㧗 㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊᏊࡶࡢ♫ⓗᏙ❧ᑐᛂࡍࡿ
ぢᏲࡾᨭ࣭⮬❧ᨭ㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲

ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࠖ
         
◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶


Ꮫᰯἲேྡ㸸ᮾὒᏛ


Ꮫ

ྡ㸸ᮾὒᏛ

 ◊✲⤌⧊ྡ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 
 ◊✲௦⾲⪅㸸᳃⏣᫂⨾㸦ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧



┠ ḟ

Ϩ ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࠖ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ᴫせ

  ֙ Ꮫᰯἲேྡ          ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֚ Ꮫྡ            ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֛ ◊✲⤌⧊ྡ          ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֜ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡤᅾᆅ      ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֝ ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ      ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֞ ◊✲ほⅬ           ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֟ ◊✲௦⾲⪅          ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֠ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍ◊✲⪅ᩘ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֡ ヱᙜᑂᰝ༊ศ         ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֢ ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡍࡿ࡞◊✲⪅  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  ֣ ◊✲ࡢᴫせ          ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
   
 

  ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࣭ព⩏ཬࡧィ⏬ࡢᴫせ
  ◊✲⤌⧊

   

  ◊✲タ࣭タഛ➼

   

  ◊✲ᡂᯝࡢᴫせ

 ֤ ࣮࣮࢟࣡ࢻ          ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ֥ ◊✲Ⓨ⾲ࡢ≧ἣ        ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
  㸺㞧ㄅㄽᩥ㸼
  㸺ᅗ᭩㸼
㸺ᏛⓎ⾲㸼
㸺◊✲ᡂᯝࡢබ㛤≧ἣ㸼
֦ ࡑࡢࡢ◊✲ᡂᯝ➼      ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
֧ ࠕ㑅ᐃࠖཬࡧࠕ୰㛫ホ౯ࠖࡉࢀࡓ␃ព㡯ཬࡧᑐᛂ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 
ϩ ◊✲⣖せࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘ 㸦   㸧ෆࡣⓎ⾜ᮇ᪥
֙ ➨  ྕ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
֚ ➨  ྕ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
֛ ➨  ྕ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
֜ ➨  ྕ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
֝ ➨  ྕ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭


Ϫ ㈨ᩱ㞟㸦ሗ࿌᭩㸧
㸺ྜྠάື㸼
㈨ᩱ㸸➨ᅇᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ㞀ᐖ⪅ᡂᖺᚋぢไᗘࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᐁᏛ㐃ᦠࡼࡿ⚟♴ᐇ㊶◊✲ࡢᒎ㛤
ࡑࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸➨ᅇᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᆅᇦ♫ࢆᇶ┙ࡋࡓ⚟♴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜ㸭ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ඹദ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⅏ᐖ⚟♴Ꮫࡢᵓ⠏ࡴࡅ࡚̿♫ⓗᏙ❧ࡢ㜵Ṇ
⮬❧ᨭ̿ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᮾࢪㅖᅜ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸➨ᅇᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕ᪥ᮏ࣭㡑ᅜࡢᆅᇦ⚟♴ࡢືྥࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫ⓗᏙ❧ࡍࡿேࡓࡕࡢᶒ᧦ㆤ
ᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼ࡿࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫⚟♴◊✲ᐇ㊶ࢆࡘ࡞ࡄ
ࠗぢ࠼ࡿ࠘ࠗぢࡏࡿ࠘ࡢㄢ㢟ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⦆ࡸࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࢆ
ࡵࡊࡋ࡚ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧           ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸺㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸼
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ࠕ♫⚟♴༠㆟ࡼࡿᨭᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࡢᑐᛂ
㸫ᨭ᪉ἲ࣭グ㘓࣭ぢࡏࡓࡘ࠸࡚㸫ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸බ㛤◊✲ሗ࿌᭩ᒣᓮྐ㑻Ặㅮ₇㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ࠕ㧗㱋⪅ࡢᏙ❧⮬❧ᨭࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ࠕࠗᡃࡀ࣭ࡈ࠘ࢆᆅᇦ࡛
ࡢࡼ࠺ཷࡅṆࡵࠊᐇ⌧࡛ࡁࡿࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ࠾ࡅࡿ┦ㄯάືࡢᴫせ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧

㸺㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸼
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ࠕᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ᙜ⪅ཧຍࡢព⩏
ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧              ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ࠕᡂᖺᚋぢ⮬ᕫỴᐃ̿ᡂᖺᚋぢಁ㐍ἲᖏ
Ỵ㆟ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧         ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ᐇ㊶ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ࠕᨭࡁពᛮỴᐃ࣭ពᛮỴᐃᨭ
㸦㹑㹂㹋㸧ᐇ㊶ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸⩻ヂࠕ,QWURGXFWLRQWR3HUVRQ&HQWUHGQHVVࣃ࣮ࢯࢯࣥ
ࢭࣥࢱ࣮ࢻࢿࢫ㸦ᮏே୰ᚰ⩏㸧ධ㛛ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



㈨ᩱ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ࣐࣮ࢪ
ࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸺Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸼
㈨ᩱ㸸ࠕᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ㸫ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊᐙᗞᨭ⪅
ᨭ◊✲ሗ࿌᭩̿ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧        ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸ࠕ㟈⅏ᚋࡢᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࡓࡕ⥅⥆ⓗᨭࡀ⫱࡚ࡓຊࠖ
㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸺⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㸼
㈨ᩱ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㸭㞀ᐖࣘࢽࢵࢺඹദබ㛤◊✲ሗ࿌᭩
⏣୰⪔୍㑻ඛ⏕ㅮ₇ࠕᶒ᧦ㆤಀࡿᙜ⪅ࡽࡢཎ⌮ⓗⓎ㆟ࠖ
㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧                ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㸭㞀ᐖࣘࢽࢵࢺඹദබ㛤◊✲ሗ࿌᭩
⏣୰⪔୍㑻ඛ⏕ㅮ₇ࠕᶒ᧦ㆤᙜ⪅ࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࢆᕠࡗ࡚ࠖ
㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㈨ᩱ 㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ  ᖺ㛫ࡢࡲࡵ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭




ͤ ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅
ࠗࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࠘ࢆῧ
つ᱁㸸$ ุࠊ ࣮࣌ࢪ 
Ⓨ⾜㸸୰ኸἲつฟ∧ᰴᘧ♫ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
       㸦ణࡋ㈍ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࢹ࣮ࢱࡣ㠀බ㛤㸧







䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

ᖹᡂ䠎䠑ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ䛂⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗ䛃㻌
◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ᴫせ㻌
㻌
䠍㻌
㻌
䠏㻌
㻌
䠐㻌
㻌
䠑㻌

Ꮫᰯἲேྡ㻌 㻌 㻌 㻌 ᮾὒᏛ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎㻌 Ꮫྡ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᮾὒᏛ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
◊✲⤌⧊ྡ㻌 㻌 㻌 㻌 ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᡤᅾᆅ㻌 㻌 㻌 ᮾி㒔ᩥி༊ⓑᒣ 㸫㸫㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ྡ㻌 㻌 㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊᏊࡶࡢ♫ⓗᏙ❧ᑐᛂࡍࡿぢᏲࡾᨭ࣭⮬❧ᨭ㛵
ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㻌 㻌

㻌
䠒㻌 ◊✲ほⅬ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ◊✲ᣐⅬࢆᙧᡂࡍࡿ◊✲㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
䠓㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌
◊✲௦⾲⪅ྡ㻌

᳃⏣᫂⨾

ᡤᒓ㒊ᒁྡ㻌
ᮾὒᏛ⚟♴♫ࢹࢨࣥ◊✲⛉

⫋ྡ㻌
ᩍᤵ

㻌
䠔㻌 䝥䝻䝆䜵䜽䝖ཧຍ◊✲⪅ᩘ㻌 㻌 㻟㻣㻌 ྡ㻌
㻌
䠕㻌 ヱᙜᑂᰝ༊ศ㻌 㻌 㻌 㻌 ⌮ᕤ䞉ሗ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⏕≀䞉་ṑ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ேᩥ䞉♫㻌 㻌
㻌
䠍䠌㻌 ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧຍ䛩䜛䛺◊✲⪅㻌 㻌
◊✲⪅ྡ㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ຍᒣ ᙎ

⚟♴♫
ࢹࢨࣥ
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
◊✲⛉࣭ Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
ᩍᤵ

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖◊
✲ဨ䠅

⚟♴♫
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
ࢹࢨࣥ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
◊✲⛉࣭ᩍ
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
ᤵ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦ
ぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ
䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲
䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖◊✲ဨ䠅㻌

ఀዉᕝ⚽㻌
ᒣᮏ ⨾㤶

Ⲷ㔝๛ྐ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

⚟♴♫
䝕䝄䜲䞁◊
✲⛉䞉ᩍ
ᤵ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

♫Ꮫ㒊䞉
ᩍᤵ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌



䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖◊
✲ဨ䠅
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

㛛㻌 ⨾⏤⣖㻌

♫Ꮫ㒊䞉
ຓᩍ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

ᚿᮧ ୍

⚟♴♫
㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹䜒䛾♫
ࢹࢨࣥ
ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ䛩䜛ぢᏲ䜚
◊✲⛉࣭ᩍ
ᨭ䞉⮬❧ᨭ䛻㛵䛩䜛⥲
ᤵ
ྜⓗ◊✲㻌

㧗ᒣ ┤ᶞ

⚟♴♫
㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹䜒䛾♫
ࢹࢨࣥ
ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ䛩䜛ぢᏲ䜚
◊✲⛉࣭ᩍ
ᨭ䞉⮬❧ᨭ䛻㛵䛩䜛⥲
ᤵ
ྜⓗ◊✲㻌

ᑠἨ㻌 㝯ᩥ㻌
᳃⏣ ᫂⨾

ෆ⏣ሪᏊ㻌

ᯘ㻌 㻌

⛅ඖ ⨾ୡ

㔠Ꮚ ග୍

♫Ꮫ㒊䞉
ຓᩍ䠄ᐇ⩦
ᢸᙜ䠅㻌

ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ䛵䛟
䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

⚟♴♫
ࢹࢨࣥ
ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ䛾㈋
◊✲⛉࣭ᩍ ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ䛡䛯⏕ά
ಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾
ᤵ
㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
䝷䜲䝣䝕䝄
䜲䞁Ꮫ㒊䞉
ᩍᤵ㻌
⚟♴♫
㛤Ⓨ◊✲
䝉䞁䝍䞊䞉
ᐈဨ◊✲
ဨ㻌
⚟♴♫
ࢹࢨࣥ
◊✲⛉࣭ᩍ
ᤵ

⚟♴♫
ࢹࢨࣥ
◊✲⛉࣭ᩍ
ᤵ

ᅜ㐃Ꮚ䛹䜒䛻䜔䛥䛧䛔䜎䛱䛵
䛟䜚䛾ලయ㻌

ⱝ⪅ᨭ䛾ᆅᇦ䛷䛾ᒎ㛤㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ䛾㈋
ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ䛡䛯⏕ά
ಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾
㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
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S1391006

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖㻛⌮
ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹䞊䝥◊✲
ဨ䠅㻌
㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹䜒
䛾♫ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ䛩
䜛ぢᏲ䜚ᨭ䞉⮬❧ᨭ
䛻㛵䛩䜛⥲ྜⓗ◊✲䠄㞀
ᐖ䝴䝙䝑䝖◊✲ဨ䠅
㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹䜒
䛾♫ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ䛩
䜛ぢᏲ䜚ᨭ䞉⮬❧ᨭ
䛻㛵䛩䜛⥲ྜⓗ◊✲䠄㞀
ᐖ䝴䝙䝑䝖◊✲ဨ䠅
ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔
ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛
◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖◊✲
ဨ䠅㻌

ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ
䛾㈋ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ
䛡䛯⏕άಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉
Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾㐃ᦠ䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖
◊✲ဨ䚸䝉䞁䝍䞊㛗䠅
ᅜ㐃Ꮚ䛹䜒䛻䜔䛥䛧䛔䜎
䛱䛵䛟䜚䛾ලయ䠄Ꮚ䛹
䜒䝴䝙䝑䝖◊✲ဨ䠅㻌
ⱝ⪅ᨭ䛾ᆅᇦ䛷䛾ᒎ
㛤䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖◊✲
ဨ䠅㻌
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖/⌮
ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹䞊䝥◊✲
ဨ䠅
ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ
䛾㈋ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ
䛡䛯⏕άಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉
Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾㐃ᦠ䛻㛵

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

✄ἑ㻌 බ୍㻌

ᑠᯘ Ⰻ

ᒣ⏣㻌 ⌮ᜨᏊ㻌

㔝ᓮ㻌 ⍞ᶞ㻌

⇃⏣㻌 ༤႐㻌

ᾆ⏣㻌 ឡ㻌

ᑺ㻌 ୍႐㻌

ᒣ 

⚟♴♫
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
䝕䝄䜲䞁◊ Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
✲⛉䞉ᩍᤵ㻌 άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
⚟♴♫
㛤Ⓨ◊✲
ࢭࣥࢱ
࣮࣭ᐈဨ◊
✲ဨ
ᰴᘧ♫
䜴䜶䝹䝡䞊
䜲䞁䜾䞉䜿
䜰䝬䝛䞊䝆
䝱䞊㻌
ᮾᩥ
ᏛᅬᏛ
ಖ་⒪
Ꮫ⛉䞉ᩍ
ᤵ㻌
Ṋⶶ㔝
Ꮫே㛫⛉
Ꮫ㒊♫
⚟♴Ꮫ⛉䞉
ᩍᤵ㻌
♫⚟♴
ἲே ᩥி
༊♫⚟
♴༠㆟䞉
⫋ဨ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

㔠ἑᏛ䞉
ຓᩍ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

⚟♴♫
㛤Ⓨ◊✲
ࢭࣥࢱ
࣮࣭ᐈဨ◊
✲ဨ

㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹䜒䛾♫
ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ䛩䜛ぢᏲ䜚
ᨭ䞉⮬❧ᨭ䛻㛵䛩䜛⥲
ྜⓗ◊✲㻌


131070
S1391006

䛩䜛◊✲䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖
/⌮ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹䞊䝥◊
✲ဨ䚸䝉䞁䝍䞊㛗䠅
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖㻛⌮
ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹䞊䝥◊✲
ဨ䠅㻌
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌
Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌
㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹䜒
䛾♫ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ䛩
䜛ぢᏲ䜚ᨭ䞉⮬❧ᨭ
䛻㛵䛩䜛⥲ྜⓗ◊✲䠄㞀
ᐖ䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

ᮧ㻌 ⨾ಖ㻌

ᴮᮏ㻌 ᐜᏊ㻌

Ώ㑔㻌 ᾈ⨾㻌

ᮃ᭶㻌 㝯அ㻌

ᑠᯘ㻌 ᜨ୍㻌

ஂಖ⏣㻌 ⣧㻌

ΎỈ㻌 ᶞ㻌

ᚋ⸨㻌 ᗈྐ㻌

⟃ἼᏛ
ே㛫⣔㞀
ᐖ⛉Ꮫᇦ䞉
ຓᩍ㻌
⊂❧⾜ᨻ
ἲே㧗㱋䞉
㞀ᐖ䞉ồ⫋
⪅㞠⏝ᨭ
ᶵᵓ㞀
ᐖ⪅⫋ᴗ
⥲ྜ䝉䞁䝍
䞊䞉◊✲ဨ
≉ᐃ㠀Ⴀ
άືἲ
ே䝇䝨䝅䝱
䝹䜸䝸䞁䝢
䝑䜽䝇᪥
ᮏ䞉⚟ᒸ㻌
ົᒁ㛗㻌
⏣ᅬㄪᕸ
ᏛᅬᏛ㻌
Ꮚ䛹䜒ᮍ᮶
Ꮫ㒊䞉ຓᩍ㻌

ᨭయไ䛸⤌⧊䛻㛵䛩䜛⌮
ㄽ㻌

ᨭయไ䛸⤌⧊䛻㛵䛩
䜛⌮ㄽ䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌

ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ䛵䛟
䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔
ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛
◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊
✲ဨ䠅㻌

ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ䛵䛟
䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔
ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛
◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊
✲ဨ䠅㻌

ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ䛵䛟
䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛⎔
ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛
◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊
✲ဨ䠅㻌

Ụᡞᕝ
Ꮫ⥲ྜ⚟
♴ᑓ㛛Ꮫ
ᰯ♫⚟
♴ኈ㣴ᡂ
⛉䞉௵㻌

ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ䛾㈋
ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ䛡䛯⏕ά
ಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾
㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

ᶓᕷ䞉⫋
ဨ㻌

ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ䛾㈋
ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ䛡䛯⏕ά
ಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾
㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

᪫ᕝᏛ
▷ᮇᏛ
㒊ᗂඣᩍ
⫱Ꮫ⛉䞉
ᩍᤵ㻌
᪥ᮏᏛ
ᩥ⌮Ꮫ㒊䞉
ᩍᤵ㻌
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ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ
䛾㈋ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ
䛡䛯⏕άಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉
Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾㐃ᦠ䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅
ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩ẕᏊᐙᗞ
䛾㈋ᅔ䛛䜙䛾⮬❧䛻ྥ
䛡䛯⏕άಖㆤ䛸Ꮚ䛹䜒䞉
Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾㐃ᦠ䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅

Ꮚ⫱䛶ᨭ䛻㛵䛩䜛ᨭ᪉
ἲㄽ䛾㛤Ⓨ㻌

Ꮚ⫱䛶ᨭ䛻㛵䛩䜛ᨭ
᪉ἲㄽ䛾㛤Ⓨ䠄Ꮚ䛹䜒
䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㈋ᅔ䛸⮬❧ᨭ䛾㛵㐃䛾ゎ
᫂㻌

㈋ᅔ䛸⮬❧ᨭ䛾㛵㐃
䛾ゎ᫂䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌



䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
᳜ᮌ㻌 ಙ୍

ᑠᕝ㻌 ᬗ

ᡃㅰ ⨾బᏊ

ຍ⸨㻌 ᝋ㞝㻌

┦㤿㻌 ┤Ꮚ㻌

ᑎ⏣㻌 ㄔ㻌

䠄ඹྠ◊✲ᶵ㛵➼䠅㻌

ୡ⏣㇂༊㻌

᪂₲┴❧
Ꮫே㛫
⏕άᏛ㒊䞉
ᩍᤵ
᳜ⲡᏛᅬ
ᏛⓎ㐩
ᩍ⫱Ꮫ㒊䞉
ᩍᤵ
⪷ᚨᏛ
▷ᮇᏛ
㒊ಖ⫱Ꮫ
⛉䞉ㅮᖌ
ጔዪᏊ
Ꮫᐙᨻ
Ꮫ㒊ඣ❺
Ꮫ⛉䞉ᩍ
ᤵ㻌
ᶓᅜ❧
ᏛᏛ
㝔ᅜ㝿♫
⛉Ꮫ◊
✲⛉䞉ᩍ
ᤵ㻌
ୖᬛ♫
⚟♴ᑓ㛛
Ꮫᰯ㻌 ♫
⚟♴ኈ䞉ඣ
❺ᣦᑟဨ
⛉㻌 ᩍဨ㻌

㻌

ᩥி༊♫⚟♴༠
㻌
㆟㻌

ቚ⏣༊㻌

㻌
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⿕⅏ᆅᏊ䛹䜒ᨭ䛾㛤Ⓨ㻌

⿕⅏ᆅᏊ䛹䜒ᨭ䛾㛤
Ⓨ䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖ᐈဨ
◊✲ဨ䠅㻌

ಖ⫱ᨭ䛾ᛂ⏝㛤Ⓨ㻌

ಖ⫱ᨭ䛾ᛂ⏝㛤Ⓨ
䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊
✲ဨ䠅㻌

䜂䛸䜚ぶᨭ䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊
䜽䛾㛤Ⓨ㻌

䜂䛸䜚ぶᨭ䝋䞊䝅䝱䝹
䝽䞊䜽䛾㛤Ⓨ䠄Ꮚ䛹䜒䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ䛾ᆅᇦ⚟♴㡿
ᇦ䛷䛾ᒎ㛤㻌

Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ䛾ᆅᇦ⚟
♴㡿ᇦ䛷䛾ᒎ㛤䠄Ꮚ䛹䜒
䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾ᅜ㝿ẚ㍑㻌

Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾ᅜ㝿ẚ㍑
䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊
✲ဨ䠅㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅᇦぢ
Ᏺ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕
άᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄⌮ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹
䞊䝥ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

ẕᏊᐙᗞ䛻ᑐ䛩䜛ຠᯝⓗ䛺
⮬❧ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ
䛸䚸ᨭ䛩䜛ഃ䛾⫋ဨ䠄䜿䞊 ༠ᐃᶵ㛵㻌
䝇䝽䞊䜹䞊䠅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯◊
ಟ䜔◊✲㻌
㧗㱋⪅䛾♫ⓗᏙ❧䛾ၥ㢟
䛻ᑐฎ䛧䚸㧗㱋⪅䛜Ᏻᚰ䛧䛶
ᬽ䜙䛫䜛䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢䛴䛟䜛 ༠ᐃᶵ㛵㻌
䛯䜑䛻ぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛩༠ാ◊✲㻌
㧗㱋⪅䛾♫ⓗᏙ❧䛾ၥ㢟
䛻ᑐฎ䛧䚸㧗㱋⪅䛜Ᏻᚰ䛧䛶
ᬽ䜙䛫䜛䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢䛴䛟䜛 ༠ᐃᶵ㛵㻌
䛯䜑䚸ぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛩༠ാ◊✲㻌


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

ගᕷ㻌
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ከᵝ䛺≧ἣ䛻䛒䜛Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ
⫱䛶ᐙᗞ䛻ᑐ䛧䚸♫ⓗᏙ
❧䜈䛾ᨭ䜔⏕ά䛾⮬❧䜈
䛾ᨭ䜢ど㔝䛻ධ䜜䛯䚸ᆅ
༠ᐃᶵ㛵㻌
ᇦ䛷ᬽ䜙䛩Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᐙ
ᗞ䜢ᨭ䛘䜛ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮䜔
ᨭ䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䜢┠ᣦ
䛩༠ാ◊✲㻌

㻌

㻌
㻌
䠘◊✲⪅䛾ኚ᭦≧ἣ䠄◊✲௦⾲⪅䜢ྵ䜐䠅䠚㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䛣䛹䜒ᩍ⫱ᐆ
⏕ಖẕᏊᐙᗞ䛾Ꮚ䛹䜒  Ꮫ 䛣 䛹 䜒 ᩍ ⫱
ᐑṊ㻌 ṇ᫂㻌
Ꮫ㒊ᗂඣᩍ⫱Ꮫ
ᨭ䛾᪉ἲ䛾㛤Ⓨ㻌
⛉䞉ᩍᤵ㻌
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮚ䛹䜒⮬❧ᨭ䛾ᑟධ
䛸ᐇ᪉ἲ䛾㛤Ⓨ䠄Ꮚ䛹
䜒䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏥௵㻌

㻌

㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲䝉䞁䝍
ᑠ᳚㻌 భ⣖㻌
䞊䞉ᐈဨ◊✲ဨ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

⚟♴♫㛤Ⓨ◊
㻌
✲䝉䞁䝍䞊䞉ᐈဨ ᑠ᳚㻌 భ⣖㻌
◊✲ဨ㻌
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻥 ᭶ 㻟㻜 ᪥䠅㻌
㻌


䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
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㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏥௵㻌

㻌

㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

⮬❧ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮䛾
♫Ꮫ㒊䞉ຓᩍ㻌
ຠᯝ ᐃ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ύ㔝㻌 ⤮㻌

⮬❧ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮 䛾
ຠᯝ ᐃ䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖
◊✲ဨ䠅㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

⊂❧⾜ᨻἲே㧗㱋䞉㞀ᐖ䞉
ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊䞉 ồ⫋⪅㞠⏝ᨭᶵᵓ㞀ᐖ
Ύ㔝㻌 ⤮㻌
⪅⫋ᴗ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊♫ⓗ
ຓᩍ㻌
ᨭ㒊㛛䞉◊✲ဨ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

⮬❧ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮
䛾ຠᯝ ᐃ䠄㞀ᐖ䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

⊂❧⾜ᨻἲே㧗
㱋䞉㞀ᐖ䞉ồ⫋⪅
⮬❧ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮䛾 㞠⏝ᨭᶵᵓ㞀
Ύ㔝㻌 ⤮㻌
ຠᯝ ᐃ㻌
ᐖ⪅⫋ᴗ⥲ྜ䝉
䞁䝍䞊♫ⓗᨭ
㒊㛛䞉◊✲ဨ㻌
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻜 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

⮬❧ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮 䛾
ຠᯝ ᐃ䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏥௵㻌

㻌

㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

⊂❧⾜ᨻἲேᅜ
▱ ⓗ 㞀 ᐖ ⪅ 䛾 බ ⓗ ᨭ ❧㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ
ᮧ㻌 ⨾ಖ㻌
యไ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
⪅⥲ྜタ䛾䛮
䜏䛾ᅬᴗ⏬


䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᨭయไ䛸⤌⧊䛻㛵䛩
䜛⌮ㄽ䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
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ᒁ◊✲㒊◊✲
ㄢ䞉◊✲ဨ㻌
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌
ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌
◊✲⪅Ặྡ㻌
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㔜
ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅⥲ྜ
⟃ἼᏛே㛫⣔㞀ᐖ⛉Ꮫ
タ䛾䛮䜏䛾ᅬᴗ
ᮧ㻌 ⨾ಖ㻌
ᇦ䞉ຓᩍ㻌
⏬ᒁ◊✲㒊◊✲ㄢ䞉◊
✲ဨ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᨭయไ䛸⤌⧊䛻㛵
䛩䜛⌮ㄽ䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑
䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

⏕ಖẕᏊ⮬❧ᨭ䝥䝻 ᪫ᕝᏛ▷ᮇ
䜾䝷䝮䛾Ꮚ䛹䜒ᣦᶆ䛾 Ꮫ㒊ᗂඣᩍ⫱Ꮫ ΎỈ㻌 ᶞ㻌
㛤Ⓨ㻌
⛉䞉ຓᩍ㻌
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

᪫ᕝᏛ▷ᮇᏛ
᪫ᕝᏛ▷ᮇᏛ㒊ᗂඣ
ΎỈ㻌 ᶞ㻌
㒊ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉䞉ຓ
ᩍ⫱Ꮫ⛉䞉ᩍᤵ㻌
ᩍ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮚ⫱䛶ᨭ䛻㛵䛩䜛ᨭ
᪉ἲㄽ䛾㛤Ⓨ䠄Ꮚ䛹䜒
䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮚ⫱䛶ᨭ䛻㛵䛩䜛
ᨭ᪉ἲㄽ䛾㛤Ⓨ
䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖ᐈ ဨ
◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㈋ᅔ䛸ẕᏊୡᖏ䜈䛾ᨭ ᪥ᮏᏛᩥ⌮Ꮫ
ᚋ⸨㻌 ᗈྐ㻌
㻌
㒊䞉ຓᩍ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㈋ᅔ䛸⮬❧ᨭ䛾㛵㐃
䛾ゎ᫂䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

᪥ᮏᏛᩥ⌮Ꮫ㒊䞉
᪥ᮏᏛᩥ⌮Ꮫ㒊䞉ᩍᤵ㻌 ᚋ⸨㻌 ᗈྐ㻌
ຓᩍ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㈋ᅔ䛸⮬❧ᨭ䛾㛵
㐃䛾ゎ᫂䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙
䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾

⚟♴♫ࢹࢨ
ᑠᯘ Ⰻ㻌
ࣥ◊✲⛉࣭ᩍᤵ


䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲
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ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖◊
✲ဨ䠅

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈
䛾ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛸⏕ά
ᨭ䛻㛵䛩䜛◊✲

⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮࣭ᐈဨ◊✲ဨ

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᑠᯘ Ⰻ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹
♫Ꮫ㒊
䜒䛾♫ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ ࣭ຓᩍ
䛩䜛ぢᏲ䜚ᨭ䞉⮬❧
ᨭ䛻㛵䛩䜛⥲ྜⓗ◊
✲
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᒣ 
㻌

㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹䜒
䛾♫ⓗᏙ❧䛻ᑐᛂ䛩
䜛ぢᏲ䜚ᨭ䞉⮬❧ᨭ
䛻㛵䛩䜛⥲ྜⓗ◊✲䠄㞀
ᐖ䝴䝙䝑䝖◊✲ဨ䠅

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ
䛹䜒䛾♫ⓗᏙ❧䛻 ࣮࣭ᐈဨ◊✲ဨ
ᑐᛂ䛩䜛ぢᏲ䜚ᨭ
ᒣ 
㻌
䞉⮬❧ᨭ䛻㛵䛩
䜛⥲ྜⓗ◊✲

㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅䚸Ꮚ䛹
䜒䛾♫ⓗᏙ❧䛻ᑐ
ᛂ䛩䜛ぢᏲ䜚ᨭ䞉⮬
❧ᨭ䛻㛵䛩䜛⥲ྜ
ⓗ◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻞 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

㑪Ꮫᰯ♫⚟♴Ꮫ⛉䞉
㉿㻌 ⨾㈆㻌
㠀ᖖㅮᖌ㻌


◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
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䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻢 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

♫Ꮫ㒊䞉ᩍᤵ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ⲷ㔝๛ྐ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻤 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᅜ㐃Ꮚ䛹䜒䛻䜔䛥䛧䛔
䜎䛱䛵䛟䜚䛾ලయ
䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖◊ ✲
ဨ䠅㻌

䝷䜲䝣䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊䞉ᩍᤵ㻌 ෆ⏣ሪᏊ㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

᪂₲┴❧Ꮫே㛫⏕άᏛ ᳜ᮌ㻌 ಙ୍
㒊䞉ᩍᤵ

㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

᳜ⲡᏛᅬᏛⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ ᑠᕝ㻌 ᬗ
㒊䞉ᩍᤵ


䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

⿕⅏ᆅᏊ䛹䜒ᨭ䛾
㛤Ⓨ䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙 䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌
ಖ⫱ᨭ䛾ᛂ⏝㛤Ⓨ
䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖ᐈ ဨ

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
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◊✲ဨ䠅㻌

㻌

䜂䛸䜚ぶᨭ䝋䞊䝅䝱
䝹䝽䞊䜽䛾㛤Ⓨ䠄Ꮚ䛹
䜒䝴䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲
ဨ䠅㻌

⪷ᚨᏛ▷ᮇᏛ㒊ಖ⫱ ᡃㅰ ⨾బᏊ
Ꮫ⛉䞉ㅮᖌ

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻞㻜 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖㻛⌮ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹
䞊䝥◊✲ဨ䠅㻌

⚟♴♫䝕䝄䜲䞁◊✲⛉䞉
✄ἑ㻌 බ୍㻌
ᩍᤵ㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

ᰴᘧ♫䜴䜶䝹䝡䞊䜲䞁
ᒣ⏣㻌 ⌮ᜨᏊ㻌
䜾䞉䜿䜰䝬䝛䞊䝆䝱䞊㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻣 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
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᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

ᮾᩥᏛᅬᏛಖ་
㔝ᓮ㻌 ⍞ᶞ㻌
⒪Ꮫ⛉䞉ᩍᤵ㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

♫Ꮫ㒊䞉ຓᩍ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㛛㻌 ⨾⏤⣖㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖㻛⌮ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹
䞊䝥◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ 㻞 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

Ṋⶶ㔝Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊♫
⇃⏣㻌 ༤႐㻌
⚟♴Ꮫ⛉䞉ᩍᤵ㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻟㻜 ᪥䠅㻌


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

ጔዪᏊᏛᐙᨻᏛ㒊ඣ
ຍ⸨㻌 ᝋ㞝㻌
❺Ꮫ⛉䞉ᩍᤵ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ䛾ᆅᇦ
⚟♴㡿ᇦ䛷䛾ᒎ㛤
䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖ᐈ ဨ
◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ 㻣 ᭶ 㻝㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

ᶓᅜ❧ᏛᏛ㝔ᅜ㝿
┦㤿㻌 ┤Ꮚ㻌
♫⛉Ꮫ◊✲⛉䞉ᩍᤵ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾ᅜ㝿ẚ
㍑䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖 ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

♫Ꮫ㒊䞉ຓᩍ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᯘ㻌 㻌

ⱝ⪅ᨭ䛾ᆅᇦ䛷䛾
ᒎ㛤䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙 䝑䝖
◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ⱝ⪅ᨭ䛾ᆅᇦ䛷䛾ᒎ
♫Ꮫ㒊䞉ຓᩍ㻌
㛤㻌
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌


◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᯘ㻌 㻌

ⱝ⪅ᨭ䛾ᆅᇦ䛷䛾ᒎ
㛤䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖◊✲
ဨ䠅㻌

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

♫Ꮫ㒊䞉ຓᩍ㻌

⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲䝉䞁䝍
ᯘ㻌 㻌
䞊䞉ᐈဨ◊✲ဨ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ⱝ⪅ᨭ䛾ᆅᇦ䛷䛾
ᒎ㛤䠄Ꮚ䛹䜒䝴䝙 䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䢑
䢂䡫䢀ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

♫⚟♴ἲே ᩥி༊♫
ᾆ⏣㻌 ឡ㻌
⚟♴༠㆟䞉⫋ဨ㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䝇䝨
䝅䝱䝹䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝇᪥ᮏ䞉 Ώ㑔㻌 ᾈ⨾㻌
⚟ᒸ㻌 ົᒁ㛗㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌
ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛
⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

⚟♴♫ࢹࢨࣥ◊✲
ఀዉᕝ⚽㻌
⛉࣭ᩍᤵ㻌

131070
S1391006

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌
ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛
⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖
◊✲ဨ䠅㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

⏣ᅬㄪᕸᏛᅬᏛ㻌 Ꮚ䛹䜒
ᮃ᭶㻌 㝯அ㻌
ᮍ᮶Ꮫ㒊䞉ຓᩍ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌
ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛
⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻢 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄⌮ㄽ䞉
Ṕྐ䜾䝹䞊䝥ᐈဨ◊
✲ဨ䠅㻌

ୖ ᬛ ♫  ⚟ ♴ ᑓ 㛛 Ꮫ ᰯ㻌
♫⚟♴ኈ䞉ඣ❺ᣦᑟဨ⛉㻌 ᑎ⏣㻌 ㄔ㻌
ᩍဨ㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻤 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

⊂❧⾜ᨻἲே㧗㱋䞉㞀ᐖ䞉
ồ⫋⪅㞠⏝ᨭᶵᵓ
ᴮᮏ㻌 ᐜᏊ㻌
㞀ᐖ⪅⫋ᴗ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䞉
◊✲ဨ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌
ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛
⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

㻌

♫Ꮫ㒊䞉ຓᩍ䠄ᐇ⩦ᢸᙜ䠅㻌 ᑠἨ㻌 㝯ᩥ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌
ពᛮỴᐃᨭ䛻䛚䛡䜛
⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䛒䜚᪉䛻㛵
䛩䜛◊✲䠄㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖
ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

㻌

㏣ຍ㻌

㻌

㻌

䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻢 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌
㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ᮾி⚟♴Ꮫ䞉ຓᩍ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᑺ㻌 ୍႐㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

㻌
ᪧ㻌
䢈䢛䢗䡸䢚䡦䡴䢀䛷䛾◊✲ㄢ㢟㻌

ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

◊✲⪅Ặྡ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾 ᮾ ி ⚟ ♴  Ꮫ 䞉
ᑺ㻌 ୍႐㻌
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩 ຓᩍ㻌
䜛◊✲㻌
䠄ኚ᭦䛾ᮇ䠖ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝 ᪥䠅㻌


䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾ᆅ
ᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸⏕άᨭ䛻㛵䛩
䜛◊✲䠄㧗㱋䝴䝙䝑䝖ᐈ
ဨ◊✲ဨ䠅㻌

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

㻌
㻌
᪂㻌
ኚ᭦๓䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ኚ᭦䠄ᑵ௵䠅ᚋ䛾ᡤᒓ䞉⫋ྡ㻌

ᮾி⚟♴Ꮫ䞉ຓᩍ㻌 㔠ἑᏛ䞉ຓᩍ㻌

㻌
㻌
㻌
㻌



◊✲⪅Ặྡ㻌

䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛾ᙺ㻌

ᑺ㻌 ୍႐㻌

Ꮩ❧䛩䜛㧗㱋⪅䜈䛾
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾ᙧᡂ䛸 ⏕άᨭ
䛻㛵䛩䜛◊✲䠄㧗㱋䝴
䝙䝑䝖ᐈဨ◊✲ဨ䠅㻌

䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

䠍䠍㻌 ◊✲䛾ᴫせ䠄䈜㻌 㡯┠య䜢䠍䠌ᯛ௨ෆ䛷సᡂ䠅㻌
䠄䠍䠅◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾┠ⓗ䞉ព⩏ཬ䜃ィ⏬䛾ᴫせ㻌

⌧௦♫࡛ࡣᐙ᪘㈐௵ࡼࡿᬽࡽࡋࡢ⮬❧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᐙ᪘ෆࡢᨭࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ேࠎ
ࡣࠊᆅᇦࡢ୰࡛Ꮩ❧ࡋࠊࡑࡇ࡛ከࡃࡢၥ㢟ࡀ㞟✚ࡉࢀࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊ
Ꮚࡶ㸦ẕᏊ㸧࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡸࡍ࠸ேࠎࡀࠊ㈋ᅔࡸᵝࠎ࡞⏕άㄢ㢟ࡸ⅏ᐖࡢ⿕ᐖ➼ࢆ㞟୰ࡋ
࡚㈇࠸࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳᨭ᪉ἲࡢゎ᫂ࡀ♫⚟♴◊✲ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࢆࠊ㧗㱋ࠊ㞀ᐖࠊᏊࡶࡢ㸱ࡘࡢศ㔝ࡽ࡞ࡿࣘࢽࢵࢺࢆᵓ
ᡂࡋࠊ ࣘࢽࢵࢺࡀ┦㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ♫ⓗᏙ❧ࡢ㛵ಀᨭࠊ⏕ά⮬❧ᨭࡢ୧᪉ࢆど㔝
ධࢀࡓ࢘ࢺ࣮ࣜࢳᆺࡢᐇ㊶◊✲ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡣᏙ❧ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢᆅᇦぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ⏕άᨭ㛵ࡍࡿ◊✲ࠊ㞀
ᐖࣘࢽࢵࢺࡣ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃ࠾ࡼࡧ┦ㄯᨭయไ㛵ࡍࡿ◊✲ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡣᏙ❧ࡍࡿ
ẕᏊୡᖏࡢ⏕άᨭ࣭⮬❧ᨭࡢලయⓗ᪉ἲ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ୰ᚰࢸ࣮࣐ࡍࡿࠋࣘࢽࢵࢺඹ㏻
ࡍࡿ♫ⓗᏙ❧࣭㝖㛵ࡍࡿ⌮ㄽ࣭Ṕྐ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣘࢽࢵࢺูタࡅࡓ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢࣝ
࣮ࣉࡀᢸᙜࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࡓከ㠃ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ᨭ
యไࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࡇࡋࡓࠋ
ィ⏬ࡣࠊ ᖺ┠ࡣ⾜ᨻࠊᑓ㛛ᶵ㛵ࠊᙜ⪅ᅋయࠊタ㛵ಀ⪅➼ᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢ➼ࢆᐇࡍࡿࠋ
 ᖺ┠ࡣྛศ㔝ࡼࡿㄪᰝ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊྜྠ◊✲࣭බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ ᖺ┠ࡣྛࣘ
ࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛእࡢᑓ㛛◊✲⪅ࡸ⾜ᨻᢸᙜ⪅࣭⚟♴ᐇ㊶⪅➼ࡢ༠ാ◊
✲ࢆᐇࡉࡏࠊࡑࡢᡂᯝࡸᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊබ㛤◊✲࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࡛බ⾲ࡍࡿࠋ
ᖺ┠ࡣ๓ᖺᗘࡲ࡛ࡢᡂᯝࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ ศ㔝ࡲࡓࡀࡿᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ⌮
ㄽࢆᵓ⠏ࡋᚋࡢᒎᮃࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ᭱⤊ᖺࡣ  ࣧᖺ㛫ࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓሗ࿌᭩㸦᭩⡠㸧ࢆห⾜
ࡋሗ࿌ࢆවࡡࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

㻌
㻌
䠄䠎䠅◊✲⤌⧊㻌

◊✲⤌⧊ࡣࠊᮾὒᏛᏛ㝔⚟♴♫ࢹࢨࣥ◊✲⛉ࡢᡤᒓᩍဨࢆ୰ᚰࡋࡓ◊✲ဨࠊᏛࡸ
බⓗᶵ㛵ࠊᾏእࡢ◊✲⪅࡞ࡢᐈဨ◊✲ဨ࡛ᵓᡂࠋ㐠Ⴀጤဨ㸦ᖺ  ᅇ㸧ࢆᖖタࡋࠊᏛෆ◊✲ဨࢆ
୰ᚰᐃࢆ㛤ദ㸦㝸᭶㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋእ㒊ࡢ◊✲⪅㸦 ྡ㸧ࢆホ౯ጤဨࡋ࡚ጤკࡋࠕホ౯ጤဨ
ࠖࢆ㛤ദ㸦ᖺ  ᅇ㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘⅬ࡛ࡣࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡀ  ྡࡢ◊✲ဨ࣭ᐈဨ◊✲ဨ 5$ ྡࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࡀ 
ྡࡢ◊✲ဨ࣭ᐈဨ◊✲ဨ 3'࣭5$ ྛ  ྡࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡀ  ྡࡢ◊✲ဨ࣭ᐈဨ◊✲ဨ 5$㸯ྡࠊ
⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡀ  ྡࡢ◊✲ဨ 5$ ྡ࠸࠺యไ࡛◊✲ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㸦වົ᭷ࡾ㸧ࠋ
᪥ᖖⓗࡣ◊✲ᨭ⪅࡛࠶ࡿ 3'࣭5$ ࡀ୰ᚰ࡞ࡾ◊✲άືࢆᨭ࠼ࠊྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲
㐙⾜ࡘ࠸࡚ࡣྛ࣮ࣜࢲ࣮ࡀㄪᩚᙺ࣭㈐௵⪅࡞ࡾࠊົᒁ㛗㸦ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸧ࡀయࡢண⟬࣭
ᴗィ⏬࣭ྛ✀㆟➼ࡢ㐠Ⴀ࣭యㄪᩚᴗົ➼ࢆ⾜࠸ࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀయ◊✲ࡢ⤫ᣓ㈐௵ࢆᢸࡗ࡚
࠸ࡿࠋ㻌


㻌
㻌
㻌
㻌
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䠄䠏䠅◊✲タ䞉タഛ➼㻌
㻌㻌
㻌 ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋ࠕ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆタ⨨㸦 ੍㸧ࠋ3'࣭5$ ࡀ
࡛᭰ᖖ㥔ࡋ᪥ᖖⓗ࡞◊✲ᨭᴗົ࠶ࡓࡾࠊ㐠Ⴀጤဨࡸሗඹ᭷ࢆ┠ⓗࡋࡓᐃ➼ࡢྛ✀
㆟ࡢሙࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋົᡤෆᑓ⏝ 3& ྎࠊ༳ๅᶵࠊᑓ⏝㟁ヰ࣭)$; ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻌
◊✲ဨ  ྡࠊ㹎㹂࣭㹐㸿㸴ྡࡀ⏝ࠋ

㻌
䠄䠐䠅◊✲ᡂᯝ䛾ᴫせ㻌 䈜ୗグ䚸䠍䠏ཬ䜃䠍䠐䛻ᑐᛂ䛩䜛ᡂᯝ䛻䛿ୗ⥺ཬ䜃䠆䜢䛩䛣䛸䚹㻌
㻌
䠘⌧Ⅼ䜎䛷䛻
䛻㐩ᡂ䛥䜜䛯ᡂᯝ䠚㻌
ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ⏕άㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡸࡍ࠸ேࠎࡀᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳᨭ᪉ἲࡢゎ᫂ࠊ
ᨭࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ⌮ㄽࡢᵓ⠏➼ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ◊✲ࡢ᰿ᗏ࠶ࡿࡢࡣࠊᆅᇦ࡛
ᬽࡽࡍேࠎࡢᶒࢆ࠺Ᏺࡿࡢ࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡣࠊࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ᨭࡢᙧࡀ
ᥦ࡛ࡁࡿࡢࠊྛ⮬యࠊ⚟♴⌧ሙ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᣮᡓⓗᐇ㊶ⓗ࡞◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗࠊ

ᙜึࡢィ⏬ࡽࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡢࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
䐟♫⚟♴⌧ሙ䛸䛾ඹྠ◊✲䛻䜘䜛ᡂᯝ䜢䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛧䚸ᥦゝ➼䛻䛴䛺䛢䛯㻌
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ  ᖺ┠ࡽィ⏬ࡋ࡚ࡁࡓ⾜ᨻࠊᑓ㛛ᶵ㛵ࠊᙜ⪅ᅋయࠊタ㛵ಀ⪅➼ᑐࡍࡿࣄࣜ
ࣥࢢࡸྜྠ◊✲➼ࡢᐇࢆ╔ᐇ㐍ࡵࠊ✚ᴟⓗ」ᩘࡢ⮬యࡢ◊✲༠ᐃ⥾⤖ࡸ♫⚟♴ᐇ㊶ᶵ
㛵࣭ᅋయ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆ⤖ࡧࠊඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࢫࢱࣝ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊྛ✀ᡂᯝࢆࠕ⌧ሙࠖ㑏ඖࡋࠊ⮬య⟇ࡢᫎࡸ⫋ဨ◊ಟࠊ⫋ဨࡢព㆑ᨵ㠉ࠊᨻ
⟇ᥦゝ➼ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ⌧ሙࡢᐇ㊶άືࡢྥୖᐤ࡛ࡁࡓࡇࡣࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⌧ሙ㞳ࡋࡓ◊✲ࡢࡓࡵࡢ◊✲࡞ࡿࡇ࡞ࡃࠊᖖ⌧ሙࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆព㆑ࡋ
ࡓ◊✲⪅⌧ሙࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡢࣔࢹࣝ㸦ࢫࢱࣝ㸧ࢆ♧ࡋࡓゝ࠼ࡿࠋୗグࡣ༠ຊ࣭㐃ᦠࡋࡓᶵ㛵࣭
ᅋయ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑᮏࢭࣥࢱ࣮◊✲༠ᐃࢆ⤖ࢇࡔ⮬య࣭㛵ಀᅋయ㸸
   ᮾி㒔ቚ⏣༊㧗㱋⪅⚟♴ㄢ㸦㸨㸲㹉ࠊ㸨㸶㹉ࠊ㸨㸯㸲㹉ࠊ㸨㸯㸳㹉ࠊ㸨㸯㸷㹉ࠊ㸨㸰㸱㹉㸧
ᮾி㒔ᩥி༊♫⚟♴༠㆟㸦㸨㸳㹉ࠊ㸨㸯㸮㹉ࠊ㸨㸯㸴㹉ࠊ㸨㸰㸮㹉ࠊ㸨㸰㸲㹉㸧
ᮾி㒔ୡ⏣㇂༊㸦⏕άᨭㄢࠊᏊࡶᐙᗞㄢ㸧
㸦㸨㸰㸶㹉ࠊ㸨㸱㸯㹉ࠊ㸨㸱㸱㹉ࠊ㸨㸱㸴㹉ࠊ
㸨㸱㸷㹉㸧
ᇸ⋢┴ගᕷಖ⚟♴㒊㸦㸨㸱㸲㹉ࠊ㸨㸱㸵㹉ࠊ㸨㸲㸮㹉㸧
 ۑᮏࢭࣥࢱ࣮༠ാ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㛵ಀᅋయ㸸
ᮾி㒔༓௦⏣༊♫⚟♴༠㆟ࠊ༓ⴥ┴᯽ᕷ♫⚟♴༠㆟ࠊᰣᮌ┴᪥ගᕷ♫⚟♴༠㆟
㸦㸨㸯㸯㹉ࠊ㸨㸯㸰㹉ࠊ㸨㸯㸶㹉ࠊ㸨㸰㸰㹉㸧
   ㄪᕸᕷᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮㸦㸨㸷㸿ࠊ㸨㸯㸴㹂ࠊ㸨㸷㹉㸧
   ඵ༓௦ᕷ㸦㸨㸰㸵㹉ࠊ㸨㸱㸮㹉㸧
 ࡢࡑۑࠊ◊✲༠ຊࢆ⾜ࡗࡓᶵ㛵࣭ᅋయ㸸
   ᮾி㒔ಖ⚟♴ᒁ㧗㱋⪅⚟♴ㄢ㸦㸨㸯㹉ࠊ㸨㸴㹉㸧
ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟㸦㸨㸱㹉ࠊ㸨㸵㹉ࠊ㸨㸯㸱㹉㸧
   ࡉ࠸ࡓࡲᕷ㞀ᐖ⪅⚟♴タගᅬࡅࡸࡁ㸦㸨㸯㸷㹊ࠊ
㸧
   ♫⚟♴ἲே⥳ⴥ㝧ගࡢᅬ㸦㸨㸰㸮/㸧

߈ᩘከࡃࡢྜྠ◊✲ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋࠊ◊✲⤒㐣ࡸᡂᯝࢆ✚ᴟⓗⓎಙࡋࡓ
◊✲ࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㧗㱋ࠊ㞀ᐖࠊᏊࡶࡢ㸱ࡘࡢࣘࢽࢵࢺ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡢィ㸲
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ࡘࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧ࡕୖࡆࠊ⊂⮬◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ㸰ᖺ┠௨㝆ࡣࠊྜྠ
άືࡸྜྠ◊✲ࡶྜࢃࡏ࡚ᐇࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲άື῝ࡳཌࡳࢆᣢࡓࡏ࡚ࡁࡓࠋ
」ᩘࡢࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿྜྠබ㛤◊✲ࡸࠊࢭࣥࢱ࣮య࡛⏬࣭㐠Ⴀࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࢆẖᖺ㛤ദࡋࠊ◊✲༠ຊᶵ㛵࡛࠶ࡿ⮬యࡸタ➼ࡢ㛵ಀ⫋ဨࢆᣍࡁ࡞ࡀࡽ⌧ሙࡢ≧ἣࢆ◊✲
ᫎࡉࡏ࡚ࡁࡓ㸦㸨㸯㹂ࠊ㸨㸰㹂ࠊ㸨㸴㹂ࠊ㸨㸵㹂ࠊ㸨㸷㹂ࠊ㸯㸮㹂ࠊ㸨㸯㸰㹂ࠊ㸨㸯㸱㹂ࠊ㸨㸯
㸲㹂ࠊ㸨㸯㸳㹂㸧ࠋࡲࡓࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࠊᐈဨ◊✲ဨࠊ◊✲༠ຊ⪅ࡀ◊✲ᡂᯝࢆㄽᩥࡋ࡚ࡲ
ࡵࠊ◊✲⣖せࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘ᥖ㍕ࡋ࡚ࡁࡓ㸦㸨㸯㹅㹼㸨㸳㹅㸧ࠋᮏ⣖せࡣẖᖺⓎ⾜ࡋࠊࡇ
ࡢ  ᖺ㛫࡛ᥖ㍕ࡋࡓㄽᩥ㸦◊✲ࣀ࣮ࢺྵࡴ㸧ࡣᘏ  ᮏ࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣㄽᩥࡢ◊✲
ᡂᯝ㛵ࡍࡿホ౯ࢆᐈほⓗ⾜࠸ࠊㄽᩥࡢỈ‽ࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆ┠ⓗᰝㄞไ㸦Ꮫෆᰝㄞ㸧ࢆᑟධࡋࠊ
⣖せࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊ,661㸦;㸧Ⓩ㘓ࡋࡓࠋ◊✲ᡂᯝࡢࠕぢ
࠼ࡿࠖࡣᮏࢭࣥࢱ࣮ࡀ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⣖せ௨እࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㛤タ࣭㝶᭦᪂ࢆ⾜࠸ࠊ
ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢⓎ⾜㸦ᖺ  ᅇ㸧ࡼࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ᐇ⦼➼ࡢሗ࿌࣭⤂ດࡵ࡚ࡁࡓ㸦㸨㸯
㹃ࠊ㸨㸯)㹼㸲)

ճྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ᶓ᩿ⓗ㆟ㄽࢆ㔜ࡡࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࡢ㞟ᡂࡋ࡚
༢⾜ᮏࠗ࡞ࡐࠊࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡢ㸽㸫ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍᨭࡢ⤌ࡳ㸫࠘ࢆබหࡋࠊ◊✲ᡂᯝࢆᗈࡃ
Ⓨಙࡋࡓ
 ◊✲ᡂᯝࢆ᭩⡠ࡲࡵࡿࡇࡣᮏࢭࣥࢱ࣮㛤タᙜึࡢィ⏬࡛࠶ࡾࠊ ᖺ㛫ࡢྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢࣝ
࣮ࣉࡢ◊✲ෆᐜࢆᶓ᩿ⓗᤊ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ᡂᯝࢆᵓ㐀࣭⥲ྜࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞సᴗࡔࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᭩⡠ࡢ┠ⓗࢆࠕᆅᇦࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ᨭࡸไᗘ➼ࡀᒆ࡞࠸ࠊ
ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ேࠎࡢ≧ἣࢆ᳨ドࡋࡘࡘࠊࡇ࠺ࡋࡓேࡓࡕࡀᆅᇦࡢ࡞࡛ᬽࡽࡍࡇࢆᨭ࠼ࡿ⤌ࡳ
࡙ࡃࡾࢆᥦゝࡍࡿࡇࠖࡋࠊ᭩ྡࢆࠗࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࠘㸦௨ୗࠊࠕᮏ
᭩ࠖ
㸧ࡋࡓ㸦㸨㸱,㸧
ࠋ
ᮏ᭩ࡣࠊᗎ❶  㒊࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ➨  㒊ࡣࠕᆅᇦ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠗࡘ࡞ࡀࡾࡃࡉ࠘ࠖ㢟ࡋࠊྛ✀
♫⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡀᙜ⪅ࡢᮃࡴᙧ࡛ᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺どⅬࡽࠊࡘ࡞ࡀࡾࡃ
ࠕᆅᇦ࠾ࡅࡿ⚟♴♫ࡢ㛤Ⓨࠖࡋࠊ᪥ࠊྛ⮬య
࠸ᐇែせᅉࢆゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨  㒊࡛ࡣࠊ
ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡘࡘ࠶ࡿᨭᑐ㇟ࢆᶓ᩿ⓗᤊ࠼ࡿ⥲ྜⓗ࣭ໟᣓⓗࢣࡢᐇ㊶ࡀୖᡭࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸
≧ἣࢆ⫼ᬒࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡀྛᐇ㊶⌧ሙ༠ຊࡋ࡚㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠕࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫࠖᇶ࡙࠸࡚ࠊ
ேࠎᨭ➼ࢆࠕࡘ࡞ࡄᐇ㊶ࠖࢆᨭ࠼ࡿ⌮ㄽࠊࢩࢫࢸ࣒ࠊேᮦࠊ⤌⧊࣭㈨※ࡘ࠸࡚ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࡲࡉࠊᨻ⟇ⓗ࡞㠃ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃᶓ᩿ⓗ࡞どⅬࡽᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍࡋࡃࡳࢆ࠺ࡘࡃࡿࡢ
࠸࠺ࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡀ┠ᣦࡍࠕ⚟♴♫ࡢ㛤Ⓨࠖ࠸࠺᰾ᚰࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨  㒊ࡣࠊࡑࡢ
᰾ᚰ㒊ศ࡛࠶ࡿࠕ⚟♴♫ࢆ࠺㛤Ⓨࡍࡿࠖࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ཎ⌮ㄽ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⌮ㄽࢆヨ
ࡳࠊᨭࡢ᪉ྥᛶࢆᨭ࠼ࡿᛮ࣭⌮ㄽ➼ࡘ࠸࡚ᥦゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮏⴭෆᐜࢆᗈࡃⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ㏻ᖖࡢ㈍࣮ࣝࢺࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ୰ኸἲつ
ฟ∧ओࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ ᖺ  ᭶ห⾜࡞ࡗࡓ㸦㸨㸳㹀㸧ࠋ 

᭩ྡ㸸
ࠗࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࠘
⦅㞟㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
つ᱁㸸㸿㸳∧  ࣮࣌ࢪ
ᐃ౯㸸 㸦⛯ู㸧 㒊ᩘ㸸 㒊


䠘ඃ䜜䛯ᡂᯝ䛜䛒䛜䛳䛯Ⅼ䠚㻌
 ࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝ࡛≉ඃࢀࡓᡂᯝࡀ࠶ࡀࡗࡓⅬࡘ࠸࡚ࠊࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡈ
ሗ࿌ࡍࡿࠋ
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࠙㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࠚ
ձ ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົศᯒ࣭ࠕぢ࠼ࡿࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗົࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽࡋࠊᆅᇦࡢ
ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡྥࡅࡓㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓ
 ぢᏲࡾࡢᐇែᨭᶵ㛵ࡢᶵ⬟ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊㄪᕸᕷࡢᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢඹྠ◊✲ࢆ
㐍ࡵࠊྛᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ⥲ྜ┦ㄯࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡈࡢ┦ㄯᐇ⦼ࢆ㧗㱋⪅ேཱྀ
ࡼࡗ࡚⿵ṇࡍࡿ᪉ἲࡼࡗ࡚ᩘ್࣭ࢢࣛࣇࡋ࡚ࠕぢ࠼ࡿࠖࢆᅗࡾࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ᴗົࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽࡋࠊᆅᇦࡢぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡྥࡅࡓㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓ㸦㸨㸷㸿ࠊ㸨㸯㸱㸿ࠊ
㸨㸯㸮㹂ࠊ㸨㸯㸴㹂㸧ࠋ

߈ ࠕቚ⏣༊㧗㱋⪅ぢᏲࡾ┦ㄯᐊࠖࡢ┦ㄯᴗົࡢ㉁ⓗྥୖᐤࡋࠊ㐠Ⴀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧ࡋࡓ
 ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲༠ᐃᇶ࡙ࡁࠊቚ⏣༊㧗㱋⪅ぢᏲࡾ┦ㄯᐊ⫋ဨࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ㛵ࡍ
ࡿ᳨ウཧຍࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࠊẖ᪥ࡢᴗົࢹ࣮ࢱࡢグධ᪉ᵝᘧࡸ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢタィࠊࢹ
࣮ࢱࡢศᯒ➼ࢆ⾜࠸ࠊ᳨ウ࡛ࡣࠊሗ࿌ࡢࢻࣂࢫࡸࡢ᭩ࡁ᪉➼ࡢຓゝࢆ⾜࠸┦
ㄯᑐᛂࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓάືࢆࠗቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ࠾ࡅࡿ┦ㄯάື
ࡢᴫせ࠘ཬࡧࠗቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡢ┦ㄯάື㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩࠘ࡋ࡚ࡲࡵࠊぢᏲ
ࡾࡢ㔜せᛶࢆࡑࢀࢆ㐠Ⴀࡍࡿᇶ♏⮬యࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ♧ࡋࡓ㸦㸨㸰㸰㸿ࠊ㸨㸯㸷㹅ࠊ㸨㸰㸮㹅㸧
ࠋ

ճ ᨭᅔ㞴ࡢධ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢣ࣮ࢫࡢ㢮ᆺ࣭ධ᪉ἲ➼ࢆศᯒࡋࡓ
༓௦⏣༊࣭᯽ᕷ࣭᪥ගᕷࡢྛ♫⚟♴༠㆟ࡢ༠ാ◊✲ࡼࡗ࡚ࠊ㏆ᖺቑᖜࡋ࡚࠸ࡿᨭᅔ㞴
ᑐࡍࡿ♫⚟♴༠㆟ࡼࡿᑐᛂࡢࢹ࣮ࢱ㞟࣭ศᯒࢆ  ᖺ㛫⾜ࡗࡓࠋไᗘࡢ⊃㛫࠶ࡿၥ
㢟ࠊ」ᩘࡢၥ㢟࡛ᵓᡂࡉࢀࡿၥ㢟࡞᪤Ꮡࡢไᗘࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃࠊࡲࡓᮏேࡼࡿᨭᣄྰ࡞
ࡶ࠶ࡗ࡚ᆅᇦ࡛ᇙࡶࢀࡸࡍ࠸ၥ㢟⩌ࡀᨭᅔ㞴ࡤࢀࡿࡢࡔࡀࠊ㏆ᖺࠊ♫⚟♴༠㆟ᐤ
ࡏࡽࢀࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㞟✚ࡋࡓᨭᅔ㞴ࡢᐇ㊶ࢹ࣮ࢱࡢศᯒᐇ㊶ㄢ
㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊᚋࡢᨭ➼㛵ࡋ࡚ࠊㄽᩥᇳ➹ࠊ᭩⡠ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸦㸨㸯㸰㸿ࠊ㸨㸯㸶㸿ࠊ㸨㸳
㹀ࠊ㸨㸱㹁ࠊ㸨㸷㹁ࠊ㸨㸯㸵㹂㸧ࠋ

մ ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮άືࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃ࡋࡓ
 ᮏࢭࣥࢱ࣮ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢ◊✲༠ᐃᇶ࡙ࡃ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮
ࢱ࣮ࡢάືグ㘓ࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢά
ືࡘ࠸࡚άືࡢศ㢮ࢥ࣮ࢻࢆタィࡋࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάືࡢᩘ್࣭ᶆ‽ࡶࠊάື
⤒㐣ࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊぢ࠼ࡿࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃ࡋࡓࠋࡑࡢᡂᯝࢆࠕ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨
 ᅇ࡛ࠖሗ࿌ࡋࡓ㸦㸨㸯㸴㹉ࠊ㸨㸰㸮㹉ࠊ㸨㸰㸲㹉ࠊ㸨㸲㹁ࠊ㸨㸯㸴㹁㸧
ࠋ

࠙㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࠚ
ձ ពᛮỴᐃ㸦ᨭ㸧ࡢṔྐⓗ࣭ไᗘⓗ࣭ᐇ㊶ⓗពࢆゎ᫂ࡋࡓ
ࡇࢀࡲ࡛⮬ᕫỴᐃ࠸࠺ᴫᛕࡀὶ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࡞ࡐពᛮỴᐃࡀᙉㄪࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡘ࠸࡚Ṕ
ྐⓗ࣭ไᗘⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ᳨ウࡋࡓ㸦㸨㸰㸴㸿ࠊ㸨㸱㸰㸿ࠊ㸨㸳㸰㸿ࠊ㸨㸯㸱㹁ࠊ㸨㸰㸯㹂ࠊ㸨㸱㸰
㹂㸧㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙➼ࡢࢫ࣮࡛ࣟ࢞ࣥ࠶ࡿࠕ⮬ศࡓࡕࡢࡇࢆ⮬ศࡓࡕᢤࡁ࡛Ỵࡵ࡞࠸࡛㸟ࠖ࠾ࡼ
ࡧ♫ࣔࢹࣝࡢ᪉ྥᛶࠊᡃࡀᅜࡢἲไᗘ࠾ࡅࡿពᛮỴᐃᨭࡢኚࡢὶࢀࡘ࠸᳨࡚ドࡋࠊព
ᛮỴᐃᨭࡢ⨨࡙ࡅࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿ⮬ᕫỴᐃ㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ⾜
࠸ࠊไᗘࡢ᭷ຠᛶㄢ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓ㸦㸨㸱㹂ࠊ㸨㸰㸲㹂㸧ࠋࡲࡓࢠࣜࢫࡢࠕពᛮỴᐃ
⬟ຊἲࠖࡸ࢝ࢼࢲࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢࠕᨭࡉࢀࡓពᛮỴᐃ㸦6'0㸧ࠖࢆ᳨ウࡋࠊᡃࡀᅜࡢពᛮỴᐃ
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ᨭ࠸ᑟධࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸦㸨㸱㸲㸿ࠊ㸨㸱㸳㸿ࠊ㸨㸲㸱㸿ࠊ㸨㸰㸴
㹂㸧ࠋ

߈ ពᛮỴᐃᨭ ,&7㸦,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJ\㸧ࡢά⏝ࡢព⩏ຠᯝࢆ
᫂ࡽࡋࡓ
 ≉ูᨭᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊᮾிᏛඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ࣮௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࢱࣈࣞࢵࢺ➃
ᮎࢆά⏝ࡋࡓᏛ⩦ᨭࡀᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢពᛮỴᐃᨭࡢಁ㐍ᐤ
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ㆟ㄽࡢ⤖ᯝࡽࠊ◊✲༠ຊ⪅ࡢᒓࡋ࡚࠸ࡿᑵປᨭタࡢᐇ㊶࠾࠸࡚
,&7 ࢆά⏝ࡋࠊᮏࣘࢽࢵࢺࡢㄪᰝ◊✲ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊL3DGPLQL  6LPSOH0LQGͻࠊࣟ
ࣟࣀ࣮ࢺࠊࢺ࣮࢟ࣥࢢ࢚ࢻࠊ⏬ീ➼ࡢά⏝ࡼࡾࠊពᛮỴᐃࡢ⾲ฟ㛵ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞᭷⏝
ᛶࡀぢࡽࢀࡓࠋ ࡘ┠ࡣࠊ㍍ᗘ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿே࡛ ,&7 ࡞ࡢᶵჾᑐࡋ࡚⯆ࢆᘬࡃேࡘ࠸
࡚ࡣࠊᑟධࡋࡸࡍ࠸ࡇࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠊᮏேࡢពᛮࡢ⾲ฟࡢᶵ࡞ࡾࠊẼᣢࡕࡢᩚ⌮ᨭ⪅ഃࡢ
⌮ゎࡢᩚ⌮ࡀ࡛ࡁࡿࡇࠋ㸱ࡘ┠ࡣࠊどぬࡢሗࡀ㔜ᒙⓗ࡞㇟㛵ࡋ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀྍ⬟
࡞ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿ㸦㸨㸱㸮㸿ࠊ㸨㸱㸵㸿ࠊ㸨㸲㸵㸿㸧ࠋ

ճ ពᛮỴᐃᨭ࠾ࡅࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧ࡋࡓ
 ពᛮỴᐃࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡣࠊಶู࡛ࣞ࣋ࣝࡢᨭࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊពᛮࢆ⾲᫂ࡍࡿሙࡸ⎔ቃࡀ㔜せ
࡞ࡿࠋᮏࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࡑࡢពࡽ⮬య࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ༠㆟ࡢᙜ⪅ཧ⏬ࡢᐇ㊶
╔┠ࡋࠊ㜰ᗓሜᕷࠊᮾி㒔ᩥி༊ࡢඛ㥑ⓗ࡞ᙜ⪅㒊࠾ࡼࡧᅜ❧ᕷୡ⏣㇂༊➼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨
ドࡋࠊᙜ⪅ཧ⏬ࡢព⩏ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡇࡢ༠㆟࠸࠺⤌⧊ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊᚑ๓ࡢ
ㅖ༠㆟ࡣ␗࡞ࡿࠊ ࡘࡢᇶ┙㸦ձᙜ⪅ᛶࠊղᆅᇦᛶࠊճከᵝᛶ㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ
㸦㸨㸰㸰㹂ࠊ㸨㸰㸱㹂ࠊ㸨㸰㸳㹂㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢ  ࡘࡢලయⓗᐇ㊶ࡋ࡚ࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ㸦௨ୗ 62㸧ࡢάືὀ
┠ࡋࡓࠋ62 ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶάື➇ᢏ࠸࠺Ⓨ⾲ࡢሙࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡢ⏕άࡢ
㉁ࡢྥୖ࠾ࡼࡧ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᙜ⪅ⓗࠊṔྐⓗࠊᆅᇦⓗ᳨ド
ࡋࠊពᛮỴᐃᨭࡸඹ⏕♫ࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡢࢆᥦゝࡋࡓ㸦㸨㸱㸴㸿ࠊ㸨㸲㸷
㸿ࠊ㸨㸯㸳㹂㸧ࠋ62 ࢆࣁࣈࡋࡓẸ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᣑࡋࠊᙜ⪅ཧ⏬ከᵝ࡞ேࠎࡀᑐ➼࡞㛵
ಀࡢ࡞࡛ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣦ࡞♫㈉⊩ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ


մᨭ⪅ྥࡅࡢពᛮỴᐃᨭࡢ◊ಟࢸ࢟ࢫࢺࠕࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࢿࢫࠖධ㛛㸦ࢩࢻࢽ࣮Ꮫ㞀ࡀ
࠸◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧ࢆ⩻ヂࡋࡓ
 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢࢩࢻࢽ࣮Ꮫࡢ㞀ᐖ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ
ࠕᨭࡉࢀࡓពᛮỴᐃࠖࡢ◊✲ㄪᰝࢆඛ㥑
ⓗ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୍ࡘࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊᨭ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࢆ᥎㐍ࡍࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
㛤Ⓨࡋࠊࠕࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࢿࢫ㸦ᮏே୰ᚰ⩏㸧ධ㛛ࠖࡋ࡚ห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ
ࢩࢻࢽ࣮Ꮫࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠾ࡅࡿ㞀ࡀ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ
㸦ᮏே୰ᚰ㸧ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡘ࠸࡚᫂ࡽࡋࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆ᥈ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡢၥ
㢟ព㆑ࡽࠊୖグࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⩻ヂࡋࠊᡃࡀᅜࡢᨭ⪅⏝࡛ࡁࡿ㛵ࡋ࡚ࡢ᳨ド
ࢆጞࡵࡓ㸦㸨㸰㸴㹅㸧
ࠋ


࠙Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺࠚ
ձ ẕᏊᐙᗞࡀྛ✀ไᗘ࣭ᶵ㛵࣭ࢧ࣮ࣅࢫࠕࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖ⌧≧ᙜ⪅ࡢഃ❧ࡗࡓᆅᇦ⏕ά
ᚲせ࡞ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧ࡋࡓ
ୡ⏣㇂༊ࡢẕᏊ⏕άᨭタ⏕άಖㆤᢸᙜ㐃ᦠࡋࠊᙜ⪅⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

࣮ࢡᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢࣔࢹࣝᐇ㊶ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊẕᏊ⏕άᨭタධᒃ⪅ࡢࣄࣜ
ࣥࢢࡸࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡀసᡂࡋࡓᙜ⪅⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢᵝᘧࢆ⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞⏕
άၥ㢟ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿẕᏊᐙᗞࡢᐇែࠊᨭ⟇ࡸไᗘࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸⌧≧ࡸࡑࡢ⫼ᬒࢆゎ᫂ࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊẕᏊᨭഃ㸦⾜ᨻࠊタ⫋ဨ➼㸧ࡢ㛫ࡣࠊ
ࠕᶒຊࠖ㛵ಀࡀᅾࡋࠊไᗘ
⏝⪅ࢆࡘ࡞ࡄࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ᐇែࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
ࢡࡢ㐺ษ࡞ᐇࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ⫋ဨ◊ಟࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨࡸࠊ➨  ⪅ⓗ❧ሙ࡛࠶ࡿࠕẕᏊᐙᗞᨭࢥ࣮
ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ
㸦௬⛠㸧ࡢᚲせᛶᙺࠊẕᏊᐙᗞࡀᆅᇦ⏕ά࡛ᚲせࡍࡿᨭෆᐜࡘ࠸࡚᫂ࡽ
ࡋࡓ㸦㸨㸰㸵㹅ࠊ㸨㸱㸱㹉ࠊ㸨㸱㸴㹉ࠊ㸨㸱㸷㹉㸧ࠋ
 
ղ ගᕷࢆࣇ࣮ࣝࢻࡋࡓᏊࡶໟᣓᨭࡢ࠶ࡾ᪉㸦ಖ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ୰ᚰ㸧ࢆ♧ࡋࡓ
 Ꮚࡶࡢໟᣓᨭࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡍᇸ⋢┴ගᕷ◊✲༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊໟᣓᨭࢫ࢟ࣝྲྀ
ᚓࡢࡓࡵࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡸබ❧ಖ⫱ᡤࡢಖ⫱ෆᐜࡢぢ┤ࡋࡢᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊẸ㛫
ࡢಖ⫱ᡤࡀቑ࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿྠᕷ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖ⫱ᅬࡀ⤒Ⴀ⪅ഃࡢ౯್࡛ಖ⫱ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡸࡍ࠸
࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡾࠊໟᣓᨭࡢ୰ࡢಖ⫱ࡸᏊ⫱࡚ᨭࠊಖ⫱ࡢ┠ⓗ㉁ࡢᣦᶆ࡙ࡃࡾࠊࡑࢀࢆ
ᾐ㏱ࡉࡏᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡀጞࡲࡗࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊಖ⫱⪅ಶே
ࡢ⤒㦂್ࡸࢫ࢟ࣝࡽࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢࢳ࣮࣒ࡢಖ⫱ࠊ㐺ṇ࡞ࢃࡾ㓄⨨ࡢ㛵ಀࠊᆅᇦ࡛Ꮚ⫱
࡚ࡍࡿࡇࢆᨭ࠼ࡿどⅬࢆ♧၀ࡋࠊಖ⫱⪅⮬ࡽ᳨ウࡍࡿຊࡀࡘ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᏊࡶࡢཧຍࢆࠊಖ⫱
⨨ࡅࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡶྍ⬟࡞ࡗࡓ㸦㸨㸱㸲㹉ࠊ㸨㸱㸵㹉ࠊ㸨㸲㸮㹉㸧ࠋ

ճ ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡢ༠ຊᨭࡢ᪉ྥᛶࢆᥦゝࡋࡓ
୰㛗ᮇⓗ࡞Ꮚࡶᨭయไࡀ⿕⅏ᆅ࡛ࡣ༑ศᩚࡗ࡚࠸࡞࠸୰ࠊ╔ᐇᏊࡶᨭࡢᢸ࠸ᡭࡀῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊᮾࡢᏊࡶᨭ㛵ಀ⪅ࡀࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ㛤タࡍࡿ
ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢάືᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣᐇ㊶ⓗ◊✲ᶵ㛵ࡋ࡚㛵ࢃࡾࠊᏛ⩦ᨭࡢሙࡢຠᯝ ᐃ
㛵ࢃࡿㄪᰝ◊✲㸦ᮏ◊✲⮬యࡣ㈈※ࢆά⏝㸧࠾࠸࡚ࠊᏊࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢ᭷ຠᛶࢆࡋࡗ
ࡾ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋලయⓗࡣࠊᏊࡶࡀሙࢆ⏝ࡋࠊ࠸࠸ேࡓࡕฟ࠸ࠊヰࢆࡍࡿ୰࡛
⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆᅇࡋࠊᑗ᮶ᑐࡍࡿᕼᮃࢆᥗࡳྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㏻ᖖࠊᏊࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇࠾ࡅ
ࡿᨭ┠ᶆࡣࠊ㐍Ꮫ⋡ࡢྥୖࡸᏛຊࡢྥୖࡀ⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓホ౯ᣦᶆࡣᩘ್
ࡋ࡚♧ࡋࡸࡍࡃࠊㄡࡶࡀࡑࡢᨭࡢຠᯝࡋ࡚⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡀࠊ୍᪉࡛ࠊᐙᗞ⎔ቃࡸᆅᇦࡢࡘ࡞
ࡀࡾ➼ࡶホ౯ᣦᶆࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋᮏࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊᏊࡶᨭ
ࡢ┠ᶆࢆ⮬ᕫ⫯ᐃឤᑗ᮶ᑐࡍࡿᕼᮃタᐃ㸦ࡸࡸᢳ㇟ⓗ࡞ᨭ┠ᶆᴫᛕ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸧ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡇ࠺ࡋࡓ㉁ⓗ࡞ᣦᶆࢆᩘ್ࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽࡋ࡚ࡁࡓ◊✲ࡣࢇ
࡞࠸ࡇࡽࠊ౯್࠶ࡿ㆟ㄽࢆ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦㸨㸰㸶㹅ࠊ㸨㸲㸯㹉㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓሙ
ࡀᣢࡘᨭຊࢆ᭷ຠᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵࡶࠊ࡞࡞ᨭࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᏊ
ࡶᏊ⫱࡚ᐙᗞࡀࢫ࣒࣮ࢬࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿ⣒ཱྀࢆࡘࡴࡇࡀ࡛ࡁࡓ⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ

մ Ꮚࡶࡢᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ᪥ᮏࡢᏊࡶᶒ᮲⣙ࡢᐇ㛵ࡍࡿ᪥ᮏሗ࿌᭩ࡀᥦฟࡉࢀࠊ᪥ᮏᨻᗓࡢᏊࡶ࣭
Ꮚ⫱࡚⟇㛵ࡍࡿ⪃࠼ࡓࡀ♧ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㹌㹅㹍ࡢேࡓࡕඹྠࡋ࡚ᅜ㐃
ࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡙ࡃࡾࢆࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋࡃࡉࢆᢪ࠼ࡿࡦࡾぶࡾࢃࡅᏊࡶࡢ❧ሙ
ࡽㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿᶵࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸦㸨㸲㸰㹉㸧
ࠋኌࢆୖࡆࡿᶵࡀᚓࡽࢀ࡞࠸Ꮚࡶࡓࡕࡢ
ᶒࢆලయࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨࢆᅜ㝿ⓗ࡞どⅬࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊኚ᭷ព
⩏ࡔࡗࡓᛮ࠺ࠋ
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࠙⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࠚ
ձ ◊✲άືࡢඹ㏻ࡢᇶ┙࡞ࡿ⌮ㄽⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࣭▱ぢࡢᥦ♧
 ⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉࡢᙺࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ෆࡢྛࣘࢽࢵࢺࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃୖ࡛᭷ຠ
࡞どⅬ࡞࠸ࡋ㆟ㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㊃᪨ࢆ
ලయࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᇶᮏⓗබ㛤࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣘࢽࢵࢺࡽ㛵ᚰࡢ࠶ࡿᩍဨࠊ◊✲ဨࡢேࡓࡕ
ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࠊࡇࡢ  ᖺ㛫ࡢ㛫ࠊィ  ᅇࡢ◊✲㸦ෆࠊබ㛤◊✲  ᅇ㸧ࢆ㛤
ദࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࡸࠕぢᏲࡾࠖࢃࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽ
ⓗ࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࠊྛࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲άືࢆ⥲యࡋ࡚ࡲࡵୖࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᇶ┙࡙
ࡃࡾ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ᭩⡠ࢆห⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸦㸨㸳㹀㸧ࠋ

߈ ぢᏲࡾάື࠾ࡅࡿ㈐௵ࡢᤊ࠼᪉ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓ
 ぢᏲࡾάື࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡍ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅᇦఫẸࠊ♫
⚟♴༠㆟ࠊ⮬య࡞࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㈐௵ࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚౽┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࡑ
ࢀࡽࡼࡗ࡚┈ࢆᚓࡿࡇ࡞ࡿࡦࡾᬽࡽࡋࡢ㧗㱋⪅ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᆅᇦఫẸ࠸࠺ࡇ࡞
ࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢ㈐௵㛵ಀࡣࡁࢃࡵ࡚᭕࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ᭕ࡉࡣࠊぢᏲࡾάືࢆไᗘࡢၥ
㢟ࡋ࡚⪃࠼ࡼ࠺ࡍࡿࡇࢆᅔ㞴ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ᙉㄪࡋࠊࠕぢᏲࡾࠖ࠾ࡅࡿ㈐௵
ࡣࠊ୍✀ࡢ⩏ົࡋ࡚ࠕࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸⩏ົࠖ
ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ㸦㸨㸴㸱㸿ࠊ㸨㸱㸱㹂㸧ࠋ

ճ ぢᏲࡾάືࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࡇ
 ぢᏲࡾάືࢃࡿ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰ࡘࡢどⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ➨㸯ࠊぢᏲ
ࡿഃぢᏲࡽࢀࡿഃࡢ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚ࠊ≉ᐃࡢ㛵ಀᛶࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㠀ே⛠࡞㸦༏
ྡᛶࡢ㸧㛵ಀᛶࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࢆ༊ูࡍࡿ࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿࠋࡕࡽࡢሙྜࡶࠊ࠶ࡿ✀ࡢ㛵ಀ
ᛶࢆㄆࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࡑࡇࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ㐪࠸ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓไᗘస
ࡾࢆ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨㸰ࠊぢᏲࡿഃぢᏲࡽࢀࡿഃࡢ㛵ಀᛶ࠾࠸࡚ၥ㢟ࡋ
࡚࠸ࡿ┈ࡢᛶ㉁ὀ┠ࡍࡿ࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡀ≉ᐃࡢ㛵ಀᛶ࠶ࡿࡁࠊࡑࡇ࡛ࡣಶูࡢ
ලయⓗ࡞┈ࡸ㈐௵ࢆၥ࠺ࡇࡀྍ⬟࡞㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸㸦ࡓ࠼ࡤࠊぢᏲࡾዎ⣙ࡢࡼ࠺࡞≉
ᐃࡢ㛵ಀᛶࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡞㸧ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊᆅᇦ♫ࡢ୰࡛ࠊᆅᇦᬽࡽࡍ㧗㱋⪅࡞
ࡀ୍⯡ⓗᚓ࡚࠸ࡿ┈ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≉ᐃᛶࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ✀ࡢ┈ࡣࠊ≉ᐃከᩘࡢ
ఫẸࡀ୍⯡ⓗாཷࡋ࡚࠸ࡿ┈࡛࠶ࡾࠊලయⓗ࡞ಶேࡢ┈ࡸᶒࡢၥ㢟ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍⯡ᛶࡣࠊไᗘࢆタィࡍࡿୖ࡛ࠊࡁ࡞ไ⣙せᅉࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ୍⯡ⓗ┈ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࠕ⩏ົࠖᑐᛂࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞㈐
௵ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡇࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࠊไᗘࢆ⪃࠼ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡶࠊࡿ୍⯡ⓗ࡞㈐
௵ࢆ࠸ไᗘࡢ୰⤌ࡳ㎸ࡴࡀ࣏ࣥࢺ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸦㸨㸱㸶㹂㸧ࠋ


䠘ㄢ㢟䛸䛺䛳䛯Ⅼ䠚㻌
㻌
࠙ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺయࡢㄢ㢟ࠚ
ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࡢࡁ࡞≉ᚩࡣࠊᚑ᮶ᆺࡢᑐ㇟ู◊✲࡛ࡣ࡞ࡃᶓ᩿ⓗ࡞◊✲ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᡂᯝࢆ♫ⓗព⩏࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ◊✲ᡂᯝࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓨಙࡣྍ
Ḟ࡛࠶ࡿࠋᏛࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛άືࡸᡂᯝࢆබ㛤ࡋࠊᖺ  ᅇࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࢆⓎ⾜ࡋሗࡢබ
㛤ດࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊ♫ᑐࡍࡿ◊✲ᡂᯝࢆ࠺ࠕぢࡏࡿࠖࡍࡿࠊ⌧ሙ࠺㑏ඖࡋ࡚࠸ࡃ
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ࡘ࠸୍࡚ᒙࡢດຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ◊✲㐃ᦠࢆࡼࡾຠᯝⓗ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀᚲせࡔࡗࡓࡼ࠺ᛮ
࠺ࠋ࠼ࡤࠊࣘࢽࢵࢺ㛫࡛ඹ㏻ࡍࡿㄢ㢟↔Ⅼࡋࡓ◊✲ࢆ┠ᣦࡍࡇࡼࡗ࡚㐃ᦠ◊✲ࡀಁ㐍ࡉ
ࠕ♫ⓗᏙ❧ࡍࡿேࠎࡢ ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞ໟᣓᨭࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ
ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡞ࡣࠊ᪥ࡍ࡚ࡢࣘࢽࢵࢺඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤫ྜࡋࡓ◊✲ࢆయ⣔ⓗ㐍ࡵ
ࡿࡓࡵࠊᚋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

䛆㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࠚ
ᮏࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ࣭ᨭࢆษࡾཱྀࡋ࡚ࠊᐇ㊶య༠ാࡢୖ࡛
ࢹ࣮ࢱ㞟ࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘࡽࠕࡘ࡞ࡀࡾࡃࡉࠖ
㸦ไᗘ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘ࡞ࡀࡾࡃࡉࠊᨭ
⪅ࡸ㏆㞄ఫẸࡢࡘ࡞ࡀࡾࡃࡉ㸧ࡸࠕࡘ࡞ࡀࡾ࡙ࡃࡾࠖࡘ࠸࡚ㄽ⪃ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊྛࠎࡢ◊✲ᡂᯝࢆ࠸ࡋ࡚⤫ྜࡋࠊ᪥ồࡵࡽࢀࡿᨭᅔ㞴࡞ㄢ㢟ࡢᨭࡢྥୖࡸᆅᇦࡢ
ໟᣓⓗᨭయไࡢᵓ⠏ࡢ♧၀ࢆᑟࡃ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊỗ⏝ᛶࡢ㧗࠸⌮ㄽࡢ฿㐩ࡲ࡛ࡣㄢ㢟ࢆ
ṧࡋࡓࠋࡾࢃࡅࠊእᅜ⡠ࢆࡶࡘࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⅏ᐖ㑊㞴࡞ࡼࡿᡤᒓࡢࡺࡽࡂ┤㠃ࡍࡿ㧗㱋⪅
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ࡢᆅᇦඹ⏕♫࡙ࡃࡾ࠾࠸࡚ࡶㄢ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡶ࠸ෆ
ໟࡍࡿࡣࠊ࠸ࡲࡔ◊✲ࡢ㏵ୖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྛࣘࢽࢵࢺ㏻ᗏࡍࡿᯟ⤌ࡳࡢᑟฟࡘ࠸࡚ࡶࠊ
᳨ウ༙ࡤ࠸࠼ࡿࠋ
ࠕᆅᇦࢆᇶ┙ࡍࡿᐇ㊶ࠖࡸࠕ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓぢᏲࡾ࣭ᨭࠖ࡞ࡢᴫᛕࢆᡭࡀ
ࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿ▱ぢࡶᏛࡧࡘࡘࠊࡉࡽ◊✲ࢆ⥆ࡅࡿࡇࢆせࡍࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ

࠙㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࠚ
▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡢ⟇ࡣ 㸦 㸧ᖺࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅⚟♴ἲᡂ❧ࡽࠊ ᖺ㏆ࡃ
࡞ࡿࡀࠊࡁࡃධᡤタ୰ᚰࡽࠊᆅᇦ⛣⾜ࡢὶࢀ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊධᡤタࡣ
ṧᏑࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡶ⏬୍ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓேᮦ㊊➼࠶࠸ࡲࡗ࡚ࠊᚅࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸
ᐇࡀ࠶ࡿࠋ≉▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕᑐࡍࡿಖㆤⓗ࡞ᑐᛂࡽ⬺༷࡛ࡁ࡞࠸」ྜⓗせᅉࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋࡲࡉពᛮỴᐃ㸦ᨭ㸧ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ᚋࡣᐇ㊶⌧ሙࡢ༠ാ◊✲ࡢ࡞࡛ࠊ㹇㹁㹒ࡢලయⓗά⏝ࠊ≉⏕άࠊᑵປ㒊㠃࡛ࡢࢶ࣮ࣝࢆ
㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࢿࢫࡢᨭ⪅◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ドࡋࠊ
ᡃࡀᅜࡢᨭ⪅㐺ᛂࡍࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆά⏝࡛ࡁࡿᙜ⪅ࡢ♫ཧ⏬
ࡢ࠶ࡾࡓࡘ࠸࡚ࡶ⥲ྜⓗ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࠙Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺࠚ
ୡ⏣㇂༊ࡢඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ẕᏊᐙᗞ⮬❧ᨭᐇ㊶㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏊࡶࢆᶒయࡋ࡚
⨨ࡅ࡚⌮ゎࡋࡼ࠺ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ༑ศ࡛࠶ࡾࠊࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡀ᭷ຠࡘ࠸࡚ࠊヨ⾜ࢆ
㔜ࡡࡘࡘࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊඣ❺┦ㄯᶵ⬟ᙉࢆど㔝ධࢀࡓேᮦ⫱ᡂࡢほⅬࡽࠊ
ྛタ ᶵ㛵 ෆ࠾࠸࡚ 2-7 ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࡢ᰾࡞ࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶
ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
 ගᕷ࡛ࡢྲྀ⤌ࡳ㛵ࡋ࡚ࡣࠊㄆྍಖ⫱ᅬࡋ࡚ࡢ㉁ࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ࠊබタᅬࠊẸタᅬࠊᑠつᶍ
ᅬ➼࡛ࡢಖ⫱ࡢᶆ‽ࢆ୍ᒙ☜ᐇࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶᏊ⫱࡚ୡᖏࡢᆅᇦ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚ࡣࠊඛ㏙
ࡓᏊࡶ࣭ⱝ⪅ཧ⏬࡛࠶ࢀࡤࠊᙼࡽࡢゝⴥ⪥ࢆഴࡅ࡞ࡀࡽᨻ⟇❧ࢆ᳨ウࡍࡿሙࢆᙜࣘࢽࢵࢺ
ࡣタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡣࡇ࡛ࡶࡑ࠺ࡋࡓࡇࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚⾜ᨻࡼࡿ㛵ࡣᇶᮏⓗࡣ୍ษ࡞ࡃࠊⱝ⪅ࡓࡕ⾜ᨻࡀ୍࡞ࡗ࡚
ࡲࡕࡢ⯆ࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ⪃࠼ࡿᶵࡀ࡞࡞タࡅࡽࢀ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࡓࡕ
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ࡶࡲࡓࠊᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿ⨨࡙ࡅࠊᏊࡶ࣭ⱝ⪅⾜ᨻࡢ༠ാࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲
⪅ࡢ❧ࡕ⨨ࡸ࠶ࡾᵝࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ῝ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


䠘⮬ᕫホ౯䛾ᐇ⤖ᯝ䛸ᑐᛂ≧ἣ䠚㻌

⮬ᕫホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝸᭶㛤ദࡢᐃࡸᖺ  ᅇ㛤ദࡢ㐠Ⴀጤဨ࡛ࠊྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲㐍
ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ┦ホ౯ࢆ⾜࠺ඹࠊẖᖺᗘࡈᴗሗ࿌᭩ࢆసᡂ㸦◊✲⣖せࡢᮎᑿ
ᥖ㍕㸧ࡋࡓࠋண⟬㓄ศ㛵ࡋ࡚ࡶࠊᐃ࡛ྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢせᮃࢆᢕᥱࡋࣂࣛࣥࢫࡢ
ࢀࡓண⟬㓄ศࢆ⾜࠸ࠊᖺᗘᮎྛࢢ࣮ࣝࣉࡢᇳ⾜≧ἣࢆ຺ࡋ࡞ࡀࡽࠊྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㛫
࡛ࡢண⟬ㄪᩚࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ

㻌
䠘እ㒊䠄➨୕⪅䠅ホ౯䛾ᐇ⤖ᯝ䛸ᑐᛂ≧ἣ䠚㻌

እ㒊ホ౯ࡋ࡚ࡣࠊእ㒊㸦➨୕⪅㸧ࡢ◊✲⪅  ྡ㸦Ⲩ∾㔜ேᒣᏛ㝔Ꮫἲ⛉Ꮫ㝔ᩍᤵࠊ㟷ᮌ
㎮ྖᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊ᩍᤵࠊྂᕝᏕ㡰すᕞᏛᩍᤵ㸧ࢆホ౯ጤဨࡋ࡚ጤკࡋࠊእ㒊ホ౯ጤဨ
ࢆᖺ  ᅇ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠጤဨ࡛ࡣࠊྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌ᚋࠊྛጤဨࡽ◊✲ᡂᯝ࣭ㄢ㢟࡞ࡘ࠸
࡚ពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊᨵࡵ࡚ᩥ᭩ࡼࡿࢥ࣓ࣥࢺࢆᥦฟ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋᩥ᭩ࡼࡿホ౯㡯┠ࡣࠊձ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀ࣭◊✲యไࡣ㐺ษ ղࢭࣥࢱ࣮ࡢయࢸ࣮࣐㡿ᇦูࡢ┠ᶆࡣ㐺ษ ճࡇࢀࡲ
࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࡣ♫ⓗព⩏ࡀ࠶ࡿ մᚋࠊࡉࡽ◊✲ᡂᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ յ⥲ྜホ౯ ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
እ㒊ホ౯ጤဨࡽࡢホ౯ෆᐜࡣࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ㛫࡛ࡑࡢෆᐜࢆඹ᭷ࡍࡿඹࠊᏛෆࡢ◊✲᥎
㐍ㄢࢥ࣓ࣥࢺᩥ᭩ࢆᥦฟࡋࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ᑐࡍࡿᐈほⓗホ౯ࡢᢕᥱᏛࡢ◊✲ᨭࡢ࠶ࡾ᪉
㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑦࠊྛᖺᗘࡢእ㒊ホ౯ጤဨࡽࡢ⥲ྜⓗホ౯ࡣࡍ࡚㸿ホ౯࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㻌

㻌㻌㻌
䠘◊✲ᮇ㛫⤊ᚋ䛾ᒎᮃ䠚㻌
㻌
 ᮏ◊✲ࡣࠊᮏᏛࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿ♫⚟♴ศ㔝ࡢ◊✲࣭άືࡢ✚ࡸேᮦࢆ⏕ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡽࢀࡓࡶࡢ⮬㈇ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࡶࡇࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎᒎࡉࡏࠊ
ᅜෆእࡢ♫ⓗ࣭◊✲ⓗ࡞せㄳᛂ࠼ࡿࡓࡵࡶࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛෆᇶ┙㸦㈨㔠࣭ேᮦ࣭タഛ➼㸧
ඹእ㒊ࡽࡢ㈨㔠ࡶ✚ᴟⓗ⋓ᚓࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ᶵ⬟ࢆᙉࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣ㧗㱋ࠊ㞀ᐖࠊᏊࡶࡢྛࣘࢽࢵࢺ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡢ  ࡘࡢࢳ࣮࣒ࡈ◊✲
ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ᡂᯝࢆᶓ୵ࡋࠊᶓ᩿ⓗ࡞⌮ㄽᵓ⠏ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓㄽ㆟ࡣ⥴ᑵ࠸ࡓࡤࡾ࡛࠶ࡾࠊ⌮ㄽᐇ㊶ࢆど㔝ධࢀࡓ」║ⓗ◊✲άືࢆ⥅⥆ࡋࠊ
ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢྡ⛠࡛ࡶ࠶ࡿࠕ⚟♴♫㛤Ⓨࠖྥࡅࡓᐇ㊶࣭⌮ㄽ◊✲ࢆࡉࡽ⥅⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃ⪃࠼
࡛࠶ࡿࠋ


䠘◊✲ᡂᯝ䛾ḟⓗຠᯝ䠚㻌
㻌
࠙ࣉ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺయࠚ
ᮏᏛᏛ㝔ࡢ♫⚟♴Ꮫᑓᨷࡢಟ⏕ࡀᅾ⡠ࡍࡿᮾࢪㅖᅜࡢᏛ㛵ಀ⪅ࡸࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊
✲ࢸ࣮࣐ࡘ࡞ࡀࡿᨻ⟇ྲྀࡾ⤌ࡴࣥࢻࢿࢩࡸࢿࣃ࣮ࣝ➼ࡢᨻ⟇ᢸᙜ⪅➼ࡢᾏእࡢ◊✲⪅࣭ᐇ
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㊶⪅ࡢᣍ⪸ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㸦㸨㸵㹂ࠊ㸨㸯㸲㹂ࠊ㸨㸰㸷㹂㸧ࠋࡇࢀࡼࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿᨭ
ࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲ࡀ࡛ࡁࠊྠࠊᮾࢪㅖᅜࢆ୰ᚰࡍࡿᅜ㝿ⓗ◊✲ὶࡢࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡀᅗࢀࡓࡇࡣࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࠙ྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࠚ
㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸸ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡌ⮬య➼Ꮫࡢ༠ᐃ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆල⌧࡛ࡁࡓⅬࡣࡁ࡞ᡂ
ᯝ࠸࠼ࡿࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ᶵ⬟ࢆ⚟♴ᐇ㊶άࡍࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ቚ⏣༊ࠊㄪᕸᕷࠊᅜศᑎ
ᕷ➼ࡢᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᩥி༊♫⚟♴༠㆟༓௦⏣༊࣭᯽ᕷ࣭᪥ගᕷࡢ♫⚟♴༠㆟
ࡢඹྠ◊✲ᗈࡆ࡚ࡁࡓࠋ≉ࠊቚ⏣༊ࡢ㧗㱋⪅ぢᏲࡾ┦ㄯᐊࠊᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡣᐃᮇⓗ
࡞᳨ウࢆᣢࡕࠊ⌧ሙ࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱࡢぢ࠼ࡿࢆ㏻ࡋࡓᐇ㊶᪉ἲࡢᶆ‽ᐤࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
᪥ගᕷ࣭ᯇᡞᕷ࣭༓௦⏣༊ࡢඹྠ◊✲ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ♫⚟♴༠㆟ࡢᢪ࠼ࡿᑐᛂᅔ㞴
ࢆ㢮ᆺࡋࠊ┦ࡢㄆ㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸸▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປᨭሙ㠃࠾࠸࡚ࠊ,&7 ࡢά⏝ࢆ◊✲ࡢせ࡞ᰕࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᴗ⪅㐃ᦠࡋᮏேࡢពᛮỴᐃ⮬ᕫỴᐃࢆᨭࡍࡿࡓࡵά⏝࡛ࡁࡿࣉࣜά⏝ࡢ᳨ドྲྀࡾ⤌
ࢇࡔࠋタ⌧ሙ࡛ ,&7 ࡢά⏝ࡀ୍ᐃࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓሙྜࠊタ⌧ሙ࡛ࡢᬑཬࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸸
ᮏࣘࢽࢵࢺࡣࠊୖグࡋࡓ◊✲ෆᐜ㛵ࡍࡿᡂᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ
࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࡓࡕࡢㄪᰝ◊✲ࡢཧ⏬ࠖ࠸࠺◊✲ࢫࢱࣝࢆぢฟࡋࡓࡇࡀࠊ࠶ࡿព
ࠊ᭱ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊࢇពぢࢆ⪺ࢀࡿᶵࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓ
Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ࡓࡕࡼࡿㄪᰝ◊✲ࡢཧ⏬ࢆồࡵ࡚ࠊᙼࡽࡢᛮ࠸ࡸⓎゝࢆ♫⛉Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚
ྍどࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸦㸨㸱㸶㹉㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓⓎゝࡢᶵࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊࡶᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࡓࡕࡣ
ษ࡞ᆅඖ࡛࠶ࡿ⿕⅏ᑐࡋ࡚ఱࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋಶேⓗ࡞య㦂ࢆከࡃࡢேࠎᑐヰࢆࡋ
࡞ࡀࡽ♫ࡋࠊ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᨭ⪅ாཷ⪅ࡢ㛵ಀ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊࡶᨭࡢሙ࠾࠸࡚ࡶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢᚲせᛶࢆ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



㻌
㻌
㻌
䠍䠎㻌 䜻䞊䝽䞊䝗䠄ᙜヱ◊✲ෆᐜ䜢䜘䛟⾲䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䜢䠔㡯┠௨ෆ䛷グ㍕䛧䛶䛟䛰䛥
䛔䚹䠅㻌
䠄䠍䠅㻌 ♫ⓗᏙ❧㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄䠎䠅㻌 㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㻌 䠄䠏䠅▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᨭ㻌 㻌 㻌 㻌
䠄䠐䠅㻌 ẕᏊᐙᗞࡢ⮬❧ᨭ 䠄䠑䠅㻌 ᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄䠒䠅㻌 ᆅᇦໟᣓࢣ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠄䠓䠅㻌 ᶒ᧦ㆤ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄䠔䠅㻌 ᐇ⦼ࢹ࣮ࢱࡢぢ࠼ࡿ㻌 㻌 㻌
㻌
䠍䠏㻌 ◊✲Ⓨ⾲䛾≧ἣ䠄◊✲ㄽᩥ➼බ⾲≧ἣ䚹༳ๅ୰䜒ྵ䜐䚹䠅㻌
ୖグ䚸䠍䠍㻔䠐㻕䛻グ㍕䛧䛯◊✲ᡂᯝ䛻ᑐᛂ䛩䜛䜒䛾䛻䛿䠆䜢䛩䛣䛸䚹㻌
㻌㻌
䠘㞧ㄅㄽᩥ䠚㻌 㻌
㻌
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㻌
䛆㧗㱋䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㸯㸿  㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࠕ㒔ᕷఫẸࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࡢẁ㝵ⓗ᳨ウ㸫㒔ෆ㸿༊ࡢ
    ཧຍఫẸᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ㸫ࠖࠗ♫⚟♴Ꮫホㄽ࠘ࠊࠊ

㸰㸿  㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࠕ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ࡢᨭᐇ㊶ᅔ㞴ࡢ᳨ウᮾ
    ி㒔ࡢぢᏲࡾᑓ㛛⫋ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࠖ
ࠗ♫⚟♴Ꮫ࠘㸦㸧
ࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸱㸿  ㉿⨾㈆ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕ㡑ᅜࡢ୍ேᬽࡽࡋ㧗㱋⪅࠾ࡅࡿ⪁ேࢻ࣑ࣝ࣎ᇶᮏࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ⌧ἣㄢ㢟ᮾி㒔࠾ࡅࡿぢᏲࡾᨭࡢ⪃࠼᪉ࢆཧ↷ࡋ࡚ࠖࠗ♫⚟♴Ꮫホㄽ࠘ࠊ
ࠊ

㸲㸿  ᑺ୍႐ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕㆤ⪅ࡀồࡵࡿㆤ⪅ᨭㆤ⪅ࡢࡼࡿᨭ╔┠
ࡋ࠼࡚ࠖ  ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘ࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸳㸿  㔝㷂⍞ᶞࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕᆅᇦఫẸࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࡢᨭ㒔ෆ㹑⏫
ࡽぢࡓ㈨※ㄢ㢟ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸴㸿  ㉿⨾㈆ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕ㡑ᅜ࠾ࡅࡿㆤண㜵࣭⏕άᨭࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿ◊✲
ᑓ㛛⫋ࡼࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ
 ᖺ  ᭶

㸵㸿  ᑠ᳚భ⣖◊✲ᨭ⪅ࠕぢᏲࡾࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࡋࡓᏊࡶᨭࡢㄢ㢟㧗㱋ศ㔝ࡽࡢ♧၀
ࠖ
ࠗᮾὒᏛᏛ㝔⣖せ࠘ࠊࠊ

㸶㸿  ᑠ᳚భ⣖◊✲ᨭ⪅ࠕ⚟♴⣔ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ࡛
ࡢάືࢆ୰ᚰࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸷㸿  ᑠᯘⰋ◊✲ဨࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿᐇ⦼ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ἲ┦ㄯᴗົࡢࠗぢ࠼
ࡿ࠘ࡢヨࡳࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸯㸮㸿 ⇃⏣༤႐ᐈဨ◊✲ဨࠕࠗไᗘࡢ⊃㛫࠘ࢆᨭࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
࣮࢝ࡢᶵ⬟̿すᮾிᕷ࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖࠗࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲࠘9ROࠊ
1Rࠊ ᖺ  ᭶

㸯㸯㸿 ຍᒣᙎ◊✲ဨࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᴫᛕ࠾ࡼࡧᐇ㊶ୖࡢㄢ㢟㸫ࠕᆅᇦᨭ
ࡢ࢙࢘ࢺࠖ
ࠕ᪉ἲࡢ⤫ྜⓗά⏝ࠖ
ࠕᗈ⠊࡞ᑐ㇟つᐃࠖ╔┠ࡋ࡚㸫ࠖ
ࠗ♫⚟♴◊✲࠘9ROࠊ
 ᖺ  ᭶㸨

㸯㸰㸿 ຍᒣᙎ◊✲ဨࠕᨭᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࢆᑐ㇟ࡍࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿♫⚟♴
༠㆟ࡼࡿᐇ㊶ࢆࡶ̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫ࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸯㸱㸿 ᑠᯘⰋ◊✲ဨࠕᆅᇦࡢぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡάືᴗົࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࠖࠗ⚟♴♫㛤
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Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸯㸲㸿 ᑠ᳚భ⣖◊✲ᨭ⪅ࠕ♫⚟♴◊✲ࡢぢࡏࡿ㸭ぢ࠼ࡿ̺ⱥᅜ࠾ࡅࡿᏛࡢ◊✲ホ౯
ࡽࡢ♧၀̺ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸯㸵㸿 ຍᒣᙎ◊✲ဨࠕᑠᆅᇦ⚟♴άື♫⚟♴༠㆟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣡ࢡ̿㒔ᕷᆺࠖ∾㔛ẖ
࣭ᕝᓥࡺࡾᏊ⦅ⴭࠗᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ⚟♴ࡢࢹࢨࣥ̿ᚠ⎔ᆺᆅᇦ♫ࡢ㐀࣑̿࠘ࢿࣦࣝ
᭩ᡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥

㸯㸳㸿 ᾆ⏣ឡᐈဨ◊✲ဨࠕẸ⏕ጤဨ࣭ඣ❺ጤဨࡢᆅᇦ⚟♴άືᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
ᮇᚅࠖࠗ᪥ᮏࡢᆅᇦ⚟♴࠘➨  ᕳࠊ ᖺ  ᭶

㸯㸴㸿 ຍᒣᙎ◊✲ဨࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࣥࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣡ࢡ̿ఫẸ㛫ࡢᑐᢠ
⤖ྜ㸦ࣜࣥࢣ࣮ࢪ㸧ࢆ୰ᚰ̿ࠖ∾㔛ẖ࣭ᕝᓥࡺࡾᏊ࣭ຍᒣᙎ⦅ⴭࠗᆅᇦ⏕ᆅᇦ⚟♴
̿ᶵ⬟ᵓ㐀ࡢࢡࣟࢫ࣮࢜ࣂ࣮ࢆồࡵ࡚̿࠘┦ᕝ᭩ᡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥

ࠗᆅᇦ⏕ᆅᇦ⚟♴
㸯㸵㸿 ຍᒣᙎ◊✲ဨࠕ♫⚟♴ἲ௨㝆ࡢᆅᇦ⚟♴ィ⏬㸦⾜ᨻィ⏬㸧◊✲ࠖ
̿ᶵ⬟ᵓ㐀ࡢࢡࣟࢫ࣮࢜ࣂ࣮ࢆồࡵ࡚̿࠘┦ᕝ᭩ᡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥

㸯㸶㸿 ᱵ⃝⛱◊✲༠ຊ⪅ࠊ⸨⏣ဴஓ◊✲༠ຊ⪅ࠊᯇᮏᫀᏹ◊✲༠ຊ⪅ࠊຍᒣᙎ◊✲ဨࠕ♫⚟♴
༠㆟࠾ࡅࡿᨭᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࡢᑐᛂࡢグ㘓࣭ศᯒ᪉ἲ㛵ࡍࡿ◊✲̿グ㘓ศᯒࡼ
ࡿྍどࡢព⩏࠾ࡼࡧࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨࡘ࠸࡚̿ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ
 ᭶㸨

ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨ 
㸯㸷㸿 ఀዉᕝ⚽◊✲ဨࠕࣇࣛࣥࢫࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⪅ࡢᶒಖ㞀ࠖ
ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸰㸮㸿 ㉿⨾㈆ᐈဨ◊✲ဨࠕ㡑ᅜ࠾ࡅࡿ  ࣉࣛࢫୡ௦ࡢᨭㄢ㢟㸫㔩ᒣᗈᇦᕷࡢࢆ୰ᚰ
ࡋ࡚㸫ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸦◊✲ࣀ࣮ࢺ㸧
ࠗ⚟♴
㸰㸯㸿 Ⲷ㔝๛ྐ◊✲ဨࠕᩥ⊩ࡽぢࡿ㧗㱋⪅ᅾ᪥እᅜே➼ࡢ⏕άୖࡢㄢ㢟ࠖ
♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸰㸰㸿 ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠕᴗົ᪥ㄅࢆ⏝࠸ࡓぢᏲࡾάືࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࡢ᪉ἲㄽࣀ࣮ࢺࠖ
   㸦◊✲ࣀ࣮ࢺ㸧ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸰㸱㸿 ຍᒣ ᙎ◊✲ဨࠊ㛛 ⨾⏤⣖◊✲ဨࠊΏ㎶⿱୍◊✲༠ຊ⪅ࠊΏ㑓ᾈᩥ◊✲༠ຊ⪅ࠕ㹇㹁㹒
ࢆά⏝ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫ࠊ ᖺ
 ᭶

ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘
㸰㸲㸿 ఀዉᕝ⚽◊✲ဨࠕ♫⚟♴ࡢ㟂⤥ㄪᩚ࠾ࡅࡿつᩚᡭἲࡢ⪃ᐹࠖ
   ➨  ྕࠊ㸫ࠊ ᖺ  ᭶



䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

䛆㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖䛇㻌㻌
㸰㸳㸿 Ύ㔝⤮◊✲ဨࠕ㞀ᐖ⪅⚟♴࠾ࡅࡿࣂࣝࢿࣛࣅࣜࢸᴫᛕࡢព⩏ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘
➨  ྕࠊࠊ

㸰㸴㸿 ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ࠕ⮬ᕫỴᐃᨭពᛮỴᐃᨭᅜ㐃㞀ᐖ⪅ࡢᶒ᮲⣙᪥ᮏࡢไ
ᗘ࠾ࡅࡿࠗពᛮỴᐃᨭ࠘ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸰㸵㸿 ᰘෆ㯞ᜨ◊✲༠ຊ⪅ࠕ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢᆅᇦ⏕ά࠾ࡅࡿ⮬ᕫỴᐃᨭࡢどᗙ
    ⏕άㆤᴗᡤ㹖࠾ࡅࡿᐇ㊶ࢆ୰ᚰࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ
 ᭶

㸰㸶㸿 ᮧ⨾ಖᐈဨ◊✲ဨࠕ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙➨  ᮲㛵ࡍࡿබᐃヂࡢㄢ㢟᮲⣙ไᐃ㐣⛬╔┠
ࡋ࡚ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸰㸷㸿 ᚿᮧ୍◊✲ဨ ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࠖࠗࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
ࢡ◊✲࠘  ࠊࠊ 

㸱㸮㸿 ᚿᮧ୍◊✲ဨࠊΎ㔝⤮ᐈဨ◊✲ဨࠊᐑ➉Ꮥᘺᐈဨ◊✲ဨࠊⲨᮌᩗ୍◊✲༠ຊ⪅ࠊᑠἨ㝯
ᩥ◊✲༠ຊ⪅ࠊ୕ᐑ┤ஓ◊✲༠ຊ⪅ࠕ㞀ࡀ࠸⪅⚟♴タ࠾ࡅࡿ ,&7 ࡢ⏝ࠖࠗ⚟♴♫㛤
Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸱㸯㸿 ⏤Ⰻுே◊✲༠ຊ⪅ࠊᰘෆ㯞ᜨ◊✲༠ຊ⪅ࠕᆅᇦ⏕άᨭࡢࡓࡵࡢᮏேཧ⏬ࡼࡿࢭࢫ
࣓ࣥࢺ◊✲㸫▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢࠗཧ⏬࠘ࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ㸫ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨ 
ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸱㸰㸿 ᮃ᭶㝯அ◊✲༠ຊ⪅ࠊᒣෆ⏕◊✲༠ຊ⪅ࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡢ┦ㄯᨭᴗࡢṔྐⓗኚ㑄
┦ㄯᨭࡢព⩏ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ  ᖺ  ᭶㸨

㸱㸱㸿 ⠛ᮏ⪔◊✲༠ຊ⪅ࠕᕷẸᚋぢேࡢᙺㄢ㢟̿ᕷẸᚋぢேࡣࢃࡀᅜࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢᩆ
ୡ࡞ࡾ࠼ࡿࠖࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸱㸲㸿 ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ ࠕᾏእ࠾ࡅࡿ 6XSSRUWHG'HFLVLRQ0DNLQJ ࡢ㆟ㄽࡢືྥࠖࠗ⚟
♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸱㸳㸿 ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ࠕ㞀ࡀ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ㸦ᮏே୰ᚰ㸧ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺ㛵ࡍࡿ⪃ᐹ࣮̿࢜ࢫࢺࣛࣜࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆཧ⪃̿ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ
 ᖺ  ᭶㸨

㸱㸴㸿 Ώ㑔ᾈ⨾ᐈဨ◊✲ဨࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿẸ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ᪂ࡋ࠸
බඹ̿ࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫᅜෆάືࢆࡋ࡚̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ
ࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸱㸵㸿 ᚿᮧ୍◊✲ဨࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡢពᛮỴᐃᨭ࠾ࡅࡿࢱࣈࣞࢵࢺ 3& ά⏝
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㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸱㸶㸿 ᐑ➉Ꮥᘺࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ᑵປᨭࡘ࠸࡚⣒㈡୍㞝࣭ụ⏣ኴ㑻࣭⏣
ᮧ୍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̿ᡓᚋ㯪᫂ᮇࡢ⏕ᾭᩍ⫱ࡽ㏆ᖺࡢ♫ⓗᴗࡲ࡛̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊
✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸱㸷㸿 ᮧ⨾ಖᐈဨ◊✲ဨࠕ㞀ᐖ⪅ࡢ♫ⓗᏙ❧ࡑࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿᩥ⊩᳨ウࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ
◊✲࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶

㸲㸮㸿 Ύ㔝⤮ᐈဨ◊✲ဨࠕᑵປᨭᶒ᧦ㆤࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿ᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗ⡿ᅜࡢ
(PSOR\PHQW)LUVW ࡢྲྀ⤌ࡽ̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶

㸲㸯㸿 㧗ᒣ┤ᶞ◊✲ဨࠕពᛮỴᐃᨭᶒ᧦ㆤࠖࠗࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲࠘9ROθ㸲ࠊ 
㸫ࠊ

㸲㸰㸿 ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ࠕࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࢧ࣮ࣅࢫ࣮࣡ࢡࠊ༢ඖ ࠊ₇
⩦ᩍᮦ ̿&RPPXQLW\6HUYLFH:RUNLQ3HUVRQ&HQWUHGQHVVࠊ0RGXOHࠊ$VVHVVPHQW%RRNOHW
̿ࠖ
ࠗᮾὒᏛ♫⚟♴◊✲࠘
㸦㸧 ᖺ  ᭶

㸲㸱㸿 ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ࠕᾏእ࠾ࡅࡿ 6XSSRUWHG'HFLVLRQ0DNLQJ 6'0 ࡢ㐍ᒎ⚟♴ࢧ
࣮ࣅࢫࠖࠗ⚟♴ປാ࠘1R ᖺ  ᭶㸨

㸲㸲㸿 ᑠἨ㝯ᩥ◊✲༠ຊ⪅࣭ᒣ◊✲ဨ࣭ᚿᮧ୍◊✲ဨࠕᙜ⪅άືࢭࣝࣇ࣭ࢻ࣎࢝ࢩ
࣮ࠖ
ࠗࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲࠘YRO1R ᖺ  ᭶

㸲㸳㸿 Ύ㔝⤮ᐈဨ◊✲ဨࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ㈋ᅔࡢᐇែຠᯝⓗᨭ ̿㔜」࣭」ྜࡋࡓၥ㢟ࡢゎ
Ỵ࣭ண㜵ྥࡅ࡚̿ࠖࠗᆅᇦࢣࣜࣥࢢ࠘1R ᖺ  ᭶

㸲㸴㸿 ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ࠕពᛮỴᐃᨭࣃ࣮ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢫࠖᒸ㒊⪔⦅ⴭࠗࣃ࣮
ࢯࢼࣝࢩࢫࢱࣥࢫ ̿㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙௦ࡢ᪂࣭ᨭࢩࢫࢸ࣒࠘⏕ά᭩㝔ࠊ ᖺ  ᭶

㸲㸵㸿 ᚿᮧ୍◊✲ဨ࣭ᮃ᭶㝯அᐈဨ◊✲ဨ࣭Ⲩᮌᩗ୍◊✲༠ຊ⪅ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢពᛮ
Ỵᐃᨭ࠾ࡅࡿ L3DG ά⏝ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸲㸶㸿 Ύ㔝⤮ᐈဨ◊✲ဨࠕ3RYHUW\DQG'LVDELOLW\DV*OREDO,VVXHVIRU6RFLDO&KDQJH̿
,QWHUQDWLRQDO7UHQGVDQG$FWXDO6LWXDWLRQLQ-DSDQ̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ
ࠊ ᖺ  ᭶
 
㸲㸷㸿 Ώ㑔ᾈ⨾ᐈဨ◊✲ဨࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ᨭࡢẸ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊✲ ̿ேࠎࢆᕳࡁ㎸ࡴࢡ
ࢸࣅࢸཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸳㸮㸿 ᴮᮏᐜᏊᐈဨ◊✲ဨ࣭Ύ㔝⤮ᐈဨ◊✲ဨࠕ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࣭⥔ᣢ
せ௳㛵ࡍࡿᩥ⊩ⓗ⪃ᐹ̿Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅↔Ⅼࢆᙜ࡚̿ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ
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 ᖺ  ᭶

㸳㸯㸿 ᑠἨ㝯ᩥ◊✲༠ຊ⪅ࠕ,&) ㎰సᴗࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ ̿ಶูᨭィ⏬సᡂࡢᑟධࡋ࡚
̿ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸳㸰㸿 ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ࠕពᛮỴᐃᨭࢆࡵࡄࡿᅜෆࡢ㆟ㄽࡢືྥࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘
➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸳㸱㸿 ዉⰋᓮ┿ᘪ◊✲༠ຊ⪅ࠊ
࣭ᮃ᭶㝯அᐈဨ◊✲ဨࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᮏேࡀ┦ᶍཎ௳ࡘ
࠸࡚ᮏ㡢࡛ㄒࡿࠕࡌ࠸ࢁ࡛ *2㸟ࠖࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࠗࡍ࡚ࡢேࡢ♫࠘
92/ ᖺ  ᭶
  
㸳㸲㸿 ᴮᮏᐜᏊᐈဨ◊✲ဨࠊΎ㔝⤮◊✲༠ຊ⪅ࠊᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅ࠕᏛ࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ
࣮ࡢⓎ㐩㞀ᐖᏛ⏕ᑐࡍࡿᑵປᨭୖࡢᅔࡾឤࡣ㸽 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⮬⏤グ㏙ཬࡧࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒࡽࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫 ᖺ  ᭶
 
㸳㸳㸿 ᑠἨ㝯ᩥ◊✲ဨࠕ㎰⚟㐃ᦠ㛵ࡍࡿ᪤Ꮡㄪᰝࡢ」ྜⓗ᳨ウ̿ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅⮬⏤グ㏙
ࡢᅇ⟅ࡽࡢ᳨ウ̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫ࠊ ᖺ  ᭶

㸳㸴㸿 ୖす୍㈗ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕᆅᇦ࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࡢ⤊⤖㸸㛵ಀᛶ࣭↓
㝈ᐃᛶࡢຓࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫ࠊ ᖺ  ᭶

㸳㸵㸿 బᶫᣅஓ◊✲༠ຊ⪅ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭ ࣋ࢫࢺࣥࢱࣞࢫࢺࢆ୰ᚰࠖࠗ⚟♴
♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫 ᖺ  ᭶
  
䛆Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㸳㸶㸿 ΎỈᶞᐈဨ◊✲ဨࠕẕᏊୡᖏࡢᏊࡶࡢᨭ㛵ࡍࡿ◊✲⏕άಖㆤཷ⤥ẕᏊୡᖏ
ᑐࡍࡿ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨࢆཧ⪃ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ 
᭶

㸳㸷㸿 ΎỈᶞᐈဨ◊✲ဨࠕẕᏊୡᖏࡢ⏕άᨭ㛵ࡍࡿ◊✲ẕぶࡢ⮬ᕫ⫯ᐃほࢆᡭࡾ
ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸴㸮㸿 ΎỈᶞᐈဨ◊✲ဨࠕࠗ┦ㄯ࠘ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ẕᏊᐙᗞࡢẕぶࡓࡕࡢᨭࡢどⅬ̿⮬
యㄪᰝ࠾ࡅࡿ㸰ḟศᯒࢆ㏻ࡌ࡚̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸴㸯㸿 ᑠᯘᜨ୍ᐈဨ◊✲ဨࠕẕᏊᐙᗞࡢࠗኌ࠘⏕άᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡴࡅ࡚ࠖࠗ⚟♴♫
㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶
㸴㸰㸿 㯇 㯇ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕ୰ᅜ࠾ࡅࡿᏛᰯ⤫ᗫྜᐤᐟไᏛᰯ̿ෆࣔࣥࢦࣝ⮬༊
㎰∾༊ࡢࡽ̿ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫ࠊ ᖺ  ᭶

䛆⌮ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹䞊䝥䛇㻌
㸴㸱㸿 ㉺๓⪽⨾ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕぢᏲࡾࡢᶒᵓ㐀ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸫0ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝
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↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠖࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶㸨

㸴㸲㸿 ㉺๓⪽⨾ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ༠ྠ⤌ྜᛮࡢᑟධࡢ⫼ᬒ̿⏘ᴗ⤌ྜἲ⚾
❧๓ᚋ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚̿ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㻌
㸴㸳㸿 ㉺๓⪽⨾ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕぢᏲࡾ࠾ࡅࡿࢥࣞࢡࢸࣈࡢᙺ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖ
ࠗ⚟
♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊࠊ ᖺ  ᭶

㸴㸴㸿 ㉺๓⪽⨾ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࣥ⣣ᖏࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡋ
࡚ࠖ
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘➨  ྕࠊ㸫ࠊ ᖺ  ᭶  

㻌
㻌
䠘ᅗ᭩䠚㻌
㸯㹀 ⛅ඖ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ဨ㸧ⴭ࣭ᖹ⏣ཌⴭ
ࠗ♫⚟♴ᶒ᧦ㆤ㸫ேᶒࡢࡓࡵࡢ⌮ㄽᐇ㊶࠘᭷ᩫ㛶  ࣮࣌ࢪ 

㸰㹀 ✄ἑබ୍㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ဨ㸧ⴭ
ࠗຓ⪅ࡀ⮫ᗋ㋃ࡳࡲࡿࡁ ⚟♴ࡢሙ࡛ࡢㄽ⌮ᛮ⪃࠘ㄔಙ᭩ᡣ  ࣮࣌ࢪ 

㻌
㸱㹀 ∾㔛ẖ࣭ᕝᓥࡺࡾᏊ࣭ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸧⦅ⴭ
ࠗᆅᇦ⏕ᆅᇦ⚟♴㸫ᶵ⬟ᵓ㐀ࡢࢡࣟࢫ࣮࢜ࣂ࣮ࢆồࡵ࡚࠘┦ᕝ᭩ᡣ  ࣮࣌ࢪ 

㻌
㸲㹀 㔝㷂⍞ᶞⴭ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧ⴭ
ࠗఫẸࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ㸫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᒎ㛤ఫẸᨭ㸫࠘ࡳࡽ࠸  ࣮࣌ࢪ 

㻌
㸳㹀 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅㞟ࠗࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࠘୰
ኸἲつฟ∧ओ  ࣮࣌ࢪ  ᖺ  ᭶㸨

㻌
㻌
䠘ᏛⓎ⾲䠚㻌

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
㸯㹁 ᪥ᮏㆤ⚟♴Ꮫ࡛ࡢሗ࿌
Ⓨ⾲⪅㸸ᑺ୍႐㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺ㸧 
ᶆ 㢟㸸
ࠕᐙ᪘ㆤ⪅ࡀࠗㆤ⪅ࡢ࠘㥆ᰁࢇ࡛࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̺⮬⏤グ
㏙ࡢศᯒࡽ̺ࠖ㸦Ꮫ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸧
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ᭶  ᪥㸦᪥㸧

㸰㹁 ᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ㛵ᮾ㒊࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸧 
ᶆ 㢟㸸
ࠕ6XSSRUWHG'HFLVLRQ0DNLQJ ࡢᾏእࡢ㆟ㄽࡢືྥࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
㸱㹁 ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨  ᅇᅜ࡛ࡢⓎ⾲㸨
Ⓨ⾲⪅㸸ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸧ࠊᱵ⃝⛱㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧
ࠊᯇᮏᫀᏹ㸦㧗㱋ࣘ
ࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧
ࠊ⸨⏣ဴஓ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧
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ᶆ 㢟㸸♫⚟♴༠㆟࠾ࡅࡿᨭᅔ㞴ࡢᑐᛂࡢグ㘓࣭ศᯒ᪉ἲ㛵ࡍࡿ◊✲
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᭶  ᪥㸦᪥㸧

㸲㹁 ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨  ᅇᅜ࡛ࡢⓎ⾲㸨
Ⓨ⾲⪅㸸ᑠᯘⰋ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨᮏࢭࣥࢱ࣮ࡀ◊✲༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿᩥி༊♫⚟♴༠㆟
⫋ဨ࡛࠶ࡿᾆ⏣ឡဨࡢඹྠⓎ⾲
 ᶆ 㢟㸸
ࠕᆅᇦࡀ⏕ࡳฟࡍ⚟♴άືࡢᨭ㸫ᩥி༊♫༠ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⾜ືグ㘓
ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᭶  ᪥㸦᪥㸧

㸳㹁 ᪥ᮏ⫋ᴗࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ࡛ࡢⓎ⾲
 Ⓨ⾲⪅㸸ᑠἨ㝯ᩥ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧 
 ᶆ 㢟㸸
ࠕ㎰ᴗࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

㸴㹁 ᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ ➨  ᅇ⛅Ꮨ࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸ᐑ➉Ꮥᘺ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺ㸧 
ᶆ 㢟㸸
ࠕ༠ാᆺ♫ⓗᴗᑵປᨭࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
 
㸵㹁 ᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ㛵ᮾ㒊࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸧 
ᶆ 㢟㸸
ࠕ▱ⓗ㞀ᐖⓎ㐩ࢆᣢࡘⱝ⪅ࡢᨭ㸫ࢩࢻࢽ࣮Ꮫࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡽ㸫ࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 

㸶㹁 ᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ㛵ᮾ㒊࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸ᐑ➉Ꮥᘺ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺ㸧 
ᶆ 㢟㸸
ࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࢆ⾜࠺♫ⓗᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸫ไᗘࡢ⊃㛫ࢆ⧅ࡄ♫ⓗᴗࡢྠ⾜ᨭ
㸫ࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
㸷㹁 ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨  ᅇᅜ࡛ࡢⓎ⾲㸨
 Ⓨ⾲⪅㸸ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸧ࠊᱵ⃝⛱㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧
ࠊᯇᮏᫀᏹ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵ
ࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧
ࠊ⸨⏣ဴஓ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧
 ᶆ 㢟㸸
ࠕ♫⚟♴༠㆟࠾ࡅࡿᨭᅔ㞴ࡢᑐᛂࡢグ㘓࣭ศᯒ᪉ἲ㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᭶  ᪥㸦᪥㸧

㸯㸮㹁 ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ ➨  ᅇᅜ࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸ᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
࣭ᾆ⏣ឡ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
ᶆ 㢟㸸
ࠕẸ⏕ጤဨ࣭ඣ❺ጤဨࡢᆅᇦ⚟♴άືᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᭶  ᪥㸦᪥㸧
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㸯 㸯 㹁  ,QWHUQDWLRQDO $VVRFLDWLRQ IRU WKH 6FLHQWLILF 6WXG\ RI ,QWHOOHFWXDO DQG
'HYHORSPHQWDO'LVDELOLWLHV :RUOG&RQJUHVV ,$66,''ୡ⏺㆟ ࡛ࡢⓎ⾲
 Ⓨ⾲⪅㸸ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸧
ᶆ 㢟㸸'LVFXVVLRQRI6XSSRUWHG'HFLVLRQ0DNLQJLQ-DSDQ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
ሙ ᡤ㸸࣓ࣝ࣎ࣝࣥࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮

㸯㸰㹁 ᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ⛅Ꮨ㸦షᩍᏛ㸧࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸ᑠἨ㝯ᩥ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧
ᶆ 㢟㸸
ࠕ,&) ㎰సᴗࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ ̿ಶูᨭィ⏬ࡢᑟධࡢ᳨ウ̿ࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥

㸯㸱㹁 㞀ᐖᏛ➨  ᅇ࡛ࡢⓎ⾲㸨
Ⓨ⾲⪅㸸ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸧
ᶆ 㢟㸸
ࠕពᛮỴᐃᨭࢆࡵࡄࡿᅜෆࡢ㆟ㄽࡢືྥࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥

㸯㸲㹁 ᪥ᮏ /' Ꮫ➨  ࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸Ύ㔝⤮㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
ᶆ 㢟㸸
ࠕ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙ࡃࠗⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡢពḧ࣭㐺ᛂ࠘ࢆ㧗ࡵࡿᩍᮦ㛤Ⓨྥࡅ࡚ࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥

㸯㸳㹁 ᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ➨  ᅇ⛅Ꮨ࡛ࡢⓎ⾲
Ⓨ⾲⪅㸸㔠Ꮚග୍㸦ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
ᶆ 㢟㸸
ࠕࠗ┦⩏ົ࠘ࠗᶒ࠘㛵ࡍࡿྐⓗ⪃ᐹ㸫5REHUW2ZHQ ࡢࠕ༠ྠࡢ⌮ᛕࠖ↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚࡚̿ࠖ
ᮇ ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥

㻌
㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
㸯㸴㹁 ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ ➨  ᅇᅜ࡛ࡢⓎ⾲㸨
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᪥㸦᪥㸧
 ሙ ᡤ㸸ᯇᒣᏛ
Ⓨ⾲⪅࣭₇㢟㸸
ձୖᮧ⣪᭶㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸧ࠊᾆ⏣ឡ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
ࠊᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘ
ࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
ࠕࡩࢀ࠶࠸࠸ࡁ࠸ࡁࢧࣟࣥ➼ࡢㄪᰝࡼࡿㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕άᨭ⥲ྜᴗࡢᒎ㛤̿ᩥி༊♫
༠⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡽࠖ
㸦⮬⏤◊✲Ⓨ⾲㸧
ղᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧ࠊᾆ⏣ឡ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
ࠕᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάືグ㘓ࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚̿ࠕಶูᨭࠖࠕᆅᇦᨭࠖࡢどⅬࡽࠖ㸦⮬⏤
◊✲Ⓨ⾲㸧

㸯㸵㹁 㞀ᐖᏛ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᪥
 ሙ ᡤ㸸⚄ᡞᏛ㝔Ꮫ
 Ⓨ⾲⪅㸸ᮃ᭶㝯அᐈဨ◊✲ဨࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ⤖፧⏕άࡢ⤒㦂ᨭࠖ

㻌
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䠘◊✲ᡂᯝ䛾බ㛤≧ἣ䠚䠄ୖグ௨እ䠅㻌
䝅䞁䝫䝆䜴䝮䞉Ꮫ➼䛾ᐇ≧ἣ䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷䛾බ㛤≧ἣ➼㻌
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷බ㛤䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸㼁㻾㻸 䜢グ㍕䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

䠘᪤䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䠚㻌
㻌
䠍㻌 䝅䞁䝫䝆䜴䝮➼䛾㛤ദ㻌
㻌
㻌 䛆ྜྠάື䛇㻌

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᐁᏛ㐃ᦠࡼࡿ⚟♴ᐇ㊶◊✲ࡢᒎ㛤ࡑࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼
 ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
࠙⚟♴ᨭࢆ᥎㐍ࡍࡿᐁᏛ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᒎ㛤ࡢᡭἲ⮬యࡢ㐃ᦠࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠚ
ሗ࿌㸯 ቚ⏣༊ࡢ㐃ᦠ ሗ࿌⪅㸸ᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸧ࠊ
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮㸸᪂⏣⿱ே㸦ᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋⪅♫ᑐ⟇㒊ᅾᏯᨭㄢ㛗㸧
ሗ࿌㸰 ୡ⏣㇂༊ࡢ㐃グ ሗ࿌⪅㸸᳃⏣᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗㸧
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮㸸⸨㔝ᬛᏊ㸦ୡ⏣㇂༊ୡ⏣㇂⥲ྜᨭᡤ㛗㸧
   ࠙◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭ࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࠚ
ሗ࿌㸱 ◊✲ᨭ⪅ࡢ❧ሙࡽ ሗ࿌⪅㸸ᑠ᳚భ⣖㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸧
ሗ࿌㸲 ◊✲༠ຊㄢࡢ❧ሙࡽ ሗ࿌⪅㸸᰿ᓊဴஓ㸦ᮾὒᏛᏛ㛗ᐊ◊✲༠ຊㄢㄢ㛗㸧  
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮㸸⬥⚽ᩄ㸦ᮾὒᏛᏛ㛗㸧

㸰㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᚋᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ♫⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㹼
 ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  グᛕ࣮࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸ㅮ₇ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
   ࠙ㅮ₇ ᅾᏯࢣࡢࡘ࡞ࡀࡿຊ㸫ゼၥ┳ㆤᬽࡽࡋࡢಖᐊࡢᐇ㊶ࡽ㸫ࠚ
    ㅮ ᖌ㸸⛅ᒣṇᏊ㸦ᰴᘧ♫ࢣ࣮ࢬⓑ༑Ꮠゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸧
   ࠙ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ ♫⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠚ
    ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸㔠Ꮚග୍㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸧
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸸᳃⏣᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧ࠊᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭
ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
ࠊ㧗ᒣ┤ᶞ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧

㸱㹂 ➨  ᅇᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮㸨
  ࢸ࣮࣐㸸ࠕ㞀ᐖ⪅ᶒ᧦ㆤ㸫ᡂᖺᚋぢไᗘࡢㄢ㢟̿ࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧 ༗ᚋ
 ሙ㸸ᮾὒᏛ  グᛕ࣮࣍ࣝ㸶ྕ㤋㸵㝵
ෆ ᐜ㸸
㸺Ⓨ⾲㸯㸼
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢேไᗘᑟධࡢព⩏ㄢ㢟ࠖ
ሗ࿌⪅㸸㒯⳹⌔ 㑪ᏛᰯᏛ㝔 ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 
㸺Ⓨ⾲㸰㸼
ࢸ࣮࣐㸸ࠕពᛮỴᐃᅔ㞴⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ㈨※ࡋ࡚ࡢᡂᖺᚋぢไᗘࠖ
ሗ࿌⪅㸸⠛ᮏ⪔ すṊᩥ⌮Ꮫ࣭ࡥ࠶࡞࠶ᒣ 
⥲ྜྖ㸸ᚿᮧ୍㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ 
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮㸸⛅ඖ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
ᮤࣚࣥࣄ㸦㡑ᅜࢧࣂ࣮Ꮫᰯᩍᤵ㸧
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᭱⤊ࢥ࣓ࣥࢺ㸸ྂᕝᏕ㡰㸦すᕞᏛᩍᤵ㸧ࠊᮔὈⱥ㸦㑪Ꮫᰯᩍᤵ㸧

㸲㹂 ➨  ᅇᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᆅᇦ♫ࢆᇶ┙ࡋࡓ⚟♴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧༗ᚋ
ሙ ᡤ㸸㑪Ꮫᰯ
ෆ ᐜ㸸
   㸺Ⓨ⾲㸯㸼
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᐇ㊶ࡘ࠸࡚
㸫すᮾிᕷ࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ㸫
ሗ࿌⪅㸸⇃⏣༤႐㸦Ṋⶶ㔝Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧
   㸺Ⓨ⾲㸰㸼
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᆅᇦ♫࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡢᐇែㄢ㢟ࠖ
        㸫⩏ᇛ㒆࠾ࡅࡿ➨  ᮇᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡢᶞ❧ࢆ୰ᚰ㸫
ሗ࿌⪅㸸Ḓ㈆⨾㸦㑪ᏛᰯᏛ㝔ᚋᮇㄢ⛬㸧

㸳㹂 ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍᏊࡶᨭ㛵ࡍࡿࢪࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ◊✲
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍᏊࡶࡑࡢᐙ᪘ࡢேᶒᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
̿ᅜ࣭⮬య࣭ᕷẸ♫ࡼࡿᏊࡶࡢேᶒᩆ῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲̿
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ⓑᒣᰯ⯋  ࿘ᖺ࣮࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸ࣔࣥࢦࣝ㡑ᅜࠊୡ⏣༊ࡽᏊࡶࡢᶒᩆ῭ࡢ㈐௵⪅ࢆᣍ⪸ࡋࠊᚋࡢ◊✲㛵
ࡍࡿពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸴㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜඹദ㸧㸨
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ⅏ᐖ⚟♴Ꮫࡢᵓ⠏ࡴࡅ࡚ࠖ
  ᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼
  ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵  ࿘ᖺ࣮࣍ࣝ
  ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ሗ࿌ ࠕ⅏ᐖࢆ㢟ࡍࡿ♫⚟♴ࠊ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲ࡢືྥࡘ࠸࡚ࠖ
          Ⳣ㔝㐨⏕㸦ᒾᡭ┴❧Ꮫㅮᖌ㸧
   ሗ࿌ ࠕ⅏ᐖ♫Ꮫࡢ❧ሙࡽࠖ
          Ⳣ☻ᚿಖ㸦㛵すᏛ♫ᏳᏛ㒊ᩍᤵ㸧
   ሗ࿌ ࠕ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ་⒪ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࠖ 
          ᒣ⏣⨾௦Ꮚ㸦᪥ᮏ་⒪♫⚟♴༠ ⅏ᐖᨭࢳ࣮࣒▼ᕳ➨୍ᮇ㈐௵⪅㸧

㸵㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᮾࢪㅖᅜ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧ㄢ㢟
̿ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍ♫⚟♴ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿேࠎࡢᑐᛂ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖ
   ᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㸸㹼
   ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵  ࿘ᖺ࣮࣍ࣝ
   ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 
ሗ࿌  㜿ᢼᆠᐆຊ᱁㸦ࣝࢱࣥ࣎ࣜࢢ㸧 ෆⵚྂ㈈⤒ᏛἲᏛ㝔㸦ෆⵚྂ㸧
ሗ࿌ 㸬ᏞᙲⰋ㸦ࢯࣥ ࢩࣙ࢘ࣜࣙ࢘㸧  ᮅ㝧⛉ᢏᏛ㸦ྎ‴㸧
     ሗ࿌ 㸬ཝ㭯㸦ࢤࣥ ࢩࣗࣥ࢝ࢡ㸧 Ᏻᖌ⠊Ꮫ㝔㸦୰ᅜ㸧
     ሗ࿌  ᮤᰨ⍛㸦ࢯࣚࣥ㸧     ࢯ࢘ࣝࢧࣂ࣮Ꮫ㸦㡑ᅜ㸧
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮Ṋᕝṇ࿃㸦ᮾிᏛᩍᤵ㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ 㔠Ꮚග୍㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧


㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
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㸶㹂 ➨  ᅇᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ᪥ᮏ࣭㡑ᅜࡢᆅᇦ⚟♴ࡢືྥࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ෆ ᐜ㸸ㅮ₇
   㸺ㅮ₇㸯㸼
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ㡑ᅜ࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴ࡢືྥࡘ࠸࡚ࠖ
ㅮ ᖌ㸸ᮔ Ὀⱥ㸦㑪Ꮫᰯᩍᤵ㸧
   㸺ㅮ₇㸰㸼
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᆅᇦ⚟♴ࡢᴫἣㄢ㢟̿ᨻ⟇ᐇ㊶ࡢືྥ̿ࠖ
   ㅮ ᖌ㸸ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧

㸷㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸♫ⓗᏙ❧ࡍࡿேࡓࡕࡢᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼ࡿ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵  ࿘ᖺグᛕ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
ෆ ᐜ㸸ᇶㄪㅮ₇ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ձᇶㄪㅮ₇ࠕᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ᗏࡍࡿᶒ᧦ㆤࡢ⌮ㄽࡵࡊࡍࡁᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ 㸫
ᒸᒣ┴⥲♫ᕷᶒ᧦ㆤࢭࣥࢱ࣮ࠕࡋ࠼ࢇࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸫 
ㅮᖌ㸸す⏣ᘯ㸦ᒸᒣᏛᏛ㝔ἲົ◊✲⛉࣭ᩍᤵ㸭⥲♫ᕷᶒ᧦ㆤࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ
࣭ጤဨ㛗㸧
ղࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫ⓗᏙ❧ࡍࡿேࡓࡕࡢᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆࡵࡄࡿᐇ㊶ㄢ㢟
ㄽⅬࠖ
࠙ሗ࿌⪅ࠚᖹ㔝ᝋᏊ㸦⥲♫ᕷಖ⚟♴㒊㛗㸧
     ྜྷᒸ♸㸦⥲♫ᕷ♫⚟♴༠㆟࣭⥲♫ᕷᶒ᧦ㆤࢭࣥࢱ࣮㛗㸧
     Ώ㑔⿱ྖ㸦ୡ⏣㇂⥲ྜᨭᡤᨭᡤ㛗㸧
     ⏣㑓ோ㔜㸦ୡ⏣㇂༊♫⚟♴༠㆟࣭ᶒ᧦ㆤᨭㄢ㛗㸧
 ࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚᑠᯘⰋ㸦ᮏࢭࣥࢱ࣮㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚ す⏣ᘯ㸦ᒸᒣᏛᏛ㝔ἲົ◊✲⛉࣭ᩍᤵ㸭⥲♫ᕷᶒ᧦
ㆤࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ࣭ጤဨ㛗㸧
⛅ඖ⨾ୡ㸦ᮏࢭࣥࢱ࣮⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧

㸯㸮㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᚋᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸♫⚟♴◊✲ᐇ㊶ࢆࡘ࡞ࡄࠕぢ࠼ࡿࠖ
ࠕぢࡏࡿࠖࡢㄢ㢟
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧 㹼
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵 ࢫ࣮࢝࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸ᇶㄪㅮ₇ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
   ձᇶㄪㅮ₇
ࢸ࣮࣐㸸◊✲ᐇ㊶ࢆࡘ࡞ࡄࠕぢ࠼ࡿࠖࠕぢࡏࡿࠖࡢព⩏ㄢ㢟
㸫㧗㱋⪅ࡢᏙ❧ᆅᇦࡢぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࢆࡵࡊࡋ࡚㸫
ㅮᖌ㸸ᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
ղࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
  ࢸ࣮࣐㸸ᕷẸ┠⥺࡛⪃࠼ࡿ♫⚟♴ᐇ㊶ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࠕぢࡏࡿࠖࡢㄢ㢟
     ࠙ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠚ
㸺⾜ᨻ࣭⟇ࡢ❧ሙࡽ㸼ᕝᡭᬛᏊ㸦ㄪᕸᕷᙺᡤ㧗㱋⪅ᨭᐊᨭࢭࣥࢱ࣮ಀ㛗㸧
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     㸺♫༠࣭ᐇ㊶ࡢ❧ሙࡽ㸼బ⸨ᑑ୍ ᐆሯᕷ♫⚟♴༠㆟ົᒁ㛗 
     㸺ᨻ⟇࣭◊✲ࡢ❧ሙࡽ㸼ᒾྡ♩㸦୕⳻ 8)- ࣜࢧ࣮ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ௵◊✲ဨ㸧

࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚᒾᓮஓ㸦ἲᨻᏛᩍᤵ㸧࣭ᑠᯘ Ⰻ㸦๓ᥖ㸧
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚᚿᮧ୍㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸯㹂 ᮾὒᏛᏛ㝔♫⚟♴Ꮫᑓᨷ࣭⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᮾࢪ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ࿘ᖺグᛕ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸 ྡ
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ሗ࿌
࠙ሗ࿌⪅ࠚ
㸸
ࠕྎ‴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭ㸦ㆤ⦅㸧
ࠖ

ࠐᏞᙲⰋ㸦ྎ‴ ᮅ㝧⛉ᢏᏛ࣭ຓ⌮ᩍᤵ㸧
ࠐᮤᰨ⍛㸦㡑ᅜ ࢯ࢘ࣝࢧࣂ࣮Ꮫ࣭ຓᩍᤵ㸧㸸
ࠕᮾࢪ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭ
̿⏕άタᬽࡽࡍ㧗㱋⪅ࡢࡓࡵࡢ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥάືࢆ୰ᚰ̿ࠖ
ࠐ㉿⨾㈆㸦㡑ᅜ 㔩ᒣ⚟♴㛤Ⓨ㝔࣭◊✲ဨ㸧ࠕ㡑ᅜࡢᶒ᧦ㆤࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿
㑪ᗈᇦᕷࡢ⚟♴࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥไᗘࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠖ
࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚ ᮔὈⱥ㸦㡑ᅜ 㑪Ꮫ࣭ᩍᤵ㸧

㸯㸰㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸
ࠕ⦆ࡸࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㹼
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵  ࿘ᖺグᛕ࣮࣍ࣝ
  ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ձྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢⓎ㢟
࠙ሗ࿌⪅ࠚ
㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸸ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸸ᚿᮧ୍㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸸ᑠᯘᜨ୍㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸭ỤᡞᕝᏛ⥲ྜ⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ࣭
௵㸧
⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㸸⛅ඖ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
ղࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ճయࡢࡲࡵ㸸᳃⏣᫂⨾㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚ㔠Ꮚග୍㸦ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
࠙⥲ྜྖࠚᚿᮧ୍㸦๓ᥖ㸧

㸯㸱㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᚋᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸ᆅᇦࡢᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢᬑ㐢ⓗ᮲௳ࡸ⤌ࡳࡣ
̿ࠕࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖࡽࠊ
ࠕࡘ࡞ࡄࠖࡓࡵࡢᐇ㊶ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢ̿
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧 㹼
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵  グᛕ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
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ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
 ➨ۑ㸯㒊ࠕᆅᇦ࠾ࡅࡿ⚟♴♫ࡢ㛤Ⓨࠖ  
  㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸸ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
  㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸸ᒣ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸧
  Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸸ᡃㅰ⨾ᕥᏊ㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
 ➨ۑ㸰㒊ࠕศᯒ㸫ᥦゝྥࡅ࡚ࠖ
  ศᯒ⪅㸸ᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸭ᮾி㒔❧Ꮫྡᩍᤵ㸧
ఀዉᕝ⚽㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
⛅ඖ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
 ➨ۑ㸱㒊ࠕయウㄽ㸫ศᯒࢆࡩࡲ࠼ࡓウㄽࠖ
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㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸲㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
  ͤ⏬❧ࡣᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡀᢸᙜࡋࠊᮏࢭࣥࢱ࣮๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘⨨ࡅ࡚㛤ദࡍࡿࠋ
ࢸ࣮࣐㸸Ꮚࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᒎ㛤̿㟈⅏ࢆ⤒㦂ࡋࡓࢿࣃ࣮ࣝ᪥ᮏࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸫
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵  グᛕ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
ෆ ᐜ㸸ሗ࿌ཬࡧ㉁
   ሗ࿌ձࠕࢿࣃ࣮ࣝ࠾ࡅࡿᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ᆅ᪉⾜ᨻ㟈⅏ࡽࡢ⯆ࠖ
0U%LVKQX'DWWD*DXWDP㸦ࣅࢩࣗࢾ࣭ࢲࢵࢱ࣭࢞࢘ࢱ࣒㸧
㸦ࢿࣃ࣮ࣝ㐃㑥ၥ㢟࣭ᆅ᪉㛤Ⓨ┬ᆅ᪉බඹᅋయᑐ⟇ㄢ㛗㸧
ሗ࿌ղࠕᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࠾ࡅࡿ⾜ᨻᕷẸ♫ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࠊᏊࡶཧຍࡢྲྀ⤌ࠖ
    0U*DXUL3UDGKDQ㸦࣭࢞࢘ࣜࣉࣛࢲ࣮ࣥ㸧
&:,1㸦&KLOG:RUNHUVLQ1HSDO㸧タ⪅㸭/'&㸦ᚋⓎ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ㸧࢛࢘ࢵࢳᅜ㝿ࢥ
࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
Ⓨ㢟㸸᳃⏣᫂⨾㸦ᮾὒᏛᩍᤵࢭࣥࢱ࣮㛗㸧
ሗ࿌ճࠕ㟈⅏⯆࠾ࡅࡿᐑᇛ┴ࡢᏊࡶᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ᚿ㈡ៅ㸦ᐑᇛ┴ಖ⚟♴㒊Ꮚ⫱࡚ᨭㄢ㛗㸧
ᖹ㔝ᖿ㞝㸦ᮾᩥᏛᅬᏛᩍᤵ㸧
ሗ࿌մࠕ᪥ᮏࡢᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࠾ࡅࡿᕷẸ♫ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࠖ
̿ᕝᓮᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ̿
す㔝༤அ㸦ᕝᓮᕷᏊࡶክࣃ࣮ࢡᡤ㛗㸧
యウㄽཬࡧ⥲ᣓ
  ༠ ຊ㸸ࢪᏊࡶࡢᶒࣇ࢛࣮࣒ࣛ
      ᅜ㐃㹌㹅㹍࣭㹌㹎㹍ἲேᏊࡶࡢᶒ᮲⣙⥲ྜ◊✲ᡤ

㸯㸳㹂 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᚋᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
 ࢸ࣮࣐㸸ࠗ㸫࡞ࡐࠊࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡢ㸽㸫 ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࠘
㹼ࠕࡘ࡞ࡄࠖࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ◊✲ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓ⚟♴♫㛤ⓎࡢどⅬ㹼
᪥ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸
ձྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㸦௦⾲⪅㸧ࡽࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌
   ̿◊✲ᡂᯝࡑࡇࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓ♫ⓗᥦゝ̿
   㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸸ຍᒣ ᙎ 㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
   㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸸㧗ᒣ ┤ᶞ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
   Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸸᳃⏣ ᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
   ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㸸⛅ඖ ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
ղ◊✲༠ຊᶵ㛵࣭ᅋయࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
   㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸸ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ ົᒁ㛗 ᑠ㔝⃝ ⨾
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   㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸸ࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ᪥ᮏ࣭⚟ᒸ ᖖົ⌮⿵బ Ώ㑓 ᾈ⨾
   Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸸ୡ⏣㇂༊Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅㒊 Ꮚ⫱࡚ᨭᢸᙜಀ㛗 ∦ᒸ ᩄỤ
ճ㉁ᛂ⟅࣭ពぢ 
մ⥲ᣓࢥ࣓ࣥࢺ㸦ࢭࣥࢱ࣮እ㒊ホ౯ጤဨ㸧 
   Ⲩ∾ 㔜ே㸦ᒣᏛ㝔ᏛᏛ㝔ἲົ◊✲⛉࣭ᩍᤵ㸧
   㟷ᮌ ㎮ྖ㸦ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ㸧
   ྂᕝ Ꮥ㡰㸦すᕞᏛ࣭Ꮫ㛗㸧
յࡲࡵฟ∧ᮏࡢᢨ㟢
   ᳃⏣ ᫂⨾㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
   㸨⥲ྜྖ㸸㔠Ꮚ ග୍㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧

䛆㧗㱋䝴䝙䝑䝖䛇㻌

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸴㹂 㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲㸨
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᴗົࡢぢ࠼ࡿࡢྍ⬟ᛶࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵 ࢫ࣮࢝࣍ࣝ
ෆᐜ㸸
࠙ㄢ㢟ᥦ㉳ࠚㄽ㢟ࠕ᪂ࡋ࠸⥲ྜᴗᚋࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ᪉ྥᛶࠖ
ᒾྡ♩Ặ㸦୕⳻ 8)- ࣜࢧ࣮ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ௵◊✲ဨ㸧
࠙ሗ࿌ࠚ
ձࠕቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ࠾ࡅࡿᏳྰ☜ㄆࢹ࣮ࢱ➼ࡢ⏝ἲࠖ
ሗ࿌⪅㸸ᒣ⏣⌮ᜨᏊ㸦ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐈဨ◊✲ဨ㸧
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮㸸ᰩᯘ⾜㞝㸦ቚ⏣༊ᙺᡤ㧗㱋⪅⚟♴ㄢ㛗㸧
ղࠕㄪᕸᕷᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿᐇ⦼ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ἲࠖ
ሗ࿌⪅㸸ᑠᯘⰋ㸦ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊ᩍᤵ㸭ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ㸧
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮㸸ᕝᡭᬛᏊ㸦ㄪᕸᕷᙺᡤ㧗㱋⪅ᨭᐊᨭࢭࣥࢱ࣮ಀ㛗㸧
࠙⥲ྜࢥ࣓ࣥࢺࠚ
ձᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀ࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱࡢ⏝᪉ἲࡘ࠸࡚
ᅵᒇᏊ㸦❧ṇᏛ♫⚟♴Ꮫ㒊ㅮᖌ㸧
ղᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢㄢ㢟ࢹ࣮ࢱࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚
ᒣᮏ⦾ᶞ㸦❧ᕝᕷ♫⚟♴༠㆟ᆅᇦ⏕άᨭㄢ㛗㸭❧ᕝᕷ༡㒊すࡩࡌࡳᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥ
ࢱ࣮㛗㸧
㸨㓄ᕸ㈨ᩱබ㛤 KWWSZZZWR\RDFMSVLWHFGZVKWPO


 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸵㹂㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ཧຍ⪅㸸 ྡ
  ෆ ᐜ㸸ࠕ♫⚟♴༠㆟ࡼࡿᨭᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࡢᑐᛂ㸫ᨭ᪉ἲ࣭グ㘓࣭ぢࡏࡓࡘ࠸
࡚㸫ࠖ
⤒ۑ㐣ሗ࿌㸸ຍᒣᙎ㸦ᮏࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ࣭㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩۑ㸸
ᮌᩔ㸦すᮾிᕷ♫⚟♴༠㆟⚟♴άື᥎㐍ㄢ㛗㸧
ᱵ⃝⛱㸦༓௦⏣༊♫⚟♴༠㆟ᆅᇦ༠ാㄢ㛗㸭ᮏࢭࣥࢱ࣮◊✲༠ຊ⪅㸧
ᕝᓥࡺࡾᏊ㸦ⰼᅬᏛᩍᤵ㸧
   ࢺ࣓ࣥࢥࡿࡼ࣮ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥۑ
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ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮㸸ᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
⇃⏣༤႐㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸭Ṋⶶ㔝Ꮫᩍᤵ㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸶㹂 㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲
  ࢸ࣮࣐㸸Ꮫ◊✲ᣐⅬ࠾ࡅࡿ 5HVHDUFK $GPLQLVWUDWLRQ㸫◊✲⏬࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡇ
ࢀࡽࢆ⪃࠼ࡿ㸫
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆ ᐜ㸸
ۑሗ࿌ࠕᏛ◊✲ᣐⅬ࠾ࡅࡿ㹓㹐㹊ᶵ⬟㸫ᅜෆእࡢືྥࠊᐇ㊶ࡽ㸫ࠖ
ᑠ᳚భ⣖㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸧
ࢺ࣓ࣥࢥࡿࡼ࣮ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥۑ
᰿ᓊဴஓ㸦ᮾὒᏛ◊✲᥎㐍㒊◊✲᥎㐍ㄢㄢ㛗㸧
ᮧୖኖᯞ㸦ᮾிᏛᨻ⟇ࣅࢪࣙࣥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮≉௵ᑓ㛛⫋ဨ࣭85$㸧
࣭ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ ᑠᯘⰋ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸧

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
㸯㸷㹂 㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲
  ࢸ࣮࣐㸸
ࠕ᪥ᮏࡢ࢚ࢪࢬ࣒◊✲ࡢ㝈⏺ඞ᭹㸸ᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡋ࡚ࡳࡿ᪂ࡓ࡞ࡲ࡞ࡊࡋࡢ
ᥦࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ཧຍ⪅㸸 ྡ
ሗ࿌⪅㸸ᮔ ⷍᙯ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㝔 ♫Ꮫ◊✲⛉♫⚟♴Ꮫᑓᨷ ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧
ෆ ᐜ㸸ᩥ⊩ࣞࣅ࣮࡛ࣗ㧗㱋⪅ࡢ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࢆࡽ࠼ࡿどⅬࡽࠊ࢚ࢪࢬ࣒ࡢᐃ⩏⌮ㄽ
ⓗᯟ⤌ࡳࠊᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗࡢ┠ⓗ᪉ἲࠊ⤖ᯝࠊṧࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࠊ᪥ᮏࡢ࢚ࢪࢬ࣒
◊✲࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸮㹂 㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
  ࢸ࣮࣐㸸ࠕᡃࡀ࣭ࡈࠖࢆᆅᇦ࡛ࡢࡼ࠺ཷࡅṆࡵࠊᐇ⌧ࡍࡿ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㸸㹼㸸
  ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ෆ ᐜ㸸
ۑᇶㄪㅮ₇ࠕࠗᡃࡀ࣭ࡈ࠘ᆅᇦඹ⏕♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࠖ
   ᚋ⸨┿୍㑻㸦ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ ᆅᇦ⚟♴ㄢ ᆅᇦ⚟♴ᑓ㛛ᐁ㸧
ࠕ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩۑᆅᇦඹ⏕♫ᐇ⌧ྥࡅࡓࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ᮇᚅࡉࢀࡿᙺࠖ
 ࠙ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠚ
   ୰ᓥಟ㸦ᩥிᏛ㝔Ꮫᩍᤵ㸧
   ᕝஂ㸦ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟ᆅᇦ⚟♴㒊㛗㸧
   ఀዉᕝ⚽㸦ᮾὒᏛᩍᤵ㸭㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸧
 ࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚ
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   ᚋ⸨┿୍㑻㸦๓ᥖ㸧
   ᑠᯘⰋ㸦ᮾி㒔❧Ꮫྡᩍᤵ㸭㧗㱋ࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸧
 ࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚ
   ຍᒣᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧

 䛆㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㻌
㻌 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸯㹂 㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢ⮬❧ᨭࢆᶒ᧦ㆤ㹼ពᛮỴᐃᨭࢆ୰ᚰ㹼ࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋  ྕ㤋➨  ㆟ᐊ
ෆᐜ㸸ᇶㄪㅮ₇ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ۑᇶㄪㅮ₇ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢ⮬❧ᨭᶒ᧦ㆤࠖ
ㅮᖌ㸸➉➃ ᐶ㸦ᒣᏛ㝔Ꮫᩍᤵ㸧
ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫࢹࣝࢿࣃۑ
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚ
ᚿᮧ୍㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
   ࠙ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠚ
ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸧
⏤Ⰻுே㸦᪥ᮏ▱ⓗ㞀ᐖ⪅⚟♴༠㸧
ᑠἨ㝯ᩥ㸦♫⚟♴ἲே᳃ࡢ㸧
࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚ
ᒣ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛຓᩍ㸧
㧗ᒣ┤ᶞ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
୕ᐑ┤ஓ㸦࣮࢟ࢺࣥFRP㸧
⥲ᣓࢥ࣓ࣥࢺ㸸➉➃ ᐶ㸦ᒣᏛ㝔Ꮫᩍᤵ㸧
㸨㓄ᕸ㈨ᩱබ㛤 KWWSZZZWR\RDFMSVLWHFGZVKWPO

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸰㹂 㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
  ࢸ࣮࣐㸸ࠕᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ᙜ⪅ཧຍࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࠖࠖ
  ᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋  ྕ㤋  グᛕ࣮࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸
ձᇶㄪㅮ₇ࠕᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ᙜ⪅ཧຍࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࠖ
ㅮᖌ㸸୕⏣ඃᏊ㸦㜰ᗓ❧Ꮫᩍᤵ㸧
ղሗ࿌
ۑᅜ❧ᕷ⮬❧ᨭ༠㆟
ۑୡ⏣㇂༊⮬❧ᨭ༠㆟
ۑᩥி༊⮬❧ᨭ༠㆟
 ࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚ
ᒣ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛຓᩍ㸧
       㕥ᮌᩄᙪ㸦Ἠ▷ᮇᏛᩍᤵ㸧  
㧗ᒣ┤ᶞ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚᚿᮧ୍㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧    


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006


㸰㸱㹂 㞀ᐖࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲㸨
  ࢸ࣮࣐㸸㞀ᐖ⪅ᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ
  ෆ ᐜ㸸⮬❧ᨭ༠㆟ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ᙜ⪅ጤဨࡽࡢሗ࿌ពぢ

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸲㹂 㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
ࢸ࣮࣐㸸ᡂᖺᚋぢ⮬ᕫỴᐃ ᡂᖺᚋぢಁ㐍ἲᖏỴ㆟ࢆࡵࡄࡗ࡚
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
   ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  グᛕ࣮࣍ࣝ
  ෆ ᐜ㸸
ձሗ࿌ࠕᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㆟ㄽࡢࡲࡵࠖ
⛯ᡤ┿ஓ㸦ᮾிᏛᏛ㝔 ᪥ᮏᏛ⾡⯆≉ู◊✲ဨ 3'㸧
   ղၥ㢟ᥦ㉳ࠕேࡋ࡚࠶ࡓࡾࡲ࠼⏕ࡁࡿࡇࡢᐇ⌧ࢆࠖ
すᐃ㸦ᡂᖺᚋぢไᗘࢆぢ┤ࡍ௦⾲㸧
ճウㄽࠕᡂᖺᚋぢ⮬ᕫỴᐃ㸫ᡂᖺᚋぢಁ㐍ἲᖏỴ㆟ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖ
࠙ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠚ
Ᏻ⸨ಙ᫂㸦ྖἲ᭩ኈ㸧㸭ụཎẎ㸦ᮾிࢻࣦ࢛࢝ࢩ࣮ἲᚊົᡤ࣭ᡤ㛗㸭ᘚㆤኈ㸧㸭
ᒾᶫㄔ㸦ࡓࡇࡢᮌࢡࣛࣈ௦⾲㸧㸭⛅ඖ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
㸭ఀዉᕝ⚽㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧㸭ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲
ᨭ⪅㸧
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚ
㧗ᒣ┤ᶞ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧㸭⛯ᡤ ┿ஓ㸦๓ᥖ㸧

㸰㸳㹂 㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
  ࢸ࣮࣐㸸ᙜ⪅ࡀάືࡍࡿព⩏
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
 ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  グᛕ࣮࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸ᇶㄪㅮ₇ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
 ձᇶㄪㅮ₇ࠕᙜ⪅ࡀάືࡍࡿព⩏ࠖ
ዉⰋᓮ┿ᘪẶ㸦ࡌ࠸ࢁ࡛ *2㸟㛗㸧
ղࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⮬❧ᨭ༠㆟࠾ࡅࡿᙜ⪅ࡢᙺࠖ
 ࠙ྖࠚ㧗ᒣ┤ᶞ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
࠙ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠚ
ᑠ℩ⰾ㑻㸦ᩥி༊㞀ᐖ⪅ᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ᙜ⪅㒊㛗㸧
➉㛫ㄔḟ㸦ᩥி༊㞀ᐖ⪅ᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ᙜ⪅㒊ጤဨ㸧
୰ᮧ㞝㸦ᩥி༊㞀ᐖ⪅ᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ጤဨ㸧
Ⲷ㔝㝧୍㸦ୡ⏣㇂༊⮬❧ᨭ༠㆟㛗㸧
࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚἈᬛ⨾㸦ṇᏛᩍᤵ㸭ᮾி㒔⮬❧ᨭ༠㆟㛗㸧

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸴㹂 ᨭࡁពᛮỴᐃ࣭ពᛮỴᐃᨭ 6'0 ᐇ㊶ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢඹദ㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ ᖺ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
 ሙ㸸ᮾிᏛᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫᕤᏛ㒊㸰ྕ㤋㸰㸯㸱ㅮᇽ
 ദ㸸ពᛮỴᐃᨭࣔࢹࣝ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒㸦6'0㸫-DSDQ㸧
ඹ ദ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ([SUHVVHG:LVK㸦⾲ฟࡉࢀࡓᕼᮃ㸧YV%HVW,QWHUHVW㸦᭱ၿࡢ┈㸧
ࠖ
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㹼᪥ᮏ࠾ࡅࡿ6'0ࡢྲྀࡾ⤌ࡳྍ⬟ᛶ㹼
࠙ྖࠚྡᕝ㸦⟃ἼᏛே㛫⣔ㅮᖌ㸭6'0-DSDQ௦⾲㸭132ἲே3$&࣮࢞ࢹ
ࣥࢬ⌮㛗㸧
࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲ᨭ⪅㸭ⓑᱵᏛᅬᏛ㠀ᖖㅮᖌ㸧
࠙ࣃࢿࣜࢫࢺࠚ

㸰㸵㹂 ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
 ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  グᛕ࣮࣍ࣝ
ෆ ᐜ
ձᇶㄪㅮ₇㸸ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎࠖ
ሗ࿌⪅㸸㧗ᒣ┤ᶞ㸦ᮾὒᏛᩍᤵ㸭ᮏࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ㸧
   ߈ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸸
ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎࠖ

࠙ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠚ
ࡋࢃဴ㸦132 ἲேࣁࢸࣥࢩࣙࣥ⌮㛗㸭ࢧࣝࢧ࣒࢞ࢸ࣮ࣉ㸧㸭ⓑᮌ⚟ḟ㑻㸦≉ᐃ㠀
Ⴀάືἲேࡗࡢ᳃⌮㛗㸭≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ᪥ᮏ࣭ᐑ
ᇛ㢳ၥ㸧ࠊబ⸨ㄔ㸦≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ᪥ᮏ࣭ᐑᇛࢫ࣮ࣜࢺ㸧

࠙ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚ
ὸ㔝ྐ㑻㸦⚄ዉᕝᏛ≉ูᣍ⪸ᩍᤵ㸭ඖᐑᇛ┴▱㸧
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚ
ᚿᮧ୍㸦ᮾὒᏛᩍᤵ㸭ᮏࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ㸧

䛆Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㻌
㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸶㹂 Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ᢈ  ᖺࢆ⪃࠼ࡿ㞟࠸ࠖࡢཧຍㅮ₇ࢆࡍࡿ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼 
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ  ྕ㤋ࢫ࣮࢝࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ࣮ࣜࢲ࣮♫⚟♴Ꮫ⛉Ꮫ⏕ࠊ୍⯡⣙  ே
ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙ᢈ㸰㸮ᖺࢆ⪃࠼ࡿ㞟࠸ࢆᐇࡋࡓࡇࢆ᳃⏣ࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡢ
Ⓨ⾲ࢆ୰ᚰࢽ࣮ࣗࢫ࡛ᗈሗࠊᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ᢈࡢព⩏ㄢ㢟ࡘ࠸࡚
ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓࠋ

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸷㹂 Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸨
  ࢸ࣮࣐㸸ࠕᏊࡶᨭᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ㸫 ࢪࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢὶ 㸫
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㹼    
 ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  グᛕ࣮࣍ࣝ 
ෆ ᐜ㸸
ۑሗ࿌
ձሗ࿌ ࠕࣥࢻࢿࢩ࠾ࡅࡿᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾᏊࡶཧຍࠖ
      ሗ࿌⪅㸸0V/HQQ\15RVDOLQ㸦ࣥࢻࢿࢩዪᛶ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ࣭Ꮚࡶಖㆤ┬
⮧㸧
ࢥ࣓ࣥࢺ㸸0V5LQL+DQGD\DQL㸦ྠᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕᢸᙜᒁ㛗㸧
ղሗ࿌㸰ࠕ㡑ᅜࡢᏊࡶࢆࡵࡄࡿ⌧ᐇᏊࡶᨭࡢㄢ㢟ࠖ
      ሗ࿌⪅㸸Ᏻᮾ㈼㸦₎㝧Ꮫᰯᩍᤵ㸭ࢪᏊࡶࡢᶒࣇ࢛࣮࣒ࣛඹྠ௦⾲㸧
ճሗ࿌㸱ࠕୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿᏊࡶᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
      ሗ࿌⪅㸸ᒸ⏣ᓫ㸦ୡ⏣㇂༊⥲ົ㒊㛗㸭ࠝ๓ࠞᏊࡶ࣭ⱝ⪅㒊㛗㸧    
ۑ㉁࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
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⥲ۑᣓᚋࡢ◊✲ࡢㄢ㢟
  ᳃⏣᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚ
ෆ⏣ሪᏊ㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
Ⲩ∾㔜ே㸦ᒣᏛ㝔Ꮫᩍᤵ㸭ࢭࣥࢱ࣮ホ౯ጤဨ㸭ࢪᏊࡶࡢᶒࣇ࢛࣮࣒ࣛඹྠ
௦⾲㸧
࠙㏻ヂࠚᖹ㔝⿱㸦Ꮚࡶࡢேᶒ㐃௦⾲ጤဨ㸧

㸱㸮㹂 Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲
㛤ദ᪥㸹ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧 
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆ ᐜ㸸ㅮ₇ࠕ⚟♴㡿ᇦ࡛ᙺ❧ࡘࡇࡶࡢྖἲ㠃᥋㸸ฟ᮶ࢆ⪺ࡃࡓࡵࡢ㠃᥋ἲࠖ    
       ௰┿⣖Ꮚ㸦ᾏ㐨ᏛᏛ㝔࣭ᩍᤵ㸧

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘ㸫

㸱㸯㹂 Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᨵṇඣ❺⚟♴ἲࢆ࠺άࡍࠖ
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ  ྕ㤋  㝵  ࣮࣍ࣝ
  ෆ ᐜ㸸ᇶㄪㅮ₇ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ձᇶㄪㅮ₇ࠕඣ❺⚟♴ἲࡢ  ᖺᨵṇࡢ⤒㐣࣭ព⩏ࠊࡑࡋ࡚ᚋࡢㄢ㢟ࠖ
   ᯇཎᗣ㞝㸦᫂Ꮫ㝔Ꮫ࣭Ꮫ㛗㸭♫ಖ㞀ᑂ㆟ඣ❺㒊ᑓ㛛ጤဨᗙ㛗㸧
ղࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᨵṇඣ❺⚟♴ἲࢆ࠺άࡍࠖ
 ࠙ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࠚ
  ➉ෆᑦஓ㸦ཌ⏕ປാ┬ᚅ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ᐊᐊ㛗㸧
  ୰ᮧဴஓ㸦ᮾி㒔ୡ⏣㇂༊Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅㒊㒊㛗㸧
  ℈⏣㞝ஂ㸦ᘚㆤኈ㸧
 ࠙ᣦᐃウㄽ⪅ࠚ
  ⏣ἑⱱஅ㸦㹌㹎㹍ἲேᏊࡶࡍࡇࡸࢧ࣏࣮ࢺࢿࢵࢺ௦⾲⌮㸧
  ᮌࣀෆ༤㐨㸦༓ⴥ┴㔛ぶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮௦⾲㸧
 ࠙ࢥ࣓ࣥࢺࠚ
  ᯇཎᗣ㞝㸦๓ᥖ㸧
  ㇂⨾⣖Ꮚ㸦ᘚㆤኈࠊᅜ㐃࣭Ꮚࡶࡢᶒጤဨ࣭ጤဨ㸧
 ࠙ࢥ࣮ࢹࢿ㸫ࢱ࣮ࠚ
᳃⏣᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧
Ⲩ∾㔜ே㸦ᒣᏛ㝔Ꮫἲ⛉Ꮫ㝔࣭㝔㛗㸧
ඹ ദ㸸Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙⥲ྜ◊✲ᡤ

䛆⌮ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹䞊䝥䛇㻌

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸱㸰㹂 ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ࣭㞀ᐖࣘࢽࢵࢺྜྠබ㛤◊✲㸨
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
 ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋ 
ෆ ᐜ㸸ㅮᖌ㸸⏣୰⪔୍㑻㸦ᫍᏛᅬᏛᩍᤵ㸧
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᶒ᧦ㆤಀࡿᙜ⪅ࡽࡢཎ⌮ⓗⓎ㆟̿ࠕ♫ࣔࢹࣝࠖࠕࢣࡢ⌮ࠖࡘ࠸
࡚ࠖࡈㅮ₇㡬ࡁ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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㸱㸱㹂 ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲㸨
  ᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࡀࠕ♫⚟♴ᶒ᧦ㆤࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
ࠕぢᏲࡾ㛵ࢃࡗ࡚ᵝࠎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㅖάືࢆࡢࡼ࠺ไᗘࡋ࡚⨨࡙ࡅ
ࡓࡽⰋ࠸ࡢࠊࡲࡓࡣ⌮ゎࡋࡓࡽⰋ࠸ࡢࠋࡇࡇ࡛㆟ㄽࢆࡍࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ
ไᗘࡀᑐ㇟ࡍࡿᶒ࣭┈ࢆ㸲༊ศ㸦ほⓗᐈほⓗ㸭┤᥋ⓗ㛫᥋ⓗࡢᕪ㸧࡛
⾲ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
ࠕほⓗᐈほⓗࠖ㛵ࡋ࡚ࡔࡀࠊ┈ࡸᶒࡣࠊಶேࡢᅛ᭷ࡢ
┈ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࠊಶேࡢᅛ᭷ࡢᶒࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫẸࠊ㞀ࡀ࠸
⪅ࠊᏊࡶࠊ㈋ᅔ⪅࠸ࡗࡓ㢮ᆺヱᙜࡍࡿᢳ㇟ⓗ࡞ேࢆྡᐄ࡚ேࡍࡿ┈ࡀ࠶ࡿ
࠸࠺ࡇࠋᚋ⪅ࡢሙྜࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᢳ㇟ⓗ୍࣭⯡ⓗᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡢ┈࡛࠶
ࡿࡀࠊࡇࡢሙྜほⓗ┈㸦ಶேࡢ┈㸧ࡢሙྜࡢࡼ࠺࡞ಶேࡢయⓗ࡞ᙇࢆ㍈
ࡋࡓไᗘᵓᡂࡣ⾜࠼࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊಶேࡢ┈ࢆࡼࡾ᭷ຠ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵ
ࡣࠊ㞟ᅋࡋ࡚ࡢ┈ࡢ㛵ࢃࡾࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㞟ᅋࡋ࡚ࡢ┈㛵
ࢃࡿၥ㢟ࡶࠊไᗘࡢᵓᡂࡢ᪉ࡼࡗ࡚ࡣࠊಶேࡢ┈㌿ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࠸࠺ෆᐜࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ

㸱㸲㹂 ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡢ✄ἑබ୍◊✲ဨࡀࠕ⚟♴ཎ⌮ࡋ࡚ࡢࠗ㸿㸻㠀㸿࠘ࠖ㛵ࡍࡿ
ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏሗ࿌ࡣࠊ✄ἑබ୍ⴭ㸦㸧ࠕຓ⪅ࡀ⮫ᗋ㋃ࡳ␃ࡲࡿࡁ࣮⚟
♴ࡢሙ࡛ࡢㄽ⌮ᛮ⪃ࠖࢆᇶ⾜ࢃࢀࡓࠋຓࡣࠊࢡ࢚ࣛࣥࢺຓ⪅ࡀࠕඹࠖ
ࡑࡋ࡚ࠕ࠾࠸ࠖ⾜࠺⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮫ᗋࡢዟ῝࠸ࡇࢁࡣࠊඹྠస
ᴗࢆࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡶࠕ࡞ࡍࡁࡇࠖࡸࠕ࡛ࡁࡿࡇࠖࡀぢࡘࡽ࡞࠸≧ἣࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕࢡ࢚ࣛࣥࢺࡶຓ⪅ࡶ࡞ࡍࡍࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ែ┤㠃ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡇࡽࠊఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡁຓ⪅ࡣ࠺ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢࠋࡇࢀࡽࡢၥ࠸ᑐ
ࡋ࡚ࠊᮏሗ࿌࡛ࡣ⚟♴ࡢཎ⌮ࡋ࡚ࡢࠕ㸿㸻㠀㸿ࠖࡢᘧࢆ⏝࠸࡚ࠊ↓ព࡞⌧ᐇࢆ
㠃ⓗ⫯ᐃࡍࡿ㐣⛬ࢆㄽ⌮ⓗ᳨ウࡍࡿࡇࢆヨࡳࠊ⚟♴ࡢཎ⌮࠸࠺ほⅬࡽ㆟ㄽ
ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓࠋ

㸱㸳㹂 ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲ 
ࢸ࣮࣐㸸ぢᏲࡾᶒ᧦ㆤ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧 
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
ෆ ᐜ㸸ㅮᖌ す⏣ᘯ㸦ᒸᒣᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧ࠊᖹ⏣ཌ㸦᫂ᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧
       ⛅ඖ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸭ᮾὒᏛᩍᤵ㸧

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸱㸴㹂 ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲㸦➨  ᅇ㸧
  ᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
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ෆ ᐜ㸸⛅ඖ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡀࠊ
ࠕ♫⚟♴ࣛࢶ࣭࣮࣋ࢫ࣭ࣉ࣮ࣟࢳ㸸ࢽ࣮ࢬ
ࡽᶒࠖ࠸࠺㢟┠࡛ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸱㸵㹂
᪥
ሙ
ෆ

⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲㸦➨㸰ᅇ㸧
㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㹼
ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ᐜ㸸㞀ᐖࣘࢽࢵࢺྜྠ࡛බ㛤◊✲ࢆ㛤ദࡋࡓࠋᖺᗘࡢ⥅⥆ࡋ࡚ࠊ⏣୰⪔୍㑻ඛ
⏕㸦ᫍᏛᅬᏛ࣭ᩍᤵ㸧ᶒ᧦ㆤಀࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ㆟ㄽ
ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡓࠋ


 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸱㸶㹂 ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲㸦➨  ᅇ㸧㸨
  ᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
  ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
  ෆ ᐜ㸸⛅ඖ⨾ୡ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡽࠕࡘ࡞ࡀࡾࡼࡿຓࡢ⏝ྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࠖ
      ࠸࠺㢟࡛ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠊࡘ࡞ࡀࡾࡢᒓᛶ
ࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࠊࡘ࡞ࡀࡾࡢᙉᗘࢆࡵࡄࡿၥ㢟࠸࠺ࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽ  ࡘࡢࡇࢆ㋃ࡲ
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋ

䠎㻌 䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾㛤タ䞉㐠Ⴀ㻌
㻌
㸯㹃 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ KWWSZZZWR\RDFMSVLWHFGZV࡚ࠊ◊✲┠ⓗ࣭ᴫせࠊ
◊✲᪉㔪ࠊ◊✲యไࠊ◊✲࣓ࣥࣂ࣮ࠊάືグ㘓ࠊࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠊ◊✲⣖せࢆබ㛤ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㸨

䠏㻌 䝙䝳䞊䝇䝺䝍䞊䛾Ⓨ⾜㻌
㻌
ͤ◊✲ᡂᯝ➼ࢆⓎಙࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࢆసᡂࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ
ᥖ㍕ࡍࡿඹࠊ◊✲ဨࠊᏛෆ㛵ಀ⪅㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ  ᅇⓎ⾜

㸯㹄 ᖹᡂ  ᖺᗘⓎ⾜㸨
➨  ྕ㸸◊✲┠ⓗ◊✲యไࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࡈᣵᣜࠊྛࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲᪉㔪ࠊྜྠάືሗ࿌
⚟♴♫Ꮫඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌
 ➨  ྕ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࢭࣥࢱ࣮ୖ༙ᮇάືሗ࿌ࠊ᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜࡢඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ሗ࿌ࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࠕ◊✲ሗ࿌ࠖࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࠕබ㛤◊✲ሗ࿌ࠖࠊᏊࡶࣘࢽࢵ
ࢺࠕࢪᏊࡶᶒࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ࠖࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࠕ◊✲ሗ࿌ࠖ
ࠊᮾὒᏛ
ᏛෆᏛࡢඹദࡼࡿሗ࿌
 ➨  ྕ㸸ᖹᡂ  ᖺ ᭶᪥㛤ദࡢ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲㈨ᩱࢆබ㛤ࠊᖹᡂ  ᖺ᭶᪥
㛤ദࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദෆࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࠕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣏࣮࢘ࠖࣞࢺࠊ
ࠕᏊࡶ
ࡢᶒ᮲⣙ᢈᖺࢆ⪃࠼ࡿ㞟࠸࣏࣮ࠖࣞࢺ
 ➨  ྕ㸸㞀ᐖࣘࢽࢵࢺᐇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㈨ᩱࡢ㹕㹣㹠බ㛤ෆࠊሗ࿌㸯㸸ᖹᡂ  ᖺ᭶᪥
     ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊሗ࿌㸰㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࠕእ㒊ホ౯ጤဨሗ࿌ࠖࠊሗ࿌㸱㸸ྛࣘ
ࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛵ಀ⪅ࡼࡿᣑ◊✲ሗ࿌

㸰㹄 ᖹᡂ  ᖺᗘⓎ⾜㸨
 ➨  ྕ㸸ᖺᗘࡢ◊✲యไࡘ࠸࡚ࠊྛ✀ࢭ࣑ࢼ࣮➼㛤ദࡢࡈෆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢྛࣘࢽࢵࢺ࣭
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲άືࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢭࣥࢱ࣮ྜྠάືሗ࿌  ᖺᗘάືணᐃ
 ➨  ྕ㸸㑪Ꮫᰯࡢྜྠࢭ࣑ࢼ࣮ሗ࿌ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐ
ࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲ሗ࿌ࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡢྜྠ◊✲ሗ
࿌㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ሗ࿌
 ➨  ྕ㸸Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺගᕷࡢ◊✲༠ᐃ⥾⤖ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ㧗㱋ࣘ
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ࢽࢵࢺ◊✲࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊྛ✀ෆ㸦ᖺᗘᮎࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝ
ࣉබ㛤◊✲㛤ദࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲㛤ദࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲ࡢ㛤ദ㸧
 ➨  ྕ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࢭࣥࢱ࣮ホ౯ጤဨ㛤ദሗ࿌ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᚋᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ㧗㱋ࣘ
ࢽࢵࢺࠕቚ⏣༊㧗㱋⪅ぢᏲࡾάືሗ࿌࣏࣮ࠖࣞࢺࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺᣑ◊✲ሗ࿌ࠊ
Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲ሗ࿌ࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲ሗ࿌

㸱㹄 ᖹᡂ  ᖺᗘⓎ⾜㸨
 ➨  ྕ㸸ᖺᗘࡢ◊✲యไࡘ࠸࡚ࠊᩥ⛉┬ࠕ⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࠖ㐍ᤖ≧ἣ
ሗ࿌᭩ᥦฟࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ࡞◊✲άືணᐃࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢྛࣘࢽࢵࢺ࣭
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲άືィ⏬ࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲ሗ࿌ࠕᏛ◊✲ᣐⅬ࠾ࡅࡿ 5HVHDUFK
$GPLQLVWUDWLRQࠖ
 ➨  ྕ㸸ฟ∧ィ⏬ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲㸸ᒣᓮྐ㑻Ặㅮ₇
ሗ࿌ࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲㸸ࠕᡂᖺᚋぢไᗘࠖሗ࿌ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ◊✲ሗ
࿌ࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ሗ࿌ࠊᮾࢪㅖᅜࡢ◊✲ὶሗ࿌
 ➨  ྕ㸸ࡈෆ㸸ᖺᗘᮎࡅ࡚㛤ദࡉࢀࡿྛ✀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ≉㞟㸸ࢭࣥࢱ࣮ࡢඹྠ◊✲ࢆ
㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝᚋࡢㄢ㢟㸦ᩥி༊㞀ᐖ⪅ᇶᖿ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊୡ⏣㇂༊Ꮚ
ࡶ࣭ⱝ⪅㒊Ꮚࡶᐙᗞㄢࠊ♫⚟♴ἲே᯽ᕷ♫⚟♴༠㆟㸧
 ➨  ྕ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࠕホ౯ጤဨࠖሗ࿌ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠕᖺᗘᮎࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖሗ࿌ࠊࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࠕᨵṇඣ❺⚟♴ἲࢆ࠺άࡍࠖሗ࿌ࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲࣭බ㛤◊✲࣭ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺᚋᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲ሗ
࿌

㸲㹄 ᖹᡂ  ᖺᗘⓎ⾜㸨
 ➨  ྕ㸸ᖺᗘࡢ◊✲యไࡘ࠸࡚ࠊᖺᗘ㸦᭱⤊ᖺᗘ㸧ࡢ◊✲ᒎᮃࡘ࠸࡚ࠊᏛሗ࿌ࠕ᪥ᮏ
ᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨  ᅇࠖฟᖍࡋ࡚
 ➨  ྕ㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮๓ᮇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊࢭࣥࢱ࣮ඹദࠕᮾὒᏛ♫⚟♴Ꮫ
ሗ࿌ࠖ
 ➨  ྕ㸸ᖺᗘᮎࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദෆࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ
     ពᛮỴᐃᨭ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉሗ࿌ࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉබ㛤◊✲
 ➨  ྕ㸸
ࠗࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࠘ห⾜ሗ࿌ࠊ ᖺᗘホ౯ጤဨሗ
࿌ࠊ ᖺᗘᮎࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲ሗ࿌     

䠐㻌 ㈨ᩱ㞟䞉ሗ࿌᭩䛾Ⓨ⾜㻌 㻌
㻌 㻌 ◊✲ᡂᯝ䜢䜎䛸䜑䛯㈨ᩱ䜢సᡂ䛧䛯䚹㻌
㻌
䛆䝉䞁䝍䞊య䛇㻌
㻌
ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘θ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧   ࣮࣌ࢪ ㄽᩥ  ᮏ࣭㈨
㸯㹅 ◊✲⣖せ㸸
ᩱ⦅㘓㸨

㸰㹅 ◊✲⣖せ㸸ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘θ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧  ࣮࣌ࢪ  ㄽᩥ  ᮏ࣭◊
✲ࣀ࣮ࢺ  ᮏ࣭㈨ᩱ⦅㘓㸨

㸱㹅 ◊✲⣖せ㸸ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘θ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧  ࣮࣌ࢪ ㄽᩥ  ᮏ㸦ෆ 
ᮏࡣᰝㄞࡁㄽᩥ㸧࣭ㄪᰝሗ࿌  ᮏ࣭◊✲ࣀ࣮ࢺ  ᮏ࣭㈨ᩱ⦅㘓㸨

㸲㹅 ◊✲⣖せ㸸ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘θ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧  ࣮࣌ࢪ ㄽᩥ  ᮏ㸦ෆ 
  ᮏࡣᰝㄞࡁㄽᩥ㸧࣭◊✲ࣀ࣮ࢺ  ᮏ࣭㈨ᩱ⦅㘓㸨


ࠗ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲࠘θ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧  ࣮࣌ࢪ ㄽᩥ  ᮏ࣭◊✲
㸳㹅 ◊✲⣖せ㸸
ࣀ࣮ࢺ  ᮏ࣭㈨ᩱ⦅㘓㸨


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006


㸴㹅 ㈨ᩱ㸯㸸ᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞀ᐖ⪅ᡂᖺᚋぢไᗘࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ 
᭶ᐇ㸧

㸵㹅 ㈨ᩱ㸰㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᐁᏛ㐃ᦠࡼࡿ⚟♴ᐇ㊶◊✲ࡢሗ࿌ࡑࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖሗ࿌
᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㸶㹅 ㈨ᩱ㸱㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ
     ᭶ᐇ㸧

㸷㹅 ㈨ᩱ㸲㸸➨  ᅇᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᆅᇦ♫ࢆᇶ┙ࡋࡓ⚟♴࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㸯㸮㹅 ㈨ᩱ 㸸᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜ࣭ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ඹദࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࠕ⅏ᐖ♫Ꮫࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚̿♫ⓗᏙ❧ࡢ㜵Ṇ⮬❧ᨭ̿ࠖሗ࿌᭩
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㸯㸯㹅 ㈨ᩱ㸴㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᮾࢪㅖᅜ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧ㄢ
㢟㸫ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍ♫⚟♴ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿேࠎࡢᑐᛂ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ 
᭶ᐇ㸧

㸯㸰㹅 ㈨ᩱ㸵㸸ᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯྜྠࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ᪥ᮏ࣭㡑ᅜࡢᆅᇦ⚟♴ࡢືྥࠖሗ࿌᭩
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㸯㸱㹅 ㈨ᩱ㸶㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫ⓗᏙ❧ࡍࡿேࡓࡕࡢᶒ᧦ㆤᆅᇦᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃
࠼ࡿࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㸯㸲㹅 ㈨ᩱ㸷㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸸ࠕ♫⚟♴◊✲ᐇ㊶ࢆࡘ࡞ࡄࠗぢ࠼ࡿ࠘
ࠗぢࡏࡿ࠘ࡢㄢ㢟ࠖ
ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᐇ㸧

㸯㸳㹅 ㈨ᩱ㸯㸮㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⦆ࡸࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠺⚟♴♫ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖሗ࿌᭩
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᐇ㸧

䛆㧗㱋䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㸯㸴㹅 ㈨ᩱ㞟ࠕࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦⫱ඣ∧㸧༢⣧㞟
ィࠊ⤌⧊ูࢡࣟࢫ㞟ィࠖሗ࿌᭩ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜

㸯㸵㹅 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫⚟♴༠㆟ࡼࡿᨭᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࡢᑐᛂ㸫ᨭ᪉ἲ࣭グ㘓࣭ぢࡏ
ࡓࡘ࠸࡚ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㻌
㸯㸶㹅 බ㛤◊✲ࠕ᪥ᮏࡢ♫ಖ㞀ᨻ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ㸫♫⚟♴ᆅ᪉⏕㸫ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ
 ᭶  ᪥ᐇ㸧

㸯㸷㹅 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ࠾ࡅࡿ┦ㄯάືࡢᴫせ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧㸨

㸰㸮㹅 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡢ┦ㄯάື㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧㸨

㸰㸯㹅 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࠗᡃࡀ࣭ࡈ࠘ࢆᆅᇦ࡛ࡢࡼ࠺ཷࡅṆࡵࠊᐇ⌧ࡍࡿࠖሗ࿌᭩
    㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006


䛆㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㸰㸰㹅 ᳜ᮌ῟ඛ⏕ㅮ₇ࠕ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢᶒᕪู⚗Ṇἲ⌮㸫㞀ᐖ⪅ᕪู⚗Ṇἲ᪥ᮏᅜ᠇ἲ
㸫ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㸰㸱㹅 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢ⮬❧ᨭᶒ᧦ㆤ㸫ពᛮỴᐃᨭࢆ୰ᚰ㸫ࠖሗ
࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧


㸰㸲㹅 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᡂᖺᚋぢ⮬ᕫỴᐃ㸫ᡂᖺᚋぢಁ㐍ἲᖏỴ㆟ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

㸰㸳㹅 ࠕᨭࡁពᛮỴᐃᨭ࣭ពᛮỴᐃᨭ㸦㹑㹋㹂㸧ᐇ㊶ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 
ᖺ  ᭶ᐇ㸧ദ㸸ពᛮỴᐃᨭࣔࢹࣝ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ ඹദ㸸㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ

㸰㸴㹅 ⩻ヂࠕ,QWURGXFWLRQ WR 3HUVRQ &HQWUHGQHVV ࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࢿࢫ㸦ᮏே୰ᚰ
⩏㸧ධ㛛ࠖ సᡂ㸸ࢩࢻࢽ࣮Ꮫ㞀ᐖᏛࢭࣥࢱ࣮ ┘ヂ㸸㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸨

䛆Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㸰㸵㹅 ᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ㸫ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊᐙᗞᨭ⪅ᨭ◊✲ሗ࿌᭩̿
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧㸨
㸰㸶㹅 ࠕ㟈⅏ᚋࡢᏊࡶ࣭ⱝ⪅ࡓࡕ ⥅⥆ⓗᨭࡀ⫱࡚ࡓຊࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧㸨

䠑㻌 䛭䛾䛾ᗈሗάື㻌
㻌
䛆㧗㱋䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㻌
㹆㸯 බ㛤◊✲ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᴗົࡢぢ࠼ࡿࡢྍ⬟ᛶࠖ㛤ദࢆཷࡅࠊ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᙜ᪥㓄ᕸ㈨ᩱࡢබ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࠊ㛵ಀ⮬యᙜ᪥ࡢᵝᏊࢆ㘓
⏬ࡋࡓࣈ࣮ࣝࣞࡢ㓄ᕸࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㹆㸰 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ♫⚟♴༠㆟ࡼࡿᨭᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࡢᑐᛂ㸫ᨭ᪉ἲ࣭グ㘓࣭ぢࡏࡓ
ࡘ࠸࡚㸫ࠖ㛤ദ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡢሗࢆࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢵࣉ࣮ࣟ
ࢻࡋࡓࠊᅜ♫⚟♴༠㆟࣭ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟ࡽࡶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࠊᗈሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ


㹆㸱 ࠕࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦⫱ඣ∧㸧ࠖࡘ࠸࡚ࠊ༢
   ⣧㞟ィ㸦㏿ሗ್㸧ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

㹆㸲 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ㧗㱋⪅ࡢᏙ❧⮬❧ᨭࠖ㛤ദ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡢሗࢆࠊᙜࢭࣥࢱ
࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࡓࠊᅜ♫⚟♴༠㆟࣭ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟
 ࡽࡶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࠊᗈሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㹆㸳 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࠗᡃࡀ࣭ࡈ࠘ࢆᆅᇦ࡛ࡢࡼ࠺ཷࡅṆࡵࠊᐇ⌧ࡍࡿࠖ㛤ദࡢሗ
 ࢆᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࡓࠊᅜ♫⚟♴༠㆟࣭ᮾி㒔♫⚟♴༠
㆟࣭ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡽࡶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࠊᗈሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ

䛆Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖䛇㻌
̿ࢿࢵࢺ␒⤌̿
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㹆㸴 㹌㹆㹉 1(:6 :(% ฟ₇
ձᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ࣮ࣜࢲ࣮
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢⱝ⪅ࡢᆅᇦᨭ㛵ࡋ࡚ࠊ㹌㹆㹉ࡢ 1(:6:(% ฟ₇ࡋ࡚ヰࢆࡋࡓࠋ

߈ᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ෆ ᐜ㸸ணᮇࡋ࡞࠸ዷፎࢆࡋࡓሙྜ࡛ࡶฟ⏘ࢆᨭ࠼ࡿᆅᇦᨭࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡢ㔜せᛶࢆ᳃⏣
ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢㄒࡾ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚ࠊබ㛤ࡉࢀࡓࠋ

㹆㸵 ᪥ᮏࢸࣞࣅ 1(:6 :(% ࡢฟ₇
ᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸰㸰㹼㸰㸱
ሙ ᡤ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅ㹀㹑
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ࣮ࣜࢲ࣮
ᡂ ᯝ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢⱝ⪅ᨭࡢᆅᇦᨭ㛵ࡋ࡚ࠊྠᨺ㏦ฟ₇ࡋࠊ⌧≧ㄢ㢟ࢆሗ࿌ࠋⱝ⪅
ᨭࡢᐇែࢆᗈࡃッ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㹆㸶 㹌㹆㹉ᅜ㝿㹌㹃㹕6 㹊㹇㹌㹃ࠕ⿕⅏ᆅࡢᏊࡶࡓࡕࠖࢥ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿ
ᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥


̿ࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࢜␒⤌̿
㹆㸷 㹌㹆㹉⯆ࢧ࣏࣮ࢺࠕ⿕⅏ᆅࡢᏊࡶࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ㹼ᐑᇛ┴࣭▼ᕳᕷࠖ
ᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ᡂ ᯝ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶࡢ⌧≧ࢆᏊࡶࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࣉ࣮ࣟࢳࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊᏊࡶࡢᅇࡀᨭࡼࡗ࡚ࡘࡃࡾࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆᗈሗࡋࡓࠋ

㹆㸯㸮 㹌㹆㹉⥲ྜ㹒㹔1(:6 ࡢฟ₇
ձᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸1+. ᨺ㏦ࢭࣥࢱ࣮
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗♫⚟♴Ꮫ⛉Ꮫ⏕
ᡂ ᯝ㸸Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙ᢈ㸰㸮ᖺࢆ⪃࠼ࡿ㞟࠸ࢆᐇࡋࡓࡇࢆ᳃⏣ࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡢ
Ⓨ⾲ࢆ୰ᚰࢽ࣮ࣗࢫ࡛ᗈሗࠊᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ᢈࡢព⩏ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆ
ࡋࡓࠋ

߈ᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸1+. ᨺ㏦ࢭࣥࢱ࣮
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗
ᡂ ᯝ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢⱝ⪅ᨭࡢᆅᇦᨭ㛵ࡋ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿㄪᰝࡘ࠸
࡚ㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᡭἲࡀᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋᮾὒᏛࡀ╔ᡭࡋࡓࡇࢆᗈࡃᗈሗࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࠊㄪᰝࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ճᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ  グᛕ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗ࠊΎỈᶞᐈဨ◊✲ဨ
ᡂ ᯝ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢⱝ⪅ᨭ㛵ࡍࡿᡂᯝࡘ࠸࡚Ⓨゝᥦゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

մᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸦⏥ᗓᨺ㏦ᒁ㸧ࡢฟ₇㸨
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗
ෆ ᐜ㸸ࡦࡾぶᨭࡢไᗘ࡛࠶ࡿ࣊ࣝࣃ࣮ὴ㐵ࡘ࠸࡚ࡑࡢ౯್⏝ᐇែࡘ࠸࡚ࢥ࣓ࣥ
ࢺࢆࡋࡓࠋ

ߋᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
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ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾ࣘࢽࢵࢺ㛗
ෆ ᐜ㸸⇃ᮏᆅᇦࡢࢽ࣮ࣗࢫࠊ1+. ᅜࢽ࣮ࣗࢫ࡛ᨺ㏦

նᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗
ෆ ᐜ㸸1+. ⥲ྜ㤳㒔ᅪࢽ࣮ࣗࢫ࡛ᨺ㏦

շᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗
ෆ ᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢ࣋ࣥࢺ࠾ࡅࡿᏊࡶཧຍࡢᵝᏊࡸࠊ㧗ᰯ⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺࠊ᳃⏣ࢭࣥࢱ࣮㛗
    ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋ

㹆㸯㸯 㹌㹆㹉ࣛࢪ࢜ࡢฟ₇
ᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
㹌㹆㹉ࣛࢪ࢜ࠕ⿕⅏ᆅࡽࡢኌ㹼㹌㹆㹉ᮾ᪥ᮏ㟈⅏㡢ኌ࣮࢝ࣈࢫ㹼ࠖ
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗

㹆㸯㸰 㹌㹆㹉࣮࣡ࣝࢻ࣏࣮ࣞࢺࡢฟ₇༠ຊ
ᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 ࡽᨺ㏦
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ࣮ࣜࢲ࣮
ෆ ᐜ㸸
͆7+(5,*+7$*(72+(/3͇㸦᪥ᮏㄒࢱࢺࣝࠕ⿕⅏ᆅࡢᏊ౪ࡓࡕࢆᨭ࠼࡚ࠖ
㸧ࠊ1+. ᅜ
㝿ᨺ㏦ࡢࢽ࣮ࣗࢫ␒⤌͇1(:6/,1(͇࡛ᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋ⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶᨭࡘ࠸࡚ࠊ
ᮾὒᏛᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ⿕⅏ᆅࡸࡲࡔ⏫ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫࡢᏊࡶࡓࡕࡢὶ
ࡑࡢࡇࡀసࡾฟࡍ⏕ࡁࡿពḧࡘ࠸࡚ୡ⏺ྥࡅ࡚ᗈࡃᗈሗࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

㹆㸯㸱 㹀㹑㸯㸯ᨺ㏦
  ᨺ㏦᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸰㸯ࡽࠊࡦࡾぶࡢᏊ⫱࡚ࡘ࠸࡚ࠊ ศ␒⤌ࡢウㄽ
      ࠊ᳃⏣᫂⨾Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗ࡀᑓ㛛ᐙࡋ࡚ฟ₇ࡋࠊࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓࠋ
̿᪂⪺ሗ㐨̿

㹆㸯㸵 ᪂⪺ሗ㐨
ձᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࠕዪᏊ㧗⏕ࠊ࢝ࣇ࢙࡛ᜠ㏉ࡋࠕ⿕⅏ᆅࡢᆅඖ┒ࡾୖࡆࡓ࠸ࠖࠖ࠸࠺
グ࡛ᒣ⏣⏫ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫࡢ㧗ᰯ⏕ࡢάືࡢ㔜せᛶࡀᗈሗࡉࢀࡓࠋ
ղᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࠕ⤒῭ᩍᐊࠖᑡᏊᑐ⟇ఱࡀᚲせ㸦ୗ㸧ࡢ᳃⏣ࣘࢽࢵࢺ㛗⨫
ྡグಖ⫱ᯟᣑ㉁☜ಖ㔜せ࠸࠺どⅬ࡛ㄽࡌࡓࡶࡢࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ
ճᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
     ㄞ᪂⪺࡛ࡢಖ⫱ኈࡀ㊊ࡾ࡞࠸ㄞ⪅ࡢኌࢥ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿ
մᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
     ᮅ᪥᪂⪺ᐑᇛ∧࠾࠸࡚ࠊ ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࡀグ࡞ࡾࠊⱝ⪅ཧຍࡢ
㔜せᛶࡀᗈሗࡉࢀࡓࠋ
յᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
     ㄞ᪂⪺ࠕඣ❺㤋ᆅᇦ࡛᪂ࡓ࡞ᙺ࡛ࠖࠊඣ❺㤋ࡢᙺࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍᏊ
ࡶᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢᨭࡢྍ⬟ᛶࡢᣑࡘ࠸࡚ࠊ᳃⏣ࣘࢽࢵࢺ㛗ࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋ
ࡓࠋ
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նᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
     ㄞ᪂⪺  㠃  ඣ❺⚟♴ἲࢆάࡍࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ண࿌グࡀᥖ㍕ࡉࢀࠊᗈ
ࡃᗈሗࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
շᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ㄞࣉ࣑࣒ࣞࠕࢽ࣮ࣗࢫ⪃㸹㧗ᰯ⏕࢝ࣇ࢙⿕⅏ᆅᨭࡢ㸴ᖺవ࡛ࠖࠊ㟈⅏ࡽ
ᖺᩘࢆ⤒ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᏊࡶࡓࡕࡀࡢࡼ࠺⫱ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࢆ 
᭶ࡢពぢཧຍࡋࡓグ⪅ࡀၨⓎグࡋ࡚Ꮚࡶཧຍࡢάືࡢ౯್ࢆ㧗ࡃホ
౯ࡋ࡚ࡃࢀࡓグࠋཌ⏕ປാ┬ᢸᙜㄢ㛗ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡶᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ

ոᥖ㍕᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ᮅ᪥᪂⪺ኤหࠊࠕෆᐦฟ⏘ࠖࢆឿᜨ㝔ࡀ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡇᑐࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᐙ
ࡋ࡚ẕᏊࡢࢆᏲࡿ୍ຓࡣ࡞ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇࢆ㜵ࡄࡓࡵᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ
⟇ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀࡼࡾ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ᳃⏣ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓࠋ

㹆㸯㸶 㞧ㄅᥖ㍕➼
 ձ㞧ㄅྡ㸸ࠕ᭶ห࢞ࣂࢼࣥࢫࠖ ᖺ  ᭶ྕ㸦ࠕࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠖⓎ⾜
  ෆ ᐜ㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᨵṇඣ❺⚟♴ἲࢆ࠺άࡍࠖ࠾ࡅ
      ࡿᇶㄪㅮ₇ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࠊㄽⅬࢆ⤂ࡋࡓグࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ

ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧

߈ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
Ꮫබ㛤ㅮᗙࡢሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᑠᏛ㤋 㸠ࡲ࡞ࢼࣅ㸠࠾࠸࡚ࠊࠕ᳃⏣᫂⨾ᮾὒ
ᏛᩍᤵࡢㄒࡿࠕᏊࡶࡢ㈋ᅔࠖ㸦 ᅇ㐃㍕㸧
ࠖᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋᦠᖏࡣ㉕ἑ㸽ࠕᏊ
ࡶࡢ㈋ᅔࠖၥ㢟ࡣ࡞ࡐ⅖ୖࡍࡿ㸽࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᏊࡶࡢ㈋ᅔࠖ⪺࠸࡚
ఱࢆ࣓࣮ࢪࡍࡿࡔࢁ࠺̿ࠋ㣚㣹ⱞࡋࡴࣇࣜ࢝ࡢᏊࡶࡓࡕࠊࡑࢀࡶඣ
❺ປാ㥑ࡾฟࡉࢀࡿⓎᒎ㏵ୖᅜࡢᏊࡶࡓࡕࡔࢁ࠺ࠊၥ࠸ࡅࡘࡘࠊࠊ
᪥ᮏ࠶ࡿࠕᏊࡶࡢ㈋ᅔࠖࡀ࣓࣮ࢪࡋࡃ࠸ࡇࢁࠊぢ࠼ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
⌧≧ࡘ࠸࡚ⓗ☜ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻝䠐㻌 䛭䛾䛾◊✲ᡂᯝ➼㻌

㸯 ྜྠ◊✲

㸯㹇 ୰㛫ホ౯ྥࡅࡓᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᣑ◊✲
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㸦ᅵ㸧 
  ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
  ෆ ᐜ㸸ᣑ◊✲㸦ሗ࿌ពぢ㸧
  ࠙ࢸ࣮࣐ࠚ
ࠕ&':6 ࡢᚋࡢ◊✲యไ◊✲᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠖ̿ ඹ㏻ࢸ࣮࣐࠙ᆅᇦ࠾ࡅࡿぢᏲ
ࡾᶒ᧦ㆤࠚࡘ࠸࡚ྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡣࡢࡼ࠺ࣉ࣮ࣟࢳ㸦◊✲యไ࣭◊✲᪉ἲ➼㸧
ࡋ࡚ࡁࡓࡢ ̿
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㸰㹇 ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨  ᅇᣑ◊✲㸫୰㛫ホ౯ᖺᗘࢆ㏄࠼࡚
  ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㹼
  ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋 ➨㸯㆟ᐊ
ෆᐜ㸸ᣑ◊✲㸦ሗ࿌ࠊㄽⅬᩚ⌮ពぢ㸧
 ࠙ࢸ࣮࣐ࠚࠕᶓ᩿ⓗ࡞ぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࢆ࠺ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢࠖ
     ̿ྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࠕぢᏲࡾࠖ
ࠕᶒ᧦ㆤࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᤊ࠼᪉̿
  ࠙ሗ࿌⪅ࠚ
ձ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ  ຍᒣ ᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
ղ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ  ᚿᮧ ୍㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
ճᏊࡶࣘࢽࢵࢺ ᳃⏣ ᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
   ࠙ㄽⅬᩚ⌮ࠚ⛅ඖ ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧

㸱, ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᣑ⦅㞟㆟㸦බ㛤◊✲㸧㸨
㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㹼
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  㝵 ➨㸯㆟ᐊ
ཧຍ⪅㸸⣙  ྡ
ෆᐜ㸸ᣑ◊✲㸦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡲࡵࡓᮏࡢฟ∧ྥࡅ࡚ࡢሗ࿌ࠊㄽⅬᩚ⌮ពぢ
㸧
ձྛࣘࢽࢵࢺሗ࿌
࠙ሗ࿌⪅ࠚ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸸ຍᒣ ᙎ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸸ᑠἨ 㝯ᩥ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲༠ຊ⪅㸭♫⚟♴ἲே᳃ࡢ㸧
Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸸ᑠᯘ ᜨ୍㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺᐈဨ◊✲ဨ㸭ỤᡞᕝᏛ⥲ྜ⚟♴
ᑓ㛛Ꮫᰯ࣭௵㸧
ղࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
࠙ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠚᚿᮧ ୍㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
࠙⥲ᣓࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠚ ఀዉᕝ ⚽㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨ㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
               ⛅ඖ ⨾ୡ㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸭ᮾὒᏛ࣭ᩍᤵ㸧
 
 㸦➨  ᅇ㸧
  ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
  ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  グᛕ࣮࣍ࣝ
  ෆᐜ㸸  ➨ۑ㒊ྛ❶ࡢෆᐜ⤂ពぢ
       ➨ۑ㒊ࠊ➨  㒊ྥࡅࡓㄽ㆟
     ۑᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ☜ㄆ

 㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
  ሙ㸸ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨୍㆟ᐊ
  ෆᐜ㸸ۑᣑ⦅㞟㆟㛤ദࡢ㊃᪨
     ➨ۑ㸯㒊࣭➨  㒊ࡢཎ✏ᴫせࡢඹ᭷㸦ྛᇳ➹⪅ࡽࡢㄝ᫂㸧
     ۑෆᐜㄪᩚ㛵ࡍࡿពぢ

 㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
  ሙ㸸ሙ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
  ෆᐜ㸸  ➨ۑ㒊㹼➨  㒊ࡢཎ✏ෆᐜࡢ᭱⤊☜ㄆ
     ۑෆᐜㄪᩚ㛵ࡍࡿពぢ
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㸰 ྛࣘࢽࢵࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿ◊✲
㻌
䛆㧗㱋䝴䝙䝑䝖䛇㻌

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㹈 యࡢ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸⇃⏣༤႐◊✲ဨࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ㛵ࡍࡿሗ࿌

㸰㹈 ◊✲ᨭ⪅5$ ࢆ୰ᚰࡋࡓ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙ ᡤ㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆᐜ㸸㡑ᅜࡢ◊✲㈨ᩱࡢᩚ⌮᳨࣭ウࠊ◊✲ᨭ⪅ࡼࡿ◊✲ሗ࿌➼

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸱㹈 ➨㸯ᅇ ࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸ᖺᗘࡢ◊✲άືࡢࡾ㏉ࡿࡶࠊᖺᗘࡢ᪉ྥᛶ➼ࡘ࠸࡚ࠊሗඹ᭷ࠊ
ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㹈 ➨㸰ᅇࠕࠗఫᏯ⏕άᨭ࠘ࢆᥦ౪ࡍࡿᴗయㄪᰝ㹼㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᭶ࡅ࡚ᐇࡋࡓࠕࠗఫᏯ⏕άᨭ࠘ࢆᥦ౪ࡍࡿᴗయㄪ
ᰝ㹼㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࠶ࡾ᪉ࠖࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㹈 ➨㸱ᅇࠕ⿕⅏ᆅ⯆ᨭࣄࣜࣥࢢㄪᰝሗ࿌ࠖ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ෆ ᐜ㸸ᐑྂᕷ࣭⯪Ώᕷࡢ♫⚟♴༠㆟ࡢ⏕άᨭᑓ㛛ဨࠊ♫⚟♴ἲே࣭132 ἲ
ேࡼࡿせㆤ⪅ࡢᨭࡢ≧ἣࢆཷࡅࠊ⿕⅏ᆅ⯆ᨭ◊✲ࡢᚋࡘ࠸
࡚ࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋຍᒣᙎ◊✲ဨࡀሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸴㹈 ➨㸲ᅇ ࣘࢽࢵࢺࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ෆ ᐜ㸸㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡢྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ
ሗඹ᭷࣭◊✲ࡢᒎ㛤ࡢಁ㐍ࢆᅗࡗࡓࠋ

㸵㹈 ➨㸳ᅇࠕᆅᇦ࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣭࢚ࣕࣝࢡࢫࢡ࣮ࣝࢪ̺ࣙࣥἈ⦖ࡽࡢ⛣ఫ⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆ
       ࡵࡄࡗ࡚ࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋 ➨  ㆟ᐊ
 ෆ ᐜ㸸ຍᒣᙎ◊✲ဨࡼࡿࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᡂᯝࡢሗ࿌ࠋᩥⓗከᵝࡍࡿᆅᇦ࠾࠸࡚ໟ
ᦤ㝖ࢆᵓ㐀ࡋࠊᆅᇦ⚟♴ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸶㹈 ➨㸴ᅇࠕ⏕άᅔ❓⪅ࡢ♫㛵ಀ㈨ᮏ♫ⓗ㝖㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࠖ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
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 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋 ➨  ㆟ᐊ
ࠕᯈᶫ༊⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭἲ㛵ࡍࡿᑐ㇟⪅ࡢ⏕άᐇែㄪᰝ࣭◊✲ࠖࡢ୰㛫ሗ࿌ࠋ
 ෆ ᐜ㸸

㸷㹈 ➨㸵ᅇࠕᨭᑐ㇟ࢆ㉸࠼ࡓࠊᇶ♏⮬య࠾ࡅࡿᨭࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋 ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ぢᏲࡾࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㧗㱋⪅ศ㔝ෆእࡢ⌧≧ࡸ⌮ㄽㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ヰ㢟ᥦ౪
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸯㸮㹈 ➨㸶ᅇࠕ㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡽࡳࡓㆤண㜵࣭⏕άᨭࡢ⏝ࢽ࣮ࢬ̺ᆅᇦಖ⚟♴ࢧ
    ࣮ࣅࢫࡢᐇែㄪᰝࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋 ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸㡑ᅜ࠾ࡅࡿㆤண㜵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ྥࡅࠊᆅᇦಖ⚟♴ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡋ࡚࠸
ࡿ㧗㱋⪅ࡢᐇែㄪᰝ⤖ᯝ➼ࡽᚓࡽࢀࡓࠊㆤண㜵࣭⏕άᨭࡢ᪂ࣔࢹࣝࡘ࠸࡚ࠊ㉿
⨾㈆ 5$ ࡀሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸯㸯㹈 ➨㸷ᅇࠕ㒔ᕷఫẸࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ̺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᒎ㛤ᨭ̺ࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋 ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ఫẸㄪᰝᑓ㛛⫋ㄪᰝࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ୰ᚰࠊከᵝ࡞ఫẸᑐࡍࡿࡑࢀࡒࢀ
ࡢᑓ㛛⫋ࡢᨭࡢࢽ࣮ࢬᨭෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࡀሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸰- ࢟ࢵࢡ࢜ࣇ㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸๓ᖺᗘࡢ◊✲άືࢆࡾ㏉ࡿࡶࠊᖺᗘࡢ᪉ྥᛶ࣭᪉㔪࣭◊✲యไࡘ࠸࡚ࠊࢹ
ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸯㸱- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸
࠙ሗ࿌⪅ࠚຍᒣᙎ◊✲ဨࠕ♫⚟♴༠㆟ࡼࡿᨭᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࡢධ㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩࣕ
࣮ࣝ࣡ࢡࡢどⅬࡽࡳࡓᐇ㊶ㄢ㢟㸫ࠖ
       ᒣᮏ⨾㤶◊✲ဨࠕ⏕άᅔ❓⪅ࠗఫࡲ࠸࣭⏕άᨭ࣭ᑵປᨭ࠘ࢆᥦ౪ࡍࡿẸ㛫ᨭ
ᅋయࡢ⌧≧ᢕᥱㄢ㢟ࠖ

㸯㸲- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸲㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸
࠙ሗ࿌⪅ࠚᑠᯘⰋ◊✲ဨࠕᐇ㊶グ㘓ࢆ⏝࠸ࡓྡᐤࡏࢹ࣮ࢱసᡂࡢព⩏ࡘ࠸࡚㸫ᩥி༊♫⚟♴
༠㆟ࡢࡽ㸫ࠖ
㛛⨾⏤⣖◊✲ဨࠕᆅᇦࢆᇶ┙ࡋࡓከᩥࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᨭ
యไࡢ᳨ウྥࡅ࡚ࠖ

㸯㸳- ➨  ᅇ◊✲
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
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ෆ ᐜ㸸
࠙ሗ࿌⪅ࠚ⇃⏣༤႐ᐈဨ◊✲ဨࠕ
ࠗไᗘࡢ⊃㛫࠘ࢆᨭࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩࣕ
࣮࣮ࣝ࣡࢝ࡢᶵ⬟ࠖ
㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⪃㸫ぢᏲࡾࡽ⪃࠼ࡿ᪥ᖖࠊάືࠊᨭ㸫ࠖ

㸯㸴- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸲㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸Ⲷ㔝๛ྐ◊✲ဨࠕ᪥࣋ࢺࢼ࣒㞴Ẹ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࢽ࣮ࢬ㛵ࡍࡿ
◊✲̿⚄ᡞᕷᅾఫࡢ࣋ࢺࢼ࣒㞴Ẹࢆ̿ࠖ
     ᒣᮏ⨾㤶◊✲ဨࠕ⏕άᅔ❓⪅ࡢᒃఫ㛵ࡍࡿᨭ⮳ࡿᒚṔࡑࡢ♫㛵ಀࡢᐇែ㛵
ࡍࡿ◊✲㹼ᮾி㒔 $ ༊࠾ࡅࡿ⏕άᅔ❓ᨭᑐ㇟⪅ࡢࡽࠖ

㸯㸵- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
ሗ࿌⪅㸸ᑠ᳚భ⣖◊✲ᨭ⪅ࠕࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ㄪᰝࡽࡳࡓ♫⚟♴༠㆟㸫
ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿᶵ⬟ࡣ㸫ࠖ
ࠊᑺ୍႐ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠕㆤ⪅ࡢ
ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀཬࡰࡍㆤ⪅ࡢᙳ㡪ࠖ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸶㹈 ࢟ࢵࢡ࢜ࣇ㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸๓ᖺᗘࡢ◊✲άືࢆࡾ㏉ࡿࡶࠊᖺᗘࡢ᪉ྥᛶ࣭᪉㔪࣭◊✲యไࡘ࠸࡚ࠊ
    ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸯㸷㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸
࠙ሗ࿌⪅ࠚຍᒣᙎ◊✲ဨࠕ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲㸫
$ ༊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭࢝ࣇ࢙ࢆᣐⅬࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢヨ⾜ⓗᑟධ㸫ࠖ

㸰㸮㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸
࠙ሗ࿌⪅ࠚᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠕᅜศᑎᕷᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ᐇ⦼ࢹ࣮ࢱࡢࠗぢ࠼ࡿ࠘ࡘ࠸
࡚ࠖ
㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢥ࣑ࣗࢽࢸᚰ⌮Ꮫ
     㸫ఫẸࡼࡿぢᏲࡾ◊✲ࡽࡢၥ࠸㸫ࠖ

㸰㸯㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸
࠙ሗ࿌⪅ࠚᒣᮏ⨾㤶◊✲ဨࠕᒃఫࡢᅔ❓ࡢ⤒⦋ఫࡲ࠸ࡢᅇࡢᨭ㛵ࡍࡿ◊✲
      㸫ᮾி㒔 $ ༊࠾ࡅࡿ⏕άᅔ❓⪅ᨭ⪅ࡢࡽ㸫ࠖ
⇃⏣༤႐ᐈဨ◊✲ဨࠗࠕไᗘࡢ⊃㛫ࠖ⪃࠘
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㸰㸰㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸
࠙ሗ࿌⪅ࠚఀዉᕝ◊✲ဨࠕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⪅ࡢᶒಖ㞀ࡘ࠸࡚࣮ࣇࣛࣥࢫࡢᨵ㠉ࡽࡢ♧၀㸫ࠖ

Ⲷ㔝◊✲ဨࠕᩥ⊩ࡽぢࡿእᅜேཬࡧእᅜ࣮ࣝࢶࢆᣢࡘ㧗㱋⪅ࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬࠖ

㸰㸱㹈 ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࣭ホ౯㛵ࡍࡿ◊✲
ᮇ᪥㸸㸦➨  ᅇ㸧ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ
㸦➨  ᅇ㸧ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙᡤ㸸㸦➨  ᅇ㸧ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
    㸦➨  ᅇ㸧ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ Ꮫ㝔ࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ 
ෆᐜ㸸㤳㒔ᅪ $ ༊ࡢ % ᆅᇦ࠾࠸࡚ఫẸࡀ㛤タࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭࢝ࣇ࢙ࢆᣐⅬࠊࠕᑓ㛛ⓗࢧ
࣮ࣅࢫࢆᖖཷࡅ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᏙ❧ࡼࡿࣜࢫࢡ㞄࠶ࢃࡏࡢᅾᏯ㧗㱋⪅ࠖ
ᑐࡍࡿぢᏲࡾࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᐇ㊶ࢆศᯒࡋࠊ,&7 ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࠊࢱࣈ
ࣞࢵࢺ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓぢᏲࡾࠊ࢝ࣇ࢙ࡢ⏝⪅ᑐࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡘ࠸
࡚ࡢࢹ࣮ࢱ㞟࣭ศᯒࡢ⤒㐣ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸲㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ຍᒣᙎ◊✲ဨࠕ ♫༠ࡼࡿᨭᅔ㞴ࡢධࡢ◊✲㸦⤒㐣ሗ࿌㸧
ࠖ
     ୖす୍㈗ 5$ࠕᆅᇦ࡛ࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶࠾ࡅࡿ⤊⤖ࠖ

㸰㸳㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠕࡘ࡞ࡀࡾࡃࡉࡢᢕᥱ㸸࢘ࢺ࣮ࣜࢳᆺ⏕άᨭࡢࠖ
     Ⲷ㔝๛ྐ◊✲ဨ㸸ࠕእᅜ࣮ࣝࢶࢆࡶࡘ㧗㱋⪅ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛ᢪ࠼ࡿᅔ㞴ᨭ
                ̿୰ᅜᖐᅜ⪅ࡢࡽ̿ࠖ
㸰㸴㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ᒣᮏ⨾㤶◊✲ဨࠕⱝᖺ࣭୰ᖺ➼⏕άᅔ❓⪅ࡢᅔ❓ࡢ⤒⦋ఫࡲ࠸ࡢᅇࡢᨭ
㛵ࡍࡿ◊✲̿ᅋయ * ⏝⪅ࢆࡋ࡚ࠖ
     ఀዉᕝ⚽◊✲ဨࠕ♫⚟♴ἲ࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞つᩚᡭἲࠖ

㸰㸵㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾぢᏲࡾࡘ࠸࡚ࠖ
     ⇃⏣༤႐ᐈဨ◊✲ဨࠕࠗไᗘࡢ⊃㛫࠘ࢆᨭࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᐇ
㝿ఫẸࡢᙺࠖ

㸰㸶㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸯㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ᑺ ୍႐ᐈဨ◊✲ဨࠕㆤ⪅ᨭࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢ◊✲ࠖ
     ୖす ୍㈗ 5$ࠕࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠾ࡅࡿ⤊⤖ᴫᛕࡢᵓᡂࠖ
      㭉⍱ 5$ࠕ୰ᅜ㒔ᕷ㒊♫༊ࡢᐇែࠖ
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䛆㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖䛇㻌㻌

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸷㹈 ➨㸯ᅇ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋㸴㝵㆟ᐊ㹀
ෆᐜ㸸ࣘࢽࢵࢺ࣮ࣜࢲ࣮㧗ᒣ┤ᶞࡼࡾࠊሗ࿌ࠊ◊✲ィ⏬ࡢㄝ᫂ࠋ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ༠㆟☜
   ㄆ

㸱㸮㹈 ➨㸰ᅇ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥㸦᪥㸧㹼
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸯ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆᐜ㸸
ձࠕ㞀ࡀ࠸ඣ࣭⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᨭ࠾ࡅࡿ㹇㹁㹒ᶵჾࡢά⏝ࡢᐇ㝿ࠖࠊ୕ᐑ┤ஓ◊✲༠ຊ⪅
㸦࣮࢟ࢺ࣭ࣥࢥ࣒௦⾲㸧
ղࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᨭࠖࠊᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅

㸱㸯㹈 ➨㸱ᅇ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㹼
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸯ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆᐜ㸸◊✲ሗ࿌
   ձࠕすᐑᕷ♫⚟♴༠㆟ࠗ㟷ⴥᅬ࠘ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 㹼ពᛮỴᐃᨭᆅᇦ⏕άᨭࠊ㔜ᚰ
㌟㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢ⏕άᣐⅬ㹼ࠖᰘෆ㯞ᜨ◊✲༠ຊ⪅㸦ᕝᓮᕷ㸧
ղࠕ㸿㹒㸿㹁㸰㸮㸯㸱ࡢཧຍሗ࿌ࠖᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅㸦ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸧

ճࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸⪅ࡢᙜ⪅ཧ⏬ពᛮỴᐃᨭ 㹼⤌⧊㐠Ⴀࡸᨻ⟇Ỵᐃ㐣⛬ࡢཧ⏬ࢆ㏻ࡋ
࡚㹼ࠖᒣ◊✲ဨ㸦ᮾὒᏛ㸧

㸱㸰㹈 ➨㸲ᅇ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆᐜ㸸◊✲ሗ࿌
ձࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢṔྐⓗ⨨ࡅ⌧≧ࡢㄢ㢟ࠖ ᮃ᭶㝯அ◊✲༠ຊ⪅
ղࠕ㍍ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬❧⏕άࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࠖᒣෆ⏕◊✲༠ຊ⪅
ճࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປᨭࡘ࠸࡚ࠖⲨᮌᩗ୍◊✲༠ຊ⪅

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸱㸱㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ⓑᒣὶ㤋
ෆᐜ㸸ᖺᗘࡢάືᡂᯝࢆ☜ㄆࡋࠊ᪂ᖺᗘࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ◊✲యไࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓ⤖ᯝࠊ
ࠕពᛮỴᐃᨭࠖࢆ◊✲ࡢ㢟ࡍࡿࡇࡋࡓࠋࡑࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠕ⌮ㄽⓗ᳨ウࠖࠊ
ࠕ,&7 ࢆ
ά⏝ࡋࡓᨭࡢྍ⬟ᛶࠖࠊ
ࠕᮏேཧ⏬ᇶ࡙ࡃࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢ  ࡘࡢࣉ࣮ࣟࢳࢆ☜ㄆࡋࠊ
ࠕ,&7ࠖ
ࠊࠕࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖ
ࠊ
ࠕ⌮ㄽⓗ᳨ウࠖศࢀ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢయไ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ

㸱㸲㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ㅮᖌ୕ᐑ┤ஓẶ㸦࣮࢟ࢺࣥFRP㸧ࢆ㏄࠼ࠊ
ࠕ,&7 ά⏝ᐇ㊶◊ಟࠖࢆ⾜ࡗࡓࡢࡕࠊྛࢳ࣮࣒
࡛◊✲ィ⏬ᐇయไࢆヰࡋྜࡗࡓࠋ
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㸱㸳㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲ሗ࿌ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࠖᚿᮧ୍◊✲ဨ 
㞀ࡀ࠸⪅ࡢពᛮỴᐃ㛵ࢃࡿ㆟ㄽࡢᩚ⌮ㄢ㢟ᥦ♧ࡀ࡞ࡉࢀࠊ⮬ᕫỴᐃᨭ ,&7 ά⏝
ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࠊ3'&$ ࡼࡿⅬ᳨ࡢᮇᚅࡀ♧ࡉࢀࡓࠋྛࢳ࣮࣒ࡢ◊✲⤒㐣ࡢሗ࿌➼ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ ᭶ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

㸱㸴㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲ሗ࿌ࠕ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢᶒ᧦ㆤ̿ᶒ᧦ㆤࡢࡉࡽ࡞ࡿ᥎㐍ࡪࢀ࡞࠸౯್ࡢ☜❧ࢆ
┠ᣦࡍ̿ࠖ㧗ᒣ┤ᶞ◊✲ဨ
ᶒ᧦ㆤࡣᨭ⪅ࡢࢹࣥࢸࢸ࡛࠶ࡾࠊ⏝⪅ࡶᶒࢆࡿࡇࡀᨭ
࠾࠸࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋྛࢳ࣮࣒ࡢ◊✲⤒㐣ࡢሗ࿌➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  

㸱㸵㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸Ⓨ㢟ࠕពᛮỴᐃᨭࢆ㆟ㄽࡍࡿᯟ⤌ࡳព⩏ࠖᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅
⚟♴⌧ሙ࡛ࠊ⤌⧊ࡢỴᐃᮏேࡢᕼᮃࡢ㛫࡛ᨭ⪅ࡀⴱ⸨ࡋ⑂ᘢࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊᨭ
⪅ࡢࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡀከᵝ࡛ࠊ౯್ࡸᛮࡀᾐ㏱ࡋ࡙ࡽ࠸࠸࠺⌧≧ࡸࠊពᛮỴᐃ
ࡢ᰾ࡣ⮬ᕫỴᐃࡀ࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼ࡣࠊᚰ⌮Ꮫࡢ⮬ᡃㄽࠊ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙➨  ᮲ࡢྍ
ᛶᗏ㏻ࡍࡿ➼ࡢពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋྛࢳ࣮࣒ࡢ◊✲⤒㐣ࡢሗ࿌➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࡢᐇྥࡅࡓヰࡋྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸱㸶㹈 ⮫ᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ྥࡅࡓ᭱⤊☜ㄆ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸱㸷㹈 ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢳ࣮࣒㆟
㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ࢳ࣮࣒ࡋ࡚ࠕᆅᇦ⏕άᨭࡢࡓࡵࡢᮏேཧ⏬ࡼࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺ◊✲ࠖྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
ࡋࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲ࢸ࣮࣐㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢሗ࿌ࠊᮏேཧ⏬ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡢసᡂࢆᐇ㊶ࡋ
࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗᡤࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
 ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ձ◊✲ࢸ࣮࣐㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ㞟ࠊղᮏேཧ⏬ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼⏝ィ⏬ࡢసᡂࢆᐇ
㊶ࡋ࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗᡤࠊճཧຍࡢᑻᗘࠊմㄪᰝࡢどⅬࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
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 ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸
ࠕ┦ㄯᨭᴗᡤࡢṔྐᙺࡘ࠸࡚ࠖࠊ
ࠕࠗᮏேཧຍ࠘ࠗᮏேཧ⏬࠘ࡢ⏝ㄒࡢᐃ
⩏ࡘ࠸࡚ࠖ㛵ࡋ࡚㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
 ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ࣉࣞㄪᰝࡢㄪᰝඛᑐࡍࡿ㉁ၥ㡯࡞ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲ࢸ࣮࣐㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡢሗ࿌㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
 ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊពぢ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸹ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊពぢ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋྜ࠸ࠊពぢ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸮㹈 ,&7 ࢳ࣮࣒㆟
㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼 
ሙᡤ㸸♫⚟♴ἲே᳃ࡢࠕࣂ࢜ࣂࣈࠖどᐹ
ෆᐜ㸸ࣂ࢜ࣂࣈ࡛ࡢ ,&7 ά⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵࠊどᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸&7 㛵㐃ࡢඛ⾜◊✲ࡢሗ࿌ࣂ࢜ࣂࣈ࡛ࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᑐ㇟⪅ࡢ⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ࣂ࢜ࣂࣈ࠾ࡅࡿ ,&7 ά⏝ሙ㠃ೃ⿵ࡘ࠸࡚ࠊ,&7 ά⏝ሙ㠃ࣉࣜࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮌ  㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸⣖せࡢཎ✏ࡢᡴྜࡏࢆ⾜࠸ࠊศᢸෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

㸦➨  ᅇ㸧
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᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸◊✲ᡂᯝࢆሗ࿌ࡋྜ࠸ࠊពぢ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸯㹈 ⌮ㄽⓗ᳨ウࢳ࣮࣒
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡢᶒᕪู⚗Ṇἲ⌮㹼㞀ᐖ⪅ᕪู⚗Ṇἲ᪥ᮏᅜ᠇ἲࠖ
ㅮᖌ㸸᳜ᮌ ῟㸦ᕞᏛἲᏛ㒊ᩍᤵ㸧

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸲㸰- ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋➨  ㆟ᐊ
ෆᐜ㸸ᖺᗘࡢάື࣭ᡂᯝ࣭እ㒊ホ౯ࢆ☜ㄆࡋࠊ᪂ᖺᗘࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ◊✲యไࡘ࠸࡚ヰࡋ
ྜࡗࡓࠋ
ࠕ⌮ㄽⓗ᳨ウ࣭ᾏእࡢືྥࠖ
ࠊ
ࠕ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓᨭࡢྍ⬟ᛶࠖࠕᮏேཧ⏬ᇶ࡙
ࡃࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢ༠ാࠊ
ࠕ⮬❧ᨭ༠㆟ࠖ➼ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

㸲㸱- ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋➨  ㆟ᐊ
ෆᐜ㸸ㅮᖌᒣᮏᬛ⨾Ặ㸦ගᅬ ⟃ἼᏛᏛ㝔ಟኈㄢ⛬㸧
ࢸ࣮࣐㸸ࠕගᅬࡅࡸࡁ࠾ࡅࡿసᴗ㑅ᢥពᛮỴᐃࡢᨭ㹼సᴗⓗබṇࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼ࠖ

㸲㸲- ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋➨  ㆟ᐊ
ෆᐜ㸸 ᭶ࡢ◊✲࡛♧ࡉࢀࡓ᪉㔪ࢆࡶྛ⮬࡛◊✲ィ⏬➼ࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸳- ➨  ᅇᐃ◊✲ ⌮ㄽṔྐࢢ࣮ࣝࣉ࣭㞀ᐖࣘࢽࢵࢺྜྠබ㛤◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋ 
ෆᐜ㸸ㅮᖌ㸸⏣୰⪔୍㑻ඛ⏕㸦ᫍᏛᅬᏛᩍᤵ㸧
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᶒ᧦ㆤಀࡿᙜ⪅ࡽࡢཎ⌮ⓗⓎ㆟̿ࠕ♫ࣔࢹࣝࠖࠕࢣࡢ⌮ࠖࡘ࠸࡚ࠖ

ࡈㅮ₇㡬ࡁ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸴- ➨  ᅇᐃ◊✲
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ෆᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ☜ㄆࠊྛ⮬ࡢ◊✲㐍ᤖ≧ἣࠊᚋࡢணᐃ➼ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ

㸲㸵- ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ♫Ꮫ㒊㆟ᐊ %
ෆᐜ㸸ㅮᖌ㸸Ώ㑔 ᾈ⨾㸦132 ἲேࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ᪥ᮏ࣭⚟ᒸົᒁ㛗
     㸦බ┈㈈ᅋἲேࢫ࣌ࢩࣕࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢫ᪥ᮏㄪᰝ◊✲ጤဨ㸧
   ࢸ࣮࣐㸸ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿẸ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࠖ

㸲㸶- ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㹼
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ ⓑᒣᰯ⯋ 


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

ෆᐜ㸸ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࢆሗ࿌ࡋࠊࡲࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸷- ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭,&7 ࢳ࣮࣒㸼
᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸 
 ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋➨  ㆟ᐊ
ෆᐜ㸸㸦ㅮᖌ㸧ᒾᶫㄔ㸦ࡓࡇࡢᮌࢡࣛࣈ㸧
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ㔜ᗘ▱ⓗᙜ⪅ࡢࠗᨭࡉࢀࡓពᛮỴᐃ࠘ࠗࢬ࡚ࣞࡿᨭ࠘ࠖ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸳㸮㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ձᮌཱྀ◊✲ᨭ⪅ࡼࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ 16: ᕞ◊ಟሗ࿌
ղᖺᗘࡢ◊✲ࢸ࣮࣐タᐃάືィ⏬ࡘ࠸࡚ᩚ⌮
ճ ᭶㛤ദணᐃࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㸯㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  グᛕ࣮࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸ྛ⮬ࡢ◊✲㐍ᤖ≧ἣࢆሗ࿌ࡋࠊ◊✲ィ⏬➼ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ

㸳㸰㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨୍㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ᕝᏛᅬࡢࢆ୰ᚰࠊᙜ⪅ࡼࡿពᛮỴᐃࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸳㸱㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨୍㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸 ᭶㛤ദணᐃࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ☜ㄆࠊྛ⮬ࡢ◊✲㐍ᤖ≧ἣࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㸲㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࢫ࣮࢝࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸 ᭶㛤ദணᐃࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ᪉㔪Ỵᐃࠊฟ∧≀㛵ࡍࡿሗඹ᭷ࠊྛ⮬ࡢ◊✲㐍
ᤖ≧ἣሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㸳㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨㸲㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸 ᭶㛤ദணᐃࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢලయⓗෆᐜࡢ☜ㄆࠊฟ∧≀㛵ࡍࡿሗඹ᭷ࠊྛ⮬
ࡢ◊✲㐍ᤖ≧ἣሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㸴㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  グᛕ࣮࣍ࣝ
ෆ ᐜ㸸ᖺᗘ◊✲ᡂᯝࡢሗ࿌ࠊࡲࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㸵㹈 ,&7࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢳ࣮࣒◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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 ෆ ᐜ㸸ㅮᖌ㸸ᴮᮏᐜᏊ㸦㞀ᐖ⪅⫋ᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸧ࠕⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࢆᑐ㇟ࡋࡓᑵປᨭ
ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ◊✲ࡢ⤂ࠖ

㸳㸶㹈 ᑵປᨭࢳ࣮࣒◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸᪥ᮏ㞀ᐖ⪅㞠⏝ಁ㐍༠㞀ᐖ⪅⫋ᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝሗ࿌᭩ࡢ୰ࡽࠊࣘࢽ
ࢵࢺࡢࢸ࣮࣐ἢ࠺  ㄪᰝࢆ㑅ᐃࠊ⢭ᰝࡋࠊ◊✲᪉ἲࡢ᳨ウ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸳㸷㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ෆ ᐜ㸸ձ ᖺᗘࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ղࢭࣥࢱ࣮ฟ∧⏬ࡘ࠸࡚ࠊࣘࢽࢵࢺෆࡢᇳ➹ᢸᙜࠊᇳ➹ෆᐜࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ

㸴㸮㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ձฟ∧ࡘ࠸࡚ࠊࣘࢽࢵࢺෆ࡛ᵓᡂࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
ղ᭱⤊ᖺᗘࡲࡵࡘ࠸࡚ࠊࢩࢻࢽ࣮Ꮫ㞀ᐖ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠗ,QWURGXFWLRQWR
3HUVRQ&HQWUHGQHVV࠘ࢆ⩻ヂࡍࡿࡇỴᐃࡋࡓࠋ

㸴㸯㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ձࢩࢻࢽ࣮Ꮫ㞀ᐖ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠗ,QWURGXFWLRQWR3HUVRQ&HQWUHGQHVV࠘⩻ヂ
ࡘ࠸࡚ࠊ࣓ࣥࣂ࣮ྛ⮬࡛⩻ヂࢆศᢸࡋࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸴㸰㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ձ ᭶㛤ദࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࢆᨭ࠼ࡿ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞άືࠊ࣐
࣮ࢪࢼࣝ࡞ேࠎࠖ㛵ࡋ࡚ࠊ♫⚟♴࠾ࡅࡿࠕ࣐࣮ࢪࢼࣝࠖᴫᛕࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉ
ࢀࡓࠋ
㸴㸱㹈 ➨  ᅇᐃ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨  ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ձࠗ,QWURGXFWLRQWR3HUVRQ&HQWUHGQHVV࠘ࡢ⩻ヂࡘ࠸࡚⏝ㄒࡢ⤫୍࡞᳨ウࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
ղబᶫᣅஓ◊✲༠ຊ⪅ࡼࡾࠕ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ಀࡿពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛ
ࣥࠖࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

䛆Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㸨ࣘࢽࢵࢺ◊✲ဨࠊᐈဨ◊✲ဨࡼࡿෆ㒊ࡢ◊✲ࡣ㛤ദࡏࡎࠊᴗࡈ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయࡀཧຍ
ࡍࡿྛ✀ᡴྜࡏࠊ᳨ウࠊ◊✲ࢆᐇࡋࡓ㸦ෆᐜࡣࠕ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠖグ㍕ࠋ

䛆⌮ㄽ䞉Ṕྐ䜾䝹䞊䝥䛇㻌

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
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㸴㸲㹈 ➨  ᅇ⌮ㄽ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ᒣཱྀభ㸦༤ኈᚋᮇ㸧ࡀࠊᯇ㑻Ặࡢࠕ㌿ᮇ࠾ࡅࡿ♫⚟♴⌮ㄽࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸴㸳㹈 ➨  ᅇ⌮ㄽ◊✲ 
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆᐜ㸸㉺๓⪽⨾㸦༤ኈ๓ᮇ㸧ࡀࠊྜྷ⏣ஂ୍Ặࡢࠕ᪥ᮏ♫⚟♴⌮ㄽྐ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸴㸴㹈 ➨  ᅇ⌮ㄽ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆᐜ㸸ᮤୡె㸦༤ኈ๓ᮇ㸧ࡀࠊ୕ᾆᩥኵẶࡢࠕ♫⚟♴ㄽࡢㄢ㢟ࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸴㸵㹈 ➨  ᅇ⌮ㄽ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆᐜ㸸ᒣ⏣⌮ᜨᏊ㸦༤ኈ๓ᮇ㸧ࡀࠊ௰ᮧඃ୍Ặࡢࠕ⌧௦♫࠾ࡅࡿ♫⚟♴ࡢព⩏ࠖ㛵ࡍࡿ
ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸴㸶㹈 ➨  ᅇ⌮ㄽ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋୰  㝵 ➨  ㆟ᐊ
ෆᐜ㸸ୖᏊࡀࠊᒾ⏣ṇ⨾Ặࡢࠕ㸺ಶே㸼㸺♫㸼ࠊࡑࡢ⤫ྜࡋ࡚ࡢ♫⚟♴ࡢㅖ⌮ᛕࠖ
ࢆࠊࣔ࢘ᾏ⇩㸦༤ኈᚋᮇ㸧ࡀ୍␒ࣨ℩ᗣᏊẶࡢࠕ♫⚟♴࠾ࡅࡿ͆ཎ⌮ㄽ͇ࡢᒎ㛤
ㄢ㢟ࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸴㸷㹈 ➨  ᅇྜྠ◊✲ 
ࢸ࣮࣐㸸ᒾᡭ┴ἢᓊ㒊ࡢ㟈⅏⯆ࡢ⌧≧ㄢ㢟 
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ᒾᡭ┴❧ᏛࡢⳢ㔝㐨⏕ㅮᖌࢆᣍ⪸ࡋ࡚ࠊᒾᡭ┴ἢᓊ㒊ࡢ㟈⅏⯆ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࢆ⏕ά
ᨭ┦ㄯဨࡢάື≧ἣ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡈሗ࿌㡬࠸ࡓࠋ

㸵㸮㹈 ➨  ᅇྜྠ◊✲
 ࢸ࣮࣐㸸⿕⅏ᆅᇦࡢ㧗㱋⪅⚟♴タࡢ⌧≧ㄢ㢟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸♫⚟♴ἲே᯽ᯇ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍᯽ᯇⱌࡢ᪩ᆏ⪽ஂタ㛗ࢆᣍ⪸ࡋ࡚ࠊ⿕⅏ᆅᇦ
ࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㧗㱋⪅⚟♴タࡢ⌧≧ㄢ㢟ࢆࡈሗ࿌㡬࠸ࡓࠋ

㸵㸯㹈 ➨  ᅇྜྠ◊✲
ࢸ࣮࣐㸸ᶒ᧦ㆤ୍⯡ⓗ࡞⮬⏤ࡢಖ㞀
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྕ㤋  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࡀࠊᶒ୍⯡ⓗ࡞⮬⏤ࡢ㐪࠸ࠊἲᚊ㛵ಀᐇ㛵ಀ
ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ
ࠕಖㆤቃ⏺⥺ࠖࡢᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕᶒ᧦ㆤ୍⯡ⓗ࡞⮬⏤ࡢ
ಖ㞀ࠖ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ


 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
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㸵㸰㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨ୰ᚰࠊࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟
    ㄽࡋࡓࠋ

㸵㸱㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
ෆ ᐜ㸸㉺๓⪽⨾ࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࡀࠊ࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀̾
⌮ࡢே㛫Ꮫⓗᇶ┙࠘ࡢ➨୍❶㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸵㸲㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸦⌮ㄽ◊✲ඹദ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ

ෆ ᐜ㸸㛛⨾⏤⣖◊✲ဨࡀࠊ࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀⌮ࡢே㛫Ꮫⓗᇶ
    ┙࠘ࡢ➨❶㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸵㸳㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨ᅄ㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸∦᱒ṇၿ㸦᪥ᮏ⚟♴ᩍ⫱ᑓ㛛Ꮫᰯ ᑓ௵ㅮᖌ㸧ࡀࠊ࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝
ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀⌮ࡢே㛫Ꮫⓗᇶ┙࠘ࡢ➨୕❶㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸵㸴㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨୍㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸๓ᅇᘬࡁ⥆ࡁ∦᱒ṇၿ㸦᪥ᮏ⚟♴ᩍ⫱ᑓ㛛Ꮫᰯᑓ௵ㅮᖌ㸧ࡀࠊ࣑࣮ࣜࣕࢻ࣭
ࢩ࣮࣓࣮࣮ࣗ࢝ࠗឡṇ⩏ࡢᵓ㐀⌮ࡢே㛫Ꮫⓗᇶ┙࠘ࡢ➨ᅄ❶㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸵㸵- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨ◊✲ᐊ
ෆ ᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨ୰ᚰࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅ
ࡿ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸵㸶- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ෆ ᐜ㸸➨୍ᅇ┠ࡢ᳨ウᘬࡁ⥆ࡁࠊ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࢆ୰ᚰ
ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸵㸷- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ᩍᐊ
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ෆ ᐜ㸸㉺๓ ⪽⨾㸦⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㸧㹐㸿ࡀࠊᜠ⏣Ᏺ㞝ⴭࡢࠗຓ♫ㄽ࣭࣭̿ࣘࣔࣖ
ࢸࢶࢲࡢẸ᪘♫Ꮫ࠘ࢆᇶሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸶㸮- ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࡀࠕぢᏲࡾࠖ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
  
㸶㸯㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧 㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ㆟ᐊ㹀
ෆ ᐜ㸸Ṕྐ࣭⌮ㄽࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࢆ୰ᚰࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿ◊
    ✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸶㸰㹈 ➨  ᅇ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ➨୍㆟ᐊ
ෆ ᐜ㸸ᑎ⏣ㄔ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉᐈဨ◊✲ဨࠊ㉺๓⪽⨾⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ 5$
7RP&DPSEHOO ⴭࡢࠕ5LJKWV $FULWLFDO LQWURGXFWLRQࠖࡢᩥ⊩᳨ウࢆᐇࡋࡓࠋ

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
㸶㸱㹈 ➨㸯ᅇ◊✲
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ෆ ᐜ㸸⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡢ⛅ඖ⨾ୡ◊✲ဨࢆ୰ᚰࠊぢᏲࡾ࠾ࡅࡿࠕࡘ࡞ࡀࡿࠖࠕࡘ࡞
     ࡀࡽ࡞࠸ࠖ࠸࠺㛵ಀᛶࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸶㸲㹈 ➨  ᅇ◊✲
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㸸㹼㸸
 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ෆ ᐜ㸸✄ἑබ୍◊✲ဨࠕ┦ᶍཎ㞀ᐖ⪅ẅയ௳ࡽぢ࠼ࡿࡶࡢ̿ࡘࡢཎ⌮ࡼࡿᆒ⾮ࠖ
     㔠Ꮚග୍◊✲ဨࠕࠗࡘ࡞ࡄ࠘㛵ಀࡽࡳࡓ᪥ᮏࡢ♫ᵓ㐀̿♫⚟♴ྐࡢどⅬࡽࠖ
     ఀዉᕝ⚽◊✲ဨࠕ6RFLDOࠖ


䠏㻌 ⮬య➼䛸䛾㐃ᦠᐇ⦼㻌
㻌
㻌 㻌 䛆㧗㱋䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㻌
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㸯㹉 ࠕᮾி㒔㧗㱋⪅ಖ⚟♴⟇᥎㐍ጤဨ 㧗㱋⪅➼ᆅᇦᏳᚰ⏕άᨭ㒊ࠖࡢཧຍ㸨
ࠕ༊ᕷ⏫ᮧぢᏲࡾᢸᙜ⪅㐃⤡ࠖࡸࠕぢᏲࡾࢧ࣏࣮ࢱ࣮㣴ᡂ◊ಟㅮᖌ㣴ᡂ◊ಟࠖࠊᶵ⬟ⓗ࡞ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏➼ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᑠᯘⰋ◊✲ဨࡀ㒊㛗ࢆົࡵࠊ◊✲ᨭ⪅ࡸ 5$
ࡶ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ
ཧຍ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙᡤ㸸ᮾி㒔ᗇ

㸰㹉 ࠕ༊ᕷ⏫ᮧぢᏲࡾᢸᙜ⪅㐃⤡ࠖࡢཧຍ
㒔ෆ༊ᕷ⏫ᮧࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊࢩࣝࣂ࣮␒➼ࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓୖグ㐃⤡࠾࠸
࡚ࠊᑠᯘⰋ◊✲ဨࡀࠗ㧗㱋⪅➼ࡢぢᏲࡾ࢞ࢻࣈࢵࢡ࠘㸦ᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋♫ᑐ⟇㒊ᅾ
Ꮿᨭㄢ⦅㞟࣭Ⓨ⾜㸧ࡢゎㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙᡤ㸸᪂ᐟ༊❧᪂ᐟᩥࢭࣥࢱ࣮ ࣮࣍ࣝ

㸱㹉 ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟ࢭࣥࢱ࣮㒊ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ぢࡏࡿጤဨࠖࡢཧຍ
ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࡢྍどࠊ࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱࡢά⏝➼ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᑠᯘ
Ⰻ◊✲ဨࡀᗙ㛗ࢆົࡵࡓࠋ◊✲ᨭ⪅ࡸ 5$ ࡶ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙ ᡤ㸸㣤⏣ᶫࢭࣥࢺࣛࣝࣉࣛࢨ
㸨ࡇࢀ㛵㐃ࡋ࡚ࠊୗグࡢ⮬యࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ゼၥࡋࡓࠋ
   ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧࠸ࡅࡼࢇࡢ㒓㧗㱋⪅⥲ྜ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㸦㇏ᓥ༊ෆ㸧
         ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㇏ᓥ༊ᙺᡤ㧗㱋⪅⚟♴ㄢ
         ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧❧ᕝᕷ༡㒊すࡩࡌࡳᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮

㸲㹉 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ᳨ウࡢཧຍ㸨
ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡸቚ⏣༊ᙺᡤ㧗㱋⪅⚟♴ㄢ⫋ဨࡀཧຍࡋࡓࠊぢᏲࡾࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓ᳨ウ࡚ࠊᑠᯘⰋ◊✲ဨࡼࡿຓゝ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ◊✲ᨭ⪅
ࡸ 5$ ࡶ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶ 
᪥㸦ᮌ㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸ቚ⏣༊ᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ

㸳㹉 ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢ㐃ᦠ㸨
ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάືࡢ࠺ࡕࠊ$ ⮬ࡢぢᏲࡾάືྥ
ࡅࡓఫẸㄪᰝ࠾ࡼࡧሗᥦ౪ࢆ୰ᚰࠊᑠᯘⰋ◊✲ဨ࠾ࡼࡧ㔝㷂⍞ᶞ 5$ ࡀຓゝࠊ༠ຊࡋࡓ
ࠊྠ♫༠ᢸᙜ⪅ࡢ࠺ࡕ࠶ࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶௨㝆 ィ㸴ᅇࡢ࠺ࡕ࠶ࢃࡏ࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ୕ᙺ㒊㛗࣭ᙺဨ ㄪᰝሗ࿌ࠊሗᥦ౪➼

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸴㹉 ᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋♫ᑐ⟇ᐊᅾᏯᨭㄢࠕ㧗㱋⪅➼ᆅᇦᏳᚰ⏕άᨭ㒊ࠖ㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
㛤ദሙᡤ㸸ᮾி㒔ᗇ
ෆᐜ㸸 㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࠊぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢࡓࡵࡢ◊✲ࡸࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࡢⓏቭ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋♫ᑐ⟇ᐊᅾᏯᨭㄢ㐃ᦠࡋࡓ
άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡶ◊ಟ࣐ࢽࣗࣝసᡂ㛵ࡍࡿ᳨ウ㆟ࡢᗙ㛗ࢆᑠᯘⰋ◊✲

ဨࡀົࡵࠊ㆟ㄽࡢࡾࡲࡵ㈉⊩ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᙜ㒊ࡣ◊✲ᨭ⪅ࡸ 5$ ࡶฟᖍࡋࡓࠋ

㸵㹉 ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ᴗົぢࡏࡿ᳨ウጤဨࠖ㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶ 
᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
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ሙᡤ㸸ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟
ෆᐜ㸸 ⚟♴㛵㐃ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡼࡿ◊✲᥎㐍ࡢࡦࡘࡋ࡚ࠊᮾி㒔♫⚟♴༠㆟
ෆタ⨨ࡉࢀࡓୖグጤဨཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊጤဨཧຍ⪅ࡽࡢ༠ຊࢆᚓࠊබ㛤◊✲
ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦࠙◊✲ࠚ
ࠕ
㸦㸰㸧ࠖཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊ㒔ෆࡢ」ᩘࡢᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇ⦼
ࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡋࠊࡑࢀࡽࡢศᯒ᪉ἲࡢ᳨ウᙺ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᑠᯘⰋ◊✲ဨࡀ
ጤဨ㛗ࢆົࡵࠊ◊✲ᨭ⪅ࡸ 5$ ࡶฟᖍࡋࡓࠋ

㸶㹉 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ᳨ウ㸨
ሙᡤ㸸ቚ⏣༊ᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶ 
᪥㸦᭶㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ෆᐜ㸸 ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡁࠊ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ㛵ࡍࡿ᳨ウࡢࢻࣂࢨ࣮ࡋ
࡚ࠊᑠᯘⰋ◊✲ဨࡀฟᖍࡋࠊ⌧ሙ⫋ဨࡼࡿሗ࿌ᑐࡍࡿຓゝࢹ࣮ࢱసᡂ࣭ゎ㔘ࡢ
ຓゝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ሙ⫋ဨࡢࢹ࣮ࢱࡢࡾࡲࡵ㈉⊩ࡋࡓࠋྠ᳨ウࡣࠊ◊✲ᨭ
⪅ࡸ 5$ ࡶฟᖍࡋࡓࠋ

㸷㹉 ᮾி㒔ㄪᕸᕷ㧗㱋⪅ᨭᐊ㸨
 ゼၥ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ゼၥ⪅㸸ᑠᯘⰋ◊✲ဨࠊᑠ᳚భ⣖◊✲ᨭ⪅㸦 ᭶ࡢࡳ㸧
ෆᐜ㸸 ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢࢹ࣮ࢱศᯒ࣭ά⏝ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊᚋࡢᆅ
ᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆ  ᭶  ᪥
ࡢ㧗㱋⪅ࣘࢽࢵࢺබ㛤◊✲࡛ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊ㧗㱋⪅ᨭᐊࡢᢸᙜ⪅Ⓩቭ⪅ࡋ࡚
ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

㸯㸮㹉 ᩥி༊♫༠♫⚟♴༠㆟ࠕᑠᆅᇦ⚟♴ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡάື◊✲ࠖ㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧࣭
 ᪥㸦᭶㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙᡤ㸸ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࠊᩥி༊ᮏ㥖㎸⮬➼
ෆ ᐜ㸸ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡁࠊᩥி༊ᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࡢ㐠Ⴀࡿ᳨ウ࡚ࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝άື⮬άືࡘ࠸࡚ࠊᑠᯘⰋ◊✲ဨࠊ㔝㷂⍞ᶞ
ᐈဨ◊✲ဨࡀຓゝࢆ⾜࠸ࠊఫẸࡼࡿຓࡅྜ࠸άືࡢᒎ㛤㈉⊩ࡋࡓࠋ

㸯㸯㹉 ༓௦⏣༊࣭᯽ᕷ࣭᪥ගᕷ♫⚟♴༠㆟ࡢ༠ാ◊✲㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸 ࡘࡢ♫⚟♴༠㆟㸦㒔ᚰ㒊ࡢ༓௦⏣༊ࠊ㒔ᕷ㑹እࡢ᯽ᕷࠊ㐣ᆅᇦࢆྵࡴ୰ᒣ㛫ᆅ
ࡢ᪥ගᕷ㸧ࡢ༠ാ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊྛ♫༠ࡢࢣ࣮ࢫࢆẚ㍑࣭ศᯒࡍࡿඹ㏻ࡢࣇ࣮࣒ࣞࢆ
సࡾࠊ♫ⓗᏙ❧ࢆ㇟ᚩࡍࡿࢆ㞟ࡋࠊ㞟ィࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸰㹉 ༓௦⏣༊࣭᯽ᕷ࣭᪥ගᕷ♫⚟♴༠㆟ࡢ༠ാ◊✲㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ࠊ ᭶  ᪥
㸦㔠㸧ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ෆᐜ㸸 ࡘࡢ♫⚟♴༠㆟㸦㒔ᚰ㒊ࡢ༓௦⏣༊ࠊ㒔ᕷ㑹እࡢ᯽ᕷࠊ㐣ᆅᇦࢆྵࡴ୰ᒣ㛫ᆅࡢ
᪥ගᕷ㸧ࡢ༠ാ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㆟ㄽ࣭ศᯒࡋࡓෆᐜࢆࡲࡵࠊ
ࠗ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨ 
ᅇᅜ࡚࠘ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸯㸱㹉 ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ᴗົぢࡏࡿጤဨࠖ㸨
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㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ
 ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙᡤ㸸ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟㆟ᐊ
ෆᐜ㸸ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࠊ㒔ෆྛᆅᇦࡢ⌧ሙ⫋ဨࡢウ
㆟ࢆ⾜࠺ࡶࠊࡑࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࠊ࠸ࡃࡘࡢ᪉ྥᛶࢆぢฟࡋࡓࠋ

㸯㸲㹉 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ◊✲㸨
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ
 ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙᡤ㸸ቚ⏣༊ᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ
ᡂᯝ㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡃ◊✲άືࠋᑠᯘⰋ◊✲ဨࠊᒣ⏣⌮
ᜨᏊᐈဨ◊✲ဨࡀࠊቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ⫋ဨࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ㛵
ࡍࡿ᳨ウཧຍࡋࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ࢻࣂࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸯㸳㹉 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾάືሗ࿌㸨
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
 ሙᡤ㸸ቚ⏣༊ࣜࣂ࣮ࢧࢻ࣮࣍ࣝ
 ཧຍ⪅㸸ᑠᯘⰋ◊✲ဨ
 ᡂᯝ㸸 ࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡓ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡢሗ࿌࡛ࠊቚ⏣༊Ẹ࡞ࠕࡳࡲࡶࡾ┦ㄯ
ᐊࡢᙺᡂᯝࠖ㢟ࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊఫẸࡀ᥎㐍ࡍࡿ㸱ࡘࡢぢᏲࡾάື
㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆົࡵࡓࠋ

㸯㸴㹉 ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࠕᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮◊✲ࠖ㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ ᭶ 
᪥㸦ᅵ㸧
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ♫Ꮫ㒊㆟ᐊ
ෆᐜ㸸ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢ◊✲༠ᐃᇶ࡙ࡃ◊✲ࠋᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
άືグ㘓ࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥ࡢ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨  ᅇ࡛ࡢሗ࿌ࡸࠊᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࠗᆅ
ᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮⚟♴άືሗ࿌࠘㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸵㹉 ᐑᇛ┴ྎᕷ $ ᕷẸࢭࣥࢱ࣮ ᆅᇦὶ◊ಟ᳨ウ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙ ᡤ㸸ྎᕷ $ ᕷẸࢭࣥࢱ࣮
ෆ ᐜ㸸ఫẸࡼࡿぢᏲࡾࢆࢸ࣮࣐ $ ᕷẸࢭࣥࢱ࣮ദ࡛㛤ദࡉࢀࡿᆅᇦὶ◊ಟࡢ᳨ウ
࠾࠸࡚ࠊ◊ಟࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲࡘ࠸࡚ຓゝࢆࡋࡓࠋ

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸶㹉 ༓௦⏣༊࣭᯽ᕷ࣭᪥ගᕷ♫⚟♴༠㆟ࡢ༠ാ◊✲㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ࠊᖹᡂ 
ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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ཧຍ⪅㸸ຍᒣᙎ◊✲ဨࠊᱵ⃝⛱◊✲༠ຊ⪅ࠊᯇᮏᫀᏹ◊✲༠ຊ⪅ࠊ⸨⏣ဴஓ◊✲༠ຊ⪅
ෆ ᐜ㸸♫⚟♴༠㆟ࡼࡿάືࡢグ㘓ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸእ㒊ࡢሗⓎಙࡀ୍⯡ⓗ༑
ศ࡛࠶ࡿࡇࢆ⫼ᬒࠊၥ㢟ព㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿࠊᆅᇦᛶࡢ␗࡞ࡿ  ࡘࡢ♫⚟♴༠㆟㸦㒔
ᚰ㒊ࡢ༓௦⏣༊ࠊ㒔ᕷ㑹እࡢ᯽ᕷࠊ㐣ᆅᇦࢆྵࡴ୰ᒣ㛫ᆅࡢ᪥ගᕷ㸧ࡢ༠ാ◊✲ࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊỗ⏝ᛶࡢ࠶ࡿࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨ⧅ࡆࡿࡓࡵࡢ◊✲ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣࠊ♫
ⓗᏙ❧ࢆ㇟ᚩࡍࡿࢆ㞟ࡋࠊ㞟ィࢆ⥅⥆ࡍࡿࡶࠊグ㘓࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭
ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ㆟ㄽ࣭ศᯒࡋࡓෆᐜࢆࡲࡵࠊ
ࠗ᪥ᮏᆅᇦ
⚟♴Ꮫ➨  ᅇᅜ࡚࠘ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸯㸷㹉 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ◊✲㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶ 
᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 
᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ཧຍ⪅㸸ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠊᒣ⏣⌮ᜨᏊᐈဨ◊✲ဨࠊୖす୍㈗ 5$
ሙ ᡤ㸸ቚ⏣༊ᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ
ෆ ᐜ㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡃ◊✲άືࠋᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠊᒣ⏣⌮ᜨ
Ꮚᐈဨ◊✲ဨࠊୖす୍㈗ 5$ ࡀࠊቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ⫋ဨࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲ
ࡾ㛵ࡍࡿ᳨ウཧຍࡋࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢻࣂࢫࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᮏᖺᗘࡣࠊ◊✲࠾ࡅࡿ᳨ウࡢ᪉ᘧࢆᨵၿࡍࡿࡶࠊ᪥ㄢ⾲ࡢグධ㡯┠
ࡢ᳨ウ⤫ィศᯒࢆᐇࡋࡓࠋ

㸰㸮㹉 ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࠕᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮◊✲ࠖ㸨
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ࠊ
᭶  ᪥㸦᭶㸧 ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᩥி༊༊Ẹࢭࣥࢱ࣮
ཧຍ⪅㸸ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠊᾆ⏣ឡᐈဨ◊✲ဨࠊ㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࠊୖす୍㈗ 5$
ᡂ ᯝ㸸ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢ◊✲༠ᐃᇶ࡙ࡃ◊✲ࠋᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάື
グ㘓ࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ࡢࠗ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨  ᅇ࡛࠘ࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸯㹉 ᮾᮧᒣᕷ♫⚟♴ἲே㐃⤡
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾᮧᒣᕷ♫⚟♴༠㆟
ཧຍ⪅㸸ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨ
ෆ ᐜ㸸ᖹᡂ  ᖺ⤖ᡂࡉࢀࡓᮾி㒔ᆅᇦබ┈άື᥎㐍༠㆟ࡢᆅᇦ⤌⧊࡛࠶ࡿᮾᮧᒣᕷ♫
⚟♴ἲே㐃⤡ࡢ᳨ウཧຍࡋࠊ㐃⤡࠾ࡼࡧࡢ┦ㄯᴗࡢࡍࡍࡵ᪉࡞ࡘ࠸࡚
ࢻࣂࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ

 㸻ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸰㹉 ༓௦⏣༊࣭᯽ᕷ࣭᪥ගᕷ♫⚟♴༠㆟ࡢ༠ാ◊✲㸨
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭᯽ᕷ♫⚟♴༠㆟
ཧຍ⪅㸸ຍᒣᙎ◊✲ဨࠊᱵ⃝⛱◊✲༠ຊ⪅ࠊᯇᮏᫀᏹ◊✲༠ຊ⪅ࠊ⸨⏣ဴஓ◊✲༠ຊ⪅
ᡂ ᯝ㸸ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㏆ᖺቑᖜࡋ࡚࠸ࡿᨭᅔ㞴ᑐࡍࡿ♫⚟♴༠㆟ࡼࡿᑐᛂࡢࢹ
࣮ࢱ㞟࣭ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᨭᅔ㞴ࡣࠊไᗘࡢ⊃㛫࠶ࡿၥ㢟ࠊ」ᩘࡢၥ㢟
࡛ᵓᡂࡉࢀࡿၥ㢟࡞᪤Ꮡࡢไᗘࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃࠊࡲࡓᮏேࡼࡿᨭᣄྰ࡞ࡶ
࠶ࡗ࡚ᆅᇦ࡛ᇙࡶࢀࡸࡍ࠸ࠋ㏆ᖺࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ♫⚟♴༠㆟ᐤࡏࡽࢀࡿࡇ
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣࠊ㐣ཤ  ᖺ㛫㞟✚ࡋࡓᐇ㊶ࢹ࣮ࢱࡢศᯒᐇ㊶ㄢ
㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠊඹⴭ᭩ࡢ  ⠇ࡋ࡚ฟ∧ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ

㸰㸱㹉 ቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ◊✲㸨
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㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶ 
᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶ 㸦ⅆ㸧
ཧຍ⪅㸸ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠊᒣ⏣⌮ᜨᏊᐈဨ◊✲ဨࠊୖす୍㈗ 5$
ሙ ᡤ㸸ቚ⏣༊ᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ
 ᡂ ᯝ㸸⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡃ◊✲άືࠋᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠊᒣ⏣⌮ᜨ
Ꮚᐈဨ◊✲ဨࠊୖす୍㈗ 5$ ࡀࠊቚ⏣༊㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ⫋ဨࡼࡿ㧗㱋⪅ࡢぢᏲ
ࡾ㛵ࡍࡿ᳨ウཧຍࡋࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮
ࢱ࣮ࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢻࣂࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᖺᗘࡣࠊ◊✲࠾ࡅࡿ᳨ウࡢ᪉ᘧ
ࢆᨵၿࡍࡿࡶࠊ⤖ᯝࢆᥦ♧ࡋࠊྛ┦ㄯᐊࡼࡿ⤖ᯝࡢゎ㔘ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸲㹉 ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࠕᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮◊✲ࠖ㸨
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠊ ᭶ 
᪥㸦᭶㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᩥி༊༊Ẹࢭࣥࢱ࣮
ཧຍ⪅㸸ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨࠊᾆ⏣ឡᐈဨ◊✲ဨࠊ㔝㷂⍞ᶞᐈဨ◊✲ဨࠊୖす୍㈗ 5$ࠊ㉺๓⪽⨾
5$ࠊ㭉⍱ 5$
ᡂ ᯝ㸸ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢ◊✲༠ᐃᇶ࡙ࡃ◊✲ࠋᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢά
ືグ㘓ࡢぢ࠼ࡿࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
㸦ᅵ㸧ࡢࠗ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ➨  ᅇ࡛࠘ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸳㹉 ᮾᮧᒣᕷ♫⚟♴ἲே㐃⤡
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾᮧᒣᕷ♫⚟♴༠㆟
ཧຍ⪅㸸ᑠᯘⰋᐈဨ◊✲ဨ
ᡂ ᯝ㸸 ᖺ⤖ᡂࡉࢀࡓᮾி㒔ᆅᇦබ┈άື᥎㐍༠㆟ࡢᆅᇦ⤌⧊࡛࠶ࡿᮾᮧᒣᕷ♫⚟
♴ἲே㐃⤡ࡢ᳨ウཧຍࡋࠊ㐃⤡࠾ࡼࡧࡢ┦ㄯᴗࡢࡍࡍࡵ᪉࡞ࡘ࠸࡚
ࢻࣂࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸴㹉 ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾ㛵ࡍࡿ◊✲
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ཧຍ⪅㸸ຍᒣᙎ◊✲ဨࠊΏ㎶⿱୍◊✲༠ຊ⪅ࠊΏ㑓ᾈᩥ◊✲༠ຊ⪅ࠊຍ⸨Ⰻᙪ◊✲༠ຊ⪅ࠊ⸨
㐩ஓ◊✲༠ຊ⪅ࠊ㛛ᕝㄔ◊✲༠ຊ⪅ࠊಖⰋ⪽⨾◊✲༠ຊ⪅
ᡂ ᯝ㸸ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ,&7 ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚ᅾᏯࡢ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࢆከ⫋✀࡛⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆࢹ࣮ࢱࡋ࡚㞟࣭ศᯒࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢࡓࡵ㛤Ⓨࡉࢀࡓ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᛂ⏝ࡋࠊᆅᇦఫẸࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭࢝ࣇ࢙ࢆᣐⅬᐇࡋࡓࠋ⮬❧
ࢆ⮬ㄆࡍࡿ㧗㱋⪅࡛ࡶࠊᛴ࡞యㄪኚ㸦ධ㏥㝔ࡸࢣ࢞࡞㸧ࠊ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࡸᐙ᪘ࡢ␗
ኚࠊ⮬Ꮿⅆ⅏࡞ࠊᖖࣜࢫࢡ㞄ࡾ࠶ࢃࡏ࡛࠶ࡾࠊከ⫋✀࡛ࣜࣝࢱ࣒ሗඹ᭷
ࡍࡿ᭷⏝ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

 䛆Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㻌
㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸵㹉㸦㸯㸧ඵ༓௦ᕷ⏕άᨭㄢ⫋ဨ◊ಟ༠ຊ㸨
㸯㸧ඵ༓௦ᕷ⏕άᨭㄢ⫋ဨ◊ಟ㸦㸧㹼ಶูࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㹼
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ඵ༓௦ᕷᙺᡤ
ෆ ᐜ㸸⌧ᅾᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕẕᏊୡᖏ⏝⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖᇶ࡙ࡁࠊ ᅇᙜࡓࡾ 㹼㸱ྡࡢ
⏕άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊಶูࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋࢫ࣮ࣃ࣮ࣅ
ࢪࣙࣥࡣࠊᑠᯘᜨ୍ᐈဨ◊✲ဨࡀົࡵࡓࠋ
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㸰㸧ඵ༓௦ᕷ⏕άᨭㄢ⫋ဨ◊ಟ㸦㸧㹼᳨ウ㹼
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ඵ༓௦ᕷᙺᡤ
ෆ ᐜ㸸⌧ᅾᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕẕᏊୡᖏ⏝⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖᇶ࡙ࡁࠊẕᏊୡᖏᢸᙜ⪅ࡼ
ࡿ᳨ウࢆᐇࡋࡓࠋࢻࣂࢨ࣮ࡣᑠᯘᜨ୍ᐈဨ◊✲ဨࡀົࡵࡓࠋ

㸰㸶㹉 ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡘ࠸࡚㸨
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾୡ⏣㇂༊࠾࠸࡚ᆅᇦ࡛⏕άࡍࡿẕᏊୡᖏࢆᑐ㇟ࡋࡓ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤
Ⓨ࣭ᐇࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆጞࡵࡓࠋඵ༓௦ᕷ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡶୡ⏣
㇂༊㸦Ꮚࡶᐙᗞㄢ࣭⏕άᨭㄢ㸧࠾ࡼࡧẕᏊ⏕άᨭタࠕࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ᳨࡛ࠖウࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸯㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
ෆᐜ㸸◊✲ࡢ㊃᪨࠾ࡼࡧࢩࢫࢸ࣒㛤ⓎࡢどⅬ࣭᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ࡢㄝ᳨᫂ウ
㸦㸰㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
ෆᐜ㸸ୡ⏣㇂༊ࡢẕᏊᐙᗞࡢ⌧≧ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡢሗඹ᭷⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚
ࡢㄝ᫂
㸦㸱㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
    ෆᐜ㸸⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ➼ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
㸦㸲㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ㸦༗๓㸧࣭ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ㸦༗ᚋ㸧
ෆᐜ㸸◊✲ࡢ㊃᪨࣭⤒㐣ሗ࿌⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ➼
ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
㸦㸳㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ㸦༗๓㸧࣭ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ㸦༗ᚋ㸧
ෆᐜ㸸⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ➼ࡢ᳨ウ
㸦㸴㸧⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇᚋࡢࡾ㏉ࡾ᳨ウ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ෆᐜ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ࡛ᐇࡋࡓ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡋࡓࡢ᳨
ウ㸦 ࢣ࣮ࢫ㸧࠾ࡼࡧ⏝ୖ࡛ࡢឤ࣭ពぢ
㸦㸵㸧⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᙜ⪅ࡢㄝ᫂
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
㸦㸶㸧⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇᚋࡢࡾ㏉ࡾ᳨ウ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
㸦㸷㸧ୡ⏣㇂༊ࡦࡾぶ⮬❧ᨭࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢࣄࣜࣥࢢ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊Ꮚࡶ㒊Ꮚࡶᐙᗞㄢ
㸦㸯㸮㸧ࡦࡾぶᐙᗞᨭ⪅◊ಟ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ෆᐜ㸸 ௦ẕぶㄪᰝࡢศᯒࡽⱝᖺぶ࣭ࡦࡾぶᐙᗞࡢ⌮ゎ⮬❧ྥࡅࡓ◊ಟࢆ
ୖ⏣⨾㤶ࡀ⾜ࡗࡓࠋ
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㸰㸷㹉 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶᏊ⫱࡚ୡᖏࡢᆅᇦ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
㸦㸯㸧ୡ⏺㔛ぶ㸦㜰㸧࡛ࡢሗ࿌
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼㸯㸲᪥
ሙᡤ㸸㜰ᅜ㝿ὶࢭࣥࢱ࣮
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ᇶㄪㅮ₇ࢆ᳃⏣᫂⨾ࡀ࠾ࡇ࡞࠸ࠊࡑࡢ࠶
ࠊ♫ⓗ㣴ㆤ㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡶົࡵࡓࠋ
㸦㸧ᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫࡛ࡢㄪᰝ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
ሙᡤ㸸ᒣ⏣⏫ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫ
ෆᐜ㸸ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸧ᐑᇛ┴㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᐑᇛ┴㆟
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ㛵ࡍࡿᐑᇛ┴࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢពぢཧຍࡋࠊሗ࿌ࢆࡋࡓࠋ

㸦㸧㹌㹆㹉⯆ࢧ࣏࣮ࢺࠕࡦࡾぶࢆᨭ࠼ࡿࠖฟ₇
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᒾᡭ┴Ẹሗὶࢭࣥࢱ࣮
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢࡦࡾぶࡢᆅᇦ⏕άᆅᇦᨭ㛵ࡋ࡚ࠊ㹌㹆㹉ࡢពぢࡀ㛤ദࡉ
ࢀࡓࡓࡵࠊࡑࡢྜཧຍࡋࠊྛᆅ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ពぢࢆࡋࡓࠋ
㸦㸧ᐑᇛ┴Ⓩ⡿ᕷᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫࡛ࡢㄪᰝ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
ሙᡤ㸸ᒣ⏣⏫ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫ
ෆᐜ㸸ࡵ୰㧗⏕⮬⩦ࢫ࣮࣌ࢫ㹑㹓㹉㹍㹗㸿㹉㸿ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫࢆ୰ᚰࡢ⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊ
ࡶ⿕ᐖᪧ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸧
ࠕᏊࡶࡓࡕ୍⥴⪃࠼ࡿ⿕⅏ᆅࡢ⯆ࠖࡢཧຍᚋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ⓑᒣᰯ⯋  ࿘ᖺ࣮࣍ࣝ
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛࠶ࡿᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫ᐑᇛ┴Ⓩ⡿ᕷࠊ༡୕㝣⏫⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷᅾఫ㸦ᴍⴥ
⏫ࡽࡢ㑊㞴⪅㸧ࡢ୰㧗ᰯ⏕ᮾὒᏛᕷẸࢆ࠼ࡓពぢࢆᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚ
ࡶᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ⏬ཧຍࡋࠊᚋࡋࡓࠋ
ཧຍ⪅㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶࡓࡕᨭ⪅  ே ᮾὒᏛᩍဨᏛ⏕  ྡ ୍⯡බ㛤ཧຍ
⪅㸸 ྡ
㸦㸧ᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋㆟ᐊ㹀
ෆᐜ㸸ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫࡢྲྀࡾ⤌ࡳḟᖺᗘࡢᐇ㊶㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 㸦㸧ྎᕷ࠾ࡅࡿࡇࡶࢆ୰ᚰࡋࡓᅔ❓ᐙᗞࡢ⏕άᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊✲
ཧຍ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ྎᕷᕷẸάືᨭㄢ
ෆᐜ㸸ⱝ⪅ᨭ㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶◊✲ࡘ࠸࡚᳃⏣ࡀሗ࿌ࡋ࡚ࠊᚋࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࡓࠋ
㸦㸧᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ㛵ᮾ㒊࡛ࡢᣦᐃⓎゝ⪅
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸᪥ᮏ♫ᴗᏛ
ෆᐜ㸸᳃⏣ࡀࠕ♫ࣥࣃࢡࢺࢆ࠼ࡿ♫⚟♴Ꮫ◊✲ࡑࡢ᪉ἲㄽ㹼ࠖࡘ࠸࡚ࡢࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠊᣦᐃⓎゝ⪅ࡋ࡚⿕⅏ᆅᨭࢃࡿ❧ሙࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ
㸦㸧༡┦㤿⯆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ༠ຊ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࢧࣥࣛࣇ༡┦㤿
ෆᐜ㸸᳃⏣ࡀࠕ㟈⅏⯆Ꮚࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡘ࠸࡚ᇶㄪㅮ₇ࢆࡋࡓࡢࡕ
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ࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆᕷ㛗⯆ᗇ୍⥴࠾ࡇ࡞ࡗࡓ
㸦㸧ᒾᡭ┴ᒣ⏣⏫㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ◊✲
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᒣ⏣⏫ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫ
ෆᐜ㸸ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫ࡛㛤ദࡉࢀࡓࡇࡶࡓࡕࡢ㐍⣭㐍Ꮫ࠾⚃࠸ཧຍࡋ࡚ࠊࡇࡶ
    ࡓࡕࡢឤ࡞ࢆ㞟ࡵࡓࠋ
 㸦㸧ྎᕷ࠾ࡅࡿࡇࡶࢆ୰ᚰࡋࡓᅔ❓ᐙᗞࡢ⏕άᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊✲ཧ
    ຍ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ྎᕷᕷẸάືࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮
ෆᐜ㸸ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⿕⅏ᆅࡢᏛ⩦ᨭࡽࡳ࠼࡚ࡁࡓⱝ⪅ࡓࡕࡢ
⌧≧ㄢ㢟ࠊᨭࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚᳃⏣ࡀሗ࿌ࢆࡋ࡚ࠊᯘࡀ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ༠ຊࢆ
ࡍࡿࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

࠙ẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠚ
༠ᐃ᭩ࢆࢃࡋࡓ༓ⴥ┴ඵ༓௦ᕷᮾி㒔ୡ⏣㇂༊࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞◊✲㛤Ⓨศᯒࡢࡓࡵ
ࡢ㈨ᩱసᡂࢆᐇࡋࡓࠋ
㸱㸮㹉 ඵ༓௦ᕷ࠾ࡅࡿẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡘ࠸࡚㸨
㸦㸧̺ ඵ༓௦ᕷ⏕άᨭㄢᡴࡕྜࢃࡏ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ඵ༓௦ᕷᙺᡤ
ཧຍ⪅㸸⏕άಖㆤᢸᙜࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝  ᮾὒᏛ 
ෆᐜ㸸ඵ༓௦ᕷ⏕άᨭㄢẕᏊ⌜ᚋ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࠋ
㸦㸧̺ ඵ༓௦ᕷ⏕άᨭㄢ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㈨ᩱ
ඵ༓௦ᕷ⏕άᨭㄢ࠾ࡅࡿ⏕άಖㆤཷ⤥ẕᏊୡᖏࡢࡢศᯒᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࡢᇶ♏㈨ᩱ
ࡢࢹ࣮ࢱࢆᐇࡋࡓࠋ

㸱㸯㹉 ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡘ࠸࡚㸨
ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᮾி㒔ୡ⏣㇂༊ࡢ◊✲ᐇ㊶㛵ࢃࡿ༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊᆅᇦ࡛⏕άࡍࡿẕᏊୡᖏࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡓࠋඵ༓௦ᕷ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ
⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡶୡ⏣㇂༊㸦Ꮚࡶᐙᗞㄢ࣭⏕άᨭㄢ㸧࠾ࡼࡧẕᏊ⏕άᨭタࠕࣃ
࣓ࣝࢰࣥୖἑ࡛ࠖᐇࡋࠊࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᨭᡂᯝࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡓࡵࡢ༠㆟
⌧ሙㄪᰝ◊ಟࢆ㐍ࡵࡓࠋ
 㸦㸧ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟ᐇ
㊶ᵝᘧࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ㸰ࢆྠ⾜ゼၥࡋ࡞ࡀࡽࠊࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᵝᘧࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
ෆᐜ㸸⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ➼ࡢ᳨ウ
㸦㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟  
ୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲άືࡢㄝ᫂༠ຊせㄳࢆ⾜࠸ࠊୡ⏣㇂༊࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿẕᏊᐙᗞᨭࡢ
ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡋࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
ෆᐜ㸸ᆅᇦࡢヱᙜࢣ࣮ࢫࡢ㑅ᐃ
㸦㸧ᐇ㊶᳨ウ
ᵝᘧࡢ⏝᪉ἲྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࡘ࠸࡚ࡑࡢホ౯᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᚋࡢ᪉ྥᛶࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ෆᐜ㸸ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢゎ㔘
 㸦㸧◊ಟ
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  ➨ۑᅇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࠕࡦࡾぶᐙᗞࡢᏊࡶ⌮ゎྥࡅ࡚࣮ඹឤⓗ⌮ゎࡍࡿࠖ
ሙ ᡤ㸸୕Ⲕ࠾ࡋࡈ࢝ࣇ࢙
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ẕᏊ⚟♴㛵ಀ⪅ ᮾὒᏛ
  ➨ۑᅇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࠕࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⪃࠼᪉ࢆᇶ┙ࡋࡓࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࠖ
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ẕᏊ⚟♴㛵ಀ⪅ ᮾὒᏛ
  ➨ۑᅇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࠕࡦࡾぶᐙᗞࡢᏊࡶ⌮ゎྥࡅ࡚࣮ࢫࢺࣞࣥࢢࢫどⅬࡽࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥ
ࢢࢆ⪃࠼ࡿࠖ
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ẕᏊ⚟♴㛵ಀ⪅ ᮾὒᏛ
㸦㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟
㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
ෆᐜ㸸◊✲ࡢ㊃᪨࠾ࡼࡧࢩࢫࢸ࣒㛤ⓎࡢどⅬ࣭᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ࡢㄝ᳨᫂ウ
㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ẕᏊᐙᗞᨭㄪᰝࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
ᡂᯝ㸸ẕᏊᐙᗞᨭㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢศᯒᚋࡢ㐍ࡵ᪉ࡢ᳨ウ
㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤ
ෆᐜ㸸⮬య࠾ࡅࡿᏊࡶࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ㓄⨨ᑓ㛛ᛶࡢ᳨ウ

㸱㸰㹉 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶୡᖏࡢᆅᇦ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
 㸦㸧⿕⅏⮬యࡢᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᒎ㛤ࡢ༠ຊ
ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ᐑᇛ┴㆟
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ㸱ྡ
ෆ ᐜ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ㛵ࡍࡿᐑᇛ┴࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢពぢཧຍࡋࠊሗ࿌ࢆ
ࡋࡓࠋ
ղ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᐑᇛ┴㆟
  ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ᮲⟇ᐃ㛵ࡍࡿᐑᇛ┴࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢពぢ
ཧຍࡋࠊሗ࿌ࢆࡋࡓࠋ
ճ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᒾᡭ┴㆟
   ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ᮲⟇ᐃ㛵ࡍࡿᒾᡭ┴࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢពぢ
ཧຍࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞❧ሙ࡛ሗ࿌ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓࠋ
մ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᐑᇛ┴㆟
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ᮲⟇ᐃ㛵ࡍࡿᐑᇛ┴࡛ࡢᏊࡶࣄࣜࣥࢢࡢᐇ
༠ຊࡋࡓࠋ
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㸦㸧ᐑᇛ┴ᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡢᏊࡶㄪᰝ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࡢᏛ⩦ᨭࡢሙ
ཧຍ⪅㸸Ꮚࡶ⣙  ྡࠊᨭ⪅  ྡࠊᮾὒᏛ  ྡ
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶࡢ⫱ࡕࡢ㛵ࡍࡿㄪᰝᨭࡢᐇែ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞
ࡗࡓࠋ

㸦㸧༡┦㤿ᕷ࠾ࡅࡿᏛ❺ಖ⫱ᢸᙜ⪅➼◊ಟ
ձ➨  ᅇࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᏛࡪᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾඣ❺㤋࣭ඣ❺ࢡࣛࣈࡢᙺࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  㹼 
ሙ ᡤ㸸ᐑᇛ┴༡┦㤿ᕷᙺᡤ㆟ᐊ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ  ྡࠊ༡┦㤿ᕷᏛ❺ಖ⫱ᡤ⫋ဨ  ேࠊ᪂₲┴❧ᏛᏛ⏕  ேࠊ⏣㐍
ኈ㸦ඖ㛵すᏛ㝔Ꮫ㸧
ෆᐜ㸸࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᐤࡾῧ࠸ᆺᨭࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࠋ
ղ➨㸰ᅇࠕ࠾ࡸࡘసࡾࢆᡭࡀࡾࡋࡓᐤࡾῧ࠸ᆺᨭ◊ಟࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  㹼   ศ
ሙ ᡤ㸸ᐑᇛ┴༡┦㤿ᕷඣ❺㤋
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ  ྡࠊ༡┦㤿ᕷᏛ❺ಖ⫱ᡤ⫋ဨ  ேࠊᑠᕝᬗࠊ᳜ᮌಙ୍ࠊΎỈᶞࠊ
⏣㐍ኈࠊ∦㈅ⱥ⾜ࠊ⿕⅏ᆅᇦࡢᏊࡶᨭ⪅  ே
ෆᐜ㸸࠾ࡸࡘ࡙ࡃࡾࢆ࡚ࡀࡾࡋࡓᐤࡾῧ࠸ᆺᨭࡘ࠸࡚ᐇ⩦ࢆࡋ࡞ࡀࡽᏛࢇࡔࠋ

㸦㸧⯆ྥࡅࡓᏊࡶᨭ㛵ࢃࡿ᪂ࡓ࡞ไᗘసࡾࡸᴗసࡾࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ウ
㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㹼 
ሙ ᡤ㸸ྎᕷᙺᡤ ᕷẸ༠ാ᥎㐍ㄢ ㆟ᐊ
ཧຍ⪅㸸ྎᕷᗣ⚟♴ᒁ♫ㄢࠊྎᕷᏊ౪ᮍ᮶ᒁᏊ⫱࡚ᨭㄢࠊྎᕷᕷẸᒁ
ᕷẸ༠ാ᥎㐍ㄢࠊ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே࢟ࢵࢬࢻࠊᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅᇦ࠾ࡅࡿᨻᗓ࣭⮬య➼ࡢ㐃ᦠᴗᥦࠊ㟈⅏㸲ᖺ┠ྥࡅࡓ㐃ᦠ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウ
㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㹼 
ሙᡤ㸸࢟ࢵࢬࢻྎົᡤ
ሗ࿌⪅㸸㊊❧㸦ᐑᇛᏛ㝔ዪᏊ㸧⏣㐍ኈ㸦ඖ㛵すᏛ㝔Ꮫ㸧
ཧຍ⪅㸸ᐑᇛ┴ࠊᒣᙧ┴࡞ࡢᏊࡶᨭ⪅  ேࠊ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே࢟ࢵࢬࢻࠊᮾὒ
Ꮫ㸲ே
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅᇦ࠾ࡅࡿᏊࡶࡢᚰࡢࢣ
㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧 㹼 
ሙ ᡤ㸸࢟ࢵࢬࢻྎົᡤ
ሗ࿌⪅㸸Ⲩ∾㔜ே㸦ᒣᏛ㝔Ꮫ㸧㐟బ⨾⏤⣖㸦ᐑᇛ┴㆟ࡇࡶᨻ⟇◊✲㸧
ཧຍ⪅㸸ᐑᇛ┴ࠊᒣᙧ┴࡞ࡢᏊࡶᨭ⪅  ே
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே࢟ࢵࢬࢻࠊᮾὒᏛ㸲ே
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅᇦ࠾ࡅࡿᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ࡢලయᏊࡶࡢᶒࢆᨻ⟇ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢭ
ࢫࡢᏛ⩦ࢆࡋࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

࠙ẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࠚ
 ༠ᐃ᭩ࢆࢃࡋࡓࠊᮾி㒔ୡ⏣㇂༊ᇸ⋢┴ගᕷ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞◊✲㛤Ⓨᐇ㊶ⓗ࡞᳨ド
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸱㸱㹉 ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡘ࠸࡚㸨
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ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᮾி㒔ୡ⏣㇂༊ࡢ◊✲ᐇ㊶㛵ࢃࡿ༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊᆅᇦ࡛⏕άࡍࡿẕᏊୡᖏࢆᑐ
㇟ࡋࡓ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊୡ⏣㇂༊㸦Ꮚ
ࡶᐙᗞㄢ࣭⏕άᨭㄢ㸧ཬࡧẕᏊ⏕άᨭタࠕࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ࡛ࠖ㛤Ⓨ୰ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ
࣮ࢺࢆ⏝ࡋࠊ⏕άಖㆤཷ⤥⪅ཬࡧタ⏝⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᨭᡂ
ᯝࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡓࡵࡢ༠㆟⌧ሙㄪᰝ◊ಟࢆ㐍ࡵࡓࠋ
㸦㸧 ୡ⏣㇂༊࠾ࡅࡿẕᏊୡᖏࡢ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢ㆟
㸯㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢᣑయ 㸯 
ୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲άືࡢ⤒㐣ㄝ᫂༠ຊせㄳࢆ⾜࠸ࠊୡ⏣㇂༊࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿẕᏊᐙᗞᨭ
ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡋࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
ཧຍ⪅㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࠊୡ⏣㇂༊Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮࣭⏕άಖㆤᢸᙜ⪅ࠊୡ⏣㇂༊ࠊ
ᮾὒᏛ 
ෆᐜ㸸ㄪᰝ◊✲ࡢ㐍⾜≧ែ◊✲ෆᐜ㛵ࡍࡿඹ᭷
 㸰㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢᣑయ 㸰 
ୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲άືࡢ⤒㐣ㄝ᫂༠ຊせㄳࢆ⾜࠸ࠊୡ⏣㇂༊࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿẕᏊᐙᗞᨭ
ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡋࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ
ෆᐜ㸸ẕᏊ⏕άᨭタᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡽࡢሗ࿌ࡼࡗ࡚ࠊᚋࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ぢ┤ࡋࢆࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 㸱㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅࡓ᳨ウ
ィ  ᅇ㛤ദ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥㸧

㸦㸧ᐇ㊶᳨ウ
   ᵝᘧࡢ⏝᪉ἲྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࡘ࠸࡚ࡑࡢホ౯᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᚋࡢ᪉ྥᛶࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ
  㸺⏕άಖㆤ㛵ಀ㸼
ۑୡ⏣㇂༊⏕άᨭㄢࡢ༠ാ◊✲㛵ࡍࡿᡴࡕྜࢃࡏ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
⏕ۑάಖㆤᢸᙜ⪅㆟ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥
㸺ẕᏊᨭタ㸼
 ✲◊ࡓࡋࡶࢆࢺ࣮ࢩࢺ࣓ࣥࢫࢭۑ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࠊࢼ࣑࣮࣒࢜࣍㸧
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
㸺ᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ㸼
㸯㸧⏕άಖㆤཷ⤥ࢣ࣮ࢫ  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
㸰㸧ẕᏊ⏕άᨭタ⏝⪅ࢣ࣮ࢫ 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ᭶  ᪥ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
                                
㸺◊ಟࡸࠊ᳨ウ࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸼
➨  ᅇ◊ಟ  
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ ⅆ 
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ Ꮚࡶᐙᗞࢭࣥࢭࣥࢱ࣮➼  ẕᏊ⏕άᨭタ ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖ


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

ἑ࣭ࢼ࣑࣮࣒࣭࢜࣍ࢃࡔ  
ෆᐜ㸸ẕᏊ⏕άᨭタࡢᏊࡶࡢᨭ̺ࢫࢺࣞࣥࢢࢫどⅬᇶ࡙ࡃ࢚ࣥࣃ࣓࣡
ࣥࢺ
➨  ᅇ◊ಟ
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ ⅆ 
ሙᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ Ꮚࡶᐙᗞࢭࣥࢭࣥࢱ࣮➼  ẕᏊ⏕άᨭタ ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖ
ἑ࣭ࢼ࣑࣮࣒࣭࢜࣍ࢃࡔ  
ෆᐜ㸸ẕᏊ⏕άᨭタࡢᏊࡶࡢᨭ㸫Ꮚࡶࡢ❧ሙ❧ࡗࡓࢽ࣮ࢬ㊊㸫
➨  ᅇ◊ಟ
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ Ỉ    
ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ Ꮚࡶᐙᗞࢭࣥࢭࣥࢱ࣮➼  ẕᏊ⏕άᨭタ ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖ
ἑ࣭ࢼ࣑࣮࣒࣭࢜࣍ࢃࡔ  
ෆᐜ㸸ẕᏊ⏕άᨭタࡢᏊࡶࡢᨭ㸫ぶᏊ㛵ಀࡢᵓ⠏㸫

㸱㸲㹉 ගᕷࡢ㐃ᦠᐇ㊶㸨
 ᖹᡂ  ᖺ㸯㸯᭶◊✲ࡢ༠ᐃࢆ⤖ࢇࡔࠋ
㸦㸧◊ಟ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  
ሙᡤ㸸ගᕷᕷẸ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ㸳ேࠊගᕷಖ⫱Ꮚ⫱࡚ᨭ㛵ಀ⪅㸯㸳㸮ே
ࢸ࣮࣐㸸ᆅᇦ࡛Ꮚࡶࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦㸧᳨ウ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥   
ሙ ᡤ㸸ගᕷᙺᡤ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ㸲ேࠊගᕷ㸱ே
ࢸ࣮࣐㸸ඹྠ◊✲ࡢෆᐜ㐍ࡵ᪉ࡢ༠㆟
㸦㸧◊ಟ
㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ Ỉ    
ሙᡤ㸸ගᕷᙺᡤ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ㸱ேࠊගᕷ
ࢸ࣮࣐㸸ᆅᇦࢣ㆟ࡢཧຍࢥ࣓ࣥࢺ
 㸦㸧➨㸯㸲ᅇᆅ᪉⮬Ꮚࡶ⟇ศ⛉࡛ࡢሗ࿌ࡢ༠ຊ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᪥    
ሙᡤ㸸すᮾிᕷᕷẸ㤋
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛࠊගᕷࠊ㛵ಀ⮬య
ࢸ࣮࣐㸸ᆅᇦ㐃ᦠࡼࡿᏊࡶᨭ̿ගᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡽࡢሗ࿌ࢆཷࡅ࡚㛵ಀ⮬య࡞
༠㆟ࢆࡋࡓࠋ
 㸦㸧どᐹ᳨࣭ウ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙᡤ㸸࠸ࡃࡽಖ⫱ᅬࠊࡋࡽࡇಖ⫱ᅬ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛࠊගᕷ


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

ࢸ࣮࣐㸸ಖ⫱ᅬಖ⫱Ꮚ⫱࡚ᨭࡢ⌧≧
 㸦㸧◊ಟ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙᡤ㸸ගᕷᙺᡤ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛࠊගᕷ
ࢸ࣮࣐㸸ಖ⫱ᅬಖ⫱ග∧ࢿ࢘࣎ࣛձ
 㸦㸧◊ಟ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ගᕷᙺᡤ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛࠊගᕷ
ࢸ࣮࣐㸸ಖ⫱ᅬಖ⫱ග∧ࢿ࢘࣎ࣛղ

㸱㸳㹉 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶᏊ⫱࡚ୡᖏࡢᆅᇦ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
㸦㸧⿕⅏⮬యࡢᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᒎ㛤ࡢ༠ຊ
 ձ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᒣ⏣⏫ࢰࣥࢱࣁ࢘ࢫࠊ▼ᕳᏊࡶࢭࣥࢱ࣮࡞ゼၥ
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ㛵ࡍࡿᐇ㊶⌧ሙࢆゼၥࡋࠊᐇែࢆㄪᰝࡋࠊ⌧ሙ㛵ಀ⪅ᏊࡶࡸᏊ
⫱࡚ᐙᗞࠊᆅᇦᨭࡢᵝᏊࡘ࠸࡚ពぢࢆࡋࡓࠋ
 ղ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸ᐑᇛ┴㆟
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭ᮲⟇ᐃ㛵ࡍࡿᐑᇛ┴࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢពぢཧຍ
ࡋࠊሗ࿌ࢆࡋࡓࠋ

㸦㸧ᐑᇛ┴ᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡢᏊࡶㄪᰝࡢᐇ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙ ᡤ㸸ᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࡢᏛ⩦ᨭࡢሙࠊᾏ㐨ࠊᮾிࡢࡦࡾぶ࡞Ꮫ⩦ᨭ
ཧຍ⪅㸸Ꮚࡶ⣙  ྡࠊᨭ⪅  ྡࠊᮾὒᏛ  ྡ
ෆ ᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶࡢ⫱ࡕ⿕⅏ᆅ௨እ࡛ࡢ⏕άᅔ❓ᐙᗞ࡞ࡢᏛ⩦ᨭࢆ⏝ࡍࡿᏊ
ࡶࡢ㛵ࡍࡿㄪᰝᨭࡢᐇែ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸧༡┦㤿ᕷ࠾ࡅࡿᏛ❺ಖ⫱ࡢ⏝⪅ࢆ୰㧗ᰯ⏕ᣑࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
ձ➨  ᅇ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼 
ሙᡤ㸸ᐑᇛ┴༡┦㤿ᕷඣ❺㤋
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ 㸰ྡࠊ
ෆᐜ㸸࣋ࣥࢺ࡛࠾ࡸࡘࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࣎ࣛࣥࢸᆺ࡛୰㧗ᰯ⏕ࡀඣ❺㤋ࡃࡿ࠸࠺ᡭ
ἲ࡛ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ

㸦㸧⯆ྥࡅࡓᏊࡶᨭ㛵ࢃࡿ᪂ࡓ࡞ไᗘసࡾࡸᴗసࡾࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ウ
  㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㹼 
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ሙᡤ㸸すᮾிᕷẸ㤋㆟ᐊ
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅᇦ࠾ࡅࡿᨻᗓ࣭⮬య➼ࡢ㐃ᦠᴗᥦࠊ㟈⅏㸲ᖺ┠ྥࡅࡓ㐃ᦠ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウ
  㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㹼 
ሙᡤ㸸᪥ᮏᏛ㒆ᒣᰯ⯋ࠊࡋࢇࡄࡿࡲࡊ࣮ࡎࡩ࠽࣮ࡽࡴ⚟ᓥົᡤ
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅᇦ࠾ࡅࡿᏊࡶࡢᚰࡢࢣ
  㸦➨  ᅇ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧 㹼 
ሙᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋
ෆᐜ㸸⿕⅏ᆅᇦ࠾ࡅࡿㄪᰝࡢ≧ἣࢆඹ᭷ࡋࠊ⿕⅏ᆅ࡛㸳ᖺ㛫Ꮫ⩦ᨭࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓᡂ
ᯝㄢ㢟ࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ
㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫
㸱㸴㹉 ୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲㸨

䠄㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢᣑయ
  ୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲άືࡢ⤒㐣ㄝ᫂༠ຊせㄳࢆ⾜࠸ࠊୡ⏣㇂༊࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿẕᏊᐙᗞ
ᨭࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡋࡓࠋ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ࢹ࣭࣮࣒࣍ୡ⏣㇂
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛࠊୡ⏣㇂༊㸦⏕άᨭㄢ⏕άಖㆤᢸᙜ࠾ࡼࡧᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᗣ࡙
ࡃࡾㄢࠊᏊࡶᐙᗞㄢ㸧ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࠊࢼ࣑࣮࣒࢜࣍ࠊୡ⏣㇂༊♫⚟♴༠㆟ࠊ
ୡ⏣㇂Ꮚ⫱࡚ࢿࢵࢺࠊ࢟ࢵࢬࢻࠊᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸ẕᏊ⏕άᨭタࠊ⏕άಖㆤᢸᙜࠊᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢሗ࿌ࠊୡ⏣
㇂༊࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⤌ࡳ࠾ࡼࡧࡑࡢ୰࡛ࡢࡦࡾぶᨭࡢ⌧
≧ࢆሗ࿌ࠊ◊ಟࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⤌ࡳ᪉ࡘ࠸࡚᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦࢆᐇ
ࡋࡓࠋ
㸦㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅࡓ᳨ウ
  ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
   ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
   ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ㛵ಀ⪅ 
   ෆ ᐜ㸸ẕᏊᐙᗞᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
  
ղ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
   ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
   ෆ ᐜ㸸ẕᏊᐙᗞᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
  ճ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
   ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤ
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
   ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ᢸᙜ⪅ࡽࡢࣄࣜࣥࢢ࠾ࡼࡧពぢ
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մ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
   ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
   ෆ ᐜ㸸㐍⾜≧ἣࡢඹ᭷ࠊࠕᕷẸຊࢆࡘࡅࡿࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻୡ⏣㇂༊ࡢᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ
᳨ウࠋᚋࡢ◊✲ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊẕᏊ⏕άᨭタ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟ᨭ
ᶵ㛵ࢆᩚ⌮ࡋࠊᆅᇦ࡛ࡣࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
  
յ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
   ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
   ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ 
   ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ಀ㛗ࡢពぢྥࡅࡓᥦࡢ᳨ウ

  ն㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
   ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤ
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
   ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ಀ㛗࣭ᮾὒᏛࡢពぢ

  շ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
   ሙ ᡤ㸸ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍
   ཧຍ⪅㸸ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍⫋ဨ ᮾὒᏛ 
   ෆ ᐜ㸸ẕᏊ⮬❧ᨭࢩ࣮ࢺヨ⾜ࡢࣄࣜࣥࢢ࠾ࡼࡧタ㛗࣭⫋ဨࡢពぢ
 
ո㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
   ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ࢹ࣭࣮࣒࣍ୡ⏣㇂
   ཧຍ⪅㸸⏕άᨭㄢ ᮾὒᏛ
 ෆ ᐜ㸸⏕άᨭㄢࡢᖺᗘࡢ༠ാ◊✲㛵ࡍࡿࡾ㏉ࡾ

㸦㸧ᐇ㊶᳨ウ
ձ⏕άಖㆤᢸᙜ⪅㆟
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
   ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ᙺᡤⅲᒣᨭᡤ
   ཧຍ⪅㸸⏕άᨭㄢ ᮾὒᏛ
   ෆ ᐜ㸸ᆅ༊ᢸᙜဨࡢኚ᭦క࠺◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢㄝ᫂࠾ࡼࡧࢣ࣮ࢫࡢ≧ἣྜࢃࡏࡓලయ
ⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࡢ༠㆟

ղ⏕άಖㆤᢸᙜ⪅ࡼࡿࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᙜ⪅ࡢ㠃᥋ᐇ
   ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧 ⮬Ꮿ࡚㠃᥋ᐇ
   ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧⮬Ꮿ࡚㠃᥋ᐇ ୖ⏣㸦ᮾὒᏛ㸧ࡶྠ⾜

ճẕᏊ⏕άᨭタ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ㸧࠾ࡅࡿᐇ㊶᳨ウ
   㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
   ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ 㞟ᐊ
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊㸦ົᒁ㸧 ᮾὒᏛ
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   ෆ ᐜ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥᨭグ㘓ࡢ☜ㄆ
 
մẕᏊ⏕άᨭタ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ࠾ࡼࡧࢼ࣑࣮࣒࢜࣍㸧࠾ࡅࡿᐇ㊶᳨ウ
   㛤ദ᪥㸸 ᖺ  ᭶㹼 ᭶
   ෆᐜ㸸
ࠕẕᏊᐙᗞࡽࡢ┦ㄯෆᐜ࣭ᨭࠖࢩ࣮ࢺࡢసᡂࠋẕᏊ⏕άᨭタ࠾࠸࡚ධᡤ
⪅ࡀᨭࢆồࡵ࡚ࡃࡿሙ㠃ෆᐜࠊᨭᶵ㛵ࢆ㸰タࡢ⫋ဨࣄࣜࣥࢢ࣭グ
ධࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱࢆ㡯┠ูศ㢮ࠊᆅᇦࡢᬽࡽࡋ࡛ࡣࠊࡢᶵ㛵ࡀࡢࡼ
࠺ᨭࡋ࡚ࠊࡾ㉺࠼࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆⅬ᳨ࡋ࡚ࠊᆅᇦࢿࢵࢺࡢ⤌ࡳ᪉
ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

㸦㸧◊ಟ
 㸦㸧㸫 ሗࢆά⏝ࡋࡓ◊ಟ
  ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
   ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ   
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊㸦Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮➼㸧 ẕᏊ⏕άᨭタ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ࣭
ࢼ࣑࣮࣒࣭࢜࣍ࢃࡔ㸧ࠊᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸ẕᏊ⏕άᨭタࡢࡽᏛࡪࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸫⏕ࡌ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡸࡑࡢேࡘ࠸࡚
⌮ゎࡍࡿ㸫
   ෆ ᐜ㸸ㅮᖌࡋ࡚ㅮ⩏ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡿཧຍᆺࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ
㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ

  ղ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
   ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ    
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊⫋ဨ㸦Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮➼㸧 ẕᏊ⏕άᨭタ⫋ဨ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥ
ୖἑ࣭ࢼ࣑࣮࣒࣭࢜࣍ࢃࡔ㸧 ᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸ẕᏊ⏕άᨭタࡢࡽᏛࡪ㸫⮬ᕫỴᐃࡢᑛ㔜ᨭ㛵ಀ㸫
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ㅮ⩏ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡿཧຍᆺࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊ
ᐇ㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ
  
ճ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧   
   ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊㸦Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮➼㸧 ẕᏊ⏕άᨭタ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ࣭
ࢼ࣑࣮࣒࣭࢜࣍
 ࢸ࣮࣐㸸ẕᏊ⏕άᨭタࡢࡽᏛࡪ㸫┤㠃ࡼࡿࢽ࣮ࢬᢕᥱ┠ᶆタᐃ㸫
   ෆ ᐜ㸸ㅮᖌࡋ࡚ㅮ⩏ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡿཧຍᆺࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ
㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸧㸫 ࡦࡾぶᨭ⪅◊ಟ
   㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
   ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊⫋ဨ㸦Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮➼㸧 ẕᏊ⏕άᨭタ⫋ဨ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥ
ୖἑ࣭ࢼ࣑࣮࣒࣭࢜࣍ࢃࡔ㸧ࠊᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸ඣ❺⚟♴ἲࡢᨵṇࡽぢࡿࡦࡾぶᐙᗞࡢᨭ
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ㅮ⩏ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡿཧຍᆺࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊ
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ᐇ㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸧㸫 ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍タෆ◊ಟ
  ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
   ሙ ᡤ㸸ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍      
   ཧຍ⪅㸸ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍⫋ဨ ᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸ᑗ᮶ࡢぢ㏻ࡋࡀ❧࡚࡙ࡽ࠸ẕᏊ
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡼࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ㊶ࡢࡩࡾ
㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ

  ղ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧 
   ሙ ᡤ㸸ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍
   ཧຍ⪅㸸ࢼ࣑࣮࣒࢜࣍⫋ဨ ᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸㸫ẕᏊࡢᡂ㛗క࠺ᨭࡢ᪉ྥᛶࡢ☜ㄆඹ᭷㸫ࣉࣛࣥࢽࣥࢢྥࡅ࡚㸫
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡼࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ㊶ࡢࡩࡾ
㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢᐇ㝿ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ
࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸧㸫㸲 ࢃࡔタෆ◊ಟ
  ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙ ᡤ㸸ࢃࡔ
   ཧຍ⪅㸸ࢃࡔ⫋ဨ ᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸タࡀẕᏊ࡛ࡁࡿࡇ
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡼࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ㊶ࡢࡩࡾ
㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞
ࡗࡓࠋ

  ղ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥㸦Ỉ㸧
   ሙ ᡤ㸸ࢃࡔ
   ཧຍ⪅㸸ࢃࡔ⫋ဨ ᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸タࡀẕᏊ࡛ࡁࡿࡇ
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡼࡿ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾ
ࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗ
ࡓࠋ

  ճ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
   ሙ ᡤ㸸ࢃࡔ
   ཧຍ⪅㸸ࢃࡔ⫋ဨ ᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸タࡀẕᏊ࡛ࡁࡿࡇ
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡼࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ㊶ࡢࡩࡾ
㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞
ࡗࡓࠋ
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  մ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
   ሙ ᡤ㸸ࢃࡔ
   ཧຍ⪅㸸ࢃࡔ⫋ဨ ᮾὒᏛ
   ࢸ࣮࣐㸸タࡀẕᏊ࡛ࡁࡿࡇ
   ᡂ ᯝ㸸ㅮᖌࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡼࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᨭ⪅ࡀࠊᐇ㊶ࡢࡩࡾ
㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞
ࡗࡓࠋ

㸦㸧㸫 ⏕άᨭㄢ⫋ဨྥࡅ⏕άᨭㄢෆ◊ಟ 
  ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
   ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ
   ཧຍ⪅㸸⏕άᨭㄢ⫋ဨ  ྡ ᗣ࡙ࡃࡾㄢ⫋ဨ  ྡ
   ࢸ࣮࣐㸸ᇶᮏⓗ㠃᥋ᢏ⾡࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
   ᡂ ᯝ㸸㠃᥋ᢏ⾡ࡢᇶᮏࡢ☜ㄆࡋࡘࡘࠊ⏝⪅⌮ゎࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆ⾜࡞࠸ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚⏝⪅ࡢࠕᙉࡳࠖࢆព㆑ࡋ
࡚ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ⾜ࡗࡓࠋ

  ղ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
   ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ
   ཧຍ⪅㸸⏕άᨭㄢ⫋ဨ  ྡ ᡤ⫋ဨ  ྡ ᗣ࡙ࡃࡾㄢ⫋ဨ  ྡ
   ࢸ࣮࣐㸸ᇶᮏⓗ㠃᥋ᢏ⾡࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
   ᡂ ᯝ㸸㠃᥋ᢏ⾡ࡢᇶᮏࡢ☜ㄆࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࣡
࣮ࢡࢆ㏻ࡌ࡚⏝⪅ࡢࠕᙉࡳࠖࢆព㆑ࡋ࡚ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇࢆᏛࢇࡔࠋ


㸱㸵㹉 ගᕷ࡛ࡢάືሗ࿌㸨
ගᕷ࡛ࡣᏊࡶࡢⓎ㐩ࡢಖ㞀ࢆࠊᕷẸࡢ⏕ᾭࢃࡓࡿ⮬ᚊⓗ࡛ᑛ㔜ࡉࢀࡓ⏕άࡢᇶ♏ᤊ࠼ࠊ
ஙᗂඣᮇࡢಖ⫱ࡢ㉁ࡘ࠸᳨࡚ウࠊ㉁ࡢྥୖࢆࡡࡽ࠸ࡋࡓᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
㸦㸧ໟᣓᨭࢫ࢟ࣝࡢಟᚓࡢࡓࡵࡢ◊ಟ
ձᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࢸ࣮࣐㸸ಖ⫱ࡢཎ⌮࣭㓄៖ࢆせࡍࡿᏊぶࡢᑐᛂ
ㅮ ᖌ㸸ᮾෆி୍ࠊᑠᕝᬗ
ᑐ ㇟㸸ࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺဨ㸦 ྡ⛬ᗘ㸧
◊ಟ┠ⓗ㸸ᏊࡶᏊ⫱࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ࠊගᕷ࡛ࡢᙺࢆ▱ࡿࠋ
ᡂᯝ࣭ㄢ㢟㸸ᕷẸࢆ⫱࡚ࡿ୍➃ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢពḧࡢ㧗ࡲࡾࢆឤࡌࡓࠋලయⓗ࡞ᅔ㞴
ࡢ᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ
ղᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࢸ࣮࣐㸸ᏊࡶᏊ⫱࡚ᨭᨻ⟇ࠕගᕷ∧ࢿ࢘࣎ࣛࠖ࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢᙺ㉁
ㅮ ᖌ㸸ᮾෆி୍ࠊᑠᕝᬗ
ᑐ ㇟㸸ಖ⫱ᡤࡢಖ⫱⪅ࠊ㐠Ⴀ⪅㸦 ྡ⛬ᗘ㸧
◊ಟ┠ⓗ㸸ගᕷ∧ࢿ࢘࣎ࣛ࠾ࡅࡿಖ⫱ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇࢆ⌮ゎࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿពḧ᪉ἲࢆಟ
ᚓࡍࡿࠋ
ᡂᯝ࣭ㄢ㢟㸸ಖ⫱ࡀබⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊලయⓗ࡞ಖ⫱ࡢ᪉ἲࢆࡼࡾ῝ࡃ
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▱ࡾࡓ࠸࠸࠺ពḧࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊಖㆤ⪅ᨭࡲࡽࡎࠊᆅᇦ࡛ࡢᏊ⫱
࡚ᨭࢆᐇࡍࡿព⩏ࢆぢฟࡋࡓ࠸࠺ឤࡀከࡗࡓࠋࡋࡋࠊලయⓗ࡞᪉ἲ
ࡢゝཬࡣ⮳ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ճᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࢸ࣮࣐㸸ᏊࡶᏊ⫱࡚ᨭᨻ⟇ࠕගᕷ∧ࢿ࢘࣎ࣛࠖࡢᶵ⬟
ㅮ ᖌ㸸ᮾෆி୍ࠊᑠᕝᬗ
ᑐ ㇟㸸ගᕷᐙᗞⓗಖ⫱⪅➼ࠊಖᖌ㸦 ྡ⛬ᗘ㸧
┠ ⓗ㸸ಖ⫱ኈࡢ㈨᱁ࡀ࡞࠸ᨭ⪅ࡀᏊ⫱࡚ᨭࢆᏛࡪࠋ

㸦㸧බ❧ಖ⫱ᡤࡢಖ⫱ෆᐜࡢぢ┤ࡋࡢᨭ
ձᐇᅬ㸦ࢡࣛࢫ㸧㸸ࡋࡽࡇಖ⫱ᅬ㸦 ṓඣࢡࣛࢫ㸧
ᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ෆ ᐜ㸸㣗ࡘ࠸࡚㸦㣗ලࡢぢ┤ࡋࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㸧ࠊᏊࡶࡢⓎ㐩ྜࡗࡓ࠾ࡶࡕࡷࡘ࠸
    ࡚㸦タᐃࡀᏊࡶࡢⓎ㐩ࡼࡾపᖺ㱋࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊⓎ㐩࠶ࡗࡓ࠾ࡶࡕࡷࡢኚ᭦ࢆ
ᥦࡋࡓ㸧ࠊぶᨭࡘ࠸࡚㸦Ꮚࡶ㐣ࡈࡉ࡞࠸ぶࡘ࠸࡚ࠊぶࢆࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ
ࡓ࠺࠼࡛ᏊࡶࡢⓎ㐩ࢆಖ㞀ࡍࡿᨭࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿࡇࢆᥦࡋࡓ㸧ࠋ
 ղᐇᅬ㸸ࡳ࡞ࡳಖ⫱ᅬ㸦 ṓඣࢡࣛࢫ㸧
ᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ෆ ᐜ㸸እᅜ⡠ࡢᐙᗞࡢᨭࡘ࠸࡚㸦ᏊࡶࡢⓎ㐩ಖ㞀ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊໟᣓᨭ
ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡘ࡞࠸ࡔ㸧
ᏊࡶࡢⓎ㐩ಖ㞀ࡀᐇ⌧ࡍࡿಖ⫱ᐊࡢ⎔ቃࡘ࠸࡚㸦ឤࢆ࠺άືࡀࠊᏊࡶࡢ㑅
ᢥࡢࡶ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ᩚ࠼ࡿࡇࢆᥦࡋࡓࠋಖㆤⓗ࡞ࢃࡾࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡢ
࡛ࠊぢᏲࡾ᪉ࡸᐤࡾῧ࠸᪉ࡘ࠸࡚࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࡋࡓ㸧

㸦㸧ಖ⫱ࡢ㉁ࡢᣦᶆ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
  Ẹ㛫ࡢಖ⫱ᡤࡀቑ࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿගᕷ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖ⫱ᅬࡀ⤒Ⴀഃࡢ౯್࡛ಖ⫱ࡀᒎ㛤
ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇࡢᑐ⟇ࡀᛴࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ໟᣓᨭࡢ࡞ࡢಖ⫱ࡸᏊ⫱࡚ᨭࠊಖ⫱ࡢ┠ⓗ㉁ࡢᣦᶆ࡙ࡃࡾࠊࡑࢀࢆᾐ㏱ࡉࡏᐇ
㊶ࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡀጞࡲࡗࡓࠋࡲࡎࡣබ❧ಖ⫱ᡤ࡛ࡢヨ⾜ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳᴗ
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊᕷෆయࡢከᵝ࡞㐠Ⴀᙧែࡢಖ⫱タࡢࡼ࠺ᗈࡆࡿࡢ࠸࠺ࡇࡣ
ḟᖺᗘ௨㝆ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸶㹉 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶᏊ⫱࡚ୡᖏࡢᆅᇦ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸨
㸦㸧⿕⅏⮬యࡢᏊࡶࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᒎ㛤ࡢ◊✲༠ຊ
  ձᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽ㸴ᖺᏊࡶࡓࡕࡣ̿ᐑᇛ┴ࡽࡢⓎಙ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
  ሙ ᡤ㸸ྎ࣮ࣞࣥ࣎ࣁ࢘ࢫ
  ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ  ྡ ᐑᇛ┴㆟㆟ဨ  ேࠊ┴㛵㐃⫋ဨᩘྡࠊᕷẸ㹌㹎㹍 ே
  ෆ ᐜ㸸࠶ࡋ࡞ࡀ⫱ⱥࡀ㟈⅏㑇ඣ࣭Ꮩඣࡢࡓࡵ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿྎ࣮ࣞࣥ࣎ࣁ࢘ࢫ࡛ࠊᐑ
ᇛ┴㆟ࡇࡶᨻ⟇◊✲ඹദ࡛ࠊ⿕⅏ᆅࡢᏊࡶᨭࡘ࠸࡚ࠊ⿕⅏ࡋࡓⱝ⪅
ࡓࡕࡢཧຍࡼࡿᚋࡢ⯆ᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ពぢࡋࡓࠋ᳃⏣᫂⨾◊✲
ဨࡀࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆࡋࠊΎỈᶞᐈဨ◊✲ဨࡀ◊✲ࡢᡂᯝࡢሗ࿌ࢆࡋࡓࠋ
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  ղ➨㸴ᅇᏊࡶࡓࡕ୍⥴⪃࠼ࡿ⿕⅏ᆅࡢ⯆ᨭࡢඹദ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㹼  
 ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛⓑᒣᰯ⯋ ྕ㤋  ᩍᐊ
  ཧຍ⪅㸸ᮾ⿕⅏ᆅࡽࡢ㧗ᰯ⏕  ேࠊⱝ⪅  ேࠊᮾὒᏛ⏕  ேࠊ୍⯡  ே
  య㐍⾜㸸᳃⏣ࠊࣇࢩࣜࢸ࣮ࢺᙺࡋ࡚ΎỈࠊᯘࡀཧຍ
  ෆ ᐜ㸸⿕⅏ࡋࡓⱝ⪅ࡓࡕࡀࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊヰࢆ⫈࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇࠊ
ヰࡍሙࡢษࡉࠊಶேⓗ࡞య㦂ࢆ♫ࡍࡿࡇࡢ౯್Ẽࡁࠊࡑࡢࡇࢆᗈሗࡍ
ࡿࡇࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ճ➨㸯㸴ᅇᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚࡶᨭពぢࡢᚋ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧 㹼  
  ሙ ᡤ㸸⾗㆟㝔➨  ㆟ဨ㤋㸯㹄ከ┠ⓗ㆟ᐊ
  ཧຍ⪅㸸⿕⅏ᆅࡽࡢ㧗ᰯ⏕  ேࠊⱝ⪅  ேࠊᮾὒᏛ⏕  ேࠊ୍⯡  ேࠊᅜ㆟ဨ  ேࠊ
ཌປ┬ࠊᩥ⛉┬ࠊෆ㛶ᗓࠊ⯆ᗇ  ே
  ᡂ ᯝ㸸⿕⅏ࡋࡓⱝ⪅ࡓࡕࡀࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡢ࢝ࣇ࢙ࡢ㛤ദࠊ
⿕⅏ᆅヰࢆ⫈࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇࠊヰࡍሙࡢษࡉࠊಶேⓗ࡞య㦂ࢆ♫ࡍࡿࡇࡢ౯
್Ẽࡁࠊࡑࡢࡇࢆᗈሗࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡋࡓࠋ

㸦㸧⚟ᓥ┴ᘚㆤኈࠊ᪥ᮏᘚㆤኈ  ᖺᗘᏊࡶࡢᶒ࣭ᅜ࣋ࣥࢺࠕᏊࡶࡢ㈋ᅔࢆ⪃
࠼ࡿࠖሗ࿌ཧຍࠊ㐠Ⴀࡢ༠ຊ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸㒆ᒣᕷປാ⚟♴㤋  㝵࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ  ྡࠊᅜ㛵ಀ⪅  ே
ෆ ᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏛ⩦ᨭࡸࠊᆅᇦ࡛ࡢᏊࡶࡢᒃሙᡤάືྲྀࡾ⤌ࡴேࡢཧຍࡀ࠶ࡾࠊ
ὶࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㒊࡛ࡢሗ࿌ࡸ㐠Ⴀࡢ༠ຊࠊሗ㞟ពぢࢆࡋࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸱㸷㹉 ୡ⏣㇂༊ࡢඹྠ◊✲㸨
㸦㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢᣑయ
ẕᏊᐙᗞ⮬❧ᨭᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᙜ⪅యࡢᨭࡀኚ࠼ࡿࡦࡾぶࡢࡃ
ࡽࡋࠖ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ἑࢱ࣮࢘ࣥ࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊㸦⏕άᨭㄢ⏕άಖㆤᢸᙜ࠾ࡼࡧᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᗣ࡙ࡃࡾㄢࠊᏊ
ࡶᐙᗞㄢ㸧
ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࠊࢼ࣑࣮࣒࢜࣍ࠊୡ⏣㇂༊♫⚟♴༠㆟ࠊୡ⏣㇂Ꮚ⫱࡚ࢿࢵࢺࠊᮾ
ὒᏛ
ෆ ᐜ㸸ẕᏊ⏕άᨭタࠊ⏕άಖㆤᢸᙜࠊᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢሗ࿌ࠊୡ
⏣㇂༊࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⤌ࡳ࠾ࡼࡧࡑࡢ୰࡛ࡢࡦࡾぶᨭࡢ
⌧≧ࢆሗ࿌ࠊ◊ಟࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⤌ࡳ᪉ࡘ࠸࡚ᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢሗ࿌
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
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㸦㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ྥࡅࡓ᳨ウ
ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸ẕᏊᐙᗞᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ

ղ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸ẕᏊᐙᗞᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ

ճ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ
ෆ ᐜ㸸㐍⾜≧ἣࡢඹ᭷ࠊ
ࠕᕷẸຊࢆࡘࡅࡿࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻୡ⏣㇂༊ࡢᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ
᳨ウࠋᚋࡢ◊✲ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊẕᏊ⏕άᨭタ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟ᨭ
ᶵ㛵ࢆᩚ⌮ࡋࠊᆅᇦ࡛ࡣࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࡘ࠸࡚ពぢࢆ⾜࠸ࠊ᳨ウࡍࡿ
ࡇࡋࡓࠋ
  
  մ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ  
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ಀ㛗࣭ᮾὒᏛࡢពぢ

յ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㸭㸧ෆᐜࡢ᳨ウ

ն㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㸭㸧ෆᐜࡢ᳨ウ
շ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㸭㸧ෆᐜࡢ᳨ウ

ո㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ 
ෆ ᐜ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㸭㸧ࡢࡩࡾ࠼ࡾሗ࿌᭩సᡂྥࡅ࡚
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㸦㸧ᐇ㊶᳨ウ
ձᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮࣭⏕άಖㆤᢸᙜ⪅㆟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ⅲᒣᨭᡤ
ཧຍ⪅㸸ୡ⏣㇂༊ ᮾὒᏛ
ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ᢸᙜ⪅ࠊ⏕άᨭㄢࡢᆅ༊ᢸᙜ⪅ࡢኚ᭦క࠺ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ㊃᪨ㄝ᫂࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢㄝ᫂

  ղ⏕άಖㆤᢸᙜ⪅ࡼࡿࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋࡓᙜ⪅ࡢ㠃᥋ᐇ࠾ࡼࡧ⫋ဨࡢពぢ
ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㸦᭶㸧 㠃᥋ᐇ
ᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᙜ⪅⮬Ꮿ࡚㠃᥋ᐇ ୖ⏣㸦ᮾὒᏛ㸧ࡶྠ⾜
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧 ᙜ⪅⮬Ꮿ࡚㠃᥋ᐇ ୖ⏣㸦ᮾὒᏛ㸧ࡶྠ⾜
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᙜ⪅⮬Ꮿ࡚㠃᥋ᐇ ୖ⏣㸦ᮾὒᏛ㸧ࡶྠ⾜

ճ⏕άಖㆤཷ⤥⪅ࡢಶูࣄࣜࣥࢢ
 
մẕᏊ⏕άᨭタ㸦ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ㸧࠾ࡅࡿᐇ㊶᳨ウ࠾ࡼࡧࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ   
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࡢ⫋ဨ
ෆ ᐜ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࡢ㏥ᡤ⪅㛵ࡍࡿ⫋ဨࣄࣜࣥࢢ

㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ    
ཧຍ⪅㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑࡢ⫋ဨࠊᮾὒᏛ
ෆ ᐜ㸸タ㏥ᡤ⪅㛵ࡍࡿࣄࣜࣥࢢ

յࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ࣭ࣙࣥ◊ಟ㛤ദ
㛤ദ᪥ ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇᐇ㸦 ᭶࣭ ᭶࣭ ᭶࣭ ᭶࣭ ᭶࣭ ᭶㸧 
ሙ ᡤ㸸ࣃ࣓ࣝࢰࣥୖἑ ཧຍ⪅㸸ࣂ࣓ࣝࢰࣥୖἑ⫋ဨ 

㸦㸧◊ಟ
ձୡ⏣㇂༊ᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ ࢫࢸࢵࣉ㸯ᇶ♏◊ಟ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮͆ࡽࡽࡍ͇
ཧຍ⪅㸸 ྡ ཷㅮ⪅  ྡࠊୡ⏣㇂༊  ྡࠊࣘࢽࢵࢺㅮᖌ  ྡ 

ෆ ᐜ㸸
ࠕᏊࡶ࣭ᐙᗞࡢ⌧≧ࢆ⌮ゎࡋࠊᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭࡢᢏἲࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠖ
ࡇࢆ┠ⓗࠊึ⣭⪅ྥࡅ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ┦ㄯᨭࢆᢸ࠺ᨭ⪅ࡀ⌮ㄽᇶ࡙ࡃ
ᇶ♏ⓗᢏἲࢆ⩦ᚓࡍࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ
    
ղୡ⏣㇂༊ᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ ࢫࢸࢵࣉ  ᳨ウ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮͆ࡽࡽࡍ͇
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ཧຍ⪅㸸 ྡ ཷㅮ⪅  ྡࠊୡ⏣㇂༊  ྡࠊࣘࢽࢵࢺㅮᖌ  ྡ 
ෆ ᐜ㸸
ࠕࢆ⏝࠸࡚ࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⪃࠼᪉ࢆࡶࡋࡓᙜ⪅యࡢᐙᗞᨭ
ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠖࡇࢆ┠ⓗࠊ୰⣭⪅ྥࡅࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ┦ㄯᨭࢆᢸ࠺
ᨭ⪅ࡀࠊᐇ㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚⏝⪅యࡢᨭࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗ
ࡓࠋ
    
ճୡ⏣㇂༊ᙜ⪅యࡢ┦ㄯᨭ◊ಟ ࢫࢸࢵࣉ  ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮͆ࡽࡽࡍ͇
ཧຍ⪅㸸 ྡ ཷㅮ⪅  ྡࠊୡ⏣㇂༊  ྡࠊࣘࢽࢵࢺㅮᖌ  ྡ 
ෆ ᐜ㸸
ࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⌧ሙ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆ᳨
ウࡍࡿࠖࢆ┠ⓗࠊୖ⣭⪅ྥࡅࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ┦ㄯᨭࢆᢸ࠺ᨭ⪅ࢆᨭ࠼
ࡿேᮦ⫱ᡂࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ

մୡ⏣㇂༊ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢ◊ಟ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧   ศ㹼   ศ
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ
ཧຍ⪅㸸 ྡ㸦ཷㅮ⪅  ྡࠊୡ⏣㇂༊  ྡࠊࣘࢽࢵࢺㅮᖌ  ྡ㸧
ෆ ᐜ㸸
ࠕᙜ⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢ㹼ඹឤⓗ⌮ゎ㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ
࡚⏕άಖㆤᢸᙜ⪅ࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ᙜ⪅యࡢᨭ
ࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ
    
    յୡ⏣㇂༊ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ⏕άᨭㄢ◊ಟ
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧   ศ㹼   ศ
ሙ ᡤ㸸ୡ⏣㇂༊ⅲᒣ⥲ྜᨭᡤ
ཧຍ⪅㸸 ྡ㸦ཷㅮ⪅  ྡࠊୡ⏣㇂༊  ྡࠊࣘࢽࢵࢺㅮᖌ  ྡ㸧
ෆ ᐜ㸸
ࠕᙜ⪅యࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࣉࣛࣥࢽࣥࢢ㹼ඹឤⓗ⌮ゎ㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ
࡚⏕άಖㆤᢸᙜ⪅ࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㊶ࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ᙜ⪅యࡢᨭࡘ࠸
࡚ࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ

㸲㸮㹉 ගᕷ࡛ࡢάືሗ࿌㸨
㸦㸯㸧ໟᣓᨭࢫ࢟ࣝࡢಟᚓࡢࡓࡵࡢ◊ಟ
ձ㐃⥆ࢫࢸࢵࣉࢵࣉ◊ಟ㸦ಖ⫱ಖ⫱ᡤࠊྛ  ྡࡲ࡛  ྡ㸧
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ሙ ᡤ㸸ගᕷᙺᡤࠊබẸ㤋 
ཧຍ⪅㸸 ྡ

ෆ ᐜ㸸ᏊࡶᏊ⫱࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ࠊගᕷ࡛ࡢᙺࢆ▱ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ
ಖ⫱ᅬ࡛ࡢᕠᅇࡼࡿᣦᑟࡽᚓࡓࡶࡢࡽᏊ⫱࡚ᨭࡢ୍➃ࢆᢸ࠺ࡇࡢㄆ㆑ࡀ
⏕ࡌጞࡵࡓࠋ

  ߈ࣇ࣑࣮ࣜࢧ࣏࣮ࢺ◊ಟ
  㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ 
ሙ ᡤ㸸ගᕷᙺᡤ
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ཧຍ⪅㸸 ྡ
ෆ ᐜ㸸ᐙᗞࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡇࢆㄆ㆑ࡋࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ᑓ㛛ᶵ㛵ሗ࿌ࡸ
┦ㄯࢆࡍࡿࡇࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸦㸰㸧ಖ⫱ᡤࡢಖ⫱ෆᐜࡢぢ┤ࡋࡢᨭ
 㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
  ሙ ᡤ㸸ࡋࡽࡇಖ⫱ᅬ㸦 ṓඣࢡࣛࢫ㸧ࠊࡳ࡞ࡳಖ⫱ᅬ㸦 ṓඣࢡࣛࢫ㸧
ࠊࣉ࣒ࣛࢫࢱ࣮ಖ⫱
ᅬ㸦ࠊ ṓඣࢡࣛࢫ㸧
  ෆ ᐜ㸸ಖ⫱ࡢィ⏬ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࠊಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࡢᨵᐃక࠸ࠊಖ⫱ࡢィ⏬ࡢぢ┤ࡋ
ᐇ㊶ࡢ㐺ṇࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋぶᨭࡘ࠸࡚ࠊᏊࡶ㐣ࡈࡉ࡞࠸ぶࡘ࠸࡚ࠊ
ぶࢆࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࡓ࠺࠼࡛ᏊࡶࡢⓎ㐩ࢆಖ㞀ࡍࡿᨭࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿࡇࢆ
ᥦࡋࡓࠋᏊࡶࡢⓎ㐩ಖ㞀ࡀᐇ⌧ࡍࡿ⎔ቃࡘ࠸࡚ࠊឤࢆ࠺άືࡀࠊᏊࡶࡢ
㑅ᢥࡢࡶ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ᩚ࠼ࡿࡇࢆᥦࡋࡓࠋࡲࡓ⾜ࡢ┠ⓗࡢ㐺ṇぶࡽࡢ
ྜពࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ

㸲㸯㹉 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡢᏊࡶᏊ⫱࡚ୡᖏࡢᆅᇦ⮬❧ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸨
㸦㸧ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ᨭ◊✲ ➨  ᅇ┠
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸ྎ࣮ࣞࣥ࣎ࣁ࢘ࢫ
ཧຍ⪅㸸ᮾ㛵ಀ⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸⿕⅏ᆅ࡛ '9 ࡸᚅ௳ᩘࡀከࡃࠊ㛗ᮇⓗ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆඹ᭷ࡋࠊᚋ
ࡢ◊✲ᐇ㊶ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸦㸧ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ᨭ◊✲ ➨  ᅇ┠
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 㹼 
ሙ ᡤ㸸ྎ࣮ࣞࣥ࣎ࣁ࢘ࢫ
ཧຍ⪅㸸ᮾ㛵ಀ⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸 ᖺ┠ࢆ㏄࠼࡚ࠊ୍ᒙ㟈⅏ࡽࡢ⯆ᨭࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᚋ⥅⥆ࡋ
࡚ᨭάືࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸧ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
  ձᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽ  ᖺ Ꮚࡶࡓࡕࡣ ᐑᇛ┴ࡽࡢⓎಙ㸰
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸ྎ࣮ࣞࣥ࣎ࣁ࢘ࢫ
ཧຍ⪅㸸ᮾ㛵ಀ⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⿕⅏ᆅࡢᏊࡶࡢᚰࡢၥ㢟⢭⚄⛉་ࡋ࡚➨୍⥺࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡇ
ࡽࢀࡓᮏ㛫་ᖌࡢㅮ₇ࠊ༡୕㝣⏫ฟ㌟ࡢⱝ⪅ࡓࡕࡢሗ࿌ࢆཷࡅ࡚ᨭ㛵ࢃࡿࡶࡢ
ࡀࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚㆟ㄽࢆࡋࡓࠋ
  
  ߈ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚࡶ࣭ⱝ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮㛤ᡤᘧ 
̿㟈⅏ᚋࡢᏊࡶ࣭ⱝ⪅ᚲせ࡞ᨭࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ̿
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧   ศ㹼 


䠄ᵝᘧ 2䠅
ἲே␒ྕ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖␒ྕ

131070
S1391006

ሙ ᡤ㸸ྎ࣮ࣞࣥ࣎ࣁ࢘ࢫ
ཧຍ⪅㸸ᮾ㛵ಀ⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢⓎ⅏ࡽ  ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿᮇࡣࠊ⤌⧊ⓗ࡞ᨭ⪅ࡢ᧔㏥⿕⅏
ᑠ  ࡢᏊࡶࡓࡕࡀࠊ㧗ᰯࢆ༞ᴗࡋ࡚⿕⅏ᆅࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡞ࡿᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⥅⥆
ⓗ࡞ᨭࢆᕷẸᑓ㛛ᐙࡀඹྠࡋ࡚⾜࠺⤌⧊άືࡢᯟ⤌ࡳࢆసࡾୖࡆࡿࡇ㈉
⊩ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ճ➨  ᅇ ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮚࡶᨭពぢ
̿㟈⅏ࡽ  ᖺᏊࡶࡓࡕ⪃࠼ࡿ⥅⥆ⓗ࡞ពぢ̿
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ሙ ᡤ㸸⾗㆟㝔➨୍㆟ဨ㤋 ) ከ┠ⓗ࣮࣍ࣝ
ཧຍ⪅㸸ᮾ㛵ಀ⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸ⱝ⪅ࡢཧຍࠊពぢ⾲᫂ࠊ㛗ᮇᨭࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ᅜ㆟ဨࠊ㛵ಀ┬ᗇ⫋ဨఏ࠼
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸲㸰㹉 Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙ࡢᐇ㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸨
ձ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸᪩✄⏣Ꮫᡞᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫᩥᏛ㒊  ྕ㤋  ㆟ᐊ
ཧຍ⪅㸸Ꮚࡶᨭ⪅ࠊ◊✲⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙㛵ࡍࡿ᪥ᮏሗ࿌᭩ࡀ  ᭶ᅜ㐃Ꮚࡶࡢᶒጤဨᥦฟࡉࢀࠊ
ࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊඹ᭷ࡋࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡋ࡚ࠊᚋࡢ㹌㹅㹍࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ
ࢃࡿࡇࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡸ⚟♴ၥձ㢟ࡘ࠸࡚ᢸᙜࡋ࡚࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃࡇࢆỴࡵ
ࡓࠋ
߈㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸Ꮚࡶᨭ⪅ࠊ◊✲⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙㛵ࡍࡿ᪥ᮏሗ࿌᭩ࡢ㹌㹅㹍࣏࣮ࣞࢺᥦฟࢃࡿࡇࢆᕼ
ᮃࡍࡿᅋయࡀ㞟ࡲࡾࠊᙺศᢸᙇෆᐜࢆඹ᭷ࡋࡓࠋᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡋ࡚ࠊᮾ᪥ᮏ
㟈⅏ࡸ⚟♴ၥ㢟ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡋࡓࠋ

 ճ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧   ศ㹼 
ሙ ᡤ㸸ᮾὒᏛ
ཧຍ⪅㸸Ꮚࡶᨭ⪅ࠊ◊✲⪅ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ⪅
ෆ ᐜ㸸ᅜ㐃Ꮚࡶࡢᶒጤဨᥦฟࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡋࠊ㏣ຍሗࡋ࡚ⱥᩥ࡛ᥦฟ
ࡍࡿヲ⣽࡞ෆᐜࢆඹ᭷ࡋࡓࠋᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡋ࡚ࢃࡿࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊ㏣ຍ
ሗࢆᥦฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶㛤ദணᐃࡢ᪥ᮏሗ࿌ࡢ๓ᑂᰝ᳃⏣ࢆὴ㐵ࡍࡿࡇ
ࡀᢎㄆࡉࢀࡓࠋ

 մ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᅜ㐃࣭Ꮚࡶࡢᶒጤဨࠊ➨  ᮇࠊᮇ๓సᴗ㒊㸦 ᖺ  ᭶
 ᪥㹼 ᪥㸧
ሙ ᡤ㸸ࢪࣗࢿ࣮ࣈᅜ㐃ᮏ㒊
ཧຍ⪅㸸᳃⏣᫂⨾
ෆ ᐜ㸸ᅜ㐃Ꮚࡶࡢᶒጤဨࡀ  ᭶ᐇࡍࡿ᪥ᮏᨻᗓሗ࿌➨ ࣭ ᅇᑂᰝྥࡅࡓ๓
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ᑂᰝཧຍࡋࠊ᪥ᮏࡢᏊࡶࡢᶒࡢලయ࡛ࡾࢃࡅࡅ࡚࠸ࡿᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢሗ
࿌ࡘ࠸࡚ᥦゝࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

䠐㻌 ྛ✀ㄪᰝ㻌
㻌
䛆㧗㱋䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㻌
㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸦㸧㔞ⓗㄪᰝ
㸯㹊 ࠕᮾி㒔 㧗㱋⪅➼ࡢぢᏲࡾᑐࡍࡿᨭ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠖ
  㒔ෆࡢᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᅾᏯㆤᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊࢩࣝࣂ࣮␒ࢆᑐ㇟ᐇࠋ㔝㷂⍞
ᶞ 5$ ࡀㄪᰝࡢᐇ࣭ศᯒࢆᢸᙜࡋࡓࠋ
  ⤖ᯝ㸦㏿ሗ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㹊 ࠕㆤ⪅ࡢࡼࡿᨭ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠖ
  ㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊㆤ⪅ࢆᨭࡍࡿ 132 ἲேㆤ⪅ࢧ࣏࣮ࢺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢭࣥࢱ࣮࣭ࣛࢪࣥࡀ
ദࡍࡿࠕㆤ⪅ࡢࠖࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦㤳㒔ᅪ୰ᚰࡢࠕㆤ⪅ࡢࠖࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵࡢࡶࡢ㸧
Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ  ࡢࠕㆤ⪅ࡢࠖࡢ୰ࠊチྍࡀᚓࡽࢀࡓ  ࡢࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡿࠋᑺ୍႐ 5$
ࡀㄪᰝࡢᐇ࣭ศᯒࢆᢸᙜࡋࡓࠋ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ  ྕᥖ㍕ࠋ


㸦㸧ࣄࣜࣥࢢ
㸱㹊 ⍆ᖹ⏫♫⚟♴༠㆟
  ఫẸࢆᇶ┙ࡋࡓᆅᇦ⚟♴ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ㞀ᐖ⪅ࡢసᴗᡤࡢάື㎰༠ࠊ
ၟᕤࠊᆅሙ⏘ᴗ㐃ᦠࡋࡓ〇ရ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࠊᅜⓗ㧗࠸ホ౯ࢆฟ࡚࠸ࡿ⍆ᖹ
⏫♫⚟♴༠㆟ࡢࣄࣜࣥࢢࠊ࠾ࡼࡧ㛵㐃ᴗ➼ࡢぢᏛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
  ᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧 

㸲㹊 ࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮
  ఫẸ┦ࡢᨭάື࡛࠶ࡿࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ᴗࡘ࠸࡚ࠊㆤᆺ࣭⫱ඣᆺ
᪉ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ➼ࡢࣄࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
  ᐇ᪥࣭ゼၥඛ
  ᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥㸦᭶㸧᪫ᕝᕷࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ 
          ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㫽ྲྀᕷࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮
          ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧୰ὠᕝᕷࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮

㸳㹊 㡑ᅜࡢ࣎ࣛࣥࢸᴫἣ➼㛵ࡍࡿࣄࣜࣥࢢ
  ᳥ᒣዪᏛᅬᏛࡢᰴᮏ༓㭯ᩍᤵࠊ㡑ᅜࡢ࣎ࣛࣥࢸάື➼ࡘ࠸࡚࠾ヰࢆఛࡗࡓࠋ
   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧

㸴㹊 እᅜேఫẸࡢᆅᇦ⏕άᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝ
  እᅜேఫẸࡢᆅᇦ⏕άᨭࡘ࠸࡚ࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࢆ୰ᚰࡍࡿእᅜேࡢ㞟ఫᆅᇦ࡛࠶
ࡿ୧ᕷ࡛ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
   ᐇ᪥࣭ゼၥඛ
   ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᯇᕷ⏬ㄪᩚ㒊ᅜ㝿ㄢ
   ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥㸦㔠㸧 බ┈㈈ᅋἲேࡼ࡞ᅜ㝿ὶ༠

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸵㹊 ࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿㄪᰝ
ᐇᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
ᢸ ᙜ㸸ᑠ᳚భ⣖◊✲ᨭ⪅
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ᴫ せ㸸ఫẸࡼࡿ┦ຓάື࡛࠶ࡿࣇ࣑࣮࣭ࣜࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ᴗࡘ࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅࣭
Ꮚࡶᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢほⅬࡽࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋேཱྀ  ே௨ୖࡢ⮬య㸦ᮾ 
┴㝖ࡃ㸧タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ  ᡤࡢ⫱ඣᆺࡢࢭࣥࢱ࣮ࠊᅜ  ᡤࡢㆤᆺࡢࢭࣥࢱ࣮㸦࠺
ࡕ  ⟠ᡤ⫱ඣᆺࡶᐇ㸧ࠊィ  ᡤ㓄ᕸࡋࡓࠋᅇ⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸶㹊 ᯈᶫ༊⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭἲ㛵ࡍࡿᑐ㇟⪅ࡢ⏕άᐇែㄪᰝ࣭◊✲
ᐇᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᭶
ᢸ ᙜ㸸ᒣᮏ⨾㤶◊✲ဨ
ᴫ せ㸸㸺ㄪᰝᑐ㇟⪅㸼
㸿㸬ᯈᶫ༊ࠕ⿕ಖㆤ⪅ᒃఫᏳᐃᨭᴗࠖ⏝⪅
ᮏᴗࡣࠊ㹌㹎㹍ἲேࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ ᮾி࢜ࣞࣥࢴࡀཷクࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏝⪅⣙  ྡࡢ୰ࡽࠊࠕᛶูࠖ
࣭
ࠕᖺ㱋࣭ࠖ
ࠕᙜヱᴗ⏝ᖺᩘ࡛ࠖ㢮ᆺࡋࠊ ྡࢆᢳฟࡋࡓࠋ
㹀㸬ᯈᶫ༊ࠕఫᏯ⤥ᨭᴗࠖ⏝⪅
㹀ࡘ࠸࡚ࡣ㠀⏕άಖㆤཷ⤥⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ༊ࡀ┤᥋ㄪᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜࠸ࠊ㸱ྡࡽ༠ຊࢆᚓࡓࠋ
㸺ㄪᰝ᪉ἲ㸼
 ㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸ࡓ༙ᵓ㐀㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸷㹊 132 ἲேᕷᕝ࢞ࣥࣂࡢ⏝⪅⏕άᐇែㄪᰝ
ᐇᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᭶
ᢸ ᙜ㸸ᒣᮏ⨾㤶◊✲ဨ
ᴫ せ㸸
ࠕᕷᕝ࢞ࣥࣂࡢࠖ⏝⪅㸦 ྡ㸧ᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇࠋㄪᰝ᪉ἲࡘ࠸࡚
ࡣࠊୖグࡢᯈᶫ༊ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊㄪᰝࡢᐇሙᡤࡣࠊ࢞ࣥࣂࡢົᡤ࠾࠸࡚
ᐇࡍࡿࠋ

㸯㸮㹊 ᩥி༊㥖㎸ᆅ༊࠾ࡅࡿぢᏲࡾࢧ࣏࣮ࢱ࣮ㄪᰝ
  ᐇᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᭶
  ᢸ ᙜ㸸ᑠᯘⰋ◊✲ဨ
  ᴫ せ㸸ぢᏲࡾࢧ࣏࣮ࢱ࣮ ྡࢆᑐ㇟άື≧ἣㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊぢᏲࡾάືࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࡢሗ
࿌᭩ࢆసᡂࡋࡓࠋࡑࡢ࡞࡛ࠊぢᏲࡾάືࡢᅔ㞴࡞Ⅼࡋ࡚ࠊぢᏲࡾᑐ㇟⪅ࡢ㛵ಀ࡙
ࡃࡾࡀ࠶ࡾࠊゼၥ㛫ࠊゼၥ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㓄៖ࡢᚲせᛶ࡞ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

㸯㸯㹊 ㆤ⤊ᚋࠊㆤ⪅ࡢ⥅⥆ཧຍࡋ࡚࠸ࡿேࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ
  ᐇᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
  ᢸ ᙜ㸸ᑺ୍႐ 5$
  ᴫ せ㸸ㆤ⪅ࡗ࡚ㆤ⪅ࡢࡀᣢࡘពࠊㆤ⤊⪅ࡢᙺ࣭ᨭ⪅ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆ
᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ ྡࡢ᪉ࡽ༠ຊࡀᚓࡽࢀࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࡣࠊ
ㄽᩥᢞ✏ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸰㹊 ㆤ⤊ᚋࠊㆤ⪅ࡢࡽ㞳ࢀࡓேࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ
  ᐇᮇ㸸 ᖺ  ᭶
  ᢸ ᙜ㸸ᑺ୍႐ 5$
  ᴫ せ㸸ㄪᰝյࡢᑐ↷⩌ࡋ࡚ࠊ ྡࡢ᪉ࡽ༠ຊࡀᚓࡽࢀࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸱㹊 ⏕άᅔ❓⪅ࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ
ᐇᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶
ᢸᙜ⪅㸸ᒣᮏ⨾㤶◊✲ဨ
ᡂ ᯝ㸸 ᑐ㇟⪅㸦 ྡ㸧ࡢ⌧ᅾࡢ⏕άࡢᵝᏊࡸࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άṔࢆࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋ࡚࠾
ࡾࠊᙼࡽࡀࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛⏕άᅔ❓㝗ࡗࡓࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ⤖ᯝࡽࠊ⏕άᅔ❓㝗ࡽ࡞࠸ࡓࡵࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせࢆᥦ
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㉳ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

㸯㸲㹊 ᮾி㒔ಖ⚟♴ᒁࡢぢᏲࡾ┦ㄯᐊᐇ⦼ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ
ᐇᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ 
ᢸᙜ⪅㸸ᑠᯘⰋ◊✲ဨ
ᡂᯝ㸸ᮾி㒔ಖ⚟♴ᒁࡢಖ᭷ࡍࡿ㒔ෆぢᏲࡾ┦ㄯࡢᐇ⦼ࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࡢศᯒࢆ
⾜࠸ࠊయⓗ࡞ഴྥࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ

㸯㸳/ ᆅᇦࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿぢᏲࡾᨭࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿㄪᰝ
    ᢸᙜ⪅㸸㉿⨾㈆
    ᴫせ㸸㡑ᅜ㑪ᗈᇦᕷ࡚ࠊぢᏲࡾᨭ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠊࣄ࣐ࣥ⚟♴ᨭᅋࠊὝఫẸ
       ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㧗㱋⪅ᅾᏯᨭᴗࠊࢻ࣑ࣝ࣎⥲ྜࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧࢻ࣑ࣝ࣎ᇶᮏࢧ࣮
ࣅࢫᐇᶵ㛵ࡢ㸳ࣨᡤࢆᑐ㇟ㄪᰝࢆᐇࡋࠊチྍࡀᚓࡽࢀࡓ㸶ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᚋࡢᆅᇦࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿぢᏲࡾᨭࢩࢫࢸ
࣒ࡢ⌧ἣㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡑ᅜᆅᇦ⚟♴Ꮫㄽᩥ
ࢆᢞ✏ࡋࠊ⌧ᅾࠊᑂᰝ୰࡛࠶ࡿࠋ

㻌
㻌 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸴㹊 እᅜே㧗㱋⪅ࡢㄪᰝ
  ᐇᮇ㛫㸸ᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
ᢸᙜ⪅㸸Ⲷ㔝๛ྐ◊✲ဨ
ᡂ ᯝ㸸እᅜேࡀከᩘᒃఫࡍࡿᆅᇦ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠊእᅜே㧗㱋⪅ᑐࡍࡿᨭ᪉ἲࡢ᳨ウ
ཧຍࡋࡓࠋゝㄒࡢ┦㐪ࡽࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀᣄ⤯ࡉࢀࡓࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡇࠊࡑࢀࡺ࠼ㆤᨭᑓ㛛ဨࡣ⏝ྍ⬟࡞♫㈨※ࢆ᥈ࡍࡇⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡞ࡀࢃࡗࡓࠋ

㸯㸵㹊 ୰ᅜᖐᅜ㧗㱋⪅ࡢㄪᰝ
  ᐇᮇ㛫㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
  ᢸᙜ⪅㸸Ⲷ㔝๛ྐ◊✲ဨ
ෆ ᐜ㸸୰ᅜᖐᅜ㧗㱋⪅ࡀ⏝⪅ࡢ༙ࢆ༨ࡵࡿㆤಖ㝤タࡢ⟶⌮⪅ᑐࡋࠊ୰ᅜᖐᅜ㧗㱋
⪅ࡢ⏕άࡢᵝ┦ࠊ≉ࠊ⏕άୖࡢࢽ࣮ࢬࡘ࠸࡚ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡢ
⤖ᯝࠊ୍⯡ⓗᣦࡉࢀࡿゝⴥࡢቨࠊᩥ㸦⩦័㸧ࡢቨࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿㅖၥ㢟ᑐࡍ
ࡿࢽ࣮ࢬࡢࠊࢹࣥࢸࢸࡢၥ㢟㸦ࠕ୰ᅜே࡛ࡶࠊ᪥ᮏே࡛ࡶ࡞࠸ࠖ㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸯㸶㹊 ୰ᅜᖐᅜ⪅ࡢᨭ⪅ࡢㄪᰝ
ᐇᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᢸᙜ⪅㸸Ⲷ㔝๛ྐ◊✲ဨ
ෆ ᐜ㸸୰ᅜᖐᅜ⪅ᑐࡋ࡚㏻ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࡸゼၥㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㹑㹘㹂ၟ
ᰴᘧ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺࠊబࠎᮌᘯᚿẶᑐࡋ࡚ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࠊࢧ࣮
ࣅࢫタࡢࡁࡗࡅࠊ୰ᅜᖐᅜ⪅ࡢ⏕ά≧ἣࠊࢹࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋࡓ࠶ࡢኚᐜ≧
ἣࠊ⫋ဨࡢ᥇⏝࣭⫱ᡂࡢᐇែࡘ࠸࡚⫈ྲྀࡋࡓࠋ

 䛆㞀ᐖ䝴䝙䝑䝖䛇㻌

㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㻌
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㸯㸷㹊 ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢಶูᨭィ⏬ࡢసᡂ࠾ࡅࡿ L3DG ࡢά⏝㛵ࡍࡿㄪᰝձ㸨
ㄪᰝᮇ㛫㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
せົඛ㸸ࡉ࠸ࡓࡲᕷ㞀ᐖ⪅⚟♴タගᅬࡅࡸࡁ
ཧຍ⪅㸸ᮃ᭶㝯அᐈဨ◊✲ဨ࣭Ⲩᮌᩗ୍◊✲༠ຊ⪅
ෆ ᐜ㸸ࡉ࠸ࡓࡲᕷࡢගᅬࡅࡸࡁ࡚ࠊL3DG ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢ⫋ဨࣥࢱࣅࣗ
࣮ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 
㸰㸮㹊 ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢಶูᨭィ⏬ࡢసᡂ࠾ࡅࡿ L3DG ࡢά⏝㛵ࡍࡿㄪᰝղ㸨
ㄪᰝᮇ㛫㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
せົඛ㸸♫⚟♴ἲே⥳ⴥ 㝧ගࡢᅬ
ཧຍ⪅㸸ᚿᮧ୍◊✲ဨ࣭ᮃ᭶㝯அᐈဨ◊✲ဨ
ෆ ᐜ㸸⇕ᾏᕷࡢ♫⚟♴ἲே⥳ⴥ㝧ගࡢᅬ࡚ࠊL3DG ࡢά⏝≧ἣࡘ࠸࡚ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

 㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸯㹊 ༡࣮࢜ࢫࢺࣛࣜពᛮỴᐃᨭࣔࢹࣝヨ⾜ㄪᰝ
ㄪᰝᮇ㛫㸸ᖹᡂ  ᖺ ձ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧ࠊղ ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࠊճ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
ࠊմ ᭶  ᪥
㸦Ỉ㸧ࠊյ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
せົඛ㸸ձࠊճᅜ㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ᡞᒣࢧࣥࣛࢬࠊ
ղ᪂ᐟ༊㞀ᐖ⪅⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊմ⟃ἼᏛᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫࠊ
յᮾὒᏛⓑᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ
ཧຍ⪅㸸ᮌཱྀᜨ⨾Ꮚ◊✲ᨭ⪅
ෆ ᐜ㸸༡࣮࢜ࢫࢺࣛࣜពᛮỴᐃᨭࣔࢹࣝࡢヨ⾜㛵ࡍࡿࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸦ձࠊմࠊ
յ㸧ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸦ղࠊճ㸧ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ


䛆Ꮚ䛹䜒䝴䝙䝑䝖䛇㻌
㻌
㸫ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ㸫

㸰㸰㹊 ᆅᇦ࡛ࡢᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
᪥ 㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥ 
ሙ ᡤ㸸⚟ᒣᕷ❧Ꮫ࣭ᰗᕝᕷᰗୗᮧሿ࣭ᮾ㜰ᕷࡢᐇែㄪᰝ
ཧຍ⪅㸸ᮾὒᏛ㸱ྡ
ෆ ᐜ㸸ᕞᰗᕝ㜰࡛  ᖺ௦ࡢᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭࡢᐇ㊶࡛⌧ᅾࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡀṧࡿᆅᇦࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ࢃࡿேࡓࡕࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞ࢆࡋࡓࠋ

㸰㸱㹊 2(&' Ꮚࡶ⟇◊✲
2(&' ㅖᅜࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ᨻ⟇
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ሙᡤ㸸♫Ꮫ㒊㆟ᐊ㹀
ෆᐜ㸸2(&' ᩍ⫱ᨻ⟇ᒁᗂඣᩍ⫱ࢫ࢟ࣝࢼࣜࢫࢺ ⏣⇃⨾ಖࡉࢇࢆᅖࢇ࡛ࡢෆ㒊◊✲

㸰㸲㹊 㹍㹃㹁㹂Ꮚࡶ⟇බ㛤◊✲
ᩍ⫱᱁ᕪࢆࡶࡓࡽࡉ࡞࠸ᗂඣᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ̿2(&' ࡀ⪃࠼ࡿ᪥ᮏࡢᗂඣᩍ⫱ㄢ㢟
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
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【巻頭言】
『福祉社会開発研究』第7号 発行に寄せて

【巻頭言】

『福祉社会開発研究』第7号（第2期2号）発行によせて

東洋大学福祉社会開発研究センター長

森田 明美

東洋大学福祉社会開発研究センターの研究活動は、平成25年度から第2期目の5年間の研
究活動に入りました。
第1期の継承と発展という意味では、第1期で中越地震を経て、山古志村の復興という研究
テーマを抱えていた当センターでしたが、ちょうどⅠ期目が終了する前年の平成23年3月11
日に東日本大震災を経験することになり、平成25年度から開始することになった第2期の研
究活動においても、地域での生活困窮者を救済するというテーマとともに、またしても被
災地域を視野に入れることが求められることになったということには、とても深い連続性
を感じざるを得ません。つまり、Ⅰ期に始めた研究を継承発展させるという意味では、都
市社会で暮らす人々へ福祉的な課題の解決というテーマに加え、震災復興という大きなテー
マを背負ったことになります。
この2期目の研究にあたって、私たちは研究の柱として地域で暮らす生活課題を抱える
人々の権利擁護の理論化を据えることにしました。現代社会では、家族責任による暮らし
の自立が一層強力に打ち出されており、その支援が受けられない人々は、地域に放置され、
またそこに多くの問題が集積する状況になっています。とりわけ高齢・障がい・子どもと
いう課題を抱えやすい人々が、貧困や災害を集中して背負いながら地域で暮らし続けるた
めの仕組みと支援方法の解明への期待に応じることは、社会福祉研究の喫緊の課題です。
そこで、研究の枠は高齢、障害、子ども、理論とそれぞれをユニットとして、独自の責
任において展開させていき、常にその実践や研究の成果を共通の議論に載せながら、公開
シンポジウムなどを開催し、地域での暮らしを支援する新しい社会福祉実践を創造する研
究を進めてきました。
また、その活動はアジア諸国とつながり、初年度にモンゴルと韓国からゲストを招きシ
ンポジウムを開催したことを皮切りに、今年度はモンゴルで開催された第３回子どもの権
利アジアフォーラムで研究員が研究報告や交流を行い、また東アジアで活躍する東洋大学
の大学院を修了した研究者を招き、研究の国際化を進めています。
2年目の研究を進めるなかで、研究のつながりと重なりの部分はかなり見えてきました。特
に地域での暮らしをそれぞれの市民が求める形で支援するための、社会福祉分野のコーディ
ネーターの配置の必要性とその技術、方法、システムの構築への研究が進められています。
今年度、子どもユニットは被災地支援において、これまでの研究を踏まえ、平成26年度
厚生労働省児童福祉問題調査研究事業「被災した子ども家庭を支援するためのシステム開
発調査研究事業（7802千円）
」を受託することができました。この研究の受託によって、研
究所の研究活動に被災地のＮＰＯの人たちの支援活動が重なり、新しい被災地の子どもの
権利を具体化するための研究が展開することになりました。
幸いなことに今の当研究所には、日本の社会福祉分野で権利擁護を理論的、実践的にリー
ドする研究者を擁しています。常に地域で暮らす市民の権利の具体化という視点を明確に持
ち、地域での人々の暮らしを再生するために、どのような新しい実践を提案できるか、挑
戦的実践的な研究を展開させていきたいと考えています。
２年目の紀要でも、そうした視点に立つ挑戦的な論文が掲載されています。
本報告書から、地域社会が抱える問題の深さと広さ、そこで私たちが福祉社会の形成の
ために何を問題にしようとしているのかを読みとっていただけますと幸いです。
本センターのプロジェクトは5年計画の2年目を終えたばかりです。地域社会や、地域で
の暮らしを支援する福祉について興味や関心をもたれる関係各位の忌憚のないご批判、ご
教示を得つつ、今後の研究と実践の展開を進めたいと考えています。
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平成26年度福祉社会開発研究センター研究紀要

高齢者、障害者、子どもの社会的孤立に対応する
見守り支援・自立支援に関する総合的研究

2015年３月
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地域包括支援センターにおける実績データの利用法／小林

良二

地域包括支援センターにおける実績データの利用法
― 相談業務の「見える化」への試み ―

高齢ユニット ユニット長

小林 良二

はじめに

こうした関係は必ずしも一朝一夕にできるわけではな
い。しかしながら、最近よく知られるようになった業
務の「見える化」という課題について、現場の方でも、

筆者は、当研究センター高齢ユニットの活動として、

実践に関わるエビデンスの作成には大きな関心を持つ

東京都内の自治体や社会福祉協議会等との連携・協働

ようになっており、これに対して研究の立場からの一

による研究を行ってきた。そうした協働研究の場とし

定の貢献が期待されていることは確かであろう。

ては、東京都高齢者福祉施設協議会が設置した「地域

この点、企業においては業務の見える化（可視化）

包括支援センター業務見せる化委員会」
、当研究セン

が必要であるということは周知の事柄になっているし、

ターと墨田区高齢者福祉課との研究協定による「高齢

経営手法の一つとしての「見える化」は重要な業務の

者の見守りに関する研究」、文京区社会福祉協議会の地

１つになっていると言ってよいであろう。ただし、福

域福祉計画に基づく小地域福祉活動に関する研究、東

祉や介護サービスの分野における先行研究をみると、

京都調布市高齢者支援室との協力による「調布市地域

「見える化」の重要性は指摘されてはいても、その具体

包括支援センターデータ分析」などがある。これらの

的な取り組みについて書かれた書籍や論文はほとんど

研究活動においては、単にそれぞれの機関や団体の開

見られない。

催する委員会や検討会に参加して意見を述べるだけで

しかし、最近では社会福祉や介護の分野でも、徐々に

なく、それらの機関や団体が実施している事業のデー

こうした取り組みの重要性が認識され始めている。例

タを提供してもらい、それらを分析して提供すること

えば、厚生労働省の第６期介護保険事業（支援）計画

で、現場の業務の客観化を支援するとともに、当ユニッ

の策定準備等に係る担当者等会議「介護・医療関連情

トの研究にも役立てるということを重視してきた。つ

報の「見える化」の推進について」によると、「日常生

まり、「研究と実践」の相互の利益になる研究をめざし

活圏域ニーズ調査の結果」を自治体から提供してもら

てきたといえる。

い、介護保険データベースや各種の公的統計情報を活

より具体的に言えば、実務者と研究者との相互理解

用し、「見える化」を行うことによって、全国、自治体

のもとに、現場の情報を提供してもらい、整理・分析

レベルだけでなく、日常生活圏を単位とする情報を「時

した結果を実践現場に還元することによって、現場と

系列の変化」として把握するとされている1。この場合の

の意見交換を行い、その結果をさらに研究に活かして

「見える化」とは、大量データの集積・分析により介護

ゆくというかたちで研究と実践を循環させることにし
ている。このような研究手法には、特定の現場に長期
1 厚 生 労 働 省 老 健 局(2013)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/
bunya/hukushi̲kaigo/kaigo̲koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/3

に関わることによって得られる信頼関係が重要であり、
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保険計画の策定に役立てるデータを作成するという意

ター」とする）における「見える化」に取り組もうと

味での「見える化」であるといえる。

したのにはいろいろな理由があるようであるが、当面、

一般に、企業における「見える化」が行われる場合、

①日々の記録の意味、意義を、支援センター職員に伝

それは事業のパフォーマンスの向上をめざすことから、

える（業務の立ち位置の見える化）
、②区市町村の把

品質管理のための「問題」の見える化、業務環境の見

握しているデータの活かし方を伝える（地域の状況な

える化、顧客の見える化、ノウハウの見える化などに

どの住民・地域ケア会議等への見せる化）を検討の目

2

分かれて説明されているように 、全体としては企業や事

的としている。また、この委員会の検討結果は、支援

業所の業績の向上を図ることがめざされている。これ

センターの職員、区市町村所管課に示すとされている。

に対して、福祉の現場における「見える化」が課題と

このことからみると、支援センターにおける見える化

なる場合、それが、何のために行われるのかを明確に

は、まずは、支援センター内部での業務の見える化で

することはそれほど簡単なことではない。福祉の業務

あり、それを踏まえて、地域ケア会議や自治体の所管

においては、必ずしも企業のような「効率性」が目標

課への見せる化が行われることになる。

となるわけではなく、効率性、生産性よりも「個別性」

支援センター内部での見える化はなぜ必要であるか

を意識したサービスが求められるとともに、何をどの

については次のように理由が考えられる。

ように「見せる化」するかについての合意が得にくい

第1は、支援センターの業務が「相談」業務であると

という事情も考えられる。

いうことである。同じサービスであっても、介護サー
3

しかし、遠藤が述べているように 、見える化は「自律

ビスのように直接サービスを提供する場合、そのパ

的問題解決型組織」にとって必要であるという点はす

フォーマンスは比較的表示しやすい。これは、サービ

べての組織にとって重要であり、社会福祉の分野にお

ス利用者一人当たりに投入されるコストとサービスと

いても考えなければならない課題であると言ってよい

の関係を示しやすいからである。これに対して、相談

であろう。

業務の場合、そのような明示的な指標を示すことはか
なり困難である。これは、相談業務の性質上、サービ
スの対象者、提供されるサービスの種類、その結果が

１．地域包括支援センター業務の
見える化の意義

明示しにくいからである。
第2に、支援センターの業務は、厚生労働省の通知に
よると、①総合相談、②権利擁護、③介護予防ケアマネ
ジメント、④包括的・継続的マネジメントであるとされ

筆者の福祉業務の「見える化」への関心は、福祉の

ているが、それらの具体的な業務内容は必ずしも明確で

3

現場における業務データへの関心から始まっているが 、

はない。特に「総合相談」は事柄の性質上、そうならざ

直接には、上述した東京都高齢者福祉施設協議会におけ

るを得ない。むしろ、多様なニーズが持ち込まれるとこ

る「地域包括支援センター業務見せる化委員会」
（以下

ろに相談の基本的な性格があると言ってもよい。

「委員会」とする）への参加を契機としている。

第3に、その結果として、相談担当者は何をどこまで

委員会が、地域包括支援センター（以下、
「支援セン

したらよいのか、どこまで相談者と関わったらいいの
かいうことに悩むことになるし、また、相談の成果が
どのようなものであるのかは分かりにくい。ましてや、

2 遠藤功( 2005)『見える化―強い企業をつくる「見える化」
』東洋経
済新報社

同じ自治体に所属する他の支援センターでは具体的に

3 同上、190頁

具体的にどのような相談を行っているのかが分からな

6
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良二

（１）相談業務とデータとの関係

い可能性がある。もちろん、定期的な研修や学習会に
おける事例検討等によって、ある程度、他の支援セン

一般に、支援センターのデータとして現在公開され

ターの職員間での相互理解は可能であろうが、やはり、
意識的に見える化の作業を行い、お互いの業務を発信

ているデータの種類は自治体によって異なる。自治体

していかないと理解は深まらないであろう。

のホームページをみると、地域別に設置された支援セ
ンターでどのような相談をできるかが書かれており、

第4に、見える化の結果をどこに発信してゆくかとい
う点であるが、職場内部での相互理解のための見える

当該支援センターの名称、所在地、担当エリア、連絡

化と、外部に向かって発信するための見える化とは意

先などのアクセス情報や、相談内容（総合相談、権利

味が異なる。「外部」としては、事業の委託元の行政の

擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的マ

所管課と地域の住民が考えられるが、その内容が異な

ネジメント）に関する案内が記載されている。これは、

ることは言うまでもない。

どの自治体でもほぼ同じであり、住民や事業者向けの
情報提供ということになる。

第５に、見える化のためにどのような情報を作成す

次に、調布市の場合、支援センター別の相談実績が

るかという課題がある。個別ケースを中心とする見え

決算資料で年次ごとに公開されている。

る化は、個別事例をどのように一般化するかというこ

ところでこのような支援センターのデータが、どの

とと結びついており、最近の課題でいえば、個別課題

ように作成されるかは必ずしも明確ではない。

を踏まえた地域課題の情報をどのように作成するかと

よく指摘されるように、「相談」1件をどのようにあ

いうことになる。
最後に、日常的な実践を通して業務全体を可視化し、

つかうかについての判断は、支援センターごとに、あ

市町村の所管課にさまざまな課題を提起してゆくには、

るいは、職員ごとに異なる可能性がある。どの電話を1

他の事業との関連を意識したネットワークの見える化

件の相談としてカウントするかどうかは職員によって

が必要である。

異なるかもしれない。
また、地域包括支援センターは、①総合相談、②権

これらのさまざまな見える化の課題を解決するには、
そのための技術的な問題だけでなく、そのような作業を

利擁護、③介護予防ケアマネジメント、④包括的・継

行う職員体制が必要であるし、なによりも、なぜ見える

続的マネジメントの4つの業務を行うとされているが、

化が必要かということに対する意識の共有が求められる。

①の総合相談と、②〜④の相談の区分はなかなか難し

本稿では、このような状況を踏まえ、当面、比較的

いであろう。さらに、支援センターによっては、設置

見える化が可能な調布市の支援センターのデータを用

されている電話によっても相談件数の扱いがことなる

いて、見える化の一端を示すことにしたい。

可能性がある。
このため、市町村では詳しい相談の数え方のマニュ
アルを示すようになっており、発表された資料を集計

２．地域包括支援センターのデータ

してみると、それなりの意味のある解釈が可能であり、
見える化の1つの素材として役立つのではないかと思わ
れる。

ここでとり上げるのは、東京都調布市が公表してい
る管内の支援センターにおける相談データを用いた見
える化のへの取組みの一部である。
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（ ２） 調 布 市 の 支 援 セ ン タ ー に お け る
相談データ

最後に、このような相談データの持つ意味について
考え見よう。
第1は、この相談件数には市民のニーズが示されて

調 布 市 の 相 談 実 績 デ ー タ は、 市 民 か ら 支 援 セ ン

いるという解釈である。

タ ー に 寄 せ ら れ た「 相 談 」 を 記 録 し た も の で あ り、

相談実績を「相談内容別」にみると、①市の施策、

各支援センターでは、その結果を市の情報システム

②地域支援事業、③介護保険、④保健福祉相談、⑤そ

に入力している。

の他に分類されている。市民がこれらの内容の相談を

ここで用いるデータは、市の決算書で公表されてい

してきたという意味では、そのようなニーズが表明さ

るものであり、その内容は、「相談内容別」
、「相談経

れたと考えてよいであろう。

路別」
、「相談者別」の３つに分けられている。つまり、

第2は、相談経路別のデータを検討することによっ

１つの相談が市の情報システムに記録される場合、１

て、当該支援センターとエリア内の住民との関係が

件について３つの項目（実際には、これ以外にも多く

ある程度分かるのではないかという点である。相談

の項目や情報が入力されているであろうが）で入力さ

者は、 本人、 家族などの当事者、 地域の関係者、 福

れた結果である。

祉・医療関係機関、警察などの公共機関などに分け

別の観点からみると、この入力の単位は相談者数で

られているが、当該支援センターにどこから相談が

はなく、相談件数であり、特定の個人が何回相談したか

あったかということは、その相談の背後にある情報

というような記録ではない。もっとも調布市では、特定

のネットワークを知るうえで重要である。ニーズを

の期間に相談のあった件数うち、初回相談の回数を相談

持つ当事者と当事者を取り巻く関係をある程度知る

者数とみして当該期間中の相談人数としており、この数

ことができるからである。

で全体の相談回数を割れば、一人当たりの平均相談回数

第3に、相談方法についての情報であるが、これは、

が近似的に示せることになる。調布市だけでなく、他の

訪問、来所、電話、その他（メールが多いと言われている）

自治体もこのような方式によって、期間中の相談者1人

に分けられている。相談方法が何であるかも、相談者

当たりの平均相談数を算出している自治体がある。

のニーズや支援センターとの関係を知るうえで重要な

ただし、この方式では、相談者1人当たりの実際の相

情報になる。連絡経路の違いは、相談の性質に結びつ

談回数が何回であったかということは把握できない。1

いており、相談の困難さと関連する可能性がある。

人あたりの実相談回数を把握することによって、頻回

以上を前提として、このような情報の見える化の一

相談者を把握することができれば、ある程度、困難な

端を示すことにする。

相談者数を把握することができるのであるが、これが
できないのは残念である。こうした集計を行うために

３．調布市地域包括支援センター
の相談実績の見える化

は「名寄せ」が必要であり、そのためには、相談者個
人を識別する方法が必要である。こうした方式は、市
全域ではなく、個別の支援センターのような事業単位

（１）平成18年〜 25年の時系列データ

であれば、ある程度可能かもしれない。
このように、市全体、あるいは、支援センターごと

①人口の推移

の相談実績をどのように利用するかについては、デー
タの性質を考えなければならないし、集計の方法につ

図１は、地域包括支援センターが設置されて以降の

いてもさまざまな工夫がいる。
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調布市の総人口と高齢者人口の推移である。これによ

談件数の伸びの93％とほぼ同じであるのは、全体の相

ると、総人口の伸び率は、平成18年を100とした場合、

談の中で介護相談の件数が半数以上を占め、最も多い

平成25年には4.9％の伸びであるのに対して、高齢者人

からである。

口全体の伸びは22.7%の伸びになっている。これに対し

また、介護保険以外の保健福祉相談が143％増えて

て、65 〜 75歳以上人口の伸びが42％、75歳以上の後期

おり、その内容としては保健医療に関する相談が最も

高齢者は8.4％の伸びとなっている。これをみると、こ

多いほか、認知症相談、インフォーマルサービスなど

の6年間に老人人口が増えているのは主に前期高齢者の

が多くなっており、医療問題や認知症を含む介護問題

人口の伸びによるものであることが分かる。

が支援センターに持ち込まれるようになっていること
がわかる。これは、前期高齢者に関する相談よりも、
後期高齢者に関するも相談が増えることを示しており、

表１ 調布市人口の推移
65-74歳

75歳以上

高齢者計

総人口

H18

15586

21350

36936

213613

H19

16485

21797

38282

215750

H20

17613

22158

39771

218471

これに対して、市の福祉施策の件数は一時期伸びたも

H21

18603

22463

41066

220875

のの、その後やや減少していること、地域支援事業の相

H22

19673

22045

41718

221441

談数の伸びは67％で、介護保険相談ほどの伸びが見られ

H23

20731

21649

42380

222187

なったことは、二次予防対象者との関連で注目される。

H24

21479

22304

43801

222905

H25

22156

23148

45304

224026

今後、後期高齢者が増加することで、このような相談
が急速に増加することが考えられる。

いずれにしても、地域別に設置されたことで、市民
が支援センターを介護に関する総合的な相談ができる
場所として認識するようになり、そのことが、相談件
数をほぼ2倍に押し上げたと考えることができる。

表２ 施策内容別相談件数の推移
市の施策

図１ 人口の推移

② 施策内容別相談数の推移
市全体の施策別相談件数の伸びをみると、相談数は
この7年間に全体で93％伸びている。先に示したように、
高齢者人口の伸びは全体で4.9％の伸びであることと比
べるとかなり急激な伸びになっていることが分かる。
内容別にみると介護保険相談の伸びが92％で、全相
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地域支援
介護保険 保健福祉 その他
事業

相談計

18年度

4670

770

16610

6028

2066

30144

19年度

4814

2134

17124

9714

3703

37489

20年度

5261

2555

18214

10146

3977

40153

21年度

5855

2410

21855

11257

4476

45853

22年度

5959

1861

25611

11277

6181

50889

23年度

5639

1573

29637

13154

5747

55750

24年度

4961

1268

30476

14465

6177

57347

25年度

4426

1287

31928

14663

6001

58305

東洋大学／福祉社会開発研究

7号（2015年3月）

図2 施策内容別の伸び率（平成18年＝100）

③ 相談者別件数の推移

図３ 相談者別の推移（平成18年＝100）

平成25年度の相談者別の件数の割合は、当事者（本人・

④ 連絡方法別の推移

同居家族）が最も多く56.5%、次いで福祉・保健・医療
機関が30.9%、インフォーマル（別居親族、知人・隣人、

相談経路別の割合では、電話が最も多くなっており、

民生児童委員、自治会老人クラブ）が12.1%、公共機関
（社会教育機関、警察・消防、郵便局、広報協力員）が

この伸びは7年間で２倍以上になっている。次いで来

0.1%となっている。しかし、
伸び率でみると、
当事者（本

所による相談が72％の伸び、訪問による相談は46％の

人及び同居家族）からの相談が83%、福祉医療機関から

伸びとなっていて、電話相談の約半分が訪問相談、訪

の相談が86％増えている。また、数はそれほど多くな

問相談の3分の1が来所相談である。
来所相談が増えていることは、 地域包括支援セン

いが、インフォーマル（近隣、友人・知人、民生委員、

ターが住民に身近なものとなっていることを示してい

自治会）などからの相談も急激に増える傾向にある。
このことは、一人暮らし高齢者が増えることによっ

る。電話による相談が増えたことも、支援センターの

て、地域の民生児童委員や福祉医療機関に直接の相談

存在が地域住民に周知されるようになったことを示し

が持ち込まれる可能性があり、そこから支援センター

ているが、このことは支援センター職員にとってみる

に対応の依頼が来るようになっている可能性がある。

と、電話相談のための時間が増えると訪問に行く時間
が少なくなることを意味しており、運営上の工夫が必

表3

要になる。なお、ヒアリングによると「その他」とし

相談者別の推移（市全域）

インフォー 福祉医
当事者
マル
療機関
18年度 16813
3058
9196

公共
機関
27

その他

市合計

ては、メールによるものが多いとのことであるが、メー
ルによるコミュニケーションは、声や表情などによる

688

29782

19年度

20424

4160

9260

29

277

34150

20年度

22306

4372

10035

40

280

37033

21年度

24268

5438

11407

46

512

41671

22年度

27801

6180

13567

42

406

47996

23年度

30916

6560

16959

65

737

55237

24年度

30242

6941

17798

80

551

55612

25年度

30777

6677

17078

97

727

55356

直接のコミュニケーションでないだけ、難しい面があ
るという指摘があった。
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訪問

来所

電話

その他

合 計

18年度

8,518

2,369

11,886

836

23,609

19年度

8,856

2,847

14,276

1,053

27,032

20年度

9,327

2,974

15,468

1,208

28,977

21年度

9,866

3,626

19,011

1,278

33,781

22年度

11,385

3,433

21,963

1,658

38,439

23年度

11,978

3,646

23,980

2,296

41,900

24年度

12,008

3,737

24,222

2,327

42,294

25年度

12,434

4,075

25,208

2,096

43,813

図４ 連絡経路別相談数の伸び率（平成18年＝100）

良二

図４ 連絡経路別相談数の伸び率（平成18年＝100）

（２）平成 25年度データによるエリア別
支援センターデータの見える化

体の基準値100に対して50以下、150以上の「特異値」
が見られる。他方で、予防ケアプランの相談数は比較
的バラツキが少ない。

支援センターエリア別の相談件数を扱う場合、相談

このことは、予防ケアプランには標準的な様式が存

実績値をそのまま用いて分析することもできるが、支

在しているために、相談数のばらつきが少ないのに対

援センターデータを比較するには、やはり一定の前提

して、その他の相談には支援センターの方針が反映し

を考慮しなければならないであろう。その中でも、エ

ている可能性がある。

リア別の高齢者数は、相談回数に直接影響を与えるの

これらデータを作成することによって、それぞれの

で、何らかの工夫をする必要がある。そこで本論文で

支援センターの地域的特色、住民の特色、センターの

は、高齢者人口が最も多いエリアの高齢者人口をそれ

対応の特色等をある程度示すことができる。またこの

ぞれの支援センターエリアの高齢者人口で割り算出し

ようなデータを支援センター間で共有することによっ

た係数を高齢者係数として用い、補正している。その

て、それぞれの支援センターの位置を確かめ、今後の

結果は、表５のとおりである。

方針を検討することが可能になると思われる。

この表では、支援センター①〜⑤は市の西南部、北

なお、こうした見える化の資料を作成するにあたっ

西部に位置しているのに対して、⑥〜⑩は市の中心部

ては自治体の所管部局のイニシアティブが不可欠であ

と東部に位置しており、高齢化率も高い地域にある。

る。管内全域のデータがわかってそれぞれのエリア別

これを見ると、相談件数全体では、西南部、西北部の

の特色が見えてくるからである。

地域よりも、東部地域の相談件数の方が高くなってい
る。東部地域は一人暮らし高齢者が多く、また、公営

４．まとめ

団地が多くなっていることから、高齢者人口そのもの
よりも、住宅形態や世帯類型の差が相談数に影響して
いることが考えられる。
これに対して、図６をみると、「みまもっと（見守

以上、調布市が公開している人口データと地域包括

り相談事業）」「権利擁護相談」「虐待相談」などの権

支援センターデータを用いて簡単な計算とグラフを作

利擁護や個別支援に関する相談、及び「ケアマネ支援」

成するという意味での見える化の作業を行った。
もちろん、こうしたデータ分析による「見える化」は、

の相談は、支援センター別のバラツキが大きく、市全

11
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表５地域包括支援センター別の相談回数（補正値）
ึᅇ┦ㄯ௳ᩘ
ึᅇ┦ㄯ௳ᩘ

包括的な見える化の出発点であり、そうした作業の一

行政、支援センター、支援センター間、地域住民など

部にすぎない。それでも、既存データを加工すること

と間で意見を交換し、将来への対応を検討することが

で、個別ケースの見える化ではなく、組織レベル、あ

重要である。

るいは、地域レベルの見える化の一助とすることがで

本稿で紹介したのは、本センターの高齢ユニットが

きたと思われる。

取り組んだ最初のステップの作業である。

最後に、このような作業をするにあたっての課題を
示しておく。
第1には、各自治体が発表している、支援センターの
相談実績に関連するデータとしては、自治体全域の人
口、世帯などの基本データがあるが、支援センター別
のデータはほとんど公表されていない。今後は、自治
体全域のデータとともに、エリアの地域環境の特徴を
つかむ必要がある。こうしたより詳細な作業（研究）
を行うためには、当センターが取り組んできたように、
研究協定を用いた官学連携によるデータ収集と見える
化の作業が望ましい。
第2に、このようなデータの見える化は、そのこと
が最終目標なのではなく、作成されたデータを用いて、
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福祉系プロジェクトを推進するマネジメント機能
― 高齢ユニットでの活動を中心に ―

高齢ユニット 研究支援者

小椋 佑紀
（キーワード）研究支援、URA、研究マネジメント

に附設される形で2007年度中に発足した。昨年度から
は文部科学省「戦略的研究基盤形成支援事業」の採択
を受け、「高齢者、障害者、子どもの社会的孤立に対

Ⅰ．研究目的

応する見守り支援・自立支援に関する総合的研究」に
取り組んでいる。このプロジェクトは、東日本大震災
の被災地域や、韓国など東アジアの支援システムとの

近年、文部科学省は、大学における研究マネジメン

連動を図りながら、支援対象者の枠組みにとらわれな

ト機能の強化を図っている。

い、基礎自治体における総合的な支援システムと基礎

「第4期科学技術基本計画」（2011.8.13閣議決定）は、

理論を導き出そうとするものである。このような方向

日本における中長期的な社会の発展を見据え、産官

性は、「第4期科学技術基本計画」における「安全かつ

学や複数の学問領域の連携により、科学技術イノベー

豊かで質の高い国民生活の実現」に通じている。ここ

シ ョ ン を 戦 略 的 に 実 施 す る 方 策 の 一 つ と し て、 研

には、震災復興を含め、現在および今後の国民生活ベー

究マネジメント人材の確保・育成を掲げた。 これと

スとなる、人々のつながりや福祉サービスの質の向上、

ほぼ時を同じくして、 同省は2011年度より研究の企

災害時のためのリスクマネジメントなどの推進がある。

画・進行管理等、マネジメントを担う専門職、URA

また、福祉領域が明確に示されている訳ではないが、
「ア

（University Research Administrator）の配置・育成を

ジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進」も掲げ

行う大学に対する補助事業（以下、URA事業）を開

られている。文部科学省は、個々のプロジェクトに対

始した。同事業は、「リサーチアドミニストレーショ

しても、研究マネジメント実践を評価する方向を打ち

ンシステムの整備」「スキル標準の作成」「研修・教

出しており、「文部科学省における研究及び開発に関す

育プログラムの作成」部門があり、専門人材の開発・

る評価指針」（最終改訂2014.5.19）は、トップマネジメ

育成だけでなく、 大学における研究マネジメントシ

ント力、「成果の最大化のための研究開発体制」
、研究

ステムの構築、全国レベルでのネットワーク形成を目

プロセスおよびその価値の見える化、若手研究者の育

指している。URAに法的根拠を持たせる議論も始まっ

成等をポイントとしている。当センターは拠点形成部

ており、同省の大学ガバナンス改革では、「学長補佐

門での採択であることから、事業が終了する2018年春

体制の強化」の一環として、URA等を想定した高度

以降の展開を見据え、文部科学省の動向等を視野に入

専門職の位置づけに向け、大学設置基準改正の検討が

れたマネジメントが重要であると考えられる。

１）

行われている 。

『福祉社会開発研究』第6号では、社会科学系研究者

当センターは、本学大学院福祉社会デザイン研究科

のキャリア形成の視点から、大学の研究拠点を活かし
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た人材育成の仕組みづくりについて検討を行った。本

援（全体／ユニット）と研究機能に大別される。

稿では、研究支援機能の現状からみたマネジメント体

１．運営支援Ａ ‐ 全体事項

制の今後について検討したい。

運営支援Ａ（全体事項）は、ユニット・グループの

Ⅱ．福祉社会開発研究センターにお
ける研究支援機能

別なく、センター全体の運営に関するものである。副
センター長の統括のもとでの活動が基本である。

１）研究実施環境の整備
現在、当センターは3つの研究ユニット（高齢・障害・
「１）研究実施環境の整備」には、次のようなもの

子ども分野）と、１つのグループ（理論・歴史）で構

が挙げられる。

成されている。文部科学省による中間評価および最終

○

評価、当センターが独自に行っている評価委員会に着

管理運営要綱案、予算の修正の有無の検討、修
正案の作成

目して、プロジェクト遂行の流れをまとめたものが図
○

１である。

研究員･客員研究員登録、PD・RA採用の準備、
各種登録・採用状況の管理

プロジェクトの全体目標、各年度の計画（各ユニッ
ト分含）は申請段階で作成されているが、中項目レベ

○

大学パンフレット原稿案作成

ルの内容であり、日々の活動レベルに落とし込む必要

○

ホームページリニューアル案の作成、リニュー

２）

がある 。これを年間活動計画と呼ぶと、当該計画は、

アルに伴う広報課との調整

研究の進捗状況により、予算を含め適宜見直しが必要

○

機器の廃棄、新規購入に伴う諸手続き、等

となる。そのため程度の差はあるが、図中の年間活動

２）会議運営

計画〜成果のプロセスは、「年間活動計画→予算→実
施→成果」というように、片方から他方への一直線の

下記の会議について、議題案、協議事項の論点整理、

流れではない。図1にみるような研究の質を追求する
循環的な取り組みが、当該年度の成果、次年度以降の

当日配布資料および記録の作成、当日の進行補助を行

活動につながっていく。そしてこれらの活動に対する

う。会議の概要は以下のとおりである。
○

評価として、①当センターで行われる年度末の評価委

運営委員会（2回/年以上）３）

員会、②文部科学省による中間評価（3年目）、③プロ

各年度の計画・予算、各種研究員・PD/RA

ジェクト終了の翌年度に文部科学省により行われる最

の選任、 シンポジウム企画、 紀要執筆者の決

終評価があり、①は次年度の、②は4年目以降の、③

定、 そ の 他 全 体 に か か る 事 項 に つ い て 検 討・

は研究拠点形成後の活動に活かされることとなる。プ

決定する場。
○

ロジェクト終了後に向けた準備は、このような一連

定例会（1回/1-2か月程度）

の活動・評価と並行して行われている。研究支援者、

各ユニット・グループの進捗状況報告、

RAは、これら4つのユニット・グループに配置されて

運営委員会での決定事項に関する諸連

おり、各種会議の運営や合同イベントなど全体業務を

絡・調整の場。

担当する場合もある。現プロジェクト採択以降、研究
支援者のこの２年間の主な機能を整理すると、運営支
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３）予算管理

ンターの現状に照らし、今後の検討事項等をユニット
研究代表（以下、リーダー）もしくは運営委員に報告

ユニット・グループ分を除いた費用について、予算

する。これをきっかけにイベントの企画に発展させて

執行手続き・執行状況管理の支援、年度中の予算調整

いく場合もある。

事項の抽出・整理および対応案の検討、次年度計画案

また、人材育成・社会貢献等も視野に入れた研究推

作成等を行う。また、各ユニット・グループの計画・

進について、シンポジウム報告や論文にまとめ、研究

執行状況・各種要望についての取りまとめを行うほか、

マネジメント全般との関係の中での研究推進向上や、

これらに伴う調整事項の整理、対応案の検討を行う。

連携自治体との相互理解を図っている4）。

４）イベント企画

２．運営支援Ｂ ‐ ユニット事項

シンポジウムや海外の大学との交流事業の企画立案

ここでは、高齢ユニットを例としてユニットにおけ

に際して、現在どのようなことに取り組む段階にある

る支援機能を述べる。いずれもリーダーの統括のもと

のか、今後の研究推進においてどのような価値をもつ

での活動である。

ことになるのかを検討するとともに、実施上の課題の

１）研究実施環境の整備

抽出等も行う。今年度は、文部科学省による中間評価
に向け、これまでの活動の振り返りと今後の研究促進

研究員・客員研究員の登録手続きのサポートについ

のためのイベント企画、今後の国際研究の展開に関す

て、採択当初は運営支援Ａでの対応であったが、現在

る課題整理等を行っている。

は運営支援Ｂとなっており、登録状況の管理支援を運

５）研究成果の発行

営支援Ａ担当者とともに行っている。
このほか、相談記録を量的に分析するためのツール

開催イベントの内容を資料集として発行する際の編

開発を専門業者に依頼する際、導入のための各種書類

集作業、印刷業者の対応などを行う。

の原案作成や、リーダーとともにうちあわせの対応な
どを行った。

６）評価委員会の運営
２）年間活動計画への移行
評価委員会開催に際して、報告枠組みの整理、次第
文部科学省への申請時の計画、 研究の進捗状況等

や報告シート案の作成、各種報告資料の集約、評価委

と照らし合わせながら、調整・検討事項を抽出する。

員に関する各種手続き、当日の進行補助等を行う。

2013年度は、研究計画と年間活動計画の連動を確認・

７）研究推進体制充実に向けた情報収集・分

調整するためのシートを作成し、リーダーとともに研

析

究内容や各メンバーとの調整事項について検討し、全
ユニットメンバーによる初回ミーティングの開催につ

文部科学省の動向のほか、URAや国際研究協力と

なげた。2014年度は、各ユニット・グループに詳細な

いった研究マネジメントに関して、外部のイベント等

活動スケジュールの作成が義務づけられたことに伴い、

から情報収集を行う。得られた情報については、当セ

各メンバーのスケジュールを作成・更新することとし、
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７）評価委員会対応

その集約を行っている。この際、全体およびユニット
の目標、既存の計画内容に照らし、リーダーに確認を
行うこともある。当該スケジュールは、ユニット内で

評価委員会当日のプレゼンテーションで使用する、報

の情報共有のほか、リーダーによる各種調整、評価委

告シートの記載のアウトライン（もしくは記載案）の作

員会の報告シート作成時の参考ツールとしても活用さ

成、編集を行う。今年度は運営支援Aの評価委員会の担

れている。

当をしていない。ユニットの報告シートの作成・編集
過程で全体の調整が必要と思われる事項がある際には、

３）予算管理

リーダーと担当者、双方に相談しながら進めている。

３．研究機能

予算執行手続き・執行状況管理の支援、年度中の予
算調整事項の抽出・整理および対応案の検討、次年度
計画案作成等を行う。運営支援Ａの場合よりも、研究

研究支援者の研究活動は、マネジメントの視点に基づ

内容との関係がより深くなり、個々の支出や予算案（年

き、ユニット内／ユニット・グループ間の協働促進を目

度中の調整案含）が、プロジェクトやユニットの現在

的として行われており、研究支援機能の一つとして位置

と将来にどのような意味をもっているのか、今後の予

づけることができる。
現プロジェクトの目的は、
「高齢者分野、障害児者分野、

定や方針についてリーダーに確認を行いながら進めて

子ども分野でばらばらに議論されてきた地域における支

いる。

援システムを、見守り支援と生活支援の観点から、より

４）月例研究会の運営

一般的な地域の支援システムとして理論化し将来の日本
における社会福祉の支援システムのあり方についての長

各回の内容について、事前に検討のポイントを抽出

期的な展望を得ること」５）にある。けれども、同じ福祉

する。センター全体の研究を推進する観点から、ユニッ

領域であっても、各分野の専門にある者で構成される各

ト発信型の企画を行う場合もある。当日の準備も行う。

ユニット・グループが協働をするには、各ユニット・グルー
プをつなぐ仕掛けが必要になる。このとき研究支援者は、

５）公開研究会の企画・運営

各種運営支援の一方で、ユニット内外の協働を促進する
ような研究活動を展開する。

企画段階では、運営支援Ａの「４）」と同様の視点

現在、社会福祉領域では、支援の専門性、政策いず

でサポートを行ったほか、キーワードの抽出、関連資

れにおいても、インフォーマル／フォーマルの協働が

料の収集、企画検討資料の作成を行った。また、開催

重要とされている。高齢ユニットの研究支援者による

の事前準備、当日運営、終了後の情報提供方法の検討

研究機能は、「見守り」という日常に潜在する行為を

等を行った。

も含む概念をキーワードとしながら、インフォーマル
／フォーマルの協働を前提とした相談支援システムに

６）研究成果の公表

ついて、支援対象の枠を超えたものとなっている。実
施例は下記の通りであり、論文作成や調査に際しては、

各年度の研究成果予定の集約、紀要に掲載する活動

複数のユニット・グループからの助言を得ながら実施

報告の編集等を行う。

している。
○
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援の課題−高齢分野からの示唆−」

ト・グループの状況を、運営支援Ｂでは全体の状況を

『東洋大学大学院紀要』51（印刷中）

考慮している。また、研究活動内部から全体と高齢ユ

見守りをキーワードとした相談支援システ

ニットの連動を促進するものとして研究機能が存在し

ムについて、高齢・子ども分野の相違点、共通・

ている。これらの機能の中には、プロジェクト終了後

個別課題に加え、見守りの理論的課題につい

の体制を見据える視点も含まれている。

て、基礎的な整理を行った。
○ 「ファミリー・サポート・センターの運営シ
ステムに関する調査」(育児版／高齢者版)
住民による相互援助活動であるファミ
リー・サポート・センター事業は、行政、社
会福祉協議会、NPO等、多様な主体により運
営されており、これらの組織と住民の協働に
よる支援システムの分析を目指している。こ
の 結 果 を も と に し て、 所 属 ユ ニ ッ ト 内 外 で
ディスカッションの機会をもつことや、同事
業の関係者を対象とした参加型の公開研究会
を検討している。
○

研究会
月例研究会「
『支援対象を超えた、基礎自治

研究はアクティブなものであり、ユニット・グルー

体における支援システム』について」等を企画

プの間の進捗状況の確認・調整を図りながらコラボレー

し、高齢ユニットの枠を超えた議論のための話

ションをしないならば、複数の支援領域と理論・歴史研

題提供を行った。他のユニット・グループと

究からなるプロジェクトを企画する必要はない。当セン

の連携促進や、運営支援A「４）
」で言及した

ターの場合、社会福祉の現場に直接関わる３つのユニッ

中間評価に向けたイベント実施のための、セン

トの間で情報共有と相互調整が滞った場合、研究活動の

ター全体による研究会の企画につながった。

ずれや成果の格差が生じる、あるいは理論・歴史グルー
プの活動促進を妨げる恐れがある。各種研究支援機能を
計画・運営・研究活動と関連づけて考えると、研究支援
の目的は、各種機能を通じた全体のコラボレーション促

Ⅲ．研究支援の目的

進によるボトムアップにあると言える。
このような研究支援の目的を遂行するには、学際的
な視点と、マネジメント力、両方が必要とされる。前

「Ⅱ」で述べた研究支援の各機能について、計画・運営・

者については、同じ社会福祉の研究であっても、理論

研究活動との関連から整理すると、図２のようになる。

‐ 実践間での立ち位置の違いや、支援対象による領

計画と研究活動をつなぐ役割が各種運営支援となるが、

域分化等がある。専門外に精通している必要はないが、

当該機能は縦の関連だけによるものではない。全体計

領域間を行き来できることが必要となる。また、マネ

画・運営とユニット計画・運営は、総論と各論の関係

ジメント力については、全体とユニットの関係を考慮

にあり、運営支援Ａでは高齢ユニットを含め各ユニッ

しつつ、運営や研究に係る各種の事柄が、現在と将来
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Ⅳ．マネジメント体制の課題

にどのような意味を持つのかをアセスメントし、企画・
提案・進行管理をすることが求められている。
「第4期科学技術基本計画」は、大学院での「複数の
専門分野にまたがる基礎的な能力」
「産業界で必要とさ

大学における研究マネジメントの強化をリードして

れるマネジメント能力」の育成を求めている。社会福

きた文部科学省のURA事業では、下記のような業務内

祉学領域では、施策等の実践・検証の積み重ねが不足

容が示されている。

しており（大島2012）、研究者と協働して調査ができ、
また、結果を批判的にみることができる支援者も稀な

「大学等において，研究者とともに（専ら研究を

状況がある（芝野2012）。社会福祉学の場合、産業界と

行う職とは別の位置づけとして）研究活動の企画・

いうよりも、行政や社会福祉法人などにおける、施策（あ

マネジメント、研究成果活用促進を行う（単に研

るいは事業）等のマネジメント力と表現したほうがな

究に係る行政手続きを行うという意味ではない。
）

じみやすいかもしれない。当センターでは、研究支援

ことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開

者やRAに対して、研究プロジェクトのマネジメント力、

発マネジメントの強化等を支える業務に従事する

現場の実務データの作成・分析力の育成を図ることを目

人材を指します。例えば，研究者とともに行う研

指しており、研究支援機能に求められるスキルや、既

究プロジェクトの企画，研究計画等に関する関係

述の社会福祉の課題に応えるスキルとつながっている。

法令等対応状況の精査、研究プロジェクト案につ

このうち後者のスキルと研究支援機能の関係について、

いての提案・交渉、研究プロジェクトの会計・財務・

所属ユニットに軸足を置きながら、センター内のユニッ

設備管理、研究プロジェクトの進捗管理、特許申

ト・グループの枠を超えた研究課題を設定し、調査・

請等研究成果のまとめ・活用促進などがURAの業

研究結果を用いてセンター内外の協力関係の促進を働

務として考えられます。」〔文部科学省（2012:2）〕

きかけ、社会貢献にもつながるような実践が可能となっ
てきている。若手研究者にとって、学際的視点やマネ

大学の事務職とは異なるURAの業務概要は、本稿の

ジメント能力の涵養という、外側から要請される事柄

研究支援機能と通じるところがある。けれども、URA

が、研究支援機能を通じてセルフプロデュースを含め

事業は、大学における中長期的な構想のなかで、研究マ

た研究力のボトムアップにつながることは、当該機能

ネジメント体制整備について戦略的な計画・実施が要請

間の業務バランスの問題はあるとしても、将来のキャ

される（文部科学省2012）
。当センターが採択を受けて

リア形成の広がりと奥行きにつながると思われる。

いる「戦略的研究基盤形成支援事業」は、
「私立大学が、

プロジェクトのコラボレーション促進にはプロジェ

各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援

クト構成員の参加が不可欠であり、これを通じたボト

するため、研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的

ムアップは人材育成に広くかかわっている。研究支援

に補助を行う事業であり、もってわが国の科学技術の進

機能の行使による研究支援者自身のメリットもふまえ

展に寄与する」６）ことを目的しているが、マネジメント

ると、研究支援の目的は、プロジェクトのボトムアッ

体制の計画は求められていない。
当センターの意思決定は運営委員会で行われ、これ

プとともに、研究支援者自身を含めた構成員のレベル
５）

アップを図ること 、ということが確認できる。

に基づき、運営委員である各リーダーは、ユニット・
グループの運営を行う体制となっている。本学の専任
教員である運営委員は、既に多忙を極めており、運営
委員会・定例会の時間の確保も容易ではない。研究支
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援の目的の一つにプロジェクトのボトムアップがある

のマネージャー兼プレイヤーとして行われる。研究組

と述べたが、ここには、運営委員（あるいはユニット・

織のなかでの活動であるという特性や、現に研究機能

グループリーダー）の多忙さによって生じる運営の隙

が存在するという点で、研究マネージャー兼プレイヤー

間をつないでいくことも含まれている。

を初めから切り離すことは難しい７）。大学における研究

研究支援には課題もある。ひとつは運営支援機能と職

マネジメント職のキャリアパスが形成過程にあること

位の関係である。現在の運営支援機能は、学内研究員の

もふまえると、研究機能の余地を残しながらマネジメ

多忙を背景に、責任者レベルの研究員を研究支援者が支

ント専門職の機能を調整することが現実的だろう。

援する、という形態をとっている。けれども、研究支援

二つめの課題は、人件費の確保である。現在のプロ

者の採用は、研究者として行われており、研究者組織に

ジェクト予算では、先述の研究支援従事者の雇用体系

おける序列（職位）をユニットの学内メンバーでみると、

以外による採用はできない。社会貢献度の高い当セン

リーダー、副リーダー、研究員、研究支援者、RAである。

ターの性格をふまえると、使途を指定した大学への寄

組織としては、リーダー、副リーダー、研究員が運営

付、「京都大学iPS細胞研究基金」の例など、柔軟な発

の中核機能を構成し、その指揮・監督の範囲で研究支

想のなかで、今後の研究支援体制の議論があってよい

援者やRAの育成と担当業務がある、とした方が自然で

と思われる。

ある。責任者レベルへの研究支援が不可欠であるなら

大学における研究マネジメントが注目されるように

ば、研究者とは別の体系で研究マネジメント職を配置

なった背景には、研究マネジメント人材の不足、教員

したほうが、現行の研究支援機能と職位から生じる違

の研究時間不足、自己資金に比べ、外部資金の研究費

和感は解消される。

利用に伴う準備・手続き、獲得後の管理に対する負担

もうひとつは、研究支援従事者間のアンバランスで

が大きいこと、があった（東京大学2011；文部科学省

ある。現在、当センターで研究支援に従事しているのは、

2012）。けれども、大学における研究支援は、教員の業

研究支援者、RA、アルバイトであるが、研究キャリア

務負担の問題だけではなくなっている。このことは、
「第

に着目した序列であるため、身分と研究支援力は必ず

4期科学技術基本計画」
、文部科学省による大学のガバ

しも比例しない。また、研究支援者やRAによる運営支

ナンス改革、「文部科学省における研究及び開発に関す

援は、スキルの取得と行使が同時並行的になっている

る評価指針」等のとおりである。当センターは、単体

ところがあり、育成と業務として担う役割を整理する

の時限プロジェクトではなく、大学院に附置された組

必要がある。さらに、研究助手は、採用年齢制限がネッ

織体であり、研究拠点形成のための補助金を得ている

クとなっており、キャリアアップにつながらない。先

がゆえに、高度なマネジメントが求められる。センター

に述べた研究マネジメント職の配置は、研究支援者や

の発展プロセスの一段階として、本稿が寄与すること

RAの育成ポストとしての位置づけをより明確にし、育

を期して締めくくることとしたい。

成内容と役割を整理しやすくなると思われる。また、
研究助手の年齢制限によってキャリアアップが閉ざさ
れた状況の改善、研究支援力のある人材を幅広く確保

＜注＞

していくことも可能となる。

１） 以下を参照。

研究マネジメント職の配置に伴う課題として、本稿

・ 「【公私立大学の部】学校教育法及び国立大学法人等

との関連から2つ挙げておく。ひとつは、マネジメント

の改正に関する実務説明会（法律改正の概要につい

専門職に研究機能を含めるか、ということである。マ

て）」（2014.9.2実施、文部科学省動画チャンネル）

ネジメントの視点に基づくとはいえ、研究機能は研究

（https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGs
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GZ3lmbBTO8H7ﬂZ0tsQgylda3jTs， 最 終 ア ク セ ス

・

2014.12.8）

＜参考・引用文献等＞

中央教育審議会大学分科会大学教育部会（第30回）

文部科学省（2012）『「リサーチ・アドミニストレーターを養成・

「資料3

今後の大学設置基準改正の方向性について」

確保するシステムの整備」
（リサーチ・アドミニストレー ショ

（2014.10.31）

ンシステムの整備）公募要領（平成24年度開始事業）』

（http://www.mext.go.jp/b̲menu/shingi/

（http://www.mext.go.jp/component/a̲menu/science/micro̲

chukyo/chukyo4/015/gijiroku/̲̲icsFiles/afieldfi

detail/̲̲icsFiles/afieldfile/2013/03/27/1332583̲01 ̲2.pdf，

le/2014/11/11/1353308̲05.pdf，最終アクセス2015.1.10）

最終アクセス日2013.4.23.）

２） 理論・歴史グループは、採択後のグループ形成のため、

小椋佑紀（2014）「社会科学系研究者のキャリア形成 ‐ 先行調

初年度に計画を作成している。

査・資料からの検討-」『福祉社会開発研究』No.6,5-14．

３） 運営委員は、センター長、副センター長、ユニット研究

東京大学（2011）「『リサーチ・アドミニストレーターの職務

代表、ユニット副研究代表で構成されている。

内容・ ス キ ル 標 準 等 に 関 す る 調 査 研 究 』報告書」

４） 外部向けの報告として、下記が挙げられる。

（http://www.u-tokyo.ac.jp/res01/ura207̲j.html， 最 終 ア ク

○ シンポジウム報告

セス2014.12．22）

・ 「研究プロジェクトを支えるマネジメント機能 ‐

大島巌（2012）
「制度・施策評価（プログラム評価）の課題と展望」

研究支援者の立場から」
〔東洋大学福祉社会開発

『社会福祉学』53（3），92−95．

研究センター「官学連携による福祉実践研究の

芝野松治郎（2012）
「実践評価の課題と展望 ‐ ミクロレベル実践

展開とそのマネジメント」（2013.11.16実施）〕

の量的実践評価を中心に ‐ 」
『社会福祉学』53（3）
，96−99．

○ 論文
・ 「社会科学系研究者のキャリア形成 ‐ 先行調査・
資料からの検討-」『福祉社会開発研究』No.6
・ 「福祉系プロジェクトを推進するマネジメント機
能 ‐ 高齢ユニットでの活動を中心に ‐ 」
『福祉
社会開発研究』No.7（本稿）

５） 「平成25年度
事業

私立大学戦略的研究基盤形成支援

構想調書」より

６） 文部科学省ホームページ「私立大学戦略的研究基盤形成
支援事業」
（http://www.mext.go.jp/a̲menu/koutou/shink
ou/07021403/002/002/1218299.htm， 最 終 ア ク セ ス 日
2015.1.4）
７） マネージャーとプレイヤーの関係については、協力関係
にある行政等の社会福祉の実践現場との調整を研究者が
担ってきたという事柄もある。社会福祉領域で、マネジメ
ント専門職による産官学連携担当のようなものがどれほ
ど想定され得るものなのか、マネジメント体制の充実のな
かで整理が必要になる場面が生じることも予想される。
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韓国における介護予防・生活支援システムに関する研究／趙

美貞

韓国における介護予防・生活支援システムに関する研究
―専門職へのインタビュー調査の結果を中心にして―
高齢ユニット リサーチアシスタント
東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科博士後期課程

趙 美貞
キーワード：介護予防、生活支援、地域保健福祉サー

会への参加を向上させるサービスを提供するとしてい

ビス

る（Oﬃce of the Deputy Prime Minister, 2006）
。ド
イツにおいても2008年度に、長期療養支援センターの
設置を通して、公的及び私的な介護保険、老人扶助や

Ⅰ.

研究の背景と目的

社会扶助、医療保険まで含み、高齢者が必要とする統
合的なサービスを提供している。また、日本も2000年
度から介護保険制度を導入したが、継続的な介護認定

2008年度7月からの療養保険の導入については、本人

者の数や財政負担の増加により、2006年度には介護保

へのサービスだけでなく家族の扶養負担の軽減など肯

険制度の大々的な改革を行い、地域包括支援センター

定的な効果が示されている。特に、療養サービスの量

を設置して予防重視型のシステムに転換した。また、

的な拡大により、療養サービスの領域における準市場

2012年度からは地域包括システムの構築を目指す様々

化と共に、療養サービスを中心とする高齢者に関わる

な立場からの論議が行われている。

産業が活性化する機会になった。今まで私的領域にあっ

韓国の療養保険の保険者である保険公団は、老人性

た高齢者の介護を、公的領域で提供することにはその

疾患の予防事業として要支援者を療養保険の前段階で

意味がある。しかし、また、ニーズがある高齢者に普

ある福祉と予防を必要とする対象者に対し、自治体で

遍的なサービスを提供するという療養保険の趣旨とは

行っているサービスを調整させる「地域保健福祉サー

異なり、介護サービスの提供は中重度の要介護高齢者

ビスの連携事業」を実施している(韓国保健福祉部

に限定されている。急速に進行する人口高齢化は、介

2012)。保険公団は、要支援者の同意を得て、市郡区に

護に対する需要と労働市場の供給力に基づいた積極的

要支援者のリストを通知する。市郡区は、要支援者に

な高齢者介護政策への転換を求めている。

身体及び認知機能の状態に合わせ、地域内で行ってい

先進国の場合、1990年代後半から予防事業によって

る地域保健福祉サービスを提供している。また、保険

中長期的に高齢者ケアの費用を減少させるとともに生

公団は、要支援者に適正なサービスが提供しているか

活の質を改善し、入院や施設への入所直前の状態にあ

どうかを把握し、定期的に要支援者の機能状態をモニ

る虚弱高齢者のための予防的措置の必要性に対する認

タリングしており、彼らの機能状態が悪化して介護サー

識が高まっている。

ビスが必要になった場合、認定調査を通して療養保険

イギリスでは、高い費用と複合的なニーズをもつ高

の給付を利用できるように調整している。しかし、主

齢者に対する集中的支援や予防施策によって、入院や

な介護業務は介護認定や利用支援などの介護認定に集

入所を遅延させ、高齢者の生活の質をたかめ、地域社

中しており、実際には、地域保健福祉サービスの調整
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だけではなく、継続的な利用に対する管理や、その効

調整・提供している関係者の観点から介護予防・生活

果の評価などの適切な事後管理はもちろん、要支援者

支援で示されている問題点や今後の課題を把握するた

に対する担当者の管理システムは適切に機能していな

めに質的方法を用いた。

い状況にある。

２．調査対象

この場合、要支援者及び虚弱高齢者、また、地域内
のすべての高齢者は、療養保険の潜在的対象者になる。
彼らに対する予防的支援が適切に行われないと、高齢

本研究は、以上の研究目的に基づき、最も多くの情

化に伴い急速に介護の対象になり、結果的には療養保

報を持っていると判断される対象者を選定することと

険財政の悪化をもたらすようになる。また、地域保健

した。インタビューの対象者は、韓国Ａ市のＡ区の自

福祉サービスの現況とその問題点を把握する調査や研

治体、康保険公団、提供機関1）の関係者7名である。

究もあまり行われていない。

３．資料収集と方法
制度の持続可能性と保険財政の安定化のためには、
地域内の要支援者やその他の高齢者に対する予防的側

インタビューは、2013年4月から2013年5月までのプ

面から、支援の仕組みを強化するための検討が最も重

レインタビューを経て、その後、2014年3月まで行われ

要であると考えられる。

た。一人当たりのインタビューの時間は40分〜 2時間30
分程度であった。

以上を踏まえ、本研究では、介護予防・生活支援と
して行っている地域保健福祉サービスの支援とその問

表42 回答者の基本情報

題点を明らかにし、介護予防・生活支援システムを定
着化させるための課題と発展方案を提示することを目
的としている。

Ⅱ．研究方法

１．質的分析

区分

性別

所属

勤務形態

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ

女
女
女
男
女
男
女

保険公団
保険公団
区役所
区役所
老人福祉館
提供機関
提要機関

常勤
常勤
公務員
公務員
常勤
契約職
契約職

現業務
経歴
4年6月
4年
2年
1年
11年
2年2月
1年8月

インタビュー
時間
2時間
1時間
1時間
40分
2時間30分
1時間
40分

インタビューに際しては事前インタビュー調査を行
い、その結果に基づき、本調査では、①「調査対象の基

本研究は、介護予防・生活支援として行っている地

本情報」、②「地域保健福祉サービスの支援状態」、③「自

域保健福祉サービスの支援と問題点を明らかにし、介

治体・保険公団・提供機関における調整・協力」、④「介

護予防・生活支援システムの定着化するための課題と

護予防・生活支援を行う際の問題点及び限界」、⑤「介

発展方法を提示することを目的としている。

護予防・生活支援における今後の課題」などについて

このような具体的な課題を把握するためには量的研

半構造化された質問項目を用いた。インタビューにあ

究では表面的に示されたところしか調査ができないた

たっては、研究内容とは関係のない会話の進行を最小

め、深層的に現在の課題や新たな課題の提示に対する

化するために、事前に質問と関連した内容を参考する

ことを理解することには限界がある。従って、本研究は、

ように依頼した。また、インタビュー内容は、対象者

介護予防・生活支援としての地域保健福祉サービスを

の事前の同義を得て、ICレコーダーを用いて録音した。
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分析方法は、質的コーディング（佐藤

美貞

１．介護予防・生活支援の範囲

2008）を参

考にした。具体的な進め方としては、まず、逐語録を
作成し、データは内容分析を通してコード化し、その

【介護予防・生活支援の範囲】は、
〈介護予防・生活

コードからサブカテゴリーを生成した。そのカテゴリー

支援の概念が不明確〉
〈支援象者の範囲が制限的〉の二

をさらに大きくカテゴリー化し、それを各々のサブカ

つに分けられる。現在の介護予防・生活支援は、要支

テゴリーとして命名した。コーディング作業に際して

援の認定を受けた高齢者に対して、自治体が中心となっ

は、重複のコードの比較、コードとデータの比較、デー

て地域保健福祉サービスを調整することになっている。

タ同士の比較を継続的に行い、類似の意味を持つコー

しかし、療養保険法で規定している地域保健福祉サー

ドとデータを抽出し、カテゴリー化して分析を行った。

ビスの対象が要支援者に限定しており、その以外の高
齢者に対する支援は自治体や民間機関の事業によって

４．倫理的配慮

行われている。
介護予防・生活支援の概念については、
「保険公団」
「自

調査に当たっては、各機関の運営管理責任者や調査

治体」
「提供機関」に共通して、概念の明確化が必要で

対象者に事前に書面で同意を得て行った。回答が困難

あると考えていることが分かった。特に、
「保険公団」

な質問に関しては回答を強制しないことを伝えた。な

と「自治体」にとって、概念の明確化は必要であるが、

お、本研究は、東洋大学大学院の倫理委員会の認証に

対象の拡大に関しては、法律や制度、運営主体などに

より実施した。

ついての全般的な検討が必要であるため、簡単には言
えないと述べている。しかし、
「提供機関」は、地域保
健福祉サービスが既存の社会福祉事業法上で規定して

Ⅲ．分析結果

いる福祉サービスを多く含んでおり、介護予防・生活
支援として規定されてはないが、一部予防の概念が含
まれているため、要支援者から元気な高齢者まで積極

本研究における構成要素は、表2のように35の項目を

的な支援のための法律の根拠が必要であると述べてい

抽出し、12のサブカテゴリーと5つのカテゴリーに整理

る。また、介護予防・生活支援の必要性や対象などに

した。

ついて行政や現場の認識が低く、福祉における予防の

5つのカテゴリーは、【介護予防・生活支援の範囲】

必要性や概念が不明確であり、その対象者の分類や支

【サービス接近への困難性】【サービス支援の調整及び

援には限界があると述べている。

協力】【介護予防・生活支援の専門性の確保】
【地域資
源活用の可能性】であった。カテゴリーを【
カテゴリーを〈

】、サブ

〉で表し、以下、介護予防・生活支

援に関わる構成要素について説明する。なお、インタ
ビュー内容については対象者の言葉をできる限り示し、
固有名詞や個人情報が特定されるものについては調査
者が要約し整理を行った。
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表43 介護予防・生活支援に関わる構成要素
カテゴリー
介護予防・
生活支援の
範囲

サブカテゴリー
介護予防・生活支援の概念が
不十分である。
支援対象の範囲が
制限的である

地域資源活用の
可能性

介護予防・生活支援の対象が要支援者に制限
支援対象の範囲を全高齢者への拡大が必要
サービス連携調整の該当資格が厳しく、支援の間に谷間が存在
ニーズに合わせた支援内容の多様化が必要
生活機能の向上とともに、日常生活支援及び情緒的支援も必要
介護予防・生活支援としての新たなプログラムの開発が必要

地域保健福祉サービスの支援を
拒否する場合が多い

地域保健福祉サービスに対する認知が不十分
介護予防・生活支援の支援について積極的な情報提供が必要
介護サービスではないと拒否する
介護サービスの支援ができる時まで待つ高齢者もいる

実施主体間の役割が
不明確である

介護予防・
生活支援の
専門性確保が
必要

介護予防・生活支援の概念とその範囲の明確化が必要
保健・福祉における予防の違いの定義が必要

制度への厳しさと
支援サービスが限定的である
サービスへの
接近の困難性

サービス支援の
連携・協力が
不十分

コード（構成された意味）

自治体・保険公団・提供機関の役割分担が必要
役割の混乱や責任主体について再検討が必要
具体的な管理方法（マネジメント）の検討が必要

情報共有及び連携への
困難がある

対象リストや結果などが一方的な提供
地域協議体の会議などの形式的な運営
介護予防・生活支援のための共有システムの不在
福祉以外の他のサービスとの連携の難しさ
要支援者の変化についての伝達・共有・反映の厳しさ

地域情報把握が難しい

日常生活に関わる支援へのニーズが高い。
すべての地域資源を把握することはできない
地域の基本的データがなく、要支援者に連携することが難しい

過重な業務による
困難さがある

他業務と兼任による難しさ
介護予防・生活支援の業務と他業務との分離が必要

担当組織の設置が
必要である

介護予防・生活支援をコントロールする機能が不在
介護予防・生活支援だけを担当する組織の設置が必要

人材の不足と専門性向上が
必要である

マネジメント機能の具体的な適用が必要
介護予防・生活支援を担当する人材の配置と育成が必要性

専門知識や実践を行う民間人
材の活用が必要である

民間の専門性を活用できる方法の検討が必要
既存民間の福祉サービス活用のための取り組みの具体化が必要
ドルボミサービスにおけるマネジメントの力量を育成・強化が必要

地域住民を介護予防・生活支援
に参加させる取り組みが必要
である

地域の様々な資源や協力が必要
地域内のボランティア団体を組織・活用方法の検討が必要
居場所を中心に地域住民の参加が必要
介護予防・生活支援を地域福祉計画と連動して検討が必要
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２．サービスへの接近の困難性

美貞

ストを各自治体に通報し、自治体は地域の予防支援に関
わっている福祉機関や遂行機関などにそのリストを提供

【サービスへの接近の困難性】は、
〈制度への厳しさ

して要支援者たちが地域保健福祉サービスの調整を通し

と支援サービスが限定的〉〈地域保健福祉サービスの支

て提供するようになっている。特に、自治体は、地域保

援を拒否する場合が多い〉の二つのサブカテゴリーか

健福祉サービスの調整を総括する役割を持っている。

ら構成された。

しかし、実際には、自治体の役割は、要支援者のリ

実際に要支援者として認定を受けた数に比べて、地

ストを地域内の関連機関に一括して通報することに留

域保健福祉サービスを利用している要支援者の数は少

められており、福祉サービスだけではなく、保健サー

ない状況にある（国民健康保険公団

ビスなどそれぞれの事業間の連携及び相互協力が不十

2010）。一般的に

高齢者の場合は、家事、看病、無料のお弁当配達支援、

分である。また、保険公団と自治体の間に連携のため

買い物などの日常生活に関わるサービス支援のニーズ

の論議や共有ができておらず、要支援者のリストだけ

が高いことが指摘されている。
「保険公団」は、介護予

共有している状況にある。

防・生活支援の実績が低い理由として、要支援者の利

まず、「保険公団」と「自治体」は、情報把握の主体

用拒否があると指摘している。現行の支援は要介護サー

であるのか、管理及び実施主体であるのかの役割が不

ビスに比べて、高齢者の日常生活に必要なサービスか

明確であるため、介護予防・生活支援が混乱している

らは離れており、支援内容や支援基準が限定されてい

と述べている。また、独立した担当組織ではなく、
「自

る。また、「自治体」は、利用のニーズを持っていって

治体」の老人福祉課の職員が他の業務を兼務しており、

も具体的な情報提供が不十分であるため、制度への接

「保険公団」も介護認定から利用支援までの業務を並行

近が難しい場合もあり、該当基準が厳しくて支援を受

して行っているため、介護予防・生活支援の連携や具

けられない場合もあった。特に、
「提供機関」では、ド

体的な取組みに集中することには限界があると指摘し

ルボミ総合サービスや基本サービスがすべての高齢者

ている。地域保健福祉サービスの支援や連携のために

ではなく、健康上や経済的理由などを持つ高齢者に限

は、地域資源の把握が優先されるべきである。
「自治体」

定されているため、その他の高齢者をどう支援してい

の場合は、地域資源や連携機関を把握しており、その

くのかが課題である。また、元気な高齢者が要支援や

連携や活用は容易である。しかし、「保険公団」がす

要介護の状態にならないように支援していく地域の介

べての地域資源を把握・連携することには限界があり、

護予防・生活支援の仕組みを定着化することが重要で

様々な地域資源について「保険公団」と「自治体」の

あり、それぞれの制度の隙間にある高齢者をどう支援

間で共有できる構造があまりなく、「保険公団」が地域

していくのかが課題である。

全体の資源を把握することは難しいと述べている。ま
た、「提供機関」では、行政と定期的な情報共有や意見

３．サービス支援の連携・協力が不十分

交換ができる仕組みが
必要であり、対象者リストだけではなく、実際に高

【サービス支援の連携・協力が不十分】は、
〈実施主

齢者ニーズの把握から資源連携まで共有できるケア会

体間の役割が不明確〉〈情報共有及び連携への困難があ

議などが必要であると指摘している。特に、インタ

る〉〈地域情報把握が難しい〉〈過重な業務による困難

ビュー調査で示されたように、介護予防・生活支援の

さがある〉の４つに分けられた。

情報把握及び実施のためには、担当組織や専門人材の

運営主体である保険公団、自治体、提供機関の連携

配置がなく、現行の構造で保険や自治体が地域全体の

システムは、保険公団で介護認定を受けた要支援者のリ

資源を把握し、連携することには現実的に限界がある。
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４．介護予防・生活支援の専門性確保が
必要

生活支援に参加させる取り組みが必要である〉の２つ
のサブカテゴリーから構成された。
介護予防・生活支援の範囲は、要支援者から元気な

【介護予防・生活支援の専門性確保が必要】は、
〈担

高齢者までのすべての高齢者を対象として考えなけれ

当組織の設置が必要である〉
〈人材の不足と専門性の向

ばならない。しかし、限定されている財源の中で制度

上が必要である〉の２つに分けられた。

や公的仕組みですべての高齢者をカバーすることでき

介護予防・生活支援は、元気な高齢者が要支援者に、

ない。ますます増加する高齢人口や要支援者及び要介

要支援者が要介護者にならないように支援するために

護者に対応するためには、地域のインフォーマル資源

重要であり、その対象者の個別支援から地域支援まで

を活用することは不可欠であり、どの程度の地域資源

を課題に即して考えなければならない。

や住民の力を活用するのかは今後の課題であると考え

また、介護予防・生活支援の専門性を高めるためには、

られる。

利用対象の選定からサービスの調整、また、持続的な

限定されている予算の中ですべての高齢者を対象に

モニタリングまでの担当組織や専門性を持つ人材の配

予防支援を行うためには、地域資源の活用可能性に対

置が不可欠である。しかし、保険公団と自治体の担当

する検討が必要であるとしている。しかし、介護予防・

者は、介護認定や利用支援の業務、高齢者福祉行政の

生活支援の定着のためには、それぞれのフォーマル・

業務など、他の業務を兼務しており、その専門性や具

インフォーマル資源をコントロールできる担当組織の

体的な支援には限界があると指摘している。それに対

検討が優先しなければならない。

して「保険公団」と「自治体」は共通して地域保健福

特に、保険公団・自治体・提供機関とも限定された

祉サービスをコントロールできる組織の不在を認識し

財源の中で、すべての高齢者を対象とした介護予防・

ているが、新しい組織を設置するためには、制度や法

生活支援を行うには限界があり、地域資源の活用は不

的根拠の検討が必要になる。さらに、介護予防・生活

可欠であると認識しており、このことについて地域資

支援の核心事業であるドルボミサービス提供機関など

源の活用の可能性に関する検討が必要であるという点

民間のマネジメント実践を活用する方法の検討も必要

では一致している。しかし、総合的にコントロールで

である。特に、
「提供機関」は、民間福祉機関が1980

きる担当組織をどう配置していくのかは課題である。

年代から社会福祉館を中心に低所得者や貧困高齢者な
どを対象として持続的にケアマネジメントを行ってお

Ⅳ．まとめと考察

り、地域資源を活用するために、民・民との連携・協
力ができる協議体の構築など地域ネットワークの構築
を通して持続的に努力してきた。最近は、このような
民間のマネジメント機能やインフォーマル資源に注目

本章では、韓国における介護予防・生活支援とは何

し、その専門性を向上し活用できる方案の検討が必要

かについて検討するとともに、高齢者ができる限り要

であると認識されている。

介護状態にならないようにする介護予防・生活支援シ
ステムの拡充をめざした政策課題を導き出すために、

５．地域資源活用の可能性

韓国で地域保健福祉サービスに関わっている担当者を
対象とするインタビュー調査を行い、その内容を分析

【地域資源活用の可能性】は、
〈専門知識や実践を行

した。

う民間人材の活用が必要である〉
〈地域住民を介護予防・

このような結果を踏まえ、今後の介護予防・生活支
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援システムの拡充と政策課題を提示すると次の通りで

美貞

第二。介護予防・生活支援の関連機関の連携体系と

ある。

役割分担の明確化が求められる。現行の地域保健福祉

第一。自治体中心の介護予防・生活支援システムの

サービスの支援システムは、保険公団が要支援者を把

導入が求められる。李（2014）は、現行の支援システ

握し、そのリストを自治体に通報する。また、各自治

ムが対象者の情報管理やサービス連携、管理的な責任

体では、要支援者リストに基づき地域内の保健福祉サー

などに関して保険公団と自治体に役割が二元化されて

ビスを調整することになっている。

おり、対象者の管理に関しても保険公団と自治体とも

しかし、これまでの介護や福祉業務が重なってお

に遂行機関であるとされているため、その役割や責任

り、実施体制の変化があまりない状態での連携業務の

主体が曖昧である（李

2014）。また、韓国の自治体が

強化は、業務負担を増加させるだけである。また、具

日本のように療養保険の保険者ではなく、自治体がよ

体的な連携方法や指針がなく、実施主体間の理解や連

り積極的な介入することによって、療養保険と地域福

携の活性化を期待することは難しい。さらに、介護予

祉との連携を強化し、発展させていくことが重要であ

防・生活支援の主要サービスであるドルボミサービス

る（朴

2008）。さらに、高齢者福祉事業が自治体に移

の場合、ほとんど民間福祉館や社会福祉法人が運営し

管されており、保健所や福祉館などが自治体の所属機

ているが、その提供機関における役割分担や支援内容

関になっているため（善

は、具体的に明確にされていない状況にある。

2007）、介護予防・生活支援

の連携・協力のためにも自治体中心の支援の仕組みが

崔（2010）は、要支援者の介護予防支援方案として、

適切であると考えられる。

自治体における予防支援を行うことができる福祉館や

高齢者にとって重要なサービス提供機関は福祉館で

高齢者在宅支援センター、保健所と連携し、特化され

あった。日本と異なり韓国では、初期の制度の施行段

た予防的サービスの提供が重要であると述べている。

階から介護予防・生活支援を介護給付から外しており、

また、介護予防・生活支援に当たっては、保健・福祉サー

地域保健福祉サービスとの連携を通して実施してき

ビスの連携モデルの開発が必要であり、各保健所、住

た。これは、介護予防・生活支援の中心が自治体であり、

民センター、福祉機関の参加による連携サービスが必

今後の取り組みもそれぞれの自治体が中心になるべき

要であり（金 2012）、地域保健福祉サービス連携の責任

であることを間接的に示している。

主体を明確にし、関連機関間の役割分担や協力・情報

厚生労働省（2014）によると、継続的な人口高齢化

共有が重要である（呉ら

2009）と指摘している。

と保険財政の安定化のために、2016年から2018年まで

したがって、自治体と保険公団はもちろん、介護予防・

の経過措置を経て介護予防事業を、既存の予防給付を

生活支援に関わるサービスを提供する機関を含めた実

段階的に各自治体へ移管し、2018年末をもって全国の

施主体間の連携システム及び役割分担の明確化が必要

予防給付を終了する予定であるとしている（厚生労働

である。また、このために優先すべきことは、現行の

省 2014）。また、高齢者の社会的参加を通した介護予

介護予防・生活支援の責任主体が保険公団であるのか、

防・生活支援の推進を目指して、より自治体中心に地

自治体であるのかを明確にすることである。

域支援事業を拡大・強化し、また、地域資源の積極的

第三。介護予防・生活支援の範囲と地域保健福祉サー

な活用を図っている。韓国でも、介護予防・生活支援

ビスの拡大が求められる。韓国における介護予防支援

の効率的・効果的な管理を通して、高齢者のニーズに

は、要支援者を対象にして、普遍的な側面からドルボ

合わせて、現存する生活機能を維持させ、できる限り

ミサービスなどの地域保健サービスを提供している。

地域内での生活が可能な地域中心の介護予防・生活支

しかし、実際には、所得や健康状態などの基準によって、

援システムが定着すべきである。

要支援者であっても適切な介護予防・生活支援を受け
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られない場合もある。

者の効率的な管理のために、第3セクターの参加による

保健福祉サービスの利用や効果、必要性に対する結

活性化が重要であり（権ら

2008）、民間など地域保健

果によると、高齢者は福祉館の多様な福祉サービスを

福祉サービス提供機関との有機的な協力関係の形成を

利用しており、その効果性は、軽度より重度にいくほ

通して持続的・包括的なサービスの提供を行うことが

ど効果性が高く、その必要性も高いとされている。こ

不可欠である（権ら

のことは、要支援者だけではなく、地域の虚弱な高齢

ギリスの事例においても、POPP事業で10か所以上で非

者に対する介護予防・生活支援が重要であり、体系的

営利福祉団体が参加し、予防支援における地域支援の

な管理の必要性を意味している。

活用や効果が示されている。民間福祉機関の場合、専

善（2004）は、虚弱な高齢者は、障害をもつ状態で

2009）と述べている。また、イ

門人材など専門性を持つ地域社会の福祉活動が行われ

はないが、疾病や老衰状態がない元気な高齢者とは区

てきたからである。

分される中間状態の高齢グループであり、虚弱な高齢

したがって、限定された財源の中ですべての高齢者

者は、最終的には介護保険には入らないが、持続的な

を対象とした介護予防・生活支援の仕組みを定着する

管理が行われないと要介護状態になりやすい高齢者で

ためには、地域の様々な資源活用は必要不可欠である。

あるとしている。

また、どこからどこまでの資源を適用・活用していく

高齢者の重要な健康問題である慢性退行性疾患など

のかは、介護予防・生活支援の範囲や役割分担、連携

は、自覚症状がないまま急に重症化する疾患であるた

体制など全体的な枠組みから検討すべきである。

め、事前予防と健康増進を通した生活の質を向上する
ことが重要である（李ら 2007；崔 2010）
。また、一般

【註】

高齢者には、元気な状態を維持させるための健康増進

1）要支援者の介護認定や地域保健福祉サービスの連携・支援

及び日常生活の支援が必要であり、虚弱な高齢者につ

に関わっている関係機関は、自治体、健康保険公団、提

いては、初期発見・悪化を防ぐ支援が優先すべきである。

供機関（福祉館及び事業所）である。また、福祉館は、

したがって、高齢者における健康問題の管理や介護

ドルボミ基本サービスの主な遂行機関であり、事業所は

予防・生活支援の拡大は、生活の質の向上とともに、

介護と共にドルボミ総合サービスの遂行機関である。

究極的には医療費や介護費用の増加を抑制できる重要
な方案になると考えられる。
第四。介護予防・生活支援に当たっては民間機関や
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の適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定める
ことを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連
する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重する

１.

はじめに

こと、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼ
さないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合するこ
と、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限

障害者権利条約では、その前文において障がいが「機

のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によ

能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境

る定期的な審査の対象となることを確保するものとす

による障壁との間の相互作用」であるとし、
「これらの

る」とし、批准国に対して知的障がい者や精神障がい

者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果

者の自己決定に必要とする支援を提供し、その意思や

的に参加することを妨げるものによって生ずること」

選択を尊重するような方策を講ずることを求めている。

を認めるとしている。そこで障害者権利条約は第12条

わが国は2007年9月に障害者権利条約に署名し、その

第1項で「締約国は、障害者が全ての場所において法律

後の国内法・制度の整備等を経て2013年12月に国会が

の前に人として認められる権利を有することを再確認

承認、2014年2月に批准し、わが国での効力が発生する

する」とした。

に至った。国内法の整備の一環として改正された障害

さらに第4項において、
「締約国は、法的能力の行使

者基本法第23条では「国及び地方公共団体は障害者の

に関連する全ての措置において、濫用を防止するため

意思決定の支援に配慮」することとしている。これに

33



東洋大学／福祉社会開発研究

7号（2015年3月）

(2) 目的と方法

基づき、障害者総合支援法第42条において、サービス
提供の現場においても「障害者等の意思決定の支援に
配慮する」こととなり、同第51条の22において、相談

現代におけるICTの発展や、特にApple社のiPadに代

の現場においても、障害者等の意思決定の支援に配慮

表される携帯可能なタブレット端末の発展・普及によ

する」よう努めなければならないとされている。意思

り、障がい者支援においてもICT利用の重要性が高まっ

疎通、コミュニケーションが大きな課題として浮上す

ていると考えられる。本章では、そのような背景から

るケースの多い知的障がい者への支援において、新た

福祉施設におけるICTの利用の実践に資するため、障が

な支援の方法を構築しなければならないだろう。

い者支援におけるICT利用に関する先行研究について文

ところで、特別支援教育の現場では東京大学先端科

献調査を行った。調査の目的は、日本の障がい者支援

学技術研究センターによるプロジェクト に代表される

におけるICT利用に関連する研究や実践の動向を把握す

ようなタブレット端末を利用した学習支援が拡大して

ること、②障がい者福祉施設での実践の参考となるICT

いる。タブレット端末は直感的、視覚的であり、知的

の利用方法を抽出することである。

障がい者にとって利用しやすいツールである。ICTはか

(3) 文献数から見たICT利用の研究動向

つて身体障がい者のコミュニケーション等で活用され
てきたが、現在、知的障がい者のコミュニケーション
での活用が期待されている。そのためには特別支援教

障がい者支援におけるICT利用の研究について、国

育での活用事例等を先行研究として、ICTを活用した知

立情報学研究所の文献データベースCiNii（サイニィ）

的障がい者へのソーシャルワーク支援を開拓的に研究

を使用して論文タイトルで検索を行った。検索用語

することが必要となる。本論の目的はこのような背景

は、ICTに関する検索用語として「ICT 、IT 、情報端末、

を踏まえ、知的障がい者へのソーシャルワーク支援の

タブレット端末、iPad」
、障がい者に関する検索用語と

ICT活用を模索し、その可能性を示唆することである。

して「障がい、障害」を使用した。入手可能な論文に
ついて文献の要旨や本文の内容を確認し、実際のICT利

２.

障がい者支援におけるICT利用の先
行研究レビュー

用に関する研究について関連文献を抽出した。結果を
下記に示す（表1）。
その結果、障がい者支援におけるICT利用の報告は
分野ごとでは教育分野での報告が61件と最も多かった。

(1) ICT及びATの定義

特に特別支援教育での報告が9割程を占め、タブレット
端末を用いた様々な学習や支援の報告（佐原、2014・

ICT（Information and Communication Technology）

渡部ら、2013・田中ら、2013・佐原、2012）が見られ

は、情報通信技術の総称であり、文部科学省（2010）

た。特別支援教育以外では大学教育における報告（岡

によれば「コンピュータや情報通信ネットワークな

本、2014・岡田、2012・斉藤、2009）が見られた。次に、

どの情報コミュニケーション技術」と定義されてい

日常生活における情報取得の支援等の日常生活等の一

る。 ICTは、障がい者の支援機器・サービスであるAT

般分野での報告が31件と多く、携帯情報端末を用いた

（Assistive Technology）の1つであり、障がい者の社会

情報保障の報告（高橋ら、2011）が見られた。

参加や自己実現を保障する手段の1つであると考えられ

次に、医療分野での報告が9件見られ、特に理学療法

る。

分野での脳卒中患者への訓練や評価でのiPadの利用（笠
原ら、2012・小山ら、2012）に関する研究が複数見られ
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た。福祉分野については情報のアクセシビリティや社会

が記載された。これを受けて平成21年3月の「教育の情

参加の観点から理論的に考察した文献（柴田、2006・河

報化の手引き」
（文部科学省、2010）では特別支援教育

村、2004）が見られたが、実際のICT利用に関する報告

における情報教育やICT活用、これらに関わる配慮点等

は、タブレット端末のiPadを利用した介護用支援システ

が取りまとめられた。また平成25年度の委託事業の調

ムの研究（澤田ら、2011）のみでほぼ見られなかった。

査研究の成果として「発達障害のある子供たちのため

また、障がい種類では視覚障がいを対象とした報告

のICT活用ハンドブック」特別支援学校編（兵庫教育大

は21件と多く、特に一般分野での報告が多かった。知

学、2014）等が作成されている等、ICT利用を進める大

的障がいを対象とした報告は19件で、特に教育分野で

きな動きある。しかし、学校現場でICT利用を普及・推

の報告が多く、聴覚障がいを対象とした報告も19件と

進していくための課題も指摘されている（小林、2011）。

多かった。それ以外でも、様々な障害を対象にした報

(5)

告が見られたが精神障がいや難病を対象とした報告は

特別支援教育におけるICT利用の先行研
究・事例

見られなかった。

本節では代表的な先行研究・事例の一部を紹介する。

表1 障がい者支援におけるICT利用に関する文献分野
分野

東京大学・先端科学技術センターは民間企業やNPO
教育

医療

福祉

一般

合計

法人と協働して障がい児の情報端末の利用についての

障がい種類
障害全般

10

0

0

1

11

実証研究である「魔法のプロジェクト」を行っている。

身体障がい

1

2

0

1

4

そこでは、iPadを利用した学習支援等について多数の

視覚障がい

4

2

0

15

21

聴覚障がい

10

2

1

6

19

知的障がい

16

0

0

3

19

2013）。次に、東京大学・学際バリアフリー研究プロジェ

発達障がい

11

0

0

1

12

クトは、支援機器に関する様々な研究や活動を行って

重複障がい

6

0

0

0

6

その他

3

3

0

4

10

合計

61

9

1

31

102

教員等が協力し、多数の実践が報告されている（佐藤、

おり、障がい者に役立つパソコンのアクセシビリティ
機能とその利用方法についての教科書「ICTアクセシビ
リティテキスト」の作成や、福祉情報機器に関するす

(4)

特別支援教育におけるICT利用の国内動

るオンラインデータベース「AT2ED（エイティースク

向

ウェアード）の情報公開等を行っている。次に、独立
行政法人国立特別支援教育総合研究所は、特別支援教

障がい者支援におけるICT利用は、書籍や実践報告を

育のナショナルセンターとして特別支援教育のICT利用

含めると特別支援学校での研究・実践が最も多く、ICT

について多数の研究を行っており、その成果の一部は「i

利用が進んでいると考えられる。そのため、本節では

ライブラリー（教育支援機器等展示室）」や「発達障害

特別支援教育におけるICT利用について概観する。

教育情報センター」、「インクルーシブ教育システム構

特別支援教育でICT利用が進んでいる背景には、教

築支援データベース」等の形でICT支援機器の情報提供

育分野全体でICT利用の促進が図られていることがあ

を行っている。

る。平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申を受け、
「特

紹介した3つのうち特に「魔法のプロジェクト」では

別支援学校小学部・中学部学習指導要領」
（文部科学省、

成果報告書において推奨事例や事例が多数報告されて

2009）や「特別支援学校学習指導要領解説（総則等編）
」

おり、「対象生徒の情報、活動目的、活動内容と対象児

（文部科学省、2009）でICT利用の促進に関しての内容

（群）の変化、報告者の気づきとエビデンス」といった
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内容が確認できる。また、清掃作業におけるiPadの活

こなっている。

用事例等の福祉施設の活動内容と類似した事例も多く、

(2) タブレット端末の特徴

今後、障がい者福祉施設においてICT利用をするにあた
り参考にしやすい情報が多くあると考えられた。

iPadに代表されるタブレット端末は次のような特徴

(6)

まとめ

がある。

障がい者支援におけるICT利用は多様な対象者や分野

①シンプルで直感的な操作性

で実施されていた。特に特別支援教育でのICT利用は障
害者の権利に関する条約の合理的配慮等を背景にした

前述のとおり、タッチパネルによる操作は直感的で

インクルーシブ教育の推進とともに、施策と実践とも

ある。これは、画面に表示された操作対象に直接触れ

に他分野と比較して進んでいる。福祉分野でのICT利用

て操作するためであり、多くの人にとって馴染みやす

はまだ実践や研究が開始されつつところであるが、今

い。また、物理的なボタンも必要最小限であるため、

後、障がいのある人の自立や社会参加を進めるための

誤操作の原因となり難い。

支援手段の1つとしてICT利用の方法や効果について研
究が進むことが期待される。

②高度なカズタマイズ性

３．タブレット端末の特徴と支援アプリ
の活用

タブレット端末では、一般的に「アプリ」と呼ばれ
るソフトウェアを組み込んで利用することが可能であ
る。現在、多種多様なアプリが公開されており、利用
者はその中から自由に選んで使用することができる。

(1) タブレット端末の普及と障がい者支援の

また、障がいがある人でも使い易くするためのアクセ

動向

シビリティ機能が最初から組み込まれており、使用者
の特性に合わせて調整することができる。

ここ数年、タブレット端末が急速に普及し、身近な
存在になりつつある。契機となったのが2010年にApple

③導入・運用コストが低い

社から発売されたiPadである。キーボードとマウスで
操作する従来までのコンピュータと異なり、タッチパ

一般的に、専用の福祉機器と比べて、タブレット端

ネルによる直感的で分かりやすい操作性は、子どもか

末の方が導入や運用にかかるコストを低く抑えること

ら大人まで誰にとっても使いやすく、ビジネス分野の

ができる。また、万一故障した際も、すぐに修理・交

みならず、医療分野や教育分野での活用も進められて

換できる点も汎用製品の大きなメリットと言える。

いる。さらには、障がい者の支援機器として、タブレッ
ト端末を積極的に活用していこうという動きが近年活

④高い教育的効果

発になってきた。例えば、東京大学先端科学技術研究
センターとソフトバンクグループが推進している「魔

タブレット端末は動画や音声の扱いに優れているた

法のプロジェクト」では、全国の特別支援学校と連携し、

め、言葉や文字で伝えるよりも分かりやすく物事を伝

教育現場におけるタブレット端末の活用事例研究をお

えることができる。また、タブレット端末上に用意さ
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②読み書き支援ツールとして

こなう場面にも向いている。アプリによっては学習履
歴から本人が苦手なポイントを発見するのに役立つ機

紙に書かれた文章を読むのが苦手な人には『iBooks』

能を有するものもある。

や『i文庫』などの電子書籍リーダーが有効かもしれない。
これらのアプリは文字の大きさや色を自由に変更でき

⑤コンパクトで持ち運びが容易

るので、読字障がいがある人でも格段に読みやすくな
る可能性がある。また、書字障がいがある人には『メモ』

従来までのコンピュータと比べてサイズがコンパク

や『Pages』などのワープロアプリが活用できる。さらに、

トで重量も軽いため、どこにでも持ち運びが可能であ

音声認識機能を使うことで声での文章入力も可能であ

る。屋内だけでなく、外出中でも活用できるのは支援

る。また、頭の中を整理しながら考えたり、文章の構

機器として大きなメリットと言える。

成を組み立てたりするときには『SimpleMind』等のマッ
ピングソフトが有効である。

⑥モチベーション向上に繋がりやすい
③記憶を支援するツールとして
多くの人がタブレット端末に対して「楽しい」
「面白
い」「かっこいい」というイメージを持っている。福祉

口頭での説明を記憶することが難しい場合には『ボ

分野において、意外に見落とされがちな視点ではある

イスメモ』を使って録音しておくことで、後で繰り返

が、これは利用者本人にとっては重要な要素と言える。

し聞き直すことが可能となる。また、カメラ機能を使っ

それ故、タブレット端末を使った活動ではモチベーショ

て掲示物等を撮影しておけば、いつでも内容を見返す

ンの向上が期待できる。

ことが可能である。

(3) タブレット端末の活用例

④見通しを持たせるツールとして

前述のとおり、様々な利点を有するタブレット端末

『カレンダー』や『たすくスケジュール』等のアプリ

であるが、福祉施設おいてどのように活用できるのか

を使えば、日々の予定を視覚化できる。また、『Time

を具体的に考えてみたい。下記で取り上げたアプリは

Timer』などのタイマーアプリを使えば、現在の作業の

いずれもiPadでの動作に対応している。

残り時間や次の予定の開始時間を視覚的に分かりやす
く伝えることができる。スケジュールの見通しが立た

①コミュニケーション支援ツールとして

ないと不安になってしまう人でも、これらのアプリを
使うことで落ち着いて行動ができる場合がある。

対面での会話が苦手な人でも、電子メールや『LINE』
等のアプリを使って、文字によるやり取りであれば問

⑤手順や行程を分かりやすく伝えるツールとして

題なくできるケースがある。また、『DropTalk』
『トー
キングエイド for iPad』などのコミュニケーション支援

『Keynote』 な ど の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ツ ー ル や

アプリを使えば、重い障がいを持つ人でも音声と絵カー

『Teachme』などの手順作成ツールを使えば、作業手順

ドを使って他人に気持ちを伝えることが可能になる。

を分かりやすく伝えることができる。より複雑な作業
の場合は、カメラ機能を使って手本となる映像を動画
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(1) 調査施設地域の概要

で撮影しておき、それを繰り返し提示することも有効
な手段となる。

調査施設は、東京都東久留米市にある、社会福祉法

(4) タブレット端末を活用する上での注意点

人森の会、広域地域ケアセンターバオバブである。

や課題

東久留米市は、東京都の北西部、武蔵野台地の中央
に位置している。北東は埼玉県新座市、西は東村山市、

以上のように、福祉施設におけるタブレット端末の活

南は西東京・小平の２市、北は野火止用水を隔てて清

用には大きな可能性があるが、従来までのアナログ的な

瀬市に接している。人口は約11万人であり、市内の障

支援に取って代わるものではなく、補完するものである

がい者数は、約6,000人である。

という点に注意する必要がある。タブレット端末を使っ

障がい者の内訳 は、身体障がい者数が4,374人、知的

た支援は、あくまで支援手段の一つに過ぎず、従来まで

障がい者数が、856人、精神障がい者数が719人である。

の支援の方が適している場面も以前として多い。障がい
者のニーズとタブレット端末の特性を十分に理解した上

表2

年齢構成別身体障害者手帳所持者の推移（単位：人）
区分

19年

20年

21年

22年

23年

全体

3,920

4017

3,953

4,204

4,374

がまだまだ少ない」
「プライバシーやセキュリティ上の

18歳未満

107

110

186

104

99

問題」
「相談できる専門家が不足している」
「故障や盗難

18歳以上

3,813

3,907

3,767

4,100

4,275

で、適切な場面で使用することが重要だと思われる。
その他の課題点としては、
「障がい者に適したアプリ

へのリスク」などがある。特にセキュリティやプライバ
シーは大きな問題であるため、福祉施設への導入を躊躇

表3

年齢構成別愛の手帳所持者の推移（単位:人）

区分

19年

20年

21年

22年

23年

全体

711

745

772

813

856

れており、我々の生活には無くてはならないものになり

18歳未満

197

205

210

239

251

つつある。前述のとおり、障がい者にとっても、タブレッ

18歳以上

514

540

562

574

605

してしまうケースも多いと思われる。一方で現代は情報
化社会と言われように、様々なICT機器が身の回りに溢

ト端末などのICT機器を活用することで、日々の生活を
快適で豊かなものになり、さらには職業選択の幅が広が

表4 年齢構成別精神障害者保健福祉手帳所持者の推移（単位:人）
区分

19年

20年

21年

22年

23年

全体

418

471

549

631

719

れ親しみ、正しい使い方を学ぶということは、今後より

1級

72

69

59

57

60

いっそう重要になっていくものと思われる。

2級

242

268

323

387

435

3級

104

134

167

187

224

る可能性もある。福祉施設においても、ICT機器を活用
した活動を取り入れることで、ICT機器の取り扱いに慣

４．調査実施施設の紹介

（出所）第3期東久留米市僧会社福祉計画

(2) 調査施設の概要

本研究は、障がい者福祉施設におけるICTの利用につ
いての研究であるため、調査施設の選定を行った。

調査施設である、社会福祉法人森の会、広域地域ケ

本研究での調査は、本研究の外部研究員である、
小泉・荒木が勤務する、障がい者福祉施設で調査を行

アセンターバオバブ（以下、バオバブ）は、昭和50年

うこととした。

に東久留米市大門町において、地域の無認可福祉作業
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社会福祉法人となり、施設の運営基盤を強化安定さ

設立当初から、健常者と障がい者の区別はせず、同

せ、より地域の障がいを持った人、当事者家族が安心

じ働く人間として、平等な立場で生きることを理念と

して利用できる施設となった。

し、「共に生き、共に働こう」をスローガンとし、活動

平成18年には、国庫補助事業による、施設建物の建て

している。

替えを行い、これまでの木造平屋建ての建物から、地

障がい者の所得保障のため、施設として安定した仕

上4階建ての施設へとなった。それに伴い、運営も、障

事の確保、高く、安定した工賃の確保を目指し、設立当

害者自立支援法下での運営となり、これは東久留米市

初から、東久留米市からの、公園清掃事業の委託、資

内の福祉施設では一番早い制度移行事業所となった。

源回収事業の委託を受け、積極的に行政、地域と連携

障害者自立支援法下での運営となり、自立訓練事業

し活動を行ってきた。また、東久留米市中央公民館内

（生活訓練）・就労継続B型支援事業・就労移行支援事業

において、福祉喫茶店を開設。これは、今では一般的

の3事業の多機能型事業所となった。

になっている、公共施設内の福祉喫茶の先駆けである。

特に、障がいを持った人の一般就労を支援する、就労

バオバブで働き、自分で工賃（給料）を稼ぐこと、こ

移行支援事業は、バオバブが制度ができる以前から行っ

れは健常者も障がいを持っていても生きていくうえで、

ている支援であり、いわば、バオバブで行ってきた支援

同じく大事なことと考える。そのため、お金を稼ぐこと

がやっとここで事業として公に認められたといえる。

だけではなく、稼いだお金を、どのように使うか、と

障害者自立支援法下での運営となり、これまで、11

いうことにも支援の重きを置いている。

名の就労者が出ている。

自分で稼いだお金で、外出したり、自分のほしい物

就労のための支援と並行し、就労中の障がい者の職場

を買ったり、貯金したり、その使途は当然人によって

定着支援（職場訪問、ジョブコーチ、職場の環境改善等）

様々である。その点を尊重していくことで、お金の大

も行い、長く就労できるための支援も行っている。また、

切さや、使い方を身に付けていくという支援を行って

場合によっては（体力的な問題、障がい特性の変化、劣

いる。

悪な職場環境等）
、積極的な離職支援も行っている。

日々の作業も、毎日の朝の会において、自分でした

特にバオバブの利用者は、知的障がいを持った利用

い仕事を選び、自分で決めた仕事を、責任を持って一

者が主なため、自分から様々な課題を表出することが

日やり遂げることを目的として、ルール化している。

困難な場合や、同じ職場で働く上司や同僚からの指示

自分で選ぶ自由と、自分で選んだことに対する責任

や、話しを理解することが難しく、そこから小さなト

とを、身を持って体験し、それが社会性につながると

ラブルが積み重なり、離職につながってしまうケース

考えている。

がある。そのため、バオバブでは、定期的な職場訪問や、

バオバブでは、日々の中での選択肢が多く、そのため、

就労している障がい者と話しをする機会を持つように

他施設より、自由度が高い取り組みを行っている。自己

している。

選択、自己決定を設立当初から実践している施設である。

現在バオバブは、利用者36名、平均年齢27歳、主に

平成13年には、社会福祉法人の認可を受け、小規模

知的障がいであり、身体障がい、精神障がいとの重複

授産施設となった。

障がい者の利用が増えている。

バオバブという大きく、人の誰の役にも立つ、頼れ

利用者の約半分は、療育手帳の重度知的障がい者で

る木を森のように地域に増やし根付かせ、障害を持っ

あり、バオバブでは、先述した通り、日々の活動の中

た人も、持たない人も、安心して集うことができる施

で、選択をする機会が多くあるため、重度知的障がい

設を目指し、森の会という法人名とした。

者の、自己決定や意思決定の方策や決定プロセスにお
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いて、大きな課題を持っている。そのため、今回、ICT

に整理をした。

を利用し、知的がい者の自己決定、意思決定支援の支

Ａさん本人と一緒に落とし込んでいったSimpleMind+

援の方策を探りたい。

を確認しながら話をしていくと、これまでの口頭だけ
では聞けなかったＡさんの気持ちが少しずつ表出され

５．実践での応用例

てきた。それを集約すると次のようになる。
・夜中に電話してはいけないことは理解している。
・Ｘさんのことが好きで、今以上に関わりたいと思っ

(1) ICTを活用した支援の実態

ている。
・夜中にたまたま目が覚めてしまい、電話をしてし

①Ａさんへの実践事例−iPad miniとSimpleMind+の活用

まった。
以上のように、SimpleMind+を用いてＡさんの気持

Ａさんは20代前半の男性である。支援者からの指示

ちを引き出すことができ、Ｘさんとの関係の持ち方、

はおおよそ理解でき、会話もある程度できるが、自分

携帯電話の使用方法など、Ａさんの課題を整理するこ

の気持ちや意思を表明することは難しく、さらに自分

とができた。

に都合が悪いことを聞かれると黙ってしまうことが多
い。

②Ｂさんへの実践事例−iPad miniとロイロノートの活用

Ａさんが、高等部の先輩であり同じ施設に通う男性
利用者Ｘさんの家に、夜中に携帯電話から電話をかける

Ｂさんは20代後半の男性である。療育手帳は4度であ

ことが何度もあったため、口頭で本人に注意をしてきた。

り、現在はグループホームを利用している。物静かな

また、Ａさんの家庭にも連絡帳で状況を報告し、電話で

性格で普段は自分からはあまり話をせず、首をタテや

直接保護者には本人に注意を促していたくようお願いし

ヨコに振って意思を伝える頻度が高い。しかしながら、

てきた。その都度、本人も反省の弁を述べ、もう夜中に

会話はでき、識字能力も高い。

電話をかけないことを約束するが、また同じことを繰り

同じグループホームに住み、同じ日中活動を利用し

返してしまった。

ているＹさんの靴を隠してしまうことが繰り返しあっ

これまでの方法では、時間が経つと再び繰り返して

た。ＢさんがＹさんの靴を隠している所を職員がたま

しまうことが予想されたため、ICTを用いて、いつもと

たま見ていたため、Ｂさん本人に注意をした。

違う方法でＡさんに注意喚起を行うことにした。

Ｂさんは日ごろ、自分の思いを言葉で他者へ伝える

今回は、夜中の電話に対して注意することではなく、

ことがあまりなく、支援者としてもＢさん本人の気持

なぜ夜中の電話を繰り返してしまうのか、という点につ

ちをなかなか理解することが難しい。しかし、Ｂさん

いて本人の気持ちや意思を引き出すことを目的とした。

は文字の読み書きができるため、ICTを活用することで、

順序だてて本人の気持ちを整理するため、SimpleMind+

彼の思いを表出できるのではないかと考え、Ｂさんの

を使用した。Ａさん自身がなぜ夜中に電話をしてしま

気持ちや行動の動機について、ICTを活用して引き出す

うのかを本人の気持ちを明らかにすることを到達点と

ことを目的とした。

し、最初にクローズドクエスチョンでの質問を続けた。

Ｂさん自身は、普段から非常に穏やかな性格であり、

その回答を同時にSimpleMind+に落とし込んでいった。

グループホームでも日中の活動場所でも、誰からも好

今回は、SimpleMind+を使用し、もう一度電話を夜

かれており、他者との関係も良好である。そのような

中にかけ始めた動機をていねいに聞き直し本人と一緒

Ｂさんが、今回のようないたずらをするということは、
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本人に、再度、①人に息を吹きかけてはいけない、

Ｂさんは識字能力があり障がいも軽度であるため、

ドライバーに息を吹きかけると事故を起こす可能性が

ICTへの興味も強いことが予測できる。トーキングエイ

あり大変危険だということと、②回収場所にメンバー

ドのような音声など自分が操作したことでレスポンス

を放置はしないので、回収中に走る必要はないことを

があるようなツールが特に有効と考えた。支援者から

ゆっくりと優しい言葉で説明した。

の問いかけに対する理解はできるため、その答えをトー

その後、何度も意識させて覚えてもらうことを目的

キングエイドで答えてもらった。

として、息を吹きかけている写真と、走っている写真

ICTを活用し対話を続けていくことで、トーキング

の2枚の写真をiPad miniに映し、１日に2 〜 3回見せ続

エイドの中にない答えなど、次第に自分から能動的に

けた。通算4 〜 5回目くらいからは、支援者がiPad mini

答えることができてくる様子が見られるようになった。

を持っている姿をみると、すぐに本人が先の2つの言葉

その回答を集約すると次のようであった。

を自分で言えるくらいになった。

・Ｙさんは週末には実家に帰宅するが、Ｂさんには帰

ただ口頭で話すだけではなく、何回も写真をみせる

宅する実家がないことからくる、Ｙさんの家庭環境

ことで、Ｃさん本人が重層的に理解できたようで、現

への嫉妬。

在は、このような行為は行っていない。

・靴を隠すことは、悪いことだということは理解して

(2) ICTを活用した支援における展望と問題点

いる。
以上のように、Ｂさんが週末に寂しい思いをしてい

以上、３つの事例から明らかになったのは次の点で

ることが明らかとなり、余暇活動への参加などを検討

ある。

することができた。

①軽度障がい者であるとICTなどの機器に対して興味
が強い場合が多いため導入しやすい。

③Ｃさんへの実践事例−iPad miniと画像の活用

②ICTツール自体がきっかけとなり、その後の本人の
気持ちの表出の機会となる場合がある。

Ｃさんは20代後半の男性である。療育手帳は3度であ
る。自閉症である。会話は可能で、識字能力も高く、簡

③当事者自身の気持ちの整理と、支援者側の課題の

単な計算もできる。しかし、独語や、質問と回答を自分

整理ができ、より課題に焦点を当てた支援を考えるこ

で言い、それをスタッフに確認するという言動が頻繁に

とができる。
④ICTを活用して耳からだけではなく目で見る情報を

あることから、作業の集中力に欠けるところがある。

発信することで、理解を重層的にできる。

日中活動が終わり、帰宅アナウンスを待つ間、Ｃさ
んが支援者の背後から頭や顔に息を吹きかける行為が

自分の意思や気持ちを言葉で他人に伝えることが得

頻繁に見られたため、本人と支援者が話をして、やめ

意ではない利用者に対して、支援者がいかにして彼ら

るよう促した。保護者にも話をし、家庭でも注意を促

の奥底にあるものを引き出せるかが、支援方法を考え

すようお願いした。

る上でも重要なこととなる。利用者本人に的を絞った
ピンポイントとなる具体的な支援を行っていくには、

約1週間後、Ｃさんは運転中の資源回収ドライバーに

ICTの活用はかなり有効であると感じた。

息を吹きかける行為をした。また、資源回収先に到着
した際に、広報誌をポストに投函して車に戻ろうとす

今後は、生活に関わるものや日中活動である作業に

るときに走ってしまい、敷地内の縁石につまずき、右

関わるものだけではなく、就労支援へのICTの活用につ

腕をすりむいてしまった。

いての検討も必要であろう。
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さらに、今回の実践でわかったことであるが、支援

閉症や発達障がいのある人は、通常の発達の人と比べ

にICTを活用するには、アプリのダウンロードと使用方

た場合、発達の様相が異なっており、不均衡なのであ

法の習得、画像の準備など、あらかじめ準備をしっか

ると考える。そこで自閉症の人が、視覚的な情報に親

りしておかないと、タイムリーな時にすぐに活用でき

和性が豊かで、意味や概念を見出し適応することに働

なかった。この点は、ICTを有効に活用する際に検討し

きかけ、意思決定支援に取り組む。このために個別対

なければならない点であろう。

応に取り組みコミュニケーション環境を視覚的に整え
ていく。さらに佐々木によれば、TEACCHの支援 ス

６．今後の課題

タッフは、ジェネラリストとして、障がい者の地域活動、
家族調整、就労支援等広く生涯に渡って、活動するこ
とが必要である。このTEACCHは、教育・福祉の現場

(1) 意思決定支援への道

で広く活用されており、視覚情報を拡大して、わが国
でもＩＣＴ支援の導入につながっている。

わが国の障がい者の権利の確立と社会参加への政策

障がいのある人へのICT支援について、実証研究を行

の動きが、近年になり大きくなり意思決定支援の必要

う「魔法のプロジェクト」の中邑は、
AAC（Augmentative

性も高まる一方である。さらに障害者差別解消法の成

and Alternative Communication)：拡大代替コミュニケー

立と雇用促進法の三障害の同時の改正によって、わが

ションの考え方から、
「身の回りにあるテクノロジーが

国の権利擁護は一つの壁を越えたと言える。雇用にお

多くの人の能力を補強」するハイブリディアンの時代の

いても合理的配慮は法的義務になり、この合理的配慮

であると表明する。言葉の受け入れに困難さを抱える障

の主戦場は「教育の場」
「雇用の場」であり、権利擁護

がい者は、障がいを持たない人とはスタートラインから

の核心は意思決定支援にかかっている。支援の実施に

異なり、教育や福祉の場でＩＣＴを個人用の学用品とし

当たっては、モデル事業の積み重ねや優れた先行例な

て機能させることで、当事者の一斉指導の現場の呪縛か

どの現場の支援にから得るものが多く、厚生労働省社

ら解かれ、不公平感を取り除けることになる。

会保障審議会障害者部会においても調査を実施してい

また障がいのある人のICT使用は、会話では表明困

く。支援現場では、当事者主体（person centered）を

難であった当事者の意思世界を、自身の記述によって

原則に実践を積み重ね、何よりも当事者の意思決定が

鮮やかに提示してきている。東出はそれまで周囲から

反映されることが最重要目標となる。

唐突で不可解に思われた行動であった「自閉症の僕が
飛び跳ねる理由」が意味ある自己表現であることを知

(2) 障がい者への視覚情報とICT支援

らしめた。この記述は、「飛び跳ねる」行動が理解でき
ずに困惑していた人々の意識を変えた。東出の記述は、

意思決定支援の取り組みでは、障がい者との意思疎

初めは母親が作成した文字盤のポインティングや筆談

通が求められ、意思表示とコミュニケーション方法へ

を用いており、今も基本的には文字盤を使用し、ICTを

の開発は、支援者にとって大きな課題になっている。

併用して記述している。

コミュニケーションへの取り組みで、世界的に広く

「僕は筆談という方法から始めて、現在は、文字盤やパ

実 施 さ れ て い るTEACCH（Treatment and Education

ソコンによるコミュニケーション方法を使って、自分の思

of Autistic and related Communication-handicapped

いを人に伝えられるようになりました。自分の気持ちを相

CHildren ）は、障がい全体の考え方に大きな変革をも

手に伝えられるということは、自分が人としてこの世界に

たらした。佐々木によれば、TEACCHの原理では、自

存在していると自覚できることなのです。
」（東出．2010）
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（4）福祉施設におけるICT支援

また綾屋は表現の不自由さに苦しんだ経過を経て、発達
障害当事者として、自身のICTとの出会いを記述している。
「『わたし』を立ち上げるためには、キーボードとディ

取り組みが先行する教育現場で、実践が重ねられてい

スプレイが不可欠となり、
『私の思考はキーボード操作

るＩＣＴ支援が、福祉施設でも、就労支援でも可能にす

をする指先とのみ直結している』と感じるまでになっ

ることが今後の課題である。障がい者のライフステージ

た。」（綾屋，2008）

全般に渡る支援が求められ、学校でICT支援を受けた子
供たちは、当然ながら卒業後も、ICT支援は必要である。

このような発達障がい者の記述は、知的能力の高低
に関わらず、ICT使用による意思表現の可能性を示して

学校現場における先行実施に学びつつ、アプリの研究の

いるだろう。まずは支援の場において、支援スタッフ

一方で、福祉施設現場における実践を通じて、可能性を

はICT使用により、まずは選択の答えとして、昼食はパ

探っていくことが求められる。東洋大学福祉社会開発情

ンが良いかご飯が良いか、飲み物は林檎ジュースか蜜

報センターのICTチームは、先行研究により実績を学び、

柑ジュースのどちらが好きか、を訊ねることなどから

ICTの技術的なサポートを受けつつ、福祉現場で実践と

始められないであろうか。

モデル事例を創出することに取り組みを始めた。
（図１）
実践検証を受託したバオバブは就労支援の福祉の場であ

（3）教育の場のICT支援

り、多様な就労形態に取り組む生き生きとした施設であ
る。ICTチームは、ICT支援の取り組みの第一歩をここ

ICT支援の先行研究を概観すると、ICTの活用は特別

から始めた。特別支援教育とは異なる取り組みが必要

支援教育の現場において、広く取り組まれている。特

で、グループ・ワークやSSTなどの可能性など、研究の

に長野県稲荷山養護学校の長い取り組みは、覚目すべ

課題は多数ある。佐々木によれば、
ノースカロライナでは、

き成果を挙げ、全国的な目標となっている。その基本

障がい者の就労支援のために、ジョブ・コーチ・モデル

にはTEACCHの原理があり、初期に学習支援の環境を

と呼ばれる方策がある。ジョブ・コーチが就労現場に常

TEACCHにより整え、初めは写真使用による視覚情報

駐して職場環境を整え、視覚情報を支援することにより、

から絵カード、ICTの活用へと展開していく。同校の教

必ずしも高機能ではない人々の就労支援をも可能にして

師青木によると、障がいを持つ児童にとって話し言葉

いる。ICTチームのささやかな取り組みが、方策提案に

だけの情報受容は、理解ができず混乱し、返答として

至ることを目標としつつ、ICTの使用により、技術的な

表出されるのは不適応行動としてオウム返し・独り言

サポートを受けながら、事例研究が開始されたのである。

パニック・自傷などの表出に至る。そこで、意味理解
の援助が必要になり、ICTの使用により構造化・視覚支

図１ 障がいのある人々へのICT支援

援・シンボルによって、コミュニケーション環境を整
える。青木が開発に参加したアプリ『Drop Talk』によ
る個別スケージュールの作成等が行われる。このこと
によって、①本人に分かりやい状況を作り、②モチベー
ションを高め、③繰り返し学習できる状況を作り出す。
ICT利用のための『Drop Talk』絵シンボルは１７００
を超える開発に至っており、障がい児がICTの活用によ
り、自発的に動きだす支援を生み出している。
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Supported Decision Making をめぐる海外の議論の動向

障害ユニット 研究支援者

木口恵美子
２． 障 害 者 の 権 利 条 とSupported
Decision Making

キーワード：意思決定、支援、障害者、権利，関係性

１．はじめに
（１）障害者の権利条約の目的と特徴
平成18年（2006年）に国連の「障害者の権利に関す

障害者の権利条約を成立させるための動きは，2001

る条約（以下障害者の権利条約）」が採択されて以降，

年12月の第56回国連総会で、メキシコ提案の「障害者

国 内 外 で「Supported Decision Making以 下SDM」 を

の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的総合的

めぐる議論が盛んになっている。

な国際条約」を検討する決議案を採択したことから始

日本でも，2011年に改正された障害者基本法第23条

まる。そのための委員会が設置され，計8回の会合を
経て5年後の2006年の採択に至ったのである ⅰ。

で、国や地方公共団体に対して、障害者や家族などへ

障害者の権利条約の目的は， 第１条に「この条約

の相談業務や、成年後見制度などの制度の利用の際に、
意思決定に配慮する義務を定め、2013年から施行された

は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的

障害者総合支援法では、指定障害者福祉サービス事業者

自由の完全かつ平等な享有を促進し、 保護し、及び

や指定相談事業所等に対して、障害者等の意思決定の支

確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促

援に配慮することを責務として定めるなど、
「意思決定

進することを目的とする」と明記されているように，

の支援」という文言が盛り込まれるようになった。

障害者のための新たな権利を求めているのではなく，

木口（2014b）は、障害者の権利条約におけるSDM

障がいを持たない人が当たり前に享受してきた人権

の議論の検討を通して、意思決定支援の核には自己決

や基本的自由を、障害を持つ人にも平等に実質的に

定があるという考えを示すと共に、日本の制度に現れ

保障することである ⅱ 。

た意思決定支援は、現在の成年後見制度を前提として

さらに，条約の前文で「全ての人権及び基本的自由

いることや、関係者によって、支援する側に焦点が当

が普遍的であり、不可分のものであり、相互に依存し、

てられているとして批判的に検討し、権利条約に即し

かつ、相互に関連を有すること（後略）
」と述べている

て考える必要があるとする。

ことについて，東（2009）は，条約は社会権と自由権を

そこで本稿では、あらためてSDMの方向性を考え

包括しそれらを分けて考えず，その橋渡しとして「合

るため、障害者の権利条約前後に現れた海外のSDM

理的配慮」を位置付けたことに条約の特徴があると述

の議論の検討を行う。

べている。
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また，池原（2008）は，「障がいのある人がその有

SDMの検討は、障害者の権利条約の策定が検討され

する判断能力を発揮できるように必要な支援を得るこ

る以前の1990年代から、カナダ全域の、知的障害関係

とが合理的配慮の一形態」と、自己決定の支援と合理

者を中心とする権利擁護団体の連合体であるC.A.C.L

的配慮を関係づけている。

（Canadian

Association for Community Living）におい

てすでになされており、権利条約12条は、1992年にカ

（２） 障害者権利条約におけるSupported
Decision Making

ナダのC.A.C.L特別委員が作成した、「後見人制度に関
する代替策についてのC.A.C.L特別委員会のレポート」
ⅲ

の 提 言 が も と と な り、 国 際 障 害 者 コ ー カ ス 等 が 後

押しをしてまとめられたと言われている（植木2008）。
木口（2014a） は、 障害者権利条約におけるSDMの

この報告書は、1991年4月に知的に障害を持つ人の当

議論を①成年後見制度，②法的能力，③関係性の視点

事者団体であるピープルファースト・オブ・カナダが

からまとめている。①は，代行決定の制度の代替とし

決議した、個人の権利を奪う後見人制度を法律は認め

て望まれているが，代行決定から意思決定支援への移

るべきではないという主張に基づいて、1991年10月に

行は時間がかかり、慎重かつ地道に取り組むべき課題

結成された、後見人制度の代替策の特別委員会による

であること。②は，法的能力がすべての人に認められ，

審議をまとめたものであり、内容は以下のとおりであ

法的能力の行使が困難な場合に，「支援を受けた意思決

る。

定」を受けることが権利として認められたこと。③は，

第1部

序論

法的能力が認められることで，時間がかかっても，信

第2部

意思決定に関する新しいパラダイム

頼と尊厳を尊重する関係性の構築が期待され，そのよ

第3部

支援された意思決定 その原則

うな関係性を構築する支援者には，インフォーマルな

第4部

能力を認める法制化の必要性

人，仲間，パーソナルアシスタント，地域の人などが

第5部

どのようにして支援された意思決定は作用

考えられていることである。

するのか

それでは、 このようなSDMの考え方は、 いつ頃か
らどのように起こったのだろうか。

３． 障 害 者 の 権 利 条 約 以 前 の
Supported Decision Making
の議論

第6部

経済的財政的権利と意思決定

第7部

支援された医療的意思決定

第8部

援助ネットワークの促進

第9部

セーフガードと説明責任の方法

第10部

法令による審査と一連の法制度

第11部

結論

第2部と第3部の内容を確認すると、まず第2部では、
特別委員会の大きな役割は、単に既存の代行決定に手
を加えることではなく、障害を持つ人が自分の人生に

（1）C.A.C.L（Canadian Association
for Community Living） に お け る
SDM

影響する選択を行うこと、そして他の人と共にコミュ
ニティでの決定や活動への参加が難しいとされ否定さ
れてきた人々に権利を認め、インクルージョンを促進
することであり、そのために、権利を認めてエンパワー
する意思決定の新しい思考枠組が必要であることを述

①C.A.C.L特別委員会報告書の概要と枠組み

べている。
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具体的には、これまで自己決定や自律の権利は、独

ロセスを無価値にしてもならない。

立して他者から干渉されずにその権利を行使できる個

ix. すべての個人は「能力」を決定するための評価

人を前提として考えられてきたことに対して、自己決

をされるべきではない。個人の決定は次の3点

定や自律は他者との関係を用いても表現され得るので

で検証される。（a)個人の意思が尊重されている

あり、独立した決定だけでなく、相互依存の関係の下

か，（b）その決定が不適切な影響のもとで下さ

での選択や意思決定も，正当で意義があるという思考

れていないか，（c）支援を提供する者は、知識

枠組を提案し、そのような共同で相互依存的な意思決

と支援を受ける者が知らない間に許可なく決定

定のプロセスを法的に認めることを主張している。

から利益を得ていないか。
ここで、誰もが意思決定ができるという考え方や、

②報告書におけるSDMの原則

決定は必ずしも単独で行われるわけではないという理
解や、意思決定の支援は信頼関係に基づくこと、能力

第3部では、新たな意思決定のモデルとして、
「SDM」

によって差別されず、決定も評価されないという考え

を提示し、その原則を9項目にまとめている。全文を

方などが示されている。さらに、国がコミュニティか

引用すると長くなるので、次に簡潔にまとめる。

ら疎外されている者のネットワークの構築に関与すべ

i.

すべての成人は自己決定の権利があり、家族や

きことや、法律は地域生活のバリアの除去する役割を

友人の支援を受けて自分に関して意思決定する

持つことを求めている。

権利がある。
ii.

（２）カナダの成年後見法にあらわれた
SDM

すべての個人は意思を持ち、意思決定できる。

iii. 意思決定の支援は、助言や情報提供、選択肢と
結果の話し合い、個人の希望等を第三者に伝え
ることを含む。支援は個人の希望を認め、利益

①背景と特徴

の衝突から無関係でなければならない。
iv. 人は相互依存している。法は、他者の支援によっ

ロバートM.ゴードン（Robert M.Gordon,2000）によ

てなされた決定を認めるべきである。
v.

他者の支援を得ずに意思決定する権利が尊重さ

れば，1990年代から、カナダの成年後見の法律の中に

れると同様に、特定の個人からの支援を拒否す

「支援された意思決定：assisted（supported）decision
making」が現われるようになった背景にはノーマラ

る権利も有しなければならない。
vi. 支援された意思決定の基礎は、支援する側とさ

イゼーション思想があり，誰もが日々の生活の中で相

れる側の信頼関係の存在にある。コミュニティ

互依存的意思決定を行っており，相互依存しているか

から疎外されている者には非公式の個人的な

らといって精神（知的）に障害があるわけではないと

ネットワークが確保できるように、国は適当な

いう考え方と，支援を他者より多く必要とするという

方法を提供しなければならない。

ことは，程度の問題であって絶対的な問題ではないと
いう考え方が根底にある。

vii. 法は、能力によって差別してはならない。むし

各州によって、SDMの考え方の法律への現れ方は

ろ経済的バリアを含む地域参加への法的バリア

異なっており、ゴードンは（ⅰ）後見制度の具体的な

を除去すべきである。
viii. 第三者の利益と関与は、個人の選択の権利の侵

代替、（ⅱ）後見制度の代替と認識され、法律で定義

害となってはならず、支援された意思決定のプ

されるもの、（ⅲ）直接は認められず、代替として定
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②法律の影響と課題

義されないものの3類型に分類している。
（ⅰ）の例として、ブリティッシュコロンビア州の
Representation Agreement Actⅳ があり、1996年の法改正

このように法律による定義の有無、対象などは各州

で制定され2000年より施行されている。この法律では、

で異なっていても、自己決定の権利や、制限の最も少

ⅴ

非営利団体が運営する組織 に、本人と本人が信頼して

ない代替への権利を認めていることや、裁判所の任命

指名する家族や友人などインフォーマルな人が登録を行

による代行決定を最後の手段としている点では共通し

うことになっている。登録に際して法的能力を立証する

ており、SDMの出現によって、自発的な社会的権利擁

必要はなく、その登録によって医療、金融関係、サービ

護の仕組みの重要性が強められ、権利擁護者は情報や

ス提供等の他者に対して、サポートネットワークが本人

助言、意思の伝達等を提供して本人の自律を育む役割

の意思決定を支援し、具体的な問題では決定を代理する

を持つことが認識された点などを評価する。

権限を本人から与えられていることを示すことができる。

その一方で、非公式に行われてきた「支援された意思

（ⅱ）の例は、マニトバ州の「The Vulnerable Persons

決定」の実際については調査が不十分であること、後見

Living with Mental Disability Act（1993）
」がある。この法

制度の組み換えの議論と代替の両方の議論が必要である

律は、知的に障害を持つ人を対象とした、主に代行決定

にも関わらず，組み換えの議論が多く，代替についての

について定めた法律ではあるが、SDMを「バルネラブル

議論は不十分であること、支援された意思決定の提供が

ⅵ

な人が、彼、彼女のサポートネットワーク のメンバー

高齢者よりも知的、精神に障害のある人とその家族に集

から提供されるアドバイス、支援、手助けを通して、自

中していること等を問題としてあげている。

分自身のケアや財産を顧慮した意思の決定をし、伝える

さらに、知的障害を持つ人への支援された意思決定

ことを可能にするためのプロセスのことである」
（６条

は、長期のコミットメントを要求すること、財政的な基

１項）と定義し、代行決定以前に重要なこととして位置

盤がなくボランティアで行うことは非現実的であるこ

づけている。そして、インフォーマルな人たちによるサ

と、支援された意思決定は新しいパターナリズムでしか

ポートネットワークが支援の役割を担い、その支援によ

ないのではないかという疑問、放置や虐待の危険など、

る決定が尊重されなければならないとしている。

支援された意思決定の実践において注意すべき点を挙

マニトバ州で着目する点は、SDMやサポートネッ

げている（ゴードン2000）
。

トワークの支援を具体化するために、知的障害を持つ
人がサポートネットワークの支援を受けながら、金銭

４． 障 害 者 の 権 利 条 約 以 降 の
Supported Decision Making
の各国の議論と動向

管理や介助者の選択や雇用を行うダイレクト・ペイメ
ント事業を、法律の制定と並行して1993年に試行事業
を開始（1996年に制度化）し、SDMをその事業の核と
なる理念に据えていることである ⅶ。この事業を通し
て深められたSDMの概念は次章で触れることにする。

（１）カナダ

（ⅲ）の例としては、オンタリオ州の代行決定法があ
り、その中で、成人の決定権を制限しない、適切な支援
や手助けがあれば、裁判所は後見人を任命しないとして

①C.A.C.Lの近年の議論

いるが、そのような支援や手助けの発展を促してはいな
い。

1992年のC.A.C.Lの報告書作成時に参画し、 現在は
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C.A.C.Lの副代表で、社会学の博士号を持つマイケル・

に時間をかけることや、簡単な言葉による情報提供の

バッハは国内外でSDMに関する講演や執筆などを行

義務化や、意思決定のプロセスに支援者を巻き込むこ

い各国で注目されている。2014年3月に行った講演の

となどを含むとしている。

資料をもとに、現在のC.A.C.Lの議論を確認する。

そして、例えばこれまで本人に対して行ってきた「能

まず、法的能力と精神能力の違いについて、法的能

力評価」を「支援と代替の策の必要性の評価」へ、
「無

力は「法的な関係を創造、変更、または消滅するため

能力の認定」を「支援の必要性の認定」へと変化させ

の能力であり権限」であり、精神能力は「個人が意思

ることなどを提案する（表１）。

決定に必要な情報を理解でき、その情報を保持し、結
果を正しく理解し、他者が理解する方法で決定を伝え

表 1 新たなアプローチ

る」ことであって、法的能力と精神能力は異なるとい

能力の推定

う見解を示す。

能力評価

決定はヘルスケアや金銭や財産に関することだけで
拘留

はなく、住居、人間関係、仕事、移動、参加などの個
人の生活に関することを含むが、これまでの法律は「無
能力」という理由で障がいを持つ人から決定する権利
を剥奪してきた。

支援や代替の方法の
必要性の評価
代替の探求

無能力の発見

支援の必要性の発見

代行決定

Supported Decision
Makingと任命の権限

最善の利益

障害者の権利条約は、自分自身で決定する権利と、

自立のための推定

意思と好みへの最適な解釈

マイケル・バッハ（2014）を参考に作成

法的能力の行使に当たって必要な支援を提供する国の
義務、搾取や暴力などへのセーフガード、そして調整

そのために、①意思決定の支援の権利と確立のため

等の手助けを定めており、権利条約12条が求めている

の行政の責務、②代替策が存在する場合の、無能力の

のは、精神能力だけではなく法的能力の権利を認識し

認定、代行決定、拘留の禁止、③代替策の探究のため

て支援する方法であるとする。

の法的責務、④医師、金融機関の便宜といった
機関

そして、意思決定の潜在能力を引き出すには、①個

第三

の義務、⑤精神保健システムにおける権利相談、

⑥支援の確立に対する政府の責務を求めている。

人の意識と好み、②個々独特の意思決定能力、③支援、
④便宜や手助け、⑤法的平等の理解の５つが必要である
とする。

②マニトバ州におけるSDM

さらに、法的能力を可能にするには、①法的能力と
精神能力が異なることを理解し、②個人の望みや希望

マニトバ州で知的障害者のダイレクト・ペイメント

や計画を中心に据え、③支援や手助けに焦点を当て、
④個人が何を望むか意見が分かれた時は、 最善の利

事業を運営するLiving In Friendship Everyday（以下

益

を

LIFE）は、SDMを事業の理念として位置付け、SDM

見つけ出すために話し合うことが大切であるとする。

の実践と共に啓発を行っている。10年以上の実践に基

支援は、意思決定の支援は本人が決めた人や、信頼

づき、LIFEはSDMの価値と理念を次のように示して

ではなく、 意思と好みに対する最適な解釈

いる。

する人や仲間などによって行われるだけではなく、通
訳やコミュニケーションの支援、簡単な言葉や代替の

•

本人を決定の中心に置く。

書式・形式、独立した権利擁護など多岐にわたり、手

• （サポートネットワークは）個人を支援するため
に選ばれている。

助けや便宜は、例えば医師や金融機関などが意思決定

51



東洋大学／福祉社会開発研究

7号（2015年3月）

•

決定はプロセスであって結果ではない。

•

決定する権利は障害によって制限されるもので

Capacity Advocates :IMCA）の提供を定めている ⅹ。
IMCAの 存 在 がMCAの 特 徴 で あ る と す る 見 方 が あ

はなく、人権に基づくものである。

る(John Chesterman,2009)一方で、最善の利益の原則は

• （サポートネットワークは）人々が目標を達成す

代行決定につながるという指摘もされている（Nandini

ることを助ける義務を持つ。
•

Devi, 2013）。

支援を受けた決定は信頼関係の上に成り立つ。

②オーストラリア

• 「完全な選択や答え」があるわけではない。
•

たとえ決定に完全に賛成できなくても、本人が
独自の決定に達するプロセスを支援する。 ⅷ

オーストラリアでは、 南オーストラリアの権利擁

さらに、失敗や間違いに直面し、合理的ではない決

護組織であるOﬃce of the Public Advocateⅺ が2010年

定をした時こそ支援者は支援を張り巡らし、一歩身を

から2012年にかけて「The Supported Decision Making

引いてその状況を考え、本人の成長や学びにつなげて

Project」 を実施し、 裁判所が任命する代行決定に替

いくことが重要であることや、本人の決定に賛成する

わる意思決定支援の仕組みを模索し、オーストラリア

かどうかが問題なのではなく、本人の決める権利が尊

国内ではじめてSDMに基づく試行事業や研究を行っ

重される方法で決定に至ったかどうかが問題であると

た。 その結果、SDMに基づくサービスは、 後見制度

ⅸ

示している 。

と併行することが可能で、SDMを活用する人は、後
見人の任命を求めないことを明らかにした。

（２）各国の動向

また、現在オーストラリアで進行中の障害者制度改
革（National Insurance Disability Scheme以下NIDS）ⅻ で
取り組まれる、セルフ・ディレクテッド−ファンディ

①イギリス

ング（個人の指示による資金）の実施の中で役割を持
ち、この改革によって予想される個人の自律の拡大

Mental Capacity Act2005（ 以 下MCA） は、1989年 に

において、重要な位置を持つことが明らかだとする

弁護士団体によって法改正の検討が始まり、2007年か

（Margaret, 2012）。

ら実施されており、権利条約の発効と前後している。

オ ー ス ト ラ リ ア の シ ド ニ ー 大 学 法 学 部 のTerry

MCAは、能力が無いと認められない限り能力がある

Carney名誉教授は、ソーシャルインクルージョンの

と見なすことや、能力が無いと認められて代行決定に

促進という高い理想を掲げる法律があっても，現実に

至るまでには、本人にとっての「最善の利益」を探る

は、市民権を完全に享受することを実施する仕組みの

ことが重要で、権利と自由への介入は最小限でなけれ

欠如等の課題が残り、法律が果たす役割には限界があ

ばならないとする。そのために法律は、何が「最善の

り，SDMの実現のプロセスには，法律というよりも

利益」かを示すかわりに、「最善の利益」に至るため

むしろ、政策、サービスの実践，知的障害者と彼らと

のチェックリストを提供している。

関わる事業所や、人々の間で進展する信頼と相互依存

また法律は、 迅速な対応などの為に、 ヘルスケア

関係の有機的な発展が条件であるとの見解を示す。

サービスの提供者や家族による決定を認めると共に、

また、SDMとNDISを関連させ、NDISによる予算枠

深刻な生活や健康の問題に直面していて，相談できる

組みの変化の中でSDMが実態を伴う可能性があると

家族や友人を持たない人には、本人の意思の確認や情

述べている（Carny, 2013）。

報収集を行う独立した権利擁護（Independent Mental
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③アメリカ

必要があるだろう。そして何よりも，地域における他
の人との平等な生活を目指した支援が求められる。

アメリカでは、2012年10月に知的・発達障害協会と

支援にはいくつかのアプローチがあると考えられる。

法曹協会によって組織された会議に、当事者、医師、

１つ目は、本人の意思を引き出し、他者に伝えるため

弁護士、教育者、サービス事業者、兄弟、親、権利擁

のコミュニケーションや通訳、適切な情報提供の支援

護団体、行政担当者等が集まり、後見制度のような代

など、情報伝達保障の義務化やツールの開発といった、

行決定からSDMに移行する方法を探ることとなった。

「支援の手段」である。2つ目は、本人の希望や気持ち

2013年夏に、ダウン症のジェニーという29歳の女性

を中心に据えた計画や関わりといった、パーソンセン

が、両親が申し立てた後見制度のもとで、自由を制限

タードアプローチによる本人参画を前提とした信頼関

されるグループホームに入れられたことに対して訴え、

係に基づく対人援助で、サポートネットワークによる

約1年間の訴訟の末勝訴し、自分が望む所で暮らし、働

支援を含む、「支援の方法」である。3つ目は、マニト

き、望む友人を持つ権利を得た。この裁判は、後見制

バ州やオーストラリアで、ダイレクト・ペイメントや

度ではなくSDMを命じる最初のもので、どのように

柔軟な個人予算と共にSDMが議論されていたことか

生きるかを決める個人の権利と、地域への統合に必要

ら、サービスの拡充や予算の枠組みやセーフガードな

とされる最も重要なニーズの提供における行政の進展

どの議論を含む「支援の仕組み」である。

に焦点を当てたとして、国内外で注目を集めた。

また， 海外の取り組みからは， 国や地域によって

その年の10月に、SDMの前進と実施に向けたアウ

SDMの具体化の方法は異なり、多様であることが明

トラインを描くために、当事者、家族、後見人、弁護

らかとなった。他国の取り組みを参考にしつつ、自国

士、研究者、教育者、行政担当者、サービス提供者な

に即した方法を模索する必要があるが、権利を基盤と

どが集まり、ワーキングチームに分かれて課題と行動

して考える必要があるだろう。日本では，信頼関係に

計画について意見を出し合った。SDMの統一された

基づくインフォーマルな関係性の強調については，家

指針の必要性や、権利の制限を最小限とする実践の共

族介助の問題や，インフォーマルな関係性の構築の課

有、国内外の実践の収集等がコンセンサスとして得ら

題など，学齢時の統合や学齢期から青年期へのシーム

れ、継続して政策と実践におけるSDMの進展の努力

レスな支援のあり方と合わせて検討する必要があると

を行なうこととなった 。

思われる。
最後に，SDMは障がいを持つ人の自立生活や自己
決定の権利の保障と同時に，相互依存性や信頼関係を

４．おわりに

認め，自己決定を支える関係性の構築や広がりを目指
すことに意義と特徴があり，SDMを議論することで，
自立支援と社会的孤立の防止の両面にアプローチでき

障害者の権利条約で「Supported Decision Making」

ると考えられる。

の実践モデルは具体的に示されておらず、各国で権利

今後も各国のSDMの議論を政策の動向と合わせて

条約12条と矛盾しない法律や計画を模索している。

追跡して行きたい。

しかし、法律が改正されれば問題が解決し、SDM
が具体化されるわけではないことが指摘されている。
権利条約の目的や実態を伴うSDMの実現に向けては、

【注】
ⅰ

マイケル・バッハが言うように、支援に焦点を当てる

それ以前にも障害者の人権の促進や保護のための障害者の
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権利に関する宣言や，国際障害者年行動計画などが採択

for Action」としてまとめられている。

されてきたにも関わらず，法的拘束力を持つ新たな条約

http://jennyhatchjusticeproject.org/ （2014.8.20）

が必要とされた背景には，障害者が直面してきた人権侵
害は，それまでの取り組みでは解決され得なかったとい
う理由があることを忘れてはならない。
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センター P25-31

運営組織については下記アドレスを参照。http://www.

・木口恵美子（2014c）「知的障害者の自己決定支援」筒井書房

nidus.ca/（2015.1.7）

・椎木章（2008）「後見制度は、知的障害を持つ人の尊厳と人

サポートネットワークは，法律で「「バルネラブルな人に

権保障につながるのか―国連障害者権利条約第12条から『共

アドバイスや支援や援助を提供する、一人かそれ以上の

同意思決定』システムへの流れ―」発達人間学論叢第11号

人で、その中には（ａ）バルネラブルな人の配偶者や事

p163˜164

実上のパートナー、（ｂ）バルネラブルな人の家族、
（ｃ）

・菅富美枝. (2010). イギリス成年後見制度にみる自律支援の法

それ以外の、バルネラブルな人に選ばれた人が含まれる

理. ミネルヴァ書房.

だろう。」（１条１項定義）と定義されている。

・菅

ⅶ

マニトバ州の法律や知的障害者のダイレクト・ペイメント

の構想」.『経済支林』78巻3号, 341−374.

事業については木口（2014c）を参照。
ⅷ

・東俊裕（2009）「障害者権利条約−条約批准に障害となる日

LIFEのニュースレター「Connections Newsletter」2010

本の国内法や制度は何か？」2009年5月16日開催 ｢障害者の

年9月発行で、「支援を受けた意思決定」の特集を組んで

自立支援と ｢合理的配慮｣ に関する調査研究｣ 第一回研究

いる。

会講義要旨。

http://www.icof-life.ca/cim/dbf/2010̲fall̲newsletter.

ⅸ

冨美枝. (2011).「イギリスの成年後見制度にみる市民社会

・John Chesterman, Barbara Carter (2009)

pdf?im̲id=182&si̲id=3203（2010.10.28）

decision-making

注ⅶに同じ。

of the Public Advocate

ⅹ

Mental capacity Actに関しては，菅冨美枝（2010，2011）

Background and discussion paper，Oﬃce

http://www.publicadvocate.vic.gov.au/file/file/Research/

などにより詳細に紹介されている。
ⅺ

Supported

Discussion/2009/0909̲Supported̲Decision̲Making.pdf

行政から独立し法令で定められた、意思決定の支援が必

（2014.12.24）

要と思われる人の権利と利益の促進を目的とする組織で、

・Margaret Wallance（2012）Evaluation of the Supported

同様な組織はオーストラリア内でビクトリア州にもある。

Decision Making Project, Oﬃce of the Public Advocate.

NDISについては、木口（2014a）参照

http://www.opa.sa.gov.au/resources/supporteddecision̲

会議の報告が「Supported Decision Making：An Agenda

making/may̲2013̲update（2014/05/01）

ⅻ
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・Michael Bach（2014） Supported Decision Making Evolution
of an idea and Canadian experience,Lessons Learned from
the Canadian Experience: Supported Decision Making
Models, Supported Decision Making Webinar Series-Part
One, March 26, 2014
http://jennyhatchjusticeproject.org/sites/default/files/
Supported̲DM̲032614.pd（2015.1.7）
・Nandini Devi,（2013） Supported Decision-making and
Personal Autonomy for Persons with Intellectual
Disabilities: Article 12 of the UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities, Human and Disability / Winter
2013 Journal of Law, Medicine & Ethics:792-806
・Robert M. Gordon.（2000）The Emergence of Assisted
（Supported）Decision-Making in the Canadian Law of Adult
Guardianship and Substitute Decision-Making, International
Journal of Law and Psychiatry, Vol. 23,No.1、61‒77
・Terry Carney（2013）Participation and service access rights
for people with intellectual disability： A role for law?,
Journal of Intellectual & Developmental Disability,

March

2013；38（1）
：59-69

【参考URL】
・南オーストラリア：Oﬃce of the Public Advocacy
http://www.

opa.sa.gov.au/

・アメリカ：National Resource center for Supported DecisionMaking http://www.supporteddecisionmaking.org/
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障害のある人の相談支援事業の歴史的変遷とその目指すべきもの
福祉社会開発研究センター 障害ユニット 研究協力者
特定非営利活動法人 千楽chi-raku

山内 健生
東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科 福祉社会システム専攻 修士課程

望月 隆之
キーワード：相談支援（事業）、サービス等利用計画、

おいては52％という状況であり、市町村毎の進捗率を

障害のある人の参画

見ると、6割以上進んでいる自治体が5割強ある一方、3
割以下のところも1割強あり、未だ取組が十分進めら
れていないところが見られた」と報告されている。す

第1章 はじめに

なわち今日では、サービス等利用計画の進捗率を高め
ることも必要である。一方、障害のある人の意思決定
を尊重し、その人らしく暮らすための視点に基づいて、

2010（平成22）年12月に障害者自立支援法に代わる

サービス等利用計画を進めていくことも求められてい

新たな法律が施行されるまでの間の空白期間を埋める

る。なぜなら相談支援は、単に障害福祉サービス等の

法律として、｢障がい者制度改革推進本部等における検

利用調整を行うものではなく、障害のある人がどのよ

討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間にお

うな暮らしをしたいのかという意思を十分に反映させ

いて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の

なければならないと考えるからである。そのためには、

整備に関する法律｣（以下：整備法）が成立した。この

サービス等利用計画の質的向上が重要である。

整備法により障害者自立支援法の改正が行われ、2012

日本の障害者福祉を巡る近年の動向の中で、わが国

（平成24）年4月1日から、相談支援の充実と支給決定プ

が2014（平成26）年に障害者権利条約に批准し、その

ロセスの見直し等が図られ、相談支援体制は大きく変

効力が生じていることが背景にある。特に第19条では、

化した。

「障害のある人の自立した生活及び地域社会への包容」

2012（平成24）年4月以降、相談支援の対象は大幅に

が謳われている。障害のある人が住み慣れた地域で暮

拡大し、2015（平成27）年3月までに障害福祉サービス

らすことを具現化する役割として、これまで以上に相

を利用する全ての利用者にサービス等利用計画の作成

談支援事業の果たす役割は大きいと言える。

が義務付けられている。

そこで本論では、サービス等利用計画が、障害のあ

その結果、2014（平成26）年11月4日の厚生労働省障

る人の意思決定を尊重し、その人らしく暮らすために

害保健福祉関係主管課長会議において、「平成26年9月

欠かせないツールであると捉えるために、障害のある

末時点においても、都道府県全体の進捗率は、サービ

人の相談支援事業の歴史的変遷の整理を行い、障害の

ス等利用計画においては50％、障害児支援利用計画に

ある人の相談支援の制度的な背景を探ることで、相談
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支援の重要性及びその意義を明確にすることを目的と

身障害児（者）のためのボランティアの育成、等があ

する。

る。コーディネーターは入所施設の機能を地域で暮ら
す方々も活用できる窓口となっていた。
1993（平成5）年3月に「障害者対策に関する新長期

第２章 相談支援事業の歴史的変遷

計画」が策定された。「障害者対策に関する新長期計画」
は1993（平成5）年から2002（平成14）年までの10年間
の障害者施策の方向性が提示された。内容は、1）障害

第１節 相談支援事業の創始（はじまり）

者の主体性、自立性の確立、2）全ての人の参加による
全ての人のための平等な社会づくり、3）障害の重度化・

わが国の障害福祉施策は、
「完全参加と平等」のスロー

重複化及び障害者の高齢化への対応、4）施策の連携、5）

ガンのもと、1981（昭和56）年の「国際障害者年」を

「アジア太平洋障害者の十年」への対応、が基本的方向

契機として、翌年の「国連・障害者の10年」が宣言さ

と具体的施策とされた。また、1993（平成5）年には

れる等の動きを受けて、さらに推進が図られ、ノーマ

「心身障害者対策基本法」から「障害者基本法」に法律

ライゼーションの理念が浸透することになった。

が改められた。そして、わが国の障害福祉施策におい

国内の動向としては1982（昭和57）年3月には「障害

て根本理念として「自立と社会参加」
、「尊厳」、「参加」

者対策に関する長期計画」、1987（昭和62）年6月に「障

等が挙げられるようになった。

害者対策に関する長期計画」後期重点施策が策定され、

1995年（平成7）年には「障害者プラン〜ノーマライ

障害のある人の地域生活支援の充実が促進された。地

ゼーション7か年戦略〜」
（以下：障害者プラン）が策

域生活を支援する様々な事業が施策化される中の一つ

定された。障害者プランは、リハビリテーションの理

が、平成2年度から開始した「心身障害児（者）地域療

念とノーマライゼーションの理念を踏まえた施策が行

育等拠点施設事業」
（以下：コーディネーター事業）で

われた。その1つに「地域で共に生活するために」とし

ある。それ以前の1980（昭和55）年から「心身障害児（者）

て障害のある人が地域で生活できる体制づくりが行わ

施設地域療育事業」
（以下：施設オープン化事業）とし

れた。その中に「障害児の療育、精神障害者の社会復帰、

て実施されていたが、施設のもつ機能を地域で生活し

障害者の総合的な相談・生活支援を地域で支える事業

ている心身障害児（者）のために提供するということ

を、概ね人口30万人当たり、それぞれ２か所ずつ実施

を目的とし、平成2年度から開始された。「コーディネー

する」体制づくりがあった。また「障害者の実情に応

ター事業」は、施設も地域で生活する障害児（者）の

じた相談・調整に当たることのできる専門スタッフの

生活を支援するための機能を積極的にもつべきである

養成を図る」ことも謳われている。そして、身体障害

との考えが事業の基本として位置づけられている。そ

を対象とした「市町村障害者生活支援事業」と知的障

して、専任職員（コーディネーター）を配置し、施設

害と障害児を対象とする「障害児（者）地域療育等支

の在宅支援の推進に向けた事業として位置づけられた。

援事業」、精神障害を対象とした「精神障害者地域生活

コーディネーターの基本的な業務として1）在宅障害児

支援事業」の3つの支援事業が予算化され、社会福祉法

（者）の家庭訪問などを通じての在宅医療等に関する相

人等に委託された。

談活動、2）在宅療育等の援助プログラムの作成、3）

この3つの支援事業が、わが国における障害児（者）

施設における地域療育事業（オープン化事業）等の在

を対象とした「相談支援事業」と法制化されたことで

宅福祉サービスの利用・企画・調整、4）福祉サービス

あると指摘されており（宮田 2001:12；木全 2007b:31）、

提供についての各種関連機関との連絡調整、5）在宅心

よって、これら3つの支援事業がわが国における相談支
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から、2）アセスメントに戻り再度同じ過程を経るとさ
れている。中野らは、「ソーシャルワークの関連技術で

第２節 各制度下における相談支援

ある『ケースマネジメント（後日ケアマネジメントに
修正）
』が、半世紀を経過した障害者福祉制度の変革に
合わせて提案されたことは意義深いが、2000年以降の

第1項 支援費制度における相談支援

障害者の地域施策の実施や現実において、相談援助者
の新たな役割を確立していくことになっていく」
（中野

障害者福祉における相談支援は、支援費制度下にお

ら 2012:78）と述べている。

いて、当事者の主体性や権利が重視されるようになっ

2003（平成15）年4月より、身体障害と知的障害の障

た背景が指摘できる。支援費制度に至る経過について

害福祉サービスの利用の仕組みが変更された。支援費

は、まず、2000（平成12）年に社会福祉基礎構造改革

制度のはじまりである。そして、支援費制度における

により、「社会福祉事業法」から「社会福祉法」に法律

相談支援業務の中でもケアマネジメントの支援方法が

が改められた。そして、第2種社会福祉事業に「身体障

用いられるようになった。

害・知的障害・障害児の相談支援事業」が法制化された。

厚生労働省は、支援費制度について、下記のように

また、WHOが2001（平成13）年に「国際障害分類:ICIDH」

述べている。

から「国際生活機能分類:ICF」に改訂がなされたことが
挙げられる。このICFは、医学モデルから生活モデルへ

ノーマライゼーションの理念を実現するた

の大きな転換が図られ、障害のある人の社会参加を促

め、これまで、行政が「行政処分」として障害者

進するための視点が重視、環境要因や参加と活動への

サービスを決定してきた「措置制度」を改め、障

支援が新たな視点として加わっている。

害者がサービスを選択し、サービスの利用者と

厚生労働省は、2002（平成14）年に『障害者ケアガ

サービスを提供する施設・事業者とが対等の関係

イドライン』をまとめた。「障害者ケアガイドライン」

に立って、契約に基づきサービスを利用するとい

とは、
「障害者ケアマネジメントが必要となってきた背

う新たな制度（
「支援費制度」
）とするものである。

景を明らかにし、障害者に対するケアマネジメントの

支援費制度の下では、障害者がサービスを選択

基本的考え方やその過程の特徴を示している。この中

することができ、障害者の自己決定が尊重される

で、『障害者主体』のケアマネジメントをいかに実施す

とともに、利用者と施設・事業者が直接かつ対等

るのかに焦点を当て、障害者に必要な地域の社会資源

の関係に立つことにより、利用者本位のサービス

の改善・開発もケアマネジメントの重要な機能と位置

が提供されるようになることが期待される。

付けている」と明記されている。そして、障害者ケア

（厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部（2003）

マネジメントの理念は、1）ノーマライゼーションの実

「支援費制度Q&A集」より抜粋）

現に向けた支援、2）自立と社会参加の支援、3）主体性、
自己決定の尊重・支援、4）地域における生活の個別支援、

支援費制度によって、障害福祉サービスは介護保険

5）エンパワメントの視点の支援、を挙げている。そして、

と同様に「措置制度から契約制度へ」と制度の仕組み

障害者ケアマネジメントの過程は、1）ケアマネジメン

そのものが改められた。そして、障害のある人が自己

トの希望の確認、2）アセスメント、3）ケア計画の作成、4）

選択と自己決定によって障害福祉サービスを選択し、

ケア計画の実施、5）モニタリング、6）終了の過程である。

事業所と障害のある人の双方が対等な関係を前提とし

また、再アセスメントを行う場合は、5）モニタリング

た契約制度に基づくサービス提供が求められるように
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なった。また、事業所においては、障害のある人を中

になった。このサービス利用計画は、指定相談支援事

心とした障害福祉サービスの提供を行わらなければな

業所及び市町村の地域生活支援事業の相談支援事業の

らないことになった。支援費制度における障害福祉サー

中に位置付けられている。また、都道府県の地域支援

ビスは、施設訓練等支援と居宅生活支援の二つに区別さ

事業においては、専門性の高い相談支援事業の実施が

れた。その上で、障害のある人が障害福祉サービスを

明記された。

選択することを前提に、サービスの利用援助を行うこ

厚生労働省は、障害者自立支援法の施行により、こ

とが求められた。これは、適切な相談支援を行い、障

れまで障害種別ごとに異なったサービスが提供されて

害のある人に適切な情報提供を行うことが求められた

いたことに対して、障害福祉サービスの一元化を実施

からであり、相談支援体制を充実させていくことが重

し、障害種別に関係なく相談支援が受けられるように

要となった。そして、障害のある人が地域で暮らすた

体制作りを進めることになった。そして、市町村や相

めの地域生活支援の整備が促進されるようになり、相

談支援事業所向けに『相談支援の手引き』が発行された。

談支援事業の実施主体は、身体障害に関しては市町村

「相談支援の手引き」は「第1章 ケアマネジメントの基

が担い、知的障害に関しては都道府県が担うことになっ

本」、「第2章 相談支援の流れ」
、「第3章 市町村の責務」

た。しかし、支援費制度となったことで、
新たな福祉サー

の3章構成となっており、
「相談支援の手引きのねらい」

ビスの増加や利用者が増えた結果、障害福祉サービス

の中で、相談支援の意義について次のように明記され

における公費負担が増大した。また、地域によって障

ている。

害福祉サービスはサービスの質及び量に大きな格差が
生じてきたことや精神障害は対象外であったことから、

障害者が住み慣れた地域で自立した日常生活を

支援費制度は根本的な見直しが求められるようになっ

営むために、障害者の多様な生活課題などを様々

た。

な支援者や専門家が個々を把握して対応するので
はなく、相談支援専門員が生活全体を総合的に捉

第2項 障害者自立支援法における相談支援

え、そこで明らかになった課題の相関性や統一性
などを基に、サービス提供事業者等のチームアプ

2005（平成17）年には支援費制度に代わる新たな法

ローチをとおしてケアマネジメントを展開し、総

律として、障害者自立支援法がスタートした。支援費

合的かつ効率的サービスを提供することが可能と

制度の反省を踏まえ、障害者自立支援法の基本的な考

なります。
（厚生労働者（2005）「相談支援の手引き」から抜粋）

え方は、
「障害者自立支援法の改革のねらい」の中で、1）
障害者の福祉サービスを「一元化」
、2）障害者がもっ
と「働ける社会」に、3）地域の限られた社会資源を活

障害者自立支援法は、障害のある人の暮らしやすい

用できるよう「規制緩和」
、4）公平なサービス利用の

環境づくりのために、より一層の相談支援事業の活用

ための「手続きや基準の透明化、明確化」
、5）増大す

が求められたと言える。相談支援の専門家として、相

る福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組み

談支援専門員が配置されるようになり、障害のある人

の強化、の5つであるとされた。

の生活を総合的にマネジメントしていくことが可能と
なった。中野は、市町村における地域生活支援事業の

そして、障害者自立支援法において、相談支援は、
身体障害、知的障害、精神障害の3障害に対応する「相

中に「相談支援」がケアマネジメント手法とともに、
サー

談支援事業」という名称で初めて使用されることにな

ビス事業として独立できたと述べた上で、「この変化は、

り、初めてサービス利用計画の作成が明記されること

戦後の障害者福祉における『相談支援』の形成を捉え
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第3項 障害者基本法における相談支援

ていく上で、注目すべき転換点のひとつといえる」（中
野 2014：107）と述べている。つまり、相談支援事業所
は、これまで各事業所が単独で行ってきた相談支援を

2004 (平成16)年に障害者基本法が改正され、第20条に

統合するために、相談支援を独立して行うことが可能

おいて、相談支援は、
「国及び地方公共団体は、障害者

になり、総合的かつ一体的な相談支援体制を築くこと

に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権

が可能になったのである。

利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行わ

2009（平成21）年9月の総選挙で与党となった民主

れ又は広く利用されるようにしなければならない」と

党政権において、障害者自立支援法の廃止が明言され、

定義された。この障害者基本法改正により、相談業務

2010（平成22）年12月に整備法が公布された。整備法

が言葉として初めて明記された。この相談支援とあわ

によって、障害者自立支援法が改正され、2012（平成

せて、障害のある人の権利擁護の重要性が強調された。

24）年4月1日より「相談支援の充実」が行われた。こ

2011（平成23）年に、同法は再び改正され、第23条

の相談支援の充実は、
「相談支援体制の強化」として、1）

において、「国及び地方公共団体は、障害者の意思決定

市町村に基幹相談支援センターの設置、2）自立支援協

の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関

議会の法定化、3）地域移行支援と地域定着支援の個別

係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者

支給化の3つが掲げられた。
「支給決定プロセスの見直

の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に

し等」として、1）支給決定前に、サービス利用計画案

行われ又は広く利用されるようにしなければならない」

の作成により、支給決定の参考にする、2）支援利用計

とされ、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族

画作成対象者の大幅な拡大の2つが掲げられたのである。

その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずるこ

厚生労働省は、
「障害者の相談支援体制」の中で、一

とができるようにするため、関係機関相互の有機的連

般的な相談支援は、市町村（指定特定・一般相談支援

携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害

事業所に委託可）が行うこととし、サービス等利用計

者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うため

画の作成は、市町村長によって指定を受けた指定特定

の活動の支援その他の支援を適切に行うものとする」

相談支援事業所が基本相談支援と計画相談支援の中で

と定義された。2004（平成16）年の法改正と大きくこ

実施することになった。新たに設けられた地域移行支

となる点は、1）障害者の意思決定の支援に配慮、2）

援及び地域定着支援は、都道府県知事によって指定を

障害者及びその家族その他の関係者に対する相談の二

受けた指定一般相談支援事業所が基本相談支援と地域

点である。特に、障害者の意思決定の支援については、

相談支援（地域移行支援と地域定着支援）を行うこと

同法の中で初めて位置づけられるものであり、相談支

になった。

援の中で、障害のある人の意思決定の重要性が特に強
調された画期的な法改正であった。

障害者自立支援法における相談支援は、障害種別に
関わらず、地域で自立した生活が送れるように相談支

第4項 障害者総合支援法における相談支援

援体制の充実を図ってきたと言える。しかし、相談支
援においてケアマネジメント手法を導入した背景には、
障害福祉サービスの総合的かつ効率的なサービス提供

2011（平成23）年8月に障がい者制度改革推進会議総

が求められている。つまり、障害福祉サービスを提供

合福祉部会から『障害者総合福祉法の骨格に関する総

する側の視点が強調されており、障害のある人を中心

合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-』（以下:骨格

とした、意思決定が十分に反映される視点は十分議論

提言）がまとめられた。骨格提言における「Ⅰ-8相談支

されていない状況であったと指摘できる。

援」に関しては「本項は、相談支援の体制をどのよう
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に考えるかに当たって、
（中略）全くこれまでなかった

健福祉施策の推進に係る工程表」では、骨格提言の指

ものを新たに作り出すというよりも、多くは現状とし

摘項目として相談支援については、
「対象は障害者と、

て存在する相談支援の課題を整理したうえで、より機

支援の可能性のある者及びその家族」であるとし、「障

能的に、より本人を中心に相談支援が運用されるよう、

害者の抱える問題全体に対する包括的支援を継続的に

基本理念を確認したうえで、その在り方を提言したも

コーディネート」するための「複合的な相談支援体制

のである。」と定義された。表題として「相談支援」、
「相

の整備」が掲げられた。そして、2016（平成28）年4月

談支援機関の設置と果たすべき機能」、
「本人（及び家族）

の法施行後3年後を目途とした見直しに向けて「障害者

をエンパワメントするシステム」、「相談支援専門員の

の意思決定の在り方」が挙げられている。

理念と役割」
、「相談支援専門員の研修」
、の項目につい

相談支援事業における計画相談については、2012（平

て提言が述べられている。

成24）年4月から2015（平成27）年3月まで3年間において、

2012（平成24）年3月に改正法から「地域社会におけ

段階的に障害福祉サービス等を利用するすべての障害

る共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

のある人にサービス等利用計画の作成が義務づけられ

るための関係法律の整備に関する法律」
（以下：障害者

るものとなり、2015（平成27）年3月までに、障害福祉サー

総合支援法）に閣議決定がされた。しかし、障害者総

ビスを利用する全ての人に対して、サービス等利用計

合支援法の一部は骨格提言を生かした法律の改正とは

画を作成しなければならない。

いえない内容であった。そして、2013（平成25）年4月
より障害者総合支援法が施行された。今後の「障害保
＜国際障害者年以降の相談支援事業に関する法律の変遷＞
1981
（昭和56）
年
1982
（昭和57）
年

1990
（平成2）
年

1993
（平成5）
年

国際障害者年 「完全参加と平等」

障害者自立支援法
2005
（平成17）
年 「3障害のある人の相談支援事業が制度化され
る」

障害者対策に関する長期計画
「1983 (昭和58)年〜 1992（平成4）年」

相談支援の手引き

平成2年度から開始 「心身障害児（者）地域
療育拠点施設事業」
（コーディネーター事業）

2008
（平成20）
年

障害者基本法成立 （心身障害者対策基本法
を改正）

障がい者制度改革推進本部等における検討を
踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間
2010
（平成22）
年 において障害者等の地域生活を支援するため
の関係法律の整備に関する法律（整備法）
「『相談支援の充実』が謳われる」

障害者対策に関する新長期計画
「1993（平成5）年〜 2002（平成14）年」
1995
（平成7）
年

2000
（平成12）
年

障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年
戦略〜
「1996（平成8）年〜 2002（平成14）年」

障害者基本法の改正
「『障害者に関する』から『障害者の意思決定
2011
（平成23）
年
の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族そ
の他の関係者に関する』に変更される」

社会福祉法成立 （社会福祉事業法を改正）
「第2種社会福祉事業に
『身体障害・知的障害・障害児相談支援事業』
が法制化」

2002
（平成14）
年

障害者ケアガイドライン

2003
（平成15）
年

支援費制度

重点施策実施5か年計画
「2008（平成20）年〜 2012（平成24）年」

2015
（平成25）
年

障害者基本計画
「2003（平成15）年〜 2012（平成24）年」
重点施策実施5か年計画
2004
（平成16）
年 「2003（平成15）年〜 2007（平成19）年」
障害者基本法の改正
「第20条に『相談等』が明記される」
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障がい者制度改革推進会議総合福祉部会『障
害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会
の提言 ―新法の制定を目指して―』がまとめ
られる
地域社会における共生の実現に向けて新たな
障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の
整備に関する法律（障害者総合支援法）

障害のある人の相談支援事業の歴史的変遷とその目指すべきもの／山内

第３章 相談支援とサービス等利用
計画

健生・望月

隆之

（大久保 2013:131）とし、福岡は、
「サービスを利用す
るしないにかかわらず、障害のあるすべての相談を幅
広く対応して行く相談」（福岡 2014:9）と述べている。
基本相談支援は、障害福祉サービスを利用する人や

第1節 相談支援の種類

利用を希望する人等にとって幅広い範囲の相談支援に
対応することが最も重要な支援であり、相談支援の要

障害者総合支援法第5条第16項において「
『相談支援』

である。よって、相談支援専門員には専門的な知識や

とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援

コミュニケーション力が要求される相談支援である。

をいい、『地域相談支援』とは、地域移行支援及び地域

障害者総合支援法第5条第20項にて「サービス利用支

定着支援をいい、『計画相談支援』とは、サービス利用

援」
、第21項にて「継続サービス利用支援」の定義がな

支援及び継続サービス利用支援をいい、
『一般相談支援

されている。そして、両方を合わせて「計画相談支援」

事業』とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれ

と定義がされている。

も行う事業をいい、『特定相談支援事業』とは、基本相

サービス利用支援は、サービス等利用計画案の作成

談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう」

とサービス等利用計画の作成をする。継続サービス利

と定義されている。また、児童福祉法第6条の2第6項で

用支援は、サービス等利用計画の見直しを定期的に実

「障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障

施するモニタリングを行う。それら二つの利用計画を

害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援

合わせて「計画相談支援」とされている。遅塚は、す

事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう」と定義

べての障害のある人に計画相談支援を作成すことに

がなされている。

なった趣旨について以下のように述べている。

よって、障害者総合支援法における相談支援は、基
本相談支援と計画相談支援（サービス利用計画支援・

（1）障害児者の自立した生活を支えるためには、

継続サービス利用計画支援）をする「特定相談支援事

その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向

業」、基本相談支援と地域移行支援（入所施設や精神科

けたきめ細かく継続的な支援が必要であり、その

病院から地域で暮らすために移るために対応する相談

ためには定期的なケアマネジメントを行う体制が

支援）及び地域定着支援（単身等で暮らしている障害

求められること

のある人に対して24時間365日対応する相談支援）をす

（2）障害児者にとって、専門的な知見を持った担

る「地域相談支援」があり、児童福祉法では、障害児

当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広

相談支援（障害児支援利用援助・継続障害児支援利用

く組み合わせて利用することが、選択肢の拡大に

援助）をする「障害児相談支援事業」がある。

つながること

サービス等利用計画に関連する相談支援には、
「基本

（3）可能な限り中立的な者が、専門的な観点から

相談支援」
（障害者総合支援法第5条第17項）、「サービ

一貫してケアマネジメントを行うことにより、市

ス利用支援」
（障害者総合支援法第5条第20項）、
「継続

区町村の支給決定の裏付け又は個別のサービス・

サービス利用支援」
（障害者総合支援法第5条第21項）

支援の内容の評価を第三者的な観点から行うこと

がある。障害者総合支援法第5条第17項にて、
「基本相

が可能となること（遅塚 2014:13）

談支援」の定義があり、大久保は、基本相談支援につ
いて「相談支援の

土台 、すなわち相談支援事業者や

相談支援専門員の

土台

よって、障害のある人の障害福祉サービス等の利用

として位置づけられるべき」

に関する計画は、継続的かつ定期的に作成される仕組
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みとなっている。

6）ネットワークによる協働であること
（日本相談支援専門員協会（2013）

第2節 サービス等利用計画とは

「サービス等利用計画作成サポートブック」から抜粋）

大久保は、サービス等利用計画の作成について「相

サービス等利用計画とは、相談支援専門員によって

談支援専門員が総合的な援助方針や解決すべき課題を

作成されるものであり、障害のある人が、住み慣れた

踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について

地域で、その人らしく暮らすため地域の社会資源等を

検討し、作成するもの」
（大久保 2013:157）であると述

活用して暮らすための計画である。相談支援専門員は、

べている。

障害のある人の自立支援及び総合支援の視点に加え、

2013（平成25）年に日本相談支援専門員協会が改

将来の暮らし方も見据えた計画を作成しなければなら

訂した『サービス等利用計画作成サポートブック』では、

ない。そのためには、サービス等利用計画の必要性で

サービス等利用計画について「地域に散在しているこ

も指摘されており「本人のニーズに基づいた本人中心

れらのサービス資源を有機的に結び付け、サービス提

の支援」が受けられるようにすることが重要である。

供者と調整し、関係者によるサービス等調整会議を実

第3節 サービス等利用計画作成の流れ

施しながら支援チームで障害者を支えることが必要で
あり、具体的支援を記述した計画」と定義している。
2013（平成25）年の日本相談支援専門員協会が改

2012（平成24）年4月からは、障害福祉サービスを利

訂した『サービス等利用計画作成サポートブック』の

用するためには、サービス等利用計画の作成が求めら

中で、サービス等利用計画の必要性について、以下の

れるようになった。また、市町村ではサービス等利用

指摘がある。

計画案を勘案して支給要否決定が行われる（障害者総
合支援法第22条第6項）。
サービス等利用計画作成の流れは、1）利用計画案の

1）ニーズに基づいた本人中心の支援を受けられる
2）チームにより質の高いサービスが提供できる

作成依頼、2）居宅等で障害のある人や家族等と面接を

3）サービス提供（支給決定）の根拠となる

行い問題の整理する、3）市町村に障害支援区分調査

4）地域全体のサービス充実の契機となる

の依頼をする、4）障害者ケアマネジメントを実施す
る。アセスメントに基づき地域の社会資源（フォーマル、

（日本相談支援専門員協会（2013）

インフォーマル）等を活用した調整を行いサービス等

「サービス等利用計画作成サポートブック」から抜粋）

利用計画案の作成する、5）サービス等利用計画案を障
また、サービス等利用計画の特徴について、以下の指

害のある人や家族に説明し文章による同意を得る。ま

摘がある。

た、サービス等利用計画案を障害のある人に交付する、
6）市町村に提出し支給決定を受ける、7）サービス等

1）自立支援計画であること

利用計画案と支給決定に基づいて、障害福祉サービス

2）総合支援計画でもあること

事業者等を招集してサービス担当者会議を行う。その

3）将来計画であること

際、相談支援専門員は障害福祉サービス事業者等から

4）ライフステージを通した一貫した支援計画である

専門的な意見を求めるとされている、8）相談支援専門

こと

員は、サービス担当者会議とサービス等利用計画案の

5）不足するサービス・資源を考える契機であること

内容を障害のある人や家族に対して説明を行い、文章

64



障害のある人の相談支援事業の歴史的変遷とその目指すべきもの／山内

健生・望月

隆之

による同意を得る。そして、サービス等利用計画を障

や家族の意向、ニーズを聴き取り、それを包括的

害のある人と障害福祉サービス事業者等に交付する、9）

な支援に結び付けていくために、本人中心支援計

市町村にサービス等利用計画を提出する、10）障害の

画を立案する。さらに必要に応じて、障害者総合

ある人が障害福祉サービス事業者と契約を行う、11）

福祉法のサービスを利用するためのサービス利用

定期的にモニタリングを行い、サービス等利用計画の

するためのサービス利用計画を策定する。

見直しをする。

なお、障害者自立支援法の『個別支援計画』
『サー

「障害総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の

ビス利用計画』を本人中心支援計画の代わりとは

人員及び運営に関する基準」では、
「第2章 指定計画相

ならないのである。

談支援の事業の人員及び運営に関する基準」において
「第1節

基本方針」、「第2節

（障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（2011）

人員に関する基準」、「第

「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言

3節 運営に関する基準」が明記されている。特に、サー

―新法の制定を目指して―」から抜粋）

ビス等利用計画を作成に関して重要な点は、指定計画
相談支援事業者に対しての「基本方針」
（第2条第1項か

つまり、相談支援専門員は、障害者や家族の意向、ニー

ら第6項）と「指定計画相談支援の具体的取扱方針」
（第

ズを聴き取り、それを包括的な支援に結び付けていく

15条第1項から第3項）から指定計画相談支援事業の管

ための本人中心支援計画を立案しなければならない。

理者と相談支援専門員に対するサービス等利用計画を

その上で、サービス等利用計画を策定するものとなっ

作成する上での具体的取扱方針が定義されている。

ていることがわかる。
では、本人中心支援計画とは何か。本人中心支援計

サービス等利用計画において重要なことは、障害の

画については、以下のように述べられている。

ある人が、住み慣れた地域で、その人らしく暮らすた
め地域の社会資源等を活用して暮らすために作成する

（1）本人中心支援計画とは、障害者本人の希望に基

計画でなければならない。そのためには、同章第2節で
提示した「サービス等利用計画の備えるべき特徴」の

づいて、相談支援事業者（地域相談支援センター、

視点も必要である。また、障害のある人を相談支援専

総合相談支援センター）の相談支援専門員が本

門員はサービス等利用計画作成に対して全ての作成過

人（及び支援者）とともに立案する生活設計の

程において障害のある人を計画の作成に参画すること

総合的なプランとする。本人の希望を聴き取り、

ができるように支援をすることが最重要である。

その実現にむけた本人のニーズとその支援のあ
り方（インフォーマルな支援も含めたもの）の

第4節

サービス等利用計画の目指すべき
もの

総合的な計画策定となる。
（2）本人中心計画の策定の目的は、障害者本人の思
いや希望を明確化していくことであり、それを

サービス等利用計画の目指すべき方向性を探るため

本人並びに本人とかかわりある人（支援者を含

に、2011（平成23）年8月にまとめられた骨格提言に振

む）と共有し、実現に向けてコーディネートし

り返りたい。骨格提言の中で、相談支援専門員に求め

ていくことである。

られる相談支援とサービス等利用計画との関係につい

（3）本人中心支援計画立案の対象となるのは、セル

て以下のように述べられている。

フマネジメントが難しい意思（自己）決定に支
援が必要な人である。なお、本人中心の支援計

相談支援を通じて、相談支援専門員は、障害者

画の作成に参加するのは、障害者本人と本人の
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ことをよく理解する家族や支援者、相談支援専

ンパワメントと権利擁護に基づいた、相談支援が進め

門員である。（下線筆者）

られることによって、障害のある人を中心と捉え、意
思決定を尊重したサービス等利用計画の作成が可能に

（障がい者制度改革推進会議総合福祉部会（2011）

なるのである。

「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言
―新法の制定を目指して―」から抜粋）

第４章 相談支援の現状と課題

本人中心支援計画とは、障害のある人が地域でその
人らしく暮らすための必要な計画であり、その人の人
生観や価値観そして、夢や希望等が含まれたものでな

第1節

ければならない。そのためには、障害のある人を中心
に、本人のことをよく理解する家族や支援者、相談支

サービス等利用計画に求められる
視点

援専門員によって作成される必要がある。障害のある
わが国の相談支援に求められる視点の一つは、障害

人がサービス等利用計画の作成過程に直接関わること、
すなわち作成過程の始めから終了するまでの全ての過

のある人に必要な障害福祉サービス等をコーディネー

程において、相談支援専門員は障害のある人が参画す

トする機能である。障害のある人が抱える問題を、個

る環境づくりに取り組む必要がある。例えば、サービ

人レベルでの問題として捉えるのではなく、地域社会

ス等利用計画に基づいて実施されるサービス担当者会

全体を含めた包括的な支援と捉え地域で暮らしを継続

議では、単に事業所のサービス内容を確認するだけで

するための複合的な相談支援体制が整備されつつある。

なく、障害のある人がどのような人生観で暮らしてい

これまで述べてきたとおり、相談支援事業における計

るのか、どのようなサービスを受けたいのかについて、

画相談支援においては、2015（平成27）年3月までに、

障害のある人が直接障害福祉サービス事業者に伝える

障害福祉サービスを利用する全ての人に対して、サー

場としての機能も果たすのではないだろうか。障害の

ビス等利用計画を作成しなければならないため、相談

ある人の意思決定を中心に、事業所と対等な関係を築

支援事業所は対応に追われている状況がある。
このような状況においても、サービス等利用計画は、

いていく環境作りが重要となる。
遅塚は「すべての利用者に適切な支援が行われえる

障害のある人の意思決定を尊重し、その人らしく暮ら

ことが目的であり、サービス等利用計画を作成するこ

すために欠かせないツールであると捉えると、障害の

とそのものが目的ではない」
（ 遅 塚 2014:13） と 述 べ

ある人を抜きにしたサービス等利用計画の作成はあっ

ている。よって、障害のある人がその人らしい暮らし

てはならない。

の実現のために、サービス等利用計画は適切な支援が

相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成過程

受けられるようにするための計画であると同時に、障

において、障害のある人の自己選択・意思決定を尊重

害のある人の意思が十分に反映された計画としてサー

するために、どのような配慮や環境作りの支援を行え

ビス等利用計画は作成されるべきものである。障害の

るのかを重要な視点として自覚する必要がある。その

ある人の意思を十分に反映させるためには、サービス

ためには、障害のある人の意思をどのようにして汲み

担当者会議を含めた全ての過程にそして、障害のある

取るのか、どのような工夫をしたら十分に意思を汲

人が参画し、意思決定できる環境づくりが求められる。

み取ることができるのかについての十分な考慮を行い、

また、相談支援専門員は障害のある人をエンパワメン

その上で障害のある人の意思をサービス等利用計画に

トし、権利擁護に基づく支援が何より重要である。エ

反映させていくことが重要になる。そのため、相談支
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援事業における障害のある人の意思決定の支援は重要

用計画の質的向上に向けた検討を行い、障害のある人

な支援である。

が計画の作成過程に参画する重要性を指摘した。しか
し、本論では障害のある人がサービス等利用計画の作

第2節

サービス等利用計画の質的向上に
向けて

成過程に参画することの重要性を指摘に留まっており、
実際の相談支援事業所において、障害のある人が参画
することによる効果は十分検証されていない。よって、

これまで述べてきたとおり、サービス等利用計画が

今後は相談支援事業所におけるサービス等利用計画の

障害のある人の意思決定を尊重し、その人らしく暮ら

作成過程における障害のある人の参画に着目し、本論

すために欠かせないツールであるとするためには、障

で指摘した参画の重要性について検証を行いたい。

害のある人がサービス等利用計画の作成過程に参加で
きる環境づくりに取り組むことである。そして、障害
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地域生活支援のための本人参画によるアセスメント研究
―知的障がいのある人の「参画」を確立するために―
障害ユニット 研究協力者
公益財団法人日本知的障害者福祉協会

由良 亮人
障害ユニット 研究協力者
川崎市役所 社会福祉職

柴内 麻恵
キーワード：障害者権利条約、地域生活、本人参画

参画したことである。さらに、非差別・平等を基調と
し自由権と社会権を包括し、
「合理的配慮」という新し
い考え方を導入し、社会的障壁を除去するための取り

第１章 障害者権利条約がもたらし
たもの

組みとして位置づけていることである。
この障害者権利条約の目指すところは、障がいのあ
る人の実質的な権利享有上の格差を埋め、合理的配慮
により社会的障壁を除去し、保護の客体でしかなかっ

「 Nothing about us without us （私たちのことを、

た障がいのある人を権利の主体へとその地位の転換を

私たち抜きに決めないで）
」は「障害者の権利に関する

図り、インクルーシブな共生社会を創造することである。

条約」（「以下；障害者権利条約」
）の策定過程における

わが国においては、採択された翌2007年9月に署名し

スローガンとして繰り返し唱えられ、2006年12月13日

たものの、その後約6年の歳月をかけて2013年12月4日

に障害者権利条約は国連において採択された。

に承認され、ようやくわが国の批准が実現されること

障がいのある人の条約策定過程への参画により障害

になった。その批准に向けた国内での法整備の一つと

者権利条約は作られたものである。

して、2012年6月20日に「障害者の日常生活及び社会生

障害者権利条約の理念は、その前文に述べられてい

活を総合的に支援するための法律：（以下：障害者総合

るように「すべての人権及び基本的自由が普遍的であ

支援法）」が成立し、2013年4月1日より施行された。そ

り、不可分のものであり、相互に依存し、かつ、相互

の附則には、施行後3年を目途とした見直し規定等を踏

に関連を有すること並びに障害者がすべての人権及び

まえ、障がい福祉サービスの実態を把握した上で、意

基本的自由を差別なしに完全に享有すること」にある。

思決定支援の在り方等を検討することが問われている。

すなわち、
「障害者は権利の主体であること」、そして「障

意思決定支援の在り方については、本論では今後の課

害者に対する差別は禁止されなければならないこと」

題として深く追求せず、考え方の前提や基盤となる「知

の2点に、その基本的理念が集約されている。

的障がいのある人の参画」に焦点をあてて論述する。

こ の 障 害 者 権 利 条 約 の 特 徴 は、 Nothing about us
without us

意思決定支援については、今後、明確かつ適切な表

のスローガンに象徴されるように、その策

現に改められることになると考えられるが、JD（2013）

定過程に障がい当事者を始めとする障がい関連団体が

によれば、
「『自己決定の尊重』ではなく『意思決定支援』
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第２章 相談支援と障がい者福祉施策

が用いられたのは、
『意思決定するのは知的障害者自
身であるが、支援者や環境との相互作用の中で本人の
1
であり、
意思が確立していく』との視点に立ったから」

第１節

柴田（2013）は、「『自己決定の尊重』
」は重要だが、知

相談支援と障がい者ケアマネジメント

的障害者等は『自己決定すること』自体に支援が必要
相談支援においては、2012年4月施行の障害者自立支

であり、それが、
『意思決定支援』である。
『意思決定
支援は、知的障害者等にとっての合理的配慮である。
』」

援法一部改正により、相談支援の充実が図られ、障が

と記述している。障がい者制度改革推進会議総合福祉

いのある人が抱える課題の解決や適切なサービス利用

22

部会の提言 では、相談支援専門員の理念と役割として、

に向け、ケアマネジメントをよりきめ細かく支援する

本人中心支援計画について「本人中心支援計画立案の

ため、原則としてすべての障がい福祉サービス等を利

対象となるのは、セルフマネジメントが難しい意思（自

用する障がい者（児）について、指定相談支援事業者

己）決定に支援が必要な人である。なお、本人中心の

が作成する「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」

支援計画の作成に参加するのは、障害者本人と本人の

の作成が必要となった。

ことをよく理解する家族や支援者、相談支援専門員で

これにより相談支援事業において、ケアマネジメン

ある。」、さらに「必要に応じて、本人とサービスを提

トの手法が取り入れられ、障がいのある人のサービス

供する者が参加する会議を開催し、複数のサービスを

計画を立てることは、その過程で実施されるアセスメ

提供する者等との個別調整やそのための会議を開催す

ントを利用者本人の意思決定支援を行なう重要な役割

る。」と明記されている。

として位置付けたといえる。

「意思決定（の）支援」を明文化している法律として、

すべての利用者について計画相談支援が行なわれる

「障害者基本法第23条」、「障害者総合支援法第42条・第

趣旨を遅塚（2014）は「①定期的なケアマネジメント

51条の22」、「知的障害者福祉法第15条の3」がある。

を行なう体制、②サービスの選択肢拡大、③第三者的

本論では、意思決定支援の在り方を検討するうえ

な視点からのサービス・支援の内容の評価」とし、「す

で、障害者総合支援法第51条の22の（指定一般相談支

べての利用者に適切な支援が行なわれることが目的」

援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務）に位置

としている。

づけられ、意思決定支援を具現化するための特定相談

障がい者ケアマネジメントとは、
「障害者の地域にお

支援事業の計画相談におけるアセスメントに焦点をあ

ける生活を支援するために、ケアマネジメントを希望

て、アセスメントの総体の結果としてのサービス等利

する者の意向を踏まえて、福祉・保健・医療・教育・

用計画の計画策定過程に「知的障がいのある人の参画」

就労などの幅広いニーズと、様々な地域の社会資源の

の必然性や意義を問うこととする。

間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整
を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの供給
を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進す
る援助方法」3 であり、利用者が中心であるため、本人
不在のままに行なわれることは、想定していない。
しかし、本人の計画を作成する会議に本人が参加、

日本障害者協議会（JD）意思決定支援ＷＧ「《すべての人の社会》
に向けて」2013年5月25日

1

「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言−新法の制
定を目指して−」（2011年8月30日）障がい者制度改革推進会議総合福祉
部会
2

障害者ケアガイドライン2002.3.31厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部

3
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参画する機会を見かけることが少ない。そこで、サー

社会の発展における完全参加をすることが求められて

ビス等利用計画を作成する全プロセスにおいて、本人

いる。

が参画することの意味や意義をこれまでの施策や制度

世界的な流れとして、ノーマライゼーションの進展

の理念、そして障害者権利条約からの影響を考えてみ

とともに障がいのある人に対して、
「参加」（英語では、

たい。

「participation」と表記されている）といった表現が使
用されている。

第２節

障がい者福祉施策の変遷と「参画」

その「参加」に関する記述として、歴史的な変遷を
見てみると、世界人権宣言第27条（1948年）には、「す

4

わが国の障がい者施策 は、「全ての国民が、障害の

べて人は、自由に社会の文化生活に参加し、（省略）権

有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ

利を有する」、知的障害者の権利宣言（1971年）には、

がえのない個人として尊重されるという理念にのっと

「可能な場合はいつでも、知的障害者はその家族又は里

り、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられ

親と同居し、各種の社会生活に参加すべきである」、障

ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

害者の権利宣言（1975年）には、「障害者は、その家族

生する社会の実現に向けた障害者の自立及び社会参

又は養親とともに生活し、すべての社会的活動、創造

加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施す

的活動又はレクリエーションに参加する権利を有する」、

る。」としており、その背景には「ノーマライゼーション」

障害者に関する世界行動計画（1982年）には、「社会的、

がある。

経済的、政治的生活のあらゆる分野への障害者の参加

ノーマライゼーションという考え方が国際的に初め

により、
（省略）」、「決定過程への障害者の参加」等が

て公式に用いられたのは、1971年12月20日の国際連合

記されている。障害者の機会均等化に関する基準規則5

第26回総会で採択された「精神遅滞者の権利に関する

（1993年）では、「機会均等」を実現するため、22分野

宣言（以下：知的障害者の権利宣言）
」である。この宣

について、障害者の社会活動への参加、差別禁止、機

言では、
「知的障害者が多くの活動分野において（省略）

会均等を実現する方法を具体的に示しており、「本規則

可能な限り通常の生活に受け入れること」が謳われて

の目的は障害を持つ少女・少年・女性・男性が、他の

いる。その後、ノーマライゼーションは、
「障害者の権

市民と同様に、自分の属する社会の市民としての権利

利宣言」や「完全参加と平等」をテーマとした1981年

と義務を果たすよう保障することにある。障害を持つ

の国際障害者年をきっかけに世間に浸透していくこと

人がその権利と自由を行使するのを妨げ、障害を持つ

となる。国際障害者年の目的は、国際障害者年行動計

人が各自の社会の活動に完全に参加するのを困難にし

画（1980年）に「障害者がそれぞれの住んでいる社会

ている障壁が世界の全ての社会に未だに存在している。

において社会生活と社会の発展における『完全参加』

政府の責任はこのような障壁を取り除くことである。

並びに彼らの社会の他の市民と同じ生活条件及び社会

障害を持つ人とその組織はこの過程において協力者と

的・経済的発展によって生み出された生活条件の改善

して積極的な役割を果たすべきである。」とある。また、

における平等な配分を意味する「平等」という目標の

ICF（国際生活機能分類）6 では、「生活・人生場面への

実現を推進することにある」と記されている。これは
障がいのある人が単に社会生活へ参加するだけでなく、
5
長瀬修「障害者の機会均等化に関する基準規則日本語版」
（http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/standard/standard.htm#1
2007.12.27）

障害者基本計画 内閣府
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonkeikaku25.html 2015.1.5

6
世界保健機関（WHO）「国際生活機能分類−国際障害分類改訂版」
（2002）中央法規出版

4
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関わり」と定義されている、その策定にかかわった上

福祉サービスにおいては、利用者の立場に立った制度

田（2005）は、「人生のさまざまな状況に関与し、そこ

を構築するため、従来の「措置制度」から「支援費制度」

で役割を果たすこと」と解説している。

に移行した。

一方、国内での歴史的変遷を振り返ると、1990年代

支援費制度においては、障がい者の自己決定を尊重

後半から「参加」に加え、
「参画」といった表記が散見

し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業

され始める。そして、1996年の障害者プラン〜ノーマ

者との対等な関係に基づき、障がい者自らがサービス

ライゼーション7か年戦略を発端に「参加」と併せて、
「参

を選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとし

画」という用語が国内の障がい福祉施策の文章の中に

ている。

頻繁に使用されている。

その契約行為を表面化するものとして、2003年4月の

その背景を制度や施策における動向を確認すると、

支援費制度施行に先立ち、2002年6月の厚生労働省令

この時期に「社会福祉基礎構造改革」の議論が始まり、

により障がい者サービスを利用する際には事業者側に

戦後構築されて以後50年間継続している社会福祉の共

施設支援計画（個別支援計画）の策定が義務付けられ、

通基盤制度についての見直しを行なうことを改革の趣

策定した際に利用者に対しての説明と同意が求められ

旨とし、中央社会福祉審議会において、1998年6月の「社

ている。同様に2006年4月施行の障害者自立支援法にお

会福祉基礎構造改革について（中間まとめ）」と、1998

いては、サービス管理責任者の業務として個別支援計

年12月の「社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって

画の策定が義務付けられている。さらに2012年4月施行

（追加意見）」が発表された。

の障害者自立支援法一部改正により、障がい者の方が

同時期に障がい者保健福祉施策全般においても総合

抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、ケア

的な見直しが検討され、障害者関係３審議会の合同企

マネジメントをよりきめ細かく支援するため、原則と

画分科会が1997年12月に「今後の障害保健福祉施策の

してすべての障がい福祉サービス等を利用する障がい

在り方について（中間報告）
」をまとめ、さらに障がい

者（児）について、指定相談支援事業者が作成する「サー

者施策において社会福祉基礎構造改革にどのように対

ビス等利用計画・障害児支援利用計画」の作成が必要

応すべきかの審議を進め、1999年1月に「今後の障害保

となった。

健福祉施策の在り方について」
「今後の知的障害者・児

近年、「参加」「参画」は、政策や計画を策定する際

の在り方について」等の意見具申が提言されている。

には欠かせないキーワードであり、計画作成に対して、

このような経緯を経て、これらの審議会のまとめに

自治体や事業所における実際の取組状況は多様であり、

基づき、2000年6月に「社会福祉の増進のための社会福

温度差があるのが実情といえる。共生社会の実現には、

祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社

政策やサービス等利用計画への本人参加・参画は充実

会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度に

されるべきであり、協働で行なうことが求められる。

ついて、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニー

そこで、意思決定支援の観点から計画作成時におけ

ズに対応するための見直しが施され、障がい者施策に

る本人の主体的な関わり方や在り方を重視する考え方

ついては、措置制度の利用制度への変更、社会福祉事

を考慮すると、使用する表現や用語は「参加」より「参画」

業への新たな位置付け、知的障がい者に関する事務の

が望ましいと考える。「参加」と「参画」の違いを確認し、

市町村への委譲などの改革を織り込み、社会福祉事業

明確な表現を確立する必要がある。

法等の改正とともに、身体障害者福祉法、知的障害者
福祉法等の改正が一括して行なわれた。
この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障がい者
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言葉とする「参画」を使用する。なお、文脈にもよるが、
「参加」と「参画」を同義語とみなし、
「参加」から「参画」
社会への転換を進める（提案する）ことで、積極的な

第１節 用語の整理

意味において、意識の変化がもたらす意思決定支援の
在り方や意思決定過程における当事者（本人）の参画

「参加」と「参画」、それに関連する用語の整理を行な

が与える影響を重視し、促進することも目的としている。

い、経緯や用語の出自等の検証や確認を行なう。広辞

「参加」や「参画」と組み合わせて使用される用語と

7

「『参加』は、①なかまになること。
苑【第六版】において、

して、「当事者」や「本人」がある。

行事・会合・団体などに加わること。②法律上の関係

「当事者」とは、「その事または事件に直接関係をも

に当事者以外の者が関与すること。
『参画』は、計画に

つ人」11、を意味する用語である。また、中西と上野（2003）

加わること。
」と解説されている。また、三省堂国語辞

は、「ニーズを持った人々」と定義し、社会の仕組みに

8

「『参加』は、仲間に入ること。
典【第七版】においては、

よって「問題をかかえさせられた人々」とも言い換え

『参画』は、計画（ ‐ の相談）に参加すること。
」と解

ている。

9

「本人」とは、
「その人自身または当人」12 を意味する

「『参加』とは、
説されている。福祉社会事典 においては、
何らかの諸活動が行なわれるときに、これらの諸活動

用語である。よって、本論においては、
「当事者」と「本

を行なう人びとの一員として、これらの諸活動に加わ

人」をほぼ同意として使用している。

ることを参加という。参加の対象となる諸活動の種類

茨木（2007）によると「当事者参加」とは、
「社会

に応じて、政治参加や社会参加などと言われる。参加

福祉サービスなどのニーズをもつ当事者自身が、それ

はもともと能動的な活動であるが、参加の能動性や積

らのサービス企画、実施、評価に参加すること」と一

極性を強調する言葉として、参画という言葉も近年で

般的な定義を示し、社会福祉援助のミクロレベルとマ

はよく用いられる。」とある。

クロレベルに分けて説明している。ミクロレベルでは、

10

また、現代社会福祉辞典 では、「『参加』という用

個別の利用者への具体的な支援の場面、例えばアセス

語は、使われる文脈により意味が異なる多義的な用語

メントや支援計画立案において、支援する側とともに

であるといえる。そのもつ意味は、その社会的背景・

本人自身がそこに参加することを意味し、個別の支援

文脈に即して解読することで明らかとなる。また参加

場面での当事者参加は、専門家が本人に対して、サー

には、そこに関与する姿勢の主体性の度合に幅がある

ビス内容などの情報を正確に開示し、本人にわかる形

ことから、より主体性を強調する意味で『参画』の用

で説明するインフォームド・コンセントを明確にする

語をあてる場合もある。
」というように解釈に幅があり、

などの受身的な参加方法から従来の専門家のみによる

使い分けが曖昧な用語といえる。

アセスメントや支援計画の場面に、当事者である本人

本論では、能動的な活動である参加をさらに推進す

が直接参加し、自己決定や選択の権利を行使すること

ることを目的とし、参加の能動性や積極性を強調する

を保障する、より主体的な当事者参加まで幅広くとら
えられる。よりマクロレベルにおいては、社会福祉の
政策決定プロセスに、社会福祉サービス利用者である

7

広辞苑【第六版】編者 新村出（2008.1） 岩波書店

当事者が直接参加することを指し、政策決定過程への

三省堂国語辞典【第七版】
（2014.1）見坊豪紀・市川孝・飛田良文・
山崎 誠・飯間浩明・塩田雄大 編 三省堂

8

福祉社会辞典（1999.5）編者
村正之 弘文堂

9

10

庄司洋子

木下康仁

武川正吾

藤

現代社会福祉辞典 （2003.9） 有斐閣
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12

広辞苑【第六版】編者 新村出（2008.1）岩波書店
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当事者参加では、同じ問題を抱えた人々が当事者団体

用し、前例のない形で実現した障がい当事者の草案起

を組織し、その団体が当事者の代表として政策決定過

案への参画が、会議ルールを変え、その結果実りある

程に参加し発言していくという形態が一般的にとられ

討議になったことは、興味深いと述べている。

る。

石渡（2002）は、会議での当事者からのサービスに
対する意見により、「従来見逃されていた視点が確認さ

第2節 本人（当事者）参画の意義

れ、新たな方法が提案されるなど当事者委員の活躍に
より多くの収穫があった。」と述べている。その指摘さ
れた報告書13 の内容を下記に抜粋する。

意義に関する先行研究において、茨木（2007）は、
社会福祉における当事者参加の意義を「①福祉サービ

①自分の生き方や利用するサービスを決めるのは本

スという生活支援において、専門家に知識や技術とは

人である。

異なる『当事者としての経験やそこから生まれる知識

②自分たちが知らないところで、自分のことを知ら

＝経験知』により、支援の幅が広がっていくこと、②

ない人達が話し合って、自分に必要なサービスな

一方的に支援の対象とされてきた当事者が自信を回復

どを勝手に決められてしまうのはいやだ。

し、彼ら自身のエンパワメントにつながっていく、③

③専門家でやる会議はいやだ。ニーズの把握も当事

支援者との対等な関係性の実現が可能になる」として

者と相談を受けた人たちとで共同確認する場で

いる。

あって欲しい。

吉川（2009）は、政策決定過程における当事者参画
の意義として、「当事者のニーズをより反映した政策・

第４章

施策にできるという点にある。また、当事者不在のま
ま議論を進めてしまうと、当事者を要援護者・弱者と

知的障がいのある人の参画
を確立するために

いう立場に押し込めてしまい、医学モデルに陥りがち
になってしまうという側面もある。当事者参画は社会

第１節

変革のためには必要不可欠であり、それはとりもなお

わが国の知的障がい者施策の理念

さず、社会モデルへの転換を推進することに結びつい
ていく。さらに完全参加と平等のあり方を政策決定レ

これまで、障がいのある人がサービス利用に関する

ベルから実現することによって、より実効性の高いも

こと等の支援計画を策定する過程において、参画する

のにすることができ、障害のある人のエンパワメント

ことの意義とその重要性について述べた。このことは、

につながるため、当事者がさまざまなレベルで政策・

障害者権利条約策定過程の「私たちを抜きにして、私

施策決定に参画し、その役割を果たしていくことは重

たちのことを決めないで（ Nothing about us without

要である。」と述べている。

us ）」というスローガンを体現する近道であると考え
られる。しかし、知的障がいのある人は、 自分の受け

三田（2012）は、障がい者制度改革における当事者参
画の意義として、障害者権利条約が採択される過程で

たいサービスや支援の計画を自分で作った

といった

行なわれた特別委員会議長のドン・マッケイ氏の発言

実感を持つことができているだろうか。計画を作ると

「障害者は自らの経験と現実の問題を自由に語り、聞く

いう表現でなくても、例えば、 自分のことを話し合っ

者の心を動かしました。政府代表は障害者が提起した
それぞれの問題に対し、各国の現実の課題を述べまし
『平成10年度東京都障害者ケアサービス体制整備検討委員会報告
書』1999年3月
13

た。そこにあったのは論争ではなく対話でした。
」を引
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ているようだ 、 自分の支援者が集まっているのだ

するため、これまで、行政が『行政処分』として障害

といったような感覚を持っているだろうか。支援者側

者サービスを決定してきた『措置制度』を改め、障害

も、知的障がいのある人が主体的に自分の生活を組み

者がサービスを選択し、サービスの利用者とサービス

立てられるように支援することを、どれくらい意識し

を提供する施設・事業者とが対等の関係に立って、契

ているだろうか。

約に基づきサービスを利用するという新たな制度（『支
自分の支援計画づくり

「支援費制度の
援費制度』
）とするもの16」に移行した。

に自分も参画したい

と明確に表明できない場合、支

下では、障害者がサービスを選択することができ、障

援者の側から

への環境設定をするなどの行動

害者の自己決定が尊重されるとともに、利用者と施設・

を起こさなければ参画できないとしたら、支援の場に

事業者が直接かつ対等の関係に立つことにより、利用

おける「土壌」の問題を指摘しなければならないだろう。

者本位のサービスが提供されるようになることが期待

知的障がいのある人が自ら

参画

される」17 こととなった。2004年には障害者基本法が改

「土壌」の問題を指摘するには、わが国の知的障がい者

正され、施策の基本方針として「障害者の自主性が充

施策とその理念を振り返る必要がある。
わが国の知的障がい者施策は、先行研究が述べてい

分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域に

る通り、その時その時の政権や財政状況に影響を受け、

おいて自立した日常生活を営むことができるよう配慮

知的障がい者も地域で生活することを支えようとする

されなければならない」
（第8条第2項）とした。これ
は、
「社会福祉基礎構造改革の議論の中で『選べること』、

「理念」と施策の実際に矛盾が生じている。それは、
「ノー
マライゼーション」の理念のもと、地域生活を目的と

『地域で暮らすこと』をとくに書きこんだもの」であ

しながら、入所施設を拡大してきたことから導き出す

る18。2006年の障害者自立支援法では、その第1条にお

ことができる。1993年、障がい者の自立と社会参加の

いて、「この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律

促進を図るため、心身障害者対策基本法は障害者基本

第八十四号）の基本的理念にのっとり、（中略）その他

14

法に改められた。1995年の「障害者プラン」 において

障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障

は、施策の第一の視点として「地域で共に生活するた

害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自

めに」が掲げられ、
「ノーマライゼーションの理念の実

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

現に向けて、障害のある人々が社会の構成員として地

必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行

域のなかで共に生活が送れるように、ライフステージ

い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとと

の各段階で、住まいや働く場ないし活動の場や必要な

もに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個

保健福祉サービスが的確に提供される体制を確立する」

性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実

とされた。次に1997年の「今後の障害保健福祉施策の

現に寄与すること」19を目的とした。そして、2012年の

15
では、基本理念として、
「１. 障害者
在り方について」

障害者総合支援法では「法に基づく日常生活・社会生

の自立と社会経済活動への参画の支援、２. 主体性・選

活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機

択性の尊重、３．地域での支え合い」となった。そし
て1999年の社会福祉基礎構造改革後、2003年の支援費制
厚生労働省（2001）「支援費制度Q＆A集」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa.html
2014.12.30
16

度の導入により、
「ノーマライゼーションの理念を実現

17
14

厚生労働省（2010）「障害者プランの概要」
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/plan.html 2014.12.30

18

厚生労働省（2000）「今後の障害保健福祉施策の在り方について」
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/txt/s1209-1.txt 2014.12.30

19

脚注４に同じ。

DPI日本会議編「最初の一歩だ！改正障害者基本法―地域から変え
ていこう―」解放出版社 P11参照。
厚生労働省（2009）「障害者自立支援法」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1c1.html 2014.12.30

15

75



東洋大学／福祉社会開発研究

7号（2015年3月）

会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除

す。法制度・施策は政策理念を実体化するために制定・

20

去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること 」

実施されるものであるはずですが、日本においてはま

を法律の基本理念として新たに掲げられた。

ず、その時々の政治・財政状況によって、あるいは選

しかしその一方で、
「1970年代には、各都道府県での

挙対策として、障害者や関係者の要求に応えるかのよ

コロニー設立政策（入所施設群を同一地域に設立し、一

うなあれこれの施策が思いつきのように打ち出され、

貫したケアをする政策）」
（小澤 2013）が推進されていき、

そこにもっともらしい政策理念が付け加えられるので

世界的には入所施設を解体・縮小していった中、わが

す」と述べている。財政的余裕に支えられていた頃には、

国では直線的に施設の数を増やしていくこととなった。

コロニーのような大規模施設を次々とつくり、財政が

このように、わが国の知的障がい者施策の理念は「入

逼迫すると、施設拡充政策から在宅福祉政策を推進す

所施設の整備と地域福祉サービスの整備という理念的

ることになったのである。

に相反する2つの施策を同時に推進させることになっ

こうしたことの積み重ねが、組織や立場によって、

た」（小澤 2013）といえる。そして、施策を通しての現

知的障がい者の地域生活支援の課題や知的障がい者本

場レベルの支援においては、どのような理念をもつべ

人が参画することの意義についての考え方に大きな違

きか、どのような発想の転換がなされるべきかを明確

いを生み出したのではないかと考えられる。

に浸透させてこなかった、といえるのではないだろう

第２節 参画の実現に向けて

か。つまり、
支援者にとってみれば、知的障がい者が「『更
生』可能な者に対しては訓練・指導を、そして、その

わが国における知的障がい者施策が2つの相反する理

望みが薄い者に対しては『発生予防』と『隔離収容』
」
2008）が必要な者ではなく、障がいの程度に限

念を有していたことにより、運営組織・地域性・支援

らず、親の家庭や施設を出て、地域において必要な支

者個人が抱いている支援の方向性や価値観に、大きな

援を得ながら自分らしく生活することが可能な存在価

違いを生み出したと考えられる。そのために、 知的

値のある人びとだということについて、発想を転換す

障がい者が主体的に参画すること

る必要があるという議論が求められていたのではない

支援者と支援者の属する組織によってばらつきが見ら

かと思われる。施設の地域性や組織の独自性などを尊

れる。こうしたことから、
「理論」より「実践」が重要

重することも必要だが、知的障がい者の地域生活の重

とみなされる「土壌」にもなったのではないだろうか。

（杉本

の意義についても、

日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領においては、

要性を掲げながら、結果的に入所型施設の増大をした
わが国の施策からは、知的障がい者本人を主体にした

ソーシャルワーカーの価値として第一番目に「すべて

支援とはどういうものか、具体的にはなかなか見出す

の人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、

ことが難しいといえる。杉本（2008）は「これは戦後

宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにか

日本の障害者施策（あらゆる政策がそうだとも言えま

かわらず、かけがえのない存在として尊重する」こと

す）の歴史の特徴の一つですが、法制度における理念・

を挙げている21。知的障がい・身体障がい・重症心身障

目的規定と実体規定の甚だしい食い違いということで

がいといった障がいの背景や障がいの程度に関係なく、
また認知症の高齢者であっても、すべてである。社会
福祉に携わる支援者は、
「すべてかけがえのない存在」

厚生労働省（2012）
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず
るための関係法律の整備に関する法律について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi̲kaigo/
shougaishahukushi/sougoushien/dl/sougoushie n-06.pdf 2014.12.30
20

NPO法人日本ソーシャルワーカー協会（2005）
http://www.jasw.jp/rinri/rinri.html 2014.12.30
21
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として人間を尊重する立場をとっている。そして、価

人を取り巻く家族や支援者を成長させ、マクロな部分

値とは

では社会資源の創出につながり、法改正や社会変革が

何かの真価 、または

何か望まれるもの

と

考えられている。平塚（2004）は、価値の定義につい

成立しやすいのではないだろうか。

て「私たちが見るある対象に対して、どのような望ま

支援計画策定のプロセスに本人が参画することは、

しさを意識するかということなのである」と述べている。

支援者と対等な立場に立つ協働関係、いわゆるパート

このように「どのような望ましさ」を実際の支援の

ナーシップによって、相互関係を築き、情報と理解の

理念、もしくはその組織の理念とするのか、そしてそ

共有化を図り、より質の高い支援を提供する活動を展

の理念をどのように「土壌」に浸透させていくかは重

開することができるということである。そして、活動

要であろう。

のすべての過程に参画していくことは、主体的に自ら

清水（2008）は、重症心身障がいのある人の活動拠点

の生活課題を解決していく力を高めるだけでなく、社

となっている生活介護事業所に通所する彼らを指して

会的支援体制や社会環境のあり方を変革していく力を

「要援護者の対象などでは到底あり得ず、むしろ人間の

醸成していくことにもつながるという意義がある。知

可能性に向けての希望を、この関係世界の中でつむぎ

的障がいの分野では、意思表出の難しい人たちの潜在

出していく、とてつもなく価値的な失うわけにはいか

化した問題やニーズを顕在化させ、具現化することが

ない存在としてそこに『居る』のである。そして今こ

求められる。本人を出発点とするアセスメントを「真

こに居てくれるその一人ひとりを、その価値的存在を、

の声」ととらえ、そこから自己志向を感じ取る（気づ

私たちの社会が認識し位置づけ、含みこんでいく努力

きの）豊かな感受性や深い洞察力といった能力が支援

をすることにより、私たちはその存在の力を得て、共々

者には必要である。これは、「ソーシャルワーカーつま

のより豊かな地域社会を創造していくことが可能とな

り社会福祉専門職が他の専門職と異なる点がある。他

ると確信するに至っている。障害者福祉の展開とは、
（中

の専門職は、
『できる・できない』という基準（軸）を持っ

略）この人たちを主人公に新しい暮らしを創りあげて

ている。しかし社会福祉専門職はそれに加えて
『見える・

いく、創造的で生産的な営みを共にすすめていくこと

見えない』という基準（軸）を持っているのである。」
（秋

だとしか言い表し様がない。地域の中にこの人たちが

山2004）といえる。また、本人の視点に立ち、自己決定・

「居る」ことにより関わりが生まれ、様々な市民の営み

自己選択を支援していく権利擁護の機能も重要な役割

に参画していく（註：下線、筆者）、あるいはまわりを

である。日常生活のなかで、その人固有のコミュニケー

巻き込み新しい営みを生み出していく、そんなこの人

ション手段やサインにより示される本人の希望や意見

たちの『はたらき』が、地域社会の中に新たな価値観

に気づき、主体的な活動について、本人の意向を尊重

をもたらし、連帯と活力を生むことをすでに実感して

しながらその発展を見守りまたは支援していくことが

しまっている」と述べ、それはまさに、法や施策の理

大切である。よって、常日頃からの日常的な関わりを

念を飛び越えた、揺るがない

として、その実

通して、言語的・非言語的に関わらず相手のニーズを

践の「土壌」となっている。そのため、運営組織が掲

理解するコミュニケーション能力、対人関係の適切な

げる「基本理念」は、そこで実践される支援の根幹を

距離のとり方等、学習や経験によって身につけること

なすものといえるだろう。

が必要である。

価値

このような「土壌」がある支援の場においては、計

支援者が本当の意味で本人の側に立ち、そこを起点

画策定過程で知的障がいのある本人が参画することが、

として実践を展開できるか。今問われているのは、ソー

ミクロな部分では、本人の主体性に対してエンパワメ

シャルワークが拠って立つその本質たる価値であり、

ントする自己決定力が強化され、メゾな部分では、本

それを実践するための知識と技術であり、そして、支
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援者の姿勢である。

柴田洋弥（2013）
「障害者の意思決定支援のあり方について」ノー

本論では、支援計画策定過程における本人参画の意

マライゼーション6月号

義について論じてきたが、ここで明確にしなければな

日本障害者リハビリテーション

協会

らないのは、参加していれば良いというものではなく、

清水明彦（2008）
「一人ひとりの存在の価値―障害者自立支援

主体的に関わる「参画」をすることが重要ということ

法を超えて―」福祉文化研究Vol.17

である。

日本福祉文化学会

杉本章（2008）
「障害者はどう生きてきたか―戦前・戦後障害

このように、障がいのある人が主体的に「参画」す

者運動史[増補改訂版]」Ｎプランニング

ることは重要であるという価値観や支援を行なう上で

現代書館

髙山直樹・川村隆彦・大石剛一郎編著（2002）「福祉キーワー

の（ソーシャルワークの）理念は、支援の実際にどの

ドシリーズ 権利擁護」中央法規
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遅塚昭彦（2014）「障害者相談支援事業の制度的側面」ノーマ
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ない要因があると考えられる。
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仲村優一監修（1999）「ソーシャルワーク倫理ハンドブック」
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「参画」

中央法規

をすることが実現可能となる環境整備とその方法を確

三田優子（2012）「障害者制度改革における当事者参画の意義

立すること、その背景にある望ましい価値観や理念が

と課題」社会福祉研究第113号4月鉄道弘済会

支援の実際にどのように浸透していくのか、その要因

由良亮人（2008）「知的障害のある人の個別支援計画策定にお

を探ることが今後の課題となろう。
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市民後見人の役割と課題
市民後見人は成年後見制度・事務の救世主となりえるのか
障害ユニット 研究協力者
西武文理大学サービス経営学部 准教授

篠本 耕二
キーワード：市民的役割、社会貢献、管理、自由意志

わった市民後見人の養成及び後見活動の実践並びに支
援の状況から、その役割と課題について若干の考察を
試みたい。

Ⅰ．はじめに
Ⅱ．市民後見人とは
認知症高齢者や障害者の財産権の侵害に対応する手
段、資源として成年後見制度（以下、
「後見制度」という）
市民後見人には明確な定義はないが、新井によると、

の利用とその実務を担う成年後見人（以下、
「後見人等」
という）の需要が増している。その需要の増大に専門

「市民後見人とは、自治体、NPO法人等が研修等を通じ

職後見人である弁護士、司法書士、社会福祉士等が対

て養成した一般市民による成年後見人等」としている。3

応しきれていないという事情もあり、成年後見事務（以

また、日本成年後見法学会では、
「弁護士や司法書士な

下、「後見事務」という）の担い手、人材不足への対応

どの資格はもたないものの社会貢献への意欲や倫理観

として市民後見人を養成する動きが、市町村を中心と

が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知

した自治体や大学、NPO法人等において行われている。

識や技術・態度を身につけた良質の第三者後見人等の

また、国においても、認知症高齢者の介護サービスの

候補者」4 といった定義を行っている。その定義づけの

利用契約を担い、その福祉の増進を目的として、市町

根拠として、①専門職後見人の除外、②後見事務に関

村を実施主体とした市民後見推進事業を平成23年度よ

する一定の資質の具備の二つの要素があるとし、さら

1

に後者②である資質の担保のために、a.組織的養成体

り行い、普及啓発、養成の支援を図っている。
しかし、その後見人等の需要に対する新たな社会資

制、b.組織的支援体制、c.組織的監督体制の整備が必須

源として期待されている市民後見人の活動実態は、そ

の条件であるとしている。このことは、後見制度につ

の位置づけや役割の曖昧さに加え、後見事務の繁雑さ

いて論じる多くの関係者の共通認識のようである。ま

や成年被後見人等（以下、
「被後見人等」とする）の身

た、この市民後見人の範疇には、家族後見人や専門職

上に起る過酷な状況から、受任することへ躊躇という

後見人は除外されるというのも、ほぼ共通認識とみて

実状もあり、一部の自治体を除き期待とは裏腹の状況

よいであろう。つまり、市民後見人は、同じ第三者後

にあるといっても過言ではない。

見人である専門職後見人とともに、新たな後見人等の

本稿では、市民後見人が第三者成年後見人として提

類型の一つとして確立していると考えられるのである。

2

唱されて10年の節目 を迎えた今日、改めて筆者が関
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Ⅲ．市民後見人の役割・専門職後見人
との相違点

人に期待される活動・役割を①本人の意思の代弁、②
基本ニーズの充足と本人らしい生活の質の向上、③良
好な社会関係の構築、④適切なサービスの活用、⑤適
切な財産管理と本人にとって有意義な財産活用、⑥地

家族後見人とならんで後見事務を担う第三者後見人

域社会における権利擁護の推進と成年後見制度の普及
の６点にまとめている。7

として、専門職後見人とともに市民後見人という新た

この二人の議論からは、後見人等としての活動・役

な類型と認知されてきたことは、前出のとおりである。
それでは、その市民後見人と専門職後見人では、どの

割とともに市民として必要な共助と共生社会の実現の

ような違いがあるのかについて触れておきたい。前出

担い手としての役割が付け加えられているのである。

の日本後見法学会の定義づけのところでも若干の記述

それは、この二人が地域福祉を代表する論者であるこ

があったが、①資格の有無、②社会貢献への意欲とと

とから、被後見人等の身上に関する（監護ではなく）

もに、③役割（機能）の違い、とくに受任する被後見

支援を行うことを目的とした活動に期待すること、地

人の事案によっての違いがあるものと考えられる。そ

域の社会資源として活動することを想定しての議論で

れは、専門職後見人が受任する事案とは違い、市民後

あることによるものであろう。
ただし、この共助と共生社会の実現という課題は、

見人には虐待や財産争い等の紛争性や身上監護上の困
難がなく、しかも多額な財産管理を要しないという難

従来からの地域福祉の課題でもあり、特に社会福祉士

易度が低い事案についての受任が好ましいとしている。

が後見人となった場合にも、地域の社会資源、保健・

このことは、後見制度に関する研究者や市民後見人の

福祉専門職等と協働し、サポートネットワークの機能

5

により生活を見守る、支えることはその専門性から十

養成・支援・管理をする実務担当者の共通意見である。
さらに、市民後見人の役割には、この受任する事案

分成し遂げていることである。

に関する違いから生じる後見人としての役割と、もと

それでは、市民後見人と社会福祉士等福祉専門職8 に

もと地域福祉を推進する主体、地域住民・市民として

よる身上監護上の支援の違いはどこにあるのであろう

の役割が期待されている。渋谷は、地域社会から疎外

か、前出の身上監護上の困難がなく、しかも多額な財

されている状況にある被後見人等と地域社会・住民と

産管理を要しないという難易度が低いという事案で、さ

のつながりを築くことであり、後見人等としての専門

らに渋谷の議論にある「専門知識やノウハウはもとよ

知識やノウハウも重要だが、地域住民としての意識・

り」という部分を加味すると、被後見人等の身上、障

行動（気にかけている）というメッセージを伝えるこ

害の程度が低く、しかも家族関係や近隣とのトラブル

6

とが重要であると述べている。 また、岩間は、市民後

がないという支援難易度も低く、さらに、本来後見人

見人の活動特性に①市民としての特性を尊重した活動

が行わないとする事実行為、見守りやちょっとした手

であること、専門職と近似した活動の担い手ではなく、

伝いを支援の中心とすることが市民後見人に期待され

専門職にはない市民感覚や市民目線をもって地域住民

ていることになると考えられるのである。

である被後見人の権利擁護に寄与すること、②地域に

ここのところに関心を払いながら、次に市民後見人

おける支えあい活動の延長線上に市民後見活動を位置

の養成、支援・管理の実情についてふれてみたい。

づけ、同じ圏域で後見活動する地域福祉の担い手とな
ること、③きめ細かな訪問による被後見人との人間関
係づくりと行い、迅速なニーズキャッチとそれへの対
応の３点あげており、これらをもとにして、市民後見
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Ⅳ．市民後見人の養成（組織的養成
体制）

耕二

Ⅴ．市民後見人の活動支援（組織的
支援体制）と監督（組織的監督
体制）

市民後見人の養成は、品川区、世田谷区、大阪市、横
須賀市が自治体として先駆的に始めたのを受け、2008

市民後見人は、被後見人等へ対個人として支援する

（平成20）年には、東京大学政策ビジョン研究センター

ことが基本である。なかには、いずれかの法人に所属

9

主催 で第1期生の市民後見人養成講座を開催し、現在

して、法人後見事務の担い手・事務担当者として活動

第7期生までの養成を行っている。さらに前出の厚生労

する者もあるようだが、被後見人と市民後見人、一対

働省による市民後見推進事業により、全国の市町村で

一の対応・支援が基本である。

市民後見人の養成が拡大している。筆者も関わりのあ

筆者も社会福祉士として、過去のべ８人の後見事務

る地方での例をあげると、埼玉県のＳ市では、社会福

を担当し、現在も３件の後見事務を担当している。初

祉協議会2012（平成24）年度に市民後見人の養成を行

の受任は、2003（平成15）年であったが、当時は社会

い、21人の養成を行っている。また、山梨県Ｆ市では、

福祉士会・ぱあとなあの支援体制も緒についたばかり

2009（平成21）年から2014（平成26）年の5年間でのべ

であり、バックアップというよりは会員自らが、養成

140人の養成を行っている。

研修の教科書・参考書を頼りにしながら、手さぐりの

ただし、市民後見人の養成の実態は、養成事業の実施

状態で後見事務の内容をこなしていた。後見事務をこ

に主眼が置かれており、最終目的である後見等受任者の

なすことに精一杯であり、その中から後進の者に伝え

輩出までには至っていないように見えるのである。な

る経験知を積み上げていく状態でもあったといっても

ぜならば、埼玉県Ｓ市社会福祉協議会では、養成研修

過言ではなかったのである。

終了者21名のうち受任者は０人であり、同Ｓ市の東京

専門職後見人といえども、初めての受任から、支援方

大学並びに社会福祉協議会が養成した７人の会員が属

法の確立までには相当の緊張感とともに、様々な活動、

するNPO法人（会員総数25名）でも、未だ受任の実績

とくに被後見人等の身上に関する決定・契約代行後に

が出ていないこと。また、山梨県Ｆ市社会福祉協議会

は、後悔の念がつきまとうような状態であった。とく

では、養成修了者140人のうち受任者５人にとどまって

に身上監護の事務及び支援内容には、他の支援者から

いることがその理由である。

は、家族・親族等が担うべき役割の代替的なこと10 を要

これらの実状から課題となるのは、養成にとどまら

求されることが多く、そのことへの回答や説明に時間

ない後見人等としての選任や受任のための支援、さら

を裂く必要があった。このような実態は、後見制度が

には受任後の後見事務に関する支援と、いわゆる後見

施行されてのち、約15年が経とうとしているが、未だ

人として活動するための支援が重要であるものと考え

に後見人を家族の代替者であると思い込んでいる支援

られるのである。

者や一般市民も多い。そのような環境で市民を後見人
等として育成し、後見事務を担当させることは、市民
後見人とってかなりの負担が増すことになるものと思
う。増してや見守りや２次的障害として起こりうる地
域住民との軋轢の調整など、本来の市民として役割と
いわれるものを加えると事務負担は、とてもボランタ
リーな役割（社会貢献型）の範囲とはいえなくなって
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町村）」である。12 国庫補助の金額が限られていることか

しまうのではないだろうか。
このような市民後見人の置かれている状況を鑑みた

ら、元々財政基盤の大きい市区町村に限定されている

うえで、上山は、就任及び活動の支援、監督体制につ

といっても過言ではない。地方の市町村では未だ財源

いて次のような意見を述べている。一つ目が就任の支

を理由に実施できない、あるいは、養成のみにとどまっ

援である。それは、養成研修には膨大な労力と資金が

ているところもあるようである。都道府県による財政

投入され、濃密なカリキュラムが整備されていること

支援、それも養成のみならず、支援に関する費用の支

が多い。それ故に研修受講者にも大きな負担がかかっ

援が望まれるのである。

ている。しかし、市民後見人として職務を行うために
は家庭裁判所（以下、「家裁」という）の選任手続きが

VI． 専門職後見人の代替、役割の
補完、活用ではなく協働とい
う実践

必要であり、それは家裁の権限であるため、養成研修
後すぐに選任されるという保証がない。そのために養
成研修終了後から就任に至るまでのモチベーションの
維持、継続が、養成後の支援体制として必須となるの
である。二つ目が支援監督体制の整備である。それは、
市民後見人による現実の後見活動の適正を担保するた

市民後見人の質の担保は、被後見人等の財産権や生

めの後見支援組織の整備、組織的なバックアップ体制

活権の擁護、権利擁護のためには必要かつ絶対条件で

の構築であるとしている。そこでは、具体的に①相談

ある。しかし、それはあくまでも専門職と並ぶ第三者

助言機能、②執務管理支援機能、③監督機能等がなさ

後見人を目指す中での必要絶対条件である。専門職と

11

違う点は、同じ地域に居住する市民同士の助け合い、

れるものとしている。

実際の後見支援組織（地域における中核組織）では、

共助の部分であり、地域福祉の目的に合致した動機づ

市区町村社会福祉協議会（以下、
「市区町村社協」が、

けにあると考えられる。その動機づけには、よくある

行政から委託され、担うことが多い。地域福祉推進の

「市民後見人の活用」という発想に基づいた養成・支援・

中核的組織であり、日常生活自立支援事業の実施とい

監督ではなく、いかに被後見人等を中心にしたサポー

う地域住民の権利の擁護を担う組織・機関であるとこ

トネットワークにおける協働を前提とした、市民の社

ろにその理由が存在するのであろう。それ故か、市民

会貢献意識の醸成を図ることができるかにかかってい

後見人の就任にあたっては、後見監督自体を市区町村

るものといえるのである。そのためには、活動支援に

社協等が担うことが、受任の条件となっていることも

重点を置くべきものであると考える。とくに市民後見

多い。文字通り、養成・支援・監督、法的な権利義務

人が受任時の被後見人の状態像が明らかになるところ

も担う後見監督をも一体として行っていることになる

から、後見事務・支援の実践への助言及び関係者との

のである。

連携調整など市民後見人自身の単独支援化、支援の孤

しかし、このことが別の課題をもたらしている。そ

立を防ぐための支援、サポートネットワークの一員と

れは、この一体となった支援には、多くの労力と多額

してのやり甲斐を感じられるような後見事務支援をす

の費用がかかる。その費用・事務費等に関する公的支

ること、要するに支援のための支援13 が肝要となるので

援が、高齢者福祉施策（地域支援事業・平成23年度から）

ある。

の「市民後見推進事業（市町村）
・市民後見人育成事業（都

この被後見人等のサポートネットワークの一員とし

道府県）」と障害者福祉施策（地域生活支援事業・平成

て、後見事務を担うことの効用について、筆者が後

25年度から）の「成年後見制度法人後見支援事業（市

見事務を行っているＡさんの支援実践例（community
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social workの実践例）から、地域における後見事務の

要になったり、在宅生活にリスクがあったりする住民

複雑さと後見人以外の支援者との協働が重要であるか

は、施設で生活するほうが良い」という考えが多数で

示したい。

あった。地域住民で支えること（共助）には負担感が

A氏は、60代後半の男性で結婚歴があり実子が２人い

強い。介護を含む生活支援については、基本的には家

るが疎遠であり、アパートに単身住まいの独居高齢者

族が担うべきで、その家族が不在であれば介護サービ

である。過去に旅客運送業に従事していたが、現在は

ス、特に施設に入ることが妥当との考えが大半であっ

退職している。2003（平成15）年に慢性腎不全を発症し、

た。市社協の職員に、他の地域でも、住民意識は、こ

現在は、週３回の通院透析を続けており、その状況や

のようものかと尋ねたところ、独居高齢者が認知症等

体調によっては、入院透析も検討されているような病

で要介護となった場合、施設入所が一般的であるとい

態・身体状況である。2012（平成24）年には、光熱水

うのがその答えであった。

費等の滞納が目立つようになり、判断能力の低下もみ

後見事務には、財産の管理や社会サービス利用のた

られたため、主治医から紹介された専門医を受診する

めの契約支援・締結という身上監護・配慮があるが、

とアルツハイマー型認知症との診断を受けた。この診

市民後見人に期待されるのは、前述の渋谷の議論よう

断を受け、まずは、当該市社会福祉協議会（以下、
「市

に「地域社会から疎外されている状況にある被後見人

社協」という）の日常生活自立支援事業の利用をする

と地域社会・住民とのつながりを築くこと」が加味さ

ことになった。しかし、その後にＡさん自身が起こし

れる。この事例は地方の一市社協の事例であり、全国

た自動車事故をきっかけに、2013（平成25）年に市長

全ての市区町村の住民がこのような考えばかりとはい

申立により成年後見制度の利用に移行した。

えるものではないが、全国的にコミュニティソーシャ

繰り返しとなるが、地域で被後見人等を支援するこ

ルワーク実践が課題となっていることからすると、似

ととは、この場合、A氏を中心にサポートネットワーク

たような状況があるといっても過言ではないものと考

を形成することである。とくに地域住民を主体とした

えられるのである。

インフォーマルネットワークの形成するためには、地

地域における住民の意識が、このような状況である

元の住民への働きかけを市社協や地域包括支援セン

とすると、市民後見人の正式な後見事務以外の困難が

ター（以下、「包括」という）の協力を欠くことができ

見えてくる。筆者は社会福祉士としてこのA氏の後見事

ない。つまり、直接ケアをマネジメントしている介護

務に行っているが、地域住民・市民が選任されたこと

支援専門員とともに、まずこの両機関の職員との協働

を想像してみると、市民後見人自身がこの住民の意識

が必要になるのである。

を変えること、あるいは専門機関の職員とともに、住

そこで筆者が行ったのが、市社協の専門員とともに

民意識の変化を促すことが必要になるのである。この

地域の自治会長及びアパートの住民らで組織する小地

ことが渋谷のいう「地域社会・住民とのつながりを築

域ネットワークのメンバーへのあいさつと説明であっ

くこと」の実践なのである。地域住民を市民後見人に

た。これは、後見人等養成時の教科書には、後見事務

するということ、市民後見人の養成の目的が、コミュ

（身上監護・配慮）としては行うものとは記述してはい

ニティソーシャルワーク実践を促進することになると

ないが、この過程を経ないと地域での見守り、あるい

いう思惑があるのならば、地域福祉援助機関14 の支援者

は「困っている人＝要援護者（被後見人等）
」と認識さ

（市民後見人）への、手厚い支援力が要請されるのであ

れず、結果として、排除、地域から放置という状況に

る。このことについて上山は、被後見人等を取り巻く

なってしまうのである。実際、市社協職員と一緒に臨

状況の変化によって、事案が、困難事例に転化するリ

んだ地域住民との会議では、
「（地域の中で）介護が必

スクがあるため、バックアップ体制の整備の重要性を
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述べている。15

１．市民活動

このＡ氏の事例は、認知高齢者の事例である。この
事例を取り上げた理由は、市民後見人の需要拡大の理

前出のように、市民後見人には、市民的な要素が必

由が、人口の高齢化に伴う要介護高齢者、認知症高齢

要であるとされている。それは、住民自治による地域

16

者の増大への対処 にあることである。筆者は、他に知

のデザイン、福祉社会の実現のため、共助と共生社会

的障害者の後見事務を行っているが、これも当該市社

の実現を目指すために、市民として意思能力の低位な

協及び基幹相談支援センター（以下、
「支援センター」

者の支援を行うことである。

という）協力を得て、近隣住民の理解と協力を得なが

２．ボランティア

ら、独居生活の継続が可能となっている。後見事務に
おいて、サポートネットワークにおける協働の重要性

阿部によれば、ボランティアには、自発性・無償性・

を、身をもって感じているのである。

連帯性18 の３つの性格があるされている。重複するが、

このように、専門職後見人の成年後見事務において
も、専門的な支援に基づく協働の重要性を感じるので

市民後見人に期待されることは市民としての自発的意

ある。これが市民後見人においては、さらなる専門職・

識、自らが他者及び社会のために役立ちたいという意

機関による専門的知識や技術に基づく、助言や支援が

識によって成り立つとされている。

必要になるものと考える。地域福祉援助機関は、サポー

一方、その導入の背景には、前出のように認知症高

トネットワーク、支援チームの一員として、専門職・

齢者の増加に伴う、需要の増大に対する専門職後見人

機関と対等な立場での後見活動が可能となるように支

の供給不足を補い、尚且つ、後見報酬等に係わる公的

える必要があると考えるのである。

財源不足をも補うため、安価な後見事務遂行者として
無償性求められる可能性も潜んでいる。現に市民後見
人に対する報酬に関しては無償を前提とした活動を求

VII．活動主体としての市民後見人

められている。その一方では、活動継続のインセンティ
ブとして有償を認めている場合も存在するが、市民後
見人間の公平性を保つとの名目で安価にすべきとの意
見が大方の意見である。19

前節までは、市民後見人の養成・支援を行う機関、
システムの側面から市民後見人の後見活動の課題につ

３．社会貢献

いて考察を行ってきた。ここでは、活動の主体者とし
ての市民後見人の機能について、福祉的視点から再度

上記２つの要素の根底の考えというべきものである。

確認を行う。

市民後見人になる人々は、もともと地域社会の課題解

前出の日本後見法学会の定義や社会福祉の立場から
17

論者の議論、東京都の養成の方針 からすると、市民後

決のために役立ちたいという利他的な動機をもって参

見人の基本的性格には、①市民活動、②ボランティア（自

画、活動している。同じ地域に居住する認知症高齢者

由意志の人）、③社会貢献の相互に関係する三つの要素

等の権利を擁護する担い手、後見人になりたいと考え

があると考えられる。

ていること、このこと自体が基本的な性格である。
以上の３点が市民後見人の基本的性格であるが、簡
潔にまとめると、「地域やそこに居住する人々のために、
基本的には自発的かつ無償で権利擁護活動を行うこと」
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市民後見人が誕生しいている今日、可否を問うこと自

ただし、実際の市民後見人の当事者たちの意見、考

体が現実的ではない。そうであれば、被後見人等の権

えはどういうものであろうか。紛争性や困難性が低い

利擁護のための「管理」と社会貢献したいという市民

事案を受任することが前提となっている。しかし、被

の「自由意志の尊重」という、ともすれば相対する要件・

後見人等の実情が、守秘義務の制限から、実際には受

課題に真摯に向き合うことが必要となる。そして、こ

任した後に告げられることや受任後の本人の変化から

の課題の検討には、行政任せではなく、成年後見制度

困難性や紛争性が生じることも少なくない。行政も含

に関わる専門家・職も一緒に考えることが求められる

めた支援・監督する地域福祉援助機関が、市民後見人

のである。それは、専門職後見人不足を補うという問

が様々な事態に遭遇したときに支援を行うことになる

題から市民に社会貢献という大義のもと、制度への参

が、当初の想定以上に困難な状況になることもあり得

入を促した者、関係者としての責務でもあるからである。

るし、さらには、身寄りがなく単身の被後見人等に起

最後に、後見制度の普及と市民後見人の養成に参画

20

こる身元保証・引受や医療同意という課題 への対処ま

したものとして、一つの提案をして本稿を閉じたいと

でも求められることがあるのである。

思う。それは、後見事務を必要とする者とその環境へ

このような状況で、果たして、市民後見人が、その

の理解をしたうえで、後見人等になるという発想であ

基本的性格を維持することが可能となるか、それ以前

る。後見人等に市民目線をもった市民からなるという

に養成研修修了者が、受任して活動するまでに至るで

ことが市民後見人の長所であるとしているが、被後見

あろうか、という疑問を抱くのである。このことは、

人等と友人・知人関係を築き、本人と家族環境等をあ

養成・活用する側と養成を受け活動する側との温度差、

る程度知ったのちに後見人等に就任するという方法で

ミスマッチに起因するジレンマといえるのである。

ある。
筆者は、2009（平成21）年にコンタクトパーソン22 に
後見人等の機能を併せ持つ人材の養成を行ったことが

VIII．おわりに

ある。コンタクトパーソンとは、コミュニティフレン
ド23 と同様に障害者の生活に寄り添う支援、制度支援者
のような固い関係ではない、身近な相談者､ 支援者に

前節でのジレンマが、実は市民後見人に関する潜在

よる支援として期待されている。その機能は、第三者

21

的な課題である。これに菅の議論 のように被後見人の

や外部の視点という点を持ち込み、障害者本人を取り

権利、とくに財産権の侵害を防止するという名目のも

巻く狭い環境だけの常識にとらわれることのない「素

とに、市民後見人への管理が行き過ぎると、管理シス

人の知」をもって本人の趣味や遊びの相談や決めごと

テムが複雑になるとともに、そこからの強制・管理に

など、さまざまな友人的支援を行うものといえる。こ

よって、市民後見人のモチベーションはさらに下がる

のコンタクトパーソンが後見人等となることを想定す

ものと考えられるのである。こうなると、理念先行で

れば、被後見人等の情報獲得と信頼関係の構築した後

実態が追いつかないという事態に拍車がかかり、普及

に就任することになり、友人や市民目線、友好な関係

や活動どころではなくなってしまう。この課題へ対処

を維持したまま、情報不足に起因する不安は解消でき

するためには、市民後見人という存在自体の可否も含

ることになる。これは、被後見人等が障害者であるこ

め、どのように考えるかという根本的な問題に戻って

とを想定した提案である。認知症高齢者の場合は、ど

考える必要があるのではないだろうか。

うするかとの課題は残るものの、友人的信頼関係の構

しかし、全国各地の市区町村で養成が進み、多くの

築から入るやり方は、応用可能であると考える。市民
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後見人の就任・普及に関する課題が、自由意志に働き

である。

かけることでもあり、そのきっかけが、後見事務に関

11

このバックアップ体制を構築する組織を「地域における

する被後見人等に関する情報不足の解消である。これ

中核組織」としている。上山

を一つの方法として提案し、本稿を閉じたい。

上山 泰・池田恵利子・斎藤修一・小渕由紀夫編（2011）
『市

泰「市民後見人とは何か」

民後見人入門-市民後見人養成・支援の手引き-』民事法研
究会pp28-30
1

2

3

4

5

厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/

12

kaigo/dl/shiminkoukennin.pdf 2014.12.9アクセス

町村）」は、高齢者施策である「市民後見推進事業（市町村）
・

2005（平成17）年に日本後見法学会等によりはじめて提

市民後見人育成事業（都道府県）
」で養成した市民後見人

唱された。

が、思うように選任されず、少数にとどまっていること

新井

への反省から、市民後見人が、法人後見実施団体に属し

誠（2006）「第三者後見人養成の意義」
『実践成年

後見NO.18』民事法研究会p6

て活動することを目的として創設した事業のようである。

日本成年法学会（2007）「市町村における権利擁護機能の

厚生労働省社会・援護局傷害保険福祉部障害福祉課地域

あり方に関する研究会（平成18年度報告書）」p11

生活支援推進室（2014）「障害者支援における市民後見人

①施設入所者、②低資産、③障害程度が低位、④職務の

活用と法人後見」『実践成年後見NO.47』民事法研究会p29

非専門性と非固定性、⑤紛争性の不存在、⑥家族後見人

6

13

8

9

10

菅は、自発的支援者を「管理」によって萎縮させること

の不存在などがあげられている。前掲注４報告書pp11-

なく、彼らの善意と責任ある裁量の行使に期待し、その

13 pp57-588

適正な発現「支援」することが重要であること。また、

上山

泰（2010）「市民後見システムの理

念型〜市民後見人の養成・支援・監督体制も含めて」齋

自発的支援者が法的責任に萎縮することなく、市民社会

藤修一（2010）「品川区における市民後見システム」田邉

における自発的支援活動に従事できるように、国家が法

仁重（2010）「世田谷区区民成年後見人活動支援の現状と

的基盤をして、
「支援者を支援する」ことを「二重の支援

課題」
『実践成年後見NO.32』民事法研究会pp24-25 pp35-

構造」であると述べている。菅 富美枝（2010）
「成年後見

36 p43

と公的支援-イギリス法からの示唆-」日本成年法学会『市

渋谷篤男（2012）「社協からみた市民後見人の養成・支援

町村における成年後見制度の利用と支援基盤整備のため

における課題と考え方」
『実践成年後見NO.42』民事法研

の調査研究会（平成21年度報告書）』pp115-118

究会pp59-60
7

障害者福祉施策の「成年後見制度法人後見支援事業（市

14

ここでの地域福祉相談援助機関とは、市民後見人の支援

岩間伸之（2012）
「市民後見人の位置づけと活動特性」
『実

機関、行政や社会福祉協議会であることと、それに加えて、

践成年後見NO.42』民事法研究会p9

地域包括支援センター、基幹相談支援センターも含まれ

福祉系専門職による成年後見事務は、精神保健福祉士協

る。実質的な市民後見人の養成機関に高齢者・障害者の

会もクローバーという立ち上げ、後見人養成を行い、そ

地域相談支援機関が参加・協働して支援システムとして

の事務を担っている。

機能していくことになる。

当初は、平成20年度文部科学省委託事業「社会人の学び

15

上山

泰（2009）
「専門職後見人の現状と市民後見人シス

直しニーズ対応教育推進プログラム」として筑波大学と

テムの充実に向けて」『実践成年後見NO.28』民事法研究

の共同開催であった。

会p72

受診の付き添い、入院・入所時の生活日用品の届け、医

16

大貫正男（2006）「市民後見人を考える」
『実践成年後見

療の同意、死亡後の届け出・葬儀の手配（いわゆる死後

NO.18』民事法研究会p64、斎藤修一（2009）「市民後見監

の事務）など、後見事務としては想定されていないこと

督人の実際と実務上の留意点」『実践成年後見NO.30』民
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17

18

19

耕二

事法研究会pp57-58など

者というより友人関係の形成を狙いとした成年後見制度

東京都では、平成17年度から後見人等の裾野を拡大する

と生活支援を連続的に提供するモデルの形成を展開して

ことを目的に、後見業務に熱意や意欲を有する都民等を

いる。また、名川は、このコミュニティフレンドの機能

対象とし、社会貢献的な精神に基づく新たな後見人等と

を「近い役割」としている。その近さとは、物理的近さ、

しての養成を行ってきた。貝瀨まつみ（2006）「東京都に

心理的近さ、接触頻度、世話などのしやすさや干渉のし

おける社会貢献型後見人養成事業の取組」『実践成年後見

やすさであるとしている。このコミュニティフレンドは、

NO.18』民事法研究会pp71-72

基本的にボランティア対応であることから、家族やサー

阿部は、ボランティアの思想的性格として、主体性、連

ビス事業所職員等と違い利益相反性は低いと述べている。

帯性、無償性をあげている。とくに何者にも強制されな

佐藤彰一（2010）
「引き継ぎ志向の成年後見とコミュニティ

い行動する自発性・主体性が根底にあると述べている。

フレンド」・社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会権利擁

阿部志郎（1998）『ボランタリズム講演集２』海声社pp40-

護委員会『知的障害のある人の成年後見と育成会-10年の

41

歩みと展望-』社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会pp54-

大阪市成年後見支援センターでは、無償とし、品川区や

55、名川

世田谷区後見支援センターでは、有償を認めている。上

成年後見と生活支援を想定した支援者育成と配置のあり

山

方に関する研究（後見人とコミュニティフレンドの育成）-」

泰（2010）「市民後見人システムの理念型」
・齋藤修

勝（2009）「コミュニティフレンド事業-研究③

一（2010）「品川区における市民後見システム」・田邉仁

『判断支援を必要とする障害者等に対する成年後見と生活

重（2010）「世田谷区区民成年後見人活動支援の現状と課

支援を組み合わせた権利擁護支援体制の構築に関する実

題」・藤原一男（2010）
「大阪市における市民後見人養成

践的研究報告書』総合病院国保中央病院脳神経外科pp20-

とその活動支援の状況『実践成年後見NO.32』民事法研究

21

会pp20-21 p39 p48 p52
20

田邉仁重（2010）「世田谷区区民成年後見人活動支援の現

引用・参考文献

状と課題」・藤原一男（2010）「大阪市における市民後見

1.

日本成年法学会（2007）「市町村における権利擁護機能の
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冬樹

母子世帯の生活支援に関する研究
― 母親の自己肯定感を手掛かりに ―
子どもユニット 客員研究員
旭川大学短期大学部 幼児教育学科 助教

清水 冬樹
キーワード：母子世帯、自己肯定感、重回帰分析

る。しかし、母親たちのほとんどが非正規雇用である
現状で、就労によって収入を上げていくことは容易で
はない。また、学歴が短いことから収入の高い仕事に

１．本研究の背景

つくことが困難であるということも全国調査の結果か
らみて取ることができる。
その結果、全国調査ではダブルワークをしている母

（1）母子家庭を対象とした研究の動向

親の割合が1割弱いることが明らかとなっている。赤石
（2014）によると、母親たちの相談の中にはトリプルワー

社会福祉領域において、母子家庭を対象とした研究

クを行っている母親がいることも報告されている。さ

は数としては決して多くはないものの、着実に増加し

らに鈴木（2012）では、性産業に身を置く母親たちが

ている。それら先行研究の多くは、母子家庭の経済的

いることも報告されている。大友（2014）では、母親

注1

な側面に関心を示しながら議論が展開されている 。厚

の長時間労働が子どもに悪影響を及ぼしてしまうので

生労働省が2011年に公表した「平成23年度全国母子世

はないかと気にかけている母親たちが多くいることが

帯等調査結果」
（以下「全国調査」と記す）によると、

報告されている。

母子世帯の平均年収が291万円、勤労収入が181万円と

一方、母子家庭に対する支援として、現在児童扶養

なっており、一般子育て世帯の4割程度の収入のなかで

手当や児童手当といった経済的支援、保育所の優先入

暮らしている。また、子どもの貧困にも多く関心が示

所、ヘルパー派遣や子どもの学習支援などの生活と子

されるなかで、ひとり親家庭の子どもの貧困率は54.6％

育て支援、養育費の確保、母子家庭等就業自立支援セ

となっている。ひとり親家庭、とくに母子家庭にとっ

ンターやマザーズハロワーク、母子自立支援員などに

て経済的な課題は子どもの育ちにも大きな影響を及ぼ

よる就労支援が行われている。先述したように、就労

すことから、早急な解決や支援が必要となる。

による自立を実現させるべく、就労支援に関する施策
が多く展開されているのが特徴となっている。しかし、

（2）母子家庭の実際

例えば厚生労働省の発表によると、母子自立支援員の
33.4%が常勤であることから、7割近くの母子自立支援

このような中で、母子家庭を支える支援策を概観す

員が非常勤であったり、母子家庭等就業自立支援セン

ると、それまで母子家庭支援の中心となっていた児童

ターの職員の多くが嘱託職員であったり非常勤であっ

扶養手当による支援から、その受給だけではなく、就

たりしたため、不安定な就労支援となりやすいことが

労による自立が2002年より求められるようになってい

指摘できる（清水2014）。
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（3）生活問題への視座

とにつながっているのであろうか。先述した森田や神
原は母親と子どもの安全で安心な暮らしを保障するこ

生活問題を捉える上で、古川（2002:116-125）は一番ヶ

とを目的とするとしているが、何を持って安全で安心

瀬の論考を下地にしながら、生活問題には労働問題の

な暮らしとするのかははっきりと示されているわけで

規定を受けながらも固有の構造と論理があることを指

はない。

摘する。そして生活問題が発生する世帯は「年齢、性別、

一方で、安全で安心な暮らしとはいったい何なのか

健康状態、社会的な地位や役割を異にし、それぞれに

手掛かりとなる実証的研究が存在する。母親の主観的

固有な地域特性や文化をもつ地域社会に居住し、多様

な生活満足度を被説明変数とする研究である。山西

な生活意識や様式をもちながら自立的生活を営んでい

（2012）は母親の主観的生活満足度を被説明変数として、

る」ため、それらの規定も同時に受けているという。

子どもの育ちや親子関係がどういった影響を及ぼして

これまでの母子家庭を対象とした先行研究は、上記

いるか、多変量解析を用いて明らかにしている。清水

の整理を参考にすれば、おおよそ労働問題に関心が多

（2014）は、森田らが示した生活問題を把握する視点を

く寄せられ、生活問題への関心は決して高かったとは

用いて、就労支援を利用している母親たちの主観的生

言えない。

活満足度に上記の枠組みがどういった影響を与えてい

一方で神原（2010）や森田（2007）の研究は生活問

るのかを明らかにしている。いずれも研究も、就労を

題を取り上げている研究である。両研究では、就労を

含めた母子家庭の生活問題を明らかにしようとするも

支援のゴールに設定するのではなく、生活基盤が安定

のであり、労働問題を切り口とした研究とは異なる知

する中で就労支援を展開しなければならないことを指

見を提起している注2。
Dienerらによると、生活満足度を構成する要因(Die-

摘している。しかし、何をもって生活基盤が安定した

ner1984，
Deneve & Cooper1998;門田・寺崎2005)として、
1）

とするのかは、共通の見解が示されているわけではない。

性別や年齢などの生物社会的変数、2）自己肯定観や社

（4）研究の視点

交性パーソナリティ変数、3）周囲との関係性に関する
変数があると指摘している。上田ら（2014）は10代で

筆者らはこれまで千葉県八千代市をフィールドとし

妊娠出産を経験した母親たちに対する調査研究を継続

て、在宅で暮らす母子家庭への支援のあり方について

的に実施しているが、10代親の特徴の一つに自己肯定

検討してきた（森田ら2009）。その研究の中で、筆者ら

感の低さを挙げている。すでに看護領域において育児

は母子家庭の生活問題の枠組みとして、量的調査・質

不安と自己肯定感や自尊感情の関連を指摘する研究が

的調査で得られた結果をもとに次の6つを設定した。母

いくつか散見される注3。研究方法についていくつかの懸

親の健康、家事、子どもの育ち、近隣との関係、子の父（養

念があるものの、母子家庭と両親家庭の母親たちの自

育費）、収入、である。

己肯定感を比較し、母子家庭の母親たちの自己肯定感
が低いことも明らかにされている注4（加藤ら2011）。

筆者らが上記の枠組みを提起したのち、他の先行研
究において母子家庭の生活問題を捉える視点が示され

後述する2次分析において、自己肯定感に関する設問

るようになる。例えば、DVの影響（赤石前掲、清水

が用意されていることから、生活満足度に大きく関わ

2014）、時間の経過とともに生活の困難度が積み重なっ

る自己肯定感を手掛かりとして、母子家庭の母親たち

ていく（庄司1997、神原前掲）などがあげられるよう

の自己肯定感を高める要因はいったいどういったこと

になっている。

なのかを明らかにすることを目的として本研究を実施
した。

ところで、生活問題解決の目的とはいったいどうこ
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２．研究の視点および方法

冬樹

るだけでは因果関係が明らかにならないことから、先
に作成した自己肯定感得点を従属変数とした重回帰分
析を行った。

（1）研究の方法

独立変数について次のことを考慮して設定を行った。
1つ目は、2次分析であることから、筆者らが作成し

筆者らは2013年4月より、A県B市において地域で暮

た枠組みに対応した設問が全てあるわけではない。B市

らすひとり親家庭への支援プログラム開発に取り組ん

の調査では、家事に関わる項目が設定されていなかっ

でいる。後述する調査の概要に示すように、このプロ

たことから、独立変数として設定することはできなかっ

グラム開発の一環として市内に在住するひとり親家庭

た。

に対して、B市は量的調査を実施した。本研究ではこの

2つ目は、DVの影響についてである。いくつかの先

量的調査結果を用いて、上記の研究目的を明らかにす

行研究でDVの有無重視する指摘がなされている注5。特

るために各分析を行った。

に宮里（2006）が指摘しているように、男性の従属的
な存在として女性が位置付けられやすいジェンダーの

量的調査には親たちの自己肯定感に関わる設問が5件
法で用意されている。表1にある通りである。3つの設

影響において、DVの被害や影響は可視化されにくく、

問の信頼性係数を確認したところ、α=.821となってい

援助を求める行動に結び付きにくい。離別を経験する

た。各項目を削除した場合の信頼性係数も確認したが、

要因の中にDVが含まれていることは決して少なくな

削除しない方が高い数値を示していた。また、相関係

い。例えばしんぐるまざーずふぉーらむ（2011）が実

数を確認したところr=0.6 〜 0.8と高い数値を示し有意

施した調査では、調査対象の57.7%がDVを経験してい

差を確認することもできた。したがって3つの項目の得

る。現在都道府県及び市町村において、DV 防止及び被

点を加算（平均値10.9198、S.D±3.21721）し、自己肯定

害者の保護に関する基本計画を定め、配偶者暴力相談

感得点と命名し、分析の柱とした。

支援センターの設置やシェルターの配置等の施策を実
施している。ただし、DVケアの中核的役割を担うであ
ろう配偶者暴力相談支援センター都道府県は必置であ

表1 自己肯定感に関する項目の概要
平均値（S.D）

るのに対し市区町村は任意の設置であることから、母

自分のことが好きだと思う

3.4869（± 1.31607）

子家庭が居住する地域にDVへの支援や相談を受ける窓

自分は他の人から必要とされていると思う

3.6359（± 1.20259）

口が必ずしもあるわけではない。DVへの支援のあり方

自分のことをわかってくれている人がいる
と思う

3.7969（± 1.25482）

についての言及がなされる中で、地域においてどのよ
うに母親たちへ支援を届けるのかは大きな課題となる
ことが考えられる。B市の調査においてもDVに関する

（2）分析の方法

設問が用意されていたことから、独立変数として設定
した。

先に示したリサーチクエスチョンに基づいて、次の

3つ目に、時間の経過についてである。先述したよう

仮説を設定した。すでに筆者らは、母子家庭の生活問

に子どもや母親の年齢に応じて、生活の困難さに変化

題を捉える視点として、包括的な視点の必要性を提起

が生じているとの先行研究の指摘を踏まえ、母親と子

している。その包括的な事項が、母親たちの自己肯定

どもの年齢を手掛かりに独立変数を作成した。

感にどういった影響を与えているのかを明らかにする。

結果、次の独立変数を投入することとなった。周囲

そのために、クロス集計など各変数間の数値を把握す

との関係性（近隣、親族、専門職）
、就労、子どもの育ち、
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時間の経過、DVの有無である。

本 調 査 結 果 の 概 要 を 表2に 示 し た。 本 調 査 は、B市
独自の経済的支援を受けているひとり親家庭が対象と

（3）言葉の定義

なっている。清水（2012）では児童扶養手当受給者は
若いひとり親家庭が受給していることが報告されてい

本研究において、母子家庭とは18歳以下の子どもと

る。従って、今回の分析の対象は、若い母子家庭とい

母からなり、他の親族等の同居の有無は問わない、と

うことができる。そして、若い母子家庭の多くは、就

している。

労による収入が低いことが全国調査で明らかにされて
いる。全国調査に比べて就労収入が低くなっているの

（4）倫理的配慮

は、若い母子家庭が調査対象となっていることが影響
していると考えられる。

本調査研究はひとり親家庭支援のプログラム開発を

一方、若い母子家庭の母親たちの学歴が他の世代の

行うことを目的として、東洋大学福祉社会開発研究セ

母親たちと比較して短かいことが全国調査において明

ンターとB市との間で協定を結び、行われているもので

らかにされているが、今回の調査対象者は全国調査に

ある。本報告は共同研究の一環として、B市には学会報

比べ学歴が長いということができる。また、就労収入

告等を行う旨を伝え承諾を得ている。また、B市より提

が全国調査より低い一方で総収入が高いのは、B市独自

供を受けたlowdateは、一般社団法人日本社会福祉学会

のひとり親家庭に対する経済的支援があるためである。

研究倫理指針に沿って厳重な管理し、個人を特定でき

従って本研究の対象となっている母子家庭は全国調

ない形態で分析を行った。

査と比較すると、やや若い母子家庭であるものの学歴
が長いなど、直ちに母子家庭全体を代表しているとは
言えない可能性がある。

３．研究結果
表2 本調査結果の概要
全国調査

B 市調査

母親の年齢

39.7 歳

38.9 歳程度

母子家庭になってからの期間

6.7 年

3.84 年程度

末子の年齢

10.7 歳

10.51 歳

調査期間は平成25年11月7日〜 11月25日である。調査対

母親の就業率

80.6％

86.1%

象者は、B市が独自に設けているひとり親家庭に対する

母親の総収入

223 万円

245万円程度

母親の就労収入

181 万円

175万円程度

生活保護受給率

14.4％

6.2%

養育費の受取額

43,482 円

4 万円程度

（1）調査の概要
B市が行ったひとり親家庭への調査の概要を次に示す。

経済的支援を受給しているものである注6。
調査方法は、郵送で調査票を調査対象者に送付し、
回答者が調査票に回答を記入後返信用封筒に入れ、返
信をするものとなっている。
回収数は1,792ケースであり有効回収率は38.1％であっ

死別

7.5％

10.9%

母子世帯に

離別

80.8％

75.8%

た。有効回収数は1,758ケースであり有効解答率は36.6％

なった理由

未婚

7.8％

12.2%

その他

3.9％

1%

となっていた。本研究では母子家庭のみを対象として
おり、先の自己肯定感に関する設問に全て回答をした
1086ケースを分析の対象とした。
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中学校
母親の学歴

高校
短大・専門学校
大学・大学院

冬樹

13.3％

4.7%

点となってた。就労についてみると、88.3%の母親たち
が働いており、調査全体より若干高い割合を示してい

48％

25.4%

16.3％

40.8%

14％

28%

る。就労収入はダミー変数を用いているが、年間150万
円以上あると回答した割合は59.4％となっていた。健康

（2）分析

状態について、母親自身が不安であると答えている割
合は40%となっていた。元夫についてみると、別れるに
あたっての暴力があったと答えた割合は38.7%となって

1）独立変数の概要

おり、養育費について支払われている割合は33%となっ
ていた。

調査票には心配事について誰に相談をするか、とい
う設問が用意されている。「保育園や幼稚園」
「学校」
「放

表3 独立変数の分布

課後学童クラブや児童館」と答えたものを「教育関係
サポート（ダミー

母親の年齢
時間

回答あり=1）」
、「自分の親」「自分

69.6%

サポートあり =1）

友人知人サポート
周囲との関係

た友人・知人」と答えたものを「友人・知人ポート（ダ

（ダミー

74.6%

サポートあり =1）

教育関係サポート
（ダミー

回答あり=1）
」、「自治体の子育て相談窓口」と答

えたもの「福祉関係サポート（ダミー

10.34 歳
（S.D ± 4.83949）

親族サポート
（ダミー

回答あり=1）」、
「学生時代の友人・知人」

「職場や仕事上の友人・知人」
「子どもを介して知り合っ

ミー

63.5%

40 歳以上 =1）

末子の年齢

の兄弟姉妹」
「その他の親族」と答えたものを「親族サ
ポート（ダミー

（ダミー

18.1%

サポートあり =1）

福祉関係サポート
（ダミー

回答あり=1）
」
子どものこと

とした。

5.5%

サポートあり =1）

子どもの育ちに関する悩み

0.217
（S.D ± 0.19872）

就労の有無

子どものことについて、子どものことでどんな心配

就労

事や悩み事がありますか、という設問が設定されてい

（ダミー

就労収入
（ダミー

る。「子どものしつけや接し方」
「子どもの暴力」「子ど

健康

もの友人関係」
「子どもの学力」
「子どもの進路」
「子ど

働いている =1）
年間 150 万円以上 =1）

健康状態
（ダミー

不安がある =1）

別れるにあたっての暴力

もの健康状態」に悩みがあると答えた場合、各設問を1

元夫

（ダミー

養育費の有無
（ダミー

点と得点化し加算し、6で除した。最小で0点、最大で1

DV あり =1）
支払いあり =1）

88.3%
59.4%
40%
38.7%
33%

点となり、点数が高いほど子どもの育ちちに対する悩

2）分析結果

みが大きい、となっている。
表3には、各独立変数の概要を示した。母親の年齢に

A．相関係数および平均の差

ついて、ダミー変数を設定し40歳以上を分析の対象と
した。分析対象の63.5%が40歳以上となっていた。末子

表4には、自己肯定感得点と子どもの育ちに関する悩

の年齢を見ると、10.34歳となっており、調査全体より

み、末子の年齢の相関係数を示した。子どもの育ちに

若干年齢が低い結果となっている。

関する悩みについては負の相関係数が示され、末子の
年齢について相関関係は認められなかった。

周囲との関係を見ると、親族サポート、友人知人サ
ポートは60％を超えていた。一方で教育関係サポート
は18％程度であり、福祉関係サポートは5.5％となって
いた。子どもの育ちに関する悩み得点を見ると、0.217
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表4 自己肯定感得点の相関係数
1
自己肯定感得点
子どもの育ちに関する悩み

〜に示した。なお、多重共線性を確認したところ、各

2

変数でVIF<1.0 〜 1.5の間となっていた。また、共線性

3

1
-0.235***

1

0.029

-0.102**

末子の年齢

の診断を行ったところ、条件指数は13.945となっており、
各変数の相関係数も0.0 〜 0.32となっており、共線性に

1

問題はないと判断した。

***p<.001 **p<.05

重回帰分析結果をみると、調整済みR2=0.212であった。
表5には、各変数間における自己肯定感得点の平均の

F=33.147であり、有意差が認められている。R2が低い

差を示した。有意差が認められたのは、健康状態、友

数値となっているが、有意差が認められていることか

人・知人サポート、親族サポート、教育関係サポート、

ら、分析結果として採用することとした。

就労の有無、別れるにあたっての暴力の有無であった。

母親の自己肯定感を高めることに貢献している変数

例えば、健康状態に不安がある母親たちとそうでない

は、影響力が高い順番に子どもの育ちに関する悩み（た

母親たちの自己肯定感得点を比較すると、そうでない

だし負の係数）、友人・知人サポート、親族サポート、

母親たちの方が得点は高い結果となっていた。一方で、

教育関係サポート、健康状態（ただし負の係数）
、別れ

養育費の有無や福祉関係サポート、母親の年齢におい

るにあたっての暴力（ただし負の係数）、就労収入ので

ては、有意差が認められない結果となっていた。

あった。

表5 自己肯定感得点との独立変数間の平均差
健康状態
（ダミー不安がある =1）

養育費の有無
（ダミー支払いあり =1）

別れるにあたっての
暴力の有無
（ダミー暴力あり =1）

友人・知人サポート
（ダミー

サポートあり =1）

親族サポート
（ダミー

サポートあり =1）

教育関係サポート
（ダミー

サポートあり =1）

福祉関係サポート
（ダミー

サポートあり =1）

就労の有無
（ダミー

働いている =1）

就労収入
（ダミー年間 150 万円以上 =1）

母親の年齢
（ダミー 40 歳以上 =1）

なし
あり
なし
あり

M
3.7656
3.4604
3.5899
3.6855

S.D
0.9934
1.1533
1.0923
1.0392

なし
あり

3.7191
3.4451

1.00674
1.15551

なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり
なし
あり

3.1329
3.8191
3.2676
3.8063
3.5792
3.8357
3.6062
3.6635
3.3608
3.6857
3.5137
3.7266
3.5947
3.6675

1.2478
0.9404
1.2159
0.9564
1.0799
1.0247
1.0658
1.0739
1.1729
1.0488
1.1267
1.0254
1.0686
1.0716

なし
あり

表6 重回帰分析結果

t

β

5.93***
1.16
4.6153***
-12.276***
-10.001***
-4.283***
-0.932
-4.406***

健康状態

-0.072**

別れるにあたっての暴力

-0.067**

子どもの育ちに関する悩み

-0.222***

友人知人サポート

0.214***

親族サポート

0.191***

教育関係サポート

0.123***

就労の有無

0.06*

養育費の有無

0.01

末子の年齢

0.05

福祉関係サポート

0.021

就労収入

0.056*

母親の年齢

0.042
N

-4.053***

R

2

F

-1.339

***p<.001 **p<.01

951
0.212
33.67******

***p<.001 **p<.01 *p<.0

B.重回帰分析結果

４．考察
自己肯定感得点を従属変数とした重回帰分析を実施
した。独立変数は上述した12の項目である。結果を表
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（1）安全で安心な暮らしを支える視点

冬樹

DVの影響は若いときだけに与えるのではなく長期的な
影響力を持っていることがうかがえる。市区町村にお

分析結果から、母親の自己肯定感と高めるための視

けるDV被害者への支援計画や配偶者暴力相談センター

点として、母親自身の健康面、子どもの育ち、DVの影響、

の設置は努力義務であり、母子家庭に身近な地域にお

就労、支え合いを挙げることができた。本研究結果の

いてDVのケアをどのように図っていくかを検討してい

特徴的なことは、これまで母子家庭研究や母子家庭へ

かなければならない。

の支援施策は就労に関心が寄せられてきたが、子ども

3）時間の経過

の育ちやDVなどの生活問題を取り上げることができた
ことである。

時間の経過と自己肯定感には関連がないという結果

1）子どもへの支援

であった。時間の経過とともに母親自身が身体的にも
精神的にも不安を抱えるようになるという先行研究が

母親たちの自己肯定感と子どもの育ちに関する悩み

あった。あるいは、母子家庭になった直後から3年間の

には大きな関連があるという結果であった。この結果

支援が重要であるという知見もあった。また、子ども

自体は、先行研究を支持するものである。子どもを支

の貧困研究において、子どもが成長するとともに、教

えるということは、親自身を支えることにも関わって

育費が嵩み、大きな悩みとなっていくことが示され

くる。母子家庭への支援策の枠組みには、子どもたち

ていた。しかし、母親たちの自己肯定感は時間が経過

に直接届く支援策として学習支援やヘルパー派遣が

するとともに向上していくものではないというもので

位置付けられているが、一方で子ども自身に届く支援

あった。このように先行研究では、ライフステージ毎

はこれだけとも言える。母子家庭、ひとり親家庭の研

の支援の必要性が提起されているが、ライフステージ

究において、同じ当事者である子どもへの関心はこれ

毎に支援を当てはめていくのではなく、今母親たちの

まで必ずしも高かったとは言いがたい。近年子どもの

がどういったことで不安を抱えているか、困っている

貧困への実践ならびに研究の関心が高まり、とりわけ

のかと常に向き合いながら、支えるということを考え

ひとり親家庭の子どもが注目されるようになっている。

ていくことが求められている。

子どもへの支援が親の暮らしに影響を与えるのであれ

（2）総合的で継続的な支援体系の構築

ば、母子家庭支援の枠組みとして、子どもを支える取
り組みが必須であると考えられる。

今回得ることができた視点は、多岐にわたるもので

2）DVへの支援

あった。そういった意味では総合的な支援体系を地域
の中で構築してくことが必要と言える。しかし、表3

DVについて、被害を受けた女性にたちに対するケア

に見られるように、福祉支援に関わる窓口の利用割合

のあり方について多く関心が寄せられたり、加害者側

は他の相談窓口と比較して大変低い数値を示していた。

に対する支援プログラムの開発がなされたりしてきた。

また、母親たちの自己肯定感に福祉関係サポートは寄

一方で、そういったDVへのケアをどういったところで

与していないという結果でもあった。母子家庭への支

展開させるべきかについて、これまで先行研究では大

援をワンストップで担う窓口として、例えば福祉事務

きく取り上げられてはいない。今回の分析対象となっ

所には母子自立支援員が想定できそうであるが、厚生

た母子家庭は、40歳以上の母親たちが6割を占めており、

労働省の報告では7割近くが非常勤であると示されてい
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る。母子家庭だけでなく支える側も不安定なのである。

である。したがって、この結果がB市だけでなく他の

先述したように、ダブルワークを行っていたり、非正

地域で暮らしている母子家庭に対しても同様の指摘を

規雇用でフルタイムとして働いていたりする母親たち

することができるかどうか、まだ明確とはなっていな

のことを考えると、母子家庭に身近な地域に相談支援

い。他の自治体における調査結果の分析から得られた

を引き受ける窓口は必須である。母子家庭の暮らしに

知見をもとに、新たな議論を展開していくことが必要

寄り添った総合的な相談窓口の展開を、各地域の中で

である。また、また2次分析であるため、分析枠組みに

検討する必要がある。

連動した調査内容となっているわけではなく、恣意的

また、時間が経過することは母親たちの自己肯定感

な変数の設定となっている。本研究に限らず、2次分析

になんら影響を与えないという結果であった。ライフ

の限界とも言えそうである。特に自己肯定感について

ステージ毎に多様な生活問題と直面することを考える

は、すでに心理学の領域で多くの議論がなされている

と、子どもが就学前のときは保育所や子育て支援、就

ところであるが、本研究で用いた変数のみで自己肯定

学期になると各学校やSSWerといった縦割りの支援体

感を設定することには、今後の指摘を待たなければな

系となっているが、一貫して寄り添っていくことがで

らないところである。

きる支援体制を構築していくことが求められる。そう
いった意味では、先述したような支援者側の多くが非

※本論文は、日本社会福祉学会第62回秋季大会で筆者

常勤のような不安定な働き方ではなく、継続的に支援

が筆頭発表者として報告したものに加筆修正を行っ

を行うことができる正規雇用としての雇用のあり方も

たものである。

検討すべきである。

【注】

５．今後の課題

注1 例えば藤原（2012）や湯沢ら（2012）、阿部（2009）など。
注2 例えば、清水（2014）では、就労支援サービスを利用し
ようとしている母親たちは、健康問題やDV被害の影響、

（1）子ども支援の検討のあり方

子どもの保育の問題、親族との関係における悩みなど多
様な生活問題を抱えており、それらがほとんど解消され

庄司の指摘を手掛かりに考えると、母子家庭の子ど

ないまま就労し、その後の暮らしがより厳しいものになっ

もたちだけを取り上げすぎることは、かえってスティ

ていることを明らかにしている。山西（2012）らの研究

グマを作り出してしまうことにつながりかねない。ど

では、親子の関係性が生活満足度に大きな影響を及ぼし

ういった支援が必要なのかを検討していく際、当事者

ており、母子家庭への支援は母親だけでなく、子ども自

である子どもたち自身が今どういったことに悩んでい

身に対してもなされる必要があることを量的調査の結果

るのか、つまずいているのか、そういったことを言葉

を用いて指摘している。

にすることが難しい状況なのかということを丁寧に受

注3 例えば渡邊ら（2010）や浦山（2010）など。

け止めながら考えていく必要があろう。

注4 加藤らの研究によると、配偶者の有無を説明変数、ロー
ゼンバーグの自尊感情得点を説明変数とし、t検定を実施

（2）2次分析であること

している。結果は配偶者がいる方が自尊感情は高いとい
う結果であったが、配偶者ありが73ケースに対し、配偶

本研究はB市で実施した調査結果を再分析したもの

者なしが7ケースのなっており、普遍性がある結果として
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言いきれるか検討が必要であると考えられる。

冬樹

見る社会福祉課題の検討」『福祉社会開発研究』2,93-104.

注5 例えば大石ら（2013）、増井（2011）、景山（2007）など

森田明美（2007）「調査からの提言」杉本貴代栄、森田明美『シ

注6 この経済的支援は児童扶養手当と違い、死別・離別に関

ングルマザーの暮らしと福祉政策―日本・アメリカ・デ

係なく受給できるものである。支給額は児童1人につき月

ンマーク・韓国の比較調査』323-40．

額13,500円で所得制限が設定されている。B市でこの経済

大石美穂、西山さくら、原田健作（2013）「性暴力救援センター

的支援を受給しているものは平成25年10月現在4,699人で

開設のプロセスからみえてきたもの : 活かされるソーシャ

ある。

ルワーク視点」『九州社会福祉学』（9）, 83-93.
大友優子、鈴木勉（2014）「母子世帯の母親の労働時間が母子
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見守りの権利構造についての一考察／越前

聡美

●研究ノート

見守りの権利構造についての一考察
―M. シューメーカーに焦点を当ててー
理論歴史グループ リサーチアシスタント
東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科博士後期課程

越前 聡美

２．研究視点

キーワード：見守り、完全義務、不完全義務、互酬性、
連帯

「見守り」に関する議論は、様々な場面でなされて

１．はじめに

いる。とりわけ、見守り活動の取り組みに関する実践
レベルでの議論は、かなり見られるようになってきた。
だが、そうした実践的な内容の議論に比較すると、見

社会福祉が扱う課題は貧困、孤独死・孤立、虐待な

守り活動の構造を、見守られる側と見守る側との権利

どさまざまな生活上の困難が複合的に現れている。そ

義務の関係の問題としてとらえるような議論というの

の中でとくに近年、注目を集めているのが、地域にお

は、ほとんどなされてこなかったように思われる。も

ける高齢者等への「見守り」に関する議論であろう。

ちろん、見守りをめぐる個別的、具体的な実践を考え

一般的な議論として、従来までは家族による見守り

た際、その営為を権利・義務の関係と捉えることにあ

（血縁）や伝統的なものとしての地域社会による見守り

る種の違和感を覚えることは確かだろう（実際、見守

（地縁）が機能していたが、現在ではそれらの機能が危

られる者が有する権利とか、見守る者に課せられてい

ぶまれている。そうした中で社会における人とのつな

る義務と言っても「ピンと来ない」というのが多くの

がりや見守りをどのように捉えていくのかという問い

人が抱く思いだろう）。

が注目されてきているのである。

だが、見守り活動を制度やシステムの問題として考

統計上のデータからもこうした動向を伺うことがで

えていくためには、そうした観点からの検討は、避け

きる。厚生労働省によると、高齢者人口の推移を概観

ては通れない課題でありこの部分に向き合うことが必

した際2025年には高齢者人口は約3500万人に達すると

要であると考える。

推計されている。また、これまでの高齢化の課題は、

では、そのような観点から「見守り」を捉えていく

高齢化の進展の「速さ」の問題であったが、2015年以

ためには、どのような概念を用いれば、より深い議論

降は、高齢化率の「高さ」
（＝高齢者数の多さ）が問題

が可能になるのであろうか。

となる。

この点で、興味深い議論を展開しているのが、倫理

さらに、2025年には、高齢者世帯の約７割を一人暮

学者のミリャード・シューメーカー（以下、シューメー

らし・高齢者夫婦のみ世帯が占めると見込まれる。中

カー）である。本稿では、シューメーカーが著した『愛

でも高齢者の一人暮らし世帯の増加が著しく、一人暮

と正義の構造―倫理の人間学的基盤―』の中で論じら

らし世帯は約680万世帯（約37％）と推計されている。

れている「不完全義務」や「互酬性」に関する議論に
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焦点を当てながら、上記のような課題について考察を

うした社会的結合にかかわるものである）は、まさに

加えてみることにしたい。その理由として「見守り」

それにあたるということである。

というある種曖昧な概念を制度の立場から検討する上

こうしたシューメーカーの議論からは、法や完全な

で、それらの議論が有益だと考えたからである。

制度だけでは解決できない問題をどのような枠組みで

そもそもシューメーカーは、倫理学の世界ではまっ

とらえるべきかを検討するための多くのヒントを見い

たく無名に近い人だが、完全義務と不完全義務に関す

だすことができるだろう。

る観念史の試みをし、300点程の文献資料リストをつけ
ている（加藤

本書では、まず不完全な権利・義務とは何であるの

1997：140）。シューメーカーの問題意

かについて、『英語辞書』の編集で知られているサミュ

識にはどのような視点が盛り込まれているのだろうか。

エルジョンソンの言葉を引用しこのように説明してい
る。すなわち「完全責務というものは、例えば、
『汝殺
すなかれ』と言うように、一般に何かをするなという

３．完全義務と不完全義務

ことであり、明確であり、断定的であります。それに対
して慈悲を例に挙げますが、こういったものは境界を
定めて定義できません。なるほど、貧者に施しをする

シューメーカーは『愛と正義の構造―倫理の人間学

ことは義務ではありますが、どれだけ貧者に施せばよ

的基盤―』の序文において以下のように述べている。

いのかを他人に告げることは誰にもできますまい。
・・・
つまり、不完全義務に関しては、一人一人の人間が個々

「完全権利・完全義務と不完全権利・不完全義務との

に自ら裁量すべく天から委任されていると我々は信じ

間に成立する古典的区別を我々が再び吟味すべき時が

なくてはならない」（M・シューメーカー

今や到来したと、私は信じている。おおよそのところ、

2001：４）。

また、本書ではプーフェンドルフの「完全義務」と

法律という手段だけによって、個人間の論争や社会的

「不完全義務」の捉え方も示されている。プーフェンド

な論争を解決する試みに我々は失敗してきた。我々の

ルフは、「完全義務を本来的な法から生じるものであり、

失敗の原因の一部は、権利、義務、責任の概念をすべ

狭義の正義がそのように定めるようなもの、不完全義

てかつて『完全』モデルと呼ばれていたものへとねじ

務は不完全な法に由来する義務である。不完全義務は

込んでしまおうとするところにある」

ただ、自由意志によってのみ完遂されうるものとし、
具体的に人道的あるいは愛の義務、人道性溢れた心の

他方で、
「我々は大ざっぱに定義された、不正確で反

善意の義務」と捉えている（M・シューメーカー 2001：

数学的な社会的営みを系統的に無視してきたのである

36）。

けれど、そのような社会的営みこそ、まさしく社会的

上記の内容からも「見守り」というものは、完全義

な結合の素材である」

務の領域ではなく、不完全義務という領域で考えてい
くことが有効になるだろうということが想定される。

ここで「完全モデル」とは、法やルールで明確に定

では、不完全義務の意義は何であるか。シューメー

められ制度化されているもののことである。シューメー

カーによると、すでに18世紀には義務の決定不全とい

カーが述べているのは、社会の営みには、こうした完

う事柄の議論がなされていたという。スコラ学者もま

全モデルでは対応するのが難しい問題というのがあり、

た、法と道徳の両者における思慮分別の重要性を認識

社会的結合にかかわるような問題（この小稿で問題に

していたとされる。

しようとしている見守り活動は、言うまでもなく、そ

トマスは、「〜するな」というように否定的に定式化
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された義務はいつでも拘束力があり、効力を発揮する。

トとなるのだが、「義務の担い手としての地域住民を考

それに対し、「〜せよ」といった肯定的に定式化された

えた場合、地域住民といっただけでは誰が義務を果た

義務は、実際のところ、時宜を得たときにだけなされ

すのかが特定できない」
（秋元

るべきであるとする（M・シューメーカー 2001：50）。

の問題を取り扱うことの難しさを指摘している。

2014：8）として、こ

これらをシューメーカーは、盗んだりしない仕方を

これまでの議論を通し、
「しなければならないわけで

知ることの方が、自分の父親や母親の賞賛の仕方を知

はないが、することが望ましい義務」というものをど

ることよりも容易であり、前者の命令と比較すれば、

のように社会的に意味のあるものとして位置づけてい

後者の命令は「過小に決定されている」
、つまり不確定

くのかという問いは、今後「見守り」を社会的に意味

であると説明している。

のあるものとして捉えていくために必要な議論であろ

この後者に対して本書の中でシューメーカーは、リ

う。

チャード・プライスの言葉を介し以下のように分析し

次段階として、見守りを個人の義務というよりは社

ている。

会的な義務として捉えていくためにはどのような議論

まず、第一には、義務の正確な限界を決定すること

展開が必要なのであろうか。

が常に可能なわけではないということ。つまりは誰も

この問題をより具現化していくために、ここでは「互

正確に、どの程度まで自分は慈悲的であればよいのか

酬性」という概念から検討を図りたい。

を告げることができない。
また第二に、どのように一般的な義務を履行すべき

４．互酬性に関する議論

かを我々がしばしば恣意的に決めているということ。
つまり、慈悲の特定の対象と慈悲を行う方法は絶対的
に固定されているわけではないということである（M・

完全義務、不完全義務というある種抽象的な議論を

シューメーカー 2001：51 ‐ 52）
。

どのように具現化していけるのかという問いから、完

一方で、不完全義務の領域において権利の問題を論

全義務としての互酬性、不完全義務としての互酬性に

じることは可能なのであろうか。

ついて考えていきたい。

秋元は「今日の社会福祉の権利をめぐる議論では、

はじめに、シューメーカーが捉える互酬性に関する

見守り活動や合理的配慮とのかかわりで見てきたよう

議論を取り上げることとする。

に、完全義務への転換というこれまでのアプローチと

彼は、互酬性を「一般化された互酬性」という行動

は違った形で、権利保障に向けて不完全義務を取り扱
うための方法もまた求められるようになってきている。

様式と、「均衡のとれた互酬性」という行動様式とを対

そうした観点から、
『しなければならないわけではな

比して説明している。
均衡の取れた互酬性の例として「市場」を挙げるが、

いが、することが望ましい義務』というものを、社会
的に意味のある形で制度化するための可能性」（秋元

ここでの関係は相互の利益を得ることを望んでいるた

2014：11）について論じており、これらの領域に対す

め、関係性が明白である。つまり当事者の誰が債権者

る新たなアプローチの展開が期待されている。

で誰が債務者なのかを知ることは可能であるとされて
いる（M.シューメーカー

他方で、「見守り」は誰が担うのであろうか。この点

2001：79）。

他方、一般化された互酬性においては、不完全権利・

について秋元は、「見守り」を権利・義務の相関の中で
考えていくためには、
「誰が義務（責任）を負うのかと

義務が含まれている（M.シューメーカー

いう義務の担い手の問題」を明確にすることがポイン

一般化された互酬性の中では、「お返しの奉仕」と呼ぶ
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ものがあり、これはどちらかと言うと特定の条件の下

ここで互酬と福祉の対比を行ってみるが、阿部は、互

での相互援助と呼ばれる。お返しの奉仕は主に親切な

酬は「顔の見える範囲」で行うもので、
例えば家族、親族、

行為と親切な行為への応報から成り立っており、友情

仲間と言った範囲であるとする。その意味で互酬は「福

と自発的協力という題目の下で起こる。例として、収

祉」とは異質な部分がある。つまり、福祉というのは、

穫に際し、農民がお互いに手を貸しあうならお返しの

知らない誰かに対する働きかけだからである（阿部

奉仕にはなるが、もし農民が労働の代価として雇われ

2010：7）。

手に給料を払うなら、お返しの要件には入らない。ま

福祉が「互酬」を捉える際には、
「見守り」に対する

た、収穫時に父親の手助けをしても、息子は奉仕をお

家族の義務と地域住民との義務というものを改めてど

返ししていることにはならず、ただ親族関係での役割

のように捉えればよいのだろうかという疑問が生じる。

が要求することをしているに過ぎないと説明している

それらを捉えるにあたり、家族や親族の範囲だけでは

（M.シューメーカー 2001：66）。

ない、「互酬の普遍化」という視点が必要になってくる

また、一般化された互酬性は権利・義務が法による

だろう（阿部 2011：7）。

保護をうけることができないとされ、その理由は法的

しかし、実際は近隣との関係性は「顔のみえる関係」

手続きには誰が利害対立する当事者の役割を果たして

にまで到達していない関係性の方が一般的になってき

いるのかを立証する必要があるが、この関係では立証

ているのかもしれない。人々がそこから逃げたいと思

できないためである。

うような、不安定さ、不確実性に満ちた社会をもたら

その他、一般化された互酬性は人々を継続的な平和

すのは、我々の生活の基盤にかつては存在した人と人

的共存に拘束する根本的な原動力であるため、社会の

との顔の見える関係の喪失（妻鹿 2010：9）と示され

善き秩序のためには絶対不可欠であるとされている。

ているように、これらの現状は困難性で満ちているこ

また、シューメーカーが述べる「一般化された互酬性」

とが伺われる。

という枠の中では、一般化された互酬性の均衡成立は

長い時間をかけて培われてきた「互酬」という概念が、

非常に広い共同体の間に跨っており、そしておそらく

日本で考えられる「見守り」とどのような関係性があ

非常に広い時間に渡っている（M.シューメーカー

るのであろうかという点を、今後「互酬の普遍化」と

2001：76）。

いう視点と合わせて追求していきたい。

これまでの議論を通して、完全義務としての互酬性、

さらに、徳や道徳規範だけの範囲で捉えさせないた

不完全義務としての互酬性を捉える際、シューメーカー

めには、
「連帯」に関する議論が必要であると考えている。

の議論において完全義務は「均衡のとれた互酬性」、不
完全義務は「一般的な互酬性」という中で理解できる

５.見守り活動と連帯

だろう。
さらにシューメーカーは、善き社会秩序は法的なも
のと道徳的なものとの両方の必要性（M.シューメー
カー

はじめに前節と同様、完全義務としての連帯、不完

2001：83）を述べており、これは見守りを制度

全義務としての連帯について考えてみたい。

やシステムの問題として捉えていく際に、重要な視点

完全義務としての連帯を制度的な連帯として捉えて

になり得るだろう。
しかし一方で、見守りを制度として捉えていく事の

みると、社会保険などが挙げられる。ヨーロッパにお

難しさもあり、これらの議論は慎重に行っていく必要

いて、19世紀の最後の4半世紀以降、社会保険の制度が

がある。

徐々に形成されてきたが、それは強制的な社会的連帯
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見守りの権利構造についての一考察／越前

の典型な形を示している（斎藤 2004：276）。

聡美

の中間諸領域・中間諸制度からも追い立てられる人々

一方、見守りの議論を展開していく際には、不完全

がいる。

義務としての連帯という点を考察していく必要がある

第二の近代における個人化とは、そのような中間的

だろう。

なものから人々をひきはがし、社会のリスクに個人を

連帯といえば、最近では、社会的連帯と称して、福

直接対峙させることである（藤村

祉国家としての基礎づけという問題が論じられること

2013：18）。

個人化における連帯のあり方に関しても、現代の「見

が多い。しかしそれらの諸国家は崩壊しつつあり、と

守り」との関連で関わる視点であると考える。

りわけ1980年代以降、先進資本主義諸国において福祉

「しなければならないわけではないが、することが望

国家の見直しがなされてきた。そうした中、社会的連

ましい義務」というものを社会的に意味のあるものと

帯を一方で、人称的な連帯、自発的に互いの生を支え

して位置づけていくための背景を考える際に、これま

合う連帯、ヴォランタリーな連帯と括りだし、他方で、

でのような二項対立的な思考ではなく、
「不完全義務」

非人称的な連帯などと捉えられ、社会的連帯への理由

を用いていくことで、豊かな文脈の中で「見守り」の

が問われている。

構想ができるのかもしれない。

大川は、なぜ〈乞うー乞われる〉という関係を端的
に肯定し、
「分かち合いの喜び」を人間的事実として肯

６．おわりに

定するのではいけないのか。倫理学的には、社会的連
帯の理由を探し出すという問題設定自体が、政治―行
政によって仕組まれたしかけではないかと疑ってみる

本書の内容は「完全義務」と「不完全義務」という

余地が存在すると述べている（大川 2006：888）。

観念についての西洋の観念史がメインにある。「完全義

一方で、社会的連帯の理由が問われるのは、対立軸
を鮮明にしつつ、価値や利害を共有する人々とのアド

務」はほぼ「正義」に対応し、
「不完全義務」はほぼ「愛」

ホックな結集をはかるそれ以外の連帯とは異なって、

とか「慈悲」に対応する。
しかし、シューメーカーの狙いは通常西洋社会で理

価値や利害を異にする人々のゆるやか合意によって継
続的に支えられる必要があるためである（斎藤

解されている「愛と正義」は平行関係になって愛には

2004：

義務は成り立たないが、正義には義務がなりたつとい

274）。
さらに斎藤は、社会的連帯の理由を「生のリスク」
「生

う構造を否定して、もっと積極的に「見返りを顧慮し

の偶然性」
「生の受苦での感応」
（R・ローティも、人々

ない分かち合い」の文化への強化を主張しようとして

の連帯の理由をそのように歴史的に形成されてきた受

いる（加藤他

2001：195）。

地域の中の見守りをどのようにつくっていくのか、

苦への完成に求めている）最後に「生の複雑性」とい
ⅰ

う4つの視点で捉えている（斎藤 2004：287） 。特に「ゆ

社会的な制度構築に向けた議論が求められている現在、

るやかな合意」の中でという見方は、
「見守り」に直接

「見守り」における権利構造自体を問うことが必要であ

的に関わってくる部分であろう。

り、法制化やシステム化などの「完全モデル」では対

その他、産業化による地域共同体や親族共同体の退

応できない部分での社会的対応に関する議論を積み重

潮は、企業や家族への帰属とその意識を高めたのだが、

ねていくことが課題である。

労働の個人化や家族の個人化は人々をそのような中間
集団へ再び埋め込まず解き放った。そして、いまや中
間集団の衰退を補うに成立していた社会保障制度など
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理論・歴史グループ兼務

大

介

直 子

客員研究員

植草学園大学発達教育学部発達教育学科 准教授

宮 下

裕 一

客員研究員

大妻女子大学家政学部児童学科 准教授

加 藤

悦 雄

客員研究員

旭川大学短期大学部幼児教育学科 助教

清 水

冬 樹

客員研究員

日本大学文理学部 助教

後 藤

広 史

客員研究員

江戸川大学総合福祉専門学校社会福祉士養成科 主任

小 林

恵 一

客員研究員

横浜市職員

久 保 田

純

客員研究員

福祉社会デザイン研究科 教授

秋 元

美 世

福祉社会デザイン研究科 教授

金 子

光 一

理論・歴史グループ 福祉社会デザイン研究科 教授

稲 沢

事務局

グループリーダー

公 一

社会学部 助教

門

リサーチアシスタント

越 前

聡 美

事務局兼務

福祉社会デザイン研究科 教授

金 子

光 一

事務局長

リサーチアシスタント

越 前

聡 美
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平成26年度福祉社会開発研究センター研究紀要
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料
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東洋大学福祉社会開発研究センター 活動報告
Ⅰ 合同活動の報告
１ 東洋大学福祉社会開発研究センターシンポジウム等
（1）日本社会福祉系学会連合共催「災害福祉学の構築にむけて」
日

時：2014年9月20日（土） 12:30 〜 15:00

場

所：東洋大学白山キャンパス 8号館 7階 125周年ホール

参 加 者：約30名
内

容：

【テーマ】「災害福祉学の構築に向けて― 社会的孤立の防止と自立支援 ―」
報告１．「災害を主題とする社会福祉、災害ソーシャルワーク研究の動向について」
菅野 道生 （岩手県立大学 講師）
報告２．「災害社会学の立場から」
菅 磨志保 （関西大学社会安全学部 准教授）
報告３．「災害時における医療ソーシャルワーク実践」
山田 美代子（日本医療社会福祉協会 災害支援チーム石巻第一期責任者）
成

果：

本センターは東日本大震災の被災地における地域支援システムの構築を研究課題の1つとしており、

日本社会福祉系学会連合も東日本大震災以降、被災地で活動する学会連合関係者と連携して被災地支
援について検討するシンポジウムを数多く展開してきた。今回の共催シンポジウムを通して、被災地
や地域住民への支援に関して、研究者・実践者がどのような研究、実践を行い、関係機関とどう連携
すべきかについて、問題意識を共有する機会となった。

（2）東アジア諸国における社会福祉援助の構築に向けて
日

時：2015年3月7日（土） 14：00 〜 17:00

場

所：東洋大学白山キャンパス 8号館 7階 125周年ホール

参 加 者：約40名
内

容：シンポジウム

【テーマ】「東アジア諸国における権利擁護と地域支援システムの現状と課題
― 地域で暮らす社会福祉課題を抱える人々への対応策をめぐって ―」
【報告者】
報告１．阿拉坦 宝力格（アルタン ボリグ） 内蒙古財経大学法学院（内蒙古）
報告２．孫 彰良（ソン ショウリョウ）

朝陽科技大学（台湾）
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報告３．厳 春鶴（ゲン シュンカク）

安慶師範学院（中国）

報告４．李 栖瑛（イ ソヨン）

ソウルサイバー大学（韓国）

【コメンテーター】武川 正吾（東京大学・教授）
【コーディネーター】金子 光一（東洋大学福祉社会開発研究センター副センター長）
成

果：

これまで「権利擁護と地域支援」をテーマに韓国との国際交流・研究を重ねてきているが、今回は

対象を東アジア諸国に広げ、地域で暮らす人々がどのような社会福祉課題を抱え、どのような支援策
を展開しているのかについて、その現状と課題について把握することができた。また、本学研究科を
修了し母国で社会福祉研究に携わっているシンポジストの方々との交流を通じて、本学を中心とした
研究と教育の東アジアネットワークを形成する基盤となった。

（3）中間評価に向けた東洋大学福祉社会開発研究センター拡大研究会
日

時：2015年3月28（土）

場

所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室

参 加 者：約25名
内

容：拡大研究会（報告と意見交換）

【テーマ】「CDWSの今後の研究体制と研究方法を考える」（仮題）
― 共通テーマ【地域における見守りと権利擁護】について各ユニット・グループ
はどのようにアプローチ（研究体制・研究方法等）してきたのか ―
成

果：

文科省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の中間報告を来年度に控え、本センターの研究体

制の現状と課題をあらためて評価する必要がある。本センターは「高齢、障害、子どもの社会的孤立
に対応する見守り・自立支援の仕組みと、一般的な支援方法やシステム等のあり方」を研究テーマに
掲げているが、それぞれのユニット・グループが研究テーマの共通性をどう捉え、分析しているのか
を相互に理解し、論議するため、拡大研究会を開催した。これにより、今後の研究活動の方向性をよ
り明確にし、研究の質をより一層高めていきたい。

２ 関係団体との共催シンポジウム
（1）福祉社会学会との共催シンポジウム
日

時：2014年6月28日（土）14:15 〜 17:15

場

所：東洋大学白山キャンパス

8号館

8B11教室

参 加 者：約30名
内

容：シンポジウム

【テーマ】「当事者コミュニティからの架橋」
【報告者】
報告１．「外国人コミュニティの取り組み」 加山

弾（高齢ユニット研究員）

報告２．「ゲイ・コミュニティの取り組み」 加藤

慶（品川区教育委員会）

報告３．「アイデンティティ・コミュニティ・アプローチ：ソーシャル・サーヴィスへの適用」
James Mandiberg（Hunter College）
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【コメンテーター】石川 時子（関東学院大学）・藤村 正之（上智大学）
【司会】小林 良二（高齢ユニット長）
成

果：

本センターの小林良二高齢ユニット長と加山弾高齢ユニット研究員が参加し、福祉社会学会との共

催によるシンポジウムを開催した。当事者・マイノリティが生き、支えあう場としてのコミュニティ
形成のあり方と、そのコミュニティを拠点に、より広い社会に働きかけ、豊かな往還関係を構築する
術を先進事例から学んだ。

（2）東洋大学社会福祉学会第10回大会の共催
日

時：2014年8月3日（日）10:00 〜 17:10

場

所：東洋大学白山キャンパス 8号館 125周年記念ホール

参 加 者：約30名
内

容：報告と鼎談

【テーマ】「東洋大学における社会福祉学教育と研究―その到達点と展望―」
【構

成】 大学院生・修了生研究報告、窪田暁子先生を偲ぶメモリアル企画、記念鼎談Ⅰ「東洋大学における社
会福祉学教育・研究の歴史的意義と展望」、記念鼎談Ⅱ「東洋大学で学んだ研究者としての基礎」

成

果：

若手研究者研究活動を通じた若手研究者の育成は本センターの重要な柱であり、研究姿勢や研究プ

ロジェクトのマネジメント力の育成に関する示唆を得られた。

３ 紀要『福祉社会開発研究』第7号の発行
規

格：Ａ４判 130ページ

部

数：300部

内

容：論文９本、研究ノート1本（紀要目次参照）

成

果：

本センターの研究員・客員研究員・研究協力者・PD・RAが執筆した論文等を掲載した紀要を大学

等関係機関・センター関係者に配布し、本センターの研究内容・研究成果の一端を示した。

４ 東洋大学福祉社会開発研究センター広報活動
（1）資料集（報告書）の作成
①資料３：シンポジウム「社会福祉における権利擁護とネットワーク」報告書
2014年3月20日に実施した講演とシンポジウムの内容を記載した報告書を作成し、関係者に配布した。
A４

41ページ

60部（複写による簡易製本）

②資料４：第12回東洋大学・大邱大学校合同セミナー「地域社会を基盤とした福祉マネジメント」
報告書
2014年3月27日に実施した合同セミナーでのシンポジウムの内容を記載した報告書を作成し、関係者に
配布した。
A４

24ページ

60部（複写による簡易製本）

③ 資 料 5 ： 日 本 社 会 福 祉 系 学 会 連 合 ・ 東 洋 大 学 福 祉 社 会 開 発 研 究 セ ン タ ー 共 催 シ ン ポ ジ ウ ム「 災 害 社 会
学 の 構 築 に 向 け て ― 社 会 的 孤 立の防止と自立支援―」報告書
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2014年9月20日に実施した共催シンポジウムの内容を記載した報告書を作成し、関係者に配布した。
A４
内

65ページ

60部（複写による簡易製本）

容：①第1号：2014年 7月1日発行
センターの研究目的と研究体制、センター長挨拶、各ユニットの研究方針他
②第2号：2014年12月1日発行
学会連合共催シンポジウム報告、各ユニット・グループの研究活動報告、東洋大学社会福祉学会（共
催）報告概要他
③第3号：2015年2月上旬発行
高齢ユニット公開研究会報告、障害ユニットシンポジウム報告他
④第4号：2015年3月31日発行予定
年度末シンポジウム報告、評価委員会報告他

場

所：

本センターの研究課題、各ユニット・グループの研究活動内容、各事業等についての情報を掲載し、

本センターの研究目的や研修実践等について広くアピールすることができた。

（3）ホームページの更新
ニュースレター、各ユニット・グループの公開研究会・シンポジウム等の告知を随時掲載し、情報発信に努めた。

５ センターの運営
（1）評価委員会の開催
2015年3月7日（土） 12:30 〜 13:30
（2）運営委員会の開催
第1回：2014年9月22日（月）10:00 〜 11:30
第2回：2015年2月23日（月）10:30 〜 12:00
（2）定例会の開催
第1回：2014年 5月 19日（月） 11:45 〜 12:45
第2回：2014年 7月 14日（月） 13:00 〜 14:00
第3回：2014年10月27日（月） 10:00 〜 11:00
第4回：2015年12月22日（月） 10:00 〜 11:00

111



東洋大学／福祉社会開発研究

7号（2015年3月）

Ⅱ 各ユニット・グループの活動報告
高齢ユニット
【関係機関（自治体等）との連携】
（1）東京都福祉保健局高齢社会対策室在宅支援課「高齢者等地域安心生活支援部会」
開 催 日：2014年5月22日（金）、7月10日（木）、2015年3月23日（月）
場

所：東京都庁

成

果：

高齢ユニットでは、見守りネットワーク形成のための研究や、当センターのシンポジウムへの登
壇等を通じて、東京都福祉保健局高齢社会対策室在宅支援課と連携した活動をしている。本年度も
研修マニュアル作成に関する検討会議の座長を小林良二研究員が務め、議論のとりまとめに貢献し
た。なお、当部会には研究支援者やRAも出席した。

（2）東京都社会福祉協議会「地域包括支援センター業務見せる化検討委員会」
開 催 日：2014年4月11日（金）、6月10日（火）、7月25日（金）、8月5日（火）、10月16日（木）、12月2日（火）、
2015年1月29日（木）、3月10日（火）
場

所：東京都社会福祉協議会

成

果：

福祉関連機関との連携による研究推進のひとつとして、東京都社会福祉協議会内に設置された上

記委員会に参加しており、委員会参加者からの協力を得、公開研究会を開催した（【研究会】
「（２）」
参照）。また、都内の複数の地域包括支援センターの実績データを入手し、それらの分析方法の検討
に役立てることができた。小林良二研究員が委員長を務め、研究支援者やRAも出席した。

（3）墨田区高齢者みまもり相談室事例検討会
場

所：墨田区文花高齢者みまもり相談室

開 催 日：2014年4月11日（金）、5月16日（月）、6月19日（木）
、7月17日（木）
、8月11日（月）
、9月8日（月）、
11月27日（木）、12月18日（月）、2015年1月23日（金）
成

果：

当センターとの協定に基づき、高齢者の見守りに関する事例検討会のアドバイザーとして、小林

良二研究員が出席し、現場職員による報告に対する助言とデータ作成・解釈への助言を行った。また、
現場職員のデータのとりまとめに貢献した。同検討会には、研究支援者やRAも出席した。

（4）東京都調布市高齢者支援室
訪 問 日：平成26年8月8日（金）、12月22日（月）
訪 問 者：小林良二研究員、小椋佑紀研究支援者（8月のみ）
成

果：

地域包括支援センターのデータの分析・活用方法について打ち合わせを行い、今後の地域包括支

援センターの業務の見える化について意見交換を行った。この結果を11月22日の高齢者ユニット公
開研究会で報告するとともに、高齢者支援室の担当者に登壇者としてコメントをいただいた。
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（5）文京区社協社会福祉協議会「小地域福祉ネットワーク活動研究会」
開 催 日：2014年4月29日（火）、5月24日（土）、6月21日（土）、7月19日（土）・28日（月）、12月24日（水）
場

所：文京区社会福祉協議会、文京区本駒込自治会等

成

果： 当センターとの協定に基づき、文京区地域福祉活動計画の運営にかかる検討会にて、コミュニティ
ソーシャルワーカー活動と自治会活動について、小林良二研究員、野﨑瑞樹客員研究員が助言を行い、
住民による助け合い活動の展開に貢献した。

（6）社会福祉協議会との協働研究（困難ケースへの相談援助の記録化、見える化の推進：記録・分析・情報発信の方法・
ツール開発）
開 催 日：2014年6月30日（月）、11月4日（火）、2015年2月17日（火）
場

所：東洋大学福祉社会開発研究センター

成

果： 社会福祉協議会（社協）による活動の記録化、アセスメントや外部（行政、住民、関連領域の専門職、
他地域など）への情報発信が一般的に不十分であることは、長年、課題とされてきた。
本研究は、このような問題意識を共有する、地域性の異なる３つの社協（都心部の千代田区、都
市郊外の柏市、過疎地域を含む中山間地の日光市）との協働研究を通して、汎用性のあるツール開
発に繋げようとするものである。本年度は、各社協のケースを比較・分析する共通のフレームを作り、
社会的孤立を象徴する事例を収集し、集計することができた。加山弾研究員が担当している。

【各種調査】
（1） 調査
①ファミリー・サポート・センターの運営システムに関する調査
実施時期：2014年11月-2015年1月
担

当：小椋佑紀研究支援者

概

要： 住民による相互援助活動であるファミリー・サポート・センター事業について、高齢者・子ども
支援システムの観点から、アンケート調査を行った。人口10万人以上の自治体（東北3県除く）に
設置されている273か所の育児型のセンター、全国12か所の介護型のセンター（うち8箇所育児型も
実施）、計277か所に配布した。回収率は64.26％であった。同事業は多様な主体により運営されてい
るほか、活動の中には、障害ケースに対応している場合もある。高齢・障害・子ども3分野にわた
る支援システムの議論の可能性を含んでいる。
尚、本調査準備にあたり、5か所のセンター（昨年度含）、一般財団法人女性労働協会を訪問した。

②板橋区生活困窮者自立支援法に関する対象者の生活実態調査・研究
実施時期：2014年10月-11月
担

当：山本美香研究員

概

要：＜調査対象者＞
Ａ．板橋区「被保護者居住安定化支援事業」利用者
本事業は、ＮＰＯ法人インクルージョンセンター

東京オレンヂが受託して実施している。全

利用者約200名の中から、「性別」
・
「年齢」
・
「当該事業利用年数」で類型化し、17名を抽出した。
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Ｂ．板橋区「住宅給付支援事業」利用者
Ｂについては非生活保護受給者であるため、区が直接調査の依頼を行い、３名から協力を得た。
＜調査方法＞
調査票を用いた半構造化面接を行った。今回ヒアリングという手法をとった理由は、アンケート
調査ではとらえられない生活困窮の実態、その状態におけるニーズ、人的資本の有無、緊急時の連
絡先さらに社会的排除の状態がいつごろ、どのような要因で発生したのかを因果関係を含めて詳細
に聞き取るためである。
なお、ヒアリングは基本的に対象者の自宅で行うが、対象者の意向によっては東京オレンヂの事
務所で実施することとした。

③NPO法人市川ガンバの会利用者生活実態調査
実施時期：2015年2月-3月（予定）
担

当：山本美香研究員

概

要：
「市川ガンバの会」利用者（20名）に対するヒアリング調査を実施。調査方法については、上記の
板橋区と同じである。ただし、調査の実施場所は、ガンバの会事務所において実施する。

④文京区駒込地区における見守りサポーター調査
実施時期：2014年7月-8月
担

当：小林良二研究員

概

要： 見守りサポーター 15名を対象に活動状況調査を行い、見守り活動の意義についての報告書を作成
した。そのなかで、見守り活動の困難な点として、見守り対象者との関係づくりがあり、訪問時間、
訪問にあたっての配慮の必要性などが明らかになった。

⑤介護終了後、介護者の会に継続参加している人を対象としたインタビュー調査
実施時期：2014年5-7月
担

当：尹一喜RA

概

要：

介護者にとって介護者の会が持つ意味、介護終了者の役割・支援者としての可能性を検討する

ため、12名の方から協力が得られ、インタビュー調査を行った。結果としては、論文投稿を予定
している。

⑥介護終了後、介護者の会から離れた人を対象としたインタビュー調査
実施時期：2014年12月
担

当：尹一喜RA

概

要：

調査⑤の対照群として2名の方から協力が得られ、インタビュー調査を行った。

（2）論文・学会発表
①「地域包括支援センターの業務データの見える化について」
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収録雑誌：『福祉社会開発研究』No.7
執 筆 者：小林良二研究員
成

果： 地域包括支援センターの業務の見える化について組織体制、ネットワークの形成、個別支援など
にさまざまな問題があることを指摘するとともに、都内Ａ市の地域包括支援センターの相談データ
を用いて、相談内容、相談経路、相談者についての分析を行い、数値を用いた見える化の方法の一
端を示した。

②「高齢者の見守りにおける専門職の支援実践と困難の検討−東京都の見守り専門職に対する質問紙調査−」
収録雑誌：『社会福祉学』55（2）、pp.66-78.
執 筆 者：野﨑瑞樹客員研究員
成

果： 見守りを支援する専門職は個別、地域、自治体レベルの活動が期待されるが、支援内容は不明確
であった。東京都の地域包括支援センターを中心とした見守り専門職に質問紙調査を行い、問題の
「発見プロセス」と「個別対応プロセス」を確認したが、地域活動支援と自治体レベルの活動はあ
まり行われていなかった。また、個別対応や専門職自身の経験不足、機関内外における役割の不明
確さに困難を感じていることがわかった。

③「見守りをキーワードとした子ども支援の課題−高齢分野からの示唆−」
収録雑誌：『東洋大学大学院紀要』51（2015.3発行予定）
執 筆 者：小椋佑紀研究支援者
成

果： 高齢分野で取り組まれている、見守りをキーワードとした支援システムは、同分野の枠を超えた
視点を持ち始めている。当論文では、高齢分野での取組みを手がかりとして、子ども支援システム
の課題について検討を行った。これにより、二つの分野のシステムの相違、共通・個別課題に加え、
見守りの理論的課題について、基礎的な整理を行うことができた。人権に対する視点の重要性も確
認され、見守りをキーワードとした相談支援システムを当センターの研究遂行のキーワードである
「権利擁護」「ネットワーク」の議論につなげるものとなった。

④「大都市住民による高齢者の見守りの段階的検討〜東京都Ａ区の見守り参加住民に対する質問紙調査〜」
収録雑誌：『社会福祉学評論』13、pp.30-41.
執 筆 者：野﨑瑞樹客員研究員
成

果： 東京都Ａ区の地域での見守りに参加している住民に質問紙調査を行い、見守りを契機、意識、行
動の段階から捉えることを試みた。地域住民は、契機、意識、行動ともに高い行動群、意識は高い
が行動が低い意識高群、契機は高いが意識が低い意識低群、いずれも低い低関心群に分類された。
地域住民は一律に同じ思いで見守り活動に取り組んでいるのではなく、異なるタイプの住民が異な
る支援を必要としていることが明らかになった。

⑤「家族介護者が『介護者の会』に馴染んでいくプロセスに関する一考察 −自由記述の分析から−」
（学会ポスター発表）
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開 催 日：2014年10月4日（土）-10月5日（日）
発 表 者：尹一喜ＲＡ
成

果： 「介護者の会」が家族介護者に及ぼす影響としては、将来に対する心構え、精神的安定が得られ
ること、要介護者への接し方と介護に対する考え方も肯定的に変わること等があった。また、家族
介護者が「介護者の会」に参加して影響を受けるプロセスの中には、自分を理解してくれる人の存
在自体が重要であることが推測された。（日本介護福祉学会にて報告）

⑥「韓国の一人暮らし高齢者における 老人ドルボミ基本サービスの現況と課題 ‐ 東京都における見守り支援の
考え方を参照して ‐ 」
収録雑誌：『社会福祉学評論』（13）、pp.42-56.
執 筆 者：趙美貞RA
成

果： 本研究は、公的な高齢者見守り支援の仕組みとして、2007年度から韓国で実施されている「ドル
ボミ基本サービス」導入の背景と実施過程を扱っている。分析枠組みとしては、ドルボミ基本サー
ビスの対象、内容、提供システム、及び財政構造を用いた。このサービスが韓国政府による全国的
な実施体制をとっていることにより、実施システムや責任体制が明確であるという長所は見られる
が、反面で日本の取組みと比較すると支援対象が一人暮らし高齢者に限定されていること、他の福
祉サービスとの連動や、インフォーマル資源の積極的な活用などの課題が示された。

⑦「韓国における介護予防・生活支援システムに関する研究 −専門職へのインタビュー調査の結果を中心にして
−」
収録雑誌：『福祉社会開発研究』No.7
執 筆 者：趙美貞RA
成

果：

本研究では、韓国における地域保健福祉サービスの支援を介護予防・生活支援の観点から分析

し、介護予防・生活支援システムを定着させるための課題を扱った。そのため、地域保健福祉サー
ビスに関わっている自治体、国民健康保険公団、提供機関の関係者7名を対象とするインタビュー
調査を行い、今後の介護予防・生活支援システムの構築と政策課題を明らかにした。

⑧「福祉系プロジェクトを推進するマネジメント機能 ‐ 高齢ユニットでの活動を中心に ‐ 」
収録雑誌：『福祉社会開発研究』No.7
執 筆 者：小椋佑紀研究支援者
成

果： プロジェクト研究の推進体制について、研究支援者の機能を言語化・図面化し、研究支援の
目的・課題の整理を行った。

【研究会】
（1）月例研究会
第１回

イントロダクション

開 催 日：2014年4月18日（金）
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場

所：東洋大学福祉社会開発研究センター

開催内容・成果： 昨年度の研究活動の振り返るとともに、今年度の方向性等について、情報共有、ディスカッ
ションを行った。

第２回「『住宅+生活支援』を提供する事業主体調査〜関係機関との連携のあり方」
実 施 日：2014年5月24日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス1号館 1309教室

内容・成果：

2014年2月-3月にかけて実施した「『住宅+生活支援』を提供する事業主体調査〜関係機関との

連携にあり方」について、調査結果の報告を行った。参加者からは、
「 現在、地域居住が困難になっ
ているのは、生活困窮者だけではなく、普通の世帯にも広がっていること、それをどう地域で包
摂するか」についての意見が出された。山本美香研究員が報告を行った。

第３回「被災地復興支援ヒアリング調査報告」
実 施 日：2014年6月27日（土）
場

所：東洋大学福祉社会開発研究センター

内容・成果：

宮古市・大船渡市の社会福祉協議会の生活支援専門員、社会福祉法人・NPO法人による要援

護者への支援の状況を受け、被災地復興支援研究の今後について、ディスカッションを行った。
加山弾研究員が報告を行った。

第４回 ユニットディスカッション
実 施 日：2014年7月19日（土）
場

所：東洋大学福祉社会開発研究センター

内容・成果：

高齢ユニットの各メンバーが担当している研究について、ディスカッションを行い、情報共有・

研究の展開の促進を図った。

第５回「地域におけるソーシャル・エクスクルージョン−沖縄からの移住者コミュニティをめぐって」
実 施 日：2014年9月27日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス2号館 第1会議室

内容・成果：

加山弾研究員によるフィールドワーク成果の報告。文化的に多様化する地域において包摂と

排除を構造化し、地域福祉のあり方を議論した。文化的排除（関係性の排除）の文脈から、社会
的排除や包摂の実践課題を浮き彫りにすることの重要性等について、共有することができた。
なお、本研究成果は、加山弾（2014）
『地域におけるソーシャル・エクスクルージョン』
（有斐閣）
として刊行されている。

第６回「生活困窮者の社会関係資本と社会的排除に関する実態調査」
実 施 日：2014年10月25日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス9号館 第4会議室
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内容・成果： 「板橋区生活困窮者自立支援法に関する対象者の生活実態調査・研究」の中間報告を行った。参
加者からは、「社会的排除の視点から調査したということだが、対象者が排除されていくプロセス
をどのようにおいかけるのか」「対象者は社会保険が適用されない業界で就労していた人が多いよ
うだ。こうした背景も考慮して分析したほうがよいのではないか」といった意見が出された。

第７回「支援対象を超えた、基礎自治体における支援システムについて」
実 施 日：2014年12月20日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス9号館 第4会議室

内容・成果：

見守りをキーワードに、高齢者分野内外の現状や、理論課題等について話題提供を行った。

ユニット・グループの枠を超えて、これまでの振り返り、新たな気づき、関係促進を図ること
ができた。小椋佑紀研究支援者が企画・話題提供を行った。

第８回「韓国の高齢者からみた介護予防・生活支援の利用とニーズ−地域保健福祉サービスの実態調査を中心にして」
実 施 日：2015年1月17日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス9号館 第4会議室

内容・成果：

韓国における介護予防プログラムの構築に向け、地域保健福祉プログラムに参加している高

齢者の実態調査結果等から得られた、介護予防・生活支援の新モデルについて、趙美貞RAが報
告を行った。本研究は日本における介護予防、ICFの考え方をふまえ、生活支援・社会参加の観
点から現状を把握した。

第９回「都市住民による高齢者の見守り−ネットワークの展開と支援−」
実 施 日：2015年2月14日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス9号館 第4会議室

内容・成果：

住民調査と専門職調査によって得られた知見を中心に、多様な住民に対するそれぞれへの専

門職の支援のニーズと支援内容について、野﨑瑞樹客員研究員が報告を行った。住民による見守
りにおけるキーパーソンの見つけ方や関係性の構築、高齢者以外の見守りの可能性、地域特性の
影響と専門職の在り方など、議論は多岐にわたり、現在および近い将来において地域における見
守りの必要性は高まり、専門職がいかに関わっていくのか、基礎自治体の方針等も大きく影響す
ることが確認された。

（2）公開研究会「地域包括支援センターのデータを用いた業務の見える化の可能性」
実 施 日：2014年11月22日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス2号館16階

スカイホール

参 加 者：42名（登壇者、運営スタッフ除く）
内

容：○課題提起
論題「新しい総合事業と今後の地域づくりの方向性」
岩名礼介氏（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング主任研究員）
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○報告
・「墨田区高齢者みまもり相談室における安否確認データ等の利用法」
報告者：山田理恵子氏（東洋大学福祉社会開発研究センター客員研究員）
コメンテーター：栗林行雄氏（墨田区役所高齢者福祉課長）
・「調布市地域包括支援センターにおける実績データの利用法」
報告者：小林良二氏（東洋大学社会学部教授／東洋大学福祉社会開発研究センター研究員）
・コメンテーター：川手智子氏（調布市役所高齢者支援室支援センター係長）
○総合コメント
・地域包括支援センターの運営におけるデータの利用方法について
土屋典子氏（立正大学社会福祉学部講師）
・地域ネットワーク形成の課題とデータのあり方について
山本繁樹氏（立川市社会福祉協議会地域生活支援課長／立川市南部西ふじみ地域包括支援センター長）
成

果：

高齢ユニットと連携している自治体の担当者、相談支援機関の専門家・実務者等との協力により、
都内の地域包括支援センター／みまもり相談室のデータの分析とその活用について、介護保険制度
の見直しと連動させた企画を実施することができた。参加者からも、業務の見える化のメリットや
方法等について良い評価を得ることができた。

【視察・研修会等参加】
（1） 東京都国分寺市高齢者支援室
訪 問 日：2014年12月25日（木）
訪 問 者：小林良二研究員
成

果：

国分寺市の地域包括支援センターにおけるネットワーク会議の仕組みに関するヒアリングを行っ
た。同市の地域ケア会議は、会議の運営方式とともに、それを支える市の丁寧な運営支援が行われ
ているところに特徴があり、地域包括支援センター職員や居宅介護支援事業所職員などによる企画
立案業務の実際を学ぶことができた。

（2）東京都立川市社会福祉協議会
訪 問 日：2014年6月6日（金）
訪 問 者：小林良二研究員、小椋佑紀研究支援者
成

果：

地域包括ケアシステムにおいて、先駆的な取り組みをしている立川市社会福祉協議会を訪問し、
構築プロセス、CSWや介護保険法改正との関連について情報収集を行った。

（3）北海道旭川市社会福祉協議会
訪 問 日：2014年9月11日（木）
訪 問 者：小林良二研究員、小椋佑紀研究支援者、越前聡美RA
成

果：

地域マネジメントの観点から、旭川市社会福祉協議会の地域福祉活動拠点の視察、および地域福祉
活動計画、自立サポートセンター事業等についてヒアリングを行った。住民目線に基づき、暮らしをトー
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タルに捉えた社会福祉協議会の運営や、地域との協働について、理解を深めることができた。

（4）松山市社会福祉協議会
訪 問 日：2015年2月13日（金）
訪 問 者：加山弾研究員
成

果：

地域包括ケアシステムにおける社会福祉協議会の役割に着目し、四国での先進事例のヒアリン
グを行った。大学と市社会福祉協議会の連携事例、住民参加型在宅福祉サービスからNPOに発展し、
地域包括ケアシステムを推進している事例、県社協の総合相談・支援機能強化事例等について情報
収集・討議を行うことができた。

（5）伊賀市社会福祉協議会
訪 問 日：2015年3月13日（金）
訪 問 者：小林良二研究員、加山弾研究員、小椋佑紀研究支援者、越前聡美RA、上西一貴研究協力者
成

果：

地域福祉計画で示された、重層的かつ横断的な支援構造図を手がかりとして、住民ネットワー
クの形成過程、住民自治協議会の機能、介護保険制度との関連、人材育成等についてお話を伺った。
伊賀市社会福祉協議会では職員の地域担当制を推進し、地域住民の活動を支援する体制を構築して
きた。これによって、地域のニーズを把握し、住民を主体とする相互支援システムが活性化してお
り、地方自治体レベルでの施策の展開を検討する上で、意義のあるヒアリングとなった。

（6）宮崎市NPO法人ホームホスピス宮崎・都城市社会福祉協議会
訪 問 日：2015年3月17日（火）、3月18日（水）
訪 問 者：加山弾研究員、山本美香研究員、藤田哲也研究協力者
成

果：

ターミナルのグループホームを運営している特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎では、「寝
たきりにさせない」という理念のもと、利用者本人に寄り添ったケアを実践している。また、「地
域全体をホスピスにする」ことを標榜し、市民講座や勉強会など人材発掘・育成にも注力しており、
地域包括ケアシステムの原点を見ることができた。都城市社会福祉協議会では、地域包括ケアシス
テムを支える地区社協での「生活支援会議」や、子どもの参加を取り入れた地域福祉計画、コミュ
ニティ・スクールなどの取組みについて、意義深い情報が得られた。

（7）東北被災地視察およびヒアリング（宮古市、大船渡市）
訪 問 日：2014年6月5日（木）、6月6日（金）
訪 問 者：加山弾研究員、山本美香研究員、王希研究協力者
成

果：

宮古市社会福祉協議会、特定非営利活動法人宮古圏域障がい者福祉推進ネット（レインボーネッ
ト）、大船渡市社会福祉協議会、社会福祉法人大洋会・児童家庭支援センター大洋を訪問した。周
辺の被災自治体への波及効果をもたらした両社会福祉協議会の支援モデル、専門機関での要援護者
の実績・課題から、今後の災害下において
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（8）2014年度 地域包括支援センター全国実践研究集会
実 施 日：2014年11月18日（土）、11月19日（日）
場

所：文京学院大学本郷キャンパス

参 加 者：小椋佑紀研究支援者
成

果：

日本社会福祉士会主催によるもので、地域包括ケアシステムにおける「枠組みを超えた実践」

「地域を基盤としたソーシャルワーク」をキーワードに、2日間にわたり講演・シンポジウム等が
行われた。現場における地域包括ケアシステム構築に向けた現状と課題を把握し、高齢ユニット
公開研究会に向けた示唆を得ることができた。

（9）研修会「 身体知と言語に見る 認知症家族支援の極意」
開 催 日：2014年11月13日（木）、14日（金）
場

所：浴風会ケアスクール

参 加 者：尹一喜ＲＡ
成

果：

家族支援について家族システム論・対人援助論の視点から検討を行い、実際に事例をあげて議
論も行った。「地域包括ケア」という高齢者ケアの考え方の導入により、今後介護を担う家族介護
者の役割は大きくなってくると考えられるなかで、今こそが家族介護者に対する支援を考える重要
な時期であることが再確認できた。

（10）第4回URAシンポジウム／第6回RA研究会
開 催 日：2014年9月17日（水）、18日（木）
場

所：北海道大学学術交流会館

参 加 者：小椋佑紀研究支援者
成

果：

文部科学省「リサーチ・アドミニストレーターを育成・ 確保するシステムの整備」事業採択機
関／ RA協議会設立準備委員会の主催イベンへトへの参加。URAを配置している大学の取り組み、
文系の研究支援、産官学の連携の現状から、当センターが担っている社会的な役割・責務を確認す
るとともに、研究活動を促進するマネジメント、行事の企画等について検討する機会となった。

（11）日英対話シリーズ＜日英における大学改革とイノベーション＞

第2回「研究力向上に国際連携は有効か」

開 催 日：2014年12月09日（火）
場

所：JPタワーホール＆カンファレンス

参 加 者：小椋佑紀研究支援者
成

果：

British Council主催のシンポジウムへの参加。国際研究連携の現状、取組事例、活動のポイント
等から、当センターにおける国際連携の課題を整理し、運営委員に報告を行った。

（12）第1回人文・社会科学系研究推進フォーラム「人文・社会科学系研究推進に必要な共通基盤整備を考えよう」
開 催 日：2014年12月22日（月）
場

所：大阪大学豊中キャンパス

大阪大学会館アセンブリーホール
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参 加 者：小椋佑紀研究支援者
成

果：

大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室主催、筑波大学 URA研究支援室、京都大学学術研究
支援室共催によるフォーラムへの参加。文部科学省の審議会における議論の状況、文系の複数の領
域の研究者による報告等があり、当センター及び文系の研究推進のボトムアッププロセスのひとつ
として、研究マネジメント機能の見せる化があると考えられた。

【広報】
（1）公開研究会「地域包括支援センターのデータを用いた業務の見える化の可能性」開催を受け、当センターのホー
ムページに当日配布資料の公開を行った。

（2）「ファミリー・サポート・センターの運営システムに関する調査（育児版）
」について、単純集計（速報値）を公
開予定である。

【その他】
（1）研究協定
東京都墨田区高齢者福祉課、文京区社会福祉協議会と研究協定を締結した。

障害ユニット
【定例研究会】
（1）第1回定例研究会
開 催 日：2014年4月20日（日）13：30 〜 16：30
場

所：白山交流館

参 加 者：12名
成

果：

昨年度の活動と成果を確認し，新年度の研究の方向性と研究体制について話し合った結果，「意
思決定支援」を研究の主題とすることとした。その方法として「理論的検討」，「ICTを活用した支
援の可能性」，「本人参画に基づくアセスメント」の3つのアプローチを確認し，「ICT」，「アセスメ
ント」，「理論的検討」に分かれて研究を進めるための体制づくりを行った。

（2）第2回定例研究会
開 催 日：2014年5月10日（土）13：30 〜 17：00
場

所：東洋大学

参 加 者：13名
成

果：講師に三宮直也氏（キートン.com）を迎え，「ICT活用実践研修」を行ったのち，各チームで研究
計画と実施体制を話し合った。
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（3）第3回定例研究会
開 催 日：2014年7月13日（日）13：30 〜 17：00
場

所：東洋大学

参 加 者：10名
成

果：研究報告「知的障害者の意思決定支援とソーシャルワーク」志村健一研究員

障がい者の意思決

定に関わる議論の整理と課題提示がなされ，自己決定支援にICT活用が有効であること，PDCAに
よる点検の期待が示された。各チームの研究経過の報告等を行った。1月にシンポジウムを開催す
ることとした。

（4）第4回定例研究会
開 催 日：2014年10月13日（月）13：30 〜 17：00
場

所：東洋大学

参 加 者：10名
成

果：研究報告「障がいのある人の権利擁護―権利擁護のさらなる推進とぶれない価値の確立を目指す
―」高山直樹研究員権利擁護は支援者のアイデンティティであり，利用者とともに権利を創るこ
とが支援において重要であることが示された。各チームの研究経過の報告等を行った。

（5）第5回定例研究会
開 催 日：2014年11月16日（日）15：30 〜 18：00
場

所：東洋大学

参 加 者：9名
成

果：発題「意思決定支援を議論する枠組みと意義」木口恵美子研究支援者
福祉現場で，組織の決定と本人の希望の間で支援者が葛藤し疲弊していることや，支援者のバック
グラウンドが多様で，価値や思想が浸透しづらいという現状や，意思決定の核には自己決定がある
という考えは，心理学の自我論，障害者権利条約第16条の不可侵性と底通する等の意見が出された。
各チームの研究経過の報告等を行った。シンポジウムの実施に向けた話し合いを行った。

（6）臨時定例研究会
開 催 日：2015年1月13日（火）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：5名
成

果：シンポジウムに向けた最終確認等を行った。

【チーム会議】
＜アセスメントチーム＞
（1）開 催 日：2014年5月19日（月）18：30 〜 21：00
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所：東洋大学

参 加 者：5名
内

容：チームとして「地域生活支援のための本人参画によるアセスメント研究」に取り組むこととした。

（2）開 催 日：2014年6月23日（月）18：30 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：4名
内

容：研究テーマに関する先行研究の報告と，本人参画してサービス等利用計画の作成を実践している
障害者相談支援事業所を確認した。

（3）開 催 日：2014年8月12日（火）18：30 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：4名
内

容：①研究テーマに関する先行研究の収集，②本人参画し、サービス等利用計画の作成を実践してい
る障害者相談支援事業所，③参加の尺度，④調査の視点を議論した。

（4）開 催 日：2014年9月30日（火）18：30 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：3名
内

容：
「相談支援事業所の歴史と役割について」と，「『本人参加』と『本人参画』の用語の定義について」
に関して議論した。

（5）開 催 日：2014年10月21日（火）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：5名
内

容：プレ調査の調査先に対する質問事項などを確認した。

（6）開 催 日：2014年11月11日（日）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：4名
内

容：研究テーマに関する先行研究の進捗状況等の報告と議論を行った。

（7）開 催 日：2014年12月9日（火）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：4名
内

容：研究テーマについて，意見交換と議論を行った。
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（8）開 催 日：2014年12月25日（木）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：4名
内

容：研究テーマについて，意見交換と議論を行った。

（9）開 催 日：2015年 1月 6日（火）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：3名
内

容：研究結果を報告し合い，意見交換と議論を行った。

＜ICTチーム＞
（1）開 催 日：2014年5月26日（月）9：00 〜 17:00
場

所：社会福祉法人森の会「バオバブ」視察

参 加 者：3名
内

容：バオバブでのICT活用の可能性を探るため，視察を行った。

（2）開 催 日：2014年6月22日（日）13：30 〜 17：00
場

所：東洋大学

参 加 者：6名
内

容：ICT関連の先行研究の報告とバオバブでの実践報告が行われ，対象者の絞り込みを行った。

（3）開 催 日：2014年8月4日（月）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：6名
内

容：バオバブにおけるICT活用場面候補についてと，ICT活用場面とアプリの検討を行った。

（4）開 催 日：2014年12月11日（木） 19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：5名
内

容：紀要の原稿の打合せを行い，分担と内容を確認した。

（5）開 催 日：2015年1月6日（火）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学

参 加 者：4名
内

容：研究成果を報告し合い，意見交換と議論を行った。
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＜理論的検討チーム＞
開 催 日：2014年9月29日（月）18：30 〜 20：00
場

所：社会福祉法人森の会「バオバブ」視察

内

容：「障害のある人の権利と差別禁止法理〜障害者差別禁止法と日本国憲法」
講師：植木 淳（北九州大学法学部准教授）

成

果：

障害のある人への差別禁止や権利擁護のあり方はもとより、本研究センター全体のテーマであ
る社会的孤立状態にある人への総合的支援について、法的な権利論の視点から多くの示唆を得た。

【出張・研修】
2014年
（1）5月31日（土）「JD政策会議」
戸山サンライズ
木口恵美子研究支援者
基調報告「権利条約の意義と課題−権利委員会実況報告から−」
講師 野村茂樹 弁護士
（2）7月19日（土）「マジカルトイボックス」
オリンピックセンター
宮竹孝弥客員研究員，三宮直也客員研究員
演題「シンボルやタブレットを使用したコミュニケーション支援」
講師 青木高光（長野県稲荷山養護学校教諭）
（3）9月4日（木）「障害者権利条約をみんなで使おう！」
弁護士会館
柴内麻恵研究協力者
基調講演「障害者権利条約を国内で実施することの意味とは！」
講師 長瀬修（立命館大学客員教授）
（4）9月6日（土）〜 7日（日）「日本医療社会福祉学会」
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
基調講演「権利擁護と意思決定支援」
講師 佐藤彰一（國學院大學法科大学院教授）
（5）9月7日（日）「全国魔法のワンドセミナー」
長野大学
宮竹孝弥客員研究員
講演「特別支援教育でのＩＣＴ活用」
講師 中邑賢龍（東京大学先端科学技術研究センター教授）
（6）11月8日（土）〜 9日（日）「障害学学会」
沖縄国際大学
木口恵美子研究支援者
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大会シンポジウム：「インクルーシブ社会

その理念と現実−沖縄における条

例制定の経験を通して「障害

学」を考える−」他
（7）11月23日（日）「権利擁護支援フォーラムin びばい」
美唄市総合福祉センター ぽぷら
木口恵美子研究支援者
講演「権利擁護と意思決定支援」
竹内俊一（全国権利擁護ネットワーク副代表・弁護士）
（8）11月24日（月）「2014知的な障害のある人の権利擁護フォーラム NAGOYA」愛知県司法書士会館
宮竹孝弥客員研究員
講演「『教育』『労働』『意思疎通・決定支援』と『共に生きる社会づくり』の課題と方向性」
講師 毎日新聞論説委員 厚生労働省社会保障審議会障害者部会委員 野沢和弘
（9）12月4日（木）「JDF十周年記念全国フォーラム」
有楽町朝日ホール
木口恵美子研究支援者
シンポジウム「権利条約の批准と私たちの社会〜私たち抜きに私たちのことを決めないで〜」
マリア・ソレダード・レイエス（国連・障害者権利委員会委員長）
ジュディ・ヒューマン（米国国務省 国際障害者の権利条約に関する特別顧問）他
（10）2014年12月5日（ 金 ） 〜 7日（ 日 ）「ATAC（Assistive Technology & Augmentative Communication
Conference） 京都」
京都国際会館
宮竹孝弥客員研究員，三宮直也研究協力者，荒木敬一研究協力者，小泉隆文研究協力者
「これからのインクルーシブ社会」中邑賢龍（東京大学先端科学技術研究センター教授），
「合理的配慮を提供するツールたち」近藤武夫（東京大学先端科学技術研究センター准教授）他
（11）12月13日〜 14日「第3回DPI障害者政策討論集会」
戸山サンライズ
研究支援者 木口恵美子
「障害者権利条約の完全実施への課題〜障害者政策委員会の役割、差別解消NGOガイドラインプロジェクト
報告〜」他
（12）12月20日（土）全国権利擁護支援ネットワーク「意思決定支援推進国際シンポジウム」國學院大學
宮竹孝弥客員研究員，木口恵美子研究支援者
2015年
（13）1月26日（月）「IBM SPSS Text Analytics for Surveys」アイ・ラーニング 研修センター
清野絵客員研究員
（14）2月6日（金）〜 8日（日）「第19回 滋賀アメニティフォーラム」
宮竹孝弥客員研究員
（15）2月14日〜 15日「第16回 全国障害者生活支援研究セミナー」
「本人中心支援と共生社会の構築」新宿NSビル
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宮竹孝弥客員研究員、由良亮人研究協力者
（16）2月14日「第6回全国権利擁護支援フォーラム」
「地域における権利擁護支援の新たな展開」
木口恵美子研究支援者
（17）2月20日「NPO法人長生夷隅地域のくらしを支える会中核地域生活支援センター長生ひなた」ヒアリング
木口恵美子研究支援者
（18）2月27日「IBM SPSS Statisticsによるテキストマイニングとデータの解析」 アイ・ラーニング 研修センター
清野絵客員研究員
（19）3月1日「自立生活センターさっぽろ」パーソナルアシスタンス制度に関するヒアリング
木口恵美子研究支援者
（20）3月7日「にしのみやフォーラム」
宮竹孝弥客員研究員，由良亮人研究協力者，柴内麻恵研究協力者
（21）3月16日〜 24日 オーストラリア視察
木口恵美子研究支援者
（22）3月17日 堺市自立支援協議会ヒアリング
丸山晃研究員
（23）3月24日 「第9回VNV年次大会」 国立情報学研究所
宮竹孝弥客員研究員

【論文】
（1）志村健一研究員 「知的障がい者の意思決定支援とソーシャルワーク」
『ソーシャルワーク研究』40（１）, 46-55, 2014
（2）志村健一研究員，清野絵客員研究員，宮竹孝弥客員研究員，荒木敬一研究協力者，小泉隆文研究協力者，三
宮直也研究協力者「障がい者福祉施設におけるICTの利用」『福祉社会開発研究』第7号，2015
（3）由良亮人研究協力者，柴内麻恵研究協力者「地域生活支援のための本人参画によるアセスメント研究−知的
障がいのある人の『参画』を確立するために−」『福祉社会開発研究』第7号，2015
（4）望月隆之研究協力者，山内健生研究協力者「障害のある人の相談支援事業の歴史的変遷と相談支援の意義」
『福
祉社会開発研究』第7号，2015
（5）篠本耕二研究協力者「市民後見人の役割と課題―市民後見人はわが国の成年後見制度の救世主となりえるか」」
『福祉社会開発研究』第7号，2015
（6）木口恵美子研究支援者 「海外におけるSupported Decision Makingの議論の動向」
『福祉社会開発研究』第7号，
2015
（7）木口恵美子研究支援者 「オーストラリアにおけるダイレクト・ペイメントの潮流」『現代社会研究』第12号，
163−171，2015

【学会発表】
開 催 日：2015年3月15日

社会福祉学会関東部会

128



【資料】活動報告

場

所：東洋大学

内

容：小泉隆文研究協力者「意思決定支援とICTの可能性」
木口恵美子研究支援者「Supported Decision Makingの海外の議論の動向」

【シンポジウム】
開 催 日：2015年1月24日（土）13：30 〜 17：00
場

所：東洋大学白山校舎6号館第3会議室

参 加 者：テーマ「知的障がいのある人の自立支援を権利擁護〜意思決定支援を中心に〜」
〈基調講演〉「知的障がいのある人の自立支援と権利擁護」
講師：竹端 寛（山梨学院大学教授）
〈パネルディスカッション〉
コーディネーター：志村健一研究員（東洋大学教授/研究員）
シンポジスト：木口恵美子（福祉社会会月研究センター研究支援者）
、由良亮人（日本知的障害者福祉
協会）：小泉隆文（社会福祉法人森の会）
コメンテーター：丸山晃（東洋大学助教

研究員）、高山直樹（東洋大学教授

ユニット代表）、三宮

直也（キートン.com）
総括コメント：竹端 寛氏（山梨学院大学教授）
成

果：

研究者，当事者，施設従事者，家族，行政等幅広い領域から，40名近い参加者があり，意思決定

支援をめぐる意見を共有すると共に，深い議論を交わすことができ，参加者からも高い評価を受け
た。

子どもユニット

１ 母子世帯の自立支援システム開発について
協定書を交わした、千葉県八千代市と東京都世田谷区では以下のような研究開発と分析のための資料作成を
実施した。

（1）八千代市における母子世帯の自立支援システム開発について
（1）‐ 1

八千代市生活支援課打ち合わせ

開 催 日：2014年7月1日
場

所：八千代市役所

参 加 者：生活保護担当ケースワーカー
成

東洋大学

果：八千代市生活支援課母子班と今後に進め方について協議した。

（1）‐ 2

八千代市生活支援課での取り組み事例の資料化

八千代市生活支援課における生活保護受給母子世帯の事例の分析に必要なデータの基礎資料のデータ化を実
施した。
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（2）世田谷区における母子世帯の自立支援システム開発について
2014年度より東京都世田谷区との研究実践に関わる協定を結び、地域で生活する母子世帯を対象とした自立
支援システムを開発・実施するための取り組みを進めた。八千代市で実施している自立支援プログラムをもと
に世田谷区（子ども家庭課・生活支援課）及び母子生活支援施設「パルメゾン上北沢」で実施し、システム開
発と支援成果の質の向上のための取り組みのための協議と現場調査と研修を進めた。
（2）‐ 1

世田谷区における母子世帯の自立支援システム開発プロジェクト推進に向けての会議と実践様式を使用
して、２事例を同行訪問しながら、システム開発と様式の開発を行った。

開 催 日：2014年4月25日
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：パルメゾン上北沢 世田谷区 東洋大学
成

（2）‐ 2

果：自立支援プログラムで使用しているアセスメントシート等の検討

プロジェクト推進に向けての会議(2)

世田谷区との共同研究活動の説明と協力要請を行い、世田谷区で行われている母子家庭支援の課題について
共有した。
開 催 日：2014年7月4日
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：地域の該当ケースの選定

（2）‐ 3 実践検討会
様式の使用方法と取り組み状況についてその評価検証を行い、今後の方向性を共有した。
開 催 日：2014年7月29日
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：パルメゾン上北沢 世田谷区 東洋大学
成

（2）‐ 4

果：アセスメントの解釈

研修会

○第1回2014年9月9日「ひとり親家庭の子ども理解に向けてー共感的に理解する」
場

所：三茶おしごとカフェ

参 加 者：世田谷区母子福祉関係者 東洋大学

○第2回2014年11月26日「ソーシャルワークの考え方を基盤にしたケースワーク」
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：世田谷区母子福祉関係者 東洋大学
成

果：事例研究とワークショップ
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○第3回2015年1月14日「ひとり親家庭の子ども理解に向けてーストレングス視点からアセスメントとプランニン
グを考える」
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：世田谷区母子福祉関係者 東洋大学

（2）‐ 5

プロジェクト推進に向けての会議

（第1回）
開 催 日：2014年9月4日
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：研究の趣旨及びシステム開発の視点・方向性についての説明と検討

（第2回）
開 催 日：2014年11月30日
場

所：東洋大学

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：母子家庭支援調査についての検討

（第3回）
開 催 日：2015年2月19日
場

所：東洋大学

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：母子家庭支援調査データの分析と今後の進め方の検討

（第4回）
開 催 日：2015年3月4日
場

所：世田谷区役所

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：自治体における子どもソーシャルワーカーの配置と専門性の検討

２．東日本大震災被災地での子どもと子育て世帯の地域自立支援システムの開発
この研究の発展として、2014年度児童福祉問題調査研究事業に応募し、
「被災した子ども家庭を支援するための
システム開発調査研究事業」
【金額7802千円】が９月に採択され、年度末までの研究活動が展開されることになった。
この研究申請のために、研究センターの他のユニットからも協力を受け、また被災地で学習支援を中心とした活
動に取り組むＮＰＯ７団体の協力による約１５０人のアンケート調査とグループヒアリング調査研究と、南相馬
市における子ども支援者の研修の開発を中心にした活動を行っている。
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（1）アジア子どもの権利大会での報告
開 催 日：2014年8月22日〜 24日
場

所：モンゴル外務省国際会議場

参 加 者：東洋大学 ２名
成

果：被災地での子ども支援の取り組みについて報告を森田明美がおこなった。

（2）被災自治体の子どもにやさしいまちづくりの展開への協力
①
開 催 日：2014年5月29日
場

所：宮城県議会

参 加 者：東洋大学 3名
成

果：被災地の子ども支援に関する宮城県での取り組みの意見交換会に参加し、報告をした。

②
開 催 日：2014年7月31日
場

所：宮城県議会

参 加 者：東洋大学 3名
成

果：被災地の子ども支援条例策定に関する宮城県での取り組みの意見交換会に参加し、報告をした。

③
開 催 日：2015年1月23日
場

所：岩手県議会

参 加 者：東洋大学 4名
成

果：被災地の子ども支援条例策定に関する岩手県での取り組みの意見交換会に参加し、専門的な立場で
報告とコメントをした。

④
開 催 日：2015年3月27日
場

所：宮城県議会

参 加 者：東洋大学 ４名
成

果：被災地の子ども支援条例策定に関する宮城県での子どもヒアリングの実施に協力した

（3）宮城県と岩手県、福島県での子ども調査
開 催 日：2014年12月〜 3月31日
場

所：宮城県、岩手県、福島県の学習支援の場

参 加 者：子ども約200名、支援者20名、東洋大学10名
成

果：被災地での子どもの育ちの今に関する調査と支援の実態に関する調査をおこなった。
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（4）南相馬市における学童保育担当者等研修会
①第1回「ワークショップで学ぶ子どもにやさしいまちづくりと児童館・児童クラブの役割」
開 催 日：2014年9月12日10時〜 12時
場

所：宮城県南相馬市役所会議室

参 加 者：東洋大学 3名、南相馬市学童保育所職員30人、新潟県立大学学生20人、浜田進士（元関西学院大学）
成

果：ワークショップで寄り添い型支援について学んだ。

②第２回「おやつ作りを手がかりにした寄り添い型支援研修」
開 催 日：2015年1月22日10時〜 12時30分
場

所：宮城県南相馬市児童館

参 加 者：東洋大学

2名、南相馬市学童保育所職員30人、小川晶、植木信一、清水冬樹、浜田進士、片

貝英行、他被災地域の子ども支援者5人
成

果：おやつづくりをてがかりにした寄り添い型支援について実習をしながら学んだ。

（5）復興に向けた子ども支援に関わる新たな制度作りや事業作りを促進するための検討会
（第1回）
開 催 日：2014年2月20日（木）10時〜 12時
場

所：仙台市役所 市民協働推進課 会議室

参 加 者：仙台市健康福祉局社会課、仙台市子供未来局子育て支援課
仙台市市民局市民協働推進課、特定非営利活動法人キッズドア、東洋大学1人
成

果：被災地域における政府・自治体等との連携事業提案、震災４年目に向けた連携のあり方の検討

（第2回）
開 催 日：2014年7月3日（木）10時〜 12時
場

所：キッズドア仙台事務所

報 告 者：宮城県、山形県などの子ども支援者20人
特定非営利活動法人キッズドア、東洋大学４人
成

果：被災地域における子どもの心のケア

（第3回）
開 催 日：2014年10月31日（金）10時〜 12時
場

所：キッズドア仙台事務所

報 告 者：荒牧重人（山梨学院大学）遊佐美由紀（宮城県議会こども政策研究会）
参 加 者：宮城県、山形県などの子ども支援者20人
特定非営利活動法人キッズドア、東洋大学４人
成

果：被災地域における子どもの権利条約の具体化と子どもの権利を政策化するためのプロセスの学習を
した。
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３．地域での子ども・子育て支援に関する調査研究
（1）地方自治と子ども施策全国自治体シンポジウムに参加
開 催 日：2014年10月11日〜 12日
場

所：青森市

参 加 者：東洋大学 5名
成

果：自治体での子ども施策の取り組みについて子ども計画、子どもの権利擁護、子ども参加等に関する
報告や、情報収集と意見交換をした

４．公開シンポジウム
（1）「子どもの権利条約批准20年を考える集い」の参加と後援をする
開 催 日：2014年11月15日（土）11時〜 17時
場

所：東洋大学2号館スカイホール他

参 加 者：森田明美子どもユニットリーダーと社会福祉学科学生、一般約200人
成

果：子どもの権利条約批准２０年を考える集いを実施したことを森田ゼミの学生の発表を中心にニュー
スで広報、子どもの権利条約批准の意義と課題についてコメントをした。

（2）「子どもたちと一緒に考える被災地の復興」への参加と後援
開 催 日：2015年1月11日
場

所：東洋大学 白山キャンパス 125周年ホール

参 加 者：被災地の子どもたちと支援者20人、東洋大学教員と学生40名、一般公開参加者50名
成

果：被災地である岩手県山田町と宮城県登米市、南三陸町と福島県いわき市在住（楢葉町からの
避難者）の中高校生と東洋大学と市民を交えた意見交換会を東日本大震災子ども支援ネット
ワークが企画に参加し、後援した。

５ 広報
（1）日本テレビNEWS WEB への出演
開 催 日：2014年12月22日（月）22時〜 23時
場

所：日本テレビＢＳ

参 加 者：森田明美子どもユニットリーダー
成

果：被災地での若者支援への地域支援に関して、同放送に出演し、現状と課題を報告。若者支援の実態
を広く訴えることができた。

（2）ＮＨＫ国際ＮＥＷS ＬＩＮＥ「被災地の子どもたち」コメントをする
放 送 日：2014年6月19日
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（3）ＮＨＫ復興サポート「被災地の子どもたちを支える〜宮城県・石巻市」
放 送 日：2014年5月18日（日）
場

所：東洋大学2号館スカイホール他

参 加 者：森田明美子どもユニットリーダーと社会福祉学科学生、一般約200人
成

果：被災地の子どもの現状を子どものエンパワメントアプローチの取り組みを紹介しながら、子どもの
回復が支援によってつくりだされていることを広報した。

（4）ＮＨＫ総合ＴＶ NEWS への出演
放 送 日：2014年11月15日（土）
場

所：NHK放送センター

参 加 者：森田明美子どもユニットリーダーと社会福祉学科学生
成

果：子どもの権利条約批准２０年を考える集いを実施したことを森田ゼミの学生の発表を中心にニュー
スで広報、子どもの権利条約批准の意義と課題についてコメントをした。

（5）ＮＨＫ総合ＴＶ NEWS への出演
実 施 日：2015年1月5日（月）
場

所：NHK放送センター

参 加 者：森田明美子どもユニットリーダー
成

果：被災地での若者支援への地域支援に関して福祉社会開発研究センターで実施している厚生労働省調
査について、その手法が放送された。東洋大学が着手したとことを広く広報することができ、調査
への理解を深めることができた。

理論・歴史グループ
【研究会】
（1）第1回研究会
開 催 日：2014年5月15日（木）13：00 〜 15：00
場

所：東洋大学白山キャンパス 福祉社会開発研究センター

参 加 者：約10名
内

容：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員中心に、グループにおける研究会の方向性を議論した。
理論・歴史グループは、3つのユニット（高齢・障害・子ども）の支援システムから導きだされ
る共通の枠組み・基盤を検討していくことが求められている。そのために、今年度は「見守り」
に焦点を当てた研究会を実施する運びとなった。

成

果：

見守りには、フォーマルなものとインフォーマルなものとがある。従来は、２つが違う次元の問題
として別に取り扱われるのが普通であった。しかし、今日の状況においては、フォーマルなものにつ
いては、現実に即した対応ができるようにより柔軟になることを、他方インフォーマルなものについ

135



東洋大学／福祉社会開発研究

7号（2015年3月）

ては、可視化させ、その現実的機能と社会的意味を論じられるようになることが求められている。つ
まり今日、見守りをめぐっては、フォーマルなものとインフォーマルなものとの「つながり」という
ことを論じることが、可能となるような枠組みを用意することが必要とされているのである。
そこで、理論・歴史グループでは、そのために、「見守り」ということを「義務・責任・権利」という
概念に絡めて検討を加えてみることにした。ここでいう「義務・責任・権利」というのは、いわゆる
制度と結びついた義務や責任や権利ではない。いわゆる、制度とは必ずしも結びつかない不完全な義務・
責任・権利ということになる。こうした概念をあらためて確認していくために、ミリャード・シューメー
カー『愛と正義の構造--倫理の人間学的基盤--』を題材に、
今年度の研究活動を進めていくことになった。

（2）第2回研究会
開 催 日：2014年6月19日（木）12：30 〜 14：00
場

所：東洋大学白山キャンパス 1511教室

内

容：越前

聡美（理論・歴史グループ） RAが、ミリャード・シューメーカー『愛と正義の構造--倫理の人

間学的基盤--』の第一章に関する報告を行った。
参 加 者：約10名
成

果：

ミリャード・シューメーカー『愛と正義の構造--倫理の人間学的基盤--』を用いた議論に入るた
めの導入として、秋元グループ長より、同書で取り上げられる義務の概念についての説明があった。
義務には、完全義務・不完全義務・超義務という分け方がある。その中で、超義務というものは義
務を超えるものであるが、義務そのものではない。一方、不完全義務というものは、完全な義務（法
制度と結びついた義務）ではないが、ある種の義務が生じることをいう。まさに本研究会で取り上
げようとしている義務である。現代は義務を制度化しないと義務の議論がしづらくなっているとこ
ろがある。しかし法化やシステム化によって見えなくなってしまっている課題もいろいろ出てきて
いるというのも現代の特徴の１つである。見守り活動などもその１つの例である。見守り活動にお
いて、制度の視点からは見えなかったことを可視化させていくこと。当面の課題はこれである。
こうした説明を踏まえて、同書第一章の内容を踏まえて議論を行った。そこで主に問題となったこ
とは、「不完全性」ということの意味内容をどうとらえるかであった。

（3）第3回研究会
開 催 日：2014年7月31日（木）（理論研究会と共催）13：00 〜 15：00
場

所：東洋大学白山キャンパス 5306教室

内

容：門

美由紀（理論・歴史グループ

）研究員が、ミリャード・シューメーカー『愛と正義の構造--

倫理の人間学的基盤--』の第二章に関する報告を行った。
参 加 者：約15名
成

果：

今回の章では、主に3つのキーワードが挙げられた。それは、「一般的な互酬性」
「法的なものと道徳
的なものとを結びつける」「契約と黙約」である。このうち、とくに注目されたのは前二者である。
一般化された互酬性という関係から生ずる義務は、非常に現実的である一方で、実際、非常に不
確定である。一般化された互酬性が不確定であるのは、権利と義務の担い手を均衡のとれた形で
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明確化しえないからである。他方、一般化された互酬性が非常に現実的であるのは、現実の社会
での人と人との関わりが、かならずしも契約関係のように均衡のとれた関係だけで構成されてい
るわけではないからである。
制度の問題は一般的な互酬性では論じられない事柄として位置づけられてきた。しかし見守り
活動を制度として考えるためには、一般的な互酬性の部分を考えないわけにはいかない。つまり、
インフォーマルに行われているプラクティスとしての見守り（現実社会で行われている見守り）と、
フォーマルに制度化された見守りという２つのことを、まったくの別物として考えるのではなく、
つながりのあるものとして考えることが求められているのである。そうした方向での検討をすす
めていくために必要となるのは、
「法的なものと道徳的なものとを結びつける」ということである。
不完全な（＝制度化されていない）責任や義務の問題を制度とのかかわりで論じるためには、道
徳的なレベルの問題と法的なレベルの問題とをつなげて論じることが必要となるからである。一
般化された互酬性という概念を、そうした観点からあらためて検討し直すことが必要とされてい
るのではないか。ただし、このことは容易なことではない。道徳的なものと法的なものとを結び
つけるということが、「つなぐ」ということにとどまらないで、道徳的なもの（不完全な義務や責
任の問題）が法的なものに吸収されてしまうかもしれないからである。一般化された互酬性を再
検討する際には、こうした点にも注意を向けておく必要がある。

（4）第4回研究会
開 催 日：2014年10月25日（土）11：00 〜 13：00
場

所：東洋大学白山キャンパス 第四会議室

内

容：片桐正善（日本福祉教育専門学校

専任講師）が、ミリャード・シューメーカー『愛と正義の構

造--倫理の人間学的基盤--』の第三章に関する報告を行った。
参 加 者：12名
成

果：

法の議論と徳の議論は、完全義務と不完全義務の対応関係に連なる議論である。両者の間には、
理性が命ずることと法が命ずることとの関わりや重ね合わせが存在する。人間の完全性と他者の幸
福という目的に対し、それらがどう関わっているのか。理性の問題として論じることと、法の問題
として論じることとのつながりと違いを、社会福祉の観点から見守りという営みとの関わりで考え
てみること。当グループの当面の課題である。

（5）第5回研究会
開 催 日：2014年11月16日（日）16：30 〜 18：30
場

所：東洋大学白山キャンパス 第一会議室

参 加 者：約15名
内

容：前回に引き続き片桐正善（日本福祉教育専門学校専任講師）が、ミリャード・シューメーカー『愛
と正義の構造--倫理の人間学的基盤--』の第四章に関する報告を行った。

成

果：

倫理学の視点から義務や権利というものを捉えていくため、それらをまず理解していくという
作業が容易ではない。どうしても現実の世界の話というよりも、理論的な部分での議論が多かっ
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たように思える。しかし、本書を通して「見守り」の制度化という課題を考える際に、いくつか
の有益な視点を得られたことは確かである。
その一つは、第二章で行われた「一般的な互酬性」の問題である。本章では、一般化された互
酬性が道徳の世界の話として位置づけられているが、一般化された互酬性は、法的なものと道徳
的なものとをつなぐ可能性があると位置付ける。この、法的なものと道徳的なものとを結びつけ
るものが論点の一つになるのは確かである。
さらには、一般化された互酬性による権利・義務が法による保護を受ける事ができない主要な
理由の一つは、法的手続には誰が利害対立する当事者の役割を果たしているのかを立証する必要
があるのに、この関係では立証できない。この「立証が果たす機能」というものを今後議論して
いく必要があるだろう。これら「法的なものと道徳的なものとを結びつける」という点は、
「 制度化」
の問題と関連する。プラクティスとしての見守りと制度としての見守りという視点があるのでは
ないかという点は研究会の中でも出てきたが、制度としての見守りを考えようとする場合には、
「法
的なものと道徳的なものとを結びつける」、また道徳的なものをどこの範囲まで考えていくべきか
という議論も残されている。また、どのような次元で議論を行っていくかという点にも注意を払っ
ていく必要がある。

【その他】
「中間評価に向けた東洋大学福祉社会開発研究センター拡大研究フォーラム企画」
開 催 日：2015年3月28日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第一会議室

内

容：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員より、本センターの研究の共通枠組みについて報告した。

138



編集後記

◆編集後記◆

今年度も紀要「福祉社会開発研究」
（第7号）をお届けする運びとなりました。
本センターは第Ⅰ期研究期間（平成19年〜平成23年）を経て、平成25年7月からは、文部科学省「私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業」の採択を受け、第Ⅱ期の研究活動（平成25年〜平成29年）を展開しています。
今年度は第Ⅱ期の2年目となり、「高齢ユニット」
「障害ユニット」「子どもユニット」
、「理論・歴史グループ」の
研究活動も本格化してきました。今後は、センターの研究テーマに対して、それぞれのユニット・グループごとの
研究手法・分析方法の精度を高めつつ、各ユニット・グループが連携し、センター全体の研究テーマや研究課題に迫っ
ていくことが求められています。
本書に収録された諸論文は、各ユニット・グループの研究成果の一端であり、各ユニット・グループの研究内容
を相互理解するための重要な資料でもあります。
研究途上ではありますが、皆さまには是非ご一読いただき、忌憚のないご意見をお寄せいただきますようお願い
いたします。
最後になりましたが、本研究センターの研究活動にご協力いただいた多くの方々に、心より感謝申し上げますと
共に、今後とも、一層のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

2015年3月

子どもユニット ユニット長

森田明美

高齢ユニット

ユニット長

小林良二

障害ユニット

ユニット長

高山直樹

理論・歴史グループ グループ長 秋元美世
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【巻頭言】
『福祉社会開発研究』第8号 発行に寄せて

【巻頭言】

『福祉社会開発研究』第8号（第2期3号）発行によせて

東洋大学福祉社会開発研究センター長

森田 明美

東洋大学福祉社会開発研究センターの研究活動は、平成25年度から第2期目の5年間の研
究活動に入りました。
第1期の継承と発展という意味では、第1期で中越地震を経て、山古志村の復興という研究テー
マを抱えていた当センターでしたが、ちょうどⅠ期目が終了する前年の平成23年3月11日に東日
本大震災を経験することになり、平成25年度から開始することになった第2期の研究活動におい
ても、地域での生活困窮者を救済するというテーマとともに、またしても被災地域を視野に入
れることが求められることになったということには、とても深い連続性を感じざるを得ません。
つまり、Ⅰ期に始めた研究を継承発展させるという意味では、都市社会で暮らす人々へ福祉的
な課題の解決というテーマに加え、震災復興という大きなテーマを背負ったことになります。
この2期目の研究にあたって、私たちは研究の柱として地域で暮らす生活課題を抱える
人々の権利擁護の理論化を据えることにしました。現代社会では、家族責任による暮らし
の自立が一層強力に打ち出されており、その支援が受けられない人々は、地域に放置され、
またそこに多くの問題が集積する状況になっています。とりわけ高齢・障がい・子どもと
いう課題を抱えやすい人々が、貧困や災害を集中して背負いながら地域で暮らし続けるた
めの仕組みと支援方法の解明への期待に応じることは、社会福祉研究の喫緊の課題です。
そこで、研究の枠は高齢、障がい、子ども、理論とそれぞれをユニットとして、独自の責任に
おいて展開させていき、常にその実践や研究の成果を共通の議論に載せながら、公開シンポジウ
ムなどを開催し、
地域での暮らしを支援する新しい社会福祉実践を創造する研究を進めてきました。
また、その活動はアジア諸国とつながり、初年度にモンゴルと韓国からゲストを招きシンポジ
ウムを開催したことを皮切りに、
昨年度はモンゴルで開催された第３回子どもの権利アジアフォー
ラムで研究員が研究報告や交流を行い、今年度はインドネシアの子どもにやさしいまちづくりの
担当副大臣を招聘し取り組みに学ぶシンポジウムを開催しました。また東アジアで活躍する東洋
大学の大学院を修了した研究者を招き、院生の国際的な交流や、研究の国際化を進めています。
3年目の研究を進めるなかで、研究のつながりと重なりの部分はかなり見えてきました。
特に地域での暮らしを障がいやひとり親、高齢などの課題をかかえるそれぞれの市民が求め
る形で支援するための、社会福祉分野のコーディネーターの配置の必要性とその技術、方法、
システムの構築への研究が進められています。
子どもユニットは被災地支援において、これまでの研究を踏まえ、平成２６年度は厚生
労働省児童福祉問題調査研究事業「被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調
査研究事業（7802千円）」平成２７年度は厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業「被
災した子ども家庭を継続的に支援するための当事者参加型システム開発調査研究事業（8688
千円）」を受託することができました。この研究の受託によって、研究所の研究活動に被災
地のＮＰＯの人たちの支援活動がつながり、新しい被災地の子どもの権利を具体化するた
めの研究実践が展開することになりました。
幸いなことに今の当研究所には、日本の社会福祉分野で権利擁護を理論的、実践的にリー
ドする研究者を擁しています。常に地域で暮らす市民の権利の具体化という視点を明確に持
ち、地域での人々の暮らしを再生するために、どのような新しい実践を提案できるか、挑
戦的実践的な研究を展開させていきたいと考えています。
3年目の紀要でも、そうした視点に立つ挑戦的な論文が掲載されています。
本報告書から、地域社会が抱える問題の深さと広さ、そこで私たちが福祉社会の形成の
ために何を問題にしようとしているのかを読みとっていただけますと幸いです。
本センターのプロジェクトは5年計画の折り返しの年を迎えました。地域社会や、地域で
の暮らしを支援する福祉について興味や関心をもたれる関係各位の忌憚のないご批判、ご
教示を得つつ、今後の研究と実践の展開を進めたいと考えています。
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平成27年度福祉社会開発研究センター研究紀要

高齢者、障害者、子どもの社会的孤立に対応する
見守り支援・自立支援に関する総合的研究
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支援困難ケースを対象とするソーシャルワークに関する一考察／加山

弾

支援困難ケースを対象とするソーシャルワークに関する一考察
― 社会福祉協議会による実践をもとに ―
高齢ユニット ユニット長
東洋大学大学院福祉デザイン研究科 准教授

加山 弾
入れる環境づくりをすることなどの必要性から、「地域

キーワード： 支援困難ケース、社会福祉協議会、地域
を基盤としたソーシャルワーク、コミュ
ニティシャルソーシャルワーク

を基盤としたソーシャルワーク」やCSWが重要になっ
ている。
こうした問題背景から、本稿では、ソーシャルワー
クの観点にたち、第一に今日の支援困難な問題に対す

はじめに

る援助について若干の理論的なレビューを行ったのち、
第二に「支援困難ケース」の定義化を試みる。第三に

近年、個人間の所得・資産格差の拡大や少子高齢化

社会福祉協議会（以下、社協）における地域を基盤と

とともに、地域社会の閉塞状況も著しく進行し、個人・

したソーシャルワーク、ないしCSWを用いた対応結果

世帯が直面する生活問題は多様化・複合化・不可視化

をもとに一次的な分析を行い、第四に総合的な支援を

が進んでいる。それにしたがい、従来以上に総合的な

行う上での課題についての考察を行う。

ソーシャルワークの活用が、相談援助職者には要請さ

なお、筆者は地域性の異なる３つの社協（東京都千

れるようになっている。これに関する日本での方法論

代田区・千葉県柏市・栃木県日光市の各社協）の実務

の潮流としては、米国におけるジェネラリスト・ソー

者と共同研究を行っており、当面の結果を本稿のデー

シャルワークの流れを汲む「地域を基盤としたソーシャ

タソースとして用いることとする。これらの３社協に

ルワーク」、英国のバークレイ報告で提唱された「コミュ

は、現時点でCSWの体制を敷いているもの、そうでは

ニティソーシャルワーク」
（以下、CSW）を取り入れ

ないもの（CSWに準じる体制、つまり地区担当制、地

るものがあり、それらの理論化は国や自治体の政策化、

区ごとの相談窓口体制などを敷き、さらにCSW体制導

専門職配置および各事業の推進方法と密接に影響しつ

入の必要性について地域福祉活動計画に記述するなど

つ進められてきたものととらえられる（加山2015）。

して方針を示している）の違いがあるが、個別的に発

既存の福祉制度の枠組みでは把握や支援の困難な問

生する支援困難ケースに日々直面し、試行錯誤しなが

題が増幅していることから、より柔軟で開発的な実践

ら対応しているという点で共通する。

を展開すること、多問題世帯などの困難ケースに対す

本研究は、東洋大学福祉社会開発研究センターのプ

る個別的なアセスメントや介入を行うこと、公私の多

ロジェクトとして位置づけている。

様な主体によるチーム・アプローチをコーディネート
すること、そして脆弱化した地域コミュニティにおい
て要援護者に対する排除性を解消し、要援護者を受け
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ティスにおいて、まずはコミュニティ・アセスメントを

１．支援困難ケースの概念

通して社会問題を定義することの必要性を主張し、同様
のチャートを示している。

（１）マクロ・プラクティスにおける問題
の特定

マクロ・プラクティス1においては、制度や事業などの
既成の枠組みに拘泥されることなく、真に困難下にある人び
と、あるいは少数者の中の少数者（minority within a mi-

市区町村社協は、町内会・自治会、民生委員などの伝

norities）の小さな声にまで耳を傾け、その事情に即した支援

統的な地縁型のシステムを前提として、長年の間コミュ

のデザインが不可欠である。上のような議論をふまえ、本研

ニティ・オーガニゼーションやコミュニティワークを実

究においても、変容する問題群に即したアウトリーチや記録、
アセスメントの手法やツールの開発を重視している。

践する体制を堅持してきた。その援助過程において、問

（２）ミクロ・プラクティスとの接合

題をどうアセスメントするか／できるかは、個人に対す
る援助の場合と同様、地域への援助においても、援助の

他方、生活問題が個別化・潜在化していることに付

デザイン全体を規定しうるものである。その重要性と方

随して、個人・世帯に起る困難ケースにも、コミュニティ

法について、次のように議論されている。

全体に関わる問題と並行して取り組まなければならな

Netting et al.（1998：68-100）は、「コミュニティや

い。市区町村社協のような地域福祉の推進機関におい

組織に対するマクロ・レベルの介入は、問題を特定す

て、このための専門職を配置するなどして体制を強化

ることから始まる」と述べ、
「問題やターゲットとなる

している背景にはこのような状況がある。

住民に対する理解」についての一連の枠組みを提示し

CSWにおいては、
「個別支援」と「地域支援」を一体

ている。すなわち、①コミュニティ（組織）の状態の

的に展開することが要件とされるのであるが、そのため
には総合相談窓口を拠点とする相談機能、アウトリーチ、

特定、②状態、問題、機会を把握するための資料や情

アセスメント、ケアマネジメント、連絡・調整、ソーシャ

報の入手、③役立つデータの収集（公的なセンサスや

ル・アクションなど、各機能の拡充が不可欠といえる。

レポートなど）、④問題発生に関わる経緯や出来事など

ただ、このような個人に対する援助を従来のメゾ、

の歴史の特定、⑤問題解決の障壁となるものの特定、

マクロ・レベルの援助とは別個のものとして付加する

⑦地域の状態が問題と断定できるかどうかの判断を下

ことは現実的とは言えず、
「個を支える援助」「個を支

す、というものである。

える地域をつくる援助」
「地域福祉の基盤づくり」を有

Burghardt（2011：97-132）もまた、マクロ・プラク

機的なシステムとして機能させること、つまり「総合的」
な支援の実践が重要といえる（図１）2。

２．支援困難ケースへの概念
（１）支援困難ケースの発生理由
岩間（2014）は、支援困難な事例の発生要因を「個
人的要因」「社会的要因」「不適切な対応」に分類し、
その組み合わせから５つのアプローチの軸を提起して
いる（①「存在」を尊重する、②「社会関係」を活用
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複数発生するのが通常である。

３

を支える、⑤「変化」を支える） 。
筆者が取り組んでいる、 千代田区、 柏市、 日光市

３．研究チームによる支援困難ケース

との共同研究体制（以下、研究チーム）の検討にお
いても同様に、支援を困難にしている要因には以下

への対応（2014年度の分析結果）

の パ タ ー ン が あ る こ と を 指 摘 し て い る（加 山2015：
51）。
Ⅰ

制度外の問題であること

Ⅱ

問題が重複していること

Ⅲ

見守り・支援に関する障壁があること

（１）集計結果
研究チームによる支援困難ケースへの介入結果の分

① 情報共有の壁（見守れない）
② 介入拒否、セルフネグレクト（見守られたくない）

析は、まだ試行段階にあるものであるが、次の2点に

③ 住民の志向性・偏向性（見守りたくない）

特徴を置いて進めている。第一に多問題家族をアセス

Ⅳ

組織体制の問題があること

メントする上で、家族成員も各々を当事者としてとら
えた〈複線的なツール〉を用いること、第二にプロセ

（２）支援困難ケースの定義

スレコードやアセスメント・シートなどから1個〜数
個の〈中心問題〉、つまり当該ケースにおいてもっと

上の要因で発生する支援困難ケース群に対して、研

も優先度の高い問題を抽出していることである。前者

究チームでは、操作概念としてどのように規定し、実

は、ある成員（「本人」）を契機に介入しても、他の成

践へと反映しうるかを検討した。
なお、既往の研究において用いられる「支援困難事

員も別の問題を抱えている、もしくは「本人」との間

例」ではなく、「支援困難ケース」という呼称を充て

で問題が影響しあっていることが多いためである。た

るのは、事例分析において、文字通り当該の「個人」

とえば、虐待のある世帯では加虐待・被虐待双方を対

や「世帯」の〈ケース〉に焦点化するからであり、サー

象としている。後者は、複雑なケースと長期間かかわ

ビスシステムや提供組織の〈事例〉との区別を明確に

るうち、状況変化（入退院）があったり、情報の追加（離

しようとしている。

れて暮らす親族の存在が明らかとなるなど、徐々に状

検討の結果として、本研究チームでは、支援困難ケー

況が明らかなる）などが生じ、記録が煩雑になるから

スを以下の9点をもって定義することとした。まずは、

である。

当事者をめぐる状況に関わるものとして、①複数の問

個々のケースは、以下の項目ごとに情報を記録した。

題で構成されていること、②問題が繰り返されている
こと、③本人が生命の危機を認識していないこと、④
本人・家族などからの支援に対する拒否があること、
の4点である。さらに、支援側の対応として、⑤既存
の制度では対応できない問題であること、⑥1人のワー

a.

年代・性別・居住地区

b.

相談経路

c.

問題・ニーズ（ICF の構成要素を参照し、医療、

カーでは対応できない問題であること、⑦ケース会議

福祉、経済、居住、社会関係・参加など）

が緊急に開かれること、⑧支援の方針を立てても、実
践が不調であること、⑨複数回の訪問や協議を要する
こと、という5点である。これらの１つにでもあては
まれば支援困難ケースだと理解しているが、これらが
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d.

中心問題（c. からの特定）

e.

困難理由

f.

個別支援目標

g.

地域支援目標
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h.

サービス利用状況（フォーマル）

小数点がゼロの場合（たとえば、「2.0」
）は独居を意味

i.

サービス利用状況（インフォーマル）

している。

j.

家族状況（同居家族の有無・非同居家族の有

（２）主な対応例

無等）
k.

住環境

l.

収入・資産状況

全国の社協においてCSWや地域を基盤としたソー
シャルワークの導入が進み、総合相談窓口の設置（行
政区や校区ごとなど）やアウトリーチの強化などによ

m. 職・職歴
n.

近隣関係（町会加入有無・交友関係）

り、従来はキャッチできていなかったごみ屋敷、近隣

o.

交友関係（n. 以外）

トラブル、軽度障害者、ひきこもり、虐待、外国籍住

p.

ADL/IADL

民などを支援対象としてひろく把握できるようになっ

q.

趣味・特技

ている。

r.

ストレングス

s.

本人の希望

て以下A 〜 Dのようなものがあり、その多くは同一世

t.

その他

帯内の複合的な問題で構成されていた。なお、ケース

u.

支援結果（目標到達度等）

は70歳代が中心（50ケース中、28.0％）で、60歳代以上

研究チームで対応したものでも、代表的なものとし

を合計すると61.0％を占める。

表１は、2014年度に3社協で対応した支援困難ケー

以下、A 〜 Dの概要とケースの例を示す。

スの中から、前項の定義に照らして典型的だと思われ
る10ケースずつ、計30ケースを集めたものである（抜

Ａ．経済問題

粋）。上述したように、多問題世帯の場合の同居家族
のそれぞれの成員を当事者としてカウントする（複線

経済的搾取、債務問題（多重債務、債務整理）
、経済

化する）ため、合計すると50ケースとなっている。

的困窮、家計管理などの問題があり、生活保護や社協

なお、 ケースとの関わりの動機としては、 社協の

の生活福祉資金貸付事業などによる収入・資金確保が

通常業務として行う諸サービスや日常生活自立支援

必要となるほか、日常生活自立支援制度による金銭管

事業などにおいて関わったもの、または通報（本人、

理、就労支援なども必要である。また、健康や居住に

行政職員、地域包括支援センター職員、民生委員な

関する問題や社会的孤立などとの併発もみられるため、

どから）の受け付けがある。したがって、行政対応

日常的な見守り・支援などの総合的な対応が図られて

や医療機関、介護施設などが提供するサービスにつ

いる。なお、データは2014年度のものであるが、2015

なぐことで完結するニーズについてはここに含めて

年4月より生活困窮者自立支援制度も施行されているた

いない。

め、今後は選択肢に含められるものと考えられる。

〈複線的〉なデータとするためには、アセスメント・
シートを同居家族が並行して記録できる様式にしてい
る。ケースは匿名化し、表１のようにID＝世帯、小数
点＝成員としている。たとえば、ケースの1（1.1・1.2・1.3）
は3人同居世帯だが、それぞれが成員を表し、このケー
スだと「1.1」は本人、
「1.2」は息子、
「1.3」は孫である。
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ケース1.1・1.2・1.3

ケース16.1・16.2
80代の母と60代の息子の同居のケースで、民生

80代女性（本人）
、50代男性（息子）
、20代男性

委員から社協に通報があった。経済的困窮に加え

（孫）の三人同居世帯であるが、加虐待の孫は自閉

て住宅問題（居住困難なほど老朽化している）、息

症・ひきこもりがみられ、精神障害者保健福祉手

子の疾病（大腸がん）の問題も抱えている。転居

帳（1級）をすでに保有している。被虐待の本人は、

先確保の支援の結果、離れて暮らす次女宅に移り

在宅介護も要し、ホームヘルパー、デイサービス、

住むことが決まったものの、息子は死亡した。

福祉用具の利用がすでにあるほか、成年後見制度
の導入が検討されている。また、息子も精神障害
者保健福祉手帳（3級）をもち、低所得の上に浪費

ケース19.0

が大きく、今後は金銭管理の支援や就労支援が課

発達障害をもつ30代男性のケースである。かつ

題である。

て両親からの身体的・経済的虐待に遭っていたが、
今は両親と音信不通となり独居している。派遣の
仕事を解雇されている。債務整理、生活保護およ

Ｃ．障害

び自立支援医療の適用が検討されている。

障害に関しては、中途での視力喪失、知的障害、統
合失調症、うつ病、発達障害というケースが確認された
（疑いを含む）
。支援困難と判断される場合、個別制度の

Ｂ．虐待・DV

適用だけでは解決しないわけであり、やはり経済問題や
虐待・DVは地域包括支援センターからの通報が多

暴力などの問題を併発している。

い。被虐待者の保護に加え、加虐待者に対しても多職

ケース28.0

種との連携によりさまざまな角度からの防止策が必要
である。たとえば、加虐待においては精神科の措置入

うつ病の疑いのある40代の独居男性のケースで

院や通院、認知症検査など（保健師など）、傷害によ

ある。かつて自営業を営んでいたが倒産し、無収

る労役刑収監（警察署、検察庁）といった専門性の高

入となった。肝炎も患っている。妻子がいたが、

い介入が行われている。

妻とは離婚協議中で、子どもたちとも別居してい
る。知人・友人を頼りにできるほか、近隣に住む
医師が見守りをしている。今後は、保健師の訪問
および精神科の受診を促すことが検討されている。

Ｄ．支援拒否・セルフネグレクト
生命・健康を失う危険にあっても、支援者の働きか
けを拒むケースは多い。支援拒否のレベルには、日常的
な見守りや支援を拒否するものと、制度的サービスの利
用を拒否するもの、セルフネグレクト（ごみ屋敷や被虐
待など、心身を害する逼迫した状況下でも改善をしよう
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支援困難ケースを対象とするソーシャルワークに関する一考察／加山

としない）があることが見受けられる。

弾

近隣トラブルによる転居希望、統合失調症または認知
症の疑い、甥からの経済的搾取が問題となっている。

ケース6.0

現在、生活保護受給があり、今後は精神科受診を促し

70代男性のケースである。妻と死別し、一人暮

ていく方針であるが、地域支援を構想するにはいたっ

らしをしている。自宅はごみ屋敷に近く、同じ衣

ていない。また、ケース29.1・29.2・29.3（三人同居世

服を着続けておりきわめて不衛生であるが、改善

帯：本人70代男性、妻60代、娘40代）は、本人から妻

を望んでいない。年金収入があるほか、所有する

と娘への加虐待と認知症が疑われている。娘はさらに

不動産の賃料収入があるため、生活保護などの金

ひきこもり状態である。しかし、妻があらゆる支援を

銭的な支援には該当しない。社協職員との関係は

拒んでいる。このケースでは、保健師とともに介入し

良好なため、今後も本人の心情に丁寧に向きあい

て虐待の防止と娘のひきこもりへの支援、就労支援が

ながら、サロンへの参加などを促していくことを

企図されているが、やはり地域支援は予定されていな
い。ほぼすべてのケースで、このように個別支援のみ

計画している。

が検討されていることがわかった。
メゾ、マクロ・レベルでのソーシャルワークとして
は、地域組織化（当事者や一般住民の組織化や小地域

４．支援困難ケースに対する総合

ネットワーク活動）
、社会資源の連絡・調整のほか、政
策化・計画化といった手法があるのだが、個別支援の

的な実践の課題

発見・対応に比重を置くようになった半面、ミクロ・
メソッドにやや偏重しがちであることが、こうした問
他方において、理論上で強調されるようなソーシャ

題の誘因なのではないか。地域支援では、同様の問題

ルワークの統合的活用には課題を残す場合も多く、と

を持つ人を発見し支援するための仕組みづくり、孤立

りわけマクロ・プラクティスとの並行活用があまりで

者を受け入れる環境づくり、将来の担い手の育成など、

きていないという指摘が、現場からは寄せられる。個

予防の観点から地域に働きかけるものが求められよう。

資

表１の中でも、 ケース2.0は、 個別支援に取り組む

産 として保有してきた地縁型住民組織とのネットワー

と同時に地域支援を構想している例といえる。一人暮

クを、個別的な課題をもつ当事者への支援に活かし切

らし・80代女性であるが、視力喪失に伴う不安と外出

れていないという点が、重要な課題の一つなのである。

困難があるものの、介護保険のヘルパー以外の支援を

その理由はいくつか考えられるだろう。たとえば、

本人が拒否している。このケースでは、社協の有償ボ

別支援と地域支援のセットで言えば、本来、社協が

町内会・自治会の場合は、原則として住民（会員）の

ランティアなどのサービス利用を促すと同時に、地域

間で共有された問題の解決を前提としており、地域か

支援の取り組みとして新たに「買物タイム」（曜日・

ら孤立状態にある住民や非会員はターゲッティングが

時間を決め、数人誘いあってボランティアと一緒に買

困難である（結果として、一面的に「行政が制度的に

い物に行く）や、町会の夜警の音が聞こえたら家の窓

対応すべきことだ」と判断してしまいやすい）
。また、

を開けるという安否確認の導入を検討している。この

他の専門職や窓口にバトンタッチすることで完結して

ような個別支援＋地域支援の連動性とバランスを改善

しまうような場合も多い。この点に関しては、支援側

していくことが、これからの課題といえるだろう。

のアセスメントやプランニングの段階から、視点やス
キルが不足していることが課題である。

おわりに

表１の各ケースにおいても同様の傾向は顕著であっ
た。たとえば、ケース13.0（一人暮らし・80代男性）では、
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大橋謙策・白澤政和共編（2014）『地域包括ケアの実践と展望
―先進的地域の取り組みから学ぶ―』中央法規出版．

支援対象の多様化を受け、本稿では支援困難ケース
の定義化を図るとともに、３つの社協における対応例

1

についての一次的な分析を行った。

な お、 マ ク ロ 〜 ミ ク ロ・ プ ラ ク テ ィ ス と い う 概
念の用法については議論の余地があろう。本稿で

従来の制度事業ではカバーできない問題に目を向け、

は、アメリカで見られるようなコミュニティワー

より広範な対象を把握し、多様な主体で構成するネッ

クの展開フィールドをマクロとするとらえ方に倣

トワークによる支援、柔軟な手法による支援が行われ

い、個別的な支援のフィールドをミクロと位置づ

るようになった点では、地域を基盤としたソーシャル

ける。さらに、抽象度の高いこれらの概念に、町

ワーク、あるいはCSWの理論が標榜する実践像に向け

内会・自治会、民生委員、社協といった実体概念

た着実な進展を見ることができる。

を当てはめることには異論もあろうが、実態を論
ずる道具として、マクロ〜ミクロの概念を用いる。

しかし、対象把握、支援方法の統合化のいずれにお
2

いても、まだ課題が残されることも確認できた。生活

アメリカにおけるソーシャルワークの統合化の
議論は、1923年のミルフォード会議に端を発し、

上の困難を抱えた人は、あらゆる年齢層・所得層にい

1955年 の 全 米 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 協 会（NASW）

るのであり、幅広い住民層をターゲッティングできる

設立の際の分野別諸組織の統合・合体によって大

よう、援助職者には視点や手法の拡大に努めることが

きな転機を迎え、ジェネラリスト・ソーシャルワー

求められる。

クへと進展していくことが知られている（岩間・
原田2012：22）
。ただし、ソーシャルワークはその

本研究チームの次の課題として、ここまでの分析で

誕生以来、社会で生起する諸問題や社会運動の潮

考察したことをふまえ、実践の向上を図ること、さら

流に応じ、時代ごとに常に対応範囲を広げてきた

なる実践のデータを集積すること、またそれと同時に、

という経緯があった。証左として、
Richmond（1930）
の所説、 The Rhythm of Social Work

記録やアセスメントの手法・ツールを開発することな

がある。こ

れによれば、ソーシャルワークの誕生期である19

どがある。現時点では、本チームの取り組みは、他の

世紀末のCOS、セツルメント運動以降、ミルフォー

社協に対する応用可能性を評価できる段階にないが、

ド会議開催年の1923年に至るまで、ソーシャルワー

分析の精度を上げ、実践の質を高めていくことで、い

ク は ①individual betterment（ 個 人 レ ベ ル の 問 題

ずれ一般化していけるようにしたいと考えている。

の改善）、②organized service（調整されたサービ
ス）、③mass betterment（大衆レベルの問題の改

文献

善）、という問題カテゴリーに呼応しつつ、時間

Burghardt, Steve（2011）Macro Practice in Social Work for
the 21st Century, Sage Publication, Inc.
岩間伸之（2011）「地域を基盤としたソーシャルワークの特質
と機能」『ソーシャルワーク研究』145（37-1），相川書房．
岩間伸之（2014）『支援困難事例と向き合う―18事例から学ぶ
援助の視点と方法』中央法規出版．
岩間伸之・原田正樹（2012）『地域福祉援助をつかむ』有斐閣．
日本地域福祉研究所監修，中島修・菱沼幹男編（2010）
『コミュ
ニティソーシャルワークの理論と実践』中央法規出版．
加山弾（2010）「コミュニティ・オーガニゼーション理論生成
の系譜」『東洋大学社会学部紀要』（第47-1号），81―96．
Netting, F. Ellen, Kettner, Peter M. and McMurttry, Steven L.
（1998）Social Work Macro Practice, 2nd ed., Longman.
Stroup, Herbert Hewitt（1948）Social Work: An Introduction
to the ﬁeld, American Book company.

軸上を螺旋的に行き来しつつ発展してきたのだと
している（Stroup 1948：55）。
3

この上で、次の18の「支援困難事例」がカテゴラ
イズされている。①サービス拒否、②終末期、③
不穏、④近隣トラブル、⑤クレーマー、⑥軽度知
的障害者、⑦ゴミ屋敷、⑧共依存、⑨希死念慮、
⑩経済的虐待、⑪アルコール依存、⑫親族間対立、
⑬消費者被害、⑭ひきこもり、⑮身体拘束、⑯被
害妄想、⑰ネグレクト、⑱本人不在。

12
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障がい分野におけるパーソンセンタード（本人中心）アセスメントに
関する考察
― オーストラリアの取り組みを参考に ―

障害ユニット 研究支援者

木口 恵美子
（キ ー ワ ー ド） パ ー ソ ン セ ン タ ー ド、ア セ ス メ ン ト、

トを取り上げ、パーソンセンタードについて先進的な

障がい、オーストラリア

オーストラリアの取り組みを検討し、考察を行うこと
とする。

はじめに
Ⅰ パーソンセンタード（本人中心）
の先行研究

近年の障害者制度改革の流れの中で、2011年に「障
害者自立支援法」が改正されて「障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総
合支援法）」となり、2012年4月から、相談支援員はサー

（１）パーソンセンタードの起こりと広がり

ビス等利用計画を立てることが求められ、計画の作成
やモニタリングに対して、給付が伴うこととなった。

パーソンセンタードに関する研究について、国立情

このようなサービス等利用計画作成の必要性から相

報学研究所の文献データベースCiNii（サイニィ）を

談支援が重要とされることとなり、その中で「本人中

用いて論文検索を行った。「パーソンセンタード」を

心相談」、「本人中心アセスメント」、「本人中心支援計

検索用語として使用したところ、165件がヒットした。

画」など、「本人中心」を組み込んだという言葉が用

最 も 年 代 の 古 い も の は 心 理 学 分 野 の 論 文 で、 来

いられるようになっている（朝比奈、北野ら2013）1。

談 者 中 心 療 法 を 創 始 し た カ ー ル・ ロ ジ ャ ー ス（Carl

この「本人中心」という用語は、英語の「パーソン

Rogers.1902 〜 1987）らの取り組みを紹介したもので

センタード」の訳としても用いられており、障がい者

あ る（ 村 山 正 治、1974） 2。 坂 中（2015） に よ れ ば、

分野では「パーソンセンタード・プランニング」、高

日本における来談者中心療法の黎明期は1950年代で、

齢者分野では「パーソンセンタード・ケア」など、支

1960年 代 は 普 及 の 時 期、1970年 代 は 定 着 の 時 期 と し

援や介護や看護の場面で、人を中心とする考え方や関

ている3。

わり方が導入され、注目されている。

2000年代になると、 認知症高齢者ケアのためにイ

障がい者の相談支援における「本人中心」への着目

ギ リ ス の 心 理 学 者 ト ム・ キ ッ ト ウ ッ ド が 提 唱 し た

は、制度を運用する上で大切な視点を示していると思

「パーソン・センタード・ケア」の考え方や、その実

われるが、障害者総合支援法の中で必ずしも十分とは

践のための認知症ケアマッピング（DMC:

言えず、更なる検討が必要である。

Care Mapping）法の導入に関する報告がある（下山、

Dementia

そのため本稿では、まずパーソンセンタードの先行

2004）4。 そ の 後、2005年 に は キ ッ ト ウ ッ ド の 著 書 も

研究を通してその起こりと広がりを確認した上で、近

翻訳され、継続して認知症ケアにパーソン・センター

年の日本の障害者領域における本人中心のアセスメン

ド・ケアを取り入れた実践的研究が多数行われてい

13



東洋大学／福祉社会開発研究

8号（2016年3月）

る5 （水野2005、村田2006など）6。

害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報

また、障がいの領域では、アメリカカリフォルニア

の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及

州のパーソンセンタード・アプローチの実践事例が紹

び第29条の2項に規定する指定障害者福祉サービス事業

介され（田川2004）7、続いて、長年障害者の権利擁護

者等との連絡調整（サービス利用支援及び継続サービ

活動や家族支援に携わってきたジョン・オブライエン

ス利用支援に関するものを除く。）その他の厚生労働省

を創始者とするパーソンセンタード・プランニング

令で定める便宜を総合的に供与することをいう。」（第5

を体系的にまとめた書物が翻訳された（中園ら2005・

条18）と明記されている。

2007）8。実践現場においても、知的障がい者施設職員

この「基本相談支援」をベースとして、
「地域相談支援」

の全国大会の分科会のテーマとしても取り上げられる
など、着目されることとなった9。その後も実践研究

は、主に長期入所、入院者の地域移行と地域定着のた

として、知的障がい者の地域生活支援における取組（古

めのケアプランの作成や緊急時対応を行い、「計画相談

10

井2007，2009） などが報告されている

支援」は、サービス利用支援や継続サービス利用支援
を行うことと位置付けられている。
そして、基本相談支援と計画相談支援を行う事業所

（２）障がい分野における「本人中心」の
先行研究

が特定支援事業所で、この事業所等が作成したサービ
ス等利用計画案が、サービスの支給決定において重要

障がいの分野では、具体的なパーソンセンタードの

であると共に、障害福祉サービスを希望する者はすべ

導入の以前から「本人中心」という表現が使われてお

て、サービス等利用計画とモニタリング必要となった。

り、松友（1998）は、本人主体の議論の中で「本人中

このような制度的な背景を受けて、質の高い相談支援

心主義」という表現を用いている11。

が喫緊の課題となり、朝比奈・北野らは「どのような障

また、先に述べたように、近年では制度に位置付け

害者であってもその可能性の実現と、社会参加・参画が

られた相談支援に「本人中心」を据える試みがなされ

可能なインクルーシブな社会を構想する相談支援のあり

ている他、成年後見制度の見直しや意思決定支援に関

方を、本人中心相談支援（＝相談支援）と呼び、本人が

心が高まる中で、法律の分野でも「本人中心主義」に

中心となって一緒に立てる計画を、
本人中心計画（＝サー

着目したものも見られる（菅2013）12。

ビス等利用計画）と呼ぶ」13と述べ、本人中心相談支援

次に、障害者総合支援法における相談支援を確認す

を次のように定義づけている。

ることとする。

必要な情報とその経験の広がりへの支援と、本人の自己
決定・自己選択への支援をふまえて、本人の市民としての

Ⅱ 障害者総合支援法における相談
支援と本人中心アセスメント

豊かな選択肢（参加と役割）に基づく希望と目標をアセス
メントし、それに必要な支援サービスを作りだすために、
本人と支援関係者それぞれの役割を踏まえた計画（本人中
心計画）を本人中心計画会議で共に創出し、不足するサー

（１）障害者総合支援法における相談支援

ビス等については、共に開発及び権利擁護（アドボカシー）
障害者総合支援法の中で、相談支援は、
「基本相談支

等を行い、さらに、その後のモニタリングや社会参加・関

援」、「地域相談支援」、「計画相談支援」と記されてい

係の改善・調整等を行う、一定の権限と方法と手続きに基

る。基本相談支援は、「地域の障害者等の福祉に関する

づく活動とそのプロセス。

各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障

14



障がい分野におけるパーソンセンタード（本人中心）アセスメントに関する考察／木口

恵美子

ていくのであるが、上記の3領域に整理するのは、本人

（２）本人中心アセスメント

の夢や希望が、「リアリティーのない世界に拡散してゆ
くことを防ぐため」17だとする。

次に本人中心のアセスメントについては、
「本人の実
現したい希望や、本人の市民としての社会参加や役割を

次に、オーストラリアNSW州における障害者制度改

支援するために、本人と家族と支援者等のこれまでの関

革とその理念であるパーソンセンタード・アプローチ

係性と、現在の相互の関係性を共通理解・共感する、一

について確認する。

14

連の評価・分析の手続き」 と定義している。
そこで大事なことは、
「影響力のある家族や支援者の、

Ⅲ

障碍者本人との関係性における一般的な理解力や技能よ
りも、現在の本人の3領域（暮らしの場、日中活動、余

オーストラリアNSW州におけ
る障害者制度改革

暇遊び）の関係性における本人の自己表現・自己表出の
あり方をアセスメントすること」15であり、アセスメン

（１） オーストラリアの全国障害保険計
画（National Disability Insurance
Scheme）18

トは「本人の希望や目標に向かって、それぞれの領域で
どのような支援がどれだけ必要なのかを計るためであっ
て、できないことを明確にするためではありません」16
と述べている。
そして、本人中心アセスメントでは、家族や支援者

①NDISの概要

の思いが本人の希望にすり替えられることの無いよう
に、本人なりの表現から浮かぶ本人の希望と、それを

オーストラリア連邦政府は、2010年以降障害者の保

支援者がどのように理解し判断しているか、また、家

険制度改革に乗り出し、2013年3月の連邦政府の国会を

族や支援者が本人にとって良いと思うことは何かを区

経て、
National Disability Insurance Scheme Act 2013
（全

別して把握することが肝要だとする。（資料１）

国障害保険計画法2013）を制定し、全国障害保険計画
（National Disability Insurance Scheme以下NDIS）とし

さらに、福祉の支援者は、本人と影響を分け合う対

て制度化することとなった。

等の関係にはならないことを忘れてはならず、また、
その支援がなければ生活に支障をきたす場合には、支

法律は国連の障害者権利条約に基づくことが明言さ

援者は特に強い影響を持つが、影響に無自覚な場合は

れ、主な目的は、障がいを持つ人の自立と社会および

パターナリズムに陥りやすく、その危険を回避するた

経済への参加の支援、早期介入、選択と管理、全国的

めに本人中心のアセスメントが必要なのであって、強

に一貫した支援へのアクセスや支援計画、インクルー

い影響力を持つ者だけではなく、本人が望む人も交え

ジョンの最大化などである。
対象者は、利用開始段階で65歳以下の障害を持つオー

てアセスメントが行われる必要があるとする。

ストラリア市民、永住者である。

会議のために本人と支援者等にヒアリングをして作
成した本人中心アセスメントシートを用いて、本人中

②NDISの特徴

心支援計画会議が開催され、本人の望みや希望を、
「暮
らし」、「日中活動」、「余暇」の３つの領域における生

制度改革の大きな特徴は、これまで行政から障害者

活目標として明確にし、具体的な実行課題を設定して、

専門のサービス事業所に支払われてきた、塊としての

家族や支援者を含めた役割を明確にして計画を作成し

15
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予算（block funding）から、個々の障害者に対する個

②政策におけるパーソンセンタード・アプ

別化された予算（individualized funding）への転換であ

ローチ

る。その背景には、サービス提供者が、サービスの利
行政の施策に盛り込まれたパーソンセンタード・ア

用者である障害を持つ人より、行政を重視するという

プローチには、それまでの、障がい者本人や家族たち

問題点などがあった。
オーストラリア国内で、ニューサウスウェールズ州

がサービスに合わせることから、障害を持つ人や家族

は独自に障害者制度改革を実施し、国の制度改革と調

のニーズに合わせて障害者サービスが提供されること

和しつつ牽引する役割を担っているので、次にニュー

への転換の意味が込められている。その具体的な方法

サウスウェールズ州の障害者サービス改革の取り組み

として州は、障害を持つ人や家族がサービスの意思決

を見ることとする。

定者となり、選択と管理の幅を広げる方法の一つとし
て「個別予算」と、個人が予算を受給して管理するダ
イレクト・ペイメントの方向性を打ち出したのである。

（２）NSW州における障害者制度改革19

州が作成したダイレクト・ペイメントハンドブック
の中で、パーソンセンタード・アプローチは「障害を
持つ人と共に行う支援と作業の方法の一つであり、す

①「共に強く（Stronger Together）
」

べての計画、予算、支援とサービス調整において重要
NSW州は,2006年からの10年間で,「共に強く（Stronger

であることを確認する」と説明され、同様にパーソン

Together）」という障害者制度改革を進めている最中

センタード・プランニングは、「支援とサービス調整の

で、2006年からの5年間は、①家族の強化、②コミュニ

決定を行う際に障害を持つ人を中心に据えた計画のプ

ティインクルージョンの促進、③システムの能力と説

ロセス」と説明されている。しかし、ダイレクト・ペ

明責任の促進の3点に焦点が当てられた。2011年からの

イメントハンドブックには、制度の利用方法は示され

5年 間 は、「 共 に 強 く2（Stronger Together 2）
：ST2 」

ても、具体的な支援方法などは示されてはいない。
そこで、筆者が受講している、シドニー大学障害学

と名付けられ、第1段階の更なる発展と維持に加えて、
①パーソンセンタード・アプローチ（Person-centered

センターが開発した地域サービスのためのパーソンセ

approaches）、②生涯にわたる取り組み、③大規模施設

ンタード・アプローチ21のテキストの中からアセスメン

の閉鎖20、④適切なシステムに焦点が当てられている。

トに着目して見ていくことにする。

NSW州の改革も将来的には国のNDISとの統合が想定
され、改革の特徴の一つが個人予算の推進であり、パー

Ⅳ パーソンセンタード・アプローチ
におけるアセスメント

ソンセンタード・アプローチの一つの具体的な方法と
してダイレクト・ペイメントが示され、その実施に伴
う意思決定や予算管理の支援の検討や広報活動などが
行われている。次にST2の中で示されたパーソンセン

（１）パーソンセンタードの本質と特徴

タード・アプローチについて確認する。

①パーソンセンタードの本質

16
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パーソンセンタードの源流は、心理学者のロジャー

そして、パーソンセンタードの特徴は、①人に焦点

スが創始した「来談者中心療法」に源流があり、来談

を当てる、②選好をベースとした管理実践、③高度な

者中心療法は、
「無条件の肯定的関心」と「共感的理解」

個別化、④全ての決定への参加、⑤夢、希望、ニーズ

を重視している。

に焦点を当てた活動、サービス、支援である。

障害分野におけるパーソンセンタード・プランニン
グ は、1960年 代 に ベ ン ク ト・ ニ ィ リ エ（Bengt Nirje

（２）パーソンセンタードにおけるアセス
メント

1924 〜 2006）が提唱した「ノーマライゼーション」や、
1970年代のヴォルヘンスベルガー（W. Wolfensberger
1934 〜 2011）による「ソーシャルロールバロリゼー

①パーソンセンタード・アセスメント

ション」
、1980年代のロバート・シャーロック（Robert
Schalock）らによる「生活の質」といった障害運動の

知能テストに代表されるアセスメントは、長年障害

展開の中に位置づけられ、1979から1992年にかけて形

を持つ人の機会の制限に用いられてきたという問題や、

成された。その後、障害運動は1990年代の自己決定、

障害当事者からは、評価され続けていることや、本人

2000年代のパーソナライゼーション（個別化）等のムー

を含めずに本人についての評価がなされること、また、

ブメントを経て2006年の国連障害者の権利条約へと至

新たなプログラムに参加するたびに、依然と障害があ

ることとなる。

ることを証明するためにアセスメントが用いられてき

パーソンセンタード・プランニングの創始者である、

たことなどが指摘されている。

ジョン・オブライアン（John O'Brien）は、パーソンセ

そのような課題を受け、パーソンセンタード・アセ

ンタードの本質は、
「どうすれば、この障害を持つ人が、

スメントは、診断ではないことや計画のプロセスの中

通常の地域生活の中に価値ある友人として、貢献する

で現れた、個人のわずかな一場面にすぎないことを理

市民として現れることができるか」という、基本的な

解した上で、①生活の質を高め、地域へのインクルー

問いに集約されると認識を示し、トンプソンらは、パー

ジョンの達成に役立つこと、②本人が可能な限り参加

ソンセンタードの基本を端的に示す言葉として、「声」、

すること、③アセスメントを行う理由とその結果を本

「選択」
、「コントロール」の3つをあげ、それらは、彼

人に伝えることが、考えられなければならない。

らを人生の中心に据えることを可能にすると意味づけ

また、本人のストレングスに基づくエンパワーメン

ている。

トアプローチを用いて、障害を持つ人の希望や願望を
探り、現実的な達成可能な目標を設定することが重要

②パーソンセンタードの特徴

である。例えば家を離れて暮らしたいという人に必要
パーソンセンタードの実践は、障害を持つ人のため

なアセスメントは、必要なサポートや適した住まいに

に何かを行うというという発想から、障害を持つ人を

焦点が当てられるべきであり、支援の可能性のある家

プロセスや活動などすべての側面において仲間・パー

族、友人、近隣住人を含むサポートネットワークに着

トナーとして迎えるという発想への転換を意味してお

目する。そのため、サポートネットワークを含むグルー

り、家庭、職場、家族や親族の集まり、友人、余暇、

プのアセスメントを行うことも重要である。

社会活動などすべての社会生活の側面における参加を

最後に、障害学センターが開発しているI-CANという

求めている。

サポートニーズのアセスメントツールを紹介する。
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②I-CAN

なシートを用いて、本人が最近の気持ちや健康状態を
本人が主観的に評価し、さらに自分について、選好、知っ

I-CAN（Instrument for the Classification &

ておいてほしいこと、望む支援、目標、現在の生活状

Assessment of Support Needsの 略 ） は、 コ ン ピ ュ ー

況などを聞き取っていく。個人が記入することも支援

ターベースの、ICFの概念を用いたサポートニーズのア

者と協力して記入することも可能である。

セスメントツールで、1998年に首都キャンベラで、知
的障害者の予算ニーズのアセスメントツールとして、
Supports Classiﬁcation and Assesment of Needの計画

Ⅴ まとめと考察

が始まったことを受け、2002年からシドニー大学と国
立リハビリテーションセンターが共同で開発を進めて

近年日本で注目されているパーソンセンタードに関

きたものである。

する先行研究と、主に障害分野での取り組みついて、

詳細な内容はふれないが、本人の希望や目標に焦点を

アセスメントに着目して日本とオーストラリアのアプ

当てており、その領域は健康とウェルビーング、活動と参加

ローチを確認してきた。

に即している（図１）。

まず、パーソンセンタード・アプローチは心理学者
ロジャースによって提唱され、高齢、障害分野へとパー
ソンセンタードという考え方が広がってきた。パーソ
ンセンタードは「本人中心」と訳されることが多いが、
日本の障害分野では「本人中心」という用語が「本人
主体」の議論と共にあった。
近年、日本では障害者制度改革の中で障害者総合支
援法に相談支援が位置づけられ、サービス等利用計画
の作成が必須となったことから、質の高い計画作成の
ために「本人中心相談」や「本人中心アセスメント」
という考え方を積極的に取り入れ、制度と結びつけよ
うとしている。

図１ I − CAN の領域

一方海外に目を向けると、オーストラリアNSW州の

実施に当たっては、訓練を受けたI-CANファシリテー

障害者制度改革では、パーソンセンタード・アプロー

ターがアセスメント会議を実施して聞き取りを行う。

チが予算の流れを変える大きな制度改革のメルクマー

ファシリテーターの研修では、できないことではなく

ルとなっており、予算決定のためのサポートニーズア

て支援を受ければできること、どのような支援やサー

セスメントの開発が進められていた。また、パーソン

ビスが望ましいかに焦点を当てることや、抽象的で曖

センタードを正しく理解し、実際に支援につなげるた

昧な表現を避けた具体的な記録方法、本人の希望は例

めの人材育成に用いられるテキストでは、障害分野に

え達成が難しいと思えても記録すること、本人の言葉

おけるパーソンセンタードは、これまでの障害を持つ

を用いて記録すること等を学ぶ。

人のために行うという発想から、共に行うという発想
への転換と共に、障害を持つ人のすべての社会生活へ

資料2は導入用のワークシートである。資料3のよう
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障がい分野におけるパーソンセンタード（本人中心）アセスメントに関する考察／木口

恵美子

三つ目は、アセスメントにおける関係性である。日

の参加を求めていることが協調されていた。

本では、本人と家族や支援者等の過去と現在の関係性

上記のことからいくつか考察を試みると、一つ目は、
本人中心やパーソンセンタードが着目される背景であ

の共通理解を求めると共に、本人の家族や支援者の希

る。日本とオーストラリアは共に障害者制度改革を背

望の違いを把握することが肝要だとしているように、

景に本人中心やパーソンセンタードに着目しているが、

本人と本人以外の人との関係性を重視している。オー

日本の障害者総合支援法は、違憲とされた自立支援法

ストラリアのアセスメントも、家族や支援者を交えた

の枠組みを変えず、また障害当事者が正当な話し合いに

グループアセスメントを想定しているが、家族という

よって示した新しい法律の骨格提言を盛り込むことな

理由でアセスメントに参加するのではなく、支援の可

く行政が強引に推し進めた結果成立したことを忘れて

能性を持つ人としてアセスメントに参加を求めている。

はならず、いわば既存の枠組みの中で、支援者が相談

本人を中心として本人の希望に焦点を当てる時に、支

支援及び計画作成を行う上で本人中心を強調している

援の可能性があれば、家族が果たしてきたこれまでの

ことに対し、オーストラリアにおける制度改革は、障

役割や葛藤を理解した上で、支援の仲間として位置付

害当事者や家族が個別化された予算を受け取ってサー

け直すことが考えられても良いのではないだろうか。

ビスを購入するダイレクト・ペイメントの導入のよう

本稿では、本人の主体性についての考察を深めるこ

な、予算の枠組みや流れを変えるダイナミズムを含ん

とはできなかったので、今後の課題としたい。また、

でおり、そのような文脈においてパーソンセンタード

今後もオーストラリアの制度改革の進展に着目しつつ、

は、既存のサービスのみならず、より個別化されたサー

パーソンセンタードの実際を学んでいきたい。

ビスを活用して個人が望む生活を作る仕組みにおいて、
さらに内容が深まることが期待される。
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日本における協同組合思想の導入の背景／越前

聡美

日本における協同組合思想の導入の背景
―産業組合法成立前後に焦点を当てて―
理論歴史グループ リサーチアシスタント
東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科博士後期課程

越前 聡美
較しながら、当時の社会状況も踏まえつつ日本におけ

キーワード：協同組合、ドイツの影響、産業組合法

る協同組合の捉え方の特質の一端を探ってみたい。

１．研究目的
２．昭和初期の欧米消費組合について
2000年の社会福祉法成立以後、日本の社会福祉は地
域福祉の推進が大きな柱となっている。個人がバラバ

（１）近代協同組合の創始としてのロッジ
デール

ラになった社会は孤立、孤独、不安、ゆきづまりといっ
た課題が生じ、代わって未来への可能性として関係性、
共同性、結びつき、コミュニティそして共同体といっ

イギリスにおける産業革命時期の生産力は非常に大

た言葉が使われている。そこでは地域住民は互いに協

きいものであったが、他方で労働者階級は依然として

力をし、積極的に住民に対して関わることが求められ

失業と賃金引き下げの脅威にさらされていた。イギリ

ている。しかしながら、地域における相互の助け合い

スにおける初期の協同組合は、組合員からの出資金に

は今に始まったものではない。その一つに協同組合を

加え、1793年「友愛組合法」制定によって台頭してき

挙げることができる。日本において協同組合は1900年

た友愛組合からの援助、またジェントリーからの寄付

の産業組合法に基づいて広く浸透し、時代や社会背景

金などによって運営されていた。その意味で、労働者

の相違があるものの現在まで引き継がれている。

階級による自助的な性格と富裕階級による慈善事業的

かつて柳田国男は、協同組合は欧米と日本で異なっ

な性格を共に有していた（江里口

た歴史を持っているとし、欧米とくにイギリスでは「私

1999：36）ⅰ。

イギリスの19世紀後半における協同組合運動を特徴

人の結合協力に由りて」自然発生的に生成したが、日

づけた消費者組合と生産者組合との2つが本格的に現れ

本では「国家権力の発動に依り」協同組合が形成され

たのは、オーウェン主義とチャーチィズムという2つの

たことを指摘している。

歴史的画期をくぐりぬけた後である。消費者組合運動

現状に見合った共生社会を模索している今日、協同

が本格的に始動するのは「ロッチデール先駆者組合」ⅱ

組合（第二次世界大戦前までは産業組合との名称が一

の成功によってであった。先駆者組合の成功を促した

般的であった）の思想が西欧から導入される過程でど

のは、後に「ロッジデール原則」と呼ばれるようになっ

のような議論展開がなされたのであろうか。

た以下の8原則が注目されている。

本稿では、産業組合法成立前後の欧米の状況とも比
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イギリスには産業組合法によって設立した協同組合

①

組合員1人につき1票による民主的運営

②

自由加入制

の種類は極めて多い。1937年の「王室文書局」の発表

③

利子の固定

によれば、1934年における消費組合（1,160）、生産組合

④

購買高配当

⑤

現金主義

⑥

品質主義

険組合1等）、土地購買組合（14）
、抵当組合（18）、家

⑦

協同組合の原則の教育

屋組合（325）、土地家屋組合その他（16）。農漁村協同

⑧

政治上の中立性

組合としては、農業用品購買組合（296）、販売組合（230）、

（119）、諸クラブ、銀行並貸付組合、其の他用務組合（保

漁民商業組合（47）、信用組合（4）、農業開発組合、小

（江里口 1999：38の文献を基に筆者作成）

保有地並分業地組合（618）その他用務組合（75）と多

その他、重要なものとして、ロッジデール公正先駆

岐にわたっていることがわかる（協調会 1937：268）。

者組合の「趣意書」と呼ばれるものがある。その中の「規

また、1938年の『労働年鑑』の中で、イギリスの消費

則と目的」（1844年規約）の第一条の内容は、協同組合

組合はイギリス全小売商業の9 〜 15％を占めていた。

の目的と計画は、1人1ポンドの出資金で十分な額の資

つまり、ロッジデールの流れからイギリスでは多岐

本を調達することにより、組合員の金銭的利益と社会

にわたって協同組合が存続していたことがみてとれる。

的および家庭的状態の改善のための制度を形成するこ

このことは、コミュニティと協同組合の関係を「多元

とにあった。

的関係」という視点から捉えていたロッジデールの流

先駆者達がロッジデールのコミュニティとその住民

れを汲みながらも、それぞれが人々の生活と密接に関

に向けて「組合員の金銭的利益」の実現のための店舗

係していたと考えられる。

開設、「組合員の社会的および家庭的状態の改善」のた

これらの視点を現代と結びつけて考えてみると、か

めに失業と低賃金に代わる仕事と雇用の創出、それに

つてコミュニティと協同組合の関係性を多元的関係と

生活の基盤たる住宅の建設あるいは確保を優先課題と

捉えていたイギリスの協同組合を通して、現代におい

して取り組むことを提案し公言したものであった。こ

ても議論が継続されている地域内での人々との助け合

の提案は協同組合運動における一つの重要なターニン

いにおけるコミュニティ間との助け合いによる義務や

グポイントを示唆している（中川 2002：56-57）。

責任、権利関係といったものを検討することができる

中川は、1830年代のオーウェン主義協同組合運動は

のではないだろうか。コミュニティと協同組合の関係

「コミュニティと協同組合の関係」を「一体的関係」と

性を考察していくことは、ひいては助け合いというも

みなしていたのに対し、
（ロッジデール）先駆者達は

のを社会的な関係の中でどのように位置付けていくの

それらの関係を「多元的関係」―サービス組織的機能

かという視点を考える余地があるように思える。

と相互扶助組織的機能を協同組合がそこで存続するコ

（３）昭和初期のアメリカの状況

ミュニティにおいて存続し、さらに統治・教育組織的
機能を協同組合のなかに取り組んでコミュニティと関

アメリカの場合、農民の販売購買組合が多くの地方

係していく状態―とみなすようになったのではないか

に発達していたが消費組合はほとんど発達していな

（中川 2002：58）と示唆している。

かった。しかし、1929年の恐慌の影響で資本主義の矛
盾がアメリカにおいても深刻になって以降、協同組合

（２）昭和初期のイギリスの状況から見え
てくるもの

運動の発達は本格的となったとされている。
また、全国的に自主的医療組合が増加していったが、
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それは人々が国家制度による保険施設（原文ママ）を

たとされている。これは貸付金保護保険の問題の研究

好まない傾向にあった点も関係している。医療組合に

結果として生まれたものであった。貸付金保護保険は、

よる医療の社会化は、国民的傾向に合致している。ルー

信用組合の借主の生命を保険し（原文ママ）、これによっ

ズベルトはアメリカにおける消費組合の発達を助成す

てたとえ借主が残額未払いのまま死亡しても、物件も

るために、1935年の産業復興法に基づき全国復興局内

しくは家産を以て負債残額を返済する必要がないとし

に特別消費者部門を設けた。当時のアメリカにおける

た。この保険は第一には信用組合を保護し、第二には

協同組合統計は以下のとおりである（協調会

死亡者の財産を保護するといった内容である（Ｎ.バレー

1937：

1938：248）。

277-279）。

消費組合数
上記の組合員数
上記の従業員

そもそもアメリカの協同組合の歴史的変遷を概観す

1934年

1935年

1,498

1,513

ると、1810年代には牛乳農等が協同販売を企て1841年

500,000

747,870

から51年間の間に農産物の協同販売を組織したという

4,494

4,539

記録がある（山本 1939：19）。
アメリカでは、都市協同組合の発達というよりかは、

（『労働年鑑昭和12年版合衆国協同組合統計』を一部抜粋）

農業協同組合や協同保険の発達という点に特徴があっ
しかしながら、アメリカでは農村協同組合がかなり

たと考えられる。

発達していたことが以下から読みとれる。

このような欧米の状況下の中で、日本はどのような
状況であったのであろうか。

農民・販売購買組合
組合数

10,700

穀物販売組合

3,125

酪農組合

2,300

２．昭和初期の日本の状況

家畜販売組合

1,197

果実及野菜販売組合

1,082

購買組合

1,907

綿花販売組合

305

その他 組合

785

組合員数

3,280,000

の組合員数は前年の14,816に加えて15,026組合となる。

事業高

1,530,000

農業関係者は、毎年第1位を占めて7割程度その組合員

（１）消費組合について
当時の日本の状況を概観すると、1936年の産業組合

（『労働年鑑昭和12年版』の一部内容抜粋）

数も70％を占め産業組合員たる農業者は全国農家戸数
の69％になる。これに対し、俸給生活者、賃銀労働者

農業購買組合は48州中45州に存在しており、組合員

等は毎年増加しつつあるが、1割程度に過ぎない。これ

に対して生産用品の販売事業を主に行っていたが、そ

らの状況から、日本の産業組合は農村産業組合と言わ

の後は食料品雑貨、家具金物、衣類の消費用品なども

れる根拠がここにある（協調会

扱い始めた。また相互保険組合は約1,900組合があり、

日本での消費組合設立の動機は、イギリスにおける

生命、暴風、自動車、家畜等の保険を行っていた。

消費組合運動を実際に観察した馬場によって、消費組

一例として、ウイスコンシン州の相互生命保険法

合の具体的方法が導入された。それが一部の知識階級

に基づいて、1935年5月ウイスコンシン州マジソンに
cuna

1936：150）。

の間に受け入れて具現化されたものであった（奥谷

相互組合が結成されることによって、アメリカ

1930：102）。

合衆国には協同組合保険の有望なる形態が産み出され
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日本における消費組合の発生は、他の国におけるそ

日本における産業組合法ⅴ制定の事情は、西欧におけ

れとは異なり、市民の消費組合が先に起こり、労働者

る先進国の如く、既に成立したところの協同組合に対

消費組合の発生はそれよりも遥かに遅れ、且つそれは

してこれを保護すべき目的のためではなく、この法律

極めて脆弱にして恒常的発展は極めて困難な状態に

の制定により新たに協同組合を創設するためのもので

あった（奥谷 1937：102）とされる。

あった。奥谷の見解は、協同組合をそれ自体独立的な

そもそも労働者消費組合は、高野房太郎、片山潜等

ものではなくて、政治的権力の経済政策を具体化する

によって労働組合期成会が設立され、その指導下にあっ

政策機関としてみるべきである（奥谷

た労働組合運動を基礎として成立したという経緯があ

いうものであった。

る（奥谷 1937：105）。

1937：247）と

また佐藤も述べているように、個人主義ではなく、

それらに加えここで課題として挙げられる点は、産業

明治期の政府の農村維持・強化方針を背景とした共同

組合法は1900年（明治33年）に制定されたが、産業組合

体重視の産業組合法に則って成立されたものである（佐

法発布以前の各種協同組合の諸状態は、その構成要素の

藤 2010：17）。

脆弱なる産業及び経済状態に対して、自助的に発展し得

産業組合法の設立前には以下のようなやりとりが行

る基礎を確立していない（奥谷 1937：106）という点

われていた。

である。一方、新潟県では市民の消費組合運動が、産業

産業組合法案の作成に大きく関わった人物に明治・

組合法以前に設立しており、それらは活発的であったと

大正期の官僚であり政治家の平田東助を挙げることが

いう実態も忘れてはならないⅲ。労働組合、協同組合、

できる。平田が留学していた当時のドイツは、1871年

友愛組合などの中間団体による「団体的自助」を主軸と

の普仏戦争の勝利によってプロシアを中心にドイツが

した社会改革構想を有していたウェッブらも高橋九郎が

形成され、金融制度の整備、交通網の整備、電気事業

ⅳ

関わったこの新潟の消費組合を視察している 。ウェッ

の急速な発展などによって工業化が急激に進んでいた。

ブらは、視察の中でこれらは友愛組合の初期の性格を有

その一方、産業構造の急速な変化によって、手工業者

し、友愛組合、信用組合、協同組合、慈善組合の組み合

や中小零細業者などが経済的に困窮する状態に陥り、

わせは日本の伝統的特徴ではないかと述べている（金子

貧富の格差から起こる社会不安が醸成されていた。そ
こで中小零細行業者に対する擁護が叫ばれるようにな

1998：81）
。それに対し、金子は友愛組合、信用組合、
協同組合、慈善組合の組み合わせが日本の伝統的特徴で

り、その対策の一環として生まれた「信用組合」に平

あったとは必ずしもいえない現状を踏まえており、これ

田は注目した（並松 2015：50）。
平田が影響を受けていたヨーロッパにおける協同組

らからも日本ではどのような議論を歩んできたのかを検

合運動の主な潮流は、イギリスで発祥した協同組合運

討する必要性があると考える。
いずれにしても、産業組合法というものが、その後

動が、ドイツにわたりそこで2つのタイプの信用組合が

の協同組合の方向性を決める上で影響を与えていたと

誕生するというものであった。その1つは、シュルツェ・

考えられる。ここから産業組合法の制定時にどのよう

デーリチョが商工業者のためにつくったシュルツェ式

な議論がなされていたのかを検討することによって、

信用組合、もう1つはフリードリッヒ・ライファイゼン

日本の公が捉える協同のあり方を検討することができ

が、農家のためにつくったライファイゼン式信用組合

るのではないだろうか。

であった。

（２）日本における産業組合法の施行
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が日本で貫徹したとは言い難い。つまり、当時は「自治」

当時シュルツェ式組合の支持者は、マイエット、日本
人では平田、杉山孝平らであり、一方ライファイゼン式

という観点よりも、国の擁護を受けながら農業を発展

組合を支持していたのは、エッゲルト、和田維四朗、酒

させようとした考え方を全面に押し出されており、そ

匂常明らの主に農商務省の官僚であった（並松 2015：

の考え方が貫徹されたと考えられる。そして、その後

56）
。

の産業組合法制定の中で、本来の協同組合原則である
民主主義が変質していく過程が見られる。

シュルツェ式

ライファイゼン式

①組合の加入は経済上の
信用のあること

①組合の加入は経済上お
よび道徳上の信用のあ
ること

②区域は主に市街地を対
象として広い

②組合の区域は約1,000人を包
含する農村を標準とする

③有限責任とする

③無限責任とする

めた。そして1934年に法令を発布して消費組合を一般

④出資権の売買を認める

④株式を発行せず利益の配
当はしない

個人商業と同様に取り扱うこととした。しかしながら

⑤利益を配当する

⑤利益は準備金とする

⑥事務担当者に俸給を支
払う

⑥組合の事務は組合員が無
報酬で行う

⑦組合は主に商工業者を
主とする

⑦組合員が組合から借入し
た負債は、生産によって
得た収入から支払う

⑧組合員の種類を限定し
ない

⑧組合員は原則として農民
である

その後のドイツの状況であるが、ナチスは当初消費
組合を左翼の貯水池なりとして反対していた。しかし、
消費組合がナチスの政策に協力する態度が出てきたの
で、ナチスは監督官を設けて消費組合の支配を行い始

実際は、消費組合の多くはナチスが権力を握ってから
品物の配給を受けることを躊躇するようになったため、
売上が減じ、組合へ預けていた貯金を引き出すものが
続出した。
一方、ナチス政府は消費組合運動に対して抑圧的な方
針をとってきたが、特に農村協同組合に対してはこれを
促進、助成し、国家の新経済体制の中へ組み込もうとし
た。ライファイゼン系統に属する農村の協同組合は農業

（斎藤仁（1971）『農業金融の構造』を参考に筆者作成）

に従事しているすべての個人又は団体とともに、国農業
経営体の三大主要部門たる「人民保護」
「農場保護」
「市

上記から、平田らによる日本での信用組合制度の紹介

場」の中の「市場」の構成要素となっていた。
（協調会

は、社会問題への対策という問題意識に基づいており、日

1937：281）
。

本の農業問題や地方自治制度の強化と直接的に結びつく
ものではなかったとされている。しかしながら、平田ら

３．日本における協同組合運動発展
時における課題

が作成した信用組合法案は、中央集権に対して地方自治
の必要性を強調する考え方に基づいていたため、中央集
権国家体制を築こうと考えていた有識者の反発を招いた。
そして、信用組合法案に反対する立場をとる立場からは、

日本における資本主義の創出は、明治維新を契機と

シュルツェ式に対してライファイゼン式のほうがわが国

して、封建的生産様式を有する上からの強力的で官府

には適していると説いたのである（並松 2015：56-57）
。

的なものであった。特殊的な状態にある日本農業にお

シュルツェ式では時分制をとって利益配当すること

いては、18世紀半ば以降におけるドイツ農民乃至手工

が人々の自助自治に役立ち、それが資本形成を促す必

業者の信用組合のごとく、相互信用組織として自助的

要条件であるし、平田らはシュルツェの思想を地方自

に中小産者の産業的発展を促進することは不可能で

治に適用しようと考えていたが、その後それらの思想
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ことが考えられる。そして、それらが後の農村社会事

あった（奥谷 1937：99）とされている。

業や地方改良運動の中においても協同組合が注目され

要するに、常時設立された信用組合は、ドイツにお

た所以であると考える。

ける信用組合の定款に準拠し、形態的には近代的協同
組合の様相を整えたが、その本質に至っては封建経済

この時代を取り上げた理由としては、地域における

体制に相し発達した社会等の単なる再編成、すなわち

助け合いの方策が模索されている今日、それらは私的

その近代的偽装に過ぎなかったのである（奥谷

な関係なのか社会的な関係なのかといった議論にも通

1937：

じていくと考えた際に、日本ではどのような議論が積

100）。
佐藤は、「協同組合運動の源流」が産業組合法以前で

みあがってきたのかを確認したいと考えたからである。

あったことや、産業組合法では協同組合原理が変容し

そもそもライファイゼンの組合運動は、最初から政

たことを確認しなければならない点を指摘している。

治的支配形態に適合して発達した（奥谷

その理由として、産業組合法の制定過程で協同組合原

つまり、日本の協同組合運動の出発点もこれらの要素

則は変則的に採用され、産業組合法は平田氏らの協同・

が導入され、極めて限られた範囲の中で行われてきた

互助の原理によるロッジデール原則の一部を有する

であろう。一方、当時（1937年）は、協同販売は単に

シュルツ式の信用組合ではなく、民主的な意思決定規

農家に取っては経済的利益となるばかりでなく、社交

定が曖昧にされ、また共同体的互助を規定する条文を

および教育の上に間接の福利をもたらしていた（山本

入れて法律化されたためである（佐藤

1937：78）。

1937：175）と述べられている。

1998：17）と

機能的には助けあうというものであっても、それが

述べた。
注目すべき点は、佐藤も述べているが協同組合原則

どのような出発点から生じているのかという点を振り

である民主主義が産業組合法では変質している点であ

返る必要性があるのではないだろうか。個人から出発

る。第１次産業組合法案と明治33年に成立した第2次産

しそれぞれが助け合うのか、それとも組織が出来た上

業組合法を比較すると異なる点がみえてくる（佐藤

で助け合っていくのか。本稿で取り上げた内容は、後

2010：17）。

者の実態の方に特徴があると考える。しかしながら、

ロッジデール原則の一組合員一票という協同組合原

地域には公の側からは見落としがちなインフォーマル

則としての民主主義制度について、第１次法案の第44

な関係性に根付きながら展開してきたものもあるだろ

条では「組合員ハ其ノ持分ノ口数二拘ラス総会二於イ

う。公的な立場からみる視点、その地域に住んでいる

テ各一個ノ議決権ヲ有ス」と明確に規定されていたの

住民からみえる視点の両者が存在し、これら両者の視

に対して、第2次法案では第28条の「理事及監事ノ選任

点を併せながら日本における助け合いの特質を探り、

及解任」のための「総組合員ノ半数以上出席」の会議

どのような理念が受け継がれて今日に至るのかという

や第36条の「総会ノ決議」における「組合員の議決権」

検討も必要性になってくると考える。

に止まっており、完全な「総会二於イテ各一個ノ議決権」
ではなく、民主化は後退し中途半端な状態になってし

４．今後の課題

まった（同上）。
つまり、日本の協同組合運動や協同組合思想の流れ

協同組合に関する次の議論として、協同組合をアソ

の中で、実態的には協同組合の原理自体も変容されつ

シエーションと捉えた際、コミュニティとアソシエー

つあり、それが制度や政策上にも反映していたという

ション内部との関係性に関する検討が必要になってく
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論―『イギリスにおける協同組合運動』
（1891年）
」『初期
ウェッブの社会改革構想：進歩・効率・自由とコレクティ
ヴィズム』.
・奥谷松治（1937）『協同組合論』,三笠書房.
・江里口拓（2001）「ウェッブにおける社会進化とコレクティ
ヴィズム―世紀転換期イギリスにおける福祉社会の構想
―」『社会福祉研究3（1）』,愛知県立大学社会福祉研究編
集委員会.
・金子光一（1998）
「ビアトリス・ウェッブの福祉思想と訪日（そ
の2）」『淑徳大学社会学部研究紀要第32号』.
・樫原朗（1973）
『イギリスの社会保障の史的研究〈救貧法の
成立から国民保険の実施まで』,法律文化社.
・高超陽（1996）『日・台相互金融思想の研究』,日本大学.
・斎藤仁（1971）『農業金融の構造』，東京大学出版会．
・佐藤公俊（2010）「神谷信用組合と産業組合―橋九郎の挑戦
とウェッブ夫妻の長岡調査、日本の農協の源流―」
『長岡
工業高等専門学校研究紀要 第46巻』.
・辻誠（1937）『日本産業組合史講』,高陽書院.
・中川雄一郎（2002）「労働者協同組合物語第8回
・ロッチデール公正先駆者組合と生産協同組合」『協同の発見
No.118』,協同総合研究所.
・マッキーヴァ―（2014）『コミュニティ−社会学的研究：社
会生活の性質と基本法則に関する一試論―』,ミネルヴァ
書房.
・並松信久（2015）「平田東助と社会政策の展開―制度
設計の課題―」『社会科学系列第32号』，京都産業大学．.
・山本安太郎（1939）『米・加に於ける協同販売と市場統制』
，
産業組合中央会.
・柳田国男（1999）『産業組合 全集 第一巻』，筑摩書房．
・N・バレー（1938）『協同組合保険論』，叢文閣.
・「官報 1900年3月7日」
・「イギリスにおける協同組合思想 萌芽からロッジデール原
則まで」
・http://www.lib.hit-u.ac.jp/service/tenji/owen/pamph3-4.pdf#
search='%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%
87%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%85%88%E9%A7%86%
E8%80%85%E7%B5%84%E5%90%88'。

ると思われる。マッキーヴァ―は、コミュニティの領
域を村や町、あるいは地方や国などもっと広い範囲の
共同生活のいずれかを指している。
一方、アソシエーションとは、社会的存在がある共
同の関心【利害】または諸関心を追求するための組織
体（あるいは〈組織される〉社会的存在の一団）と位
置付けている。つまり、共同目的にもとづいてつくら
れる確定した社会的統一体（マッキーヴァ―

聡美

2014：

46）である。
マッキーヴァ―は、アソシエーションと個人に当て
はまっても、コミュニティに当てはまらない属性に関
して、以下の説明をしている。
アソシエーションは個人と同様に、常態では一定の
持続的な意志の統一性と働きを示す。同様に両者は特
定の目的を追求する。しかしコミュニティの場合は特
定の目的を追求しない。したがって、財産所有の責任、
義務、能力のような（そして特に法的）権利と義務は、
個人とアソシエーションにのみ伴う（マッキーヴァ―
2014：451）と述べている。
このように、助け合いという行為が社会的関係の中
で捉えられている今日、コミュニティ・アソシエーショ
ンの議論で取り上げられる責任関係や権利・義務の関
係性に関する内容も検討していく必要があると思われ
る。そして具体的な議論としては、戦前から現代にか
けて形態は変容しながらも継続的に展開されている協

注

同組合や、本稿では取り上げていないが戦前の地域や

ⅰ）樫原朗（1973）によれば、友愛組合は18世紀において急
速に発展を遂げたが、組織上では労働組合と未分化な状
態にあった。友愛組合は、組合員自らの拠出金をもとに、
医療・年金・埋葬給付を行うなど穏健かつ自助的な性格
を有していた。1819年以降の「友愛組合法」の度重なる
改正と熟練労働者の台頭とに後押しされ、組合員の増大、
組織化の大規模化、保険数理技術の向上などを通じて発
展した友愛組合は、19世紀末の時点で、成人男性労働者
の3人に1人を包摂していたと言われている。

生活問題にも対応していた産業組合の婦人会の活動に
も焦点を当てることによって、助け合いを社会的行為
として捉える意味を考えることができるのではないか
と考えている。

<文 献>

ⅱ）1840年代ランカシャの綿紡地帯ロッジデールにおいても、
労働者は貧困にあえいでいた。そのような状況の中、オー
ウェンの協同組合思想の影響を受けていたフランネル織
物工委員会はロッジデール公正先駆者組合を開設した。
28人の労働者によってはじまり、1844年から1855年の間
に組合数50倍、基金総額は約400倍にも増大した。

・協調会『労働年鑑 昭和11年版』，協調会.
・協調会『労働年鑑 昭和12年版』，協調会.
・協調会『労働年鑑 昭和13年版』，協調会.
・江里口拓（1999）「第3章 消費者のコレクティヴィズム―協
同組合論,都市改革論― 1節ビアトリスの消費者組合運動
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ⅲ）辻誠（1937）『日本産業組合史講』106頁が詳しい。
ⅳ）江里口拓（2001）
「ウェッブにおける社会進化とコレクティ
ヴィズム―世紀転換期イギリスにおける福祉社会の構想
―」が詳しい。
ⅴ）1897年（明治30年）2月、『産業組合法案』が農商務省から
議会に提出された。それは1889年の『ドイツ産業及び経
済組合法』を母体として立案され、中層農工業者の防衛
と発達を図り、中小産業者の資本主義的な繁栄への参加
を意図する興農政策であり、信用組合、購買組合、販売
組合、生産組合、利用組合の事業を行うものである。
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地域の見守りネットワーク活動業務の見える化について

東洋大学社会学部社会福祉学科

小林 良二
2006年には介護保険の対象とはならないものの、要介

１．課題の背景

護状態に陥るリスクのある人々への介護予防への取組
みが開始され、これに伴って地域包括支援センター事

筆者は前年度の本誌で、東京都調布市の地域包括支

業が設置されたが、その事業の一つとして総合相談事

援センターにおける相談実績データを用いた「見える

業が明記され、地域におけるネットワーク形成が求め

化」について紹介し、その意義について論じたが（小

られることとなった。

林 2015）、本稿では、これに引き続いて、墨田区の「見

しかし、増大する要支援要介護高齢者への対応を中

守り相談事業」に関する相談データを用いた業務の見

心とする地域包括支援センターの対応には限界がある

える化について論じることにする。

という指摘が多くみられるようになり、特に大都市部

「見守り」の意義について、筆者はこれまで何回か論

においては、地域において住民を巻き込んだ見守りネッ

じたことがある（小林 2013、2014、2015）のでそちら

トワークの形成に取り組むには、別の方法をとる必要

を参照していただくことにして、ここでは、このよう

があるという認識がみられるようになった。

な見守り相談機関の実績データを用いた業務の見える

これに対して、厚生労働省は2008年に『地域における

化について論じることにする。

「新たな支え合い」を求めて』を発表し、その中で、あ

近年、多くの自治体で、一人暮らし高齢者、認知症

らたに発生している地域のニーズに対しては、住民が主

高齢者を含む虚弱高齢者などをめぐる社会的孤立や孤

体となり、行政との協働による新しい地域の形成が求め

立死などに対応するために、「見守りネットワーク事

られるとし、地域住民のネットワークによる互助の仕組

業」が展開されている。これらの事業は、厚生労働省『社

みが重要であるとしている。
（47 〜 52）これを受けて厚

会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に

生労働省は2009年から「安心生活創造事業」という補助

関する検討会報告書』（2000）で、いわゆる経済的貧

事業によって新たな地域福祉のモデル事業を開始した

困だけでなく、より複雑なニードをもつ人々（ホーム

が、東京都でも2010年から東京都高齢者見守り相談窓口

レス、虐待、依存症、精神障害者など）への対応が問

設置事業（旧シルバー交番事業）が始められた1。

題とされ、これまでの社会福祉制度の仕組みがこれに

墨田区ではこのような施策の動向を踏まえて、2009

十分対応してこなかったことへの反省と対応と「つな

年から区内の地域包括支援センターに併設する形で「高

がり」の再構築が求められたことに端を発していると

齢者見守り相談室」設置事業を開始し、孤立した一人

される。
同 じ2000年 に は、 介 護 保 険 制 度 が 施 行 さ れ、 要 介
護高齢者等に対する支援の仕組みが出来上がったが、

1

東京都保健福祉局によると、2016年3月時点での「見守り相談室」設
置は、15区市町、55地区に設置されている。
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暮らし高齢者への支援事業を開始した2。墨田区の「見守

のような作業の分担が可能であるかについて、十分な

り相談室」は2009年に「文化見守り相談室」が設置さ

意思疎通を行うことである。
第２に、可視化の作業を行うには、①誰のための、

れて以来、順次全区の地域包括支援センターに見守り

何のための見える化か、②どのような資料／情報を収

相談室を開設し、2012年からは区内8つの地域包括支援
3

センターに「高齢者見守り相談室」を付設している 。

集するか、③どのような方法で公表するか、について

筆者は当初からこの事業に研究協力者としてかかわり、

十分話し合っておく必要がある。
まず、だれのための見える化であるかという点につ

事例研究会に参加するなどして、現場の活動データ用
いた見える化に関する研究を行ってきた。この報告は、

いては、当面、実務者同士の情報共有のため、上司へ

こうした現場の実践を踏まえた協働研究の結果である。

の報告のため、行政からの委託事業などであれば行政
への定期的な報告のため、さらには、住民や一般市民
への広報・啓発のため、などが考えられる。同じデー

２.

現場データの見える化（可視
化）の前提

タや資料を用いても、だれに対しての見える化である
かによってデータの加工の仕方はかなり異なることに
なる。
第３にどのような資料を用いるかという点について、

一般に現場と外部の研究者などの協働研究による

これまでの筆者の経験によると、現場で日常的に作成

データの可視化を行うにはいくつかの前提がいる。
第１は、データの可視化にかかわるにあたって、研

されている記録は数多くあり、相談者・利用者に関す

究者と実務者との間で「見える化」がどのような意義

る資料だけから見ても、相談記録やそれに基づく「相

を持っているかについて十分な理解を得ておくことが

談者台帳」
（基本台帳）、サービスや支援の契約関係書類、

大切である。

支援やサービスの提供にあたっての「アセスメントシー
ト」「援助計画表」「援助評価表」などが考えられるが、

研究者の立場からすると、現場の実践データを提供

このほかに職員が記入する「日報」がある。

してもらってそれを分析し、一般化して発表すること
がその役割であると考えるが、実務者の立場から見る

このうち、利用者台帳、アセスメントシート、援助

と、そもそも現場の業務は多忙であり、データの作成

計画表は、一定の期間ごとに作成されるのに対して、

や記録のとりまとめに労力を割くことに対しては抵抗

職員の毎日の活動記録である日報は、日々の支援活動

感がある。この結果、作成されるのは通常簡単な数値

が原則として毎日作成されており、いわゆる「プロセ

を用いた「業務報告」であり、その業務の結果・成果

スデータ」として貴重な資料である。しかし、このよ

についてのデータによる分析はあまり行われず、まし

うな日報は、相談者や相談件数、相談経路などについ

てや、サービスの質の改善と極めて重要な関係がある

て集計される程度で、それらが一定期間ごとに集計さ

業務のプロセスについての可視化ほとんど行われてい

れてそこから何らかの変化を読み取るようなやり方で

ない。したがって、まず必要なのは、可視化の意義や

実務に生かされてはいないように思われる。

研究者の立場と実務者の役割を相互に理解しあい、ど

このためには、こうしたデータを何らかの観点から
収集して組み立て、そこから今後の方針を導き出すと

2

3

いうような方法が求められることになる。

東京都では、見守り相談室の実績をふまえ、2013年に『高齢者等の見守
りガイドブック〜誰もが安心して住み続けることができる地域社会を実
現するために』を発表している。

第４に、見える化の方法についてもさまざまなやり

高村他
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図表１：日報の様式

方があるが、一般に、文字情報や数値情報だけでなく、

の連絡機関と支援内容コード、対応の緊急性（トリアー

グラフや図を使用することが望ましいことは言うまで

ジュ）などの項目があり、それぞれについて分類コード

もない。

が付されている。つまり、個々の相談内容について、課
題、原因、結果、対応などのコードがつけられ、担当者
は毎日それぞれの相談案件についてコード別の判断を求

３．墨田区高齢者見守り相談室の日報を
用いた業務の見える化

められることになる。このデータ（エクセルで作成され
ている）のそれぞれを集計することで、基礎的要因のみ
ならず相談の内容についてもプロセスに即した統計的な

今回の研究で取り扱ったのは、墨田区の８つの見守り

処理が可能になる。

相談室で作成されている業務日誌である（図表１参照）
。

この日報データを用いた統計分析例の1つを挙げてお

この日誌には、相談者やサービス利用者からの相談内容

こう。平成26年度に墨田区見守り相談室に寄せられた相

と、それに関して職員が行った対応が示されている。墨

談件数は月平均で1239.5件であるが、図表２によると、

田区の８つの見守り相談室では複数の職員が働いている

そのうち「介護サービス」が216.8件、
「保健福祉サービス」

ため、日報の記録は複数の職員によって記入されるがこ

が138.1件、
「見守りネットワーク」が120.3件、
「福祉サー

の日報を活用して、何からの処遇上の改善ができないか
を行ったのが今回の研究である。

図表２ 相談内容別件数

また、それぞれの相談室で作成される日報はコン
ピュータによって管理されており、図表１のように、相
談日、相談経路、相談者、性別などの基礎的な項目があ
るので、これらだけでも一定の統計的な処理をすること
によって、地域別の特徴や時系列的な推移を観察するこ
とができる。
しかし、事前に記入様式の項目に関して検討しておか
ビス」が115.3件などとなっており、これらは高齢者の保

なくてはならないのは、相談内容（主訴）の分類であろう。

健・福祉サービスの相談としてコード化される。しかし、

図表１は、筆者がかかわって作成した墨田区見守り相談

「その他」が281.8件と最も多い。

室の日報における相談内容の分類の一部が示されている。

これに関連して図表３で、相談に伴う連絡先について

これによると、1件ごとの相談内容（主訴）について、課

集計してみると、地域包括支援センターへの連絡が210.6

題コード、本人要因と環境要因コード、対応方法として
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な分類コードに収まるようなものではなく、日常生活の

図表３ 相談後の連絡先

こまごました相談や依頼であること、地域包括支援セン
ターの保健師や親族として長男と次男、また、郵便局が
関わっており、ある程度の関係のネットワークが存在す
ることなどが分かる。このことを、別の観点からみると、
相談室ではこのような「こまごました」相談に丁寧に付
き合うことによって、相談者本人との信頼関係を形成す
ることが課題になっていると考えられる。
図表５はもう１つの頻回相談事例である。これによる

図表４ 頻回相談の例①

と、Ｂ氏に関してこの月に10回の相談が寄せられている
が、それらのほとんどは、近所に住む友人からの相談で
ある。この友人は、入院している本人の見舞いに行った
り、本人のために通帳からの支払いをしているが、見守
り相談室に対してその確認を求めたり、相談室や高齢者
福祉課からの支援を求めていることが分かる。
図表６ 見守りの方法別

件、介護サービスの紹介が129.2件、区役所（福祉関係）
が120.5件などとなっているが、最も多いのは、
「相談員
が解決」で347件、となっている。このように、見守り
相談室の業務は、具体的なサービスや支援には必ずしも
つながらないで、支援員自身が対応するような日常生活
上の相談であることが分かる。
このことをより具体的に理解するためには、図表４の
ように、ある相談室に「頻回相談」について「名寄せ」
した結果をみるとよい。
これによると、ある月のＡ氏からの相談内容は金銭
この２つの頻回相談の事例を見ると、支援活動の進行

上の相談が主なものとなっているが、上記のような明確

状況が理解できるだけでなく、相談の頻度からみてなん
からの意味で差し迫った事情のあることが理解できる。

図表５ 頻回相談の例②

つまり、このような日報を用いて相談者別の「名寄せ」
をしてみると、その相談事例のもつ状況の推移とともに、
相談の緊急性が明瞭に理解できる。また、本人の関係ネッ
Ｂ

トワークの状況もかなり明瞭に「見える化」できる。
さらに、これらの相談活動がどのような方法によっ
て行われているかを見たのが図表６である。これによ
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図表７ 相談者の種類と相談方法

良二

72件となっているが、そのうち、39件が結果として死亡
の確認であり、生存の確認は33件であった。このことは、
大都市の見守り相談活動がいかに「人間の生存」に直接
に向き合うものになっているかがわかる。
まず、縦軸についてみると、
「生存確認」のうち、救
急搬送が7件となっているが、このことは、相談室の活
動が、人命救助と深くかかわっていることを示している。

図表８ 安否確認の結果

次に、死亡が確認された39例のうち、3日目までに発見
された事例が13ケースであり、それ以上が26ケースと
なっている。これらについては詳しい検討が必要である
が、大都市における孤立化の現状を示すとともに、3日
目までに発見されたということは、他面から見ると、こ
の人々には何らかの見守りのネットワークがあったので
はないかという推測も可能である。
次に横軸に沿ってみると、安否確認の通報があった72
ケースのうち、近隣住民が30ケースで42％であり、次い

ると、1239.5件の見守り相談活動のうち、電話訪問（安

で、地域包括支援センターや見守り相談室などの相談機

否確認）が901.9回、個別訪問が142.4回、見守りサポーター

関が14ケースで20％となっている。また、民間のサービ

によるものが81.7回、本人の来所によるものが29.8回と

ス事業所と医療福祉サービス機関もそれぞれ9ケースで

なっており、具体的な相談方法が分かる。

ある。これらのことから分かるのは、見守り活動がいか

またこれを相談の方法別に見たのが図表７であるが、

に近隣住民によって支えれているかということであり、

これによると、本人に関しては訪問による安否確認が最

見守り相談室にとっては近隣住民との協力関係や、ネッ

も多いが、家族や知人の場合には電話相談、来所の順と

トワーク形成がいかに大切であるかがわかる。言い換え

なっていること、行政関係者や専門機関の場合には、電

ると、住民を含め、日常生活における接触による異変へ

話によるものが圧倒的に多い。つまり、住民に身近なと

の気づきが基本的に重要なのである。

ころに設置される相談室は、本人や近隣の友人・知人と
の直接の接触が増え見守り関係が構築されるとともに、

４．まとめ

行政機関や専門機関は相談室から電話し、よってさまざ
まな情報を得ていることが分かる。

以上のように、地域における見守り相談室の活動の現

最後に図表８で、見守り相談室に寄せられた安否確認

場においては、日々住民からの日常生活上の課題や相談

の結果について検討してみよう。

に対してきめこまかい支援が行われているが、こうした

この表は、平成25年度に墨田区高齢者見守り相談室に

支援活動によって、一人暮らし、寝たきり、認知症など

寄せられた相談のうち、日常的な相談活動ではなく、
「安

の虚弱な高齢者への生活が支えられるとともに、孤立や

否確認」の依頼として寄せられた年間の事例を集計した

孤独死などの緊急事態への対応が行われている。また、

ものである。

このような業務の遂行にあたっては、なによりも近隣住
民とのネットワーク形成による協力関係の形成や、地域

これによると、年間の「安否確認」に関する相談例が
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で活動している事業者やサービス機関からの情報提供が
欠かせない。
このような相談支援機関やその活動の重要性を理解す
るためには、本報告で示したような日常的な相談事業情
報の活用、すなわち見える化への取り組みが重要である
ことが理解できるであろう。また、今後そのためにさま
ざまな手法やシステムの開発が必要である。

参考文献
1） 厚生労働省（2000）『社会的な援護を要する人々に対する
社会福祉のあり方に関する検討会報告書』
2） 厚生労働省（2009）『地域における「新たな支え合い」を
求めて―住民と行政の協働による新しい福祉―』全国社
会福祉協議会
3） 小林良二（2013）「地域の見守りネットワーク」藤村正之
編『協働性の福祉社会学―個人化社会の連帯』東京大学
出版会、159 〜 181頁
4） 小林良二（2014）「アウトリーチ型生活システムについて」
『 精 神 療 法 』 第40巻2号、 金 剛 出 版、2014年4月、254 〜
255頁
5） 小林良二（2015）
「地域包括支援センターにおける実績デー
タの利用法―相談業務の「見える化」への試み―」東洋
大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開発』、第7号、
5 〜 12頁

6） 高村弘晃・山田理恵子・小椋佑紀（2011）「高齢
者見守りネットワークの構築―墨田区高齢者みま
もり相談室の事例から」東洋大学福祉社会開発研
究センター『地域におけるつながり・見守りのか
たち』中央法規
7） 東京都（2013）『高齢者等の見守りガイドブック〜誰もが
安心して住み続けることができる地域社会を実現するた
めに』
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社会福祉研究の見える化／見せる化
−英国の大学研究評価からの示唆−

高齢ユニット 研究支援者

小椋 佑紀

１．研究背景・目的

どのような成果や副次的効果を得たのか、PDCAサイク
ルを意識した構成になっていることがうかがえる。けれ
ども文部科学省ホームページ内（私立大学戦略的研究基

東洋大学福祉社会開発研究センターの現行プロジェ
クト「高齢者、障害者、子どもの社会的孤立に対応す

盤形成支援事業）に掲載されている記載要領等をみると、

る見守り支援・自立支援に関する総合的研究」は、中

運営体制が研究活動・成果をどのようにバックアップし

間年度を終えようとしている。筆者はこれまで、研究

たかについて、具体的な記載が求められているわけでは

プロジェクトのマネジメント機能、大学の研究拠点を

ない。また、
「研究プロジェクトの進捗及び成果の概要」

活かした人材育成の仕組みづくり、当センターの外部

「進捗状況・研究成果」は、各種研究成果（研究発表や

環境に係る課題等について、研究支援の立場から検討

シンポジウム等含）との対応を示しながら記載すること

を行ってきた（小椋2013；小椋2014；小椋2015）
。

となっているが、研究のプロセスや成果がもつ価値の表
現について、一例として従来の研究成果との比較を行う

当プロジェクトが依拠している「私立大学戦略的研
究基盤形成支援事業」は、中間年度（3年目）と最終年

こと以外、技術サポートにあたるものも示されていない。

度（5年目）に文部科学省に報告書類を提出し、評価を

研究の多様性が尊重される一方で、質の高い研究とはど

受ける。評価項目は運営、研究に関する事項に大別さ

のようなものなのか曖昧であり、組織内で記載方針の統

れる（表1）
。表中「進捗状況・研究成果等」は、
「研究

一を図りにくい。評価は、
「研究組織」
「研究施設等」
「研

プロジェクトの目的・意義及び計画の概要」との関連

究の進捗状況・研究成果等」｢その他｣ について記述式

付けの中で、その意義等も含め、具体的かつわかりや

で行われる。総合評価は、
「A（着実な進歩がみられる）
」

1）

すく達成度を記載することが求められている 。このよ

「B（進捗は見られるが、改善すべき点がある）
」
「C（進

うな特徴は、最終年度に同省に提出する「研究成果報

捗があまり見られない）
」である。また、これに対しコ

告書概要」にも引き継がれている。また、これと関連

メントが付けられるようになっている。
英国では、高等教育機関（HELs）の公的な研究評

して、
「文部科学省における研究及び開発に関する評価
指針（最終改定

価 シ ス テ ム と し て、Research Excellence Framework

平成27年4月1日）
」では、これまでの

研究プロセスがもつ意義や将来展望にも配慮すること、

2014（以下、REF2014）が実施されている。これは学

研究の発展に向けてポジティブに報告することがポイ

科レベルの単位で行われるもので、各種研究成果、研

2）

究がもたらした社会へのインパクト、研究環境が評価

ントとなることがうかがえる 。

対象となっている。これらのうちインパクト評価は、

表1を概観すると、研究の目的・意義に基づき、いか

研究の副次的効果ではなく、具体的な研究成果が社会

なる体制のもとでどのように計画が実施され、その結果
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【表１】文部科学省 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 「研究進捗状況報告書」（中間評価）の主な項目
運営に関する項目
研究組織：以下の点を含む。
・研究代表者の役割
・各研究者の役割分担や責任体制の明確さ
・研究プロジェクトに参加する研究者の人数
・大学院生・PD及びRAの人数・活用状況

・研究チーム間の連携状況
・研究支援体制
・共同研究機関等との連携状況

研究施設・設備等
プロジェクトの評価体制
例）・自己評価実施体制、およびこれに基づく研究費等の資源の配分ルール
・プロジェクトの費用対効果の分析手法
・外部評価
「選定時」に付された留意事項とそれへの対応
施設・装置・設備・研究費の支出状況
施設・装置・設備の整備状況
研究費の支出状況
研究内容に関する項目
研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要
研究プロジェクトの進捗及び成果の概要
進捗状況・研究成果等
・現在までの進捗状況及び到達度
・特に優れた研究成果
・問題点とその克服方法
・研究成果の副次的効果（実用化や特許の申請など研究成果の活用の見通しを含む。）
・今後の研究方針
・今後期待される研究成果
キーワード
研究発表の状況
・雑誌論文、図書、学会発表
・研究成果の公開状況
シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等
その他の研究成果等
注） 文部科学省ホームページ掲載「研究進捗状況報告書」、
「（別紙）
『私立大学戦略的研究基盤形成支援事業』に係る『研究進捗状況報告書』の記載要領」
より抜粋。「プロジェクトの評価体制」の例は、筆者による要約。
（http://www.mext.go.jp/a̲menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1218299.htm，最終アクセス2015.12.30）

に直接的なインパクトを与えたことを示すことが求めら

２．Research Excellence Framework
2014

れる。さらに、このようなインパクトを支える学内のイ
ンフラのメカニズムや戦略等との関連の報告も求められ

１）評価枠組み

る（REF2014 2012b：71 ‐ 73）
。Impact評価の仕組みは、
大学運営サイドと研究が両輪となりながら、直接的な社

文系・理系双方を含む36の学問領域（ユニット）別

会貢献を実現していくことを求めるものとなっており、

に、Outputs、Impact、Environmentの ３ 点 に つ い て

社会貢献の性格が強い社会福祉研究にとって非常に興味

評価が行われる。これら36の学問領域は、4つのMain

深いものがある。そこで本稿では、REF2014の枠組みお

panel（A 〜 D）のいずれかに属するようにグループ

よび高評価を得ている大学のImpact事例から、社会福祉

化されている。Social Work and Social Policy分野が

研究の推進手法について検討することとしたい。

属するMain panel Cは、社会科学系が中心となってい
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【表2】REF2014の評価領域とその内容
Outputs
定義

あらゆる形態の研究成果
例）
・ 書籍
・ 雑誌論文
・ デジタル方式によらない人工遺物（Physical artefacts, 建築物等）
・ デジタル方式の人工遺物（Digital artefacts, ソフトウエア等）
・ 一時的な人工遺物（Temporary artefacts, 展示会等）
・ その他の紙ベースの成果物
事例研究、会議資料、モノグラフ、国際機関の研究レポート、政策評価、主要データ報告書、研究報
告書、批評記事

提出物

REF2014の評価書類提出にあたり、各高等教育機関はこれに記載する研究従事者の選定を行い、一人あた
り最大４つの成果物を提出する。
Impact

定義

アカデミアの範疇を超えた影響 ‐ 経済、社会、公的な政策／サービス、保健、環境、生活の質に関する
変化や利益 ‐

提出書類

１．Impact case study
各高等教育機関は、国際的により優れた研究をベースに、より強いImpactを得た事例を選定する。選定
に際しては、先に選出した研究従事者数に応じて、Impact case studyの数が決められている。
Impact case studyは一事例毎に記載する。書式は以下で構成されている。
「a．Summary of the impact」
「b．Underpinning research」
「c．References to the research」
「d．Details of the impact」
「e．Sources to corroborate the impact」
２．Impact template
Impact創出を可能としたユニットアプローチについて記載するもので、以下で構成されている。
「a．Context」
「b．Approach to impact」
「c．Strategy and plans」
「d．Relationship to case studies」

定義

研究活動を支え、ユニットの学問領域に対してより広く貢献する、戦略、資源、インフラ

提出書類／データ

１．An environment template
「a．Overview」
「b．Research Strategy」
「c．People including ‐ Staﬃng strategy and staﬀ development ／ Research students」
「d．Income, infrastructure and facilities」
「e．Collaboration and contribution to the discipline」
２．Statistical data
研究収入、博士号の学位授与数

Environment

注１） REF2014（2012a：17-18,26-28,101）REF2014（2014：4,6）をもとに作成
注２） Outputsの定義中の例示
Social work ＆ Social Policyが属するMain panel CのOutputsについて記載（REF2014 2012b：64）。「その他の紙ベースの成果物」は、社会福
祉に関連すると思われるものの一部を記載。
注３）各項目の対象期間（REF2014 2014：6、REF2014 2012a：32）
Outputs：2008年 ‐ 2013年
Impact： Impact case studyは2008年 ‐ 2013年7月、Impact templateは2008年 ‐ 2013年
Environment： An environment templateは2008年 ‐ 2013年7月、Statistical dataは2008年9月 ‐ 2013年7月
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る３）。これら3種の評価をふまえたOverall（総合評価）

【表5】Environment評価のレベル
内容

に際しては、それぞれ65％、20％、15％の重みづけが
４

行われる。各評価の概要、評価レベルは表2 〜表6の通
りである。評価結果は、研究への公的資金投入に対す

３

る説明責任、高等教育研究資金組織 ４）による公的資金
の配分等に活用される。

２
１

【表3】Outputs評価のレベル
内容

未分類

活動力と持続可能性に関して、世界をリードす
るレベルの研究を生み出すことに寄与する。
活動力と持続可能性に関して、国際的に非常に
優れたレベルの研究を生み出すことに寄与す
る。
活動力と持続可能性に関して、国際的に認めら
れるレベルの研究を生み出すことに寄与する。
活動力と持続可能性に関して、国内で認められ
るレベルの研究を生み出すことに寄与する。
活動力と持続可能性に関して、国内的に認めら
れるレベルの研究を生み出すことに寄与しな
い。

独創性、重要性、厳密さに関して、世界をリー
ドする。
独創性、重要性、厳密さに関して、国際的に非
常に優れているが、最高レベルには達していな
い。
独創性、重要性、厳密さに関して、国際的に認
められている。

４

独創性、重要性、厳密さに関して、世界をリー
ドする。

１

独創性、重要性、厳密さに関して、国内で認め
られている。

３

独創性、重要性、厳密さに関して国際的に非常
に優れているが、最高レベルには達していない。

未分類

国内的に認められている研究水準を下回る。
Output評価のための、公表された研究の定義に
合致していない。

２

独創性、重要性、厳密さに関して、国際的に認
められている。

１

独創性、重要性、厳密さに関して、国内で認め
られている。

未分類

国内的に認められている研究水準を下回る。
評価のために示された研究の定義に合致してい
ない。

４
３
２

【表6】Overall評価のレベル
内容

注）REF2014ホームページ Assessment criteria and level deﬁnitions
（http://www.ref.ac.uk/panels/assessmentcriteriaandleveldefinitions/,
最終アクセス2016.1.4）をもとに作成。表3、表4、表5、表6についても同様。

【表4】Impact評価のレベル
内容
４

範囲と重要性に関して、傑出したインパクトで
ある。

３

範囲と重要性に関して、非常に重要なインパク
トである。

２

範囲と重要性に関して、重要なインパクトであ
る。

１

範囲と重要性に関して、一般に認められてはい
るが、大きくはないインパクトである。

未分類

インパクトの範囲と重要性が、ほとんどもしく
はまったくない。
インパクトが適切ではなかった。
インパクトが、提出があった学問領域で得られ
た非常に優れた研究によって裏付けられていな
い。

２）Impactの具体的内容
各種評価書類作成のための具体的事項については、
Main panel毎に説明が行われており、表7がSocial Work
and Social Policy分野が属するMain panel C のImpact
例である。Impactの記載に際しては、研究の副次的効
果は対象とならない。研究により得られた知見が、社
会に対してどのような直接的／実質的な影響をもたら
したかを求めている。例えば、公共団体のアドバイザー

注）
「範囲」は利益享受者の範囲や多様性、「重要性」は影響や変化等の
程度を指している（REF2014 2012b：74）。

として活動することそれ自体はインパクトに該当しな
い。REF2014に提出された研究の知見に基づいて助言
の提供が行われ、その助言が何らかの効果や影響を与
えたというエビデンスがあるとき、その活動はImpact
とみなされる（REF2014 2012b：71）
。
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・
・

・

・
・
・
自然環境、歴史環境、建造環境、 ・
社会、個人から成る集団、個人
・
・
・
・

企業、富を生み出すような活動
をするその他の形態の組織

遺産の保護、保全、プレゼンテーションの促進
ミュージアムやギャラリーでの展示を含む
文化的な作品の制作
例：映画、小説、TVプログラム
公的あるいは政治的な議論が行われること、またこれが広められること
思想や実践に関して確立した規範やモデルに挑戦する活動を含む
社会福祉、平等、ソーシャルインクルージョンの改善
司法やその他の機会（雇用、教育含）へのアクセスの改善
知的財産に対する権利を守るための法的あるいはその他の方法による枠組みを改善すること
貧困改善をもたらす政策や実践の促進
社会、経済、政治、法律に関する変化のための運動に対する、重要な貢献
問題や現象の文化的理解を促進すること
公的な態度や価値を形成すること、これらを広めること

ෆᐜ

健康及びウェルビーイングの新しい指標を開発、採用すること
医療倫理、保健サービス、社会的なケアの提供に関する政策や実践の開発
CPD（continuing professional development：継続教育）への影響
関連法への影響、関連法の構想（Inﬂuence or shaping of relevant legislation）
サービスの受給や利用の改善につながる政策や実践に影響を与えること
サービスの提供やアクセスの改善
倫理規範の開発
研修水準の改善
保健、福祉に関する成果の向上

環境に関する公共の意識や行動（public awareness or behavior）に関する具体的な変化
天然資源あるいは環境リスクのマネジメントや保全の改善
ビジネスや公共サービスの運用・実践が環境目標を達成するために変化すること
環境政策・規制に関する計画・実践の改善
保全政策／実践、資源マネジメント実践の変化
環境や建築に関するデザイン基準、一般的な実践に関する変化
専門性に基づく実践や慣例（codes）への影響
生物多様性に影響を及ぼす実践や政策の変化

・ 資源マネジメントの修正アプローチが、サービス提供を改善する結果をもたらした
・ 新しいあるいは改善された材料、生産物、プロセスを発展させること
・ 「小規模」テクノロジーの開発に対して、改善サポートを提供すること
・ 職場実践の改善効果
・ 法的枠組み、規制環境、企業体のガバナンスの改善
・ 資金調達の機会（ﬁnancial opportunities）へのアクセスをよりよくすること
・ 社会的、文化的、環境面での持続可能性の改善に貢献すること
・ 企業の社会的責任に関する政策を促進すること
・ より効果的な紛争解決
・ 代替的な経済モデル（例：フェアトレード）を理解し、発展させ、採用すること

個人、個人から成る集団、組織、
コミュニティ
・
（知識、行動、実践、権利、義務
に関して影響を受けている）
・
・
・
・

┈ாཷ⪅

・
・
個人、個人から成る集団
・
（彼らのQOLが、高められる、害
・
Health and welfare impacts が緩和されるようなインパクト。
・
（健康、福祉）
もしくは、彼らの権利や利益が
・
守られ、アドボケイトされるよ
・
うなもの。動物も含む。）
・
・

Impacts on the
environment
（環境）

Economic, commercial,
organizational impacts
（経済、商業、組織）

Impact on creativity,
culture and society
（独創性、文化、社会）

㡿ᇦ

【表7】Impact（メインパネルC）
：領域・利益享受者・内容例

社会福祉研究の見える化／見せる化／小椋
佑紀

専門的なサービスや倫理規範の
開発・提供に従事している個人
や組織

・
・

・
・
・
・
・

ὀ㸧REF㸦2014 2012b㸸69-70㸧ࢆࡶసᡂ

・
・
・
政府、公的部門、慈善協会・組織、 ・
Impact on public policy, 個人から成る集団、社会全体
・
law and services
（政策、システム、改革の実施／
（公的な事業・政策・法律） 非実施を通じてこれらにもたら ・
されるインパクト）
・
・
・
・

Impacts on practitioners
and professional services
（専門的なサービス、専門
職）

・

法改正、法的原則の開発あるいは法的実務への影響
規制、紛争の解決、司法へのアクセスに関する枠組みへ影響
政府、準政府組織、NGO、民間組織の政策形成、あるいはこれらの政策への影響
公的部門によるサービスの提供や形態に関する変化
研究のエビデンスによって、政策議論が形成・活性化され、そのことが政策の確定、方針転換、実施、
撤回へと導くこと
サービスの公正、アクセシビリティ、費用効果、有効性への影響
民主的な参加へのインパクト
NGOや営利組織による仕事への影響
社会的問題に対する一般の理解（public understandings）を改善すること
常識への挑戦を可能にすること

特定のグループに対する実践の変化
調査によって効果的でないことが示されたことによる実践の中止を含む
専門的なスタンダート、ガイドライン、研修への影響
専門的な実践を向上させる資源開発
専門的な業務や実践の管理に研究の知見を用いること
サービスの計画やマネジメントへの影響
専門職団体による研究の知見の利用
最高の実践を明らかにし、政策をつくる、あるいは、政府その他のステークホルダーにロビー活動
をするために行われるもの。
研究の知見によって、専門家の議論が形成あるいは活性化されること
研究が、ステークホルダー間の活発な議論を喚起するような、常識への挑戦をすること

東洋大学／福祉社会開発研究
8号（2016年3月）
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社会福祉研究の見える化／見せる化／小椋

3）Social Work and Social Policy分野の特徴

佑紀

University of Oxford は、Social Work and Social
Policy分野に関する学科として、Department of Social

Outputs、Impact、Environment、Overallの各レベル

Policy and Interventionを 有 し て い る。 当 該 分 野 の 大

の割合について、全ユニットの平均と、Social Work ＆

学のなかで、同大学は、すべての区分で最も高いレベ

Social Policy分野の結果を示したものが表8である。これ

ルの評価を受けている。Impact評価の提出資料では、

をみると、高評価にあたる３または４のレベルで、Social

社会福祉に関連したテーマが取り上げられている。

Work ＆ Social Policy領域は、全体平均を上回っていない

1）Impact case study ５）

ことがわかる。けれども全体平均から大きく乖離してい
る訳ではなく、Impactではその差が最も小さくなってい

Department of Social Policy and Interventionからは、

る。Social Work and Social Policy分野は、社会貢献の性

4つのImpact case studyが提出されている。紙面の関係

格の強さを反映した、Impact創出型の研究となっている

上、本稿では、「アフリカ・サハラ以南におけるエイズ

ことがわかる。

の影響を受けた子どもたちのための、エビデンスに基

次項では、Social Work ＆ Social Policy分野で最高評

づく政策とプログラミングの改善」６）をみていきたい。

価を受けているUniversity of OxfordのImpact事例をみて

当該プロジェクトでは、南アフリカ政府、UNICEF

いきたい。

をはじめとする複数の国際NGO、アメリカ政府を重要
なステークホルダーとして、調査結果をベースに政策・

３．University of Oxfordによる
Impact報告

実践へのImpactをもたらすスタイルを採っている。具
体的には、エイズの影響を受けた子どもたちの実態に

【表8】レベル別評価結果（％）〔全体平均、Social Work ＆ Social Policy〕
ホ౯䝺䝧䝹
✀㢮

Overall

Outputs

Impact

Environment

ศ㔝

4

3

2

1

Social Work and
Social Policy

27.0

42.0

25.0

5.0

1.0

69.0

యᖹᆒ

30.0

46.0

20.0

3.0

1.0

76.0

Social Work and
Social Policy

19.4

44.3

30.2

5.6

0.5

63.7

యᖹᆒ

22.4

49.5

23.9

3.6

0.6

71.9

Social Work and
Social Policy

43.8

36.0

14.9

4.1

1.2

79.8

యᖹᆒ

44.0

39.9

13.0

2.4

0.7

83.9

Social Work and
Social Policy

36.9

39.3

20.5

2.6

0.7

76.2

యᖹᆒ

44.6

39.9

13.2

2.2

0.1

84.5

ᮍศ㢮

3+4
యᖹᆒ䛸䛾ᕪ

3+4

-7.0
䚷
-8.2
䚷
-4.1
䚷
-8.3
䚷

ὀ㸧5()㸦㸸㸧࠾ࡼࡧ͆5()8QLWRIDVVHVVPHQWVXPPDU\GDWD82$6RFLDO:RUNDQG6RFLDO3ROLF\͇
㸦KWWSZZZUHIDFXNPHGLDUHIUHVXOWV$YHUDJH3UR㸚OHBB6RFLDOB:RUNBDQGB6RFLDOB3ROLF\SGI᭱⤊ࢡࢭࢫ
㸧ࢆࡶసᡂࠋ
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○ 国際会議からの招聘

関する研究成果（心理的な問題、貧困、虐待、取引と

国連合同エイズ計画（UNAIDS）は、2014年国

しての性交渉、教育、バルネラビリティのリスクが高
７）

まる仕組みなど）に基づいている 。各種ステークホル

際エイズ会議にて、マラウイのBanda大統領、国

ダーとの連携から得られたImpactには、下記のような

連事務相当のスペシャルアドバイザーとともに、

ものがある。

University of OxfordのCluver氏を研究成果に基づ
き招聘した。

【南アフリカ政府（社会開発部門、保健部門、基礎教育

【アメリカ政府による海外支援政策および計画へのImpact】

部門）の政策および計画へのImpact】

エイズの影響を受けた子どもたちの支援計画に関

○ 政策へのImpact
担当大臣のプレゼンテーションや、主要政策文

する世界最大の単独基金として、アメリカ大統領に

書のなかで、研究の知見が多く用いられたという。

よ る エ イ ズ 救 済 緊 急 計 画（PEPFAR-USAID） が あ

ここには、「エイズの影響を受けた子どもたちに対

る。当該ステークホルダーとの連携により得られた

する南アフリカ国家行動計画」
（The SA National

Impactには、次のようなものがあり、これを示す資

Action Plan for children by HIV/AIDS）などが含

料名も記載されている。

まれる。

○ プログラム等への貢献
・

○ 現場へのImpact、政策議論への研究者の参加

PEPFARの資金提供プログラムのなかで、エ

社会開発部門が、保健やコミュニティに関する

ビデンスベースの、心理的支援、経済強化、子

ワーカーの研修マニュアルに研究成果を活用した。

どもの虐待予防に関する事項の開発を促進する

また、このことによって、研究プロジェクトの研

ために、研究チームの調査が用いられた。
・

究者が、下記の国レベルの組織の研究者あるいは

南アフリカにPEPFARのプログラムを普及さ

アドバイザーとして任命されたという。

せる際、各種研究が活用された。また、HIV陽

・

エイズの影響を受けた子どものための南アフ

性の思春期の子どもたちに対する心理的なサ

リカ国家行動委員会

ポート促進に重点的に取り組むことに対しても、
重要な研究貢献があった。

・ 国の基礎教育部門
・

HIV陽性の小児・思春期の子どもに関する技術
ワーキンググループ

２）Impact template

【国際NGO ８）の政策・プログラミングへのImpact】

同大学のDepartment of Social Policy and Intervention

○ プログラム等への貢献

は、約100年の歴史があり、現代の社会的・経済的・政

子 ど も に 対 す る 身 体 的・ 性 的・ 心 理 的 な 虐 待
やメンタルヘルスに関する研究チームの知見が、

治的な問題に取り組むこと、研究・政策・実践を結び付

Save the Childrenによるエイズの影響を受けた子

けることを目的としている。研究のインパクトは、世界

どもたちのための虐待予防プログラムの発展に影

中の政策に関する議論・立案・実施、人々のウェルビー

響を与えた。また、このような知見は、UNICEFF

イングと考えられている。
ステークホルダーには、国家／国際的組織、官僚、

によって開発された子どもの保護政策にも役立つ

政治家、企業・労働組織の代表やロビイスト、NGO、

ものであったという。

専門職を含んでいる。そして、政策に対する研究者の
助言だけでなく、研究サイクルの全過程にステークホ
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佑紀

るためのwebサイト（ Find an Expert ）もある。

ルダーが参加することが、研究発展、エビデンスに基

【研究時間の確保】

づく政策への影響力等のImpact創出の基礎となるとさ

ステークホルダーとネットワークを組み、研究活

れている。研究初期の段階からの政策担当者の参加が、
研究発展に対する貢献を通じて関係性を育み、将来良

動をするための学問の自由と時間が提供されてい

いインパクトを得るための基盤を強化したImpact case

る。具体的には、確立したポストにある研究者（all
established postholders）は、30日／年の外部コン

studyの事例も紹介されている。

サルタント活動が認められている。

研究のインパクト実現に向けた学内での取り組み例
として、下記のようなものがある。このなかには、研

インパクトに関する計画・戦略に関し、学科の中期

究活動のなかで具体的に何が活用され、どのような

戦略・計画には、以下の要素が含まれているという。

Impactにつながったのかが例示されている。

○

【 大 学 の 取 り 組 み と 連 動 し た 知 識 交 換（Knowledge
9）

よる助言組織（an Advisory Committee）の設立12）

Exchange） 活動】
○ 全学的取り組み
・

○ EUのような国際的かつ超国家的組織へのアウト

学外との知識交換促進戦略を展開する目的で、

リーチを発展させること

学科・研究者を支援する組織として、知識交換

○

とインパクトに関する小委員会（the Knowledge

比較社会政策研究に関して、専門性に基づいた

評価活動支援を提供すること

Exchange and Impact Subcommittee） が あ る。

○

研究者は、同委員会を通じて高等教育イノベー
ション基金（HEIF）

世界をリードする研究者とステークホルダーに

政策担当者や専門職に対してより直接的に研究

成果を披露し、広報するための定期的なアウトリー

10）

チイベントにお金を使えるようにすること

にアクセスする。

○

・ HEIFをはじめ、戦略的かつターゲットを絞った

地方の政策立案に我々の専門性やエビデンス

ベースの成果を取り入れること

資金支援を行う。外部資金を得にくい研究初期段階、
webやワークショップの支援等を行っている11）。こ

○

研究成果についてコミュニケーションを図るア

プローチを強化すること

のなかには学内の研究支援基金も含まれている。
○ 学部レベルでの取り組み
Department of Social Policy and Intervention が

・

Webの影響力を向上させること

・

情報提供及び重要なステークホルダーとつな

属するSocial Science Divisionでは、知識交換をサ

がるプラットホームとしてソーシャルメディア

ポートする専任人材を3名採用している。

やブログを活用すること
・

【研究広報】
○

広報事務局による専門的なサポートのもと、Web

専任のコミュニケーション担当の雇用
様々な知識交換プログラムに対して、ターゲッ

トを絞った資金申請を奨励すること

サ イ ト、 ニ ュ ー ス レ タ ー、 研 究 報 告 書 を 通 じ、 ス
テークホルダーとのコミュニケーションの促進を
図 っ て い る。 メ デ ィ ア（The Guardian、The Daily

４．REF2014が示唆するもの

Telegraph、Daily Mirror、Time Magazineな ど ） 等
からの問い合わせ、政策議論等へのImpactにつながっ

１）社会貢献度の高い研究の背景にあったもの

ている。メディアなどがコンタクトをとりやすくす
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University of OxfordのImpactの特徴を、研究の手法・

RREF2014のImpact評価は、報告のガイドラインが具

バックアップ体制という観点でみると、下記の事柄が

体的に示されていた。けれども、研究内容それ自体を

あったと思われる。

構造化し、さらに研究環境やImpactとの関連をシステ

○ 研究の目的、Impactの明確化

マティックに捉えていくには、ある種の前提が必要で

○ 研究活動をめぐる、大学と研究者の役割整理

あると思われる。大学組織としての明確な研究目標が

○

ステークホルダーが研究のあらゆる過程に参加

示されていること、その発展に向けて環境整備が行わ

すること

れ、これらが活用されていること、成果とImpactが得

○ Impact創出のための研究者／ステークホルダー

られていることが当然含まれるが、それを簡潔に表現

の役割

できることも重要である。そのためには、日頃、研究

・ 研究者の役割

活動やそのマネジメントを通じて、研究やその環境の

政策・実践の発展につながる客観的データの収

ストレングスを捉え、進捗状況に応じた発展的な研究

集とその分析

構造の修正が行われていることが、ひとつのポイント

・ ステークホルダーの役割

になるのではないだろうか。日頃のこのような取り組

上記知見を政策・実践に活かすこと

みによって、プロジェクト実施側の裁量が大きい私立

このうち二点目について、大学組織は、知識交換活動

大学戦略的研究基盤形成支援事業の評価報告の書類作

の促進をめざし、初期段階からの各種研究資金の支援、

成の負担は軽減されると思われる。REF2014における

研究広報（専任スタッフの雇用含）
、研究者の外部コン

Impactの考え方や、University of Oxfordの事例は、研

サルタント活動時間の確保、学部専任の研究支援スタッ

究手法や成果の質を精査する際の参考になるだろう。

フの採用、学科レベルの助言組織の設立等に取組んでい

以上をふまえると、評価報告を通じた研究の見せる

た。研究者は、学内の支援を活用しながら研究に従事し、

化は、プロジェクト内部における研究の見える化を前

それが社会へのImpactをもたらしている。そして研究の

提とするものとなる。この評価報告を、文字通り報告

成果やImpactは大学組織としての研究体制の充実に還元

として捉えるではなく、プロジェクト発展のツールと

される仕組みであった。大学における明確な研究目的と

するならば、日頃の研究の見える化、そしてそこから

Impact定義のもと、研究発展のシステムづくりとその活

得られた評価結果は、プロジェクトにとって非常に有

用に取り組んでいることがうかがえた。

益なものとなるだろう。

研究手法は、同学科が考えるインパクトに基づき、
政策・実践の根拠となるデータを収集・分析し、これ
らに活かすスタイルが採られていた。研究の全過程へ

②資金提供元への見せる化／広報戦略としての
見せる化

のステークホルダーの参加を重視しており、対話型の

これまで本稿では、プロジェクト内部の研究の見え

研究展開が図られていることがうかがえた。

る化、資金提供元に対する研究の見せる化について言
及してきた。けれども、研究の見せる化への対象は、

２） 研 究 評 価から考える社会福祉研究の
推進

資金提供元だけではない。REF2014では、各大学の報
告内容や評価がインターネットで公開されているが、
戦略的研究基盤形成支援事業の場合はそうではない。

①研究推進ツールとしての評価報告

ここでは、評価報告を通じた一般への見せる化を除く
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佑紀

等になり得ると考える。

部分について議論を進めたい。
研究の可視化／伝達の目的・対象は、プロジェクト

社会福祉は社会貢献の性格が強い学問であり、その

内部／外部に大別される。内部は、研究の進捗状況の

ミッションはUniversity of Oxford同様、人々のウェル

共有、グループ・ユニット内（および間）の協働の促進、

ビーイングにある。同大学の研究運営、データをベー

研究の構造化といった、プロジェクト内の「見える化」

スとした現場との共同研究によりImpactを創出してい

を目的とする。外部について、社会福祉の性格からい

く研究手法は、「見せる化」に際しての事実の客観性を

えば、ウェルビーイングの実現に向けてどのようなア

高めるだけではない。研究者と実践者による共同の調

プローチをしていて、それはどのような価値をもって

査や施策等の検証（大島2012、芝野2012）といった、

いるのか、あるいは、どのような研究成果がどのよう

今の日本の社会福祉研究の課題解決の手がかりにもな

な社会貢献につながったのか等を「見せる化」するこ

ると思われる。

とを目的とする。一般に広報するという意味では、す
べての人々が対象であるし、補助金との関係では文部

おわりに

科学省、研究内容との関わりでは、支援ニーズを有す
る人々や、行政職員を含めた社会福祉従事者、研究者

研究の見える化／見せる化が、プロジェクト発展や

などが考えられる。研究者間で使用する話し方や文章

人々のウェルビーイングに有益であると考えた場合、

表現が、誰にでも通用するわけではない。情報を提供

「日頃、研究や環境のストレングスを捉え、進捗状況に

する目的・対象によって、媒体も一様ではなく、
「見せ

応じた発展的な研究構造の修正」は誰が行うのであろ

る化」の戦略が必要になる。先の研究構造の見える化

うか。これは大学運営サイドの研究への関わり方や、

ができていれば、研究の強みを明確にしたうえで可視

プロジェクトの規模等によって様々な形態が生じると

化が行われていることから、当該戦略を考えるベース

思われる。たとえば、大学運営サイドの研究への関わ

になるだろう。

りが事務手続きのみである場合、数名の研究グループ

University of Oxfordでは、大学のバックアップを活

であれば、研究代表者がこれを行うことができる。け

用しながら、研究者がステークホルダーとのコミュニ

れども数十名の研究プロジェクトに発展すれば、研究

ケーションを促進しようとしていることが伺えた。社

代表者が自らすべてを把握・調整することは困難にな

会福祉の現場では、制度や相談機関はあってもその存

る。また、全学的な研究推進担当部署あるいは部局（学

在を知らないために生活の困難を深めてしまう場合が

部・大学院）にURAを配置するような、大学運営サイ

あり、ソーシャルワーカーにとってアウトリーチは重

ドによる研究への関わりが生じた場合、このような作

要な活動となる。これと同じように、研究の成果や

業は、研究グループあるいはプロジェクト内で必ずし

Impact、あるいはその過程にあるならば研究の価値と

も完結しなくなるだろう。つまり、上記のようなコー

到達点の見せる化を追求することは、研究・実践の広

ディネート機能の担い手は、少なくとも大学内の研究

がり・深化、社会問題に取り組む研究への理解・支援

マネジメントの考え方と関係している。

の展開を図る重要な手段となるのではないだろうか。

けれども、中長期的な視点で、研究マネジメントの

つまり、社会福祉研究にとって研究広報は、やり方次

担い手について考えると、検討の切り口がみえてくる。

第で人々のウェルビーイングをより広く推し進める手

現在、国レベルで大学のガバナンス改革やグローバル

段や、新たなステークホルダーとの出会いのきっかけ

化に向けた各種アプローチが行われており、こういっ
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「中間・事後評価等においては、あらかじめ設定した目
標に対する達成状況等を評価することを基本とするが、あ
わせて、実施したプロセスの妥当性や副次的成果、理解増
進や研究基盤の向上、さらに、当該研究が時代を担う若手
研究者の育成にいかに貢献したかなど、次につながる成果
を幅広い視野からとらえる。また、失敗も含めた研究過程
や計画外の事象から得られる知見、研究者の意欲、活力、
発展可能性等にも配慮する。」
「基礎研究については、その成果は必ずしも短期間のう
ちに目に見える形で現れてくるとは限らず、長い年月を経
て予想外の発展を導くものも少なからずある。このため、
評価実施主体は、画一的・短絡的な観点から性急に成果を
期待するような評価に陥ることのないよう留意する」
３） Main panel Cに属する学問領域（ユニット）

た取り組みと大学・各研究のつながりが今後より密接
なものになっていく可能性がある。そうであるとすれ
ば、国の教育・科学技術政策、大学のミッション・経
営方針、社会福祉のミッションや学問の自由をめぐる
バランスがとても大切になってくる。このとき、大学
本部、部局（学部・大学院）
、各プロジェクトにおける
研究マネジメント従事者のスタンスは、誰のための研
究推進・マネジメントなのか、という点で、微妙な違
いが生じると思われる。研究者は研究のプロフェッショ
ナルであって、必ずしもマネジメントのプロではない

・Architecture, Built Environment and Planning

ことを鑑みると、少なくとも大学研究拠点あるいは研

・Geography, Environmental Studies and
Archaeology

究規模の大きなプロジェクトには、研究者の側に立っ
たマネジメントの担い手が必要になってくるのではな

・Economics and Econometrics

いだろうか。

・Business and Management Studies
・Law

本 稿 で は、 英 国 のREF2014か ら、 日 本 の 社 会 福 祉
研 究 を 推 進 す る「 見 せ る 化 」
「見える化」について

・Politics and International Studies

検 討 を 行 っ て き た。University of OxfordのOutputs、

・Social Work and Social Policy

Environmentや他のImpact case study、他大学の事例

・Sociology

をカバーしていないという指摘があろうことは承知し

・Anthropology and Development Studies

ている。また、今後、研究の構造化の具体的手法として、

・Education

人文系のImpactも参考に、理論・調査研究・実践をつ

・Sport and Exercise Sciences, Leisure and
Tourism

なぐという観点からの検討も必要となるだろう。けれ

４） 下記の4つの組織が該当する。

ども、海外の研究評価の枠組みや高評価を得た大学事

・Higher Education Funding Council for England

例から、今後の社会福祉研究の推進方策について検討

・Scottish Funding Council

したことは、これまでにない試みであり、議論のきっ

・Higher Education Funding Council for Wales

かけとしての価値はあると考えている。人々のウェル

・Department for Employment and Learning,

ビーイングを実現する研究の質、学問の発展にかかわ

Northern Ireland

る切実な問題として、社会福祉研究の推進方策が積極

５） 同 大 学 のImpact templateお よ びImpact case studyは、
下記に掲載されている。
http://results.ref.ac.uk/Submissions/Impact/779
６） Improving evidence-based policy and programming for
AIDS-aﬀected children in Sub-Saharan Africa
７） 当該Impact case studyで使用された研究成果には、下記
のようなものがある。
Cluver, L., Orkin, M., Boyes, M. and Gardner, F.（2012）
「南アフリカのエイズ孤児の間に継続するメンタルヘ
ルス課題」J. Child Psychiatry & Psychology, 53（4）,
pp. 363-370.
Cluver, L., Orkin, M., Boyes, M., Gardner, F., and Meinck,
F.（2011）「エイズ孤児やエイズの影響を受けた思春期

的に議論されるべきであることを提起して締めくくる
こととしたい。

＜注＞
１） 文部科学省ホームページ「（別紙）『私立大学戦略的研究
基盤形成支援事業』に係る『研究進捗状況報告書』の記載
要領」参照。
２） 次のような例が挙げられる（文部科学省2014：39，40）。
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の子どものtransactional sex 虐待や深刻な貧困から
の予測」JAIDS 58（3）, pp. 336-43.
Cluver, L. and Orkin, M.（2009）,「 ス テ ィ グ マ、 い じ
め、貧困、エイズ孤児：南アフリカの子どもたちの心
理的な問題に影響を与える相互作用」Social Science &
Medicine, 69（8）, pp. 1186-1193.
Cluver, L.（2011）
「エイズパンデミックの子どもたち」
Nature, 474, pp.27-29. doi:10.1038/474027a
Cluver, L., Orkin, M., Boyes, M., Sherr, L., Nikelo, J. and
Makhasi, D.（2013）「親のエイズから子どもの心理的、
教育的、性的なリスクへの経路：実証に基づく双方
向理論モデルの展開」Social Science & Medicine, 87,
pp.185-193.
Cluver, L., Boyes, M., Orkin, M., Pantelic, M., Molwena,
T., and Sherr, L.（2013予定）
「子どもに関する州の現金
移動と思春期のHIV感染リスク：将来多様な地域から
構成される南アフリカのある都市」The Lancet Global
Health.
８） 研究チームは次の国際NGOと密接な関係のもとで活動を
行ったという。
・UNICEFF

佑紀

に組み込まれた。

12） 当該組織の設立は、以下の重要な手段になると
いう。
・政策立案者への助言やステークホルダーの参
加によるインパクトを改善する
・ステークホルダーが研究プロジェクトに対す
る価値ある貢献を申し出る機会を提供する
・政策立案者、実践者、専門職に知見を広める
ことを促進する
＜引用・参考文献等＞
独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター
（2015）『科学技術・イノベーション動向報告〜英国編〜
（2014年 ）』（http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/OR/CRDSFY2014-OR-03.pdf，最終アクセス2016.1．21）
文部科学省（2014）「文部科学省における研究及び開発に関

・Save the Children

する評価指針（最終改定

・The Regional Interagency Task Team for Children

平成27年4月1日）」

小椋佑紀（2013）「研究プロジェクトを支えるマネジメント

Aﬀected by AIDS
・The Regional Psychosocial Support Initiative

機能

研究支援者の立場から」東洋大学福祉社会開発研

・World Vision

究センターシンポジウム「官学連携による福祉実践研究
の展開とそのマネジメント」（2013.11.16）当日配布資料.

９） 社会科学分野における知識交換について、Economic and

小椋佑紀（2014）「社会科学系研究者のキャリア形成 ‐ 先

Social Research Councilによる定義を訳すると下記のようにな

行調査・資料からの検討 ‐ 」『福祉社会開発研究』No.6,

る。
（http://www.esrc.ac.uk/collaboration/knowledge-exchange/，

5-14.

最終アクセス2015.1.22）

小椋佑紀（2015）「福祉系プロジェクトを推進するマネジメ

知識交換とは、社会科学者と個人あるいは組織が学習、

ント機能 ‐ 高齢ユニットでの活動を中心に ‐ 」『福祉社

アイデア、経験を共有する双方向のプロセスである。

会開発研究』No.7, 13-21.

10） 「イングランド高等教育資金会議（HEFCE）が実施す

大島巌（2012）「制度・施策評価（プログラム評価）の課題

る知識移転促進のための助成プログラムであり、その目

と展望」『社会福祉学』53（3）、92-95

的は、産業界やコミュニティのニーズにこたえる高等教
育機関の能力を高めることにあ」り、政府による予算計

REF2014（2012a） Assessment framework and guidance

上が行われている（独立行政法人 科学技術振興機構 研

on submissions（updated to include addendum published

究開発戦略センター 2015：45,49）。

in January 2012） （http://www.ref.ac.uk/media/ref/
content/pub/assessmentframeworkandguidanceonsubmis

11） 例えば、下記のようなImpactが得られた事例が挙げら

sions/GOS%20including%20addendum.pdf， 最 終 ア ク セ ス

れている。

2016.2.19）

・広報支援組織との共同により、 コミュニティサイ

REF2014（2012b） Panel criteria and working methods

トでショートフィルムを制作・放送し、約100万の

（http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/panelcriteri

ビューアー（UK内）を得た。

aandworkingmethods/01̲12.pdf, 最終アクセス2016.1.4）

・貧困と恥の意識に関する研究から得られた知見につ

REF2014（2014） Research Excellence Framework 2014 :

いて議論するためのワークショップが開催された。
ここでの議論は、政府による社会保障や社会手当に

The results （http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/

よって、人々の権利や尊厳を尊重すべきであるとい

pub/REF%2001%202014%20-%20full%20document.pdf, 最 終
アクセス2016.1.1）

う原則を促進するイニシアチブとなり、後にILO勧

芝野松次郎（2012）「実践評価の課題と展望−ミクロ

告「各国における社会的な保護の土台に関する勧告」
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レベル実践の量的実践評価を中心に−」『社会福
祉学』53（3）、96-99.
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障害者の社会的孤立とその対応に関する文献検討

福祉社会開発研究センター 客員研究員
筑波大学 助教

大村 美保
や理論的検討，実践の積み重ねが始まっており，その

キーワード：障害者，社会的孤立，対応

多くは単身高齢者を中止とした孤立死が顕在化する
高齢者福祉領域で行われてきた（斉藤：2009，染野：

Ⅰ 問題の所在と目的

2015，野﨑：2014ほか）．また，地域福祉領域では1991
年に始まった「地域福祉ネットワーク事業（ふれあい

我が国で社会的孤立が社会福祉の政策的課題に上っ

のまちづくり事業）
」や「ふれあい・いきいきサロン」
，

たのは「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉

小地域ネットワーク事業等の地域福祉実践を，2000年

のあり方に関する検討会報告書」
（2000）である．そこ

代半ば以降に発展したコミュニティソーシャルワーク

では，社会的援護を必要とする人々に社会福祉の手が

と関連づけた社会的孤立への対応や見守り活動が見ら

届いておらず，つながりの再構築を目指すことがこれ

れる（田中：2015，井岡：2015）．

からの社会福祉の課題であるとされた．また，「地域に

高齢者福祉領域や地域福祉領域での社会的孤立への対

おける『新たな支え合い』を求めて−住民と行政の協

応が行われている中にあって，障害者福祉領域では社会

働による新しい福祉−」（2008）では，公的なサービス

的孤立に関する報告はほとんど見られない．それゆえ，
「ビ

だけでなく地域における身近な生活課題に対応する，

ジョン」では難病患者の生活支援や就労支援，障害が疑

新しい地域での支え合いを進めるための地域福祉のあ

われながらも障害者手帳を有していないなど，いわゆる

り方が検討された．さらに，2015年９月には厚生労働

制度の狭間の問題に限定された言及に留まり，二木が指

省プロジェクトチームによる「誰もが支え合う地域の

摘するように1）
「ビジョン」における障害者福祉について

構築に向けた福祉サービスの実現−新たな時代に対応

の記述はきわめて弱い．

した福祉の提供ビジョン−」
（以下，
「ビジョン」
）が示

障害者の生活支援を巡っては，地域社会に十分なサー

され，そこでは，新しい地域包括支援体制を構築し，

ビス種類や量がなく，人々の理解不足等も相まって，

分野を問わず包括的に実施することを今後の改革の方

入所施設に生活ニーズへ対応する機能を集中させて集

向性とし，「誰もが支え，支えられる社会」を指向して

合的にケアが行われた歴史があり，その後のノーマラ

いる．これらの背景には後藤（2011）が指摘するよう

イゼーション理念の浸透と脱施設化，自立生活（IL）

に社会的孤立が看過できない量の人々に生じているこ

運動により，入所施設に対峙した形で地域生活支援が

とがある．

構成されてきた．障害者の自立した生活と地域社会へ

こうした状況に対応して，2000年前後から実態把握

の包容は，2006年に採択された障害者権利条約の第19

49



東洋大学／福祉社会開発研究

8号（2016年3月）

条で「他の者との平等を基礎とした地域社会への包容

カーへの質問紙調査からは，その支援対象者は高齢者

と参加」が規定されるように，我が国のみならず国際

を中心とする世帯（74.0%）が最も多いが，次いで障害者・

的にも今なお障害者政策上の課題の一つである．つま

難病患者のいる世帯（13.7%）が挙げられており，次い

り，障害者の地域生活は，地域社会における教育・居住・

で生活保護・低所得者世帯（6.4%），子どものいる世帯

活動・就労・社会参加等からの排除やそのプロセスと

（1.5%）の順であった．このように，地域において障害
者世帯は社会的孤立のリスクが高い対象として一定の

密接に関係することを意味する．

問題認識が行われていると考えられる．

これからの地域における包括的な支援体制づくりに
ついて「ビジョン」を契機に議論が高まることが予想
され，その際に障害者の社会的孤立とその対応を含め

２．社会的孤立状態にある障害者像の理解

ることを可能とするための試みが必要であると筆者は
考える．最近になって，ごくわずかではあるものの障

（１）世帯構造

害者の社会的孤立に関する実態把握や，あるいはその
解消に向けた取り組みが見られるようになった．本稿

さて，前述のように，地域において障害者世帯は社

はこれらを概観することにより，地域で生活する障害

会的孤立のリスクが高い対象として一定の問題認識が

者の社会的孤立の実態と対応の一端を示すことを目的

行われていながらも，そのうち，具体的にどのような

とし，これにより地域における包括的な支援に障害者

障害者世帯で社会的孤立が起きるかについては，従来，

を含めて考えるための基礎的な資料を提供したい．

十分に明らかにされていなかった．初めて障害者の社
会的孤立に関する全国的な調査研究が行われたのは，

Ⅱ 先行研究にみる障害者の社会的
孤立とその類型

全日本手をつなぐ育成会「知的障害者を含む世帯にお
ける地域生活のハイリスク要因に関する調査」
（2013）
（以下，ハイリスク調査）である．ハイリスク調査は，

１．障害者と社会的孤立

2012年に札幌市白石区で，姉と知的障害者の妹（いず

高齢者福祉領域や地域福祉領域での社会的孤立への

れも40代）の二人が孤立死した事件をきっかけに行わ

対応が行われている中にあって，障害者福祉領域では

れたものである．ハイリスク調査は大きく２つの研究

社会的孤立に関する報告はほとんど見られないもの

から成り，その一つに，全日本手をつなぐ育成会の会

の，地域社会における社会的孤立のリスクのある世帯

員である知的障害者の親や事業所に呼びかけて知的障

として障害者世帯が無視されてきたというわけではな

害者を含む世帯の孤立死等のハイリスク状態にある事

く，むしろ社会的孤立のリスクのある存在として意識

例を収集し，これをもとに３つのハイリスク世帯類型

されてきた．例えば，横浜市孤立予防対策検討委員会

を示したものがある．それぞれ事例を挙げつつ世帯類

報告（2012）（以下，横浜市報告）は，障害者に限らず

型を示す．

地域における孤立について整理を行い，特に孤立死に

①単身世帯

陥る危険性が高い世帯として，高齢者がいる世帯，障

事例１：知的障害者の単身世帯．相談支援専門員のみ

害児・者がいる世帯，母子・父子世帯，必要な支援やサー

が服薬管理で自宅に支援に入っていたが，訪問時に応

ビスを受けていない世帯，生活困窮世帯を挙げている．

答がなく，その日のうちに電話で確認をしたが連絡が

また田中ら（2015）によるコミュニティソーシャルワー

とれなかった．翌日，別居のきょうだいが，本人が自
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宅で倒れているのを発見．脳卒中であり，発見の12日

は，①生活保護受給者を含む生活困窮，②知的障害が

後に死亡した．

あり家族同居だが家族機能の低下，③通学・通所・就

②「ひとり親＋子」世帯

労などが継続しない，④単身で，かつ別居の兄弟姉妹

事例２：高齢の母と本人からなる世帯．本人はサービ

がおり，日中活動につながっていない，⑤介護保険制

スを利用していなかった．高齢の母が高齢者のデイサー

度や学校等といった制度間の橋渡しに課題がある，⑥

ビスを利用していたが連絡がとれなくなり，ケアマネ

在宅の精神障害者で通院等の医療面での課題があり病

ジャーが行政や親族を伴って自宅に入った時には母が

状が不安定，等が示された．また，147事例中の課税世

死後１か月となっており，本人はどうしたらよいかわ

帯は48.0%と約半数にのぼっていた．このことからは，

からず放浪していた．

生活困窮に留まらない様々な状態像の障害者に社会的

③「家族同居だが世帯全体に弱さがある」世帯

孤立が起きる可能性が示唆される．

事例３：通所施設に在籍する本人，認知症が疑われる母，

（３）支援や関わりによる分類

離婚後に自宅に戻ってきた姉の３人世帯．長く在宅生活
が続き40歳代になって通所施設利用を開始したが姉に独

前述の横浜市報告では，地域における支援や関わり

特の考えがあって通所できておらず，家庭で劣悪な養護

の現状から対象者を整理し，地域における様々な対象

状態が継続している．

者を，支援や関わりの現状により４層の構造で整理した

なお，これら世帯類型のうち，①単身世帯では生活

（2012:23）
．すなわち，①専門的なサービスを受けてい

保護のケースワーカーや相談支援事業所，障害福祉サー

る，②地域における定期的な訪問等を受けている，③支

ビスなどのサービスに結びついていて，危機的な状況

援が必要だが，専門的なサービスや定期的な訪問等につ

になる前に介入が行われるケースが複数あった一方で，

ながっていない，④地域，行政との関わりがない，の４

②「ひとり親＋子」世帯では孤立死を含むハイリスク

層である．この分類では，支援や関わりの度合いが，最

状態に陥った事例が比較的多く報告された．また，介

も高い①から最も低い④に向かって減少することを意味

入については次章の社会的孤立への対応の中で詳細に

する．

述べるが，②「ひとり親＋子」世帯や③「家族同居だ

横浜市報告からは，さいたま市調査が把握を試みた

が世帯全体に弱さがある」世帯では介入の難しさが指

対象者は，横浜市報告の枠組みでの③，すなわち支援

摘された．

が必要だが，専門的なサービスや定期的な訪問等につ
ながっていない者であったことが改めて浮かび上がっ

（２）様々な状態像

てくる．
なお，横浜市報告の④地域，行政との関わりがない

上述の調査は知的障害者のいる世帯の構造を中心と
したものであったのに対して，より広く地域で社会的

層については，障害者をその対象者として考えたとき，

孤立の状態にある障害者の状態を推測できる調査とし

障害者としての資格手続きの有無により二分して考え

て，さいたま市の各区支援課及び相談支援事業所が把

ることが適当であると考えられる．すなわち，a.障害者

握した，支援につながらず訪問支援の必要性があると

としての資格認定手続きを経ているが地域や行政との

思われる147事例に関する調査（以下，さいたま市調査）

関わりがない者と，b.そもそも障害者としての資格認定

の再分析がハイリスク調査報告書に所収される．事例

手続きを経ていない潜在的な障害者，と分けて考える

に関する記述のテキストマイニングによる因子分析で

べきであろう．
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全国の障害者数787.9万人２）のうち障害福祉サービス
３）

スを受けている，②地域における定期的な訪問等を受

でその割合は約8.8%と，サービ

けている，③支援が必要だが，専門的なサービスや定

スにつながる障害者はごく一握りである．また，さい

期的な訪問等につながっていない，④障害者としての

たま市全域での相談支援事業所への相談件数では，全

認定手続きは経ているが地域や行政との関わりがない，

く新規での相談が過去５年間で継続して1,000件を超え

⑤潜在的な障害者，という５層の構造による理解が可

ている４）ことからも，a.障害者としての資格認定手続き

能であるとともに，③支援が必要だが，専門的なサー

を経ているが地域や行政との関わりがない者の存在を

ビスや定期的な訪問等につながっていない者に焦点を

裏付られる．

当てると，さいたま市の調査が示すように生活困窮者

の実利用者は69.6万人

また，b.そもそも障害者として資格認定手続きを経て

に留まらない様々なタイプが存在する可能性が示唆さ

いない潜在的な障害者については，非行犯罪行為のある

れる．さらに，高齢者福祉領域での社会的孤立の焦点

障害者に関する調査研究及び高齢知的障害者に関する調

が一人暮らしの高齢者であるのに対し，障害者世帯で

査研究，あるいはホームレス支援に関する実態等からそ

は，ハイリスク調査が示すように「ひとり親＋子」世

の存在が推測される．大村ら（2014）は刑務所や少年院

帯や「家族同居だが世帯全体に弱さがある」世帯といっ

といった矯正施設を退所した障害者への支援経験の高い

た，単身世帯にとどまらない世帯で社会的孤立が起こ

相談支援事業所や地域生活定着支援センターに対する77

る可能性があることが指摘できる．

事例調査により，それら機関における支援について３段
階のモデルで整理し，その初期段階では「当面の生活の

Ⅲ 障害者の社会的孤立に対応する
プロセス及び実施者と制度・施策

場」
「医療」とともに「障害者としての資格手続き」
，す
なわち障害者手帳の取得やサービス受給者証の発行等の
支援が行われることを示した．このことは，矯正施設を

１．対応のプロセス

経て障害福祉の専門支援機関につながるまでそうした手
これまで，障害者の社会的孤立の状態像について概

続きに乗っていなかった者が存在することを意味する．
また，谷口（2015）は，２市の特定区域における65歳以

観してきたが，それではこうした社会的孤立への対応

上高齢者の悉皆調査から，高齢者人口に占める高齢知的

についてはどのような枠組みで考えられるだろうか．

障害者の比率が0.64%であり，厚生労働省推計0.23％の約

高村ら（2011）は墨田区における高齢者の見守り活

３倍にのぼり，全国で復元すると12.3万人が未把握の状

動の実践から，孤立している高齢者の「発見」と「実

態であることを示した．さらに，ホームレス等の人々の

態把握」を行う地域の拠点として高齢者みまもり相談

中に知的障害と思われる人がいて，支援に接する機会が

室を捉える．また，ハイリスク調査では，さらに「介入」

ないまま社会的に孤立している状態となると井土（2013）

というプロセスを加え，地域における孤立死等ハイリ

が述べている．b.の潜在的な障害者の存在はこれらを踏

スク世帯への対応には「発見」
「危機のキャッチ」「介

まえて指摘することができる．

入」の３段階があるとした．ここでの「発見」とはリ
スクを潜在的に抱える人や世帯についてその存在を関
係機関が気づく段階，「危機のキャッチ」とは何らかの

（４）小括

危機が生じたときにそれに気づく段階，「介入」とは介
以上から，社会的孤立状態にある障害者像について

入の判断を行い実際に介入する段階をそれぞれ意味す

まとめると，その支援や関わりでは①専門的なサービ

る（2013:130-133）
．以下ではハイリスク調査の３つの
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れて周辺化した状態であると考えられ，地域社会から

対応プロセスに従って検討してゆくこととする．

見えづらくなっていることが想定される．そうした対

２．対応の実施者

象を発見して支援ニーズを見出すような，アウトリー
障害者の社会的孤立について，その対応の実施には

チを行う機関も社会的孤立への対応では重要となる．

誰が当たるのか．

これらから，①専門的なサービス提供者，②地域包

国は都道府県等に対し2012年に「地域において支援

括支援センターや障害者の一般相談支援事業，あるい

を必要とする者の把握及び適切な支援のための方策に

はコミュニティソーシャルワーカー等，③ボランティ

ついて」を通知し，支援を必要とする者の把握のため

ア・当事者団体・民生委員といった住民側の個人・団体，

の関係部局・機関との連携体制の強化を徹底するよう

④周辺化した人へのアウトリーチ実施機関，⑤社会福

求めた．ここでの把握・支援の対象者は生活困窮者，

祉に特化しない一般的なサービスである警備業者やラ

高齢者，障害者，児童を含めた地域において支援を必

イフライン業者，に大別することができる．

要とする者全般が想定されており，そのうえで，障害

３．対応に関する制度・施策とその課題

福祉主管部局に対しては，相談支援事業者，障害福祉
サービス事業者，障害児・者関係団体，民生委員等と

さて，対応のプロセスである「発見」
「危機のキャッチ」

の連携を求めた．このように，支援を必要とする者の

「介入」について，これら５種類の対応の実施者は，そ

把握や対応には多様な実施者が想定される．このこと

れぞれがすべてを担っているわけではないだろう．例

は野崎（2014）も示しており，全国の見守りのしくみ

えば，「危機のキャッチ」を担うであろう⑤社会福祉に

づくりの試みとして，
「行政機関や社会福祉協議会によ

特化しない一般的なサービスである警備業者やライフ

るもの，地域包括支援センターと核にしたもののほか，

ライン業者による対応では「危機のキャッチ」を担い，

自治会等住民組織が独自に行っているもの，警備会社

「発見」「介入」には対応しないと考えられる．

やライフライン事業者等が商品化しているもの」のほ

以下では，⑤一般的なサービスである警備業者やラ

か，東京都で2010年から展開される見守り専門部署と

イフライン業者を除いた４つの対応の実施者について

してのシルバー交番事業，大阪府が2004年度から実施

障害分野における制度・施策的背景を確認しつつ，
「発

するコミュニティソーシャルワーカー配置促進事業を

見」「危機のキャッチ」
「介入」の３つのプロセスに着

挙げている．

目してその取り組み状況と課題を概観してゆくことと

さらに，横浜市報告では，①専門的なサービスを受

する．

けている層と②地域における定期的な訪問等を受けて
いる層については専門的な見守りが対応するとともに，

（１）専門的なサービス提供者

それに加えて③支援が必要だが，専門的なサービスや
障害者が利用する専門的なサービスの多くは障害者総

定期的な訪問等につながっていない層，④地域，行政

合支援法に基づいたものである．このサービスには，市

との関わりがない層も含め，①〜④すべての層に対す

町村が実施し原則として国が1/2の補助を行う自立支援給

る「日常生活の中で，さりげなく様子をうかがう」緩

付と，市町村及び都道府県が地域の特性や利用者の状況

やかな見守りで対応する必要があるとしている．

に応じて柔軟な形態で実施する地域生活支援事業がある．

さらに，そもそも障害者として資格認定手続きを経

前者の自立支援給付のうち，居宅介護，重度訪問介護等

ていない潜在的な障害者については，非行犯罪行為の

の訪問系サービス，療養介護，生活介護，短期入所，重

ある障害者やホームレスなど，主流の地域社会から外
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度障害者等包括支援等の対人福祉サービスを介護給付と

カバーしきれない人々が存在することは小林（2011:322）

いい，指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計

が指摘しており，障害分野でも同様のことが起きてい

画の作成及び支給決定後のモニタリングによりケアマネ

るといえるだろう．ハイリスク調査で示された以下の

ジメントが行われる．また，介護給付以外の自立支援給

事例にあるように，専門的な支援が入っているにもか

付には，自立訓練，就労移行支援，就労継続支援，共同

かわらず「危機のキャッチ」や「介入」が行われず危

生活援助といった訓練等給付，自立支援医療や補装具の

機的な状況に陥る事例が紹介されており，ここからは，

支給がある．後者の地域生活支援事業には，福祉ホーム，

専門的な支援を提供していることで孤立死等のリスク

訪問入浴サービス，日中一時支援等といった任意事業と，

の軽減にはつながるものの，必ずしも孤立死等のリス

理解促進研修・啓発事業，相談支援事業，意思疎通支援

クへ完全に対応できるわけではないことが窺える．

事業，手話奉仕員養成研修事業，移動支援事業といった

事例４：「危機のキャッチ」が行われず危機的な状況に

必須事業とがある．

陥った事例．父と障害のある学齢の子ども２人の３人

なお，障害福祉サービスに特化しない福祉サービス

世帯．夏休み期間に子どもたちがショートステイ利用

の活用の例として，社会福祉協議会が実施する日常生

をしており，その利用料負担が重いと父が行政機関に

活自立支援事業があり，具体的には単身生活等の障害

伝えていたが，危機として受け止められず特段の介入

者の日常的な金銭管理等が行われる．

がなく無理心中に至った．
事例５：
「介入」が行われず危機的な状況に陥った事例．

こうした障害福祉サービスは，障害者の地域生活を
可能にするための施策として，障害者基本計画により

高齢の両親と本人の３人世帯．両親は本人のケアを十分

政策的に実施されてきた．そして，資源が拡充された

に行えず，通所施設が支えながら本人の生活を立て直し

ことで，障害者に対して上記のような専門的なサービ

てきた．本人がインフルエンザと思われる感冒に罹った

スを提供することが可能となり，単身生活の様々なリ

折に家族が受診支援や適切な看病を行わず，通所施設の

スクをカバーしてきたと考えられる．その一端を示す

職員が訪問したときには心肺停止状態で発見された．

のがハイリスク調査の結果である．単身知的障害者で

また，ハイリスク調査で示された以下の事例６のよう

は多くの事例で専門的なサービス提供が行われ，そう

に，それまで専門的なサービスを利用していた者が何ら

した専門的な支援を提供する機関が「危機のキャッチ」

かの理由でサービス利用を中断することがあるが，その

を行い「介入」することで危機に至らずに済んだ事例

ような場合に，社会的孤立のリスクがある存在として，

も複数報告されている．単身生活をする時点で地域生

専門的なサービス提供機関以外の対応実施者に伝わるこ

活上でのリスクが生じうる存在であるということが「発

とは稀である．専門的なサービスを利用しなくなった場

見」されているからこそサービス提供が行われている

合にはその障害者の計画相談を担当していた指定特定相

とも考えられ，この点は単身高齢者と大きく異なると

談支援事業所の相談支援専門員が，一般相談支援または

考えられる．

基幹相談支援センターに情報提供を行うなどの方法で引
き継ぎを行うことが重要となると考えられる．

それでは，こうした専門的なサービス提供が行われ
ている対象であれば即ち社会的孤立が起きないのかと

事例６：親の介護のため作業所を辞めることによりサー

いうと，そうとも限らない．高齢分野では介護保険が

ビスと切れる．親が亡くなった後もサービスが入らな

導入されて以来，相談・支援体制のシステム化が進めら

いまま一人暮らしをしており，ある日，風呂で死亡し

れてきたが，サービスの制度化やシステム化だけでは

ているのを兄が発見した．
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師等が配置されておらず地域における保健サービスと

（２）地域包括支援センターや障害者の一般相
談支援事業，あるいはコミュニティソー
シャルワーカー等

の連携が行われづらい，民生委員等の住民側の個人・
団体との連携があまり意識されていない，といったこ
とが挙げられるだろう．

地域包括支援センターがもつ総合相談支援業務では

なお，相談支援事業を中心として「発見」
「危機の

住民の各種相談を幅広く受け付けることとされており，

キャッチ」
「介入」を積極的に行う動きも一部で見られ

染野（2015）が報告するように地域包括支援センター

る．前述したさいたま市では，各区支援課及び相談支

では高齢者へのアウトリーチ実践が行われる．こうし

援事業所が，支援につながらず訪問支援の必要性があ

た地域を基盤とした相談支援は，障害者福祉領域では，

ると思われる事例を調査した平成22年以降，その取り

障害者総合支援法に位置付けられる地域生活支援事業

組みを継続して「つながり支援」として展開し，関係

の市町村の必須事業である一般的な相談支援として

機関の協議により介入を行っている．また，全国手を

行っていて，市町村の直営の場合と，事業者に委託し

つなぐ育成会連合会は，障害のある人のいる世帯のハ

て実施する場合とがある．また，総合的な相談支援を

イリスク状態を確認するチェックリストを作成しホー

行うための基幹相談支援センターを置くことができる．

ムページで公開しており，自治体向けの簡易的なチェッ

ハイリスク調査では，以下のように相談支援事業が

クリストと，相談支援事業所等を想定した詳細なチェッ

自ら安否確認を行うような事例が報告されている．

クリストとが用意されていて，「発見」に役立つツール

事例７：単身の知的障害者が，相談支援事業所の行う

と考えられる．

定時訪問に応答せず，鍵が開かずに危機を感じたため，

一方，コミュニティソーシャルワーカーによる支援で

行政への連絡，行政から親族への連絡，警察と消防へ

は「発見」できるケースの質が相談支援事業を中心と

の通報を行って，宅内に入り安全の確認を行った．

したものとは異なる可能性が指摘できる．田中ら
（2015）

このように，一般的な相談支援事業は，専門的なサー

によると，コミュニティソーシャルワーカー 408人から

ビスにつなげる前の段階での対応も含めて様々な相談

回答を得た調査では、支援対象は障害者世帯は高齢者

に応じており，その中で「危機のキャッチ」や「介入」

世帯に次いで多い結果であったが，支援対象者の孤立

を行っていると考えられる．日本相談支援専門員協会

の原因は「精神疾患による支援拒否」「パーソナリティ

の業務実態調査（2014）によれば，相談支援事業の１

からくる支援拒否」
「認知症による支援拒否」
「本人と

年間の相談実人数は平均173件，82.6%が対応困難事例

家族の軋轢」の順であった．さいたま市の事例調査に

の経験があると回答しており，その割合が30％未満と

見えるような社会的孤立状態にある障害者の様々な状

回答した事業所は累積で6割を超えていた．

態像，あるいは本稿で挙げたハイリスク調査での収集

しかしながら，「発見」にあたる活動については上記

事例で見られるような社会関係から切れてゆくような

の業務実態調査では把握されていない．つまり，地域

事例は顕著でない．つまり、地域住民の側が対応に困る，

で暮らす生活にしづらさがある障害者の「発見」が業

あるいは外形的に困難さが見えやすいようなケースが

務としてあまり意識されていないことが窺える．その

コミュニティソーシャルワーカーに持ち込まれること

理由としては，地域包括支援センターとは異なり明確

で「発見」に至る可能性があるといえる．

に担当の地理的範囲が区切られていない，全国で2,693 ヶ
所と地域包括支援センター（支所含む）の４割に満た

（３）ボランティア・当事者団体・民生委員と
いった住民側の個人・団体

ない設置数であるため担当区域が相対的に広い，保健
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（４）周辺化した人へのアウトリーチ実施機関
社会的孤立状態にある障害者に対応するボランティ
周辺化した人のアウトリーチの一つに，刑事司法と

ア・当事者団体・民生委員等の住民側の組織・団体には，
民生委員法と児童福祉法により配置される地域のボラ

福祉の連携により行われるものがある．2010年前後か

ンティアである民生委員・児童委員のほか，障害者や

ら矯正施設と福祉の支援とをつなぐ地域生活定着支援

家族が有する経験や情報を活かした当事者・家族の目

センターが設置され，また刑務所・少年院への社会福

線にたった相談援助を行う，身体障害者福祉法及び知

祉士等ソーシャルワーク専門職の配置が行われること

的障害者福祉法に基づく身体障害者相談員・知的障害

によって，障害者（疑い含む）や高齢者であって非行

者相談員といった制度がある．また，障害者を中心と

犯罪行為があり矯正施設に入所した者について，保護

した親が組織する家族会，生活協同組合や社会福祉協

観察所の特別調整により福祉の支援へとつなげるよう

議会等を基盤としたボランティア等がある．

になった．矯正施設退所後に特段の支援がなく生活の

専門的なサービス利用だけで社会的孤立を完全に防

しづらさから再犯に至る「回転ドア現象」と呼ばれる

ぐことはできず，一般相談支援事業で「発見」の活動

ケースが多く報告されていたことから，当該ケースを

が低調であり，またコミュニティソーシャルワーカー

「発見」して支援につなぐための制度といえる．また，

は社会関係から切れていくような多様な社会的孤立状

被疑者被告人段階の障害者に対して，弁護士が社会福

態にある障害者を「発見」しづらいことから，こうし

祉士と連携し，更生支援計画を作成して裁判に臨むと

た地域でつながりのある個人・団体が，孤立した状態

ともに判決後の支援につながる例もある．さらに，東

の人の「発見」や「危機のキャッチ」を行うことには

京地方検察庁など一部の捜査機関では被疑者段階で障

期待が持たれる．その反面，当事者は必ずしもそうし

害者であることが判明した場合に起訴せずに福祉の支

た「発見」
「危機のキャッチ」を希望しているわけでな

援につなぐといったことも行われている．

いことに留意が必要である．2012年の姉妹孤立死事件

一方，ホームレス等については，救護施設やホーム

を受けてサービスを利用していない在宅の知的障害者

レス支援団体等によるアウトリーチ活動が行われ，そ

に行った札幌市の調査では，68%が民生委員への情報提

こで「発見」された障害を疑われる人たちに障害福祉

供について「知ってほしくない」
，81%が民生委員の訪

サービスを利用させる場合には専門的なサービスにつ

問について「来てほしくない」と回答している．

なぐこととなるが，障害福祉サービス提供者等が自ら
アウトリーチ活動を行うことはほとんど報告されない．

なお，「危機のキャッチ」の面で住民による見守りを
展開する例として，横浜市社会福祉協議会が実施する
「横浜市障害者後見的支援制度」がある．これは，障害

Ⅳ．結論と今後の課題

福祉サービスを提供する社会福祉法人等を障害者後見
的支援制度運営法人と位置付けて，希望者に対して「あ

これまで述べてきた障害者と社会的孤立に関する文

んしんキーパー」と呼ばれる地域の協力者による見守

献検討によるポイントは以下のとおりである．

りを行うものである．また，東京都手をつなぐ親の会

・障害者世帯では「ひとり親＋子」世帯や「家族同

のモデル事業として複数の下部団体により2014年度か

居 だ が 世 帯 全 体 に 弱 さ が あ る」 世 帯 と い っ た，

らMAPS（みまもり・あんしん・パートナーズ）等の

単身世帯にとどまらない世帯で社会的孤立が起

見守りサービスが始まっている．

こる可能性がある
・社会的孤立状態にある障害者像についてまとめる
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（厚生労働者）

と，その支援や関わりでは①専門的なサービスを

４）さいたま市コーディネーター連絡会議の会議資料

受けている，②地域における定期的な訪問等を受

を入手し参照した．

けている，③支援が必要だが，専門的なサービス
や定期的な訪問等につながっていない，④障害者
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染野享子（2015）：「自ら支援を求めない独居高齢者への地域
を基盤としたアウトリーチ実践プロセス」『社会福祉学』
56-1，101-115
社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会（2013）：「知的障害者を
含む世帯における地域生活のハイリスク要因に関する調
査報告書」（平成24年度障害者総合福祉推進事業）
社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する
検討会（2000）：「社会的な援護を要する人々に対する社
会福祉のあり方に関する検討会報告書」
高村弘晃・山田理恵子・小椋佑紀（2011）
：
「高齢者の見守りネッ
トワークの構築−墨田区高齢者みまもり相談室の事例か
ら」『地域におけるつながり・見守りのかたち』
，東洋大
学福祉社会開発研究センター，中央法規出版，326-354
田中秀樹・中野いく子・高橋信幸ほか（2015）
：
「孤立死を防ぎ，
社会的孤立をいかに解消するかーコミュニティソーシャ

関わりがない，⑤潜在的な障害者，という５層の
構造による理解が可能である
・③（支援が必要だが，専門的なサービスや定期的な
訪問等につながっていない者）に焦点を当てると，
生活困窮者に留まらない様々なタイプが存在する
可能性がある
・対応のプロセスの枠組みとして「発見」「危機の
キャッチ」「介入」の３段階が考えられる
・対応の実施者として①専門的なサービス提供者，②
地域包括支援センターや障害者の一般相談支援事
業，あるいはコミュニティソーシャルワーカー等，
③ボランティア・当事者団体・民生委員といった
住民側の個人・団体，④周辺化した人へのアウト
リーチ実施機関，⑤社会福祉に特化しない一般的
なサービスである警備業者やライフライン業者，
が考えられ，対応の実施者は必ずしも対応のプロ
セス「発見」
「危機のキャッチ」
「介入」を全て担っ
ているわけではない．
地域における包括的な支援に障害者を含めて考えるた
めの基礎的な資料として，障害者の社会的孤立とその対
応に関する文献から，地域で生活する障害者の社会的孤
立の実態と対応の一端を示した．今後は，既に行われる
見守り事業の業務分析や，対応のプロセス「発見」
「危
機のキャッチ」
「介入」について実施者間での分担・連
携の実態解明など，より実証的な研究が求められる．

注
1 ）2015年度全国社会福祉教育セミナー緊急企画「厚生労働省
プロジェクトチーム「福祉の提供ビジョン」をどう読むか」
における仁木立の資料による．
２）障害者白書（平成27年度）
３）「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」
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ルワーク実践のあり方に関する研究」『社会福祉学』56-2，
101-112
谷口泰司（2014）：「高齢知的障害者の居所と生活実態」
『地域
及び施設で生活する高齢知的・発達障害者の実態把握及
びニーズ把握と支援マニュアル作成 平成25年度総括・
分担研究報告書』（厚生労働科学研究費補助金障害者対策
総合研究事業），国立のぞみの園，13-26
横浜市孤立予防対策検討委員会（2012）：横浜市孤立予防対策
検討委員会報告書
横浜市社会福祉協議会：横浜市障害者後見的支援制度〜障害
のある人が地域で安心して暮らすために〜 http://www.
Yokohama shakyo.jp/siencenter/koukensien/（ 最 終 閲 覧
2016.2.29）
全国手をつなぐ育成会連合会：障害のある人のいる世帯のハ
イリスク状態を確認するチェックリストhttp://zen-iku.jp/
checklist/（最終閲覧2016.2.29）
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就労支援と権利擁護についての一考察
―文献レビューと米国の Employment First の取組から―

福祉社会開発研究センター 客員研究員
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 研究員

清野 絵
ける就労移行支援事業，就労継続支援事業等が挙げら

キーワード：就労支援，障害者雇用，権利擁護

れる．また，2015年に厚生労働省が発表した「新たな
時代に対応した福祉の提供ビジョン」においても，雇

１．はじめに

用分野との連携，就労支援の提供の重要性が指摘され
ている．

㸦㸯㸧◊✲⫼ᬒ

また，就労支援を社会福祉の枠組みから検討するこ

近年，障害者，生活保護受給者，低所得者，母子家

とは，研究的にも意義がある．就労支援は「労働」と

庭の母親，若年無業者等の就労に困難を抱える人々（以

関わる幅広い支援を行うものである．そして，
「労働」

下，就労困難者という）の職業的自立や就労支援が政

は大河内や一番ヶ瀬，孝橋，岡村の理論に見られるよ

策的に重要な課題となっている．また，働く障害者は

うに社会福祉の研究における鍵概念の1つである．たと

年々増加しており，平成27年度の民間企業の障害者雇

えばBeverige（1942）は，社会再建を阻む5要素として

用数は12年連続で過去最高を更新した（厚生労働省，

①窮乏，②疾病，③無知，④不潔，⑤怠惰・失業を挙げ，

2015a）．それらの動向と並行して，社会福祉の政策や

失業に対する雇用対策の必要性を指摘した．また岡村

実践が，就労支援に果たす役割が拡大してきている．

（1983）は，社会生活の基本要求の1つとして経済的安

このような現状について，熊田（2007）は，近年は高

定の要求，職業的安定の要求を挙げ，就労支援の重要

齢者や障害者の労働市場への参入により，
「従来の雇用・

性を指摘した．

就労＝雇用・就労政策，福祉的就労・公的扶助＝社会

また，社会福祉の実践を考える上では権利擁護の視

福祉政策という二分法が融解し，新しい傾向を有した

点が重要である．特に，社会福祉基礎構造改革により

施策の台頭を促している」と指摘した．

福祉サービスが「措置から契約へ」と転換したことで，

そして、具体的な福祉政策としては，2007年に策定

利用者の権利擁護の問題への関心が高まってきた（中

された『福祉から雇用』推進5か年計画，2005年に開始

央社会福祉協議会，1999；日本弁護士連合会，2002；伊藤，

された生活保護受給者等就労支援事業，2011年に開始

2009）．また近年は権利擁護を保障する様々な法制度が

された「福祉から就労」支援事業，2006年に施行され

整備されてきている．具体的には国連が2006年に採択

た障害者自立支援法（現在の障害者総合支援法）にお

し，日本が2014年に批准した障害者権利条約や，2011
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２．研究方法

年に改正された障害者基本法，2013年に成立した障害
者差別解消法，同2013年に改正された障害者雇用促進
法等が挙げられる．このような現状において，就労困

（1）用語・概念の整理

難者（特に障害者）の就労に関連した差別や虐待の予防，
解決といった権利擁護の視点が重要であると考える．

①働くこと

さらに，近年は就労支援の対象が障害者だけではなく
低所得者等にも拡大している．低所得者等については，

働くことを表す用語は，就労，就業，雇用，労働，

就労支援ありきで福祉サービスから排除される問題が

職業，仕事等と多様である．大曽根ら（2006）は働く

指摘されている（池田，2008，2010）．それらの問題を

ことを表す語が混乱して用いられており，法律上も明

予防，解決するためにも，就労支援における権利擁護

確に定義付けられていないことを指摘した．そこで，

のあり方について充分な議論が必要と考える．

下記に先行研究に基づき働くことに関連する用語を整

そして，権利の問題を考える上では当事者の自己決

理した（日本社会保障学会，2001；大曽根ら，2006；御前，

定の尊重，意思決定の支援が重要であることが指摘さ

2011）．整理の結果を踏まえて，本論では多様な働き方

れ て い る（Perlman，1957；Biestek，1957；DiLeo，

を含めた広い意味での働き方として「就労」を，労働

2000；高山，2000；木口，2014a，2015；志村，2014）
．

契約を結ばない就労として「福祉的就労」，労働契約を

特に障害者については身辺自立や経済的自立に限定さ

結ぶ就労として「一般就労」を用いることとする．

れない，生活の主体としての自律が重要であると考え
られるようになってきている（志村，2014）．そして，

1）雇用：労働基準法適用の働き方／労働契約に基づ

自己決定に自律概念を適用した「支援された自律（秋

いた賃労働

元，2010）
」や，
「支援つき意思決定（沖倉，2012；木口，

2）労働：労働契約に基づいた賃労働

2014b）」という枠組みが提案されている．

3）就業：様々な働き方を表す／改正障害者雇用促進

しかしながら，就労支援と権利擁護の関係について

法の用語

は近年の合理的配慮や差別禁止に関連する議論を除い

4）就労：障害者の働き方／社会福祉領域で用いられ

て，従来あまり議論されてこなかった（1．その理由とし

ることが多い／労働契約を結ばない就労

て，従来の就労支援は，①保護と恩恵という福祉的な

5）福祉的就労・社会的就労：施設や訓練の場での就

枠組みの中で対応されていたこと（安井，
2006），②制度，

業等のあいまいな就業状況を示す／労働契約を結

方法の実用的価値のある研究が重視されたことにより

ばない就労

（松為，2006a），権利擁護のような理念的，理論的な研

6）一般就労・一般雇用・雇用就労：労働契約を結ぶ

究はあまり行われてこなかったこと，②障害者雇用の

就労

拡大のため，量の支援が優先され，質の支援が後回し
になっていたこと（永野，2014）等が考えられる．そ

②就労支援と職業リハビリテーション

こで，本論では障害者等の就労困難者の権利の回復や
ここでは類似概念である就労支援と職業リハビリ

保障の促進に資することを目的に，就労支援と権利擁

テーションについて整理する．まず就労支援は，「就労

護の関係について整理を行うこととする．なお，本論

が困難な状況への積極的な介入（社団法人日本社会福

では主に障害者の就労支援について論じることとする．

祉士会，2010a）」や「心身機能の障害や，環境上の問
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題といった社会的事由で生活上の困難を有する対象者

る．したがって，本論では広義の就労と関係する支援

に，その就労を支援することによって，生活の問題や

として「就労支援」を用いることとする．

課題の解決，改善を図ること（朝日，2012）」と定義さ

③権利擁護（アドボカシー）

れる．一方，職業リハビリテーションは，
「障害者が適
当な職業に就き，それを継続し，かつ，それにおいて

権利擁護（2は，「ソーシャルワーカーがクライエント

向上することができるようにすること，ならびに，そ

の生活と権利を擁護するために，その知識と技術を駆

れにより障害者の社会への統合または再統合を促進す

使して，主として行政・制度や社会福祉機関・施設の

る（国際労働機関，1983）」ための支援や「障害者に対

柔軟な対応や変革を求めて行う専門的・積極的な弁護

して職業指導，職業訓練，職業紹介その他この法律に

活動（秋山，1999）
」や「判断能力の不十分な人々ま

定める措置を講じ，その職業生活における自立を図る

たは判断能力があっても従属的な立場におかれている

こと（障害者の雇用の促進等に関する法律，1987）
」と

人々の立場になって，それらの人々の権利行使を擁護

定義される．

し，ニーズの実現を支援すること（平田，2012）」と
定義される．また高山（1997）は，権利擁護は「利用

そして，以前は就労支援は福祉的就労への支援とし

者の主張，権利獲得のプロセスを重視し，利用者の主

て，職業リハビリテーションは一般就労への支援とし

体性に価値をおく概念」であり，「ソーシャルワークの

て就労支援の後に行われていた（關，2007）．しかし，

アイデンティテイ」
「社会福祉実践の根幹を支える重要

2001年に福祉的就労を管轄していた厚生省と，一般就

なもの」であるとして，権利擁護の重要性を指摘した．

労を管轄していた労働省が厚生労働省として統合され

以上を踏まえて，本論では就労支援を権利擁護の視点

たことや，職障害者自立支援法の制定等により，一般

から整理することとする．

就労への支援も社会福祉の主要な領域の１つとなった．

（2）文献レビュー・情報収集

そして，実践場面では就労支援も職業リハビリテーショ

はじめに，文献レビューを行い，就労支援と権利擁

ンも同じ意味を持つようになってきた（小川，2000）．
朝日（2012）は，就労支援と職業リハビリテーショ

護に関する研究の現状と課題を明らかにする．次に，

ンの概念の関係を次のように整理した．それによれば，

米国の就労支援と権利擁護の取組について情報収集を

①就労支援は賃金を伴わない仕事を含む多様な働き方，

行い，実際の取組から就労支援と権利擁護の関係を検

暮らし方を支援するが，職業リハビリテーションに賃

討する．米国についての情報収集を行う理由として、

金を伴わない仕事の支援を含めるかはまだ明確ではな

米国は「障害をもつアメリカ人法（ADA）
」に象徴され

い．②就労支援は，一般労働市場への移行だけではなく，

るように，障害者の権利の問題に先進的に取り組んで

ソーシャルアクションも含む就労に焦点化した支援で

おり，また早くから障害者雇用に関する差別禁止アプ

多様な暮らし方の実現を支援する．③就労支援と職業

ローチを行ってきている国であるからである（長谷川，

リハビリテーションは，両方とも就労を通して支援対

2013）．そのため，米国の取組は，日本での就労支援と

象者の生活の再構築につなげる．以上から，就労支援

権利擁護のあり方を検討する上で参考となると考える．

と職業リハビリテーションの概念は，就労支援の方が
より広い意味を持つが，現在は実践的にはほぼ同じ意
味を表しており，就労困難者が就職することや，働く
ことを支援するという基本部分は共通しているといえ
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マの問題への批判，施設での暴行や虐待等の人権侵害，

３．就労支援と権利擁護の文献レ
ビュー

優性保護思想の批判等が該当する．
以上から，本論では権利擁護に関する用語を下記の
ように定義して用いることとする．ただし，先行研究

（1）権利と権利擁護

に言及する際には先行研究での用語の使用に準ずるも
のとする．また，本論では道徳的権利や生存権まで含
めた広義の権利擁護について検討することとする．

①福祉の権利
秋元（2007）は福祉の権利を道徳的権利と法的権利

1）権利保障：道徳的権利の獲得，保障

に分類した．さらに，この法的権利は具体的権利と抽

2）権利擁護：法的権利のうち抽象的権利の擁護

象的権利に分類される（田中，1984）．そして具体的権

1）〜 4）の総称

利とは，
「裁判所に対してその保護・救済を求め，法定

3）権利救済：法的権利のうち具体的権利の救済

措置の発動を請求しうる権利」のことであり，抽象的

4）権利擁護システム：具体的な権利擁護の制度

権利とはそのような具体的権利の裏付けを欠いた権利
のことである（秋元，2007）．

②権利擁護

また，秋元ら（2015）は，権利擁護と類似した用語
北野（2000）は，権利擁護を次のように分類した．ま

である権利救済について，現に存在している権利が侵

た、Bateman（1995）は，集団的セルフ・アドボカシー

害されていることを前提にしてその救済・保障を図る

を定義したが，北野（2000）はそれはセルフ・アドボ

ことを目的とするものとした．一方，権利擁護は，市

カシーに含まれるとしている．また，このうちセルフ・

民法的人間像で措定されている自由や利益を享受でき

アドボカシーは権利擁護の原点としてその重要性が指

ないでいる「弱い個人」を支援し，法律問題に加えて

摘されている（竹端，2013）．

事実の世界の問題とされていた問題についてもその対
象とするものとした．

1）担い手別の分類

また，伊藤（2009）は，障害者の福祉の権利として，

a．セルフ・アドボカシー：自分（たち）のために主

①サービス受給権・請求権，②サービス利用に関わる

張し，行動することによって，他者の支援を引き

権利，③サービス提供過程における権利，④不服申し

出し，自分（たち）の権利を強めること

立てや行政訴訟を提起する権利（行政上の争訟権）を

b．ピア・アドボカシー：権利侵害を受ける仲間に対

挙げた．そして，そのうち①サービス受給権・請求権

する仲間に対する仲間よる権利擁護活動

は広義の権利保障の範疇であるとし，権利擁護の範疇

c．シチズン（市民）・アドボカシー：一般市民のボ

から除外して論じた．

ランティアによる，支援を必要とする市民に対す

また，杉野（1999）は，障害者の権利を①生存権，

るアドボカシー

②参加権（機会の平等に対する権利）
，③選択権（サー

d．専門家によるアドボカシー

ビス選択の自己選択や自己決定を保障する権利）の位
相に分類した．ここでいう生存権は人権として論じら

2）目標別の分類

れてきたものであり，具体的には生活保護水準の向上

a．権利救済を目標とするアドボカシー（リーガル・

や障害年金要求運動，生活保護の劣等処遇やスティグ
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アドボカシー）：弁護士を中心とする法律の専門

就労が社会参加の一つの方法であり，働いて収入を得，

家によってなされる，裁判を中心とする特定の法

それによって社会の一員としての権利と義務を遂行し，

律上の専門知識や技術を使用したアドボカシー

自立を可能にすることを、野中（2005）は①身体的意

b．本人と関係者の力を高めるためのアドボカシー
（ア

義（生活リズム，体力増強，生命活動）
，②心理的意義

システイブ・アドボカシー）
：ソーシャルワーカー

（役割，存在意識，自尊心，満足感），③社会的意義（収

を中心とするコーディネーションの専門家によっ

入，社会的役割，人格形成，仲間関係）を，菊池（2006）

てなされる，本人の問題意識と権利性を明確にす

は①「働くことを通し自分が社会に役立っているという

ることおよび本人の問題解決力や支援活用力を高

実感」を得ることで，「自分の価値や自尊心，自己効力

めることを支援するとともに，サービス提供者を

感」を高めること，②より良い生活を実現するための「社

含む関係者に対する啓発や支援を中心とするアド

会化」を身に付ける手段が得られることを，松為（2013）

ボカシー

は「①生活リズムの調整や体力・健康の維持につながり，
②心理的な満足や自尊心が獲得でき，③生計を維持す
るための経済的な基盤が提供され，④人間関係の確立

3）戦略別の分類
a．権利救済アドボカシー：その権利を規定する法が

や人格形成などの社会的な関わりを持てる」ことを挙

存在し，その法の現在の運用や解釈等を活用する

げた．また、御前（2011）は精神障害者にとっての就

ことによって，その権利を一定擁護することが可

労はその人らしい生活を送る上での手段であり，自律

能である場合に行うアドボカシー活動

の社会福祉の理念に基づく支援が不可欠であると指摘

b．権利形成・獲得アドボカシー：その権利を規定す

した．以上から，就労は誰にとっても多様な意味を持

る法が未整備あるいは不十分で，現行法およびそ

つが，特に障害者にとっては人生や生活の質の向上を

の現在の運用や解釈では権利を擁護することが困

支える手段の１つとして重要な意味を持つといえる．

難な場合に行うアドボカシー活動（システム・ア

（3）就労支援と権利擁護

ドボカシーとも呼ばれる）

①就労支援の理念：道徳的権利

4）アドボカシー・システムの法的権限別の分類
a．調査の権限

ここでは道徳的権利の基盤となると考えられる就労

b．調停の権限

支援の理念を整理する．松為（2006b）は障害者福祉の

c．勧告の権限

理念を踏まえた就労支援の理念として，①人権の対等

（2）就労の意味

性の原則，②障害の個別化の原則，③発達保障の原則，
④ニーズの共通性の原則，⑤機会の均等化とノーマラ

就労の意味は，時代，文化，個人によって異なると

イゼーションの原則，⑥参加と平等の原則を挙げた．

考えられるが，ここでは先行研究を基に一定の整理を

また社団法人日本社会福祉士会（2010a）は，ソーシャ

行う．尾高（1953）は，職業の3要素を①生計の維持，

ルワークの価値に基づく就労支援の理念として，①人

②役割の実現，③個性の発揮とした．また太田ら（2004）

間の尊厳，②社会正義，③自立を挙げた．また松為
（2012）

は，労働の目的を①余暇の充実，②働くことがもたら

は，就労支援の理念・概念として，①キャリア概念，

す満足，③社会参加とした．また，障害者の就労の意

②リハビリテーション，③国際生活機能分類（ICF）等

義については，障害者職業総合センター（2002）は，
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の障害構造モデル，④ノーマライゼーション，⑤ソー

事業主への助言・指導・勧告や，申請による調整とい

シャル・インクルージョン，⑥ディーセント・ワーク，

う実効性の確保の特徴があると指摘した．しかし，全

⑦エンパワメント，⑧ストレングス，⑨ケアマネジメ

体としては国内の制度は整備されてきているが，その

ントとネットワークを挙げた．以上から，就労支援の

一部は抽象的権利に留まり具体的権利となっていない．

理念は，社会福祉や障害者福祉の理念との共通点多い

そのため，今後，就労支援の理念を実現していくため

こと，また多様な理念を基盤としていることが確認で

には，その理念を具体化する権利擁護のシステムや方

きた．

法の構築が重要である．

（4）就労支援と権利擁護の課題

②就労支援の政策・制度：法的権利
ここでは就労支援の法的権利と考えられる政策・制

①就労支援と権利擁護の研究動向

度について整理する．国内の政策・制度に影響を与え
る国際的な動向としては，国連の「世界人権宣言（1948

就労支援には支援対象者への権利回復や権利擁護

年）」「知的障害者の権利宣言（1971年）
」「障害者の権

の 視 点 が 重 要 で あ る（ 社 団 法 人 日 本 社 会 福 祉 士 会，

利宣言（1975年）」「国際障害者年（1981年）」「障害社

2010a；朝日，2012；松為，2012）
．なぜならば，障害

に関する世界行動計画（1982年）」「国連・障害者の十

者の就労をめぐっては，採用時の差別や労働契約上の

年（1983 〜 1992年）」「障害者に関する機会均等化に関

詐欺，横領，背任，虐待，搾取（大曽根，2006），職場

する標準規則（1993年）
」「障害者権利条約（2006）」等

でのいじめや虐待（日本社会福祉士会，2010a；朝日，

がある．それらは人権や労働・雇用の権利の保障につ

2012）等の権利侵害の可能性が存在するからである．

いて言及あるいは規定している．また国際労働機関の

さらに，就労支援においては，
「サービス提供者の論

「国際労働機関の目的に関する宣言（1944年）
」「障害者

理ではなく，支援対象者の就労ニーズを出発点」とす

の職業リハビリテーションに関する勧告（1944年）」
「差

ることが重要である（朝日，2012）．近年，日本の福祉

別禁止（雇用及び職業）条約（1958年）」「職業リハビ

施策は福祉から雇用へと転換しており，この動向は先

リテーション及び雇用（障害者）に関する条約（1983

進諸国で共通した動向となっている（工藤，2008）
．こ

年）」「職場において障害をマネジメントするための実

の動向は，障害者の働く権利の保障や，仕事を通した

践綱領（2001年）
」「ディーセント・ワークへの障害者

社会参加の促進のために重要と考えられる．しかし，

の権利（2003年）
」等が労働・雇用の権利の保障につい

一方では障害者が収入を得て自立することによる社会

て言及している．しかし，これらの多くは努力義務に

保障費の削減や，少子高齢化により減少する労働力の

留まり具体的権利ではない．

確保といった社会的背景も影響していると考えられる．

次に国内では「日本国憲法」第27条は，国民の労働

そのため，自立支援の側面のみが強調されると稼働能

の権利と義務を規定している．また「雇用対策法」
「職

力を理由とした生活保護制度からの排除や，本人ニー

業安定法」
「障害者基本法」
「障害者雇用促進法」
「障害

ズを軽視した必要な福祉サービスからの排除等といっ

者総合支援法」等では障害者の労働や雇用，自立，地

た深刻な権利侵害を引き起こす可能性が無視できない．

域生活の権利を規定している．このうち「障害者雇用

しかし，現実には就労支援における権利擁護は他の福

促進法」について，永野（2014）は差別禁止や合理的

祉サービスと比べて後回しになりがちであることが指

配慮の規定は私法上の効果がなく限界があり，一方で

摘されている（朝日，2012）．
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③就労支援と権利擁護の課題

秋元（2007）は，①福祉サービス等の権利の具体化（福

大曽根（2005，2006）は，就労支援と日本国憲法にお

祉の権利構造）について充分な議論が必要であること，

ける自由権，平等権，社会権，人格権との関係を整理

②福祉の権利は生来の権利と同時に社会の利益のため

した．そして，多様な人権目録の組み合わせから，目

政策的な権利という面を持ち，政策的権利は政策とし

的にふさわしい理論的根拠を探し，議論し，社会的合

ての福祉の削減や，マイノリティーの利益の制約等に

意を得やすい思想と理論の構築が必要と指摘した．ま

ついて歯止めとならない可能性があり，道徳的権利の

た松井（2013）は「障害者枠」や「特例子会社」は分

側面が重要であることを指摘した．また，
伊藤（2009）は，

離された場所や訓練機会の創出に焦点が絞られがちで

①現在の権利擁護システムからは障害者の生存権保障

あり，インクルージョンの観点からは問題があること

の観点が欠落していること，②権利擁護システムのメ

を指摘した．また安井（2006）は福祉的就労では，就

ニューは豊富だが，財政措置が不十分で，実効性に欠

労していても労働関係法制の対象として扱われず，無

けていることを指摘した．

権利状態で放置されてきたと指摘した．また江本（2005，

また，竹端（2013）は，権力の非対称性が強い場面では，

2010）は精神障害者について，一般社会で働くことの

専門職支配や方法の目的化に陥る危険性があることを

意義が十分に理解されておらず，政策理念を欠いてい

指摘した．そして，権利擁護を正常に機能させるには

ること，雇用対策の問題としてメディカルモデルに依

セルフ・アドボカシー支援が重要であることを指摘し

拠していること，労働政策と連続性がないことを指摘

た．また，
武川（2014）も専門家支配の問題を指摘しつつ，

した．

当事者主権がそれを克服するための試みであることや，

④就労に関わる権利侵害

行政や官僚制による権力への防波堤としての専門家権
力の有効性を指摘した．

日本社会福祉士会（2010b）のヒアリング調査では，

また，木口（2014b）は，自己決定が困難な障害者の「自

就労上の不適切事案として，職場での仕事のレベル，

己決定権」や「支援を受けた意思決定」が「権利」と

態度や暴言，仕事内容に関するものが報告されている．

して法的に規定される必要があることを指摘した．ま

また，不適切な対応や虐待の可能性があるものとして，

た，志村（2014）は，権利擁護の基盤に自己決定の尊

企業の意識と採用後の待遇，採用時点における選別，

重があるが，日本ではそのための意思決定の支援方法

障害当事者への理解力への配慮，経済的虐待の可能性，

が確立していないことを指摘した．そして，知的障害

心理的虐待の可能性等が報告されている．また，同じ

者への意思決定の支援のあり方として，①当事者主体

日本社会福祉士会（2010b）のアンケート調査では回答

の再確認，②包括的なアセスメントの実施，③本人を

者のうち権利擁護の必要や権利侵害への対応の必要と

中心とした生活を支援するため計画立案，④PDCAサイ

思われた事案があった事業者は59.4％，そして具体的な

クルによる支援の計画と展開，⑤継続的評価と包括的

相談内容のうち就労に関する問題は24.7％であった．ま

評価を提示した．また石渡（2015）は，意思決定支援

た，職場での虐待として事件となったものには，大久

のあり方として，①社会モデルの発想，②コミュニケー

保製壜事件（1975年発覚）
，サングループ事件（1996年

ション支援，②パーソナルアシスタンスと「関係性」
，

発覚），水戸アカス事件（1996年発覚），大橋製作所事件，

④支援の連続性と「チームアプローチ」の必要性を指

札幌三丁目食堂事件等が挙げられる（大曽根，2005；

摘した．

野沢，2009）．
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（5）就労支援と権利擁護についての考察

された障害者支援において雇用を第一選択肢とする米
国の障害者施策の理念である．ODEP はEmployment

文献レビューの結果から，現在の就労支援と権利擁

Firstを「 重 度 の 障 害 を 持 つ 青 年 や 成 人 に 対 し て も，

護の課題は①人権・生存権についての道徳的権利の侵

地域ベースの統合的就業を第一の選択肢とすること

害（ 杉 野，1999； 江 本；2005，2010； 伊 藤，2009； 松

（APSE，2015）」と定義した．ここでいう統合的就業と

井，2013），②差別，虐待等の法的権利の侵害（大曽根，

は，地域社会に根ざした職場環境あるいは健常者と共

2005；大曽根，2006；野沢，2009；日本社会福祉士会，

存して働く個人事業のことであり，日本における一般

2010；朝日，2012）
，③法的権利や実効性等の現在の権

就労の意味に近い（障害者職業総合センター，2007a）．

利擁護システムの問題（安井，2006；伊藤；2009；永

（2）カスタマイズ就業

野，2014），④支援に内在する専門家支配の可能性（竹
端，2013；武川，2014）に整理できる．また，それら
の課題を解決するためには①道徳的権利の理論構築（大

①カスタマイズ就業の基本

曽根，2005，2006；秋元，2007），②権利の具体化（秋
元，2007；木口，2014b），③自己決定，意思決定の支

カスタマイズ就業は，Employment Firstを実現する

援方法の確立（志村，2014；石渡，2015），④権利擁護

ための理念，方法であり，統合的就業の実現を使命と

に基づく就労支援の実施（朝日；2012）が効果的であ

する．ODEP（2001）はカスタマイズ就業を，
「従業員

る可能性がある．そして，支援方法の確立にはセルフ・

と雇用主の雇用関係を，双方のニーズを満たす方法で

アドボカシーや当事者主権（竹端，2013；武川，2014；

個別化することを意味する．」と定義した．カスタマイ

志村，2014）の視点が重要と考えられる．

ズ就業では障害者の一般就労は障害のない人と同様に
当然のライフスタイル，ニーズであると考える．カス
タマイズ就業の「障害」や「支援」の考え方は，①自

４．米国の就労支援と権利擁護の
取組

立支援，②ありのままを受け入れる，③差異を尊重す
る，④援助付き雇用，⑤能力発見・活用重視，⑥統合，
⑦本人主導の支援チームである（障害者職業センター，
2007b）．たとえば，カスタマイズ就業では障害者を保

（1）情報収集の概要とEmployment First

護するのではなく自立支援を行う．それは，障害者は

米国の取組についての情報収集として，筆者は2015

相当な能力があり人生の決定も行えると考えるからで

年6月22日〜 25日にペンシルバニア州フィラデルフィア

ある．また，カスタマイズ就業では専門家による管理

で 開 催 さ れ た 第26回Association of People Supporting

ではなく，本人主導の支援チームが支援を行う．それ

Employment First（以下，APSEという）全米大会に参

は，障害者は人生の重要な決定を行うことができ，自

加した．この大会は全米の就労支援関係者の多くが参

分の人生を方向づけることができると考えるからであ

加するもので，大会では基調講演，表彰式，ワークショッ

る．障害者を両親や専門家が管理するのではなく，専

プ・口頭発表，ポスター発表等が行われていた．本章

門家や関係者は，本人の計画に沿って本人の指示の下

では，情報収集をふまえた米国の就労支援と権利擁護

に行動する支援やサービスの提供者となる．
カスタマイズ就業の支援の方向性は，重度で複雑な

の実際の取組について報告する．

障害者でも，地域で統合的な就労を目標とし，個人の

Employment Firstは，2006年 にODEP に よ り 提 唱
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自己決定を尊重した地域関係機関の連携を行うことで

や資料の見直しによる本人のプロフィールの再調査，⑤

ある．具体的な原則は，①自発的交渉，②個人と企業

本人の才能，興味，スキルが融合した職業テーマ，⑥

のWin ‒Winの関係，③本人主導の職探し，④本人主導

記述的な物語の6段階から構成されていた（Griﬃn-Ham-

の計画，⑤計画前の「ディスカバリー」
，⑥就労困難者

mis Associate，2014：APSE，2015）．また「ディスカ

への支援，⑦統合された就労，⑧一般的賃金水準，⑨

バリーのための職業テーマ開発のワークブック」は①

自営の選択肢，⑩個別開拓，⑪社会資源の個別的組み

実施された作業の質の課題，②スキル，③興味，④属性，

合わせである（障害者職業センター，2007b）．たとえば，

⑤雇用や職場風土の状況，⑥職業テーマの6項目から構

カスタマイズ就業では求人状況ではなく，本人が決定

成されていた（Griﬃnら，2015）
．また「肯定的な個人

した方向性により雇用市場開拓を行う．また，専門家

プロフィール」は，キャリアの考え方と探索可能性を

主導の個別支援計画の作成ではなく，本人が計画を主

明らかにするために①夢と目標，②才能，②スキルと

導し，好み，興味，地域でのつながりを明らかにする．

知識，④学習スタイル，⑤興味，⑥肯定的な性格特性，
⑦，気質，⑧価値観，⑨環境の選択，⑩苦手・癖・不

②本人理解のためのディスカバリー

満，⑪仕事経験，⑫支援体制，⑬具体的な課題，⑭解
決策と宿泊施設の14項目から構成されていた（APSE，

カスタマイズ就業の方法の1つに，ディスカバリーに

2015）．また「生涯と職業評価マトリックス」は，個人

よるプロフィールの作成がある．ディスカバリーとは，

の目標設定のために①コミュニティ，②興味，③才能，

求職者のニーズ，能力，興味を理解するためのプロセ

④肯定的な個人属性，⑤キャリア開発，⑥職業の願望，

スのことであり，プロフィールはディスカバリーで得

⑦これまでの生活経験，⑧他の人生の願望，⑨課題と

られた情報をまとめた記録のことである（障害者職業

解決策，⑩人生と職業の目標のためのアイデアの10個

センター，2007a）．ディスカバリーとは，従来の職業

の大項目から構成されていた（Griﬃnら，2015）
．

評価とは異なり，支援者が対象者の自宅を訪問し，本
人と親から話を聞いたり，近所をまわり周辺情報や交

③本人中心アプローチ

通機関，地域サービス，事業について確認したり，友人，
隣人，関係者に対象者についての聞き取り調査を行っ

本人主体の支援はカスタマイズ就業の基本である．

たりする時間をかけた探索である．このような丁寧な

カスタマイズ就業では障害者も生活の主導者として意

プロセスが個別にカスタマイズされる支援計画の土台

志決定，自己決定を行うことができ，そうする機会が

となる．

提供される必要があると考える．さらに，障害者が確

大会のワークショップではディスカバリーのための

実に満足できる選択肢のために，適切な情報が提供さ

アセスメントツールとして「個人の才能のディスカバ

れなければならないとされる．

リー，計画の記録」
「ディスカバリーのための職業テー

大会では，当事者と支援者による本人中心アプロー

マ開発のワークブック」「肯定的な個人プロフィール」

チによる適切な仕事の見つけ方，職場開拓，ジョブマッ

「生涯と職業評価マトリックス」が紹介された．「個人

チングの発表が行われた．そして，正当な仕事を見つ

の才能のディスカバリー，計画の記録」は①家と近所

けるための自分自身への質問項目として，①職種，②

の観察，②才能，興味，スキル等についての他者への

場所，③支払い単価，④労働時間/スケジュール，⑤環

インタビュー（人･関係・役割）
，③スキルと生態学的

境/仕事環境，⑦昇進の機会が挙げられた．また，ジョ

適合（雇用の理想的な条件），④関係者へのインタビュー

ブマッチングについては最も重要な要素は交通手段と
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され，①公共交通機関，②家族/友達，③運転する，④

情報収集の結果から，米国の就労支援と権利擁護の

バイク/徒歩，⑤アクセスリンク/郡輸送，⑥タクシー，

多様な取組として①道徳的権利の明確な理論に基づい

⑦職員の選択肢が紹介された．

た就労支援方法の確立（カスタマイズ就業），②権利形
成・獲得・救済のための当事者，仲間，専門家による

（3）当事者による意見表明，法案導入

アドボカシー（カスタマイズ就業，意見表明，法案導入）
大会では，自閉症の当事者であるAri Ne eman氏が

が確認できた．また米国の取組の特徴としては①ノー

「障害者の雇用を通じた権利擁護やエンパワメント」に

マライゼーション，インクルージョン，本人中心の支

ついて基調講演を行った．彼は自閉症セルフ・アドボ

援等の明確な理念に基づいた政策，実践（Employment

カシーネットワークの共同創設者，社長であり，自閉

First，カスタマイズ就業）
，②重度の障害者も個別的で

症の大人のためのセルフ・アドボカシーを組織してい

丁寧な支援を行えば就労できるという社会モデルの考

る．現在は上院の権利委員会の議長である．彼は，過

え方（カスタマイズ就業），③地域生活の重視（Employ-

去の米国の優生学に基づく政策や，米国の歴史や過去

ment First，カスタマイズ就業，意見表明，法案導入）

の障害者のための社会基盤はエンパワメントの実現や

が挙げられる．

障害者の人格尊重をしてこなかったこと，シェルター
ド・ワークショップ（保護雇用の施設）やデイプログ

５．おわりに

ラム等の古いモデルは十分ではないことの問題を指摘
した．また彼は，近年ではエンパワメントや人格尊重

本論では，就労困難者の権利の回復や保障に資する

が行われようとしており，雇用は障害者サービスの最

ことを目的に，就労支援と権利擁護について文献レ

も重要な分野の一つであること，社会の人々が重度の

ビューと情報収集を行った．その結果，日本の就労支

障害者を労働力として考えることができれば，他の障

援の課題，就労支援と権利擁護の今後の方向性，米国

害者施策でも障害者の権利擁護が進むことになると指

の就労支援と権利擁護の特徴が示唆された．そのうち，

摘した．

特に道徳的権利の重要性（秋元，2007）や，米国での

また，大会では，知的・発達障害のオレゴン州協議

理念に基づく実践の取組からの示唆は大きい．以上を

会の当事者，支援者による法案導入のための立法証言

踏まえて，筆者は今後の日本における就労支援と権利

の取組が紹介された．導入された法案として，
「より良

擁護のあり方として，明確な理念に基づく法的な具体

い人生の経験を達成する法案（Achieving a Better Life

的権利の確立と具体的支援方法の構築が重要と考える．

Experience Act： ABLE法）」等が紹介され，これらの

そして，その確立，構築のためには，就労支援の理念

法案導入を実現するために発表者達が行った，議員と

や道徳的権利の理論研究と自己決定や当事者主体の実

の関係づくり，議員との会議の準備，立法証言等の活

践研究の両方の蓄積が重要と考える．

動の内容とその要点が紹介された．この法律は障害の

本論の限界としては，①先行研究を提示しただけの

ための支出として教育費，住居費，交通費，就労のた

試論的な考察に留まること，②全ての先行研究を網羅

めの費用，医療費等を所得控除するもので，この法律

できていないこと，③主に障害者の就労支援に焦点を

により障害者の生活改善や所得の向上が期待されてい

絞ったため，社会福祉や社会政策，社会保障の労働に

る．

関する先行研究については言及していないことが挙げ

（4）米国の取組についての考察

られる．また，研究の今後の方向性としては，就労困
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朝日雅也（2014a）「雇用の分野における差別〜障害者雇用促

難者の権利擁護の促進に資するため①これまで研究が

進法改正もふまえて」『実践

少なかった就労支援に関する道徳的権利の理論研究を

成年後見』48，25―33．

朝日雅也（2014b）「知的障害者が地域で暮らす権利保障と

行うこと，②障害者，生活保護受給者等のように対象

社会福祉の支援―就労支援施設の果たす役割―」『社会

を焦点化して議論を深めること，③日本の取組を整理

福祉研究』120，117―125．
Bateman，Neil（1995）Advocacy Skills A Handbook for

し，実践研究を行うことが挙げられる．

Human Service Professionals．
（＝1998，西尾祐吾監訳『ア

最後に，道徳的権利に基づく権利の回復，保障につ

ドボカシーの理論と実際』八千代出版．）

いての視点は，権利化されていない権利の実現に向け

Beveridge， William （1942） Social Insurance and Allied

たソーシャルアクションにつながるものである．そし

Services，HMSO．（＝1969，山田雄三監訳『ベヴァリッ
ジ報告社会保険及び関連サービス』至誠堂．）

て，そのような研究や支援のあり方は，社会福祉やソー

Biestek，Felix． Paul．（1957）The casework relationship，

シャルワークに特徴的なものであり，今後の就労支援

Loyola University Press．

の発展に寄与するものが大きいと考える。

中央社会福祉協議会（1999）『社会福祉事業法等の改正につ
いて（中央社会福祉審議会答申）』厚生省．
DiLeo，Dale（2000）Trainer's guide:Enhanching the lives
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of adults with disabilities． 3rd ed，Training Tesource
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知的障がいのある人たちを支える民間ネットワークの形成と新しい公共
−スペシャルオリンピックス国内活動を事例として−
障害ユニット 研究協力者
特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・福岡

渡邊 浩美
キーワード：障がい者スポーツ、スペシャルオリンピッ

ている。日本財団パラリンピック研究会（2014）によ

クス、新しい公共

る日本、アメリカ、オーストラリア、韓国、ドイツ、
フランスの６ヵ国におけるパラリンピックの認知度調
査では、日本は98.2％と６ヵ国中最も高く、国際パラ

Ⅰ．はじめに

リンピック委員会（IPC）の本部があるドイツでさえ
96.8％の認知度であることを考えても、世界有数の認
知度の高さを誇っている。また、内閣府（2014）によ

平成23年5月に制定されたスポーツ基本法の前文に

る「東京オリンピック・パラリンピック関する世論調

は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこと

査」においては、東京オリンピック・パラリンピック

は、全ての人々の権利」であるとし、基本理念を明記

開催で日本全国にどのような効果がもたらされること

した第２条の第５項において、「スポーツは、障害者

を期待するかを調査したところ、「障害者への理解の

が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよ

向上」が44.4％と最も高い割合を占めている。

う、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推

障がいのある人たちのスポーツは、第１次世界大戦

進されなければならない。」とし、障がいのある人た

後、機能回復を目的とした医学的リハビリテーション

ちも含めて全ての国民のスポーツ権が保障されること

を起源としており、その後、パラリンピックに象徴さ

となった。

れる競技スポーツへと発展していくが、同時に障がい

スポーツ基本法の制定により厚生労働省の管轄で

者の余暇活動や社会参加の重要な機会としても捉えら

あった障がい者のスポーツは、文部科学省へ移管され

れるようになった。

ることになり、福祉施策からスポーツ施策へと転換す

日本における障がい者スポーツは、1951年に東京で

ることとなったわけだが、2015年10月、元オリンピッ

開催された身体障がい者によるスポーツ大会が始まり

クメダリストの鈴木大地氏を長官とし、文部科学省の

とされているが、日本の障がい者スポーツの幕開けは、

外局としてスポーツ庁が設置されたことにより、新た

やはり、1964年に開催されたパラリンピック東京夏季

な法律の下でのスポーツ基本計画が実質的なスタート

大会（東京パラリンピック）と言えるだろう。1964年

ラインに立ったのである。

東京パラリンピックの開催により、障がい者にとって

また、「2020年東京オリンピック・パラリンピック

のスポーツがリハビリテーションや療育の分野だけ

競技大会」の開催が決まったことで、障がい者スポー

のものではないことが日本においてようやく定義され、

ツがメディアに取り上げられる機会も多くなり、一般

その後、障がい者施策としてのスポーツの推進が社会

市民の障がい者スポーツへの関心と理解も高まってき

的課題として取り組まれるようになっていった。
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しかし、2020年東京パラリンピックを通じて障がい

平成21年10月、第173回臨時国会・総理所信表明演

者 へ の 理 解 の 向 上 が 期 待 さ れ て い る 一 方 で、1964年

説において、鳩山元総理は社会再編のキーワードとし

東京パラリンピックから半世紀を経た現在において

て、「新しい公共」の概念を提示した。新しい公共と

も、障がい者のスポーツ参加は未だ低い水準に留まっ

は、「人を支えるという役割を官だけが担うのではな

ているのが現実である。平成25年度文部科学省委託事

く、教育や子育て、街づくり、防犯や防災、医療や福

業「健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活

祉などに地域でかかわっている人が一人ひとり参加

動連携推進事業（地域における障害者のスポーツ・レ

し、それを社会全体として応援しようという新しい価

クリエーション活動に関する調査研究）報告書」
（2013）

値観」であるとし、「国民一人ひとりが自立と共生の

によれば、成人障がい者のスポーツ・レクリエーショ

理念を育み発展させることで社会の絆を再生」し、
「一

ン未実施率は58.2％を占めており、成人一般の未実施

人ひとりが居場所と出番を見いだすことのできる支え

率22.8％と比較しても高い割合を示していることがわ

合って生きていく日本の実現」であるとしている。（内

かる。成人障がい者のスポーツ・レクリエーション参

閣府、2012）

加を阻む要因として、体力への不安や金銭的な余裕の

本研究では、知的障がい者のスポーツ活動を世界規

無さが主な障壁として上げられているが、実施できる

模で推進しているスペシャルオリンピックスについて

場所や移動手段が無い等の他、「仲間がいない」とい

検証し、1994年より20年間、知的障がいのある人たち

う理由も見受けられた。

の日常的なスポーツ活動を支援している「スペシャ

国の障がい者施策は、「障害の有無にかかわらず、

ルオリンピックス日本（以下、SON）」の活動と拠点

国民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合って共

づくりに着目し、SO活動の資料や調査データを基に、

生する社会」作りを目指しており、「障害者の自立と

筆者が20年間のSON事務局勤務を通じ得た知見も加味

社会参加の支援等の推進」 を掲げている。（内閣府、

しながら、地域社会における知的障がい者支援の民間

2013）

ネットワークの存在を明らかにすると共に、その可能

教育や福祉の現場は別として、一般社会においては

性と課題を考察し、障がい者福祉における「新しい公

まだまだ障害のある人とない人との日常的な接点は限

共」にどのような役割を果たしているか検証するもの

られているが、自然な交流や互いの理解の促進を図る

である。

ことができるスポーツは、人々にインクルージョン意
識を醸成させ得るという意味においても重要なツール

２．スペシャルオリンピックスがめ
ざすもの

であることは、内閣府の「東京オリンピック・パラリ
ンピック関する世論調査」によっても明らかである。
共生社会の実現のためには、障がい者の自立と社会
参加が不可欠であるが、それらの支援の多くは、学校

（1）スペシャルオリンピックス誕生の背景

や福祉施設、福祉作業所等が担っており、一般市民と
の接点はまだまだ限られている。また、障がい者の社
会参加の推進においては、雇用促進だけでなく余暇活

スペシャルオリンピックス（Special Olympics/以下、

動を充実させることも重要であるが、スポーツ・レク

SO）では、活動に参加する知的障がい者を「アスリート」

リエーション活動の調査結果（文部科学省、2013）か

と呼んでいる。SOの使命は、
「知的障がいのある人たち

らも、満足のいく余暇活動を過ごしていないことが見

に、年間を通じたスポーツトレーニングと競技の場を提

受けられる。

供し、参加したアスリートが健康を増進し、勇気をふる
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い、喜びを感じ、家族や他のアスリートそして地域の人々

の調査によれば、世界170 ヵ国で4,532,339人のアスリー

と才能や技能そして友情を分かち合う機会を継続的に提

トとボランティア1,482,126人が参加している。

供することである」とされている。またSOの理念として、

（2）スペシャルオリンピックス国内活動
の変遷

「スポーツのトレーニングと競技に参加することが、知的
障害のある人々にとって身体的、知的、社会的、そして
精神的に効果がある」こと、そしてその参加の効果はア

1994年11月の発足以来、国内スペシャルオリンピッ

スリートだけのものでなく、
「家族の絆が強くなり、地域
社会も参加、見学により、知的障害のある人々を理解し、

クス活動の普及・推進はスペシャルオリンピックス日

尊敬し、受け入れるという効果がある」としている。SO

本（以下、SON）が担ってきたが、日本におけるSO活

の使命や理念は、SO創設者故ユニス・ケネディ・シュラ

動は、1980年代に日本スペシャルオリンピック委員会

イバーの信念に貫かれている。ユニスは、ジョン・Ｆ・

（以下、JSOC）により導入された。JSOCは1992年まで

ケネディを兄に持ち、また、知的障がいのあるローズマ

活動を行っていたが、運営を維持できなくなり組織は

リーという姉を持った。ローズマリーの存在が、ユニス

解散する。しかし、1980年代当時、日本においては知

が生涯をかけて取り組んだスペシャルオリンピックス創

的障がい者がスポーツをする機会はまだ少なく、また、

設のきっかけである。

知的障がい者に対するスポーツ参加への理解や認知が

また、ユニスが夫であるサージェント・シュライバー

圧倒的に低かった時代にあって、国よりも先に民間に

と共に視察したコネティカット州の施設での光景が、彼

おいて知的障がい者スポーツの振興に着手した功績は

女に貴重なヒントを与えることになった。その知的障が

大きい。

い者施設の創設目的は、
「障害者を監禁するためではな

一 方、 新 た なSO活 動 の 担 い 手 と し て、1993年「 ス

く、一日も早く彼らを社会復帰させるため」であり、一

ペシャルオリンピックス熊本」が発足し、翌年、国内

人の個人として生き、仕事をし、楽しみを分かち合うた

統括組織として「スペシャルオリンピックス日本」が、

めのさまざまプログラムが行われていた。1962年夏、ユ

いずれも熊本市を拠点として発足したが、新たなSO活

ニスは知的障がい児・者を対象としたデイキャンプを実

動は、一人の女性コーチのアメリカでのSO原体験にあ

施する。メリーランド州ロックヴィルの自宅の裏庭で実

る。1991年にアメリカ・ミネソタで開催されたSO世界

施されたデイキャンプは、近隣の施設から100人ほどの

大会にコーチとして参加した中村勝子は、この時SOの

知的障がい児・者が参加し、水泳、乗馬、サッカーに加

持つ使命の素晴らしさを体感し、老若男女問わず自発

え、レクリエーションなどのプログラムが行われ、スペ

的に参加する市民ボランティアの活躍を目の当たりに

シャルオリンピックスの原点となった。このデイキャン

し感動と衝撃を受ける。帰国後、彼女は早速行動を起し、

プの継続的な実施により、知的障害者の運動能力の可能

当時、熊本県知事夫人であった細川佳代子と共に、熊

性に目が向けられ、また、身体的な運動は健康が増進さ

本を拠点とした新たなSO活動を始めた。
中 村 ら が 熊 本 でSO活 動 を 始 め よ う と 決 意 し た 頃、

れるだけでなく、スポーツに親しむことにより意欲的に
なるなど情緒面での効果も注目されるようになった。
（遠

JSOC理事会は解散を決めていた。また、行政へも働き

藤、2004）

かけたが、当時、SO活動に理解を示す行政機関はほと

1968 年7 月、イリノイ州シカゴのソルジャー競技場

んどなく、福祉や障害者スポーツの専門家でもない主

で第1 回スペシャルオリンピックス世界大会が開催さ

婦を中心とした市民ボランティアの集まりによる新た

れ、この大会後まもなく「スペシャルオリンピックス」

なSO国内活動は逆風の中で始まった。
特に厚生省（当時）は、知的障がい者スポーツ施策

が組織化され世界に広がった。2014年度のSO国際本部
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３．地域拠点作りとネットワーキング

として「ゆうあいピック（全国知的障害者スポーツ大
会）」を始めたばかりであった。ゆうあいピックの存在
とJSOCの解散によるSOへの不信は、他の知的障がい者

（1）地区組織の設置

団体がSOから離れていく要因となったと考えられる。
しかし、SON設立から20年が経った今、４７都道府
県全てに地域活動拠点である地区組織が発足し、約8千

SONはSO国際本部によりナショナルプログラム（国

人の知的障がいのある人たちが、年間１万人以上のボ

内本部組織）として認定を受けており、スペシャルオ

ランティアと共にSO活動に参加している。資金も施設

リンピックスゼネラルルールに則り運営されている。

も専門的な人材も持たず任意団体にすぎなかったSON

設立当初は熊本市に拠点を置いていたが2007年に東京

は、年間１億5千万円以上の寄付金を集め、隔年で夏季

都港区に拠点を移し、日本国内のサブプログラム（地

冬季の全国大会であるナショナルゲームを開催し、組

区組織）の認定と運営サポートを通じて、スペシャル

織的には2001年特定非営利活動法人となり、2011年に

オリンピックス活動の普及推進を図っている。SOゼネ

は公益財団法人となった。

ラルルールでは、本来、サブプログラムはナショナル

SONが発足し活動を行ってきた20年は、日本におけ

プログラム傘下の組織として会計含め一元管理が求め

るNPO台 頭 の 時 代 で も あ る。1995年 １ 月 に 起 こ っ た

られているが、任意団体として発足したSONには資金

阪神・淡路大震災をきっかけに日本各地でボランティ

もマンパワーも無かったため、SO国際本部の許可を受

ア意識が高まり、それに呼応するように法整備も進み、

け、SONと地区組織は協定を交わし、独立採算の別組

1998年特定非営利活動促進法が施行され、さらに市民

織という形態をとりながら組織運営を行い、推進を図っ

活動がエンパワーされていった。

てきた。
SONはSO活動の普及推進のため活動拠点となる地区

また、21世紀になり、ヨーロッパ連合（以下、EU）
を中心として始まった社会福祉再編の理念であるソー

組織を全国に設置してきたわけだが、2009年に38都道

シャル・インクルージョンの概念が日本にも影響を与

府県に地区組織が設置され、この年、スポーツプログ

え、共生意識への関心が高まっていった。

ラム活動を展開する設立準備委員会も含めると活動拠

これらの時代的背景がSON発展の追い風となったの

点は４７都道府県全てに広がった。地区組織が全都道

は確かだが、20年前、共生意識やインクルージョン等

府県に設置されたのは2014年であるが、地区組織とい

の概念が一般的ではなかった時代に、福祉の専門家で

うプラットフォームを作ったことにより国内における

もない一般市民が、障がい者の課題を障がい者の家族

SOネットワークが構築されたわけである。

の個人的な問題とせず社会的課題と捉え当事者意識を
持ってSO活動に取り組んだことにより、まさに新しい
公共と云うべき価値を生み出したのである。
そこで、次の章では、地域拠点である地区組織を概
観し、SONがどうやって全国拠点を作り、民間ネット
ワークを構築できたのかを検証する。
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表１ 地区組織及びアスリート、ボランティアの推移
年度
1995

浩美

るなど、地区組織の事業推進やマネジメント支援を資金

地区

アスリート

ボランティア

面においてもサポートしている。2015年現在、47都道府

8

290

1112

県のうち、特定非営利活動法人（24地区）
、公益社団法
人（1地区）
、任意団体（22地区）となっており、半数以

1996

10

564

1635

1997

11

853

1784

1998

15

1012

2030

1999

16

1464

2348

2000

17

1621

2702

2001

19

1937

2980

2002

21

3154

16195

2003

23

4016

8609

2004

26

4841

13297

2005

28

4231

14613

必要な書類を整備し申請する
・ 事務局の場所、通信手段等の整備

2006

32

6187

18975

2007

34

6540

12034

2008

36

7434

14281

2009

38（47）

7816

16736

2010

38

7662

17102

2011

38

7339

9595

2012

38

7334

11327

2013

40

7485

13637

2014

44

7790

14740

2015

47

上は法人格を有している。

【ステップ１： 発起人〜設立準備委員会設置まで】
SO活動認知訴求のための講演会等の実施と発起人集め
【ステップ２： 設立準備委員会設置 申請】
・

発起人（１０名以上）名簿、活動計画、予算案等

【ステップ３： 設立準備委員会 設置承認】
・ 設立準備委員会としての活動開始
・

コーチクリニックを実施しコーチを育成し、ス
ポーツトレーニングプログラムを実施

・ 競技会（記録会・発表会）の実施
※およそ１年間〜１年半かけて設立準備委員会とし
て活動することで、SONと地区組織の年間の流れ

（人）

を経験しながら、組織運営の基盤を整備する。
出典：
（公財）
スペシャルオリンピックス日本アスリートセンサス

【ステップ4： 地区組織設立申請】
①地区組織設立の必要条件

地区組織は基本的にボランティアが主体となって運

・

営しているところが多いが、特定非営利活動法人（NPO

スポーツプログラムを2会場（市町村校区）
、2競
技以上で2期以上実施している

法人）格を有している地区もあれば任意団体のまま活

・ 競技会（記録会・発表会）を実施している

動を行っている地区もある。SONでは、「地区組織設立

・

ニュースレターを発行している（コピーでも可）

ガイドライン」を作成しているが、そのガイドライン

・

賛助会員50名以上・賛助企業会員5社以上

に則り、地区組織は以下の段階を経て運営基盤を整備

・ アスリート25名以上/ボランティア50名以上

しながら組織化される。

・

また、SONはゼネラルルールをベースに、「地区組織

事務所の確保

②SONへの提出書類

運営基準」を策定している他、
「地区会計基準」も策定

・ 会則

しているが、会計や運営、広報、資金調達等のセミナー

・

も開催しており、ボランティア運営の弱点ともいえる

役員名簿（会長、事務局長、会計責任者、スポー
ツプログラム委員長等含む）

管理面での能力強化を支援し、ボランティアによる組

・ アスリートの名簿

織運営の土台作りとサポートを行っている。

・ コーチ・ボランティアの名簿

SONと地区組織は独立採算ではあるが、SONでは地区

・ 賛助会員の名簿

競技会開催支援や、地区基盤整備等の補助金制度を設け

・
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・ 地区組織設立後の活動計画と予算案

地区組織の基盤強化事業を2005年頃より着手してきて

・ ニュースレター

おり、市民ボランティアやアスリートの家族たちが自

出典：「SON地区組織設立ガイドライン」に筆者加筆

主的に運営することができるよう、運営ガイドライン、
規程、書式等を整備、指導・サポートすることで地区

以上の書類や設立準備委員会期間中の活動実績に基

組織を発足させ、活動を支えることにより、民間の力

づき、SON理事会で審議され承認を受け、地区組織と

で全国的なネットワークを構築することができた。地

して認証されることになる。

域で継続的に障がい者のスポーツ活動支援を行ってい

2015年5月、日本財団の支援により、2020年東京パラ

る組織は多々あるが、営利目的ではなくボランタリー

リンピック大会の成功とパラスポーツの振興を目的に、

な関わりで、障がい者の日常的なスポーツ活動を継続

日本財団パラリンピックサポートセンター（以降、パ

的に支えている全国的なネットワークの組織事例は他

ラサポ）が設立された。パラサポの事業の一つとして、

に見当たらない。

パラリンピック競技団体の基盤整備事業が位置づけら

（2）地区組織の課題

れており、バックオフィス支援、業務コンサル支援等
が掲げられている。パラリンピック選手の強化、育成
のためには、選手を支える各競技団体の組織力強化が

前項では、全国ネットワークの拠点である地区組織

急務であり、日本財団の支援により着手されることと

の成り立ちや運営をSONのサポート体制も含めて考察

なった。

し、知的障がい者のスポーツ活動を支える地域拠点と

日本障がい者スポーツ協会が主催する「障がい者ス

全国ネットワークについて概観した。しかし、20年を

ポーツ競技団体協議会」には50の競技別競技団体が公

経て全国にSO活動の地域拠点は設置できたが、非営利

式登録されているが、法人格の内訳は、特定非営利活

組織の運営はボランティアに時間的にも労力的にも多

動法人（15）、一般社団法人（14）、任意団体（21）となっ

くの負担をかけており、そういった背景から人材が膠

ている。これまで任意団体だった団体が一般社団法人

着化し、活動が停滞している地区組織もでてきている。

格を取得するなど、2020年東京パラリンピックに向け

最新のSON地区組織一覧を見ると、47都道府県のう

て官民一体となった支援の取り組みがようやく始まろ

ち、設立20年以上の組織は10地区、15年以上は7地区、

うとしている。

10年以上は11地区、10年未満は19地区となっている。
具体的な例として、現在、私が勤務しているスペシャ

非営利活動を行っている組織は、各団体の社会的な
使命を果たすため公益的な事業を行っているわけだが、

ルオリンピックス日本・福岡（以降、SON・福岡）の

マンパワーや資金を事業中心に回してしまい、管理的

運営状況を概観すると共に、課題克服に向けての取り

な業務にまで手が回らないことが多い。その結果、運

組みを紹介する。

営に支障をきたし、本来の社会的使命を果たせず活動
＜スペシャルオリンピックス日本・福岡 組織概要＞

を休止する場合や、限られた仲間だけが参加する愛好
会的組織となってしまうケースがある。各団体の社会

・ 1996年5月 ８番目の地区組織として設立

的な使命を果たし、事業を実施する体力をつけるため

・ 2013年5月

には、持続可能な組織基盤を作ることが重要である。

・

活動地域 ：

特定非営利活動法人認証取得
福岡市（事務局）を中心に、北九

州市、春日市、久留米市、古賀市で展開

SONは、全国に活動を広げるというリーダーの熱い
・

思いと行動に支えられ、地区組織というSO活動の拠

実施スポーツプログラム数：16競技
水泳競技、陸上競技、バドミントン、バスケット

点を20年かけて草の根で少しずつ増やしてきた。また、
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浩美

ボール、ボウリング、サッカー、馬術、ゴルフ、 卓球、

として実施している行事が9月〜 12月まで毎月最低１回

テニス（夏季10種）

はあり、常に行事に追われている状態の一方で、管理

アルペンスキー、スノーボード、スノーシューイ

業務は著しく滞っている状態であった。組織は事業過

ング、フロアホッケー 、フィギュアスケート、ショー

多になり活動を支える基盤が整備されておらず、また、

トトラックスピードスケート（冬季7種）

適切なマネージャー的人材も存在しなかったため、事

・ アスリート数 ： 219人（地区12番目）

務局が適切に機能していない状況である。今年活動20

・

年目を迎えたが、ピーク時（2004年）のアスリート数

ボランティア数

：

325人（12歳以上） うち、

青少年ボランティア（12歳-25歳）55人
・ 認定コーチ数

約270名から伸び悩み、ここ数年アスリート数は200人

： 261人

程度を維持している状態であること、また、ボランティ

・ 年間予算は約2千万円、スタッフ雇用

アマネジメントにおいては、慢性的なボランティア不

※2014年度未時点

足やリーダー不足により、活動の成長が止まっている

SON・福岡は、地区組織の上位10位内に入る予算規模

状況である。

であり、活動自体は安定的に行ってきている。2014年に

しかし、昨年、全国大会を開催したことにより、新

は全国大会であるナショナルゲームを開催し資金的にも

たな人材や組織との連携を図ることができ、また、現在、

成功しているが、県内活動エリアは５ヵ所と限定的であ

福岡県のNPO支援制度の一環である認定NPO取得個別支

り、また県内の知的障がい者数が約3万人（平成23年度

援を受けながら、運営面での改善を図りながら組織内改

調べ）であることを見ても、県内知的障がい者スポーツ

革に向けて舵を切り始めたところである。

活動を支える受け皿としてはまだまだ小規模であること

ま た、SONで 昨 今 取 り 組 み 始 め た ユ ニ フ ァ イ ド 事

がわかる。現在、認定NPO法人の認定取得をめざしてい

業等、新たな人材を巻き込むプログラムの存在が、活

るが、この取得作業を通じて、ガバナンスやコンプライ

動活性化の契機になるのではと考え、今年から日本で

アンスの面で課題が顕在化してきている。

も本格的に取り組まれることになったEKSデーを通じ、
早速取り組むことにした。

＜人的課題＞
・

主要メンバーの固定化と理事の高齢化。世代交代

４．ユニファイドプログラムによる
新たな可能性

ができていない。
・

慢性的なボランティア及びボランティアリーダー
不足。プログラムが拡大できない。

・ 事務局スタッフの確保。

（1）「EKSデー」ユニファイド・アクトの
実施

・ 労務管理が適切に行われていない
＜ガバナンス＞
・

会員管理、会議運営等について、定款に則った運
スペシャルオリンピックス創設者ユニス・ケネディ・

営ができていない面がある

シュライバーの功績を記念して、SO国際本部では2010

＜コンプライアンス＞

年から9月第４土曜日を EKSデー （イー・ケー・エ

・ 自治体報告、登記等の対応が遅滞している

ス・デー）と定め、世界各地でこの日に合わせて「Play
Uniﬁed to Live Uniﬁed（共にスポーツし、共に生きる）」

私は今年9月からSON・福岡事務局に勤務し始めたば

をテーマに、障がいのある人とない人が共同で行う活

かりなのだが、通常のプログラムの他、事務局を中心
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動を展開している。日本では、今年から全国的に取り

ワークショップ1 JPopダンス（ダンス2001）

組むこととなった。

ワークショップ2 手話ダンス（手話ダンスYOU&I 北

また、SOでは、知的障がいのある人たちにスポーツ

野）

を提供することで社会的インクルージョンの促進を目

精華女子高校ダンス部デモンストレーションⅠ

指している。ユニファイドとは、
「いくつかのグループ

ワークショップ3 ミュージカル体験（コモンビート）

が集まって一つのグループになる」ことを意味してお

精華女子高校ダンスデモンストレーションⅡ

り、障害の有無、年齢、性別などに関わらずスポーツ

フィナーレ（ 全員で手話ダンス / 手のひらを太陽に）

が好きな人たちが集まり、思いっきり楽しむことが「ユ
ニファイド・アクト」であり、イベントに参加するこ
とが障害を理解する第一歩、つまり行動（アクト）と
なる。（SON、2015）
SON・福岡では、アスリートやファミリーも参加し
やすく、過去にも協力していただいたことのあるダン
スグループの協力も得やすいことから、ダンスワーク
ショップを通じて、ユニファイド・アクトを実施する
ことにした。

写真1：ダンス2001

＜実施概要＞
名称： EKSデー

ユニファイド・アクト

ダンス・ダンスみんなで踊ろう

ライブ＆

ダンスワーク

ショップ
開催日時：2015年9月26日（土）14時〜 16時
会場：福岡市男女共同参加推進センター
アミカス4階ホール（福岡市南区高宮）
※会場使用料は障がい者利用で全額免除
参加者：SON・福岡会員と4団体より132人参加
SON・福岡 知的障がい者 16人

写真2：参加者全員で輪になってダンス

ファミリー（知的障がい者の家族）25人
ボランティアコーチ5人、事務局6人

ダンスワークショップは約2時間で、アスリートたちが

コモンビート ：13人 ※2014福岡大会協力

飽きないよう、JPop、手話ダンス、ミュージカル体験な

手話ダンスYOU＆I北野 ：13人

ど様々なダンスでプログラムを構成した。最初は、SO関

ダンス2001

係者同士で固まることが多かったが、グループに分かれ

：知的障がい者8人（うち6人はSO参加）
、
講師１人

たり、全体で輪になったりすることで、アスリートと高

精華女子高校ダンス部：45人

校生たちが自然な流れで手をつないだり、一緒に踊る光
景が見られた。写真2の様子を見てもわかるように、最後

【プログラム構成】

はみんなが手をつなぎ、輪になって踊り一つになってい

イントロダクション アイスブレイク（コモンビート）

た。参加者の感想として、アスリートだけでなく、ファ
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ミリーや出演者からも、
「楽しかった」という感想が圧倒

浩美

【学校連携プログラム】

的に多く、
「また参加したい」
、
「自然に交流できた」など

教育機関の中で、総合学習や奉仕活動等の授業の一

の声が寄せられた。

環としてSO活動を紹介すると共に、知的障害者への理

また、普段はアスリートに同行するだけで見学が多い

解を深めるプログラム。

ファミリーも、全員が参加していたのも特徴的であった。
今回のEKSデーでのユニファイド・アクト実施を通

【ユニファイドスポーツ®】

じて、以下のメリットを感じた。

知的障害がある人（アスリート）とない人（パート
ナー）が共にチームメイトとしてスポーツに取り組む、

①地域団体（学校やNPO等）を巻き込みやすい

SO独自のスポーツ形式。アスリートとパートナーは日

今回はダンスであったが、地域で様々な活動を行っ

頃から一緒に練習し、競技中は「チームメイト」
、日常

ている団体やグループの特性を生かしたコラボレー

では「仲間」「友だち」として お互いに相手の個性を理

ション・プログラムを実施することができる。

解し、信頼しあい、助けあう 関係をめざす。

②世代、障がいの有無に関係なく自然に交流できる
これはプログラムの種類にもよるかもしれないが、一

【ユースアクティベーション】

般的なスポーツ・レクリエーションであれば、当日の

「障害の有無に関わらず一人ひとりがその人らしく生

進行次第ではあるが、参加者が自然に触れ合うことが

活をしていくために、社会には何が必要か」を学生と

できる。今回参加した精華女子高校の生徒たちも、自

知的障害がある人が共に考え、障害者理解を深める活

分たちの得意のダンスを通じてアスリートたちに直

動を企画・運営するプログラム。

に接することで、障がいに対する偏見を少なくし、共

（スペシャルオリンピックス日本、2014）

感へとつながる効果が得られるのではないだろうか。
SO創設から半世紀近くが経った今、時代は、社会的

（2）新たなプログラムの今後の可能性

排除からインクルーシヴな価値観へと変換しようとし
ているが、一般市民が共生意識やインクルージョンを

SOでは、ユニファイド・アクトの他、人々を巻き込む

意識する機会が少ない中、上記のようなインクルーシ

多様なプログラムが存在する。特に昨今、若い世代が主体

ヴなプログラムの必要性は高い。

性を持ってインクルーシヴ社会の実現に向けて、
「Project

東洋大学社会学部のゼミ活動の一環で取り組まれた

UNIFY®」という新たな取り組みが行われるようになって

ユースアクティベーションを経験した学生たちは、ク

いる。
「Project UNIFY®」は、
「学校連携プログラム」
、
「ユ

ラウドファウンディングで寄付を募り、スペシャルオ

ニファイドスポーツ® プログラム」
、
「ユースアクティベー

リンピックスを広めるためのパンフレットを作成した。

ション」の3つのプログラムで構成されている。

ユースアクティベーションを通し、学生たちは当事
者となり、クラウドファウンディングを通じて寄付を

表2：Project UNIFY® 概念図

募るなど、リーダーシップを発揮して社会的課題を解
決するために取り組んだわけだが、学生たちのこの取
り組みこそ、「新しい公共」を具現化した行動である。
教育現場の小さな活動かもしれないが、SOのプログ
ラムでの学びや経験を通して、学生たちは当事者意識

出典：スペシャルオリンピックス日本ゼネラルオリエンテー
ション資料より抜粋

を持ち、自立と共生の意識を醸成させた。この行動は、
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今はまだ小さな点でしかないが、今後地区組織という

スリートでスタートしたが、街中の支援を受け、現在

ネットワークを通じて広がることを期待したい。

は500人のアスリートが参加している。このサンタ・ク
ラリータ・ヴァレーにおいて、
「SO活動を通して結束し
た人々が、スポーツというジャンルを超えて、障害者

5.今後の可能性と課題

の自立に取り組む」という新しいソーシャルサポート
ネットワークを設立し、「SO活動をきっかけに、地域の
人々や企業と障害者本人や家族が連帯の輪を広げ、理

1968年の創設以降、スペシャルオリンピックスは、

念を共有し、共に行動しているケース」として紹介さ

スポーツ活動と競技会という発表の場を通じて、知的

れている。

障がいのある人たちの生活の質の向上に貢献し、エン

もちろん、SO先進国であるアメリカのケースではあ

パワメントしてきた。しかし、SOが社会に果たしてき

るが、これからのSOに求められる理想の姿でもあろう。

た役割は、知的障がい者のみに留まらない。SO活動に

前項で紹介したように、ユースアクティベーション

学生や一般市民をボランティアとして巻き込むことに

やユニファイド・アクトのようなSOのインクルーシヴ

より、障がいの無い人たちをもエンパワメントしてき

なプログラムは、学生のみならず多様な人を巻き込み

たことが、SOの強みであり世界的なネットワークを築

やすく、体を動かすことにより自然なコミュニケーショ

く礎となったのである。

ンが図れ、障がい者に対する一般市民の心のハードル

一方で、時代はSOにも新たな変化を求めている。SO

を低くする効果がある。人々を巻き込み、エンパワメ

にとって、アスリートである知的障がい者は最も重要

ントするプログラムを実践していくことで、地域の人々

なステークホルダーであることに変わりはないが、ボ

との連携を強め、知的障がい者スポーツを支えるネッ

ランティアや一般市民を、アスリートを取り巻くステー

トワークからSSNへと成長、発展することが、今後の

クホルダーからアスリートと同等の当事者として捉え

SOには求められているのかもしれない。

ることである。

鳩山元総理が提起した「新しい公共」とは、当事者

知的障がい者を支えるから、多様な人々と知的障が

意識に基づく社会的課題解決への参画であり、社会の

い者が共に支えあう活動であることを意識すること。

絆の再生と共に、「一人ひとりが居場所と出番を見いだ

そのキーワードが、
「Play Uniﬁed to Live Uniﬁed（共

すことのできる支え合って生きていく日本の実現」と

にスポーツし、共に生きる）
」であり、ユニファイドス

している。

ポーツ®に象徴されるインクルーシヴなプログラムの存

スペシャルオリンピックスは、スポーツプログラム

在である。また、逆説的にとらえれば、これらのイン

を通じて、アスリートのスポーツ活動の受け皿となっ

クルーシヴなプログラムは、SO活動自体をエンパワー

てきた。活動や競技会に参加することでアスリートた

すると同時に、SOの意義や価値を問い直させてくれる

ちは「自分の居場所と出番」を見出してきたが、今後は、

存在でもあるのだ。

その概念をさらに発展させる必要がある。

小森は、アメリカのSO南カリフォルニア地区の活

SOサンタ・クラリータ・ヴァレーでの事例が示唆す

動を視察する中で、スペシャルオリンピックス活動が

るように、今後、国内SOにおいても、学校やNPO、福

地域におけるソーシャルサポートネットワーク（以降、

祉施設等との相互連携を図ることで、SOをハブとした

SSN）活動へ展開し得ることを示唆している。（小森、

民間ネットワークを広げる可能性を秘めているし、そ

2013）

れを具現化する必要がある。

SOサンタ・クラリータ・ヴァレーは1987年、8人のア

そのためにも、まず、各地区組織自体が組織的基盤
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を整えることが重要であり、既存の活動の充実に加え

告書』平成26年度 文部科学省委託調査（http://www.ssf.

外部連携が可能となるような安定した組織になること

or.jp/research/report/index.html）

が求められている。まず、組織内のマネジメントやガ

8.

佐藤宏美（2015）『国内外一般社会でのパラリンピックに

バナンス等の課題を洗い出し、外部の専門家の支援や

関する認知と関心』日本財団パラリンピック研究会紀要

SONのサポートを受けながら、課題を克服し持続可能

Vol. １ （http://para.tokyo/index.html）

な組織として成長することで、今後のSO成長戦略につ

9.

ながる新たなネットワークへの道筋がみえてくるはず

内閣府（2012）
『「新しい公共」に関する取組について』
（http://www5.cao.go.jp/npc/）

である。

10. 日本財団パラリンピックサポートセンター（2015）
（http://
www.parasapo.tokyo/）
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「相談」とつながらない母子家庭の母親たちへの支援の視点／清水

冬樹

「相談」とつながらない母子家庭の母親たちへの支援の視点
― 自治体調査における２次分析を通じて ―
福祉社会開発研究センター 客員研究員
旭川大学短期大学部 幼児教育学科 准教授

清水 冬樹
用に対するインセンティブが働かないという可能性につい

キーワード：相談とつながらない、２項ロジスティッ

ても指摘をしている（赤石前掲）
。

ク回帰分析

B市におけるアンケート調査は、設問数が大変多く、
回答に苦慮するだけでなく、ひとり親家庭の親たちか

１．本研究の背景

らの上記のような公的機関に対して距離を置きたいと
いう態度の現れであるとも考えられる。

筆者らは2013（平成25）年より、A県B市において母

こうした行政や支援機関、あるいは支援と結びついてい

子自立支援実践プロジェクトに参画をし、3年目となる。

ない人々に対する支援のあり方について、いくつかの先行

すでに地域で暮らすひとり親家庭の実態調査や、市内

研究の蓄積がある。

にある母子自立支援施設や生活保護受給母子世帯に対

（1）当事者の視点からの検討の必要性

する自立支援プログラムの試行と効果測定などを実施
している（例えば清水2015）。

金子（2013a;2013b）は、東京都にある子ども家庭支

ところで、実態調査の回収率を見ると38.1％となって

援センターにおけるソーシャルワーク業務担当者を対

いる。2008（平成20）年の回収率を見ると52.3％となって

象としたグループインタビュー調査を実施し、支援を

おり、今回の回収率は大変低くなっている。

求めない子どもと家庭への介入の現状について明らか

2011（平成23）年に厚生労働省が公表した「全国母子世

にしている。金子の研究では、支援を求めない家庭の

帯等調査結果」における「公的制度等の利用状況」を見

姿について、「社会や支援への不信や敵意をもっている

ると、制度を利用したことがないもののうち、
「制度を知

ことが多く「支援の拒否」が生じている」ことを指摘

らなかった」と答えている割合が、例えば市区町村福祉

している（金子2013a:59）。そして「家庭は変化を望ん

関係窓口であれば39.8％、福祉事務所は43.2％、民生児童

でおらず、介入を拒否する」と述べている。また、こ

委員であれば36％など、こうした支援制度自体を知らない

うした支援を求めない子どもや家庭へのアプローチの

と回答している割合が高い。しんぐるまざぁずふぉーらむ

方法論として、ネットワークを活用したアウトリーチ

（2011;2008;2006）や赤石（2014）では、こうした公的支援

の必要性を指摘している（金子2013b）。

制度を知らない背景には、制度自体が複雑であり、利用す

金子の研究は、支援をする側から検討がなされてい

ることができるのかどうかがわかりにくいということを指

るところに特徴がある。そのため、なぜ変化を家族は

摘している。また、児童扶養手当の申請において、市区町

望まないのか、介入を拒否するのか、その家族の視点

村の窓口においてつらい経験をしており、公的な支援の利

からの分析が見えてこないという課題がある。また、
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多職種によるチームアプローチの必要性を金子は提起

が、こうした支援を受けてこなかった受刑者に比べて低

しているが、仮に支援との関わりを家族が拒んでいる

くなっている結果や、DV加害者が再度DVを行う確率が

のであれば、キーパーソンを手がかりとしたネットワー

下がっているという結果を明らかにしている。支援をす

クの構築が有効であると考えられる。しかし、金子の

る側の態度如何で、支援が有効に機能するというのである。

研究ではどのようなネットワークを組むべきなのかに

他にもこうした支援とつながらないクライエントにつ

は言及がなされていない。つまり、支援を拒んでいる

いて関心を寄せている研究として、越智（2011）がある。

家族との関わり方や関係性についての具体的な提起が

越智は支援とつながらない人々への研究における関心が

見られないということ限界が見える。

低い現状を指摘している。越智の整理によると、そうし

岩間（2008）は、こうした支援につながらない人々

た支援につながらない人々への研究はアウトリーチを手

を「支援困難事例」と名付けた上で「困難と感じてい

がかりに検討されてきた。しかし、なぜ、支援につなが

る主体は誰なのか」（岩間2008:10）と問いかけ、困難さ

らなかったのかを示すものは決して多くはなく、危機的

をクライエントの視点から捉える必要があることを指

な状況になるかその直前での介入的支援に関する関心が

摘している。つまり、支援に繋がっていない背景には、

高いことを指摘している。なぜ支援とつながろうとしな

クライエント自身の問題だけに目を向けるのではなく、

いのか、という本来支援が必要であるはずの人々の環境

クライエントの環境に着目しながら、阻害要因が一体

や内面に関心を寄せているものは少ないという。越智

どこにあるのかに関心を払い続ける必要があるという。

の関心は、「自分の状況を認めたくない気持ちや、他の

岩間の指摘を踏まえると、金子の研究は、支援とつ

人には知られたくない気持ちなどから、「動機付け」が

ながらないという一面を捉えているだけでなく、パター

十分にもてずにいる」
（前掲：28）など、支援を必要と

ナリスティックな面を表出しかねないようにも見受け

している人々の内面を丁寧に把握する必要性にある。
越智の研究の結果を見ると、
「福祉アクセシビリティ」

られる。

阻害要因の中で最も大きな影響を与えていたのは、専
門職による態度であった。傷つく言葉かけが行われ、

（2）支援とつながらないクライエントに
関する先行研究の知見

支援が必要な人たちの支援を利用しようとする動機付
けに影響を及ぼしているというのである（前掲：135）。
Chrisが言う「共感」は、丁寧なクライエントに対す

Chris（2006=2007）は、先行研究をレビューしながら

る傾聴が必要となる。そうしたワーカーの態度がおおよ

支援とつながらないクライエントに対して、
次のアプロー

そクライエントの立場にたっていないのであれば、越智

チが有効だとしている。クライエントに対するワーカー

が指摘しているクライエントが支援につながろうとする

の役割を明確に伝える「役割の明確化」
、行動療法を基盤

「動機付け」を阻害することは十分に理解できる。

とした行動のロールモデルを提示する「向社会的価値の
強化とモデリング」
、これまでのソーシャルワークでも
言及されてきた「協同的問題解決」
、上記3つのアプロー

（3）そもそも支援とつながっていない人々
への関心

チを統合した実践である「統合的アプローチ」である。
これらのアプローチを横断的に理解するものとして「共
感」がキーワードとなっている。Chrisは、こうした４つ

越智の研究では、発達障害がある養育者を事例とし

のアプローチを実施した結果、例えば、受刑者の再犯率

ながら検討をしている。これらの事例は、特別支援学
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校や障がいがある子どもの通園施設など、子ども自身

時間なのであれば、柔軟な機関の運用を検討する必要

が日常的に利用している、あるいは利用できる支援と

がある。支援者側の課題であるとすれば、研修プログ

つながっている。研究対象と研究結果を踏まえると、

ラムや職員配置の現状を整理し改善する必要がある。

支援とつながっていながら、どういった支援者からの

支援が適切に母子家庭につながっていない中で、母

言葉かけが、養育者を傷つけるのか、ということを明

子家庭支援策の効果測定がなされれば、母子家庭支援

らかにすることに貢献していると考えられる。従って、

の方向性を見誤る可能性も充分に考えられる。母子家

そもそも支援とつながっていない人々が、なぜ支援と

庭の母親たちの支援がどのようにつながっているのか

つながっていないのかという問いに明確な結論を示す

を明らかにする意義が大変大きいと考えられる。

ことは難しい。
本研究が対象とする母子家庭の場合、子ども自身が

（4）本研究の目的

保育所や学校に通っている点では、越智の研究と類似
の関係にあるが、母親自身が何かしらの相談機関を常

本研究では、母子家庭支援の効果測定を行う際の前

に利用しているとは限らない可能性が指摘されている注
1

提となる、支援と母子家庭のつながりについて、その

。一方で、相談機関への相談を継続的に行っている母

構造について明らかにすることを目的とする。

親たちもいる。ここにどのような違いがあるのであろ
うか。

２．研究の視点および方法

日常的に支援機関を利用しているわけではないひと
り親家家庭、特に母子家庭の母親たちについて、どの
ような母親たちの考えや現状が影響して、支援とつな

（1）本研究で使用するデータセット

がらないのであろうか。越智が言う福祉アクセシビリ
ティについて、母子家庭の母親たちの現状を踏まえた

先述の通り、筆者らは2013年より、A県B市において

研究は、ほとんど見当たらない。

地域で暮らす母子家庭への支援プログラム開発に取り

先にも見てきたように、母子家庭の母親たちの多く

組んでいる。このプロジェクトの一環として市内に在

は相談機関を利用している割合が高いとはいえない。

住するひとり親家庭に対して、B市は量的調査を実施し

そもそも母子家庭に対する支援策をそもそも母親たち

た。本研究ではこの量的調査結果を用いた2次分析を行

は知らないのか、松原（1998）が指摘していたように、

い、上記の研究目的を明らかにする。

母親たちの就労時間と相談機関の開所時間にズレがあ
り、生活実態を踏まえた支援体制になっていない（清

（2）分析の方法

水2014）ことが要因なのか、Chrisや越智が指摘するよ
うな、支援者側の態度が影響しているのであろうか。

調査票には、「相談したくてもできなかった」という

これらを明らかにことは、現在展開されている母子家

設問が用意されている。この設問を手がかりに、母親

庭支援策を検討する上で重要な視点を提起することと

たちが「相談したくてもできなかった」回答したこと

なる。例えば、母親たちに支援機関の情報が行き渡っ

に影響を与えた要因を明らかにする。分析方法として2

ていなのであれば、その広報の仕方を検討しなければ

項ロジスティック回帰分析を用いる。

ならないだろう。生活実態に合わない支援機関の開所

独立変数については、現在の悩み得点以外は清水
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（2015）で用いたものを採用している注２。

ことに関わる心配ごとや悩みごととし、その相手につ
いては問わないものとする。

現在の悩み得点についてその生成方法について記す。
後述しているように、調査票では母親たちの現在の悩

ただし、本調査における母親たちの多くは、いわゆ

みを問う設問が用意されている。複数回答として設定

る専門職がいるような相談窓口へ相談をしている割合

されており、全部で23個の設問となっている。これら

がそもそも低いことから、回答者が想定する相談相手

に回答があったものを1点として、回答がある毎に加算

の多くは、インフォーマルな人々の可能性を考慮する

していく。最大で23点、最低で0点となる連続尺度を生

必要がある。

成し、現在の悩み得点と命名し独立変数として利用し

2）相談とつながらない

ている。
なお「相談に行く気にならなかった」における回答

分析対象を絞ったこの設問における他の複数回答を

の有無に関する比較は、連続尺度は t 検定、名義尺度

見ると、「相談したくても時間がなかった」
「仕事を休

はχ2検定を行った。

むことができなかった」
「どこで相談できるのか知らな

統計処理に関しては、IBM社のSPSS statistics 23を用

かった」
「相談に行ってみたが、話せる雰囲気ではなかっ

いた。

た」「相談しようと話してみたが、相手にわかってもら
えなかった」
「「相談したくてもできなかった」ことは

（3）言葉の定義

特にない」というものがある。最後の選択肢を除いて、
これらには、相談に行く意志があったり、実際に相談
に行ったが話ができなかったりなど、相談に出向く様

1）相談

相があると解釈できる。ところが、
「相談に行く気にな
らなかった」はそれらの設問とは違い、相談への意志

分析対象を絞った当該の設問について、調査票にお

があるとは言いえないと考えられる。相談の必要がな

ける別の質問では、
「子どもやあなた自身のことで心配

い、というようにも解釈ができそうであるが、
「「相談

ごとや悩みごとがあるとき、誰に相談しますか」とい

したくてもできなかった」ことは特にない」という回

うものがある。複数回答の項目として、
「自分の親」や「自

答が用意されており、そのような回答する母親たちは

分のきょうだい」
「ひとり親の友人・知人」のようない

こちらを回答することが考えられる。

わゆるインフォーマルな関係の人々から、
「保育園や幼

また、以下の表１に示しているように、
「相談に行く

稚園」「行政窓口（注：調査票では自治体の名称が入っ

気にならなかった」と答えているものの現在の悩みを

ているため、筆者が改変している）
」などフォーマルな

見ると、回答がないものより、回答のある母親たちの

関係まで含まれている。

方が悩みがあると答えている割合が高い。「養育費や教

調査票には、上記の設問の次に、本研究において対

育費などの経済的な支援」「社会からの孤立感」
「自分

象としている「相談に行く気にならなかった」が設定

自身の健康」「子どもの進路」など、有意差が認められ

されている。回答者は相談をする相手として、支援機

るものを多く散見されている。

関以外にインフォーマルな人々も含まれていると解釈

これらのことから、
「相談に行く気にならなかった」と

した上で回答をしていることが想定される。従って、

は、相談に行く意志が何らかの課題があるにも関わらず、

本研究で言う「相談」とは、子どもや自分自身自身の

何らかの課題があり相談にいくことができない母親たち
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が、回答をしていると考えられる。したがって、
「相談と

の子どもと母からなる世帯のことで、他の親族等の同

つながらない」とは、相談相手は問わないが、相談に行

居の有無は問わない、としている。

く意志を何らかの課題なり要因があるために持ち得ない
状況にあることとする。

（4）倫理的配慮
本調査研究はひとり親家庭支援のプログラム開発を

表１ 相談に行く気にならない母親たちの現在の悩み（MA）
相談に行く気にならなかった
人（％）

回答なし（n=1431）

回答あり（n=262）

行うことを目的として、東洋大学福祉社会開発研究セ
検定

ンターとB市との間で協定を結び、行われているもので

養育費や教育費など
の経済的な支援

1048

76.6%

217

83.8%

育児の負担

183

13.4%

39

15.1%

家事の負担

235

17.2%

63

24.3%

**

告等を行う旨を伝え承諾を得ている。また、B市より提

仕事の負担

336

24.5%

82

31.7%

**

供を受けたlowdateは、一般社団法人日本社会福祉学会

子どものしつけや接し方

460

33.6%

104

40.2%

*

研究倫理指針に沿って厳重な管理し、個人を特定でき

子どもの暴力

26

1.9%

4

1.5%

子どもの友人関係
子どもの親（相手方）
との関係
再婚

183

13.4%

36

13.9%

139

10.2%

34

13.1%

124

9.1%

32

12.4%

子どもの学力

429

31.3%

99

38.2%

*

子どもの進路

**

***

ある。本報告は共同研究の一環として、B市には学会報

ない形態で分析を行った。

３．研究結果

674

49.2%

147

56.8%

子どもの不登校・ひきこもり

65

4.7%

16

6.2%

自分の求職・就職

386

28.2%

80

30.9%

自分の健康状態

585

42.7%

132

51.0%

子どもの健康状態

277

20.2%

56

21.6%

子どもとコミュニ
ケーションをとる時
間の不足

346

25.3%

72

27.8%

子どもの親（相手方）
からのつきまとい・
暴力

31

2.3%

6

2.3%

ローンや借金など

128

9.3%

31

12.0%

ひとり親家庭への理
解不足

174

12.7%

47

18.1%

社会からの孤立感

96

7.0%

42

16.2%

子どもへの精神的負担

433

31.6%

107

41.3%

悩み得点についてはt検定を実施した。その結果、この

子どもへの家事等の
負担

92

6.7%

25

9.7%

5つの説明変数は全て有意差があることが確認できた。

自分が倒れたときの
子どもの将来

867

63.3%

182

70.3%

（1）分析結果の概要
**

本分析結果の概要を、
「相談に行く気にならなかった」
の回答の有無による比較を用いながら以下に示す。
（表2）
母親の年齢や就労の有無、三世代同居、就労収入、
学歴の長さについてはクロス集計を行った後、χ2検定
を実施した。その結果、
「相談に行く気にならなかった」
では有意差は認められるものはなかった。
一方、連続尺度となる母親の自己肯定感、親族サポー
ト、友人知人サポート、社会資源認知度得点、現在の

***

自己肯定感、親族サポート、友人知人サポートについ

**

ては、「相談に行く気にならなかった」と回答した方が

***p<.001 ** p<.01 * p<.05

その数値が低くなっていた。社会資源認知度得点につ
いては、「相談に行く気にならなかった」と回答した方
がその数値が高い結果となっていた。

3）母子家庭

5つの連続尺度の相関関係を表3に示している。表3によ
ると、自己肯定感と親族サポート、友人知人サポート、

清水（2013：2015）で示しているように、18歳以下
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現在の悩み得点にはそれぞれに相関関係があることが確

認められた5つの連続尺度とした。投入方法は強制投入

認できた。
「社会資源の認知度得点」について、相関関係

法を用いた。分析の対象となったのは、欠損値がない

を確認することはできなかった。

236ケースである。
分析結果を見ると、全ての説明変数が被説明変数に

表2

影響を与えていることが分かる。社会資源の認知度得

相談に行く気にならなかった
人（％）または平均値± SD

母親の年齢
10 代から 34 歳まで
35 から 39 歳
40 から 44 歳
45 歳以上
就労
働いている
働いていない
三世代同居
同居している
同居していない
就労収入
0 から 50 万円未満
50 から 150 万円未満
150 から 200 万円未満
200 万円以上
母親の学歴
中卒
高校中退
高卒
短大・専門等
大学大学院
母親の自己肯定感
平均値± SD
親族サポート

回答なし
（n=1431）

回答あり
（n=262）

222
258
400

15.5%
18.0%
28.0%

551

38.5%

42
45
81
94

16.0%
17.2%
30.9%
35.9%

1232
198

86.2%
13.8%

225
38

85.6%
14.4%

n.s.

406
1031

28.3%
71.7%

71
192

27.0%
73.0%

n.s.

203
384
371

14.6%
27.7%
26.8%

428

30.9%

35
82
64
77

13.6%
31.8%
24.8%
29.8%

24
37
322
611
395

1.7%
2.7%
23.2%
44.0%
28.4%

7
10
67
101
71

2.7%
3.9%
26.2%
39.5%
27.7%

3.73

± 1.02

3.24

± 1.19

検定

にならなかった」と回答する確率が高くなるというも
n.s.

一方、母親の自己肯定感や親族サポート、友人知人

談に行く気にならなかった」と回答する確率が低くな
るという結果であった。

n.s.

表4
オッズ比

95%CI

母親の自己肯定感
親族サポート

0.734

（0.64-0.83）***

0.395

（0.21-0.715）**

友人知人サポート

0.476

（0.28-0.84）*

2.963

（1.265-6.939）**

***

現在の悩み得点
社会資源認知度得点

1.852

（1.05-3.25）*

モデルχ 2（df）

n.s.

0.33

± 0.26

0.26

± 0.27

***

平均値± SD

0.36

± 0.28

0.27

± 0.27

***

平均値± SD
社会資源認知度得点
平均値± SD

0.23

± 0.17

0.28

± 0.17

***

0.37

± 0.25

0.4

± 0.25

*

現在の悩み得点

のであった。

サポートについて見ると、その数値が高くなると、
「相

平均値± SD

友人知人サポート

点については、その得点が高くなると、
「相談に行く気

73.704（5）***

***p<.001 ** p<.01 * p<.05

n.s.=no signiﬁcant ***p<.001 ** p<.01 * p<.05

４．考察

表3
親族
サポート

友人知人
サポート

社会資源の
認知度得点

現在の
悩み得点

親族
サポート

−

友人知人サ
ポート

.217**

−

社会資源の
認知度得点

-0.02

.057*

−

現在の
悩み得点

-.051*

-0.001

.058*

−

母親の自
己肯定感
得点

.249**

.313**

0.04

-.308**

母親の
自己肯定感得点

（1）「相談」につながらない母親たちの姿
相談に行く気にならなかった、と答えた母親たちの方
が、そうではない母親たちと比べて、現在の悩みの割合
が高いことが確認できている。つまり、相談に行く気に
ならない母親は、現在の生活で困っていることが多い、
あるいは多くの生活課題を抱えているということである。

−

そうした単純集計で明らかになった傾向は、回帰分

** p<.01 * p<.05

析を用いてその因果関係を明らかにすることができた。
相談に行く気にならなかったと回答することに貢献す

（2）回帰分析の結果

る要因として、現在の暮らしの悩みが多いということ

2項ロジスティック回帰分析の結果を表4に示した。

が明らかとなっている。従って、
「相談」とつながらな

説明変数は、上述の比較したもののうち、有意差が

い母親たちは、相談の必要がないから相談をしないの
ではなく、困っている状況に置かれている中で相談と
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ある。これらのことから、支援者ないし支援システムに

つながっていないのである。

おいて次の2点について確認をする必要があるであろう。

（2）「相談」につながらない理由

1つは相談窓口におけるインテークの仕方についてで
ある。これまでの方法論が適切であったかどうかの評

困っている状況に置かれている中で、母親たちが相

価をする必要がある。

談とつながらないのはなぜなのであろうか。手がかり

2つ目に、同時に支援者に対するインテーク場面や面接

になるのが、母親たちの自己肯定感であった。回帰分

場面を設定した研修プログラムも開発してく必要がある。

析では、母親たちの自己肯定感が高い場合、相談に行

また、こうした自己肯定感が低い母親たちにとって、

く気にならない、と回答しないということが明らかと

先の赤石のような、例えば相談窓口へ来所する際の同

なっている。そして、母親の自己肯定感と現在の悩み

行支援は有効であると考えられる。すぐに専門職によ

得点の相関関係を見ると、相関関係が認められている。

る支援の手続きにつなぐ前に、母子家庭に至った経緯

つまり、困っている母親たちは自分自身の何らかの自

を丁寧に傾聴しながら、どのような生活ができるか、

信が持てず、他者への「相談」ができない、という構

あるいはどのような支援を利用できるか一緒に考えな

造になっているのである。

がら、母親たちや子どもたちを支えていく役割である。

先述、母子家庭の母親たちが支援機関の相談窓口を

自治体は、児童扶養手当や生活保護母子家庭の母親た

利用しない理由として、働いている母親たちの生活時

ちの情報を多く手にしている立場にある。個人情報の

間と行政の開所時間が重なっており、生活実態に合わ

観点から、そうした情報の共有に懸念はあるものの、

ない相談体制になっていることを指摘されてきた（例

行政機関と独立した立場で母親たちをアドボケイトし

えば松原前掲；清水前掲）
。しかし、本分析では、就労

たり、エンパワメントしたりする存在は検討できない

の有無と相談に行く気にならないという回答には何ら

であろうか。

関連がないことが明らかになっている。相談とつなが
らないのは、先に取り上げた赤石が指摘するように、
母親たち自身の不安感が大きく影響しているのである。

５．今後の課題

「相談」につながらないのは、自分自身の話を他者にす
ることに対する不安や恐怖があったり、負い目があっ

（1）分析の課題

たりすることが考えられる。相談機関における母子家
庭支援のシステムを検討する中で、母子家庭の生活実

本分析は、社会資源認知度得点が高い場合、相談に

態に沿った仕組みづくりだけでなく、相談を受ける側

行く気にならなかったと回答する傾向があることを明

による母親たちの気持ちに寄り添った関係性の構築が

らかにしている。この結果の解釈について、推測の域

重要となる。

を出ないものの、以下に分析結果を用いた推測を示し、
今後の課題を提示する。
先述のように、相談に行く気にならなかった母親た

（3）相談窓口における支援のあり方

ちの方が、そうではない母親たちと比べて現在の悩み
相談窓口に携わる人々が理解すべきことは、母親たち

が多いという結果であった。そうした、現在の悩みが

は相談に来ないのではなく、
「相談」に対する不安を抱え

多い母親たちは、数値的には低いものの、社会資源認

ているために、窓口に来ることができないということで

知度が高いという相関関係があることを明らかにして
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いる。この結果について、例えば、現在の暮らしにお

たらない。また、母子家庭の相談支援に関する専門職

ける悩みを抱えつつ、利用できる相談窓口を色々検討

である母子・父子自立支援員について、非常勤職の割

したが、適切な支援につながらなかったり、そもそも

合が高いことが厚生労働省から公表されており注３、母

有効な支援がなかったりしたため、相談に行く気にな

親と母子父子自立支援員との間で関係ができたとして

らなかったということが考えられる。つまり、問題解

も、人が入れ替わり、関係性がリセットされてしまう

決に対する意欲があったが、それに見合う支援を専門

ことも考えられる。継続的に相談を受けることができ

職や友人知人といった相談相手が充分に解決すること

る体制づくりも検討の余地があるであろう。

ができず、専門職であれば、越智がいうような態度が
母親たちにとって不適切であったため、相談とつなが
らなくなってしまったということも考えられる。ある
【注】

いは、多くの支援策について調べたものの、自分がそ

注1 全国調査においてもこのことは充分に把握することはで
きるが、例えば、本研究プロジェクトにおける関係者会
議において、児童扶養手当の申請や現況届の提出以外で
母親たちと関わる機会が決して多くあるわけではない、
という発言があった。
注2 変数の生成方法については清水（2015）を参照されたい。
注3 厚生労働省が公表している『ひとり親家庭等の支援につ
いて』では、2013（平成25）年度末現在、母子父子自立
支援員は1,644人（常勤427人、非常勤1,217人）となっており、
非常勤の割合が74%となっている。
http://www.mhlw.
go.jp/ﬁle/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukat
eikyoku/0000100019.pdf 2016.01.01

の支援を利用できるのかどうかまでの確証がなく、相
談に行く気になれなかったということも考えられる。
そもそも有効な支援がないことが影響しているのであ
れば、改めて母子家庭支援策のあり方について行政レ
ベルでの検討もする必要がある。
これらの課題については、質的調査法を用いながら、
統計的な分析モデルを生成したり、別途調査研究を実
施したりすることを検討する。
また、現在の悩み得点が高い母親たちは、自己肯定感
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知的障がいのある人たちの意思決定支援における
タブレット PC 活用に関する調査報告
障害ユニット 研究員
東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科 教授

志村 健一
年の障害者基本法改正，2012年施行の障害者虐待防止法，

１．はじめに

2013年施行の障害者総合支援法があげられる．
志村（2013）は『社会福祉研究』
（第116号）で，こ

本調査報告は，知的障がいのある人たちの意思決定

れらの動向を踏まえつつ，2012年10月に施行された障

支援におけるタブレットPC活用の有効性を検証するこ

害者虐待防止法について，権利擁護のシステム構築の

とを目的として進められている研究に関する調査の報

視座から論じ，「コミュニケーションに課題を抱える障

告である．研究全体の目的を達成するために，以下の

害者への支援についての知識，技術等の確立」の必要

ような3部構成で研究を遂行している．

性を指摘した．コミュニケーションや意思決定に課題

（１）日本国内での教育やリハビリテーションなどにお

を抱える知的障がいのある人が権利の主体となるため

ける，iPadなどタブレットPCを用いた先進的な取

には，意思決定支援が重要である．

り組みについて調査する．

障害者総合支援法では，法律施行後3年を目途に検討

（２）社会福祉分野においてその活用が開始された海外

する項目として「障害者の意志決定支援の在り方」を

の先進的な取り組みについて調査し，有効性を確

あげている．また，柴田洋弥は『さぽーと』
（2013年1

認する．

月号）で「意思決定支援こそは我々が携わる知的障害

（３）上記の調査をベースに知的障がいのある人たちの

者への支援の中核となる概念である」と述べている．

意思決定支援におけるタブレットPCの活用プログ

本調査は，タブレットPCが知的障がいのある人の意思

ラムを企画し，その有効性を検証する．

決定支援のツールとなることを目指す研究の一部であ

本報告では（１）と（２）にあたる先進地調査等に

る．また，タブレットPCがコミュニケーションに課題

関して，調査の結果を報告する．

を抱える知的障がいのある人との意思疎通を円滑にす
るならば，知的障がいのある人を対象とする調査の方
法を拡大し，障がい（児）者福祉研究の発展に寄与す

２．本調査の学術的背景

る学術的に高い意味を持つ研究につながる．
携帯性と利便性を併せ持つタブレットPCは，障がい

2006年に国連で採択された「障害者の権利に関する条

児教育や障がいのある人のコミュニケーションに広く

約」は，障害者を保護の対象から権利の主体へ変化させ

用いられるようになっている．このようなタブレット

た．日本は2007年に条約に署名し，締結に向けた国内法

PCの特性は知的障がいのある人の意志決定支援のツー

の整備を進めてきた．代表的な制度改革としては，2011

ルとなる可能性を示唆しており，調査を基盤とした研
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弱視の生徒の理療科において，支援学校ではDrop Talk

究が社会的な意味をおびてくるといえよう．

を用いたコミュニケーション，保護者とのデジタル連
絡帳として活用されている．これらの活用の成果から，

３．教育における活用

病気療養中の生徒たちへの教育ツールとして，また生
涯にわたるコミュニケーションのツールとしての可能

障がいのある子どもたちへの学習支援にiPad等を活

性が報告されているが，ネットワーク接続の問題やセ

用する研究は，東京大学先端科学技術研究センターと

キュリティ，教員間の知識の差が問題としてあげられ

ソフトバンク・グループとの共同プロジェクトによる

た．

「魔法のプロジェクト」によって先導されてきた．
「魔

愛知県立みあい特別支援学校は2012年，2013年に魔

法のプロジェクト」は，2009年東京大学先端科学技術

法のプロジェクトに参加し，また2011年，2012年には

研究センターとソフトバンクモバイル株式会社との共

パナソニック教育財団からの助成を受けて特別学校に

同プロジェクトの名称であった「あきちゃんの魔法の

おけるiPadの活用に関する『特別支援学校へのiPad導入

ポケットプロジェクト」から始まったプロジェクトで

ガイド』としてまとめ公表している．教育現場の教員

あり1，iPadのような携帯情報端末を実際に教育現場で

が主体となって取りまとめた資料であり，購入の方法

活用し，活用事例を共有することで障がいのある子ど

から障がいに合わせた推奨アプリの紹介まで，具体的，

もの学習や社会参加の機会を増やすことを目指して活

実践的な内容となっている．これらのプロジェクトも

動が継続されている．年度ごとのプロジェクトやその

教員による積極的な情報端末利用に関する主体性が重

報告は「魔法のプロジェクト」ウェブサイト（http://

要であり，教員間の知識の差が導入やその活用におけ

maho-prj.org/）を参照されたい．

る差になっていることが伺えた．

研究計画を立案する段階では，現地調査においてこ

そこで，2015年度からこのような特別な知識や興味

の魔法のプロジェクトに参加した教育現場にヒアリン

関心を持っていなかった特別支援学校の教員（小学部，

グする予定であった．しかし魔法のプロジェクト参加

高等部各一名）にiPad活用について模索してもらうよ

校での成果は各年度の報告書がまとめられ，インター

うな協力体制を確立し，各学期の終わりに使用レポー

ネットから報告書をダウンロードすることが可能なた

トの提出を依頼した．

め，ヒアリングはこの魔法のプロジェクト以外の地域

小学部での活用については，以下の報告があった．

を対象とすることとした．

①更衣の手順を未獲得の児童に対して，ロッカー内

Ａ県は2014年度から県立学校全体としてICTを活用

にiPadを設置し，児童が自分で画像をタップする

する教育を推進している．そして県の教育委員会が予

と，更衣手順の動画が再生し，それを手立てに児

算化し，県立学校11校についてタブレット端末を貸与

童が更衣をすすめ，教師からの言葉かけ等の促し

し教育での活用を模索し始めた．11校中の2校が特別支

ではなく，自ら学習をすすめることができるよう

援学校（盲学校，知的）であり，教育委員会としては，

になった．

学校数に対する貸与ではなく教科での活用に着目し，

②校歌の振り付け（手話中心）の練習に使用し，歌

特別支援教育もその一つと考えての施策であった．

詞に動画をリンクし再生した．自分がよく分から

このプロジェクトでは，事前に教員に説明会を実施

ないところを繰り返し再生する生徒や好きな場面

し，特別支援学校にはiPadを貸与した．生徒用として

を再生する児童もあり，教師が手本を示すより効

盲学校に15台，支援学校に15台が貸与され，盲学校では，
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とした作業療法士5名がADOCの手順や項目を考案し，

果的に学習が進んだ児童生徒があった．

Mac版が開発され，その後，Apple社がiPadを発表した

③運動会のスケジュールをイラストで作成し，イラ
ストに動画をリンクし，運動会のイメージを持て

ことから，株式会社レキサスにiPadへの移植を依頼し，

るようした教材を作製した．その結果全体指導後，

iPad版ADOCのβ版を開発後，全国の約40名の作業療

各学級においても児童が自分が見たい動画をタッ

法士によって，約100名の患者に実際にADOCを用いた

プして楽しんで学習した．

面接を実施し開発された2．現在では高齢者，中途障害

また，2学期には学校生活における児童生徒の意識調

者を中心に，作業，セルフケア，余暇の作業バランス

査での活用を模索することが計画されているというこ

のよいプログラム計画を立案することに使われている．

とである．

専門職とクライエントとが話し合いながら計画を立案

高等部での活用については，以下の報告があった．

することによって，バランスのよい計画となり，その

①教室に入ることが困難な生徒へ，友だちや授業の

ことによって，クライエントの潜在的な価値感の気づ

様子を動画で見せることで参加を促すことができ

き，自己効力感の向上を期待している．

た．

天野（2013）は知的障害者施設生活介護事業の作業

②体育の器械体操の授業で生徒の演技を動画撮影し

選択と意思決定支援に関して，「技能の習得と具体的な

見せることで，意欲を高めるとともに課題を明確

作業のイメージ獲得，作業の拡大を目指す」プログラ

に伝えることができた．

ムを実施し，ADOCを用いた作業選択に関しては，意

③簡単かつ瞬時に視覚に訴える素材の作成や手段を

思表出が明確になり，興味が拡大したことを報告して

用いることができるので，生徒に見通しを持たせ

いる．またADOCを用いた支援の結果を家族との面談

たり，課題を明確に伝えたりすることができた．

時に提示し，個別支援計画に反映させている．

総括として，生徒自身の主体的な活動を増やすこと

また，ADOCは作業療法を中心としたものから，教

ができたという報告であった．

育分野で活用できるADOC-Sを開発し，「子どもが目標
として取り組む活動を教員や保護者らが本人と一緒に
イラストを見て話し合いながら選び，選択回数の多さ

４．リハビリテーション（作業療法）
における活用

などで優先順位を付けて達成目標を設定する日常のコ
ミュニケーション支援機能としての利用」（琉球新報
2013.9.20）をねらいとして普及を進めている．

我 が 国 で の 作 業 療 法 に お け るiPadの 利 用 はADOC
（ エ ー ド ッ ク:Aid for Decision-making in Occupation

５．海外での取り組み

Choice）を開発した友利氏のグループによる先導があ
る．ADOCは，活動や参加レベルに焦点を当てたリハ

iPadのようなタブレット端末は，直感的に利用でき

ビリテーションの目標設定を支援するためのiPadアプ

るメリットのほかに，携帯性とインターネットの利用

リで，日常生活場面のイラストをクライエント（患者）

が可能であるメリットがある．このようなメリットを

と作業療法士が選択し，支援計画を作成することが可

活用することにより，タブレット端末が知的障がいの

能なアプリである．

ある人たちの社会生活上の有効なツールになっている

ADOCは元神奈川県立保健福祉大学の友利氏を中心

ことを検証するための現地調査（2015年9月）を実施し
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た．調査地として選択したのはホノルルである．選択

線LANのようなサービスが提供されるとより効果的な

の理由として，国際的な観光地であり，無料の公衆無

活用が可能となるだろう．

線LAN等に接続しやすいこと，都市と住宅地，またハ
ワイ州は行政・ビジネスの中心地から交通手段が限定

６．調査の総括と今後の課題

されるような地域までをカバーしていることであった．
ハワイ州で知的障がいに限らず，障がいのある人た

調査によってiPadに代表されるタブレット端末が，

ちへのアシスティヴ・テクノロジー（AT）を普及し

知的障がいのある人たちの教育やリハビリテーション，

て い る の は，ATRC（Assistive Technology Resource

社会参加に有効活用されていることが判明した．また

Centers of Hawaii）である．ATRCでは，支援器具が

現在ではその主流となっているタブレット端末はiPad

必要な人たちにATが届けられるような包括的な活動を

であり，Windowsをベースとしたタブレット端末を活

展開している．主な取り組みとして，ATの売買，購入

用している事例は調査できなかった．

前の試用，デモンストレーションとトレーニング，子

iPadを活用するためにはApp storeから必要なアプリ

ども向けのキャンプの実施，AT購入のための資金の貸

をダウンロードしなければならないが，2015年に150万

与等である．

を超えたというアプリから適切なアプリを選ぶことが

iPadの活用に関しては，上記のような活動に加えて，

必要である．またアプリには無料のものと有料のもの

適切なアプリが選択できるような支援ツールを提供し

があり，無料のアプリでは不要な画面が表示されたり，

たり，企業等から使用されなくなったiPadを受け取り，

リンクが表示されたりするため，支援においては有料

初期化した後に必要な人に配布している．ハワイでは

で安心できるアプリを活用することが望ましい．アプ

アジア文化に強く影響されており，iPadのように新し

リの購入はiTunesカードというプリペイドカードを利

く高価なツールを障がいのある人たちが利用すること

用する方法とクレジットカードを利用する方法がある

をためらうこともあるというが，ATRC等を通じて積

が，教育機関や福祉施設ではこのアプリの購入が課題

極的に社会生活での活用を企図する取り組みが進めら

となる．個人のクレジットカードを使うことの問題や

れてきた．

プリペイドカードの場合の使用記録と，アプリの金額

このようなタブレット端末を十分に活用するにあ

とプリペイドカードの金額の差額が発生する問題であ

たってはインターネットへの接続が欠かせない．特に

る．

移動支援や外出先での情報入手等ではインターネット

そこで本調査を通じて，知的障がいのある人たちを

への接続が必須となる．観光地であるホノルルに関し

支援するにあたって有効活用できるアプリを選択し，

ては，街中の商業施設等で無料の公衆無線LANが網羅

プリペイドカードに残高が発生しないようアプリの組

されており，リアルタイムな接続が必要となる位置確

み合わせを試みた．以下がそのアプリである．

認もほぼ問題なく行える．しかし，ホノルルでの公共

①ADOC（作業を中心とした支援内容を選択し，計

交通機関であるバスでの移動に関しては，携帯電話会

画に結びつけるアプリ．2500円）

社等のネットワークに常時接続できる環境になければ

②DropTalk（言語によるコミュニケーションが苦手

位置確認ができず，バス内の放送や表示による位置確

な人を支援するアプリ．3000円）

認が困難な場合は，タブレット端末を活用した移動の

③たすくスケジュール（音声と絵によるコミュニケー

限界となる．都営バスが提供しているバス内の公衆無

ションカードを使って，一日のスケジュールを組
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み立てることができるアプリ．2500円）
このアプリの組み合わせは合計で8000円であり，3000
円と5000円のiTunesカードで購入すると使い切ること
が可能である．知的障がいのある人たちに対するコミュ
ニケーションとスケジュール管理・共有の支援，また
支援計画の作成まで包括的に利用できるアプリを準備
することができる．
研究の全体計画では，知的障がいのある人たちの意
思決定支援におけるタブレットPCの活用プログラムを
企画し，その有効性を検証するであるため，次年度は
iPadとこれらのアプリを用いた研究を遂行する予定で
ある．

文献
天野智美（2013）「成人知的障害者通所施設生活介護事業にお
ける作業選択と意思決定の支援」
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ナー抄録』56．
柴田洋弥（2013）
「知的障害者の意志決定支援について」
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いのある子どもたちのための携帯電話を利用した学習マ
ニュアル』東京大学先端科学技術研究センター ソフト
バンクモバイル株式会社
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ADOC「 開 発 の 理 由 」
（2016.1.14取 得 http://adoc.lexues.
co.jp/about-adoc/reason）

なお本調査はJSPS科研費26590117の助成を受けたものです．
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孝弥

知的障がい者就労支援について糸賀一雄・池田太郎・田村一二の取り組み
―戦後黎明期の生産教育から近年の社会的企業まで―
障害ユニット リサーチアシスタント
東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科博士後期課程

宮竹 孝弥
太郎・田村一二達は、知的障害者の入所施設を立ち上

キーワード：就労支援、生産教育、流汗同労（りゅう

げていった。三人は終戦当時から、「ちまたに放置さ

かんどうろう）

れたままになっている戦災孤児や家庭でも地域でも見
放されている知的障がい児を一人でも多く、そして一

１．はじめに

日も早く入所させられる施設を作りたい。」と話し合っ
た。彼らは初等教育の経験者であるが、近江学園開所

知的障がい者への支援において、就労支援は支援の

前に糸賀は公務員，池田は教員，田村は施設職員で

大きな領域を占め論議の続く課題である。現在でも、

あった。戦後の子ども達・知的障がい者への支援から、

就労継続支援事業が制度実施に問題があるとして、変

彼らは施設内での就労支援を重要視し実践を行ってき

更が検討されている。過去の実践を振り返ると、戦後

た。この取り組みを今日の視点から眺めて、収容型の

の間もなく設立された入所施設内、地域における共同

施設を乱立し地域から引き離した先人と評価し、コロ

作業所内、特別養護学校による進路教育でも、就労支

ニーへの展開を計画で障害者の自由を奪う活動との彼

援の場が設定されていた。旧知的障害者福祉法には、

等への批判が現在では存在する。さらに障がい者は働

知的障がい者の就労に関して施設内就労の授産施設を

くことより.社会保障・福祉サービスの充実が必要とす

制度化していたが、障害者自立支援法への改正で就労

る反就労支援の意見もある。しかし、糸賀、池田、田

継続支援施設へと姿を変えていく。さらに障害者総合

村は戦後の再生への取り組みとて，知的障がい者が働

福祉法制定前の専門部会の議論は就労支援の多彩さを

くことを重視し実践を重ねている。京極は糸賀につい

示して提案は具体化せず骨子に試行としてまとめられ、

て、「『この子らを世の光に』〜糸賀一雄の思想と生涯

今日へと繋がる課題であり続けている。そこで、その

〜」のまえがきで「21世紀の福祉社会へのテイクオフ」

知的障がい支援の創世記ともいえる戦後黎明期に入所

を図るには、わが国の20世紀後半の福祉思想家といえ

施設を設置し、就労支援を初めて先駆者たちの取り組

る糸賀一雄の思想的遺産を改めて学び返さなければな

みの検討を行った。

らないと考えたと書いた。ここでは、糸賀一雄を中心
に、彼等三人が特に就労支援についての取り組みに注

２．創始者たちの就労支援への想い

目し、現在の就労支援への繋がりを確認し考察をおこ
なった。

第二次世界大戦後の混乱期に、まだ福祉の基本法も

（１）糸賀一雄

確立しない時期から、糸賀一雄とその朋友である池田

101



東洋大学／福祉社会開発研究

8号（2016年3月）

①支援の姿勢

思います。」糸賀一雄氏の言葉から、仏教の無財の七施
とは、①眼施（げんせ）人にやさしいまなざしをもっ

糸賀一雄（1914-1968）は、
「障がい福祉の父」とも称

て接すること②和顔悦色施（わがんえつじきせ）にこ

され日本の障害者福祉において重要な実践家である。京

やかなほほえみをたたえた顔で接すること③言辞施（げ

都帝国大学哲学科を卒業し哲学的な問いかけを常に持

んじせ）言葉の美しさ、やさしい声で接すること ④身

ち続けた。小学校の代用教員を経て滋賀県庁に入庁し、

施（しんせ）勤労奉仕のこと ⑤心施（しんせ）感謝の

地方公務員の身分のまま、戦後の混乱期の中の1946年

心⑥牀座施（しょうざせ）席をゆずってあげること ⑦

に知的障がい児等の入所・教育・医療を行う「近江学園」

房舎施（ぼうしゃせ）一宿一飯の施しということであ

を創設し園長となった。その後も池田太郎・田村一二

る。糸賀は「『施』は施（ほどこ）しの意である。施しは、

の協力も得て多くの入所施設を設立し、実践だけでは

字だけ観ると上の者が下の者へ哀れみの情を持って何

なく思索を深め、
「この子らに世の光を」に表わされる

かをする感じがありますが、仏教では、布施行（ふせ

独自の障がい者支援論が代表的な思想として知られて

ぎょう）という行『修行』あるくらい物をあげるのも

いる。

頂くのも心のあり方が問われることなのです。俗に『物

障がい者への支援者の姿勢について「まことに私た

をあげるも上手下手、物をもらうも上手下手』という

ちははたらくことによって学ぶのでした。そして何を

のも、布施行に通ずることのように思われます。」と語っ

学んだかといえば、この世の役に立ちそうもない重度

た。そして「この子らに世の光を」を語り始めたこの

や重症の子どもたちも、一人ひとりかけがえのない生

講演の最中に倒れ、その日に息を引き取リ、五十四年

命をもっている存在であって、この子の生命はほんと

の幕を閉じた。東西の思想への探求を通じて、支援者

うに大切なものだということでありました。『人間』と

の取り組みを問い続けた糸賀の残した言葉に、その福

いう抽象的な概念でなく、
『この子』という生きた生

祉思想を見ることができる。

命、個性のあるこの子の生きる姿のなかに、共感や共

「福祉の実現は、その根底に、福祉の思想を持ってい

鳴を感ずるようになるのです。」
（糸賀.1960）そして「人

る。実現の過程でその思想は常に吟味される。どうし

間と人間が助け合い、受け入れ合う、理解と愛情で結

てこのような考え方ではいけないのかという点を反省

ばれる社会、すなわち共感の考え方に支えられた社会」

させる。福祉の思想は行動的な実践のなかで、常に吟

という、糸賀自らが描いた理想的な社会像の実現に全

味され、育つのである。
」（糸賀.1965）糸賀は実践を研

身全霊を傾けた。

究と同時の行為と捉え、支援の理論化と実践の組み立

糸賀の人生の最後の講演では、支援者の心の持ちよ

てに取り組んでいった。

うとして、自身はクリスチャンにも関わらず仏教の「無
財の七施」を説明している。支援者は財産が何もなく

②この子らを世の光に

てもできること「愛は深めていけばいくほど、どこま

広く知られる糸賀の「この子らを世の光」の思想は、

でもどこまでも深まっていきます。そしてそれは純化
されていきます。そのことを私たちは知っておきたい

「『この子らに世の光を』あててやろうという哀れみの

と思います。
」とどこまでも当事者への献身を求めてい

政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝く素

た。「私たちの人間関係というものには、
『無財の七施』

材そのものであるから、いよいよ磨きをかけて輝かそ

というものがあるんだということを、どっかで聞いた

うというのである。『この子らを世の光に』である。こ

ことがあったなあと、思ってくださればありがたいと

の子らが、生まれながらにしてもっている人格発達の
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権利を徹底的に保障せねばならぬということなのであ

これらのコロニーは精神薄弱者福祉法整備の制定・改正

る」（糸賀.1965）ということである。京極によれば、糸

前で、公的な支援がほとんど得られない中で設立され

賀は「１.『 障害者 の自己実現・人権』の問題と、２.『個

た。糸賀はこれらの施設設置を通じて障がいのある人

別的な課題と向き合いつつ発達を保障していくこと』

びとの生活保障の問題を普遍化し、公的な支援を引き

と、３.『人びとの福祉意識の変革や福祉社会の実現』

出そうとしていたことがうかがえる（三浦1996：77-8、

という三点を含み込んだ『理念』が『この子らを世の

蜂谷2012：105）。
糸賀は「コロニーといっても、その人たちが社会に不

光に』という言葉の中には込められている。」
（京極.2001）
つまり、糸賀の言う「この子らを世の光に」とは、
「こ

適応だからといって単に隔離するのではなくて、社会

の子らが真に輝ける社会に」ということを目指しつつ

のはたらきのひとつとしてほかのはたらきと有機的な

「 確信

を実践的に発展させ、 反省

つながりをもっているものであってほしいわけである。

によって捉えな

おしたもの」を理論化したものが「発達保障」の思想だっ

その意味では大きなリハビリテーション（社会復帰）の

たと考えられるのである。糸賀は障がい児との親心中

体系のなかに位置づけられるべきものと思う。むしろ

が多発する当時の世相に、大きな怒りを持っていた。

ハビリテーション（人間としての形成）といった方がよ

糸賀の「この子らを世の光に」（糸賀：1965）の記述は

い。したがって、コロニーが終着駅であったり、墓場

「発達保障」という考え方を強調したことと、人ひとり

であったりするのではなくて、それは始発駅でもあり、

が光り輝く存在であり、
「障害」を抱えた人も分けへだ

人間の育ちという長い営みのなかで、必要なときに与

てなく共に生きることのできる社会こそ「豊かな社会」

えられる必要な手のひとつであればよいわけである。

であると主張したのである。

保護は自立と対立するものではなく、保護のなかにも
自立がめばえ育っている。また育てるべきものであろ

③コロニー構想

う。その育ちこそ尊いのだと思う。」（糸賀1966: 6-7）
また糸賀は自給自足できる生産環境で、教育的な「社

1950年代初期の糸賀が取り組んだコロニー構想は、生

会的な人格の確立」
（2003:211）をのぞめるコロニーを考

活支援と職業的な自立に向けての拠点となるものであ

えていた。「第一に、法律と社会の仕組みが各人の幸福

り、「社会への橋渡し」を目指すものであった。この構

や利益を、できるだけ全体の利益と調和するように組

想の根底には障害児の年長化問題における対策として

み立てられること。第二に、教育と世論が、人間の性

「アフターケア」施設を整備する意図があった。1948 年

格に対して持つ絶大な力を利用して、各個人に、自分

に施行された児童福祉法により、近江学園などの精神

自身の幸福と社会全体の善とは切っても切れない関係

薄弱児施設が規定されたが、適応範囲が18歳未満であ

があると思わせるようにすること。」（京極.2003）すな

ること、そして独立自活に必要な知識技能を与えると

わち現在の地域から長期隔絶すると批判されるコロニー

いう目的規定が設けられていた。18歳までに独立自活

とは異なる、糸賀の生活支援の構想を持って、コロニー

を果たし、施策が終結する体裁を整えなければならな

を志向していったのである。

かったことを意味した（蜂谷.2012：107）。
これより糸賀は1950年代に年長児のための「アフター

④重症者の生産教育

ケア」施設として、窯業コロニーの信楽寮（1952年）、
女子のためのコロニーとしてあざみ寮（1953年）、農業

糸 賀 が 最 終 的 に 行 き 着 い た 就 労 支 援 の 考 察 で は、

コロニーの日向弘済学園（1953年）を設立していった。

「 重 症 者 の 生 産 教 育 」 の 考 え 方 が 現 れ る。 糸 賀 は 知
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的障がい者の「生産教育」を重要なことと考えてい

スの「限界状況」という概念が多用されているという。

て、 糸 賀 の 教 員 経 験 が 単 な る 就 労 で は な く 発 達 期

これは、
「『この子たちの存在そのものが、自分自身と

の「 生 産 教 育 」 へ 発 展 さ せ た。 そ の 思 想 は， 現在の

の対決まで私たちを立ち向かわせることに外ならない』

近 江 学 園 の 実 践 に も 引 き 継 が れ て い る と 思 わ れ る。

言うのである」障がい児の「生産性」や「療育」につ

「この子らはどんな重い障害をもっていても、だれと

いて語る時は「限界状況」という概念が使用される。
このことから支援者の自己との対決が論じられる。

取り替えることもできない個性的な自己実現をしてい

つまり糸賀は、「この子たちの存在そのものが、自分

るものである。人間と生まれて、その人なりに人間と
なっていくのである。その自己実現こそが創造であり、

自身との対決まで私たちを立ち向かわせることに外な

生産である。私たちの願いは、重症な障害をもったこ

らない」（糸賀.1965）と言うのである。糸賀は著作や講

の子たちも立派な生産者であるということを、認め合

演において「自己自身との対決」という言葉をよく使っ

える社会をつくろうということである。」
（糸賀.1965）
「重

た。糸賀の思想の根本は、障害者との共感の世界を持

症者の生産教育」の思想は知的障がい者の存在に関わ

つためには、自分の内面を直視することがいかに大切

る考察から導き出しているといえる。

かという自分自身に対する姿勢そのものであったよう

さらに生産教育について、
「１.精神薄弱児の特殊教育

に思える。「その社会への働きかけは指導者だけの独演

は二つの側面から考察される。その一つは彼らがその

ではない。精神薄弱児事態の生活態度や作業態度の改

属する社会に於いていかなる方法でその適応度を高め

善進歩という事実に物語らせるという意味における認

るかという主体の側の人格性発達の側面であり，もう

識が高められるのである。
」「生産的教育が彼等の人格

一つは彼等が精神薄弱者であるという事実を社会がど

性発達をうながし、さらに新しい社会の形成に作用し

のように認識し受容するのであるか、そのことへの働

ていく教育的構造の追及は今後の課題である。
」（糸賀

きかけの仕方はどうあるのかという社会の側の認識展

一雄「精神薄弱児の生産教育」
）糸賀にとって、社会的

開の側面である。もとよりこの二つの側面は別々のこ

に排除されかねない知的障がい者の社会的存在の確立

とを意味しているのではない。精神薄弱者が職業的社

に「生産教育」は大きな意義を持っている。

会人となるその形成過程を、教育者の立場から自覚的

しかし、志半ばで世を去った糸賀の考察は、就労支

に問題にするときに、共通の基盤に立つ相互関連的な

援については思索半ばで中断されたと言えるかもしれ

側面として課題提起されるものに外ならない。
」「２.お

ない。
「重症者の生産教育」は、蜂谷（2015）の指摘の

よそ職業を身につけ、独立した人格として社会的役割

とおり糸賀の思索の一つの到達点である。「生産教育」

を担うということは、一般に教育の目的とする理想的

と同時に糸賀は知的障がい者への支援として、一方で

人間像である。精神薄弱児の教育も公共社会の職業生

生活と生産教育を実現させる場としてのコロニーを指

活への積極的な自己適応を目的とすることにかわりは

向しており、時代の世相との間での糸賀の思索の限界

ない。即ちその社会に於いて何らかの生産に従事しつ

であったとも思われる。その答えは今日の継承者への

つ、自らのつくるものの意味を知り、同時にそのよう

課題となっている。

な生産人としての自己自身の社会的存在の意義を自覚
するようカール・ヤスパースの基本概念を意識したに

（２）池田太郎（1908-1987）

なることに外ならない。
」蜂谷（2015）は、糸賀が「重

①地域に根差した施設づくり

症児の生産性」や「療育」について語る時はヤスパー
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池田の亡き後を継ぐ現在の法人にまで引き続き掲げられ

池田は糸賀一雄の先輩であり、初等教員の後田村ら

ている。

とともに近江学園の設立を進め、当初は知的障がい児
ではなく養護施設を担当していた。近江学園の入所者

滋賀県が信楽学園設立に際して、陶器工場を買収し

の成長と共に年長児の対応を担当する。池田は、後に

出発し、障がい児の職業訓練をより実践的な形で実施

近江学園の入所者の一部ために1952年信楽寮（現信楽

した。池田は「信楽学園は、青年期に入ったちえおく

学園）を設立した。開設当初は地域からの施設反対が

れの人たちを一日も早く社会に参加させて、社会自立が

強く入所者は外出しないよう求められたりする状態か

出来るようにしたいというので、そのためには生産を

ら始まった。さらに1958年民家を借用改造し、授産場

通しての教育がよいというので、民家の中にある民間

を設け独立して窯業による生産教育を始める。そして

会社を県に買収してもらって出来たものです。」といっ

1959年には畑を購入し、農耕作業による生産教育を始

た。ここに創設者池田の先見性があり、創設当初から

める。池田は施設を地域に開放したり、行事に住民を

生産工場方式というシステムの中で、信楽学園利用者

招いたりして地域に溶け込んでいく。1962年信楽青年

は、自然と仕事と仲間のうずに巻かれて成長していく。

寮を開設し、学園長として知的障害児者の職業指導を

そして「もう一つの子どもを育てる原動力は、信楽と

さらに展開する。1965年に一般家庭に知的障がい者を

いう地域に根ざした、地域社会の理解と協力です。信

住まわせ「民間下宿」とする取り組みを、全国で初め

楽学園利用者は、園内で一定の力をつけた後、町内職

て発足させた。

場の理解の中で、就労実習をさせて頂き、働く実践力

信楽学園の開設とともに、信楽の街にやってきた池田

をしっかりと身につけます。
」と書かれている。教育者

太郎は、知的障害を持つ人たちが人として尊重され、歓

でのあった池田の思考が明確に示されている。信楽学

びをもって暮らしていくための支援を進めた。職員の育

園では陶器作りの過程を実践することで働く力をつけ、

成から始まった信楽学園の立ち上げ、そして全国初の成

町内の陶器工場の理解のもとで就業実習を行い、労働

人を受けとめる信楽青年寮の開設、
「民間下宿」の開拓、

者として街中に巣立っていった。

事業者の協力を得ての就労など、彼らの生活のために地

この信楽学園の工場で作られた陶器は販売され、駅

域を取り込んだ先駆的な福祉を実践していった。池田は

の立ち食い蕎麦の丼などが有名であった。また、当時

学園の目標として就労支援を大きく意識した。

は鉄道では各駅で駅弁が売られていたが、これとセッ
トで販売されるお茶の容器として「汽車どびん」が知

「この人達の四つの願いとして、１ 働きたい。２ 無
用の存在でなく、有用の存在であると思われたい。３

られるようになる。その後、プラスチック製品の台頭

皆と一緒に暮らしたい。４ 楽しく生きたい。以上の四

により衰退したが、最近になり信楽学園から「汽車ど

つの願いがこの人たちの心の底にあると信じる。
」池田は

びん」復刻版が出されたようである

働くことが、人間の本能であるかのように、就労支援を

1969年財団法人から、社会福祉法人しがらき会を設

園の中心的な目標に置いた。したがって、池田の提唱す

立している。池田の考えた社会福祉法人しがらき会創

る四つの願いを叶えることこそ、保護者、関係者（支援

設の目的は、「知的な障がいのある人たちが、人として

者）
、地域社会の人々が手をつなぎあって進むべき努力目

尊ばれ、生きる喜びをもっていけるようにするためで

標になった。また職員に関しては、公平に処遇され、職

ある。したがって、社会福祉法人しがらき会の運営は、

員の長所は生かされ、職員はこの仕事を通じて、生きが

このことが常に優先して考えられなければならない。
」

いが強く生じていくように努めると掲げた。この目標は、

この理念の元、精神薄弱者更生施設を設置、許可を受け、
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社会福祉法人しがらき会信楽青年寮として新しく出発

施設入所の必要がなくなれば早く退所する必要がある

する。多くの知的障がい者がここで陶器づくりを学び、

と考え、地域への生活資源の開発を展開していった。

町内の陶器屋へ勤め、好景気の時は利用者の約３分の

②通勤寮の終焉

２にも上った。信楽青年寮は池田の言葉による目標を
しかし池田の生産教育の実現ともいえる信楽通勤寮

掲げ「窯業による職業指導を中心に生産教育を行い、
社会生活に必要な基礎教育を施すことによって個人の

は、やがて終焉していった。その経過は「信楽通勤寮

有する能力を出来得る限り伸長させ、心身共に豊かな

の開設，活動，そして終焉（滋賀県障がい者の自立を

人間として成長させる。」池田の言葉には、
「障がいの

支える会）」によると、以下のとおりである。
通勤寮の訓練・教育施設で一定期間の勉強を終え、

ある人が町の中にきえてゆくこと。
」とある。巣立った
当事者は、住み込み就労や結婚・出産する人々も現れ、

卒寮した後はいろいろなケースが考えられた。卒寮後

広く全国の注目を集めた。

自宅に帰る、社員寮に入る、民間のホームに入るなど

信楽においては、通勤寮の開設とその活動が大きな

だが、自宅に戻るということは自立に逆行するとも考

意義を持つ。この「通勤寮」は、就労関連対策として

えられ、通勤寮の自立指導の根本にかかわるところも

1971年に厚生事務次官通知「精神薄弱者通勤寮設置運

あった。十分な量の職場の開発は困難な状態であり、

営要綱」により、国の制度として設置された。その目

一旦就業しても職場への適応が不十分で再入寮という

的は、精神薄弱者援護施設等を退所した「就労してい

事例も多く、卒寮後の居場所がなくて滞留化という事

る精神薄弱者を職場に通勤させながら一定期間（原則

態が進行することになった。
昭和の初めから平成にかけては利用者の滞留化の解

として2年間）入所させて、対人関係の調整、余暇の活用、
健康管理等独立自活に必要な事項の指導を行うことに

消ということが一つのテーマになった。保護者と話し

より、入所者の社会適応能力を向上させ、精神薄弱者

合い、実家へ帰るということも行われ、受け止める場

の円滑な社会復帰を図る」と示されている。こうして

のない人たちが長期間入寮していた間に蓄えた資金を

設立された信楽通勤寮は施設から地域への自立支援と

共同出資してホームを建てるということも行われた。

して、全国の注目を集め多くの足跡を残した。その取

1992年には建物が新築され、信楽青年寮の敷地内から

り組みは、施策よりは事例からの実践により生み出さ

他地区に移転することになった。1994年には女子棟が

れており、著作・講演においても事例による説明で強

増設され、異性と接する機会が増えたことは通常の社

い説得力を発揮している。

会生活を営む上での大きな進歩だった。この頃が信楽
通勤寮としての最盛期ではなかったかと思われる。

池田は「この人達は働くということが本当に好きな
のです。何故すきかというと、働くことによって非常

信楽の主要産業である陶器業界に不況の波がじわじ

に心の安らかさを覚えるのです。又、自分が本当に役

わと迫り、町内での職場確保が困難な状況になり、他

に立っているという、人間としての満足感に浸ること

地域での職場が開発されるに従って寮生の通勤範囲も

ができるのです。」（池田.1978）後に池田はヨーロッパ

拡大してきた。1998年ころには100名程度の卒寮生が信

視察で現地の知的障がい者の就労する姿を見た後も、

楽町内で生活するようになり、就職先や生活の場の確

日本でも早く青年期に入った知的障がい者には大好き

保が困難な状況になってきた。就業状況に合わせて他

な、働く場所を与え、一人残らず給料が与えられてい

地域への通勤者が半数を超え、通勤寮が信楽にある意

く働く場所を作らなければならないと考えた。池田は

義が薄れ、通勤寮の移転が課題に取り上げられるよう
になった
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2003年の社会福祉構造改革では、施設から地域への

先に教えるのではなく、十分時間をかけて子どもたち

移行、在宅福祉重視という障がい者福祉施策が打ち出

の自主性に任せて作らせ、それぞれの子どもの特徴を

されて多くの法人、施設が構造改革を迫られた。通勤

掴む。そしてその上で、子どもたちが作業に飽きない

寮制度も根本から見直され、廃止という方向性が定め

ように、ここぞというところで興味付けを行ったり、

られた。2005年に障害者自立支援法が制定され、通勤

見本を見せたりした。

寮廃止の後、その役割を継承する目的で自立生活支援

近江学園窯業科の教育に影響を与えたのが、前衛陶

ホームが整備されることになった。そこで、特に信楽

芸作家の人木一夫であった。八木は、田村が近江学園

通勤寮の場合は全国的にもきわめて特異な活動を展開

での窯業教育から一麦寮での粘土の取り組みへと方針

しており、池田が記録し蓄積された手法は実に貴重な

や指導方法を転換していく上で、重要な示唆を与えた。

ものであった。しかし通勤寮の廃止という施策には抗

当時の学園は、卒業後の自立と社会参加を目指すため

しがたく、ついに通勤寮廃止の日を迎えた。

に、窯業科の取り組みも職業教育としての性格が強く、

現在は信楽青年寮しん・らくとして、活動を継続し

製品の製作が中心であった。しかし、窯業科の担当で

ている。就労面では、造形物研究所、紙漉き、陶器な

あった田村らは、子どもが興味を失わないよう、自由

どの、手作り製品の販売、牧場などが行われている。

に粘土に触る時間も確保する。すると子どもたちは「だ

現在も信楽出身の施設長のブログの言葉には、池田の

んごのようなもの」や「複雑な形のもの」を作ったり、

生産教育の思想は受け継がれているといえよう。

ひたすら粘土を触るだけであったりと、思い思いの姿
を見せた。田村は、八木が時折話す「子どもの顔が見
える」造形に興味を抱くとともに、そうした造形に出

（３）田村一二（1909-1995）

会うには、八木の言うように、もっともっと自由にさ

①陶芸による就労支援

せなければならないと感じた。彼はこうした八木の考
え方や指導に影響を受け、一麦寮に移る頃には、窯業

田村は福祉施設で働く前に教師として、すでに障害

科の方針を大きく変えた。近江学園窯業科で中心とし

児教育のエキスパートであった。戦中に石山学園を創

ていた製品の生産は行わず、専ら自由に粘土を触らせ

設するが、糸賀一雄に請われて近江学園に転任し、そ

るようになるのである。（竹内.2007）

の後一麦寮（現一麦）を創設し、独自の知的障がい児・

一麦寮では、重度の知的障がいのある寮生が毎日グ

者との関係を作り出した。その成果を思索して、田村

ループに分かれて、散歩や描画、農耕、掃除、洗濯作

の夢想した理想郷である「茗荷村」の構想を練り上げ

業などを行う。毎日の散歩や作業に取り組む寮生たち

ていった。

は、日ごろの想いを貼絵や刺しゅう、絵画等で表現し

近江学園では、田村は窯近江学園窯業科主任として

ている。1965年から、自由な造詣による遊戯焼と称さ

優れた指導者であり、窯業による生産教育を発展させ

れる陶芸作品を作り始め海外でも評価を得た。
（竹内．

た。竹内（2007）によると近江学園窯業科では田村は、

2007）

子どもたちに思うままに作らせながら、その間にそれ

田村の創設した一麦寮では、将来の自立を目指して

ぞれの子どもの作品の傾向を細かく把握し、それを作

生産教育が重視されており、窯業科も職業教育として

る子どもの性格も捉えていった。
「名人芸」と見える背

の性格が色濃く出ていた。田村も、学園卒業後、厳し

後で、子どもの作品や性格を非常によく観察し、細か

い社会の中で生きていかねばならない子どもたちの状

な教育的配慮を持って取り組んでいたという。教師が
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況を見据え、実践的な職業教育を行うことの必要性を

労会」とＮＰＯ茗荷村により鈴鹿の山峡に存在するが、

説いている。その就労は障がい者もその他も共に働き

行政単位の

共に汗を流すもので「流汗同労（りゅうかんどうろう）」

いの大家族であるという。あるいは、さまざまな人達

の言葉にしめされた。

に見守られ励まされながら、障がいを持つ人達と共に

村

ではない。いうなれば、福祉的色合

生きる村民家族の暮らしを縦糸に、農業生産法人「（有）

②茗荷村建設

茗荷村同労社」や特定非営利活動法人 茗荷村などのさ
まざまな活動を横糸として、自然に従い自給自足を目

田村は1971年小説「茗荷村見聞記」を発表し、この

指す日常から織り成される総体が大萩茗荷村である。

小説は映画界された。それを機に、田村に共感した人々

大萩茗荷村では、４ヶ条の村是を指標と仰ぎ、つなが

によって廃村の直前にあった年滋賀県愛東町大萩に

りの田村思想、「差あって別なし」「流汗同労（りゅう

1982年「茗荷村」が開村した。田村の思いを、共感者

かんどうろう）」などをベースに、共に働き共に学ぶと

は実現するため知的障がいのある人たちと生活を共に

いう日々を育み拡げてきた。
「物心自立」は物質的、精

した。大津市で「町の中に茗荷村を」と活動していた

神的にも束縛されない生き方であると田村は説く。田

一家を中心とした11名（障害者3名、村民2名）で歩み出

村の講演を聴いた子供の言葉を引用して「働くは はた

した大萩茗荷村は初め山の中でであったが、山から麓

を らく にする」ことで他人を楽にすると説いている。

へ近隣の市町村へと広がっていった。

（田村.1984）

茗荷村では、村是として「１．賢愚和楽（けんぐう

田村一二の思想は４字漢字熟語による概念説明が取

わらく）２．自然隋３．物心自立４．後継養成」の４

られおり難解な部分も残る。しかし陶芸の指導力を生

項を掲げた。田村の思想の特徴は、
「遊戯」と村是の「賢

かして、田村の活動は楽しく働きさらに芸術活動へと

愚和楽」という二つのキーワードで読み取ることがで

繋げる今日への架け橋と言えると思われる。田村のい

きる。彼は、子どもたちが「粘土の感触に陶酔し」「無

う「流汗同労」は知的障がい者と支援者の学びあう姿

心につぶやき、笑い、遊ぶ」姿を「遊戯の世界」と表

を示していると思われる。田村は1995年86歳で死去し

現し、そこに障害児の「流露」の発現を見出した。（竹

た。大萩茗荷村は今日では後継者によって、田村の思

内.2007）それを教育の中心に据えた田村は、それが実

想の元に就労支援を継続展開し，就労継続支援と店舗

現される社会の形を、「賢愚和楽」と表した。これは、

による「社会的企業」を展開するに至り、就労課目も

障害者があそびの中で生きる喜びを表す姿は、健常者

これまでの陶芸だけではなくパン製造などにも取り組

との共同の中で可能なのだということを表している。

んでいる。

男女や老若があるように「愚者」と「賢者」とがあり、
その「差」はあっても命の尊さに「別はない」
。茗荷村

３．結論

運動を通して、だれもが水平につながり合える社会の
ありようを説き、福祉とはつながりの水平化であり「障
がいがある人とない人が水平に生きる」と説いた。（田

①就労支援を巡る施策の変動

村.1984）
「賢愚和楽」とは「差あって別なし」誰もが存
近年の就労支援へ目を転じてみると、就労支援制度

在としては等しい価値があり、福祉は上下の別のない

の転換は目まぐるしく変化していった。2003年支援費

ものであるという考えである。

制度が成立し大きく変化した。障害者の自己選択・自

大萩茗荷村は、現在は農業生産法人「
（有）茗荷村同
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知的障がい者就労支援について糸賀一雄・池田太郎・田村一二の取り組み／宮竹

孝弥

己決定を前提としたノーマライゼーション実現を目指

戦後黎明期における糸賀一雄・池田太郎・田村一二

す、社会福祉基礎構造改革の理念を基に導入された制

の取り組みは、知的障がい者の支援課題の全てを提示

度となる。だが措置から契約への変更などによってサー

していると言って過言ではない。就労支援においては

ビス利用者が急激に増加し、予算の不足が深刻化した

現代に繋がる開発を取り組んでいた。糸賀一雄は、就

ことから財源問題などの理由により、2006年障害者自

労支援については生活の場を収容施設へ依存し地域生

立支援法へ移行した。この障害者自立支援法に於いて

活よりはコロニー指向であり、その模索は成熟に至ら

は、障害区分認定・自己負担制度などを巡って批判が

なかった。しかし糸賀の「重症児者の生産教育」に込

あがり、自立困難法と揶揄されたりしたが、一方で就

めた思いは重要であり、現代への貴重な提言である。

労支援についての新たな取り組みが評価された。すな

糸賀は就労支援は、就労の強制ではなく支援者がどう

わち雇用政策との連携を強化したとされ、新たな就労

障害がい者に向き合い関わるか思考せよ投げかけてい

支援事業を創設したが、これでは自立には不充分とす

る。池田は就労支援を重視し、地域での就労とともの

る意見もあった。2013年障害者総合支援法へと移行し

民間ホームの推進は、今日のグループホームの先駆け

た。障害者総合支援法への移行前に、厚労省から委託

となった。就労を足がかりに、施設退所・自立生活へ

された就労合同作業チームから、
「措置制度から契約制

の推進を目指した。池田は就労支援は外在化し、地域

度への移行に障害者総合福祉法の骨格に関する総合福

活動へと発展させた。支援者と障がい者が共に働く様

祉部会の提言」（2011年）が出された。総合福祉部会の

を池田は「はえあう」と表現した。田村はコロニー形

就労合同作業チーム報告書には、就労支援への提言が

成とは異なる武者小路実篤の「美しい村」に通じるよ

示されている。すなわち「就労支援の仕組みの障害者

うなユートピア地域建設を夢見た。知的障がい者への

総合福祉法における位置づけ」として、就労合同作業

就労支援は造詣教育でもあるり、夢想と芸術へのあこ

チームの結論は、「・障害のある人への就労支援の仕組

がれをも感じる。そしてその田村の就労思想は、継承

みとして、『障害者就労センター』と『デイアクティビ

者たちによって引き継がれ村が活動している。田村の

ティセンター（仮称、以下同様）
』（作業活動支援部門）

就労支援は今日的な社会的企業の形態に発展し、現代

を創設する。
・社会的雇用等多様な働き方についての試

へと受け継がれている。このようにして、糸賀、池田、

行事業（パイロットスタディ）を実施し、障害者総合

田村３人は三様に就労支援に取り組み、現代への多様

福祉法施行後3年をめどにこれを検証する。その結果を

な就労支援の道を切り開いた。知的障害児への光の当

踏まえ障害者の就労支援の仕組みについて、関係者と

て方が三人それぞれに異なるのであるが、糸賀の唱え

十分に協議しつつ所管部局のあり方も含め検討する。
」

た障がい者が「世の光」となる事への実現へとむかう

と記されている。

であろう、現代の障がい者と歩む支援者に就労支援の

これは、現行の就労支援制度の中からの取捨選択が

パスポートは引き継がれているのである。

難しく苦慮の結果と想像されるがが、新制度への具体
性を欠いていたのも事実である。就労支援の論議は今

（引用文献）
・蜂谷俊隆（2015）『糸賀一雄の研究』関西学院大学出版会
・糸賀一雄（1960）『手をつなぐ親たち』
・糸賀一雄（1967）『福祉の思想』NHKブックス
・糸賀一雄「この子らを世の光に 近江学園２０年の願い」
（1965）柏樹社
・糸賀一雄生誕100年記念事業実行委員会（2014）
『糸賀一雄生
誕100年記念論文集「生きることが光になる」』

日においても、まだ継続中である。

②糸賀一雄・池田太郎・田村一二の3様の就
労支援
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・池田太郎（1978）
『ふれる・しみいる・わびる教育』北大路書
房
・池田太郎（1979）
『めぐりあい・ひびきあい・はえあいの教育』
北大路書房
・京極高宣（2001）『この子らを世の光にー糸賀一雄の思想と
生涯』NHK出版
・京極高宣（2015）『障害福祉の父 糸賀一雄の思想と生涯』ミ
ネルヴァ書房,
・滋賀県社会福祉協議会編（2004）『みんなとちがってみな同
じ（社会福祉の礎を築いた人たち）』サンライズ出版
・滋賀県障がい者の自立を支える会（2015）「信楽通勤寮につ
いて」
http://jiritu-net.sakura.ne.jp/tuukin̲ryou/tuukinnryou.html
・竹内理恵（2007）
「田村一二の二つの障害児教育実践―『流露』
発送に注目して」『教育方法の探究』10、京都大学
・高谷 清（2005）
『異質の光―糸賀一雄の魂と思想』大月書店
・田村一二（1984）『賢者モ来タリテ遊ぶべし』NHK出版

（参考文献）
池田太郎著作集（1997）文理閣
糸賀一雄著作集（1985）日本放送出版協会
田村一二著作集（1971）北大路書房
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【資料】福祉社会開発研究センター研究体制

2015年度 福祉社会開発研究センター 研究体制
所属・職

研究者名

備考

センター長

福祉社会デザイン研究科 教授

森 田

明 美

副センター長

福祉社会デザイン研究科 教授

金 子

光 一

福祉社会デザイン研究科・准教授

加 山

弾

福祉社会デザイン研究科・教授

小 林

良 二

福祉社会デザイン研究科・教授

秋 元

美 世

理論・歴史グループ兼務

福祉社会デザイン研究科・教授

稲 沢

公 一

理論・歴史グループ兼務

福祉社会デザイン研究科・准教授

山 本

美 香

社会学部・准教授

荻 野

社会学部・助教

門

高齢ユニット

障害ユニット

子どもユニット

理論・歴史グループ

事務局

ユニット長

剛 史
美 由 紀

理論・歴史グループ兼務

武蔵野大学人間科学部社会福祉学科・教授

熊 田

博 喜

客員研究員

東北文化学園大学保健医療学科・准教授

野 﨑

瑞 樹

客員研究員

株式会社ウエルビーング

山 田

理 恵 子

客員研究員

大邱大学校社会福祉学科・非常勤講師

趙

美

研究支援者

小 椋

佑 紀

貞

リサーチアシスタント

尹

一 喜

福祉社会デザイン研究科・教授

志 村

健 一

福祉社会デザイン研究科・教授

高 山

直 樹

客員研究員

ユニット長

社会学部・助教

丸 山

晃

筑波大学人間系障害科学域・助教

大 村

美 保

客員研究員

高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者
職業総合センター社会的支援部門・研究員

清 野

絵

客員研究員

研究支援者

木 口

リサーチアシスタント

宮 竹

孝 弥

福祉社会デザイン研究科・教授

森 田

明 美

ユニット長

福祉社会デザイン研究科・教授

金 子

光 一

理論・歴史グループ兼務

社会学部・助教

林

大 介

ライフデザイン学部・准教授

内 田

塔 子

客員研究員

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科・准教授

相 馬

直 子

客員研究員

植草学園大学発達教育学部発達教育学科・准教授

宮 下

裕 一

客員研究員

大妻女子大学家政学部児童学科・准教授

加 藤

悦 雄

客員研究員

恵 美 子

旭川大学短期大学部幼児教育学科・准教授

清 水

冬 樹

客員研究員

日本大学文理学部・准教授

後 藤

広 史

客員研究員

江戸川大学総合福祉専門学校社会福祉士養成科・主任

小 林

恵 一

客員研究員

横浜市・職員

久 保 田

純

客員研究員

新潟県立大学人間生活学部・准教授

植 木

信 一

客員研究員

植草学園大学発達教育学部・准教授

小 川

聖徳大学短期大学部保育学科・講師

我 謝

福祉社会デザイン研究科 教授
福祉社会デザイン研究科 教授

晶

客員研究員

美 佐 子

客員研究員

秋 元

美 世

グループ長

金 子

光 一

福祉社会デザイン研究科 教授

稲 沢

公 一

社会学部 助教

門

福祉社会デザイン研究科 教授

金 子

光 一

リサーチアシスタント

越 前

聡 美
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美 由 紀
（理論・歴史グループ兼務）
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東洋大学福祉社会開発研究センター 活動報告
Ⅰ 合同活動の報告
１ 東洋大学福祉社会開発研究センターシンポジウム等
（1）前期シンポジウム
テ ー マ：社会的に孤立する人たちの権利擁護と地域支援システムを考える
日

時：2015年10月3日（土） 13:30 〜 17:40

場

所：東洋大学白山キャンパス 8号館 7階 125周年記念ホール

参 加 者：約45名
内

容：基調講演とシンポジウム

①基調講演「地域支援システムを通底する権利擁護の理論とめざすべき支援のあり方」
−岡山県総社市権利擁護センター「しえん」の実践を通して−
講師：西田 和弘（岡山大学大学院法務研究科・教授／総社市権利擁護センター運営委員会・委員長）
②シンポジウム「社会的に孤立する人たちの権利擁護と地域支援システムをめぐる実践課題と論点」
【報告者】平野

悦子（総社市 保健福祉部長）

吉岡 亨祐（総社市社会福祉協議会・総社市権利擁護センター長）
渡邊

裕司（世田谷総合支所 副支所長）

田邉 仁重（世田谷区社会福祉協議会・権利擁護支援課長）

【コーディネーター】小林 良二（本センター高齢ユニット研究員／東洋大学・教授）
【 コ メ ン テ ー タ ー 】西田

和弘（岡山大学大学院法務研究科・教授／総社市権利擁護センター運営委員会・委

員長）
秋元 美世（本センター理論・歴史グループ長／東洋大学・教授）
成

果：

本センターでは「地域の中で社会的に孤立する人たちの権利擁護や自立生活を支援するための地

域支援システムづくり」に関して、行政や関係機関と連携し、実践上の問題点や課題を分析・検証し
てきている。こうした研究方針を背景として、この間、研究協力や研究視察先として関わってきた岡
山県総社市と東京都世田谷区の関係者の方々を招き、基調講演とシンポジウムを開催した。両地域は、
支援対象別の枠を超えて、市民を対象とした権利擁護と地域支援システムづくりを実践しており、地
域の中の問題発見のシステムや問題解決までの責任主体の問題等、今後の研究課題に対する貴重な示
唆を得ることができた。

（2）後期シンポジウム
テ ー マ：社会福祉研究と実践をつなぐ「見える化」「見せる化」の課題
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日

時：2016年3月11日（金） 13：30 〜 17：00

場

所：東洋大学白山キャンパス 2号館 16階 スカイホール

参 加 者：約80名
内

容：基調講演とシンポジウム

①基調講演「研究と実践をつなぐ『見える化』『見せる化』の意義と課題」
−高齢者の孤立と地域の見守りネットワークの形成をめざして−
講師：小林 良二（本センター高齢ユニット研究員／東洋大学・教授）
②シンポジウム「市民目線で考える社会福祉実践の『見える化』『見せる化』の課題
【報告者】
＜行政・施策の立場から＞川手 智子（調布市役所高齢者支援室支援センター係長）
＜社協・実践の立場から＞佐藤 寿一 (宝塚市社会福祉協議会事務局長）
＜政策・研究の立場から＞岩名 礼介（三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング主任研究員）
【コ メ ン テ ー タ ー 】岩崎

晋也（法政大学・教授），小林

良二（前掲）

【コーディネーター】秋元 美世（当センター理論・歴史グループ長／東洋大学・教授）
成

果：

社会福祉研究は社会福祉現場での課題をデータ化し、研究と現場実践者による分析作業により実

態を明らかにし、研究課題へとつなぎ、それを現場実践に反映させていくことが必要である。基調
講演とシンポジウムを通して、研究と実践をつなぐための「見える化」と「見せる化」の課題を探
ると共に、地域住民の視点からみた「見える化」
「見せる化」の意義や問題点について明らかにする
機会となった。

（3）東洋大学福祉社会開発研究センター第2回拡大研究会−中間評価年度を迎えて
テ ー マ：「横断的な見守りシステムをどう形成していくのか」
―各ユニット・グループでの「見守り」「権利擁護」「ネットワーク」の捉え方―
日

時：2015年12月13日（日）16:00 〜 19:00

場

所：東洋大学白山キャンパス

2号館

第１会議室

参 加 者：約25名
内

容：拡大研究会（報告、論点整理と意見交換）

【報告者】 ①高齢ユニット
②障害ユニット

加山 弾

高齢ユニット長 （東洋大学・准教授）

志村

障害ユニット長 （東洋大学・教授）

健一

③子どもユニット 森田 明美 子どもユニット長（東洋大学・教授）
【論点整理】秋元 美世 理論・歴史グループ長（東洋大学・教授）
成

果：文科省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の中間報告年度を迎えた今年度、本センターの研
究成果の現状と課題をあらためて確認し、今後の研究精度を高めていくことを目的に開催した。昨年
度に実施した第1回の拡大研究会では、これまで各ユニット・グループがどのような研究方法でどのよ
うにアプローチし、研究を進めてきたのか検証してきた。今回は、
「見守り」
「権利擁護」
「ネットワー
ク」に関する各ユニット・グループの研究方法、成果、課題に関して明らかにし、その差異と共通性
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等についての論議を通して、今後の研究課題に関する方向性を確認することができた。

２ 関係団体との共催シンポジウム
（1）東洋大学社会福祉学会第11回大会の共催
日

時：2015年8月2日（日）10:00 〜 17:10

場

所：東洋大学白山キャンパス 8号館 125周年記念ホール

参 加 者：約30名
内

容：ሗ࿌シンポジウム

【テーマ】「グローバル化する地域における孤立・排除とのたたかい」
【構 成】大学院生・修了生研究報告、
秋元美世会員（社会学部社会福祉学科 教授／本センター研究員）による『普
遍主義・選別主義・ターゲッティング―社会福祉の対象設定のあり方』の基調講演、シンポジウムの開催。
成

果： センターの研究員（秋元美世研究員、志村健一研究員、荻野剛史研究員、門美由紀研究員）が報告者・
コーディネーターとして関わり、センターの枠を超えた研究活動が展開された。孤立・排除の課題
をグルーバルな視点から捉える姿勢など、学内外の研究者から多くの示唆を得られた。

３ 紀要『福祉社会開発研究』第8号の発行
規

格：Ａ4判 130ページ

部

数：300部

内

容：査読論文3本、論文他8本（「紀要」目次参照）

成

果：

本センターの研究員・客員研究員・研究協力者・PD・RAが執筆した論文等を掲載した紀要を大

学等関係機関・センター関係者に配布し、本センターの研究内容・研究成果の一端を示した。今年度
から学内査読制度を導入し、論文の質の向上を図ることができた。

４ 東洋大学福祉社会開発研究センター広報活動
（1）資料集（報告書）の作成
①資料６：シンポジウム「東アジア諸国における権利擁護と地域支援システムの現状と課題」
2015年3月7日に実施したシンポジウムの内容を記載した報告書を作成し、関係者に配布した。
A4 37ページ 60部（複写）
②資料７：第13回東洋大学・大邱大学校合同セミナー「日本・韓国の地域福祉の動向」報告書
2015年7月12日に実施した合同セミナーでの2つの講演内容をまとめた報告書を作成し、関係者に配布
した。
A4 13ページ 60部（複写）
③ 資 料 ８ ：「 社 会 的 に 孤 立 す る 人 た ち の権利擁護と地域支援システムを考える」報告書
2 0 1 5 年 9 月 20 日 に 実 施 し た 基 調 講 演 と シ ン ポ ジ ウ ム の 内 容 を 記 載 し た 報 告 書 を 作 成 し 、 関 係
者に配布した。
A4

57ページ

60部（複写）

（2）ニュースレターの発行（ホームページ掲載）
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内

容：
①第1号：2014年 7月1日発行
今年度の研究体制、各種セミナー等開催の案内、2015年度の各ユニット・グループの研究活動他
②第2号：2015年10月30日発行
速報：子どもユニット厚生労働省の補助対象事業採択、2015年度センター上半期研究活動報告（大
邱大学校との合同セミナー、子どもユニット国際シンポジウム、理論・歴史グループ公開研究会、障
害ユニットと理論・歴史グループとの合同研究会、高齢ユニット研究会）
③第3号：2016年2月上旬発行
高齢ユニット公開研究会報告、前期シンポジウム報告、子どもユニットが和光市と研究協定締結他
④第4号：2016年3月31日発行予定
理論・歴史グループ公開研究会報告、年度末シンポジウム報告、評価委員会報告他

成

果： 本センターの研究課題、各ユニット・グループの研究活動内容、各事業等についての情報を掲載し、
本センターの研究目的や研修実践等について広くアピールすることができた。

（3）ホームページの更新
ニュースレター、各ユニット・グループの公開研究会・シンポジウム等の告知を随時掲載し、情報発信に努めた。

５ センターの運営
（1）評価委員会の開催
2016年3月11日（金） 11:00 〜 12:00
（2）運営委員会の開催
第1回：2015年9月28日（月）9:30 〜 10:10
第2回：2016年2月5日（金）10:30 〜 12:00
（2）定例会の開催
第1回：2015年 5月11日（月） 11:30 〜 12:30
第2回：2015年 7月 6日（月） 11:30 〜 12:30
第3回：2015年10月26日（月） 10:00 〜 11:30
第4回：2015年12月13日（日） 15:30 〜 16:00
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