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Ⅱ 合同活動の報告
高齢ユニット
【関係機関（自治体等）との連携】
（1）千代田区・柏市・日光市社会福祉協議会との協働研究
開 催 日：2015年4月2日（木）、6月1日（月）、7月14日（火）、9月24日（木）、12月4日（金）、2016年2月12日（金）
参 加 者：加山弾研究員、梅澤稔研究協力者、松本昌宏研究協力者、藤田哲也研究協力者
成

果：

社会福祉協議会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つの社会福祉協議会（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。また、議論・分析した内容をまとめ、

『日本地域福祉学会 第29回全国大会』にて報告を行った。

（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委員会」
開 催 日：2015年4月21日（火）、6月9日（火）、8月11日（火）、10月6日（火）、12月15日（火）、2016年1月28日（木）
場

所：東京都社会福祉協議会会議室

成

果：

地域包括支援センターの業務の見える化について、都内各地域の現場職員との討議を行うとと

もに、その方法について話し合い、いくつかの方向性を見出した。小林良二研究員が委員長を務め
た。

（3）墨田区高齢者みまもり相談室事例研究会
開 催 日：2015年5月22日（金）
、6月25日（水）
、7月17日（金）
、8月13日（金）
、9月25（金）、10月15日（木）、11月20日
（金）、12月25日（金）、2016年1月25日（月）
場

所：墨田区文花高齢者みまもり相談室

成

果：

福祉社会開発研究センターとの協定に基づく研究活動。小林良二研究員、山田理恵子客員研究員

が、墨田区高齢者みまもり相談室職員による見守りに関する事例検討会に参加し、コメンテーター
として様々なアドバイスを行った。

（4）平成27年度墨田区高齢者みまもり活動報告会
開 催 日：2016年2月1日（月）
場

所：墨田区リバーサイドホール

参 加 者：小林良二研究員
成

果： 7周年を迎えた高齢者みまもり相談室の報告会で、墨田区民などに「みまもり相談室の役割と成果」
と題する報告を行った。また、住民が推進する３つの見守り活動に関するシンポジウムのコーディ
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ネーターを務めた。

（5）文京区社会福祉協議会「地域福祉コーディネーター研究会」
開 催 日：6月18日（木）、7月25日（土）、8月28日（金）、10月24日（土）、12月5日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 社会学部会議室

成

果：

文京区社会福祉協議会との研究協定に基づく研究会。地域福祉コーディネーターの活動記録の見

える化についての検討をおこなった。成果の一部は、平成27年6月21日の日本地域福祉学会第29回大
会での報告や、文京区社会福祉協議会『地域福祉コーディネーター福祉活動報告』
（平成26年度）に
反映されている。小林良二研究員が担当。

（6）宮城県仙台市A市民センター 地域交流研修検討会
開 催 日：2015年11月18日（水）
場

所：仙台市 A市民センター

参 加 者：野﨑瑞樹客員研究員
成

果：

住民による見守りをテーマにA市民センター主催で開催される地域交流研修会の検討会におい

て、研修会の内容および方法について助言をした。住民による見守りは方法の理解だけでなくきっ
かけや意識が重要で、一度の講習等では実践に結びつかないため、長期的な活動として協力して
取り組んでいくこととなった。
【各種調査】
1） 調査
（1）生活困窮者の地域におけるサポート・ネットワークに関する実態調査
実施時期：2015年4月
担 当 者：山本美香研究員
概

要： 対象者（5名）の現在の生活の様子や、これまでの生活歴をインタビューしており、彼らがどのよ
うな経緯で生活困窮に陥ったのかを明らかにすることができた。また、この結果から、生活困窮に
陥らないためには、どのような対策が必要かを提起することが可能となる。

（2）地域レベルにおける見守り支援システムに関する事例調査
担 当 者：趙美貞客員研究員
概

要： 韓国大邸広域市にて見守り支援に関わっている、ヒマン福祉支援団、洞住民センター、高齢者在
宅支援事業、ドルボミ総合サービスおよびドルボミ基本サービス実施機関の５ヶ所を対象に調査を
実施し、許可が得られた８ケースについて事例分析を行った。これにより、今後の地域レベルにお
ける見守り支援システムの現況と課題が明らかになった。結果については、韓国地域福祉学会に論
文を投稿し、現在審査中である。

2） 論文・学会発表
（1）論文
① 論 文 名 ：「制度の狭間」を支援するシステムとコミュニティソーシャルワーカーの機能
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−西東京市における実践の分析を通して−
掲載誌・巻号・掲載日：ソーシャルワーク研究、Vol.41、No.1、2015年4月
執 筆 者：熊田博喜客員研究員

② 論 文 名 ：コミュニティソーシャルワークの概念および実践上の課題
−「地域支援へのウェイト」「方法の統合的活用」「広範な対象規定」に着目して−
掲載誌・巻号・掲載日：社会福祉研究、Vol.123、2015年7月
執 筆 者：加山弾研究員

③ 論 文 名 ：地域福祉コーディネーターの活動データの見える化について
掲載誌・巻号・掲載日：福祉社会開発研究、Vol.8、2016年3月末
執 筆 者：小林良二研究員

④ 論 文 名 ：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−
掲載誌・巻号・掲載日：福祉社会開発研究、Vol.8、2016年3月末
執 筆 者：加山弾研究員

⑤ 論 文 名 ：社会福祉研究の見せる化／見える化 ‐ 英国における大学の研究評価からの示唆 ‐
掲載誌・巻号・掲載日：福祉社会開発研究、Vol.8、2016年3月末
執 筆 者：小椋佑紀研究支援者

（2）学会発表
①学 会 名：日本地域福祉学会 第29回全国大会
開催期間：2015年6月20日（土）〜 6月21日（日）
参 加 者：加山弾研究員、梅澤稔研究協力者、松本昌宏研究協力者、藤田哲也研究協力者
成

果：

東北福祉大学にて行われた『日本地域福祉学会 第29回全国大会』に参加・発表を行った。発表

後のフロアからの質問としては「個別ケース分析と地域支援の展開のどちらを中心とした研究な
のか」「記録化までのプロセスを確認したい」「困難事例の定義は何か」「見える化についてもう少
し具体的に聞きたい」などの意見があった。またコメンテーターからは、「この研究の成果として
記録票などとツールができ、複数の他市区町村と共有して使用することができれば、広域的分析
や事例検討、情報交換ができるようになるのでは」との意見があり、今回の発表を通じて、改め
て研究の根本的な部分を再度確認し、議論する必要性を感じることとなった。

② 学 会 名 ：日本地域福祉学会 第29回全国大会
開催期間：2015年6月20日（土）〜 6月21日（日）
参 加 者：小林良二研究員
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成

果： 福祉社会開発研究センターが研究協定を結んでいる文京区社会福祉協議会職員である浦田愛会
員との共同発表。最近その重要性が指摘されている社会福祉活動の見える化をテーマとし、文京
区の地域福祉コーディネーターの日報を用いてどのような見える化を行うかについて報告した。

（3） 資料集
（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
（高齢者版：単純集計、育児版：単純集計、クロス集計）
担 当 者：小椋佑紀研究支援者
成

果：上記資料を作成し、調査協力先に送付した。

【研究会】
1）定例研究会
（1） キックオフ会議
実 施 日：2015年4月21日（火）
場

所：東洋大学福祉社会開発研究センター

参 加 者：7名
成

果： 前年度の研究活動を振り返るとともに、今年度の方向性・方針・研究体制について、デイスカッショ
ンを行った。

（2）第1回研究会
実 施 日：2014年9月11日（木）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室

参 加 者：10名
報告者・テーマ：加山

弾研究員「社会福祉協議会による支援困難ケースへの介入−コミュニティソーシャル
ワークの視点からみた実践課題−」

山本美香研究員「生活困窮者に『住まい・生活支援・就労支援』を提供する民間支援団体の
現状把握と課題」
成

果：

加山研究員からは、既存の社会福祉の制度枠組みでは把握・対応困難な事象が増えており、個別
的にアセスメントを行うこと、支援ネットワークをコーディネートする機能、社会的孤立や社会的
排除の問題としてそれらを構造化することが必要であると報告した。また、山本研究員からは、大
都市を中心に生活困窮者に対して『住まい・生活支援・就労支援』を提供する支援団体（NPO法人、
社会福祉法人、企業）の現状と課題を明らかにすることを目的として行った『住まい・生活支援・
就労支援』を提供している７ヵ所の支援団体へのヒアリング調査の結果報告を行った。

（3）第2回研究会
実 施 日：2015年7月3日（金）
場

所：東洋大学白山キャンパス

第４会議室
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参 加 者：10名
報告者・テーマ：小林良二研究員「実践記録を用いた名寄せデータ作成の意義について−文京区社会福祉協議
会の事例から−」
門美由紀研究員「地域を基盤とした多文化ソーシャルワーク実践のためのプログラム及び支
援体制の検討に向けて」
成

果： 小林研究員からは、文京区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーター（以下、ＣＷＣと記す）
の活動記録を見える化（可視化）する作業の中で見えてきた知見について報告を行った。また、
門研究員からは、埼玉県を中心事例に外国人住民を取り巻く支援の現状と課題について、自身
のこれまでの研究・実践と博士論文を整理した報告であった。

（4）第3回研究会
実 施 日：2015年9月4日（金）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室

参 加 者：9名
報告者・テーマ：熊田博喜客員研究員「『制度の狭間』を支援するシステムとコミュニティソーシャルワーカー
の機能」
野﨑瑞樹客員研究員「ネットワーク再考−見守りから考える日常、活動、支援−」
成

果：

熊田研究員からは、地域で展開される社会福祉の諸制度やサービス、地域とのつながりを失っ

た「奇妙な住民」問題、いわば「制度の狭間」を支援するシステム、それに参加する専門職の内
実や機能について、西東京市の事例を通して分析を試みた報告であった。また、野﨑研究員から
は、これまで見守りからアプローチしたネットワークづくりに関わる専門職の取り組みのうち、
住民が行う見守りを中心に、住民、住民組織やボランティア、専門職が関わるネットワークにつ
いて検討を行った。

（5）第4回研究会
実 施 日：2015年11月6日（金）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第４会議室

参 加 者：9名
報告者・テーマ：荻野剛史研究員「滞日ベトナム難民高齢化者の見守り・サポートニーズに関する研究˜神戸市
在住のベトナム難民を例に」
山本美香研究員「生活困窮者の居住に関する支援に至る履歴とその社会関係の実態に関する
研究〜東京都A区における生活困窮支援対象者の事例から」
成

果： 荻野研究員からは、日本で生活しているベトナム難民（以下、滞日ベトナム難民）の高齢者（以下、
難民高齢者）の見守り・サポートニーズを満たすために必要な支援体制を明らかにすることを目
的とする研究計画の報告が行われた。また、山本研究員からは、社会的排除の概念を用い、社会
関係・社会制度・権限等から疎外されている生活困窮者の排除に至るプロセスとその要因を明ら
かにすることを目的として行った、東京都A区の生活困窮支援対象者の事例を検討した結果を報
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告した。

（6）第5回研究会
実 施 日：2016年1月29日（火）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室

報 告 者：小椋佑紀研究支援者「FS調査からみた社会福祉協議会−地域包括ケアシステムにおける機能とは−」
尹一喜RA「介護者の会によるサポートが介護者に及ぼす影響」
成

果： 小椋研究支援者の報告では、ファミリー・サポート・センター調査の分析結果（育児版）をもとに、
地域の支援システムの観点から社会福祉協議会の課題等について議論することができた。また、
尹RAからは介護者の会から受けている支援の内容をソーシャルサポートという４つの概念から捉え、
検討することができた。

2）シンポジウム
（1）実 施 日：2015年12月12日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 6218教室

参 加 者：56名
内

容：「社会福祉協議会による支援困難ケースへの対応−支援方法・記録・見せかたについて−」
○経過報告：加山 弾（本センター高齢ユニット長／東洋大学・准教授）
○シンポジウム：丸木 敦（西東京市社会福祉協議会福祉活動推進課長）
梅澤 稔（千代田区社会福祉協議会地域協働課長／本センター研究協力者）
川島 ゆり子（花園大学 教授）
○コメンテーターによるコメント
*コメンテーター：小林 良二（本センター高齢ユニット研究員／東洋大学・教授）
熊田 博喜（本センター高齢ユニット客員研究員／武蔵野大学・教授）
*コーディネーター：加山 弾（本センター高齢ユニット長／東洋大学・准教授）

成

果：

制度的解決の困難なケースに対する社協のコミュニティソーシャルワークのあり方について
議論するのみならず、ユニットに通底するテーマに対する示唆を導くことができた。

（2）公開研究会「大学研究拠点におけるResearch Administration−研究企画・マネジメントのこれからを考える−」
実 施 日：2016年3月24日（木）
場

所：東洋大学白山キャンパス 1201教室

内

容：○報告「大学研究拠点におけるURA機能−国内外の動向、実践事例から−」
小椋 佑紀（本センター高齢者ユニット研究支援者）
○コメンテーターによるコメント
根岸 哲也（東洋大学研究推進部研究推進課 課長）
村上 壽枝（東京大学政策ビジョン研究センター特任専門職員・URA）
*コーディネーター
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小林 良二（本センター高齢ユニット研究員／東洋大学社会学部 教授）

【視察・研修会等参加】
1）視察
（1）地域ケア会議および新総合事業の視察
期

日：2015年11月13日（金）

訪 問 先：奈良県生駒市 福祉部 高齢施策課
参 加 者：加山弾研究員、山本美香研究員、尹一喜RA、王希研究協力者、トウタン研究協力者
成

果：

生駒市は介護保険法改正前からモデル事業として総合事業を先行実施し、施行と同時に移行

した先進自治体として国（厚生労働省老健局）からも注目されている。新総合事業の実施体制、
移行前後の変化、生活支援コーディネーター配置・協議体（圏域）設定の見通しなど伺うこと
ができた。

（2）ベトナム人に対する支援団体：ベトナム人高齢者がもつ見守りニーズの調査
期

日：2016年1月26日（火）〜 1月27日（水）、3月（予定）

訪 問 先：ベトナム夢KOBE、神戸市中央図書館（文献調査）
参 加 者：荻野剛史研究員

（3）期

日：2016年1月26日（火）〜1月27日（水）、3月（予定）

訪 問 先：石川県金沢市 社会福祉法人「佛子園」
参 加 者：加山弾研究員、山本美香研究員、尹一喜RA

（4）被災地視察
期

日：2016年2月23日（火）〜 25日（木）

訪 問 先：仙台市社会福祉協議会、CLC、名取市社会福祉協議会
参 加 者：小林良二研究員，野﨑瑞樹客員研究員、越前聡美RA、上西一貴研究協力者、劉鵬瑶研究協力者
成

果：

地域の現状、地域包括支援センターと社会福祉協議会との連携、生活支援コーディネーター

の設置、人材育成・確保、住民（活動）支援等についてより具体的に検討する機会となった。

（5）期

日：2016年3月10日（木）

訪 問 先：石川県金沢市 社会福祉法人「佛子園」
参 加 者：加山弾研究員、山本美香研究員、荻野剛史研究員、尹一喜RA、
王希研究協力員、トウタン研究協力者

2）研修会・セミナー
（1）日本地域福祉学会・地域福祉実践研究セミナー2015 「地域福祉実践研究の進め方ワークショップ」
主

催：日本地域福祉学会・編集委員会
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参 加 日：11月28日（土）
場

所：日本福祉大学

参 加 者：小林良二研究員、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：

日本地域福祉学会の監事として討論に参加し、コメントを行った。
現場との協働による実践研究の手法について、学会レベルでの議論を把握するとともに、今
後の当該研究のあり方に対する意見交換等を行った。

（2）研究支援に関するセミナー
研究マネジメントに関する動向の把握および研修として、小椋佑紀研究支援者が下記のセミナー等に参加し
た。これらの概要やそこから考えられる課題について運営委員に報告を行った 。
①学術政策セミナー ‐ 大学のこれからを考える ‐「研究経営人材育成にむけて」
主

催：大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室

開 催 日：7月10日（金）
場

所：大阪大学吹田キャンパス

②平成27年度大学質保証フォーラム「知の質とは アカデミックインテグリティの視点から」
主

催：独立行政法人大学評価・学位授与機構

開 催 日：7月27日（月）
場

所：一橋講堂

③RA協議会第1回年次大会
主

催：リサーチ・アドミニストレーター協議会

開 催 日：9月1日（火）、2日（水）
場

所：信州大学長野（工学）キャンパス

④researchmapシンポジウム2015「自らの強み・特色を知るために〜これからの大学のIRとは？〜」
主

催：科学技術振興機構、情報・システム研究機構

開 催 日：9月16日（水）
場

所：一橋講堂

⑤公開シンポジウム「グローバル共生社会のあらたなイノベーション人材像」
主

催：東洋大学国際センター

開 催 日：9月22日（火）、23日（水）
場

所：東洋大学白山キャンパス

⑥第1回SPARC Japanシンポジウム「学術情報のあり方 ‐ 人社系の研究評価を中心に ‐ 」
主

催：国立情報学研究所

開 催 日：9月30日（水）
場

所：国立情報学研究所

⑦東洋大学スーパーグローバル大学創成支援特別講演「ヨーロッパでの大学国際化の現状と意義」
主

催：東洋大学国際連携本部

開 催 日：10月6日（火）
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所：東洋大学白山キャンパス

⑧シンポジウム「大学改革の中の研究支援 ‐ 研究マネジメント人材のあるべき姿を探る ‐ 」
主

催：「多能工型」研究支援人材育成コンソーシアム

開 催 日：12月11日（金）
場

所：航空会館

⑨ワークショップ「欧州の研究マネジメントの専門家から学ぶ：国際連携で求められるスキルと役割」
主

催：東京大学政策ビジョン研究センター（PARI）
JETROアジア経済研究所

開 催 日：3月9日（水）
場

所：東京大学弥生講堂アネックス・セイホクギャラリー

【広報】
1）シンポジウム「社会福祉協議会による支援困難ケースへの対応−支援方法・記録・見せかたについて−」開
催の情報を、東洋大学・当センターのホームページにアップロードしたほか、全国社会福祉協議会・東京都社
会福祉協議会からもご協力いただき、広報を行った。
2）資料集『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）単純集計、組織別クロス
集計』を当センターのホームページにて公開した。

【その他】
1）シンポジウムへの登壇
（1）東洋大学ライフイノベーション研究所開設記念シンポジウム
「健康寿命延伸から新しい未来のデザインへ」での講演
題

目：「高齢者の孤立と地域における見守りネットワークの形成」

開 催 日：2015年12月1日（火）
場

所：東洋大学白山キャンパス

125周年記念ホール

講 演 者：小林良二研究員
成

果：

上記テーマのもと、最近の見守りネットワークの形成に関する意義について報告した。

（2）第25回（平成27年度）全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会
開 催 日：2015年10月21日（水）、22日（木）
場

所：仙台市江陽グランドホテル

登 壇 者：小林良二研究員、野﨑瑞樹客員研究員
成

果：

シンポジウム「地域の互助を引き出すために 〜住民を巻き込んだ支え合いの仕組みづくり」
に参加し、しくみづくりや実践事例について情報を得た。地域包括支援センターと社会福祉協
議会のアプローチの違いや住民相互の関係の調整方法など，これまでおよび今後の研究課題に
ついて重要な示唆を得た。小林良二研究員は、上記シンポジウムコーディネーターを務め、3
つの地域包括支援センターの地域活動をふまえて論点を整理するとともに、活動の今後の方向
についての議論のとりまとめを行った。
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障害ユニット
【定例研究会】
（1）第1回定例研究会
開 催 日：2015年4月26日（日）15：00 〜 17：00
場

所：東洋大学白山校舎第1会議室

参 加 者：12名
成

果： 昨年度の活動・成果・外部評価を確認し，新年度の研究の方向性と研究体制について話し合っ
た。「理論的検討・海外の動向」，「ICTを活用した支援の可能性」と「本人参画に基づくアセス
メント」の協働、「自立支援協議会」等が示された。

（2）第2回定例研究会
開 催 日：2014年5月11日（土）19：00 〜 21：20
場

所：東洋大学白山校舎第1会議室

参 加 者：10名
成

果： 講師:山本智美（春光園

筑波大学大学院修士課程）

テ ー マ：「春光園けやきにおける作業選択と意思決定の支援〜作業的公正を目指して〜」

（3）第3回定例研究会
開 催 日：2014年6月13日（日）13：00 〜 15：00
場

所：東洋大学白山校舎第4会議室

参 加 者：11名
成

果： 4月の研究会で示された方針をもとに各自で研究計画等の報告を行った。

（4）第4回定例研究会

理論歴史グループ・障害ユニット合同公開研究会

開 催 日：2015年7月18日（土）16：30 〜 19：00
場

所：東洋大学白山校舎1608

参 加 者：30名（内障がいユニット5名）
成

果： 講師：田中耕一郎先生（北星学園大学教授）

テ ー マ：「権利擁護に係る当事者からの原理的発議―「社会モデル」と「ケアの倫理」について」ご講
演頂き議論を行った。

（5）第5回定例研究会
開 催 日：2015年9月17日（日）19：00 〜 20：00
場

所：東洋大学白山校舎

福祉社会開発研究センター

参 加 者：5名
成

果： シンポジウムの確認、各自の研究進捗状況、今後の予定等について確認した。
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（6）第6回定例研究会
開 催 日：2015年11月9日（火）19：00 〜 21：00
場

所：東洋大学社会学部会議室B

参 加 者：4名
成

果：講師：渡邊

浩美（NPO法人スペシャルオリンピックス日本・福岡事務局長

（公益財団法人スペシャルオリンピックス日本調査研究委員会）
テ ー マ：「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」

（7）第7回定例研究会
開 催 日：2016年3月20日（日）12：30 〜 14：30
場

所：東洋大学白山校舎1201

参 加 者：12名
成

果：今年度の研究成果を報告し、まとめを行った。

【チーム会議】
＜アセスメント・ICTチーム＞
（1） 開 催 日：2015年11月21日（土）14：00〜18：00
場

所：東洋大学白山校舎第1会議室

参 加 者：6名
内

容：講師：岩橋誠治（たこの木クラブ）

テ ー マ：「重度知的当事者の『支援された意思決定』と『ズレてる支援』」
【出張・研修】
国内
2015年
（1）6月27日（土）・28日（日）「第2回ソーシャルファームジャパンサミットinびわこ」
会

場：琵琶湖ホテル

参

加：宮竹孝弥（RA）,小泉隆文研究協力者

テ ー マ：「国内外のソーシャルファームから学ぶ「農業と福祉とデザイン」
内

容：障がい者のための就労支援に取り組むソ−シャルファームの活動から、国内外の農業と産業と
福祉の連携による実践の報告。

（2）9月15日（水）
会

場：社会福祉法人一麦会

参

加：宮竹孝弥ＲＡ、小泉隆文研究協力者

内

容：障がい者の就労支援のため、社会福祉法人の就労継続支援のみでなく、会社・NPOなどの形態
で多彩な計数管理により多種・多量の就労を創出している。
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（3）11月3日（火）ふるさとの会シンポジウム「生きづらさを支える地域のあり方」
会

場：墨田生涯学習センター（ユートリア）ホール

参

加：宮竹孝弥ＲＡ

内

容：ホームレスへの就労支援を中心に活動を行うふるさとの会の活動報告と提言。本年度は空き家
を利用した住宅支援のために、不動産の社会的企業を立ち上げた事が主たる報告で障がい手帳
を持った利用者も多い。

（4）11月７日（金）・8日（土）「第2回生活困窮者自立支援全国研究交流大会」
会

場：福岡大学

参

加：宮竹孝弥ＲＡ

内

容：主たる参加者は実際に生活困窮者支援を行う社協などの支援団体。障がい者の就労継続支援事
業も支援活動を行っている。

（5）12月14日（月）「オーストラリア・南オーストラリア州における支援付き意思決定・意思決定支援（SDM）
実践モデル講演会」
会

場：筑波大学東京キャンパス

参

加：宮竹孝弥ＲＡ、山本智美研究協力者

内

容：南オーストラリア州での意思決定支援を行った3人のファシリテーターの実践報告。

2016年
（6）2月5日（月）・6日（火）・7日（水）「第20回
会

場：大津プリンスホテル

参

加：宮竹孝弥RA

滋賀アメニティ・フォーラム」

（7）2016年3月23日（水）・24日（木）「さっぽろPA制度利用者交流会」
会

場：さっぽろ自立生活センター

参

加：木口恵美子研究支援者

内

容：パーソナルアシスタント制度を利用している方達から、制度利用の良い点、困難な点を伺うこ
とができた

海外
（1）2015年10月23日〜 2016年1月9日
参

加：木口恵美子研究支援者

内

容：

オーストラリア

シドニー大学障害学センター

障害学センター

①障害学センターが実施、提供しているパーソンセンタードアプローチ、インクルーシブ
エデュケーション、インクルーシブリサーチネットワーク、ソーシャルネットワーキング、
アクティブサポート、I-canアセスメント等の活動、研修会等への参加、スタッフ会議、理
事会・報告会への参加、日本からの視察受け入れ補助、②オーストラリア国内の障害者制度
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改革（NDIS）等に関する情報収集、③サービス事業所、プログラムの視察、④家族会（海
外で障害児を育てる日本人グループ）のヒアリング、⑤パーソンセンタードアプローチに関
するテキストの解読作業等を行った。

【論文等】
高山直樹研究員「意思決定支援と権利擁護」『ソーシャルワーク研究』vol 41 No4，2016.
志村健一研究員 調査報告「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」『福祉社会開発研究』第8号，2016.
清野絵客員研究員「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』第8号，2016.
大村客員研究員「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』第8号，2016.
木口恵美子研究支援者「「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−」」『福祉社会開発研究』第8号，2016.

【学会発表】
（1）開 催 日：2015年8月23日
場

所：日本職業リハビリテーション学会

発 表 者：小泉隆文

（2）開 催 日：2015年9月19日〜 20日
場

日本社会福祉学会秋季大会

所：久留米大学

発 表 者：宮竹孝弥「協働型社会的企業と就労支援」

（3）開 催 日：2016年3月15日
場

社会福祉学会関東部会

所：東洋大学

発 表 者：木口恵美子「知的障害発達を持つ若者への支援〜シドニー大学の取り組みから〜」

（4）開 催 日：2016年3月15日
場

社会福祉学会関東部会

所：東洋大学

発 表 者：宮竹孝弥「ホームレス支援を行う社会的企業の取り組み−制度の狭間を繋ぐ社会的企業の同
行支援−」

【シンポジウム】
開 催 日：2015年10月4日（日）13：30 〜 16：40
場

所：東洋大学白山校舎8号館125記念ホール

内

容：テーマ「「地域自立支援協議会と当事者参加の意義について」」

基調講演：「地域自立支援協議会と当事者参加の意義について」
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講

師：三田

優子（大阪府立大学

准教授）

事例報告：①国立市自立支援協議会②世田谷区自立支援協議会③文京区自立支援協議会
コメンテーター：丸山晃（東洋大学助教/本センター研究員） 鈴木敏彦（和泉短期大学教授） 高山直樹（東
洋大学教授/本センター研究員）
コーディネーター：志村健一（東洋大学教授／本センター研究員）
成

果： アンケート結果からは基調講演に対する評価が高かった。研究者、当事者、施設従事者、行政等幅
広い領域から40名近い参加者があり、自立支援協議会の動向等に関する議論を交わすことができた。

【拡大研究会】
開 催 日：2016年3月20日（日）15：00 〜 17：30
場

所：東洋大学白山校舎1201

内

容：「障害者地域自立支援協議会のあり方について」

成

果： 自立支援協議会のあり方について、障害者当事者委員より、貴重な意見を伺うことができた。

子どもユニット

Ⅰ 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、東京都世田谷区と埼玉県和光市では、以下のような研究開発と実践的な検証をおこなった。

１．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ているが、現在、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」で開発中のアセスメントシートを使用し、生活保護受給者及び施設利用者を
対象として実施している。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。

（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
１）プロジェクト推進に向けての拡大全体会
（１）世田谷区との共同研究活動の経過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：2015年7月17日（金）
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：パルメゾン上北沢、世田谷区子ども家庭支援センター・生活保護担当者、世田谷区、東洋大学
成

果：調査研究の進行状態と研究内容に関する共有

２）プロジェクト推進に向けての拡大全体会（2）
世田谷区との共同研究活動の経過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
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題について共有した。
開 催 日：2015年11月13日（金）
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

果：母子生活支援施設と子ども家庭支援センターの取り組みからの報告によって、今後の取り組み
の方法について見直しをし、新しいシステムの提案をおこなった。

３）プロジェクト推進に向けた検討会
（第１回）
開 催 日：2015年4月24日（金）
場

所：東洋大学

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

果：母子家庭支援プログラムについての検討

（第２回）
開 催 日：2015年5月6日（水）
場

所：東洋大学

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

果：拡大全体会の開催内容と今後の進め方の検討

（第３回）
開 催 日：2015年8月12日（ 水）
場

所：ナオミホーム

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

ナオミホーム関係者

果：世田谷区におけるひとり親への地域支援に関する母子生活支援施設の役割の共有

（第４回）
開 催 日：2015年12月25日（金）
場

所：世田谷区役所

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

果：自治体における子どもソーシャルワーカーの検証と役割

（2）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。
【生活保護】
1）‐ 1

世田谷区生活支援課との協働研究に関する打ち合わせ

開 催 日：2015年4月24日（金）
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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：昨年度ケースの継続の確認と実践内容確認

1）‒ 2 生活保護担当者会議
開 催 日：2015年7月17日（金）
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

果：ケースの状況に合わせた具体的な進め方の協議

1）−3 生活保護担当者会議
開 催 日：2015年10月15日（木）
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

果：:ケース転居となったため、地区担当員の変更に伴う協議

1）−4 生活保護担当者会議
開 催 日：2015年11月13日（金）
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：世田谷区
成

東洋大学

果：担当者による面接実施報告

2）担当者によるシートを活用して、当事者の面接実施
①

平成27年10月27日（火） 自宅にて面接実施

②

平成27年10月29日（木） 自宅にて面接実施

【母子生活支援施設「パルメゾン上北沢」】
1）‐ 1

研究会(実施ケースの振り返り）

開 催 日：2015年3月26日（木）
場

所：パルメゾン上北沢

集会室

参 加 者：世田谷区(子ども家庭支援センター、事務局） パルメゾン上北沢職員
成

果：困難事例に対してアセスメントシートをもとに再アセスメントとスーパービジョンを行った(2
ケース）。

1）‐ 2

研究会(実施ケースの振り返り）

開 催 日：2015年5月27日（水）
場

東洋大学

所：パルメゾン上北沢

集会室
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参 加 者：世田谷区(子ども家庭支援センター、事務局） パルメゾン上北沢職員
成

東洋大学

果：困難事例に対してアセスメントシートをもとに再アセスメントとスーパービジョンを行った(3
ケース）。

1）‐ 3

研究会(実施ケースの振り返り）

開 催 日：2015年9月15日（ 火）
場

所：パルメゾン上北沢

集会室

参 加 者：世田谷区(子ども家庭支援センター、事務局） パルメゾン上北沢職員
成

東洋大学

果：困難事例に対してアセスメントシートをもとに再アセスメントとスーパービジョンを行った(4
ケース）。

1）‐ 4

研究会(実施ケースの振り返り）

開 催 日：2016年2月17日（ 水）
場

所：パルメゾン上北沢

集会室

参 加 者：世田谷区(子ども家庭支援センター、事務局） パルメゾン上北沢職員
成

東洋大学

果：未定

【ナオミホーム】
1）−1

事例検討会

開 催 日：2015年10月22日（木）
場

所：ナオミホーム

参 加 者：ナオミホーム職員
テ ー マ：退所への不安が強い母へのアフターケアを含めた支援の模索
成

果：実践事例のふり返りを通して、利用者主体のアセスメントとプランニンについて再検討する機会
となった。

1）−2

事例検討会

開 催 日：2016年2月9日（火）
場

所：ナオミホーム

参 加 者：ナオミホーム職員
テ ー マ：母子生活支援施設の自立支援
成

果：実践事例のふり返りを通して、利用者主体のアセスメントとプランニングについて再検討する機
会となった。

【当事者ヒアリング】
１）生活保護受給ケース
開 催 日：2015年7月10日（金）
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場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：生活保護受給母子
成

上田（東洋大）

果：自立支援のモニタリング，支援の評価を確認。

２）母子生活支援施設利用者ケース
開 催 日：2015年9月5日（土），9月12日（土）
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：パルメゾン上北沢入居者
成

果：自立支援のモニタリング，支援の評価を確認。

開 催 日：2015年2月
場

＊2ケース実施予定

所：当事者宅

参 加 者：世田谷区生活支援課
成

上田（東洋大）

生活保護受給母子

上田（東洋大学）

果：自立支援のモニタリング，支援の評価を確認。

【研修や、事例検討会などの取り組み】
1）‐ 1

研修会

開 催 日：2015年7月14日(火）
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：世田谷区（子ども家庭支援センター等） 母子生活支援施設(パルメゾン上北沢・ナオミホーム・
かわだ）
テ ー マ：母子生活支援施設の子どもへの支援 ‐ ストレングス視点に基づくエンパワメント
成

果：講義とグループワークによる参加型の研修を行い、実践のふり返りを通して利用者主体の支援に
ついて考える機会となった。

1）‐ 2

研修会

開 催 日：2015年10月7日（水）
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：世田谷区（子ども家庭支援センター等） 母子生活支援施設（パルメゾン上北沢・ナオミホーム・
かわだ）
テ ー マ：母子生活支援施設の子どもへの支援−子どもの立場に立ったニーズ充足−
成

果：講義とグループワークによる参加型の研修を行い、実践のふり返りを通して利用者主体の支援に
ついて考える機会となった。

1）‐ 3

研修会

開 催 日：2016年1月20日（水）
場

所：パルメゾン上北沢
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参 加 者：世田谷区（子ども家庭支援センター等） 母子生活支援施設（パルメゾン上北沢・ナオミホーム・
かわだ）
テ ー マ：母子生活支援施設の子どもへの支援−親子関係の強化・構築−
成

果：講義とグループワークによる参加型の研修を行い、実践のふり返りを通して利用者主体の支援に
ついて考える機会となった。

（２）和光市
２０１５年１１月に研究の協定を結んだ。
1）‐

研修会

開 催 日：2015年6月20日（土）
場

所：和光市市民ホール

参 加 者：東洋大学５人、和光市保育子育て支援関係者１５０人
テ ー マ：地域で子どもを育てるための仕組み取り組み

2） 検討会
開 催 日：2015年8月26日（水）
場

所：和光市役所

参 加 者：東洋大学４人、和光市３人
テ ー マ：共同研究の内容と進め方の協議

3） 研修会
開 催 日：2015年9月24日（水）
場

所：和光市役所

参 加 者：東洋大学３人、和光市
テ ー マ：地域ケア会議への参加とコメント

4）第14回地方自治と子ども施策分科会での報告への協力
開 催 日：2015年10月11日（日）
場

所：西東京市市民会館

参 加 者：東洋大学、和光市、関係自治体
テ ー マ：地域連携による子ども支援―和光市の取り組みからの報告を受けて関係自治体などと協議をした。

5）視察・検討会
開 催 日：2015年10月16日（金）
場

所：にいくら保育園、しらこ保育園

参 加 者：東洋大学、和光市
テ ー マ：保育園保育と子育て支援の現状
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6）研修会
開 催 日：2015年11月4日（水）
場

所：和光市役所

参 加 者：東洋大学、和光市
テ ー マ：保育園保育と和光版ネウボラ①

7）研修会
開 催 日：2015年12月18日（金）
場

所：和光市役所

参 加 者：東洋大学、和光市
テ ー マ：保育園保育と和光版ネウボラ②

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
この研究については、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】が採択されて成果を発表しているが、この研究の継続と発展
について、厚生労働省平成27年度子ども・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が新たに、２０１５年10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ＮＰＯ6団体の協力と比較検証するために地域でひとり親や
生活困窮などの状況にあり学習支援を利用する中高校生たちに対する約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。

（1）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
開 催 日：2015年5月13日（水）
場

所：厚生労働省

参 加 者：東洋大学
成

3名

厚労省３名

果：被災地の子どもの実態と支援の成果と課題について、調査を踏まえて報告をした。特に居場所の
効果についてグループ討議などの成果を説明した。

（2）宮城県と岩手県、福島県での子ども調査の実施
開 催 日：2015年12月〜 3月31日（ 火）
場

所：宮城県、岩手県、福島県の学習支援の場、北海道、東京のひとり親など学習支援

参 加 者：子ども約150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と被災地以外での生活困窮家庭などへの学習支援を利用する子どもの今
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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（3）南相馬市における学童保育の利用者を中高校生に拡大させる取り組み
開 催 日：2015年12月12日（土）10時〜 12時
場

所：宮城県南相馬市児童館

参 加 者：東洋大学
成

２名

果：イベントでおやつを提供しながら、ボランティア型で中高校生が児童館へくるという手法で実践
を展開した。２人参加。今後の可能性についてほかの児童館の職員などが理解できたことは有効
であった。

（4）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：2015年10月11日（日）17時〜 19時
場

所：西東京市民会館会議室

参 加 者： 研究分担者、協力者
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：2015年11月22日（木）13時〜 17時
場

所：日本大学郡山校舎、しんぐるまざーずふぉーらむ福島事務所

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心のケア

（第3回）
開 催 日：2016年1月12日（月）10時〜 17時
場

所：東洋大学白山校舎

参 加 者：被災地子ども支援者と研究協力者など20人
成

果：被災地域における調査の状況を共有し、被災地で５年間学習支援を行ってきた成果と課題を議論
した。

（5）成果報告会
２０１５年度厚労省調査報告会
開 催 日：2016年3月26日（月）10時〜 12時
場

所：東洋大学白山校舎１２５ホール

参 加 者：被災地子ども支援者と研究協力者など100人
成

果：被災地域における調査の状況を共有し、被災地で５年間学習支援を行ってきた成果と課題を議論
する。
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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：2015年10月11日（日）〜 12日（月）
場

所：西東京市市民会館

参 加 者：東洋大学
成

20名

全体７５０人

果：自治体での子ども施策の取り組みについて全体会でのコーディネート、子ども計画、子どもの居
場所、子ども参加、市民と行政の協働等の部会での報告や運営への協力、情報収集と意見交換を
した

（2）全国ボランティア大会報告と参加、運営への協力
開 催 日：2015年11月11日（水）〜 12日（木）
場

所：日本大学郡山校舎

参 加 者：東洋大学８名、全国関係者
成

果：被災地での学習支援や、地域での子どもの居場所活動に取り組む人の参加があり、交流すること
ができた。部会での報告や運営への協力、情報収集と意見交換をした

４．公開シンポジウム
（1）「子どもにやさしいまちづくり」の開催
開 催 日：2015年7月12日（土）11時〜 17時
場

所：東洋大学１２５ホール

参 加 者：約１２０人
成

果：子どもにやさしいまちづくりを国を挙げて展開するインドネシアの男女共同参画子どもにやさし
いまちづくり担当副大臣レニーさんと参加担当者リニさん、韓国からアンドンヒョン（韓国子ど
もの権利学会元会長、児童精神科医）、世田谷区岡田元子ども若者部長を招聘して、子どもにや
さしいまちづくりを展開することの実際を交流し、その価値と課題について議論をした。

（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：2016年1月10日（日）
場

所：東洋大学

白山キャンパス

白山スカイホール

参 加 者：被災地の子どもたちと支援者27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）ＮＨＫ総合ＴＶ NEWS への出演

139



東洋大学／福祉社会開発研究

8号（2016年3月）

放 送 日：2015年3月22日（日）16時
参 加 者：森田明美子どもユニット長、清水冬樹客員研究員
場

所：東洋大学125周年記念ホール

成

果：厚労省調査成果についてその発言と提言について広く広報がなされた。

（2）ＮＨＫラジオ
放 送 日：2015年7月4日（土）NHKラジオ「被災地からの声〜 NHK東日本大震災音声アーカイブス〜」
参 加 者：森田明美子どもユニット長

（3）ＮＨＫ総合ＴＶ NEWS （甲府放送局）への出演
実 施 日：2015年11月15日（土）
参 加 者：森田明美子どもユニット長
成

果：ひとり親支援の制度であるヘルパー派遣についてその価値と利用実態についてコメントをした。

理論・歴史グループ
【研究会】
1）日
場

時： 2015年4月13日（月）17：00 〜 18：00
所：東洋大学白山キャンパス

秋元美世理論・歴史グループ長研究室

参 加 者：理論歴史グループ関係者
開催内容：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員中心に、2015年度のグループにおける研究会の方向性
を議論した。

2）日
場

時： 2015年6月1日（月）18：00 〜 19：30
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：理論歴史グループ関係者
開催内容：第一回目の検討会に引き続き、理論・歴史グループ長の秋元美世研究員を中心に、2015年度の
グループにおける研究会の方向性を議論した。今年度は、様々な角度から「見守り」や「権利擁護」
の議論を行い、他のユニットに対して情報提供や公開研究会の開催を通して共通議論ができる
場を積極的に設けていくこととする。

3）日
場

時： 2015年6月26日（木）17：00 〜 19：00
所：東洋大学白山キャンパス

1607教室

参 加 者：約10名
開催内容：越前

聡美（理論・歴史グループ）ＲＡが、恩田守雄著の『互助社会論―ユイ・モヤイ・テツ

ダイの民族社会学』を基に報告を行った。
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成

果： 「公益」「共益」「私益」という言葉は多くの場面で利用されているが、その相互関係も含めて
それらをどのように捉えるのかといった点が重要になってくる。文献において、互助社会の構
造も「公益」と「私益」のバランスが求められ、「共益」をめぐる互助行為は、日本の地域社会
の中で地域住民の「生活の知恵」として様々な形態をとりながら存続してきた点が記されている。
つまり、「公益」「共益」「私益」の問題は古くて新しい視点なのである。
そこでそうした関係について「見守り」という観点に着目しつつ、援助をする側の責任の範
囲について検討を図ることとする。例えば「見守り」に関して、匿名性を前提とした責任につ
いて考える場合、社会的と公的をどのように使い分けるのか、またそもそも責任というものを
どう捉えていくのかという議論にもつながる。今後、改めて「共益」という議論の積み重ねと
同時に責任という概念考察も必要になる点を共有した。

4）日
場

時：2015年12月7日（木）17：00 〜 19：00
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：理論・歴史グループ関係者
開催内容：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員が「見守り」に関する報告を行った。
RobertE.Goodin 著「GillianBrock ed.Necessary goods:Our responsibilities to Meet Other
Needs」の「Vulnerabilities and Responsibilities:An Ethical Deense of the Welfare State」を
題材に議論が展開された。
成

果： 「見守り」「権利擁護」をどのような枠組みでとらえていけばよいのであろうか。これらを議
論する際、ニーズの問題としてとらえるのが社会福祉の分野では一般的であった。
しかしながら、ここでは「バルネラブル」という概念で捉えていく事を提案した。「見守り」
「権利擁護」をニーズの問題として捉える場合、何が必要なのか、それをどう充足するのかとい
う視点に重きが置かれる。一方、「見守り」「権利擁護」を「バルネラブル」の問題として捉え
た場合、そこにはどういう弱さがあるのか、その弱さをカバーする行為や選択をするのに最も
影響を及ぼせる立場にある者の責任についても含めた議論が可能となることを提示した。

【公開研究会】
1）日
場

時：2015年7月18日（土）16：30 〜 19：00
所：東洋大学白山キャンパス

1608教室

参 加 者：約30名
開催内容：障害ユニットと合同で公開研究会を開催した。田中耕一郎先生（北星学園大学・教授）に「権
利擁護に係る当事者からの原理的発議―『社会モデル』と『ケアの論理』について」を報告し
て頂き、グループの枠を超えた議論を展開した。
成

果：

本研究会では、「隔離に反対する身体障害者連盟」（UPIAS）研究の概要、UPIASの初期

フレーミングにおける社会モデルの原基となるアイデア、社会モデルの意味と意義、最後に
ケ ア の 論 理 に 関 す る 内 容 を 中 心 に 行 わ れ た。 さ ら に、 集 合 的 被 害 者 と し て の「 当 事 者 性 」、
支援者としての有責性を自覚した「当事者性」という内容にも触れられ、権利擁護における
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「当事者性」という観点から議論が展開された。

2）日
場

時：2015年9月10日（木）18：30 〜 20：00
所：東洋大学白山キャンパス

第4会議室

参 加 者：約15名
開催内容：秋元美世理論・歴史グループ長が「社会福祉と権利擁護」に関する報告を行った。
成

果：

社会的な活動は、基本的には何らかの制度を通して行われている。では、「見守り」に関わっ

て様々に行われている諸活動をどのように制度として位置づけたら良いのか、または理解した
ら良いのか。ここで議論をするための枠組みとして、制度が対象とする権利・利益を４区分（主
観的と客観的／直接的と間接的の交差）で表した。その中で、
「主観的と客観的」に関してだが、
利益や権利には、個人の固有の利益として位置づけられるものと、個人の固有の権利としてで
はなく、住民、障がい者、子ども、貧困者といった類型に該当する抽象的な人を名宛て人とす
る利益があるということである。後者の場合、あくまでも抽象的・一般的に想定されている者
の利益であるが、この場合主観的利益（個人の利益）の場合のような個人の主体的な主張を軸
にした制度構成は行えない。
しかしながら、個人の利益をより有効なものにするためには、集団としての利益との関わり
を意識していく必要がある。集団としての利益に関わる問題も、制度の構成の仕方によっては、
個人の利益へと転換させていくことができるのではないだろうか。

3）日
場

時：2015年11月13日（金）17：30 〜 19：00
所：東洋大学白山キャンパス 第1会議室

参 加 者：約15名
開催内容 ： 理 論 ・ 歴 史 グ ル ー プ の 稲 沢 公 一 研 究 員 が 「 福 祉 原 理 と し て の 『 Ａ ＝ 非 Ａ 』」 に 関 す る 報 告
を 行 っ た。 本 報 告 は、 稲 沢 公 一 著（2015）「 援 助 者 が 臨 床 に 踏 み 留 ま る と き ー 福 祉 の 場 で
の論理思考」を基に行われた。
成

果： 援助とは、クライエントと援助者とが「共に」そして「お互いに」行う行為であるとされて
いるが、臨床の奥深いところは、共同作業をしようとしても「なすべきこと」や「できること」
が見つからない状況、すなわちクライエントにも援助者にもなすすべがないような事態に直面
することがある。ここから、何もできないというときに援助者はどうすれば良いのか。これら
の問いに対して、本報告では福祉の原理としての「Ａ＝非Ａ」の式を用いて、無意味な現実を
全面的に肯定する過程を論理的に検討することを試み、福祉の原理という観点から議論が展開
できた。

4）日
場

時：2016年3月2日（水）17：00 〜 19：00
所：東洋大学白山キャンパス 1309教室

参 加 者：25名
開催内容：平田厚（明治大学法科大学院・教授）、西田和弘（岡山大学法科大学院・教授）、秋元美世（東洋大学・
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教授／理論・歴史グループ長）が「見守りと権利擁護」というテーマで報告を行った。
成

果： 法律的な視点も含め、いくつもの視野から「見守りと権利擁護」に関する議論が展開された。

【論文】
論 文 名：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−
掲載誌・巻号・掲載日：福祉社会開発研究、Vol.8、2016年3月末
執 筆 者：越前

聡美

理論・歴史グループＲＡ

【その他】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12月13日（日）16：00 〜 19：00

場

所：東洋大学白山キャンパス

第一会議室

参 加 者：福祉社会開発研究センター関係者
開催内容：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員からの報告が行われた。
成

果：

まず「見守り」を議論する際に、「見守られる側」と「見守る側」の違いを意識する必要性があ

るのではないだろうか。そこで「バルネラブル・モデル」に基づく責任について言及した。本報
告は実践レベルでの責任に関する事柄ではなく、倫理学や理論的な視点からの枠組みのため、こ
れらを実践の中で捉える際には整理が必要になってくる。
しかしながら、「見守り」を「見守られる側」と「見守る側」という論理を分けて考察すること
で、責任の問題も含めた議論が可能となるだろう。当センターはまさに社会的に孤立している人々
をどう支援しつなげていくのかというテーマで研究を行っており、分野を超えた「見守り」の議
論を避けては通れない状況の中、これらの議論の展開がさらに求められている。
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東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会規定
2015年4月1日施行
（目的）
第1条

東洋大学福祉社会開発研究センター（以下「センター」という）は、研究の成果を研究活動や福祉実践の場

に発信し、地域の支援ネットワークや福祉制度・政策の形成に寄与することを目的として発行する東洋大学福
祉社会開発研究センター紀要「福祉社会開発研究」
（以下「紀要」という）に関する業務を円滑に運営するため、
東洋大学福祉社会開発研究センター「管理運営要綱」に基づく東洋大学福祉社会開発研究センター運営委員会
（以下「運営委員会」という）の下に、東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会（以下「本委員会」という）
を設置する。

（委員会の業務）
第２条 本委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を審議し決定する他、必要な業務を行う。
（１）紀要発行のための基本方針に関する事項
（２）紀要の投稿、原稿依頼、執筆に関する事項
（３）紀要の編集に関する事項
（４）査読方法及び査読委員の推薦、投稿論文の審査に関する事項
（５）その他、前各号に付随する業務

（委員会の構成）
第３条 本委員会は、委員長、編集担当委員、委員で構成される。
２ 委員は運営委員会委員があたる。
３ 委員長はセンター長があたる。
４ 編集担当委員は委員の互選により1名を選任する。
５ 本委員会を欠席する場合は、出席する委員に委任することができる。

（任期）
第４条 委員長、編集担当委員、委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

（紀要の発行）
第５条 紀要の発行は、年1回以上とする。
２ 紀要の投稿・執筆、審査（査読）に関する規定・要領については別に定める。

（掲載対象）
第６条 紀要の掲載対象は、
「特別論文」（依頼論文）「投稿論文」（査読あり）、実践報告、調査報告、資料情報とし、
本委員会が掲載の可否を決定する。
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２ 特別論文とは、本委員会が指名し依頼する研究者・実践者が執筆する論文をいう。
３

投稿論文とは、別に定める「紀要投稿規定」に基づき投稿され、査読者による査読を経て、本委員会が審査

し掲載を認めた論文をいう。
４

実践報告、調査報告、資料情報は、センターが関与したプロジェクト等の実践、調査、資料情報の概要をと

りまとめたものをいう。

（査読委員の委嘱）
第７条 「投稿論文」の審査のため、査読委員をおく。
２

査読委員の選任については、本委員会が学内教員（非常勤講師を除く）の中から１名以上の査読委員を推薦し、
編集委員長が委嘱する。

３ 査読委員の任期は1年とする。
４ 査読委員は、本委員会の依頼に基づき編集担当委員と共に投稿論文を審査し、その結果を本委員会に報告する。
５

本委員会は審査報告に基づいて投稿論文の採否、修正指示等の措置を決定し、執筆者への修正指示等は編集担
当委員及び査読委員が行う。

（疑義・不服への対応）
第８条

本委員会は、投稿者から査読内容もしくは採否決定に関して疑義・不服が申立てられた場合には、速やか

に対応し申立者に回答する、なお、回答に疑義・不服がある場合は運営委会に申立てることができる旨を付記
する。

（責務）
第９条 本委員会委員および査読委員は、公正な審査・判断に努めなければならない。
２

論文の査読・審査委で知り得た情報などに関する守秘義務を負うとともに、投稿者の論文が剽窃に該当される
と思料される場合、第三者の著作権を侵害すると思料される場合、または二重投稿に該当すると思料される場合等、
投稿者が研究倫理に違反していると判断される場合には、本委員会にその旨を報告しなければならない。

（事務）
第10条 本委員会の事務は、センター事務局が担当する。

（規定の変更）
第11条 本規定を変更する場合は、運営委員会の議決を経なければならない。

附則
本規定は、2015年4月1から施行する。
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◆編集後記◆

今年度も紀要「福祉社会開発研究」
（第8号）をお届けいたします。
本センターは、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、平成25年から平成29年まで
の5 ヵ年にわたる研究活動を開始し、今年度は、その中間年となりました。「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」では、この間の研究実績を踏まえながら、各ユニット・グループ間で研究方法・
研究内容等の評価と課題を検証し合い、今後、総合的研究のまとめに向けた準備に入っていくことになります。
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すが、各ユニット・グループの研究内容
を御理解いただき、今後の研究にいかす貴重な資料でもあります。
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。
なお、今年度より、論文の研究成果に関する評価を客観的に行い、論文の水準を高めることを目的に学内査読
(本誌資料参照)を導入し、査読を経た3本の論文を学術研究論文として掲載しています。また、今年度より、本誌は
ISSN(2189−910X)に登録したことをご報告いたします。

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。

2016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

加山 弾

障害ユニット

ユニット長

志村健一

理論・歴史グループ グループ長 秋元美世
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C O N T E N T S
学術研究論文
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

加山

弾

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
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 越 前 聡 美

論

文

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
高齢ユニット 研究員

小林良二

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

障害ユニット 客員研究員

大村美保

障害者の社会的孤立とその対応に関する文献検討
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―
障害ユニット 客員研究員

清野

絵

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 渡 邊 浩 美
「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―
子どもユニット

客員研究員

清水冬樹

調査報告
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 ユニット長 志 村 健 一

研究ノート
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 宮 竹 孝 弥
【資料】平成27年度

福祉社会開発研究センター研究体制

【資料】平成27年度

福祉社会開発研究センター活動報告

【資料】東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会規定
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【巻頭言】
『福祉社会開発研究』第9号 発行に寄せて

【巻頭言】

『福祉社会開発研究』第9号（第2期4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ました。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、子どもの分野をそれぞれユニットとして、理論・歴
史グル―と共に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、2014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、2015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２年連続で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。
4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「つなぐ」ことを支援するための、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年計画の後半を迎えました。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28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

2017年３月
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意思決定支援をめぐる国内の論議の動向／木口

恵美子

意思決定支援をめぐる国内の論議の動向

障害ユニット 研究支援者

木口 恵美子
キーワード：意思決定支援

障害者権利条約

後見制度および障害者施策に分けて整理を行う。

成年後

なお、用語についてSupported Decision Makingの訳

見制度 障害者福祉

としては「意思決定」を主とする訳を用いるべきかも
しれないが、国内では「意思決定支援」が使われるこ
とが多いため本稿では、訳や引用以外は「意思決定支援」

はじめに

を用いることとする。
2006年に国連で障害者の権利に関する条約（以下、
「権
利条約」という。）が採択された後、日本は2007年９月
に署名を行い、障害者基本法の改正や障害者差別解消

１

法の制定など国内法の整備を進め、2014年１月に批准

第一回日本政府報告における
権利条約第12条の論点

し、同年２月に同条約が国内で発効した。締約国は発
効から２年以内に、国連の障害者権利委員会に対して、

１ １

ワーキングセッションの３つの論点

条約の実施状況を報告する第１回目の政府報告が行わ
れることになっており、日本政府も2016年６月に提出

政府報告は、内閣府に設置された障害者政策委員会

i

されたところである 。

（以下「政策委員会」という。）の意見を反映すること

しかし、権利条約第12条に関しては、様々な立場か

とされ、政策委員会による現時点における第３次障害

ら多様な議論がなされておりまとまっておらず、政府

者基本計画の実施状況の監視を通じて作成された。

報告においてもそのことが指摘されているため、本稿

監視に際しては、第３次障害者基本計画の実施状況

で議論の整理を試みる。

について、関係府省から取り組みの状況等を聴収して

方法としては、主に国内の意思決定支援及び支援さ

議論が行われたが、その中で、意思決定支援の議論の

れた意思決定について書かれた書籍、学術論文、行政

基盤となる権利条約第12条については特に重要課題と

資料、研究会の資料等の文献研究を行う。まず、権利

位置づけて、掘り下げた議論を行うため、政策委員会

条約第12条に関する政府報告の検討を通して現状を理

での議論だけではなく、
「成年後見制度も含めた意思決

解し、次に成年後見制度や障害者制度等の変遷を確認

定支援など」のワーキングセッションが行われたii。

する。そして、国連障害者権利委員会が2014年に出し

ワーキングセッションでは、３つの論点について議

た権利条約第12条に関する一般的意見第１号を確認し、

論され、論点１の「成年後見制度は権利条約に抵触す

それらをふまえて、国内の意思決定支援の議論を成年

るのではないか」という議論では、「法務省としては、
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我が国の成年後見制度は条約に抵触するものではない

援事業として、障害者福祉サービスの観点から成年後

と認識している。
（中略）仮に本人による意思決定が事

見制度を利用することが有用であると認められる者で

実上不可能な場合、（例えば、重度の認知症患者など）

あって、成年後見制度の利用に要する費用について補

にまで一律に成年後見人等の代理権を認めないとする

助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると

と、本人は事実上何らの法律行為をすることができな

認められる者に対し、当該費用を支給する事業が実施

いことになりかねず、かえって本人の保護に欠けるお

されて」いると報告されている。
そして最後に、
「なお、本条に関しては、政策委員会

それがあると考えられる。」との見解が示されている。
論点２の「成年後見制度そのものに限界があるので

より、次のような指摘がなされている」として、「意

はないか。」においては、
「成年後見制度を限定的なもの、

思決定の支援及び法的能力の行使を支援する社会的枠

最後の手段として位置づけ、意思決定支援も含めた制

組みの構築が急務である。また、成年後見制度のうち、

度運用の改善を図るべきである」という意見や、「成年

特に代行型の枠組みである後見類型の運用に当たって

後見人が一人で対応するのでなく、
（中略）意思決定を

は、最良の支援を提供しても、なお法的能力の行使が

支援する人が継続的に集まり、本人を中心に協議する

困難な場合に本人の権利と利益を守るための最終手段

など、相談・連携できる体制づくりが必要である。
」や、

として利用されるべきものであり、かつ、代理人が本
人に代わって意思決定をする場合にも、法の趣旨に則

「広くモデル事例を蓄積しながら、意思決定支援を促進

り、できる限り本人の意思を尊重するよう制度運用の

するべきではないか。」等の意見が出された。

改善を図る必要がある。（後略）」という記述が加えら

論点３では、家庭裁判所の負担が重いのではないか

れている。

という点については、
「意思決定支援のあり方について
関係者間で軋轢が生じた際の調整・判断を行う機関が

佐藤彰一は、内閣府のワーキングセッションに参考

あれば良い。」という意見や、「現場での意思決定支援

人として参加した一人だが、政府報告が12条で示され

を厚くして、最後の段階で家庭裁判所が機能・役割を

ている法的能力にふれていないことについて、日本政

果たすことも考えられる。」等の意見が出された。

府は12条2項に言う法律能力は権利能力を意味しており、
行為能力について言及したものではないと理解をして
いると指摘し、日本政府の条約理解からは「成年後見

１ ２ 権利条約第12条に関する政府報告

制度こそが日本が行っている障害者のための意思決定
支援制度にほかならず、成年後見制度の説明をすれば、

これらの議論をふまえて、権利条約第12条に関して
iii

は法務省と厚労省が担当して作成を行った 。11項目に

条約の遵守状況を明らかにしたことになる、そう解釈

わたって記述されているうちの７項目は、主に成年後

していると思われる」と批判的に述べているiv。

見制度は権利条約に抵触しないという視点から制度の

では、そもそも権利条約12条が締約国に求めること

説明と現状の報告がなされている。

は何なのかを改めて確認する。

障害者施策との関わりでは、
「障害者総合支援法に基
づく相談支援として、地域の障害者等の福祉に関する
様々な問題について、障害者等、障害児の保護者又は
障害者の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報
の提供や助言等を行う『基本相談支援』等を実施して
いる。また、同法第77条に基づく市町村の地域生活支

6
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２

恵美子

12条の制定過程で議論となったのは、法的能力の捉

権利条約第12条が求めるもの

え方と、代理人による意思決定を認める制度を残すか

２ １

否かということだった。

権利条約第12条における意思決定
支援

法的能力については、法的能力に行為能力を含むか
否かという点である。国によって法体系や解釈が異な

権利条約第12条「法律の前にひとしく認められる権

るため混乱したが、法的能力には権利能力と行為能力

利」は次のように定めている。（以下、公定訳）

の両方を含むという理解がなされた。つまり、意思決

１

締約国は、障害者が全ての場所において法律の前

定の支援とはその権利能力と行為能力を含む法的能力

に人として認められる権利を有することを再確認

の行使のためになされる支援と理解されたのである。
代理人による意思決定を認めるか否かという点につ

する。
２

３

４

締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において

いては、障害者団体からは、障害者をできない存在と

他の者との平等を基礎として法的能力を享有する

して捉えて作られた制度によって、虐待や非人間的な

ことを認める。

対応がなされてきたとして、そのような制度の存続を

締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たっ

認めることに強い反対があり、セーフガードとして残

て必要とする支援を利用する機会を提供するため

すべきであるという意見と対立したが、最終的にその

の適当な措置をとる。

ような制度に関する条文は削除された。

締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置

これらのことから、権利条約第12条は、障害者の尊

において、濫用を防止するための適当かつ効果的

厳を低める代理人による決定の制度の廃止と、法的能

な保障を国際人権法に従って定めることを確保す

力の行使のための支援を求めていると言える。しかし、

る。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、

条文に関する明確な解釈がなされなかったため各国で

障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利

誤解が生じ、2014年に国連障害者権利委員会から「一

益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさな

般的意見第１号」vが出されたので、次に確認する。

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

２ ２

のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関に

一般的意見第１号における「支援
付き意思決定」

よる定期的な審査の対象となることを確保するも

２ ２ １ 法的能力と意思能力

のとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利
及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。
５

一般意見は「実際のところ、人権に基づく障害モデ

締約国は、この条の規定に従うことを条件として、

ルが、代理人による意思決定のパラダイムから、支援

障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計

付き意思決定に基づくパラダイムへの移行を意味する

を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の

ということは、これまで一般に理解されてこなかった。

金融上の信用を利用する均等な機会を有すること

この一般意見の目的は、第12条のさまざまな構成要素

についての平等の権利を確保するための全ての適

に由来する一般的義務を検討することである。」と述べ、

当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がそ

その目的を示す。

の財産を恣意的に奪われないことを確保する。

そして、法的能力については、「第12条第2項は、障
害のある人が、生活のあらゆる側面において、他の者

7
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との平等を基礎として法的能力を共有することを認め

自律、意思及び選好を尊重した支援付き意思決定に置

ている。法的能力には、権利所有者になる能力と、法律

き換える法律と政策を開発する行動を起こす」ことを

の下での行為者になる能力の両方が含まれる。権利所

繰り返し求めてきたとし、代理人による意思決定制度

有者になる法的能力により、障害のある人は、その権

に共通した特徴として、1．個人の法的能力がたとえ一

利を法制度によって完全に保護される資格を得る。法

部分であっても排除される。2．当事者以外の人が当事

律の下での行為者になる能力により、人は、取引に携

者の意思に反して代理意思決定者を任命できる。3．代

わり、法的な関係全般を構築し、修正しあるいは終結

理意思決定者によるいかなる決定も、当事者の意思と

させる権限を伴う主体として認められる。
」と示し、法

選好ではなく、客観的に見た「最善の利益」に基づく

的能力には、権利能力と行為能力の両方を含むことを

という3点をあげて注意を促す。
そして、支援付き意思決定制度を次のように示して

明言している。

いる。

さらに、
「法的能力」と「意思決定能力」の違いにも
言及している。すなわち、意思決定能力は意思決定ス

「支援付き意思決定制度は、個人の意思と選択に第一

キルを言い、それは「意思決定能力の評価において支

義的重要性を与え、人権規範を尊重するさまざまな支

配的な役割を果たす領域、専門職、慣行がそうである

援の選択肢から成る。それは自律に関する権利（法的

ように、社会的及び政治的に左右される」ものである

能力の権利、法律の前における平等な承認の権利、居

にも関わらず、多くの国が意思決定能力と法的能力の

所を選ぶ権利など）を含むすべての権利と、虐待及び

概念を同一視し、意思決定スキルが低下していると見

不適切な扱いからの自由に関する権利（生命に対する

なされた者は、結果的に法的能力を排除されていると

権利、身体的なインテグリティを尊重される権利など）

指摘をする。そして、権利条約第12条は、障害及び／

を保護するものでなければならない。さらに、支援付

又は意思決定スキルが個人の法的能力を否定すること

き意思決定システムは、障害のある人の生活を過剰に

を許容するものではなく、
「法的能力の行使における支

規制するものであってはならない。支援付き意思決定

援の提供を義務付けるものである。」と述べている。

制度は、多様な形態をとる可能性があり、それらすべ
てに、条約第12条の順守を確保するための特定の重要

法的能力の行使における支援については、「『支援』

な規定が盛り込まれなければならない。」

とは、さまざまな種類と程度の非公式な支援と公式な

さらに、代理人による意思決定制度を支援付き意思

支援の両方の取り決めを包含する、広義の言葉である。
たとえば、障害のある人は、一人又はそれ以上の信頼

決定に置き換える義務には、代理人による意思決定制

のおける支援者を選び、特定の種類の意思決定にかか

度の廃止と、支援付き意思決定による代替策の開発の

わる法的能力の行使を援助してもらうことや、ピアサ

両方が必要であることや、代理人による意思決定制度

ポート、（当事者活動の支援を含む）権利擁護、あるい

を維持しながら支援付き意思決定システムを開発して

はコミュニケーション支援など、その他の形態の支援

も十分では無いことを指摘する。
ここまで権利条約における支援付き意思決定の確認

を求めることができる。」と示されている。

を行った。次に日本における意思決定支援の議論を検

２ ２ ２

締約国の義務と

討する。

「支援付き意思決定制度」の多様性
一般的意見は、「後見人制度及び信託制度を許可する
法律を見直し、代理人による意思決定制度を、個人の

8
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３

日本における意思決定支援をめ
ぐる議論

恵美子

３ １ 成年後見制度と意思決定支援
３ １ １

成年後見制度の運用の視点として
の意思決定支援

表１は国内で意思決定支援が議論されるようになっ
た背景を年表にしたものである。

成年後見制度の創設から中心となっている新井誠は、

成年後見制度に関連する流れと障害者施策に関わる

「取消権付与による権利制約を制度設計の基礎としてい

流れがあることが見えてくる。

るわが国の成年後見制度は、とりわけ判断能力が不十
分な成年被後見人等の存在を前提として、第三者が意
思決定を代理する制度であることの妥当性が問われて

表１ 国内の意思決定支援に関する動き
2000

成年後見制度開始

いる。障害者の権利条約の策定過程で浮上した『支援

2003

障害者福祉において措置制度から支援費制度に転
換し契約の仕組みが導入された。

付き意思決定（supported decision-making）
』という考

2006

障害者権利条約が国連定期総会で採択された。
日本国内で障害者自立支援法が成立した。

2007

日本が障害者権利条約に署名した。

2008

国連障害者の権利条約が発効した。
国内の障害者施策調査で初めて「支援された意思
決定」という文言が用いられたvi。

2009

え方はわが国の制度設計とは親和的ではない」とした
上で、権利条約の考え方と日本の成年後見法が折り合
うには、「補助類型への一元化」が唯一の途であろうと
述べているvii。また、「わが国の成年後見法においては
第１に任意後見、第2に補助という二つの支援付き意
思決定の具現化に資するツールが具備されている」と

障害者制度改革が開始した。
制度改革委員会で意思決定の支援が検討されるが、
実施には至らなかった。

するviii。
菅富美枝は、イギリスの意思能力法の取り組みから、

2011

障害者基本法が改正され、意思決定支援が盛り込
まれた。

2012

障害者総合支援法が制定され、意思決定支援が盛
り込まれた。

を確認して尊重することで、代行決定が意思決定支援

障害者差別解消法が制定された。（施行2016年）
被成年後見人の選挙権が回復した。

の視点で捉え直すことを提案しているx。

2013
2014

2015

2016

やむを得ず代行決定を行う上でも最大限に本人の意思

になり得るとしix、代行決定を意思決定支援や本人中心

日本社会福祉士会の「意思決定支援を踏まえた成年

日本が権利条約に批准し、国内で効力が発効した。
障害者総合福祉推進事業で「意思決定支援の在り
方並びに成年後見制度の利用促進の在り方に関す
る研究」等が実施された。
「障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理の
ためのワーキンググループ」が開催された。

後見制度の見直しと運用改善に関する本会意見の論点
整理（中間まとめ）」は、現行制度の枠組みでの意思決
定支援に配慮した後見実務のあり方について、「ソー
シャルワーク手法を積極的に活用することにより、本

日本弁護士会全国大会で意思決定支援がテーマと
なり「総合的な意思決定支援に関する制度整備を
求める宣言」が出された。
障害者総合福祉推進事業で「意思決定支援の在り
方並びに成年後見制度の利用促 進の在り方に関す
る研究」が実施された。
社会保障審議会障害者部会で障害者総合支援法施
行３年後の見直しが開催された。

人を中心に置き、意思決定支援に配慮した後見実務の
原則を確立すべきである」と述べているxi。

３ １ ２

成年後見制度の代替としての意思
決定支援

障害者総合福祉推進事業の研究で意思決定支援ガ
イドラインを含む報告書が出された。
成年後見制度促進法が制定された。
国連権利委員会に第１回政府報告が出された。

一方で、弁護士の池原良毅は「権利条約は成年後見
制度がないことによる不利益よりも、あることによる
不利益の方がはるかに大きいと考えて、その全廃へと

9
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舵を切ったものと理解すべきである」と述べ、成年後

３−２ 障害者施策と意思決定支援

見制度を廃止して、支援付き意思決定制度に変えるべ

３ ２ １ 障害者総合支援法等と意思決定

「ご本人に判断能力
きだとするxii。また、佐藤彰一は、
がないことを制度利用の前提にしつつ、他方でご本人

日本の公式文書の中に初めて「意思決定支援」が現

の意思（つまり判断）に配慮することが同時に求めら

れたのは2008年であると言われておりxv、その後、障害

れていることの『わかりにくさ』が未整理のままであり、

者基本法（2011年）や障害者総合支援法（2012年）に「意

『代行決定の中で意思決定支援を行う奇妙さ』があるこ

思決定支援」が盛り込まれた経緯は、柴田洋弥が詳し
く記しているxvi。

とや、代行決定の制度として作られているものを、さ
したる法制度の改革もせずに意思決定支援の制度であ

障害者総合支援法の成立に際しては，附則において，

ると説明し、その積極的拡大利用をすすめる」ことに

法律施行後3年を目途として，障害者の意思決定支援の

xiii

対して疑念を示す 。

あり方や，障害福祉サービスの利用の観点からの成年

2015年に開催された日本弁護士連合会第58回人権擁

後見制度の利用促進のあり方等について見直しを行う

護大会では、
「『成年後見制度』から『意思決定支援制度』

こととされ、2014年に検討のためのワーキングチーム

へ〜認知症や障害のある人の自己決定権の実現を目指

が構成され、各団体のヒアリング等を行った。DPI日本

して〜」という分科会が設けられ「総合的な意思決定

会議や自立生活センター等障害当事者団体からはパー

支援に関する制度整備を求める宣言」が出された。

ソナルアシスタント制度における意思決定支援の仕組

その宣言は、意思決定の支援を「その人が『意思決

みが提案されたが、検討の視点の例として①意思決定

定することができない』という判断をする前に，本人

支援の定義、②支援の具体的な内容や仕組み、③意思

と信頼関係を築いている身近にある支援者や家族等が

決定支援に係る人材育成にまとめられ、社会保障審議

本人に寄り添い，本人が自分で意思決定ができるよう

会障害者部会で審議され、2015年12月に報告書が出さ

に必要な情報をその人の特性に応じて提供し，選択と

れたxvii。

その結果を見通せるような工夫された説明や体験の機

この報告書に示された今後の取組の基本的な考え方

会を作る等を通じて，本人が意思決定をすることが可

は、「日常生活や社会生活等において、障害者の意思が

能となるように，様々な『合理的配慮』を尽くす実践

適切に反映された生活が送れるよう、障害者福祉サー

の総体である。」と定義し、意思決定支援の対象を法律

ビスの提供に関わる主体等が、障害者の意思決定の重

行為に限定せず、医療行為や居所の決定，身分上の行

要性を認識した上で、必要な対応を実施できるように

為などの人生における重要な意思決定と日常的・社会

するとともに、成年後見制度の適切な利用を促進する」

的な生活を送る上で必要とされる場面における意思決

ことであり、障害者総合福祉推進事業で行われた「意

xiv

定全般を含むとしている 。

思決定支援の在り方及び成年後見制度の利用促進の在

現行の成年後見制度の枠組みの中に意思決定支援や

り方に関する調査研究」で策定されている「意思決定

本人中心という視点を取り入れることで、その運用を

支援ガイドライン」xviiiを事業者や成年後見の担い手を含

改善しようとするものと、自己決定権の実質的保障と

めた関係者間で共有することや、研修を行うことをあ

して意思決定支援を目指す二つに分かれている。

げている。また、
「意思決定支援は、相談支援をはじめ
とした障害者福祉サービスの提供において当然に考慮
されるべきものであり、特別なサービス等として位置
づけるような性質のものではないことに留意が必要で

10
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の支援を担うのは、重度訪問介護のパーソナルアシス

ある」と加えている。

タントこそふさわしいとし、パーソナルアシスタント

障害者総合福祉推進事業の調査研究を通して、意思

の制度化に成年後見制度縮小の視点も含めているxx。

決定支援は「意思決定支援とは、知的障害や精神障害
（発達障害を含む）等で意思決定に困難を抱える障害者

桐原は、社会福祉関係者が成年後見制度と意思決定

が、日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい

支援の共存が可能だと考えている点や、意思決定支援

（と思う）意思が反映された生活を送ることが可能とな

を相談支援の類型やソーシャルワークの枠の中で捉え

るように、障害者を支援する者（以下「支援者」と言

ている点を批判的に指摘し、意思決定支援の担い手と

う。）が行う支援の行為及び仕組みをいう。」と定義され、

して有効なのは、本人のことをよく知り理解している

「事業者等がサービスを提供する際に必要とされる意思

専属の介助者であるパーソナルアシスタントであり、

決定支援の枠組みを示し」、
「主として、障害者福祉サー

日本では長時間介護が可能な重度訪問介護による支援

ビス事業者等が利用者にサービスを提供する際に生じ

が当てはまるとするxxi。

る、利用者への意思決定支援の枠組みを示す」ことを
目的として意思決定支援ガイドラインが策定された。

３ ３ ソーシャルワークと意思決定支援

その中で意思決定支援の仕組みとしては、①意思決
定支援責任者の指名（配置）
、②意思決定支援会議の開

最後に、近年ソーシャルワークの視点から意思決定

催、③意思決定支援計画の作成の3つの要素を上げて

支援を議論するものが増えているので、確認する。

いる。意思決定支援責任者は、外部機関等と連携して

志村健一はサービス等利用計画への当事者参画や計

いく立場であることから、事業所の見解を代表する責

画への意思の反映を目的としてICTを活用した支援の可

任者であること、あくまでも意思決定の支援会議の運

能性を示しxxii、飯村史恵は、成年後見制度の見直しと

営や計画作成のプロセスの管理等の責任者であること、

共に、社会福祉の専門職の役割は「本来の利用者主体

サービス管理責任者と役割が類似していることも想定

を目指して、判断能力の不十分な人々を主体とする新

されている。

たな仕組みを市民と共に協議し、社会福祉サービスそ
のものを充実・強化することにあるのではないか」xxiii

３ ２ ２ パーソナルアシスタントへの期待

と述べる。

一方で、障害当事者団体等が3年後の見直しの検討の

引馬知子は、日本における「支援を受けた意思決定

ためのワーキンググループにおいて、
「パーソナルアシ

制度」のあり方や内容については一層の議論が求めら

スタントによる意思決定支援の仕組み」を提案したこ

れるとした上で、「意思決定を受け止める先の法制度や

とを見逃してはならないだろう。

プログラムにおいて、障害のある人が権利の主体と位
置づけられること」が重要だとするxxiv。

また、障害者制度改革の総合福祉部会の委員であっ
た岡部は、知的障害者が地域で自立して暮らすために

高山は意思決定を尊重していくことやその支援のあ

は、身体的な介助による「支援された自立」だけでは

り方を具現化することが個々の幸福追求権につながり、

なく、認知的な活動において当事者の意向をくみ取り

さらに真の民主主義形成につながるとするxxv。

一緒に考えるという認知的な活動に対する〈自律〉の
xix
ための支援が必要であり、「支援された自律」
が認めら

れパーソナルアシスタントによって提供される必要が
あるとすると共に、権利条約第12条の法的能力の行使

11
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後見人の制度（濫用防止，裁判所による審査等を含む）
について詳述し、権利が侵害された場合の救済方法につ
いて記述」する旨の報告作成の留意点が示された。
iv 佐藤彰一（2016）「日本の成年後見制度の現状と課題―
成年後見制度利用促進法と権利擁護」
『賃金と社会保障』
No1661,p42‑61
v
障害保健福祉研究情報システムのHPよりダウンロードし
た。（2016.9.27）
vi 桐原尚之・長谷川唯（2013）
「支援された意思決定を巡って
―日本国内法の現状と課題」
『障害学国際セミナー 2012 ―
日本と韓国における障害と病をめぐる議論』生存学センター
報告20によると、内閣府障害者施策調査であったという。
vii 新井誠（2011）「日本の成年後見法の展望―あるべき姿を
求めて―」『実践成年後見』No.36, p129‑141
viii 新井誠（2014）
「総括討議―各国の成果から学ぶべきこと」
『実践成年後見』53号 p69‑72
但し、日本で任意後見契約の利用は不振を極め、補助の
利用も低迷し、支援付き意思決定という考えが実際に普
及しているわけではないことにも言及している。
ix 菅富美枝.（2010）『イギリス成年後見制度にみる自律支援
の法理』ミネルヴァ書房
x
菅富美枝.（2013）
「民法858条における「本人意思尊重義務」
の解釈 : 本人中心主義に立った成年後見制度の実現」『名
古屋大學法政論集』250号, p129‑153
xi 日本社会福祉士会ニュースNo181（2016年９月）に掲載さ
れている。
xii 池原良毅（2016）「日本の成年後見制度の問題点」『福祉
労働』152号
xiii 前掲ivに同じ
xiv 日本弁護士連合会第58回人権擁護大会シンポジウム第２
分科会基調報告書
xv 前掲viに同じ
xvi 柴田洋弥（2012）「知的障害者の意思決定支援について」
日本発達障害学会『発達障害研究』第34巻３号p261‑272
xvii「障害者総合支援法施行３年後の見直しについて〜社会
保 障 審 議 会 障 害 者 部 会 報 告 書 」 は『 賃 金 と 社 会 保 障 』
No1654 p50‑65に掲載されている。
xviii 意思決定支援ガイドラインを含む報告書は、公益社団法
人 日本発達障害連盟のHPよりダウンロードできる（最終
閲覧2016.9.20）
xix 「支援された自律」については、秋元美世（2010）『社会
福祉の利用者と人権―利用者関係の多様化と権利保障』
有斐閣 を参照のこと。
xx 岡部耕典（2016）
「成年後見制度の利用縮小に向けて―パー
ソナルアシスタンスと日常生活支援事業の活用」
『福祉労
働』152号p79‑84
xxi 桐原尚之（2015）
「意思決定支援は支援や理念の方法では
ない」『福祉労働』143号p55‑63
xxii 志村健一（2014）「知的障害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』Vol.40, No.1, p46‑55
xxiii 飯村史恵（2015）
「ソーシャルワークの観点からみる成年
後見制度の展望〜障害者権利条約第12条で問われているも
の〜」立教大学コミュニティ福祉研究所紀要第３号 p79‑97
xxiv 引馬知子（2016）
「「自律」および「支援を受けた意思決定」
と障害者制度改革」『ソーシャルワーク研究』Vol.41, No.4,
19‑27
xxv 高山直樹（2016）「意思決定支援と権利擁護」『ソーシャ
ルワーク研究』Vol41. No4, p28‑34

おわりに
障害者権利条約第12条に基づく国内の意思決定の支
援に関する議論は、成年後見制度と障害者施策の両側
面から議論されているが、どちらの側面でも意見が分
かれていることが明らかになった。国の制度や政策を
国際的な潮流を通して確認することは重要である。
権利条約の一般的意見は、「支援付き意思決定制度」
の構成要素を示しているが、具体的なモデルを示して
はいない。そのことは、一つのモデルを決めることで、
他にも起こり得るかもしれない、国や地域に即した多
様な支援のあり様を制限する危険を避けることや、モ
デルを示すことで、各国の意思決定者が現状とかけ離
れていることを理由に達成不可能として義務を放棄す
ることを避けるねらいがあるようにも思える。
しかし何よりも権利委員会が求めているのは「代理
人による意思決定制度を、個人の自律、意思及び選好
を尊重した支援付き意思決定に置き換える法律と政策
を開発する行動を起こす」ことである。
「支援付き意思
決定支援制度」に向かうそのプロセスこそが重要であ
り、プロセスを通して社会に働きかけることが、意思
決定の支援につながるということを示唆しているので
はないだろうか。「支援付き意思決定」の主体者とその
支援者による協働が求められ、強い少数意見ではなく、
弱い少数意見の尊重が民主主義形成には必要であろう。

注と参考文献
i

「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 第 １ 回 日 本 政 府 報 告（ 日
本語仮訳）」は、外務省HPから閲覧できる。
（最終閲覧
2016.9.10）
ii 「精神障害者・医療ケアを必要とする重度障害者等の地域
移行の支援など」、「インクルーシブ教育システム、雇用
など」、「情報アクセシビリティ」と合わせて４テーマが
重点課題とされた。障害者政策委員会による「議論の整
理〜第三次障害者基本計画の実施状況を踏まえた課題〜」
は外務省HPから閲覧できる。（最終閲覧2016.9.10）
iii 作成の留意事項として内閣府から「条文の条項に沿って，
憲法，民法，障害者総合支援法，知的障害者福祉法，精
神保健福祉法の該当部分に関連付けて記載し、特に成年
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フランスの福祉サービス利用者の権利保障

高齢ユニット 研究員
東洋大学大学院福祉デザイン研究科 教授

伊奈川 秀和
キーワード：利用者の権利、尊厳、契約、ガバナンス

関する「事業法制」
、③措置制度、措置費等の財源も含
めたサービス利用に関する「利用法制」が三位一体に
なって構築・展開されてきた。言わば、行政やサービ

１ はじめに

ス提供側の論理に立った法制度（典型が反射的利益論）
であった。
このため、利用者はサービスの客体に止まり、主体

社会福祉基礎構造改革及び介護保険等を契機として、
社会福祉の個人給付化・契約化が進んでいる*1。この措

としての利用者側の視点が弱かった嫌いがある。しか

置から契約の流れは、多様な主体の参入を許容し、利

も、補助金等による誘導策にもかかわらず需給の不均

用者本位の質の高いサービス提供を実現するとの意図

衡が存在したり、許認可や指導監督に代表される事業

があった。

法制が厳格な規定を置くにもかかわらず、現実には補

しかし、問題の原因を全て契約制度に帰することは

助金等の不正事案が見られた。むしろ、社会保険の報

できないにせよ、虐待、貧困ビジネス、不当条項等の

酬制度によるインセンティブが需給調整機能を担った

権利侵害等の不適切事案の発生があるのも事実である。

り、指定取消が不正の抑止力として機能する面もある。

それだけに、サービスの質の確保、利用者の権利保障

しかし、これら制度を伝統的な許認可法制に組み入

のためには、権利擁護、評価制度、利用者支援、苦情

れる場合の手法、法的効果等については、更に検討を

*2

解決等の仕組みが重要性が増してきた 。実際、社会福

要するほか、相互の関係も含めた体系化も課題である。

祉法１条（目的）には、
「福祉サービス利用者の利益の

つまり、行政・事業者・利用者の三者関係の中で､
如何なる法的関係が成立し、利用者の権利は如何に保

保護」が謳われている。

護されるのかは、総合性･体系性という点で検討を要す

ところで、伝統的な社会福祉法制は、①社会福祉法

ることになる*3。

人等の主体に関する「法人法制」
、②施設等の許認可に

本稿では､ 1989年の最低所得保障（RMI）制度と不
＊1

＊2

契約化に関しては、介護保険契約等を論じた品田充儀（2001
年）
「福祉サービスの利用方式」日本社会保障法学会編『講
座社会保障法第3巻社会福祉サービス法』
（法律文化社）54
頁

＊3

苦情解決に関しては、菊池馨実（2010年）
『社会保障法制の
将来構想』
（有斐閣）277頁以下の「社会福祉における苦情
解決・オンブズマンの意義」
、権利擁護に関しては、秋元美世・
平田厚（2015年）
『社会福祉と権利擁護』
（有斐閣）等参照。
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高齢者福祉サービスの利用関係に焦点を当てた論考として
は、嵩さやか（2007年）
「フランスにおける社会福祉サービ
スと契約への規制」岩村正彦編『福祉サービス契約の法的
研究』
（信山社）145-205頁がある。本稿は、社会事業全体
における施設等の運営と利用者の権利の関係に特に焦点を
当てる。

東洋大学／福祉社会開発研究

9号（2017年3月）

２．フランス憲法上の権利性の基礎

可分一体のものとして登場した包摂契約（contrat d'insertion）を契機として、フランスで進む契約化と利用者

利用者の権利が現代的課題として顕在化する背景に

の権利保障重視の流れを参考にすることで、我が国へ
*4

の示唆を得ることを目指す 。付言すれば、フランスに

は、以下のような人権レベルでの利用者像の変化が通

おいては、伴走型支援等を通じて、自律性や包摂に裏

奏低音のように各制度に影響している面がある。

付けられた利用者の権利保障やサービスの質が重視さ
れるようになっていることも示唆に富む*5。

（１）要としての尊厳（dignité）*6

さらに、我が国の事業法制に目を向けるなら、伝統
的な許認可や指導監督等の侵害行政的な手法ではなく、

尊厳は、次の条約をはじめ国際的文書で重要である。

法人法制におけるガバナンスの強化、自己評価・第三

①欧州人権条約３条「何人も拷問又は非人道的な若

者評価のように、法人・事業者に対して、より自律的

しくは品位を汚す苦役若しくは取扱を受けない。」

な管理・運営や改善を求める動きの萌芽が出てきてい

②児童の権利条約28条２項「締約国は､ 学校の規律

る。つまり、規制行政の限界を新たな法的手法で乗り

が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に

切ろうとするパラダイム・シフトである。

従って運用されることを確保するためのすべての適当

重要な点は、規制的手法では行政の人員体制面でも

な措置をとる。」

限界がある中で、むしろ内部のガバナンス体制の構築

また、尊厳は哲学的であると同時に、次のように理

によって適正かつ良質なサービス提供を担保する方向

解される法的な概念である点でも重要である。

が強まっていることである。逆に言えば、体制が不備

人の尊厳とは、「人間そのものとして尊重させること

であれば、実際のサービスがどうかに関わりなく、そ

が適当な全てのものを包含する枠概念である。それは、

の事業者は問題ありと見なされることになる。

人間を貶め、辱める全てのものの反対である。人間の

この点、2015年の「社会福祉法等の一部を改正する

尊厳への侵害とは、例えば、性別又は人種により個人

法律」では、社会福祉法人の経営組織の見直しとし

間での異別取扱い、劣悪な条件での住宅又は労働、障

て、評議員会の議決機関化・必置義務化なども、ガバ

害の搾取などである。」*7

ナンス体制を構築することで適法性や適正性を担保す

さらに、尊厳は、次のようにフランスの実定法上も

るものと理解できる。さらに、事業者の参入に関しては、

重要概念として登場する。

介護保険の総量規制や公募方式のように従来にない手

①民法第１編「人」第１章「市民権」第２節「人体の尊厳」

法も導入されている。

の冒頭第16条：「法律は、人の優越性を保障し、その尊

そこで、本稿では、かかる規制面のパラダイム･シ

厳への全ての侵害を禁止し、及び人間への畏敬をその

フトも念頭に置きつつ、利用者の権利保障の観点から、

生命の始まりから担保する。」

従来の事業規制法としての許認可以外の規制手法につ

②社会事業・家族法典（CASF）L.116- ２：
「社会及び

いて、フランスの例を参考に考察を加えることとする。

＊6
＊4

＊5

岩村正彦（2009年）
「社会保障と契約の諸問題」季刊社会保
障研究45巻１号４頁は、フランス法の契約化を指摘する。
R. Janvier et Y. Matho,
Dunod , 2013 , p. ２

J.-M. Lhuillier ,
, Presses de l'EHESP,
2015 , pp.30-32

＊7

,
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R. Cabrillac（dir.）
,
, Lexis Nexis , 2013 , pp.180-181
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また、行政裁判でも、国務院1995年10月27日付「小

医療・社会事業は、全ての人々に対して、それぞれのニー
ズに適合する方法により対応するという目的をもって、

人投げ（lancer de nains）
」判決（CE Ass. , 27 octobre

また、国土全体にわたって公平なアクセスを保障する

1995）が、市町村による小人投げの禁止決定の適法性

ことにより、その平等な尊厳を尊重するよう実施され

を承認しているが、その理由が尊厳の公序性である*8。

る」
。ここから、全ての人々の平等な尊厳、各人のニー

「市町村警察の権限を付与された当局は、公序の侵害

ズに合致した対応、全ての地域における公平なアクセ

を予防するための全ての措置をとることができる。人

スがインプリケーションとして導き出される。

間の尊厳の尊重は､ 公序の一種である。市町村警察の

③社会事業・家族法典L.311- ３：「個人の権利及び自由

権限を付与された当局は､ 特別な地域の状況がないと

の行使は、社会及び医療社会施設及びサービスにより

しても、人間の尊厳の尊重を侵害する娯楽を禁止する

給付を受ける全ての人々に対して保障される。現行の

ことができる。観客に小人を投げさせる『小人投げ』

法令の規定に則して､ 該者に対して､ 以下が保障される。

の娯楽は、身体障害を負い、そのように登場する人を

１°その尊厳、完全性、私生活、親密圏、安寧及び自由

弾丸のように使用することになる。その目的からして、

に往来する権利の尊重＜以下

略＞」
。ここからのイン

かかる娯楽は､ 人間の尊厳を侵害する。従って、市町

プリケーションは、人の尊重、給付の選択権、同意に

村警察の権限を付与された当局は、特別な地域の状況

基づく個別の支援、情報の保護、情報へのアクセスの

がない場合であっても、また、当該者の安全を確保す

保障、権利の伝達及び申立、支援内容の作成及び実施

るための保護措置が講じられており、かつ、当該者が

への参画である。なお、公衆衛生法典L.1110- ２も、「患

対価を得てそのショーに自由に出演したとしても、そ

者は、その尊厳の尊重に対する権利を有する。
」と規定

れを禁止することができる。」
さらに、社会扶助分野の訴訟でも、虐待等の人権侵

している。
その他、尊厳については、プライバシーの保護、個

害との関係で尊厳が登場する。例えば、1998年12月２

人情報の保護、肖像権、通信の自由、信教の自由、性

日 破 毀 院 判 決（Cass. crim., 2 décembre 1998, no 97‑

の自由、身体の安全、情報へのアクセス、サービス選

84937）は、自閉症児の入所施設において、食事の不提供、

択の自由、施設運営への参加といった権利が関係して

洋服ダンスへの閉じ込め､ 冷水シャワー、排泄物の処

くるなど、広範な射程を有する概念である。

理に関するお仕置きが、発生した危険との関係で不均
衡ではないことから、品位を欠く教育的措置とは言え
ないとした原審判決を､以下の理由で破棄している。
「欧

（２）判例による尊厳の承認
尊 厳 の 憲 法 規 範 性 は､ 憲 法 院1994年 ７ 月27日 判 決
（C.C., 27 juillet 1994 , Décision no 94-343/344 DC）でも、

＊8

次のとおり承認されている。
「当該法律は、原則全体を謳っており､ その中に人間
の優越性、その生命の発生からの人間の尊重、人体の
不可侵性、完全性及び財産性の欠如並びに人類の完全
性が含まれる。このように承認された原則は、人間の
尊厳の保護に関する憲法上の原則の尊重を保障を志向
する。」
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このほか、
国務院1993年７月２日付「ミロー（Milhaud）事件」
判決（CC. Ass., 2 juillet 1993, 124960,
, 1994.52）は、
医師が脳死状態の患者に同意無しで実験を行ったことが医
師倫理規範に関する1979年６月28日政令２条が規定する生
命及び人格の尊重に違反するとの理由で懲戒処分を受けた
ことの取消を求めた事件である。原審が脳死状態を生きて
いる状態との理由で懲戒処分を是認したのに対して、国務
院は､ 脳死を死と認めた上で死者にも倫理規範が及ぶとし
た上で､ 以下のように医師が患者又は親族の同意を得てい
なかったとの理由で懲戒処分を是認した。
「医師に対してそ
の患者との間で課せられる人格の尊重に関する倫理上の基
本原則は、当該患者の死後も適用が終了しない。
」

東洋大学／福祉社会開発研究

9号（2017年3月）

州人権条約第３条．．．に鑑みるなら、．．．のような処遇

る個別法（loi particulière）である。国と県の権限を再

の下に人を恒常的にさらすことは､ それ自体として野

配分するとともに、施設等の認可と社会扶助の給付対

蛮行為である。
．．．控訴院重罪起訴部は、上記の原則に

象としての確認との関係、財政制度、県社会及び医療･

違背する。」

社会計画の策定等を規定した。
③1996年４月24日の公立・私立病院改革に関するオル
：病
ドナンス（Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996）

（３）判例からの示唆

院が別法人を設立せずとも社会及び医療･社会施設を
不適切な処遇が人の尊厳を侵害することは、判例が

設置・運営することを許容した。ただし、これにより、

広く認めるところである。このことに裏打ちされる形

病院と社会及び医療・社会施設との境界線の曖昧化した。

で社会規範にも変化が生じ、サービス提供における処

④2002年１月２日の社会及び医療・社会事業の改革法

遇上の措置の在り方にも制度的な影響を及ぼすに至る。

：1975年 法 の 社 会 扶
（Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002）

その点について、次に考察する。

助・家族法典への編入と、社会事業の目的規定（L.311１ et L.311- ２）
、利用者の権利規定（L.311-3 〜 L.311-9）
等の創設、施設等の関係規定の見直しがされた*11。

３．サービス利用関係における利
用者の権利*9

⑤2009年７月21日のHPST法（Loi HPST）：地方医療庁
（ARS）の創設、地方社会及び医療・社会組織委員会
（CROSMS）の廃止と計画公募委員会の創設による計画
公募方式の導入､ 複数年契約､ 評価制度等が導入された。

（１）制度の変遷

⑥2015年12月28日の高齢化社会の対応に関する法律（Loi
現在の社会福祉施設制度の基礎は、それまでの断片

no 2015-1776 du 28 décembre 2015）
：高齢者のサービス

的な施設法制等を再編・整理した1975年法（loi no 75-

利用、成年後見等に関する権利強化、高齢者住宅、在

*10

宅サービス等の見直し

535 du 30 juin 1975）により構築された 。その後、次の

こうした改革の背後で影響を与えているのが、財政

ように、制度の見直しが重ねられてきている。
①1975年の障害者法（loi no 75-534 du 30 juin 1975）

制度の改革である。例えば、財政組織に関する1959年

o

②1986年法（Loi n 86- ７ du ６ janvier 1986）：1983年

のオルドナンス（Ordonnance organique du 2 janvier

の地方分権法（Loi no 83-663 du 22 juillet 1983）に対す

1959 sur les lois de ﬁnances）によって規律される予算
制度である。この行政権優位の仕組みに対して、2001
年８月１日の財政法律に関する組織法律（Loi organ-

＊9

＊10

医療における患者の権利に関しては、原田啓一郎（2008年、
2012年）
「医療サービス基準の法構造（1）〜
（3）
」駒澤大学
法学部研究紀要2008年７（3）55‑112頁；2008年7（4）27‑69頁；
2012年11（4）77‑93頁

ique relative aux lois de ﬁnances du 1er août 2001）
（略
称LOLF）は、議会統制の強化を図るとともに、予算
について公共政策の目標及び費用･効果の側面を強化し

病院に関しては、1970年12月31日法が制定されており、そ
れとの違いを明確化する狙いもあった。すなわち、病院と
の関係で社会及び医療・社会事業の自律性（autonomie）を
実現し、社会的弱者を対象とする施設等の認可制度等を
統 一（uniﬁcation） し つ つ も、 制 度 の 柔 軟 性（souplesse）
を確保することが改革の目的とされた（J.-F. Bauduret ,

た。言い換えれば、量的な伸びで議論されてきた予算
にアウトカムの視点を導入することが改革の眼目であ

＊11

, Dunod , 2013 , pp. ８-12）
。
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同時期である2002年３月４日の法律により､ 医療分野でも
患者の権利が強化されている。
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秀和

図１ 計画の全体像

り、社会保障費増大の中で社会事業予算も、かかる動
向の蚊帳の外ではなかった*12。
国

（２）利用関係の概観
１）施設等の認可
地方

施設等の創設・変更・拡大は、一部施設を除き行政
当 局 の 事 前「 認 可（autorisation）
」 に 服 す る（CASF.

計 画

権限当局

協議機関

全国社会及び医
療・社会組織計
画（SNOSMS）＊

障害者担当
大臣

CNOSS（全国社
会保障機関金庫）、
CNSA（全国自律連
帯金庫）

州医療・社会組
地方医療庁
織計画（SROMS） 長官

調整委員会、地方議
会議長

地方亡命申請者
計画（SRDA）

地方知事

調整委員会

地方知事

調整委員会

県議会議長

内容によって、担当
のCCPS（公衆衛生
政策調整委員会）の
意見を聴取した後、
地方医療庁長官、県
知事

地方成年後見
サービス計画
（SRSMP）

*13
L.313‑1）
。この場合の認可制度の概要は、次のとおり

である。
県

①認可の有効期間は、原則15年であり、更新は、評価
の受審が要件となっている。

県社会及び医療・
社会組織計画
（SDOSMS）

②認可は、地域のニーズ等に合致すること、組織・運
営に関する最低基準に適合すること､ 評価の受審等を

＊

予定していること等を要件に付与される（CASF.L.313‑

現在、障害関係で例外的に該当

（出典）J.-F. Bauduret,
, Dunod,

4）。この場合の地域のニーズについては、社会及び医療・
2013, p.42

社会組織計画等に反映される【図１参照】。
③認可施設等は、組織・運営に関する最低基準を遵守

２）企画公募（appel à projet）方式の導入

する義務がある（CASF.L.312‑1Ⅱ）
。
④認可により、原則として社会扶助等からの給付を提

上述のとおりフランスでも認可制度が重要な位置を

供する施設等の適合性の「確認（habilitation）」を受け

占めてきた。しかし、施設設置等が地域のニーズに合

たものと看做される（CASF.L.313‑6）。つまり、施設等

致しておらず、財源保障がなければ、認可は店晒しに

が認可を受け必要な財源を確保して運営するための制

合うか、認可されても需給のミスマッチを起こすこと

度は、
「認可」
（規制）＋「確認」
（給付）の二重構造となっ

になる。我が国の措置制度に引き寄せて言えば、
財源（措

ている。この場合、給付の報酬支払いについては、包

置費）を前提に施設認可や法人認可が行われる必要が

括払い、１日定額、時間単価、１日単価、出来高、年

あるが、認可制度はその点を保障しない。実際、フラ

間定額など区々である。とりわけ、障害者関係の施設は、

ンスでは、需給のミスマッチから、施設の設置申請に

個別化自律手当（APA）の対象となる要介護高齢者施

対して、認可が滞留する事例が発生することになった。

設と比べても、報酬が体系化されておらず、現在見直

また、EUでは、サービスの自由化に向けて2006年にサー

しが検討されている。

ビス指令が出され、国内の許認可制度を総合的公共政
策改革（RGPP）の一環として総点検する必要が発生し
た*14。

＊12

J.-J. Loubat ,
, Dunod , 2012 , pp.80-81

＊13

＊14

認可制度を設ける意義には、施設等の運営主体である1901
年法に基づく社団法人の設立の自由との抵触を回避するこ
ともある（J.-F. Bauduret ,
, p.10）
。
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このため、最大限の費用対効果を実現するため、2009

そこで、契約の視点から利用者と施設等との関係性

年のHPST法により導入されたのが公契約（marchés

を整理すると､ 次のような整理が可能であり、計画化

publics）類似の公募方式で､ 応募者の企画提案に基づ

と相まって利用者の権利を実現することになる【図２

き選考委員会が選考する施設等を設置する方式である

参照】*17。

（CASF.L.313‑1‑1）
。なお、企画公募は、公費が投入さ

①個人的関係性．．．入所手引、入所契約等

れる一定規模以上の施設等に適用される。

②個人と集団の中間的関係性．．．専門家への申立

かかる改革により、許認可制度のロジックが転換し

③集団的関係性．．．運営規則、社会生活評議会

た。すなわち、行政当局が判断するニーズを前提とし

以下、これらの制度について詳述する。

た公募による施設設置への転換であり、事業者主導か
ら行政当局主導への転換であった。また、伝統的な認

（２）契約

可制度を維持しつつ、計画化、公募方式等の新たな行

１）入所手引（CASF.L.311- ４）

政手法（NPM）が胎動し始めたことにもなる。なお、
地方医療庁が2014年に実施した医療・社会施設・サー

利用者の尊厳等の尊重を保障するため、権利・自

ビス関係の企画公募は、計画中が124、実施済が105と

由 憲 章（charte des droits et libertés） 及 び 運 営 規 則

なっている*15。

（règlement de fonctionnement）を添付した「入所手引
（livret d'accueil）
」の交付が義務付けられている。手引

３）契約化

の中味としては、
①施設関係：利用者への情報提供に必要な施設概要、

2002年の制度改革により、医療のみならず社会福祉
の分野でも利用者の権利保障が強化されることになっ

組織、運営

た。同時に、ソーシャルワークにおける契約的手法導

②給付関係：入退所の方法、給付内容、費用負担、施

入の流れの中で､ 利用者を計画の主体と位置付け、施

設内の利用者の権利等

設等との間の利用関係でも契約化の動きが強まること

である。この利用者へのガイドとしての手引は、施設

になる。その背景としては、上述の尊厳の重視の流れ

計画が身分証明書だとすれば、手引は名刺に相当する

とも関連するが、契約は相互に拘束するための意思の

*18

自律性の表れであり（民法1101条）、当事者間では法的

その権利を保障することにあり､ 単なるパンフレット

効力を有する（民法1134条）ことから、契約は自由と

ではない*19。

。また、その目的は、利用者への不適切処遇を防止し、

親和性があることが指摘されている*16。

＊17

procédure d'autorisation par appel à projet et l'élaboration
du cahier des charges, 2010； Assemblée Nationale,
（
）
1
＊15

＊16

,
Dunod, 2011, pp.109-110を参考に整理。契約化と計画化が利
用者の権利と不可分一体であることは、施設・サービス計
画（CASF.L.311‑8）の規定が、社会事業・家族法典の「第
１編 認可に服する施設及びサービス」
「第１章 総則規定」
「第２節 利用者の権利」に規定されていることからも垣間
見ることができる（
, p.111）
。

, 2009 を参照。

CNSA, Bilan des appels à projets medico-sociaux des ARS,
Année 2014, 2015（ http://www.cnsa.fr/accompagnementen-etablissement-et-service-loffre-medico-sociale/lescreations-de-places/la-procedure-dappel-a-projet）
J.-M. Lhuillier ,

R. Janvier et Y. Matho,

, pp.156-157
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＊18

J.-M. Lhuillier,

＊19

R. Janvier et Y. Matho ,

, p.230
,

, p.120
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図２ 道具箱としての計画
施設・サービス計画
入所手引

入所契約 又は

（＋権利・自由憲章）

個人給付文書
個人的関係
集団的関係
社会生活評議会

運営規則

（その他の参画形態）

（出典）R. Janvier et Y. Matho , Comprendre la particiaption des usagers dans les organisations sociales et médico-sociales , Dunod , 2011 , p.110

拭）が指摘されている*20。すなわち、権利の実効性を確

入所手引の法的意義としては、

保し、不適切処遇を防止されることである*21

①施設への指導監督の際に提示が求められる義務的文
書であり、虚偽記載や義務不履行の場合には制裁措置

また、入所契約の性格については、売買のように１

があることや、

回限りの給付で終了する附合契約（contrat d'adhésion）

②その他、損害賠償請求の際の証拠文書となり得るこ

ではなく、給付が提供される中で徐々に遂行される類

とが挙げられる。

の継続的契約（contrat à exécution successive）である
のが特徴である*22。この点、判例（Cass. civ. 3e, 1 juillet

２）入所契約等（CASF.L.311- ４）

1998, no 96‑17515）は、老人ホームへの入所計画につい
て物の賃貸借契約（louage de choses）としての性格を

利用者等の参加の下で給付の目的及び性格に関して、

次のように否定している。

「入所契約（contrat de séjour）」の締結又は「個人給付

「高齢者を老人ホームに入所させ､ 居住及び社会・医

文書（document individuel de prise en charge）
」の作

療に関する給付を提供することによる契約は、物の賃

成が義務付けられる。

貸借に関する民法の規定に服さない．．．」

なお、呼称としては、入所期間が２ヶ月以上で合意
が成立した場合が入所契約で、それ以外が個人給付文

しかし、入所契約の性格に関する判例は確立してお

書となる（CASF.D.311）。さらに、障害者の就労支援の

らず、労務賃貸借契約（louage de services）との説な

場合には、就労支援・援助契約（contrat de soutien et

どがある*23。

d'aide par le travail）と呼ばれる。なお、高齢者施設の
場合には、入所契約は原則無期限だが、有期契約の場
合にも、６月を超えた連続入所により無期に転換する
（CASF.L.343‑2）
。
この契約の意義については、契約を通じて、利用者
とサービス提供者との力関係の不均衡を是正すること
（キリスト教の伝統に根差した恩恵的な慈善の色彩を払

19



＊20

R. Janvier et Y. Matho,

,

＊21

R. Janvier et Y. Matho,

,

＊22

R. Janvier et Y. Matho,

＊23

J.-M. Lhuillier,
, p.158. なお、2011 年 10 月 27 日ナ
ント控訴院判決（CAA de Nantes, 27 octobre 2011, no
10NT02061）は、高齢者向け医療付住宅を提供している株
式会社に対する課税標準に入居者の居室部分を含めるか否

,

pp.66‑67
, p.57
, p.125
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留意すべき点としては、公立施設への入居は、契約

⑤解約に対する権利

関係ではなく規律に服すると解されているものの、入

⑥家族関係の尊重に対する権利（CASF.L.311- ９（家庭

居者との契約が、行政が契約の相手方に監督権等を有

生活に対する権利））

することになる行政契約には馴染まず、その法関係は

⑦保護に対する権利（例えば、秘密の保護、安全等の権利）

画定していない*24。

⑧自律に対する権利（例えば、外出の自由、私物の保
有の権利）

３）権利・自由憲章

⑨予防及び支援の原則（例えば、支援のマイナス面の

（charte des droits et libertés）

防止（家族関係））
⑩入所者に付与された市民権の行使に対する権利

尊厳等の個人の人権を保障するための規範とし
て､ 2003年９月８日付省令として制定（CASF.L.311‑4）

⑪宗教行為に対する権利

されており、その内容は､ 以下のとおりである。

⑫人の尊厳及びその親密性の尊重（CASF.L.311- ３（人

①差別禁止の原則（1789年人権宣言等）

の尊厳及び完全性の尊重）
）
この憲章自体は、一般的･象徴的な規定だとしても、

②適切な給付又は世話に対する権利（.CASF.L.311- ３
（伴
走型支援による個別対応））

新たな利用者に対して、専門家が履行すべき事項を確

③情報に対する権利（CASF.L.311- ３（給付に関する情

認させる機能を有している。また、施設等の利用者へ

報へのアクセス権））

の支援という関係に加え、法的な関係性の存在を意識

④自由な選択、インフォームド･コンセント及び人の参

させる契機ともなる*25。

加の原則（CASF.L.311- ３）

４）運営規則
（règlement de fonctionnement）
かに関連して、次のように判示する一方で、会社は居室の
管理権を有し、空室の場合には一時入居者を受け入れるた
めに使用していることなどを理由に課税標準への算入を認
めた。
「施設の入居者は、入居の提供に加え、入居契約によ
り生活、入院、パラメディカル又は娯楽といった付随的サ
ービスの提供を受けており、これらの給付の性格及び射程、
労務賃貸借契約としての性格を有すること及び原告の訴え
とは異なり､ 上記租税一般法典第1469条の規定の意味での
賃貸借に当たらないことに鑑みると、会社の活動は､ 家具
付居室の賃貸借に限定されていない。
」
＊24

施設等の運営の一般規則を明確化することにより、
弱い立場にある利用者の権利保障、集団生活の規律の
確保、不適切な処遇や紛争の防止等の役割を有する
（CASF.L.311‑4 et L.311‑7）
。これは、民主的な入所生
活の保障、つまり利用者の権利の裏返し（contrepartie）
である*26ことから、施設等の理事会等が決定する前に利
用者及び職員の意見を聴く必要が出てくる。

契約関係を否定する判決としては、2001年５月30日ナンシ
ー控訴院判決（CAA de Nancy, 30 mai 2011, no 10NC01016）
が、
「上記L.311‑4条が入居契約又は個人給付文書の作成を
規定しているとしても、それは病院センターに付属する医
療・社会施設への入所者を当該施設との関係で契約関係に
置く目的及び効果を有するわけではない。従って、A氏が
入居契約を締結せず、A夫人が同意しないという状況だっ
たとしても、かかる状況により発生するフォルゴット入所
施設への入所のための費用をジェラドメール病院センター
が請求する権利には影響はない。
」と述べている。契約関係
を前提とする判決としては、2010年３月９日ボルドー控訴
院判決（CAA de Bordeaux, no 09BX01402）が、高齢者入
所施設（EHPAD）に関して、契約締結を義務付けている
規定を「本事案に適用される社会事業及び家族法典L.342‑1
条に照らし、
」と援用している。

法的性格との関係では、事故等が発生した場合に裁
判官が運営規則に拘束されるわけではないが､ 判断の
際の参考となるとされる*27

20



＊25

R. Janvier et Y. Matho,
,
, p.118. 2015
年法により、
社会事業･家族法典L.311‑3に往来の自由
（liberté
d'aller et venir）が明記されるなど、法典上も諸権利の明確
化が図られている。

＊26

J.-M. Lhuillier,

, p.240

＊27

J.-M. Lhuillier,

, p.248
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員として参画するが（CASF.L.315-10）
、私立の場合には、

（３）専門家（personnes qualiﬁées）へ
の申立

そのような規定はない。
法的には、評議会は、施設の日常の運営・活動等に

施設等と利用者との関係の均衡を確保し、利用者の

係る事項の範囲での諮問機関（意見具申等）であって

権利実現に必要な支援を行うため、利用者は、行政当

決定機関ではない。ただし、施設の運営規則、施設・サー

局が作成するリストから専門家（有資格者）を選任す

ビス計画の作成の際には､ 評議会への付議が義務付け

ることが可能である（CASF.L.311- ５）。なお、医療の

られている。

場合には、利用者との関係及び給付の質に関する委員
会（CRUQPC）がこれに相当する。また、障害者の権

（５）施設・サービス計画
（projet dʼétablissement ou de service）

利保障については、県障害者センター（MDPH）
、その
下での障害者権利自立委員会（CDAPH）が別途設置さ
れている*28。

施設・サービス事業者は､ 活動の調整・連携並びに

この制度の特徴は、申立に基づき介入する専門家の

活動及び給付の質の評価、更に組織及び運営の方法等

通報・報告先は、行政当局（必要があれば、司法当局も）、

に関する目標（期間最大５年）を策定することになっ

利用者本人又は代理人であり、施設長は法律上は対象

ている（CASF.L.311‑8）
。これは、将来に向けた施設等

となっていない*29。その点では、当該専門家は、当事者

の行動計画としての意義を有する
法的には、計画作成は、施設認可の条件となるなど

間の調停人やオンブズマンではなく、その性格には曖
昧さが残るとされる*30。

法的義務である。この場合、施設･サービス計画も、階
層化された各種計画の中の一つであり【図３参照】､ 階
層性の制約の下で整合性が求められながらも一定の裁

（４）社会生活評議会
（conseil de la vie sociale）

量はある。

図３

利用者による施設等の運営への参画を目的として、

各種計画の階層性

施設等に社会生活評議会等を設置することになってい

法人計画

る（CASF.L.311‑6）
。なお、施設等職員の運営参画に

施設計画

ついては、施設技術委員会（comité technique d'étab-

サービス計画

lissement）が別途存在している（CASF.L.315‑13）。また、

介入単位計画

公立の施設の理事会の場合には、利用者の代表も構成

個人別計画

＊28

＊29

＊30

永野仁美（2013年）
『障害者の雇用と所得保障』
（信山社）
207‑211頁
法案の当初案では､ 施設等と利用者の間の紛争は常に何れ
かが悪いわけではないことから、両者を調停する調停者の
機能が想定されていたが、議会での審議の結果、利用者の
弁護人の立場に立つ専門家の仕組みが導入され、利用され
ない中途半端な制度に止まることになったとの評価がある
（J.-F. Bauduret,
, p.28）
。
J.-M. Lhuillier,

（出典）R. Janvier et Y. Matho ,
,
Dunod , 2011 , p.113

, p.210
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ある。

（６）複数年契約（CPOM）

また、評価には､ 内部評価（évaluation interne）と
社会保険における関係者間の契約的手法の流れは、社

外部評価（évaluation externe）がある。

会事業にも拡大している。具体的には、2009年のHSPT

１）内部評価（CASF.L312- ８）

法により、地方医療庁（ARS）及び国の権限に属する
施設も含め、一定規模の施設について目標・手段複数

評価の結果は、５年ごとに認可当局に報告する義務

年契約（CPOM）が義務化された（CASF.L.313‑12）
。

がある（複数年契約を締結している施設等は契約の更

当該契約の目的は、５年の範囲内で設定される契約

改時）。

当事者の義務の履行と必要な手段の保障を通じた社会

評価の目的としては、①活動の価値及び処遇に関す

及び医療・社会組織計画により規定された目的の実現、

る議論の喚起（プロセス）、②指標に基づく目標との乖

施設・サービス計画の実行、更に社会及び医療・社会

離に関する集団的評価の実施（アウトカム）、③質及び

事業に関する連携といった点にある。

効率性の改善のための優先事項の決定（PDCA）が挙げ
られる。
評価の効果としては、監督機関による指導監督、不

６．権利性の実定法による担保

適切処遇等に関する争訟の際の考慮要素となることで
ある。

（１）権利の担保手段

２）外部評価（CASF.L.312- ８）

利用者の権利保障の方法としては、①外部評価・内

評価は、認可の有効期間（15年）の間に２回実施す

部評価、②権利侵害防止措置、③行政当局による監督

る必要がある。この場合、１回目は認可後７年間に、

がある。これらについて、以下詳述する。

また、２回目は認可の更新の２年前までに実施する必
要がある。
評価の効果としては、認可当局が、外部評価に照ら

（２）評価制度*31

して､ 必要な場合に認可を黙示の更新ではなく、更新
医療分野の認証（accréditation）制度と異なり、社

手続を踏ませることを義務付けることができることで

会事業分野は評価（évaluation）制度が導入された。両

ある（CASF.L.313‑5）
。また、更新手続を求めることに

者の違いは、①認証がアプリオリな分析であるにの対

より、評価が芳しくない施設等の認可の更新を拒否す

して、②評価はアポステリオリな分析だという点にあ

る契機としての意義もある。なお、許認可権限は、外

る。類似制度としては、③確認（certiﬁcation）のように、

部評価機関ではなく認可当局に留保されており、その

基準適合性の判断手続もあり、社会事業分野では、評

点で外部評価と認可の関係を整理することができる。

価に代えて確認機関による確認（certiﬁcation）も可能

３）内部評価と外部評価の関係

となっている（CASF.L.312- ８）
。このほか、④マーク
（labellisation）のように、製品に対する品質保障の印も

外部評価は、内部評価の真正性、内部評価の結果及
び改善効果の評価による確認、将来への改善提案等を
目的している（Annexe 3‑10 du CASF）
。従って、外部

＊31

J.-M. Lhuillier,

評価は評価の評価であり、両者は一連のものである。

, pp.139‑143
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秀和

の障害者（handicap）法、2007年の児童（enfance）関

（３）虐待等の権利侵害防止

係法
以上の利用者の権利保障は、特に不適切処遇の防止

② 横 断 的・ 組 織 的（transversales et organisation-

（notamment de prévenir tout risque de maltraitance）

nelles）
：2002年の社会及び医療・社会事業改革法（loi

を念頭に置いた措置である（CASF.L.311‑4）
。それだけ

2002- ２）、2009年の医療改革法（loi HPST）

に､ 虐待等の防止は､ 権利保障上も重要となる。

に分かれる。

不適切処遇の防止のための措置としては、①通報制度

契約化、計画化、評価制度など多様な内容を含む改

（通報機関（CORRUS）、児童虐待の専用電話（SNATED）

革だが、各改革法の目的としては、

等、情報の分析制度（PRISME））、担当官の配属、関係

①社会的統合の実現

機関の連携ネットワーク、②刑事罰、専門職に関する

②弱者保護と同時に連帯による権利及び市民権の助長

懲戒制度等の強化、③刑事罰等を受けた者の施設等へ

③日常環境での支援への資源の集中投下

の就労の禁止が挙げられる。

④適切な処遇及び給付の質の保証

不適切処遇を通報した職員・専門職に対する保護と

⑤支援の個別化・個人化

しては、①公益保護として、雇用に関する不利益措置

⑥（人的・財政的）投入資源の効果及び適切利用を確

を禁止（CASF.L.313-24）、②職業上の秘密に関する義

保するためのプロセスの厳格化

務の解除がある。

を志向する点では、何れの改革も共通している。

（４）行政当局による監督

（２）とりあえずの示唆

施設等の認可を行った行政当局が監督権限を保有し

契約化は、利用者を対等な当事者（主体）として処

ている（CASF.L.313-13）。ただし、県知事は､ 一般的

遇の実施過程に組み入れることにより、利用者のニー

な監督権限を留保しており、認可当局の権限行使の適

ズに応え、権利を実現する手段である。その場合、利

法性を監督することが可能である（CASF.L.313-13）
。

用者の権利の実現手段に関しては、日仏通じてほぼ同
様の発展過程を辿っている印象を受ける。ただし、我
が国の社会福祉法制が事業規制法としての色彩が強く､

４．まとめ（我が国への示唆）

契約の存在を前提としながらも､ 基本的に契約を明文
上位置付けていないのと異なる。
また、外部評価については、その法的位置付け・効

（１）一連の改革の特徴*32

果を明確化する必要がある。この点、行政による指導
監査が最低基準の遵守の担保（＝最低水準）であった

1975年法によって基礎が構築された福祉施設・サー
ビス法制に関連する一連の改革は、

のに対して、外部評価は質の向上（＝最適水準）を目

①対象集団別（populationnelles）：1998年の社会的排除

指すという位置付けられる*33。その限りでは、法的効果

対策法（LCE）、2001年の介護給付（APA）法、2005年
＊33

＊32

J.-F. Bauduret,

, pp.57‑65
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が重層的な良質保障システムの形成、発展を目標とするこ
とについて、石田道彦（1999年）
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は限定的・曖昧でもある。しかし、認知症グループホー
ム（2002年˜）
、 社 会 的 養 護 関 係 施 設（2011年˜） の よ
うに外部評価が義務化される動きもある。これは、そ
れぞれ多様な主体の参入に伴う事前規制の困難性、虐
待等の防止などを背景とするものである。そうなると、
外部評価が質の向上の第一義的責任を負う施設等の自
主的な取組に委ねられるという当初の目的を超える法
的効果を検討する時代が来る可能性がある。その点で
は、評価の受審を認可及びその更新の条件として組み
込んだフランスは一つの参考となる。
最後は、契約化と質・効率性の確保の両立の問題であ
る。契約は関係の対等性を前提とする仕組みであるが、
情報の非対称性等がある準市場である福祉分野におい
ては、対等性を確保・補完・補強する工夫が必要とな
る。我が国でも様々な手法が導入されているが、社会
福祉法と福祉各法に分散し､ 体系性に欠ける嫌いがあ
る。フランスにおいて導入された様々な取組は、今後
の体系化のための参考としての意義を有するであろう。

三者評価の意義と課題」季刊社会保障研究35巻３号285‑294
頁を参照。
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韓国における 50 プラス世代の支援と課題
― 釜山広域市の事例を中心にして ―
高齢ユニット 客員研究員
韓国釜山福祉開発院 政策研究部 研究員

趙 美貞
を超えることになる。高齢化の急速な進行は様々な社

キーワード：50 プラス、ベビーブーマ世代

会的問題を示しており、その中心になる世代の支援政
策としてベビーブーマ世代、あるいは、50プラス世代²

Ⅰ.

研究の背景と目的

の支援政策が注目されている。
ベ ビ ー ブ ー マ ー 世 代（Baby Boomer） は、 韓 国 で

2015年 現 在、 韓 国 の 総 人 口 は5,107万 名 で2010年 の

は1955年から1963年の間に生まれた人口集団を呼ばれ

4,971万名に比べて136万名（2.7％）が増加し、年平均

る用語として、その起源はアメリカのベビーブーマー

0.5％が増加した（韓国統計省）
。2015年の高齢者扶養比

世代から始まった。社会的に使えるベビーブーム用語

は18.1名で、生産可能人口（15歳〜 64歳）の5.5名が高

の起源は、第二次世界大戦が終わった直後の1946年か

齢者１名を扶養している。期待寿命などによる高齢者

ら1964年の間にアメリカで生まれた集団を指すもので、

扶養比は、1975年以降からますます増加し、その増加

当時の合計出産率が3.0以上であったコホート世代を意

速度は1995年以降から一層早くなると予測されている。

味しており、この現象はアメリカだけでなく、いくつ

特に、釜山広域市の高齢化率は14.6％で高齢社会に入

かの国でも発生した。日本の場合は、団塊世代と呼ば

り、2022年には超高齢社会に進入すると予測されてい

れる1946年から1949年までに生まれた集団で、その規

る。釜山市のベビーブーマー世代¹の中で1963年の出生

模は約680万人で全人口の５％程度である。韓国のベ

者が65歳になる2028年の高齢化率は27.2％で超高齢社会

ビーブーム世代の人口規模は全人口の14.6％であり、ア

表１ 65 歳以上における人口増加の速度
区分
高齢化社会
（７%）
高齢社会
（14%）
超高齢社会
（21%）

進入年度
％
進入年度
％
進入年度
％

全国

佂山

ソウル

デグ

仁州

廣州

大戰

蔚山

1998

2002

2005

2003

2006

2005

2006

2011

7.0

7.0

7.1

7.0

7.3

7.0

7.2

7.1

2017

2014

2019

2018

2022

2022

2022

2023

14.0

14.0

14.0

14.2

14.7

14.1

14.5

14.3

2025

2022

2027

2025

2028

2030

2029

2029

20.0

20.6

20.5

20.0

20.5

20.2

20.3

20.4

資料：勧告統計省（1995˜2030）
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表２ 韓国と外国のベビーブーマー世代の人口規模
はない。
年度
出生
年度
人口
規模

韓国

日本

アメリカ

1955〜1963年

1946〜1949年

1946‑1964年

712万名

680万名

7,700万名

（全体人口の14.6%）

（全体人口の５%）

（全体人口の30%）

彼らは様々な成長背景を持っているが、＜図１＞の
ように、出生から今までのベビーブーマ世代が経験し
た社会文化、社会経済的な変化を中心にその特徴をま

資料：現代経済研究院（2009）

とめてみると、①準備のない引退と再就職、②過密な
競争の教育、③経済成長と危機の主役、④生産-消費-文

メリカのベビーブーム世代は、以前の世代に比べて仕

化の中心世代などの４つの軸で説明することができる。

事中心的であり、肯定的な姿で社会変化の中心グルプ

しかし、彼らは親の世代と子供世代を手伝うことに
よって本人の老後の準備は不十分な状態であり、50代

として評価されている。
具体的に、韓国のベビーブーマ世代は、研究によっ

初中盤に引退して年金受給や老人福祉の対象者となる

て若干の差があるが、1955年から1963年の出生者を１

65歳まで長くは15年間収入がない状態に留まる可能性

次ベビーブーム世代とし、1969年から1975年生まれ、

が高い。このことは、釜山地域のベビーブーム世代の

あるいは、1968年から1976年の出生者を２次ベビーブー

実態調査（2012年）の結果、彼らの老後準備は住宅一

ム世代と見なす。１次ベビーブーム世代が約712万人か

軒がほとんどであった。
中央政府と地方政府の支援政策を継続に提示してい

ら715万人程度である。
韓国のベビーブーム世代は、経済成長と変革を導い

るが、引退準備に関わるプログラムや参加機会が大企

た世代として、特別な社会的意味を持った人口層であ

業を中心に行われており、50プラス全体が体系的なプ

り、ベビーブーム世代の経験や価値は様々な社会的な

ログラムを利用するには限界がある。また、生涯再設

影響力を持っているという点で、ベビーブーム世代に

計支援を提供する機関も制限されており、プログラム

関する検討は重要なことであり、私たちの社会が直面

も一回のトレーニングが多い。
雇用不安による引退時期はもっと速くなり、寿命は

している少子高齢化に関する問題の解決策とも無縁で

図１ 韓国のベビーブーマ世代が経験した社会 · 経済的な変化
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増加した100歳時代のなかで、50プラス世代は退職後も

美貞

２. 調査対象

50年をより生きていかなければならない。より生きて
いかなければなら時間を50プラス世代がどのように迎

本研究は、以上の研究目的に基づき、最も多くの情

えるべきかは、これからの私たちの社会の最大課題で

報を持っていると判断される対象者を選定することと

あると考える。以上を踏まえ、本研究では、50プラス

した。FGIの対象は、釜山地域の行政、公共機関、民間

世代の現況と特徴を把握して釜山地域の50プラス世代

機関、学界の専門家の10名である。

の支援とその課題点を明らかにし、今後の政策方向を
提示することを目的としている。

３. 資料収集と方法
FGIの実施は、2016年８月１日から31日（１ヶ月）ま

Ⅱ. 釜山地域における50プラス世
代の支援の課題：FGI分析結果
を中心に

で行われた。１回の時間は２時間程度であった。
本調査では、仕事領域と余暇および境貢献の二つの
領域に分けて行った。仕事領域では、①「50プラス世
代にとっての仕事の意味」
、②「在職中の経歴管理、生
涯再設計教育の支援と問題点」、③「転職支援に必要的

１. 調査概要

な支援内容と課題」、④「再就職の支援の環境的阻害要
因」、⑤「老後準備のための社会的支援システム」
、⑥

釜山地域の50プラスに対する支援現況と課題などの
実態を把握するために、50プラス世代の仕事、余暇及

「自治体・提供機関における調整・協力」である。また、

び社会貢献の領域に関連した専門家や実務者を対象に

余暇および境貢献の領域では、①「生涯再設計及び生

FGIを実施した。その理由は、50プラス世代の支援には

涯教育の機能、役割」
、②「教育進行、内容、教育の実

労使発展財団、雇用安定センター、各自治体の仕事支

効性、改善課題」
、③「社会貢献の活動、ボランティア

援センター、職業教育などの提供機関や支援内容の多

活動」、④「職能団体や職能クラブの支援」、⑤「運営

様性と複雑な要因などが結合されている。

上の難しさ、必要な支援」などについて半構造化され

これらを把握するためには、量的研究では表面に示

た質問項目を用いた。実施にあたっては、研究内容と

された部分しか調査ができないため、深層的に現在の

は関係のない会話の進行を最小化するために、事前に

課題や新たな課題の提示に対して理解することには限

質問と関連した内容を参考するように依頼した。また、

界がある。従って、本研究は、50プラス世代に支援を

質問内容は、対象者の事前の同義を得て、ICレコーダー

提供している関係者の観点から具体的な問題点や今後

を用いて録音した。

の課題を把握するために質的方法を用いた。

表３ 調査対象者
区分

性別

所属

区分

性別

所属

A

女

公的機関 専門家

F

男

公的機関 専門家

B

男

公的機関 専門家

G

女

民間機関 専門家

C

男

公的機関 専門家

H

女

民間機関 専門家

D

女

民間機関 専門家

I

女

公的機関 専門家

E

男

行政機関

J

男

学界専門家

公務員
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分析結果

１）50プラス世代の職務経験及び専門性
活用の不十分

本研究における構成内容は、表のように27項目を抽
出し、５つのカテゴリーに調整した。

韓国のベビーブーマー世代の大量引退により専門性

５つのカテゴリは、【 職務経験及び専門性活用の不十

を持つ対象者は増加する現実の中で、50プラスの職務

分 】【 比較的仕事に集中 】
【 仲間支援組織など疎通機

経験や専門性を活かす機会は多くない。また、50プラ

構の不在 】
【コントロールタワーの不在 】
【 再充電·再

スたちの経歴管理のための様々な生涯再設計の支援プ

跳躍のための場の不在 】であった。なお、FGIの内容

ログラムが行われているが、彼らを専門的に支援·連携·

については対象者の言葉をできる限り示し、固有名詞

モニタリングできる支援には限界がある。

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。

現在の退職を控えた50プラスに対するキャリアの
管理が必要である。本人のキャリア管理をどのよう

表４ FG 分析結果の概要
カテゴリ

に実質的にしていくのか、やっていけるように支
援するかについての悩みが必要（参加者I、参会者D）

内容
再跳躍のための経験と専門性の活用

職務経験及び
専門性活用の不十分

比較的仕事に集中

退職の前後の経歴管理
生涯再設計に対する情報提供

人材をチーム別に構成して教授や教職員、公務員、

適合職種の開発及び管理
職能団体·職能クラブの支援

また、現場の製造業分野など、構成されたチームが

再跳躍のための体系的な教育P/G

現場に必要な要素ごとに、中小企業はコンサルティ

地域社会の問題に関心

ングをしてくれる役割が必要である。そのような部

社会貢献の活用

分において高位職や退職者の方々を社会資源とし

生涯学習及び余暇·文化
様々な社会参加

て見て、この人を管理することができる人材セン

仲間支援組織の構成

ターが必要ではないか？（参加者I）、その中で、彼

アイデアバンクとして活用

らがコンサルティングをする。しかし、この活動

仲間支援組織など

当事者及び地域の関心

疎通機構の不在

理解関係機関及び組織との連携協力

をボランティア概念で表示するか、また、専門的
な技術とノウハウは価値がある。

情報共有及び情報伝達

（参会者H）

多職種·多領域の参加誘導

このことは、退職前に50プラス世代がこれまでの経

情報の総合体としての中心的機能
関係近刊のコーチング役割
コントロール
タワーの不在

験と業務の専門性などのチェックが必要であり、現役

情報の共有及び統合
対象者分散の役割

で地域社会に移行する前の段階で体系的な支援が何よ

機関間の理解及び連携調整

りも重要であることを意味する。また、最終的には、

役割の整理及び実績

第２セクター（労働市場）で得られた仕事の経験と専

実務委員会の構成

門知識を第３セクターである地域社会にどのような形
再充電·再跳躍
のための
場の不在

生涯再設計の仲間役割と機能
再充電·再跳躍のための空間

で補給させることができるのかについても検討が必要

共同体的空間

である

総合的な相談窓口
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仕事や一定規模の会社に所属している正規職として働

２）比較的仕事に集中

くという認識が強く、経済的なツールでありながら心
釜山地域の50プラス世代の支援は、ほとんど仕事に

理的満足度と報酬を与える一つのツールとして考える

集中されている。しかし、実質的に彼らは、退職後に

傾向が強い。しかし、退職後の仕事は、退職前の経済

どこに行けばいいのかという気持ちに対しアシスタン

水準や処遇を期待するには限界がある。

トが必要である。仕事に関わる教育と支援は、どこか
らどこまで必要なのかについて考えなければならない。

３）仲間支援組織など疎通機構の不在

一方的に職業訓練や就職支援、創業支援などを支援す
ることに留まるのではなく、教育支援以降の段階をど

50プラス世代のニーズに合わせた支援につなげるた

のように捉えていくのかについても考えなければなら

めには、釜山地域の雇用、社会貢献、生涯学習、余暇・

ない。

文化などに関する様々な中間支援組織が必要である。

退職後の方が、その前に何を準備すべきかはよく

50プラス世代における支援機関の協議体や中間支

知らず、退職後の準備するのはあまり情報もなく、

援組織などを構成し、今後、釜山市が生涯再設計

現実的な認識も低く、雇用市場がどう変化するか

支援センターを推進する時に、協議体や中間支援

もしれないし、このようなことを退職後に準備す

組織をアイデアバンクとして用いることができる。

るには本人が何を準備するればいいのかよくわか
らなし、格差がある。

（参加者J）

（参加者I）

50プラス世代は、将来のために具体的なビジョンを

釜山市が長老年仕事センターを設置する予定である

描くことに漠然たる不安や困難を感じている。従って、

が、率直にうちのセンターのプログラムと重複する

自分の理解に基づき、人生の後半を豊かなものにする

可能性が高い。しかし、このことを各機関の情報

準備への様々な要素の点検が必要である。

をどこで、どのように、どこまで公開することが
できるかも課題（参加者A）
、50プラスは、新しい

転職教育のために現場で50プラス世代に会ってみ

福祉領域であるため、相談マニュアルや情報提供な

ると、彼らには、仕事に対する概念だけでなく、学

どから開始し、関連機関と情報共有をしていかな

習、レジャー、趣味、ボランティア、社会貢献な

ければならない。情報が多くなると釜山市がスペー

どを含む全般的な教育を通じた認識転換が必要で

スを作り、そのシステムを作っていくと考える。

ある。

（参加者J）。

（参加者I、参会者D）

このことは、退職前の段階から退職をどう受け入れ

50プラス世代には、様々なプログラムや提供機関との

るか、また、現役での仕事と退職以降の仕事に対する

連携協力が必要である。つまり、雇用と福祉は、長老

認識の変化が必要である。つまり、キャリアの変化な

年仕事センターや雇用安定センターを中心に行われてお

ど生涯再設計の教育を通して、プロの世界と労働市場

り、生涯再設計の教育と職業・教養教育、転職支援な

が変化しており、引退後の仕事の概念を変化させる必

どは、生涯教育院と労使発展財団を中心に推進されて

要がある。まだ自身の社会では、
「仕事」とは、生計の

いるため、提供主体はもちろん50プラス世代を支援に関

29



東洋大学／福祉社会開発研究

9号（2017年3月）

わった他の機関との連携・協力が何よりも重要である。

５）再充電·再跳躍のための場の不在
新しい跳躍と持続的な発展のためには根本的な変化

４）コントロールタワーの不在

と構造的な改革が必要である。
50プラス世代に関わって、現在、支援されている雇
用労働部、保健福祉部、健康保険公団などの既存の支

50プラスは、単純な情報と雇用の連携は、雇用セ

援事業の総量と整理が必要である。

ンターがしてもいい。雇用センターは、情報提供の
役割である。しかし、彼らの専門性と力量を継続

コントロールタワーは、直接サービスを提供する

的に管理する必要がある。これが既存の支援とこ

のではなく、一度ベースになる機能がdata keeper

れからの支援の差別点であると考える。また、情

である。ポータル活用、相談など対象者が支援期

報提供や相手と相談できる場所が必要である。長

間を経れば、どこで、どのようなサービスを受け

期的には必ず集まることができる彼らのスペース

ることができる情報を提供する基盤が重要である。

が必要である。

（参加者E、参加者F）。

基本的には、情報を統合して、対象者の分散の役
どうしても人生後半の50プラスには、少なくとも職

割が必要である。（参加者C、参加者D、参加者J）。

業が３〜４個はなければならない。このことは、どう
人生後半を設計していくのかもつながるところである。

既存の機関と新しい機関との重複する可能性がある
ため、これに対する機関別の情報共有や役割分担、協

そのためには、当事者とのコミュニケーションはもち

力の機能を支援する総合的な拠点機能が何よりも優先

ろん、これらを議論し、システムを作られていくコミュ

しなければならない。

ニティスベースが必要である。
50プラス世代が再就職や転職のために、主に就職サ

支援を現実化できる多様なグループや会議を作り、

イトやワークネット、明日の学びカード、労使発展財

まずは、初期段階ではソウルのように物理的な大

団の就職サイト、ジョブコリア、スカウト、人、イン

きなスペース作りが難しい場合は、プラットフォー

ク、韓国貿易協会、経済人総連中高年雇用希望センター、

ムの機能があればいいと考える。地域の大学を活

雇用福祉プラスセンター、就職フェア、地域の雇用関

用するのも良い。

連サービス、ヘッドハンターなどがあった。また、新

（参加者J）。

聞や各種広告、特定の職務に特化した情報サイトなど
が用いられている。

50プラス世代の支援策は、システム的ではなく、そ
れぞれの提供機関別、事業別の散発的に行われている

社会経済的な位置や状況に応じてほとんどの50プラ

ことがわかる。需要者が、個別の情報とサービスを見

スは、安定した収入と雇用のために再就職・創業に関

つける実情である。50プラスたちには、どこに行くと

連する活動をすることを望んでいる。比較的に、経済

いう終着点ではなく、第２、第３の人生をどう広げて

的レベルが低く、退職が生計に影響を及ぼす50プラス

いくのかのプラットフォーム機能が必要であり、その

世代ほど再就職や創業のニーズが高い。それでも、こ

ためには総合的かつ体系的なプラットフォームが必要

れらのことを解決し、再構造化させていく場は、それ

である。

ほど多くないと思われる。
一つの商品を作るのに最小限の時間が必要である。
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るものと提示している。

少なくとも20 〜 30年の現役生活をしてきた50プラス世

第二、教育、雇用、余暇、財務、生涯再設計などすべ

代が自分の経験を振り返って、改めて再跳躍するため
には、少なくとも準備期間と熟成の時間が必要であり、

てのプランを総合的に相談し、支援することができる

そのためのスペース作りが何よりも優先すべきである。

ポジショニングが必要である。50プラス世代を支援す
るプラットフォームの設立は、行政の効率化を図って
サービスの専門性を向上することができる。特に、需

Ⅳ.

今後の政策方向

要者の立場では、サービスの利用へのアクセスの強化
と既存の雇用労働部の雇用センター、高齢者人材銀行、

本研究では、50プラス世代の現況と特徴を検討する

保健福祉部が支援しているの老人会の就業支援セン

とともに、釜山広域市の支援課題と今後の政策方向を

ターとシニアクラブ、そして、各自治体の支援センター

導きだすために、韓国釜山市で50ブラス世代の支援に

などを連携・調整する役割と機能をすることができる。

関わっている専門家を対象とするFGI調査を行い、その

また、労働市場、雇用や高齢者の雇用を連携すること

内容を分析した。

ができ、新たな雇用の発掘はもちろん、50プラス世代

このような結果を踏まえ、今後の50プラス世代の支

の雇用を創出する可能性も高くなる。何よりも雇用と

援課題と今後の政策方向を提示すると次の通りである。

福祉の政策の隙間にある対象者の支援もできると考え
る。

第一、50プラス世代は、支援を必要とする対象では

第三、50プラス世代に当たっては、雇用政策の活性

なく、社会の重要な資源として認識する必要がある。
50プラスの自らが本人の課題を解決できるように支援

化が最も重要な政策であるのは当然であるが、老後の

することが必要である。金（2012年）によると、ベビー

所得保障、健康、社会参加、社会貢献、生涯学習など

ブーム世代を政策の受益者として考えることではなく、

どちらかも重要な政策である。特に、第２の人生設計

釜山の成長動力となる重要な人的資源という強みがあ

は、単に50プラス世代だけでなく、早期退職など現実

る。そのような観点から政策代案の提示されと、独立

的な実態を反映する必要がある。中央政府や自治体の

的かつ積極的に自分の将来を計画しているベビーブー

政策は、既存の政策との重複を避けるために、年齢的

ム世代と地域社会の両方に肯定的な効果をもたらすこ

区分を厳格に適用しているが、これに対する批判も多

とができると提案している。つまり、ベビーブーム世

い。また、保健福祉部に高齢者の雇用を担当する老人

代に社会参加の機会を拡大することにより、自分のキャ

人材開発院があるように、雇用労働部も雇用を担当す

リアを社会的に用いることができ、社会的には有能な

る独自の組織を構築いるため、それらを相互連携して

人的資源を持続的に社会の発展に活用するということ

協力すれば政策対象のサービスも隙間なしで提供する

である。

ことができると考える。
最後に、定年の延長と再就職は根本的な解決策ではな

また、南（2016）は、ソウル市の50プラス政策の最大
の特徴であり、差別化として、当事者の運動（movement）

い。誰でもいつかは引退をすることになる。人材と技

を標榜しながら、当事者中心の運動が新たなイシュと

術の断絶の問題を解決するより根本的な解決策は、継

して注目されており、当事者運動は、基本的には「自

続的に生産技能職の人材が入ってきて、熟練した機能

分の問題は自分が解決する」という自分たちの生活を

人材を育てていく戦略を開発することである。すなわ

向上させるために、権利を守るために、地域の一員と

ち、健康を損なわずに興味を持って働くことができる

して仕事をするために自らに結束して解決策を模索す

労働環境を調整することが必要である。特に、機能人
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雇用労働府（2014）「2014年長年層の勤労及び求職実態調査」
雇用労働府（2015）「雇用創出の解決策、新職業の場所に」
雇用労働府（2015）「賃金ピーク制の助成金業務処理指針」
南サンホ（2011）「わが国のベビーブーマ世代における資産保
有の現況と示唆点」韓国保険社会研究院.
三星経済研究所（2010）「ベビーブーマ世代の引退の波及効果
と対応法案」
統計省（2010a）「人口住宅総調査」
統計省（2010b）「市道別の推計人口」
統計省（2013）「社会調査」
統計省（2014a）「釜山市社会調査」
統計省（2014b）「地域別雇用調査」
統計省（2015a）「地域別雇用調査」
統計省（2015b）「釜山市社会調査」
統計省（2015c）「住民登録人口」
統計省（2016b）「2016高齢者統計」
統計省（2016c）
「地域別雇用調査」

材の場合、社会貢献やボランティアを経験する割合が
低く、彼らが経験する機会もあまりない。現在、社会
貢献型で育成されている場合も機能人材がすぐにその
仕事を行うには難しい状況である。
例えば、相談や文化遺産解説業務の場合は、機能人
材がすぐに活動できない分野である。現在、提供され
ている社会貢献型やボランティアの領域に機能人材が
アクセスするには限界があり、機能人材の熟練と経験
を生かす分野の開発が必要である。従って、50プラス
世代の生産技能職が保有している経験と専門性を社会
貢献型の仕事とつなげる必要があり、これらの仕事の
アイテムを発掘し、マッチングしていくインフラを充
実する作業が重要である。
50プラス世代の支援がそれだけに終わるのではな
く、超高齢社会を備えるための先制的対応という観点
から考えると、彼らの第２人生設計を支援する政策が
個人の責任ではなく、公的領域の国家的なアジェンダ
から推進すべきである。つまり、それぞれの政策領域で、
50プラス世代の生涯再設計を支援するインフラとして
動けると、50プラス世代の選択の幅がより広くなる。

【注】
１） 韓国のベビーブーマー世代は、日本の団塊世代と類似な
意味として韓国戦争以降の1955年から1963年度に生まれ
た者を意味している。
２） 50プラスとは、2007年ドイチで「イニシアチブ（Initiative
50）」と呼ばれる高齢者雇用政策を中心とした高齢者雇
用改善に関する法律を制定により使い始めた用語である。
韓国では50-64歳の方を意味している。
３） この論文は、釜山福祉開発院の研究報告書に基づき、一
部修正·補完したものである。

【参考文献】
権ヘザ（2011）「中高齢者における就労構造と雇用サービスの
政策課題」韓国雇用情報院.
関係府省合同（2013）「効用率70%の達成のためのロードマプ
ロードマップ」
企画財政府（2014）「長年雇用総合対策」
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キーワード：支援困難ケース、相談記録、コミュニティ

の有償家事援助サービス、介護保険制度と同時に開始

ソーシャルワーク、可視化

された日常生活自立支援事業など、主に事業化された
取り組みが中心であった。しかし、事業の枠組みだけ
では対応できない多様で複雑な生活問題、支援困難な

はじめに

ケースもあらわれてきた。そこで、今まで行ってきた
社協の取り組みを生かしつつ、
「個別の援助実践と切

近年、既存の制度だけでは対応の困難な問題や複合

り結ぶ形で、地域社会をも対象とし、個別事例の援助

多問題を抱える世帯の増加などを背景に、社会的孤

と地域社会への働きかけを統合的に扱う実践」
（田中

立が進んでいる。社会福祉協議会（以下、社協）では、

2016：26）が必要となり、コミュニティソーシャルワー

コミュニティソーシャルワーカーや地域福祉コーディ

クの手法が求められるようになってきた。

ネーターの配置、各種事業を通じて、このような支援

この支援困難ケースに対する取り組みは、より柔軟

困難ケースへの介入を行っているが、その方法論の確

で開発的な実践を展開すること、多問題世帯などの困

立や記録化・分析の成果の提示方法等の開発について

難ケースに対する個別的なアセスメントや介入を行う

は、ほとんど検討がされていない現状にある。

こと、公私の多様な主体によるチーム・アプローチを

これまでの社協は、地域組織化を基盤とした見守り

コーディネートすること、そして脆弱化したコミュニ

や声掛けなどの住民を主体とした小地域福祉活動や、

ティにおいて要援護者に対する排除性を解消し、要援

ボランティアのコーディネーション、資源開発等を担っ

護者を受け入れる環境づくりをすることなど（加山

てきたボランティアセンター、住民同士による会員制

2016: ５-12）
、広義の地域包括ケアシステムの構築が必
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めた。また、特定非営利活動法人日本地域福祉研究所

要になる。
こうした背景から、本稿では、社協における支援困

では、2004年よりコミュニティソーシャルワーク研修

難ケースへの対応の記録化・分析方法から実践の「可

を行い、社協職員を中心としたコミュニティソーシャ

視化」を企図しながら、困難ケースへの総合的な支援

ルワーカーの養成が行われてきた。

を行う上での課題等を整理し、第一に記録化の意義を

研究チームでは、上記の研修の研修内容や使用され

確認し、アセスメントや記録の手法、ツールなど、本

た相談記録フォームをもとに、記録の意義を確認し、

研究（以下、「研究チーム」）で開発を進めているもの

記録ツールの開発を行った。

を概説する。第二に社協における支援困難ケースの事
例を集積したデータの分析を行い、第三に今後の取り

（１）記録の積極的意義

組みに向けた課題の整理と展望について考察を行う。
本稿で使用している支援困難ケースの事例は、東洋

相談記録は、記録作成の段階から、記録の内容を精

大学福祉社会開発研究センターのプロジェクトの一つ

査し、その後、評価をする段階へと至る。記録物の活

として行っている３つの社協（東京都千代田区、千葉

用までの一連の流れを経て初めてその意義を発揮する

県柏市、栃木県日光市）との共同研究によるものである。

（社会福祉士養成講座編集委員会編2016：270）。社協が
行う相談援助は、地域福祉の推進を意図した視点をも
ちながら個別の相談対応をすることが必要である。

１．支援困難ケースにおける相談記
録の意義と記録ツールの開発

相談援助のプロセスにおける記録は以下のとおりで
ある。
①相談者および関係者の状態を把握する。
②社会資源との関係性や地域情報の把握をする。

社協に限らず、支援を求めている人や地域に対して行
う相談援助の取り組みには、いずれの組織においても

③支援の方針を定める。（個別支援と地域支援）

何らかの記録をつけていることは言うまでもない。研

④援助の振り返りとスーパービジョン

究チームの組織においても、記録については、相談の

⑤あらたな支援の方針を定める。（資源開発）

主訴と対応を記した記録があるが、記録の意図や分析
を行えるようなものにはなっていない、あるいは、記

これらは、特別なプロセスではないが、その場面に

録のつけ方やデータの分析方法について課題を抱えて

おいて記録の意義を意識することが、そのケースの取

いる状態であった。なぜならば、社協職員が記録やデー

り組みの支援結果に左右されることが大いにある。支

タ分析に関する教育や研修を受ける機会は少なく、独

援困難事例における「困難」は、本人自身の内在する

自に作成したツールを用いて試行錯誤していた。小林

ものばかりではなく、家族や近隣住民等との社会関係

は、「福祉や介護サービスの分野における先行研究をみ

上にまで広範にわたる。この社会関係は、困難性にさ

ると、「見える化」の重要性は指摘されていても、その

らに拍車をかけるという悪循環をもたらす可能性があ

具体的な取り組みについて書かれた書籍や論文はほと

る一方で、活用方法によっては支援困難事例への大き

んど見られない」（小林2015：５-12）と指摘している。

な武器にもなる（岩間2008：142）。支援困難ケースに

しかし、全国社会福祉協議会では、地域支援ワーカー

おいては、個別性が強く、ケースにあった対応が求め

（地域福祉コーディネーター）リーダー研修会を行い、

られる。多機関とのネットワークによる支援が多くな

コミュニティソーシャルワークを担う人材の養成を始

ることやあらたな資源開発を行うためにも、記録を意
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また、アセスメントで大事なことは、ストレングス

識化することが重要な視点である。

の視点である。コミュニティソーシャルワークにおい
て人と環境のストレングス把握は重要な視点であり、

（２）記録・アセスメントツールの開発

個人や家族主体の支援から新しいサービス開発や改善
までつながる実践基盤の重要な要素である。リフレイ

研究チームでは、記録ツールの開発において、次の
５点に特徴をおいて進めている。

ミングを含めて積極的に把握すると、袋小路に陥って

①相談受付表（表１）

いたような事例にも新しい支援の切り口が見えてくる
ことが多い（神山2015：128-133）
。支援困難ケースの場

相談受付表にフェイスシートと同様の情報を整理で

合、何らかの糸口をみつけていくことが必要になるこ

きるように項目を設定している。

とから、そのきっかけが対象者のストレングスによる

たとえば、家族構成や現在利用しているサービスは

場合もある。

必須になるが、戸建て、集合住宅、持ち家、賃貸など
の居住形態や、世帯の収入状況、自治会・町内会への

③プロセスレコード（表３）

加入有無、担当の民生委員、関係者や機関など、エコマッ

個別支援から地域支援までの統合的なソーシャル

プに記載し、整理できるようにした。

ワーク実践を企図した記録（プロセスレコード）を用

これらの情報は初回の相談ですべて把握できるもの

いる点である。

ではないため、面談や関係者の聞き取りを繰り返し、

コミュニティソーシャルワークの重要性が強調され

意識的に把握をしていくことができる。
また、従来の相談記録では、相談の主訴に対して起

ているものの、研究チームのケースを見ても地域支援

票することが多く、当該相談者が別の相談をした場合

の援助目標が立てられているケースは少なく、個別支

や、社協内の違う窓口に相談があった場合、それぞれ

援に偏重している傾向があった。これらの背景には、

に情報を収集しなければならなかった。研究チームで

担当部署が縦割りで連携し難いといった組織上の課題

は、個人の相談記録を社協内で統一して共有できない

や支援者側の地域支援への視点やスキル不足等も影響

かと検討し、相談記録のデータベースは相談者個人を

している。そこで、地域支援への視点の意識化を図る

主にしている。

ため、プロセスレコードに「地域支援の働きかけ」の
項目を追加した。このことにより、担当者は日常の支
援にあたり、常に地域との関わりを意識することになる。

②アセスメントシート（表２）
多問題家族をアセスメントする上で、家族成員も各々

④プランニングシート（表４）

を当事者として捉えた「複線的なツール」を用いる点

アセスメントシートやプロセスレコードから具体的

である。
これは、ある成員（本人）を契機に介入した場合、他

なプランニングを検討し、支援方針を立てていく。支

の成員も別の問題を抱えている、もしくは本人との間

援困難ケースは、多問題や問題が繰り返される、問題

で問題が影響しあっていることが多いためである。例

認識の欠如、本人や家族の支援拒否といった当事者の

えば、虐待のある世帯では加虐待・被虐待双方を対象

課題がある。また、支援側の対応として、既存の制度

としている。これらの複線的な視点で支援を行ってい

だけでは対応できない問題、１人のワーカーでは対応

けるよう、アセスメント・シートは表２のように加工

できない問題などがある。
その状況の中で、個別支援と地域支援を分けること

した。
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表７ 中心問題（上位）別ケース内訳
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【中心問題（上位）コード】

が困難な場合が多いため、人材育成や仕組みづくりを

１．医療
２．介護
３．認知症
４．保育・子育て
５．障害
６．ひきこもり・ニート
７．心理的ケア
８．不衛生
９．依存症
10．居住

行うことが求められる。社会資源開発シートを用意す
ることで、関係者も含めて協議のツールとして使用す
ることができる。

２．開発したツールを用いたデータ分析
開発したツールを用いて、３社協で対応した支援困

11．外出・買い物
12．就労
13．経済問題
14．虐待・DV
15．支援拒否・セルフネグレクト
16．日常生活支援
17．家族関係
18．近隣トラブル
19．成年後見

（２）支援困難ケースへの主な対応例

難ケースを共通シートに集約し、2014年度30世帯（50
ケース）に2015年度28世帯（50ケース）を加え、計100ケー

上述のとおり、「経済問題」
「障害」
「虐待・DV」が

スの集計・分析作業を行った（表６）。

支援困難ケースとして数的に多く浮上しているが、コ

なお、ケースは匿名化し、同居世帯の各成員を複線

ミュニティソーシャルワークなどの仕組みがこれまで

的に分析できるよう、小数点によって表している。た

の枠組みでは発見や解決できなかったケースをキャッ

とえば、ケースの１（1.0・1.1・1.2）は３人同居世帯で、
「1.1」

チできるようになってきたとも言える。

は本人、「1.2」は息子、「1.3」は孫である。小数点がゼ

また、その３つの中心問題の多くは同一世帯内の複

ロの場合（たとえば、「2.0」）は独居を意味している。

合的な問題で構成されている。
それらの概要とケースの例は以下のとおり。

（１）中心問題（上位）
①経済問題
経済問題の幅は広く、経済困窮だけではなく、経済

支援困難な100ケースのうち、中心問題（上位）の最

的搾取（疑義を含む）、債務問題（多重債務、債務整理）
、

も多いものは「経済問題（35ケース）
」であり、続いて

金銭管理などの問題がある。

「障害（15ケース）」
「虐待・DV（14ケース）」の順となっ
ている（表７）。
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ケース55.1・55.2・55.3・55.4・55.5

ケース1.1・1.2・1.3

知的能力の低い（手帳所持なし）60代男性のケー

80代女性（本人）、50代男性（息子）、20代男性（孫）

ス。妻と息子３人との５人世帯。妻は脊柱管狭窄症

の三人同居世帯であるが、加虐待の孫は自閉症・ひ

のため寝たきりの状態。息子３人は軽度知的障害

きこもりがみられ、精神障害者保健福祉手帳（１級）

者で、金銭関係は親に任せきりで好きなように使っ

をすでに保有している。被虐待の本人は、在宅介護

ていたため、家計のやりくりができていなかった。

も要し、ホームヘルパー、デイサービス、福祉用

そのため、公共料金や入院費等の未払いが多額と

具の利用がすでにあるほか、成年後見制度の導入

なり、請求書が届くと本人が混乱してしまうという

が検討されている。また、息子も精神障害者保健福

状態であった。今後は、債務整理や金銭管理の支援、

祉手帳（３級）をもち、低所得の上に浪費が大きく、

息子たちの経済的自立が課題となっている。

今後は金銭管理の支援や就労支援が課題である。

②障害

（３）介入状況と評価

障害に関しては、知的障害、精神障害、発達障害な
どがあるが、軽度であったり他の生活問題との重複が

支援困難ケースへの介入結果と評価の分析はまだ試

あるなど既存の制度単独では解決しない問題が対象と

行段階にあるが、終結（死亡を含む）したケースにつ

なっており、同時に経済問題や暴力などの問題を併発

いて「評価指標（表８−Ａ・Ｂ）」をＡ〜Ｅの５段階に

している。

設定し、その評価を試みた。

表８- Ａ 終結したケースの評価指標

ケース28.0
評価

うつ病の疑いがある40代の独身男性のケースで
ある。かつて自営業を営んでいたが倒産し、無収

等

全ての課題が解決された状態で終了
【とても良かった】

Ｂ

一定の課題が解決され、残りの課題を次の支援機
関等へつなぎ終了
【良かった】

Ｃ

全ての課題は解決されていないが、一定の成果を
もって終了
【まあ良かった】

Ｄ

支援まで至ったが、何も課題が解決されない状態
のまま終了
【あまり良くなかった】

Ｅ

具体的な支援まで至らない状態で終了（本人支援
拒否等）
【良くなかった】

知人・友人を頼りにしているほか、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

標

Ａ

入となった。肺炎も患っている。妻子がいたが、妻
とは離婚協議中で、子どもたちとも別居している。

指

よび精神科の受診を促すことが検討されている。

③ 虐待・DV
虐待に関しては、被虐待者だけではなく、加虐待者
への対応も問題となっている。主として地域包括支援
センターからの通報が多く、専門性の高い介入が求め
られている。

介入状況別に見ると、有効となる89ケース中、継続
的に支援しているものが60ケース（67.4％）
、終了が18
ケース（20.2％）
、死亡による終了が11ケース（12.4％）
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表 10

であった（表９）。

評価

死亡による終了ケースが多いことがわかるが、特に
「居住問題」が４ケースと一番多い。また、死亡を除く
終了した18ケースのうち、
「支援拒否等」による終了が
最も多く６ケース、次いで「施設等への入所」が５ケー
ス、「他機関への引き継ぎ」「自立」「転居・所在不明」
がそれぞれ２ケースずつ、
「その他」が１ケースとなっ
ている。

表９ 中心問題（上位）と介入状況の関係

５．考察
この２年間で58世帯（100ケース）のデータを集積し
てきた中で、そこから見えてきた実践上の課題を基に、
今後の展望等を整理する。

（１）個別支援と地域支援の連動性への意
識化

終了ケース（死亡を含む）について、評価指標（表
８-A）を基に担当者（組織）としての評価を行ったが、
「Ｄ.支援まで至ったが、何も課題が解決されない状態の

コミュニティソーシャルワークの重要性が強調され、

まま終了（あまり良くなかった）」が29ケース中、９ケー

生活困窮者自立支援事業や日常生活自立支援事業、コ

ス（31.0％）と最も多かった（表10）。

ミュニティソーシャルワーカーの配置などにより、こ
れまで対応しきれなかった潜在ニーズがキャッチでき
るようになった（キャッチするようになった）。しかし、
その対応には、それぞれのケースから個別支援への偏
重が傾向として見られた。このことは、資源開発や予
防的な仕組みづくりの難しさを裏づけるものであるが、
地域支援本来のインフォーマルな資源やネットワーク
を活かしきれず、個別の制度や分断された縦割りの支
援にとどまってしまうこと、また類するケースの発見
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を遅らせることが危惧される。

（３）記録等のツールの開発

社協現場においては、これらの現状を理解した上で、
個別支援と地域支援との連動性とバランスの改善を

研究チームでは、データ分析と併せ、社協現場で活

図っていく必要がある。社協は地域福祉やソーシャル

用できる共通のツールとしての記録シートを検討して

ワークの総合的機能を有している。この強みを活かす

いるが、個別支援と地域支援のアプローチの違いなど

ためには、社協内部が横断的につながり、部署間の情

により、担当部署により記録様式が異なる。特に、制

報共有の機会や課題解決を図る連携のシステム化が不

度化により記録等の仕組みが確立されている個別支援

可欠である。

ワーカー（ケアマネジャー、地域包括支援センター職
員など）が所属する部署も存在するため、社協におけ
る記録の統一は実質的に難しい。また、研究チームに

（２）実践の「可視化」の意義と課題

おいて検討している共通シートも「個（または世帯）
」
を起点とする様式であるため、組織内での共通理解が

社協に限られたことではないが、福祉の現場におけ

なければ、個別支援への偏重の傾向は変わっていかない。

る実践の成果や評価に関する課題は多い。
福祉の現場には記録によりさまざまなデータが蓄積

これらを踏まえ、社協の各現場における記録の違い

されているが、それらのデータが活用され、組織とし

などに対する理解を深めるとともに、情報共有や事例

ての支援方針に十分活かされていない現状がある。ま

検討などの仕組みを含めた統一（共通）したツールを

た、これらのデータを分析して、実践の「可視化」を行い、

開発していく。

住民、行政、関係機関などに提供するなどの方法は十
分に開発されていない。

（４）今後の展望

2015年度の研究では、ひとつの評価の「可視化」と
して、終結を迎えたケース（死亡、一旦終結を含む）

研究チームの次の課題として、目標達成度などのア

に対し、評価シートを作成し、担当者や社協組織とし

ウトカム評価や介入の契機（支援困難ケースの発見）

ての介入結果の支援の評価を試みている。この評価に

や解決の糸口となった「転換点」の検証、個別課題の

ついては、基準の設定や判断し難い部分もあり、また、

普遍化（地域課題として捉えるデータ化）、記録などの

100ケースでもクロス集計すると小さい数字となるため、

ツールの開発などが挙げられている。

今回の結果だけでは一概にその傾向を読み取ることは

さらなる実践のデータを集積しながら分析の精度を

できない。しかし、今後、より多くのケースが集積され、

上げるとともに、他の社協への一般化をめざして取り

分析の精度を上げることで、介入の効果や傾向などが

組んでいきたい。

見えてくるのではないかと考える。
このような実践の「可視化」によって、ひとつの可
能性として、介入成果や資源開発、社協組織としての

ᩥ⊩

人員配置、予算獲得などの根拠になることを期待して

岩間伸之（2008）『支援困難事例へのアプローチ』メディカル
レビュー社．
神山裕美（2015）「コミュニティソーシャルワークを活かす視
点と方法,ストレングスアプローチ」日本地域福祉研究所
監，中島修・菱沼幹男編『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．pp.127‑137.

いる。
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加山弾（2016）「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―」東洋大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開
発研究』第８号,pp. ５-12．
小林良二（2014）、「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『福祉社会開発研究』第７号，
pp.5‑12．
社会福祉士養成講座編集委員会（2016）
『新・社会福祉士養成
講座「相談援助の理論と方法Ⅰ」』中央法規出版．
田中英樹（2016）「未来を拓く ―コミュニティソーシャルワー
クのめざすもの―」日本地域福祉研究所『コミュニティ
ソーシャルワーク』（17号），pp.21‑32．
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表６ ３社協による支援困難ケースの対応例（2014・2015 年度） ※抜粋
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【相談経路】
本：本人，行：行政，社：社協担当者，包：包括，生：生保CW，障：障害者支援センター，ケ：CM，施：福祉施設，司：司法書士，
町：町会・自治会，民：民生委員，住：住民，知：知人，医：医療機関，郵：郵便局，他：その他
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知的障がいのある人の意思決定支援におけるiPad活用／志村

健一・望月

隆之・荒木

敬一

知的障がいのある人の意思決定支援における iPad 活用
障害ユニット ユニット長
東洋大学社会学部 教授

志村 健一
障害ユニット 客員研究員
田園調布学園大学子ども未来学部子ども未来学科 助教

望月 隆之
障害ユニット 研究協力者
社会福祉法人森の会

荒木 敬一
志村（2013）は『社会福祉研究』（第116号）で，2012

１．はじめに

年10月に施行された障害者虐待防止法について，権利
擁護のシステム構築の視座から論じ，「コミュニケー

わが国の障がい者施策は，これまで国際的な潮流の
影響を大きく受けながら進められてきた．特に2006年

ションに課題を抱える障害者への支援についての知識，

に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」は，

技術等の確立」の必要性を指摘した．その後の関連法

障がい者を保護の対象から権利の主体へ変化させ，本

制度の改正や，障害者差別解消法における合理的配慮

人の意思を尊重する支援がより重要視されることに

の提供や相談体制の整備等で，これらの必要性はより

なった．日本は2007年にこの条約に署名し，締結に向

高まっている．

けた国内法の整備を進めてきた．これらの制度改革と

本論は，知的障がいのある人たちの意思決定支援に

しては，2011年の障害者基本法改正，2012年施行の障

おけるタブレットPC活用の有効性を検証することを目

害者虐待防止法，2013年施行の障害者総合支援法があ

的として進められてきた研究の報告である．研究全体

げられる．さらに2014年２月に条約を批准し，わが国

の目的を達成するために，以下のような３部構成で研

での効力が発生した後も，2016年に「障害を理由とす

究を遂行してきたが，（１）と（２）に関しては調査報

る差別の解消を推進し，もって全ての国民が，障害の

告として『福祉社会開発研究』第８号で報告している

有無によって分け隔てられることなく，相互に人格と

ため，本論は（３）について報告し，研究全体を総括する．

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する

（１）日本国内での教育やリハビリテーションなどにお

ことを目的」（障害者差別解消法第一条）とする「障害

ける，iPadなどタブレットPCを用いた先進的な取り組

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者

みについて調査する．

差別解消法）」が施行され，障がいを理由とした差別の

（２）社会福祉分野においてその活用が開始された海外

禁止，合理的配慮の提供，相談体制の整備等が求めら

の先進的な取り組みについて調査し，有効性を確認す

れるようになった．

る．
（３）上記の調査をベースに知的障がいのある人たちの
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用しないことを説明し同意を得た．

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．
ところで，特別支援教育の現場では東京大学先端科

③調査対象

学技術研究センターによるプロジェクト に代表される

調査対象者は，A園の職員３名である．性別は，女性

ようなiPadのようなタブレット端末を利用した学習支

２名・男性１名．いずれも生活支援員の現業職員であり，

援が拡大している．タブレット端末は直感的，視覚的

職務の経験年数はいずれも８年〜 10年である．

であり，知的障がい者にとって利用しやすいツールで

また調査では以下のインタビューガイドを用いた．

ある．ICTはかつて身体障がい者のコミュニケーション

⑴

等で活用されてきたが，現在，知的障がい者のコミュ

施設の中で，iPadなどのICT機器をどのよ
うな場面で導入しているか．

ニケーションでの活用が期待されている．iPadは特別

⑵

支援教育で積極的に活用されているツールであるにも

iPadなどにインストールしているアプリ
で，支援に活用しているものは何ですか．

関わらず，知的障がい者福祉の現場で先駆的に活用し

⑶

ている事例は少ない．そのため本研究では研究協力が

iPadのアプリを支援に活用することで，利
用者の意思決定支援に効果があると感じ

得られる知的障がい者支援施設にiPadを複数台導入し，

ることはあるか．

意思決定支援に限らず，支援現場でどのようにiPadが

⑷

活用できるのかを実証的に検討した．

個別支援計画作成において，利用者の意
思を反映させるための取り組みはあるか．

⑸

iPadなどのICT機器を使うことで，個別支
援計画に活かすことができそうな項目は
あるか．

２．事例の紹介
⑹

利用者が作成している「生活体験実習ノー
ト」での取り組みの中で，利用者の意思
や意欲を引き出すことができていると感

（１）関東地方A市障害者施設A園におけ
る取り組み

じられるエピソードはああるか．
⑺

その他，自由意見

①施設の概要
1997年に開所し，生活介護，自立訓練（生活訓練）サー

④結果

ビスを提供している，多機能型の事業所である．主な

ア）A氏

サービス対象者は知的障害者であり，定員は，生活介

A氏の語りをまとめると，iPadの活用によって利用者

護77名，自立訓練（生活訓練）10名，職員数は36名で

本人の新たな興味関心を知ることまた，利用者本人が

ある．また，2015年４月より，指定特定相談支援事業

意思を表出できることで，もっと利用者のことを知り

を開始しており，地域の中核的な事業所である．

たい新たな興味関心を探りたいなど，職員の意識も変
わった．そして利用者自身も「自分のしたいことを言っ

②倫理的配慮

てもいいのだ」という意識になったのではないかとい

インタビュー調査に際しては，東洋大学倫理委員会

うことであった．これはiPadの活用によって，本人の意

の承認を得て実施した．調査対象者には書面で研究主

思が表出され，新たな興味関心の発見につながる．そ

旨・方法・個人情報保護方針，研究以外の目的には使

して本人も意思を表出してもいいのだという意識変化
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用者でも，ツールや環境を整備することで，今までよ

のきっかけとなったと解釈できた．

りも明確に気持ちを表出することができたという実践
の経験が動機づけとなっている．また，この経験から，

イ）B氏

利用者に対する職員の意識をも変化させるきっかけと

B氏の語りの中心は職員の意識変化であった．利用者

なった．

が自分たちで生活実習プログラムの内容を決め，実行
していくことで，達成感・充実感が高くなった．この

障害者施設Aでは，生活実習プログラムという取り組

取り組みでは失敗も経験となる．そして，職員も利用

みの中でiPadを利用している．プログラムの内容や計

者の思いや意思を探っていこう，汲み取っていこうと

画・実施など，プロセスの中でiPadを利用し，利用者

いう意識が強くなったということであった．iPadに活

が取り組みたいこと，そのために必要な，準備しなけ

用により職員が利用者の意思をくみ取りたいという気

ればならない材料・道具，実際の実施まで，iPadを利

持ちが表れ，職員の意識変革につながったことがポイ

用し取り組んでいる．利用者本人にとっては，自分た

ントであった．

ちの意思が反映されたことに大きな充実感・達成感が
得られる．またこれとは反対に，自分たちが計画した
ことが失敗してしまうこともある．自分たちが主体的

ウ）C氏
C氏からはiPadの導入は，想像以上に利用者の希望を

に取り組むことは，失敗する可能性，そうなった場合

引き出すことが可能になったことが報告された．日常

の責任も背負うことであるが，これも利用者にとって

での場面や生活実習プログラムなど，様々な場面にお

は大きな経験であり，楽しみになる．そういったプロ

いて本人参加を促すきっかけに繋がり，それが利用者

グラムの経験は，個別支援計画やモニタリングを作成

の意欲の向上に繋がっていくのではないかということ

する際の大きな観点となり，より具体的で実効性の高

であった．iPadを活用することで本人主体の場面が増

い計画作成が可能となっていた．
iPadの活用は，利用者本人にとっては，興味関心・意

え，本人が主体となる支援の可能性が示唆された．

思を表明できるツールでありまた，それを汲み取った
プログラムにより，自分の意思や気持ちを表明しても

⑤考察

いいのだという意識が生じる．そして，それが主体的

インタビュー調査の結果からiPad導入は，利用者の

に生きるということであり，利用者のエンパワメント，

意思表出に対する一定の効果があることがうかがえた．

セルフアドボカシーである．

また調査から，iPadの活用で利用者本人の興味関心，意

職員の側にとっても，iPadというツールの使用によ

思を確認することができるようになり，本人主体の個

り，これまで意思や気持ちの表出が困難と思われてい

別支援計画作成ができるようになったという結果も得

た利用者の意思や気持ちを汲み取ることができ，自分

られた．

たちが思っていた利用者とは違う一面が見え，もっと

iPad導入は，利用者本人の興味関心・意思を引き出

深く利用者のことを知りたいという気持ちが強くなっ

すきっかけになり，興味関心が引き出せたことで，職

た．そして利用者へのアプローチに工夫をするなど，

員がもっと利用者について知りたいという気持ちが強

より一層利用者の気持ちに沿った支援に近づける意識

くなり，プログラム活動以外での場面でもiPadを使い，

に変わり，職員もiPadにエンパワメントされたといえ

様々なアプローチで気持ちを汲み取る工夫を試みてい

よう．職員がエンパワメントされることで支援の質が

る．それは，どんなに重度で発語が難しく，自分の興

向上し，支援の質の向上は，利用者の主体性を高め利

味関心・意思を伝えることが難しいと思われていた利
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用者のエンパワメントにつながり，活動やプログラム

Ｂ園利用者の主な障害種別は，知的障がいである．

が活発化し，それがまた職員のエンパワメントに帰結

平 成28年12月 １ 日 現 在， 利 用 者 数 は29名（ 男 性15名，

されていく．

女性14名）であり，平均年齢は男性40.5歳，女性40.9歳
である．障害支援区分は，区分５が３名，区分４が12名，

調査結果から，iPadの活用は，利用者の意思決定に

区分３が10名，区分２が４名である．

直接に影響するというよりは，意思の表明に対する支

利用者が行う生産活動として，名刺・はがき等の印

援ツールであり，利用者の意思決定のための前段階で

刷作業，歯ブラシ・タオルの袋詰め，焼き芋販売，ペッ

も重要なツールであることも確認できた．

トボトル茶の販売，雑巾の作製・販売，じゃがいも，

また，調査からiPad導入に関する課題が明らかになっ

さつまいも等の野菜類の生産販売，菓子箱の箱折りダ

た．特にiPad導入に対し，職員の基礎的な機器への

ンボール，アルミ空き缶回収を行っている．また，創

リテラシー．また，利用者の特性に合わせたアプリ
ケーションのマッチング，扱う職員側の課題が挙げら

作活動として，毛筆，硬筆による書写，はり絵，ぬり絵，

れた．

はがき作製等，朝運動・ボール運動・団体競技等，カ
ラオケを行っている．

特別支援学校などの教育段階では，すでにiPadを活
用した教材の使用，教材研究が進められており，成果

職員による支援内容は，主に生活及び保健衛生に関

も多く出されている．今後，iPadでの環境に慣れている

する支援であり，食事（給食）支援，保健衛生（歯磨

利用者が増えてくることが考えられることを鑑み，福

き支援，身体測定，健康診断，排泄等の介護），地域交

祉現場においても，iPad環境の普及開発が求められる．

流活動，防災安全対策を行っている．

当然のことであるが，iPadはあくまでもツールであり，
（Ｂ園の一日のスケジュール）

頼関係などの，関係性が構築できていることも重要な

曜日
月

そのツールを利用する根底には，利用者と職員との信

視点である．
図１は考察の概念図である．利用者・職員は，iPad
利用を介し，エンパワメントでつながる．iPadを利用
金

することで，意思・興味関心を引き出し，利用者本人
の意思に沿った支援を行う．特に意思・興味関心の表
出が困難である知的障がい者・重度心身障がい者の人

土

たちにとってiPadが使用できる環境整備は，合理的配
慮の提供において有効となろう．

（２）東海地方B市障害者施設B園

活動項目

時刻

登 園・更 衣
朝
の
会
朝 の 運 動
生産・創作活動
昼 食・休 憩
日 中 活 動
清 掃・更 衣
帰
宅

９：00 〜
９：30 〜９：40
９：40 〜 10：00
10：00 〜 12：15
12：15 〜 13：15
13：15 〜 14：45
14：45 〜 15：30
15：30 〜

登 園・更 衣
朝
の
会
生産・創作活動
更
衣
帰
宅

９：00 〜
９：30 〜９：40
９：40 〜 11：00
11：00 〜 11：30
11：30 〜

②倫理的配慮

①施設の概要

インタビュー調査に際しては，東洋大学倫理委員会

Ｂ園は，昭和30年代に財団法人が職業補導センター

の承認を得て実施した．調査対象者には書面で研究主

を開設し，平成元年に社会福祉法人格を取得，知的障

旨・方法・個人情報保護方針，研究以外の目的には使

害者通所授産施設として開園された．障害者総合支援

用しないことを説明し同意を得た．

法移行後は，障害福祉サービス事業所，生活介護（通所）
として運営されている．
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イ）iPad導入の場面

③調査対象

一日のスケジュールの中で，主にiPadやノートPCを

調査対象者は，B園の施設長であり，施設の管理者で

導入する場面は，休憩時間である．利用者の主な利用

あった．

目的は，「YouTube」の閲覧であり，テレビのＣＭ曲
や好きな音楽を聴くことができる．特に人気があるも

④結果

のは，映画や童謡，アニメの主題歌などであり，利用

ア）iPad導入の契機

者によっては同じ曲を何度も繰り返し聴くことがある．

B園 で のiPadの 導 入 は，2016年 ５ 月 頃 に 開 始 し た．

「YouTube」は，最初の１曲目の検索を利用者自身で

iPadは，大学から研究用に支給された１台と職員用１台

行っているが，職員が利用者の要望を聞き，キーワー

の計２台を利用している．１台は利用者用，１台は職

ド入力の支援を行うこともある．特に20代の利用者は，

員用とし，２台のiPadの管理を職員が行っている．利

「YouTube」で最新の音楽を検索し，聴くことが多く，

用者用のiPadは，第１作業室（12名の利用者が作業を

30代以上の利用者は，幼少期に見ていたアニメの主題

行う部屋）に専属で貸し出しを行っており，主に知的

歌や音楽を聴くことが多い．

障がいと自閉症スペクトラムの利用者が利用している．

B園では，
「個別支援計画」の作成において，
「ADOC-S」

12名の利用者の内，８名の利用者がiPadに興味を示し

を活用している．例えば，31歳の軽度の知的障がいが

ている．その内，実際にiPadを使用している（画面を

ある利用者にアセスメントを行った際に，
「何をした

タップする，検索する等の操作を行っている）利用者

い？」「何かやりたいこととかありますか？」と聞きな

は，１〜２名である．第２作業室（13名の利用者が作

がら操作を進めている．しかし，「遊ぶ」などの選択肢

業を行う部屋）では，利用者の要望に応じて，職員が

を職員からの説明なしでは，iPad上の画面から選択す

職員用のiPadを貸し出しと見守りを行い，利用してい

ることが難しいことがわかった．そのため，利用者へ

る．iPadのサイズは，使いやすさを考慮して，利用者

ADOC-Sの使い方を説明した上で，どのように活用して

用は大きいサイズのものを導入した．職員用は，持ち

いくかを一緒に考えていく必要がある．利用者は自分

運びやすさを考慮し，小さいサイズのiPadを導入した．

の意思内容について，iPadの画面を見ながら選択する

また，iPadを施設に導入するにあたり，どこでもイ

ことになるが，自分の意思に合わない選択肢しか画面

ンターネットにアクセスできる環境が必要となるため，

に表示されていない場合は，選択できずに終わってし

施設内全体のWiFi環境を整えた．また，利用者がiPad

まうことがある．アプリの内容が本人の意思と連動し

を利用する上で，落下などによる破損の可能性も考慮

ていないことによる選択の難しさや画面の中から選択

し，軽くて頑丈なiPad用ケースを準備した．このケース

することの難しさが伴う．

は，取っ手が付いているものであるため，持ち運びに

iPadは20代の比較的若い世代では活用できているた

便利であり，iPad本体を立てて利用することも可能であ

め，これまでiPadの利用機会が少ない30代〜 50代の利

る．iPadの画面には，傷の予防のためにフィルムを貼っ

用者への活用を試みている．しかし，現状ではiPadの

ている．

操作そのものが負担となる傾向があり，従来どおりに

B園では，iPad以外のICT機器として，ノートPC ２

アセスメントシートを用いたアナログな方法を行うこ

台を導入し，iPad導入以前にICT機器の活用を行ってい

とが多い．そのため，障害特性に加え，年齢も考慮し

た．１台のノートPCは，主に知的障がいと自閉症スペ

て活用する必要があり，iPadの利用のためのアセスメ

クトラムの利用者が過ごす小部屋に導入し，１台は誰

ントを利用者へ十分に行った上での活用が必要である．

でも利用ができるよう食堂に設置されている．
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現状では，全ての利用者へiPadを活用した意思決定支

パネルで示す方が，一目で確認することができるとい

援を行い，その意思を個別支援計画へ反映させること

う利点がある．そのため，iPadではなく，アナログな意

は困難である．

思決定支援ツールの方が有効な場合がある．例えば「調
子が悪い」
「熱がある」などが表情のイラストのあるパ
ネルを職員が利用者へ提示し，
「今日の気持ちは？」と

ウ）アプリについて
現在活用しているアプリは，
「ADOC-S」
「ドロップトー

いう質問をすると，
「元気」
「苦しい」などのパネルに

ク」「トーキングエイド」であり，情報検索等では「イ

指を指して意思表示をすることができる．また，具体

ンターネット」，動画検索では「YouTube」，他にはノー

的に何をするのかというパネルがあり，職員が「今日

トPC内の「ゲーム」を利用している．また，iPadと複

やりたいことは？」という質問をすると，
「作業をする」
「絵を描く」など具体的内容を指で指して意思表示でき

合機と繋げるためのアプリとして
「Print Utility」
がある．
このアプリは，iPadと複合機をWiFiで繋ぐ設定を行う

るため，最終的に利用者が意思決定をし，選択する場合，

ことが可能であり，iPad上の情報を印刷することがで

指で指して意思表示をすることが可能なパネルの利用

きるようになるため，紙面で利用者と情報を共有する

の方が支援現場では有効な場合がある．
しかし，パネルなどのアナログな意思決定支援ツール

ことが可能となる．
ADOC-Sは，利用者の意思をエクセルに落とし込むこ

は，パネルで提示されている以上の情報を表示すこと

とができるため，アセスメントの実施と個別支援計画の

ができない．そのため，パネル以上の情報が必要になっ

作成時に活用している．ADOC-Sで作成した計画は，
「教

た場合には，iPadを活用することが必要になる．そこで，

育支援計画」となるため，これが「個別支援計画」と

B園では「カメラ」機能で表情のイラストをiPadのカメ

一致するようになればさらに使いやすくなる．ADOC-S

ラ機能で撮影し，撮影した情報を「写真」として保存し，

の「教育支援計画」と「個別支援計画」の内容が一致

必要に応じて閲覧し，利用者が選択することができる．

すれば，福祉現場での使いやすさが向上する．または

パネルによる視覚的な情報だけでは，利用者の意思を

障害者施設向けの新たなアプリの開発が望まれる．

十分に汲み取ることが難しいため，利用者との会話と
視覚的な情報の両方を活用すること，アナログとiPad

ドロップトークは，個々の利用者の一日のスケジュー

を状況に応じて使い分けることが求められる．

ルの作成が可能となるため，利用者がスケジュールを
視覚的な情報として得ることができる．その結果，利

オ）iPad導入の成果

用者の安心感や心地よさの獲得に繋がっていると考え

B園では，利用者が行う生産活動の内容はあらかじめ

られる．
しかし，B園で活用しているアプリは，主に教育関係

決まっているため，これまで作業選択に関する意思決

やスケジュール作成，コミュニケーション支援に関す

定支援は積極的には行ってこなかった．しかし，iPad

るアプリであり，利用者が十分に活用するところまで

の活用を始めたことにより，利用者が「選んでも良い」

には至っていない．現在，利用者が主体的に活用して

という意識が芽生え始めており，利用者の意思決定を

いるアプリは，
「YouTube」「カメラ」「写真」「インター

支援する方向性が見えてきている．iPad導入以前に比

ネット」
「ゲーム」などの基本的な機能やアプリに留まっ

べ，利用者が落ち着いて過ごすことができているため，

ている．

利用者はICT機器を利用することで心地よさを獲得して
いるように思われる．B園の調査を通じて明らかになっ
た，iPad導入による成果は次のとおりである．

エ）意思決定（アナログとの融合）に関して

①ICT機器を活用するための環境整備の必要性

支援場面においては，感情などの表情のイラストを
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iPadは，利用者用と職員用の２台分を用意する必要

iPadは持ち運びに便利であり，施設内どこでも使え

があり，利便性に応じて大きさを選定し，破損等に備

ることに利便性があるが，実際に利用者が利用する際

えてケースやフィルム等の準備が必要である．

には，iPadを安心して利用できる環境が必要不可欠で
ある．

iPadの基本機能として，「カメラ」「写真」「インター
ネット」
「YouTube」は利用できるが，ADOC-S「ドロッ
プトーク」
「トーキングエイド」等のアプリをインストー

⑤考察：iPad導入に向けた課題

ルしておく必要がある．また，インターネットを施設

B園の調査によって明らかになった，iPad導入におけ

全体で利用できるようにするために，WiFi環境を整備

る今後の課題は，次のとおりである．

する必要がある．iPadは今後，何にでも活用すること
が可能であると考えられるが，活用できるまでの環境

ア）利用者へのアセスメントとアプリの使用に関する

整備を行う時間を確保する必要がある．

研修機会の確保

②初期投資（本体購入費用，アプリ代，WiFi環境整

iPadを実際の支援場面や個別支援計画の作成等で活

備費用）

用していくためには，利用者一人ひとりの障害特性や

iPadを導入するためには，本体を購入する必要があ

特徴について考慮し，十分にアセスメントを行う必要

る．B園では，利用者と職員用の２台のiPadを活用して

がある．ICT機器をいつ，どこで，何のアプリ利用する

いる．２台あることで，利用者の使いやすさへの配慮，

のか，利用時間をどうするのかについて，計画を立て

職員の研究用として活用することができている．その

て行っていく必要がある．例えばiPadの画面をタッチ

ため，初期投資として本体購入費用がかかる．さらに，

するという感覚が難しく，操作することに難しさを伴

「ADOC-S」「ドロップトーク」「トーキングエイド」等

う場合がある．利用者の感覚や操作方法と，iPadの反

のアプリ代に加え，WiFi環境を整えるための費用が必

応にズレが生じることがあり，今後どのように活用し

要となる．

ていくのか検討が必要である．

③利用者に合わせた環境作りと構造化

合わせて，職員はICT機器の活用方法やアプリの使用

B園のICT機器導入前の施設内の環境は，利用者が自

について継続的に学んでいく必要がある．iPadは誰に

分の居場所を見つけにくい環境であり，落ち着かない

でも直感的な操作が可能であると思われているが，障

様子があった．そこでB園では，iPadの導入に合わせて，

害による感覚過敏などの特性に合わせた機能の整備が

施設内を構造化していく取り組みを行っている．

必要である．スクロールができない，画面を拡大する

施設内の構造化の必要性として，B園で次のような出

などの作業が難しい場合があり，操作にも工夫が必要

来事があった．ある日，利用者のＡさんにiPadの貸し

である．

出しを行い，職員が見守りをしていたところ，事務所
で電話が鳴ったため，職員が事務所に行った．その間に，

イ）施設の事業種別や特性に応じたiPadの活用

他の利用者がAさんのiPadを持っていってしまうことが

例えば，就労継続支援Ｂ型事業所では，生産活動へ

あった．そのため，iPadを利用者が安心して利用でき

の支援が重視される．その場合，職員は生産活動に力

るための環境作りと構造化が必要となった．iPadは携

を入れなければならず，iPadを活用する時間を確保する

帯性に優れているが，利用者が安心してiPadを利用す

ことが困難であることが予想される．生産活動の場面

る場所を決めることで，利用者間のiPadの取り合いを

において，職員の支援は生産活動の補助が中心となり，

防ぐことにも繋がっている．

生産活動の場面でiPadを導入することには困難が伴う．
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特別支援学校であれば，学習の場としてiPadを導入す

行くなどの選択が必要となってくる．行動援護や移動

ることが可能となるが，障害福祉サービス事業所では

支援，ホームヘルプの利用によって，自宅での活動や

生産活動との関係を考慮する必要がある．

外出機会の確保など，より家族や社会との接点を増や

今後，iPadのカスタマイズが可能となり，余計な機

していくことが可能となる．その場合に，情報共有ツー

能は省いた上で施設に特化したものとして機能すれば，

ルであり情報機器として，iPadは活用できる可能性が

利用者がこれまでとは異なる意思決定をする可能性が

ある．

ある．ADOCで使用できるイラストは，施設の実態に

iPadに知的障がい者の思いや意思がデータとしてiPad

合ったものであると活用しやすいが，写真の方がより

内に蓄積されることで，そのデータを見た職員が，利

具体的に理解することができるため，カメラでの撮影

用者のこれまでの経験や好みを把握することができる

と写真の活用が連動されることが期待される．

ため，利用者の支援内容の決定に結びついていく可能
性がある．そのためには，利用者自身が専用のiPadを
持つことが望ましい．現状では，例えば施設や家庭の

ウ）利用者の意思決定場面での導入方法

様子などの情報共有ツールとして「連絡帳」があるが，

B園では，特別支援学校を卒業した20代の利用者は，
iPadをすぐに利用することができた．しかし，これま

今後iPadの活用によって，利用者の経験や意思を含め

で選択の経験がない利用者が意思決定をするためには，

た情報を蓄積され，利用者や家族，職員が情報共有す

アナログとの使い分けを行う必要がある．また，適切

ることが可能となる．

な選択をするために，職員が提示する選択肢の数をあ

iPadが情報共有ツールとして機能すれば，サービス等

らかじめ調整する等の工夫が必要である．iPadの導入

利用計画の作成において，利用者の意思決定に基づい

には，これまで利用者がどれだけiPadを活用してきた

てどのようなサービスを使うかという視点に繋がるも

かによって，意思決定に差が出る可能性がある．

のとなるが，現状ではそこまでには至っていない．本

iPadの活用により，利用者の意思決定の可能性を広

人中心のサービス等利用計画への活用のために，iPadに

げることができるが，同時に多くの課題を抱えている．

利用者の経験やニーズを取り込むことができれば，様々

意思決定支援とは，利用者一人で全てを決めるもので

な人との関わりを含めて意思決定をしていくことがで

はなく，様々な人からの情報の中で，その利用者が何

きる．

をしたいのかを探していくことである．これまでの職

サービス等利用計画は，利用者への十分なアセスメ

員や家族による代弁で，例えば「この利用者はお茶が

ントが必要であるが，各施設の個別支援計画の情報が

好きである」と決めるのではなく，お茶を飲む回数が

集約された形で情報共有することができれば，相談支

多い，お茶のペットボトルが並んでいると手に取る等，

援専門員は，サービス等利用計画全体の調整に特化す

利用者の興味や行動を十分にアセスメントした上で，

ることが可能になると思われる．現状では，相談支援

はじめて利用者の意思決定支援としての妥当性が担保

専門員研修で話されている内容と実際の現場では相当

される．

な乖離が生じているため，サービス等利用計画の作成
に，iPadがどのように活用できるのかについても，今
後検証が必要である．

エ）サービス等利用計画への活用の可能性
今後，特別支援学校を卒業した知的障がい者は，週
５日同じ施設を利用するという固定的な生活ではなく，
移動支援で外出する，家で過ごす，施設以外の場所に
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②知的障がいのあるクライエントにより具体的に

３．考察ならびに今後の課題

働きかけるためには，実際の場面を撮影し，それ

本研究の目的は知的障がい者の意思決定支援にiPad

を使用するとよいが，支援員の技量や作業時間に

のようなタブレットPCが活用できるかを検討すること

問題があり，十分に機能を活かすことが困難であっ

であった．もちろん，支援のどのポイントにおいても

た．

本人の意思決定は重要であるが，支援プロセス全体にお

③アイコンを用いて目標を共有し，計画として策

いて，本人の意思を最大限に取り入れるべきポイント

案していくにあたって，サービス等利用計画，個

はアセスメントであり，計画であろう．このようなケー

別支援計画との連携が模索できると，よいと考え

スで利用できるiPadのアプリにADOCがある．ADOC

られた．またこれらの計画がクラウドで共有され

は元神奈川県立保健福祉大学の友利氏を中心とした作

ると当事者にかかわる支援者が施設外からでもア

業療法士５名が，活動や参加レベルに焦点を当てたリ

クセスできる．

ハビリテーションの目標設定を支援するためのiPadア

④知的障がいのある当事者が自ら計画にかかわる

プリで，日常生活場面のイラストをクライエント（患者）

際に，漢字に振り仮名がついているとより理解し

と作業療法士が選択し，支援計画を作成することが可

やすい．

能なアプリである．また，ADOCは作業療法を中心と

⑤ADOC，ADOC-Sと直接関係はないが，
『福祉社

したものから，教育分野で活用できるADOC-Sを開発し，

会開発研究』８号で課題として掲げたiTunesカー

「子どもが目標として取り組む活動を教員や保護者らが

ドでのアプリ購入に関する課題は，現時点におい

本人と一緒にイラストを見て話し合いながら選び，選

て希望する金額のiTunesカードが購入できるよう

択回数の多さなどで優先順位を付けて達成目標を設定

になったため解決した．今後は知的障がいのある

する日常のコミュニケーション支援機能としての利用」

人たちのニーズに対応するアプリガイドを作成し，

（琉球新報

ADOC等と合わせて利用することが望ましい．

2013.9.20）をねらいとして普及を進めてい

る．ADOCはこのように障がいのある本人が意思表出

⑥アプリ全般に関して，使用するアプリが増大す

しやすい環境を提供し，それを支援計画の形に変換す

ると，支援者が利用するアプリ，当事者が利用す

ることができるアプリであり，ソーシャルワークのア

るアプリ，または支援における共有のアプリ，家

セスメントでも有用なアプリであると考えられた．

族が利用するアプリ等を明確化しておく必要性も
生じる．

そのため本研究においても研究協力が得られたA園，
B園でADOCの活用について検証を試みた．ADOCなら

ソーシャルワークにおけるICT活用は始まったばか

びにADOC-Sのソーシャルワークへの転用について課題

りであり，AIがより身近な存在になってきたこんにち，

を挙げておきたい．

より積極的にICTを支援で活用することが求められる．

①ADOCならびにADOC-Sは，それぞれ作業療法，

そのための支援者に対する情報提供やトレーニング機

療育を念頭にアプリが開発されているが，クライ

会の拡大などがますます望まれよう．

エントと協働して選択する目標はミクロレベルで
のソーシャルワークでは共有できる．しかしマク
ロレベル，例えば就労支援に関する働きかけ等に
ᩥ⊩

ついてはオリジナルのアイコンを作成する必要が

志村健一（2013）「障害者虐待防止法の意義と課題―

ある．
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権利擁護のためのシステム構築に向けて―」
『社会福祉
なお本調査はJSPS科研費26590117の助成を受けたものです．

研究』116，２-11.
志村健一（2016）「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」
『福祉社会開発研究』８号，95-99.
琉球新報（2013）ADOC「開発の理由」
（2016.1.14取
得 http://adoc.lexues.co.jp/about-adoc/reason）

職員

利用者

図１ ＩＣＴ導入の概念図
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Keywords：Social work global definition, Social

domains that there are social class differences in

model of disability, Social vulnerability, Social ex-

health (Mackenbach et al. 2003, Marmot 2005).

clusion

Therefore, by integrating the discussion of poverty
and disability, as they are mutually related, I examine a comprehensive resolution of the key issues
in this discussion and the directionality for future

1. INTRODUCTION

research.
This paper reviews the international trends and
the actual situation in Japan concerning poverty
and disability, a global issue that must be solved

2. BACKGROUND

worldwide to contribute to improving people’s
well-being. In this paper, “poverty” includes not

2.1．Background in Japan

only those with low income but also social exclusion: the exclusion from participation and connec-

It is important that this paper examines poverty

tion. In addition, this paper uses the social model of

and disability comprehensively in the context of

“disability,” rather than the medical model. In this

welfare in Japan,because such problems are com-

paper, “disability” also means social vulnerability,

plex and overlap The Ministry of Health, Labour

the social disadvantage brought about socially. In

and Welfare’s report, “The Future of Social Welfare

essence, for the purposes of this paper, a “persons

for People Needing Social Protection Study Panel”

with disa bilities” includes not only individuals

(2000), pointed out the overlap and combining of

with a functional disorder but also people who are

issues such as “mental and physical disability, un-

vulnerable, such as a child, an elderly person, and

easiness (mental/physical disability/uneasiness),”

a single-mother and her child. The Department

“social exclusion and friction,” and “social isolation

for International Development (2000) has pointed

and loneliness.”

out the vicious cycle of poverty and disability. Fur-

These correspond to poverty, including social

thermore, closely related to poverty and disability,

exclusion, and disability, including social vulner-

it has been shown in medical and public health

ability, in this paper. In addition, the Toyo Univer-
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sity Welfare Social Development Research Center

countries.

(hereinafter referred to as “the Center”), with

Second, the global deﬁnition emphasizes inno-

which the author is afﬁliated, focuses on one of the

vative changes of social policy and social develop-

problems raised in the report – social isolation –

ment at a macro level. Regarding these problems

and studies methods of support and systems for in-

as global issues, as in this paper, a collaborative ap-

dependence and watching. The Center’s approach

proach among countries is a macro-level approach,

interconnects various aspects, such as children,

and may lead to innovative social changes.

elderly persons, persons with a disability, theory,

Third, the global deﬁnition emphasizes collec-

and history. The Center’s awareness of the issue

tive responsibility. International collaboration to

lies in the various difficulties in life becoming

resolve these issues can be viewed as the practice

problematic as social relations weaken, stemming

of collective responsibility by the world as a whole.

from changes in the social-economic structure.

Fourth, the global deﬁnition emphasizes social

More specifically, these problems include pover-

cohesion and inclusion. International collaboration

ty/income differences, isolation/solitary death,

to resolve these issues, which is this paper’s aim,

abuse, consumer damage, homelessness, and the

facilitates and contributes to social cohesion and

working poor. The object of this paper is to organ-

stability both nationally and internationally.

ize and discuss these combined life difﬁculties in
an international context focusing on the dimension

2.3. Motivation of this Paper

of poverty and disability. Further, for such complicated problems, the construction of a multifaceted

The author recognized the importance of or-

support system is needed. This paper aims to gain

ganizing the issues of poverty and disability and

insights for constructing this support.

the corresponding social security services and
systems in Japan from an international context.
In 2016, the author presented the vicious cycle of

2.2. Global Background

poverty and disability, and employment of persons
Attempting to interpret poverty and disability

with disabilities as a solution, at an international

as global issues in an international context is an

conference. T here, the author was able to ex-

important and valid perspective for international

change opinions on these issues with researchers

social work. This is supported by the global defi-

and practitioners from 12 countries, both devel-

nition of “social work.” First, the global deﬁnition

oped and developing. The author thereby found

respects the opinions and conditions of developing

that, regarding poverty and disability, researchers

countries. The issues of poverty and disability dis-

from all countries cared, faced similar problems,

cussed in this report are more serious and urgent

and were seeking effective approaches. However,

in developing countries. Therefore, working to im-

the author was unable to find sufficient materials

prove these issues as an important global commu-

from an international context or that took into con-

nity matter also relates to respecting developing

sideration differences in deﬁnitions between coun-
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tries. Therefore, the author considered it would be

3. DEFINITION OF POVERTY
AND DISABILITY

beneﬁcial to all countries to share information on
the actual situation and approaches in Japan in this
paper.

3.1. Poverty
3.1.1. Absolute Poverty and Relative Poverty

2.4. Significance of this Paper

Many studies to date have considered the deﬁThe purpose of this paper is to invesrigate the

nition of the poverty (Spicker 2007). However, an

international trends and actual situation of Japan

absolute deﬁnition has yet to be established (Kondo

regarding the global issues of poverty and disabil-

and Abe 2015). This is because the definition of

ity. The solutions to poverty, disability, and their

poverty involves a judgment of value (Lister 2004).

combined problems that are discussed in this

In addition, poverty is roughly classified into two

paper are global issues that international organiza-

concepts: “absolute poverty” and “relative poverty.”

tions such as the United Nations, the World Bank,

“Absolute poverty” refers mainly to the poverty

International L abour Organization (ILO), and

seen in developing countries, where groups’ or in-

World Health Organization (WHO) are leading ef-

dividuals’ living standards are lower than the mini-

forts to solve. Therefore, a global perspective and

mum living standards in the absolute sense.

cross-cultural studies may contribute to this cause.

Conversely, “relative poverty” is mainly poverty

This paper may, thus, become the basis material

based on economic disparity in developed coun-

for future international discussion and collabora-

tries, where groups’ or individuals’ living stand-

tive research.

ards are lower than those of other groups or individuals. Townsend (1979) deﬁned relative poverty
as a state that lacked the “life resources to obtain

2.5. Research Questions and Methods

the types of diet, participate in social activities, or
Based on the above background, and by re-

have necessary living conditions and amenities

viewing public materials and prior literature, this

that is customary or at least widely encouraged in

paper’s objective is to clarify the following:

the societies to which they belong.” In addition,

(1) International trends on the issues of poverty

the Organization for Economic Co-operation and

and disability;

Development (OECD) defines relative poverty as

(2) The actual situation of poverty and disability in

“household income (income – taxes/social securi-

Japan; and

ty contributions + social security such as pensions)

(3) The directionality of the approach to improve

below half the median household income after ad-

the vicious cycle of poverty and disability.

justing for household size.”
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3.1.2. Social Exclusion

medical model to this social model (also called

A concept in conjunction with poverty is social

a human rights model), which is reflected in the

exclusion. Conceived in France in the 1970s, the

Convention on the Rights of Persons with Disabili-

concept of social exclusion attracted attention in

ties mentioned later. The ICF deals with all aspects

the EU after the 1980s and is currently studied

related to health, including well-being, of all peo-

globally. However, interpretations of social ex-

ple, including persons with disabilities. The ICF

clusion vary, which has been criticized. Social

classiﬁes human life functions and disabilities into

exclusion in Europe involves “different features

1,500 items of “mind/body function, physical struc-

in different countries at different times in forms

ture,” “activity and participation,” and influential

of poverty, such as the homeless people on the

“environmental factors.” A signiﬁcant characteris-

streets, or aspects of marginalization of long-term

tic of the ICF deﬁnition is that it not only classiﬁes

unemployment, and households falling into severe

mental/body function disorders and consequential

debt” (Commission of the European Communities

life function disorders but also focuses on activity

1993). In addition, social exclusion is defined in

and social participation, particularly inﬂuential en-

the U.K. as “what can happen when people or ar-

vironmental factors. Such view on disability in the

eas suffer from a combination of linked problems

ICF has had a large influence on the health care,

such as unemployment, poor skills, low incomes,

medical care, and welfare services for persons with

poor housing, high crime, poor health, and family

disabilities.

breakdown” (Social Exclusion Unit,2004). In Japan,

3.2.2. Social Vulnerability

Iwata (2008) explained social exclusion as “a new
policy word to realize ‘social inclusion’ and prevent

Vulnerability means “capable of being wound-

current social issues brought about by structure

ed/fragile” (Social Worker Training Lecture Edit-

to bar speciﬁc people from main social relations.”

ing Committee 2010). In relation to the ICF and the

In addition, Kondo and Abe (2015) defined social

social model of disability, Seino (2014) suggested

exclusion as “the process of gradually removing

clarifying disability to include social barriers such

people from social systems and relations.”

as social vulnerability, which Seino (2014) deﬁned
as “social disadvantage due to social systems or
society.” In addition, social vulnerability is neither

3.2. Disability

a biological or physical functional vulnerability

3.2.1. The Social Model of disability

requiring medical care or functional rehabilita-

The legal deﬁnition of disability varies between

tion, nor a psychological vulnerability that occurs

countries, but there is a social model of disability

thereafter. Vulnerability attracted global attention

in the WHO’s International Classiﬁcation of Func-

after the enactment of Canada’s “The Vulnerable

tioning, Disability and Health (ICF) that provides

Persons Living with Mental Disability Act ” in

an international deﬁnition. The international deﬁ-

1996. In Japan, Furukawa (2008) discussed vulner-

nition of disability is shifting from the conventional

ability from a social welfare-specific perspective.
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The concept of social vulnerability is also valid in

ratio and the number of people living in poverty

this paper when discussing poverty,disability,and

were 37.1% and 1,958 million in 1990, and 12.7%

related issues, because poverty as social exclusion

and 896 million in 2012 (based on the purchasing

includes various disadvantages, and that is precise-

power parity of 2011, the international poverty line

ly the form of disability in the social model men-

is calculated as USD 1.90 a day). In countries such

tioned above.

as China or India, millions of people have escaped
poverty due to the rapid growth of the domestic
economy. However, compared to men, women have
a higher probability of falling into poverty state

4. INTERNATIONAL TRENDS ON
POVERTY AND DISABILITY

due to unequal access to employment, education,
and resources. In addition, 80% of people living in
extreme poverty occupy areas such as South Asia

4.1. Poverty

or sub-Saharan Africa, where the extent of poverty
Eradicating poverty is a highly prioritized prob-

has not much improved. To fully eradicate poverty,

lem in the global community. In 2015,the United

the United Nations has highlighted the need to

Nations proposed 17 “Sustainable Development

focus on people who live in vulnerable situations,

Goals” (SDGs) for the global community to be

improve access to basic resources and services,

achieved by 2030. The global issues identified

and support communities that suffer conﬂicts and

include poverty, starvation, medical care and wel-

climate change-related disasters.

fare, education, gender, employment, inequality,
and peace. The international trend of povert y

4.2 Income Gap and Inequality

reported by the United Nations is as follows. An
improvement is being seen in the world poverty

The income gap is deeply related to poverty.

ratio; however, many people remain either in a

According to the United Nations, there are differ-

state of poverty state or at risk of poverty. In addi-

ences in and inequality of income domestically and

tion, the United Nations sees poverty from a social

internationally; it is a global problem that needs a

exclusion perspective, according to which poverty

global solution. The wealthiest 10% of the world’s

is not merely lacking the income and resources

population receive nearly 40% of the entire global

necessary for sustainable life but also includes

income; in comparison, the poorest 10% earn only

facing hunger and malnutrition, having no access

2~7% of the entire global income. A fter taking

to education or other basic services, facing social

into account population size, difference in income

discrimination and exclusion, as well as exclusion

developing countries increases to 11%. Regarding

from decision making.

this expansion, the United Nations has emphasized

Table 1 shows the poverty ratio of the world in

the need to empower the lowest income groups,

2012. Since 1990, the extreme poverty ratio has

regardless of sex, race, and ethnicity. Large differ-

decreased by more than half. The world poverty

ences remain in access to health, education ser-
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vices, and other resources. While cross-national

each country that includes referential parallel re-

economic differences are reducing, inequality con-

ports from NGOs. As of August 2015, the United

tinues to spread within each country. When eco-

Nations has given such opinions to 26 countries. In

nomic growth occurs only in some parts of society,

Japan, the Ministry of Foreign Affairs prepared its

it is insufﬁcient to achieve poverty reduction. It is

ﬁrst draft in September 2015. The ﬁrst government

necessary to pay attention to the needs of those

report was compiled by the Persons with Disabil-

who are underprivileged and isolated from society,

ities Policy Board set up by the Cabinet Office in

and to introduce a universal policy to reduce ine-

December 2015.

quality.

4.4. Disability
4.3. Convention on the Rights of
Persons with Disabilities

This paper organizes the issues surrounding
persons with disabilities based on the United Na-

In recent years, the “Convention on the Rights

tions opinions given to 26 countries as of August

of Persons with Disabilities,” adopted by the Unit-

2015.Regarding the definition of disability, the

ed Nations on December 13, 2006 had a signiﬁcant

United Nations has advised countries to revise

inf luence on the global communit y regarding

the legal deﬁnition from the medical model to the

persons with disabilities. Adopted during the six-

social model (human rights model). In addition,

ty-ﬁrst session of the General Assembly and com-

other advice has included recognizing persons

ing into force on May 3, 2008, this was the ﬁrst in-

with disabilities based on their characteristics,

ternational treaty on persons with disabilities. The

situation, and needs, rather than their ailments or

treaty secures the rights and basic freedom of peo-

functional disorders. Regarding discrimination

ple with disabilities, as well as promoting respect

prohibition, the United Nations has observed that

for the dignity of disabled persons, by demanding

reasonable accommodation in many countries

that countries secure rights in numerous aspects,

was undeveloped or lax. Furthermore, the United

such as political/civil rights and the right to edu-

Nations has highlighted the necessity for many

cation, health, labor, employment, social security,

countries to deal with “intersectional discrimina-

and access to leisure activities. Japan signed the

tion,” which refers to discrimination stemming

treaty on September 28, 2007, and is now among

from a combination of disability and other factors,

the 160 countries to have signed as of November

including sex differences, age, ethnicity, location,

2015. A process of international monitoring for the

social isolation, and insular factors. Regarding the

treaty’s implementation is stipulated therein. Ac-

expansion of independent life and community life,

cording to this requirement, countries that ratify

the United Nations has raised a shift to deinstitu-

the Convention must report to the United Nations

tionalization and community independent living

on their state of implementation, and the United

as an issue to be tackled for many countries. In

Nations gathers an advisory general opinion for

particular, the United Nations identiﬁed the large
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number of people with intellectual disorders enter-

5. POVERTY AND DISABILITY
IN JAPAN

ing facilities and the large number of people with
mental disorders in social hospitalization.

5.1. Summar y of Japan’

4.5. Employment of Persons with
Disability

Japan is an island country in the Paciﬁc Ocean

Regarding the employment of persons with dis-

in East Asia. Its total land area is about 378,000

abilities, the United Nations has highlighted that

square kilometers. As of September 2016, Japan’s

many countries have not provided adequate rea-

total population is 126.92 million. The unemploy-

sonable accommodation to secure the employment

ment rate is 3.0% (July 2016), the nominal GDP is

participation of disabled persons. Many countries

the third highest globally at USD 5,959.7 billion

have implemented employment quotas as a means

(2012), it is ranked ﬁfth globally in the ofﬁcial de-

of afﬁrmative action. However, employment rates,

velopment assistance (ODA) results of the Devel-

improvement of employment conditions, and the

opment Assistance Committee (DAC) with 104.9,

shift from sheltered employment to general em-

and its United Nations normal budget allotment

ployment has yet to succeed. In addition, it has

rate is second globally at 10.833% (2013).Social

been observed that, in most countries, compared

security programs in Japan are designed to guar-

to people with no disabilities, the disabled have

antee a minimum standard of living and to protect

a much lower employment rate, a higher unem-

citizens from certain types of social and economic

ployment rate, and among people with disabilities,

risk. The social security system comprises four

there are large differences depending on sex, type

major components: public assistance, social insur-

of disability, and location. The United Nations urg-

ance, social welfare services, and public health

es the relevant countries to improve in the follow-

maintenance.

ing areas: (1) prohibiting discrimination of persons
with disabilities, (2) removing the minimum wage

5.2. Poverty

exemption, (3) affirmative action such as employment quotas, 4) discontinuing sheltered em-

In the context of Japan, poverty is relative, rath-

ployment for more inclusive employment, and (5)

er than absolute. The relative poverty percentage

organization of information and data to investigate

in Japan has been reported as 10.1% in the “National

the effectiveness of policies such as employment

Survey of Family Income and Expenditure” of the

quota systems.

Ministry of Internal Affairs and Communications
(2009) and 16.1% in the “National Livelihood Survey” of the Ministry of Health, Labour and Welfare
(2012). In both surveys, the characteristics of relative poverty households were elderly, single-person or single-parent households in rural districts
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or villages (Cabinet Office; Ministry of Internal

food. The ratio for the same experience in sin-

Affairs and Communications; Ministry of Health,

gle-person working-age households was 17.0% for

Labour and Welfare). In addition, the relative pov-

men and 20.4% for women. Abe (2011) highlighted

erty ratio of children has grown to 15.7% in 2009

the increase in irregular employment and high

since the mid-1990s. The relative poverty ratio of

unemployment rates among young working-age

working-age households with children is 14.6%, of

people in recent years reﬂecting on the above. Fur-

which the poverty rate of working-age households

thermore, food poverty was experienced by 24.7%

with one adult is 50.8%. In addition, according to

of single elderly men. Health insurance cards were

the OECD, the relative poverty ratio of children

taken away from 307,000 households nationwide

in Japan is the tenth highest among the 34 OECD

(Ministry of Health, Labour and Welfare 2011).

member nations. Moreover, the relative poverty

One in 50 households had people who were unable

ratio of working-age households with children and

to receive medical services even though they were

one adult is the highest among the OECD mem-

unhealthy.

bers.
In addition, the number of welfare recipients –

5.4. Disability

who receive living, medical, and housing beneﬁts
– has increased in recent years, reaching more

Regarding the actual situation of Japanese disa-

than 2,160,000 as of July 2014. Thus, the number of

bled persons, I will provide an outline based on the

recipients and beneﬁts have increased 1.7-fold and

first Japanese Government report (2016) and the

1.6-fold respectively over the ten years from 2002

Annual Report on Government Measures for Per-

to 2011.

sons with Disabilities(Cabinet Ofﬁce 2015) based
on the persons with disabilities right treaty. Japan’s
definition of persons with disabilities is based on

5.3. Homelessness and Social Exclusion

the social model. Disabilities “include physical disAccording to a sur vey by the Minist r y of

abilities, intellectual disabilities, mental disorders

Health, Labour and Welfare (2016), the number

(which includes developmental disabilities), and

of people who slept outdoor that year, such as in a

other mental and physical functional disabilities

park or on a riverbank, was 6,235 people. Regard-

(hereinafter all referred to as “disabilities”), and

ing households living in difﬁculty, the National In-

refer to a state of considerable, continuous limits

stitute of Population and Social Security Research

in everyday or social life caused by a disability

(2009) reported that in a survey conducted in 2007,

or social barrier” (the Basic Act for Persons with

the rates of households experiencing delinquency

Disabilities and the Disabilit y Discrimination

in electric and gas payments in the year before

Elimination Act). The number of people with dis-

were 4.7% and 4.5% respectively. In addition, ap-

abilities in Japan today comprises 3,937,000 with

proximately 40% of single-person and single-parent

a physical disability, 741,000 with an intellectual

households experienced not being able to afford

disability, and 3,201,000 with a mental disorder.
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Approximately 6% of Japan’s population has some

right for safety and equality of all people, including

kind of disability. In addition, the number of people

persons with disabilities. However, inequality due

entering facilities is 16.1% for people with intellec-

to poverty disability is an issue in both Japan and

tual disabilities, which is particularly high, 1.9%

globally. In addition, poverty and disability are

for people with physical disabilities, and 10.1% for

closely related in both contexts. Gender inequality

those with mental disorders. Although it is difﬁcult

and inequality of access to living areas, employ-

for the ratio of persons with disabilities to the rest

ment, education, and resources are related to pov-

of the nation to be simply compared international-

erty as social vulnerability.

ly, it is estimated that Japan’s ratio is low compared

Although social exclusion is a poverty issue,

to other OECD member nations, except Korea

many people still suffer from absolute poverty in

(Katsumata 2008).Regarding the employment of

some areas and countries. Therefore, the global

persons with disabilities, the Act on Promotion of

community needs to strive to eradicate absolute

Employment of Persons with Disabilities obliges

poverty quickly simultaneously with working to

business owners to comply with a legal employ-

eradicate social exclusion. To that end, solving the

ment rate of persons with disabilities within their

cross-national economy and income gaps is neces-

workforce (2.0% for private enterprises and 2.3%

sary, requiring the application of knowledge from

for public institutions). As of June 2015, the aver-

fields such as international development studies,

age actual employment rate in private enterprises

economics, political science, and social work.

nationwide is 1.88%, while the number of employed

Regarding disability, the shift from the medical

persons with disabilities is approximately 453,133

model to the social model in the legal deﬁnition of

(320,752 with physical disabilities, 97,744 with

disability is being demanded globally. This leads

intellectual disabilities, and 34,637 with mental

to inclusion within the persons with disabilities

disorders). The actual employment rate and the

category of individuals with social vulnerability,

number of employed people with disabilities have

rather than just persons with a functional disabil-

increased for 12 consecutive years; it is, therefore,

ity. This provides a basis to visualize and clarify

considered that the employment of persons with

issues such as those faced in Japan, including per-

disabilities in Japan is steadily advancing.

sons with various difﬁculties in life and those with
a combination of problems needing social support.
Conversely, clarifying the problem and the development of support method systems do not neces-

6. DISCUSSION

sarily synchronize. Therefore, such clarification
In this paper, an integral review was conducted

and systems development is urgent, and the social

by interpreting poverty and disability broadly to

signiﬁcance of studies directed at contribution to

include social exclusion and social vulnerability

practices conducted at the aforementioned Center

respectively. There is a global aim to establish the

is huge.
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In addition, regarding poverty and disability,

munity needs to wrestle with these issues quickly

I was able to confirm that they were closely re-

and with international cooperation. By studying

lated to issues in employment. Poverty is related

the issues of poverty and disability from an inter-

to exclusion from the labor market and social

national context and by conducting collaborative

disadvantage, while disability is related to social

studies, contributions to innovative social changes

exclusion, a low employment rate, and low income.

on a macro level and realization of the exertion of

In addition, poth were related to social exclusion

collective responsibility may be possible. Simulta-

as a result of employment or unemployment, and

neously, to solve the actual problems, nation-based

exclusion from employment opportunity as a result

cross-field and inclusive studies and practices on

of social vulnerability. Therefore, the creation of

social work are needed.

stable, high-quality employment is demanded globally and domestically. In a situation where the market and economy are globalized across borders,
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知的障がい者支援の民間ネットワーク研究
― 人々を巻き込むアクティビティ及びプログラムの考察 ―
障害ユニット 客員研究員
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：知的障がい者、スペシャルオリンピックス、

ツ のプログラムやアクティビティの事例を概観し、共

ユニファイドスポーツ

生意識を強く打ち出したユニファイドスポーツ®の取り
組みが、知的障がい者を支える民間支援ネットワーク
構築にどのように影響するかを考察する。

１．はじめに
２．SOユニファイドスポーツ の考察

「スペシャルオリンピックス（Special Olympics/以下、
SO）」は、知的障がいのある人たちに、年間を通じたス
ポーツトレーニングと競技の場を提供することで、彼

（１）ユニファイドスポーツ 推進の背景

らの自立や社会参加の促進を図ってきた世界的な運動
である。活動に参加する知的障がい者は「アスリート」

スペシャルオリンピックスが提唱しているユニファ

と呼ばれ、アスリートがスポーツ活動を通して、
「健康

イドスポーツ とは、知的障がいのある個人（スペシャ

を増進し、勇気をふるい、喜びを感じ、家族や他のア

ルオリンピックスのアスリート）と知的障がいのない

スリートそして地域の人々と才能や技能そして友情を

個人（パートナー）が、いっしょに、チームメイトと

分かち合う機会を継続的に提供すること」が使命とさ

してスポーツに取り組むプログラムである。

れている。

従来のSOプログラムと同様に、SOコーチの指導のも

1968 年にスペシャルオリンピックス国際本部（SOI）

と、アスリートとパートナーは日頃から一緒に練習す

が組織化され、活動は世界に広がった。2015年度末の

ることで、競技中は「チームメイト」、日常では「仲間」
「友

SO国際本部の調査によれば、世界169 ヵ国で4,697,934

だち」 としてお互いに相手の個性を理解し、信頼を深

人のアスリートとボランティア1,147,292人が参加してい

め、助けあう関係を構築していくという共生社会を意

る。

識した実践的なプログラムである。

SOにおける競技者は、従来、アスリートと呼ばれる

SOにおけるユニファイドスポーツ は、1989年より

知的障がい者のみが対象であったが、近年積極的に導

欧米を中心に取り組まれていたのだが、パートナー選

入されている「ユニファイドスポーツ 」により、障が

びの困難さからなかなか定着できずにいた。しかし、

いの無い個人も、
「パートナー」という競技者として位

2012年に「SOスポーツルール総則」が改訂され、それ

置づけられ参加促進が図られるようになっている。本

までネックとなっていた「知的障がいのあるSOアスリー

研究報告では、2016年度に行われたユニファイドスポー

トと同程度の年齢と競技能力」が条件であったパート
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ナーの定義が多様化したことによりユニファイドの定

会におけるソーシャルインクルージョンの定着を可能

義が広がり、それ以降格段に取り組み安くなった。また、

にする時代のニーズに呼応したスポーツモデルであり、

SO国際本部では、ユニファイドスポーツ を重点事業と

今後のSO活動推進の礎となるだけでなく、スポーツ・

位置づけ成長戦略計画に盛り込み、2012年以降積極的

レクリエーションを通じた共生社会構築のベストプラ

に全世界のスペシャルオリンピックス組織に発信して

クティスとなる可能性を有している。

いる。
この改定の背景、つまり、ユニファイドスポーツ 推

（２）ユニファイドスポーツ とは

進を柱とした成長戦略には、近年の社会環境の変化が
大きく関係していると考えられる。

ここでは、2012年にSOスポーツルール総則改定によ

1960年代当初に始まったスペシャルオリンピックス

り定義が広がったユニファイドスポーツ を概観する。

は、知的障がい者にスポーツをする権利と自由をもた

【ユニファイドスポーツ の定義】

らし、スポーツによってエンパワーされたSOアスリー

・

知的障害のある個人（スペシャルオリンピッ

トは、社会に参加し社会に認知される存在となっていっ

クスアスリート）と 知的障害のない個人（パー

た。しかし、それから約半世紀が経った今でも、差別、

トナー）が共にチームメイトとして競技に参加

貧困、紛争等の様々な社会的排除は無くなるどころか

する。

一層激化し、日々新たな社会的弱者を生み出している。

・

ユニファイドスポーツ を実施するアスリート

この混迷した21世紀社会において、もはや、障がい者

とパートナーは、競技中はチームメイト、競技を

というキーワードだけでは人々の関心が集まらない時

離れた日常では「仲間」
「友だち」という関係の

代になっているのも現実である。

構築を目指している。

そういった時代背景の中、
「アスリートたちの健康や

・

体力増進、スキルの 向上を促進するだけでなく、多く

アスリートとパートナーは、競技の基本的ス
キルや戦略を身につけている必要がある。

の人々との交流が彼らの社会性を育くみ、適切な指導

・

と励ましがあれば、アスリートたちは少しずつでも確

ユニファイドスポーツは、スペシャルオリン
ピックス（以下SO）のコーチが指導する。

実に上達し、自立への意識を高め成長する。
」というSO

・

競技会を実施する場合、チームはSOのディビ

が掲げる使命だけでは人々の共感が得られなくなると

ジョニングの手順に従い、年齢や競技能力に基

いうSO国際本部の組織的危機感が、ユニファイドスポー

づいて他のユニファイドスポーツチームと共に競合

ツ 推進を急務とする一因であると考えられる。

できる

ディビジョンに分けて競技会を行う。

一方、「スペ シャルオリンピックス参加の効果はアス
リートだけでなく、家族の絆が強くなり、地域社会も

【ユニファイドスポーツ の３モデル】

参加、見学により、知的障害のある人々を理解し、尊

ユニファイドスポーツには、以下の３つのモデ

敬し、受け入れるという効果がある」というSOの理念

ルがあり、構造や機能はそれぞれ異なっている。

に定義されているように、SO活動の有益性はアスリー
トに対してのみではなく、地域社会への共生意識の浸
透において大いに発揮されてきた。SO誕生当初より、
共生社会を強く意識した活動として推進してきた50年
の実績と人々を巻き込むユニファイドスポーツ は、社
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プレーヤーデベロップメント」と「ユニファイドスポー

①ユニファイドスポーツ
・競技性の高いモデル
・チーム競技のチームメイトとして、競技や
トレーニングに参加

ツ・レクリエーション」の２つのモデルが追加され、

構成

アスリートとパートナーは、ほぼ同数

ニファイドスポーツ・レクリエーションは、パートナー

ルール

SOスポーツルールに従う（必要な競技スキル
や戦略を身につけておく）

に関する条件設定もなく、知的障がいのあるアスリー

年齢

同程度

トと共にスポーツ・レクリエーションを楽しむことを

競技能力

同程度

主眼としているため、多様な人々が参加しやすいこと

その他

アスリートとパートナーの年齢・競技能力の
組み合わせは競技ごとに定義

で、実施しやすく汎用性が高いアクティビティとして

特徴

ユニファイドスポーツ に着手しやすくなった。特にユ

受け入れられ始めている。
②ユニファイドスポーツ・プレーヤーデベロップメント

特徴

・高い競技能力を持つプレーヤーが、競技能
力の低いチームメイトの技術や戦略を上達
させることを補佐しながら、ユニファイド
スポーツ を目指すモデル
・チーム競技のチームメイトとして、競技や
トレーニングに参加

構成

アスリートとパートナーはほぼ同数

ルール

３．ユニファイドスポーツ の事例
報告
本節では、地域社会への浸透性とアクティビティと

チームメイトが同程度の競技能力であるとい
うことに関する条項を除き、SOスポーツルー
ルに従う

年齢

同程度

競技能力

同程度でなくとも構わない

その他

・アスリートとパートナーの年齢・競技能力
の組み合わせは競技ごとに定義（競技会に
は参加できない）

しての汎用性が高い「ユニファイドスポーツ・レクリ
エーション」を用いたイベント事例を報告する。

（１）ユニファイドボッチャ・チャレンジマッチ
2016年６月、世界から約25,000人が参加し、福岡市に

③ユニファイドスポーツ・レクリエーション

特徴

おいて「第99回ライオンズクラブ国際大会」が開催さ

・アスリートとパートナーのための包括的な
レクリエーションの機会
・社会参加や競技能力、知識の向上を推進す
るもので、学校や地域のクラブ、公私問わ
ず様々な場所で開催できる

構成

制限はない

ルール

制限はない

年齢

制限はない

競技能力

制限はない

れたことに伴い、同国際大会の公式行事として、ライ
オンズクラブ（LC）の青年部であるレオクラブとSOア
スリートが混合チームを組み、ボッチャマッチを行った。

開催日時：2016年６月26日（日）15：10 〜 18：00
会場：福岡国際センター１階（福岡市博多区）
提携団体：ライオンズクラブ及びLCレオクラブ

スペシャルオリンピックス日本 2013「ユニファイドスポーツ
導入と普及」より

チーム構成
従来は、①のユニファイドスポーツ モデルしか存

・スペシャルオリンピックス アスリート22名（SON・

在しなかったため、同年齢、同程度の競技能力をもっ

山口、福岡、熊本の３地区から参加）とライオンズ

たパートナーと日常的にスポーツトレーニングを行う

クラブ

ことは大変困難であり普及の妨げになっていたのだが、

チームで構成

レオクラブ22名を各２名ずつ、合計４人１

・チーム数は合計で11チーム

2012年の改定により、新たに「ユニファイドスポーツ・
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ボッチャ競技が持つ、理解しやすいシンプルなルー

〈対戦方法〉

ルと身体能力に左右されずに誰もが気軽にプレーに参

・３つのディビジョンに分けてリーグ戦またはトーナ

加できることや逆転劇が多いというゲーム性の高さが、

メント方式で順位表を決定、表彰を行う

障がいのある無しにとらわれず、短時間の中での人間

・ディビジョンⅠ ３チーム、ディビジョンⅡ ４チー

関係の構築に効果的な影響を及ぼしたと推察される。

ム、ディビジョンⅢ ４チーム

また、ライオンズクラブのレオクラブのメンバーが

※ただし、競技能力によるディビジョニングは行わ

パートナーであったことも効果的に作用している。レ

ず、抽選によるグループ分けとする

オクラブは、「地域、国、国際社会の一員としての責任

〈ルール〉
試合は16点先取、又は試合時間が35分経過時点での

を果たし、世の中に貢献できる人間に成長する機会を

合計得点で勝敗決定

青少年に与える」ことを目的に組織された12歳から30
歳の青少年が参画する奉仕団体であり、「リーダーシッ

SOアスリートとレオクラブのパートナーは当日初め

プ：チーム・リーダーとしてのスキル育成」、「経験： チー

て顔合わせたため、最初はぎこちなさも見受けられた

ムワーク、協力、及び共同作業を通じて、地域社会及

が、競技が進むにつれて会話も増え、一緒に戦略を話

び世界に変化を促すことを理解」
、「機会： 友人を作り、

し合いながらプレーを行い、自然な流れの中でチーム

地域奉仕に対する精神的な報酬を得る」ことをモットー

メイト同士がハイタッチをし喜びを共有する場面が随

とし活動している。日頃の活動を通じて培われたイン

所で見受けられた。チームプレーに集中していく過程

クルーシヴな精神と社会性の高さを持つレオクラブの

において、相手チームに勝つという目標を共有するこ

メンバーは、ユニファイドスポーツ のパートナーとし

とで、互いに励まし合い、戦略を話し合う等のコミュ

ても最適であった。

ニケーションが自然に図られたことにより、障がいの
【ボッチャマッチの様子】

ある無しにとらわれず、人間関係を構築するという効
果が得られたと考えられるが、これは、ボッチャの競
技特性とパートナーの資質によるところも大きい。
ボッチャは、2016年に開催されたリオパラリンピッ
クにおいて、日本代表が銀メダルを確得するという快
挙によりメディアでも多く報道され注目された競技で
もあるが、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度
機能障害者のために考案されたスポーツである。ボッ
チャは、パラリンピックの公式競技であるが、ジャッ
クボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青

写真１

のそれぞれ６球ずつのボールを転がしたり、他のボー
ルに当てたりして、いかに近づけるかを競いあう競技
である。なお、スペシャルオリンピックスのボッチャ
競技では、パラリンピックのボッチャとは異なる用具
（目標球はパリーナと呼び、ボッチャボールは木製）を
使用している。
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写真２：SOアスリートによる開会式スピーチ

浩美

写真５：表彰式
※写真は筆者撮影

このボッチャマッチが行われた背景としては、長年
にわたるライオンズクラブとスペシャルオリンピック
スの友好的な関係にある。もともと、ライオンズクラ
ブ国際財団は、SO国際本部と提携し、世界中で開催さ
れるスペシャルオリンピックスのスポーツイベントに
おいて、「オープニング・アイズ・プログラム」と呼ば
れる無料の視力検査を支援している。オープニング・
アイズ・プログラムは、世界で30万人以上のSOアスリー
トに視力検査を行い、約10万人のSOアスリートに適切
写真３：SOアスリートとレオクラブメンバー

に処方された眼鏡を配布している。
また、海外では「チャンピオンズ」ライオンズクラ
ブの結成を通じ、SOアスリートをLCのメンバーとして
迎え入れ、これまで奉仕される側だったSOアスリート
が、社会奉仕活動を行い、他の人々を助けることがで
きる機会をサポートするという取り組みも行っている。
こういった取り組みを通じて、知的障がい者が地域
社会と接点を持ち、社会に貢献する一市民として社会
に受け入れられることで、彼らを力づけ、自信や誇り
を持つことができ、共生社会構築への架け橋となって
いる。

（２）EKSデーにおけるユニファイドスポー
ツ デーの実施
写真４：競技風景

EKSデー （イー・ケー・エス・デー）とは、スペシャ
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ルオリンピックス創設者ユニス・ケネディ・シュライ
バーの功績を記念して、2010年から９月第４土曜日に

フィギュアスケート

1

-

バレーボール

1

-

バスケットボール

1

-

日を定めて世界各国のSO組織で取り組まれているイベ

フライングディスク

3

1

ントであり、
「Play Uniﬁed to Live Uniﬁed（共にスポー

ダンス

2

-

ツし、共に生きる）」をテーマに、障がいのある人とな

パターゴルフ

1

-

奉仕活動

1

-

い人が共同で行う活動を展開している。

表 2：実施競技及びアクティビティ（複数実施あり）

スペシャルオリンピックス日本では、ユニファイド
スポーツ 推進戦略の一環として、2015年より、この記
念日を「ユニファイドスポーツ デー」と位置づけ地区

今回のデータは、スペシャルオリンピックス日本事

組織での実施を呼びかけている。

務局が行った各地区の実施アンケートがベースであり、

まずは、2015年度と2016年度に行われた活動報告の

あくまでも参加者数、実施内容等の実績報告が中心と

まとめから、EKSデーにおける「ユニファイドスポー

なっている。今後は、パートナーやボランティアの属

ツ®デー」について概観する。

性及び参加者の意識調査を行っていきたいと考えてい
る。

開催地区

2015年度

2016年度

24

33

EKSデーイベントの開催傾向としては、通常のスポー
ツプログラムの延長として開催しているケースと、イ

参加者数
SOアスリート

530

663

ベント的な要素を盛り込み大学や他団体と連携しなが

パートナー

365

369

ら行っているケースがある。各地区のアンケートに寄

障がいがある人

91

58

ファミリー

460

453

ボランティア

394

478

おけるユニファイドスポーツ 実施の効果と課題を整理

データ無

842

する。

1,870人

2,863人

その他
合計

せられた感想を下に開催ケースをまとめ、EKSデーに

①他団体との連携事例

表１：EKS デー参加者実績（SON 2015、2016）

〈大学等との連携〉
競技種目等

実施地区数

・SON・岩手：岩手大学との共催による学生の参加

2015年

2016年

ボウリング

8

16

ボッチャ

3

5

ている「クロスボーダー・プロジェクト」との連携
※クロスボーダー・プロジェクト

・SON・山梨：都留文科大学地域交流センターが行っ

フロアホッケー

3

4

レクリエーション
（ミニ運動会など）

4

3

同大学において、知的障がい・発達障がいの子

バドミントン

1

2

どもたちの余暇活動支援を目的に立ち上げた活

陸上

2

2

動。インクルーシヴな地域づくりに向けて、少
しずつ対象を拡大し、現在は、障害の有無に関

機能開発プログラム

1

1

サッカー

1

1

フットサル

1

1

ウォーキング

‑

1

り、2015年よりSON・山梨とユニファイドスポー

卓球

1

1

ツ の連携事業を行っている。

テニス

1

1

わらず、広く地域の子どもたちを受け入れてお

・SON・和歌山：近隣の看護学校学生の参加
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浩美

組３チーム合計９チームに分かれて競技：１チー

〈その他連携〉

ム編成は10人程度）

・SON・長野：他団体主催イベント「かいぶつのた

・アスリート、
パートナー、
ファミリーによる混合チー

ね2016」にジョイント

ム（ただし、家族同士は別チームに編成）

・SON・奈良：開催協力を受けた自治体より、市長、

・約１時間内で、各チームは順番に全競技を行う

町長、教育長の参加があり、一緒に交流
・SON・滋賀：ロータリークラブとの連携（ロータ

SON・福岡では今回２回目の開催となったEKSデー

リアンの参加及び地元商店街の協力、地元中高生

イベントであるが、今回は混合チームにすることで参

の参加）

加者のコミュニケーションを図りやすくしたこと、ま

・SON・福岡：地元の学生有志グループ「FUKUOKA
PLUS+」と連携し、同グループがイベントの企画、

た、年齢や、障がいのある無しに関わらず参加しやす

運営を実施

いようなプログラム構成を意識して行った。
また今回は、企画段階から福岡県内の大学生有志で

②SON・福岡における実施例

構成している「FUKUOKA

と連携し、スペシャルオリンピックスの理解を深めて

ここでは、筆者が開催に携わったSON・福岡の事例

もらいながら、イベントの企画運営を担当してもらう

を報告する。

ということを試みた。FUKUOKA PLUS+は、2020東

〈実施概要〉
名

PLUS+」というグループ

称：2016年度EKSデー『ユニファイドスポーツっ

京オリンピック・パラリンピックの可能性を考え、最

てなに？ -知的障がいのある人と一緒に楽しむ

大限に活用するため、様々な分野とオリンピック・パ

スポーツレクリエーション』

ラリンピックを繋げた幅広い活動を行うことを目的に
結成されたグループである。

日 時：2016年９月24日（土日）14時30分〜 16時15分

今回、他団体に企画運営を依頼した理由としては、

会 場：香蘭女子短期大学体育館（福岡市南区横手）
主 催：NPO法人スペシャルオリンピックス日本・福岡

イベントを通じてSO活動に学生を巻き込むという目

協 力：FUKUOKA PLUS+

的の他に、死活問題としてのマンパワー不足があった。

参加者：94名

SON地区組織の多くは、ボランタリーで組織運営を行っ

SON・福岡 アスリート（知的障がい者）34人

ているところが多く、SON・福岡も常勤の事務局スタッ

ファミリー（知的障がい者の家族）26人

フは２名であり、イベント運営となると常にボランティ

パートナー 20人（学生、SOボランティア等）

アコーチやファミリー等の協力を得ながら開催してい

ボランティア14人

る。しかし、20年の活動が経過する中で、主力マンパ
ワーは高齢化かつ固定化してきており、また、SO活動

〈内容〉

に対するモチベーションの維持も難しくなってきてお

・ユニファイドスポーツ・レクリエーション（ボッ
チャ、サイコロリレー）

り、既存事業はこなすが新たな分野にチャレンジする

※サイコロリレー：サイコロを振り、出た目の数

という気概が薄れてきているのが実情である。
そういった中、新たなマンパワーとしての学生グルー

のコーンまで走り、リレーでつなぐうゲーム

プの存在は、新鮮な企画とフェイスブック等のSNSを

・フロアホッケー体験（ミニゲーム）

使った訴求の提案に加え、当日、SO関係者のほとんど

〈実施方法〉

が裏方ではなく一参加者として参加することができる

・赤組、青組、黄組に分かれてのチーム対抗戦（各
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ことで、イベントを楽しみ交流を図ることができ、従
来からのSO参加者のモチベーションアップにも貢献した。
また、FUKUOKA

PLUS+側からは、「各チーム障

がいがある方もない方も、年齢もなにもかもの垣根を
越えて団結していた姿が印象的」であり、
「最下位のチー
ムにはその場にいた全員が声援を送るなど、大変盛り
上がった」
、「EKSデーに関わったことで、なにかを一
生懸命に行う姿の素晴らしさに刺激を受けたこと、特
写真３：フロアホッケー体験

に、協力し、声を掛け合いながら楽しんでいる参加者
の笑顔から、スポーツの魅力を再確認させられた」と
いう感想と共に、同グループのフェイスブックを通じ
て、EKSデーイベントの様子がアップされた。

〈SON・福岡 2016 年度 EKS デーの様子〉

写真４：サイコロリレー

写真１：グループに分かれて自己紹介タイム

写真５：参加者全員で「EKS」の人文字作り
写真提供：スペシャルオリンピックス日本・福岡

③EKSデーにおけるユニファイドスポーツ
実施の効果と課題
EKSデーイベント実施地区の感想コメントを見ると、
この記念日にユニファイドスポーツ を実施することに
ついては一定の理解と共感を得ており、また、他団体
写真２：ボッチャ競技

と連携しやすく、だれもが主役になれるという意味に
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浩美

おいて参加しやすいこと、認知の低いSO活動にとって

うキーワードを意識しながら、今後のスペシャルオリ

は訴求力も加わりイベントとしては効果的であるでこ

ンピックス活動を行うことが求められている。
一方、本部であるスペシャルオリンピックス日本

とが見えてくる。

（SON）は、ユニファイドスポーツ を核とした体系的

その一方で、９月末という日程が、SO地区大会の他、
他のスポーツイベント等と時期が重なるため、「イベン

な成長戦略の策定が課題である。個々のユニファイド

トの企画準備等に十分時間をさけない」ことと、同時

スポーツ の効能を説くだけでなく、今、なぜSO活動に

に起こるマンパワー不足及び関係者の負担過多に陥っ

ユニファイドスポーツ が必要不可欠であるのかを組織

ているという実態も見受けられた。

論として説明する必要がある。

また、そもそも、
「EKSデーに、なぜユニファイドス

また、SON自体のEKSデーにおけるユニファイドス

ポーツを行うのか」という意図を理解していない地区

ポーツ デーのあり方や発信についても再考すべきであ

が散見した。「EKSデー行事としてユニファイドでなけ

る。現在、SON自体はEKSデーイベントを行っておらず、

ればならない理由が十分に理解できなかった」とする

地区の開催イベント情報をSONのホームページ上で告

地区は、
「先ずはアスリート誰もが参加できて十分に楽

知するに留まっている。これでは、せっかく各地区で

しめる行事であるでことが重要」とし、
「アスリートの

イベントを行っても相乗効果は得られない。自閉症啓

誰もが参加できて、アスリートを主人公としたもので

発デーやピンクリボン運動、オリンピックデーなどの

あることの方がより良い」というコメントを寄せている。

ように、EKSデーという記念日を象徴的に活用すべき

1968年の創設以降、スペシャルオリンピックスは、ス

である。SON自身がイベントを行うかどうかは別とし

ポーツ活動と競技会という実践活動を通じて、知的障

ても、特設サイトやSNSの活用、全国のメディアと連携

がいのある人たちの生活の質の向上に貢献してきたが、

するなどして盛り上げることは可能である。地区組織

「障がい者の自立、社会参加」というキーワードだけで

にEKSデーにおけるユニファイドスポーツ デーを根付

は、SO活動自体が社会から取り残されてしまい、SO地

かせるためにも、SON自体のEKSデーに対する姿勢を

区組織という閉ざされたコミュニティの中でガラパゴ

明らかにすべきである。

ス化する恐れさえある。
「アスリートの誰もが参加でき、楽しめる」ことはSO

３.

活動を行う上では当然のことであり、アスリートであ

まとめ

る知的障がい者は最も重要なステークホルダーではあ
るが、ボランティアや一般市民を、
「アスリートを支援

2015年度のSO Reach Reportでは、世界でユニファイ

する人」から、共に活動する「パートナー」としてとらえ、

ドスポーツ を取り入れた競技会は１万２千以上行われ

アスリートと同等のSO活動の当事者として再定義する

ており、また、ユニファイドパートナーは65万人以上

ことが求められている。

登録されているが、世界的に見ると2014年のユニファ

共生社会への理解、インクルーシヴな社会構築とい

イドパートナー約45万人から飛躍的に参加者を伸ばし

う時代が求めている価値は、SOにおいては、もともと

ており、世界のSO活動の主流は、ユニファイドスポー

内包してきた価値である。そしてこの価値のアウトプッ

ツ になりつつある。また、SO国際本部は、FIFA（国

トの象徴が、ユニファイドスポーツ を中心とした一連

際サッカー連盟）と連携しワールドカップ開催の際に、

のユニファイド事業であり、地区組織は、
「Play Uniﬁed

「ユニティカップ」というイベントを開催していたが、

to Live Uniﬁed（共にスポーツし、共に生きる）
」とい

現在、各国でのユニファイドスポーツサッカー大会を
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推進するなど、戦略的にユニファイドスポーツ を推進
している。
まさにスペシャルオリンピックスの生き残りをかけ
たかのようなユニファイドスポーツ 推進戦略ではあ
るが、ユニファイドスポーツ がもたらすソーシャルイ
ンクルージョンの価値観は、多様な人々の共感を呼び、
様々な団体や人々を効果的に結び付け浸透し始めてい
る。
しかし、日本では、2014年度のユニファイドパート
ナーは70人、2015年度は71人と横ばいである。これは、
ユニファイドパートナーの問題というよりは、2010年
以降、SOアスリート自体の参加が伸び悩んでいるとい
う、SO活動自体の停滞が根本的な要因だと考えられる。
ユニファイドスポーツ は、効果的に取り入れること
により、知的障がい者の社会性や競技能力の向上といっ
た効果が見込めると共に、様々な団体や個人をつなぎ、
ネットワーキングを促進し、地域におけるソーシャル
サポートネットワーク形成の鍵となりうる。
しかし、現在の地区組織の運営状況では、ユニファ
イドスポーツ の推進が活動発展の施策にはなりえない。
ユニファイドスポーツ の推進と同時に、根本的な地区
組織の課題を解決するために、ボランティアやファミ
リーに著しく依存してきた従来のSOプログラムや地区
組織の運営を抜本的に見直し、適切なマネジメントモ
デルを考案することが急務である。

＜引用・参考資料等＞
１． Special Olympics Reach Report Summary 2014、2015
（http://www.specialolympics.org/）
２． 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 2013 「ユ
ニファイドスポーツ導入と普及」PPT資料
３． ライオンズクラブ国際協会ウェブサイト
（http://www.lionsclubs.org/）
４． 一般社団法人ボッチャ協会ウェブサイト
（http://www.japan-boccia.net/）
５． 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
EKSデーアンケート集計結果 2015、2016
６． FUKUOKA PLUS+ フェイスブック

76



障害者の就労支援ネットワークの構築・維持要件に関する文献的考察 ― 発達障害者支援に焦点を当て ―／榎本 容子・清野 絵

障害者の就労支援ネットワークの構築・維持要件に関する文献的考察
― 発達障害者支援に焦点を当て ―
障害ユニット 客員研究員
障害者職業総合センター 研究員

榎本 容子・清野 絵
キーワード：就労支援、ネットワーク、連携、発達障害

（１）就労支援ネットワークの概念と分類
ネットワーク構築という概念について、ジョブコー

１．研究の背景と目的

チネットワーク（2009）は、 非常に抽象的な概念であ
り、枠組みや機能により、いくつもの分類が可能である。
この枠組みや機能をどのように捉えるかも重要である

我が国では、障害のある人一人ひとりの希望に応じ
た就職の実現に向け、地域における就労支援ネットワー

と指摘する。このような中、ネットワークに関する概

クを構築することが求められている。

念整理がなされてきた。

倉知（2012）は、 雇用への移行支援の特徴は、①生

松為（2014）は、機関が相互に連携するためのネットワー

活支援も必要なこと、②医療との連携が必要な場合も

クは、「支援者レベル（ミクロネットワーク）」「機関の管理

多いこと、③高い専門性が必要で就業支援のすべてを

職レベル（メゾネットワーク）」「行政機関・団体レベル（マ

一機関だけで行うのは困難が多いこと、④就業支援を

クロネットワーク）」の重層構造で構築することが望まし

専門に行っている支援機関が少なく、他の支援業務の

いこと、そして、これらのネットワークは不可分の関係

合間に行っている機関が多いこと

にあると述べる。また、支援者レベルから連携を始めた

を挙げ、 双方の

役割、立場、専門性が異なるから連携が必要

としても、その形成や発展の過程を通して、管理職レベ

であり、

そして、 連携がスムーズに行くために、支援機関ネッ

ルや行政・団体レベルでの連携の構築を志向することが

トワークが必要 であると述べる。

重要であると述べる。

ネットワークを構築する意義は、利用者にとっては、ラ

ジョブコーチネットワーク（2009）は、松為が推奨

イフステージを通じて適切な支援が受けられることや、

するネットワークの多重構造について取り上げた上で、

どの機関を利用しても必要な支援に結びつくことがで

現場の支援従事者の視点から、支援者レベルについて

きることが、また、支援者にとっては、効果的な役割

は、「ケースを通しての連携」、機関の管理職レベルに

分担が可能になることが挙げられる（福祉、教育等と

ついては、
「継続的な機関連携」
、行政機関・団体レベ

の連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会，

ルについては、
「政策形成に向けての連携」との解釈を

2007）。

行っている。その上で、ケースを通しての連携がほと
んど行われていない地域では、継続的な機関連携や政
策形成に向けての連携も機能しないこと、一方で、政
策形成や機関連携が機能している地域では、ケースを
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通しての連携が活発であろうと述べる。

（３）発達障害者の就労支援ネットワーク
構築の意義

これらの先行知見から、就労支援ネットワークの構
築にあたっては、継続的な連携が可能となるようシス
テム化すること（マクロネットワーク）が重要であり、

近年では、発達障害など、従来の就労支援手法では対

それは、支援者レベルの連携（ミクロネットワーク）

応が難しい者の増加に伴い、障害特性に応じたネット

の充実にもつながることが分かる。

ワークを構築することの有効性についても指摘されて
いる（地域の就労支援の在り方に関する研究会，2012）。
この理由としては、発達障害者の場合、長年、通常教

（２）就労支援ネットワーク構築・維持の要件

育制度内（小中学校の通常学級など）に在籍していた
障害者の就労支援ネットワークに関する研究は多くは

者が、就労段階での挫折をきっかけに初めて自らの障

ないものの、これまでに、ネットワークの構築やその維持

害に気づくケースや（例えば、鈴木・古屋，2011；西

に向けた要件の理論的検討や事例的検討が行われてきた。

村・中井，2011）、その後、障害者手帳の取得に際し心

松為（2014）は、障害のある人の働きたいというニー

理的抵抗を抱えるケースなど（例えば、障害者職業総

ズに応える上では、
「支援対象者のニーズが明確になっ

合センター，2013a）、特別支援学校を卒業し障害者手

ていること」「支援者は自己の提供できるサービスを明

帳を取得していることが前提となる知的障害や身体障

確にすること」が前提になると述べる。その上で、利

害のある利用者に対する支援とは異なる側面を持つこ

用者のニーズに即応できる体制を構築するためには、

とが挙げられる。また、 発達障害者の多くは、一見自

ネットワークの構築に向けた要件として、
「ネットワー

立度が高く見えがちである。周りから「当然できるだ

クの目的や目標の共有化」「支援対象者や社会資源など

ろう」
「わかっていて当たり前」などと思われることも

の情報の共有化」「支援ネットワークを構成する機関の

少なくない。しかし実際は経験不足やイマジネーショ

役割分担の明確化」が必要になると述べる。

ンの苦手さから獲得したスキルがかなり限定的にしか
機能しないことがよくある

ジョブコーチネットワーク（2009）は、
先駆的にネットワー

と指摘されるように（加

クを構築した地域の事例の分析を通し、ケースを通して

瀬ら，2009）、その障害の分かりにくさも、従来の障害

の連携がより機能するための活動として、支援者は、
「制

者像とは異なる側面として挙げられよう。

度（改正）の学習」
「地域の各機関の役割（とその変化）
の理解」「事例検討を通した具体的な就労支援ノウハウ

（４）発達障害者の就労支援ネットワーク
構築の課題

の獲得」
「支援者のワークモチベーション維持のための交
流」などを積極的に展開していることを挙げる。
これらの先行知見から、就労支援ネットワークの構

発達障害者の就労支援を行う機関としては、発達障

築・維持にあたっては、ミクロネットワークからマク

害者支援法では、ハローワーク、地域障害者職業セン

ロネットワークまで、連携に必要な意識や知識、情報

ター、障害者就業・生活支援センターが挙げられてお

の「共有」を行うことが、鍵となることが分かる。

り、これらの機関と社会福祉協議会、教育委員会等の
連携が重要となることが規定されている。また、同法
では、発達障害者支援センターの業務の一つに就労支
援があることが規定されている。よって、今後は、こ
れらの機関が効果的かつ柔軟に連携・役割分担し、発
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なお、本研究では、②の課題の整理にあたり、発達

達障害のある利用者のニーズに適切に対応可能な就労

障害者の就労支援ネットワークを構成する主要機関で

支援ネットワークを構築することが望まれている。

ある、「地域障害者職業センター」「障害者就業・生活

しかし、これまで障害者の就労支援ネットワークの
構築に向けた課題として、地域によっては、支援機関

支援センター」「発達障害者支援センター」に着目した。

の量や就労支援の質の格差が大きいこと、役割分担や

地域障害者職業センターは、地域の職業リハビリテー

連携が不十分なこと、ネットワークが十分に構築されて

ション注1）の中核機関として、各都道府県に設置されて

いないことが指摘されており（福祉、教育等との連携

いる（2016年６月現在：52か所）。その役割としては、

による障害者の就労支援の推進に関する研究会，2007）、

発達障害を含めた就職の困難性の高い障害者への職業

同様の問題が、発達障害者の就労支援ネットワークの

準備支援等の専門的支援や、地域の就労支援を担う人

構築に際しても生じていることが推測される。

材育成、関係機関への助言・援助等が求められている（地

このような中、これまで、発達障害者の就労支援ネッ

域の就労支援の在り方に関する研究会，2012）。しかし、

トワークを構成する機関間の連携上の課題について、網

広域レベルでの設置であることから、遠隔地に住む利

羅的に把握した研究は乏しい。今後は、機関連携の課

用者への対応が難しいことなどが想定される。

題を「共有」する上でも、これまで指摘されている課

障害者就業・生活支援センターは、身近な地域で、障

題を網羅的に整理することが必要であると考える。

害者全体の就業とこれに伴う日常生活、社会生活上の

さらに、機関連携の課題の整理は、ネットワークの構築・

相談・支援を一体的に行う機関であり、2002年の障害

維持に向けた要件の視点から行われることが望ましい。

者の雇用の促進等に関する法律の改正により、都道府

機関連携の課題とネットワークの構築・維持に向けた要

県の障害保健福祉圏域への設置が進められてきた（2016

件を関連付けることができれば、
「地域では、どのよう

年４月現在：328か所）
。就労支援ネットワークの構築

な連携上の課題が生じ、また、それにより、就労支援ネッ

にあたっては、相談から就職準備、職場定着に至るまで、

トワークの構築やその維持にあたり、どのような問題が

個々の利用者に必要な支援をコーディネートするなど、

生じているか」について、把握を試みることができる

中心的な役割を果たすことが求められている。しかし、

と考えられる。ただし、そのためには、ネットワークの

障害者全体の就業から生活まで幅広いニーズに対応す

構築に向けた要件も、機関連携の課題との関連付けが

る必要がある中、発達障害等、従来の手法では対応が

可能となるよう体系的に整理されている必要があるが、

難しい新たな利用者への支援ノウハウが不足している

これまでそのような試みはなされていない。

ことなどが想定される。
発達障害者支援センターは、名前の通り発達障害に
特化して、発達障害者やその家族等に対する相談支援、

（５）目 的

発達支援及び就労支援、関係機関への情報提供や研修
以上から、本研究は、発達障害者の就労支援ネットワー

等を行う機関であり、2005年の発達障害者支援法の施

クの構築・維持に向けた基礎的知見を蓄積することをね

行以降、都道府県・指定都市レベルで設置されてき

らいとし、①障害者の就労支援ネットワークの構築・維
持の要件及び、②発達障害者の就労支援ネットワークを
注1）「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約（第159
号）」では、職業リハビリテーションの目的は、障害者が適当な職業
に就き、これを継続しおよびその職業において向上することを可能に
し、それにより障害者の社会における統合又は再統合の促進を図るこ
とであると定義されている（日本は1992年６月に批准）。

構成する機関間の連携上の課題について整理した上で、
機関連携の課題を障害者の就労支援ネットワークの構築・
維持の観点から考察することを目的とする。
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た（2016年５月現在：87か所）
。就労支援ネットワーク

とした。「Ⅱ発達障害者の就労支援における機関連携の

の構築にあたっては、積極的な関与が期待されている。

課題」については、「発達障害者の就労支援を行う上で

しかし、幼児期から成人期まで幅広い相談に対応する

主要な機能を果たしていると考えられる、地域障害者

必要があり、就労支援はその一部であることから、就

職業センター、障害者就業・生活支援センター、発達

労支援にかかるマンパワー不足があることや、広域レ

障害者支援センターに属する支援者の関係機関との連

ベルでの設置のため遠隔地に住む利用者への対応が難

携上の課題に関する意見が報告されているもの」とした。
なお、①ネットワークの構築・維持に関する要件の類

しいことなどが想定される。

型化にあたっては、職業リハビリテーションを専門とす
る４名の研究者が内容及び表現の妥当性について検討

２．研究方法

した。また、②①の要件に対する機関連携の課題の関
連付けにあたっては、職業リハビリテーションを専門と
する２名の研究者が内容の妥当性について検討した。

（１）文献研究

表１ 検索キーワード

本研究の方法は、文献研究とした。文献から、
「Ⅰ障
害者の就労支援ネットワーク全般の構築・維持の要件」

文献の種別

に関する知見、
「Ⅱ発達障害者の就労支援における機関

検索条件

Ⅰ ネットワーク
「障害」and「就労 or 就業 or 就職」
の構築・維持の要
and「ネットワーク」
件に関する文献

連携の課題」に関する知見をそれぞれ抽出した。そして、
それらの知見を用いて、①ネットワークの構築・維持

「障害者職業センター」and
「発達障害」

に関する要件の類型化、②①の要件に対する機関連携

Ⅱ 発達障害者の
就労支援における 「障害者就業・生活支援センター」and
機関連携の課題に 「発達障害」
関する文献
「発達障害者支援センター」and
「就労or 就業 or 就職」

の課題の関連付けを行った。
文献収集にあたっては、発達障害者支援法施行後の
2005年４月から2015年12月までに公表された文献を対
象とし、データベース検索及びハンドサーチを行った。
データベース検索では、CiNii Articles及び、厚生労働
科学研究成果データベースを利用した。検索キーワー

（２）用語の定義

ドは表１の通りである。
ハンドサーチは、独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構

本研究における用語の定義は以下の通りとする。

障害者職業総合センター研究部門が発

ａ．就労支援ネットワーク：利用者のニーズに応える

行する研究報告書及び、国立障害者リハビリテーショ

ために、地域の様々な関係機関に属する支援者が

ンセンター

発達障害情報・支援センターで紹介され

効果的かつ柔軟に連携し協働するために必要とな

ている研究資料、日本職業リハビリテーション学会発

る、機関間の「つながり（関係性）
」のこと。個別

行の書籍を対象とした。その他、職業リハビリテーショ

的（ミクロ）なものから広域的（マクロ）なもの

ンを専門とする研究者から紹介を受けた文献を含めた。

まである（図１）。

文献の選定基準は、「Ⅰ障害者の就労支援ネットワー

〈ミクロネットワーク〉…「支援者レベル」での連

ク全般の構築・維持の要件」については、当該内容が「理

携システムであり、個別の支援を通じたインフォー

論的検討又は事例的検討を踏まえ論じられているもの」

マルまたはフォーマルなネットワークである。ケー
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３．結 果

ス会議等で利用者の支援について協議・調整する。
〈メゾネットワーク〉…「機関レベル」での連携シ
ステムであり、各機関の管理者が連携するフォー

（１）ネットワークの構築・維持に関する要件

マルなネットワークである。機関連携のルール等
を協議・調整する。

文献検索の結果、「障害者の就労支援ネットワーク全

〈マクロネットワーク〉…「行政レベル」での連携

般の構築・維持の要件が理論的検討又は事例的検討を

システムであり、行政や関係団体が加わり、地域

踏まえ論じられている」文献は７件（データベース２件、

全体で連携するフォーマルなネットワークである。

ハンドサーチ５件）であり、88の知見を抽出した。

社会システムの構築に向け、地域のネットワーク
表２ ネットワークの構築・維持に関する文献

のあり方や政策検討を行う。

ষਃঢ়ঞঋঝ
੍ର੮৬ঞঋঝ ੫ঞঋঝ

३५ॸ৲ 

ঐॡট
ॿॵॺডشॡ

方法

著者（発表年順）

データベース

・松為（2014）
・近藤ら（2011）

ハンドサーチ

・倉知（2012）
・ジョブコーチネットワーク（2009）
・小林（2006）
・崎濱（2006）
・柴田（2006）

ও॰
ॿॵॺডشॡ
ਃঢ়भ
ਃঢ়भ
ଵ৶
ଵ
৶ঞঋ
ঞঋঝ
ଵ৶ঞঋঝ

ॡট
ॿॵॺডشॡ

上記７件の文献から得た知見を、KJ法のカテゴリ化
の手法を参考とし類型化した。その結果、６類型18要
件を抽出した（表３）。なお、各類型は、連携のニーズ

੍ରঞঋঝ

を認識することを契機として、ネットワークを構築し、
維持していくという流れ（ミクロネットワークの構築

松為（2014）及び、ジョブコーチネットワーク（2009）
を参考に作成

からマクロネットワークの構築に向けた流れ）を想定

図１ 就労支援ネットワーク

し、順番に配置した（図２）。

ｂ．就労支援ネットワークにおける「連携」
：利用者のニー

ڮ౿भৄ
इॊঢ়બ
तऎॉ

ズに応えるために、就労支援ネットワーク内の複数
の機関の支援者が協働で支援に取り組むこと。
ڲୠ
৬भ
ਘ৲

ｃ．就労支援ネットワークにおける「役割分担」
：利用
者のニーズに応えるために、ネットワーク内から

ڭ৴भ
ॽش६

گ৯؞
্ଉभ
ુથ

選定され組織されたチームにおいて、各々の専門
性に基づき支援内容を分担して取り組むこと。就

ڱฑໞऩ
ੈ௮੍ର

労支援のステップごとに中心的な役割を果たす機

ੈڰ௮੍ର
भ

関とそれを支える機関を明確化する必要がある。
図２ ネットワーク構築の流れ
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表３ 就労支援ネットワークの構築・維持要件について
類型

要件

〈 〉内はカテゴリ化に利用した知見数

定義：地域の各機関において、利用者のニーズに応えるために、社会資源の選定がなされること

１ 連携のニーズ

〈4知見〉
①利用者のニーズを的確に把握する （主訴や課題等）
（自機関が「できること」
「できないこと」
②
利用者のニーズに合った支援機関を的確に選定する
【ミクロネットワーク】
を明確にし「できないこと」はその支援ができる機関と連携する、支援機関の数も調整する等）
〈10知見〉

定義：地域の関係機関の支援者の顔と名前、その考え方や役割を知ることで、連携に向けた関係づくりが
促進されること

２ 顔の見える
関係づくり

③地域の支援者が、お互いの顔と名前、支援に対する考え方や価値観について知り、連携に向
〈9知見〉
けた信頼関係を深める
【ミクロネットワーク】 ④地域の支援者が、お互いの機関の機能や制度上の位置付け、提供可能なサービスと限界につ
いて知り、連携に向けた相互理解を深める （管轄地域や利用上の手続き、得意・不得意等）
〈14知見〉
定義：地域の関係機関が集まり立ち上げたネットワークの目的や方針、ネットワークでの各機関の役割が
分かることで、連携に向けたコンセンサスが得られること

３ 目的・方針の
共有

⑤ネットワークの目的や目標を共有する （ネットワーク支援の重要性やそのあり方に対するイメー

ジの共有等）
〈3知見〉
【ミクロネットワーク】 ⑥ネットワークの運営方法を共有する （他分野・多職種のキーパーソンからなるネットワークの運
【メゾネットワーク】
営委員会を組織する、ネットワークで管理する地域の適正範囲を設定する等）
〈5知見〉
⑦ネットワーク内の各機関の専門性を踏まえた基本的な役割分担を整理する （就労支援の各ス
テップにおける、直接的支援・間接的支援の役割分担を行う等）
〈4知見〉
定義：地域の各機関において、利用者のニーズに応える協働支援の準備（移行支援等）が確実になされること

⑧利用者を関係機関につなぐ際は、利用者のニーズに応える上で必要となる支援内容や支援機
〈3知見〉
関について、分かりやすく説明し同意を得る （利用者にとっての利益・不利益等）
⑨利用者を関係機関につなぐ際は、支援にあたり必要となる情報を、利用者の同意を得た上で
【ミクロネットワーク】
〈5知見〉
確実に引き継ぎ共有する （面談から得た情報や検査所見等）
【メゾネットワーク】 ⑩利用者を関係機関につなぐ際は、新たな環境への適応の難しさや不安感に配慮し、利用者に
必要なフォローアップを行う （関係機関を利用する上で必要な支援内容やその程度を評価し、一定
４ 協働支援の
準備

期間はかかわりを維持する等）

〈1知見〉

定義：地域の関係機関が協働し、チームで利用者のニーズに応える支援を柔軟に展開していくこと

⑪複数の機関が協働で支援を行う際は、利用者のニーズに応える支援の方針について対等・平
等に話し合い、合意形成する （経験・年齢・立場などの権威主義を持ち込まない、一人ひとりの支
５ 柔軟な協働
支援
【ミクロネットワーク】
【メゾネットワーク】

援者の意見を十分に聴く時間を設ける等）

〈7知見〉

⑫複数の機関が協働で支援を行う際は、利用者のニーズに応じたケースバイケースの対応が可能
となるよう役割分担を調整する （利用者に対する支援のスピードや、利用者の機関の利用のしやす
さを考慮し、就労支援の各ステップで中心的な役割を果たす機関とそれを支える機関を決める等）
〈3知見〉

⑬複数の機関が協働で支援を行う際は、各機関で相互補完的な支援ができるよう、各機関での
〈1知見〉
利用者の様子や支援状況について情報共有する
⑭複数の機関が協働で支援を行う際は、各機関との効果的な連携方法を確認しておく （対面、
電話、FAX、メールなど相手先にとって都合のよい連絡手段を活用し、相手先の業務量を増やさないよ
う配慮する等）
〈2知見〉
定義： ネットワーク体制を強化し、地域における就労支援サービスの向上を図っていくこと

⑮ネットワークに関する会議が多数ある場合は、各会議の位置付けとねらいを明確にする （各
分野がそれぞれ主催する会議に同じような機関が参加していることが多いため、錯綜しないように整理・
調整する等）
〈2知見〉
⑯ネットワークで各機関が必要な役割を果たせるよう、専門性の向上に努める （機関間の情報
６ 地域体制の
交換を継続し、自機関が絶え間なく変化できることを理解する。情報や知識を自機関に取り入れる等）
強化
〈4知見〉
【マクロネットワーク】 ⑰ネットワークでの社会資源の開発に向け、地域の人材育成や支援のバックアップを行う （地
域の関係者にコンサルテーションや研修を行う、技術移転を行う、地域の関係者の変化を見守る等）
〈3知見〉
⑱ネットワークのシステム構築を官民一体となり柔軟に取り組む （地域において先駆的な実践を
推進する。ネットワークが機能するよう課題を把握し改善する。ミクロネットワーク・メゾネットワーク・
マクロネットワークの構築・維持を並行して実施する等）
〈8知見〉
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表４

（２）発達障害者の就労支援における機関
連携の課題

方法

機関連携の課題に関する文献
著者（発表年順）

データベース 〈調査報告〉
・山本（2008）
〈事例報告〉
・武藤（2015）
・小川（2015）
・松田（2013）
・柴田（2012）
・西村・中井（2011）
・﨑（2011）
・新澤（2009）
・西村（2007）

文献検索の結果、
「地域障害者職業センター、障害者
就業・生活支援センター、発達障害者支援センターに
属する支援者の関係機関との連携上の課題に関する意
見が報告されている」文献は16件（データベース９件、
ハンドサーチ７件）であった（表４）。
そのうち全国アンケート調査の結果が報告されてい
る文献２件から38の知見（以下、
「調査報告レベル」の

ハンドサーチ 〈調査報告〉
・障害者職業総合センター（2013b）
〈事例報告〉
・若尾（2015）
・石橋（2014）
・加藤（2014）
・障害者職業総合センター（2014）
・障害者職業総合センター（2010）
・加瀬ら（2009）

知見とする）注2）、地域の事例報告がなされている文献
14件から30の知見を抽出した（以下、
「事例報告レベル」
の知見とする）
。前者は、全国の支援者の意見が集約さ
れており、より一般性が高い知見と言える。一方、後
者は、一般性には欠けるものの、地域における具体的
な状況を把握する上で参考となる知見と言える。この
ように、
「調査報告レベル」の知見と「事例報告レベル」
の知見は質が異なるため、それぞれ分けて18要件に関

課題が最も多く関連付けられた要件は、項目②「利用

連付けた。これにより、全国的に生じている一般的な

者のニーズに合った支援機関を的確に選定する」
〈９知

課題（表５）と、その具体例（表６）について把握で

見〉であり、連携上の課題として、
「診療を依頼できる

きるようにした。

医療機関が少ない」
「発達障害者に対して適切な支援を

このうち、本研究では、現場において「認識されや

提供できる機関が少ない」
「職業リハビリテーションの

すい課題」を把握することをねらいとして、
「調査レベ

場の不足」等が把握された。

ル」の知見が最も多く関連付けられたネットワークの
構築・維持要件に着目した

次に、項目②について、地域の事例報告から課題の

注3）

。また、上記結果に、
「事

具体例の把握を試みたところ、「障害者手帳の取得を望

例報告レベル」の知見を付加することで、課題の具体

まない人や未診断の状態にある人が利用できる社会資

例の把握を試みた。

源が少ない」「長期在宅者の日中活動プログラムや、就
労を希望する方に対する就労準備支援プログラムへの

その結果、発達障害者の就労支援における連携上の

ニーズが高いが、発達障害の特性に配慮した支援プロ
グラムやその受け皿はほとんどない」
「就労移行支援事
注2） 調査報告レベルの２件の文献は、どちらも、
「関係機関との連携
の課題」を自由記述にて尋ね、その内容をカテゴリ化し報告してい
た。このうち、山本（2008）の調査は、全国の発達障害者支援センター
（回収率75%…38か所）を対象としたもの、障害者職業総合センター
（2013b）の調査は、全国の地域障害者職業センター（回収率83%…43
か所）及び、障害者就業・生活支援センター（回収率47%…145か所）
を対象としたものであった。

業所がたくさんできても実績があまり出ていなかった

注3） 関連付けられた知見の数は、あくまでも知見の確からしさを確認
するための指標であり、現場において生じている課題事象の多寡を示
すものではないことに注意が必要である。

システム構築を官民一体となり柔軟に取り組む」
（８知

り、就労支援にあまり力を入れていなかったりすると
ころもある」等の課題が把握された。
なお、他の要件については、項目⑱「ネットワークの

見）を除き、関連付けられた課題数は少なかった。参
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表５ 機関連携の課題例（調査報告レベル）
類型

課題例

〈 〉内は関連付けられた知見数

関連付け方針： 利用者のニーズ把握や社会資源の選定が阻まれている背景や状況を示す知見

①利用者のニーズを的確に把握する
・診断／成人への対応／自己理解支援や障害受容支援 【地域障害者職業センター】

１ 連携のニーズ

等 〈3知見〉

②利用者のニーズに合った支援機関を的確に選定する

【ミクロネットワーク】 ・診断を依頼できる医療機関が少ない 【地域障害者職業センター】
・発達障害者に対して適切な支援を提供できる機関が少ない （自己理解・障害受容を依頼できる支援機関
が少ない等）【地域障害者職業センター】
・職業リハビリテーションの場の不足／職業準備・訓練の場の不足 【障害者就業・生活支援センター】
等 〈9知見〉

２

顔の見える
関係づくり

【ミクロネットワーク】

関連付け方針： 連携に向けた関係づくりが阻まれている背景や状況を示す知見
―該当知見なしー
関連付け方針： 連携に向けたコンセンサスの形成が阻まれている背景や状況を示す知見

⑤ネットワークの目的や目標を共有する
３

目的・方針の
共有

・連携を拒まれる 【発達障害者支援センター】

等 〈2知見〉

⑦ネットワーク内の各機関の専門性を踏まえた基本的な役割分担を整理する

・外部機関からの期待には応えきれないものがある（発達障害の有無についての判断等）【地域障害者職
【ミクロネットワーク】
業センター】
【メゾネットワーク】
・関係機関の役割が不明瞭なため混乱する（各機関の専門性を活かした役割分担、関係機関との情報共有・
共通認識等）
【障害者就業・生活支援センター】
・丸投げされる 【発達障害者支援センター】
等 〈4知見〉
関連付け方針： 利用者のニーズに応える協働支援の準備（移行支援等）が阻まれている背景や状況を示す知見

４

協働支援の
準備

⑨利用者を関係機関につなぐ際は、支援にあたり必要となる情報を、利用者の同意を得た上で
確実に引き継ぎ共有する

【ミクロネットワーク】 ・他機関との情報共有が課題／支援に対する地域間での温度差がある（支援の引き継ぎ方〔どの時点で、
【メゾネットワーク】
どの形で、どの役割を〕は支援機関に応じて考える必要がある等）【地域障害者職業センター】
等 〈2知見〉
関連付け方針： 利用者のニーズに応える協働支援が阻まれている背景や状況を示す知見

⑪複数の機関が協働で支援を行う際は、利用者のニーズに応える支援の方針について対等・平
等に話し合い、合意形成する
・関係機関間で支援方向性・意見が異なる／意見を合わせる必要がある／共通認識を持つまでに時間がか
かる【障害者就業・生活支援センター】
〈1知見〉

５

柔軟な協働
支援

⑫複数の機関が協働で支援を行う際は、利用者のニーズに応じたケースバイケースの対応が可
能となるよう役割分担を調整する

・介入の範囲・程度が明確化できない 【地域障害者職業センター】
等 〈3知見〉
【ミクロネットワーク】
⑬
複数の機関が協働で支援を行う際は、各機関で相互補完的な支援ができるよう、各機関での
【メゾネットワーク】

利用者の様子や支援状況について情報共有する

・各関係機関との情報共有・共通認識、関係機関との日常的な情報交換、関係機関との連絡調整が必要で
あるが、なかなか難しい【地域障害者職業センター】
等 〈2知見〉

⑭複数の機関が協働で支援を行う際は、各機関との効果的な連携方法を確認しておく
・効果的な連携のための方法を探る （ケース会議の開催（頻度）
、本人を交えたケース会議の開催、問題
が起きた際・緊急時の調整、早期支援・早期介入）【障害者就業・生活支援センター】
〈1知見〉
関連付け方針： ネットワーク体制の強化が阻まれている背景や状況を示す知見

⑯ネットワークで各機関が必要な役割を果たせるよう、専門性の向上に努める
６

地域体制の
強化

・支援方法への戸惑いがある／支援者に対するスーパーバイズが必要／支援者の知識・スキルの問題があ
る（本人の特性理解等）【地域障害者職業センター】
等 〈3知見〉

【マクロネットワーク】 ⑱ネットワークのシステム構築を官民一体となり柔軟に取り組む
・労働行政と福祉行政の一体的取り組みが必要である 【障害者就業・生活支援センター】
・マンパワーの不足・県域遠隔地への支援が難しい 【地域障害者職業センター】
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表６ 機関連携の課題例（事例報告レベル）
類型

課題例

〈 〉内は関連付けられた知見数

関連付け方針：利用者のニーズ把握や社会資源の選定が阻まれている背景や状況を示す知見

①利用者のニーズを的確に把握する

１ 連携のニーズ

・適性職業の紹介が主訴であるものの、具体的な就労支援に移行する前に、診断や障害受容、また職業準備性などを含め
た課題整理を行わなくてはならない方への相談支援の量が増えており、配置する支援職員はその対応に苦慮する場面が
多くなっている【障害者就業・生活支援センター】文献29）
等 〈3知見〉

【ミクロネットワーク】 ②利用者のニーズに合った支援機関を的確に選定する
・障害者手帳の取得を望まない人や未診断の状態にある人が利用できる社会資源が少ない【発達障害者支援センター】文献21）
・長期在宅者の日中活動プログラムや、就労を希望する方に対する就労準備支援プログラムへのニーズが高いが、発達障害
の特性に配慮した支援プログラムやその受け皿はほとんどないのが実情である【発達障害者支援センター】文献14）
・就労移行支援事業所がたくさんできても実績があまり出ていなかったり、就労支援にあまり力を入れていなかったりす
るところもある【発達障害者支援センター】文献23）
等 〈9知見〉

２

顔の見える
関係づくり

【ミクロネットワーク】

３

目的・方針の
共有

関連付け方針： 連携に向けた関係づくりが阻まれている背景や状況を示す知見
―該当知見なしー
関連付け方針： 連携に向けたコンセンサスの形成が阻まれている背景や状況を示す知見

⑦ネットワーク内の各機関の専門性を踏まえた基本的な役割分担を整理する

【ミクロネットワーク】 ・（発達障害者支援センターについて）実際の就職の動きになると当就業・生活支援センターか地域障害者職業センターに
振り分けてくる場合が多い 【障害者就業・生活支援センター】文献26）
等 〈3知見〉
【メゾネットワーク】
関連付け方針：利用者のニーズに応える協働支援の準備（移行支援等）が阻まれている背景や状況を示す知見

⑧利用者を関係機関につなぐ際は、利用者のニーズに応える上で必要となる支援内容や支援機関について、
分かりやすく説明し同意を得る

４

協働支援の
準備

・精神保健福祉手帳を取得された方の中には、医療機関から就職するための一つの手立てとして、就職するには有利であ
るというような誤った指針に基づいて取得に至った方もあり、就労相談の場面では「どの様に有利なのか？」という問
いかけをする方が少なくない【障害者就業・生活支援センター】文献29）
〈1知見〉

【ミクロネットワーク】 ⑩利用者を関係機関につなぐ際は、新たな環境への適応の難しさや不安感に配慮し、利用者に必要なフォ
【メゾネットワーク】
ローアップを行う
・就労支援機関やデイ・ケア等の利用まで進めることができても、継続できないことが多い（理由：
「利用条件のハードル
が高い」「支援形態がグループワーク中心で、馴染めない」「一定時間を過ごす場として環境が雑然としており不安が高
まる」「強いものの言い方や一方的にきめつけるような態度など、スタッフや他の参加者のふるまい、言動が気になる。
〈1知見〉
不安や不信をいったん感じると容易に解消できない」など）
【発達障害者支援センター】文献4）
関連付け方針： 利用者のニーズに応える協働支援が阻まれている背景や状況を示す知見

⑪複数の機関が協働で支援を行う際は、利用者のニーズに応える支援の方針について対等・平等に話し合
い、合意形成する
・自分流の解釈で関わる支援者が多いと混乱ばかり起きてしまう（理由：環境や周囲の受け止め方によって、本人が大き
く影響を受けてしまうケースが多い。これから、いろいろな立場の人が関わる領域になってくるからこそ、共有化をし
ていく必要がある）【発達障害者支援センター】文献23）
〈1知見〉

５

柔軟な協働
支援

⑫複数の機関が協働で支援を行う際は、利用者のニーズに応じたケースバイケースの対応が可能となるよ
う役割分担を調整する

【ミクロネットワーク】 ・（地域障害者職業センターとの連携について）職業評価後の支援のすみわけが不明確であり、具体的な連携には至ってい
ないため、今後検討が必要である 【発達障害者支援センター】文献6）
【メゾネットワーク】 ・地域障害者職業センターと就業・生活支援センターの業務は、仕事の範疇が似ているので、バッティングすることがある。

現在は、個別ケースの状況、かかわりに応じたものであり、ルールはない 【障害者就業・生活支援センター】文献26）
等〈5知見〉

⑬複数の機関が協働で支援を行う際は、各機関で相互補完的な支援ができるよう、各機関での利用者の様
子や支援状況について情報共有する
・当事業所の利用登録をしていた発達障害者で、相談、支援をしているうちにハローワークが当事業所に連絡なく、配置
〈1知見〉
型のジョブコーチを使って就職させた 【障害者就業・生活支援センター】文献26）
関連付け方針： ネットワーク体制の強化が阻まれている背景や状況を示す知見

⑰ネットワークでの社会資源の開発に向け、地域の人材育成や支援のバックアップを行う

６

地域体制の
強化

・当事者からも特性を分かってもらえないという悩みが聞こえ始め、支援者の育成は、喫緊の課題と言える（理由：事業
所数の増加に伴い、これまで他分野で働いていたが、初めて障害者の就労支援分野に就いた支援者の増加など）
【地域障
害者職業センター】文献13）
〈1知見〉

【マクロネットワーク】 ⑱ネットワークのシステム構築を官民一体となり柔軟に取り組む
・今のところ、連携は情報を共有するのみである。遠方にあって身近にないため、具体的に一緒に動くような連携は難し
い【障害者就業・生活支援センター】文献23）
・発達障害の総合相談窓口として機能するために、4名の専任スタッフで広範囲のエリアをカバーするにはマンパワーの絶対
的な不足は否めない 【発達障害者支援センター】文献16）
等〈5知見〉
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柔軟に取り組む」であった。

考までに、項目⑱の連携上の課題を見たところ、
「労働
行政と福祉行政の一体的取り組みが必要である」
「マン

このことから、現場では、発達障害者の就労支援ネッ

パワーの不足・県域遠隔地への支援が難しい」等が把

トワークの構築過程にある中、利用者のニーズに合った

握された。また、事例報告としては、「今のところ、連

社会資源が不足している状況が認識されやすい状況に

携は情報を共有するのみである。遠方にあって身近に

あることが推定される。松田（2013）は、ある発達障

ないため、具体的に一緒に動くような連携は難しい」
「４

害者支援センターの状況として、支援ネットワークの構

名の専任スタッフで広範囲のエリアをカバーするには

築は不可欠であるものの、それ以前の課題として、 ク

マンパワーの絶対的な不足は否めない」等の課題が把

ライアントへの障害受容や家族の障害理解に関すること

握された。

など、センターが中心となり果たしていかなければなら
ない課題も多い

ことを指摘する。また、鈴木・古屋

（2011）は、地域障害者障害者職業センターでの取組を

４．考察

踏まえ、 職業評価のような、
「体験と第三者からのフィー
ドバックを受ける機会」を通じて、自身の障害特性は何
か、職務遂行上どのような影響を与えるか、他者の意

（１）ネットワークの構築・維持に関する
要件

図や物事のとらえ方に関して行き違いがないかなどを
明確にすること

その結果を踏まえて、今後どのよう

な取組をしていけばよいかを検討すること

ネットワークの構築・維持に関する要件として、６

の重要性

類型18要件を抽出した。このうち、６類型は、連携の

を指摘する。このように、発達障害者の就労支援に際

ニーズの認識を契機として、顔の見える関係づくりの

しては、自分の障害特性に向き合う機会、自分に合っ

上で、連携に向けた目的・方針を共有し、協働支援を

た対処方略や環境について理解する機会を提供するこ

進め、地域の支援体制の充実を図っていく、という支

とが重要であり、それゆえに、支援の専門性が求めら

援のプロセスを踏まえたものになっていることが窺え

れることとなる。このような支援を提供できる機関が

る。朝日（2016）は、障害者の就労支援では、時系列

限られていることが、発達障害者の就労支援ネットワー

に基づく支援のプロセスが重要な意味を持ち、連続す

ク構築の始まりとなる、項目②「利用者のニーズに合っ

る課題に適応する連携が重要であると述べている。ネッ

た支援機関を的確に選定する」上での障壁となってい

トワークの構築・維持に際しても、
このような支援の「連

ることが懸念される。このような中、今後は、発達障

続性」に配慮することが重要となることが見出される。

害者の就労支援ネットワークの構築にあたり、
項目⑱
「ネッ
トワークのシステム構築を官民一体となり柔軟に取り組
む」こと、その上で、項目⑯「ネットワークで各機関が

（２）発達障害者の就労支援における機関
連携の課題

必要な役割を果たせるよう、専門性の向上に努める」
こと、項目⑰「ネットワークでの社会資源の開発に向け、

上記18要件のうち、発達障害者の就労支援における

地域の人材育成や支援のバックアップを行う」ことが重

連携上の課題が最も多く関連付けられたのは、項目②

要になると考えられる。これにより、地域におけるマン

「利用者のニーズに合った支援機関を的確に選定する」

パワー不足、遠隔地への対応困難に関する課題の解消を

であった。なお、次いで多く関連付けられたのは、項

図るとともに、利用者のニーズに合った支援機関の増加

目⑱「ネットワークのシステム構築を官民一体となり

を図ることが必要である。
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５．研究のまとめ

題について、新たに広く調査することが必要と考える。
また、調査にあたっては、対象機関数を増やす、対象
機関から同一の手続きで回答を得るなどの点に留意が

（１）成果

必要である。これにより、本研究の内容の検証作業を
本研究の目的は、①障害者の就労支援ネットワーク

行うことが望ましい。

の構築・維持の要件及び、②発達障害者の就労支援ネッ
トワークを構成する機関間の連携上の課題について整

（３）展望

理した上で、機関連携の課題を障害者の就労支援ネッ
トワークの構築・維持の観点から考察することであった。

本研究にて取りまとめた、障害者の就労支援ネット

研究の結果、ネットワークの構築・維持に関する要

ワークの構築・維持要件（６類型18要件）は、今後、

件として、６類型18要件を抽出した。そのうち、機関

地域の就労支援ネットワークの構築・維持状況を把握

連携の課題が最も多く関連付けられたのは、項目②「利

するための「チェックリスト」として活用できる可能

用者のニーズに合った支援機関を的確に選定する」で

性がある。ただし、そのためには、使用に際してのユー

あり、発達障害のある人のニーズに合った社会資源が

ザビリティを確認することが必要である。また、各類

不足している状況が認識されやすい状況にあることが

型の抽出も、因子分析等の統計手法を活用し、使用者

示唆された。

の意識構造に基づき行われることが望ましい。

本研究の一つ目の成果は、障害者の就労支援ネット

その上で、抽出された要件を枠組みとし、連携上の

ワークの構築・維持に関する要件を、既存の文献を網

課題のほか、工夫や留意事項について整理していくこ

羅し整理した上で、簡潔な形で示したことである。こ

とが有効であると考える。例えば、項目②「利用者のニー

れにより、今後、ネットワークを構築していく上での

ズに合った支援機関を的確に選定する」ことに関して

ポイントを、関係機関の支援者間で共有するための資

は、次のような意見が参考となる。

料として役立つことが期待される。
二つ目の成果は、上記要件を枠組みとして、発達障

家庭以外の居場所づくり、生活習慣の確立、家族以

害者の就労支援に際しての連携上の課題を整理したこ

外との対人関係をもつ場として、地域活動支援センター

とである。これにより、今後、ネットワークを構築し

の果たす役割は大きい。＜中略＞ 地域活動支援センター

ていく上での具体的な課題について、関係機関の支援

から、就労に向けてのステップアップとして就労移行

者間で共有するための資料として役立つことが期待さ

支援が重要なサービスの選択肢となっている 【発達障

れる。

害者支援センター】（田熊・与那嶺，2012）

ケースによっては、発達障害の特性に起因した課題

（２）課題

というより貧困や本人を取り巻く人々の問題、家族や
本研究の結果は、これまでに公表された、限られた

生活環境そのものに課題が見られる事例もあり、相談

文献から得たものである。特に、連携上の課題につい

が複雑化、多様化する中で、支援センターの役割とし

ては、３機関から得た知見数に偏りがあるほか、今日

て関わるものと他の機関で対応してもらった方がよい

的な課題を網羅できていないことも懸念される。

ものを見極めて、自分たちの守備範囲を明確にしてお
くことが必要になってきていると感じる 【発達障害者

よって、今後は、支援者が認識している連携上の課
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支援センター】（西村，2015）

10

今後、このような知見を共有し、効果的な役割分担
の在り方を考えていくことができれば、就労分野と福

11

祉分野等との連携に役立ち、ネットワークの構築・維
持の促進につながることが期待される。
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ＩＣＦと農作業の関連について
−個別支援計画作成への導入として−
障害ユニット 研究協力者
社会福祉法人森の会

小泉 隆文
今後、この「農福連携」に注目して、農作業を導入

キーワード：農作業、ＩＣＦ、個別支援計画

する施設が増えていくことが予想されるが、その場合
に、農作業がＩＣＦにおいてどのような位置づけにな
り、個別支援計画への導入について試論を検討するこ

１．課題の設定

とは、今後必要になってくると思われる。

（２）代表的な先行研究
（１）研究の背景
「農福連携」に関する先行研究をみると、農業生産を
行っている特例子会社に関する研究や、農業分野への

現在、「農福連携」が着目されている。
「農福連携」
とは文字どおり農業と福祉の連携を意味するものであ

就労の可能性などの研究など、農業生産や農業雇用側

る。「農福連携」が着目された当初は、知的に障害のあ

からのアプローチが多くみられる１）。しかし、実際に障

る人や、精神に障害のある人が、農業生産法人や個別

害のある人に焦点を当てた研究は、職域拡大に関する

農家に雇用されることで農業に従事することを指して

ものが主であり、個人レベルに焦点を当てた研究はあ

いた。しかし近年では、障害のある人が必ずしも農業

まりみられていない。

生産法人や農家に雇用される形態ばかりではなく、社

そこでＩＣＦ（国際生活機能分類）や個別支援計画

会福祉法人やＮＰＯ法人といった福祉施設が農地の取

といった個人レベルに焦点を当てた研究で代表的なも

得を行ったり借り入れることで、農産物の生産や、農

のを示す。表1には、農作業とＩＣＦもしくは個別支援

家の収穫の手伝いなど農業生産の一部分を日中活動の

計画や個別の計画と関連した先行研究を整理したもの

１つとして農作業を導入していることも「農福連携」

である。近年、着目されている「農福連携」は特別支

ととらえられているといって良いだろう。

援学校を卒業した人が所属する障害者支援施設で行わ

そもそも「農福連携」は、農業労働力減少の対応策

れているという点と、特別支援学校においては作業学

として障害者雇用が考えられ、実践され始めてきたと

習の一環として、古くから農作業を取り入れている学

いう経緯があり、農業側のアプローチから始まった。

校が多い点をふまえ、障害者支援施設と特別支援学校

もちろん社会福祉施設等では園芸活動などは古くから

の２つに区分して整理した。個別の計画とは障害者支

行われていたが、「農福連携」という概念では考えられ

援施設における個別支援計画、特別支援学校における

ていなかった。

個別指導計画を指す。
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農作業を軸としたＩＣＦ、個別の計画に関する

ルを活用することが具体的支援方法として必要である

代表的な先行研究の整理

と結論付けている。

農作業

ＩＣＦ

ＩＣＦと個別の計画に関する代表的な先行研究につ

個別支援計画
個別指導計画

いては、下無敷、池本、西村、三品、清水（2009）が
あげられる。小学校の特別支援学級における問題行動

障害者支援施設

特別支援学校

について、ＩＣＦ関連図を利用することが、問題行動
畠山・日吉・水落・
久野（2014）
下無敷、池本、西村、三
品、清水（2009）

の背景を知ることに有効であるかどうか、ＩＣＦ関連

三田（岳）、三上、岡田
（美）、三田（勝）
、岡田
（喜）、安藤（2009）

ＩＣＦ関連図は、情報が必要で十分な情報をシンプル

図を個別指導計画作成にどのように活用すべきか、そ
れが有効であるかについて検討している。その結果、

にあらわすことができるため、問題行動の背景や実態
の把握が容易となり、それが個別指導計画作成に効果

資料：筆者作成

的である。また、効果的な実態把握をすることにより、
表１に示したように、農作業とＩＣＦの関連につい

問題行動の原因が焦点化され、個別指導計画作成時に

て論じた先行研究として、畠山・日吉・水落・久野（2014）

は改善のための手立てが考えやすくなると結論付けて

があげられる。畠山らはキャリア教育、ＩＣＦ活用、

いる。

ＴＥＡＣＣＨプログラム、ＳＣＥＲＴＳモデルの活用

三田・三上・岡田ら（2009）は、ＩＣＦを活用した

について検討がなされている。各モデルやプログラム

個別指導計画の実用化を目指し、個別指導計画作成の

の特徴と作業学習としての農耕作業を関連付けた研究

ための実態調査結果をＩＣＦの分類項目へ整理、分類

である。ＴＥＡＣＣＨプログラムと農作業との関連に

し、実態把握の現状と課題を明らかにしている。その

ついては、自閉症スペクトラム障害など発達障害の児

結果、心身機能・身体構造についての記述は、他の項

童生徒を対象に、一日の作業の流れを文字とカードで

目に関して低いことが明らかになり、その理由として

示しており、視覚支援を軸とした「構造化された指導」

は、健康問題や機能障害の把握には広範な医学専門性

には有効であることが示されている。また、ＳＣＥＲ

を必要とする点や、教員が児童生徒に関する医学的な

ＴＳモデルと農作業との関連においては、自閉症児を

情報や知識を持ちにくい点をあげている。

対象に、身体的援助→モデル提示→指さし→言語→自
発の順序で指導などに活用されており、それらは有効

（３）研究の目的

であることが示されている。また、ＩＣＦの活用につ
いては、農作業グループで行う作業であることに着目

このように、代表的な先行研究をみると、特別支援

し、実態に合わせてしようすることが必要であると考

学校においては、農作業とＩＣＦを関連づけた研究も、

え、個別ではなくグループ作業にＩＣＦ関連図を試行

ＩＣＦと個別指導計画を関連付けた研究もともにみら

している。

れる。しかしながら、特別支援学校を卒業した後に入

これらの点をふまえ、農作業のあり方を検証授業で

所することとなる障害者支援施設において、日中活動

検討した結果、キャリア教育の視点から、小・中学部・

として行われている農作業、ＩＣＦ活用、個別支援計

高等部の一貫した教育課程で農作業をとらえ、ＩＣＦ

画に関する研究成果はほぼ見受けられない。特別支援

活用の考えのもとにＴＥＡＣＣＨやＳＣＥＲＴＳモデ

学校を卒業し、障害者支援施設に入所する者がいるこ
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とをふまえると、学校卒業後スムーズに施設入所が進
められるようになるためにも、農作業をＩＣＦとの関

４．研究結果

連で付けた個別支援計画について検討することは急務
であると思われる。

（１）Ａ作業所の農作業の実態と対象利用
者Ｂさんの状況

なお、これまでの先行研究においては「農耕作業」
「園
芸作業」「農園芸作業」など様々な用語が使用されてい
るが、本稿では農耕作業だけではなく農産物の運搬作

就労支援事業所であるＡ作業所では、毎週水曜日を

業も対象とするため、
「農に関わる作業」という包括的

農作業の時間にあてている。午前中は協力農家での作

な意味で「農作業」という用語を用いることとする。

業、午後は作業委託をされた隣接した市内での農作業
を行っている。主な作業人数は支援者１名に、メンバー
３〜４名である。2015年の冬から作業を開始した。
事業所では、協力農家の作付計画に基づいた作業を

２．研究方法

行っている。そのため、作業内容は農家の作業進行に
大きく依存し、Ａ作業所が自ら作業計画を立てている

実際に農作業に従事している障害のある人や、農作

わけではない。

業を導入している知的障害者通所施設とその利用者と
支援者にヒアリング調査を実施した。実際に農作業を

なお、協力農家で農作業を行うようになった経緯は

行っている知的に障害のある人の農作業活動内容をＩ

次のようである。Ａ作業所では、地域の支援者から農

ＣＦモデルの「心身機能・構造」
「活動」「参加」
「環境

産物の運搬作業の話を持ち掛けられ、実際に作業を請

因子」
「個人因子」に当てはめ、農作業の位置づけにつ

け負っていた。作業の内容は、契約している市内の飲

いて検討した。

食業者からＡ作業所があらかじめ注文を受けた農産物
を協力農家に取りに行き、各店舗に運ぶという作業で

その後、個別支援計画にどのように反映されるかの

あった。この作業を継続している中で、「農福連携」が

例を示唆した。

話題となり、作業科目を増やしたいＡ作業所と、労働
力を欲している協力農家の思惑がマッチングしたため、
実際に協力農家での農作業が実現したのである。
作業内容は表２に示した。ニンジン収穫やベビーリー

３．倫理的配慮

フの土詰めや種まきのように、一定期間同じ作業をす
るものもあるが、それらの作業が終わった場合や、雨

日本社会福祉学会の研究倫理指針に基づき、倫理的
配慮を行った。調査対象の方々には、結果を研究以外

がふりそうな時は、別な作業やハウスでの作業を行い、

には使用しない、個人が特定できないようにする旨に

それは協力農家がその日に決めている。

ついて十分に説明し同意を得た。また、障害のある人
へのヒアリングの際には、回答しにくいことは無理に
回答していただかないなど、回答が強制的にならない
よう質問方法には十分に配慮した。
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表２ Ａ作業所における農作業の概要
作業内容

ニンジン

利用者の具体的作業

ニンジンを抜き、葉と根
を切る

作業については、口頭での説明以外に支援員が何度
か作業をやってみせて、利用者と一緒に作業を行う形

使用した
機具

式をとっている。ハサミなど農機具を使う際には、う
まく使えない利用者には農機具を使わなくても良い作

ハサミ

業を担当してもらっている。農作業に行く利用者は、
農作業が好きな人、特別支援学校などで経験がある人、

ニンジンをコンテナに詰
め運搬

いつも固定的な作業にだけついており作業の幅を広げ
たい人など、様々である。

ニンジンの洗浄

洗浄機

ニンジンの計量

はかり

ニンジン畑にある雑草を
抜く

カマ

ポットに土を詰める

シャベル・
ブラシ

対象とした利用者のＢさんは、最も農作業の頻度が
高い利用者である。年齢は20代後半の自閉症の男性で
ある。農作業に従事する前は、資源回収や、喫茶業務、
簡易作業に携わってきたが、他の作業では集中力が長
く続かないため、新たに農作業を行ってみてはどうか

ベビーリーフ

と三者面談でＡ作業所が提案した。Ｂさんは、Ａ作業
所に入所する前に在籍していた作業所や、学生時代に

種をまく
ベビーリーフの収穫

農作業を経験したことはほぼなかった。今では作業の
重要な戦力であり、本人も作業は楽しいと話している。

ハサミ

ニンジン収穫の作業を得意としており、農園に着くと、
草刈り・草取り

雑草を刈り取る

カマ

台車、ハサミ、コンテナ、スコップの農機具の準備を
自ら行う。他の作物や草取りの作業では集中力が続か

雑草を手で取る

ないこともあるが、ニンジンの作業のときは、独語が
ハウスの片付け

キュウリ栽培の後片付け

ハサミ

トマト

トマトの計量

はかり

多少あるものの、収穫はきちんと行っている。しかし、
時々葉と根を少し残してしまうことがある。また、収
穫後の洗浄作業も得意としており、ニンジン収穫後は、

ポットの土のつめこみ
トマトハウスの片づけ
野菜運搬

洗浄機の準備を整え、防水エプロンを着用し、洗浄作
業を行っている。

ハサミ

各種野菜のチェック

（２）ＩＣＦモデルと農作業

各種野菜の計量

はかり

各種野菜の袋詰め

テ ー プ
カッター

図１はＢさんの作業状況をＩＣＦ活用図に当てはめた
ものである。ＩＣＦ活用図にあてはめた理由は、ニンジ
ン作業を通してみえてくる課題を明らかにし、草取り作
業や種まき作業といったニンジン作業以外の農作業、さ

袋のシール貼り

らに、資源回収や簡易作業といった農作業以外の作業に
運搬・配達

まで拡大して、支援計画を作成するためである。そのた
めにもＩＣＦ活用図に作業実態を落とし込み、Ｂさんの

資料：ヒアリングにより作成。
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課題を明らかにすることが目的である。Ａ作業所では、

分が行うべき作業が明確に示されており、言語の指示

課題を解決しつつ、得意なところをさらに伸ばして日中

だけでなく、視覚的に作業範囲がわかりやすく示され

の作業に活かすという支援を行っている。

ているニンジン作業の方が集中力が高いことが明らか

図１で明らかとなった課題は２点ある。ともに個人

となった。

因子となるが、第１に、「集中力に欠けることがある」

第２に、「他の利用者との協力」についてである。こ

「飛行機やヘリコプターが飛んでいる、作業をやめてし

れは、ニンジン作業においては、収穫したニンジンが

まう」の「作業の集中力」に関するものと、第２に、
「他

入った重量のあるコンテナを運搬車に自ら積もうとし

の利用者と協力する作業は苦手」といった「他の利用

ない、他の人が手伝ってほしいと言っていても自ら動

者との協力」の２点である。

かない、ニンジン洗浄の際に使用する防水エプロンを

第１に、「作業の集中力」については、集中力が欠け

他に人に渡したがらない、ベビーリーフの種まきの際

ることがニンジン作業でも、そうでない作業でもみら

に使用する土ならし用のブラシを自分だけ使おうとす

れる。ニンジン作業は、基本的に１つの畝を一人の利

る、といった様子がみられる。支援者が声をかけると

用者が担当し、端から順番に間を空けずに収穫するこ

素直に応じて他の利用者に農具を渡したり、一緒に作

とになっている。時間内に担当した畝に植えられたニ

業をしてくれはするものの、毎週行っている作業にお

ンジンは一人で収穫することになっている。作業時間

いても、自ら進んで協力する体制があまり見られない。

や作業能率には個人差があるため、一人一畝を終わら

また、支援者が作業を行っている利用者全員に協力

せなければならないというノルマを課しているわけで

を求めても、Ｂさんは他の利用者と共に作業に向かわ

はなく、時間内に終わらなくてもかまわない。利用者

ないことがある。これは、作業することが嫌なのでは

に一人一畝という担当・役割を与える理由は、自分が

なく、他の利用者がしてくれるから僕はしなくてもい

行うべき作業を視覚的に見てわかりやすくするのが主

いや、という心理が働いているからであると思われる。

な理由であるが、収穫しやすい大き目のニンジンだけ

したがってこのような場合でも、支援者が声かけをし

を収穫する者や、抜きにくいニンジンを放置してしま

て協力して作業をすることを促すと、嫌がることなく

う者が出てくるからでもある。

すみやかに指示に応じて作業を行っている。
一方で、Ｂさんは自分が一人でできない作業にあう

このように、視覚的に自分がどの部分を担当するか
がわかっていても、Ｂさんは、飛行機やヘリコプター

と、他の利用者や支援者に対して「手伝ってください」

が飛ぶのをみると、作業を一時的にやめてしまうこと

と伝えることがある。このことは、自分ひとりで作業

がある。草取り作業の際にはさらに顕著となって現れ

が困難な場合は、他の人の手を借りて作業を行うとい

る。草取り作業の場合は、各利用者がどの範囲を担当

うことを認識しているということである。
農作業にかかわらず、他の利用者と協力し合う場面

するかがあまり明確にはなっておらず、むしろ、自由
に好きな場所を草取りするという形が多い。そのため、

は多々ある。資源回収を例に取ると、雑紙の入った重

目に付いたところの雑草を取るということが多いのが

い荷物を一人で持つことができない場合は、他の利用

現状である。その際、自分が作業を行うべき範囲がわ

者に協力を仰ぐこととなる。また、大きなダンボール

かりにくいせいか、Ｂさんに限らず集中力を欠く利用

は複数の利用者同士で協力して運ぶこととなる。このよ

者がいる。結果として、草取りをした場所はまだら状

うに、Ｂさんにとって、他の利用者との協力体制をつ

になっていることがある。

くることができるようになれば、一般就労の可能性も
高くなり、Ｂさん自身の可能性が広がることとなろう。

ニンジン作業と草取り作業を比較すると、役割や自
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ᗣ≧ែ
健康状態は良好・服薬なし

ᚰ㌟ᶵ⬟࣭ᵓ㐀
・知的障害、自閉症
・独語が多い
・体力がある

άື
・ハサミやカマの使用
・識字、計量ができる
・テープで袋をとめるこ
とができる。

⎔ቃᅉᏊ
・指示にはきちんと従うことができる
・作業内容を説明し、一緒に何度か作業
すると、あとは一人で作業できる

ཧຍ
・農作業チームでは重要な役割
・あいさつができる
・協力農家や配達先と会話や交流

ಶேᅉᏊ
・農作業が好き
・集中力に欠けることがある
・飛行機やヘリコプターが飛んでいると、
作業をやめてしまう
・他の利用者と協力する作業は苦手

図１ ＩＣＦ活用図に当てはめたＢさんの作業状況
資料：ヒアリングより筆者作成

組む」、短期目標には「決められた範囲は収穫する」
「自
分だけ収穫や草取りを進めない」と示してある。それ

（３）個別支援計画の例示

を達成するための支援内容は、①「役割を決めて、農
ＩＣＦ活用図にＢさんの作業状況を当てはめること

作業にあたる」
「ニンジンの根を短く切るように声掛け

で、課題が明確になったが、これを個別支援計画に試

する」、②「まわりをみながら作業し、他の利用者を待

験的に導入してみたものが表３である。なお、Ａ作業

つよう声掛けする」と示されている。
①については、ニンジン作業の際にみられたように、

所の個別支援計画は、使用している介護業務ソフトの

作業の範囲や役割を決めて作業に臨むと、集中して作

形式に則っている。

業に取り組めることや、声かけすると反抗することな

Ａ作業所の方針として、個別支援計画に示す課題は、

く、すぐに応じてくれることを反映している。

あまり多く示すことをせず、２〜３項目程度に抑えて
いる。その理由はあまり多くの課題を示しても、利用

②については、他の利用者が困っている様子をみた

者本人が理解や納得がしにくくなってしまい、そのこ

ら、手伝うように促すことと、自分だけ作業を終えよ

とがかえって達成から遠ざけてしまうこととなると考

うとせずに、まだ作業が終わっていない利用者がいた

えているからである。

ら手伝うよう声かけして、協力する行動を習慣化でき
るよう支援していくということである。

個別支援計画における「解決すべき課題」には、①
作業に集中しないときがある」
「他のメンバーと協力す
る」、②「他のメンバーと協力する」という、ＩＣＦ活
用図に当てはめることで明確となった課題を示してい
る２）。
長期目標には、「作業への集中」
「一緒に作業に取り
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表３ Ｂさんの個別支援計画
解決すべき課題

長期目標

短期目標

支援内容

担当者

どこで

支援期間

①

作業に集中しな
いときがある

作業への
集中

決められ
た範囲は
収穫する

役割を決めて、農作業にあたる。
ニンジンの根を短く切るように声掛
けする

スタッフ

Ａ作業所

6か月

②

他のメンバーと
協力する

一緒に作
業に取り
組む

自分だけ
収穫や草
取りを進
めない

まわりをみながら作業し、ほかの利
用者を待つよう声掛けする

スタッフ

Ａ作業所

6か月

資料：Ａ作業所個別支援計画より試作

レベルを基準にするかで、本人の目標にあった個別支

５．考 察

援計画に対応できる。
①について。日中活動の１つとして農作業を行って

日中の活動として行われている農作業を軸として、Ｉ

いる施設では、農産物の生産に従事しているだけでは

ＣＦとの関連性に着目し、個別支援計画への導入を試

なく、生産した農産物の販売や、農産物を扱っている

みた。ＩＣＦ活用図に農作業中で表れている課題を落

商店への配達など、活動範囲が広い方が、
「参加」の項

とし込むことによって利用者の問題行動の背景や原因

目が厚くなってくることが考えられる。特に、自分た

がわかりやすくなり、個別支援計画作成の際に、課題

ちで生産した農産物が、顧客に購入され、喜んだ顔を

が明確になっていく一連のプロセスが明らかになった。

みることができたり、あたたかい言葉をかけていただ

個別支援計画は、抽象的に示すとわかりにくくなっ

けたなど、社会に参加していることを実感することが

てしまい、目標が達成しにくくなってしまう一方で、

できる。ソーシャルワークにおいて社会モデルが重視

ミクロレベルで細かい部分を示しすぎると、他の作業

されている現在では、この「参加」の部分の充実が図

に応用できなくなる可能性がある。バランスよく示す

れるよう、作業体系を構築することが必要であろう。

ことが必要となってくる。

②について。自前で農地を持たない作業所は、農地

しかし、農作業をＩＣＦ活用図に日頃の状況を落と

法の関係で、近隣農家の農園で作業を手伝う、体験農

し込む際に、留意しなければならない点もある。それ

園方式で一定期間農地を借り入れするという２タイプ

らは次に示した３点である。

に大別されると考えられるが、いずれにしろ、農家の

①ＩＣＦモデルの「参加」の部分は、農作業だけだ

経営に準じた範囲で作業をしなければならない。事例

と薄くなりがちである。

に沿うと、極端な例だが、協力農家の方針で、それま

②課題は、農業生産者の作付体系が変更した場合、

で作付していたニンジンをまったく作付しなくなった

それに対応するために個別支援計画が変更してしまう

場合、作成した個別支援計画は、実態に即したもので

可能性がある点である。

はなくなってしまう。農作業を軸とした個別支援計画

③大まかな作業レベルを基準にするか、緻密な作業

作成には、そのような危険性もはらんでいることも忘
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を再考する」
『ソーシャルワーク研究』第38巻、第2号、
91-99頁。
下無敷順一、池本喜代正、西村修一、三品享子、清水浩（2009）
「特別支援学校における個別の指導計画へのＩＣＦ活用」
『宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要』第32号、
199-204頁。
上田敏（2005）『ＩＣＦの理解と活用』きょうされん、15-17頁。
吉田行郷（2014）「農業分野に本格進出した特例子会社の実態
と課題:─地域農業の担い手としての特例子会社の可能性
─」『農業経済研究 』第86巻、第１号、12-26頁。

れてはならない。日頃から協力農家と連携をとり、そ
のようなことにならないように連携していくことが大
切である。
③について。農作業や園芸療法では、
「癒しの効果が
ある」
「様々な種類の作業があり、障害者の特性にあっ
た作業を選択することができる」
「作業する場の雰囲気
が良くなった」などと、一定のプラスの効果が出てい
るといわれている。しかし、一方では「どのように障
害を持った方に対応すれば良いかわからない」
「何か事
故が起きそうな気がするので、機械を使用してもらう
ことにためらいがある」などといった、マイナス面も
みられる。マイナス面を課題と考え、個別支援計画を
作成して、その作業が達成したかをモニタリングする
ことが、利用者支援だけではなく、技術の向上につな
げることができる。
作業レベル基準をより具体的にすることで、生活介
護事業所や、就労継続・就労移行事業所でも導入でき
るような事業所タイプ別の個別支援計画が作成できる
と考えられる。しかしながら、自施設でレストランを
持っている施設等、
「出口」を確保している事例につい
て今回は調査できていないので、今後さらに調査範囲
を広げて検討を深めることが今後の課題である。

注
１） 農福連携に関する研究は、近年増えているが、事例検討
を行っている成果の代表的なものとして、濱田（2009）、
吉田（2014）をあげておく。
２） Ａ作業所では利用者をメンバー、支援者をスタッフと呼
んでいる。
引用・参考文献
畠山富士雄、日吉照彦、水落剛宏、久野建夫（2014）『知的
障害特別支援学校における農耕作業学習に関する考察―
キャリア教育とＩＣＦの観点から―』佐賀大学文化教育
学部研究論文集 第18巻、第２号、17-39頁。
濱田健司（2009）「「障がい者」、「福祉」を超える農にかかる取
組み--NPO共働学舎と農事組合法人共働学舎新得農場を事
例に」『共済総合研究』第105号、40-49頁。
三田岳彦、三上史哲、岡田美保子、三田勝己、岡田喜篤、安藤
きよみ（2009）「国際生活機能分類（ＩＣＦ）からみた特
別支援学校の個別の指導計画」『医療情報学』第29巻、第
２号、75-81頁。
沖倉智美（2012）「障害者支援し悦における個別支援計画作成
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子どもユニット 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
試行は、生活保護を利用する母子世帯を対象とし、

はじめに

主として生活保護ケースワーカーによって母子世帯の
理解を目的として実施された。同時に、生活保護ケー

本プロジェクトは平成17年から始まった全国的な「自

スワーカーをサポートする目的で、定期的なスーパー

立支援プログラム」の実施にあわせ、八千代市と東洋

ビジョン、シートの利用方法の研修を行い、生活保護

大学の森田研究室による共同プロジェクトとして「自

ケースワーカーのヒアリング等を行った。

立支援プログラム」の開発研究から始まった。研究を

その結果から見えてきたことは、母子家庭の母親たち

主に第1期と第2期に分け、それぞれ八千代市、世田谷

は働こうという意思がないわけではないが、
「就労意欲」

区と場所（フィールド）を変えながら「実践活動」「研

が他の分野の「健康」
「生活スキル」等に比べ著しくス

究活動」を表裏一体のものとして行い、両者を繋いで

コアが低いということだった。社会との直接的な接点

いくものとして基礎シート=アセスメントシート等を開

として「就労」というより、母親が、比較的自分のペー

発・試行した。

スが守れる「生活」面に閉じこもっており、就労などの

本稿では第1期の量的・質的調査によるアセスメント

社会関係より親族等の私的な人間関係や、人間関係その

シートの試行と研究成果を踏まえて、第2期の研究に向

ものが乏しい傾向があることがわかった（小林2011）
。

けての方向性と世田谷区での実践の成果、課題につい

また生活保護ケースワーカーへのインタビューからは

て述べていく。

「母親への関わり方が分からない」
「働けるのに働かない
のは理解できない」
「指導するという関係がストレス」
「就
労して（生活保護）をぬけたケースはほとんどない」等
の率直な感想、意見を聞くことができた。

1

第1期研究（八千代市）の振り返
りと第2期（世田谷区）の研究の
方向性

これは生活保護担当のケースワーカーが自分たちの置
かれているポジションに疑問を持つと同時に、自分たち
と母親の関係性に疑問を感じている様子がうかがえた。
また第1期の研究では、生活保護ケースワーカーを通

第1期の主な活動としては、八千代市在住の母子家庭

してみた「母子家庭」であったが、そこから見えてき

への量的調査及び質的調査を通じ、
「自立支援プログラ

たことは、ケースワーカーという「フィルター」を通

ム」としてアセスメントシート（基礎シート）をはじ

しての母親の声であり、また、そこからは子どもの生

めとする各種シートを自立支援プログラム用に開発し、

活実態は全くと言ってよい程見えてこなかった。

その試行を行った（八千代市2008）。

そこで、第2期の研究としては、舞台を世田谷区に
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移し、母子世帯の地域における生活を支えるサービス

帯等調査」によると平成22年で母子世帯の母自身の平

をテーマに据えて、①「どのようなサービスが地域に

均年間収入は 223 万円、そのうち平均年間就労収入は

あれば母子世帯は安心して暮らしていけるのか」とい

181 万円、世帯の平均年間収入（平均世帯人員 3.42人）

う母子が利用できるサービスメニューを検討すること、

は 291 万円となっている。

②母の本当の「声」を聞き、どのようにサービスと結

母子家庭の貧困問題は、一般によく知られている事

びつけるか、を目的とした。このために、生活保護担

であるが、実は貧困「状態」にあるというだけで、ど

当のケースワーカーだけではなく、組織的制約を受け

こがどのように貧困なのか、また貧困ゆえにどのよう

ない比較的フリーの立場にある「母子家庭コーディネー

な問題が起きているのかということはほとんど見えて

ター（仮称）」を設置することにし、母親の立場に立ち、

きていない。経済的貧困が、母子家庭の生活場面のど

母親の代弁（権利擁護）をすることによって、母親の

こにどのような影響を及ぼしているのかが問題である。
また同調査では母子世帯数は約123.8万世帯であり、

本当の「声」を確認することを当面の課題とした。
そこで、第1期研究から第2期研究に向けて、いくつか

全世帯から見るとわずか2.3％に過ぎないが、近年の離

の修正を施した。まずは生活保護を受給しながら地域

婚数の増加と母親と末子の低年齢化により今後大きな

で生活している母親に対して、それまで使用してきた

問題となることが予想される（図2）。

「基礎シート」では母親の状況はつかめても、詳しい子

（図2）離婚件数の年次推移 −昭和25 〜平成20年−

どもの状況が見えてこないという限界点がわかった。
これまでは「関係性」に焦点を当てた「子どもとの
関係」という項目で処理していたが、子どもの状況を
把握するために、子ども用シートを独立して取り入れ、
子どもの「個人生活力」
「社会生活力」のシートを使用
することとした。（図1

（出典）平成２１年度「離婚に関する統計」

母＋子ども用シート個人生活

力・社会生活力）

母子世帯に限ったことではないが生活保護の現状を

また一方で、地域で生活保護を受給している母子と

見ると、世帯数、保護人員は増加し続けており、
「自立」

比較することを目的として母子生活支援施設を利用し

する可能性が低くなっていることは自明のことである。

ている母子に対してもシートを使用した。

これは単に貧困を「経済的」な貧困に限って理解するの
ではなく、その社会的文脈において「社会的排除」とし
て理解していくことが求められる。そしてどれだけ具体
的に社会的排除の諸相を、より「具体的」に「見える」

2 第2期の研究の課題

形にしていけるのか、が課題となるだろう。

（1）母子家庭の「見える」問題

（2）母子家庭の「見えない」問題の「見
える」化への布石

母子家庭のよく知られている一般的な諸問題、つま
り母子家庭の「見える」問題がある。
「平成27年度国民生活基礎調査の概況」によると全世

母子生活支援施設を利用者している母子は、東京都

帯の平均所得は541.9万円であり、中央値は427万円で

の場合、原則、利用期間を2年間と定めている施設が多

ある。一方母子家庭の所得は「平成23年度全国母子世

いが、実際には2年間では自立できないという問題が見
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ションが図れた」「シートがあったので、母子の理解が

母子

進んだ」等の肯定的意見が聞かれている。

福祉部会 2015）。
母子に対する地域のサービスは種々あり、施設、各

さらに母子家庭支援コーディネーター（仮称）が関

種相談機関、手当等給付制度、在宅サービス等が整備

わることによって、母親がどのような問題を抱えてい

されつつある。それにも関わらずなぜ地域で自立でき

るのか、どのようなニーズを持っているのか、という

る母子家庭と自立できない母子家庭がいるのかという

ことをケースワーカーとの同行訪問をすることによっ

問題があがっていた。そこで地域で生活している母子

て聞き取る予定である。

と施設で生活している母子を比較することにより、具
体的に地域においてどのようなサービス、社会資源が

② 母子生活支援施設でのシートの使用

必要かを明らかにすることが課題となった。
また行政サービスが利用者の自立に直接的に結びつ
かない理由として、第1期の研究結果からもわかるよう

区内にある母子生活支援施設を対象として、そこを

に、利用者の生活範囲=社会的人間関係がとても狭く

利用している母子にも基礎シート等を使用している。

なっていることがあげられる。これはサービスがあっ

これは地域で暮らしている母子と比較することにより、

ても、そこに手が届かず、つまりアクセスすることが

施設を利用している母子は、どのような内容の支援が

難しい、ということを表しており、利用者は生活が困

あれば地域で暮らしていけるのか、ということを明ら

難な状況に置かれれば置かれるほど追い詰められ、反

かにするために母子生活支援施設の利用者にも試行的

対に様々なサービスはアクセスという点では遠ざかっ

にシートを使用している。

ていくことを意味している。

また、施設職員の支援の「質」の向上を目的として、

一定の地域では行政等サービス自体は存在にも関わ

全ての利用者に対して、シートを使用している。

らず、そこに展開する行政等サービスと利用者を「結

具体的には、年2回の個別支援計画の策定に合わせて

びつける」ことそれ自体に問題があるのではないだろ

シートを利用者、職員それぞれに記入してもらい、施

うか。もちろん全ての母子があてはまるわけではない

設職員、子ども家庭支援センター職員、母子家庭支援

が、問題を抱えれば抱えるほど地域でサービスに結び

コーディネーター、スーパーバイザー（東洋大学）に

つかず「孤立」していく様子が見えてくる。

よる実践検討会（スーパービジョン）を実施している（①
平成26年1月、②平成26年12月、③平成26年12月、④平
成26年7月）。

① 生活保護での基礎シート等の使用

スーパービジョンを通して見えてきたことは、まず
第1に職員の力量の問題・課題であり、具体的には、①
利用者理解の不足（母親の理解）とそれに伴う職員の

試験的に2ケースを選び基礎シート等を使用してい
る。まだ定期的に使用しているケースでは年に1 〜 2回

母親への関わり方の混乱があげられる。これは主に、

程度の使用にとどまり、データとしてはまとまってい

母親の人格障害、精神障害等が疑われるケースが多い。

ないが、これらのシートを使用した生活保護ケースワー

これは適切に対処しないと職員間での混乱や職員の

カーのヒアリングから、シートを使用した感想として

バーンアウトを引き起こす可能性がある。②次に職員

「母親との年齢差があって、どこから関わってよいの

の混乱を引き起こしていく要因としてあげられるのは、

かわからなかったがこのシートをもとにコミュニケー

職員をはじめとする関係者がバラバラの「価値観」で
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存在であると同時に「生殺与奪」の権限をもっている

母親を理解しているのではないかということである。

存在であろう。母にしてみれば、本当は自分たちのこ

これは関係者が母親に対して「生活者」という視点、
もしくは「母親」という視点＝社会的役割という視点

とを理解してくれて自立を助けてくれる身近な存在な

からとらえ、理解してしまうことに起因している。ま

のであるが、やむなく距離を取らざるを得ない存在に

ず生活者、母親という以前にひとりの「女性」という

なってしまっている。反対にケースワーカーにとって

視点を持つことが理解していくうえで重要である。母

は、またそこで母との距離が生じると、余計に母のこ

親の立場・役割の整理をし、理解することにより自分

とが理解できなくなるという悪循環を生みだしている。

たちがどのような観点からケース検討を行っているの

そのために本研究では第2期より「母子家庭支援コー

か明確化していく意義がある（図3「母親」理解の3つ

ディネーター（仮称）」を設置することにした。母子家

の視点）。

庭支援コーディネーターは、①

直接的に母子家庭の

生活に「権限」を持たず、同時に母子家庭に心理的に
近い存在＝理解者として、②

図3「母親」理解の3つの視点

母と子どもの権利を擁

護していくことを目的、として東洋大学の協力のもと1
名を設置した。
主な機能としては、①母、子どもの意思を尊重した
権利擁護、②生活保護担当のケースワーカー、子ども
家庭支援センターのケースワーカー、母子生活支援施
設の職員との連携、連絡調整があげられる。

（２）「母」から見た母子生活支援施設の
実態

3 『母子家庭支援コーディネーター
（仮称）』による母子の問題の「見
える」化

①自立支援シートの評価、②施設職員等への要望、を明
らかにするために、母親に対して母子支援コーディネーターに
よって実施した調査では、利用者19名を対象として記名式で

（1）母子家庭支援コーディネーター
（仮称）
の設置

実施した（図4 自立支援シートを使って役に立ったと思うこと
（複数回答））。

生活に困る母子世帯の母親に対して、まず援助者と

図4 自立支援シートを使って役に立ったと思うこと

して関わる代表が生活保護担当ケースワーカーであろ
う。ワーカー・クライエント関係は、リプスキーによ
る「ストリートレベルの官僚」という言葉に表現され
るように、対等な関係とは言い難い状況にある。母親
と直接的に相対する生活保護ケースワーカーは、母子
世帯の母親から見れば、自分たちを「理解してくれない」
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その結果、①自立支援シートの評価として、最も多

「母子家庭支援コーディネーター（仮称）
」による職

かったのが「自分の生活や自立について考えた」であり、

員のヒアリングの結果は「母親だけでの対応は困難」

これは今まで、母が自分の生活を客観的に振り返る機

なこと（自分の急病、精神疾患の悪化、子どもの衝撃

会がなかったということがわかる。次に多かったのが

的行動）の相談に乗ってくれる」
「子どもを預かってく

「施設職員と話せる機会ができて良かった」であり、自

れて、家事の手伝い、精神的なストレスがたまった時

立支援シートが、コミュニケーションのきっかけをつ

に気軽に話を聞いてもらえる」
「学校の種類や手続き等

くるためのツールとして役割を果たしたものといえる。

の補助がある」
「子どもを１人で留守番させなくて済む」

自由記述としては、「全体を考えられるようになっ

という回答があった。興味深かったのは、
「高齢男児の

た。」「シートを使用するようになってから、面談が簡

支援（お風呂の入り方等）」で、気がつくようで気づ

易になった感じがあるので深いところも押さえて話せ

かなかったことが、ヒアリング結果から分かった。こ

るともっと有難いです。」「日々忙しく過ごしていると

のようなニーズに対しては既存のサービスでは対象と

忘れがちになってしまう自立への方向性を分かりやす

なっていない。

く整理できたことで時々見返し、初心に帰って考える

結果、これらの調査をまとめると、
「母が相談・支援

機会を持てたことが何よりありがたかったです。」等の

を求める場面・事柄」は「母の健康」「生活スキル」「子

記述があった。

どもの育ち」
「地域との関係」
「子どもとの関係」
「就労・
就学）」
「親・兄弟等関係」
「子の父」
「新しいパートナー」

次に、母（8名）との個別面談を行い、主に、①施設

「その他」に整理することができる（表1）。

や区の職員（子ども家庭支援センター）からの支援で
うれしかったこと
ほしいサポート

②
③

子育てや暮らしの困りごと、

これらの母が相談したいと思う場面・内容は、今回

自立支援シートの感想・意見、

は施設で生活する母からの相談を職員が受け止めたも
のであるが、これは地域で暮らしている母子家庭全体

を中心にヒアリングを行った。

に当てはまることでもある。そしてこれらの個々のニー

入居中に受けてうれしかった支援は（当事者ヒアリ

ズに対して地域で支援していく必要があるだろう。

ングの結果から）

これは従来の調査では調査をする側から見た「問題」

・「母親だけでの対応が困難（自分の急病、精神疾患

として一括してくくられたもので、母の視点に立って

の悪化、子どもの衝動的行動）の相談に乗ってくれ

「本音」を捉えたものとは違ったものとなっている。

る。」
・「子どもを預かってくれる。」
・「家事の手伝い」
・「精神的にストレスがたまったときに気軽に話を聞
いてもらえる（即応性、敷居が低い）」

4 ここまでの成果と今後の課題

・「学校の種類の理解や手続き等の補助」
・「子どもを一人で留守番させなくて済む」

（1）権利擁護の視点〜当事者の「声」を
聞くことの重要性〜

・「高年齢男児の支援（お風呂の入り方など）」
・「学校の書類の理解や手続き等の補助」
・「子どもを1人で留守番させなくて済む」

平成24年に厚生労働省から出された『母子生活支援

・「高齢男児の支援（お風呂の入り方など）」等があげ

施設運営指針』では施設運営・支援方法を貫く基本的

られた。
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視点として、母と子の「権利擁護」が出されている。

のではなく、「母」「子ども」それぞれ権利主体として

しかしこの中では何ら具体的な視点・方法は出されて

とらえていくことが必要であり、「子どもの育ち」とい

いない。この社会の中で母子が置かれている位置を理

う点から考えるならば、
「母」と「子ども」のニーズは

解するには「母子家庭の母親が、就労と家事と子ども

必ずしも一致しないと考えるべきであろう。

の養育を1人で遂行することには無理があるという前
提」
（神原

2010: 234）に立つ視点が欠如している。母

（4）予防的支援の視点

子の立場に立つということは、援助者視点ではなく、
どこまでも当事者視点に立つということである。ここ

社会のシステムとしては、不安定な位置にありなが

ではその意味で、権利擁護＝当事者視点としてとらえ

ら地域で暮らしている母子をどのように支えていくか

ていきたい。

が課題であろう。母子家庭支援コーディネーターの設

またその視点に立ったツール開発が求められており、

置によって、母を支えていくことができれば、自立が

いかに当事者の「声なき声」を代弁し言語化していく

比較的容易になるし、たとえ一時的に生活保護世帯を

かが重要である。

利用しても、そこに停滞してしまうになることも少な
くなるのではないだろうか。今後、地域社会に求めら
れる課題のひとつになるだろう。

（2）相談機能の必要性〜母子家庭支援コー
ディネーター（仮称）の必要性〜

（引用・参考文献）
岩間暁子・大和礼子・田間泰子（2015）
『問いからはじめる家族社会学』有斐閣ストゥィア
神原文子（2010）『子づれシングル』明石書店、
（2014）
『子づれシングルと子どもたち』明石書店
赤石千衣子（2014）『ひとり親家庭』岩波新書
朝日新聞取材班（2016）『子どもと貧困』朝日新聞出版
柏木惠子（2003）『家族心理学 社会変動・発達・ジェンダー
の視点』東京大学出版会
清水冬樹（2009）「母子世帯の生活支援に関する研究 - 自己
肯定観を手掛かりに- 」『福祉社会開発研究 No.5』
社会福祉法人東京都社会福祉協議会（2015） 母子福祉部会
『母子生活支援施設の現状と課題 平成24年度東京の母子生
活支援施設実態調査』
野沢慎司（2009）『ネットワーク論に何ができるか 「家族・コ
ミュニティ問題」を解く』勁草書房
中釜洋子・野末武義・布柴靖枝・無藤清子（2008）
『家族心理学 家族システムの発動と臨床的援助』 有斐閣
ブックス、マイケル・リプスキー /田尾雅夫（訳）（1998）
『行政サービスのディレンマ―ストリート・レベルの官僚制』
木鐸社
森田明美・清水冬樹（2009）
「低所得母子世帯の生活実態かれ見る社会福祉課題の検討」
『福祉社会開発研究 No.2』
山田昌弘（2001）『家族というリスク』勁草書房
八千代市（2008）『生活保護を受給する母子世帯の自立支援プ
ログラム策定のための調査及びその検討結果について』八千
代市健康福祉部

問題を抱えながら地域で暮らしていくことは、細々
な日常生活での「悩み事」を抱えながらも、それをど
うすることもできずにいる状態にある。（表1）からも
わかるように政策的に対応する問題もあれば、日常生
活上で対応していく問題もある。それは問題解決とい
う点だけでなく、同時に母子家庭の心理的負担を軽減
する役割を負っている。
母子の視点に立つと、
「相談」機関は窓口が分散して
いて必ずしも使いやすくはない。母子にとって、もっ
と身近で、しかも何でも話せるところが必要であり、
その役割を担うのが『母子家庭支援コーディネーター
（仮称）』であろう。

（3）子どもの育ちの「見える化」
今回の研究では、母の声を聴くことはできたが、子
どもの声を直接聞くことはできなかったことが課題と
してあげられる。
「母子家庭」として一体的にとらえる

104



母子家庭の「声」と生活支援システムの構築にむけて／小林

105



恵一

東洋大学／福祉社会開発研究

9号（2017年3月）

（表 1）母子家庭が相談・支援を求める場面・事柄
※ 2017 年 1 月現在作成途中

母の健康

母の健康

子どもを叱ってしまう

通院

子どもがやってほしいことをやらない

子どもとの関係

ストレス
精神的落ち込み

仕事の帰宅が遅く子どもの面倒を見られない
母を馬鹿にする
就職

生活スキル

家計のやりくり

職場の人間関係

掃除

給料

食事づくり

辞めたい

整理整頓

転職

買物代行

就労・母の就学

資格取得

生活保護への移行

モーニングコール

ヘルパー導入

病児・病後児保育

保育園さがし、入園、転園

高卒認定取得

就学

仕事の出張

受験・進学

親族との関係

学習の遅れ

親族からの借金
親・きょうだい等の関係

仲間に入れない
不登校
兄弟げんか

子どもの育ち

暴力

離婚の手続き

子どもの発達

養育費の不払い

育児の具体的方法

養育費の減額
子の父

子どもの病気・けがの対応
保育園送迎

父子交流
元夫からの執拗な連絡

モーニングコール
学童保育

下校後の見守り

保育園終了以降の補助保育
友人関係

新しいパートナーと子どもの関係

いじめ

新しいパートナー

性的成長（入浴時など）

新しいパートナーと親族の関係

嘘をつく
お金（ゲームソフト）
など盗む万引き

借金返済

病児・病後児保育

住居（転宅含）

食事

買物

その他

地域との関係

自身の成育歴
入所者同士の問題
関連機関への苦情
学校、
役所などからの便りの説明、
記入法
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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
キーワード：見守り

コレクティブ

係の問題として捉えることが重要になってくるように

アソシエーショ

思われる。この点に関わって、義務に対する事柄では

ン

「完全義務」
「不完全義務」の観点から2年前の当センター
の紀要に研究ノートとして投稿した。本稿ではそれに
続き、見守る側と見守られる側の関係に見られる「利益」

１．研究視点

や「権利」の問題に目を向けてみることにしたい。
「見守り」という関係性が存在することによって、そ

いま社会福祉の領域では、地域で暮らす高齢者をは

の見守りが行われている地域に暮している人々が、何

じめとする何らかの課題を抱えている地域住民に対し

らかの利益を享受していることには異論はないであろ

て、「見守り」
「権利擁護」
「ネットワーク」の必要性が

う。それでは、そうした地域の住民を一つの団体と捉

叫ばれている。また、孤立化の問題にプラスしてゴミ

えた場合、地域における集団あるいは団体とはどのよ

屋敷の問題や、セルフネグレクトなどに見られるよう

うに捉えられるのであろうか。
ここではまずこれらを検討するために、集団におけ

な支援を拒否するという状況が、問題をさらに難しく
している。これまで見守りに関わる研究については、

る権利や利益とはどのように考えられているのかとい

実践レベルでの蓄積が多くその研究もかなり進んでき

う点に触れてみたい。その上でTom Campbellによる集

ている。しかしながら、そうした実践的な内容の議論

団の類型と権利・義務に関する議論に着目をしながら、

に比較すると、見守り活動の構造ついて問うことはほ

見守り活動と地域住民の関係性について考察を加える

とんどなされていないように思える。例えば特定の個

こととしたい。

人ではない、いわゆる地域住民というまとまりへの見
守りが語られる際に、なにゆえそれを行っていく必要
があるのだろうかという問題である。住民全体を一つ

２．コレクティブの権利と利益

の団体と捉えた場合、そこにはどのような役割が求め
られているのか、という点なども実はきちんと整理が
なされていないように思える。

そもそも、「集団的権利」またはコレクティブライツ

これらを考察するにあたり、見守られる側と見守る

とはどのように理解がなされているのであろうか。通

側との関係についてあらためて検討を加える必要があ

常、「集団的権利」の議論を行う場合、多くはマイノリ

る。そしてとりわけその関係について、権利義務の関

ティの文脈などで語られることが多いが、それらがき
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ちんと位置付けられている具体例としてフィンランド

社会福祉の分野では「集団的権利」に関してどのよう

の憲法がある。

な議論が開始されているのであろうか。

例えばフィンランド憲法では、以下のように解釈が

労働政策研究報告書（2014）では、オランダの地域

なされている。他の法律に優越する最上位の明文憲法

包括ケアの実情を検討している。とりわけここではケ

として、フィンランド基本法が1999年6月11日に公布さ

ア提供体制の確立や担い手確保に関して着目をしてい

れ、2000年3月1日 に 施 行 さ れ た。1999年 の 基 本 法 は、

るが、患者・利用者中心のケアを実現するため、患者

これまで基本法群を統合し、民主主義国家の基盤とな

の権利義務に関する法整備が図られることとなった点

るルール、価値や原則を明示したものであり、国民の

を示している。1990年代半ばにアクセス、選択、情報、

権利と義務、国家と国民の関係、国家の組織等につい

説明と同意、安全と品質、プライバシー、苦情処理、

て定めている。具体的には、国家の基本的秩序、基本

参加等の観点から患者の権利に関する法制化が相次ぎ、

権、議会、大統領と内閣、立法、財政、国際関係、司法、

従来複数の法律で規定されていたタイムリー・安全・

行政の組織と地方自治及び国防などについて規定して

効果的・効率的で患者中心のケアに向けた患者・利用

いる。

者の個人的・集団的権利と義務に加え（下線筆者）
、事

基本権は、基本法第2章（第6 〜 23条）で定められて

業者の果たすべき責任を一体的に定めることを目的と

いる。基本法により保障された基本権は、主に自由権、

してヘルスケアサービスにおける患者の権利に関する

平等権及び社会的・経済的・文化的権利である。自由

法律（ 法： WetCliëntenrechten Zorg、以下WCZ）案

権には、生命並びに個人の自由及び不可侵性に対する

が審議された。オランダでは患者・利用者中心のケア

権利（第7条）、移動の自由（第9条）、私生活の保護（第

を実現するための法整備において、このように「集団

10条）が含まれる。平等権（第6条）は、個人の属性で

的権利」という考え方が含まれている。

ある性別、出身、信仰等によって差別されない権利で

実はオランダと我が国には、いくつかの共通点が挙

ある。社会的・経済的・文化的権利には、労働に対す

げられる。例えば、世界で初めての公的介護保険として、

る権利及び生業の自由（第18条）
、社会保障に対する権

オランダが「特別医療費保険」
（以下AWBZ）を創設し

利（第19条）、文化的な権利（第16条）が含まれる。こ

たのは1968年。その後、ドイツがそのオランダの介護

れらに加えて、政治的権利、集団的権利が保障されて

保険を参考にしているが、日本はドイツの手法を取り

いる。

入れたため内容に関する事柄もわが国と共通している
部分がある。また、オランダも日本よりもペースは遅

その中で、「集団的権利」とは、
「言語に対する権利、

いが、今後も人口の老齢化が進み介護給付費が一層膨

先住民族・少数民族の権利、環境に対する権利が含ま
1

れる」と位置づけられている。 このように「集団的権利」

らむと予想されており、様々な給付抑制策にも取り組

が、国民の権利と義務に関して定めている憲法の中の

まれている。上記の、WCZでの「集団的権利」につい

基本法において、きちんと位置付けられていることが

ての説明は書かれていないためどのような内容なのか

わかる。

を検討することはここではできないが、この「集団的
権利」が記されたオランダの背景について少し触れて

他方、憲法以外の分野では「集団的権利」について

みたい。

どのように捉えられているのであろうか。その中でも

日本では実施されていない制度改革として「個人介
護予算」
（PGB）というものがある。これは利用者が制
1

各国憲法集（9）フィンランド憲法（2015）国立国会図書館調査及び
立法考査局

度以外のサービスも含めて幅広く選択できるように、

108



見守りにおけるコレクティブの役割に関する一考察／越前

聡美

インフォーマルケアの利用を支えるものである。1995

有することができるものなのか。あるいはコレクティブ

年から順次拡大をしており、サービスの予算を被保険

とは、単なる個人の集合体という存在なのか。このよう

者に与えて、家族や隣人、知人など「素人」による介

な疑問に答えるためには、コレクティブの類型に関する

護も含め、自由にサービスを選択・購入させる仕組み

議論をしなければならない。Campbellはそのように述

2

である。 このように隣人、知人も含まれている点は興

べて、集団に関するウェーバーの（Weber1964）類型論

味深い。

に依拠しつつ、コレクティブを集合体（ aggregates ）、

また、第四次バルケネンデ政権におけるAWBZの将

アソシエーション（ associations ）、グループ（ groups ）

来ビジョンの中で、利用者中心（の社会）に向けて社

に分類して考えることにより、その後の集団的権利つ

会全体の責任についても言及されており、利用者への

まりコレクティブライツに関する疑問を明らかにする

トータルなサポート提供に向けボランティア・近隣の

ことが可能になるだろうと説明している。

社会資源の統合への期待が挙げられていた。3その他、

ま ず は、 集 合 体（ aggregates） に つ い て で あ る。

オランダの社会状況を概観すると、オランダは総人口

ウェーバーによると、集合体（ aggregates ）とは、例

の約10％が少数民族であり、オランダの首都アムステ

えば同じミドルネームであるとか同じ血液型であると

4

ルダムの住民の国籍が200カ国以上に上ること も一つ

いうように、単に集合しているという形態であり統計

の背景にあるのかもしれない。

上の集まりを意味している。
（これらは科学や法律の場

オランダの地域包括ケアの中で「集団的権利」と語

面で使用されることもある）

られる背景には、わが国とは異なる社会状況、民族性、

これに対しCampbellはこのような人々は、互いに相

制度といったものがあると考えられるが、どのような

互関係のようなものが存在しないため、ソーシャルグ

意味で包括ケアの中で「集団的権利」が使われている

ループとはならず、このような集合体（ aggregates ）

のかという点は着目しておいてもよいのではないだろ

は単にたまたま集まっているにすぎないと説明する。

うか。ⅰ

一 方、 ウ ェ ー バ ー が 言 う ア ソ シ エ ー シ ョ ン
（ associations ）は、ボランティア性のある社会的な組
織を指している。例えば、レクレーション、政党、仕
事というように特定の目的を有した組織に属している

３．集 団 の 類 型 に つ い て ―Tom
Campbellの視点から―

ことが挙げられるだろう。Campbellによれば、個人に
は意思がありその上でアソシエーションに参加をして
いるが、アソシエーションにおけるルールを守らなけ

集団（コレクティブ）とは何であるのか。またその

ればならない点も説明をしている。さらには、個人が

集団に関する利益とは何であるのか。Campbellは、こ

アソシエーションに所属するかその団体を辞めるかを

の問題について集団の類型に着目しながら議論を展開

決めることができるが、他方でアソシエーションのメ

している。以下、その内容を取り上げておこう。

ンバーからの承認や非承認という形からも影響を受け

そもそもコレクティブとは固有の主体として権利を

ることがある点も述べている。
そして最後のグループ（ groups ）についてである。
グループは規則正しい社会関係のパターンを有し、関

2

オランダから考える日本の介護政策の方向性―第３回連続フォーラム
を振り返って（東京財団）より

3

JILPTDiscussionPaperSeries12-07

4

オランダ大使館HPより

心や対象と重なりあうことをベースとした紐帯や協同

2012年7月より

的な行為と関わるとしている。これらの関係は自発的
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なものであり、故意にルールを適応させて統治するよ

―も特定の権利と義務は、個人とアソシエーションに

うなものではない。あくまでもこの種のコレクティブ

のみ伴うものであると述べている。

は、共有されるパターンや行為を実践し、共通の特徴

5

さて、以上の議論を踏まえて、ここで「見守る側」

を有している人々のことを指す。例えば、民族性、地

という点をアソシエーションとの議論と関わらせて検

域性、文化、固有性などによってメンバー同士という

討してみたい。まずなぜこのような検討をしようとし

意識が生じていくようなものである。また、歴史、文化、

たのかである。

運命などを共有することによって、結束がはかられて

近年、岩田は「個人の利益」と「社会の利益」という

いく。つまり血族関係、歴史、文化、運命などを共有

点に着目をしており、その中でも社会福祉と「社会の

していることなどの理由が、グループ（ groups ）と

利益」との関係性に注視している。『社会福祉のトポス』

呼ばれることにつながっていく。

の中で、社会福祉を一般的な労働・生活様式を安定的

ここでまず上記の内容から理解できることは、集合

に維持することを目的とした「一般化」形式と、一般

体（ aggregates ）、アソシエーション（ associations ）、

からこぼれた問題を引き受ける「特殊化」形式とに分

グ ル ー プ（ groups ） と は、 そ れ ぞ れ 異 な る タ イ プ

類したが、
「社会の利益」のため「社会の脅威（＝犯罪、

のコレクティブであるという点である。まず、集合体

感染症、貧困、障害等）」に対処する「特殊化」形式は、

（ aggregates ）は単なる集まりという位置づけであっ

社会の周縁にしか位置づけられていかないことを示し

た。他方、アソシエーション（ associations ）とグルー

た。興味深い点は「社会の利益」について注目しており、

プ（ groups ）はそれぞれ一定の社会関係を含意した

その中で現代の社会福祉における「個人の利益」と「社

コレクティブである。ただし、その社会関係は、アソ

会の利益」の捉え方について言及している点である。

シエーションとグループでは異なる内容のものであっ

岩田によれば、社会福祉から受ける「個人の利益」

ⅱ

た。

は今日飛躍的に増大している。その理由は、例えば社

このように、集合体（ aggregates ）、アソシエーショ

会福祉給付のもたらす「個人の利益」の方が「社会の

ン（ associations ）、グループ（ groups ）とは、異な

利益」よりも明確であるとし、具体的には、社会保険

るタイプのコレクティブであり、集合体（ aggregates ）

にせよ多様なサービスにせよそれらを当然受けるべき

は単なる集まりという位置づけであったが、アソシエー

給付として捉えられるようなり、契約を通し自分の損

ション （associations ）、グループ（ groups ）は2つ

得を基準にした要求につながっていく点を述べている。

の異なった社会的な関係を有したコレクティブである

そして人々は社会福祉と「社会の利益」との関係よりも、
「自分の利益」に敏感になりがちである（岩田

ことが読み取れた。コレクティブは、個人の単なる集

2016：

404）と指摘する。

合体なのか否かという疑問に関しては、ここから考察

現在のわが国の状況について、日本は介護を社会保

ができるだろう。
その上でコレクティブに権利があるのかという問い

険で制度化し、なおかつ事業者の多元化に踏み切った

について考えた場合、コレクティブの中でもここでは、

ため、介護を受ける地域を固定する必要はない。言い

アソシエーション（ associations ）に着目をして考え

換えれば、介護を家族や地域縁者との「人格関係」か

てみたい。なぜなら、アソシエーション（ associations ）
の権利性について、ここでは個人だけではなくアソシ
エーション自体にも権利を有しているという捉え方が

5

展開されているからである。さらには、マッキーヴァ
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聡美

ら切り離したところに、その制度化の画期的意義があっ

に注視し、過去から現在までのコミュニティの変貌に

た。にもかかわらず、地域ケアの提唱など地域が無条

ついて明らかにしているが、そうした中で注目したい

件に歓迎されている状況（岩田

2016：416）が一方で

のが小笠原の言う「コミュニティからの贈与」という

存在することを指摘している。これらの問題は社会的

ものである。小笠原は、地域の大人から見守られて育っ

な利益との関わりの中で考えていく必要があるだろう。

た子ども達は大人になると自らが「見守る側」の大人

なぜゆえ「社会の利益」に関する事柄を取り上げる

になっている様子に注目し、この関係性がコミュニティ

意味があるのか。それは見守りを取り巻く環境の理解、

を通じ住民の支えになっていたこと、住民が生きてい

また見守りを実践レベルではない視点から検討をする

く上で必要不可欠な存在であったことに触れ、個人が

必要があるからである。ここで、集団的な利益に関す

コミュニティに対し何かを寄与する以上にコミュニ

る事柄を「帰属」というレベルで考えてみたい。私た

ティから得るものが大きかったということが言えるの

ちがどこに帰属をしているのかと考えた場合、そこに

ではないかと考察している。

はいくつかのレベルがあるだろう。市民社会というレ

そもそもマッキーヴァ―によれば、コミュニティと

ベル、コミュニティというレベル、家族というレベル

アソシエーションの両者は、慣習、伝統、容認された

など様々なレベルがある。そしてここで焦点を当てて

行動様式に関しては統一体とみなされ、そうしたレベ

いる「見守り」という文脈は、例えば警備会社や緊急

ルについて記述している言葉を個人に適用することは

通報といったいわゆる契約による見守りのような、個

できない（例えば個人で祭を催すことはできないのと

別具体的なものではない。

同じように）。他方、特定のアソシエーションでは生み

マッキーヴァ―は「各個人はアソシエーションの成

出すことも維持することもできないような、広く行き

員としてコミュニティに属するのではなく、コミュニ

わたった性質を表す属性としてコミュニティが挙げら

ティの成員としてアソシエーションをつくるのである」

れており、特定の目的のための共通の組織を意味する

6

と述べている。そこで見守りにおけるアソシエーショ

あらゆる言葉はアソシエーションのみに属する8と説明

ンの役割を考えるということで、少しコミュニティの

している。本稿でコミュニティではなくアソシエーショ

役割にも触れ、そこから「見守る側」の利益について

ンに着目している所以でもある。

も考えてみたい。

岩田は、今の社会が社会福祉と「社会の利益」との

7

小笠原 の研究にオーラル・ヒストリーを通した沖縄

関係よりも、「自分の利益」に敏感になりがちであると

社会におけるコミュニティの変貌というものがあり、

述べていた。見守りを社会的に意味のあるものとして

その中からいくつかのヒントを得た。沖縄県の那覇市

考えていく上では、岩田が言及している現代の社会福

では「協働のまちづくり」を掲げ、地域社会で課題となっ

祉の分野における「個人の利益」「社会の利益」への捉

ている少子高齢化や孤独死などの社会問題に対して課

え方にも着目をする必要があるだろう。と同時に、小

題解決を目指す仕組みづくりに取り組んでいる。小笠

笠原の研究にある現在の地域活動を担っている人々の

原は、住民同士が積み重ねてきたコミュニティの歴史

共通点は、子ども時代に家族や友人だけでなく、地域
の大人との関わりがあった。自らが大人になり（ここ
では子どもたちであるが）子どもたちを「見守る側」

6

R.M.マッキーヴァ―著／中久郎・松本通晴監訳（1977）
『コミュニティ』
ミネルヴァ書房,486頁.

7

小笠原快（2014）
「沖縄社会におけるコミュニティの変貌とは―那覇
市三原地域のオーラル・ヒストリーを通して―」『地域研究 No.13』,
沖縄大学.

8
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（福地 2002：100）。

になっている点から、見守りは専門家だけの力量が向

このようにハーストは、アソシエ―ティブ・デモク

上するだけでは不十分で、住民の力をどのように育ん

ラシー論における社会福祉のガバナンス・モデルを検

でいくのかという視点も重要になってくるだろう。
つまり見守り活動と地域住民の関係性について考え

討している。周知の通り、1970年代以降の深刻な経済

ていくためには、地域の中で育っていくという価値や

成長の停滞は、各国の福祉サービス供給システムを支え

思想の醸成が、見守りにおける「見守る側」の役割を

る財政的基盤に大きなダメージを与え、その後新自由

考えていく上での基盤となっている点にも注目をして

主義者達の台頭をもたらした。ハーストが問題として

いくこと、それらのあとに地域住民が日常的な交流の

いた点は「集産主義的福祉（Collectivist Welfare）
」と

中でできる見守りの方法に関する検討にもつながるの

呼ぶ福祉の供給のあり方であり、具体的には国家によっ

ではないだろうか。

て組織化され権利を持つ市民に供給される公共サービ
スであった。これらのサービスはその性格上、画一化・
標準化しうるもので、さらには地域差なく集合的に供
給しうるものであった。ハーストによれば、この「集

４．アソシエーション論からの視座
―P.Q.ハーストの視点―

産主義的福祉」供給は、市民の間に福祉サービスに対
する無責任さと他者への福祉に対する無関心を生んだ
（福地

2001：73）という。この指摘は、わが国にもあ

てはまる事柄ではないだろうか。

改めてコレクティブの議論に戻ろう。本稿ではコ
レクティブまたは集団的とは何であるのかというこ

ハーストは、「集産主義的福祉」型の供給スタイルに

と に 対 し、Tom Cambellを 参 考 に し な が ら 集 合 体

対する批判を展開した後、これに対して「協同主義的

（ aggregates ）、アソシエーション（ associations ）、

福祉システム（associationalist welfare system）
」を提

グループ（ groups ）の特徴を見てきたが、本書の目

示している。福地は、「協同主義的福祉システム」の骨

的である見守りの「見守る側」という視点に着目をし

子の一つを、自発的で自己統治型なアソシエーション

ていくためには、コレクティブの中でもアソシエーショ

に福祉その他の公共サービス供給の役割を委譲するこ

ン（ associations ）との関連性に着目をする必要があ

とと分析している（福地

2001：74）
。

「見守り」について考える上で、このハーストの議論

るのではないだろうかと考えている。
このアソシエーションの問題を考えていくにあたっ

に関して注目しておきたいのは、アソシエーションに

て注目したいのが、イギリスの政治学者P.Q.ハーストの

は個人からの発信だけではなく、個人が所属している

アソシエ―ティブ・デモクラシー論に関する議論であ

社会の側からの役割や責任に関する事柄なども含まれ

る。彼の議論は、
「市民社会」を構成するボランタリー・

ているとされている点である。そしてこうした社会の

アソシエーションを社会福祉などの問題を解決する上

側からの視点を備えることが、「見守り」に関してより

での主要なガバナンス・アクターとして、積極的に位

一層深まりのある議論をしていくための条件となって

置付けていこうとするものである。

いるのではないかと考える。

ハーストは、
「個人の選択の自由」を重視しつつも、
これを単なる原子化された市民各個人の手によってで
はなく、アソシエーションという市民諸個人間に形成
される協同関係を通じて達成することを主張している
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第2号』,立命館大学.
・福地潮人（2002）「古典的アソシエーショナリズムの現代的
再生―P.Q .ハーストのG.D.H.コール解釈をめぐって―」『立
命館産業社会論集第37巻第4号』,立命館大学.
・堀田聰子「オランダのケア提供体制とケア従事者をめぐる方
策―我が国における地域包括ケア提供体制の充実に向けて」
『JILPT Discussion Paper Series 12-07 2012年7月』.
・山本隆司（2014）「客観法と主観的権利」
『岩波講座 現代法
の実態１ 法の生成／創設』,岩名書店.
・労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No167」.
・Tom Campbell「Rights A critical introduction」,Routledge
Taylor&Franc is Group Lomdon And New York.
・R.M.MacIve『Community:A Sociologocal Study;Being on At
temptoSetOuttheNatureandFundamentalLawsofSocialLife』
MacmillanandCo.,Limited 1917;3rd ed.1924.（＝2014,中久郎・
松本通晴監訳『コミュニティ―社会学研究：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.

５．終わりに
これまで「見守り」という関係性において地域の住
民を一つの団体として捉えた場合、地域における集団
あるいは団体とはどのように捉えられているのかとい
う点について、Tom

聡美

Campbellによる集団の類型に着

目をしながら検討を加えてきた。その中でなぜ社会が
「見守り」に関わっていく必要があるのかという点につ
いて考えてきたが、それらを検討するにために集団に
おける権利や利益とはどのように考えられているのか
という点にも触れてきた。そして孤独死や様々な福祉

【参考文献】
・太田礼美・小松尚他（2013）「半田市岩滑区における高齢者
の見守りに関する住民の認識：高齢者の見守り拠点の評価と
その立地に関する研究その１」『東海支部研究報告集（51）』,
一般社団法人日本建築学会.
・山本敬三「基本法による権利の保障と不法行為法の再構成」,
早稲田大学グローバルCOEシンポジウム.

的課題に対して、アソシエーションとしての地域に住
民がどのように関わっていくべきなのかということに
対して、アソシエーションに関する議論にも注目した。
「見守り」に関する考察に関しては、今回触れたハー
ストのアソシエーティブ・デモクラシー論や「協同主
義的福祉システム（associationalist welfare system）と

i では、我が国においてはどうであろうか。直近の動向として、
ソーシャルワークの国際定義が以下のように決定された。
「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、
および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づい
た専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、お
よび多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。
ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民
族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取
り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造
に働きかける。」
さらに日本社会福祉教育学校連盟によれば、ソーシャルワー
クの原則の中で以下を説明している。
「人権と社会正義を擁護し支持することは、ソーシャルワー
クを動機づけ、正当化するものである。ソーシャルワーク専門
職は、人権と集団的責任の共存が必要であることを認識する。
集団的責任という考えは、一つには、人々がお互い同士、そし
て環境に対して責任をもつ限りにおいて、はじめて個人の権利
が日常レベルで実現されるという現実、もう一つには、共同体
の中で互恵的な関係を確立することの重要性を強調する。した
がって、ソーシャルワークの主な焦点は、あらゆるレベルにお
いて人々の権利を主張すること、および、人々が互いのウェル
ビーイングに責任をもち、人と人の間、そして人々と環境の間
の相互依存を認識し尊重するように促すことにある。ソーシャ
ルワークは、第一・第二・第三世代の権利を尊重する。第一世
代の権利とは、言論や良心の自由、拷問や恣意的拘束からの自
由など、市民的・政治的権利を指す。第二世代の権利とは、合
理的なレベルの教育・保健医療・住居・少数言語の権利など、
社会経済的・文化的権利を指す。第三世代の権利は自然界、生
物多様性や世代間平等の権利に焦点を当てる。これらの権利は、
互いに補強し依存しあうものであり、個人の権利と集団的権利

の関係から検討を図っていく事も含め、コレクティブの
側からの検討とりわけアソシエーションの議論を通して
「見守る側」の役割を問うていくことが重要なのである。
社会の中で見守りがどのように位置付けられていくの
かという問題を考えるにあたっては、こうした見守る
側（＝社会の側）からの行為について考察を深めてい
くことが、必要になってきていると言えよう。ⅲ

【文献】
・秋元美世・平田厚（2015）『社会福祉と権利擁護―人権のた
めの理論と実践』,有斐閣.
・岩田正美（2016）『社会福祉のトポス』,有斐閣.
・小笠原快（2014）「沖縄社会におけるコミュニティの変貌と
は―那覇市三原地域のオーラル・ヒストリーを通して」『地
域研究 No.13』,沖縄大学.
・小沢佳史（2013）「停止状態に関するJ.S.ミルの展望 : アソシ
エーション論の変遷と理想的な停止状態の実現過程」
『季刊
経済理論 49(4), 78-87』, 経済理論学会.
・国立国会図書館調査及び立法考査局各国憲法集（9）フィン
ランド憲法（2015）.
・玉蟲由樹(2011)「人間の尊厳の客観法的保護」
『福岡大学法学
論叢 56』，福岡大学.
・福地潮人（2001）「ポール・ハーストの経済および社会福祉
ガバナンス・モデルに関する一考察―アソシエ―ティブ・デ
モクラシーの可能性を求めて」
『立命館産業社会論集第37巻
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の両方を含んでいる。」
ここでは、ソーシャルワークにおける集団的権利とは何かと
いう問いには触れないが、近年社会福祉の分野でも「集団的」
という理解の内実が問われてきている点が推察できる。むろん、
これまで集団的権利およびコレクティブライツについて議論が
なされてきていないわけではない。
ii そもそも社会福祉において不特定多数の個人が受ける利益
に関する議論としては、第一にバリアフリー法に関する内容が
あてはまるだろう。例えばバリアフリー法の場合、段差の解消
で利益を享受するのは車いすの利用者一般（不特定多数の個人）
ということとなり、権利と義務との相関関係が一般的なものに
とどまることになる（秋元 2015：44）。
それは、自由や利益の享受の享受主体となる個人を特定でき
ない客観的な属性を持つということにもなる。このように社会
福祉においてもコレクティブライツに対する議論がなされてい
るが、この「集団的」という観点を別の角度からも捉えていく
ことが必要なのではないだろうか。
iii 個人からの視点ではなく社会の側からの視点という見方の
必要性は実は他分野でも注視されつつあると考えられる。その
一例として、現在、法律とりわけ公法学の分野で公益について
議論を展開する際に注目されている事柄として、「客観法」と
主観的権利との関係がある。山本は公益を実現するための客観
法と私人の主観的利益の関係について「客観法と主観的権利」
の中で検討をしており、個別利益と公益との媒介としての諸利
益と利益間関係の多様性について着目をしている。その中で山
本は、次の利益を考える必要があると述べている。
それは①個人の利益を社会全体で予防的に保護するために保
全される、不特定多数の（過分的）利益②個人の利益を社会全
体で保護するための広義の資源を保全することによる、不特定
多数者の（不可分的）利益③様々な利益を実現する資源となる
行政組織の財産を保全する利益を述べており、法律分野でも社
会的な視点からの利益に関する議論が展開されつつあることが
読み取れる。さらには、玉蟲の「人間の尊厳の客観的保護」で
は、個人の主体性と国家による人間の尊厳の客観法的保護につ
いて論述しており、法分野でも人間の尊厳を日本国憲法上13条
が定める「公共の福祉」の一部をなすと理解する見解が示され
ていることは注目に値するとも述べている。
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文献から見る高齢在日外国人等の生活上の課題
高齢ユニット 研究員
東洋大学社会学部 准教授

荻野 剛史
キーワード：高齢在日外国人等

在日コリアン

・その他

在日

インドシナ難民 中国帰国者等
これらの人々に加え、統計上には現れづらい外国に
ルーツを持つ日本人−例えばインドシナ難民として来

はじめに

日し、数年を経て日本国籍を取得した人々など−が相
当数日本で生活している。

本稿の目的は、先行研究のレビューから高齢期にあ

当然ながら、年月の経過によってこれらの人々も歳

る在日外国人及び外国にルーツを持つ日本人（両者を

を重ねる。よって日本人同様に在日外国人等の高齢

総称して、高齢在日外国人等と称する）が抱える生活

化が進んでいる。例えば在日インドシナ難民は、1978

上の課題を整理することである。

年から日本での定住が認められている。そこから約40
年が経過した現在、後期高齢者と呼ばれる75歳以上の

我が国は一般に移民を積極的に受け入れる国ではな
いと評されるが、統計上、すでに日本の総人口のうち

人々も多く存在している。日本人と同様、介護問題ほか、

1.6%、2,307,388人は外国人が占める。これらの人々の国

日常生活を取り巻く諸問題を経験していると想定され

籍や背景は異なるが、現在日本で生活している外国人

る。例えば介護問題について、介護保険制度には国籍

等（在日外国人等）として、次の人々が挙げられる。

要件がないことから、介護保険の諸サービスが利用可
能である。しかし実際には、いわゆる文化や言語の相

・在日コリアン：特に、1910年の「日韓併合」前後に、

違などによって、日本人とは異なる問題も生じている

日本に移住したコリアン（韓国・朝鮮人）とその子孫。

と考えられる。その他にもアイデンティティの問題な

・在日インドシナ難民：1975年前後以降にインドシナ

どが生じるものと想定される。
以上の点から、高齢在日外国人等には、日本人とは

三国（ベトナム・ラオス・カンボジア）から難民とし
て周辺諸国に避難した者。

異なる支援が必要である。しかし、高齢在日外国人

・中国帰国者等（中国帰国者及び樺太帰国者）：昭和20

等の支援に関する先行研究はいくつか存在するものの、

年に生じたソ連軍の対日参戦によって生じた混乱で中

高齢在日外国人等が抱える生活のしづらさや必要な支

国から帰国できなかった日本人及び樺太に在留してい

援について体系的に表しているものは少数である。
以上の背景のもと、本稿では先行研究のレビューを

た日本人で帰国できなくなった日本人のうち、日本に
帰国を果たした者。

つうじ、高齢在日外国人等が抱える生活上の課題・福

・在日日系人：海外に移住した日本人及びその子孫。

祉ニーズを整理して提示することを目的とする。

115



東洋大学／福祉社会開発研究

9号（2017年3月）

韓国と中国出身者が大半を占めており、その中でも

Ⅰ．日本における在日外国人の状況

15 〜 65歳の者が多数を占める。一方65歳以上の者に限
定した場合も同様の傾向が見られ、韓国人が約11万人、

先ず、日本における在日外国人の状況を確認しよう。

中国人が約14,000人となっている。
以上日本の外国人人口を概観したが、これらに加え、

表１ 国籍国（地域）・年齢層別 在日外国人人口

在日外国人等に含まれる中国帰国者等について、2016

（2016 年 6 月末現在）

地域
アジア

0-14歳

15-64歳 65歳以上

147,751 1,616,359 140,566

不詳

計

2

1,904,678

年3月31日現在における中国からの帰国者のうち永住帰
国者は20,894人である。また樺太等からの帰国者のうち、
永住帰国者は273名である（中国帰国者支援・交流セン

ヨーロッパ

4,665

62,325

2,904

0

69,894

アフリカ

1,615

12,307

79

0

14,001

北米

4,414

57,610

5,211

0

67,235

以上述べたとおり、在日外国人人口は統計上2,307,388

南米

40,655

189,175

7,800

0

237,630

人であり、日本の総人口の約1.6%を占める。そのうち、

オセアニア

847

12,207

293

0

13,347

アジア地区、特に韓国や中国籍者が大半を占めている。

無国籍

93

344

166

0

603

200,040 1,950,327 157,019

2

2,307,388

計

ター 2016a; 2016b）。

また在日外国人ではないものの、外国にルーツを持つ
日本人も相当数日本で生活している。

注：出所及び構成内容は注1を参照。

Ⅱ．研究方法

表1は、日本で生活している外国人の人口である。ア
ジア地域の国籍を持つ者が圧倒的に多数を占めている。
65歳以上の者も、アジア地域の国籍者は約140,000人と、

前述のとおり、本稿では先行研究のレビューをつう

こちらも外国人人口全体のほとんどを占めている。

じ、高齢在日外国人等が抱える生活上の課題を整理す

また、アジア地域国籍者の内訳（上位5カ国）は、表

ることを目的としている。このため本研究では、高齢

2のとおりである。

在日コリアン、高齢在日ベトナム人、高齢中国帰国者
等の高齢者が抱える生活上の課題を整理して提示する。

表２ 国籍国・年齢層別 在日外国人人口
（2016 年 6 月末現在・アジア地域上位 5 カ国）

国

0-14歳

15-64歳 65歳以上

不詳

計

韓国

24,744

324,813

107,360

0

456,917

中国

64,663

599,732

13,176

0

677,571

朝鮮

2,141

18,795

12,336

1

33,273

台湾

1,610

45,163

4,135

0

50,908

フィリピン

22,761

213,035

1,306

1

237,103

ベトナム

7,624

167,540

580

0

175,744

Ⅲ．結果
（1）高齢在日コリアンが抱える生活上の
課題
まず、高齢在日コリアンが抱える生活上の課題を、

注：出所及び構成内容は注1を参照。

先行研究から概観する。
地理的・歴史的な要因・経緯により非常に多くのコ
リアン（韓国及び朝鮮人）が日本で生活している。前
述の表2でわかるとおり、多数の高齢者が含まれる。こ
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（２）高齢在日ベトナム難民が抱える生活
上の課題

れに伴い、多くの先行研究において高齢在日コリアン
が抱える生活上の課題について言及している。
まず文は、在日コリアンの集住地の1つである大阪市
生野区に居住する65歳以上の人に対して調査を行って

次に、高齢在日ベトナム難民が抱える生活上の課題

いる。この調査は在日コリアンのみならず日本人高齢

について述べる。在日ベトナム難民とは、前述の在日

者に対しても行われており、両者間の結果の比較が行

インドシナ難民の一部であり、1975年のベトナム戦争

われている。その結果、調査対象となった在日コリア

終結及び、これに伴う南北ベトナムの統一の混乱など

ンは日本人と比較した場合、年金受給割合が低い、生

によって生じた難民である。

活保護受給率が高い、非識字者が多いこと、抑うつ者

1975年以降、彼らは近隣諸国に難民としての庇護を

の頻度が高い−生きがいなし、ADL・主観的健康感が

求めて祖国を脱出した。日本にも多くのベトナム難民

低い―さらに生活習慣病罹患割合が高いことなどが指

が到達し、約1万人のベトナム難民が日本での定住を

摘されている（文 2009: 208-9）。

選択した。その一部は祖国への帰還を果たしたが、現

また黄らは、在宅介護における在宅コリアンのニー

在でも約7,000人が日本で生活している。しかし高齢在

ズを複数の調査をつうじて明らかにしている。先ず在

日ベトナム難民の生活の様相を明らかにした先行研究

宅介護に求められる条件として、半構造化面接の結果

は管見の限り少数である。そのような中瀧尻らは、健

から「母国の食事・言語ニーズ」
「介護サービスニーズ」

康面から高齢在日ベトナム難民の生活の様相を明らか

「家族ニーズ」「自宅環境ニーズ」を挙げている（黄ら

にしている。18名の高齢在日ベトナム人に対して面接

2009: 41）。この結果のもとさらに調査が実施され、介

調査を行い、次の諸点を明らかにしている。すなわち、

護に関するニーズとして、複数の因子・項目から構成

滞日年数が平均16年に及ぶにもかかわらず、6割以上が

される「文化配慮介護ニーズ」
「自立支援介護ニーズ」
「家

日常生活において言葉の不自由さを感じている。健康

族介護ニーズ」
「居住介護ニーズ」がある旨、述べてい

上の理由から就労率は低く、生活保護受給率が約9割に

る（黄ら 2009: 48）。

上っている。会話困難が主観的幸福度に影響している。

以上、2件の先行研究を概観した。前述の黄らが指摘

主観的健康度は低く、約8割が通院し、文化や言葉の違

しているとおり、高齢在日コリアンが抱える介護ニー

いから処方薬の誤用や医療への不信がある。抑うつ傾

ズは、高齢者が普遍的に持つニーズと、エスニックマ

向が強く、それが身体化していることが伺える（瀧尻

イノリティゆえに抱えるニーズに分類することが可能

ら 2015: 18-9）。

である（黄ら 2009: 48）
。但し、分類にあたっては熟考

さらにハは、自身のNPOにおける実践から、高齢在

が必要である。一般的に高齢者は経済的な問題がある

日ベトナム難民が抱える課題として、日本語による会

と指摘されているが、前述の文も高齢在日コリアンの

話の困難さから生じる病院受診や福祉サービス利用の

経済的な問題について言及している。しかし高齢在日

困難さを指摘している。また日本語がわからないので

コリアンが抱える経済的な問題は、国民年金制度の成

「病院に行くたびに言葉のできる人（多くは子供）とい

立背景とのかかわりが認められる２）。一方、高齢日本人

かなければならない。しかし、子供たちに迷惑をかけ

の場合は他の要因が考えられる。このため、同じ「高

たくないし、心配させたくないことから調子が悪くて

齢者が普遍的に持つニーズ」であっても、その要因の

も話さない人が多い」（ハ 2005: 107）と指摘している。

相違に注目する必要がある。

これは、ベトナムの生活文化として子が老親の面倒を
見ることは当然であるものの、子はベトナムの生活文
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化とは異なる日本の社会で生活しているため、通院に

村で育った帰国者は、幼少期に不就学だったため中国

付き添う時間の捻出が困難なことを老親は知っている

語の識字にも問題があることに加え、日本語の修得に

ためである。この点から、生活文化の相違による家族

関し、不就学だったゆえ学習という行為そのものに不

間のコミュニケーション上の課題の存在が生じている

慣れな者が多く、また帰国してからの日本語修得、す

と指摘できる。さらに「在日外国人にも行政のサービ

なわち中高齢期になってから学習を始めたため、日本

スを平等に受けて欲しいという気持ちを持っている行

語の修得に困難がある。以上の背景により、簡単な意

政側の人間が何人いるだろうか。
（略）これからは少し

思疎通も日本語で行うことが難しい帰国者が少なくな

ずつでいいから、在日外国人のことを考え、日本にお

い旨述べられている。さらに「高齢化と物心両面での

ける外国人の居場所を作っていってほしいと思う」
（ハ

困窮」として、日本語の使用に問題があるため、就職

2005: 107）と指摘しており、様々な生活上の課題により、

ができない、交友関係が広がらない、電話に出ること

ある種の「生活のしづらさや違和感」が生じていると

ができない、通院が困難、中国語ができる指導員や生

思われる。

活保護への依存といった課題に加え、社会からの孤立、

以上、高齢在日ベトナム難民に関する先行研究を概

家族内における世代間のコミュニケーションギャップ

観した。高齢在日コリアンと同様に言葉の不自由さや

が生じていること、生活保護の受給中に高額なものを

健康に関する問題、さらに公的諸制度に関する問題や

購入したと疑われる、行政に見張られているなどの「被

家族間のコミュニケーションに関する課題も指摘され

監視感」
、日本に帰ってきても人間らしく暮らせないと

ている。

いった問題の存在が指摘されている（小林 2009: 49-50）。
高齢中国帰国者等に関する先行研究を概観した。健
康上の問題、経済的な問題、日本語の問題、そして家

（３）高齢中国帰国者等が抱える生活上の
課題

族間の問題など、先に述べた高齢在日コリアン及び高
齢在日ベトナム難民と類似の問題が指摘されている。

最後に、高齢中国帰国者等が抱える生活上の課題を

Ⅳ．考察

概観する。
熊原らは、中国帰国者支援・交流センターの利用者
に対する公募によって選定した46名に対し、調査対象

以上、高齢在日外国人等が抱える生活上の課題を、

者及びその家族のQOLやメンタルヘルスの状態を明ら

先行研究から抽出した。結果、健康上の問題、経済的

かにするための調査を行った。その結果、日常身体活

な問題、日本語の問題、そして家族間の問題などを抱

動量や身体的体力が低水準であること、メンタルヘル

えていると指摘できる。

スに何らかの問題がある者が比較的多いことなどが明

日本語の問題を除き、これらの問題は高齢在日外国

らかにされた。またその要因として、帰国者の高齢化

人等のみならず、多くの高齢者が抱える生活上の課題

に伴う健康問題の発生と、定住に関わる日本への適応

であるが、本研究の関心対象である高齢在日外国人等

などを挙げている（熊原ら 2014: 37）。

の場合は、これらの問題が生じた要因を理解する必要

また小林は、
「現場報告」として、中国帰国者の生活

がある。一般に在日外国人は、日本での生活において「3

上の課題を諸点指摘している。ここでは先ずは「言葉

つの壁」を経験すると指摘されている。
「3つの壁」、す

の壁」が挙げられている。この背景に関し、中国の農

なわち「言葉の壁」「制度の壁」「心の壁」である。そ
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れぞれの「壁」について鈴木は、次のとおり定義して

把握にあたっては、前述した健康上の問題、経済的な

いる。言葉の壁とは「受入れ国の言葉がわからず、ホ

問題、日本語の問題、そして家族間の問題など、表出

スト住民とのコミュニケーションがうまくできないた

され易い問題のみならず、これら文化やアイデンティ

めに、受入れ国で生活していくうえで必要な情報を十

ティに関する問題などについても関心対象とすること

分に入手することができないこと」
、制度の壁とは「あ

が必要である。

る権利が外国籍の者に対して附与されていなかったり、
公務員になっても管理職になれないなど、制限されて

おわりに

いたりすること」
「公立学校への就学などのように、外
国籍の子どもを排除しているわけではないが、対象者
として想定されていないことから、制度利用という局

本稿では、先行研究から、高齢在日外国人等の生活

面で不都合が多いといったこと」
、心の壁とは「異なる

上の課題の整理を試みた。冒頭で述べたとおり、日本

文化をもつ者に対する差別や偏見」（鈴木 2009: 231）。

は移民を積極的に受け入れる国ではないと評されるも
のの、統計上、2,307,388人の外国人が、さらに外国に

前述のとおり、高齢在日外国人等は健康上の問題、
経済的な問題、日本語の問題、そして家族間の問題な

ルーツを持つ多数の人が生活している。彼らは現時点

どの生活上の課題を抱えていることが明らかにされて

で、またはいつの日か高齢期を迎える。しかし、彼ら

いるが、「3つの壁」がその要因（の一部）であること

を支える体制は十分とは言えず、また支援体制を構築

は想像に難くない（例えば、
「言葉の壁」によって通院・

するための基礎となる研究活動は、日本人高齢者を関

受診に関する問題が生じる）
。それゆえ、高齢在日外国

心対象とした研究と比較した場合、十分に行われてい

人等を関心対象とする研究においては、ここに挙げた

るとは言い難い。
本稿で取り上げた先行研究は限定的であることから、

問題の詳細に触れることと同時に、「3つの壁」がこれ
らの諸問題にどのように影響しているのか、この点に

ここで抽出した課題が高齢在日外国人等の生活上の課

ついて言及することが必要である。

題の全体とは言えない。しかし、多くの先行研究で指
摘されていることから、まずここで抽出した課題を、

さらに、文化やアイデンティティに関する問題を挙
げることができる。本研究の関心対象は高齢在日コリ

その背景を含めて詳細に明らかにすることが必要であ

アン及び高齢在日ベトナム難民、高齢中国帰国者等で

り、そこから、これまで明らかになってこなかった高

あるが、これらの人々は、必ずしも自発的な意思で国

齢在日外国人等の生活上の課題についても明らかにし、

際移住（日本から他国へ・他国から日本へ）を行って

さらにその解決のための支援方法を明らかにしていく

いるとは限らず、むしろその時々の国情に影響されて

ことが必要である。

国際移住を行った人々と理解するのが適当である。言

注
１） 総務省統計局（2016）より筆者作成。表1・2とも、中長
期在留者及び特別永住者の人数を表す。中長期在留者とは、
以下のいずれにも当てはまらない人を指す。①「3月」以
下の在留期間が決定された者、②「短期滞在」の在留資格
が決定された者、③「外交」又は「公用」の在留資格が決
定された者、④ ①から③までに準じるものとして法務省
令で定める者（「特定活動」の在留資格が決定された，亜
東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表
部の職員又はその家族）、⑤特別永住者、⑥在留資格を有
しない者（法務省 更新年不明）
。また特別永住者とは、本

い換えれば、実質的には、国家などのマクロシステム
の大きな力を受けたことによって国際移住を決断・経
験した人々と言える。この点から、文化にかかわる問
題やその継承の問題、アイデンティティ（自分は何人
なのか−自分と周囲の他者による認識の相違）の問題
も生じる可能性がある。
以上の点から、高齢在日外国人等の生活上の問題の
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研究における「在日コリアン」の一部を指し、日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特例法（入管特例法）第3条に規定される「法定
特別永住者」を指す。
２） ここで参照した文（2009）にも述べられているとおり、
国民年金加入に関する国籍条項が撤廃された際（1982年）
、
経過措置が採られなかった。1982年の時点で35歳を越えて
いた在日外国人、すなわち25年間の支払期間を満たすこと
ができない人は老齢基礎年金から排除され（のちに一部救
済）、また20歳以上の障害を有する在日外国人は障害年金
から排除された（朴 2013: 103）。
文献
中国帰国者支援・交流センター（2016a）「中国帰国者の年度別
帰国状況」
（http://www.sien-center.or.jp/about/ministry/
reference̲02.html, 2016.12.29）
中 国 帰 国 者 支 援・ 交 流 セ ン タ ー（2016b）
「樺太等帰国者の
年度別帰国状況」
（http://www.sien-center.or.jp/about/
ministry/karafuto.html, 2016.12.29）
ハ・ティ・タン・ガ（2005）「在日ベトナム人高齢者の居場所〈兵
庫県神戸市〉」神戸定住外国人支援センター編『在日マイ
ノリティ高齢者の生活権：主として在日コリアン高齢者
の実態から考える』新幹社, 101-8.
法務省（更新年不明）「用語の解説」（http://www.moj.go.jp/
content/000111784.pdf, 2017.1.27）.
小林悦夫（2009）
「現場報告 中国帰国者への支援の現状と課題：
地域社会が支援の主体となるには」『社会福祉研究』104,
48-52.
黄 才榮・今井幸充（2009）「在宅介護における在日コリア
ン高齢者のニーズに影響する要因の検討」『介護福祉学』
16(1), 39-50.
熊原秀晃・西田順一・森村和浩・ほか（2014）「中国帰国者に
おける体力および生活の質：帰国者支援･交流センター通
所者の現状」『厚生の指標』61(5), 31-8.
文 鐘聲（2009）
「在日コリアン高齢者に対するソーシャルワー
ク」『ソーシャルワーク研究』35(3), 205-12.
朴 一（2013）「定住化の進展と民族差別撤廃運動」『歴史教科
書 在日コリアンの歴史』作成委員会編『在日コリアン
の歴史 : 歴史教科書』第2版, 100-25, 明石書店.
総務省統計局（2016）
「国籍・地域別 年齢・男女別 在留外国人」
（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinﬁd=
000031474390, 2016.12.29）
鈴木江理子（2009）「『新たな住民』の到来と地域社会−共に生
きる社会に向けて−」庄司博史編『国立民族学博物館調
査報告』83, 229-44.
瀧尻明子・植本雅治（2015）「在日ベトナム人高齢者の生活と
健康状態に関する研究」『大阪市立大学看護学雑誌』11,
11-20.
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業務日誌を用いた見守り活動の見える化についての方法論ノート

福祉社会開発研究センター客員研究員

小林 良二
筆者は2009年以来、東京都の補助事業である「高齢

4月〜 7月の4か月間のものであり、極めて限られた期

者見守り相談窓口設置事業（旧 シルバー交番設置事業）」

間のものである。また、8つの相談室すべての記録では

に関わりをもってきたが、ここ数年間、墨田区と東洋

ないので、墨田区全体の特徴を示すものとも言えない。

大学福祉社会開発研究センターとの協定に基づき、墨

したがって本稿は、現場の職員が毎日記入している記

田区の８つの「墨田区見守り相談室」
（以下、「相談室」

録をどのように集計したら、どのような結果を見える

とする）の職員による研究会に参加し、現場の相談員

化できるかという観点から執筆されもので、現場のデー

とともに事業日誌を用いた事例検討と相談室の地区別

タをどのように用いたらよいかという「方法論」を提

に集計された統計データによる「業務の見える化」に

示するものであり、十分なデータを踏まえた一般的な

ついての研究を実施してきた。

命題を述べようとするものではない1。

このうち、前者の研究は、事業日誌を用いて事例研
究を行う方式であり、毎月８つの相談室のうち２つの
相談室の相談員が交代で、前月に行われた相談のうち、
対応に特徴のある事例の情報を整理して報告し、それ

１．記入様式と集計方法

について、他の相談室の相談員との間で意見交換を行
墨田区では2009年に文花地区で最初の相談室が開設

うという方式で行われてきた。
これに対して、後者の方式は、同じ業務日誌を用い

され、筆者はその設立当初から業務日誌の様式作成に

ながらも、一定の期間ごとに業務日誌を「統計データ」

関わってきた。墨田区では、東京都への報告に必要な

として集計し、８つの相談室の持つ相談活動の特徴と、

項目に付け加えて、区独自の項目を設定し業務日誌を

可能であれば、他のさまざまなデータと組み合わせて、

作成しているが、この日誌はそれぞれの相談室でエク

地区の特徴を明らかにしようとする試みである。

セルを用いて作成・保管されている。本稿で分析の対
象とするのはこの記録である。

本稿では、この２つの取り組みのうちのうち、まず「統
計データ」による研究方法を紹介するが、この「統計デー
タ」の作成にあたっても、業務日誌に記載されたデー
タをそのまま相談室の「地区別データ」として集計す
る方法と、相談者の記録を「名寄せ」して「個人データ」

1

する方法の2つに分けて紹介したい。
ただし、今回用いる業務日誌のデータは、平成28年
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なお、筆者は別の論文で、地域福祉コーディネーターの実践記録の見
える化について論じている。「地域福祉実践記録の見える化について
〜文京区社会福祉協議会地域福祉コーディネーターの取り組みから
〜」日本地域福祉学会『地域福祉実践研究』第8号、平成29年6月刊行
予定。

東洋大学／福祉社会開発研究

9号（2017年3月）

表１ 墨田区見守り相談室業務記録様式
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① 在宅高齢者の生活実態の把握、見守り、高齢者等

（1）業務日誌の記録様式

の情報収集、安否確認など
本稿で扱う記録の様式は表１に示されている。

② ひとり暮らし高齢者等の見守りネットワークへの

この表で用いられている項目は、ほぼ次のように分

参加・支援、地域の組織・住民と連携した高齢者見守

類できる。

りの実施

・基礎項目：相談年月日、相談者（コード）、居住地

③在宅高齢者、家族等への相談対応、高齢者等から

・連絡方法：相談方法、連絡者

の相談窓口

・相談項目：主訴、主訴分類（コード）、課題分類（コー

このことは、相談室の機能が、基本的には行政窓口

ド）

や地域包括支援センターでは把握しにくい情報収集と

・要因項目：本人要因（コード）、環境要因（コード）

相談への対応を意味しており、「アウトリーチ」的な性

・対応項目：連携先（コード）、支援内容（コード）

格が強い。

・評価項目：相談区分、トリアージ

このことを踏まえて上記の項目を分類してみると、

これらの項目を用いて、統計データと個人データを

まず、相談項目として「相談内容」と「対応項目」が

作成することになるが、その枠組みについて少し解説

該当する。

しておこう。

次に、そのような「相談項目」について、なぜその

見守り相談室の業務は、東京都の補

ような相談が寄せられたかについての背景を理解する

助金によって運営される区の事業であるが、その主

項目があり、
「基礎項目」と「要因項目」がそれにあたる。

2

な機能は次のようになっている 。

また、「評価項目」では相談区分と「トリアージュ」
が用いられているが、
「トリアージュ」では「対応の緊
急度」に関する「主観的評価」を1 〜 3の段階で記入す

2

東京都福祉保健局「高齢者見守り相談窓口設置事業」
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ついては、今回は扱わない。

ることになっている。
最後に、「ネットワーク項目」という分類枠組みをつ
くることができる。これにあたるのは、本人にとって
は「連絡者」、相談室の対応にとっては「連絡先」であ

（2）集計の方法

る。すなわち、寄せられた相談者が関係面でどのよう
こうした項目に即して集計を行うことになるが、当

な「ネットワーク」を持っているか、また、相談員は、

面次の２つの集計の方法が考えられる。

その相談に対してどのような「ネットワーク」を用い

第１は、これらの項目の相談件数を相談室の地区別

て対応・処理をしたかを示す分類と考えることができ

（あるいは、それらの合計）の量的データとして集計す

る。
それぞれの項目を見ると、
「属性項目」としては、相

る方法である。この場合、得られた結果は、地区の特

談者の居住地の記載があり、相談室ごとに相談者の個

徴の共通性あるいは差異を読み取るのに利用すること

人番号が付されている。この項目を用いて「名寄せ」

ができる。しかしこの点についてはいくつかの留保が

による個人データを作成することになる。

必要である。
まず、地区別の特徴といっても、この表で得られた

「相談事項」については、相談内容の具体的な記述が
あり、それを分類した「相談内容」があるが、さらに、

数値は、あくまでも相談室の「相談行動」に関する集

その相談内容を相談員の側から整理した「相談課題」

計であり、共通性、差異といっても、その地区の全体

という項目が設定されている。

的な特性を示すものではない。そもそも、
「地区の特性」
とは何を意味するのかについては、人口をはじめとす

「要因項目」は、「相談内容」「相談課題」に対して、

るさまざまな変数を用いた検討が必要である。

その背景と考えられる「個人要因」と「環境要因」に

さらに、上記の方法で得られた「実数値」あるいは

ついての判断を記入するが、
「個人要因」としては、主
に当該相談者の「健康面」
「精神的」
「経済面」
「居住面」

「構成比」（他の数値の出し方もあるが）は、「地区」の

等の点でどのような要因が考えられるか、「環境要因」

特徴を示すというよりは、その地域に住む特定の住民

については、主に「家族」
「地域」
「友人」「行政」など

の特徴ではないかという論点がある。すなわち、相談

の環境がどうなっているかの記入が求められている。

数全体の中で、ある個人への対応が極めて多い場合、

「ネットワーク項目」としては、本人をとりまくネッ

地区別の数値は、地区全体の相談の特徴というよりも、

トワークとして、相談を寄せた連絡者の分類と、相談

特定の個人の相談の特徴となる可能性がある。したがっ

を誰に連絡・調整したかという対応面からの項目があ

て、地区別の特徴と個人の特徴がどのような関係にあ

る。 こ の 場 合 の「 ネ ッ ト ワ ー ク 」 の 意 味 は、 実際に

るかということは、別途の考察を必要とする。
第２の集計方法は「名寄せ」による「個人データ」

連絡にしてきた、あるいは、実際に対応を依頼した

の作成である。

相手という意味であるから、
「実際のネットワーク」
Actual Network であるが、支援が可能なネットワーク

「名寄せ」は今回のデータでいえば、相談者個人に特

Potential Network であるともいえる。もちろん、これ

定の番号（例えば、A1、A2、…）の記号を付し、一定

以外にもこのデータには記録されていない無数のネッ

期間の相談行動をその人に即して集計するという方法

トワークの存在が考えらえるが、当面の相談員による

を意味している。こうすると、地区別、あるいは全体に、

相談・対応としては現われてこない。

多くの相談行動があった人と、比較的単発の相談行動
があった人の分布を示すことができ、その結果に基づ

なお、「評価項目」とされる「トリアージュ」分類に
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いて、個人の属性、相談行動パターン、個人要因、環

れた空間的・時間的な「実践記録」から、どのような

境要因、ネットワークなどに即して考察することがで

意味のある数値的な見える化ができるかについての「方

きる。

法」を提示することであり、将来的にはこの方法を用
いて、より大量のデータを分析する視点を獲得するこ

さらに、名寄せデータを用いると、比較的相談回数

とを目的としている。

の多い相談者に対してどのような相談員側の対応が行
われたかを時系列で整理して、その対応プロセスを見
える化することができる。

（1）地区別データの分析

ただし、最後に指摘しなければならないのは、結果
の差を生み出す要因として、データの入力者、つまり、

①相談内容別

相談担当者の入力に際しての判断の相違があるうるこ
とである。相談員ごとのデータのばらつきを防止する
ためには、詳細なマニュアルを作成して、相談員がそ

まず、４つの地区の相談室でどのような相談内容が

れに従って記入する他はないが、新しい職員と経験の

あったかを集計してみよう。

ある職員などの違いによって、記入の仕方に差が出る

表２によると、４つの相談室の合計では、
「介護サー

のはやむをえないであろう。

ビス」
「保健医療」
「福祉サービス」が相対的に多い割

今回は、見える化（分析方法）を検討することが主

合を占めるが、「介護サービス」と「介護予防」を合わ

要な目的なので、これらについては当面無視してデー

せた割合は４つの相談室の間でそれほど差がなく、A：

タの集計や解釈を行う方法を提示することにする。

23.6％、B：18.8%、C：18.6%、D：25.3％となっている。
この他の項目で比較的差が見られないのは、
「認知症」
がそれぞれ、6.8％、9.0％、7.8％、7.2％であり、
「住まい」
も、4.5% 、4.1%、7.0％、5.5％で比較的似ている。
これに対して、
「福祉サービス」
「保健医療」「見守り

２．墨田区４相談室の相談対応の特徴

活動」などは、４つの相談室の間でかなりの差が見ら
以上の予備的な方法論上の考察を踏まえて、墨田区

れる。すなわち、他の地区データの数値とはとびぬけ

の４つの見守り相談室の業務日報の分析を行ってみよ

て高い（あるいは低い）数値を「特異値」、と呼ぶとす

う。

ると、Aの「福祉サービス」、Bの「保健医療」、Aの「そ

墨田区見守り相談室における業務日報の様式は、2009

の他」は、他の３の相談室からはかけ離れた特異な数

年にA相談室が開設された当初から作成されてきたが、

値になっている。これが、「地区差」なのか「個人差」

その後何回かの改定を経て、表１の様式となっている。

なのかは、個別に検証する必要がある。

今回入手できた業務日報のデータは、ごく最近のも
ので、平成28年４月〜７月までの４か月間のものであ
り、数値の提供を受けた相談室も、８つの相談室のう
ちの４つである。したがって、ここで得られる分析結
果は全く暫定的なものであり、いかなる意味において
も、時間的・空間的に一般化できるものとは言えない。
何度も述べるように、本稿の目的は、これらの限ら
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表２ 相談内容別

㻝㻦ㆤ䝃䞊䝡䝇
㻞㻦ㆤண㜵
㻟㻦⚟♴䝃䞊䝡䝇
㻠㻦ಖ་⒪
㻡㻦㧗㱋⪅ᚅ
㻢㻦ᶒ᧦ㆤ
㻣㻦⤒῭ၥ㢟
㻤㻦ఫ䜎䛔
㻥㻦⏕䛝䛜䛔
㻝㻜㻦␗ኚ䛾Ẽ䛵䛝
㻝㻝㻦⥭㏻
㻝㻞㻦ㄆ▱
㻝㻟㻦ぢᏲ䜚άື
㻝㻠㻦䛭䛾
ྜィ

㻭
㻝㻠㻤
㻞㻥
㻣㻝
㻢㻞
㻝㻣
㻝㻡
㻟㻠
㻝㻠
㻥
㻞㻞
㻡㻝
㻞㻡
㻞㻡㻢
㻣㻡㻟

㻮
㻝㻡㻢
㻢
㻥㻞
㻞㻞㻟
㻟
㻟㻢
㻝㻣
㻟㻡
㻥
㻞㻟
㻞㻞
㻣㻤
㻤㻤
㻣㻡
㻤㻢㻟

㻯

㻰

㻤㻟
㻤
㻠㻣
㻟㻜
㻝
㻞㻜
㻝㻥
㻟㻠
㻝㻜
㻞㻥
㻟㻝
㻟㻤
㻡㻢
㻤㻝
㻠㻤㻣

㻤㻢
㻡
㻡㻤
㻞㻠
㻠
㻟
㻥
㻝㻥
㻞
㻟㻤
㻞㻞
㻞㻡
㻥
㻠㻝
㻟㻠㻡

ྜィ
㻭㻑
㻠㻣㻟 㻝㻥㻚㻣
㻠㻤
㻟㻚㻥
㻞㻢㻤
㻥㻚㻠
㻟㻟㻥
㻤㻚㻞
㻤
㻜㻚㻜
㻣㻢
㻞㻚㻟
㻢㻜
㻞㻚㻜
㻝㻞㻞
㻠㻚㻡
㻟㻡
㻝㻚㻥
㻥㻥
㻝㻚㻞
㻥㻣
㻞㻚㻥
㻝㻥㻞
㻢㻚㻤
㻝㻣㻤
㻟㻚㻟
㻠㻡㻟 㻟㻠㻚㻜
㻞㻠㻠㻤 㻝㻜㻜㻚㻜

㻮㻑
㻝㻤㻚㻝
㻜㻚㻣
㻝㻜㻚㻣
㻞㻡㻚㻤
㻜㻚㻟
㻠㻚㻞
㻞㻚㻜
㻠㻚㻝
㻝㻚㻜
㻞㻚㻣
㻞㻚㻡
㻥㻚㻜
㻝㻜㻚㻞
㻤㻚㻣
㻝㻜㻜㻚㻜

㻯㻑
㻝㻣㻚㻜
㻝㻚㻢
㻥㻚㻣
㻢㻚㻞
㻜㻚㻞
㻠㻚㻝
㻟㻚㻥
㻣㻚㻜
㻞㻚㻝
㻢㻚㻜
㻢㻚㻠
㻣㻚㻤
㻝㻝㻚㻡
㻝㻢㻚㻢
㻝㻜㻜㻚㻜

㻰㻑
㻞㻠㻚㻥
㻝㻚㻠
㻝㻢㻚㻤
㻣㻚㻜
㻝㻚㻞
㻜㻚㻥
㻞㻚㻢
㻡㻚㻡
㻜㻚㻢
㻝㻝㻚㻜
㻢㻚㻠
㻣㻚㻞
㻞㻚㻢
㻝㻝㻚㻥
㻝㻜㻜㻚㻜

ྜィ㻑
㻝㻥㻚㻟
㻞㻚㻜
㻝㻜㻚㻥
㻝㻟㻚㻤
㻜㻚㻟
㻟㻚㻝
㻞㻚㻡
㻡㻚㻜
㻝㻚㻠
㻠㻚㻜
㻠㻚㻜
㻣㻚㻤
㻣㻚㻟
㻝㻤㻚㻡
㻝㻜㻜㻚㻜

表３ 相談課題別

㻭
㻝㻦⥭ᛴ䛾ᑐᛂ
㻞㻦Ᏻྰ☜ㄆ
㻟䠖ぢᏲ䜚
㻠䠖⥭㏻Ⓨሗᚋ䛾☜ㄆ
㻡㻦ᗣၥ㢟
㻢㻦㻵㻭㻰㻸
㻣㻦㻭㻰㻸
㻤㻦䛱䜗䛳䛸䛧䛯ᅔ䜚䛤䛸
㻥㻦⤒῭ⓗᅔ㞴
㻝㻜㻦⏕άၥ㢟
㻝㻝㻦㛢䛨䛣䜒䜚
㻝㻞㻦⎔ቃ⾨⏕
㻝㻡㻦ᶒ᧦ㆤ
㻝㻢䠖䛭䛾
㻔✵ⓑ㻕
⥲ィ

㻟
㻝
㻞㻠㻝
㻟
㻝㻞㻥
㻢㻢
㻥
㻞㻟
㻠
㻝㻟
㻝
㻝㻝
㻟
㻝㻡

㻮
㻝㻡㻢
㻢
㻥㻞
㻞㻞㻟
㻟
㻟㻢
㻝㻣
㻟㻡
㻥
㻞㻟
㻞㻞
㻣㻤
㻤㻤
㻣㻡

㻡㻞㻞

㻤㻢㻟

㻯

㻰

㻡
㻝㻞
㻡㻤
㻝㻟
㻢㻜
㻠㻤
㻟㻜
㻝㻜
㻝㻢
㻡㻠
㻢
㻥
㻞
㻝
㻟㻣
㻟㻢㻝

㻢
㻤
㻢
㻝㻢
㻠㻞
㻡㻝
㻡㻥
㻞㻤
㻝㻝
㻞㻞
㻡
㻞
㻟
㻟
㻞㻤
㻞㻥㻜

ྜィ
㻝㻣㻜
㻞㻣
㻟㻥㻣
㻞㻡㻡
㻞㻟㻠
㻞㻜㻝
㻝㻝㻡
㻥㻢
㻠㻜
㻝㻝㻞
㻟㻠
㻝㻜㻜
㻥㻢
㻥㻠
㻢㻡
㻞㻜㻟㻢

㻭㻑
㻜㻚㻢
㻜㻚㻞
㻠㻢㻚㻞
㻜㻚㻢
㻞㻠㻚㻣
㻝㻞㻚㻢
㻝㻚㻣
㻠㻚㻠
㻜㻚㻤
㻞㻚㻡
㻜㻚㻞
㻞㻚㻝
㻜㻚㻢
㻞㻚㻥
㻜㻚㻜
㻝㻜㻜㻚㻜

㻮㻑
㻝㻤㻚㻝
㻜㻚㻣
㻝㻜㻚㻣
㻞㻡㻚㻤
㻜㻚㻟
㻠㻚㻞
㻞㻚㻜
㻠㻚㻝
㻝㻚㻜
㻞㻚㻣
㻞㻚㻡
㻥㻚㻜
㻝㻜㻚㻞
㻤㻚㻣
㻜㻚㻜
㻝㻜㻜㻚㻜

㻯㻑
㻝㻚㻠
㻟㻚㻟
㻝㻢㻚㻝
㻟㻚㻢
㻝㻢㻚㻢
㻝㻟㻚㻟
㻤㻚㻟
㻞㻚㻤
㻠㻚㻠
㻝㻡㻚㻜
㻝㻚㻣
㻞㻚㻡
㻜㻚㻢
㻜㻚㻟
㻝㻜㻚㻞
㻝㻜㻜㻚㻜

㻰㻑
ྜィ㻑
㻞㻚㻝
㻤㻚㻟
㻞㻚㻤
㻝㻚㻟
㻞㻚㻝
㻝㻥㻚㻡
㻡㻚㻡
㻝㻞㻚㻡
㻝㻠㻚㻡
㻝㻝㻚㻡
㻝㻣㻚㻢
㻥㻚㻥
㻞㻜㻚㻟
㻡㻚㻢
㻥㻚㻣
㻠㻚㻣
㻟㻚㻤
㻞㻚㻜
㻣㻚㻢
㻡㻚㻡
㻝㻚㻣
㻝㻚㻣
㻜㻚㻣
㻠㻚㻥
㻝㻚㻜
㻠㻚㻣
㻝㻚㻜
㻠㻚㻢
㻥㻚㻣
㻟㻚㻞
㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜

活行動）」9.9%、「緊急時の対応」8.3%となっている。

②相談課題別

つまり、寄せられた相談の内容に対して当面「見守り」
が課題であり、特定の支援やサービスにつなげること
が重要とは考えられていないことを示している。

表３は、相談員の側から見た、相談内容に関する課

しかし地区別にみると、相談室によってかなり差があ

題の分類結果である。
表２が、相談者の相談内容の分類であるのに対して、

り、特異値としては、
Bの「緊急時の対応」18.1％、Aの「見

表３データは相談員からみた「課題」ということになる。

守り」46.2%、Bの「緊急発報後の処理」25.8%、C「生

これをみると、表２とは異なり、４相談数の全体で最

活問題」15.0%、B「権利擁護」10.2%などがあげられる。

も多いのが「見守り」の19.5% であり、次いで、
「緊急

表２と表３を併せてみると、Aでは表２の「その他」
と表３の「見守り」に、Bでは表２の「保健医療」と表

発報への対応」12.5%、
「健康問題」11.5%、「IADL（生
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表４ 相談に関する本人要因

㻝䠖
㻞䠖ㄆ▱䠄デ᩿᭷䠅
㻟䠖ㄆ▱䠄デ᩿↓䠅
㻠䠖⢭⚄ᝈ䠄デ᩿᭷䠅
㻡䠖⢭⚄ᝈ䠄デ᩿↓䠅
㻢䠖㌟య㞀ᐖ
㻣䠖▱ⓗ㞀ᐖ
㻤䠖㌟యᶵ⬟䞉యຊ䛾పୗ
㻝㻜䠖ពḧ䛾పୗ
㻝㻝䠖㛢䛨䛣䜒䜚
㻝㻞䠖ᛶ᱁
㻝㻟䠖䛭䛾
㻔✵ⓑ㻕
⥲ィ

㻭
㻞㻜㻢
㻡㻝
㻣㻢
㻝㻟
㻠㻞
㻞
㻞
㻤㻟
㻝
㻞
㻝㻟
㻞㻟

㻮
㻝㻢㻞
㻠㻣
㻠㻝
㻥
㻝㻠
㻥
㻣㻠
㻞
㻢
㻥
㻠㻝
㻟㻟

㻡㻝㻠

㻠㻠㻣

㻯
㻥
㻝㻥
㻞㻟
㻞㻝
㻟
㻝
㻟㻞
㻡
㻝㻟
㻝
㻝㻝
㻣
㻞㻝㻢
㻟㻢㻝

㻰
ྜィ
㻝㻜㻠
㻠㻤㻝
㻤
㻝㻞㻡
㻞㻣
㻝㻢㻣
㻞
㻠㻡
㻣
㻢㻢
㻞
㻝㻠
㻣㻣
㻝㻤㻡
㻞㻝
㻝㻝㻝
㻞
㻞㻞
㻝
㻝㻟
㻟
㻢㻤
㻟㻜
㻥㻟
㻢
㻞㻞㻞
㻞㻥㻜 㻝㻢㻝㻞

㻭㻑
㻠㻜㻚㻝
㻥㻚㻥
㻝㻠㻚㻤
㻞㻚㻡
㻤㻚㻞
㻜㻚㻠
㻜㻚㻠
㻝㻢㻚㻝
㻜㻚㻞
㻜㻚㻠
㻞㻚㻡
㻠㻚㻡
㻜㻚㻜
㻝㻜㻜㻚㻜

㻮㻑
㻟㻢㻚㻞
㻝㻜㻚㻡
㻥㻚㻞
㻞㻚㻜
㻟㻚㻝
㻞㻚㻜
㻝㻢㻚㻢
㻜㻚㻠
㻝㻚㻟
㻞㻚㻜
㻥㻚㻞
㻣㻚㻠
㻜㻚㻜
㻝㻜㻜㻚㻜

㻯㻑
㻞㻚㻡
㻡㻚㻟
㻢㻚㻠
㻡㻚㻤
㻜㻚㻤
㻜㻚㻟
㻤㻚㻥
㻝㻚㻠
㻟㻚㻢
㻜㻚㻟
㻟㻚㻜
㻝㻚㻥
㻡㻥㻚㻤
㻝㻜㻜㻚㻜

㻰㻑
ྜィ㻑
㻟㻡㻚㻥 㻞㻥㻚㻤
㻞㻚㻤
㻣㻚㻤
㻥㻚㻟 㻝㻜㻚㻠
㻜㻚㻣
㻞㻚㻤
㻞㻚㻠
㻠㻚㻝
㻜㻚㻣
㻜㻚㻥
㻞㻢㻚㻢 㻝㻝㻚㻡
㻣㻚㻞
㻢㻚㻥
㻜㻚㻣
㻝㻚㻠
㻜㻚㻟
㻜㻚㻤
㻝㻚㻜
㻠㻚㻞
㻝㻜㻚㻟
㻡㻚㻤
㻞㻚㻝 㻝㻟㻚㻤
㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜

㻭㻑
㻢㻟㻚㻠
㻝㻡㻚㻢
㻝㻚㻥
㻝㻚㻜
㻠㻚㻢
㻜㻚㻠
㻟㻚㻝
㻝㻜㻚㻜
㻜㻚㻜

㻮㻑
㻢㻝㻚㻡
㻝㻝㻚㻢
㻝㻚㻤
㻝㻚㻝
㻜㻚㻠
㻜㻚㻞
㻜㻚㻥
㻝㻠㻚㻝
㻤㻚㻟

㻯㻑
㻢㻥㻚㻟
㻥㻚㻣
㻟㻚㻢
㻝㻚㻠
㻝㻚㻣
㻡㻚㻤
㻜㻚㻤
㻞㻚㻡
㻡㻚㻟

㻰㻑
ྜィ㻑
㻠㻠㻚㻤 㻢㻜㻚㻥
㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻜
㻠㻚㻤
㻞㻚㻤
㻞㻚㻤
㻝㻚㻠
㻞㻚㻝
㻞㻚㻠
㻡㻚㻡
㻞㻚㻡
㻝㻚㻠
㻝㻚㻣
㻝㻢㻚㻞 㻝㻜㻚㻢
㻞㻚㻠
㻟㻚㻥

表５ 環境要因

㻝䠖⊂ᒃ
㻞䠖㧗㱋⪅ୡᖏ
㻟䠖ᐙ᪘㛵ಀ䛾䞉ㄪ
㻠䠖㏆㞄㛵ಀ䛾䞉ㄪ
㻡䠖㛵ಀ⪅䛸䛾䞉ㄪ
㻢䠖ᮏே䜈䛾ሗ㊊
㻤䠖ఫᏯ
㻥䠖䛭䛾
᫂

㻭
㻟㻞㻥
㻤㻝
㻝㻜
㻡
㻞㻠
㻞
㻝㻢
㻡㻞

㻮
㻞㻣㻡
㻡㻞
㻤
㻡
㻞
㻝
㻠
㻢㻟
㻟㻣

㻯
㻞㻡㻜
㻟㻡
㻝㻟
㻡
㻢
㻞㻝
㻟
㻥
㻝㻥

㻰
ྜィ
㻝㻟㻜
㻥㻤㻠
㻡㻤
㻞㻞㻢
㻝㻠
㻠㻡
㻤
㻞㻟
㻢
㻟㻤
㻝㻢
㻠㻜
㻠
㻞㻣
㻠㻣
㻝㻣㻝
㻣
㻢㻟

の特徴がよく示されている。

３の「緊急時の対応」に、Dでは表２の「介護サービス」

次に、相談室別の特徴をみると、相談室Cは未記入が

と表３の「ADL」
「IADL」の間に、他の地区とは異な

6割を占めるので分析から除外すると、３相談室で「疾

る相談対応の特徴があるとも考えられる。

病」の割合は比較的似ているが、Aでは認知症（診断有

しかし、このことの意味の解釈については、別途の

無）24.7%が多く、Cでは「知的障害」26.6%が高くなっ

データが必要である。

ている。Bでは「性格」が9.2%と高いことも注目できる。
これらの個人要因が表２，表３の相談内容とどのよ

③個人要因

うに結びついているかを検討するには、相談室別のク
ロス集計、あるいは、名寄せ集計の方法が考えられる。

表４は、このような相談内容が本人のどのような要
因から生じているかを分類している。

④環境要因

全体の割合の多い順から見ると、
「疾病」29.8%、「認
知症」（診断有・無）18.2%、「知的障害」11.5%、「身体
機能の低下」6.9%となっており、高齢者の抱える要因

表５は、課題の原因となる環境要因である。
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表6 相談経路別
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帯」からの相談が多いので、
「本人」からの相談が多い

４相談室の合計で圧倒的に多いのは「独居」で60.9%、
次いで、「高齢者世帯」の16.0％となっている。この分

のは納得できるが、これも相談室によって差がみられ

類は記入者によってあまり差異があるとは思われない

る。ここでは、「家族・親族」が、同居の家族・親族で

ので、「独居」あるいは「高齢者世帯」という家族形態

あるよりも、別居の可能性が高いということを考えて、

上の問題が大きな要因となっていることがわかる。

この２つの項目を合計すると、Aが81.2％、Dが73.5％、

表４と併せて考えてみると、
「家族関係の不和」「近

Bが70.7％、Cが49.3％の順になり、Cでは、「本人」「家

隣関係の不和」「関係者との不和」などはそれほど割合

族親族」からの相談の割合がかなり低い。Cで多いのは

としては多くないことから、
「健康問題」や「認知症」

「関係機関」
（地域包括支援センターが多い）が17.5％、
「民

の発生と、特に家族形態としての「一人暮らし」が増

生委員」11.9%で、これを合計すると29.4％となり、他

えることで、相談が増加するといえるだろう。

の相談室とは異なる傾向を示している。

このことから、一般的な高齢者数や一人暮らし世帯

換言すると、C相談室での相談は公的機関のネット

の数、健康状態のデータなどによって、アウトリーチ

ワークと結び付きが相対的に強く、その他の相談室で

型の相談数を推定できるかもしれない。

は、インフォーマルなネットワークからの相談が多い
といえるかもしれない。
以上が、住民の相談行動に関わる内容、対応、背景

⑤相談経路からみたネットワーク

としての個人要因、環境要因、相談ネットワークにつ
いての分析になる。

相談の背景を知るうえで、誰から相談が寄せられた
かを知ることは重要である。

⑥相談対応別

相談経路の分類もそれほど判断に迷うものではない
ので、相談員の記入上の差というよりも、ある程度そ

表７によると、４相談室の連絡先のうちもっとも多

の地域の特徴あるいは、その地域に住む個人の特徴を

いのは、
「相談員が解決」44.2％が最も多い。次いで、
「地

示すと考えてもよいであろう。
表 ６ に よ る と、 相 談 経 路 で 最 も 多 い の は 本 人 で

域包括支援センター」が25.9%、「介護サービス事業者」

50.6 ％、 次 い で、
「 家 族・ 親 族 」19.3 ％、「 関 係 機 関 」

が12.7%である。また、区役所への連絡は、全体では7.5%

13.3％、「民生委員」5.0％の順になっている。

などとなっている。
先に述べたように、このことは、相談室への相談が、

表５の環境要因との関連を考えると、
「一人暮らし世
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表７ 連絡先
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一人暮らし高齢者の健康の低下を背景とする「日常的

の連携の度合いが高く、Dはフォーマルなネットワーク

な課題」であることを示しているが、逆に、このよう

との連携の度合いが高いといえる。

の相談への相談員の対応がないと、何らかの生活困難
に陥る可能性の高い高齢者がいることを示している。

（2）「名寄せ」による個人データの分析

それ以外の項目を見ると、
「地域包括支援センター」
は、Aの34.2%、Bの25.9%が高いのに対して、Cは6.3%

①個人別対応回数

でかなり割合が低い。社協への連絡はAの5.1%がとびぬ
けて高く、民生委員はAの10.0%、Cの10.3%が高く、C
は0.8%で極めて低い。また、介護サービス事業者への

名寄せを用いた個人データであっても、さらにこれ

連絡は、Aが21.1％でとびぬけて高い。

を地区別に集計して、個人別の相談回数を算出できる。

また、町会・自治会などの地域団体への依頼は、Bの

表８を見ると、４つの相談室のうち、相談回数は、Aが

10.1％とCの13.6%が高いのに対して、AとDは低い。こ

527件、Bが447件、Cが361件、Dは290件の順であるが、

れらの数値が、町会・自治会などの地縁団体の機能状

名寄せによる個人数でみると、Aは214人、Bは179人、

況と関連するかどうかは、別途検討する必要がある。

Dは154人、Cは137人の順である。また、一人当たり相

な お、「 相 談 員 が 解 決 」 の 数 値 は、Bが38.5 ％、Cが

談回数は、Cが2.64件、Bが2.50人、Aが2.46人、Dが1.88

44.5％、Dが44.2％であるのに対して、Aは7.6％と極め

人の順になっている。

て低く、特異値になっている。このことが何を意味し

このことを一般的に言えば、Aは対応した人数と対応

ているのかについても、他のデータを踏まえた解釈が

回数がもっとも多いが、平均対応数はB、Cとあまり変

必要である。

わらない。これに対してCは、対応人数は最も少ないが

最後に、これらを、
「フォーマル」と「インフォーマル」

平均対応回数は最も多い。最後に、Dは、回数は最も少

分け、インフォーマルを「民生児童委員」
「見守りボラ

なく、ばらつきも少ないことになる。

ンティア」「町会・自治会」とした場合、Aは14.8%、B

相談者の数が多くなれば、相談者数も増えることが

は16.7%、Cは29.7%、Dは4.8%でかなりの差がある。言

予想されるが、対応回数が少なくても特定の相談者へ

い換えると、Cはインフォーマルな支援ネットワークと

の対応回数が増えれば、平均の対応回数は増えること
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表８ 回数別相談者数
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表９ 事例分析
月

活動回数

4月

6回

本人、民生委員、
医師、看護師

本人が通帳管理について不安をもっており、このことに
関して、民生委員、医院の医師との情報交換を行った。
本人への訪問と、緊急時の救急キットの説明をした。

5月

3回

本人、看護師

医院の看護師との情報共有。

本人、親族、隣人、
民生委員、看護師、
医師、区職員、
施設職員、金融機関、
権利擁護センター、
地域包括支援センター

隣人から、本人に元気がなく、受診を拒否しているとい
う情報があったため、訪問するが、本人は支援を拒否。
その後、往診を受け入れ。医師によると栄養が摂れてお
らず、このままでは命にかかわるとのこと。入院手続き
のため、民生委員、区職員、施設職員などから親族に関
する情報の収集を行なう。親族は見つかったが入院費用
の預金からの引出しについて、親族、金融機関、権利擁
護センターとの調整が必要になる。
また、地域包括支援センターによる介護保険利用手続き
の調整をした。

7月

23回

関係者

主な活動内容

になる。この意味では、AとCは対照的である。

②名寄せを用いた事例分析

こうした相談の特徴がどうして生じるのかも、重要
な研究課題の１つであろう。

業務日誌の記事のデータを名寄せして時系列の個人

また、Aで最も回数の多いのはこの４か月間で25回
対応した例であり、10回以上の対応件数は８人である。

データを作成すると、相談員が相談者に対してどのよ

同様に、Bでは19回が最大で、10回以上は６人、Cは最

うなかかわりをしたかを示すことができる。こうした

多が32回で10回以上は５人、Dは12回が最多で、10回以

データは、一般の事例研究を行うには不可欠の手続き

上は２人である。

であるが、本稿では相談員が記入した「主訴」という
具体的な記述を用いた事例作成の方法を紹介する。

このことから、地区別の量的データと、個人の回数

ここでは、上記の活動回数の中で最も多い回数となっ

別データとの間に一定の関係があるといえる。
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ているC相談室の32回のケースを取り上げて見よう。エ
クセルのデータでは、32回の相談とそれへの対応が簡

まとめ

単に記入されているが、これを月別に整理したのが、
表９である。

以上みてきたように、本稿では、墨田区の見守り相

これによると、相談者は一人暮らしの男性で、４月

談室の業務日誌をもちいて、その記録を地区別のデー

から５月にかけて、民生委員から健康状態が心配であ

タとして量的に把握する「地区データ」と、
名寄せを行っ

るという情報が寄せられた。相談員が訪問した結果、

て「個人別データ」を作成し、その結果から相談員の

相談員自身や近隣住民が本人を訪問して、見守りを行っ

活動の特徴を分析するという２つの「見える化」の仕

ている。またこの間、本人を知る医院の看護師とも情

方を検討してきた。

報を交換している。

前者の、量化の方向をとった場合に描かれる相談室

状況が変わったのは７月に入ってからで、隣人から

の地域特性と、名寄せを用いて個別化する方向性の２

本人に元気がないという連絡を受けて、相談員が訪問

つの関連を考えてみると、短期間のデータでは、業務

したが、本人は受診を拒んでいた。相談員の勧めで受

日報を「地区別データ」として集計した統計量よりも、

診にこぎつけたところ、医師の判断では、
「このままで

名寄せによる「個人データ」の方が、意味のある解釈

は命にかかわる状態」であるとして入院を勧められた

を可能にするといえるかもしれない。

が、入院にあたっては、保証人、費用の支払い、預金

しかしまた、孤立した一人暮らし高齢者が多い地域

の引出しなどの手続きが必要になった。しかし、本人

では、結果的に、相談対応回数が増え、相談の地域特

の意思がはっきりしないため、相談員は、いろいろな

性が活動回数に反映するともいえる。

ネットワークを使って親族を探し出したが、預金の引

このように、業務日誌をもちいると、ある地域にお

出しには本人同意が必要となるため、金融機関や権利

ける相談活動の量的把握と個人別把握が可能になる。

擁護センターなどとの調整に迫られた。これらの情報

このような、方法によって、アウトリーチ型の活動を

を集めて親族と協議するなどの経過のために、７月だ

行う見守り相談室の活動の特性と地域特性を把握する

けで23回の相談が行われている。

ことが可能になるであろう。

この事例を見ると、相談員の相談回数が増えるのは、
本人の支援拒否への対応とともに、親族の探し出し、

参考文献
・東洋大学福祉社会開発研究センター編（2011）
『地域におけ
るつながり・見守りのかたち』中央法規

病院や金融機関の手続きにおける本人確認に関わる事
柄について、多くの支援が必要になっていたといえる。
一般に、相談員の活動が増える原因には、支援対象
である「本人・家族要因」と、さまざまなサービスの
利用に関わる「手続き要因」の両方があり、このケー
スは、どちらかというと、後者の手続き要因に多くの
回数を費やしているといえる。
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平成28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

志 村

健 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

伊 奈 川

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

剛 史

社会学部・助教

門

東京都立大学・名誉教授

小 林

良 二

客員研究員

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21

山 田

理 恵 子

客員研究員

釜山福祉開発院 研究員

趙

美

貞

客員研究員

東京学芸大学 非常勤講師

小 椋

佑 紀

客員研究員

社会福祉法人文京区社会福祉協議会 職員

浦

愛

客員研究員

リサーチアシスタント

尹

一

喜

リサーチアシスタント

劉

鵬

瑶

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

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

独立行政法人高齢・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

田園調布学園大学・助教

望 月

隆 之

客員研究員

特定非営利活動スペシャルオリンピックス
日本・福岡 事務局長

渡 邊

浩 美

客員研究員

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構障害者職業総合センター研究部門・研究員

榎 本

容 子

客員研究員

研究支援者

木 口

リサーチアシスタント

上 西

ユニット長

秀 和

美 由 紀

理論・歴史グループ兼務

高齢ユニット

障害ユニット
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所属・職

研究者名

備考

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

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

晶

客員研究員

聖徳大学短期大学部保育学科・講師

我 謝

美 左 子

客員研究員

リサーチアシスタント

麗

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

公 一

子どもユニット

麗
グループリーダー

社会学部・助教

門

美 由 紀

上智社会福祉専門学校・専任教員

寺

福祉社会デザイン研究科 教授

志 村

健 一

事務局長（副センター長）

リサーチアシスタント

越 前

聡 美

（理論・歴史グループ兼務）

田

誠

客員研究員

事務局
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【資料】活動報告

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：緩やかにつながり、支え合う福祉社会をめざして
日 時：2016年9月25日（日） 9:30 〜 14:00
場 所：東洋大学白山キャンパス 8号館 7階 125記念ホール
参加者：45名
内 容：シンポジウム
①各ユニット・グループからの発題
【報告者】高齢ユニット：加山 弾（ユニット長／東洋大学・准教授）
障害ユニット：志村 健一（ユニット長／東洋大学・教授）
子どもユニット：小林 恵一（客員研究員／江戸川大学総合福祉専門学校・主任）
理論・歴史グループ：秋元 美世（グループ長／東洋大学・教授）
②ディスカッション
③全体のまとめ：センター長 森田 明美（東洋大学・教授）
【コーディネーター】金子 光一（センター研究員／東洋大学・教授）
【総合司会】志村 健一（前掲）
成 果：

各ユニット・グループが取り組んできた研究成果について、横断的視点から分析・検証していくため、

「権利擁護」
「「ネットワーク」
「社会資源」という３つのキーワードをもとに報告し、議論を行った。
これにより、各ユニット・グループの現時点での研究成果に関して共通理解を深めることができた。
また、研究成果を総合的研究としてまとめていくためのいわゆる「串刺しの議論」ができ、研究全
体の構造化や今後深めるべき課題（キーワード）について、再確認できたことは有意義であった。

（2）後期シンポジウム
テーマ：地域の暮らしを支えるための普遍的条件や仕組みとは
―「つながらない」から、「つなぐ」ための実践から見えてきたもの―
日 時：2017年3月18日（金） 13:00 〜 16:30
場 所：東洋大学白山キャンパス 8号館 7階 125記念ホール
参加者：約50名
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内 容：シンポジウム
成 果：各種制度やサービス等と「つながらない」現状から、
「つなぐ」
「つながる」ためにどのような対応
がとられ、一定の成果を収めることができたのか等について分析した。

（3）東洋大学福祉社会開発研究センター拡大編集会議（公開研究会）
日 時：2017年1月9日（月）15:00 〜 18:00
場 所：東洋大学白山キャンパス 2号館3階 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）
①各ユニット事例報告
【報告者】高齢ユニット：加山 弾（ユニット長／東洋大学・准教授）
障害ユニット：小泉 隆文（研究協力者／社会福祉法人森の会）
子どもユニット：小林 恵一（客員研究員／江戸川大学総合福祉専門学校・主任）
②ディスカッション
【コーディネーター】志村 健一（障害ユニット長／東洋大学・教授）
【総括コメンテーター】 伊奈川 秀和（高齢ユニット研究員／東洋大学・教授）
秋元 美世（理論・歴史グループ長／東洋大学・教授）
成 果：

本センターの5年間の研究成果を踏まえた書籍を刊行することは、センター開設当初からの計画で
あり、研究成果を社会福祉行政や実践に還元し、広く社会に発信していくことは本センターの社会的
責任でもある。書籍の構想や内容を各ユニット・グル−プ間で共有するためには、関係者が一堂に会し、
議論する必要があることから、本編集会議を開催したものである。各ユニット・グループから、本著
の中で紹介する具体事例を「権利擁護」
「ネットワーク」
「スキル」「システム」
「価値」のキーワード
と絡めながら報告が行われ、本著のねらいや執筆構成等を共有することができた。

2 関係団体との共催シンポジウム
（1）東洋大学大学院社会福祉学専攻・福祉社会開発研究センター共催シンポジウム
テーマ：「東アジアにおける権利擁護と地域支援」
日 時：2016年7月30日（土）14:00 〜 16:30
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：50名
内 容：シンポジウム・報告
【報告者】
〇孫 彰良（台湾

朝陽科技大学・助理教授）
：「台湾における権利擁護と地域支援（介護編）」

〇李 栖瑛（韓国

ソウルサイバー大学・助教授）
：「東アジアにおける権利擁護と地域支援―生活施設に暮ら

す高齢者のためのオンブズマン活動を中心に―」
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〇趙 美貞（韓国

釜山福祉開発院・研究員）:「韓国の権利擁護システムに関する一考察―大邱広域市の福祉

オンブズマン制度を中心にして」
【コメンテーター】 朴 泰英（韓国 大邱大学・教授）
成

果：

各国の社会福祉政策の現状と課題について理解する機会となり、アジア諸国の若手研究者と本学

大学院生による交流を図ることができた。本センターとしては、今後もこのようなシンポジウムを
通して、アジア諸国の研究者との研究交流を促進したいと考えており、次につながる機会となった。

（2）東洋大学社会福祉学会第12回大会の共催
テーマ：「女性のキャリアと社会保障−東洋大学男女共学100周年−」
日 時：2016年7月31日（日）
場 所：東洋大学白山キャンパス 8号館 125記念ホール
参加者：85名
内 容：基調講演・シンポジウム
【院生・修了生研究報告】
【基調講演】
「オハイオ州における福祉給付を受けていた女性の雇用に関する考察−就業アクセスと近隣地域の
状況に焦点をあてて」
講 師：金 石住（大邱大学校社会科学大学社会福祉学科助教）
【シンポジウム】「女性のキャリアと社会保障」
【報告者】〇伊奈川

秀和（本センター研究員／東洋大学・教授）
：「社会保障とワークライフバランスの交錯

−社会保障政策の観点から」
〇榊原

圭子（東洋大学・社会学部社会福祉学科講師）
：「専業主婦の再就職−大学はどのような支

援ができるのか？」
【討論者】〇田谷 幸子（帝京平成大学現代ライフ学部講師）
〇樋口 和子（認定こども園おりーぶの森園長／清和大学短期大学部非常勤講師）
【コメンテーター】〇森田 明美（本センター長／東洋大学・教授）
成 果：

本学男女共学100周年という節目の本学社会福祉学会の企画・運営に協力することができた。本セ

ンターから2人の研究員が参加し、社会保障制度や子ども・女性から報告・コメントを行い、本センター
の日ごろの研究活動や成果についてアピールする機会となった。

3 紀要『福祉社会開発研究』第9号の発行
規 格：Ａ4判

166ページ

部 数：300部
内 容：査読論文1本、論文他12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。昨年度か
ら学内査読制度を導入し、今年度の査読論文は１本のみであったが、学術研究論文誌としてISSNに登
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録した。

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9：シンポジウム：「社会福祉研究と実践をつなぐ『見える化』『見せる化』の課題」報告書
2016年3月11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 53ページ 60部（複写）
①資料10：シンポジウム：「緩やかにつながり、支え合う福祉社会をめざして」報告書
2016年9月25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 62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）
内 容：
①第1号：2016年 7月1日発行
文科省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」進捗状況報告書提出について／ 2016年度の主な研
究活動計画と予定／高齢ユニット公開研究報告「大学研究拠点におけるResearch Administration」
②第2号：2016年12月1日発行
トピックス「研究成果をまとめた単行本の出版計画に着手」／前期シンポジウム報告／高齢ユニッ
ト公開研究会：山崎史郎氏講演会報告／障害ユニット公開研究会「成年後見制度」報告／子どもユニッ
ト研究報告／理論・歴史グループ研究報告／東アジア諸国との研究交流報告
③第3号：2017年2月27日発行
センターと共同研究を行っている関係機関・団体等の担当者に、センターとの共同研究を通して得
られた成果と今後の課題について質問し、その回答内容を掲載した。
④第4号：2017年3月31日発行予定
年度末シンポジウム報告／外部評価委員会報告／各ユニット・グループ活動報告
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。また今年度より英語表記でも案内している。

5 センターの運営
（1）評価委員会の開催
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2017年3月18日（土） 10:00 〜 12:00

（2）運営委員会の開催
第1回：2016年9月25日（月）16:00 〜 17:30
第2回：2017年2月 6日（月）17:00 〜 19:00

（3）定例会の開催
第1回：2016年 5月16日（月）16:00 〜 18:00
第2回：2016年 7月11日（月）16:00 〜 17:30
第3回：2016年10月24日（月）16:00 〜 17:30
第4回：2016年12月12日（月）18:00 〜 19:45

（4）戦略会議の開催
日 時：2016年12月12日（月）18：00 〜 19：45
内 容：出版に関すること、センターの研究継続に関すること等について協議を行う。

（5）出版プロジェクト会議
日 時：2016年10月17日（月）16:30 〜 18:00
内

容：出版本の企画内容（タイトル、趣旨、章立てと執筆者、読者対象等）の検討、中央法規出版の社内手
続きと今後のスケジュール 他
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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）千代田区・柏市・日光市社会福祉協議会との協働研究
開 催 日：2016年4月13日（水）、6月1日（水）、7月20日（水）、11月10日（木）、2017年2月2日（木）
場

所：東洋大学福祉社会開発研究センター

参 加 者：加山弾研究員、梅澤稔研究協力者、松本昌宏研究協力者、藤田哲也研究協力者
成

果：社会福祉協議会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つの社会福祉協議会（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、社会的孤立を象徴する事例を収集し、集計を継続するとともに、記録・アセスメント・
プランニングのツール開発を進めた。また、議論・分析した内容をまとめ、『日本地域福祉学会 第30回
全国大会』にて報告を行った。

2）墨田区高齢者みまもり相談室事例研究会
開 催 日：2016年5月24日（火）
、6月21日（火）
、7月7日（火）
、8月16日（火）
、9月20日（火）
、10月21日（火）、11
月15日（火）、12月20日（火）、2017年1月17日（火）、2月21日（火）、3月21日（火）
参 加 者：小林良二客員研究員、山田理恵子客員研究員、上西一貴RA
場

所：墨田区文花高齢者みまもり相談室

成

果：福祉社会開発研究センターとの協定に基づく研究活動。小林良二客員研究員、山田理恵子客員研究員、
上西一貴RAが、墨田区高齢者みまもり相談室職員による高齢者の見守りに関する事例検討会に参加し、
コメンテーターとしてさまざまなアドバイスを行った。本年度は、研究会における事例検討の方式を改
善するとともに、日課表の記入項目の再検討と統計分析を実施した。

3）文京区社会福祉協議会「地域福祉コーディネーター研究会」
開 催 日：2016年5月21日（ 土 ）
、6月17日（ 金 ）
、8月6日（ 土 ）
、9月28日（ 水 ）、10月31日（ 月 ）12月19日（ 月 ）
、
2017年1月30日（日）、2月27日（日）
場

所：文京区区民センター

参 加 者：小林良二客員研究員、浦田愛客員研究員、野﨑瑞樹客員研究員、上西一貴RA
成

果：文京区社会福祉協議会との研究協定に基づく研究会。地域福祉コーディネーターの活動記録の見える化
についての検討をおこなった。成果の一部は、平成28年6月11日（土）の『日本地域福祉学会第30回大会』
での報告を行った。
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4）東村山市社会福祉法人連絡会
開 催 日：2016年6月13日（月）、7月12日（火）、8月23日（火）、9月27日（火）
場

所：東村山市社会福祉協議会

参 加 者：小林良二客員研究員
成

果：2016年に結成された東京都地域公益活動推進協議会の地域組織である東村山市社会福祉法人連絡会の検
討会に参加し、連絡会および会の相談事業のすすめ方などについてアドバイスを行った。

【各種調査・研究】
1）調査
（1）外国人高齢者
実施期間：2016年 11月30日（水）
担 当 者：荻野剛史研究員
成

果：外国人が多数居住する地域で開催された、外国人高齢者に対する支援方法の検討会に参加した。言語の
相違から、介護保険サービスの提供が拒絶された事例が存在していること、それゆえ介護支援専門員は
利用可能な社会資源を探すことに苦心していることなどがわかった。

（2）中国帰国高齢者
実施期間：2016年 12月21日（水）
担 当 者：荻野剛史研究員
成

果：中国帰国高齢者が利用者の大半を占める介護保険施設の管理者に対し、中国帰国高齢者の生活の様相、
特に、生活上のニーズについてインタビュー調査を行った。調査の結果、一般的に指摘される言葉の壁、
文化（習慣）の壁によって生じる諸問題に対するニーズの他、アイデンティティの問題（
「中国人でも、
日本人でもない」）が存在していることがわかった。

2）論文・学会発表
（1）論文
①論 文 名：民生委員・児童委員の地域福祉活動と地域福祉コーディネーターへの期待
掲載誌・巻号・掲載日： 日本地域福祉学会『日本の地域福祉』第30巻、2017年3月
執 筆 者：浦田愛客員研究員
②論 文 名：コミュニティオーガニゼーションとコミュニティワーク―住民間の対抗と結合（リンケージ）を中心
に―
掲載誌・掲載日：牧里毎治・川島ゆり子・加山弾編著『地域再生と地域福祉―機能と構造のクロスオーバーを求
めて―』相川書房、2017年1月31日
執 筆 者：加山弾研究員
③論 文 名：小地域福祉活動と社会福祉協議会コミュニティワーク―都市型
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掲載誌・巻号・掲載日：牧里毎治・川島ゆり子編『持続可能な地域福祉のデザイン―循環型地域社会の創造―』
ミネルヴァ書房、2016年12月20日
執筆者：加山弾研究員
④論 文 名：社会福祉協議会における支援困難ケースへの対応の記録化・分析方法に関する研究
―記録と分析による可視化の意義およびツール開発について―
掲載誌・巻号・掲載日： 東洋大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開発研究』第9号、2017年3月
執筆者： 梅澤稔研究協力者、藤田哲也研究協力者、松本昌宏研究協力者、加山弾研究員
⑤論 文 名：フランスの福祉サービス利用者の権利保障
掲載誌・巻号・掲載日：東洋大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開発研究』第9号、2017年3月
執 筆 者：伊奈川秀和研究員
⑥論 文 名：韓国における50プラス世代の支援と課題−釜山広域市の事例を中心にして−
掲載誌・巻号・掲載日：東洋大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開発研究』第9号、2017年3月
執 筆 者：趙美貞客員研究員
⑦論 文 名：（研究ノート）文献から見る高齢者在日外国人等の生活上の課題
掲載誌・巻号・掲載日：東洋大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開発研究』第9号、2017年3月
執 筆 者：荻野剛史研究員
⑧論 文 名：（研究ノート）業務日誌を用いた見守り活動の見える化についての方法論ノート
掲載誌・巻号・掲載日：東洋大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開発研究』第9号、2017年3月
執 筆 者：小林良二客員研究員

（2）学会発表
①学会名：日本地域福祉学会 第30回全国大会
開催期間：2016年6月11日（土）〜 6月12日（日）
参 加 者：加山弾研究員、梅澤稔研究協力者、松本昌宏研究協力者、藤田哲也研究協力者
成

果：日本社会事業大学にて行われた『日本地域福祉学会 第30回全国大会』に参加・発表を行った。発表は、
前回の学会発表時のフロアからの意見を踏まえ、研究事例の更なる積み上げによる分析結果と困難事
例の考え方の整理項目、新たな事例評価の実施などについての発表を行った。フロアからは「個別支
援と地域資源の開発等の考え方」や「個別データの活用等」について新たに意見をもらった。引き続
きフロアからの意見を踏まえ、議論を深めるとともに、困難事例を更に蓄積・分析する必要性を感じた。

②学会名：日本地域福祉学会 第30回全国大会
開催期間：2016年6月11日（土）〜 6月12日（日）
参 加 者：小林良二客員研究員・浦田愛客員研究員
成

果：福祉社会開発研究センターと研究協定を結んでいる文京区社会福祉協議会の職員である浦田愛客員研
究員との共同発表。「民生委員・児童委員の地域福祉活動 と地域福祉コーディネーターの役割」をテー
マとし、地域福祉活動の基盤が弱い地域で、地域福祉コーディネーターの設置によって民生委員の活
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動にどのような支援が可能になるかについて報告した。

【研究会】
1）定例研究会
（1）キックオフ会議
実 施 日：2016年4月26日（火）
場

所：東洋大学福祉社会開発研究センター

参 加 者：7名
成

果：前年度の研究活動を振り返るとともに、今年度の方向性・方針・研究体制について、デイスカッション
を行った。

（2）第1回研究会
実 施 日：2016年6月25日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室

参 加 者：7名
報告者・テーマ：加山弾研究員
「ICTを活用した高齢者への見守りシステムの構築に関する実証的研究−A区のコミュ
ニティ・カフェを拠点とするシステムの試行的導入−」
成

果：加山研究員からは、地域包括ケアシステムのために開発されたシステムを応用しており、地域で暮らし
ているサービス利用段階前の高齢者を対象に、見守りシステムの構築を試みることを報告した。また、
カフェと医療・福祉専門職の間が常に同じ情報を共有することができ、データをさらに蓄積し、高齢者
の主体性を発揮するための改良策を探る必要があることを指摘した。

（3）第2回研究会
実 施 日：2016年7月16日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第2会議室

参 加 者：10名
報告者・テーマ：小林良二客員研究員「国分寺市地域包括支援センター実績データの『見える化』について」
野﨑瑞樹客員研究員「コミュニティソーシャルワークとコミュニティ心理学

−住民による見守

り研究からの問い−」
成

果：小林客員研究員からは「見える化」の方法について、
「介護予防ケアマネジメント」、
「総合相談・支援」、
「権
利擁護」、「包括的・継続的ケアマネジメント」の相談支援件数から、実数値、構成比、比率、指数など
の数値データを用いて考察を行い、業務に影響する因果モデルを考えるためには、基準を設定する必要
があることを報告した。また、野﨑客員研究員からは「見守り」という機能を持つネットワークの変容
過程からコミュニティ心理学との関連に興味を持ったこと、また社会福祉学の研究では、住民より支援
者に対する研究が多く、住民を中心とした研究が少ないことから、住民視点で研究に取り組むことにし
たと述べ、見守り研究を継続してきた中で、住民間のネットワーク・住民と支援者間のネットワーク・
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支援者間のネットワークが活用されており、個別の対象者支援から地域のネットワークまで発展すると
いう視点が新鮮であると説明した。

（4）第3回研究会
実 施 日：2016年9月24（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室

参 加 者：10名
報告者・テーマ：山本美香研究員「居住の困窮化の経緯と住まいの回復への支援に関する研究

−東京都A区にお

ける生活困窮者支援者の事例から−」
熊田博喜客員研究員『「制度の狭間」再考』
成

果：山本研究員からは、居住の困窮化の経緯とその要因分析、そして住まいを回復するまでに必要な支援に
ついて報告を行った。また、熊田客員研究員からは、地域の福祉化、地域の制度化、地域の脱紐帯化と
いう背景を踏まえ、福祉ニーズの脱コード化が生じることに対し、脱ニーズをコード化するなどの方法
を用い、結果、制度的が対応できるようにすることを報告した。

（5）第4回研究会
実 施 日：2016年1月7（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室

参 加 者： 5名
報告者・テーマ：伊奈川研究員「福祉サービス利用者の権利保障についてーフランスの改革からの示唆−」
荻野研究員「文献から見る外国人及び外国にルーツを持つ高齢者の福祉ニーズ」
成

果：伊奈川研究員からは、フランスの一連改革の特徴と改革の手法の特徴を分析し、日本に福祉サービス利
用者の権利保障に対する示唆について報告を行った。また、荻野研究員は先行研究から、在日外国人及
び外国にルーツを持つ日本人（両者を総称して、外国人等と称する）の高齢者（高齢外国人等）が抱え
る生活上の課題を整理し、報告した。

2）ICTを活用した高齢者への見守りシステムの構築・評価に関する研究会
（1）実 施 日：2016年11月15日（火）
場

所：東洋大学白山キャンパス 1405教室

参 加 者：10名
成

果：首都圏A区のB地域において住民が開設したコミュニティ・カフェを拠点に、
「専門的サービスを常
時受けているわけではないが、孤立によるリスクと隣あわせの在宅高齢者」に対する見守りを行い、
その実践を分析し、ICTシステムを活用した高齢者の見守り、タブレット端末を用いた見守り、カフェ
の利用者に対するグループ・インタビュー調査についてのデータ収集・分析の経過報告を行った。

（2）実 施 日：2017年2月20日（月）
場

所：東洋大学白山キャンパス

大学院セミナー室6
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3）公開研究会
（1）実 施 日：2016年7月26日（火）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第1会議室

参 加 者：29名
報 告 者：山崎史郎（前内閣官房まち・ひと・しごと創生本部地方創生総括官）
テ ー マ：社会福祉と地方創生
成

果：山崎氏からは、日本の社会保障政策の現状、変化、課題と対応策について、社会福祉と地方創生の
視点から、社会保険の構造、環境の変化、社保と税の一体改革についての報告を行った。

（2）実 施 日：2016年10月22日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 1302教室

参 加 者：10名
報 告 者：福山満子（公益社団法人 横浜市福祉事業経営者会 コーディネーター）
テ ー マ：外国人高齢者を取り巻く問題−いちょう団地で生活する外国人高齢者の生活−
成

果：福山氏からは、いちょう団地の高齢者の現状と、日本で介護を担う外国人労働者の状況、高齢世代
における多文化の共生についての報告を行った。

（3）実 施 日：2016年12月6日（火）
場

所：東洋大学白山キャンパス 1509教室

参 加 者：10名
報 告 者：渡辺光亮（特定非営利活動法人 自立支援センターふるさとの会 社会福祉士）
テ ー マ：社会困窮者の自立支援と孤立死対策
成

果：渡辺氏からは、ふるさとの会の概要や、豊島サポートセンター、荒川サポートセンター、墨田サポー
トセンター、新宿サポートセンター、台東サポートセンターという5つの事業エリア（東京都23区）
での孤立死対策等の取り組みについての報告を行った。

（4）実 施 日：2017年2月3日（火）
場

所：東洋大学白山キャンパス

参 加 者：中井俊文（九州大学 システムLSI研究センター 特任准教授）
テ ー マ：ICTを用いた見守り実証事業

4）シンポジウム
実 施 日：2016年12月3日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス1305教室

参 加 者：50名
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テ ー マ：高齢者の孤立と自立支援
○基調講演：東内京一（和光市 保健福祉部長）
○シンポジウム：髙梨美代子（前鴨川市福祉総合相談センター ソーシャルワーカー）
三浦辰也（NPOインクルージョンセンター東京オレンヂ 副理事長）
熊田博喜（本センター客員研究員／武蔵野大学 教授）
*コメンテーター：伊奈川秀和（本センター研究員/東洋大学 教授）
小林良二（本センター客員研究員）
*コーディネーター：加山弾（本センター研究員・高齢ユニットリーダー／東洋大学 准教授）
成

果：高齢の単身者や老老世帯の増加に加え、近年の経済不況や無縁社会化の風潮などにより、健康のリ
スクや経済的な不安を抱える高齢者が増加している背景を踏まえ、公的主体、専門機関、住民・住
民組織、営利セクターなどの協働による多様な取組みが広がっている観点から、高齢者の孤立と自
立支援について実践者・研究者とともに検討することについての報告を行った。

【視察・研修会等参加】
1）視察
（1）滋賀県の社会福祉協議会の視察（高島市、大津市、草津市）
期

日：2016年10月27日（木）〜 10月28日（金）

訪 問 先：①高島市社会福祉協議会、②大津市社会福祉協議会、③滋賀県社会福祉協議会
参 加 者：小林良二客員研究員、浦田愛客員研究員、上村紗月研究協力者、近藤秋穂研究協力者、本多桜子
研究協力者
成

果：①高島市社会福祉協議会は、見守り活動を基礎として、サロンづくり、日常生活支援事業を小地域、
学校区、市全域まで体系的に展開している点で高い評価を受けている。今回の訪問ではその手
法についてリーダーの井岡氏や職員の方々から学ぶことができた。
②大津市は、日本の社会福祉史上著名な糸賀一雄が活躍した地であり、社会福祉協議会はその伝統
を引き継いで、だれをも拒まない総合相談事業の展開に力を尽くしてきた。今回の訪問では、そ
の歴史を中心に山口課長からお話を伺い多くの示唆を得た。
③滋賀県社会福祉協議会が運営する滋賀の縁創造実践センターは、最近の大きな課題である社会福
祉法人による地域公益事業に早い段階から取組んできたが、谷口氏はその実質的な責任者として、
この事業を推進してきた。今回の訪問では、「子ども食堂」など、これまでの事業の展開や今後
の課題についてご説明いただいた。また、県社協と市町村社協との関連についても理解を深める
ことができた。

（2）西東京市社会福祉協議会の視察
期

日：2016年11月28日（月）

訪 問 先：西東京市社会福祉協議会

保谷東分庁地下ボランティア活動室１

参 加 者：加山弾研究員、伊奈川秀和研究員、小林良二客員研究員、趙テイ研究協力者、尹一喜RA、劉鵬瑶
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RA
成

果：「ふれあいのまちづくり」事業によって「ふれまちサポーター」による小学校区（20地域）におけ
る住民活動が広がったこと、
「ほっとネット」事業によって、市内４地域での地域福祉コーディネー
ターと「ほっとネット推進員」(現在300名)による個別支援が可能になり、また、
「地域の縁側プロジェ
クト」という協力団体が形成されていること、さらに、生活支援コーディネーターを市内4地域に
配置することによって、
「支えあいネットワーク事業」と「ささえあい協力員」養成事業を行うこ
とにしているという話を伺った。

（3）社会福祉法人「夢のみずうみ村」の視察
期

日：2017年1月12日（木）

訪 問 先：浦安市 社会福祉法人「夢のみずうみ村」
参 加 者：加山弾研究員、伊奈川秀和研究員、劉鵬瑶RA
成

果：夢のみずうみ村は、山口県を中心に介護保険事業、特にリハビリ事業を展開する法人である。リハ
ビリに当たり、バリアフリーならぬ「バリアアリー」を特徴とする支援を行うことで有名である。
施設では、利用者である金城氏が利用者目線で丁寧に案内・説明をしていただき、センターの特徴
を感得することができた。自己決定という点では、当日のプログラムを選択することで本人の意思
を尊重した上で、取り組んでいる。施設内の名称等も利用者の意欲や親密感を醸成するための工夫
がなされており、手作り感一杯の事業所である。

（4）館山市における介護予防生活支援総合事業のすすめ方のヒアリング・鴨川市における見守りネットワークに関
するヒアリング
期

日：2017年1月27日（金）

訪 問 先：館山市役所会議室・館山市高齢者福祉課
参 加 者：小林良二客員研究員、浦田愛客員研究員、上村紗月客員研究員

（5）奈良県「SPS若年認知症サポートセンターきずなや」の視察
期

日：2017年2月8日（水）

訪 問 先：奈良県奈良市 SPS若年認知症サポートセンターきずなや
参 加 者：加山弾研究員、伊奈川秀和研究員、谷本史於里研究協力者、尹一喜RA、劉鵬瑶RA

（6）東松島市社会福祉協議会の視察
期

日：2017年2月8日（水）〜 2月9日（木）

訪 問 先：仙台市東北文化大学、東松島市社会福祉協議会
参 加 者：小林良二客員研究員、野﨑瑞樹客員研究員、上西一貴RA

（7）熊本県 社会福祉法人寿量会「特別養護老人ホーム天寿園」の視察
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日：2017年3月16日（木）〜 3月17日（金）

訪 問 先：特別養護老人ホーム天寿園、熊本県社会福祉協議会、人吉市社会福祉協議会
参 加 者：加山弾研究員、伊奈川秀和研究員、尹一喜RA、劉鵬瑶RA

（8）総社市における認知症予防を含む介護予防対策と高齢者権利擁護事業の展開について
期

日：2017年3月29日（水）〜 3月30日（木）

訪 問 先：総社市役所、総社市社会福祉協議会
参 加 者：加山弾研究員、小林良二客員研究員、林悦子研究協力者、保良聡美研究協力者、尹一喜RA

【広報】
シンポジウム「高齢者の孤立と自立支援」開催の情報を、東洋大学・当センターのホームページにアップロードし
たほか、全国社会福祉協議会・東京都社会福祉協議会からもご協力いただき、広報を行った。

【その他】
1）みどりみまもり連絡会「みどりみまもり相談室平成27年度活動報告会」での講演
題

目：「誰もが住み慣れた我が家、地域でくらし続けるために」

開 催 日：2016年6月16日（木）
場

所：オウトピアみどり苑2階

講 演 者：小林良二客員研究員
成

果：上記の報告会にて、事例を活用し、住み慣れた我が家我がまちで暮らし続けることについて報告した。

2）資料集・報告書の作成
（1）公開研究会「日本の社会保障政策を考える−社会福祉と地方創生−」
2016年7月26日に実施した公開研究会の内容を記載した資料集と報告書を作成し、関係者に配布した。
（2）シンポジウム「高齢者の孤立と自立支援」
2016年12月3日に実施したシンポジウムの内容を記載した資料集と報告書を作成し、関係者に配布した。

障害ユニット

【定例研究会】
（1）第1回定例研究会
実 施 日：2016年4月12日（日）
場

所：東洋大学白山キャンパス 1312教室

参 加 者：9名
成

果：①木口研究支援者によるオーストラリアNSW州研修報告、②今年度の研究テーマ設定と活動計画に
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ついて整理、③6月開催予定のシンポジウムについての確認を行った。②では「ICT・アセスメント」
、
「就労継続支援・ネットワーク」、「自立支援協議会当事者部会」に関する研究を行うこととした。

（2）第2回定例研究会
実 施 日：2016年6月19日（日）
場

所：東洋大学白山キャンパス 125記念ホール

参 加 者：11名
成

果：各自の研究進捗状況を報告し、研究計画等を共有した。

（3）第3回定例研究会
実 施 日：2016年8月27日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第一会議室

参 加 者：5名
成

果：滝乃川学園の事例を中心に、当事者による意思決定について議論した。

（4）第4回定例研究会
実 施 日：2016年10月16日（日）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第一会議室

参 加 者：12名
成

果：3月開催予定のシンポジウムの確認と、各自の研究進捗状況の報告を行った。

（5）第5回定例研究会
実 施 日：2016年12月11日（日）
場

所：東洋大学白山キャンパス スカイホール

参 加 者：11名
成

果：3月開催予定のシンポジウムの方針決定と、出版物に関する情報共有、各自の研究進捗状況報告を行っ
た。

（6）第6回定例研究会
実 施 日：2017年2月18日（土）
場

所：東洋大学白山キャンパス 第四会議室

参 加 者：11名
成

果：3月開催予定のシンポジウムの具体的内容の確認と、出版物に関する情報共有、各自の研究進捗状
況報告を行った。

（7）第7回定例研究会

149



東洋大学／福祉社会開発研究

9号（2017年3月）

実 施 日：2017年3月19日（日）
場

所：東洋大学白山キャンパス 125記念ホール

参 加 者：11名
成

果：今年度研究成果の報告、まとめを行った。

【チーム会議】
（1）ICT・アセスメントチーム研究会
実 施 日：2016年5月27日（金）
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：8名
成

果：講師：榎本容子（障害者職業総合センター）
「発達障害のある人を対象とした就労支援ツールの開発研究の紹介」

（2）就労支援チーム研究会
実 施 日：2016年6月3日（金）
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：3名
成

果：日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センターが行った調査報告書の中から、ユニットのテーマ
に沿う4調査を選定、精査し、研究方法の検討等を行った。

【出張・研修会等参加】
（1）意思決定支援研究会
開催期間：2016年7月6日（水）
会

場：立命館大学大阪いばらきキャンパス コロキウム

参 加 者：木口恵美子研究支援者
成

果：飯村史恵先生（立教大学）主催の「意思決定支援研究会」に参加し、報告と議論を行った。

（2）知的障がいのある人の個別支援計画の作成におけるiPadの活用に関する視察①
出 張 日：2016年7月27日（水）
要 務 先：さいたま市障害者福祉施設春光園けやき
参 加 者：望月隆之客員研究員・木口恵美子研究支援者
成

果：障害ユニットICT・アセスメントチームとして、さいたま市障害者福祉施設春光園けやきにおいて
iPadの活用実践を視察した。職員が利用者の興味関心に合わせて、iPadを活用していること、利用
者の意思を引き出すため「生活体験実習ノート」を活用していることがわかった。

（3）知的障がいのある人の個別支援計画の作成におけるiPadの活用に関する視察②
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出 張 日：2016年7月30日（土）
要 務 先：社会福祉法人 緑葉会 陽光の園
参 加 者：望月隆之客員研究員
成

果：障害程度が中軽度と比較的軽い利用者が多いことから、会話によるコミュニケーションが可能な場
合が多い。今日はお会いできなかったが、自閉症の方もいるという。ICTの活用による意思決定支
援に加えて、本人参画の視点でも調査研究が可能であると確認できた。

（4）意思決定支援研究会
開催期間：2016年9月12日（月）
会

場：立教大学 池袋キャンパス

参 加 者：木口恵美子研究支援者
成

果：福祉サービス利用手続きの実際と意思決定支援の事例報告として、谷本氏より、通勤寮のサービス
管理責任者の立場から、通勤寮の利用者の事例を交えて、個別支援計画作成等の際の意思決定支援
の実際について報告があった。木口が、母親、養護学校教員へのインタビューを踏まえて、サービ
ス利用に向けたプロセスについて報告を行った。上記の事例をもとに、課題や改善について検討を
行った。

（5）文京区自立支援協議会相談支援専門部会平成28年第2回定例会議
開催期間：2016年9月14日（水）
会

場：文京シビックセンター 21階2104会議室

参 加 者：上西一貴RA
成

果：「家族・本人支援、関係機関との連携について考える〜グループディスカッションを通して〜」を
主旨として、事例をもとに、①親の意向と本人のニーズ調整、②本人の意向・思いをどうくみとるか、
③他区や医療との連携、の3点について議論した。

（6）障害学国際セミナー 2016「法的能力（障害者権利条約第12条）と成年後見制度」
開催期間：9月22日（木）〜 23日（金）
会

場：立命館大学大阪いばらきキャンパス コロキウム

参 加 者：木口恵美子研究支援者
成

果：韓国、中国、香港、台湾で行われている成年後見制度について、各国の関係者から報告がなされた。
各国で権利意識に温度差があり簡単に比較することは困難で、他の国内法との関連で考える必要が
あることが明らかになった。

（7）日本障害者協議会緊急企画：相模原事件を考える緊急ディスカッション
開催期間：9月28日（火）
会

場：参議院会館一階講堂
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参 加 者：木口恵美子研究支援者
成

果：相模原で起こった障害者虐殺の事件から約2か月経過し、障害者当事者、障害者団体関係者等が事
件をめぐって議論を行った。行政担当者、一般市民が無意識に持っている優生思想への警告がなさ
れ、直接に被害を受ける障害当事者が声を上げることが大切であることが確認された。

（8）アメニティフォーラム21
開催期間：2017年2月10日（金）〜 12日（日）
会

場：びわ湖大津プリンスホテル

参 加 者：木口恵美子研究支援者
成

果：障害者施設や成年後見制度に関する国の動向の他、海外の意思決定支援の取り組みを学ぶことがで
きた。

（9）第18回全国障害者生活支援研究セミナー「本人中心の支援 と 共生のまちづくり」
開催期間：2017年2月11日（土）〜 12日（日）
会

場：新宿NSビル

参 加 者：柴内麻恵研究協力者
成

果：1日目は本人中心の支援から共生のまちづくりに発展させた実践についての基調講演・シンポジウ
ムに参加し、2日目は意思決定支援分科会に参加し、障がい者の地域生活を支えていくしくみが必
要であることを確認した。

【各種調査・研究】
（1）知的障がいのある人の個別支援計画の作成におけるiPadの活用に関する調査①
調査期間：2016年11月29日（火）
要 務 先：さいたま市障害者福祉施設春光園けやき
参 加 者：望月隆之客員研究員・荒木敬一研究協力者
成

果：さいたま市の春光園けやきにて、iPadを活用しているグループの職員へインタビュー調査を行った。

（2）知的障がいのある人の個別支援計画の作成におけるiPadの活用に関する調査②
調査期間：2016年12月10日（土）
要 務 先：社会福祉法人緑葉会 陽光の園
参 加 者：志村健一研究員・望月隆之客員研究員
成

果：熱海市の社会福祉法人緑葉会陽光の園にて、iPadの活用状況についてインタビュー調査を行った。

【論文等】
（1）論 文 名：「パーソンセンタードのコミュニティサービスワーク、単元1、演習教材
― Community Service Work in Person Centredness、Module 1、Assessment Booklet ―」
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掲 載 誌：『東洋大学社会福祉研究』（9）, 2016年7月.
執 筆 者：木口恵美子研究支援者

（2）論 文 名：
「海外におけるSupported Decision Making (SDM)の進展と福祉サービス」
掲 載 誌：『福祉労働』No.152, 2016年9月.
執 筆 者：木口恵美子研究支援者

（3）論 文 名：
「当事者活動とセルフ・アドボカシー」
掲 載 誌：『ソーシャルワーク研究』vol42 No.3, 2016年10月.
執 筆 者：小泉隆文研究協力者・丸山晃研究員・志村健一研究員

（4）論 文 名：
「精神障害者の貧困の実態と効果的支援

―重複・複合化した問題の解決・予防に向けて―」

掲 載 誌：『地域ケアリング』No.18, 2016年12月.
執 筆 者：清野絵客員研究員

（5）論 文 名：
「意思決定支援とパーソナルアシスタンス」
掲 載 誌：岡部耕典編著『パーソナルアシスタンス

―障害者権利条約時代の新・支援システムへ』生活書院

2017年2月.
執 筆 者：木口恵美子研究支援者

（6）論 文 名：
「知的障がいのある人の意思決定支援におけるiPad活用」
掲 載 誌：『福祉社会開発研究』No.9, 2017年3月.
執 筆 者：志村健一研究員・望月隆之客員研究員・荒木敬一研究協力者

（7）論 文 名：
「Poverty and Disability as Global Issues for Social Change

―International Trends and Actual

Situation in Japan―」
掲 載 誌：『福祉社会開発研究』No.9, 2017年3月.
執 筆 者：清野絵客員研究員

（8）論 文 名：
「知的障がい者支援の民間ネットワーク研究

―人々を巻き込むアクティビティ及びプログラムの

考察―」
掲 載 誌：『福祉社会開発研究』No.9, 2017年3月.
執 筆 者：渡邊浩美客員研究員

（9）論 文 名：
「障害者の就労支援ネットワークの構築・維持要件に関する文献的考察
て―」
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掲 載 誌：『福祉社会開発研究』No.9, 2017年3月.
執 筆 者：榎本容子客員研究員・清野絵客員研究員

（10）論 文 名：「ICFと農作業の関連について

―個別支援計画作成への導入として―」

掲 載 誌：『福祉社会開発研究』No.9, 2017年3月.
執 筆 者：小泉隆文研究協力者

（11）論 文 名：
「意思決定支援をめぐる国内の議論の動向」
掲 載 誌：『福祉社会開発研究』No.9, 2017年3月.
執 筆 者：木口恵美子研究支援者

【学会発表】
（1）学 会 名：International Association for the Scientiﬁc Study of Intellectual and

Developmental Disabilities

World Congress (IASSIDD 世界会議)
開 催 日：2016年8月15日〜 19日
場

所：メルボルンコンベンションセンター

報

告：木口恵美子研究支援者 Discussion of Supported Decision Making in Japan

（2）学 会 名：社会福祉学会秋季大会（佛教大学）
開 催 日：2016年9月10日〜 11日
場

所：佛教大学紫野キャンパス

報

告：小泉隆文研究協力者「ICFと農作業の関連について ―個別支援計画への導入への検討―」

（3）学 会 名：障害学会第13回大会
開 催 日：2016年11月5日〜 6日
場

所：東京家政大学

報

告：木口恵美子研究支援者「意思決定支援をめぐる国内の議論の動向」

（4）学 会 名：日本LD学会第25会大会
開 催 日：2016年11月18日〜 20日
場

所：パシフィコ横浜

報

告：清野絵客員研究員「エビデンスに基づく「発達障害のある人の意欲・適応」を高める教材開発に向けて」

【シンポジウム】
（1）「成年後見と自己決定 成年後見促進法付帯決議をめぐって」
開 催 日：2016年6月19日（日）
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会

場：東洋大学白山キャンパス 125記念ホール

報

告：
「成年後見制度の議論のまとめ」
税所真也（東京大学大学院 日本学術振興会特別研究員PD）

問題提起：「人としてあたりまえに生きることの実現を」
西定春（成年後見制度を見直す会代表）
討

論：「成年後見と自己決定 成年後見促進法付帯決議をめぐって」
シンポジスト：安藤信明（司法書士）
、池原毅和（東京アドヴォカシー法律事務所所長

弁護士）、

岩橋誠治（たこの木クラブ代表）
、秋元美世（東洋大学教授／本センター研究員）
、伊奈川秀和（東
洋大学教授／本センター研究員）、木口恵美子（本センター研究支援者）、コーディネーター：高山
直樹（東洋大学教授／本センター研究員）、税所真也（前掲）

（2）「当事者が活動する意義」
開 催 日：2017年3月19日（日）
会

場：東洋大学白山キャンパス 125記念ホール

基調講演：「当事者が活動する意義」
奈良崎真弓氏（にじいろでGO ！会長）
シンポジウム：「自立支援協議会における当事者の役割」
司会：高山直樹（東洋大学教授／本センター研究員）、シンポジスト：小和瀬芳郎（文京区障害者
地域自立支援協議会当事者部会会長）
、竹間誠次（文京区障害者地域自立支援協議会当事者部会委
員）、中村雄介（文京区障害者地域自立支援協議会委員）
、荻野陽一（世田谷区自立支援協議会副会
長）、コメンテーター：沖倉智美（大正大学教授／東京都自立支援協議会会長）

子どもユニット

1．世田谷区との共同
（1）プロジェクト推進に向けての拡大全体会
世田谷区との共同研究活動の経過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：2017年3月1日（水）
場

所：世田谷区デイ・ホーム世田谷

参 加 者：東洋大学、世田谷区（生活支援課生活保護担当および子ども家庭支援センター、健康づくり課、子
ども家庭課）パルメゾン上北沢、ナオミホーム、世田谷区社会福祉協議会、世田谷子育てネット、キッ
ズドア、東洋大学
成

果：母子生活支援施設、生活保護担当、子ども家庭支援センターの取り組みの報告、世田谷区における
子育て支援ネットワークの仕組みおよびその中でのひとり親支援の現状を報告、研修のあり方や
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ネットワークの組み方について新しいシステムの提案を実施した。

（2）プロジェクト推進に向けた検討会
①開 催 日：2016年4月12日（火）
場

所：東洋大学

参 加 者：東洋大学
成

果：母子家庭支援プログラムについての検討

②開 催 日：2016年4月27日（水）
場

所：東洋大学

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：母子家庭支援プログラムについての検討

③開 催 日：2016年6月3日（金）
場

所：世田谷区役所

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：子ども家庭支援センター担当者からのヒアリングおよび意見交換

④開 催 日：2016年6月17日（金）
場

所：東洋大学

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：進行状況の共有と、
「市民力をつける」をキーワードに世田谷区の支援のあり方の検討。今後の
研究の取り組みとして、母子生活支援施設で対応している問題と支援機関を整理し、地域ではど
のように対応するかを検討することとした。

⑤開 催 日：2016年8月5日（金）
場

所：東洋大学

参 加 者：東洋大学
成

果：子ども家庭支援センター係長との意見交換会に向けた提案の検討

⑥開 催 日：2016年8月12日（金）
場

所：世田谷区役所

参 加 者：世田谷区 東洋大学
成

果：子ども家庭支援センター係長・東洋大学との意見交換

⑦開 催 日：2016年8月12日（金）
場

所：ナオミホーム

参 加 者：ナオミホーム職員 東洋大学
成

果：母子自立支援シート試行のヒアリングおよび施設長・職員との意見交換

⑧開 催 日：2017年3月1日（水）
場

所：世田谷区デイ・ホーム世田谷

参 加 者：生活支援課 東洋大学
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成

果：生活支援課との今年度の協働研究に関する振り返り

（3）実践検討会
①生活保護担当者会議
開 催 日：2016年11月10日（木）
場

所：世田谷区役所烏山支所

参 加 者：生活支援課 東洋大学
成

果：地区担当員の変更に伴う研究の進捗状況の説明およびケースの状況に合わせた具体的な進め方の
協議

②生活保護担当者によるシートを活用して、当事者の面接実施
2016年12月26日（月） 自宅にて面接実施
2017年2月20日（月）自宅にて面接実施 上田（東洋大学）も同行
③母子生活支援施設（パルメゾン上北沢）における実践検討
開 催 日：2016年7月12日（火）
場

所：パルメゾン上北沢 集会室

参 加 者：世田谷区（事務局） 東洋大学
内

容：パルメゾン支援記録の確認

開 催 日：2017年1月〜 2月
成

果：承諾を得たパルメゾン入居児童14名（小学生および中学生）に対して、職員が子ども面談を行う
際に、子ども調査を実施した（現在：分析中）。

④母子生活支援施設（パルメゾン上北沢およびナオミホーム）における実践検討
開 催 日：2016年12月〜 3月
内

容：「母子家庭からの相談内容・支援」シートの作成。母子生活支援施設において入所者が支援を求
めてくるか場面と内容、支援機関を２施設の職員にヒアリング・記入してもらった。データを項
目別に分類、地域の暮らしでは、どの機関がどのように支援して、乗り越えているのかというこ
とを点検して、地域ネットの組み方を検討する。

（4）研修会
（4）−1

情報交換会を活用した研修

①開 催 日：2016年7月12日（火）
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：世田谷区（子ども家庭支援センター等） 母子生活支援施設（パルメゾン上北沢・ナオミホーム・
かわだ）東洋大学
テ ー マ：母子生活支援施設の事例から学ぶアセスメント−生じている問題やその人について理解する−
成

果：講師として講義とグループワークによる参加型の研修を行った結果、支援者が、実践のふり返り
を通して利用者主体の支援について、考える機会となった。
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②開 催 日：2016年9月28日（水）
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：世田谷区職員（子ども家庭支援センター等） 母子生活支援施設職員（パルメゾン上北沢・ナオ
ミホーム・かわだ） 東洋大学
テ ー マ：母子生活支援施設の事例から学ぶ−自己決定の尊重と支援関係−
成

果：講師として講義とグループワークによる参加型の研修を行った結果、支援者が、実践のふり返り
を通して利用者主体の支援について、考える機会となった。

③開 催 日：2016年12月21日（水）
場

所：パルメゾン上北沢

参 加 者：世田谷区（子ども家庭支援センター等） 母子生活支援施設（パルメゾン上北沢・ナオミホーム・
かわだ） 東洋大学
テ ー マ：母子生活支援施設の事例から学ぶ−直面化によるニーズ把握と目標設定−
成

果：講師として講義とグループワークによる参加型の研修を行った結果、支援者が、実践のふり返り
を通して利用者主体の支援について、考える機会となった。

（4）−2 ひとり親支援者研修会
開 催 日：2017年2月13日（月）
参 加 者：世田谷区職員（子ども家庭支援センター等） 母子生活支援施設職員（パルメゾン上北沢・ナオ
ミホーム・かわだ） 東洋大学
テ ー マ：児童福祉法の改正から見るひとり親家庭への支援
成

果：講師として講義とグループワークによる参加型の研修を行った結果、支援者が、実践のふり返り
を通して利用者主体の支援について、考える機会となった。

（4）−3 ナオミホーム施設内研修会
①開 催 日：2016年6月7日（火）
場

所：ナオミホーム

参 加 者：ナオミホーム職員 東洋大学
テ ー マ：将来の見通しが立てづらい母子
成

果：講師としてスーパービジョンによる事例検討を行った結果、支援者が、実践のふり返りを通して
利用者主体のアセスメントとプランニングについて考察した。

②開 催 日：2016年11月16日（水）
場

所：ナオミホーム

参 加 者：ナオミホーム職員 東洋大学
テ ー マ：母子の成長に伴う支援の方向性の確認と共有−プランニングに向けて−
成

果：講師としてスーパービジョンによる事例検討を行った結果、支援者が、実践のふり返りを通して
利用者主体のアセスメントとプランニングの実際について考える機会となった。

（4）−４ かわだ施設内研修会
①開 催 日：2016年11月30日（水）
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場

所：かわだ

参 加 者：かわだ職員 東洋大学
テ ー マ：施設が母子にできること
成

果：講師としてスーパービジョンによる事例検討を行った結果、支援者が、実践のふり返りを通して
利用者主体のアセスメントとプランニングについて、考える機会となった。

②開 催 日：2017年2月１日（水）
場

所：かわだ

参 加 者：かわだ職員 東洋大学
テ ー マ：施設が母子にできること
成

果：講師としてスーパービジョンによる事例検討の結果、支援者が、実践のふり返りを通して利用者
主体のアセスメントとプランニングについて、考える機会となった。

③開 催 日：2017年2月8日（水）
場

所：かわだ

参 加 者：かわだ職員 東洋大学
テ ー マ：施設が母子にできること
成

果：講師としてスーパービジョンによる事例検討を行った結果、支援者が、実践のふり返りを通して
利用者主体のアセスメントとプランニングについて、考える機会となった。

④開 催 日：2017年2月22日（水）
場

所：かわだ

参 加 者：かわだ職員 東洋大学
テ ー マ：施設が母子にできること
成

果：講師としてスーパービジョンによる事例検討を行った結果、支援者が、実践のふり返りを通して
利用者主体のアセスメントとプランニングについて、考える機会となった。

（4）−5

生活支援課職員向け生活支援課内研修

①開 催 日：2017年2月6日（月）
場

所：世田谷区烏山総合支所

参 加 者：生活支援課職員18名 健康づくり課職員 5名
テ ー マ：基本的面接技術・アセスメント
成

果：面接技術の基本の確認しつつ、利用者理解について講義した。続いてアセスメントの方法につい
て講義を行ない、グループワークを通じて利用者の「強み」を意識してアセスメントすること行っ
た。

②開 催 日：2017年2月20日（月）
場

所：世田谷区烏山総合支所

参 加 者：生活支援課職員18名 他所職員 4名 健康づくり課職員 2名
テ ー マ：基本的面接技術・アセスメント
成

果：面接技術の基本の確認とアセスメントの方法について研修を行った。グループワークを通じて利
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用者の「強み」を意識してアセスメントすることを学んだ。

2．和光市での活動報告
和光市では子どもの発達の保障を、市民の生涯にわたる自律的で尊重された生活の基礎と捉え、乳幼児期の保育の
質について検討と、質の向上をねらいとした事業を展開した。

（1）包括支援スキルの修得のための研修
実施日、研修テーマ、研修講師、対象（人数）

研修目的、成果や課題

2016年10月28日
「保育の原理・配慮を要する子と親への対応」
・東内京一、小川晶
・ファミリー・サポート会員（50名程度）

子どもと子育ての基本的な事柄と、和光市での役割を知る。

2017年1月17日
「子ども子育て支援政策「和光市版ネウボラ」におけ
る保育の役割と質」
・東内京一、小川晶
・保育所の保育者、運営者（120名程度）

和光市版ネウボラにおける保育を展開することを理解し、実践す
る意欲と方法を修得する。
保育が公的な営みであることを理解したうえで、具体的な保育の
方法をより深く知りたいという意欲がみられた。また、保護者支
援にとどまらず、地域での子育て支援を実施する意義を見出した
という感想が多かった。しかし、具体的な方法の言及には至らな
かった。

市民を育てる一端を担っていることへの意欲の高まりを感じた。
具体的な困難事例の検討が求めらた。

2017年3月23日
保育士の資格がない支援者が子育て支援を学ぶ。
「子ども子育て支援政策「和光市版ネウボラ」の機能化」
・東内京一、小川晶
・和光市家庭的保育者等、保健師（60名程度）

（2）公立保育所の保育内容の見直しへの支援
実施園（クラス）、実施日

内容

しらこ保育園（0歳児クラス）
・2017年1月26日
・2017年2月13日

・食事について 食具の見直しをおこなった。
・子どもの発達に合ったおもちゃについて
設定が子どもの発達より低年齢であったので、発達にあったお
もちゃへの変更を提案した。
・親支援について
子どもと過ごさない親について、親をアセスメントしたうえで
子どもの発達を保障する支援プランを作成することを提案した。

みなみ保育園（3歳児クラス）
・2017年1月26日
・2017年2月13日

・外国籍の家庭への支援について
子どもの発達保障が不十分であったので、包括支援について解
説し、関係機関へつないだ。
・子どもの発達保障が実現する保育室の環境について
五感を使う活動が、子どもの選択のもとなされるよう整えるこ
とを提案した。保護的なかかわりが中心であったので、見守り
方や寄り添い方についてカンファレンスした。

（3）保育の質の指標と研修プログラムの開発
民間の保育所が増え続けている和光市では、それぞれの保育園が経営側の価値で保育が展開されやすいことへ
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の対策が急がれている。
包括支援のなかの保育や子育て支援、保育の目的と質への指標づくりと、それを浸透させ実践するための研修
プログラムの開発が始まった。まずは公立保育所での試行的な取り組み事業をおこなったが、市内全体の多様な
運営形態の保育施設にどのように広げるのかということは次年度以降の課題となっている。

3．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
（1）被災自治体の子どもにやさしいまちづくりの展開への研究協力
①東日本大震災から６年子どもたちは今―宮城県からの発信
開 催 日：2016年12月25日（日）
場

所：仙台レインボーハウス

参 加 者：東洋大学 4名 宮城県議会議員8人、県関連職員数名、市民ＮＰＯ30人
成

果：あしなが育英会が震災遺児・孤児のために運営している仙台レインボーハウスで、宮城県議会こ
ども政策研究会と共催で、被災地の子ども支援について、被災した若者たちの参加による今後の
復興支援の在り方について意見交換会した。森田がコーディネータをし、清水が研究の成果の報
告をした。

②第６回子どもたちと一緒に考える被災地の復興支援の共催
開 催 日：2017年3月9日（木）13時〜 17時 ※受付12：30 〜
場

所：東洋大学 白山校舎 1号館1601教室

参 加 者：東被災地からの高校生5人、若者6人、東洋大学生30人、一般20人
全体進行：森田、ファシリテート役として清水、林大介が参加
成

果：被災した若者たちがこれまで議論してきたことを踏まえて、話を聴いてもらうこと、話す場の大
切さ、個人的な体験を社会化することの価値に気付き、そのことを広報することについて共有し、
メッセージを創ったことは重要である。

③第１６回東日本大震災子ども支援意見交換会の後援
開 催 日：2017年3月10日（金）11時〜 13時
場

所：衆議院第2議員会館１Ｆ-多目的会議室

参 加 者：被災地からの高校生5人、若者6人、東洋大学生20人、一般20人、国会議員10人、厚労省、文科省、
内閣府、復興庁15人
成

果：被災した若者たちがこれまで議論してきたことを踏まえて、被災地でのカフェの開催、被災地話
を聴いてもらうこと、話す場の大切さ、個人的な体験を社会化することの価値に気付き、そのこ
とを広報することについて共有し、メッセージを創ったことは重要である。

（2）福島県弁護士会、日本弁護士会2016年度子どもの権利・全国イベント「子どもの貧困を考える」報告と参加、
運営への協力
開 催 日：2016年6月25日（土）
場

所：郡山市労働福祉会館

3階大ホール
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参 加 者：東洋大学3名、全国関係者100人
成

果：被災地での学習支援や、地域での子どもの居場所活動に取り組む人の参加があり、交流することが
できた。部会での報告や運営への協力、情報収集と意見交換をした。

4．地域での子ども・子育て支援に関する調査研究
地方自治と子ども施策全国自治体シンポジウム2016宝塚に参加
開 催 日：2016年10月8日（土）〜 9日（日）
場

所：宝塚市ソリオホール

参 加 者：東洋大学 20名 全体750人
成

果：自治体での子ども施策の取り組みについて全体会での基調講演、子ども計画、子どもの居場所、子ども
参加、子どもの貧困等の部会での報告や運営への協力、情報収集と意見交換をした。

5．公開シンポジウム
日

時：2017年2月25日（土）

場

所：東洋大学8号館7階125ホール

テ ー マ：児童福祉法改正の意義を踏まえ、その改正理念を活かす
シンポジウム：基調講演：松原康雄・明治学院大学学長（社会保障審議会児童部会専門委員会座長）
コーディネ−ター：森田明美（東洋大学社会学部教授）、荒牧重人（山梨学院大学法科大学院長）
共

催：東洋大学福祉社会開発研究センター、子どもの権利条約総合研究所

6．広報
（1）NHKワールドレポート への出演協力
放 送 日：2016年4月3日（日）8時から放送
参 加 者：森田明美子どもユニットリーダー
成

果： THE RIGHT AGE TO HELP （日本語タイトル「被災地の子供たちを支えて」
）、NHK国際放送
のニュース番組

NEWSLINE

で4/3今朝8時台の番組中、8時13分から18分で放送されました。被

災地での子ども支援について、東洋大学学生ボランティアと被災地やまだ町ゾンタハウスの子ども
たちとの交流とそのことが作り出す生きる意欲について世界に向けて広く広報がなされた。
（2）NHKニュースでの放送
放 送 日：5月11日（水）は熊本地域のニュース23時からはNHK全国ニュース、5月12日（木）18時10分からは
NHK総合首都圏ニュースで放送
（3）新聞報道
①開 催 日：2016年7月22日（金）
成

果：日本経済新聞「女子高生、カフェで恩返し「被災地の地元盛り上げたい」
」という記事で山田町
ゾンタハウスの高校生の活動の重要性が広報された。

②掲 載 日：2016年8月18日（木）
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成

果：日本経済新聞「経済教室」に少子化対策に何が必要か（下）の森田ユニット長署名記事保育枠拡
大と質確保重要という視点で論じたものが掲載された。

③掲 載 日：2016年11月30日（水）
成

果：読売新聞での保育士が足りない読者の声にコメントをする

④掲 載 日：2016年12月26日（月）
成

果：朝日新聞宮城版において、12/25のシンポジウムの成果が記事となり、若者参加の重要性が広報
された。

⑤掲 載 日：2017年1月13日（金）
成

果：読売新聞「児童館地域で新たな役割」で、児童館の役割として、地域で暮らす子どもと子育て家
庭への支援の可能性の拡大について森田がコメントをした。

⑥掲 載 日：22017年2月16日（木）
成

果：読売新聞16面に2/25児童福祉法を活かすかシンポジウム予告記事が掲載され、広く広報がなされた。

理論・歴史グループ

【研究会】
1）日
場

時：2016年5月9日（月）12：00 〜 13：30
所：東洋大学白山キャンパス 会議室B

参 加 者：理論・歴史グループ関係者
開催内容：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員を中心に、2016年度のグループにおける研究会の方向性を議論
した。

2）日
場

時：2016年8月9日（火）18：30 〜 20：30
所：東洋大学白山キャンパス 第一会議室

参 加 者：理論・歴史グループ関係者
開催内容：寺田誠理論・歴史グループ客員研究員、越前聡美理論・歴史グループRA
Tom Campbell著の「Rights A critical introduction」の文献検討を実施した。
成

果：集団的な利益・権利を扱う上でコレクティブについて検討することが必要となり、そこで本研究会では
Tom Campbellの「Rights

A critical

introduction」の一部を検討題材とした。コレクティブの分類、

集団的な自己決定について報告がなされ、利益や権利を規定する集団を考察していくことの必要性が共
有できた。今後の検討課題の１つとなった。

【公開研究会】
1）日

時：2016年6月3日（金）15：30 〜 17：30
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所：東洋大学白山キャンパス 5403教室

参 加 者：約10名
開催内容：秋元理論・歴史グループ長が、「社会福祉とライツ・ベース・アプローチ：ニーズから権利へ」という題
目で報告を行った。
成

果：本研究会では、ユニットの枠を超え支援を求めない人々に対してどのように捉えていけばよいのかとい
う視点から議論を展開した。例えば、自己決定とは、目的なのか手段なのであろうか。これらの問いに
答える枠組みとしてライツ・ベース・アプローチに着目をした。ライツ・ベース・アプローチにおいては、
権利とニーズの問題を単に二項対立的な関係として済ますのではなく、権利に基礎を置くという観点の
下で両者の関係性について積極的な考察を加えていることに、１つの意義が見いだされることが明らか
になった。

2）日
場

時：2017年3月9日（木） 16:00 〜 18:30
所：東洋大学白山キャンパス 1309教室

参 加 者：福祉社会開発研究センター関係者
開催内容：障害ユニットと合同で公開研究会を開催した。
昨年度の継続として、
田中耕一郎先生
（北星学園大学・教授）
に権利擁護に係る報告をして頂き、グループの枠を超えた議論が展開できた。
成

果：昨年度に続く議論が展開できたが、今年度は権利擁護と当時者をめぐる問題についてディスカッション
ができた。

【学会発表】
学 会 名：日本社会福祉学会 第64回秋季大会
開催期間：2016年9月10日（土）〜 11日（日）
報 告 者：金子光一理論・歴史グループ研究員
参 加 者：秋元美世理論・歴史グループ長、越前聡美理論・歴史グループRA
成

果：

金子光一研究員が「
『相互義務』と『権利付与』に関する史的考察― Robert Owenの「協同の理念」

に焦点を当てて ―」という題目で報告を行った。Robert

Owenの「協同の理念」に着目し、Owenが

有した「相互義務」と「権利付与」の見解とその特質について明らかにした。

【論文】
論 文 名：見守りにおけるコレクティブの役割に関する一考察
掲載誌・巻号・掲載日：福祉社会開発研究、Vol.9、2017年3月
執 筆 者：越前

聡美

理論・歴史グループＲＡ

【その他】東洋大学福祉社会開発研究センターシンポジウム
日

時：2019年9月25日（日）9：30 〜 14：00

場

所：東洋大学白山キャンパス

125記念ホール
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参 加 者：福祉社会開発研究センター関係者
開催内容：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員からの報告が行われた。
成

果：

見守りと関係性の問題に着目し、研究の視点・枠組みを提示した。まず、市民社会ではシチズンシッ
プの領域である「公的領域」と現実社会に存在している個別具体的な人間が生活する「私的領域」とで
分離されていること、貧困などの生活困難問題は私的領域の問題とされてきたが、それでは対応できな
いほど問題が拡大・深刻化し、市民社会の維持のためには何らかの対応が必要になってきた点を述べた。
その上で、生活に関わる様々な必要への対応（その関係性）として3つの関係性（Ａ市民としての関係、
Ｂ家族や地域社会の構成員としての関係、Ｃ行政（国、自治体）と住民の関係を示し、現代社会では、
ＡＢＣの関係が錯綜しており、錯綜という状況をどのように読み解くかについて説明をした。その中で、
それぞれの関係性には特徴があり、関わり方の違いには一定の意味があること、実際の活動はきれいに
類型化できるわけではなく、また、複数のかかわり方が併存していることの方が多く、例えば、見守り
に関しては、行政と住民（市民）との関係、市民と市民との関係、隣人との関係、親族関係等、いずれ
の関係でも見られる行為であること、見守り活動を読み解いていくためには、関係性の違いや特徴につ
いて知っておく必要があると指摘した。
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東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会規定
2015年4月1日施行
（目的）
第1条

東洋大学福祉社会開発研究センター（以下「センター」という）は、研究の成果を研究活動や福祉実践の場

に発信し、地域の支援ネットワークや福祉制度・政策の形成に寄与することを目的として発行する東洋大学福
祉社会開発研究センター紀要「福祉社会開発研究」
（以下「紀要」という）に関する業務を円滑に運営するため、
東洋大学福祉社会開発研究センター「管理運営要綱」に基づく東洋大学福祉社会開発研究センター運営委員会
（以下「運営委員会」という）の下に、東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会（以下「本委員会」という）
を設置する。

（委員会の業務）
第２条 本委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を審議し決定する他、必要な業務を行う。
（１）紀要発行のための基本方針に関する事項
（２）紀要の投稿、原稿依頼、執筆に関する事項
（３）紀要の編集に関する事項
（４）査読方法及び査読委員の推薦、投稿論文の審査に関する事項
（５）その他、前各号に付随する業務

（委員会の構成）
第３条 本委員会は、委員長、編集担当委員、委員で構成される。
２ 委員は運営委員会委員があたる。
３ 委員長はセンター長があたる。
４ 編集担当委員は委員の互選により1名を選任する。
５ 本委員会を欠席する場合は、出席する委員に委任することができる。

（任期）
第４条 委員長、編集担当委員、委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

（紀要の発行）
第５条 紀要の発行は、年1回以上とする。
２ 紀要の投稿・執筆、審査（査読）に関する規定・要領については別に定める。

（掲載対象）
第６条 紀要の掲載対象は、
「特別論文」（依頼論文）「投稿論文」（査読あり）、実践報告、調査報告、資料情報とし、
本委員会が掲載の可否を決定する。
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２ 特別論文とは、本委員会が指名し依頼する研究者・実践者が執筆する論文をいう。
３

投稿論文とは、別に定める「紀要投稿規定」に基づき投稿され、査読者による査読を経て、本委員会が審査

し掲載を認めた論文をいう。
４

実践報告、調査報告、資料情報は、センターが関与したプロジェクト等の実践、調査、資料情報の概要をと

りまとめたものをいう。

（査読委員の委嘱）
第７条 「投稿論文」の審査のため、査読委員をおく。
２

査読委員の選任については、本委員会が学内教員（非常勤講師を除く）の中から１名以上の査読委員を推薦し、
編集委員長が委嘱する。

３ 査読委員の任期は1年とする。
４ 査読委員は、本委員会の依頼に基づき編集担当委員と共に投稿論文を審査し、その結果を本委員会に報告する。
５

本委員会は審査報告に基づいて投稿論文の採否、修正指示等の措置を決定し、執筆者への修正指示等は編集担
当委員及び査読委員が行う。

（疑義・不服への対応）
第８条

本委員会は、投稿者から査読内容もしくは採否決定に関して疑義・不服が申立てられた場合には、速やか

に対応し申立者に回答する、なお、回答に疑義・不服がある場合は運営委会に申立てることができる旨を付記
する。

（責務）
第９条 本委員会委員および査読委員は、公正な審査・判断に努めなければならない。
２

論文の査読・審査委で知り得た情報などに関する守秘義務を負うとともに、投稿者の論文が剽窃に該当される
と思料される場合、第三者の著作権を侵害すると思料される場合、または二重投稿に該当すると思料される場合等、
投稿者が研究倫理に違反していると判断される場合には、本委員会にその旨を報告しなければならない。

（事務）
第10条 本委員会の事務は、センター事務局が担当する。

（規定の変更）
第11条 本規定を変更する場合は、運営委員会の議決を経なければならない。

附則
本規定は、2015年4月1から施行する。
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編集後記

◆編集後記◆

今年度も紀要「福祉社会開発研究」
（第9号）をお届けいたします。
本センターは、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、平成25年から平成29年まで
の5ヵ年にわたる研究活動を開始し、
来年で最終年度となります。
「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」では、この間の研究実績を踏まえながら、各ユニット・グループ間で研究方法・研究内容等
の評価と課題を検証し合い、今後、総合的研究の最終的なまとめに向けた準備に入っていくことになります。
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すが、各ユニット・グループの研究内容
を御理解いただき、今後の研究にいかす貴重な資料でもあります。
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。
なお、昨年度より、論文の研究成果に関する評価を客観的に行い、論文の水準を高めることを目的に学内査読(本
誌資料参照)を導入し、今年度は査読を経た論文を1本掲載しています。また、本誌はISSN(2189−910X)に登録して
おります。

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。

2017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

加山 弾

障害ユニット

ユニット長

志村 健一

理論・歴史グループ グループ長
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論

文

意思決定支援をめぐる国内の議論の動向＊
障害ユニット 研究支援者

木口恵美子

高齢ユニット 研究員

伊奈川秀和

フランスの福祉サービス利用者の権利保障
韓国における50プラス世代の支援と課題 −釜山広域市の事例を中心にして−
高齢ユニット 客員研究員

趙

美貞

社会福祉協議会における支援困難ケースへの対応の記録化・分析方法に関する研究
−記録と分析による可視化の意義およびツール開発について−
高齢ユニット 研究協力者 梅 澤
稔、研究協力者 藤 田 哲 也
研究協力者 松 本 昌 宏、
研究員 加 山
弾
知的障がいのある人の意思決定支援におけるｉＰａｄ活用
障害ユニット 研究員

志 村 健 一、客員研究員 望 月 隆 之
研究協力者 荒 木 敬 一

Poverty and Disability as Global Issues for Social Change
−International Trends and the Actual Situation in Japan−
障害ユニット 客員研究員

清野

絵

障害ユニット 客員研究員

渡邊浩美

知的障がい者支援の民間ネットワーク研究
−人々を巻き込むアクティビティ及びプログラムの考察−
障害者の就労支援ネットワークの構築・維持要件に関する文献的考察
−発達障害者に焦点を当て−
障害ユニット 客員研究員 榎 本 容 子、
客員研究員 清 野

絵

ＩＣＦと農作業の関連について −個別支援計画作成への導入として−
障害ユニット 研究協力者

小泉隆文

子どもユニット 客員研究員

小林恵一

理論・歴史グループ リサーチアシスタント

越前聡美

母子家庭の「声」と生活支援システムの構築にむけて
見守りにおけるコレクティブの役割に関する一考察

研究ノート
文献から見る高齢在日外国人等の生活上の課題
高齢ユニット 研究員

荻野剛史

業務日誌を用いた見守り活動の見える化についての方法論ノート
高齢ユニット 客員研究員
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【巻頭言】
『福祉社会開発研究』第10号発行によせて

【巻頭言】

『福祉社会開発研究』第10号（第2期5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1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、1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、子どもの分野をそれぞれユニットとして、理論・歴史グル
―と共に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、2014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、2015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。2017年度はネパール
から大地震からの復興に取り組む政府、ＮＧＯ関係者をお招きし、日本で震災からの復興に取り
組む宮城県からの報告を重ねた議論をしました。また3年連続で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きました。
5年間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「つ
なぐ」ことを支援するための、
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に、当事者参加型の研究実践を展
開させることができました。
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、最終年の今年は、
『つながり、支え合う福祉社会の仕組みづくり』
（中央法規出版株式会社）の完成を目指して、各
ユニット・グループや数度に及ぶ全体の議論を積み重ねて、研究活動として「つなぐ」ことを具
体化する研究実践書として2冊目の出版も具体化しました。
5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年計画の最終年を迎えました。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
後もそれぞれが5年間のこの共同研究を生かす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29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

2018年３月
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ＩＣＴを活用した高齢者への見守りに関する研究／加山

弾・門

美由紀・渡辺

裕一・渡邉

浩文

ＩＣＴを活用した高齢者への見守りに関する研究

高齢ユニット ユニット長
東洋大学社会学部 准教授

加山 弾
高齢ユニット 研究員
東洋大学社会学部 助教

門 美由紀
高齢ユニット 客員研究員
武蔵野大学 教授

渡辺 裕一
高齢ユニット 客員研究員
武蔵野大学 准教授

渡邉 浩文
キーワード：ICT、見守り、コミュニティ・カフェ

実効性を示している。
一方、無縁社会化、高齢者の社会的孤立の進行により、
現時点で医療・介護等のサービス利用にいたらず、在

はじめに

宅生活を維持している場合でも、会話頻度が激減する
等、リスクと隣りあわせの高齢者も多く、自身が支援
を拒否する場合も多い。孤立傾向にある高齢者の現代

近年活発化する福祉政策の展開において従来以上に、

的な見守りの仕組みづくりが急がれる。

多機関・公私協働が重視されるようになっている。地
域包括ケアシステムのような

本研究は、地域包括ケアシステムのために開発され

integrated care （統合

的ケア）においては、医療・介護・住宅・雇用等専門

たシステムを応用して、地域で暮らす高齢者を対象に、

分野をまたぎ、またフォーマルとインフォーマルの垣

ICTを用いた見守りシステムの構築の可能性を模索す

根も超えて連携し、地域の潜在・顕在的な課題を発見・

るものである。都市部の住宅地で住民有志（町内会長、

対応・予防することが期待されている。そのためには、

民生委員等）が開設したコミュニティ・カフェ K（NPO

関係者間で

をもつこと、つまり、情報・

法人が運営）における住民同士の交流拠点としての機

システム運営の一元化、理念・目標・方法の統一、財務・

能や見守り・助け合い機能に着目し、「専門的サービス

窓口の一元化等が不可欠である。とりわけ、利用者個々

を常時受けているわけではないが、孤立によるリスク

の健康や支援状況に関わる情報とシステム運営の一元

と隣りあわせの在宅高齢者」
（本研究では「見守り対象

化は開発・運用が進み、多職種連携のツールとしての

者」と称する）への見守りを行い、その実践を分析する。

共通言語
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なお、本研究は、
「平成26年度ニッセイ財団高齢社会

２．理論および概念

実践的課題研究助成」
（2014年10月〜 16年9月）
、ならび
に文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
による「東洋大学福祉社会開発研究センター」の研究

⑴ 基礎となる理論

プロジェクト（2016年10月〜 18年3月）として取り組ん
できたものである。

本研究は地域福祉論を基礎とし、その上で社会的孤
立等の地域レベルでの問題発生、見守り・支援（フォー
マル、インフォーマルを含む）の概念を展開させる。

１．研究体制と方法

本研究で使用する「見守り」に関わる概念については、
以下のように整理した。

カフェ Kは、2013年に設立され、翌年法人格を取得
した。１食500円の食事提供を中心に、地域の人が気軽

⑵ 見守りおよび関連概念

に立ち寄れるカフェ、困りごとを解決する有償家事援
助事業「なんでも屋」のサービスを柱に活動をしている。

① 見守りの定義

本研究のため、Kの所在するT地区の実務者と5名の
研究者で研究チームを構成した。実務者は、Kの代表、

従来の近隣住民同士による気遣い合い・気づき合い

クリニックを開業する医師、社会福祉協議会の地域福

が弱化している折、国・自治体の責務（介護保険法）

祉コーディネーター、地域包括支援センター社会福祉

として、
「見守り」等の生活支援が、医療、介護、予防、

士である。

住まいと並び求められている。住民同士がさりげなく

研究分野として新しく、直接的な先行研究事例が見

気遣い合い、困った時には助けあい、必要に応じて専

られないことから、システムの試行的運用からデータ

門機関、民生委員、商店街や民間事業者等とも協力し

を抽出する方法となった。そのためのデータ収集法と

あう地域社会づくりが必要である。

して、まずは見守り視点の生成のための「グループ・

厚生労働省は、「安心生活創造事業」の実施にあたり、

インタビュー」
（【プレ調査】2015年8月）
、本調査にあ

孤立傾向にある高齢者等に対する見守りと買い物支援

たる「ICTシステムを活用した高齢者の見守り」
（【調査

を「基盤支援」と規定し、基盤支援を要する人々・ニー

A】2015年12月〜現在）、そして補完的な「タブレット

ズの把握、もれなくカバーする体制、そして安定的自

端末を用いた見守り調査」
（【調査B】2016年6 〜 10月）

主財源づくりを原則とした。さらに、見守り行為とし

を実施した。その他、先行する実践・研究についての

て「早期発見（安否確認、
変化の察知）」
「早期対処」
「危

視察・ヒアリング等を行った。

機管理」「情報支援」「不安解消」を示した。

なお、研究遂行上の倫理的な配慮として、システム

こうした動向をふまえつつ、本研究では、「見守り」

への登録、調査参加はすべて本人同意に基づいている

を「支援」と連続する概念ととらえ、近くで暮らす高

上、個人名や地区名、利用施設名等は匿名化または記

齢者等を普段から気にかけておき、異変（兆候を含む）

号化している。また、各研究者の所属大学において倫

に気づけば、行政・専門機関・民生委員等に知らせたり、

理審査を通過させた。

サロン等の居場所に案内する等の「支援」につなげる
までを指すこととした。
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・定期訪問（声かけ、配食サービス等）

② 見守りの主体

・サロン（健康相談、体操との組み合わせ等）
小林（2011）の類型によれば、誰がどう見守るかに

・コミュニティ・カフェ、歌声喫茶、男性向け料理教

は、「行政やサービス事業者等（自治体、地域包括支援

室等

センター等による緊急通報システム、電話訪問、友愛

・住民・事業者等による日常的目配り（生活環境の異

訪問事業、配食サービス等）
」と「地域レベル（民生委

変、本人の異変等）

員、社会福祉協議会等が支援した住民による定期訪問

※傍線筆者

等）」がある。概ね、前者は公的主体・責任によるもの、
後者はインフォーマルで自発的なものと括ることがで

⑶ コミュニティ・カフェの概念

きる。
東京都福祉保健局（2013）は、見守りの主体と方法

上のように、コミュニティ・カフェは見守りの一形

を「緩やかな見守り（住民、民間事業者等）
」「担当に

態としてもとらえられる。倉持（2014）は「飲食を共

よる見守り（民生委員、老人クラブ、住民ボランティ

にすることを基本に、誰もがいつでも気軽に立ち寄り、

ア等）」「専門的な見守り（地域包括支援センターの専

自由に過ごすことができる場所。常勤スタッフが運営

門職等）」の３つに整理している。

の責任を負う。個人・地域（住民・組織）と交流・協

これらの主体によって見守りの視点・方法も頻度・

力し合い、課題解決の活動を創出する可能性をもつ」

権限も違うため、情報共有の仕組みづくり等、これら

と定義している。

の連携促進が重要といえる。

一般の喫茶店と異なり、地元の住民や住民組織・団
体等の交流の契機となり、個人や地域の課題解決を志

③ 見守り行為のタイプ

向する点にコミュニティ・カフェは特色があるといえ
る。その固有の機能として、既往の知見からの暫定的

適宜の見守り行為とは、どのような状況でそれを行
うかによって異なるものである。前述の小林の分類で

な整理として、①課題解決機能（相談、サポート等）、

は、緊急性の高い「安否確認」
（虚弱な人が緊急、また

②活動創出機能、③（地域の関係機関や住民組織の間の）

はそれに近い状態での対応）と、平常時の「状況確認」

連携促進機能、④住民の交流促進機能、⑤主体形成機
能、⑥地域活性化機能を挙げておく（表１）。調査先Kも、

（健康・心身の状態や生活行動等の日常生活状態を確認

概ねこれらをまんべんなく充足している。

する）とがある。
見守り中に異変に気づけば支援へと橋渡しするのが
通常で、主として以下の二種がある。病院、行政・警
察へ通報する等の「緊急時の支援」
、鍵の管理、食事・
買い物・ごみ出し等の日常生活支援、銀行・行政手続き、
サービス利用、金銭管理等の「日常生活への支援」である。
見守りの活動内容としては、訪問や居場所づくり等
の能動的なタイプのものから、住民（通勤・通学時や
買い物の時等）や事業者（ライフライン関係、新聞社、
宅配、郵便局等のエリア巡回型）が日頃から周囲を気
にかけるタイプまでがあり、以下のように整理できる。

7
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表１ コミュニティ・カフェのもつ諸機能（暫定的分類）
機能

先行研究

主な論点

課題解決機能（相談・ 東野・藤本（2015）；倉持
サポート付き居場所） （2014）

悩みごと相談、日常生活サポート／個人・地域課題解決

活動創出機能

東野・藤本（2015）
；倉持
（2014）；能勢ほか（2014）

コミュニティ・カフェをきっかけに、地域での諸活動が活性化／課題解決
に結びつく活動を創出／地域福祉活動拠点

連携促進機能

東野・藤本（2015）
；倉持
（2014）

地域の関係機関との連携／地域（住民・組織）との相互協力・交流

住民の交流促進機能
主体形成機能

地域活性化機能

野口・川島（2015）
小林・山田（2015）
；倉持
（2014）
菅原（2014）

地域交流促進
利用者の地域愛着・協力意向の形成、サードプレイス／自己開放・自己実現

商店街によるコミュニティ・カフェのマネジメント、地域経済の活性化

３．データ収集・分析の方法および
結果⑴〜カフェ利用者に対する
グループ・インタビュー（プレ
調査）

てもらった。
回答はＩＣレコーダーで録音し、逐語録を作成し
た。逐語録から、インタビュアーの言葉の削除及びイ
ンタビュイーによる指示語の置き換え等、分析に使用
するテキストデータの準備を行った。テキストデータ
を準備した。データに対し、テキストマイニングの形

⑴ 目的

態素分析（分かち書き）によりコンセプト（語彙）を
コミュニティ・カフェを拠点とした見守りシステム

抽出した。抽出されたコンセプトに対して、言語学的

のあり方を検討する上での研究仮説生成のため、グルー

手法（設定：すべてのタイプを対象、サブカテゴリに

プ・インタビューを行い、生活状況や見守りニーズの

よる階層化はせず、フラットなカテゴリ出力、グルー

抽出を試みた。

プ化における共起設定なし、作成されるトップカテゴ
リの最大個数30、カテゴリあたりの記述子数の最小値
2）を用いてカテゴリの作成を行い、さらに分析者によ

⑵ 調査・分析方法

る編集を経てカテゴリを生成した。分析にはSPSS Text
Analytics for Surveys

調査対象は、Kの利用者（65歳以上）の内、運営者か

4.0を使用した。

らの紹介による10名とした。設問は「Kを利用するよう

⑶

になったきっかけと現在の利用の目的」
「Kの他に、出
かける場所とその目的」「生活する上で不安に感じるこ

結果Ⅰ：テキストマイニングによる
コンセプト抽出

とや困りごと」
「不安や困りごとについて、手伝ってく

① インタビュイーの状況

れる人や話を聞いてくれる人の状況」
「近所の人や民生
委員、地域包括支援センター、社会福祉協議会等によ

10名のインタビュイーの内訳は男性2名、女性8名、

る『見守り』についての考え」であり、自由に回答し

年齢は66歳〜 91歳（平均年齢79.9歳）で、住まいの状況は、

8
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持家

3名（30％）、公営住宅

5名（50％）、賃貸

（10％）であった。健康状態は、よい

弾・門

美由紀・渡辺

裕一・渡邉

表２ すべてのカテゴリの回答者数と選択％

1名

3名（30％）、ど

カテゴリ

回答者

選択％

K（カフェ）

47

51.09

家族

40

43.48

であった。経済的な暮らし向きについては、大変苦し

声かけ・交流

31

33.70

いとしたものはおらず、やや苦しい

面倒・困難

29

31.52

独り

28

30.43

病院

27

29.35

食事

27

29.35

相談

25

27.17

友達

25

27.17

病気

23

25.00

ちらともいえない 3名（30％）、よくない

浩文

4名（40％）

4名（57.1％）、普

通 3名（42.9％）、無回答は3名であった。

② 分析結果（表２）
カテゴリは「Kの活用方法やメリット」
「K利用者の
見守り状況及びニーズ」に関連するコンセプトを使用

見守り

19

20.65

した。のち、回答傾向全体の状況を客観的に把握する

心配・不安

18

19.57

ため、テキストマイニングの形態素分析によりコンセ

感謝

17

18.48

サービス

15

16.30

楽しみ

15

16.30

択％の高いカテゴリをみると、
「家族（43.4％）」
「声かけ・

人柄

14

15.22

交流（33.7％）」「面倒・困難（31.5％）」「独り（30.4％）
」

電話

13

14.13

安心

12

13.04

マンション

12

13.04

雰囲気

11

11.96

プト（語彙）を抽出し、23のカテゴリを生成した。選

「病院（29.4％）」「食事（29.4％）」「相談（27.2％）」「友
達（27.2％）
」
「病気（25.0％）」
「見守り（20.7％）」であった。

③ 考察

近所

11

11.96

死

10

10.87

味

10

10.87

利用者は、病気等の心配事を抱える中、家族や友人
との関係が希薄となり、社会的な孤立感を感じていた
ことが伺える。Kでの安価な食事サービスの利用を通し

した回答が3以上含まれるもの）」について視覚化し、解

て、声を掛けてもらえ、相談できる環境を評価してい

釈した。次に、1つの分析単位内に各カテゴリに該当す

る状況が伺え、こうした関わりへのニーズが利用者に

るテキストが含まれている場合には1、含まれていない

ある状況が示唆された。

場合には0とする2値変数とし、SPSS Statistics Ver.23.0
で使用可能なデータとしてエクスポートした。作成さ

⑷

結果Ⅱ：テキストマイニングにより
作成されたカテゴリ間の関連

れたカテゴリ間の関係性について検討するため、その
エクスポートされたデータを使用してコレスポンデン
ス分析を行い、分析結果を解釈した。

① 目的と方法
② 共起関係に関する結果と考察（図１〜３）

結果Ⅰで作成されたカテゴリ間の関連について明ら
かにし、利用者の生活状況と見守りニーズを、利用者

「『カフェ』カテゴリに関する共起関係」を見ると、
「家

の実感として具体的に探索することを次の目的とする。

族」
「面倒・困難」
「食事」カテゴリとの共起が多くみられ、

作成されたカテゴリの間の共起関係を「
『カフェ』カ

続いて「相談」
「独り」カテゴリとの共起が多くみられた。

テゴリに関する共起関係（共通した回答が8以上含まれ

「『見守り』に関する共起関係」を見ると、
「声かけ・交流」

るもの）」「『見守り』カテゴリに関する共起関係（共通

「相談」
「友達」
「カフェ」カテゴリとの共起が多くみられ、

9
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続いて「食事」「独り」「病院」「電話」カテゴリとの共

ズに対応している可能性が示唆されたと言える。見守

起が多くみられた。

りニーズとしては、特に食事や通院といった生活に欠

結果からは、Kが地域で暮らす高齢者にとって、家族

かせないやり取りやKに顔が見えないときには電話での

のように面倒や困難に関する相談、食事に関するニー

見守りが行われている様子が窺える。

図１ すべてのレコードに関する共起関係（共通する回答が8以上あるもの）

図２ 「カフェ」カテゴリに共通する回答（共通する回答が8以上あるもの）
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浩文

図3 「見守り」のレコードに関する共起関係（共通する回答が3以上あるもの）

③

コレスポンデンス分析の結果と考察（図４）

る見守りニーズの発生や生活に欠かせないものを満た
す役割への対応（「病院」
・
「近所」
・
「病気」
・
「サービス」、

「マンション」
・
「独り」、「病院」
・
「近所」
・
「病気」
・
「サー
ビス」、「食事」
・
「味」
・
「雰囲気」、「電話」
・
「見守り」
・
「相

「食事」・「味」・「雰囲気」、「電話」・「見守り」
・「相談」・

談」
・
「家族」
・
「声かけ・交流」
・
「感謝」、「心配・不安」
・

「家族」
・
「声かけ・交流」
・
「感謝」、「心配・不安」
・
「安心」、
「カフェ」
・
「面倒・困難」
・
「人柄」）、喪失への対応（「友

「安心」、「友達」
・
「死」、「カフェ」
・
「面倒・困難」
・
「人柄」

達」・「死」）のニーズへの示唆が見られる。

のカテゴリがそれぞれ近い位置に布置されていた。
結果から、居住形態（「マンション」・「独り」）によ

図４ コレスポンデンス分析の結果と考察
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⑵ ケースの状況推移の分析（2016年1月
〜 2017年10月）

４．データ収集・分析の方法および
結果⑵〜 ICTシステムを活用
した高齢者の見守り（調査A）

① 状況（緊急度）の変化（表４・５）
システム運用に合わせ、表４の4点式に基づいて記録

⑴ システム運用・調査デザイン

した（2・5・7の3人は平均値が2.5前後で、相対的に見
守りの緊急度が高いことがわかる）
。各時点でどの段階

① システムおよび8人の「見守り対象者」

にあるかは、主にKの店内での様子や専門職・地域から

1

集まってくる情報を元に、TRITRUS上で随時交わされ

多職種間の情報共有システムであるTRITRUS で8人

る会話の記録より、研究チームで判断している。

の見守り対象者（表３）に対する日常的な見守りを行っ
た。状況変化（悪化・改善）等について、主にKの代表

数値が下がることは状況悪化を意味し、具体的には

から発信し、関係者間で情報共有・意見交換を行った。

「入院」「体調変化」「病気」「ケガ・骨折」「来店が途絶

対象者の選定は、⑴代表からの推薦、⑵本人への調

える」のように本人の異変が確認された場合や「別居

2

査趣旨・方法の説明、⑶基本情報 を聞き取ると同時に、

家族の異変」「キーパーソンの変化（転出）
」のように

同意書を得るという手順で行った。孤立傾向にあり高

支援環境に変調が見られた場合等がある。自宅の
「火災」

い生活リスクをもつ高齢期のK利用者が前提であるが、

という切迫したものもあった。
反対に数値の上昇（状況改善）は、
「ADL/IADLの自

健康・生活・社会性等の状態等が比較的落ち着いた人

立が確認できた」
「家族の支援が得られるようになった」

でなければ依頼が困難だという限界はあった。

「キーパーソンから無事が伝えられた」「地域で無事を

システム上で共有された情報は時系列で入力し、緊
急度によって表４の４段階に分類・点数化した。

確認できた」といったことがある。

② 長期ビジョン

② 見守りの視点（表６）

本調査の当面の範囲は、医療や介護等の専門的サー

繰り返しとなるが、コミュニティ・カフェは見守り

ビスを常時受けていない在宅高齢者への見守りである

機能を付随すると捉えている。TRITRUSでは、アク

が、長期的なビジョンとしては、地域包括ケアによる

セス権をもつ複数の支援者がいつでも発信・共有でき、

専門的支援にも展開可能なシステムの構築を企図する

個々の見守り対象者の体調や生活状況変化を双方向か

ものである。

つリアルタイムに把握することで見守りを行える。Kで

TRITRUSは本来、後者（契約に基づくサービス利用

は、来店時の様子（表情や会話の明暗、雰囲気等）が

者に対し、医療・保健・介護・リハビリ等の専門職間

わかるほか、町会、民生委員、専門職等が「井戸端会議」

で情報共有する）を想定して開発されたものであるが、

のような会話をする場でもあり、情報が集まるハブの

本調査で同じシステムを用いた応用的実践を試みるこ

ような性格もある。

とで、将来、インフォーマルな見守りから公的な支援

そのため、システムへは主に代表者が気づいたこと

まで連続的にカバーできるものへと広げやすくなるこ

を発信し、メンバーの医師は「〇〇の病状が疑われる（注

とを見込んでいる。

視すべきポイントは…）」といったコメントを、地域福
祉コーディネーターは「〇〇サロンに誘ってみてはど
うか」といったコメントを寄せることが多い。
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ここでは、システム上の書き込み（情報交換）の内

Kを拠点に、利用者同士の相互関係の下で「無事である

容から、どのような視点で見守りが行われているかを

こと」や「自尊感情の回復」等が確認されていること

分析した。なお、先述した小林分類にしたがい、
「状況

がわかる。

確認」（日常的見守り）、「安否確認」（緊急性の高い状

一方、体調悪化等の異変に直面した際の「安否確

況下の見守り）のそれぞれで、どのような情報が交換

認」の場合は、やはり切迫した内容が書き込まれている。
「ADL確認」がもっとも多く（14件）、次いで「来店の

されたかを分類、集計した。

仕方の変化（来店が途絶えた／また来店するようになっ

見られるように、日常的で緊急性の低い「状況確認」

た／来ても早く帰るようになった／笑顔が戻った等）」

では、TRITRUSで話題にもっとも挙がるのは「健康状

（10件）
、「健康状態・元気さ」（9件）
、「疾病」（7件）等

態・元気さ」に関わるものである（28件）
。それ以外で

が多い。

は、「常連同士の支えあい」（9件）
、「役割獲得（Kに手
製のおかずを持参したり、他の利用者の世話をする等、
役割や居場所を築くこと）
」
（7件）等が多く、平常時下、

表３ 見守り対象者（８ケース）
ID
1
2
3
4
5
6
7
8

年齢
？
90歳代
60歳代
？
80歳代
80歳代
70歳代
80歳代

性別
女
女
女
女
女
男
男
女

同居有無
独居
独居
独居
独居
独居
妻同居
妻同居
独居

持病・病歴/生活ニーズ等
高血圧
糖尿病
借地・借家のため将来の住居が不安
心臓・肝臓・精神疾患（震戦）
高血圧、要支援、リハビリ
妻の介護（要介護3）、本人低血圧、前立腺手術
妻の介護・食事、本人メニエール・突発性難聴
高血圧、疲れる

（注1） IDは同意書を受け付けた順にナンバリングした。

表４ 緊急度のレベル（点数化）と定義
安定（4点）
注意（3点）
懸念（2点）
緊急（1点）

以下⑵〜⑷に非該当
体調・表情等の不調,KPの制約,姿が見えない等の不安要因の現出
⑵の不安要因の進行・重篤化：通報・連絡を検討
怪我・骨折・重篤な体調悪化,入院,KP不在等の重篤・切迫化：通報・連絡が必要

表５ 見守り対象者の緊急度推移（入力の要領）
2016/1月
2月
3月
4月
5月
6月
対象者 平均 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
1
3.9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2.4
4
4
3
3
3
3
2
2
3
3
4
2
2
1
1
1
1
1
3
3.8
4
2
2
2
1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.9
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
2.6
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
6
2.9
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
2.4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
3.1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3

（注）「平均」は、システム運用開始時（2016年1月）から直近（2017年10月）までの値である。
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表６ 見守り視点別のコメント数
１．状況確認（日常的見守り）
本人の心身・
生活状況

地域・社会
生活状況

店での様子

見守り対象者ID
健康状態・元気さ
病後の様子
緊急通報体制
家族による支え
本人による介護負担
生活状況確認
生活情報
生活支援サービス
地域での様子
交友・交流
社会活動
フォーマル・インフォーマルの連携
来店の仕方変化
店から様子伺い
常連同士の支えあい
役割獲得

1
1
1

2
8
1

3
2

4
8

5
3

1
1

6

7

8
6

1
1

1
1
1
1

1

1

4
1

2
1
1
1
2

6
3

1

3
1

4
3

1

1
1
1

2

合計
28
2
1
2
1
1
1
5
4
0
2
1
2
2
9
7

２．安否確認（ 緊急時の見守り）

地域・社会
生活状況

店での様子

見守り対象者ID
疾病
ケガ
介護ニーズ
認知機能低下
孤独・不安
入所
行方不明
診療
入退院
健康状態・元気さ
様子の変化
ADL確認
体調安定
家族による支え
家族の負担
家族の状況変化
本人による介護負担
火災
外出支援
地域での様子
KPの変化・体調悪化
生活支援サービス
他機関（フォーマル）との連携
フォーマル・インフォーマルの連携
来店の仕方変化
店から様子伺い
常連同士の支えあい
役割獲得
役割喪失

1
1

2

5
1

6

1
1

7

8
1

1
5
2
1

1
1

1
2
3
1

2
12
1

1
1

4
1
1

1
1

1

2
2
1
3
1

1

1
1

1

3
1
4
1
4

2
1
2
1

1
1

1

4
3

1

1

1

1
1

1
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3

合計
7
2
1
5
2
1
1
2
3
9
4
14
1
5
1
5
4
4
2
3
4
4
1
5
10
0
2
1
1

ＩＣＴを活用した高齢者への見守りに関する研究／加山

③

弾・門

美由紀・渡辺

裕一・渡邉

浩文

状況変化（悪化・改善）に対する見守り

のほか、家族やキーパーソン等による支援の低下、自

対応

宅火災等の逼迫した問題が度々発生した。

上のような異変や状況改善が見られた時、カフェと

Kでは、来店時の様子や、地域からの情報が寄せられ

してどのように対応したかを記録した。カフェで行え

たり、客同士の支えあい等の強みがあるため、ここを

るのは「ゆるやかな見守り」までであり、その先の「支

拠点にすることで、状況悪化・改善の些細な兆候も見

援」までカバーする権限や責任はない。ただ、緊急事

逃さずに見守りをすることができる。また、ICTシステ

態を察知すれば「通報」
「無事の確認」等をするのが通

ムを媒介し、そのような変化をリアルタイムに関係者

常であり、そのような「状況変化悪化」
「状況改善」と、

間で共有し、医療職、福祉職等の専門性を活かした多

それに応じた「見守り・対応」を以下に整理しておく。

角的な見守りができることが、一定程度立証された。

〔状況悪化〕
入院
体調変化・悪化（痩せた等）
病気（風邪等）
ケガ・骨折
認知機能低下
本人による介護負担
孤独、不安の愁訴

５．データ収集・分析の方法および
結果⑶〜タブレット端末を用い
た見守り調査（調査B）

別居等の家族の変化（疾病等）
キーパーソンの変化（転出等）
経済的不安（仕送り停止等）
設備の問題（水道・家電等）
来店が途絶える
行方不明（周囲からの連絡）
火災

⑴ 調査の背景と目的
〔状況改善〕
家族の支援が得られた
退院
ADL/IADLの自立を確認
キーパーソンより無事を確認

調査Aを進める過程において、Kの来店者で自ら健康
地域で無事を確認
来店時、元気になった（表
情、来店頻度）
カフェで役割獲得

状況等を入力して発信できる人や、タブレットへの関
心を持つ人等がいることがわかった。
そこで、タブレットを導入し、来店時に対象者自ら
が体調や気になること等について回答する調査を、ア
ンケートアプリを活用して実施した。

〔見守り・対応〕
カフェでの様子・来店の仕

専門機関に連絡（包括等）

方（頻度等）注視

フォーマル・インフォーマ

ADL確認

ルの連携拠点

生活状況確認

他の利用者が本人を支援（自

地域での様子、社会活動参

宅への様子見、外出支援等）

加状況確認

イベント（保健関係等）

調査協力者が来店者に調査協力を求め、タブレット

情報追加・共有（民生委員・

生活支援サービスの実施

利用補助を行った。その際、調査Aの対象者8名に限定

⑵ アンケート調査設計と実施方法

家族・キーパーソン等）

せず、高齢者に広く声をかけた。
調査項目は負担軽減のため最小限とし、大きなイラ
ストを多用し直感的に回答しやすくした。また、回答

⑶ 考察

者の不安は早期にＫのスタッフと共有し、必要時には
支援につなげられるようにした。

先述のように、8名の見守り対象者は、ADL/IADLが
自立的であり、社会関係も維持できている在宅高齢者
であったが、そのような比較的「安心な」層であっても、
調査期間中には入退院、体調悪化のような本人の異変
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タ化、テキストデータ化し、後者はコーディングを行

⑶ 調査回数及び結果

い質的分析した（表７）。
調査Bは週１、２回程度実施した。来店者の大半が女
性のため、回答者は女性が3分の2程度を占めた。年代は、

⑷ 考察

60代から80代が大半であった。
「気になることがあるか」の問いに「ある」との回答

タブレットを用いた調査Bは、当事者からの発信及び

は多く（
「少し寂しい」
「地震」
「孫の子育て」等）
、「知

調査者との対話を交えて状況を把握する介入的な見守

り合いで気になる人・心配な人」についても多くが「い

りを企図したもので、第三者による非介入的な見守り

る」と回答した（「親の死後の手続」
「ある常連客の体調」

としてのTRITRUSによる調査Aを補完する目的があっ

「90代の姉とその子」等）
。「どんな人に相談したいです

た。今後、頻繁に来店できない単身高齢者、高齢者世

か？」への回答は、
「病院(医師)」
「社協等の専門職者」

帯（一人が要介護等）が自宅から発信できる仕組みの

が多い。

構築や、「なんでも屋」事業での訪問時に回答してもら

アンケートを契機に様々な心配事が表出し、利用者

う方法等が考えられる。

の様子の観察も行えたことから、内容をエクセル・デー

表７ コーディングによるカテゴリー生成の結果
カテゴリー

サブカテゴリー（抜粋）

利用者の不安・ニーズ

寂しい、話し相手がほしい、年金の不安、海外の息子と会いたい、独居の知人が心配等

利用者同士の支え合い

他の利用者を気にかける等

利用者の主体性喚起

役割を見出す、利用者からの提案等

カフェでの見守り

利用者の表情/体調/雰囲気、自転車で転倒、
常連客が来ないことを気にかける、シルバーカーを利用等

緊急的対応

利用者宅に様子伺い、有償家事援助への相談

見守りの難しさ

介入し過ぎない等

多様な住民層にとっての居場所

初めての来店者、子どもの居場所、親子連れ、主婦、障害者、サラリーマン、仕事の打ち合わせ、
町会同士の関係構築、地域の居場所等

他の社会資源との連携

行政の事業への協力（区事業）、他の社会資源との連携（包括、町会、老人会、消防団、商店、企業）等

地域住民による協力

フラワーアレンジメント、絵画の展示

情報共有とその難しさ

情報共有、情報に深入りしない

タブレット調査について

アンケートが呼び水、カフェ外での使用可否
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菅原浩信（2014）「商店街組織によるコミュニティ・カフェの
マネジメント（地域農業の6次産業化と地域経済の活性
化）」『地域活性化学会研究大会論文集』(6),pp.196-199．
東京都福祉保健局（2013）
『高齢者等の見守りガイドブック』
．
―（2016）『高齢者等の見守りガイドブック（第2版）』．
筒井孝子（2014）『地域包括ケアシステム構築のためのマネジ
メント戦略―integrated careの理論とその応用―』中
央法規出版．

まとめ―実践的研究としての評価
および課題
先述したが、
「見守り対象者」に大小の異変が、本シ
ステムの短い運用期間においても起きている。つまり、
サービス利用にいたっていない在宅高齢者層でもリス
クは常に近いと想定すべきである。

注
1

カフェと医療・福祉専門職が同じ情報を共有するこ
とで、①分散した情報を集約できる、②各々の立場か

2

らの質問や助言、懸念等が意見交換できるという効果
が見られた。
地域包括ケアシステム用に開発されたシステムの応

3

用可能性、タブレットの支援現場への導入、さらには
地域ケア会議との連動可能性等について、より広範な
事例から分析・検証が必要である。

参考文献・資料
東野定律・藤本健太郎（2015）「地域社会における居場所の実
態とそのあり方に関する研究」
『経営と情報：静岡県立大
学・経営情報学部研究紀要』28⑴, pp.13-30.
柏市保健福祉部福祉政策室「柏市における長寿社会のまちづく
り」.
加山弾研究代表（2016）『「ICTを活用した高齢者への見守りシ
ステムの構築・評価」研究報告書』.
倉持香苗（2014）『コミュニティカフェと地域社会―支え合う
関係を構築するソーシャルワーク実践』明石書店．
小林良二（2011）「虚弱な高齢者に対する地域住民の『見守り』
について」東洋大学福祉社会開発研究センター編『地域
におけるつながり・見守りのかたち』中央法規出版.
小林重人・山田広明（2015）「サードプレイスにおける経験
がもたらす地域愛着と協力意向の形成」『地域活性研究』
(6),pp.1-10.
内閣府『平成24年版 高齢社会白書』．
中村美安子（2016）「これからの地域福祉のあり方報告と安心
生活創造事業」『社会福祉学習双書2016 地域福祉論―地
域福祉の理論と方法』全社協,pp.63-68.
中村智彦（2015）「コミュニティカフェの経営実態とその課題」
『兵庫自治学』(21), pp.89-95.
野口菜々子・川島和彦（2015）「コミュニティカフェにおける
地域交流の促進のための活動に関する研究：埼玉県和光
市のアルコイリスカフェを対象にして」『日本建築学会関
東支部研究報告集』85(Ⅱ）,pp.405-408.
能勢摩耶ほか（2014）「コミュニティカフェの利用実態 地域
福祉活動拠点の施設機能及び利用実態に関する研究その
２」 Summaries of technical papers od annual meeting
2014（建築計画） , pp.443-444.
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地域包括ケアシステムにおいて医療・介護職等の多職種
間で利用者（患者）情報を一元化、リアルタイムで情報
の発受信を行うシステム。千葉県柏市で使用。
年齢／性別／家族形態／別居家族等（有無・連絡先把握
状況）／持病・病歴等／収入・資産／サービス利用／交友・
インフォーマル／買い物・いきつけ／生活習慣／活動歴
／趣味等／困ったこと。
タブレットを活用したアンケート調査 質問項目および
回答選択肢は以下の通り。１．入力していただいた個人
情報は、厳重に管理し、個人が特定されるような形では
使用しません（回答：アンケートに協力する／アンケー
トに協力しない）
、２．あなたのお名前かイニシャルを教
えてください（回答：自由記述）、３．あなたの年齢（何
歳代）を教えてください（回答：10代／〜／ 90代）
、４．
あなたの性別を教えてください。（回答：女性／男性）、５．
最近の体調はいかがですか？（回答：よい／ふつう／わ
るい）、６．身の回りで気になることはありますか？（回
答：ない／ある）、７．身の回りで気になる人はいますか？
（回答：いない／いる）
、８．「気になることがある・心配
な人がいる」という方はどんな人に相談したいですか？
（回答複数選択可：社会福祉協議会（社会福祉士等の専門
職者／Ｋ／病院（医師）／その他）

東洋大学／福祉社会開発研究

10号（2018年3月）
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社会福祉の需給調整における規整手法の考察／伊奈川

秀和

社会福祉の需給調整における規整手法の考察

高齢ユニット研究員
東洋大学大学院福祉デザイン研究科 教授

伊奈川 秀和
定化を契機として、施設整備等の推進力としての計画

キーワード：需給調整、総量規制、行政計画、企画公募

の重要性が高まることになった。その後登場する介護
保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援法等は、

１．はじめに

何れも計画を法律上位置付けており、今や給付法と計
画法はセットという様相を呈している。その結果、個
別の計画の上位計画の必要性を増大させ、社会福祉法

（1） パラダイムシフト

の改正（2017年）により、地域福祉計画の策定が努力
義務化されるとともに上位計画としての位置付けが付

介護保険、その後の社会福祉基礎構造改革は、社会

与されることになった。

福祉の利用関係の太宗を「措置から契約」に転換させた。
給付面に着目すると、改革は、個人への給付費支給と

計画の意義は、これに止まらない。重要なのは、地

いう個人給付方式の導入と当該給付の法定代理受領に

域レベルで把握されたニーズを全国レベルで集約

よる現物給付化であった。さらに、改革は、指定・確

し、それに応じた予算等を手当てするという川上・川

認制度等を通じて、サービス供給面での多様な主体の

下 のPDCAが 発 生 し た こ と で あ る。 見 方 を 変 え る な

参入を促すことになった。

ら、PDCAは、計画を実現・成功させる必須の手段であ
り、同時にエヴィデンスに基づく福祉行政がこれによっ

このことは、措置費等の予算上の制約を前提に施設
整備を行い、一法人一施設といった形で施設管理法人

て可能となる。もちろん、エヴィデンスという点では、

としての社会福祉法人が設立されるといった措置時代

IT化によるリアルタイムに近いデータ取得がPDCAの

とは異なる福祉世界が登場することにつながった。つ

前提となる。

まり、入るを量りて出ずるを制す（供給に需要が合
わせる）のではなく、需要が供給を生み出す構造転換、

（3） 需給調整問題の発生

いわばパラダイムシフトが起こったことになる。
ところが、需要が供給を生むという歯車は、給付費
の増大をもたらすことになる。しかも、情報の非対

（2） 計画の重要性

称性が存在する分野であれば、尚更である。この結果、
社会福祉における計画の重要性は、かつてのゴール

介護であれば、巷間懸念された保険あってサービスな

ドプランやエンゼルプランを見ても明らかであろう。

しという事態は発生しなかった。むしろ、ゴールドプ

実際、社会福祉八法改正による老人保健福祉計画の法

ラン以来の各種計画がもっていた基盤整備というサー
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ビス拡大のベクトルの維持が困難となり、給付費抑制

また、財政が逼迫する中であっても、満たされない

という逆ベクトルが今日的課題として顕在化すること

ニーズ（unmet needs）を充足するためには、実際、需

になった。

給調整やその行政過程に厳しい目が注がれることにな

これを行政計画の面からも見ることができる。エヴィ

る。需給調整の重要性は、以下の手法の登場によって

デンスに基づき適正水準を実現するための計画である

も確認することができる。

限りは、サービス供給の増減の何れの方向に計画は作

１）総量規制等

用するはずである。実際、給付費の増大は、計画が有
する需給調整機能の重要性を認識させることになった。

介護保険法等の規定に基づき、介護保険事業計画等

そうした中で登場したのが、総量規制や公募指定であ

の定員数の超過等の場合には、都道府県知事等が事業

り、自由な参入の前提であった施設等の指定制度とは

者の指定等を拒否できることになっている1）。対象は、

異なり、総量規制による量的な面からの抑制、公募指

介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設、介護専

定による指定外の事業者の参入抑制が制度内在化され

用型特定施設等である。類似制度としては、障害者総

ることになった。

合支援法等に基づき、障害者福祉サービス事業所、障

ただ、現行の社会福祉法制においては、計画が有す

害者支援施設等の総量規制が存在する。また、子ども

る規範的な側面の検討が十分なされているとは言い切

分野でも、児童福祉法等に基づき、保育所、家庭的保

れない。しかも、この問題が、事業者から見れば、職

育事業等で総量規制が導入されている【図1】

業選択の自由に対する制約となることからも重要であ

何れも、供給過剰等の場合に、指定・許認可を拒否

る。また、現実問題として、人口減少から懸念されるサー

できる権限を指定・許認可権者に付与しているのが特

ビス供給の歯抜け状態化を考える上でも、計画も含め

徴である。ただし、法体系上、指定等とは別に、施設

た需給調整の問題は重要である。

等の許認可が設けられている場合がある。その点では、

そこで、本稿では、この計画法制と規制法制を如何

施設等の許認可に関して、子ども関係が「するものと

に関連付け、法的にも適切な需給調整の仕組みを構築

する」と規定することで、認可権者の裁量を認可する

するかといった観点から、現行制度に検討を加えるこ

方向で縛っているのに対して、高齢・障害関係の認可

とにする。その際には、比較対象としてフランスの需

では、そのような方向性は明確ではなく、指定・許認

給調整制度を参考に検討を深めることにしたい。

可権者の裁量が広い規定振りである。また、総量規制
に関しては、何れも供給過剰等の場合に指定しないと
している。如何なる事業・施設が対象となるかの体系

２．日本の規制の動向

性は見られず、需給関係の実態面を色濃く反映した制
度となっている。

（1） 新たな手法の登場
市場への参入・撤退に関わる需給調整は、伝統的な
社会保障には縁遠い概念であった。しかし、生存権保
1） 需給調整に関する類似制度としては、保険医療機関の指定拒否処分
に関する健康保険法の規定がある。当該処分は、職業選択の自由
に関する憲法22条との関係で類似の問題を孕んでおり、判例によ
れば、
「公共の福祉に適合する目的のために行われる必要かつ合理
的な措置ということが」
（最一小判平成17年9月8日集民217号709頁）
求められるはずである。

障が国民の福祉ニーズの充足を目的とし、準市場を中
心にサービスが供給される以上、需給問題をその検討
の射程から放擲することはできないはずである。
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総量規制等の概要

理念
施設等の許認可

介護保険
老人福祉法

障害者総合支援法
児童福祉法（障害児）

サービスが多様な事業者等から総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行われなければならない（介保法4条3項）。

支援は、総合的かつ計画
的に行わなければならな
い（障支法1-2条）。

①介護老人福祉施設：認可制＝社会福祉法人は、認可を受けて設置
することができる（老福法15条3項）。

①障害者福祉サービス事
業所：届出制＝1月以内
に届け出なければなら
ない（社福法69条）。

②介護老人保健施設：許可制＝設置者は、許可を受けなければなら
ない（介保法94条1項）
。一定事由に該当するときは、許可を与え
ることができない（介保法94条3項）。

②障害者支援施設：認可
制＝事業の開始前に認
③介護専用型特定施設（要介護者の有料老人ホームの場合）
：届出制
可を受けなければなら
＝設置者は、あらかじめ届け出なければならない（老福法29条1項）。
ない（社福法62条2項）
④混合型特定施設（要介護者以外の有料老人ホームの場合）
：届出制
③障害児入所施設：認可
＝設置者は、あらかじめ届け出なければならない（老福法29条1項）。
制＝認可を得て設置す
⑤定期巡回･随時対応型訪問介護看護等事業所（定期巡回・随時対応
ることができる（障支
型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス）
：届
法35条2項）。
出制＝あらかじめ届け出なければならない（老福法14条）。
⑥認知症共同生活型介護事業：届出制＝あらかじめ届け出なければ
ならない（老福法14条）。
⑦地域密着型特定施設入居者介護（有料老人ホームの場合）
：届出制
＝設置者は、あらかじめ届け出なければならない（老福法29条1項）。
⑧地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護：認可制＝社会福祉
法人は、認可を受けて設置することができる（老福法15条3項）。
⑨地域密着型通所介護等（地域密着型通所介護の場合）届出制＝あ
らかじめ届け出なければならない（老福法14条）。

子ども・子育て支援法
児童福祉法（保育所）
認定こども園法
支援は、地域の実情に応
じて、総合的かつ効率的
に提供されるよう配慮し
て行わなければならない
（子・子法2条3項）
①家庭的保育事業：認可
制＝認 可を受けて行う
ことが できる（ 児 福 法
34-15条2項）
。一定基準
に該当すると認めるとき
には、認可するものとす
る（児福法34-15条5項）
。
②保育所：認可制＝認可
を受けて設置すること
が で き る（35条4項 ）。
一定基準に該当すると
認めるときには、認可
するものとする（児福
法35条8項）。
③幼保連携型認定こども
園：認可制＝認可を受
けなければならない
（こ園法17条1項）。一定
基準に該当すると認め
るときには、認可する
ものとする（こ園法17
条6項）。

指定等

①障害者福祉サービス事 ①家庭的保育事業：確認
業所：指定制度⇒一定
制度⇒確認拒否規定無
事由に該当するときは、 し（子・子法43条1項）。
②介護老人保健施設：許可制⇒設置者は、許可を受けなければなら
指定してはならない
②保育所：確認制度⇒確
ない（介保法94条1項）
。一定事由に該当するときは、許可を与え
（障支法36条3項）。
認 拒 否 規 定 無 し（ 子・
ることができない（介保法94条3項）。
子法31条1項）。
②障害者支援施設：指定
③介護専用型特定施設（要介護者の有料老人ホームの場合）：指定制
制度⇒一定事由に該当
②幼保連携型認定こども
度⇒一定事由に該当するときは、
指定してはならない
（介保法70条2項）
。
するときは、指定して
園：確認制度⇒確認拒
④混合型特定施設（要介護者以外の有料老人ホームの場合）
：指定制度
はならない（障支法36
否規定無し（子・子法
⇒一定事由に該当するときは、
指定してはならない（介保法70条2項）
。 条3項）。
31条1項）。
⑤定期巡回･随時対応型訪問介護看護等事業所（定期巡回・随時対応 ③障害児入所施設:指定制
型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス）
：指
度⇒一定事由に該当す
定制度⇒一定事由に該当するときは、指定してはならない（介保
るときは、指定しては
法70条2項）。
な ら な い（ 児 福 法24-9
条2項）。
⑥認知症共同生活型介護：指定制度⇒一定事由に該当するときは、
指定してしはならない（介保法78-2条4項）。
①介護老人福祉施設：指定制⇒一定事由に該当するときは、指定を
してはならない（介保法86条2項）。

⑦地域密着型特定施設入居者介護（有料老人ホームの場合）：指定制度
⇒一定事由に該当するときは、指定してはならない（介保法78-2条4項）
。
⑦地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護：指定制度⇒一定事
由に該当するときは、指定してはならない（介保法78-2条4項）。
⑨地域密着型通所介護等（地域密着型通所介護の場合）：指定制度⇒
一定事由に該当するときは、指定してはならない（介保法78-2条4項）
。
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総量規制等

①介護老人福祉施設：供給過剰等の場合には、認可しないことがで
きる（老福法15条6項）。
②介護老人保健施設：供給過剰等の場合には、許可を与えないこと
ができる（介保法94条5項）。
②介護専用型特定施設（要介護者の有料老人ホームの場合）
：供給過
剰等の場合には、指定をしないことができる（介保法70条4項）。
④混合型特定施設（要介護者以外の有料老人ホームの場合）
：供給過
剰等の場合には、指定をしないことができる（介保法70条5項）。
④定期巡回･随時対応型訪問介護看護等事業所（定期巡回・随時対応
型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス）
：市
町村協議制＝供給過剰等の場合には、都道府県知事に協議を求め
ることができる（介保法70条7項）
。都道府県知事は指定しないこ
とができる（介保法70条8項）。

①障害者福祉サービス事
業所：供給過剰等の場
合には、指定しないこ
とができる（障支法36
条5項）。
③障害者支援施設：供給
過剰等の場合には、指
定しないことができる
（障支法38条2項）。
④障害入所施設：供給過
剰等の場合には、指定
しないことができる
（児福法24-9条2項）

①家庭的保育事業：供給
過剰等の場合には、認
可しないことができる
（児福法34-15条5項）。
②保育所：供給過剰等の
場合には、認可しない
ことができる（児福法
35条8項）。
②幼保連携型認定こども
園：供給過剰等の場合
には、認可しないこと
ができる（こ園法17条
6項）。

⑤認知症共同生活型介護：供給過剰等の場合には、指定をしないこ
とができる（介保法78-2条6項4号）。
⑥地域密着型特定施設入居者介護（有料老人ホームの場合）
：供給過
剰等の場合には、指定をしないことができる（介保法78-2条6項4号）。
⑦地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護：供給過剰等の場合
には、指定をしないことができる（介保法78-2条6項4号）。
⑨地域密着型通所介護等（地域密着型通所介護の場合）
：供給過剰等
の場合には、指定をしないことができる（介保法78-2条6項5号）。
（注）許認可等については、社会福祉法人が設置主体等の場合を前提に記載している。また、法律の略称は、老人福祉法が老福法、介
護保険法が介保法、 障害者総合支援法が障支法、児童福祉法が児福法、認定こども園法がこ園法、子ども・子育て支援法が子・
子法となっている。

２）公募指定

に加え規制改革の一環として導入されていることから、
指定を通じて民間参入を促進する点で、需給調整的な

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能

機能がある。

型居宅介護等の地域密着型サービスについて、市町村
長は、サービス「見込量の確保及び質の向上のために
特に必要があると認めるとき」（介護保険法78-13条1項）

（3） 計画法等との関係

に対象となる期間、区域及び事業所を限って指定を公
募で行うことができ。これは、日常生活圏域内で地域

需給調整自体が市場メカニズムに依存し得ないが故

密着型サービスの存在が当該サービスの普及にとって

に必要だとしても、裁量統制等の観点からは、行政の

必要との理由で設けられた制度である。

完全な裁量に委ねることにも問題がある。その点で
も、福祉関係の行政計画は重要となってくる。すなわち、

３）指定管理者等

総量規制等の場合、エヴィデンスに基づくニーズ把握

地方公共団体が事業を委託することは、福祉分野も

を前提としたニーズの充足状況が前提にあって、指定

含め従前から見られた。指定管理者制度（地方自治法

拒否等が行われることから、行政による恣意的判断は

244-2条）は、地方公共団体が施設管理のため事業者を

許されない。

指定する制度であるが、株式会社も含め民間事業者を

ところで、供給過剰等の場合には、規制がなじむと

指定できることが特徴である。経緯的には、地方分権

して、供給不足等の場合には、規制では対応できない
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ことになる。このため、増大するニーズに対応する場

算の裏付けを持った計画と一体となった補助金等によ

合にも、計画を媒介として、基盤整備を促進する制度

るインセンティブ付与の仕組みは、サービスのスクラッ

が登場するのは必然である。その典型が、保育所の待

プエンドビルドには不向きな制度となり、構造改革の

機児童問題である。

必要性を増大させる。

児童福祉法の市町村整備計画（56-4-2条）は、保育確

総量規制等の新たな仕組みの登場は、かかる時代状

保に必要な保育所等の整備のための計画であるが、同

況や構造の変化の中で理解すべきであろう。ただ、現

時に国からの交付金（65-4-3条）がセットになっており、

実の必要性が法的妥当性を必ずしも保障しない。法的

計画がエヴィデンスとして重要である。このほか、国

な観点からは、医療保険の保険医療機関の指定拒否処

有財産の優先売却・貸付（定期借地）による保育所等

分に関して訴訟が起きたことに照らしても、需給調整

の整備（待機児童解消加速プラン）も存在する。これ

は、畢竟職業選択の自由（営業の自由）という憲法（22

らは、インセンティブ付与による需給調整とも捉えら

条）上の議論を喚起する2）。従って、社会福祉の場合にも、

れる。

様々な制度が需給のミスマッチの防止や調整弁として

以上から、言えることは、成長・拡大期には奨励的

作用し需給調整に関わっているが、そこには、職業選

補助金を代表とするインセンティブが施設等整備に有

択の自由との関係も含めた法的な問題が存在しており、

効であるにしても、ダウンサイジングが必要な低成長・

法的な吟味が必要となる。

縮小期には機能しないことである。従って、法制度と
しては、何れの方向にも対応できる仕組みが必要となる。

（5） 職業選択の自由との関係
１）医療制度の場合

（4） 福祉における需給調整に関する問題

この問題を考える上で参考になるのは、医療法の病床
規制における減床勧告とそれに連動した健康保険法の

公費財源で賄われ公益性の高い福祉分野は、準市場
の典型であろう。このため、行政の関与の下で需給の

保険医療機関の指定拒否に関する制度である。つまり、

不均衡が生じやすく、市場メカニズムによる調整は難

基準病床制度による病床許可に連動する形で導入され

しい。

た、病床過剰地域における保険医療機関の指定拒否制
度である。この場合、指定拒否の違法性が問題となるが、

このため、措置制度の時代であれば、措置費の範囲

最高裁（最一小判平成17年9月8日判時1920号29頁）は、

でしか施設認可を行わず、施設認可見込みのない法人
も認可しないという形で法人認可、施設認可及び措置

「公共の福祉に適合する目的のために行われる必要かつ

費の三位一体構造により、外形上需給均衡が実現して

合理的な措置ということができるのであって、これを

きたようにも見える。ところが、特養待機を典型として、

もって職業の自由に対する不当な制約であるというこ

現実には満たされないニーズが存在してきた。

とはできない。
」と判示している。その理由として、裁
判所は、健康保険法の基本的理念（現2条）が掲げる運

現在、個人給付化により、基本的には需要が供給を
生み出す構造にある。しかし、措置制度と異なり、行
政が直接需給をコントロールする術を失ったことから、

2） かかる営業の自由に対する制限については、薬事法距離制限違憲判
決（最大判50年4月30日民集29巻4号572頁）が「全体としてその必
要性と合理性を肯定しうるにはなお遠いものであり、この点に関す
る立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるとい
わなければならない。
」と述べるように、規制の必要性と合理性を
裏付ける立法事実が必要となる。

サービスの地域偏在、供給過剰、それによる誘発需要
等の問題が発生しているのも事実である。とりわけ、
サービスの拡大期から見直し期に突入した途端に、予
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この点、総量規制を検討した社会保障審議会介護保険

営の効率化、給付内容・費用負担の適正化等に着目して、
「医療保険の運営の効率化という観点からみて著しく不

部会も､ その意見書（2010年11月30日「介護保険制度

適当と認められる事由がある場合も含まれると解する

の見直しに関する意見」
）の中で、
「保険者が地域の高

のが相当である」ことを挙げている。さらに、現行法

齢者のニーズを踏まえて施設･居住系サービスの基盤を

に即して言えば、医療法も、
「良質かつ適切な医療を効

一体的かつ計画的に整備するため」に必要と述べてい

率的に提供する」ことを法目的（1条）に掲げ、そのよ

る。ただし、薬事法距離制限違憲判決に鑑みると、総

うな提供体制を法が実現すべき医療提供供体制として

量規制等がなかりせば国民の健康・福祉上の危険が発

位置付けている（30-3条）。

生するといったロジックに立つとすれば、規制「を施

また、そもそも保険医療機関の指定は、
「公法上の双

さなければ右措置による職業の自由の制約と均衡を失

務的付従的契約」である（大阪地判昭和56年3月23日判

しない程度において国民の保健に対する危険を生じさ

時998号11頁）ことからすれば、医療機関が保険医療機

せるおそれのあることが、合理的に認められることを

関にならない自由があるように、指定権者においても

必要とするというべきである」
（最大判昭和50年4月30

一定の裁量があることを前提に指定拒否が認められて

日民集29巻4号572頁）という因果関係の問題を惹起す

然るべきとも言える。

る。その点では、総量規制等は、観念的な健康・福祉

なお、地域医療構想が登場した現在、警察許可とし

上の危険というよりも、社会保障財政の悪化の回避と

ての病床許可をはじめとする衛生警察から出発した医

いう現実的な要請に立脚しているように見える。つま

療法ではあるが、計画法としての色彩を強めている。

り、総量規制等は、衛生警察的な消極的規制というよ

しかも、医療機能の分化のように、量的側面よりも質

りも、社会政策的な需給調整の色彩が強いように見える。
次に問題となるのは、正当性の観点から見た法目的

的側面が計画において重要となってきている。
以上から､ 社会福祉の場合であっても、公権力によ

と手段との関係性である（上記②）
。法目的とその達

る職業選択自由に対する制約であることには変わりな

成手段との関係で、総量規制等が違憲審査基準である

く、過去の判例（目的手段審査）等との関係からは、

LRA（より制限的でない他の選びうる手段）の基準の

① 公共の福祉の観点からの必要性・合理性等

適用範囲かどうかは議論の余地があるとしても、目的

② 効率化、適正化等の法目的と関係での手段の正当性

と手段の適合性・必要性・均衡という比例原則の検討

③ 手段との関係での指定等の法的性格

は必要となろう。この点、介護保険法、障害者総合支

の検討が必要となる。

援法及び子ども・子育て支援法は、「総合的かつ効率的」
又は「総合的かつ計画的」を掲げている【図1】
。法目

２）社会福祉の場合

的を踏まえ計画が法定されている以上、PDCAにより適

以上を念頭に社会福祉の総量規制等を考える。

正な供給水準を総合的・計画的・効率的に実現するた

まず、公共の福祉の観点から見た参入規制の必要性・

めの何らかの規制手段は想定内であり、かつ、必要で
あるとも言える。

合理性等である（上記①）。このことは、合憲性判断

ただ、規制の程度が法目的との関係で妥当かは、検

の出発点である。社会福祉の場合にも、過剰供給等は、
社会保障財政の増大を誘発することから、制度運営の

討せねばならない。給付費が量と価格のかけ算である

効率性の観点から、総量規制等には一定の妥当性があ

ことからすれば、価格である報酬を規制することが考

る。実際、法目的・理念に総合的かつ計画的・効率的

えられる。現実には、実態調査等により報酬が決定さ

という文言があり、財政的な視点も含み得ると解する。

れており、超過利潤の発生は考えにくい。そうであれば、
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量的規制には一定の合理性があり、給付費の増大とい

段として指定拒否等が妥当かについては、一層の検討

う現実を踏まえれば、過剰規制とは言えないことにな

が必要である。ただし、計画法を制度に内包しない医

る。とは言え、サービスへのアクセスという需要サイ

療保険と異なり、給付法に計画を位置付けている点で

ドの規制が別途考え得ることから、その点も踏まえた

は、社会福祉の方が目的と手段が直接的である。
以上のように総量規制等は、依然検討すべき点が多

規制体系全体の検討が今後必要となるであろう。
総量規制等を是認するなら、その前提である需給関

い。かかる問題の根底にあるのは、新規事業者等の参

係を盛り込んだ計画は、単なる目標ではなくなり、職

入規制が結果的に既指定事業者等の事業継続を保障し

業選択の自由との関係で決定的な重要性を有すること

､ 参入障壁として作用するという許認可行政が持って

になる。見方を変えると、裁量統制の観点からは、総

いる、より本源的な問題である。換言するなら、許認

量規制等の結果である許認可権者の指定拒否等が、計

可には、既存事業者と新規参入事業者とのイコールフッ

画上示される需給関係の数値（見込み方）によって制

ティング（公平性）の問題が常に存在している。そこで、

約を受けることになる。そうであれば、事業者等から

本稿では、この点に限って、フランスの企画公募方式

見た場合、恣意性を排除し計画内容の適正性を担保す

導入の経緯を踏まえ検討する。何故なら、フランスで

る上でも策定プロセスの適正性が重要となる。例えば、

は、行政計画に基づくニーズ把握を前提として、企画

規制の影響を受ける利害関係者の計画策定過程への参

公募という一種の入札を行うことにより事業者を選定

画､ 関与等が担保手段として考え得る。実際、障害者

し、当該事業者に認可を与える仕組みに転換しており

総合支援法の協議会（89-3条）は、構成員として関係者

許認可と職業選択の自由の調和を図っているからであ

を規定している。また、子ども・子育て支援法の場合

る。

には、合議制の機関の設置が努力義務として規定され
ており（77条）、関係者の参画の余地がある。

３．フランスの企画公募方式（AAP）

最後に、法目的の達成手段が必要であるとしても、
規制が制度趣旨を外れた的外れなものであれば十分条
件とは言えまい。そこで、指定・確認等の法的性格（上

（1） 背景

記③）が問題となる。この点、法定代理受領方式を採用
2009年7月の「病院・患者・保健・地域に関する法律」

する社会福祉における指定・確認等の場合、現物給付
を原則とする医療保険と異なり、これにより事業者と

（HPST法）により創設された地方医療庁（ARS）の政

許認可権者との間で契約関係が発生するとは考えにく

策及び目標戦略を方向付ける「地方医療計画（PRS）」
（5

い。介護保険であれば、指定は確認行為と解されており、

年計画）の柱の一つが医療･福祉施設である3）。もちろ

子ども・子育て支援法では、文字通り確認という言葉
が使われている。何れの場合にも、現物給付ではなく
3） 地方医療庁は、それまで地方病院庁（ARH）、地方疾病金庫（CRAM）、
厚生労働省の外局（DRASS、DDAS）等に分散していた権能を
集約して創設された組織である。フランスのAgence（アジャン
ス）の類型は多様だが、地方医療庁は、公衆衛生法典L.1432-1が
規定するように、医療及び社会医療に関する司令塔として、計画
のみならず施設・事業者に対する（行政）警察（police）及び統制
（contrôle）を担う行政的公施設法人（EPA）である（P. Naïtali ,
<< Les pouvoirs du rirecteur général de l'ARS en matière médicosociale >> ,
, No.3/2016 , p.415 et p.417；R. Lafore , << La loi
HPST et les établissements et services sociaux et médico-sociaux
>> ,
, No 5 / 2009 , p.861）
。

現金給付の現物給付化であることから、契約と理解す
ることは困難である。そうなると、新規事業者の参入
が阻まれ、既存事業者に事業継続の可能性を高める総
量規制等については、指定・確認等の性格に照らして「必
要かつ合理的」な措置といえるか慎重な検討が必要と
なる。つまり、目的と手段の関係で、総量規制等の手
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ん、福祉関係の施設等の多くは、県段階である県知事（社

du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre

会的包摂関係）又は県議会議長（障害者、要介護高齢

2006 relative aux services dans la marché intérieur）
」、

者、児童、要司法的保護対象青少年）に権限が留保され、

いわゆる「サービス指令（Directive Services）
」が成立

医療的福祉施設のように県議会議長と地方病院庁長官

し、その国内対応が求められていた6）。その対応の一つ

とで共管になる場合もある。従って、施設等の所管と

が、既存の許認可制度の総点検であり、一般利益への

それに関連して各種計画の権限関係が入り組むことに

合致、無差別等の原則に合致する限りにおいて、許認

なる。はっきりしていることは、地方医療庁の権限が

可制度が許容されることになった。その点では、医療

医療的福祉施設にも拡大したことである。

的福祉施設の認可制度も見直しは、EU対応という側面
も有していたことになる。

企画公募制度が登場した背景は、財政的支援の保障
がないままでの施設設置計画の長期滞留（3年超にも及

視点を変えると、改革は施設設置等の開始のパラダ

ぶ店晒し）による認可事務の遅延がある。つまり、施

イム転換であり、行政改革やサービスの自由化の流れ

設設置のイニシアティブが設置者にある限りは、認可

に沿いながらも、施設設置に関するイニシアティブが

申請に制限はなく、許認可権者は、認可に当たり設置

設置者等から公権力に移ることになった（つまり、ボ

4）

後の財政負担との間でジレンマに陥ることになる 。そ

トムアップからトップダウンへの転換）点で重要な改

の点では、改革は施設等の認可（autorisation）制度を

革と言えよう7）。

廃止するのではなく、それを残しつつ企画公募を認可
に前置することにより、手続きを効率化・合理化した

（2） フランスの福祉施設等の状況

ことに意義があることになる。そして、企画公募の導
入は、地方医療計画等の計画との整合性の確保を通じ

フランスの民間福祉施設等の特徴は、主体制限がな

て、より計画的な施設設置の方向に制度を向かわせる

いにも関わらず、その多くが非営利の社団（association）

5）

ことになった 。

によって運営されていることである。特に障害者分野

さらにEUとの関係では、この時期サービス分野の

は、親等の関係者が設立した社団によって運営される

域内自由化を目的として「域内市場におけるサービス

場合がある。これに対して、高齢者分野では、営利企

に関する2006年12月12日指令（Directive 2006/123/CE

業の参入も見られる。

（3） 企画公募の制度的位置付け
4） 認 可 の 原 則 は、 先 着 順（premier arrivé , premier servi） で あ る
が、2002年1月2日法により、同一類型の申請については、受付順に
関わらず一括して審査、最適な申請を認可できるようにする期間
（fenêtres）制度が設けられてはいた（R. Lafore , op. cit. , p.868）。

施設設置までの一連の流れの中で、企画公募は計画
と認可の間を媒介する制度として機能する【図2】。

5） 企画公募と施設設置等の許認可やその権限関係、更に計画との関
係等については、Circulaire No DGCS/5B/2010/434 du décembre
2010 relative à la procédure d'appel à projet et d'autorisation des
établissments et services sociaux et médico-sociaux , Ministère
des solidarités et de la cohésion sociale；Caisse nationale de la
solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion
sociale , Gu

また、企画公募は、住民等のニーズに合致した施設
等の適正配置と財源的裏付けのある施設等の設置とい
う要請に対応している【図3】
。すなわち、地方医療計

, 2010 , pp.5-6；M. Minot , << Autorisation des
établissements et services : une nouvelle procédure par appel à
projet >> ,
, Dunod , 2011 , p.12；
A. Vinsonneau , << La régulation du secteur social et médico-social
après la loi HPST : des règles de pul en plus complexes >> ,
, No 1 / 2011 , p.41 et s.

6） 医療は､ サービス指令の適用除外である（2条2.f））。
7） Assemblée Nationale ,
）

（
, 2009 , p.49
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画等の計画と施設設置等に充当される複数年の財源に

まり、認可決定及びその通知、更にフォローアップ等

裏打ちされた企画公募を通じて、必要な施設等の認可

の事後処理と続く【図4】。
この仕組みの特徴は、以下のとおりである。

を行うことが制度の眼目である。

・企画公募の実施者は、許認可権者（単独又は共同）
・企画公募の内容は、仕様書（cahier des charges）で

（4） 仕組み

明確化（事業の改善の観点から、応募者は仕様とは
異なる代案を提案することが可能（CASF.R.313-3-1））

企画公募は、例外もあるが、施設等の設置のみなら
ず転換及び拡大にも適用される8）。その他、公費（保険

・認可の決定権限は、当局に留保されるが、その前段

料を含む）投入のない施設等は対象外であり、施設・サー

階に企画公募選定委員会（Commission de sélection

ビス類型による適用除外も存在するが、その場合でも

d'appel à projet）が介在9）

認可は必要となる。
企画公募の流れは、公募の開始に向けた計画から始
9） 選定委員会は、財源確保の裏付けのないまま検討の俎上に上る施設
設置等の審査と計画の策定という役割を担ってきた地方社会及び
医療･社会組織委員会（CROSMS）に代えて、企画選定に特化した
機関として認可権者の下に創設された（M. Minot ,
, p.11）
。

8） 30％未満又は15床･定員未満の裾切に該当する拡大、当該裾切に該
当する法人等の合併に伴う拡大は対象外である。

図 2 企画公募の位置付け

（出典）Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion sociale ,
, 2010 , p.7
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図 3 計画 ･ 企画公募 ･ 複数年予算との関係

＊PRIAC：障害・自律喪失者支援都道府県間計画
（出典）Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion sociale ,
, 2010 , p.8

図 4 企画公募の流れ

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

（出典）Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion sociale ,
, 2010 , p.10
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行政改革である12）。当該改革は行政全般を射程とするが、

（5） 法的性格

その中には地方医療庁の創設（2008年6月11日公共政策
企画公募選定委員会の意見に認可当局は、拘束され

現代化評議会決定）等の行政機構改革も盛り込まれる

ない。

など医療は改革の柱であり、その関連で社会福祉分野

また、企画公募選定委員会は諮問機関であることか

もRGPPと無縁ではなかった13）。そのこととも関係する

ら、その判断は越権訴訟の対象ではない。越権訴訟の

が、企画公募の対象となる施設等は、「公的財源に一部

対象となるのは、委員会の意見の先にある、行政行

又は全部依存する企画」
（CASF.L.313-1-1）となっており、

為の性格を有する権限当局の認可に関する行政決定

当該制度導入が公共政策改革の一環であることを裏付

10）

（décision administrative）の方である 。

けている。
また、改革の効果として、施設整備が企画公募の前
提となる社会及び地方医療･社会組織計画等とリンクす

（6） 実施状況

ることにより、認可権者の施設整備のプライオリティ、
全国自律連帯金庫（CNSA）によれば、2014年の地方

財源保障の規模及び整備までの期間が明確化され、行

医療庁による福祉･医療施設関係の企画公募は、事業計

政の透明性及び公平性を高めることにつながると評価

11）

されている14）。

画化が124件、実施が105件となっている 。実施件数
を経年で見ると、2011年39件、2012年58件、2013年134

２）行政計画

件と推移しており、2014年に初めて件数が減少したこ
とになる。なお、内訳としては、事業計画化124件中26

契約下の流れにあって計画は、一方的行政行為（acte

件（21％）が高齢者、98件（79％）が障害となっており、

administratif unilatéral）であることから、計画上の目

また、実施105件中23件（22％）が高齢者、82件（78％）

標は、上位計画から下位計画への階層構造の枠組み（上

が障害となっている。

から下への流れ）でしか実現し得ないとしても、そこ
に契約が入ることによって、以下のように弾力的な計
画実現が可能となる15）。

（7） 評価

・まず、医療的福祉施設における契約化の流れは、2002
年1月2日法により目標･手段複数年契約（CPOM）が

施設設置に関するパラダイムシフトをもたらした企

導入されたことで確立する。ところが、計画の目標

画公募は、以下の視点から評価することができる。

達成上重要な制度であるにもかかわらず、医療福祉

１）総合的公共政策改革（RGPP）

施設の場合には、契約締結が義務的である病院と異

2007年のサルコジ大統領の登場により開始した総合
的公共政策改革（RGPP）は、行政サービスの効率性・質・
経済性の観点から行政を現代化することを目的とする

12）改 革 は、2007年6月20日 の 閣 議 で 首 相 か ら 提 示 さ れ た（http://
archives.gouvernement.fr/ﬁllon̲version2/print/gouvernement/larevue-generale-des-politiques-publiques.html, 2017.12.12）
。

10）C a i s s e n a t i o n a l e d e l a s o l i d a r i t é p o u r l ' a u t o n o m i e e t
direction générale de la cohèsion sociale ,
, p.23

13）D. Tabuteau , << Loi << Hôpital , patient , santé et territoire >>
（HPST）: des interrogations pour demain ! >>,
,
2010/1 , p.85

11）CNSA,

14）M. Minot ,

, p.12

15）J. Gaubert et F. Moro , << Étude N o 1 : Planification et
autorisation >>, in（dir.）F. Vialla ,
, Dunod , 2012 , pp.13-31

, 2015（ http://www.cnsa.fr/accompagnement-enetablissement-et-service-loffre-medico-sociale/les-creations-deplaces/la-procedure-dappel-a-projet, 2017.12.12）
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なり、多くの施設類型に関する限り締結が任意であっ

頭に置かれている。

たために契約化は停滞した。

注意すべき点は、公共調達が契約に繋がるのに対して、
企画公募は認可という行政行為に帰着する点である18）。

・ようやく2009年のHPST法により、契約対象の施設類
型が拡大され、契約が一般化･統一化することになっ

４）サービスの自由化

た。この結果、複数年契約を通じて、医療的福祉施
設の財政の透明性が高まることになる。

企画公募は、詰まるところEUのサービス指令を回避

・医療的福祉施設が保健医療と同一の計画体系に組み

するための便法とも言える。その点を敷衍する。

込まれることにより、医療と福祉の垣根がなくなり

まず、EUのサービス指令は、サービスに関する認可

連携が促進されることも期待される。

制度や規制を簡素化し、営業の自由を確保することで

要約するなら、契約を介して計画の実効性が高まる

サービスの移動の自由を確保することを目的とする19）。

ことになったわけである。

このため、広範なサービスが規制対象となるが、
「非経
済的な一般利益のサービス」
（2条2.a））のほか「社会的

３）公共調達

住宅、児童扶助並びに家族及び恒常的又は一時的に必

企画公募は、公共調達（commande publique）の手

要状態にある者に対する扶助に関する社会サービスで

法を導入することにより、医療社会施設等の既存制度

あって、国、国から委託された者又はそのようなもの

と認可の論理を逆転させ、もって最低の費用で質の高

として国によって認定された慈善団体によって実施さ

いサービス提供を確保する仕組みである評価されてい

れているもの」（2条2．j）
）等は、指令の適用除外となっ

16）

る 。この公共調達において重要なのは、憲法的価値を

ている。政府によれば、当該規定の適用除外要件は、

有する原則である公共調達へのアクセスの自由、応募

・当該サービスの対象となる国民が恒常的又は一時的
に必要状態にあること

者の取扱の平等及び手続の透明性の遵守が求められる
o

・当該サービスが任務を遂行するに当たって公権力の

こ と（C.C. Décision N 2003-473 DC du 26 juin 2003）
17）

委託を受けていること

である 。企画公募の具体的手続等は命令に委任されて

である20）。

いるが、法律上も「国務院命令は、適正、公正及び公
平な競争の実施並びに受入委及び支援の質を保証する

HPST法との関係では、当該指令の適用除外の要件

ため、就中、公告の規律、企画公募の方法及びその仕
様書の内容、更に提出された企画の審査及び選定の方
18）H. Rihal , << Les agences régionales de santé face aux
établissements sociaux et médico-sociaux , acteurs ou metteurs
en scène : l'appel à projets >> ,
, No 3 / 2016 , p.426

法を規定する」
（CASF.L.313-1-1）とされている。つまり、
条文上も、企画公募に当たって競争上の機会均等等の

19）サービス指令は、以下のような内容を含む。
①サービス分野の行政手続きの合理化、行政手続きの窓口の一元化
（ワンストップ化）、情報アクセスの権利の保障、電子申請手続き
の許容といった行政の簡素化
②認可制度、認可条件、認可期間、複数事業者からの選定、認可手
続き、認可に当たっての禁止事項、適合性評価の要請といった提
供者の事業の自由を確保するための措置
③サービス提供の自由、付加的な例外事由、個別の例外事由、サー
ビスの受け手の権利に係る制限の禁止、差別禁止及び受け手への
支援といったサービスの移動の自由を確保するための措置
④提供者及びサービスに関する情報、業務上の保険及び保証、規制
業種の商業上の広聴・広報、複数業種の兼業、品質政策の促進、
争訟処理といったサービスの質を確保するための措置

憲法的価値を有する原則との抵触を回避することが念

16） É. Jean , << Étude N o 2 : La procédure de délivrance de
l'autorisation >>, in（dir.）F. Vialla ,
, p.32
17）憲法院の判決は、次のように判示する。「．．．政府が憲法上の価
値を有する規律及び原則．
．．を遵守することを免責することはな
い。とくりわけ、公共調達に関する規定は、1789年の宣言の第6条
及び第14条に由来し、新公契約法典第1条によって再確認された諸
原則を尊重しなければならない。それによれば、
『公契約は、公共
調達へのアクセスの自由、応募者の取扱の平等及び手続の透明性の
原則を尊重する。．．．』」

20）Directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans la marché intérieur ,
Rapport de synthèse sur la tariﬁcation France , 20 janvier 2010 , p.3
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秀和

を充足する必要がある企画公募の対象は、公的財源が

associatif）に集約される法人のガバナンスを強化する

投入される施設等であり、当該施設等はその事業を通

ことが重要となる。つまり、企画公募は、行政内部の

じて一般利益（intérêt général）の実現の任務を遂行し、

改革に止まらず、事業者のガバナンスにも影響するこ

それは一般利益の必要にも合致していることが、適用

とになる。これを事業者側から見ると，認可権者の説

21）

得よりも、計画への適合が求められることになる24）。

除外の根底にあるとされる 。このように適用除外に関
する任務という実質的基準及び施設等という組織的基

なお、企画公募に関連しては、以下のような指摘が

準という二重の基準に基づく理解は、国務院の判例も

ある。

採用するところである22）。

・短期間に仕様書に盛り込まれた過大な要求に対応を
求められるために、大手の事業者でなければ応募が

５）サービス事業者

困難であること25）

改革はサービス事業者にとっても、パラダイムシフ

・供給不足の場合に限って適用されるべきであること26）

トであった23）。事業者としては、企画公募の前段階、す

・県・地方単位及び認可権者単位に多くの選定委員会
（531）が設置されること27）

なわち川上にある計画の策定段階から地域の施設整備
等にコミットしていくことが重要となった（図5）。ま
た、その際には、一連の改革によって鮮明になった伴

以上から言えるのは、企画公募が供給不足の場合に、

走型の利用者ニーズへの対応等の視点が強く求められ

事業者に行政計画のPDCAに組み込まれ、公平な参入機

ることになる。このため、内部的には、社団計画（projet

会を与える手段となり得ることである。

図5

21）
22）CE , 30 décembre 2011 ,
, no 343450 et 343518 ,
, No 3/2012 ,
p.556. 当該事案は、施設退所者等の地域生活や受入のための場に
ついて命令がその任務、対象者、規模要件等を規定していたが、当
該場が小規模も含め企画公募の対象となることの取り消しを求め
る越権訴訟であるが、その中でEUのサービス指令の適用除外施設
等になるか否かも問題となった。この点、判決は、サービス指令と
の関係について、次のように判示する。なお、規模拡大に関して、
生活及び受入の場のような元来小規模施設等にも大規模施設等と
同一基準を適用するために、企画公募の対象となってしまうことに
ついては、法律の委任の範囲を超えるとして命令の取り消しを判示
している。
「域内市場におけるサービスに関する2006年12月12日の欧州議会及
び理事会の2006/123/CE指令の第2条第2項j）の規定に照らすと、
当該指令は、社会住宅、児童扶助並びに家族及び恒常的又は一時的
に必要状態にある者に対する扶助に関連する社会サービスであっ
て、国、国から委託された提供者又は国からそのように認定された
慈善団体によって確保されているものに対しては適用されない。こ
れら規定から、その創設、構造及び財政をはじめとしてその組織化
及びその運営に関して、国による特別な義務に服する組織は、国か
ら委託された提供者と見なされる。従って、これら組織に適用され
る社会扶助･家族法典L.313-1、L.313-1-1及びL.313-13乃至L.313-20条
の規定に鑑みると、同法典D.316-1条に基づき、継続的かつ日常的
な支援によって人々を受け入れる社会的包摂を促進することを目
的とする生活及び受入の場は、2006/123/CE指令の意味において、
社会サービスを実施するために国から委託された提供者となる。当
該指令は、生活及び受入委の場には適用されない。また、訴えられ
た命令がその目的に合致しないとの主張は、理由がない。」

企画公募への社団の関与

（出典）P. Calmette , << Appel à projet : le nouveau déﬁ des
associations pour l'accompagnement des personnes
handicapées >> ,

,

Dunod , 2011 , p21

24）J.-R. Loubat ,
, Dunod , 2012 , p.125
25）J.-R. Loubat ,

23）以 下 の 評 価 に つ い て は、P. Calmette , << Appel à projet : le
nouveau défi des associations pour l'accompagnement des
personnes handicapées >> ,
,
Dunod , 2011 , pp.17-26

, p.122

26）法案の審議段階で、この点を指摘する関係団体があったことが、
議会では採用されなかった（A. Vinsonneau ,
, p.49）
。
27）
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４．比較考察

場メカニズムとは逆方向である。これに対して、自由
な市場参入を前提とし、入口規制を許認可に止める
なら、許認可制度の下での総量規制等が不可避となり、

最後に日仏の比較を行う。総じて言えば、フランス

これまた市場メカニズムとの間でストレスを生む。そ

の企画公募方式は、日本の公募指定方式に近い【図6】。

の限りでは、準市場の宿命として、何れの選択肢も課

ただし、

題を抱えることになる。

・フランスでは、この企画公募が原則的方式である点や、
・フランスの企画公募方式が認可の前提であるのに対

以上のように、需給調整問題は、サービス供給と規

して、公募指定は社会保険の指定に係る制度である

制のパラダイムに関わる問題を内包している。しか

点に違いがある。

も、あちら立てれば､ こちら立たずといったジレンマ

さらに、当該制度創設の背景事情や狙いは、フランス

を抱えている。今後、ミクロレベルでのインセンティ

が許認可制度が持つ需給ギャップ調整機能の欠如、許

ブ制度と並んで、マクロレベルでの需給調整は、2025

認可事務の滞留などであり、企画公募により需給関係

年問題に象徴される我が国社会保障における資源のア

ギャップ及びタイムラグの解消を図る点にあった。こ

ロケーション上の重要課題となろう。また、地域福祉

のことは、我が国の公募指定が、むしろ特定業者の指

計画をはじめとして計画の意義が強調されている現在、

定を通じたサービスの量的拡大にあり、逆方向の量的

計画の規範的側面の重要性も一層増すことになろう。
なお、本稿のフランス部分は、JSPS科研費16H07240

抑制のための総量規制と相まって需給調整が図られる

の助成を受けた研究成果の一部である。

仕組みである点でも異なる。
とは言え、我が国の公募指定の要件であるサービス

図6

の量的拡大を除けば、当該方式は、総量規制と同じよ
うに量的抑制の手段ともなる余地がある。つまり、フ

認可に関連する各種制度の関係性（イメージ）
［日本の場合］

ランスの企画公募を参考に、内部・外部評価を義務付

→

←

けた認可の更新制も含めて考えると、悪質な事業者が
更新から排除されるPDCAサイクルの中で、公募指定を

＊公募指定

活用すれば、需給の両面にわたってギャップを解消す

＊総量規制

る効果をもたらす可能性があることになる。
なお、かかる公募指定の量的抑制も含めた全面展開

［フランスの場合］

のような市場規制が何故許されるかについては、更に

→

検討を要する。論点としては、

←
↓

・許認可権者が公募指定に関与した場合の恣意性
・市場への過剰規制
＊外部・内部評価＋更新制

が挙げられる。
逆に、現行の総量規制等の需給調整機能を有する制
度との関係では、事業者参入に関する公平性が問題と
なる。敷衍するなら、事業者に公平な参入機会を提供
するためには、入札等の制度を導入せざるを得ないが､
そうなればサービスの公営化に近付くことになり、市
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大学キャリアセンターの発達障害学生に対する就労支援上の困り感とは？
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障害ユニット 客員研究員
障害者職業総合センター 上席研究員

榎本 容子
障害ユニット 研究協力者
東洋大学人間科学総合研究所 客員研究員

清野 絵
障害ユニット 研究支援者

木口 恵美子
キーワード：就労支援、キャリア教育、発達障害

の学生の就職率76%（文部科学省，2017）と比べ低い状
況にある。
このような中、大学において、発達障害の特性を踏

１．研究の背景と目的

まえた就労支援の充実が期待されつつも、現状では、
「就
職支援情報の提供・支援機関の紹介」が40%、「キャリ

（1） 大学における発達障害学生の就労支
援の概況

ア教育（授業外）
」が35%、「就職先の開拓、就職活動支
援」が30%、
「障害学生向け求人情報の提供」が29%、
「イ
ンターンシップ先の開拓」が11%と低い実施状況にある。

近年、大学への進学率が約50％という状況の中（文
部科学省，2017）
、大学に在籍する発達障害の診断があ

特に、発達障害がある人に有効とされる、体験を通し

る学生や、その疑いから特別な配慮を受けている学生

た学びの一形態である「インターンシップ先の開拓」

は5,426名であり、前年度より567名増加している（日本

は極めて低い（日本学生支援機構，2017a）。

学生支援機構，2017a）。しかし、同調査において、発

2005年に施行された発達障害者支援法、そして、2007

達障害の診断がある学生や、その疑いから特別な配慮

年からスタートした特別支援教育の進展により、早期

を受けている学生の進路をみると、最高年次の学生の

に発達障害の診断を受け、学齢期から支援の対象とな

1）

るケースは増えつつある。しかし、その出口指導先の

うち、33%が卒業していない状況にある 。また、卒業
2）

1つとなる大学では、発達障害の障害特性を踏まえた就

できたとしても、就職率は41%に留まっており 、一般

労支援は発展途上にあることがうかがえる。
1） 最高年次学生1,628名（うち、「診断なし/配慮有」の学生は923名）
に対して、卒業学生は1,083名（うち、「診断なし/配慮有」の学生
は617名）。

（2） 学生が障害者雇用を進路の選択肢と
することの難しさ

2） 卒業学生1,083名に対して、就職者は439名（うち、
「診断なし/配
慮有」
）の学生は277名）。なお、「診断あり」の就職率は35%、
「診
断なし/配慮有」の学生の就職率は45%となっている。

発達障害がある場合、卒業時の進路選択に当たって
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は、一般雇用のみならず、障害者雇用3）も一つの選択肢

こと、しかし、大学卒業（中退）時に、障害者雇用を

となりうる。しかし、長年通常の学級に在籍し、大学

進路として選ぶケースは少ないこと、大学卒業（中退）

進学まで果たした学生にとって、就職時に自身の障害

後に、様々な経験を経て初めて障害者雇用を選択する

特性を自覚し、受けとめ、必要に応じて障害者雇用の

ケースが少なからず存在することが分かる。
大学卒業（中退）後の発達障害のある人の状況につ

道を選択することは容易ではないであろう。
通常の学級に在籍していた発達障害のある人につい

いて、就労支援機関からの事例報告もある。鈴木・古

て、望月（2002）は、職業選択の時点まで「障害があ

屋（2011）は、地域障害者職業センターの相談者の中

る」という現実に直面する機会を持ち得なかった、あ

には、普通高校や専門学校、大学を卒業または中退し、

るいは回避してきた事例が多いこと、そして、このよ

一般求職者として就職するが、うまく職場に適応でき

うな事例では、本人の自己理解、特に障害理解の課題は、

ず転職を繰り返しているケースも多いことを報告して

就職に失敗した経験を通して、あるいは就職はしたも

いる。崎（2011）は、発達障害者支援センターの相談

のの適応できなかったという経験を通して、初めて顕

者の中には、相談開始時は、それまでの就職活動や職

在化することになると指摘する。

場での失敗体験の積み重ねにより、就職に向けての意

こうした事例を示唆するものとして、全国LD親の会

欲が低下していたり、自分自身の得意なことや長所が

（2017）が実施した、発達障害のある学生の大学卒業

わからず、自信をなくし自己評価が低下していたりす

（または中退）後の進路状況についての調査結果があ

るケースも多いことを報告している。柴田（2007）は、

る。同会が、18歳以上の子どもを持つ親（会員）に対

度重なる就労の失敗は、抑うつや精神疾患、引きこも

して実施した調査では、大学への進学率は27%（629名

りなど二次障害を生じさせやすいこと、発達障害者支

中170名）であった4）。このうち、大学卒業（中退）者

援センターの相談者は、就労を目指す人から二次障害
を抱える人まで、多岐に渡ることを報告している。

（106名）のその後の進路状況をみると、障害者雇用の

こうした状況がある中、大学卒業（中退）後に社会

就業者が45%、一般雇用の就業者が22%、訓練中の者が
15%、在宅（未就業）が15%、パート就業者が3%であり、

での度重なる失敗・挫折経験を経て、初めて障害者雇

障害者雇用の就業者が最も多かった。しかし、これら

用の選択肢にたどりつく形は、発達障害のある人にとっ

の事例の卒業（中退）時点での障害者雇用の就業者は

てあまりにも負荷が高い状況といえる。よって、大学

13%に過ぎなかった。つまり、その後の経過の中で、障

在学時から、必要に応じて障害者雇用に関する情報提

害者雇用を選択するに至った者が3倍以上存在すること

供を行い、自分の意思で、自分の特性に合った進路選

が示されている。このことから、大学に進学したとし

択肢を選んでいけるよう支援することは重要な視点で

ても、一般雇用で就職し継続できる者は限られている

あると考えられる。

（3） 学生相談室における就労支援の取組
3）「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者雇用率制度
として、一定数以上の規模の事業主に対し、法定雇用率に相当する
数以上の身体障害のある者または知的障害のある者を雇用するこ
とを義務づけている。なお、2018年4月1日施行の改正から、法定雇
用率の算定基礎に精神障害者も加わる。本論文において「障害者雇
用」とは、この障害者雇用率制度を活用した就業をいう。

大学において、発達障害のある学生に対し、就職相
談や就職に関する情報提供、就職活動の支援、外部機
関との連携等の就労支援を実施する部署は、キャリア

4） 同調査の大学・大学院在学者（235名）の障害の診断状況（複数
回答）は、LDが23%、ADHDが31%、ASDが31%、知的障害11%、
その他31%、診断・判定なしが36%であった。よって、同調査結果は、
LDに特化した内容ではないものと判断される。

センターのほか、学生相談室等がある。発達障害のあ
る学生に対する就労支援の実施状況（障害者職業総合
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センター，2013）をみるとキャリアセンターにおいて

いる（桶谷・西村，2013； 西村，2017； 国立大学法人

高い傾向がみられるにもかかわらず、これまで、発達

富山大学学生支援センター，2015）。
なお、いずれの大学においても、支援を受けた結果、

障害のある学生の就労支援に関する報告は、学生相談

障害者雇用を選択した事例が報告されている（高瀬ら，

室における取組に焦点を当てられたものが多かった。

2016； 工藤・小笠原，2016； 国立大学法人富山大学学

学生相談室での取組をいくつか挙げると、プール学

生支援センター，2015）。

院大学では、①チューター（担任）制の採用と学生支
援センター（学生相談室）の設置、②ケース会議と個

キャリアセンター、学生支援センター、カウンセリン

（4）キャリアセンターにおける就労支援
の取組

グルームの担当者が参加し、学習面、心理・社会面、キャ

このように、学生相談室における多様な就労支援の取

リア・生活面、健康面の4領域について話し合う）
、③

組が報告されている一方、キャリアセンターにおける発

単位取得が可能なキャリア教育プログラムの実施（就

達障害やその疑いのある学生の就労支援に関する報告は

労に向けたマナーやコミュニケーション、集団討論の

ほとんど見当たらない。キャリアセンターは、学生相談

方法などの学習機会、卒業生の体験談を聞く機会等を

室のように学生から大学生活全般の悩みについて相談を

提供する）、④外部の就労関連機関との積極的な連携（ハ

受ける部署とは異なるため、学生が抱える心理面や対人

ローワーク、就労移行支援事業所、公共機関、特例子

面、学業面、家庭生活面等の困り感についてはニーズを

会社などと連携したインターンシップ）について報告

把握しづらい状況にあるであろう。そのため、発達障害

されている（宋ら，2015）。

の疑いのある学生に気づきにくかったり、そのような学

別教育支援計画の作成（チューター、医務室、学生課、

明 星 大 学 で は、「STARTプ ロ グ ラ ム（Survival skill

生に気づいたとしても確信が持てず必要な介入を行いに

Training for Adaptation , Relationship, Transition）」と

くかったりすることが懸念される。

いう、学生が、①大学適応、②関係性の構築、③社会

こうした中、北摂杉の子会（2013）は、全国の大学

への移行について必要なスキルを獲得できるよう支援

及び短期大学のキャリアセンターを対象として、発達

するためのソーシャルスキルトレーニングやインター

障害のある学生の就労支援の実態について調査してい

ンシップのプログラムの実施について報告されている

る。同調査では、キャリアセンターの支援者が、学生

（小笠原・村山，2017）
。また、学内の障害学生支援の

支援に当たり課題を感じている内容として選択率が高

取りまとめとして機能するユニバーサルデザインセン

かったのは、「発達障害のある学生への就職相談・支援

ターとの連携も行われている（工藤・小笠原，2016；

の方法」25%、「就職先の開拓」18%、
「障害学生の保護

布川・村山，2017）。

者に対する対応の仕方」17%、「発達障害のある学生に

富山大学では、発達障害の有無を問わず、コミュニ

よる、自身の特性理解」16%、
「発達障害のある学生に

ケーションの問題や困難さの包括的な支援を行う「トー

よる、自身の障害に対する自己理解」16%、であったこ

タル・コミュニケーション・サポート」として、就職

とが報告されている。

活動のスケジュールの管理、自己PRや面接の練習等の

労働政策研究・研修機構（2015）は、キャリアセン

支援を実施していることが報告されている。また、必

ターにおける就職困難学生への支援実態に関するイン

要に応じてキャリアセンターや、ハローワーク等外部

タビュー調査を行い、その中に、発達障害の疑いのあ

の就労支援機関との連携が行われているほか、本人の

る学生が含まれていたことを報告している。また、発

希望により、就職後のフォローアップ支援も行われて

達障害の疑いのある学生の就労支援に当たっては、ま
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ず、本人や親に対して、障害についての気づきと受診

目的の達成に当たり、以下の検討項目を設けた。

同意を得るための支援に困難を感じていること、受診

キャリアセンターの支援者は、

に至らず診断がない場合、本人の希望と適性に合った

①−1 どのような困り感を抱え、それはどのような構
造から構成されているか？

就業場所や施設を探すための支援に困難を感じている

①−2 どのような困り感を特に認識しているか？

ことを報告している。

②

今後、キャリアセンターにおける発達障害やその疑

どのような状況のもと、どのような支援上の配
慮・工夫を行っているか？

いのある学生の就労支援の取組の充実を図るためには、
先行研究で示されている知見の裏づけを行いつつ、学
生の支援に当たっての支援者の困り感をより具体的に

２．研究の方法

解明していくことが必要であると考える。

本研究では、検討項目①については、キャリアセン

（5） 目的

ターが置かれている全国的な状況を把握するための質
問紙調査を、検討項目②については、個別具体的な状

学生が自身の障害特性についての自覚が乏しかった

況を把握するためのインタビュー調査を実施した。

り、障害の受けとめが難しかったりする場合、キャリ
アセンターの支援者は、学生に受診を勧めたり、障害
者雇用についての情報を提供したりすべきかどうか、

（1） 質問紙調査

判断がつきにくく、就労支援に当たり困り感を持って
いることが想定される。

1）調査手続き

日本学生支援機構（2017b）の調査の分析報告では、
大学における障害学生全般に対する就労支援上の課題

2014年9月から10月にかけて、全国の4年制大学のキャ

（自由記述式回答）の一部として、【発達障害や発達障

リアセンター 751所を対象として、郵送法にて質問紙調

害が疑われる学生の就職活動における困難】
（発達障害

査を実施した。回答は、所属長が選定したキャリアセ

学生や発達障害が疑われる学生の障害理解や就職活動

ンターの職員に依頼した。調査票は選択式回答と自由

の困難）等の内容があることが示されている。しかし

記述式回答から構成した。選択式回答では、
「直近2年

ながら、本調査は、大学のキャリアセンターを対象と

以内における、発達障害のある学生（特別な支援を実

した調査ではないこと、また、発達障害に焦点を当て

施している場合は、疑いのある学生含む）への支援経

た調査でもないことから、今後は、対象をより明確化

験の有無」を尋ねた。また、自由記述式回答では、
「発

した調査の実施が望まれる。また、課題の解決に向け

達障害の学生に、就労準備に向けた支援を実施する上

た知見も収集していく必要がある。

で困っていること」を尋ねた。

以上から、本研究は、大学のキャリアセンターに焦

2）分析方法

点を当て、
「発達障害学生やその疑いのある学生の就労
支援に当たっての支援者の困り感」について、先行研

本研究では、直近2年以内に発達障害のある学生への

究の知見を網羅しつつ、より具体的に明らかにするこ

支援経験がある、キャリアセンター職員の支援上の困

と、また、併せてその解決に向けた基礎的知見を把握

り感に関する自由記述文を分析の対象にした。

することを目的とした。

検討項目①−1については、日本学生支援機構（2017b）
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て、補完データとして収集した。

と同様にテキストマイニングの手法を用いて、発達障害
のある学生の支援上の困り感に関する記述をグルーピ

調査の実施に当たっては、本研究の趣旨と個人情報

ングすることで、困り感に関する具体的内容とその背

の保護について説明のうえ、同意を得た。そして、調

景要因を併せて構造化し、抽出することを試みた。なお、

査結果は2名の調査者が所定の用紙にそれぞれメモをと

テキストマイニングの実施に当たっては、KH Coder

る形とし、後日、その内容を文字に書き起こし、分析

Ver. 2.beta.32を使用し、複合語の抽出や形態素解析は

用データとした。

KH Coder内のTerm Extractを使用した。複合語は強制

2）分析方法

抽出を行い品詞として扱った上で、全ての品詞を使用
した。同音異義語等や意味が同じ名詞等は標記を統一

検討項目②のうち、まず、大学における発達障害や

した。分析は回答者を単位として行い、同じ回答者が

その疑いのある学生の支援に当たっての「状況」を整

同じ語を複数回使用している場合も1として換算した。

理するために、2名の調査者の協議のもと、調査結果か

検討項目①−2については、テキストマイニングの結

ら浮かび上がってきたキャリアセンターの状況を可視

果を踏まえ作成した支援上の困り感に関するカテゴリ

化した概念図を作成することにした。なお、学生相談

に対し、2名の研究者の協議のもと自由記述文をアフ

室のデータはこの概念図の作成に当たり、キャリアセ

ターコーディングすることで、各カテゴリに該当する

ンターとの関係を把握する上で用いた。
次に、そのような状況の中、キャリアセンターの支

内容の多寡を把握した。これにより、特に困り感を持っ

援者は、発達障害やその疑いのある学生に対し、どの

ている内容の把握を試みた。

ような「支援上の配慮・工夫」を行っているか、また、
参考までに、どのような「支援ニーズ」を持っている

（2） インタビュー調査

かを把握するために、(1)で作成した、支援者の困り感
に関するカテゴリを踏まえた視点別に記述を分類する

1）調査手続き

作業を行った。

2015年11月から2016年6月にかけて、調査者2名で首
都圏のキャリアセンター 5所、学生相談室2所を訪問

３．結果

し、半構造化インタビュー調査（90分程度）を実施した。
調査では、
「大学における発達障害の学生への支援の状
況（発達障害のある学生に気づくきっかけ、組織体制、

（1） 質問紙調査

支援上の課題等）」のほか、
「発達障害の学生へ支援を
実施する上で配慮・工夫していること」
、「支援者とし

キャリアセンター 257所から回答を得た（回収率：

てニーズを持っていること」等を尋ねた。

34.2%）。そのうち、直近2年以内に、発達障害の学生の

なお、調査対象大学は、縁故法により選定された協

支援経験があったのは168所（65.4%）であり、うち62

力者が所属する大学であった。学生相談室も調査対象

所（回答数の24.1%、支援経験がある機関の36.9％）から、

として含めた理由は、同部署はキャリアセンターの重

本研究で分析対象とする「支援上の困り感」に関する

要な連携先となることが報告されている中（労働政策研

記述を得た。

究・研修機構，2015）、大学の状況を把握する上で、他
部署からの視点も重要になると考えたことによる。よっ
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(1)−１ テキストマイニングによる分析

ることが難しい」ことや、「受け入れ先の企業も障害に

62個のテキストデータに対してテキストマイニングを

理解があるところが少なく、就職先が見つからない場

行った。前処理後の形態素解析の結果、
総抽出語数は1,193

合もある」ことが指摘されていた。一方、支援のため

語、分析対象となった異なり語数は475語であり、抽出

には「早期からの支援や、障害者雇用枠での就職、障

語の出現回数の平均は2.51回、標準偏差は5.89であった。

害学生に理解のある就職先の開拓が重要である」こと
が指摘されていた。

1）抽出語の頻度

クラスター 3は、【学生の自身の障害特性の自覚・受

まず、多くの回答者が使用している語を明らかにす

けとめの困難さ】についてのグループと考えられた。具

るため、回答者のうち5名以上が使用した語を抽出した

体的には、「障害の自覚のない学生にキャリアセンター

（図１）。分析の結果、抽出語は31個であった。抽出語

に来ることを促すことや、障害の疑いについて伝える
タイミング、障害受容について支援することが難しい」

のうち、質問内容と直接関係せず、かつ抽出された語は、

ことが指摘されていた。

「保護者」「理解」「連携」「時間」「自覚」等であった。

クラスター 4は、
【現行の体制での学生支援の充実の

2）階層的クラスター分析

困難さ】についてのグループと考えられた。具体的には、

次に、回答者の困り感に関する記述内容とその背景

効果的な就労支援のためには、「学内外の関係者との共

要因を併せて構造化し抽出するため、階層的クラスター

通理解や、大学側と本人・保護者の相互理解が必要で

分析（jaccard距離、Ward法、語の最小出現数2、語の

ある」こと、「障害者手帳の取得による障害者雇用枠で

最小文書数5）を行った（図２）
。その結果、語は6つの

の就職が効果的である」こと、「企業の障害への理解を

クラスターに分類された。なお、クラスターのグルー

進める必要がある」ことが指摘されていた。一方、現

プの意味の解釈及び命名に当たっては、文書検索を行

状として、
「学内の体制整備ができていない」こと、
「障

い、クラスターに含まれる語の文脈上の意味と、語が

害のある学生に集団でのガイダンスを実施するのが難

含まれる自由記述文の全体の意味を把握した（表１）
。

しい」こと、「入学時からフォローしていないと就職に

この際、意味の解釈妥当性を高めるため、障害者就労

つなげることが難しい」こと、「就職支援とメンタルケ

を専門とする2名の研究者による協議を得た。

アを並行する必要があり、支援に時間がかかる」こと
が指摘されていた。

クラスター 1は、【学生の実態把握の困難さとそれに
伴う早期からの支援の困難さ】についてのグループで

クラスター 5は、【学生支援に当たっての専門的知

あると考えられた。具体的には、
「就職活動前の早期の

識やスキルの不足】についてのグループと考えられた。

実態把握が難しい」ことや、
「キャリアセンターに来な

具体的には、「専門知識を持つ教職員が少なく、障害の

い障害の学生についての実態把握や支援が難しい」こ

特性を理解した適切な対応が難しい」ことや、「発達障

とが指摘されていた。一方、支援のためには「学内外

害の疑いのある学生については、どのように外部機関

や保護者との連携が重要である」ことが指摘されていた。

や受診につなげたらよいか対応に困っている」こと、
「本

クラスター 2は、【保護者や企業の理解の不足による

人と保護者に障害の理解がなく支援が難しい」ことが
指摘されていた。

学生の就職の困難さ】についてのグループと考えられ
た。具体的には、「保護者が学生の障害を理解している

クラスター 6は、
【教職員や保護者との連携による支

と、早い時期からの支援や、障害者手帳を取得し障害

援の困難さ】についてのグループと考えられた。具体

者雇用枠での就職が可能となるが、実際には理解を得

的には、「教職員が障害に理解がなくキャリアセンター
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と連携して支援するのが難しい」こと、
「保護者が障害

の弱さ（相談が遅い、過度に相談する、他者の意見を

を認めないため、障害に配慮した支援が難しい」こと

受け入れられない）」や「職業準備性の不足（就労意

が指摘されていた。

欲の弱さ、職業に関する知識の乏しさなど）」、「遂行
力の弱さ（理解していても実行できない、フットワー

(1)−2 アフターコーディングによる分析

クが遅い、生活が不規則で留年する）
」、「コミュ二ケー
ション能力の弱さ」、
「情緒面の不安定さ（自尊心の低さ、

(1)−1で抽出した、支援者の困り感に関する構造を参
5）

考として、図３の9つのカテゴリを作成した 。カテゴ

過敏性、他者への排他的態度）」等が、多くはないもの

リは、大きく、Ⅰキャリアセンター内での支援上の困

の挙げられていたことを述べておく。

難、Ⅱ学内外との連携支援上の困難、ⅠⅡの背景にある
と想定される、Ⅲ学生が抱える困難から構成した。Ⅰで
は、＜実態把握の難しさ＞、＜早期からの支援の難しさ
＞、＜専門的知識やスキルの不足（障害特性の自覚が乏
しい学生への支援や受診に向けた支援等）＞、＜現行の
体制での支援の充実の限界＞の4つのカテゴリを作成し
た。Ⅱでは、＜保護者の理解不足と連携の難しさ＞、＜
大学内部署との連携の難しさ＞、＜大学外関係機関との
連携の難しさ＞、＜企業の理解の不足と連携の難しさ＞
の4つのカテゴリを作成した。Ⅲでは、＜学生の自身の
障害特性の自覚・受けとめの難しさ＞というカテゴリを
作成した。そして、自由記述文を、2名の研究者が協議し、
図3

これらのカテゴリのうち該当するものにコーディングす

テキストマイニング結果から作成したカテゴリ

ることで、該当内容の多寡を把握した。
その結果、キャリアセンター内での支援上の困難であ
る＜専門的知識やスキルの不足＞（43.5%）が最も多く
該当し、次いで、学生が抱える困難である＜学生の自身
の障害特性の自覚・受けとめの難しさ＞（35.5%）
、学内
外との連携支援上の困難である＜保護者の理解の不足と
連携の難しさ＞（32.3%）が多く該当していた（図４）
。
なお、参考までに、コーディング過程において、学
生が抱える「その他」の困難として、
「適切な相談能力

5） 本論文では、クラスター分析の結果からカテゴリを作成したが、
予備的分析として、クラスター分析の実施前にも意味的類似性に着
目したカテゴリ生成を試みている。その結果、
「センターの利用を
促す支援の困難」、
「センター利用時の支援者の対応の困難」、
「保護
者との連携の困難」、
「大学内の他部署等との連携の困難」、
「大学外
の関係機関との連携の困難」
、
「企業との連携の困難」の6つが抽出
された。クラスター分析を実施し、より具体的なカテゴリ生成を行
うことができた。

図4

各カテゴリに該当した記述数

（横軸は62個のテキストデータに占める割合）
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ＣＬ
1

ＣＬ
2
ＣＬ
3
ＣＬ
4
ＣＬ
5
ＣＬ
6

図1

5名以上が使用した語

図2

（横軸は回答者数）

表1
クラスター

階層的クラスターの樹形図

（横軸はクラスター内の平方和。クラスターをCLと表記）

文章検索の結果

クラスターに含まれた語を含む自由記述文の例

・キャリアセンターに来る学生に対しては手厚く支援できるが、本人の自覚がなく呼び出しても来ない
ＣＬ1：学生の実態把握の
学生にはどうすることもできない。
困難さとそれに伴う早期か
・該当する学生の発見の遅れ。キャリアセンターで知り得る時期が活動シーズンである。早期に把握し、
らの支援の困難さ
学生個人の支援が充実するよう学内、学外の連携を行っていくことが今後の課題である。
ＣＬ2：保護者や企業の理
・保護者の障害への理解を得られず、本人の適性で内定をもらった企業でも辞退させられることがある。
解の不足による学生の就職
・障害者枠での就労を勧めるが、保護者の理解が得られない。また障害者に関して企業の理解を得難い。
の困難さ
・本人に障害の自覚がない場合の切り出すタイミング。
ＣＬ3：学生の自身の障害
・本人に障害の自覚がないと特別の支援策の提示も難しい。
特性の自覚・受けとめの困
・発達障害を自覚している学生は支援しやすいが、障害傾向があるだけの学生は保護者も本人も障害を
難さ
自覚していないので我々が宣告するわけにもいかず、難しい。
・コミュニケーションがうまく取れない学生のコミュニケーション力を向上させるのは時間がかかり、
ＣＬ4：現行の体制での学 非常に困難である。
・発達障害への理解、学内外の支援機関との連携、社会保障制度の知識などが必要だが、そのような知
生支援の充実の困難さ
識や経験のある支援者は限られる。
ＣＬ5：学生支援に当たっ ・困っているのは、保護者の理解が得られない場合は、対応が不可能となること。
ての専門的知識やスキルの ・障害受容（疑わしいものも含む）の難しさ（本人、保護者とも）及びその対応。
不足
・発達障害の特性を理解している職員がいないため、適切な対応を取れていないこと。
ＣＬ6：教職員や保護者と ・キャリアカウンセラーと障害学生支援担当を含む教職員との連携が難しい。
の連携による支援の困難さ ・保護者が障害の事実を認めたがらないため、健常者と同じスタンスで活動し失敗するケースが多い。
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2）支援に当たり配慮・工夫していること

（2）インタビュー調査

次に、1）の状況の中、キャリアセンターの支援者が
調査対象となった、首都圏のキャリアセンター 5所、

学生の支援に当たり配慮・工夫していることを尋ねた

学生相談室2所の計7所のうち、6所は私立大学であった。

結果を表３に示す。なお、内容は、質問紙調査結果か

また、大学の設置は、1950年以前が3校、1950年代が2校、

ら作成したカテゴリのうち、内容が多く挙げられてい

1960年代が1校、1970年代が1校であった。大学規模は、

た、学生支援に当たっての＜専門的知識やスキル＞（障

大規模校（3,783名以上）が5校、中規模大学（1,137名〜

害特性の自覚が乏しい学生への支援や受診に向けた支

3,782名）が1校、小規模校（1,136名以下）が1校であっ

援等を含む）、＜保護者の理解の促進と連携＞、また、

6）

た 。大学の種別は、総合大学が5校、単科大学が2校で

今後、大学における支援体制の構築に当たり重要とな

あった。本論文では、大学の特定を避けるため、設置

る、＜大学内部署との連携＞、＜大学外関係機関との

形態や規模別等の要因を踏まえた分析は行わず、共通

連携＞の視点から取りまとめた。
その結果、相談に当たっての基本的態度として、発

点の抽出のみ試みた。

達障害やその疑いのある学生に対し、信頼関係の構築

1）キャリアセンターが置かれている状況

のもと、分かりやすく丁寧な相談（話を分かりやすく

対象大学のキャリアセンターの状況（発達障害のあ

整理したり、引き出したりする、タイミングを見計らっ

る学生に気づくきっかけ、組織体制、支援上の課題等）

て助言したりする）を行う取組が把握された。学生の

について尋ねた結果を表２に示す。発達障害やその疑

自身の障害特性の自覚・受けとめに向けた支援に当たっ

いのある学生に対する支援の実施状況は、在学する学

ては、体験的学び（実習、アルバイト、就職活動の積

生の特徴により異なる傾向が把握された。一方、キャ

み重ね）を通して、学生が自分の特性に気づいたり、

リアセンターにおいて発達障害やその疑いのある学生

困り感を自覚できたりするよう促す取組が把握された。

に気づくきっかけ（コミュニケーションの問題等）、学

また、本人との信頼関係構築後に、同意を得て、学内

生に対する早期対応の難しさ（個人情報の共有の難し

や学外連携につなげる取組が把握された。保護者との

さ等）
、学生相談室との連携の重要性、就職が困難であ

連携に関しては、本人の様子について客観的に説明し

る学生が新卒応援ハローワークの支援に結びついてい

たり、将来的な見通しについて丁寧に説明したりする

る状況、保護者との連携の重要性、障害特性について

取組が把握された。

気づきを促す支援の難しさ、等は複数大学に共通する

3）支援者としてニーズを持っていること

点もみられた。
大学における発達障害やその疑いのある学生の支援

最後に、キャリアセンターでは、学生へのよりよい支

に当たっての「状況」を整理するために、2名の調査者

援に当たり、どのような「支援ニーズ」を持っているか

の協議のもと、調査結果を踏まえ浮かび上がってきた

尋ねた結果を示す（
【 】内のアルファベットは回答大学）
。

キャリアセンターの状況に関する概念図（仮説図）を

＜専門的知識やスキル＞のうち、基本的態度に関して

図５に示す。同図は、キャリアセンターは、大学内の

は、 学生に向き合う上で、障害特性に応じた支援の方

他部署との関係性のもとで、学生の障害の開示・非開

法（パニックを起こしたときの対応なども含む）や障

示の状況に応じた対応を行っていることを示している。

害者手帳についての知識など、研修を受けたい【Ｅ】、
事例に対してロールプレイ等で研修できる機会があれ
ば受けたい【Ｄ】 などのニーズが確認された。また、

6） 規模の区分は、労働政策研究・研修機構（2015）を参考。
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学生が自身の障害特性を自覚・受けとめるに当たって

さ＞、＜企業の理解の不足と連携の難しさ＞、＜学生

の支援に関しては、 学生向けのセミナーや体験活動の

の自身の障害特性の自覚・受けとめの難しさ＞という9

場がほしい／学生に対し、働く選択肢の説明に役立つ

つのカテゴリを作成した（図３）
。このうち、多く挙げ

資料がほしい【Ａ】、 本人が、自分の特性について考

られていた内容の上位3つは、＜専門的知識やスキルの

えるきっかけとなるような支援ツールがあるとよい（学

不足＞、＜学生の自身の障害特性の自覚・受けとめの

生の状況をみていて、一般扱いの就職でいけるかどう

難しさ＞、＜保護者の理解の不足と連携の難しさ＞で

か、判断することは難しい。学生自身が、自分に支援

あった。
北摂杉の子会（2013）の報告では、発達障害のある

が必要かどうかを気づける必要がある）【Ｅ】 などの

学生支援に当たっての課題として、就職相談・支援の

ニーズが確認された。
また、＜大学外関係機関との連携＞に当たり、 連携

方法、就職先の開拓、障害学生の保護者に対する対応

できる機関の情報が知りたい。また、それぞれの機関

の仕方、発達障害のある学生による自身の特性理解等

をどのようなケースでどのように利用できるか知りた

が挙げられていたが、本調査でも同様の内容が、キャ

い【Ｄ】、 支援者が相談できる機関などのパンフレッ

リアセンターの支援者自身の自由記述回答から確認す

トがあるとよい（まずはすぐいけるところ）
【Ａ】 と

ることができた。
また、労働政策研究・研修機構（2015）の報告では、

いう、連携に向け必要な情報を得たいというニーズが

本人や親に対し障害についての気づきと受診同意を得

確認された。

るための支援に困難を感じることが挙げられていたが、
本調査でも同様の内容が確認された。なお、これらの

４．考察

内容はより多く挙げられており、キャリアセンターの
支援において中核的な課題である可能性が示唆された。

（1） 質問紙調査: 支援者の「困り感の構
造」と「特に認識している困り感」

また、同報告で課題として挙げられていた、本人の希

キャリアセンターの支援者の困り感は、
【学生の実態

困難に関しては、そのような困難の認識が＜企業の理

把握の困難さとそれに伴う早期からの支援の困難さ】、

解の不足と連携の難しさ＞を感じる要因となることが

望や適性に合った就業場所や施設を探すための支援の

想定される。

【保護者や企業の理解の不足による学生の就職の困難
さ】、【学生の自身の障害特性の自覚・受けとめの困難

（2） インタビュー調査: 支援者が置かれ
ている「状況」と「支援上の配慮・
工夫」

さ】、【現行の体制での学生支援の充実の困難さ】
、【学
生支援に当たっての専門的知識やスキルの不足】
、【教
職員や保護者との連携による支援の困難さ】の6つの構

大学によって状況は異なっていたものの、発達障害

造から構成されていた（表１）
。これを参考として、支

やその疑いのある学生に気づくきっかけ、学生に対す

援者の困り感について＜実態把握の難しさ＞、＜早期

る早期対応の難しさ、学生相談室との連携の重要性、

からの支援の難しさ＞、＜専門的知識やスキルの不足

就職が困難である学生が新卒応援ハローワークの支援

（障害特性の自覚が乏しい学生への支援や受診に向けた

に結びついている状況、保護者との連携の重要性、障

支援等）＞、＜現行の体制での支援の充実の限界＞、＜

害特性について気づきを促す支援の難しさ等は複数大

保護者の理解不足と連携の難しさ＞、＜大学内部署と

学に共通する点もみられた（図５）。

の連携の難しさ＞、＜大学外関係機関との連携の難し
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表2

インタビュー対象大学の状況 （図 5 の作成に用いた主要情報を提示）

大学
部署
発達障害のある学生に気づくきっかけ、組織体制、支援上の課題等
Ａ キャリアセンター ・発達障害のある学生の特徴としては、視線が合わない、コミュニケーションが苦手など。
・センターにつながるケースとしては、学生相談室から紹介を受けるケースが主である。
・ゼミでも発達障害のある学生に気づくようになってきている。
・学生の状況に応じて、使える資源の一つとして、障害者雇用について情報提供するケースもある。
Ｂ キャリアセンター ・発達障害ではないかと気づくきっかけは、話がかみ合わない、話の整理ができない、自分の主張を何
度も繰り返すなど。
・学生に特別な配慮を実施する上では、自ら申請する形式となっているが、入学時に配慮を求めるケー
スはほとんどない。
・実習を通して、学生のつまずきが顕在化するケースがある。
Ｃ キャリアセンター ・発達障害ではないかと気づくきっかけは、センターに訪れる際、扉から入れない、受付まで来ること
ができても要件を伝えられない、個別面談時もあまり表現ができない（黙っている。自分の特徴・い
いところなどが答えられない）、作文が難しいなど。
・センターに来た学生に対して個別面談にて支援を始めている状況（一方、身体障害の学生は積極的）。
・大学の各部署と1年に一度ミーティングを行っているが、組織的に連携できるシステムには至っていな
い（各部署の個人の取組に依存する）。
・学生相談室と連携した事例もある。しかし、部署の役割の違いや、両方の部署を使える学生の少なさ
から連携が難しいことも。
・障害者支援に関する情報を切り出すタイミングは難しい。本人が困った時点でやっと切り出すことが
できるので、本人の困り感が重要となる。
Ｄ キャリアセンター ・発達障害の学生の特徴としては、同じことを繰り返し確認してくる、相手の話を聞いていないことが
多い、思考が空回りしやすい、声の調整が難しい、話をするときの距離のとり方が難しい、気持ちの
落ち込みがあるなど。
・このままでは就職できない学生の場合、ハローワーク（新卒応援）につなげる。
・発達障害の学生の場合、自ら支援を求めることが苦手。大学生の場合、
（自ら支援を求めない場合）職員・
教員からかかわりにくい状況がある。
・身体障害のある学生の支援に比べてノウハウが蓄積されていない。身体障害のある学生は、自分の障
害の説明も上手である。
・発達障害への気づきを促す支援が、差別とならないように気をつける必要がある。
Ｅ キャリアセンター ・発達障害ではないかと気づくきっかけは、面談時の言動のほか、一日何度も相談に来る、履歴書の字
や内容など。
・入学前に障害があることが分かれば対応できるが、キャリアセンターに学生の情報が伝わってこない
ケースもある（教員だけ知っているケースなど）。
・関係機関との連携については、ハローワーク等の機関への同行支援をするケースもある。また、本人
に各機関の説明をし、本人と機関がつながるケースも。
・障害者の就労支援機関との連携は、障害者手帳がある学生のみ実施している。障害者手帳がないと切
り出せない。障害者手帳の申請を考えているケースなどは、切り出すことができる。
・本人は障害者の就労支援に関する機関で相談したいと考えていても、親が拒否するケースもある。
・支援に時間がかかり、本人の性格によってもアプローチが変わってくる。限られた期間で、就職活動
を行うことは難しい。
・保護者の理解、学生相談室との連携が重要と感じている。
・学生に必要な支援を提供する上で、どこの機関につなげたらよいか悩んでしまう。
・障害者枠の就職でも難しいと想定される場合は、就職について訓練できる機関につなげることも。
Ｆ 学生相談室
・入学時に、保護者向けのガイダンスを行い、学生相談室についても紹介している。
・入学時に把握された支援が必要な学生が、数名程度、学生相談室につながる。入学後に自分から相談
に来る人は少ない。
・大学は高校とは異なり、クラスがないため、どこにいっていいか分からないという「居場所」のなさ
を感じることがある。授業スタイルにも慣れず、授業についていけなかったり、授業の場所など、ど
こにいっていいか分からない時に人にうまく聞けなかったりする。
・学生課、教務課と月に1回カンファレンスをしており、その中で、教員から学生の気になる行動が挙げ
られたケースなどが共有されることもある。
・新卒応援ハローワークなど、在学中につながっておく必要があると感じている。ハローワークで一般
窓口の利用から専門援助部門の利用へと変わり、障害者手帳をとったケースがある。
・障害者の就労支援機関と連携したケースもある。作業面などのアセスメントをしてもらった。
・在学中に障害者枠の就労についての話をし、手帳を取得したケースもある。
・保護者との連携にあたっては、学生に過大な期待をしているケースがある。
Ｇ 学生相談室
・障害学生の授業サポート、学生生活のサポートを行っている。本人が必要とする情報の支援のほか、
＊障害学生支援に
教職員へのコンサルテーションを行っている。
特化
・相談室につながるケースとしては、保健センターからつながるケース、学生支援室からキャリア支援
をしてほしいとつながるケース、授業時に教員が気づきつながるケースなどがある。
・早期支援は、学生本人からのニーズがなければ行っていない。
＊内容は2名の調査者の協議により取りまとめたが、表現等については被調査者との意図の相違を排除できていない可能性がある。
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キャリアセンターの状況（調査を踏まえ浮かび上がってきた仮説図）

表 3 キャリアセンターにおける支援上の配慮・工夫（【】内の記号は回答センター）
視点
支援上の配慮・工夫
専門的知識や
・日本学生支援機構のガイドを使用し、障害特性や支援例（どこまで支援すべきか、合理的配慮）について情報
スキル／基本的
を得ている【Ｄ】。
態度
・学生への支援内容は、脱線した話を戻す、話を分かりやすく整理する、問題を切り分ける、できていることを
伝える、相手の感情の高ぶりに合わせない（冷静に対応）
、信頼関係を構築して、話をしっかりと聞き、結論を
急がせないなど【Ｄ】。
・個別面談の際には、オープンクエッション（例：どうだった？）ではなく、クローズクエッションの答えやす
い質問（例：クラブは何をしているの？）を行い、その回答をつないでいくことで履歴書の作成の支援を行っ
ている【Ｃ】。
専門的知識や
・学生の困り感を探る上での工夫として、他にも悩みがありそうだけれど、他に利用している部署はある？と自
スキル／学生の
然な形で尋ねている【Ａ】。
自身の障害特性 ・本人の同意を得て学生相談室と連携し、役割分担して支援することで自分の特徴に気づいていったケースがあ
の自覚・受けと
る【Ｃ】。
めの支援
・このままであると就職が難しい学生に対しては、ひとまず校内でのアルバイトを勧めている【Ｅ】。
・実習前に軽い失敗→相談に来る→支援→実習→教員への支援につなげる、という流れがある。本人の適性につ
いてはフィードバックするのは、学生の状況をよく把握している教員の役割【Ｂ】。
・就職が決まらないなど本人が困り感を持つタイミングを見計らってから、障害者支援に関する情報を必要に応
じて切り出している【Ｃ】。
・障害者手帳はライセンスとして考えている。
障害者手帳を活用した就職と、
一般扱いの就職についての説明を行っ
ている【Ｅ】。
保護者の理解の ・キャリアセンター、学生課、本人、保護者で四者面談をすることがある。保護者に、学生の就職活動の状況を
促進と連携
客観的視点から説明したり、学生の特性について、家庭等でもこういうところがありませんか？と投げかけた
りしている。このまま就職活動をつつけても落ち続けてしまうと想定されること、就職できたとしても難しい
状況が生じると想定されることを説明し、一度診断をうけてみてはどうかと打診したりすることもある【Ｅ】。
大学内部署との ・学生への学生相談室の紹介については、何でも相談していい場であること、利用することは特別なことではな
連携
いことを伝えたりしている【Ａ】。
・連携については、学生と関係性を築き、同意を得た上で行う。連携について話ができる状態まで関係構築を深
めていく【Ａ】。
・連携をうまくすすめるための工夫として、研修資料をまわしたり、チラシを配布したりしている
【Ａ】。
・気になる学生に関しては、教員や学生相談室のカウンセラーに相談し、他の場面での学生の状況について話を
引き出している。ただし、障害があるとは決めつけず、個人情報の取扱いには十分注意している【Ｅ】。
大学外関係機関 ・学外の関係機関については「あなたたちが使える資源」であると説明している【Ａ】。
との連携
・ハローワークへの同行支援をするケースがある【Ｅ】。
＊内容は2 名の調査者の協議により取りまとめたが表現等については被調査者との意図の相違を排除できていない可能性がある。
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こうした状況の中、キャリアセンターの支援者は、

あること、そのためには、可能であれば能力評価を行

学生との信頼関係の構築のもと、本人にとってより分

い、能力を客観的にみることが大切であることを指摘

かりやすい形で、より丁寧に相談に取り組んでいるこ

している。このような支援を実施するためには、キャ

と、体験的な学びの機会も活用し、自己理解を促す支

リアセンターと学生相談室、学外の専門機関との連携

援に取り組んでいることが示唆された。そして、支援

が今後より一層重要になると考えられる。その際、キャ

者としての基本的態度の向上や、学生が自身の障害特

リアセンターの支援者には、グレーゾーンにある学生

性を自覚し、受けとめる支援の充実を図りたいという

をグレーな状態のまま支援し、その過程において学生

ニーズを持っていることが示唆された。また、学生に

の自己理解を少しずつ深め、学生の実態を踏まえ、適

連携支援の実施を提案するに当たっては、十分な信頼

切なタイミングで「障害」への対応に必要な情報提供

関係の構築後に、タイミングを見計らいつつ切り出し、

や連携支援につなげるスキルが求められるのではない

慎重に同意を得るといった、時間をかけた対応がなさ

かと考える。

れていることが示唆された。ただし、学外機関との連
携については、ハローワークなど、障害の冠がついて

５．研究のまとめ

いない機関が中心であった。保護者との連携に際して
は、学生の様子についての客観的な説明や学生の将来

本研究の目的は、キャリアセンターの支援者が抱え

的な見通しについて分かりやすく説明を行う取組が試
みられていたが、十分なノウハウは蓄積されておらず、

る「発達障害学生やその疑いのある学生の就労支援に

試行錯誤がなされている状況がうかがえた（表３）。

当たっての困り感」をより具体的に明らかにすること、
また、その解決に向けた基礎的知見を把握することで

和田（2013）は、発達障害者支援センターにおける

あった。

取組の中で、大学のキャリアセンターから「発達障害
があるため通常の就職活動では就職が困難である」と

本研究の第1の成果は、上記の目的達成に当たり、全

の相談があることを報告している。また、その背景と

国の大学への質問紙調査及び、個別の大学へのインタ

して、発達障害のある学生の中には、就職活動の方法

ビュー調査の結果を踏まえ、先行研究の知見を裏づけ

が分かっておらず周囲が内定を取り始める4年生の秋

るとともに、図３や図５のように、それらをより具体

ごろに焦って動き始めるケース、就職面接において自

化した形で示した点にある。これにより、日本学生支

分の思いや気持ちをうまく表現することや臨機応変な

援機構（2017b）が、障害学生に対する就労支援上の課

受け答えが苦手なケース、職業経験の少なさから自分

題の1つとして報告していた、
【発達障害や発達障害が

ができる仕事と希望とがかけ離れているケースがある

疑われる学生の就職活動における困難】について、そ

ことを指摘している。本調査で明らかにされた知見は、

の背景の解明の一助となることが期待される。

こうした実態があることを裏づけつつ、そのような特

第2の成果は、少数事例ではあるが、キャリアセンター

徴のある学生に対し、大学のキャリアセンターではど

の支援者の支援上の配慮・工夫点や、支援ニーズにつ

のような支援がなされているか、その一端を明らかに

いて把握した点にある。今後、キャリアセンターの支

することができたと考えられる。

援者が抱える困り感の解決に向けた新たな研究の実施
に当たり、参考知見となることが期待される。

また、和田は、発達障害のある学生が大学のキャリ

一方、本研究の課題としては、サンプルサイズが小

アセンターへの相談の中で、自身の得意・不得意を知り、

さい点、また、本研究で明らかにされた知見のいくつ

どういった職業が向いているかを考えることが大切で
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かは（例えば、
【障害学生の早期把握と早期支援の開始】

6

など）、日本学生支援機構（2017b）において、他の障
害学生に対する就労支援上の課題としても報告されて
7

いる点が挙げられる。今後は、サンプルサイズを確保
した上で、他の障害学生に対する就労支援上の困り感

8

と比較し、その共通点と差異点を明確にしていく必要
がある。また、一つひとつの困り感の実態とその解決

9
10

方法について、より詳細に解明していくことも望まれる。

11

付記
本論文の質問紙調査は、NPO法人Wing PROとの共同により
実施されたもの（日本財団助成事業）です。理事長の新堀和子
様にご協力をいただき、本論文として取りまとめることができ
ました。新堀様には、インタビュー調査に当たっても、多大な
ご協力をいただきました。
また、本論文のインタビュー調査は、第1著者が国立障害者
リハビリテーションセンターに客員研究員として在籍していた
際に実施したものです。実施に当たっては、井上剛伸部長、石
渡利奈第一福祉機器試験評価室長に研究へのご協力をいただき
ました。また同研究所の倫理委員会の承認を得て実施させてい
ただきました。
大学の実態を踏まえた結果の取りまとめに当たっては、安藤
美恵様（国家資格キャリアコンサルタント）に貴重なご助言を
賜りました。
最後に、ご多忙の折、本論文で実施した質問紙調査及び、イ
ンタビュー調査にご協力くださいました皆様に心より御礼申し
上げます。

12

＊本研究は、科学研究費（挑戦的萌芽研究15K13258）の助成
を受けました。
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福祉社会開発センター 客員研究員
東洋大学 社会学部

小泉 隆文
表1 障害のある人が農業や農作業に携わっている例

キーワード：知的障害のある人、農福連携、自由記述

事項

１．課題の設定
（１）研究の背景

内容

就職

農業経営体への就職

事業所としての作業

福祉的就労としての
農業・農作業

地域での役割

新たな農業労働力
地域活性化の担い手

資料：筆者作成

近年、農福連携という言葉が浸透しつつある。農福
連携とは、字からも想像できる通り、農業と福祉が連
携することであるが、農福連携を実践しているとされ

ている場合がある。現在、日本の農業従事者が年々減

る事業の主なものは、知的に障害のある人が農業や農

少傾向にあり、しかも、その多くが高齢者であるとい

作業に携わっているものである。

うことは周知の事実である。加えて、農業労働力が減

表１には知的に障害のある人が農業や農作業に携

少している今日、耕作放棄地や不作付地も発生しやす

わっている例を示した。第１に、知的に障害のある人

い状況にあるが、そのような土地で農作業を行うこと

が就職先として農業経営体を目指す場合がある。知的

で、地域農業の維持、それにともなう地域の活性化に

に障害がある人の一般就労としては、一般企業や官公

つながっている場合がある。
農福連携の意味をここで確認してみたい。農福連携

庁、病院など様々あるが、業務内容としては、清掃業
務、事務補助、工場ラインでの作業などが多い。しかし、

は世間に周知され、浸透していくことで、様々な個人

そのような作業に向かない人が農業経営体に就職した

や団体がこの用語を使用しているが、主な団体が使用

1）

している内容を整理してみる。

という例がみられている 。
第２に、福祉事業所の作業科目として農作業が行わ

全国の農福連携に関わる団体を包括するプラット

れている場合である。農作業は、播種、定植、管理作

フォームとして、農福連携の情報発信や啓発活動、さ

業、除草、収穫、洗浄など作業工程が多岐にわたるため、

らには農福連携全体のブランド化の推進、農福連携で

障害を持った人に適した作業をみつけやすいという点

生まれた商品の販売促進などに取り組んでいる全国農

がある。

福連携推進協議会では、農福連携を「ノウフク」とし、
「働

第３に、地域の活性化や地域の農業労働力として農

く場としての農業と、働き手としての障がい者をつな

業・農作業を行う福祉事業所やその利用者が一役買っ

ぐこと。そこから多様性に富んだ地域コミュニティを
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産物（畜産物）」という事項が示された6）。

生み出し、日本の食、経済、暮らしを元気にしていき
ます。」としている2）。

このように国内ばかりでなくグローバルに開催され

自然農法に取り組む障害者支援施設のネットワーク

るイベントがある一方で、農業労働力が減少・高齢化

である自然栽培パーティでは、
「全国の障害者施設が手

している状況のもとで、農業労働力の新たな担い手と

を取り合って助け合って、障害者にあった仕事づくり

して、また、障害のある人の一般就労、福祉的就労の

3）

に挑戦します。」とある 。

新たな方向性として農福連携はこれから進んでいくこ
とが予想される。

農林水産省では、政策においては農業と福祉の連携
だけではなく、医療も含めた「医福食農連携」という
言葉を使用している。「医福食農連携とは、機能性食

（２）研究の目的

品や介護食品の開発・普及、薬用作物の国内生産拡大、
障害者等の就労支援など「農」と「福祉」の連携等の

農福連携が浸透はしてきたものの、福祉事業所で農

医療・福祉分野と食料・農業分野との連携の取組を指

福連携を実践するには、様々な障壁が立ちはだかって

4）

します。」としている 。また、農村振興としては『「農」

いる。それは栽培技術的なものや、障害のある人との

と福祉の連携』として「高齢農業者の経験や知識、技

かかわり方、地域に理解をしてもらう方法などである。

術を活かし、生きがいを持って農業に関する活動を行

このような背景をふまえ、本稿では、農福連携とい

うことが継続できる環境づくりを推進しています。ま

う言葉がまだ浸透する前に行われた既存の調査結果と

た、主に知的・精神的に障害のある人の農業分野での

農福連携という言葉が使用された後の調査結果を踏ま

5）

え、浸透前と浸透後で事態がどのように変化しつつあ

就労を支援します。」としている 。

るかを考察することが目的である。農福連携の「福」

このように、農福連携とは文字通り農業と福祉の連
携ではあるが、その目的や意図する内容は幅が広いも

の部分は高齢者なども含めた広い意味ではなく、障害

のとなっている。しかしながら、ここでいう「福祉」

のある人を対象としたものとする。

の中でも、中心となっているのは、障害のある人が農業・

検討に使用した既存調査は、障害のある人を雇用した

農作業を行うことといえよう。それは、農福連携の実

り、ともに作業をした農業者を対象とした調査の結果

践や研究の発端が、障害のある人と農業の連携であっ

である。時代背景を考えると、現在のように農福連携

たことに起因すると思われる。したがって、いま浸透

ということばがまだ浸透する前に行われた調査であり、

している農福連携の意味は、
「農業の担い手不足と障害

福祉政策においても現在とは異なる状況にある。いわ

のある人の働く場をマッチさせること」、といえよう。

ば、まだ障害のある人が地域で生活していくことを推

農福連携という言葉が浸透してきたもう１つの理由

進していく政策があまり強調されていない時代のもの

として、2020年に開催される東京オリンピックが大き

もある。このような過去の調査結果から、農福連携が

く関係しているように思われる。東京オリンピックの

浸透した現在にいたるまで、当時の不安や困難がどの

食材調達については、農産物・畜産物については、
「食

ように解決されていったのかを考察することは、今後

材の安全を確保」としてJGAP、GLOBALG.A.P.の認証

のわが国のソーシャル・インクルージョンを進めてい

が要件となっていたり、
「作業者の労働安全を確保」と

く上で検討の際に資するもののひとつになると思われ

して、日本の関係法令等に照らして適切な措置が講じ

る。

られていることが要件となっているが、推奨される事
項として、
「障がい者が主体的に携わって生産された農
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業政策研究所が行った調査である。きょうされんに加

２．分析結果

盟している福祉事業所すべての事業所の1,553事業所を
対象に、2010年に行われた調査である。
これら３つの調査では、障害のある人と農業・農作

（１）分析の対象とした調査の概要

業を行っている理由、障害のある人はどのような作業
を行っているか、が共通している項目である。しかし、

本稿では既存に実施された３種の調査結果を分析対
象とする。その中で、なるべく３種に共通した質問や

農業経営者が調査時点で、どのような点を不安に思っ

自由記述を選択し、その回答と現状についての考察を

ているか、どのような点が効果として考えられるかと

行う。

いった点は共通する質問だけではなく、むしろ共通し
ない質問や自由記述によく表れていると思われるため、

本稿で分析対象とした既存の調査を表２に示した。
第１に、
「農業分野における障害者雇用の現状と問題点

共通した質問項目に限らず、今後、農福連携の実践に

（１）
（２）」である。これは『農政調査時報』に発表さ

関与しそうな質問項目や自由記述について検討を行う
こととする。

れた論文であり、
『日本障害者雇用促進協会』から農業
問題研究会が『農業分野における障害者雇用促進策に
関する調査研究』の委託を受けたものである。1993年

（２）農福連携実践の内容

と1994年の2回に分けて実施された調査であり、個人経
営、法人経営合わせて228の経営体を対象に行われた調

①農作業導入の契機と理由、作業内容、就労

査である。
第２は、
『障害者の就労の場としての農業』である。

知的に障害のある人を雇用している農業経営体や農

この調査は、全国の社会就労センターや障害のある人

作業を導入している福祉施設へのアンケート調査結果

の雇用を実践している農業経営体を対象に2002年と

を示す。表３には、調査ごとにみた農作業、就職に関

2003年に実施された調査である。量的調査と農業経営

する質問項目と結果を示した。明らかになったことは

体への事例調査を複合的に行った調査であり、農福連

次のとおりである。

携について体系的に行った調査のさきがけとなるもの

福祉事業所で農作業を導入した理由で最も割合が高

である。

いのは、「健康・精神に好ましい（62.6％）」が最も高い。

第３は、
『障害者の農業活動に関するアンケート調査』

健康についてであるが、農作業は主に室外での作業が

である。きょうされんが実施し、分析を農林水産省農

表2

多く、事業所から圃場までの移動も歩いていく場合が

本稿で対象とした既存の調査

調査・報告書名、【調査対象】

実施主体、調査対象

公刊年次、発表雑誌

①「農業分野における障害者雇用の現状と問題点
（１）（２）」【農業経営者】

農業問題研究会

②『障害者の就労の場としての農業』【農業経営者】

農村生活総合研究センター

2004年

③『障害者の農業活動に関するアンケート調査』
【福祉事業所】

きょうされん
農林水産政策研究所

2012年

資料：各資料より作成
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表3
質問区分

調査ごとにみた農作業、就職に関する質問項目と結果
①

②

農業を行う理由

作業内容

農業を行う理由
健康・精神に好ましい 62.6％
他作業が減少した 19.6％
施設内への食料供給 22.1％
収穫農産物の販売 50.5％
自主製品の材料調達 27.4％
農家等の支援あり 19.2％
借りられる農地の増加 20.3％
その他 21.4％
知的障害者の仕事の内容
作業補助 53.0％
掃除 50.4％
雑用 33.3％
給餌 30.8％
管理補助 12.8％
除草 12.8
農作業全般 11.1％
採卵 8.5％
収穫 7.7％
選別 6.8％
搾乳 3.4％
草刈り 4.3％
その他 12.8％

向き不向き

農業分野への就職

③

農業活動の内容
雑草取り等 74.0％
収穫農産物の加工・調理 31.7％
土づくり 33.1％
植付け、収穫等 74.7％
機械作業 19.6％
収穫農産物の袋詰め 46.3％
家畜の世話 3.6％
収穫農産物の販売 51.2％
その他 14.6％

知的障害者は農業に向いているか
非常に向いている 17.2％
他の仕事より向いている 29.9％
どちらともいえない 49.0％
あまり向いていない 3.8％
知的障害者の雇用継続のための条
件整備
家庭の協力 49.1％
住宅の確保 8.9％
近隣・地域の理解 11.6％
学校・施設の協力 14.3％
余暇活動の整備 6.3％
事前の職業訓練 40.2％
行政の支援体制 45.5％
その他 6.3％

農業経営体への就職
他産業より難しい 32.5％
他産業と大差ない 15.2％
他産業より容易 4.0％
なんともいえない 48.3％
農業経営体への就職した場合の継
続の難しさ
他産業より難しい 15.2％
他産業と大差ない 24.5％
他産業より容易 12.6％
なんともいえない 47.7％

資料：各資料より作成。

ある。そのことが日頃の運動不足解消や機能訓練につ

に高いのは「収穫農産物の販売（50.5％）
」である。こ

ながっていると思われる。また、精神面でいえば、②

の理由としては、福祉作業所における工賃アップとい

の自由記述には、作業にはよるものの「対人ストレス

う目標が背景であることが考えられる。福祉作業所の

が少ない」「屋外や自然の中での作業による情緒安定」

多くは、チラシ封入や解体など室内での簡易作業が多

「一連の流れがわかりやすい」「自分のペースで取り組

く行われている。１工程が１円にみたない銭の世界で

める」といったことが理由としてあげられている。次

あり、利用者の工賃を上げるのは容易なことではない。
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その一方で、国からは各事業所の平均工賃をアップさ

（40.2％）
」となっている。家庭での支援の必要性は農作

せることが求められており、頭を悩ませている事業所

業に限ったことではない。また、受入側と働く側のマッ

は多い。そのような状況のもと、農産物を育て、工賃

チングを行政に担ってほしいということが表れている。

のアップにしようとしている事業所があることを示し

また、就職するにあたっては事前に訓練をすることを

ている。

必要としている意見が多く、少しでも早くから農業経

作業内容については、①では「作業補助（53.0％）」、
「掃

営体の即戦力が期待されているといえよう。自由記述

除（50.4％）」が高く、③では「植付け、収穫等（74.7％）
」、
「雑

をみると「本人自身の問題と、回りの支える環境がど

草取り等（74.0％）」が順に高い回答となっている。③

うであるかが、継続の要因となり得るようにも思われ

で高い割合を示す収穫や雑草取りについては、①では

る」という意見がある。また、農作業の特性について

「除草（12.8％）」「収穫（7.7％）」となっている。この違

触れているものもあり、
「農業収入は変動しやすく、安

いは、①は農業経営体を対象とした調査のため、商品

定しないため、完全雇用になかなか結び付かない」と

となる農産物の収穫は、知的に障害のある人にはあま

いう雇用する側の問題も表れている。

り従事させていないことが考えられる。その理由とし

「農業経営体への就職」
「農業経営体への就職した場

ては②の自由記述によると「大きさがわからない」「色

合の継続の難しさ」については、ともに「なんともい

の見分け方を教えるのが難しい」のが理由である。また、

えない」が半数以上の経営者がすぐに決断を出せない

除草に従事する割合が低いのは、②の自由記述をみる

状態であることがわかる。作業によってはできること

と、「雑草と苗の区別がつかないで両方抜いてしまう」

やできないことがあることに加え、より多くの作業の

「移動中に作物を踏みつけてしまう」という回答が示さ

中で一部の作業しか経験していないことが予想される。

れている。このように、農作業の目的、事業所の違い

農作業は様々な作業があることから、多くの作業を行

によって、知的に障害のある人が担う作業は明確に異

うことが可能になると、この割合は低くなると思われる。

なっていることがわかる。
「 向 き 不 向 き 」 に つ い て は、
「非常に向いている

②農作業の継続性と不安要素

（17.2％）
」「他の仕事より向いている（29.9％）
」、「どち
らともいえない （49.0％）」となっている。向いている

表４には調査ごとにみた農作業の継続性と不安要素

と回答したものを合わせると47.1％となり、向き不向き

に関する質問項目と結果を示した。福祉事業所におい

でいえば、知的に障害がある人にとっては、農作業は

て「農業活動をやめた理由」をみると「専門スタッフ

向いていると考えられていると言えよう。その一方で

確保困難（49.2％）
」が最も高い。
「知識・技術がない

「どちらともいえない」と回答している人もいること

（40.0％）
」も次いで高く、農業技術取得の難しさが如

②の自由記述では「個人個人の性格など様々あるので、

実に表れている。花壇整備やなどの環境整備であれば、

向き不向きはいえない」「障害者が参加する余地はほと

特殊な技術は必要としないが、農産物を生産し、収穫

んどない」「臨機応変さには欠ける」などがあげられて

したものを販売なり施設内消費などで、商品として扱

いる。長い期間、作業状況をみないと向いているかど

うものを生産するには、それなりの栽培技術が要求さ

うかの判断がつかないということであろう。

れる。また、農作業は播種と収穫だけではなく、除草、

「農業分野への就職」をみると、「知的障害者の雇

間引きのタイミングや生育状況に必要な処置も必要と

用継続のための条件整備」については、
「家庭の協力

されてくる。これらの点は、農作業の未経験者や経験

（49.1％）
」「行政の支援体制（45.5％）」「事前の職業訓練

が少ない職員にとっては、克服するのは難しく、また、
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質問区分

10号（2018年3月）

調査ごとにみた農作業の継続性と不安要素に関する質問項目と結果
①

②

やめた理由

心配な点

③
農業活動をやめた理由
専門スタッフ確保困難 49.2％
知識・技術がない 40.0％
土地がない 28.8％
資金がない 34.2％
本人や家族がやりたがらない 30.5％
協力農家がない 15.3％

知的障害者を雇用することで心配な点
事故が起きた時の責任 72.7％
仕事以外の生活の面倒 53.4％
高齢化した時のこと 25.0％
給料水準の問題 5.7％
その他 13.6％

資料：各資料より作成。

られてもいる。

長い年月がかかるものである。地域に、元農業経営者
などの経験者が存在していれば、職員として受け入れ

また、「仕事以外の生活の面倒（53.4％）
」も割合が高

たり、アドバイザーとして福祉事業所と関わりを持っ

い。日頃の農作業ばかりでなく、生活のことも考えな

てもらうこともできるが、近隣にそのような人材がい

くてはならない点が、雇用する農家側の負担を大きく

ないと、栽培技術を取得することは難しく、そのこと

している可能性がある。特に、知的に障害のある人に

が農作業の継続を困難にさせていると考えられる。

ついては、雇用主が日頃考えなくてはならないことも

「知的障害者を雇用することで心配な点」をみると「事

考慮する必要性が出てくる。また、金銭的な管理も要

故が起きた時の責任（72.7％）」が最も高い。これは知

求される場合もある。そういったなかで、先ほどの回

的に障害のある人に限った話ではなく、農業以外の業

答にもあったように、家庭での支援や、行政機関との

務でも考慮されるべき事項である。しかしながら、知

連携の必要性が叫ばれていると考えられる。

的に障害がある人、もっと厳密にいえば、雇用した知
的障害のある人の個性、得意な作業、不得意な作業と

３．考察

も大きく関連する。特に、知的に障害のある人が農機
具を使用する際に顕著に表れていることが考えられる。
自由記述をみると「農機具等を扱うことに対して意欲

以上の分析結果から、農福連携を実践には知的に障

的に取り組む」という意見がある一方で、
「鋤、鎌、鋏

害のある人にとって有効な面がある一方で、実際の農

等の農具を使用する為、安全には細心の注意を要する」

作業を行うには考慮すべき点もあることが明らかに

「農機具を使っての作業に危機管理的なことを考える

なった。

なら、踏み込んで機械の使用が慎重になる」という意

第1に、有効性については、知的に障害のある人にとっ

見が出ている。知的に障害のある人が農機具を使用す

て農作業が向いていることが1つの要素になると思われ

ることについては慎重になっていることの表れである。

る。自由記述で、農作業が知的に障害のある人に向い

そういった中で、
「作業工程の中で、用具、道具の工夫

ていると思う理由をあげてみると、
「できる作業があ

をしている」という意見もあり、雇用者側の努力がみ

る」という回答が多い。この理由としては「重度者を
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隆文

いと思われる。

含め、できる作業がある」「作業が多種にわたっている」
「単純作業が多い」があげられている。育苗ポットに１

また、地域との関係や社会参加という面についても

つ１つ種を播くという細かい作業もあれば、用具を洗

ふれてみたい。地域とのかかわりを重視する自由記述

浄する作業やミニトマトの収穫、収穫したものをいれ

もみられており、「販売を通じて交流する」
「農家から

る袋にシールを貼る作業など、同じ作業を延々と行う

職員への技術指導」
「作業の受委託をする」という意見

作業もあり、その人の特徴や得意なものに照準をあわ

がみられる。知的に障害がある人は社会参加する機会

せて作業を行うことができるのが農作業である。この

があまり多くなく、そのことが原因で近隣住民と接す

ことは、作業ペースについてもいえることで、
「自分の

る機会も多くない場合が多い。また、知的に障害があ

ペースで取り組める」という自由記述がある。スピー

る人が属している福祉事業所が、いったいどのような

ドを要求される作業を好む人がいる一方で、自分のペー

施設なのか、何をしている施設なのかも、まだまだ近

スでゆっくり作業をすることを好む人いる。これらを

隣住民に知られていない例もある。しかし、地域で暮

作業する人の適性に合わせることができるのが農作業

らす仲間として、地域住民に自らの存在をアピールし、

である。以上のことが、知的に障害のある人にとって

地域に理解をしてもらうことはソーシャル・インクルー

農業が向いていると考えられる理由である。

ジョンを進めるうえでも必要となってくると思われる。

第2に考慮すべき点であるが、先ほどの結果から、工

すべてを福祉事業所や関連機関、関係者などで完結

夫している点についての記述があった。作業を教える

するのではなく、自分たちには難しい農業技術の修得

際には「職員が常にそばにつく」
「実際にやってみせる」

や、生産した農産物の販売策の確保などは、地域住民

「絵や図で説明する」という自由記述がある。言葉だけ

という社会資源にゆだねても良いのではないだろうか。

で作業内容を理解するのは難しい人がいる中で、言葉

そのような社会に働きかけていくことがソーシャル

だけではなく視覚的に理解できるよう工夫したり、1度

ワークであり、それをつくっていくツールとして農福

きりではなく何回も教えることで作業を身に着けても

連携は有効なものであると思われる。

らえるよう工夫していることがうかがえる。1度作業が
身についてしまえば、効率も良くなることが期待でき

注

ることから、知的に障害のある人には根気よく作業内

１）大澤史伸（2010）『農業分野における知的障害者の雇用促
進システムの構築と実践』みらい、などにくわしい。
２）ノウフクホームページ（http://noufuku.jp/about）
３）自然栽培パーティホームページ
（http://shizensaibai-party.com/）
４）農林水産省ホームページ
http://www.maﬀ.go.jp/j/keikaku/ifukushokunou.html
５）農林水産省ホームページ
http://www.maﬀ.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html
６）農林水産省生産局H29資料『生産局農産物・畜産物の調達
基準を踏まえた 農林水産省の取組状況について』

容を指導することが求められるといえよう。
また、使う道具についても工夫がみられている。授
産作業でも補助具を使用する例はみられるが、農作業
も同様である。自由記述では「札やテープで作物を識
別する」「はかりに250g、300gなどの印をつける」な
どの意見がみられる。袋詰め作業では重さを測り、決
まった量だけを袋詰めする作業があるが、はかりに印
をつけ、はかりに農産物を載せて印のところまで来た
ら袋に入れることを教えると、知的に障害のある人に

参考文献

とっては作業が行いやすい。重さの概念の理解が難し
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い者雇用の現状、農福連携へむけて」『共済総研レポート』
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い人にとっては、針が印のところまで来たら袋に入れ
る、とシステマチックに指示したほうが良い場合が多
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知的障害者の意思決定支援の実践に関する研究
〜南オーストラリアモデルの国内試行を通して〜
障害ユニット研究支援者

木口 恵美子
障害ユニット研究協力者
社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

山本 智美

キーワード：知的障害

意思決定支援

SDM）を取り上げ、日本における試行結果の検討を行う。

南オーストラ

SA-SDMは、シェア・ニコルソン氏によって開発及び

リア

実践され、2015年にスイスの国連オフィスで開催され
たZEROプロジェクトの世界会議で、優れた実践として

はじめに

紹介され注目を集めている（名川2016、森地2017）。
日 本 で は、2015年10月 に 開 催 さ れ た 日 本 弁 護 士 連

近年、権利擁護や障害者福祉の領域で意思決定支援

合会人権大会の第2分科会で紹介され、これまでに開

が注目されている。木口（2017）は、国内の意思決定

発者は2015年12月に筑波大学で開催された実践モデル

支援の議論について文献研究を行い、権利擁護の領域

講演会、2016年に同じく筑波大学で開催された研修会、

では、成年後見制度との関連で議論され、障害者権利

2017年9月に東京・大阪で開催された実践ワークショッ

条約に抵触するとして少なくとも促進に反対する見解

プ1で来日している他、2016年2月には日本から研究者等

と、意思決定支援を後見制度の運用の視点として積極

が南オーストラリアに出向き、集中的に研修を受講す

的に取り入れる見解に分かれていること、障害者福祉

るなど、関心を集めている。

制度の領域では、障害当事者関連団体等からは従来の

これまでに、日本でSA-SDMを試行的に行った事例は

福祉サービスの枠を超えた新たなサービスの視点とし

3件で、2017年7月に実践報告会が行われており、今回

て、意思決定支援を捉える見解がある一方で、制度に

その中の1事例について、関係者へのインタビュー結果

おいては成年後見制度や現行の福祉サービスを前提と

を踏まえて、日本で実践を行う際の課題等を検討する

した支援の仕組みとして具体化する動きがあると整理

こととする。

している。そして、このように権利擁護、障害者福祉

用語について、障害を持つ本人は意思決定者または、

制度双方の領域で方向性の異なる見解が示されている

Decision Maker の略語としてDMと表記する。

ものの、双方において支援の充実が求められているこ
とを指摘する。
そこで本稿では、障害者権利条約制定後に南オース
1

トラリアで開発された意思決定支援モデル（以下、SA-
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Ⅰ オーストラリア・南オースト
ラリア州における支援付き意思決
定・ 意 思 決 定 支 援 モ デ ル（South
Australia-Supported Decision
Making :SA-SDM）の概要

つつ、短期集中的に繰り返し支援していくことにより、
本人の意思決定における自己効力感並びにスキルを高
めていくとともにそのような方略が維持できる環境（地
域ネットワーク）を形成する取り組みである。と述べ
ている。
以下、SA-SDM実践モデルにおけるチームとその役割、
SA-SDMモデルにおけるプロセス及びSA-SDMの概要に

1 開発のきっかけ

ついて、2015年12月〜 2017年9月に行われた講演会・シ
ンポジウム・専門職向けのワークショップの内容と資

オーストラリア・南オーストラリア州における支援

料等を踏まえ解説する。

付 き 意 思 決 定・ 意 思 決 定 支 援 モ デ ル は、2008年 に 障
害 者 権 利 条 約 に 批 准 し た こ と を 契 機 と し て、2010年

（1）SA-SDMのチームとその役割

南オーストラリア州権利擁護庁（Oﬃce Of the Public
Advocate：OPA）がSA-SDMプロジェクトを立ち上げ、

SA-SDMにおいて、FAや意思決定者、トレーナーを

モデルの構築と開発を行なった。

含め17名程度がチームとなり、意思決定者の表出され

2017年以降は、開発者が主体となりモデルの普及と

た希望を基に本人の意思を確認しながら、どうしたら

実践を行っている。

希望が叶えられるかミーティングを重ね、支援を行な

障害者権利条約では「障害が、機能障害を有する者

う。チームメンバーはモデルのルールに沿って本人の

とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間

意思決定支援を行なう事について賛同しており、それ

の相互作用である」と認めている。障害者権利条約は

ぞれの役割が示されている。

オーストラリアにおける戦略を決めるにあたり重要な

以下、チームメンバーの役割を述べる。

指針になっており、障害者は自分で意思を決定できな

①

意思決定者（DM）：何らかの障害により意思決定

いという態度を改め、さらにはそのような状況に置か

に困難を抱える本人。チームの最終的な意思決定

れた環境を克服することを重視している。更に障害者

者として位置づけられており、合意文書に基づき

本人と取り巻く友達や家族、サービスで働く人々、広

自らの意思を表明する役割と責任を負う。

くは住民に対する教育、スキルを身に着ける事も含ま

②

れている。

ファシリテーター（FA）
： SA-SDMモデルの中で、
意思決定者の表出された意思を支援するチームの
調整役を担う。意思決定者のためのチームを準備
し、チームが意思決定者の希望のため、本人にとっ

2 SA-SDMの概要と仕組み

て意味ある支援になるよう動くこと、コミュニティ
ベースで行動を起こしていくことが求められる。

SA-SDMは問題解決をするものではなく、意思決定と
③

その実現に向けてのプロセスを経験することで自己実

サポーター：本人が選び、無償で本人に寄り添い、

現のために意思決定する力を付ける活動として位置付

合意文書に基づき本人の意思決定を支援する。本

けている。SA-SDMの概要について、名川（2016）は、

人の近しい友人・家族など。いない場合はボラン

単発的な意思決定に要請に対する支援手順の提示では

ティア等が対応。１チーム１〜２人。
④

なく、地域のインフォーマルネットワークを中心とし

トレーナー：チームの動向を注視し、FAへの支援
及びスキルアップのためのトレーニングを行なう。

た関わり合いの中で、本人のイニシアチブを維持し
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⑤

本人の身近にいる人々：家族・友人・ボランティ

3 SA-SDMの特徴

ア等、本人にとって身近な存在。
⑥

サービス提供事業者：ヘルパー等現在のサービス

（1）表出された希望（Expressed wish）

に限らず、新たなサービスを提供しうるものも含む。
⑦

地域社会で活動している人々：自治会メンバー、

SA-SDMは、本人から表出された希望の実現への支援

店舗店員、不動産業者等本人が所属する地域社会

を根幹においており、表出された希望に対して、本人

の構成員。

がどのような意味・価値観を抱いているのか意味を探

その他、SA-SDMモデルの構造の外にも数多くのつな

ることを重要視している。

がりが発生し、構築される。また、⑤〜⑦はミーティ

SA-SDMのシンポジウムや講演会の中では、本人の

ングで検討される内容ごとに入れ替わる事が多い。

表出された希望に焦点を当てた支援と本人の最善の利
益（Best interest）に焦点を当てた支援を対比して示し

（2）SA-SDMモデルのプロセス

ている。表出された希望に焦点を当てた支援では、本
人に意思決定能力があるという前提のもとに、表出さ

SA-SDMモデルは、約6か月〜 10か月にわたり以下の
プロセスで実施される。

れた希望・内なる希望や意思と選好に対して支援する。

① 意思決定者とサポーターのリクルート

これに対し、本人の最善の利益に焦点を当てる支援は、

意思表出の希望・興味のある人に対しSA-SDMモデル

本人の意思決定能力が不十分という前提で最善の利益

に意思決定者として参加したいか意思を確認、参加を

を確保するために、本人の想いに対して周囲の見解や

誘う。次に意思決定者に対し、自分のサポーターになっ

意見への誘導や説得といった介入が行われ、結果的に

てほしい人を選んでもらい、承諾を得られればサポー

本人の選好や意思とは別の決定になってしまい、本人

ターの役割につく。

にとって意味のある決定とは言い難い状況がしばしば

② 合意書の作成とそれに基づく支援の依頼

おこる。SA-SDMシンポジウム等の中でもこの違いは繰
り返し強調され、他者からの表出された希望への介入

合意書には意思決定者とサポーターを含むチームの

を憂慮している。

間で関係するすべての人の役割と責任、および合意に
ついてと、意思決定者の表出された希望と受けたい支

（2）SA-SDMモデルの特徴

援について記載する。記載された希望に合致する情報・
経験をもっている人に支援を依頼する

SA-SDMモデルの特徴は、意思決定者の表出された希

③ チーム形成とミーティングの運営

望を主軸におき、常に意思決定者の意思を確認しなが

合意書に記載された希望に合致する情報・経験をもっ

ら、希望を実現・解決するパーソンセンタード（Person

ている人を集め、チームを形成していく。ミーティン

Centered）の立場をとる。意思決定と実現に向けての

グは1 〜 2週に1回1 〜 2時間で運営し、合意書に書かれ

プロセスの中で、小さな自己決定や経験を重ねていく

た希望の実現に向け目的的に、具体的な内容について

うちに自信を重ね自己肯定感を獲得し、次第に自分の

話し合いがなされる。

意思を表明するようになり、重要でより大きな意思決

④ 終結に向けた計画とチーム持続可能性の検討

定をするようになるといった成果も示されており、正

終結に際してファシリテーター、トレーナーはチー

にエンパワーメントされた結果であると言えよう。意

ムから離れることとなる。意思決定者とその支援チー

思決定をする中で実現できた事、変更や実現できなかっ

ムとの関係が今後も地域で維持できるよう準備される。

た事もあるが、SA-SDMは問題解決をするためではなく、
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意思決定とその実現に向けてのプロセスを経験するこ

2 倫理的配慮

とで自己実現のために力を付けていく活動であること
を強調している。ひいては、自分で選択し、人生をコ

インタビュー調査に際しては、東洋大学倫理委員会

ントロールしていく、本人の意味ある人生を保障して

の承認を得て行った。調査対象者には書面と口頭で研

いく活動ともいえる。

究趣旨、方法、個人情報保護方針、研究以外の目的に

また、SA-SDMでは支援を周囲のネットワークを構

は使用しないこと等を説明して同意を得た。インタ

築・維持しながら行っていく。このネットワークは単

ビューの後、録音をもとにまとめた原稿を調査対象者

に家族や既存のサービス提供事業者にとらわれるので

に送り、内容の確認を得た。

はなく、地域に住む様々な人々も含むことで新しい出
会いがもたらされ、これらがチームとなって連携し関

3 調査対象者

わり合う。チームとの関わりから生じる、人に対する
調査対象者は、ファシリテーターとサポーター 2名の

信頼感やネットワークは意思決定者の大きな財産とな

合計3名で、性別はいずれも女性である。

り、地域の人への啓発や教育の機会にもなる。

調査にあたって、以下のインタビューガイドを用いた。

また、財政条件や特定の障害関連機関のありように

① SA-SDM試行への参加について。

左右されないという特徴もある。様々なコミュニティー
とのつながりを促進することで、プロジェクト終了後

−SA-SDMに関わるきっかけ。

も、意思決定者が住む地域のつながりの中で支援が継

−SA-SDMについてどう感じたか。

続できるというのも大きな特徴であろう。

−モデルの試行で意識的に行ったこと。
②

次に、国内で試行に取り組んだ１チームの事例を検

SA-SDMに参加して、印象に残っている具体的な
事柄、出来事。

討する。
③

SA-SDMに関わって、良かった点と課題
−調査対象者にとって良かった点、難しかった点。

Ⅱ

事例の紹介

−DMにとって、良かった点、難しかったと思わ
れる点。
−あなたとDM以外の人にとってはどうか。

1 チームの概要
④

その他、自由意見。

2017年7月〜 8月にかけて、試行に取り組んだ1チーム
にインタビュー調査を実施した。

Ⅲ 結果

DMは、就労継続B型事業所に通っている男性である。
ファシリテーターは、2016年の報告会、研修に参加
してSA-SDMに関心を持ち、試行に取り組むことにし

1 ファシリテーター（以下FAとする）

た。サポーターは、DMが所属する当事者部会の支援者
と、DMが通う事業所の支援者である。

（1）モデル試行への参加
FAは研修でSA-SDMに関心を持ち、モデル自体を十
分に理解していなかったものの、できる範囲で試行に
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チームの人数が少ないと指摘されたが、増やすことは

取り組むことにした。

難しかった。

モデルで、17名のチームを作ることが示されている

また、FAはSA-SDMの本質の理解や、本人が気づき

ことについて、研修時から難しいと感じ、実際に難しく、
講師にも理解を求めた。また、FAとサポーターの役割

を得るための質問の技術や、ある程度の人生経験が必

もモデル上は分けられていたが、柔軟な対応が求めら

要だと感じた。6か月やり遂げるには、講師とのメール

れる場面が多くあった。

のやり取りや他のFAの協力が重要だった。
ⅱ）DMにとって

DMに対しても、本人の理解のフォローはかなり必要

DMは、質問をされることで考える機会になり、視野

だった。
最も気を使ったことは、家族（親）への対応で、SA-

が広がったと思う。営業の人に褒められたことで、周

SDMは新たな取り組みなので、親の理解が必要だが、

りの人も一目置くようになり、何より本人が生き生き

説明は難しく、研修でも家族との関わりについては触

してきた。

れていなかった。親の安心やDM本人の参加しやすさ、

（4）その他

試行のスムーズな進行と説明責任等を考えて、母親を
良く知るサポーターの一人に途中経過を伝えることを

チームの人数を増やすことはとても難しかったが、

依頼した。

協力者が多ければ多いほど、アイデアが出やすく、FA
にかかる負担も減るだろう。チームの中でサポーター

（2）印象に残る出来事

の存在が大きかった。今後は、地域を良く知る適切な
コーチング・メンタリングが課題になると思う。

事業所の製品を上手に販売したいという本人の希望
に対して、事業所に関わりのある企業の営業担当者か
ら話を聞く機会を設けた時、担当者が、本人から現在

2 サポーター A

行っている販売方法を聞いた後で、
「ちゃんとできてい
ます。良いですよ。
」と言った時、それまで下を向いて

（1）モデル試行への参加

いたDMがぱっと顔を上げたことが印象に残っている。

FAから、本人たちが経験していない夢を実現する活

（3） SA-SDMに関わって良かった点、難し

動をしていると声をかけられ、当事者部会の支援者と

かった点。

してDMと長年の関わりがあったので、引き受けること
にした。

ⅰ）FAにとって
取り組みの経過を講師に報告すると、講師から、結

DMが希望を実現させるには時間がかかるが、気持

果を求めすぎていると指摘を受けた。FAは結果を出す

ちが沈まないように、気持ちに沿って支援することを

ことを求められているのではなく、DMが自分の目標に

考えた。FAの依頼で家族への報告を行ったが、家族は

向かうために何をするかを考えることや、役割を持つ

SA-SDMに大きな関心を示したようには思えなかった。

ように働きかけ、そのこととサポーターの支援をつな

（2）印象に残る出来事

げることが大事だと学んだ。
一方、ミーティングには、利便性の良い場所を選ん

DMからいくつか希望が出た中で、仲間と一緒にパソ

だが、日程・時間の調整が難しく、ボランティアベー

コンを習いたいという希望があり、DMがパソコン教室

スで人に集まってもらうことは難しかった。講師から

を立ち上げる支援として、仲間集め、公共の会場を借
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（4）その他

りるための団体登録、ボランティア講師の依頼等の支

DMとサポーターとの間の信頼関係が大事で、初対面

援を行った。
DMと出会って10年以上になるが、寡黙な人だと思っ

の人が関わるのは難しく、今回の試行はDMとの10年以

ていた。1対1で話すことで、関心のあることだと雄弁

上の関係の上に成り立っていると感じた。サポーター

になることや、携帯で漢字を検索して文章を作成する

のなり手が限られている中で、いかにマッチングさせ

力があることを含めて、色々な思いや引き出しを持っ

るかが課題になるだろう。

ていることに気づいた。
ボランティア講師の依頼に共に行った後、携帯にお

3 サポーター B

礼が届いて嬉しいと思い、丁寧な人だと思った。

（3）SA-SDMに関わって良かった点、
難しかっ

（1）モデル試行への参加

た点

FAから事業所にDM候補者の依頼があり、その中で
決まった人の担当をしていたため、関わることになっ

ⅰ）サポーターにとって
DMにとっては、1対1や少人数の中で話すことが大事

た。SA-SDMのことは知らなかったが、自分の意思で決

だが、施設ではなかなかできない取り組みで、家族だ

めることは大事だと思っていたので、資料を読んで関

と急かしてしまう傾向にあるため、第三者で、待つこ

心を持ち、勉強のためにも参加することにした。
普段関わっていない人が関わり、支援の輪が広がる

とができる人との関わりが大切だと感じた。

ことが大切だと思ったので、支援員として口を出すこ

また、人は何才になっても成長できると心から感じ

とは極力控えた。

ることができた。
一方、DMの都合やサポーターの事情等でDMと会う

（2）印象に残る出来事

時間の調整がつかず、進捗が滞ったことや、緊張が原
因かもしれないが、DMが言葉では「わかりました」と

DMが絵を描くことは知っていたが、広島の原爆ド−

理解を示しても、実際には分かっていなかったことや、

ムをスケッチしたいという希望が出た時に、普段はど

文章で示しても理解が難しかったことがあった。

こかに行きたいと話すことがないので、「本当は行きた

ⅱ）DMにとって

い所が色々あるんだ」と思ったことが印象に残ってい

SA-SDMのような1対1の取り組みで、DMの希望を拾

る。同様にパソコン教室の希望が出た時も「パソコン

い上げて実現する取組みは、知的に障害のある人には、

をやりたいんだな」と思った。

日常生活では経験できないことだと思う。SA-SDMを通

（3）SA-SDMに関わって良かった点、
難しかっ

して、多くの初めての経験をしたが、何事も経験しな

た点

いとできるようにならないし、経験することでDMの自
信になったと思う。

ⅰ）サポーターにとって

DMはインターネットを希望しているが、自宅にPC

支援員としてはDMのことを分かっているつもりだが、

が無いことや、インターネットの使用による危険の回

知らない部分を知るつもりで、ミーティングで口を出

避が今後課題になると考えている。

さないようにしたところ、広島に行きたいなど希望を
知ることができた。
SA-SDMは、日常的に関わらない人による活動で、そ
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の活動を、日常的に関わる自分が知らないわけではな

4 考察と今後の課題

いという点がユニークで、新しい関わり方だった。普
段は基本的には作業支援を行っており、プライベート

（1）SA-SDMが求めるもの

で関わることは無いので、SA-SDMを通して同じ目標を

SA-SDMの試行のプロセスは、FAから講師に報告さ

持って関わることができたことが良かった。
ただ、支援員として日中の活動の中でできることに

れ、フィードバックを得て継続された。FAが述べてい

は限りがあるため、本人が望んでもどこまでお手伝い

たように、このモデルでは成果を出すことよりも、DM

できたか分からず、その点ではサポーターが複数いて

が自分の希望を実現するプロセスに主体的に関わる

良かった。

ように働きかけることが求められており、そのために、

ⅱ）DMにとって

FAには、質問を通してDMの希望を明確にする技術や、
DMとサポーターや協力者をつなげる役割が求めている。

DMは、家族への遠慮もあって、旅行に行きたいけれ
ど行けないだろうと、どこかで諦めていて敢えて希望

（2）DMのエンパワーメント

を言わないでいたと思うが、SA-SDMをきっかけに「広

SA-SDMの試行を通して、それまで寡黙だと思ってい

島に行きたい」と言えたのだと思う。

たDMが、自分に関心のあることだと雄弁になることや、

SA-SDMに関わることで、FAやサポーターが情報提
供やアドバイスを行うなど、DMを支えてくれる人が増

パソコン教室の団体名を考えて申請したこと、携帯電

えて支援の幅が広がり、実際に叶った希望があるので

話で漢字を検索して文章を作成すること、お礼のメー

良かった。また、普段は人に頼らず自分でやろうとす

ルを送る気遣いができることなど、長年関わってきた

ることが多いため、誰かの助けを得てやりたいことを

サポーターも知らなかったDMの新しい側面や力が表れ

実現できた経験は、彼にとって良かったと思う。

た。また、作業場面では出ることの無い本人の希望や
思いが表出された。これらは、DMが元来自分で持って

一方で、制度を使って旅行に行くとなると、家族と

いる力や思いであっても、その力を生かしたり、他者

の話し合いも必要となるだろう。

に伝えたり、認められる機会は少なかったのはないだ

（4）その他

ろうか。
また、製品の販売や旅行など、自信がないことや、

DMに限らず、自分の希望を言えているようで言えて
いない人は多いと思う。例えば旅行についても、多く

半ば諦めているかもしれないことでも、1対1や少人数

の人は自分で計画して旅行に行くという発想そのもの

の中では話すことができ、ほめられることで自信をつ

がなく、発想がないとやりたいとも思えないでいると

けていた。

思う。誰かの助けを受ければ、もっとやりたいことが

集団で行動することが多い知的に障害のある人に

できると分かれば、
「できるならこれをやりたい」とい

とって、プライベートでの1対1の関わりや、自分の希

うことが出てくるのではないかと思った。一つでも希

望のために人が集まるという経験はこれまで少なかっ

望が叶うという経験が大切なので、希望が出せて、そ

たと思われる。本人の希望に基づき、信頼できる人が

れが実現するという経験を積み重ねて欲しい。

関わることで、エンパワーメントが促進されたと考え
られる。
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（3）家族との関わり

では、職員として行うことの難かしさも語られている。
さらに、コーチング・メンタリングの問題もある。

今回の事例では、FAから家族への配慮が強調された。
DMの希望が、一人暮らしや仕事を変えるなど、DMの

FAは、講師とのメールを通した指導や仲間のFAのア

生活を大きく変化させることではなかったことや、宿泊

ドバイスが、プロセスを進める上で重要だったと述べ

を伴う旅行についても具体的な取り組みに至らなかっ

ているが、講師とのやり取りは英語で行われたため、

たので、大きな課題にはならなかったと言える。しかし、

言葉の問題が大きいことは想像に難くない。また、日

今回の経験を通してパソコンの購入などをDMが希望す

本でコーチング・メンタリングを行うには、SA-SDM

れば、DMの金銭を管理している同居家族への説明や話

を深く理解し、FAのモチベーションの維持や指導、プ

し合いが求められるであろう。

ロセスの進行を支えるだけではなく、障害者の暮らし

SA-SDMでは家族の参加は必須ではないが、参加しな

や地域にも明るいことが望ましく、現実にコーチング・

い場合は、FAもしくはサポーターのいずれかが家族と

メンタリングを行える人材については、今後の課題と

面識や関係性がある方が、家族の理解を得やすいと考

言える。

えられる。いずれにしても、FAやサポーターは、SASDMの趣旨や目的を理解して取り組むことが必要で、

5 おわりに

DMに不要な不利益が及ばないように細心の注意が求め
られる。

国内の試行事例が少なく、今回取り上げたのも1事例

SA-SDMが外国で開発されたモデルだけに、日本で取

のみであり、一般化することはできないが、今回の事

り組む際には家族への配慮や特に同居家族との関わり

例では、DMは支援を受けて希望を実現するプロセスを

などについては、慎重に検討する必要があると考える。

通して新たな経験をし、自らを表現し、自信を回復す
るなどエンパワメントされていた。その一方で、家族

（4）SA-SDMの担い手

との関わりや担い手の問題等、多くの課題が示された。

これまでに、研修等を経て複数人が試行に取り組ん

SA-SDMを忠実に行うことは、国や文化の違い等から

だが、6か月間のプロセスを終了したのは、インタビュー

難しい部分があるかもしれないが、これまで日本の障

対象者を含めて3名と極めて少なく、FAからは、ボラ

害者福祉の領域では保護や指導を重視し、本人が希望

ンティアベースで継続することの難しさや、ミーティ

することを本人が実現できるように支援するという当

ングに新たな人を誘うことの難しさが示された。

たり前のことが、十分になされてこなかったのではな

サポーターからは、限られた人の中からマッチング

いかと考えると、SA-SDMから学ぶことは多い。今後支

をすることが今後の課題と語られていたが、そもそも

援者が、福祉を必要とする人と共に歩むためには、こ

知的障害を持つ人は、家族や仕事で関わる人以外の友

の当たり前のことを当たり前に行うことや、そのこと

人・知人のつながりが少なく、限られた人間関係の中

が理解されるように、身近な地域や人々に働きかける

でサポーターの担い手を探し、さらにマッチングを考

ことが望まれているように思えてならない。
SA-SDMのプロセスに即した分析が、今後の課題であ

える必要があるため、一朝一夕に解決できる問題では

る。

なく、人間関係そのものを広げる取り組みが求められる。
また、事業所の職員がサポーターを担うことについ
て、モデルでは以前の担当職員など、現在は直接関わり
の少ない人が望ましいと考えられている。インタビュー
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上西 一貴
ク学会（2013）の示す展開過程では終結のあとにフォ

キーワード：援助、開放系、無限定性、見守り

ローアップが位置づけられている．この点がソーシャ
ルワークの終結をとらえることを難しくする一因であ

１．はじめに

ると考えられる．これはソーシャルワーカーがどこま
ですべきか（しているか）というソーシャルワークの

本論文ではソーシャルワーク展開過程の終結局面を，

守備範囲に対する問題提起でもある．ここからは，い

コミュニティソーシャルワークと見守りを手掛かりに，

ま重要視され実績を重ねてきているコミュニティソー

援助過程の閉鎖系―開放系，援助関係の限定性―無限

シャルワークの実践を想定しながら，終結を明確にす

定性の視点から考察していく．

ることが困難となる一因を考察していく．

ソーシャルワークには実際の援助を一般化して説明
するために展開過程が設定されている．展開過程は「あ

２．地域への期待とコミュニティ
ソーシャルワークへの期待

る目的に向けられた体系的な一連の行為」（高田 1979：
162）であり，たとえば日本ソーシャルワーク学会（2013：
144）は①インテーク，②アセスメント，③プランニン

１）自分らしい暮らしを最後まで続けら
れる地域

グ，④インターベンション，⑤モニタリング，⑥エバリュ
エーション，⑦終結，⑧フォローアップ，の8つの局面
から展開過程が構成されているとしている．

厚生労働省は「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支

これらのことからわかるように展開過程は目的的で

援の目的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で，自

順序があるという特徴をもつ．ただし順序に関しては，

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

不可逆の一方向直線的ではなく，必要に応じて各局面

よう，地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域

に立ち戻ることができると一般的に理解されている．

包括ケアシステム）の構築を推進」することとしている．

展開過程からも読み取れるように「すべてのソーシャ

地域包括ケアシステムは基本的に高齢者を対象として

ルワーク・サービスは，ゆくゆくは終わりを迎える」

いるが，高齢者は年齢を基準とした属性だから，年齢

（Fortune 2009：627）といわれる．しかし，
「今日の福

が65歳を超えれば誰でも高齢者というポピュレーショ

祉サービスの実情を考えると，終結の時期を明確にす

ンに包含される．地域包括ケアシステムが「住み慣れ

ることが困難な事例が多く存在する」（倉石 1999：101）

た地域で最期まで」としていることから，このことは

ことが指摘されている．たとえば日本ソーシャルワー

高齢者になる前の人，つまりすべての人々に一般化さ
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れているといってもよい．実際，地域共生社会の実現

地域共生社会や地域包括ケアシステムはすべての人

に向けて，障害者や子ども，複合課題にまで対応でき

（機関）が自ら主体となって生活しやすい環境をつくり
維持していこうとするものである．このようなことが

るよう普遍化していく流れとなってきている．
この地域共生社会については，少子高齢化などの影

わざわざ謳われているのは，可能な限り住み慣れた地

響から生活の機能を維持するための支え合いの基盤が

域で，自分らしい暮らしを続けていくことにハードル

弱まっているとの問題意識のもと，
「制度・分野ごとの

がある人もいるからである．地域の構成員である住民

『縦割り』や「支え手」
「受け手」という関係を超えて，

とともに，社会福祉制度サービスやソーシャルワーカー

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画

にはこのハードルを取り除いたり，あるいは低くした

し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』

りする役割を担うことが期待されている．

つながることで，住民一人ひとりの暮らしと生きがい，

ここでは地域の構成員が主体となること，人と人，人

２）自分らしい暮らしを続けることを支
える実践

と資源が「つながる」ことが強調されている．これは

可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることが困

「つながらない」ことが拡大し，また問題化しているか

難な人々が確実に存在する．そのような人が生活を続

地域をともに創っていく社会」を目指すものである．

らである．たとえば文京区平成28年度文京区障害者（児）

けていくためには，住民だけでなくその人の否定的な

実態・意向調査報告書では知的障害がある人へのイン

状態・状況を改善する地域福祉コーディネーターなど

タビューの分析結果から「一人もしくは家族との間で

の専門職も必要とされる．

コミュニティが完結してしまいがちであり，地域との

東京都社会福祉協議（2017：6）は地域福祉コーディ

自発的なつながりが希薄であるという課題が浮かび上

ネーターを，「『①個別支援』『②小地域の生活支援の仕

がった」ことが指摘されている．この指摘は人と資源

組みづくり・地区社協の基盤づくり』『③小地域では解

がつながっていたとしても，人と人がつながっていな

決できない課題を解決していく仕組みづくり』という

いことが課題であると解釈することができる．

三つの役割を担い，一定の小地域圏域にアウトリーチ

ジェネラリスト実践／モデルがソーシャルワークの

して，住民と協議して問題解決に取り組む社会福祉協

説明として一般的に用いられるに伴い，ソーシャルワー

議会のコミュニティワーカー（専門職）」と定義してい

クのつなぐ（リンケージ）機能とソーシャルワーカー

る．このように地域で実践するソーシャルワーカーは

のブローカーの役割が期待されるようになった．当初，

個人から団体，地域までの様々な対象に直接的あるい

つなぐが意味していたものは人と資源をつなぐことで

は間接的な支援を展開している．

あったが，いまコミュニティソーシャルワークの実績

また大橋（2015：27-28）はコミュニティソーシャルワー

をみれば，人と人とのつながりをもカバーしていると

クの機能として，①アウトリーチ型のニーズキャッチ

いえるだろう．とくに人と人とのつながりを「関係」

機能，②家族全体を支援する相談支援機能，③自己実

と言い換えることもできる．

現型ケア方針の立案機能，④コーディネート機能，⑤

このようにいま，人が生きていくための他者との関

継続的に対人援助する機能，⑥福祉サービス開発機能，

係が強調されている．そしてこの課題に対する社会福

⑦ソーシャルサポートネットワークづくり機能，⑧ピ

祉の意義も強調されている．それは制度・政策のみな

アカウンセリング活動の組織化を図る機能，⑨フォー

らず，当然，実践者の1つであるソーシャルワーカーの

マルケア確立機能，⑩ソーシャルアドミニストレーショ

意義も問われている．

ン（市町村社会福祉行政の管理運営）機能，⑪市町村
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地域福祉計画策定機能をあげている．これらの機能は

えすぐに問題解決や状況改善に至らなくても，またた

すべての事例にすべてが当てはまるとか，1人のソー

とえそのかかわりが『援助』というかたちにならなく

シャルワーカーがすべての機能を担う必要はないとさ

ても，クライエントとの関係から『降りない』という

れる．

こと，すなわち，それでもクライエントとその状況に『か
かわり続ける』ということ」（空閑 2012：6）がソーシャ

地域において個人レベルで「自分らしい暮らしを人

ルワーカーに求められる．

生の最期まで続けること」が目標とされるならば，継

住み慣れた地域での生活を継続することを援助する

続的に対人援助する機能は重要な機能として位置づけ

ことや，援助というかたちをとらずともかかわり続け

られる．

るという姿勢は，ソーシャルワークにおける終結と相

か つ てPerlman（1957=1966：4） は『 ソ ー シ ャ ル・
ケースワーク

反するのではないのかという疑問が生じる．

問題解決の過程』のなかで「ソーシャ

ル・ケースワークは，人々が社会的に機能するあいだ
におこる問題をより効果的に解決することを助けるた

３．援助をとらえる2つの対象

めに福祉機関によって用いられるある過程である」と
あらわした．このような援助の場合，
「その人自身が，
問題を明確にとらえていなければならない」（Perlman

１）援助過程：閉鎖系と開放系

1970=1980：136）．
コミュニティソーシャルワーク実践ではこのような

まず援助過程の終結に着目する．前述したように，

パターンには当てはまらない事例が少なくない．なぜ

ソーシャルワークの展開過程には目的的で柔軟な順序

ならアウトリーチが機能の1つとされているからであ

があるという特徴をもつ．目的的であるという点で終

る．アウトリーチによって（あるいはネットワークから）

わりが想定されているはずである．ところが，終結が

否定的な状態・状況にある人を発見してその人にアプ

見えにくいと指摘されている．この背景には援助過程

ローチする場合，その人が援助を拒否することが想定

をとらえる2つの視点が関係していると考えられる．

できる．その人はソーシャルワーカーが一方的にクラ

Combs（1978=1985：119-131） は 援 助 者 が 人 の 問

イエントにしようとしているのであって，本人が援助

題に対処する際に選択できる考え方を閉鎖系（closed

を了承するつもりどころか必要すら感じていない場合，

system）と開放系（open system）の2つの形式に分類

本人はクライエントになってない．

している．これら2つの「系」はどちらが優れていると

また，コミュニティソーシャルワークの事例では問

いうものではくどちらが適しているかによって選択さ

題の解決に長期間を要する場合や，そもそも解決でき

れる．

る問題ではないことも少なくない．

まず閉鎖系は「できるだけ明確な用語で最終目標を

このようにコミュニティソーシャルワークの実践で

定めることによって進行し，それからその目標に達す

は単純な問題解決のモデルでは説明しきれない事例が

るための機構をうちたてる」
（Combs =1985：119）も

多く存在している．空閑（2012：5）がクライエントの

のである．この特色により目標達成のための手続きが

問題を単に取り除くべきあるいは解消すべきであるも

確立され，目標の達成という基準をもとに評価をする

のとしてのみとらえることは誤りであると指摘するよ

ことが可能となる．閉鎖系における目標は事前に設定

うに，このことはコミュニティソーシャルワークに限

することが可能な，「べき」や「しなくてはいけない」

らず一般化しつつある．このような実践の場合，
「たと

というものであり，それゆえにそれが実現しているか
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そして2つ目は専門職的関係を前提としていることで

をチェックすることができる．
一方，開放系は「明確な目標なしに始まる．それは

ある．ソーシャルワーカーは専門職として社会から認

問題に直面して進行し，それから解決を探し求めるの

められることをめざしてきた歴史がある．その過程で

であって，解決の性質は前もって明瞭に認識されえな

専門職的関係というソーシャルワーカーとクライエン

い」（Combs =1985：119）という思考である．開放系

トとのあいだの関係が考案された．ここでは専門職的

における目標は事前に設定できない場合も多く，また

関係を「専門職である援助者と被援助者との契約に基

一般的な用語でしか規定できない．Combsはソーシャ

づいた援助過程実施のための関係で，かつ有期の関係

ルワーカーによる援助を開放系の思考であると位置づ

のことであり，契約によって定められた事由によって

けている．

終結可能な関係である」と仮に定義する．

開放系では目標を設定していく作業も一連の流れに

ところが援助関係が本質的に人と人との関係である

組み込まれている．この点については展開過程のアセ

ことによって専門職的関係には現実性に限界があると

スメントやプランニングであるといえる．しかし開放

指摘できる．ソーシャルワーカーの援助とおなじく社

系における目標に対する結果はたとえば「よくなった」

会福祉の援助であるケア（介護）について，市野川（2000：

というような一般的なものにしかならないため，それ

123-124）はPersons（1951=1974：72-73）の示した役割

を具体的に言語化しなければ評価ができない．目標が

規定のパターン変数の1つである限定性（speciﬁcity）と

柔軟であるためにどのタイミングで，どのように評価

無限定性（diﬀuseness）をもとに，ケア（介護）が業務

するかが難しくなる．このように援助が開放系である

時間に行われるという点で限定性の範疇に入るように

以上，終結が明確になりにくいという特徴をもってし

みえるが，実際は業務時間外にもケアを受ける人のこ

まう．

とを気づかわなければならない側面をもつという点で
トータルな関係を求められることを指摘している．こ
の点でケア（介護）は限定性と無限定性の両方の性質

２）援助関係：限定性と無限定性

をもつといえる．
次に援助関係の終結に着目する．Pincusら
（1977=1980：

他の例として，安藤（2017）は里親が家族的文脈と

134）は援助の終結に向けてソーシャルワーカーがしな

福祉的文脈の交錯する点に位置づけられるとして，そ

ければならない事項として，変革努力の自己評価，関

のために限定性が生じ，無限定性を前提とする家族的

係の解消，変革努力の安定化の3つを提示している．こ

文脈とのあいだに葛藤をもたらす可能性を指摘してい

こにあげられている関係の解消，つまり援助関係の終

る．さらに限定性を時間的限定性と関係的限定性の2つ

結を提示するために必要な前提が2つある．

に分けている．
これら限定性と無限定性の論点はソーシャルワー

まず1つ目はソーシャルワーカーとクライエントそし
て関係する他のシステムとの契約（約束）を前提とし

カーによる援助の場面にも適用されると考えられる．

ていることである．契約は書面に署名したり捺印した

前述したようにソーシャルワークでは専門職的関係と

りするフォーマルなものとは限らない．形式がフォー

いう（少なくとも）二者間の関係が設定されたのであ

マルであろうがインフォーマルであろうが，より根本

るが，その背後にはもう1つの関係が潜在的に存在して

的にソーシャルワーカーとクライエントの両者が約束

いる．そのもう1つの関係は専門職的関係を設定した際

を履行する義務を負っているという点をあらわす用語

の説明から読み取ることができる．
Aptekar（1941=1968：52）は専門職業的な関係（専

である．
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図１ 援助関係の分解
出所：筆者作成

門職的関係）には目的的であるという特徴があり，日

係の補集合として個人的関係は残り続けていると考え

常生活における人と人の関係とは異なることを強調し

られる（図１）．つまり2つの関係は「専門職的関係が

ている．Pincusら（=1980：104-105）も同様に専門的関

あるならば個人的関係がある」という関係性にあると

係（専門職的関係）と人と人との関係である個人的関

いえる．
前述したようにAptekar（=1968）は専門職的関係と

係を区別している．岡村（1983：142）は人と人との関
係を信頼関係として，目的的な援助関係（専門職的関係）

個人的関係との差異を強調しているが，一方である程

を設定している．

度友情の特徴をもっていることも認めている．このこ
とは2つの関係の関係性を示している．

これら3つの関係に関する考え方はすべて人と人との
関係である個人的関係では専門職の援助関係とはいえ

専門職的関係が目的的であるように限定性は意図的

ないという主張をもっている．そのため援助のための

に設定されるものである．逆に無限定性は非意図的に

専門職としての限定的な関係を設定し結ぼうというも

自然と生じてくるもので意図的に消すことは不可能で

のである．専門職的関係は限定性，個人的関係は無限

ある．しかも援助で扱われる対象は否定的な状態・状

定性の性質をもつ．

況であるため，心配という関心をもちやすい．

ソーシャルワークが専門職化をめざした過程とあわ
せて考察すれば個人的関係から専門職的関係へ変革し

４．開放系・無限定性の援助

たようにみえる．しかし，相手の存在を頭のなかから
消去しない限り無限定性の個人的関係は消すことがで
きないはずである．そのことを考えれば，専門職的関

１）地域における見守り

係の設定により個人的関係が排除されたのではなく，
援助関係が専門職的関係と個人的関係に分解してとら

見守りは「見守る」という行為とそのしくみや形で

えられるようになったというだけであり，専門職的関

あるから，様々な目的がありうる．また，地域住民を
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表１ 見守りの方法
① 緩やかな見守り

・地域住民や民間事業者が日常生活，日常業務の中で，いつもと違う，なにかおかしいと感じる人がいたら，
専門の相談機関に相談するなど，地域で緩やかに行う見守り活動．

② 担当による見守り

・定期的な安否確認や声掛けが必要な人に対して，民生・児童委員，老人クラブ，住民ボランティアが
訪問するなど，担当を決めて定期的に行う見守り活動．

③ 専門的な見守り

・認知症，虐待など対応が困難なケース等に対して，地域包括支援センター，高齢者見守り相談窓口等
の専門機関の職員が専門的な知識や技術を持って行う見守り．

出所：東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課（2016：3）

対象とした見守りを想定する場合，見守る人と見守ら

な見守りは，主に対応拒否，家族による虐待，認知症

れる人は同じ地域に住んでいるということ以外の属性

など，困難な課題を抱えている高齢者等に対して専門

に関しては多様になる．このようなことから見守りは

的知識を生かして行う見守り」として専門的見守りが

多種多様な形をとり存在していることになる．

説明される．
緩やかな見守りは地域住民あるいは民間事業者など

小林（2011：303）は「『虚弱』
（バルネラブル）な人々」
を対象者とした見守りを想定して，見守りの行為のタ

によって「郵便物がたまっているか」など日常生活や

イプを見守り対象者が緊急状態にある（と考えられる）

日常業務のなかでさりげなく行われ，必ずしも見守り

場合の「安否確認」と，日常生活状態の確認という意

対象者を特定する必要がない．担当による見守りは定

味での「状況確認」という2つに分類している．この見

期的な見守りが必要な特定の人に対して地域住民の一

守りのタイプは緊急度が軸となっている．

部が担当と役割をもって行うものである．専門的見守

次に見守りの主体（誰が見守るか）に着目して，東

りは専門機関の職員による見守りであること，専門知

京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課（以下，東

識を用いること，いわゆる困難事例を対象とすること

京都）
（2016：3）は高齢者を対象として想定した地域

で他の見守り方法と区別される．
前述したようには対象者の状態・状況によってこれ

で行われている見守りの方法を，①緩やかな見守り，
②担当による見守り，③専門的な見守り，の3つに分類

ら3つの見守り方法が単独もしくは組み合わせられて

している（表1）．これらの3つの見守り方法は「相互に

見守りが実施されていく．見守りはまさに「可能な限

機能分担し合っており，見守りが必要な人に合わせて，

り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期

様々な組み合わせ」（東京都 2011：3）をとるとしている．

まで続けることができる」ようにするためのサポート

見守りを単純化すると，見守る人と見守られる人の

である．ある人に対する見守りが実施されているとき，

二者関係になる．実際には見守りネットワークなどと

緩やかな見守りの場合は「日常」の範囲内での気づき

呼ばれるしくみとして展開されているので二者とは限

の程度であるため無限定性であるといってよい．しか

らないし，むしろ1人の対象者を多数の人が見守ってい

し担当による見守りと専門職による見守りは限定性の

ることが通常である．

側面ももつようになる．
そして専門職による見守りの場合，たとえば安否確
認など緊急時の対応について，その部分のみ切り取

２）専門職による見守り

れば閉鎖系としてとらえることができるが，専門的見
守りとしての状況確認などの定期訪問は開放系である．

東京都（2016：4）によれば「地域包括支援センター

また，そもそも見守りという仕組みは「気にかける」
「関

や高齢者見守り相談室窓口等の専門機関による定期的
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られる．

心をもつ」ことが基本にあるため限定性と無限定性の
中間的な性質をもっている．この点で見守りではソー
シャルワーカーの実践でありながら開放系と無限定性

５．おわりに

の性質により終結を見出しにくくなっているといえる．

ソーシャルワークの援助のモデルはソーシャルワー

３）関係形成・維持を目的とする援助

カーとクライエント（として自覚のある人）の二者間
見守りの終結しにくさは，見守り対象者の生活を維

が基本単位となって問題解決をするという一般化がさ

持しながら異変をキャッチするという見守りの目的に

れているため，実践をうまく説明できない場合もある．

起因する．

とくにソーシャルワーカーによる援助はその過程が開

奥田（2014：65-66）は援助（支援）を問題解決型と

放系であり，しかもクライエントの否定的な状態・状

伴走型に分けている．問題解決型は急性期の対処・処

況を扱うためクライエントとの関係が無限定性の性質

遇を指し，伴走型は関わり始めたそのときから始まる

をもちやすい．このようなことが展開過程における終

向き合うこと，関係すること自体を指している．

結が見えにくくなる一因であると考えられる．

伴走型は1人の伴走者が関係し続けるのではなく，本
人の状態・状況によって徐々に担い手を変えていくべ
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麗

中国農村部の子どもへの学校統廃合の影響
―内モンゴル自治区寄宿制学校調査を手がかりにして―
福祉社会開発研究センター
子どもユニットRA

麗 麗
キーワード：農村、農牧区、学校統廃合、寄宿制学校

部教育開発」等のプロジェクト、「中国児童発展要綱
（2001 〜 2010）」、「中国児童発展要綱（2011 〜 2020）」
の推進が示された。

一．研究の背景と目的

2001年、国務院「基礎教育改革と発展に関する決定」
（以下「決定」と略す）では、
「各地域の状況に合う（因

１．農村部における「九年義務教育」
実施の歴史

地制宜）教育配置調整をし、小学校は就近入学、中学
を相対的に集中させ、教育資源配置の優れ、合理的な

中国は、改革開放が行われた1978年以降に、中央政

規劃と学校配置調整をする。農村小学校は生徒の通学

府が教育改革に着手し、1986年には義務教育法を定め、

可能な範囲を前提として、適応に統合する。必要に応

全国的に「九年義務教育」1 を実施した。当時は、農業

じて寄宿制学校づくりを許可する。」と定め、これを実

大国である中国の農村人口が全国人口の半数以上を占

施することにより、中国における農村の小中学校配置

めていた。また「九年義務教育」の普及は都市部に比

調整は、全国的に実施されることになった。

べると、農村部ははるかに遅れていた。1993年中国共

２．「九年義務教育」の実施と研究の意義・
目的

産党大会は、「中国教育改革および発展綱要」を発表し、
2000年までに「九年義務教育」の普及と青少年非識字
率を減らすことを目標にし、全国の農村部に学校建設

中国で国家方針として進められてきた大規模な学校

を推進し、とくに農村貧困地域や少数民族地区に多く

配置調整についてはいくつかの論点がある。張 3 は、
「格

の学校がつくられた。

差是正や教育水準の向上、基礎教育 4 の普及に大きな成

教育部は、2001年の人民代表大会での方針を受け、
「全

果をもたらしているという評価が一般的である。
」と述

面教育事業第十次五ヶ年計画」を制定した。この計画

べている。しかし、農村部や少数民族地区における学

では、2005年までと、2010年までの二段階の具体的な

校の統廃合の実施により、
「農村部の学校教育水準が総

目標が設定され、義務教育普及の完成と非識字率の一

合的に向上したが、貧困地域や僻地における教育水準

掃の他、「素質教育 2 」、「国家貧困地域義務教育」
、「西

はまだ低い。このような農村部の学校の子どもが教育
問題のみならず、他に様々な問題を抱えている。」とい

1

九年義務教育：義務教育を小学校6年と中学校３年をあわせ九年義
務教育という。

2

素質教育：教育受ける側の諸方面を高めることを教育目標とした教
育の方式。思想道徳の素質、能力、個性、身心の健康等を重視した、
応試教育と相反対である。
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う指摘もある。5

示のもとで、同時期に全面的に実施されている。とくに、

また、「農村学校の寄宿舎の整備不足、学校統廃合後

中央政府の「西部大開発」8 と都市化に力点を置いた計

のクラスの大規模による教師の負担が増大している点

画の実施によって、内モンゴル自治区にも大きな変化

等が各農村地域に多くみられるようになっている。」と

をもたらした。この時期からは、地域の開発、教育環

6

境の整備が重視され、農村地域や少数民族地区の教育

農村の学校配置調整による学校統廃合について、野

への投資を大幅に増加し、学校配置調整 9 が推進されて

周 の調査報告は、指摘している。

村ら 7 は、「学校中心に形成された地域のコミュニティ

いる。
以上のような理由から、内モンゴル自治区の農牧区10

の影響が懸念される」と指摘している。
さらに、近年では中国の子どもたちの問題として顕

の学校配置調整による学校統廃合を検討することは、

在化してきた農村留守児童問題が、社会的な問題と認

中国の少数民族地域のモデルとしてのみならず、中国

識されるようになった。この問題を解決するため、農

農村部における学校統合が子どもの暮らしに与えた影

村寄宿制学校は新たな役割を担う可能性があると考え

響と、その結果急増する寄宿学校の実態とその課題を

られているという指摘もある。

明らかにできる可能性がある。

つまり、この時期、義務教育の普及と急速な学校の

中国農村部の学校統合と寄宿学校制度の整備を考え

建設、その一方で統廃合される学校も多くなり、地域

ることに意味あるものと考えられる。

と子どもの成長などに様々な影響を与えているといえ
る。

二．内モンゴル自治区の農牧区で
実施された学校統廃合と寄宿制
学校

本研究は、中国農村部における学校統廃合と寄宿制
学校が子どもの暮らしに与えた影響を明らかにするた
めに、中国社会の状況と教育政策、教育制度、教育体
制を整理することを目的とする。しかし、中国は政府
の政策と地域での実態が異なることが多くあるため、

１．中国における少数民族政策

子どもの暮らしに強く影響を与える地域の小中学校の
統廃合を行政調査や現地でのヒアリング調査などを手

中国は漢民族が圧倒的に多数であり、その他の55民

がかかりにしてその実態を明らかにしたいと考える。

族は、「少数民族」と言われている。2010年の全国規模

本研究で対象にする内モンゴル自治区は、筆者の出身

の人口調査では、少数民族の人口は1億643万人であり、

地であり、教員としての勤務経験もあることから、資

全中国人口13.6億人の中で占める割合は8.4%しかいな

料の入手と調査の実施が可能であり、研究のフィール

い。だが、少数民族の全人口に占める割合の低さに対し、

ドとした。また、本研究において、この地域の妥当性
については、これらのプロジェクトが、中央政府の指
8 「西部大開発」
：沿海部と内陸部との経済格差是正や、少数民族地区
の政治的・社会的安定を狙い、同時に内陸部への積極的な外資導入
を図ろうとするものである。沿岸地区に比して開発が著しく遅れて
いる中国内陸の西部地区を重点的に開発するため、2000年に大規模
開発を進めようという国家プロジェクト。同年8月、内モンゴル自
治区が対象に追加された。

5

蘇于君「中国農村学校教育政策の展開と農村学校教員の教育場にお
ける知恵と葛藤」2015年 P5 〜

6

周 洪新「城鎮化過程の農村小中学校撤点併校問題研究―山東省N
県の調査分析から―」2013年

9

7

野村 理恵・森 傑「中国桂林市5区における小学校における再編
経緯と住民意識の分析」公益社団体法人日本都市計画学会都市計画
論文集VOl.46 No.3 2011年10月

10 農 牧 区： 主 に 伝 統 の 農 業 と 畜 牧 業 が 経 済 収 入 に な る 生 活 方
式の農村部地域を指し、内モンゴルでは畜牧業兼農業地域が多いた
め、農牧区と呼ぶ。
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学校配置調整：中国語では、「学校布局結構調整」という。主に小
中学校のことを指す。

中国農村部の子どもへの学校統廃合の影響―内モンゴル自治区寄宿制学校調査を手がかりにして―／麗

その居住地域の広さは中国総面積の約64％を占めてい

麗

の市）、17県、49旗、3自治旗がある。

る。

1980年8月9日に、中国共産党国務院、教育部と民族

中国の少数民族の分布状況の特徴としては、以下の6

委員会により「少数民族教育の強化に関する意見」が

点が挙げられる。

承認された。また、1982年10月18日、教育部は中国新

①人口少ないにもかかわらず広大な地域に分布して

疆ウイグル自治区イリのカザフ自治州において、「全国

いる。②西部地区の山地、高原、草原等の自然条件、生

牧畜地区・山間地区における少数民族寄宿制小中学校

活環境が厳しく人口が希薄なところに居住し、天然資

の経験交流会｣ を開催した。この会議では、内モンゴ

源が多く埋蔵されている。③多くの少数民族は国境に

ル自治区におけるモンゴル民族の寄宿制学校制度が主

居住している。④大分散、小集居、交錯雑居とういう

たる議題となった。その結果、少数民族地域における

民族分布の状況である。⑤少数民族人口の３分の２は

寄宿制学校の有効性が認められ、同年12月20日に教育

各民族が「民族区域自治」を実施できる「民族自治地方」

部は、「全国牧畜地区・山間地区における少数民族寄宿

に集中している。⑥３分の１は当該民族の「自治地方」

制小中学校の経験交流会紀要」を出した。それを受けて、

ではなく、全国各地の都市や農村に分散している。

内モンゴル同様、実行も少なく居住地の分散している

すなわち、中央政府は少数民族の問題を解決する政

全国の少数民族地域に、内モンゴルにおける寄宿制民

策の一環として、少数民族地区自治の方針を採用して

族学校方式を普及させる決定がなされたと烏12 は述べて

いるとみられる。11

いる。
前述のように、2000年、中国の多くの地域では「九

この方針の原則は、1954年中華人民共和国憲法（以
下憲法という。
）において少数民族自治地方を自治区、

年義務教育」が基本的に普及された。ただし、中西部

自治州、自治県と規定した。

ではまだ普及されておらず、 両基

13

攻堅任務完成のた

また、憲法第3条では、「中華人民共和国は、統一さ

め、国家は中西部への援助率を高め、「西部地区農村寄

れた多民族国家である。各民族、すべて平等である。

宿制学校建設工程の実施に関する方案」を制定し、100

いかなる民族に対する差別や圧迫を禁止し、各民族の

億元を投入した。これは、西地区の「両基」実施する

団結を破壊する行為を禁止する。各民族は、全て自己

ことにより、国家レベルから寄宿制学校の建設を全国

の言語・文字を使用し発展させる自由をもつ。各民族

農村地区に拡大したことを意味する。また、農村寄宿

が集居する地方では、区域自治を実行する。
」と定めて

制学校の建設を手がかりにし、農村義務教育状況の改

いる。

善をはじめ、九年義務教育の普及（以下「普九」14 と記す）
の目標を達せさせる主要な手段となった。

２．農牧区における農村寄宿制学校の
役割の変化の歴史

2001年の「決定」により、寄宿制学校は、全国の必
要とされる範囲までに拡大された。
2006年9月1日に中華人民共和国改定義務教育法（新

内モンゴル自治区（以下内モンゴルと略す）は、モ
ンゴル民族を中心とした中国の少数民族自治区の1つで
ある。地級市（地区クラスの市）
、3盟を管轄する。下

12 烏 力 更「 中 国 モ ン ゴ ル 民 族 学 校 教 育 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ に
関する研究」佛教大学大学院紀要 教育学研究科篇 第41号（2013
年3月）

級行政区単位としては23市轄区、11県級市（県クラス

13 「 両 基 」： 西 部「 両 基 」 攻 堅 計 劃 の 略 称。 国 務 院 の 批 准 に よ り、
2004-2007年に実施され、主に「西部地域では基本的に九年間義務教
育を普及させ、青年文盲をなくし、国民素質を向上させる。」を指す。

11 ハ ス ゲ レ ル 著「 中 国 モ ン ゴ ル 民 族 教 育 の 変 容 ― バ イ リ ン ガ
ル教育と英語教育の導入をめぐって」株式会社 現代図書 2016年
2月28日 第１刷発行

14 中国語でいう「普及九年義務教育」を略して、
「普九」という。
「九年間の義務教育を普及させる」という。
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法）が施行された。第3章17条では「県級の人民政府は、

村留守児童の問題を解決する重要な手段になることが

地元毎に寄宿制学校を成立し、旧住地分散地域の適齢

意識化されたのである。

児童を入学させ、義務教育を保障する」と規定されて
いる。これに対し、董15 は、「寄宿制学校は中国少数民

三．内モンゴル自治区の農牧区に
おける学校統廃合の具体化

族地域の特性に合わせた法律的に保障された学校制度
となった。」と考えることを発表している。
寄宿制学校教育の制度化により、家庭や地域社会に

１．内モンゴル自治区の農牧区における
学校の統廃合政策

おいて長年培ってきた伝統的民族文化の大きな影響の
もとで育った学齢前の子どもたちは、学齢期になると、
子どもたちは親元を離れ、寄宿制民族学校で集団生活

内モンゴルでは、「西部大開発」や都市化建設の推進

をしながら、教育を受けて暮らすようになり、家庭内

が展開した。烏17 によると、内モンゴルの都市化18 率は

教育の期間が短縮されてしまうのである。

2000年の42.2％から2013年は56.6％までに増加した。経

16

教育部発展規劃司 の統計データによると、2013年ま

済発展型都市化の推進によって農村農牧地は土地が奪

では、農村義務教育段階の小中学校の寄宿生は中国全

われ、土地資源等の資源配分により、農牧区の住民は

国では26,100,172人、寄宿率が27.2％を上回り、内モン

居住地を失う事になる。この過程で、農牧区にある小

ゴル自治区では534,441人、寄宿率が45.7％である。

中学校の配置にも変化がおきた。
このようなことが、内モンゴルの農村部では増加し

こうした整備によって、結果として、寄宿制教育は、
農村の教育を受けられない子どもたちの問題を解決し

ており、今後さらに増える傾向である。その結果、都

たうえで、家庭代わりの役割を果たすことになり、寄

市化が進む農牧地区では農牧区の基礎学校が徐々に廃

宿舎で暮らす子どもたちと寄宿舎に暮らしてない子ど

校となる現象があらわれた。農牧区の住民が農牧地を

もたちの間の格差が縮小されることになった。こうし

失い、生活維持や子育てに関わる費用が必要になるこ

た成果が、近年社会問題となっている農村留守児童の

とによって、都市部へ出稼ぎに行く農牧区の住民が増

教育問題と義務教育の不平衡的な発展問題の顕在化に

加している。
そして、彼らの子どもが出稼ぎにいく親と一緒に都

対して、寄宿制学校づくりが注目されてきている。

市部にいき、都市部の学校に入学し、生活する事により、

このような問題の顕在化によって、寄宿制学校に新
たな歴史的な使命を与えられたともいうことができる。

子どもたちは、いわゆる「流動児童」となり、都市部

「国家中長期教育改革と発展規劃綱要（2010-2020年）」

で新たな課題があらわれてきた。一方、地元の農村に

では、農村寄宿制学校の建設を促進し、留守児童が優

子どもを残す、出稼ぎ労働者たちの親もおり、残され

先的寄宿できるように加速することが要求されること

た子どもたちを「農村留守児童」といい、近年の中国

になった。また「農村地域の学校設備を充実させ、農

農村社会の大きな問題の一つとして挙げられている。
このような農牧地住民の出稼ぎや政府の指示や、強

村の子ども、とくに、農村留守児童の寄宿環境を改善
すること」が強調されている。農村寄宿制学校は、農

17 烏 日 漢、 烏 仁 塔 娜「 内 蒙 古 城 市 化 進 程 中 農 牧 区 教 育 問 題 研 究 」
民族高等教育研究2015年5月第3巻第3期）
15 董 世 華 著「 我 国 農 村 寄 宿 制 学 校 問 題 研 究 」 中 国 社 会 科 学
出版 2015.9

18 都 市 化： 中 国 語 で は 城 市 化、 城 鎮 化 と い う。 主 に、 伝 統 的
な農業の郷村社会から工業やサビース業が現代都市社会へ漸進的に
転換する過程である。具体的に、人口職業の転換、産業構造の転換、
土地および地域の空間的変化を指す。

16 教 育 部 発 展 規 劃 司 著「2013年 全 国 教 育 事 業 発 展 簡 明 統 計 分
析」2014年版、P225

76



中国農村部の子どもへの学校統廃合の影響―内モンゴル自治区寄宿制学校調査を手がかりにして―／麗

制によって農牧区における住民の居住地の変化、生産、

麗

以上のように小中学校の統廃合により、全区内に新

生活方式が変化させられている。このようなことが当

たな農牧区小中学校型式が建設された。それは、農村

然、この地域に暮らす子どもたちの教育を受けること

寄宿制学校である。
烏日漢ら20 の調査研究によると、「農牧区学校廃合

にも影響を与える。
農牧区の学校配置調整は、主に基礎学校の廃合型で

が農牧区の教育資源放置や廃棄問題に住民の不満にい

あり、農村基礎教育資源の無駄遣い、または、農牧区

たった。廃棄された設備が再利用されず、放置されて

と都市間における基礎学校の格差を拡大したと考えら

いる状況なっている。」と述べている。

れる。農村学校配置調整による学校統廃合前後が地域

また、農村小中学校統廃合によって、農村小中学校

発展にもたらした影響に関しては、十分に議論されて

に子ども不足、教員設置の不均等も考えられる。農牧

いない状況である。また、農村部においては、教育機

区の学校廃合によって優秀な教師資源を失った。一方、

会や水準を保つことも重視されているが、都市部での

都市部や城鎮小中学校が子どもの人数飽和状況となり、

急激な都市化や流動人口を見越した対策も必要である。

教員の人数が不足している状況ともなった。

19

野村らは、 中央政府による学校配置調整を「新設型」

こうした教育機関の変化は、内モンゴル自治区の農

「移設型」
「再建型」
「改設型」
「拡張型」
「合併型」
「統合型」

牧区の経済、社会、文化、生態建設等の多面的に影響

「保留型」であると分類した。

を与えている。

本稿で使用した「統合型」とは、校舎が使用されな

近年は、流動人口の増加により、農牧区学校の生徒

くなる形。つまり、学校は近隣の小学校へ合併され、

数が激減し、学校数の減少によって小学校が遠くなり、

組織が消滅し、別の小学校へ吸収され、校舎は廃校と

中学校がもっと遠い鎮や市にあるため、寄宿舎に入ら

なった。農村学校統合の理由としては主に、農村児童

なければ、毎日の通学が不可能となった。また、流動

人数の減少、農村学齢児の都市部へ流出、農村学校の

人口や出稼ぎ者の子どもに対して、資料１「内モンゴ

教育資源の整備最適化、都市部等農村部の教育格差を

ル自治区児童発展綱要（2011 〜 2020年）」のような規

縮小させることがあげられる。

定がなされている。

前述の「決定」の発表により、内モンゴルでは広い
範囲内で義務教育学校の配置調整をはじめた。下記の

資料１

表１のように、2001 〜 2011年まで全自治区の学校数は

内モンゴル自治区はモンゴル民族が主なる中国における
辺境の少数民族自治区である。歴史的、自然環境等に
より、経済と文化的な発展水準が制約され、さらに伝
統観念の影響により、児童綱要を実施する過程が中国
のほかの地区より比較的に一定の格差がある。子ども
の優先意識が普及されておらず、児童に関する工作が
未充実の状況である。城郷間の児童における事業発展
が不均衡であり、僻地の農村牧区の児童全体の発展が
低い水準となっている。障害児の発生率と出生人口の
性別差が比較的に高い。城鎮間の義務教育発展が不均
衡、格差が大きい。就学前教育における公共資源が不足
し、普及率が低い。子どもたちも流動人口の影響を受け
ており、適切に解決されていない。社会文化の環境の中

大幅に減少したことがわかる。

表１内モンゴル自治区学校統廃合状況
年

2001

2011

小学校

9312校

2613校

中学校

1432校

808校

出所：烏日漢、烏仁塔娜「内蒙古城市化進程中農牧区教育問題
研究」により筆者作成

19 野 村 理 恵・ 森 傑「 中 国 桂 林 市5区 に お け る 小 学 校 に お け
る再編経緯と住民意識の分析」公益社団体法人日本都市計画学会都
市計画論文集VOl.46 No.3 2011年10月

20 烏 日 漢、 烏 仁 塔 娜「 内 蒙 古 城 市 化 進 程 中 農 牧 区 教 育 問 題 研 究 」
民族高等教育研究2015年5月第3巻第3期）
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に未だに子どもの成長発達に不利な消極的な要素がある。
児童発展が突発事件への解決に向け、児童の全面的な発
展と権利保護をもっと促進することが、今後の児童事業
の発展における重大な任務になっている。（略）
三、児童と福利
農村留守児童サビース機能の健全、留守児童が集中して
いる蘇木（郷、鎮）、嘎査（村）に「児童友好家園」を建
設する。農村寄宿制学校のサビース機能完備、留守児童
の心理・感情・行為に対する指導、留守児童の保護者の
監護意識や責任を高める。
「内モンゴル自治区児童発展綱要（2011 〜 2020年）」より
抜粋して筆者が翻訳。

２．内モンゴル自治区における学校統廃
合の実際
図１農牧区の子どもの就・進学の選択図（筆者作成）
＊「蒙」とは、内モンゴル自治区の略称名でもあり、
図ではモンゴル民族を示している。

内モンゴルにおける農村部には主に漢族、モンゴル
民族の人々が一緒に生活している。これらの子どもた
ちは民族や宗教等に関係なく、自分が好きな言語で教
育を受けることを選択できる。図１は、農牧区の子ど

農牧区の家庭経済状況や保護者の子どもに対す教育

もたちの就学や進学を示し、矢印は子どもの就学や進

の意識により、自分の子どもを都市部の学校に入学さ

学の選択を示している。図１のように、農牧区のモン

せる家庭も少なくない。教育熱心の保護者たちは、よ

ゴル民族の小・中学校に進学する子どももいれば、漢

り良い教育が提供されるところへ子どもを行かせる。

語学校を選択する人もいる。

次に、以上のような原因と国家政策により行われた、

都市部では、漢族の子どもがモンゴル民族学校に通う

内モンゴル自治区の農村小中学校の統廃合実態を具体

例は極めて少ない。一方、モンゴル民族の子どもは小

的な事例でみてみよう。

学校から漢語学校に通う子どもたちが増えている。こ
れは、モンゴル民族学校や子どもの人数減少の一つと

３．ウランハダ学校の統廃合

しても考えられる。近年は、モンゴル民族小学校を卒
業後、漢語の中学・高校に進学する子どもも増加しつ

内モンゴルのウランハダ学校の統廃合を事例に、実

つある。主な原因としては、まず、少数民族は、母語

態を考えてみたい。

に加えて自国語を学ばなければならず、さらに英語教

ウランハダ学校は、内モンゴル自治区通遼市ジャルー

育の強化は、少数民族の児童にとって大きな負担となっ

ト旗の東北に位置するソム（蘇木）の学校である。ウ

ている。民族学校の子どもは、小学校教育の最初の段

ランハダ蘇木は、8村を管轄し、半農半牧という生活形

階から格差が生じ、将来的に不利となるため、母語を

式である。2017年の人口は5788人、このうち16歳未満

放棄し、漢語学校を選択する児童や保護者も少なくない。

の子どもは965人である。このうち小学6年生以下は695

また、漢語で教育を受けた方が大学入試の際、大学

人であるが、現在、ウランハダ学校の子ども数は132人

や専攻の選択肢がモンゴル語で大学入試を受けるより

（2017年）になっている。

多いからである。さらに、大学を卒業後、将来の就職

ウランハダ地域では、初の小学校は1947年10月に創

に有利と考える人が多いからである。

立され、初の中学校は1970年に創立され、この二学校
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通遼市ジャルート旗ウランハダ学校の位置

村の人口： 村（人）
自宅から学校の距離： 2km

ウランハダ蘇木が概況

就・進学：

賽布尓村、査干恩格尓村、白音格尓村、黄河図村、額

白音格尓村
（498人）

漢語学校：
モンゴル語学校：

5km

ウランハダ村（2061人）

①
80km

査干恩格尓村
（437人）

18 k m

四家子村
（1269人）

22
. 5k
m

高級資格所有の教員が8名、小学校高級資格（中学校1級）

2km

ウランハダ
小学校

m

現在のウランハダ学校になり、専任教員19名、中学校
八区中学校

12 .

2 0k

バヤルトホシュ鎮学校概況
（略名：八区）

m

そして、2004年5月に、小学校と中学校が合併され、

賽布尓村
（610人）

15 k

尓敦宝力高村、五隊村に「村の小学校」が創立された。

黄珂図村
（309人）
m

村に小学校が創立され、2000年までに前後、四家子村、

15 k

は当時の唯一の小中学校である。そのあと、次々と各

麗

八区小学校

所有の教員19名がいる。

0
13

①

km

五隊村
（247人）

額尓敦宝力高村
（357人）

図2のウランハダ蘇木（ソム）の概況で示したように、
ジャルート旗魯北鎮学校概況

2004年には、ウランハダ蘇木の賽布尓村、査干恩格尓村、
白音格尓村、黄河図村、額尓敦宝力高村、五隊村の各
村の小学校は廃校され、ウランハダ学校に統合された

魯北第一蒙古族
高等学校

魯北第一
高等学校

魯北第二蒙古族
中学校

魯北第二中学
（3校）校

魯北蒙古実験
小学校（1校）

魯北小学校
（9校）

後、ウランハダ中心学校という総合的な名称に変更さ
モンゴル語受講生

れ、兼ウランハダ中学校も属することになった。この

漢語受講生

①

時期にウランハダ蘇木（ソム）は学校配置調整により、

通遼市の学校概況

小学校が統廃合され、これまでの小学校の数が８校か

内モンゴル民族
大学

ら２校に減少された。図２の右側の⇔は各村とウラン

専門学校

ハダ学校の距離を示す。
通遼蒙古族高等学校
（公１．私１）

また、2006年「両基」建設の実現ため、子ども人数

高等学校
中学校

や学校設備等の問題を抱えるようになった四家子村の

通遼蒙古実験学校
（小中一貫制1校）

小学校をウランハダ中心学校に統合させ、現在のウラ

モンゴル語受講生

小学校
（9校）

漢語受講生

ンハダ学校になった。
図 2 農村学校統廃合と子どもたちの就・進学の流れ（筆
者作成）

2008年に、ウランハダ学校は、最終の中学クラスを
終え、中学クラスがなくなり、ウランハダ中学校は
80Kmの距離となる八区（略名）の中学校に統合された。
図2の→は子どもたちの進学状況をあらわす。

し、週末に自宅に帰ることとなった。

は

しかし、保護者たちの中には、子どもが寄宿舎で暮

学校統廃合前のモンゴル民族の子どもたちの、地元の

らすことであれば、鎮や市の小学校を選んだ方が様々

農村小学校→鎮中学校→鎮・市高校→市民族・区内・

な面でウランハダ学校に入学するより良いと考える人

国内大学の順で進学していた普通の方法であり、学校

が増え、鎮や市の小学校を選び、自分の子どもをそこ

統廃合後も存在している。

の示すように学校統廃

に通わせることになる。具体的に図２のように、モン

合後、子どもたちは、地元の小学校に通わず、鎮や市

ゴル語で授業の場合、ウランハダ地域の子どもたち

の小学校に通う子どもの就学や進学が増え、鎮や市の

は、ウランハダ学校、八区の小学校、ジャルート旗の

小学校に通う子どもの人数が地元の小学校に通う人数

中心部の唯一民族小学校―魯北蒙古族実験小学校或い

より圧倒的に多くなった。また、村の小学校が統合さ

は、市レベルの民族学校を選んで入学することができ

れた後、自宅からウランハダ学校に通えない子どもた

る。漢語授業の場合、ジャルート旗の鎮レベルの漢語

ちは、学校の寄宿舎に入れさせ、5日間寄宿舎内で暮ら

学校や旗レベル以上の学校を選ぶことになる
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しかしながら、鎮や市の小学校に通える子どもたち

宿舎面積が平すべてに指標に達していない。また、子

は、家庭の経済状況や保護者が教育熱心であるケース

どもの食堂面積と浴室の不足など生活設備が整えてい

が多い。一方、この地域の子どもたちの居場所として

ない。小学生自身が寄宿舎の生活になれず、自分の支

は学校と家を除き、遊び場や子ども向け設備・施設は

度すらも出来ないうえ、設備が整備されていない状況

ない。また、経済的に貧困な家庭の子どもが多くいる。

により、小学生の寄宿生活にもっとも不便が生じ、寄

さらに、子どもたちの中には、農村留守児童、ひとり

宿制機能の発揮ができなくなっている。

親家庭の子ども、軽度の障がいをもつ子どもたちが学

第2に、農村寄宿制学校は新たに増加したコストによ

校の寄宿舎で一緒に暮らしている。生活設備が十分に

り、財政の保障が困難になっている。董21 によると、寄

整えていない寄宿舎暮らし、子どもたちの心身への健

宿制学校の運営コストの構造の変化により、学いて校

康が影響されている。

統廃合前後が大きな変化が起きたと指摘している。ま
た、寄宿舎付き学校になったことにより、宿舎管理人
の配置、食堂運営等が増加された。教師が子どもの教

四．農村寄宿制学校が抱える可能性
と課題

育と生活両側の面倒をみるため、教師の負担が大きく
なり、教師という本来ならば、教えるだけの「力」が
分散されている。

農村学校統廃合と教育資金の投資による寄宿制学校

第3に、 農 村 寄 宿 制 学 校 の 内 部 管 理 に 問 題 が 存 在

は、西部の農村における基礎教育改革にとっては、歴

し、寄宿生の学校生活が単一である。寄宿制学校の子

史的な取り組みであり、学齢児の登校困難問題の解決

どもの時間は、学習時間と課外活動時間があり、寄宿

のみならず、教育公平の実現ができることを重要とし

生と非寄宿生を比べてみると、はっきりした特徴があ

てきた。この実現によって遠距離の通学による退学や

る。それは、非寄宿生は課外活動の時間がたっぷりある。

中退等の問題を解決し、
「普九」の実現や学校配置調

寄宿制学校は、課外活動設備が不足し、子どもが選択

整が順調に実施されることが保障された。本来なら

できるほどの遊具がない。また、教職員の栄養意識が

ば、農村地域で寄宿制学校を発展させた最初の考えは、

高くないことによって、寄宿制学校の食事は栄養バラ

少数民族地域の子どもたちの通学問題を解決するため

ンスが偏っている。さらに、緊急事態の対応能力が低い。

であったが、寄宿制学校の機能が社会の変動によって、

宿舎内の火事対応、食中毒、インフルエンザ等の感染

変化が起きている。

症に対する処理ができない。
第4に、貧困寄宿生への生活補助金が不足しているた

近年の人口出生率の低下、農民工、出稼ぎ人口の増加、
農村学校の生徒不足による学校規模の縮小、運営資金

め、家庭の経済的な負担が増加している。基本的に寄

不足等の問題が発生することによって、学校の統廃合、

宿制学校は子どもに経済負担はないはずであるが、地

学校配置調整の実施が行われ、寄宿制学校は、各地域

域によって、寄宿生たちは食費を先払いした後、国の

の政府機関に優先的に選択された。

補助金が子どもたちに支払われるところも少なくない。
第5に、家庭教育機能の欠如を補い、農村留守児童

しかし、農村寄宿学校が抱える問題は多いことが明
らかになっている。具体的には以下のように考えられる。
第1に、農村寄宿制学校の基礎生活設備が完全に整え
ていない。農村学校における生活設備が整っていない

21 董 世 華 著「 我 国 農 村 寄 宿 制 学 校 問 題 研 究 」 中 国 社 会 科 学
出版 2015.9 Ｐ180

ことは、全国各地の農村学校に普遍的に存在している。
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麗

問題を解決できた。王ら22 によると、農村寄宿舎学校

ある。」と民族文化伝承に対する家庭や家族の役割を指

は、農村留守児童の心身的な健康、学習支援、社会に

摘している。

対する認識等の面で教育することにより、ある程度家

学校統廃合と寄宿制学校の整備は、子どもから家族・

庭教育の欠如を補う機能を持っていると考えられてい

地域社会との時間を減少させることになった。そのこ

る。しかし、宿舎暮らしの実態は、家庭を代替するほ

とにより、寄宿制学校で暮らす少数民族の子どもたち

23

どではない。董 は「寄宿制学校において、留守児童が

は、幼いころから親元と地元を離れてくらすことになっ

抱えている家庭教育の欠如問題を解決することが、寄

た。その結果子どもたちは身近なモンゴル生活に触れ

宿制学校が考えるべき重要な問題である。
」と述べてい

なくなっている。
こうしたことが子どもたちの成長発達にどのような

る。

影響を与えるか、子ども本人や保護者などの

総合的にみてみると、農村学校配置調整による学校

調査か

統廃合は、既存の寄宿制学校を新たに作り上げたと考

らその実態を明らかにし、急速に増加する寄宿制学校

えられる。寄宿学校の環境設備から人員配置や資金投

が子どもたちの成長発達を総合的に保障していく取り

入などの面で格差が明らかである。また、寄宿制学校

組みになるために、その実践方法を検討していくこと

の普及は、農村地域の子どもたちの義務教育を受ける

が必要であると考えている。

ことが保証され、通学問題による学校を中退する子ど
もの問題を解決できたと考えられる。
しかしながら、子どもにとっては、学校や寄宿舎に
暮らす期間が家庭での暮ら期間より圧倒的に長い。そ
のため、寄宿制学校に暮らす子どもたちの家庭内の教
育や両親との関係性に注目すべきではないかと考える。
このようなことがとくに、少数民族であるモンゴル民
族の子どもたちの民族文化の伝承や民族アイディン
ティテイィの形成に与える影響が大きいと考える。
新保24 は、「民族文化の伝達、継承の上で、家庭教育
は重要である。家庭内で文化伝達が行われる限り、子
どもは民族文化に対して肯定的な態度を獲得し民族ア
イデンティティが形成される。とりわけ、母親は生活
上の様式、しつけは子どもに身につけさせ、文化を内
面化するといった家庭内の文化継承の重要な担い手で

22 王 利、 董 麗 媛「 農 村 寄 宿 制 学 校 の 課 外 活 動 調 査 研 究 」2012
年
23 董 世 華 著「 我 国 農 村 寄 宿 制 学 校 問 題 研 究 」 中 国 社 会 科 学
出版 2015.9 Ｐ92
24 新 保 敦 子 著『 中 国 エ ス ニ ッ ク・ マ イ ノ リ テ ィ の 家 族 〜 変
容と文化継承をめぐって〜』2014年6月18日初版第１刷発行 株式
会社国際書院Ｐ97 〜
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キーワード：コミュニティ・オーガニゼーション、

なった半面、ミクロ・メソッドにやや偏重しがちであ

グラノヴェター、弱い紐帯

ることが問題の誘因なのではないか（加山

2017：11）

とも指摘されている。
そこで本稿では、脆弱した地域コミュニティにおい

１．はじめに

て要援護者を受け入れる環境づくりを形成していく上
で、これまでの日本における「地域組織化」の議論が
どのように展開されたのかという点を考えるにあたり、

現在の社会福祉は地域・在宅福祉中心といわれてお
り、そのための基盤としての地域社会、コミュニティ

コミュニティ・オーガニゼーションについて検討を図

の形成が不可欠であるとされている。かつて高田眞治

ることとする。なぜなら、見守り活動など地域を全体

はこれらの方向性に関する課題について、地域福祉に

として（いわゆる「丸ごと」の問題として）とらえよ

おいてコミュニティをどうとらえるのか、どのような

うという取り組みが全国的に注目されているなか、具

理念を据えるのか、そして社会福祉の方法、ソーシャ

体的な個人について個別的に焦点を当てていくだけで

ルワークとしてどのように進めていくのか（高田

はなく、マスとしての不特定多数の住民がどのように

2003：5）と提示した。

これらの問題に関わっていくのかという視点が、今後
ますます重要な課題だと思われるからである。

そのような中、少子高齢化とともに、個人が直面す
る生活問題は多様化、不可視化し、それにしたがい
従来以上に総合的なソーシャルワークの活用が要請さ

２．コミュニティ・オーガニゼー
ション理論の発展

れるようになっている。とりわけ脆弱した地域コミュ
ニティにおいて要援護者を受け入れる環境づくりをす
るなどの必要性が重要になっている（加山

2017：5）。

しかしながら、理論上で強調されるようなソーシャル

わが国では、1930年代からコミュニティ・オーガニ

ワークの統合的活用には課題を残す場合も多く、個別

ゼーション（以下

支援と地域支援の連動性とバランスを改善していくこ

たが、戦前のCOの紹介はわずかなものであった。戦後

とが課題である。またメゾ、マクロ・レベルのソーシャ

から1950年代までの地域福祉活動は、貧困地域対策と

ルワークとしては、地域組織化（当事者や一般住民の

しての隣保館活動など一部に限られており、また初期

組織化や小地域ネットワーク活動）、社会資源の連絡・

のCOは住民参加の必要性がほとんど問題とされていな

調整の他、個別支援の発見・対応に比重を置くように

かった（山口 1995：220）。つまり、この当時、実際
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に組織化が進んだのは地域住民の組織化ではなく、社

目標達成の支援といった間接的・側面的援助を担う組

会福祉関係者の組織化であり、それは「コミュニティ・

織として創設したものであったが、1980年代以降から

オーガニゼーションが、民主主義と自主的住民参加を

在宅福祉サービスなどの直接的援助を担うようになり、

その前提としているにもかかわらず、当時のわが国に

次第に行政の委託事業や各種福祉・介護サービスが事

おいてはそのような土壌はまだ形成されていなかった

業の大部分を占めるようになってきている。現在にお

ことが、その要因の一つとしてあげられる」
（同上）と

いては、社協創設時の基本理念に立ち返ること（小平
2017：260）も述べており、COについて改めて検討

いう特徴からであろう。

する必要性があるのではないだろうか。

高田によれば、ソーシャルワークとは、個人とその
人を取り巻く社会環境との間の相互作用を構成する社

そもそも本来のCOとはどのように捉えられているの

会環境との間の相互作用を構成する社会関係に焦点を

か。 マ レ ー・G・ ロ ス（Murray G.Ross） に よ るCOの

あてた活動によって、単独または集団内の個人の社会

理論は、草創期の社会福祉協議会の活動の理論的基盤

的機能を強化するものであった。さらにソーシャルワー

として日本でも広く知られている。一方で我が国にお

クは、この「個人と社会環境との相互作用」を援助す

いては、社会福祉とその関連領域である公衆衛生、社

るために、社会環境との関係における個人の内的変化、

会教育、さらに各種住民運動等といった分野において、

個人に影響を与える社会環境の変化、そして相互作用

COとそれに類似した実践と理論の研究が行われている

における個人及び社会環境双方の変化を促進すること

にも関わらず、ソーシャルワークに関連づけたCO理論

1

にほぼ限定されていたという見方もある。

である。
一方、ソーシャルワークにおいて「するもの」
「され

しかしながら、ロスのCO理論は、地域社会の全体的

るもの」という二元的な捉え方からこのよう関係のあ

調和を目指すものとして理解されている点から、まず

2

は『コミュニティ・オーガニゼーション統合仮説―マ

りようの見直しがなされている のも実態である。

レー・G・ロスとの対話』に触れることとする。ここでは、

その中でCOは、地域に顕在・潜在する諸問題を、住
民の主体性や問題解決力を中心に、地域に存するフォー

住民の主体形成とCOの関係が検討されているが、住民

マル、インフォーマル資源の動員、開発などといった

の主体性を論じるにあたりロスの思想にはリベラリズ

組織化活動によって解決・解消に向かわせようとする

ムの影響があることがわかる。ロスは、ここでいうリ

専門技術として知られている（加山

2010：81）。日本

ベラリズムとは、個人の権利を尊重するとともに、よ

では主として米国のソーシャルワーク理論からCOを導

り民主的な共同社会を形成すること、その形成にあたっ

入し、とりわけ我が国の社会福祉協議会は結成の段階

て市民は一定の役割を果たすことが必要である（山口
2010：43）と考えている。ここで市民の役割に着目

からCOを活動の基礎理論として採用してきたが、昨今、
地域における住民間の紐帯の脆弱化などさまざまな課

をしてみると、ロスの考える主体性をもった市民とは、

題が生じ、COの今日的な意味づけが問い直されている。

自主独立し自律的に活動する人間としての住民、社会

また小平によれば、そもそも社会福祉協議会はCO理

の主権者として社会的な権利と義務を遂行し行動する

論に基づき分野を限定せず、地域内の各種社会福祉活

住民、さらに、積極的に社会に参加し働きかける住民

動の調整、社会資源の開発動員、各種福祉関係団体の

である。さらにロスが述べるに、多くの住民の関心事は、
コミュニティにおける生活問題とその問題解決、問題

1

高田眞治（2003）『社会福祉内発的発展論』, ミネルヴァ書房 140頁

2

高田眞治（2003）『社会福祉内発的発展論』, ミネルヴァ書房 5頁

解決の結果としての生活の改善であり、これを先程の
リベラリズムの観点から捉えると、そうした住民が関
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心を広げ、問題解決プロセスへの住民の参加を通して、

ち集団をつくって解決するものであるという、人間の

民主的・主体的な人間として成長するということが期

本性に基づいてなされるものであると捉えている。
近年の状況をみると、地域における住民のニーズや

待されている（山口 2010：44）。

課題が多様化する中で、行政や福祉関係の専門機関・

では、これらの議論の中でCOをどのように位置づけ
て捉えていく必要があるのだろうか。ロスはCOについ

専門職員、インフォーマルな地域組織、地域住民などが、

て、「コミュニティのなかで協同的・協力的な態度と実

協議し連携して問題解決に立ち向かうことは有効では

践をそだてる過程を意味すべき」
（山口

2010：49）と

あるが、その協議自体のあり方が難しくなってきてい

述べており、COを一つの協同的な実践へと向かう「過

る（小平 2017：260）という実態がある。たとえば阿

程」と捉えている点が１つの特徴であろう。現代の地

部彩（2012）は、日本では他者とつながりがほとんど

域社会が抱える課題と合わせて考えた際に、例えば社

ない状況にいる人が驚くべき割合でいること、困った

会福祉協議会で作成されている地域福祉活動計画の評

ときにサポートを得られる人がいない「社会サポート

価の視点に、タスクゴール、プロセスゴール、リレーショ

の欠如」の状況にある人が少なからずいること、そして、

ンシップゴールというものがあるが、その中でもでき

「友人、同僚、社会団体の人」と一緒に過ごすことがあ

るだけ多くの住民の参画を促ししていく「過程」に着

る割合は、OECD諸国の中で最悪のレベルであることを

目するプロセスゴールの重要性もロスの内容から検討

指摘している。また舛田らの地域の見守り活動に携わ

することができるだろう。

る住民組織を対象とした調査研究によると、地域では、
地区組織間の連携や横のつながりが弱いことによる活

これまで日本におけるCOの代表的な研究者として、
岡村重夫や牧賢一が挙げられるが、岡村は上記のM.G.ロ

動の困難さや資源の不足があり、特に見守りの担い手

スの定義を自分のもっとも近い定義であると紹介して

や支え手が十分育成されておらず、後継者不足に課題

いる（小林1976：40）。

があること（舛田ら

2011：1046）も示されている。

その他、代表的な研究者として竹内愛二は『コミュ

だがこうした実情がある一方で、実際の政策レベル

ニティオーガニゼーションの技術』の中で、COと民主

では、「我が事・丸ごと」施策のような住民同士のつな

主義化の関係性ついて言及しているのだが、そこに現

がりに過度に期待しているような面も見られる。たし

代の地域社会にある課題を捉える一つの考え方がある

かに、「住民たちが主体的となって地域社会の全体的調

ように思える。それは地域の中にある支配的な構造を

和を目指していく」ためには、何らかの「つながり」

変革しようとした点、つまり本来のCOは民主的手続き

が必要であることは明らかである。しかし現実の地域

をとる必要があり、俗にいうボス的なものであっては

社会では、「住民同士のつながりに過度の期待」を寄せ

ならないということを述べており、地域の支配構造に

ることが困難になっている実情が存在しているのであ

ついての認識を促しているのだろう。さらにCOを、生

る。

活上の切実な問題を解決するとともに、人間として最

前述したように戦後のはじめの段階で、きちんとCO

も重要性を持つ「社会的要求」即ち人間の相互関係を

の理論が住民たちに馴染まなかった土台を有する我が

円満に展開することに対する要求を充足するためのも

国においては、地域社会をめぐるこうした今日的な問

の（竹内 1953：46）として位置づけている。

題構造にも目を向けななければならないだろう。

また、なぜCOはなさねばならないのかとう問いに対

住民同士のつながりに過度の期待をすることの問題

しては、COの根本理念は、人間は集団によって、自分

性。他方で「住民たちが主体的に地域社会の全体的調

一人では解決できない問題を、他の人々と協同で、即

和を目指していく」ためには、何らかの「つながり」
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が必要になるだろうという現実。こうしたなか、今日

うる（宮元ら 2013：7）と述べている。さらに宮元らは、

的な観点から、あらためてCO本来の理念を具現化する

現代のコミュニティにおける「故郷喪失」という状況は、

ような地域活動を支えていくための住民同士の新たな

人々を周辺的な位置に追いやってしまい、地域と言う

「つながり」の形を探求していく必要があるといえよう。

「場所」の変容と同時に、人々が周辺化されている状況

そこで次に、そうした観点からの考察の一助として、

を言及しており、そのような中でかつての村落共同体
のような強固な紐帯を復活させることではなく、一定

「弱い紐帯」の議論を紹介することにしたい。

のゆるやかさを持つ「弱い紐帯」を生かすこと（同上）
に着目している。

３．紐帯の捉え方

この事は、これから新たな地域の組織化という点を
考えていく際の重要な視点になっていくのではないだ

最近ではインターネットの普及に伴う、ヴァーチャ

ろうか。地域の組織化の議論の中で、地域の支配構造

ル空間で形成される社会関係の拡大との関連で、弱い

や上記のような紐帯の性質の変容の中で、どのように

紐帯理論に注目が集まっている。この代表的な理論化

地域の中で多様な関係を生かした住民の組織化が求め

としてマーク・グラノヴェター（Mark S.Granovetter）

られていくのか。それには、地域の課題を自分達の課

が挙げられる。この弱い紐帯論文の最大のポイントは、

題として取り組んでいく前提として、ゆるやかな住民

私たちを取り巻く社会関係を「強い」紐帯と「弱い」

の主体性、ゆるやかなつながりをどのように位置付け

紐帯に分類した。そして「推移性」と「局所ブリッジ」

ていくのかといったこれらの視点が今後の地域住民の

という概念を用いながら、社会統合には弱い紐帯の方

組織化の中で問われているのではないだろうか。
野沢慎司が、ゆるやかなつながりの意味について、

が機能的優位性を持つ点を描き出したところにある。

このように述べていた。

我々が取り結ぶ人間関係のうち、頻繁に時間を共有し、

従来、重要な絆と言えば、基本的に「地縁」と「血縁」

親しみを感じる親友や家族が強い紐帯であり、ごくた

を指していた。これまで頼りになっていたはずの地縁

まにしか顔をあわせない関係性の薄い知人が弱い紐帯
と捉えている（大岡

（近隣）と血縁が弱体化し、孤立した個人が増加してい

2016：155）。グラノヴェダーは、

弱い紐帯とコミュニティの組織化については、弱い紐

るという文脈において「無縁社会」という言葉が使わ

帯を個人がコミュニティの統合されるうえで、不可欠

れている。そこでは、居住地近隣の集団があり、それ

のものと捉えている。

に埋め込まれている状態にない人たちは孤立している

宮元らは、このグラノヴェターの理論をコミュニティ

とみなされやすい。これを、連帯した集団か、さもな

の議論において「周縁性を生かす」という視点から分

くば孤立かという二者択一的な理解の仕方と捉えてい

析している。例えば、転職のような社会的移動の推進力

る。しかしながら、現代は人生の重要な出来事に出会

となるのは、人と人との弱い結びつきであるとしてい

うタイミングや内容は多様化し、予定調和的にやって

るが、同質な者どうしの強い結びつけでは、流通する

くるのではない。予期せず訪れる傾向の中で、社会的

情報も既知のものである可能性が高いとしている。そ

な制度・組織・個人とのつながりが鍵になっている（野

の上で、グラノヴェターの理論をもとに、このような

沢 2012：22）。
そこで野沢は、「ゆるやかなつながりとしての地縁、

ネットワークを橋渡しする個人は、集団の周縁にいる
ことを指摘したリンに着目をし、「周縁にいる立場」と

血縁」という観点から、災害、急病など緊急事態の際

いう弱さは、コミュニティを開くという強さにもなり

に頼りになるのは近隣世帯の人たちであるが必ずしも
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親密な強い関係である必要はなく、弱い紐帯があるこ

「居場所」とは、単に雨や風をしのげるといった物理

とが重要であり、ゆるやかなつながりの範囲を拡げる

的な意味だけで重要なのではない。「居場所」は、社

努力をしておく必要性を述べている。そして、これま

会の中で存在が認められることを示す第一歩（阿部

での地縁・血縁の捉え方に対して「私たちは、地縁・

2011：119）として捉えられている。なぜ、
「居場所」

血縁を強い絆の源泉であるとみなす先入観に囚われす

に注目が集まるのか。大規模な集合住宅や宅地造成

ぎて、ゆるやかな形成の場としての地縁・血縁の意義

により、新規に居住を始めた住民が大多数となった結

を過小評価してきたのかもしれない」（野沢

果、これまでの自治会や町内会への参加率が低調とな

2012：

り、地域のつながりの希薄化が進んでいることが指摘

24）と分析している。

されているが、従来のつながり方とは異なるつながり

誰もが置き去りにされない地域社会を目指す上で、

方に人々が注目をしている所以であろう。

地域の組織化という点を考えていく際に、現代の多様
な生活スタイルを有する多様な地域住民が、前述した

最後に改めて、脆弱した地域コミュニティにおいて

居住地近隣の団体に埋め込まれている状態にない人た

要援護者を受けいれる環境づくりを形成していく上で、

ちは孤立的というような捉え方に対して、多様な世代

見守り活動など地域を全体としてとらえていこうとす

の人たちがどのようにゆるやかなつながりを感じられ

る際、住民の主体性をどのように育んでいくのか、そ

る場をつくっていくのか。住民が主体的に課題を解決

の中で住民達のゆるやかな関係性をどのように豊かな

していくためには、このような「ゆるやかな関係性」

ものにしていけるのか、今後の検討課題になっていく

をどうつなげていくのか、そのつながり方の問いにつ

と考える。本稿では、その一環としてコミュニティ・オー

いて、今後ますます考えていかなければならない事柄

ガニゼーションと紐帯の議論に着目した。次段階とし

の一つなのではないだろうか。

て、これら紐帯の議論に関する歴史的検証も踏まえつ
つ、住民組織の役割について考察を深めていきたい。

４．おわりに
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知的障害者の意思決定支援
〜ベスト・インタレストを中心に〜
障害ユニット 研究協力者
東洋大学大学院 福祉社会デザイン研究科

佐橋 拓也
についての概説とそれを追求するための観点の整理を

キーワード：意思決定支援 自己決定

試みていきたい。なぜならば、 本人中心

ベスト・インタレスト

の支援を検

討する際に、それらの議論を重ねることが有益だと考
えているからである。

１．はじめに

研究方法としては、主に意思決定支援に関連する書
籍、学術論文等の文献研究を行う。まず、権利条約第
12条の成立背景を通して、自己決定あるいは意思決定

近年、障害者の権利に関する条約（以下、権利条約）
に基づく「法律の前にひとしく認められる権利（第12

が尊重される歴史的経緯を確認する。そして、イギリ

条）」を背景に、障害者の行為能力が制限されないため

ス2005年意思能力法を解釈することを通じて、ベスト・

の支援のあり方が課題となっているi。わが国では、障

インタレストを追求するための観点の整理を試みる。

害者の行為能力の制限が伴わない支援のあり方の一つ
として

意思決定支援 （Supported Decision -Making）

が実践されているii。

２．障害者権利条約

一般的に、意思決定支援とは「自己決定の尊重であ
ることを前提として、自ら意思を決定することが困

国の制度や政策を確認する際に「国際的な潮流を通

難な障害者に対する支援」
（厚生労働省：2017）であ

して確認することは重要」
（木口：2017）である。本章

る。これは、当事者の自己決定を尊重しつつ本人にとっ

では意思決定支援の理念を確認するために、まず権利

ての最善の利益（Best Interests）を追求する実践であ

条約が成立するまでの変遷を確認する。手がかりとな

る。支援者の立場で置き換えると、障害者の状況や決

るキーワードは 自己決定 である。

定の内容、環境等の複雑な個別性に鑑みて
意思決定支援とは何か

ベストな

を問い続ける営みであると言

2-1 自己決定の尊重

えよう。では、ベスト・インタレストを追求する為には、
どのような観点が参照されるべきだろうか。

自己決定は、入所施設等における障害者の生活の惨

以上のような問題関心から、本稿では、意思決定支

状を通じて、自己決定の権利が剝奪されているという

援の先駆けである2005年イギリス意思能力法（Mental

認識から生じたものである。

Capacity Act 2005）の議論の解釈を通じて、わが国の

1951年に発足したデンマーク知的障害者の親の会は、

意思決定支援におけるベスト・インタレストのあり方

施設で入所するわが子の生活条件改善に向けて、福祉
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サービスに関する要望書を行政へ提出した。福祉サー

の尊厳が最も重要である』とし、『個人の尊厳』という

ビスの見直し検討を任されたバンク・ミケルセンは、

表現を具現化する原理として、後に『自己決定権』の

大型の入所施設での単調な生活に疑問感を抱き、次の

重要性が語られるように、『自己決定の権利』はノーマ

ように述べている。

ライゼーションの中核」
（河東田：2009）であると論じ
ているiii。

「戦後になっての処遇は、隔離的また保護主義の色彩

一方で、1960年代にアメリカで展開された重度身体障

のつよいものでした。なかには1,500床以上にもなる巨

害者による自立生活（Independent Living：IL）運動も

大施設もあり、どの施設も知的障害児者を極端なほど

障害者の自己決定が尊重される契機となった。IL運動

大勢詰め込んでいました。そのような物理的条件の粗

は

悪さばかりでなく、優生手術を無差別に実施するよう

がアメリカ市民としての対等な権利を勝ち取った運動

な、質的にも劣悪な処遇をしていました。」

である。特に、1990年には障害者差別の禁止を定めた

障害者の公民権運動

とも言われ、重度の障害者

障害のあるアメリカ人法（Americans with Disabilities
Act：ADA）が制定され、権利条約への採択に影響を

このような障害者政策に対する実際的な体験や具体

与えた。

的な検討の中から、ノーマライゼーション原理が体系

アメリカの

化され、1959年にデンマーク精神遅滞者福祉法（以下、

自立生活運動の母

と称され、理論的な

指導者であるジニー・ローリーは、
「自立生活とは、ど

1959年法）が成立した。
1959年法の前文に盛り込まれたノーマライゼーショ

こに住むか、どんな風に住むか、自分で生活を取り計

ン原理に通ずる理念は、当時の社会状況を改善するた

らっていくかどうかを決める自由をいう。それは自ら

めの概念として隣国スウェーデンにもたらされ、1967

が選んだコミュニティの中で生活することであり、ひ

年にはノーマライゼーション原理を盛り込んだ精神遅

とり暮らしをするか、ルームメイトと暮らすか、毎日

滞者援護法が制定された。

をどのように過ごすか、何を食べるか、何をして遊ぶか、

スウェーデンのべンクト・ニィリエは、ノーマライ

どんな悪事をはたらくか、どんな善行をするのか、す

ゼーションを「知的障害者の日常生活の様式や条件を

べて自分で決めることである。それはまた、危険や誤

社会の主流にある人々の標準や様式に可能な限り近づ

りをおかす自由であり、自立した生活を送ることによっ

ける」と規定した。ノーマライゼーションは①1日の

て、自立生活について学ぶ自由でもある」と述べている。

ノーマルなリズム②1週間のノーマルなリズム③1年間

上記から分かるように、自己決定も自立概念の一つと

のノーマルなリズム④ライフサイクルにおけるノーマ

して取り扱っており、
「障害者権利条約第19条（自立し

ルな発達的経験⑤ノーマルな個人の尊厳と自己決定権

た生活及び地域社会への包容：インクルージョン）に

⑥その文化における異性とのノーマルな性的関係⑦そ

つながる文言」（石渡：2015）とも言えよう。
以 上 の よ う な 背 景 の も と、1981年

の社会におけるノーマルな経済的水準とそれを得る権

完全参加と平

利⑧その地域におけるノーマルな環境形態と水準の8つ

等

に原則化している。ニィリエのノーマライゼーション

に関する世界行動計画を経て、1983年から1992年の期

原理は、1959年法で示された抽象的なものとは異なり、

間を国連障害者の十年と定めた。さらに、2002年から

概念としてしっかりと示され、論理的に整理されたも

2006年にかけて、8回の国連特別委員会が開催された後、

のであると言えよう。河東田は、べンクト・ニィリエ

2006年に権利条約が採択された。わが国も、2014年1月

の功績について「知的障害者にとっては、特に『個人

に批准している。
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の捉え方と、代理人による意思決定を認める制度を残

2-2 権利条約における法的能力

すか否か」（木口：2017）が注目された。本節では、法
わたしたちは一般生活において

意思

や

的能力の捉え方を中心に確認する。

意志

締約国によるガイドラインを示し、適切と認める提

という語を意識して使用することは少ない。だが、私
をその人の生物学的な行為や行動とし

案や勧告等と行う国連障害者権利委員会（2014）によ

て外部から観察可能であり、その上に会話が成り立つ

れば、国々は批准をもって、即時的に法的人格として

ことを知っている。

の法の前に等しい市民的及び政治的権利を、障害のあ

たちは、 意思

ブリタニカ百科事典（2011）によると、 意思決定

る人に認めている。しかし同時に、法的能力の行使に

（decision making） とは「ある目的達成のための諸手

あたって、同委員会は提出済みの国々による条約に対

段を考察し、分析し、その一つの選択決定する人間の

する政府報告を検討したうえで意思決定能力との関係

認知的活動」である。その決定と実現には、法的な権

で「個人の自律を尊重するにあたり、多くの締約国は『意

限（契約等）を要する場合が多い。これについて、権

思決定能力』と『法的能力』のそれぞれの概念を混同

利条約第12条（一部抜粋）において、以下のように定

している」
（引馬：2016）と指摘した。つまり、
「多く

められている。

の国が意思決定能力と法的能力の概念を同一視し、意
思決定能力が低下していると見なされた者は、結果的
に法的能力を排除されている」（木口：2017）のである。

１．締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において

法的能力は、すべての人が生まれながらにして有し

法律の前に人として認められる権利を有すること

ており、人の機能障害の有無によって制限されるもの

を再確認する。

ではない。これは、
「法の前に法的人格を認める『法的

２．締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において
他の者との平等を基礎として法的能力を享有する

地位／権利能力（例えば出生証明やパスポートの申請、

ことを認める。

医療的支援の要請等）』と、権利に基づきこれを行使し、

３．締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たっ

その行使が法によって承認される『法的主体／行為能

て必要とする機会を提供するための適当な措置を

力』の双方を不可分なもの」（引馬：2016）である。一

とる。

方で、意思決定能力は、人の意思決定に関わるスキル
を指している。意思決定能力は、個々人や障害の程度

第一に、あらゆる場面において法の前にひとしく認

等により当然に相違があり、また個人の経験、環境や

められる権利である法的人格を持つこと、第二に、あ

社会的な状況等さまざまな要因によっても変化し得る

らゆる場面において、権利能力と行為能力の双方を含

ものである。

む法的能力を有することを確認している。特に権利条

翻って、権利条約第12条3項で法的能力の行使にお

約第12条3項について、柴田は「
『何を食べるか』『何を

ける支援の提供を国へ義務付けていることは既に確認

着るか』などといった日常生活から医療や結婚、社会

した通りである。これらのことから、締約国は「障害

参加までの必要とされる支援（合理的配慮）を国に求

のある人が自信と確信及び諸スキルを構築し、もし当

めている」（柴田：2012）と論じている。髙山は、その

事者が望むならば支援を減らしていく見通しを含めて、

支援こそ「
『意思決定支援』と呼ぶべきであろう」
（髙山：

法的能力を行使できるようにする」
（引馬：2016）こと

2016）と整理している。

が求められている。

一方で、権利条約第12条制定の過程では、
「法的能力

91



東洋大学／福祉社会開発研究

10号（2018年3月）

３．わが国の意思決定支援
「どんな重度の障害の方にも、例えばどういう洋服
を着たいか、また何をしたいか、そしてまた、例えば

わが国では2007年に権利条約を「署名し、以来、国
内法の整備を始めとすると取組」
（内閣府：2015）を進

飲み物を勧められた場合、飲みたいか飲みたくないか、

めてきた。本章では、権利条約に続く関連法と意思決

さまざまな御自分の意思というのが必ずあります。･･･

定支援のガイドラインを確認する。

支援する側の判断のみで支援を進めるのではなく、当
事者の意思決定を待ち、見守り、主体性を育てる支援や、
その考え方や価値観を広げていく支援といった意思決

3-1 意思決定支援の関連法

定のための支援こそ共生社会を実現する基本であると
考えております。」

権利条約の締結に先立ち、国内法の整備をはじめと
する諸改革を進めるべきとの当事者等の意見を踏まえ、
政府は2009年12月、障がい者制度改革推進本部を設置

このように、意思を表明するということは、現実を

し、集中的に制度改革が進められた。以下は、条約の

自分の思い通りに動かしたいという願いや欲望のあら

成立から締結までの日本の取組みについて一部抜粋し、

われであり、支援者は障害者の意思は必ずあることを

列挙した。

鑑みて、必要な支援が提供されれば、主体者としての
生き方を実現できると主張している。
続いて、2012年6月に成立した障害者総合支援法第42

2006年12月 国連総会で条約が採択される
2007年9月 日本が条約を署名

条《指定事業者等及び指定相談支援事業者が利用者の

2008年5月「障害者権利条約」の発効

意思決定の支援に配慮する旨の規定》において「意思
決定の支援に配慮すること」を事業者の責務として規

（条約締結に先立ち、障害当事者の意見を踏まえつ
つ、国内法令の整備を推進）

定している。また、同法の附則として「意思決定支援

2011年8月 障害者基本法の改正

の在り方」についての検討が進められた。この点につ

2012年6月 障害者総合支援法の成立

いては、次節で確認する。

2013年6月 障害者差別解消法の成立
以上が権利条約の関連法としての意思決定支援の一

（2013年11月の議院本会議、12月の参議院本会議に
て、全会一致で締結が承認）

例である。しかし、「いずれの法にも『意思決定支援』

2014年1月 障害者権利条約を批准

についての定義はなく、具体的にどのような内容が想

2014年2月 障害者権利条約を発効

定されているかが明らかではなかった」
（緒方：2017）
のである。

まず、2011年8月の障害者基本法改正において、同法
第23条《国及び地方公共団体が障害者の意思決定の支

3-2 意思決定支援ガイドライン

援に配慮する旨の規定》で「意思決定の支援に配慮」
することを国・地方公共団体へ求めているiv。意思決定

2017年3月、厚生労働省より意思決定支援ガイドライ

支援を障害者基本法に位置づけることに、国会議員と

ン（以下、ガイドライン）が通知されている。本節は、

して尽力した高木美智代は、衆議院内閣委員会で意思

ガイドラインの策定背景をもとにベスト・インタレス

v

決定支援の重要性を述べている 。

トの視座を確認する。
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ち、本人の立場に立って考えられるメリットとデ

3-2-1 ガイドライン策定の背景

メリットを可能な限り挙げた上で、比較検討する
ことを導く。

障害者総合支援法附則第3条（検討）において、法施

２．相反する選択肢の両立…二者択一の選択が求めら

行後3年を目処として障害者の意思決定支援の在り方が

れる場合においても、一見相反する選択肢を両立

見直し事項の一つに掲げられた。

させることができないか考え、追求する。

社会保障審議会障害者部会では2015年4月から見直し
に向けた検討を行ない、2015年12月に「障害者総合支

３．自由の制限の最小化…本人の生命または身体の安

援法施行3年後の見直しについて〜社会保障審議会障害

全を守るために、最善の利益の観点からやむを得

者部会報告書〜」へまとめている。報告書によれば、今

ず行動の自由を制限しなくてはならない場合は、

後の取組として「意思決定支援の定義・意義・仕組み

制限せざるを得ない場合でも、その程度がより少

等を明確化する」ために「事業者や成年後見の担い手

なくてすむような方法が他にないか慎重に検討す

を含めた関係者間で共有し、普及を図る」ことを目的

る。

としてガイドラインの策定の必要性を挙げている。そ
一方、支援全体の継続的な評価において、一般的に

の後、意思決定支援に関する研究成果等を取りまとめ、
vi

当事者と「ベスト・インタレストに適うものであった

2017年3月にガイドラインが通知された 。

かを共同で評価すること」
（志村：2016）が重要となる。

3-2-2

ガイドラインにおける
ベスト・インタレスト

この点について、ガイドラインでは、既存の個別支援
計画やサービス等利用計画と同じように、責任者を置

ガイドラインは「意思決定支援の理論的基盤を提示

き、会議を設定して支援計画を策定し、それを実行し

すると同時に、障害者福祉施設における意思決定支援

モニタリングするという基本的な枠組みを提供してい

の枠組みを提示」
（緒方：2017）している。ここでは、

る。また、本人参加のもとで支援が進められることも

ガイドラインにおけるベスト・インタレストの視座を

ガイドラインで明記されている。

確認する。
以上の通り、ガイドラインにおけるベスト・インタ

ガイドライン（Ⅱ．総論）で意思決定支援の定義に
ついて「可能な限り本人が自ら意思決定ができるよう

レストの考え方を確認してきた。既に確認したように、

に支援し…支援を尽くしても本人の意思及び選好の推

ガイドラインは意思決定支援の理論的基盤や枠組みを

定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の

明確化している。しかし、これから現場において実践

利益を検討する」（厚生労働省：2017）ことを明記して

と検証が繰り返され、その現場に相応しい支援の在り

いる。これは、後述するイギリス2005年意思能力法の

方が確立されていくものであるから、「現時点で抽象的

ように、当事者の判断能力を有することを最大限に尊

にガイドラインの是非を論じてもあまり意味がない」
（緒方：2017）と思われる。

重している点とほぼ一致する。
また、ベスト・インタレストについては「最善の利
益の判断は最後の手段」
（厚生労働省：2017）と位置づ
けた上で、次の枠組みを提供している。

１．メリット・デメリットの検討…複数の選択肢のう
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４．ベスト・インタレストの再考

定能力があると推定されなければならない。
２．エンパワメント原則：人は、自ら意思決定を行な

「意思決定支援」は、前章まで整理したとおり、
「知

うべく可能な限りの支援を受けた上で、それらが

的障害者・発達障害者等が権利主体になるために、画

功を奏しなかった場合のみ、意思決定ができない

期的な意義を有する」
（柴田：2012）。このことから、

と法的に評価される。
３．客観的に不合理にみえる意思決定を行なったとい

自己決定とその支援に関する議論の蓄積がなされてき

うことだけで、本人には意思決定能力がないと判

た。

断されることはない。

では、わが国で意思決定支援を推し進めるにあたり、
ベスト・インタレストのあり方

４．ベスト・インタレストの原則：意思決定能力がな

をもう一歩深く検討

するために必要な観点をここで再検討したい。その一

いと法的に評価された本人に代わって行為をなし、

つの手がかりとなるのが、先駆的な法制度であるイギ

あるいは、意思決定するにあたっては、本人のベ

リス2005年意思能力法（以下、意思能力法）である。

スト・インタレストに適うように行わなければな
らない。
５．必要最小限の介入の原則：さらに、そうした行為

4-1 2005年イギリス意思能力法

や意思決定をなすにあたっては、本人の権利や行
動の自由を制限する程度がより少なくてすむよう

1989年、イギリス事務弁護士協会を中心に、意思決

な選択肢が他にないか、よく考えなければならない。

定を行なうことに困難を抱える人々の人権を保障すべ
く、
「意思決定の確保」
「エンパワメント」「搾取からの
保護」の理念に貫かれた、柔軟な法制度の必要性が提

以上のように、全ての人に判断能力があることを前

唱された。意思能力法は、2005年4月7日に新立法が議

提として、たとえ能力が後退した場合であっても、適

会で可決され、2007年10月1日に施行している。

切に意思決定ができるようになる可能性としての法的
な枠組みがあることが規定されている。

意思能力法の特徴について、菅は「知的障害者、精

その上で、必要最小限の介入の原則にもあるように、

神的障害者、認知症を有する高齢者、高次能機能障害
を負った人々を問わず、すべての人には判断能力があ

いかなる支援をもってしても本人が意思決定できない

るとする『判断能力存在の推定』原則を出発とし、判

状態にあると判断せざるをえない場合について、代行

断能力が不十分な状態にあってもできる限り自己決定

決定に関する規定が置かれている。

が実現できるような法的枠組み」
（菅：2010）であると

意思決定能力を失っている状態にある者に代わって

整理している。つまり、意思能力法の対象となりうる

決定を行なうにあたって以下の4段階構造（5条行為権

人であっても、判断能力を有していることを最大限に

限）が取られているので、参照されたい。

尊重している点が強調されており、
「エンパワメントに
徹することで保護を実現する」
（菅：2013）という立場

１．保護裁判所自体が、本人に代わって決定する。

を採用している。

２．任意後見契約を締結した任意後見人が決定する。
３．保護裁判所によって任命された法定後見人が決定

具体的には、次の5大原則（同法1条）に貫かれている。

する。
１．判断能力存在の推定：人は、意思決定能力を喪失

４．本人のためにケアや治療といった事実的後見行為

しているという確固たる証拠がない限り、意思決

を行う立場にある者が、一般的な権限を与えられ
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て決定する。

拓也

ている点を確認することができた。

5条行為権限で見られるように、意思能力法における

５．意思決定支援の内実

保護裁判所は意思能力を失っている状態にある者の代
行決定の実施あるいは権限の付与を行う役割を担って
いることが伺える。

これまでの議論を振り返ると、支援者がどのように
意思決定支援を行うべきか一概に語ることはできない

4-2

イギリス意思能力法における
ベスト・インタレスト

と思われる。これは、当事者のおかれた情報や環境、
支援者の関わり方などで対応が異なってくることから

そもそも、意思決定支援のキーワードである「ベスト・

起因する。本章では、支援者が意思決定支援を行う際

インタレスト」は意思能力法おいて明らかにされた定

に生じる問題点を取り上げる。

義を置いていない。その理由として、菅は「同法の扱
う決定の種類が多種多様であることや、同法が扱う人々

5-1 意思決定支援という言説

の状況が多種多様であるため、『ベスト・インタレスト』
の定義が困難であること、そして意味がないと考えら

大塚は、意思決定支援の言説（フランス語でdiscours、

れた」ことによる点を挙げている。そのうえで、
「『ベ

単なる言葉ではなく言語で表現された内容の総体を意

スト・インタレスト』の発見に共通して必要だと考え

味する概念）を通して「この言説を出せば、誰もが納

られる要素を抽出し、
『チェックリスト』
（同法4条）と

得するもので、その理解は得られているかのように取

して広く社会に提示されている」
（菅：2010）ことが同

り扱われるものである。この意味では、意思決定支援

vii

法の特徴である 。

という言説は、100人語れば100人の解釈が可能となり、

以上のことから、意思決定能力の有無が疑われる状

それぞれが正当性を主張するもの」
（大塚：2016）であ

況に置かれている人であっても、自身の意思が尊重さ

ると論じた。つまり、意思決定という言葉は、それぞ

れ、可能な限りその意思に基づいた実践がなされてい

れの立場において便利に使われる言説になると指摘し

るという 決定限定的 な支援を求めている。

ている。場合によっては、障害者を施設に囲い込んだり、
家庭にとどめおいたりする言説にも化してしまう。

髙山は意思決定の理解力や判断能力が最も低下して

一方、ガイドラインにおける支援体系でも同様のこ

いる環境を少なくする同法の特徴を踏まえ「本人には、
意思決定能力があるという確信に基づいて、その力を

とが言えよう。緒方は意思決定支援の導入により現場

回復、強化していくエンパワメントやストレングスの

職員に更なる負担をかけないため、既存の枠組みを利

視点、また本人を取り巻く環境を調整していく社会モ

用することで現実的な仕組みを構築しようとした点を

viii

評価したものの、「とりあえず意思決定支援計画を策定

デルを志向している」（髙山：2016）と論じている 。

し、会議を開催しさえすれば、形式的には意思決定支
これまで論じた内容を小括すると、ベストな意思決

援に配慮したことになるので（しかも、意思決定支援

定支援を追求するために整備された点として、①すべ

会議は個別支援会議等の中で『行われたことにしてし

ての人には判断能力があるとする『判断能力存在の推

まう』ことも構造的には可能である）
、事業者は形式を

定』原則を徹底していること②エンパワメントやスト

整えるだけに留まり、実質的な意思決定支援がなされ

レングスの志向するために代行決定の介入を極力控え

ないで終わってしまうのではないか、また、形式が隠

95



東洋大学／福祉社会開発研究

10号（2018年3月）

れ蓑になって、内実が伴ったものでないことが逆に見

である。逆説的にいえば、むしろこのジレンマに気づ

過ごされやすくなるのではないか」
（緒方：2017）と指

き、援助者と利用者の対等な関係の構築が困難である

摘している。

ということを自己覚知しているソーシャルワーカーほ
ど、権利擁護の意味を痛感している」（髙山：2010）。
自らの勘や経験のみを頼りながら、知らず知らずの

5-2 意思決定支援のジレンマ

うちに「社会の代理人」として価値を強く押し付ける
だけの支援は、もはや意思決定支援ではない。そもそも、

ここで当事者と支援者の関係性に焦点を置くと、次

当事者の意思決定支援の延長線上では当事者自身の意

のような問題点も見られる。
長年、障害者支援に携わってきた岩橋は、
「『本人の意

思決定の実現が求められる。当事者がどのような生活

思』に基づいてとよく聞くのですが、ではその意思は

を志向するのかを常に問う、実に深いところでの支援

どこにあるのかというのが、普段当事者たちと付き合っ

が必要になってくるだろう。

て、生活空間の中で一緒にいると、非常に分からない
で悩ましい思いをいつもしています」
（岩橋：2016）と

６ まとめ

述べている。筆者も過去に生活支援員として現場で勤
務していた頃に同様のジレンマを抱えていたことがあ

自己決定の権利が剝奪されているという認識から立

る。では、なぜこのジレンマが起きるのだろうか。

ち上がった国際的な潮流は、いよいよ権利条約や意思

米国における社会的ケアの議論を展開してきたケイ

能力法などの体系化へと導かれた。一方で、権利条約

ガーは、ジレンマについて次の話題を提供している。

第12条の法的能力の捉え方の議論や意思能力法がエン

精神疾患などの何らかの障害をもつ人々の事例を多数

パワメントに徹するために代行決定の介入を極力排除

取り上げながら、意思決定能力が損なわれていると思

している点を踏まえると、 本人中心

われる人々に対する支援について、
「支援者が単に自己

ワメント視点をもとに考え続けていかねばならないだ

決定だけを強調することは、われわれの社会において

ろう。

の支援はエンパ

善きものとされている社会の価値を押し付ける社会の

エンパワメント実践は「ワーカーとクライエントと

代理人（Societyʼs agent）としてのみ機能することにな

の協同作業である」
（久保：1995）。これは、
利用者のもっ

りはしないか、それは当事者にとって最善の利益や自

ている自己決定能力（意思決定能力）などの内在的な

由をもたらすというよりも、むしろ管理に近いものに

力を信じて引き出していくと同時に、社会的・経済的

なるのではないか、それよりも支援者は当事者と当事

な抑圧の要因となっている課題の解決を図るために支

者を取り巻く環境にかかわる専門職とともに、当事者

援者が「利用者を支援するパートナー」
（髙山：1999）

にとっての最善の利益とはなにかを一緒に考える役割

となる視点であろう。

を担うべきではないか」
（Keigher：2000）と指摘して

最後に、志村は「知的障がいを支えるソーシャルワー

いる。

クは、本人を生活、人生の当事者として認め、本人を

このジレンマについて、髙山はさらに詳しく論点を

中心としたSSN（ソーシャル・サポート・ネットワーク）

展開している。支援者が「制度や組織の側に立ってし

を構築し、必要に応じて支援された自律と共同決定に

まうことにより、利用者の権利を捨象することが起き

よるベスト・インタレストを探究しつつ、支援を展開

るのである。これは、組織に属するソーシャルワーカー

する営み」（志村：2016）であると論じている。同様に、

の宿命でもあり、まさに、
『ロイヤリティのジレンマ』

意思決定支援も当事者を中心とした支援のパートナー
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「障害者の権利に関する条約（日本語訳）」は、外務省ホー
ムページから閲覧できる。（最終閲覧2017.12.2）
Supported Decision Makingの訳語は「意思決定支援」と
して統一表記している。原語を忠実に訳す場合、
「支援を
受けた意思決定」（木口：2014）など方が相応ともいえる
が、日本において近年改正された法律に盛り込まれ、施
策として実施されているものは「意思決定支援」
（厚生労
働省：2017）である。本稿では、
引用文以外をひとまず「意
思決定支援」と訳して、それを支援体系として説明する
ものとする。
ノーマライゼーション原理が広く世界に受け入れられて
おり、国際障害者年(1981年)の「統一標語やスローガンに
受け継がれていっていることはよく知られている」(河東
田：2009)通りである。
障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するもの
として、後に2012年6月、障害者差別解消法が成立した。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（内
閣府：2015）によると、
「本法の制定を含めた一連の障害
者施策に係る取組の成果を踏まえ」て、2014年1月に権利
条約を締結している。尚、障害を同方針は、内閣府ホー
ムページから閲覧できる。（最終閲覧2017.12.6）
「第183回国会衆議院内閣委員会議録第15回（2013）
」 は
衆議院ホームページから閲覧できる。（最終閲覧2017.12.3）
ガイドラインについては、既に厚生労働省の障害者総合
福祉推進事業において2013年度から意思決定支援に関す
る各種調査研究事業が実施されており、2014年度の同事
業の中で作成された意思決定支援ガイドライン（案）が
報告書の中で紹介されている。続く2015年度には、意思
決定支援ガイドライン（案）に基づいた支援を試行的に
実践し、その結果を踏まえてガイドラインをより精査す
る作業を行われ、現行のガイドラインが通知されるに至っ
ている。
イギリス意思能力法第1条42項および第4条においては、
本人のベスト・インタレストの判断をする為のチェック
リスト（Code of Practice）が明示されている。
1.先入観の排除：本人の年齢や外見、状態や振舞いといっ
たことのみに基づいて判断してはならない。
2.検討すべき諸事項：本人にとっての最善の利益を代行決
定する者は、当該問題に関連するすべての事情を考慮し
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なければならない。
3.意思能力の獲得・回復可能性の考慮：代行決定者は、本
人が意思能力を獲得・回復する可能性を考慮しなければ
ならない。
4.本人の参画の推進：代行決定者は、最大限実行可能な範
囲で、本人が意思決定に参加し主体的に関与できるよう
な環境にしなければならない。
5.生命維持治療に関して：代行決定者は、生命維持治療に
関する決定において、本人の死という結果をもたらすい
かなる動機でも判断してはならない。
6.本人の希望等の探求：代行決定者は、本人の過去および
現在の希望や意向、本人が決定するとした場合に影響を
及ぼすような信念や価値観、その他本人が考慮に入れる
であろうと思われる諸要因を考慮しなければならない。
7.考慮すべき者の意見：代行決定者は、本人が相談者とし
て指名した者、本人のケアにあたっている者もしくは本
人の福祉に関心を持っている者、本人から永続的代理権
を付与されている者、裁判所によって任命されている代
理人等の意見を考慮しなければならない。
以上のようなチェックリストが果たす意義について、髙
山は、「代行決定する者のパターナリズムを極力排除し
ていく一貫した姿勢が貫かれている」（髙山：2016）と
述べている。
viii エ ン パ ワ メ ン ト と は、「 社 会 的 存 在 で あ る ク ラ イ エ
ントが社会関係の中で正当な社会的役割を遂行し自己決
定権を行使していくべく、力（個人的、社会的、政治的、
経済的）を獲得することを目的とした援助実践の過程で
あり、それは個人レベル、社会レベルの変化をもたらす」
（久保：1995）ことである。
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【資料】福祉社会開発研究センター研究体制

2017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

伊 奈 川

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

稲 沢

公 一

福祉社会デザイン研究科・准教授

山 本

美 香

研究員

社会学部・准教授

荻 野

剛 史

研究員

社会学部・助教

門

東京都立大学名誉教授

小 林

良 二

客員研究員

武蔵野大学人間科学部・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２１

山 田

理 恵 子

客員研究員

釜山福祉開発院・研究員

趙

文京区社会福祉協議会・職員

浦

金沢大学・助教

尹

東洋大学大学院・博士後期課程

劉

秀 和

美 由 紀

ユニット長
研究員

研究員
（理論・歴史グループ兼務）
研究員
（理論・歴史グループ兼務）

研究員
（理論・歴史グループ兼務）

高齢ユニット

障害ユニット

美

貞

客員研究員

愛

客員研究員

一

喜

客員研究員

鵬

瑶

田

リサーチアシスタント
リサーチアシスタント
（障害ユニットRA兼任）

東洋大学大学院・博士後期課程

上 西

一 貴

福祉社会デザイン研究科・教授

高 山

直 樹

ユニット長

福祉社会デザイン研究科・教授

志 村

健 一

研究員

社会学部・助教

小 泉

隆 文

研究員

筑波大学人間系障害科学域・助教

大 村

美 保

客員研究員

田園調布学園大学・専任講師

望 月

隆 之

客員研究員

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 事務局長

渡 邊

浩 美

客員研究員

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構障害者職業総合センター研究部門・研究員

榎 本

容 子

客員研究員

東洋大学・非常勤講師

丸 山

晃

客員研究員

恵 美 子

研究支援者

木 口
東洋大学大学院・博士後期課程

上 西
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所属・職

子どもユニット

研究者名

備考

福祉社会デザイン研究科・教授

森 田

明 美

福祉社会デザイン研究科・教授

金 子

光 一

社会学部・助教

林

大 介

研究員

ライフデザイン学部・准教授

内 田

塔 子

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

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

晶

客員研究員

聖徳大学短期大学部保育学科・講師

我 謝

美 左 子

客員研究員

東洋大学大学院・博士後期課程

麗

福祉社会デザイン研究科・教授

秋 元

美 世

グループリーダー

福祉社会デザイン研究科・教授

金 子

光 一

研究員

福祉社会デザイン研究科・教授

稲 沢

公 一

研究員

社会学部・助教

門

美 由 紀

研究員

上智社会福祉専門学校・専任教員

寺 田

誠

東洋大学大学院・博士後期課程

越 前

聡 美

福祉社会デザイン研究科・教授

金 子

光 一

副センター長（事務局長）

東洋大学大学院・博士後期課程

越 前

聡 美

リサーチアシスタント

麗

ユニット長
研究員
（理論・歴史グループ兼務）

リサーチアシスタント

理論・歴史グループ

客員研究員
リサーチアシスタント
（事務局兼務）

事務局
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【資料】活動報告

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
子どもユニットのシンポジウム（2017年7月9日開催）をセンターシンポジウムとして位置付け開催する（121ペー
ジ参照）。

（2）後期シンポジウム
テーマ：『−なぜ、つながらないのか？−

地域で暮らし、支え合う福祉社会の仕組みづくり』

〜「つなぐ」ための実践的研究から見えてきた福祉社会開発への視点〜
日 時：2018年3月10日（土）13:00 〜 16:30
場 所：東洋大学白山キャンパス6号館 6101教室
内 容：
①各ユニット・グループ（代表者）からの研究成果報告
― 研究成果とそこから導き出された社会的提言 ―
高齢ユニット：加山 弾 （高齢ユニット長／東洋大学・准教授）
障害ユニット：志村 健一（障害ユニット長／東洋大学・教授）
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）
理論・歴史グループ：秋元 美世（理論・歴史グループ長／東洋大学・教授）
②研究協力機関・団体からのコメント
高齢ユニット：文京区社会福祉協議会 事務局長 小野澤 勝美
障害ユニット：スペシャルオリンピックス日本・福岡 常務理事補佐 渡邊 浩美
子どもユニット：世田谷区子ども・若者部 子育て支援担当係長 片岡 敏江
③質疑応答・意見交換
④総括コメント（センター外部評価委員）
荒牧 重人（山梨学院大学大学院法務研究科・教授）
青木 辰司（東洋大学社会学部・教授）
古川 孝順（西九州大学・副学長）
⑤まとめと出版本の披露
森田 明美（センター長／東洋大学・教授）
＊総合司会：金子 光一（副センター長／東洋大学・教授）
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成 果：平成25年度から平成29年度まで文科省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の採択を受けてから、
5年間の研究活動に一定の区切りを迎え、これまで研究を共に進めてきた関係者等が一堂に会し、本セ
ンターがこれまで取り組んできた研究内容とその成果、残された課題を総括し、センターがめざす地
域における「福祉社会の開発」に向けた提言を行った。

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13回大会の共催
テーマ：ソーシャルワーク実践におけるストレングスの視座
日 時：2017年8月6日（日）
場 所：東洋大学白山キャンパス 8号館 125周年記念ホール
内 容：基調講演・シンポジウム 他
【院生・修了生研究報告】
我謝美左子：「母子支援施設における関係構築における研究」
（福祉社会デザイン研究科博士後期課程／セ
ンター客員研究員） 他 2名
【基調講演】
「ソーシャルワーク実践におけるストレングスの視点」
−津久井やまゆり園事件を通して、我が国のソーシャルワークとストレングスを考える−
講師：高山 直樹（障害ユニット長／東洋大学・教授）
【シンポジウム】
「ソーシャルワーク実践におけるストレングスの視座」
司会：志村 健一（障害ユニット研究員／東洋大学・教授）
話題提供①：岩田 千亜紀（東洋大学・助教）
「高機能自閉スペクトラム症圏の母親のストレングスに焦点を当てた支援のあり方」
話題提供②：小泉 隆文（障害ユニット研究員／東洋大学・助教）
「福祉作業所におけるストレングス視点を考慮した知的に障害のある人への支援」
指定討論：高山 直樹（前掲）、丸山 晃（障害ユニット客員研究員／東洋大学・非常勤講師）
成 果：ソーシャルワークにおいて、ストレングスの視点に着目し実践していくことが求められている、とい
うことを提起する機会となった。

3 紀要『福祉社会開発研究』第10号の発行
規 格：Ａ4判
部 数：350部
内 容：論文他 9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。今年度は査
読論文の応募はなかったが、学術研究論文誌としてISSNに登録した。
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4 東洋大学福祉社会開発研究センター広報活動
（1）単行本の出版
タイトル：『つながり、支え合う福祉社会の仕組みづくり』
規 格：A5判、310ページ
発行日：2018年3月
出版社：中央法規出版株式会社
成 果：本著は本センターの5年間の研究成果の集大成と言えるものであり、地域の中で様々な支援や制度等が
届かない、つながらない人々の状況を検証しつつ、こうした人たちが地域のなかで暮らすことを支え
る仕組みづくりについて、提言を行っている。本著内容を広く発信していくためには、通常の販売ルー
トに乗せる必要があり、中央法規出版株式会社の協力を得て、2018年3月に刊行となった。2018年3月
10日に開催した年度末シンポジウムにおいて、本の披露を行った。

（2）ニュースレターの発行（ホームページ掲載）
内 容：
①第1号：2017年6月30日発行
今年度の研究体制について 、今年度（最終年度）の研究展望について、学会報告「日本地域
福祉学会第31回大会」に出席して
②第2号：2017年9月10日発行
福祉社会開発研究センター前期シンポジウム報告、東洋大学社会福祉学会報告
③第3号：2018年1月5日発行
2017年度年度末シンポジウム開催のご案内、高齢ユニット公開シンポジウム報告、障害ユニット意思
決定支援ワークショップ報告、理論・歴史グループ公開研究会報告
④第4号：2018年3月31日発行予定
年度末シンポジウム報告／外部評価委員会報告／各ユニット・グループ活動報告
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（英語表記有り）

5 センターの運営
（1）評価委員会の開催
2018年3月10日（土）10:00 〜 12:00
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（2）運営委員会の開催
第1回：2017年9月25日（月）11:00 〜 12:30

（3）定例会の開催
第1回：2017年 5 月 8 日（月）17:00 〜 18:00
第2回：2017年 7 月10日（月）17:00 〜 18:00
第3回：2017年10月23日（月）16:00 〜 17:00
第4回：2017年12月11日（月）16:00 〜 17:00

（4）出版本編集会議の開催
第1回：2017年 4 月 8 日（土）10:30 〜 14:00
第2回：2017年 6 月11日（日）13:00 〜 15:30
第3回：2017年 8 月 7 日（月）13:00 〜 17:00

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）千代田区・柏市・日光市社会福祉協議会との協働研究
開催日：2017年4月13日（木）、6月30日（金）、12月11日（月）
場 所：東洋大学福祉社会開発研究センター・柏市社会福祉協議会
参加者：加山弾研究員、梅澤稔研究協力者、松本昌宏研究協力者、藤田哲也研究協力者
成 果：本研究では、近年増幅している支援困難事例に対する社会福祉協議会による対応のデータ収集・分析を行っ
てきた。支援困難事例は、制度の狭間にある問題、複数の問題で構成される問題など既存の制度につなが
りにくく、また本人による支援拒否などもあって地域で埋もれやすい。近年はそのような問題が社会福祉
協議会に寄せられることが多くなっている。本年度は、過去3年間に集積した実践データの分析と実践課
題を整理したほか、共著書の1節として出版を進めてきた。

2）墨田区高齢者みまもり相談室事例研究会
開催日：2017年5月16日（火）、6月16日（金）、7月18日（火）、9月19日（火）、10月17日（火）、11月21日（火）、12月19（火）
参加者：小林良二客員研究員、山田理恵子客員研究員、上西一貴RA
場 所：墨田区文花高齢者みまもり相談室
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成

果：福祉社会開発研究センターとの協定に基づく研究活動。小林良二客員研究員、山田理恵子客員研究員、上

西一貴RAが、墨田区高齢者みまもり相談室職員による高齢者の見守りに関する事例検討会に参加し、コメンテー
ターとしてさまざまなアドバイスを行った。本年度は、研究会における事例検討の方式を改善するとともに、結果
を提示し、各相談室による結果の解釈を行った。

3）文京区社会福祉協議会「地域福祉コーディネーター研究会」
開催日：2017年5月26日（金）、6月26日（月）、8月29日（火）、10月02日（月）、11月13日（月）、12月22日（金）
場 所：文京区区民センター
参加者：小林良二客員研究員、浦田愛客員研究員、野﨑瑞樹客員研究員、上西一貴RA、越前聡美RA、劉鵬瑶RA
成 果：文京区社会福祉協議会との研究協定に基づく研究会。地域福祉コーディネーターの活動記録の見える化に
ついての検討をおこなった。成果の一部は、平成29年6月3日（土）の『日本地域福祉学会第31回大会』で
報告を行った。

4）東村山市社会福祉法人連絡会
開催日：2017年8月24日（木）、12月12日（火）
場 所：東村山市社会福祉協議会
参加者：小林良二客員研究員
成 果：2016年に結成された東京都地域公益活動推進協議会の地域組織である東村山市社会福祉法人連絡会の検討
会に参加し、連絡会および会の相談事業のすすめ方などについてアドバイスを行った。

5）ICTを活用した高齢者の見守りに関する研究
開催日：2017年8月9日（水）、11月22日（水）
場 所：東洋大学福祉社会開発研究センター
参加者：加山弾研究員、渡辺裕一研究協力者、渡邉浩文研究協力者、加藤良彦研究協力者、藤達也研究協力者、門
川誠研究協力者、保良聡美研究協力者
成 果：本研究では、ICTシステムを活用して在宅の高齢者の見守りを多職種で行い、その結果をデータとして収集・
分析するものである。地域包括ケアシステムのために開発されたシステムを応用し、地域住民が運営する
コミュニティ・カフェを拠点に実施した。自立を自認する高齢者でも、急な体調変化（入退院やケガなど）
、
キーパーソンや家族の異変、自宅火災など、常にリスクと隣りあわせであり、多職種でリアルタイムに情
報共有する有用性を確認することができた。

【各種調査・研究】
1）調査
（1）佐々木弘志氏に対するインタビュー調査
実施期間：2017年6月21日
担当者：荻野剛史研究員
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成 果：中国帰国者に対して通所介護サービスや訪問介護サービスを提供しているＳＺＤ商事株式会社代表取締役、
佐々木弘志氏に対してインタビュー調査を行った。主に、サービス創設のきっかけ、中国帰国者の生活状況、
デイサービスを利用したあとの変容状況、職員の採用・育成の実態について聴取した。

2）論文・学会発表
（1）論文
論文名：ＩＣＴを活用した高齢者への見守りに関する研究
掲載誌・巻号・掲載日：東洋大学福祉社会開発研究センター『福祉社会開発研究』第10号、2018年3月
執筆者： 加山弾研究員、門美由紀研究員、渡辺裕一研究協力者、渡邉浩文研究協力者

（2）学会発表
学会名：日本地域福祉学会 第31回全国大会
開催期間：2017年6月3日（土）〜 6月4日（日）
参加者：小林良二客員研究員・浦田愛客員研究員・近藤秋穂研究協力者・上村紗月研究協力者・本多桜子研究協
力者
成 果：福祉社会開発研究センターと研究協定を結んでいる文京区社会福祉協議会の職員である上村紗月研究協
力者との共同発表。
「ふれあいいきいきサロン等の調査による介護予防・日常生活支援事業の展開」
をテー
マとして報告を行った。

【研究会】
1）定例研究会
（1）第1回研究会
実施日：2017年4月28日（金）
場 所：東洋大学福祉社会開発研究センター 5401教室
参加者：7名
報告者・テーマ：加山弾研究員「3社協による支援困難事例への介入の研究（経過報告）」
上西一貴RA「地域でのソーシャルワーク実践における終結」
成 果：前年度の研究活動を振り返るとともに、今年度の方向性・方針・研究体制について、デイスカッションを行っ
た。研究報告では、加山弾研究員は、2014 〜 2016年度における103困難事例のデータを報告した。上西RAは、
ソーシャルワークにおける終結とはどのような状況をさすのか、地域における個人支援過程の特色はなに
かについて、報告した。

（2）第2回研究会
実施日：2017年6月16日（金）
場 所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室
参加者：8名
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報告者・テーマ：小林良二客員研究員「つながりにくさの把握：アウトリーチ型生活支援の事例」
荻野剛史研究員：「外国にルーツをもつ高齢者が日常生活で抱える困難支援
―中国帰国者の事例から―」
成 果：小林客員研究員は、「つながりにくさ」の概念モデル、概念モデルに関するキーワード、事例紹介（地域
福祉コーディネーターによる頻回対応事例）についての報告を行った。また、荻野剛史研究員からは、在
日外国人の概況・統計に現れづらい、外国に（も）ルーツをもつ日本人の存在、外国人・外国に（も）ルー
ツをもつ者に特有の生活のしづらさの存在、外国人・外国に（も）ルーツをもつ者に対する特有の支援方
法の存在の可能性について、報告した。

（3）第3回研究会
実施日：2017年9月22日（金）
場 所：東洋大学白山キャンパス 第1会議室
参加者：9名
報告者・テーマ：山本美香研究員「若年・中年等生活困窮者の困窮化の経緯と住まいの回復への支援に関する研究
―団体G利用者を事例として」
伊奈川秀和研究員「社会福祉法における新たな規整手法」
成 果：山本美香研究員からは、若年層から高齢層まで生活困窮者の増加、家族機能と家族内扶助の弱体化、家族
機能と家族内扶助の弱体化、住まいの喪失と他の喪失という背景で、居住の困窮化の経緯とその要因分析、
そして住まいを回復するまでに必要な支援とは何かを考察した。伊奈川秀和研究員は、社会福祉のパラダ
イム転換、新たな規整手法の登場、需給調整に関する規整、利用者の権利保障権利擁護についての報告を
行った。

（4）第4回研究会
実施日：2017年10月16（月）
場 所：東洋大学白山キャンパス 5401教室
参加者：9名
報告者・テーマ：野﨑瑞樹客員研究員「東日本大震災被災地におけるまちづくりと見守りについて」
熊田博喜客員研究員「『制度の狭間』を支援するコミュニティソーシャルワーカーの実際と住民
の役割」
成 果：野﨑瑞樹客員研究員からは、東日本大震災の津波よるまちの壊滅で、被災地から仮設に移転し、地域縁が
薄い背景で、東松島市集団移転地におけるまちづくり支援についての報告があった。熊田博喜客員研究員
からは、コミュニティソーシャルワーカーがどのように問題の解決を行っているのか、住民とはどのよう
な連携を行っているのかを報告した。

（5）第5回研究会
実施日：2017年12月8日（金）
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場 所：東洋大学白山キャンパス 第１会議室
参加者：7名
報告者・テーマ：尹 一喜客員研究員「介護者支援の方向性を探るための研究」
上西 一貴RA「ソーシャルワークにおける終結概念の構成」
劉 鵬瑶RA「中国都市部社区の実態」
成 果：尹

一喜客員研究員は、これまでの研究結果を踏まえ、介護者に対する社会的な関心を喚起するために

は、意見をまとめ、活動をネットワーク化する英国の例を分析し、介護者支援のための活動やそれを運営
する組織がもつ社会的意味や役割を明らかにすることを目的として報告した。上西 一貴RAは、ソーシャ
ルワークの終結に着目して、これまでの文献における終結の共通認識についての報告を行った。劉

鵬瑶

RAは、中国の長春市の五つ社区（地域）の基本概要をまとめ、社区の現状と問題点について、報告した。

2）公開研究会
（1）実施日：2017年10月24日（火）
場 所：東洋大学白山キャンパス1610
参加者：20名
報告者：朴 蕙彬 氏（同志社大学院 社会学研究科社会福祉学専攻 博士後期課程）
テーマ：「日本のエイジズム研究の限界と克服： 文献レビューを通してみる新たなまなざしの提案」
成 果：朴

蕙彬氏からは、文献レビューで高齢者の直面する問題をとらえる視点から、エイジズムの定義と理論

的枠組み、文献レビューの目的と方法、結果、残された研究課題、日本のエイジズム研究における課題に
ついての報告を行った。

3）シンポジウム
実施日：2017年11月11日（土）
場 所：東洋大学白山キャンパス1604教室
参加者：70名
テーマ：「我が事・丸ごと」を地域でどのように受け止め、実現するか
○基調講演：後藤 真一郎（厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 地域福祉専門官）
○シンポジウム：中島

修（文京学院大学准教授）

川井 誉久（東京都社会福祉協議会 地域福祉部長）
伊奈川 秀和 （東洋大学教授／本センター研究員）
○コメンテーターによるコメント
*コメンテーター：後藤

真一郎（基調講演に同じ）

小林 良二（東京都立大学名誉教授／本センター客員研究員）
*コーディネーター：加山 弾（東洋大学准教授／本センター研究員）
成 果：今回のテーマは、国の掲げる「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向け、政策の方向性や姿も輪郭が
見えてきたなか、市町村の役割、福祉各分野の連携、そして住民をはじめとする多様な主体の参画がこれ
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まで以上に求められる一方、それまで制度別に展開してきたサービスの丸ごとの連動化や、 地域離れ
の進む中で住民が近隣の人の問題を我が事のようにとらえるには、高い壁があるのではないかという問題
意識のもと設定された。そのような問題意識から政策の最新動向を知り、今後地域でどのように受け止め、
実体化させていくかを検討することを目的とした。当日は一般の方や社協職員、学生など約70名の方にご
参加いただき、本シンポジウムのテーマへの関心の高さが窺えた。

【視察・研修会等参加】
1）視察
（1）バークレー視察
期 日：2017年10月31日（火）〜 11月5日（日）
訪問先：①アフリカン・ディアスポラ博物館

②ウェルス・ファーゴ銀行に併設される歴史博物館

③高齢者の生

活問題に関する研究交流 ④自立生活支援センター（CIL）
参加者：加山弾研究員、山本美香研究員
成 果：①アフリカン・ディアスポラ博物館：ディアスポラ（diaspora）は、戦争・政治情勢等によって移住を余
儀なくされた離散民を指す。アフリカからの開拓移民の歴史や生活に関する資料より、生活問題やコミュ
ニティ形成、居住・就労等の問題を知ることができた。日本でも「ジャパニーズ・ディアスポラ」とさ
れる人々の問題の構造的分析が試みられていることから、多くの示唆を得た。
②ウェルス・ファーゴ銀行に併設される歴史博物館：地元サンフランシスコの銀行ウェルス・ファーゴ
（Wells Fargo & Co.）は、ゴールド・ラッシュを契機に設立され、アメリカン・エキスプレスの創設に
よる輸送業や金融業で成長した。当時、金の採掘のために各地から集まった坑夫の搾取や不衛生等の問
題について歴史的資料から学んだ。
③高齢者の生活問題に関する研究交流：Phillip Kalantzis-Cope氏、Patricija Kirvaitis氏と相互の研究につ
いて意見交換した。両氏はイリノイ大学の研究機関に属するPhDで、コモングラウンドという調査ネッ
トワークを運営し、翌日に開催されるAging & Societyの大会では要職を担う。大会テーマの「高齢期
の不平等・社会的排除・差別」に関する研究成果は興味深かった。当方からは高齢者への見守り・生活
支援、居住支援等の研究について説明した。
④自立生活支援センター（CIL）
：UCバークレーは、障害者の自立生活運動発祥の地である。重い障害をもっ
たエド・ロバーツ（Edward V. Roberts）は、同校を卒業しCILを設立した。その運動は、1970年代当時、
世界中に広がった。日本では「青い芝の会」の運動につながった。今日の日本の障害者立法にも連なる
運動・拠点である。

（2）札幌視察
期 日：2016年11月28日（月）
訪問先：①社会福祉法人ノテ福祉会

②社会福祉法人ほくろう福祉協会の特別養護老人ホーム「サポーティ・もみ

じ台」③アンデルセン福祉村（清田区真栄）の老人保健施設、デイケアセンター、居宅介護支援事業所
参加者：加山弾研究員
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成 果：同ホームは、高齢化や貧困問題に直面する大規模団地に位置することから、
「低所得高齢者への食支援事業」
とインテークを兼ねたコミュニティソーシャルワーク・システムを導入している。地域公益事業の法制化
により、全国の社会福祉法人が地域貢献を模索する中、同法人の事業は、課題の集中する地区におけるモ
デル的な仕組みであった。ただし、同施設自体がまだ新しく（設置から半年）、この事業の周知がまだ十
分でないことから、当面は地域への浸透と実績の集積をめざすとのことであった。セスメント・ステイや
オペレーション・システムの現物も見学した。福祉・医療・リハビリなど多職種連携による多角的なアセ
スメントは、オーストラリアのA-CATなどの影響を受けたものであった。デイケアセンターでは、先駆性
で知られる「夢のみずうみ村」とアイデアを共有した多彩なプログラムを導入していた。また、福祉村内
にある日本医療大学を訪れ、地域包括ケアの現場と密着した人材育成のカリキュラムについて学んだ。

（3）氷見市・氷見市社会福祉協議会の視察
期 日：2017年11月27日（月）〜 11月28日（火）
訪問先：氷見市・氷見市社会福祉協議会
参加者：加山弾研究員、藤田晢也研究協力者、藤達也研究協力者
成 果：地域共生社会の実現に向けた取り組みにおける「多機関協働による包括的相談支援体制」について、先進
地である氷見市・氷見市社会福祉協議会を視察した。27日に氷見市役所並びに氷見市社会福祉協議会管理
施設を見学し、氷見市いきいき元気館にて市社協や朝日丘校区の取り組みについて研修した。市役所にて
「ふくし相談サポートセンター」を視察し、市の各課（生活保護、障害支援、子育て支援、地域包括支援
センター）と市社協（生活困窮者支援等）の横断的体制により、情報共有、緊急対応、事例検討等での多
機関連携を実現しており、全国のモデルといえる取り組みであった。同社協は長年、国・県のモデル事業
等を積極的に受託しながら発展してきたことで知られるが、政策・制度に翻弄されるのでなく、地域づく
りのビジョンを実現するためにそれらを活用している点が理想的であった。また、
地区社協やコミュニティ
ソーシャルワークの綿密な体制にもその成果を見ることができた。28日に朝日丘校区社協「まちなかサロ
ン」の視察と「多機関協働による包括的相談支援体制」についての研修をした。「まちなかサロン」は地区（校
区）社協の活動場所として空き店舗を使って開かれているのがまちなかサロンである。ここを拠点に、子
育てサークル、高齢者のランチ等、多様な住民主体の活動が展開している。次に、国の重要政策である同
事業に先駆的に取り組む市の実施内容について研修を受けた。同席した滋賀県高島市、岐阜県関市の取り
組みについても聞くことができた。市役所にて「ふくし相談サポートセンター」を視察。市の各課（生活
保護、障害支援、子育て支援、地域包括支援センター）と市社協（生活困窮者支援等）の横断的体制により、
情報共有、緊急対応、事例検討等での多機関連携を実現しており、全国のモデルといえる取り組みであった。

（4）研究会への参加
期 日：2018年2月10日（土）
訪問先：関西学院大学梅田キャンパス

1403教室

参加者：加山弾研究員
成 果：地域福祉をテーマとする研究者による研究会「プレゼン道場」に参加した。研究会の主宰は、地域福祉研
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究の第一人者である牧里毎治氏である。地元の社会福祉協議会による新たな試みである「課題調整会議」
の仕組みについて研究報告を聞くとともに、本ユニットの研究報告（センターおよびユニットの研究概要
と成果、
「支援事例に対する社会福祉協議会の対応に関する研究報告（東洋大学福祉社会開発研究センター
研究事業成果報告）」）を行った。両報告ののちには、参加者による活発な討議が行われ、多くの研究的・
実践的示唆を得ることができた。

【広報】
1）シンポジウム「
『我が事・丸ごと』を地域でどのように受け止め、
実現するか」開催の情報を、東洋大学・当センター
のホームページにアップロードしたほか、全国社会福祉協議会・東京都社会福祉協議会・文京区社会福祉協議
会からもご協力いただき、広報を行った。

【その他】
1）資料集・報告書の作成
（1）シンポジウム「『我が事・丸ごと』を地域でどのように受け止め、実現するか」
2017年11月11日に実施したシンポジウムの内容を記載した資料集と報告書を作成し、関係者に配布した。
（2）墨田区データ整理報告書の作成

障害ユニット
【定例研究会】
（1）第1回定例研究会
実施日：2017年4月8日（土）
場 所：東洋大学白山キャンパス
参加者：13名
成 果：①2017年度シンポジウムの案について検討を行った。②センター出版企画について、ユニット内の執筆担当、
執筆内容について確認した。

（2）第2回定例研究会
実施日：2017年6月11日（日）
場 所：東洋大学白山キャンパス 第1会議室
参加者：11名
成 果：①出版について、ユニット内で構成の変更について確認した。②最終年度まとめについて、シドニー大学
障害研究センターの『Introduction to Person Centredness』を翻訳することに決定した。
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（3）第3回定例研究会
実施日：2017年9月16日（土）
場 所：東洋大学白山キャンパス 第4会議室
参加者：10名
成 果：①シドニー大学障害研究センターの『Introduction to Person Centredness』翻訳について、メンバー各自
で翻訳を分担し、検討を行った。

（4）第4回定例研究会
実施日：2016年11月26日（土）
場 所：東洋大学白山キャンパス 1303教室
参加者：10名
成 果：①12月開催のシンポジウム「知的障がいのある人たちを支えるマージナルな活動、マージナルな人々」に
関して、社会福祉における「マージナル」概念について議論された。

（5）第5回定例研究会
実施日：2018年1月27日（土）
場 所：東洋大学白山キャンパス 第2会議室
参加者：11名
成 果：①『Introduction to Person Centredness』の翻訳について用語の統一など再検討を行った。②佐橋拓也研
究協力者より「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の報告があった。

【出張・研修会等参加】
（1）龍谷大学福祉フォーラム2017「障がいのある人への意思決定支援〜オーストラリアの実践から学ぶ」
開催期間：2017年9月9日（土）
会 場：龍谷大学瀬田キャンパス
参加者：佐橋拓也研究協力者
成 果：南オーストラリア州支援付き意思決定モデル(SA-SDM)を題材に、当事者主体の意思決定支援(Supported
decision-making)とは何かを検討した。

（2）意思決定支援ワークショップ 専門職向け集中スキルワークショップ参加
出張日：2017年9月16日（土）〜 9月20日（水）
要務先：筑波大学東京キャンパス
参加者：山本智美研究協力者
成 果：SA-SDM（南オーストラリア州における意思決定支援モデル）の実践モデルについて研修を受けた。この
モデルで重要な役割を担うファシリテーターの技術などをグループワークを通じて学んだ。
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【各種調査・研究】
（1）南オーストラリア意思決定支援モデル試行調査
調査期間：2017年①7月25日（火）、②7月27日（木）、③8月8日（火）、④9月20日（水）、⑤9月26日（火）
要務先：①、③全国障害者総合福祉センター 戸山サンライズ、②新宿区障害者福祉センター、④筑波大学東京キャ
ンパス、⑤東洋大学白山キャンパス
参加者：木口恵美子研究支援者
成 果：南オーストラリア意思決定支援モデルの試行に関するファシリテーター（①、
④、⑤）とサポーター（②、
③）
へのインタビュー調査を行った。

【論文等】
（1）論文名：「知的障がいのある本人が相模原事件について本音で語る「にじいろでGO ！」のワークショップの取
り組み」
掲載誌：『すべての人の社会』VOL.37-4, 2017年7月.
執筆者：奈良崎真弓研究協力者・望月隆之客員研究員

（2）論文名：「大学キャリアセンターの発達障害学生に対する就労支援上の困り感とは？

質問紙調査の自由記述

及びインタビュー調査結果の分析から」
掲載誌：『福祉社会開発研究』10, 2018年3月.
執筆者：榎本容子客員研究員・清野絵研究協力者・木口恵美子研究支援者

（3）論文名：「農福連携に関する既存調査の複合的検討―アンケートの回答と自由記述の回答からの検討―」
掲載誌：『福祉社会開発研究』10, 2018年3月.
執筆者：小泉隆文研究員

（4）論文名：「地域におけるソーシャルワーク実践の終結：関係性・無限定性の援助」
掲載誌：『福祉社会開発研究』10, 2018年3月.
執筆者：上西一貴リサーチアシスタント

（5）論文名：「知的障害者の意思決定支援

ベストインタレストを中心に」

掲載誌：『福祉社会開発研究』10, 2018年3月.
執筆者：佐橋拓也研究協力者

【学会報告】
学会名：障害学会
開催日：2017年10月28日、29日
場 所：神戸学院大学
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報 告：望月隆之、田中恵美子「知的障害者の結婚生活の経験と支援」

【シンポジウム】
（1）「支援付き意思決定・意思決定支援（SDM）実践シンポジウム」
主 催：意思決定支援モデル開発プロジェクトチーム（SDM-Japan）
共 催：東洋大学福祉社会開発研究センター障害ユニット
会 場：東京大学本郷キャンパス工学部2号館213大講堂
趣旨説明：「SDM-Japanが目指すもの

―『最善の利益』から『表出された希望へ』―」

水島俊彦（弁護士／ SDM-Japan代表／日本弁護士連合会高齢者・障害者権利支援センター委員／青森県
弁護士会／法テラス八戸法律事務所）
シンポジウム：「Expressed Wish（表出された希望）vs Best Interest（最善の利益）
」
司 会：名川勝（筑波大学人間系講師／ SDM-Japan副代表／ NPO法人ガーディアンズ理事長）
コメンテーター：木口恵美子（本センター研究支援者）
①「なりたい自分を見つける旅」
松隈知栄子（弁護士／日本弁護士連合会高齢者・障害者権利擁護センター委員愛知県弁護士会）
②「相談支援における取組とSDMの可能性」
本間奈美（佐渡市相談支援事業所こもれび／相談支援専門員）
③「親の視点から見たSA-SDMモデル」
野口美加子（新宿区手をつなぐ親の会）
④「Expressed Wish?」
小杉弘子（SDM-Japan副代表）

（2）「知的障がいのある人たちを支えるマージナルな活動、マージナルな人々」
開催日時：2017年12月17日（日）13:00-16:00
会 場：東洋大学白山キャンパス 125記念ホール
基調講演：
「知的障がいのある人たちを支えるマージナルな活動、マージナルな人々」
報告者：高山直樹（東洋大学教授／本センター研究員）
シンポジウム：「知的障がいのある人たちを支えるマージナルな活動、マージナルな人々」
シンポジスト：かしわ哲（NPO法人ハイテンション理事長／サルサガムテープ）、白木福次郎（特定非営利活動法
人ほっぷの森理事長／特定非営利活動法人スペシャルオリンピック日本・宮城顧問）、佐藤誠（特
定非営利活動法人スペシャルオリンピック日本・宮城アスリート）
コメンテーター：浅野史郎（神奈川大学特別招聘教授／元宮城県知事）
コーディネーター：志村健一（東洋大学教授／本センター研究員）
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子どもユニット
１．世田谷区との共同
（1）プロジェクト推進に向けての拡大全体会
母子家庭自立支援実践プロジェクトシンポジウム「当事者主体の支援が変えるひとり親のくらし」
開催日：2018年1月26日（金）
場 所：世田谷区北沢タウンホール
参加者：世田谷区（生活支援課生活保護担当および子ども家庭支援センター、健康づくり課、子ども家庭課）
パルメゾン上北沢、ナオミホーム、世田谷区社会福祉協議会、世田谷子育てネット、東洋大学 他
成 果：母子生活支援施設、生活保護担当、子ども家庭支援センターの取り組みの報告、世田谷区における子
育て支援ネットワークの仕組みおよびその中でのひとり親支援の現状を報告、研修のあり方やネット
ワークの組み方について実践プロジェクトの報告をおこなった。

（2）プロジェクト推進に向けた検討会
①開催日：2017年4月14日（金）
場 所：東洋大学
参加者：東洋大学
成 果：母子家庭支援プログラムについての検討
②開催日：2017年5月6日（土）
場 所：東洋大学
参加者：世田谷区 東洋大学
成 果：母子家庭支援プログラムについての検討
③開催日：2017年6月30日（金）
場 所：パルメゾン上北沢
参加者：世田谷区 東洋大学
成 果：進行状況の共有と、「市民力をつける」をキーワードに世田谷区の支援のあり方の検討。今後の研究
の取り組みとして、母子生活支援施設で対応している問題と支援機関を整理し、地域ではどのように
対応するかについて意見交換を行い、検討することとした。
④開催日：2017年8月11日（金）
場 所：東洋大学
参加者：世田谷区 東洋大学
成 果：子ども家庭支援センター係長・東洋大学との意見交換
⑤開催日：2017年12月3日（日）
場 所：東洋大学
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参加者：世田谷区 東洋大学
成 果：シンポジウム（1 ／ 26）内容の検討
⑥開催日：2017年12月8日（金）
場 所：東洋大学
参加者：世田谷区 東洋大学
成 果：シンポジウム（1 ／ 26）内容の検討
⑦開催日：2017年1月8日（月）
場 所：東洋大学
参加者：東洋大学
成 果：シンポジウム（1 ／ 26）内容の検討
⑧開催日：2017年2月11日（日）
場 所：東洋大学
参加者：世田谷区 東洋大学
成 果：シンポジウム（1 ／ 26）のふりかえりと報告書作成に向けて

（3）実践検討会
①子ども家庭支援センター・生活保護担当者会議
開催日：2017年5月12日（金）
場 所：世田谷区烏山支所
参加者：世田谷区 東洋大学
成 果：子ども家庭支援センター担当者、生活支援課の地区担当者の変更に伴うプロジェクト趣旨説明および
研究の進捗状況の説明
②生活保護担当者によるシートを活用した当事者の面接実施および職員との意見交換
2017年 8 月 5 日（月） 面接実施
2017年 8 月29日（火） 当事者自宅にて面接実施

上田（東洋大学）も同行

2017年10月 3 日（火） 当事者自宅にて面接実施

上田（東洋大学）も同行

2017年12月19日（火） 当事者自宅にて面接実施 上田（東洋大学）も同行
③生活保護受給者への個別ヒアリング
2017年3月27日（月）烏山コミュニティカフェななつのこ
※2月にも実施
④母子生活支援施設（パルメゾン上北沢）における実践検討およびスーパービジョン
・開催日：2017年7月19日（水）
場 所：パルメゾン上北沢

参加者：東洋大学 パルメゾン上北沢の職員

成 果：パルメゾン上北沢の退所者に関する職員ヒアリング
・開催日：2017年8月28日（月）
場 所：パルメゾン上北沢

参加者：パルメゾン上北沢の職員、東洋大学
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成 果： 施設退所者に関するヒアリング
⑤スーパービジョン・研修会開催
・開催日

2017年度6回実施（3月・6月・8月・9月・12月・1月）

場 所：パルメゾン上北沢

参加者：バルメゾン上北沢職員

※3月実施予定
子どもへのシートの試行により、子どもの主観的世界が把握でき、子どもの側に立ちながら丁寧に声を聴
くことの重要性が明らかになったが、同時に誰がそれを担い、どのような手法が有効かについて、試行を重
ねつつさらなる検討が必要である。

（4）研修会
①世田谷区当事者主体の相談支援研修 ステップ１基礎研修
・事業実施日：2017年9月1日（金）9時30分〜 17時
・実施場所：世田谷区男女共同参画センター らぷらす
・参加者：17名(受講者12名、世田谷区2名、ユニット講師3名)
・成果：「子ども・家庭の現状を理解し、当事者主体の相談支援の技法について理解する」ことを目的に、初級
者向け研修を行った。相談支援を担う支援者が理論に基づく基礎的技法を習得する機会となった。

②世田谷区当事者主体の相談支援研修 ステップ2事例検討
・事業実施日：2017年9月22日（金）9時30分〜 17時
・実施場所：世田谷区男女共同参画センター らぷらす
・参加者：21名(受講者16名、世田谷区3名、ユニット講師2名)
・成果：「事例を用いて、ソーシャルワークの考え方をもとにした当事者主体の家庭支援について理解する」こ
とを目的に、中級者向けの研修を行った。相談支援を担う支援者が、実践のふり返りを通して利用者
主体の支援について考える機会となった。

③世田谷区当事者主体の相談支援研修 ステップ3スーパービジョン
・事業実施日：2017年10月6日（金）9時30分〜 17時
・実施場所：世田谷区男女共同参画センター らぷらす
・参加者：17名(受講者12名、世田谷区3名、ユニット講師1名)
・成果：「スーパービジョンの必要性を理解したうえで、現場で実現するための課題を検討する」事を目的に、
上級者向けの研修を行った。相談支援を担う支援者を支える人材育成について考える機会となった。

④世田谷区烏山総合支所生活支援課研修
・事業実施日：2017年12月4日（月）13時45分〜 16時45分
・実施場所：世田谷区烏山総合支所
・参加者：24名（受講者21名、世田谷区2名、ユニット講師1名）
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・成 果：「当事者主体のアセスメントとプランニング〜共感的理解〜」をテーマに主として生活保護担当者へ
の研修を行った。実践のふり返りを通して当事者主体の支援について、考える機会となった。

⑤世田谷区烏山総合支所生活支援課研修
・事業実施日：2017年12月8日（金）13時45分〜 16時45分
・実施場所：世田谷区烏山総合支所
・参加者：28名（受講者26名、世田谷区1名、ユニット講師1名）
・成 果：「当事者主体のアセスメントとプランニング〜共感的理解〜」をテーマに主として生活保護担当者へ
の研修を行った。実践のふり返りを通して当事者主体の支援について、考える機会となった。

２．和光市での活動報告
埼玉県和光市での成果
1．包括支援スキルの修得のための研修
・連続ステップアップ研修（全保育保育所、各3名まで120名）
①2017年12月4日、2018年2月9日 ②和光市役所、公民館 ③120名
④子どもと子育ての基本的な事柄と、和光市での役割を知ることを目的として実施した。保育園での巡回によ
る指導から得たものから子育て支援の一端を担うことの認識が生じ始めた。
・ファミリーサポート研修
①2017年11月7日、2018年2月6日 ②和光市役所 ③30名
④家庭との距離が近いことを認識し、必要な支援を理解したうえで専門機関に報告や相談をすることを理解す
ることができた。

2．保育所の保育内容の見直しへの支援
①2017年4月22日、26日、10月6日、13日、11月10日、12月21日、2018年2月2日
②しらこ保育園（0歳児クラス）、みなみ保育園（3歳児クラス）、プライムスター保育園（4、5歳児クラス）
③保育の計画の見直しについて、保育所保育指針の改定に伴い、保育の計画の見直しと実践の適正化について
検討した。
親支援について、子どもと過ごさない親について、親をアセスメントしたうえで子どもの発達を保障する支
援プランを作成することを提案した。
子どもの発達保障が実現する環境について、五感を使う活動が、子どもの選択のもとなされるよう整えるこ
とを提案した。また行事の目的の適正化と親からの合意について検討した。

３．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
（1）東日本大震災子ども・若者支援研究会 第1回目
事業実施日：2017年4月21日（金）14時00分〜 17時
実施場所：仙台レインボーハウス
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参加者：東北関係者、子どもユニット関係者
成 果：被災地でDVや虐待件数が多く、長期的継続的な支援が必要であることを共有し、今後の研究と実践
のあり方を共有することができた。

（2）東日本大震災子ども・若者支援研究会 第2回目
事業実施日：2017年6月3日（土）13時〜 16時
実施場所：仙台レインボーハウス
参加者：東北関係者、子どもユニット関係者
成 果：7年目を迎えて、一層震災からの復興支援が必要になっていることから、今後継続して支援活動を行
うための仕組みづくりを検討することになった。

【シンポジウム】
（1）東日本大震災から7年 子どもたちは今 宮城県からの発信２
事業実施日：2017年12月17日（日）11時00分〜 14時
実施場所：仙台レインボーハウス
参加者：東北関係者、子どもユニット関係者
成 果：2016年度まで被災地の子どもの心の問題に精神科医として第一線で取り組んでこられた本間医師の講
演と、南三陸町出身の若者たちの報告を受けて支援に関わるものがグループに分かれて議論をした。

（2）東日本大震災子ども・若者支援センター開所式 ―大震災後の子ども・若者に必要な支援について考える―
事業実施日：2018年2月10日（日）13時00分〜 16時
実施場所：仙台レインボーハウス
参加者：東北関係者、子どもユニット関係者
成 果：東日本大震災の発災から8年目を迎える時期は、組織的な支援者の撤退と被災時に小5の子どもたちが、
高校を卒業して被災地を離れることになる時期でもある。継続的な支援を市民と専門家が共同して行
う組織と活動の枠組みを作り上げることに貢献することができた。

（3）第17回 東日本大震災子ども支援意見交換会 ―震災から丸7年子どもたちと考える継続的な意見―
事業実施日：2018年3月8日（木）
実施場所：衆議院第一議員会館1F多目的ホール
参加者：東北関係者、子どもユニット関係者
成 果：若者の参加、意見表明、長期支援の必要性について国会議員、関係省庁職員に伝えることができた。

4．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2017越前に協力
開催日：2017年9月30日（土）〜 10月1日（日）
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場 所：越前市文化センター
参加者：東洋大学 20名 全体750人
成 果：自治体での子ども施策の取り組みについて全体会での基調講演、子ども計画、子どもの居場所、子ど
も参加、子どもの貧困等の部会での報告や運営への協力、情報収集と意見交換をした

5．公開シンポジウム
日時：2017年7月9日（日）13:00 〜 17:00
場所：東洋大学8号館7階125ホール
テーマ：「災害からの復興と子どもにやさしいまちづくり」−ネパールの取り組みに学ぶ−
シンポジウム：
（１）Mr. Reshmi Raj Pandey（レシュミ・ラージ・パンデイ）連邦問題・地方開発省次官補（Joint Secretary）
「子
どもにやさしい地方行政」担当
（２）Mr. Gauri Pradhan（ガウリ・プラダーン）ＣＷＩＮ（Child Workers in Nepal）創設者
（３）宮城県における子ども支援の取り組み
志賀慎治（宮城県保健福祉部子育て支援課課長）
平野幹雄（東北文化学園大学教授）
（４）日本における子どもに優しいまちづくりの取り組み
内田塔子（子どもユニット研究員／東洋大学准教授）
（５）日本の子どもにやさしいまちづくりにおける市民社会と之連携･協働
西野博之（川崎市子ども夢パーク所長）
コーディネ−ター：森田明美（東洋大学社会学部教授）、荒牧重人（山梨学院大学法科大学院長）内田塔子（前掲）
共催：東洋大学福祉社会開発研究センター、子どもの権利条約総合研究所
成果：子どもの参加の具体化のためには、日常的な取り組みが重要であること、学校教育の場で子どもが権利の主
体として集団形成されていること、そして、社会の市民として子どもをきちんと位置つけて育てていくこと
の重要さをネパールの報告から学ぶことができた。

6．子どもの権利条約の実施に関する取り組み
事業実施日：2017年9月7日（土）13時00分〜 18時
実施場所：早稲田大学戸山キャンパス文学部33号館10会議室
参加者：子ども支援者、研究者、子どもユニット関係者
成 果：子どもの権利条約に関する日本報告書が6月に国連子どもの権利委員会へ提出され、その内容について、
共有し、子どもユニットして、今後のＮＧＯレポートの作成にかかわること、東日本大震災や福祉問
題について担当してレポートを書くことを決めた。

事業実施日：2017年10月7日（土）17時00分〜 19時
実施場所：東洋大学
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参加者：子ども支援者、研究者、子どもユニット関係者
成 果：子どもの権利条約に関する日本報告書へのＮＧＯレポート提出にかかわることを希望する団体が集ま
り、役割分担と主張内容を共有した。子どもユニットして、東日本大震災や福祉問題のレポートを提
出した。

事業実施日

2017年12月15日（金）1時00分〜 16時

実施場所：東洋大学
参加者：子ども支援者、研究者、子どもユニット関係者
成 果：国連子どもの権利委員会へ提出した内容について共有し、追加情報として英文で提出する詳細な内容
を共有した。子どもユニットしてかかわる、東日本大震災では、追加情報を提出した。また、1月に
開催予定の日本報告の事前審査に森田を派遣することが承認された。

事業実施日：2018年2月国連・子どもの権利委員会、第79会期、会期前作業部会（2018年2月5日〜 9日）
実施場所：ジュネーブ国連本部
参加者：森田明美
成 果：国連子どもの権利委員会が9月に実施する日本政府報告第4・5回審査に向けた事前審査に参加し、日
本の子どもの権利の具体化でとりわけかけている東日本大震災の報告について提言することができた。

7．広報
（1）テレビ放送への出演協力
放送日：2017年6月26日（月）21時からＢＳ１１放送
参加者：森田明美子どもユニットリーダー
成 果：ひとり親の子育てについて、50分番組の討論に専門家として、当事者団体の主催者と一緒に参加して、
コメントをした。

（2）NHKニュースでの放送
放送日：8月5日（土）18時45分から3分間ＮＨＫニュースで放送。
当日の子ども参加の様子を小野寺さんのプレゼン、山田町の高校生のコメント、そして森田センター
長のコメントが放送された。

（3）新聞報道
掲載日：2017年9月11日（月）読売プレミアム「ニュース考；高校生カフェと被災地支援の６年余」
成 果：震災から年数を経ることによって、子どもたちがどのように育っていくのかということを8月の意見
交換会に参加した記者が啓発記事として子ども参加の活動の価値を高く評価してくれた記事。厚生労
働省担当課長のコメントも掲載された。

123



東洋大学／福祉社会開発研究

10号（2018年3月）

掲載日：2017年12月5日（火）、12月7日（木）、12月8日（金）、12月10日（日）、12月12日（火）
成 果：大学公開講座の情報ネットワーク小学館

まなナビ において、「森田明美東洋大学教授の語る「子

どもの貧困」
（5回連載）」掲載された。携帯は贅沢か？「子どもの貧困」問題はなぜ炎上する？というテー
マについて、「子どもの貧困」と聞いて何をイメージするだろうか―。飢餓に苦しむアフリカの子ど
もたちか、それとも児童労働に駆り出される発展途上国の子どもたちだろうか、と問いかけつつ、今、
日本にある「子どもの貧困」がイメージしにくいどころか、見えにくくなっている現状について的確
に解説している。

掲載日：2017年12月16日（土）朝日新聞夕刊
成 果：「内密出産」を慈恵病院が検討していることに対して、専門家として母子の命を守る一助にはなるが、
こうしたことを防ぐために地域の子育て支援施策を整備することがより重要であることを森田セン
ター長がコメントした。

掲載日：2017年12月20日（水）
成 果：ＮＨＫwebニュースで、予期しない妊娠をした場合でも出産を支える地域支援の仕組みづくりの重要
性を森田センター長の語りで構成されて、公開された。

理論・歴史グループ
【研究会】
１）日 時：2017年6月19日（月）11：30 〜 13：00
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：理論・歴史グループ関係者
成 果：理論・歴史グループ長の秋元美世研究員を中心に、見守りにおける「つながる」
「つながらない」という
関係性の問題について議論した。人々は市民生活、住民生活、私生活というように生活の多面性があり、
それぞれの生活が重なったり移行したりする。私的領域で対応できなくなった問題を公的領域の問題へ
と転換するという流れは単純な問題ではなく、
「見守り」と関連させると、いわゆる「社会化」の問題と
して一括りにできないような難しさがあることが明らかにになった。

２）日 時：2017年7月24日（月）10：45 〜 13：00
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：理論・歴史グループ関係者
成 果：稲沢公一研究員に「相模原障害者殺傷事件から見えるもの―二つの原理による不均衡―」という題でご
報告頂き、金子光一研究員には「『つなぐ』関係からみた日本の社会構造 ―社会福祉史の視点から―」と
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いう題でご報告頂いた。さらには伊奈川秀和研究員に「Social」という題でご報告頂いた。それぞれの立
場から、社会福祉が抱える構造の問題について指摘がなされ、出版に向けた意見交換を実施した。

【公開研究会】
１）日 時：2017年11月9日（木）18：30 〜 19：30
場 所：東洋大学白山キャンパス 8202教室
参加者：理論・歴史グループ関係者、センター関係者、大学院生
成 果：秋元美世理論・歴史グループ長に「つながりによる援助の利用可能性について」という題でご報告頂い
た。「つながり」について考えるようとする時、つながりの属性をめぐる問題、つながりの強度をめぐる
問題というように、これら2つのことを踏まえる必要があることが強調された。例えば、近隣のつながりは、
家族のつながりよりは薄いだろうという事もあるように、 つながり

を論じるにあたっては、その強度

についても考えなくてはならない。このつながりにかかわる強度の問題について有用な視点を提供して
くれているグラノヴェダーの「弱い紐帯の強さ」に関する議論を踏まえ、つながりによる援助の利用可
能性について考察した。

【視察】
１）日 時：2018年3月13日（火）・14日（水）
場 所：岡山県総社市
参加者：理論・歴史グループ関係者、センター関係者
成 果：総社市の関係者に対して、これまでの当センターの研究成果を報告する報告会を実施した。権利擁護に
関わる活動を先駆的に担ってきた現場の方々とこれからの地域社会のあり方について検討することが出
来た。

【出版】
福祉社会開発研究センター出版本の理論歴史グループの執筆者：
秋元美世「つながりによる援助の利用可能性について」
金子光一「「つなぐ」関係からみた日本の社会構造」
稲沢公一「相模原障害者殺傷事件から見えること」
門 美由紀（荻野剛史共著）「外国にルーツをもつ高齢者が日常生活で抱える困難と支援」
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東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会規定
2015年4月1日施行
（目的）
第1条

東洋大学福祉社会開発研究センター（以下「センター」という）は、研究の成果を研究活動や福祉実践の場

に発信し、地域の支援ネットワークや福祉制度・政策の形成に寄与することを目的として発行する東洋大学福
祉社会開発研究センター紀要「福祉社会開発研究」
（以下「紀要」という）に関する業務を円滑に運営するため、
東洋大学福祉社会開発研究センター「管理運営要綱」に基づく東洋大学福祉社会開発研究センター運営委員会
（以下「運営委員会」という）の下に、東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会（以下「本委員会」という）
を設置する。

（委員会の業務）
第２条 本委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を審議し決定する他、必要な業務を行う。
（１）紀要発行のための基本方針に関する事項
（２）紀要の投稿、原稿依頼、執筆に関する事項
（３）紀要の編集に関する事項
（４）査読方法及び査読委員の推薦、投稿論文の審査に関する事項
（５）その他、前各号に付随する業務

（委員会の構成）
第３条 本委員会は、委員長、編集担当委員、委員で構成される。
２ 委員は運営委員会委員があたる。
３ 委員長はセンター長があたる。
４ 編集担当委員は委員の互選により1名を選任する。
５ 本委員会を欠席する場合は、出席する委員に委任することができる。

（任期）
第４条 委員長、編集担当委員、委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

（紀要の発行）
第５条 紀要の発行は、年1回以上とする。
２ 紀要の投稿・執筆、審査（査読）に関する規定・要領については別に定める。

（掲載対象）
第６条 紀要の掲載対象は、
「特別論文」（依頼論文）「投稿論文」（査読あり）、実践報告、調査報告、資料情報とし、
本委員会が掲載の可否を決定する。
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２ 特別論文とは、本委員会が指名し依頼する研究者・実践者が執筆する論文をいう。
３

投稿論文とは、別に定める「紀要投稿規定」に基づき投稿され、査読者による査読を経て、本委員会が審査

し掲載を認めた論文をいう。
４

実践報告、調査報告、資料情報は、センターが関与したプロジェクト等の実践、調査、資料情報の概要をと

りまとめたものをいう。

（査読委員の委嘱）
第７条 「投稿論文」の審査のため、査読委員をおく。
２

査読委員の選任については、本委員会が学内教員（非常勤講師を除く）の中から１名以上の査読委員を推薦し、
編集委員長が委嘱する。

３ 査読委員の任期は1年とする。
４ 査読委員は、本委員会の依頼に基づき編集担当委員と共に投稿論文を審査し、その結果を本委員会に報告する。
５

本委員会は審査報告に基づいて投稿論文の採否、修正指示等の措置を決定し、執筆者への修正指示等は編集担
当委員及び査読委員が行う。

（疑義・不服への対応）
第８条

本委員会は、投稿者から査読内容もしくは採否決定に関して疑義・不服が申立てられた場合には、速やか

に対応し申立者に回答する、なお、回答に疑義・不服がある場合は運営委会に申立てることができる旨を付記
する。

（責務）
第９条 本委員会委員および査読委員は、公正な審査・判断に努めなければならない。
２

論文の査読・審査委で知り得た情報などに関する守秘義務を負うとともに、投稿者の論文が剽窃に該当される
と思料される場合、第三者の著作権を侵害すると思料される場合、または二重投稿に該当すると思料される場合等、
投稿者が研究倫理に違反していると判断される場合には、本委員会にその旨を報告しなければならない。

（事務）
第10条 本委員会の事務は、センター事務局が担当する。

（規定の変更）
第11条 本規定を変更する場合は、運営委員会の議決を経なければならない。

附則
本規定は、2015年4月1から施行する。
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編集後記

◆編集後記◆

今年度も紀要「福祉社会開発研究」
（第10号）をお届けいたします。

本センターは、平成25年度から文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の採択を受け、5 ヵ年にわ
たる研究活動を展開してきましたが、今年度で最終年となり、これまでの研究に一区切りをつけることになりました。
「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」では、
この間の研究実績を踏まえながら、
各ユニット・グループ間で研究方法・研究内容等の評価と課題を検証し合い、総合的研究の総括に着手し、研究成
果を本にまとめるというプロジェクトに取り組んできました。その他にも、センター全体の研究成果報告書をはじ
めとして、各ユニット・グループが研究成果報告の作成に追われる日々でした。
そんな中、研究者個々人が時間との闘いの中で、日ごろの研究成果をもとに論文作成に取り組んできました。今回、
残念ながら、査読付き論文の応募はありませんでしたが、例年どおり、こうして研究紀要をお届けすることができ
ました。
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。
なお、本誌はISSN(2189−910X)に登録しておりますことを申し添えます。

2018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

加山 弾

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
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C O N T E N T S
論

文

ICTを活用した高齢者への見守りに関する研究
加山
弾、研究員 門 美 由 紀
渡 辺 裕 一、客員研究員 渡 邉 浩 文

高齢ユニット 研究員
客員研究員

社会福祉の需給調整における規整手法の考察
高齢ユニット 研究員

伊奈川秀和

大学キャリアセンターの発達障害学生に対する就労支援上の困り感とは？
−質問紙調査の自由記述及びインタビュー調査結果の分析から−
障害ユニット 客員研究員 榎 本 容 子、
研究協力者 清 野
絵
研究支援者 木口恵美子
農福連携に関する既存調査の複合的検討
−アンケートの回答と自由記述の回答からの検討−
障害ユニット 研究員

小泉隆文

知的障害者の意思決定支援の実践に関する研究
〜南オーストラリアモデルの国内試行を通して〜
障害ユニット 研究支援者

木口恵美子、研究協力者 山本 智美

地域におけるソーシャルワーク実践の終結：開放系・無限定性の援助
障害・高齢ユニット リサーチアシスタント

上西一貴

中国における学校統廃合と寄宿制学校
−内モンゴル自治区農牧区の事例から−
子どもユニット リサーチアシスタント

麗

麗

コミュニティ・オーガニゼーションと紐帯の議論を通して
理論・歴史グループ リサーチアシスタント

越前聡美

研究ノート
知的障害者の意思決定支援〜ベスト・インタレストを中心に〜
障害ユニット 研究協力者

【資料】平成29年度

福祉社会開発研究センター研究体制

【資料】平成29年度

福祉社会開発研究センター活動報告

【資料】東洋大学福祉社会開発研究センター編集委員会規定

＊本誌はISSN（2189−910X）に登録しています。
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࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋணᐃ࡛ࡣ 50 ศ࡛ࡍࡀࠊ㏻ヂࡀධࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ25 ศⓎ⾲ࠊ25
ศ㏻ヂ࠸࠺ᙧ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
᭱ึⓎ⾲࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢࡣࠊ㒯⳹⌔㸦ࢪ࣭ࣙࣥࣇࢪࣗ㸧ࡉࢇ࡛ࠊ㑪ᏛᰯᏛ㝔
༤ኈᚋᮇㄢ⛬ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋⓎ⾲ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ
ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠾ࡅࡿᡂᖺᚋ
ぢேไᗘᑟධࡢព⩏ㄢ㢟ࠖ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋඛఛ࠸ࡲࡋࡓࡇࢁࠊ15 ᖺ▱ⓗ
㞀ᐖ⪅ࡢศ㔝࡛࠾ࢆࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊኚ⯆῝࠸࠾ヰࡀఛ࠼ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ












㢟Ⓨ⾲



Ⓨ⾲㸯 ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢேไᗘᑟධࡢព⩏ㄢ㢟ࠖ
㒯 ⳹⌔ 㑪ᏛᰯᏛ㝔 ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 


ࡣࡌࡵ
ⓙࡉࢇࡇࢇࡕࡣࠋ㑪ᏛᰯᏛ㝔༤ኈㄢ⛬ 2 ᖺࡢ㒯⳹⌔⏦ࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ⚾ࡀⓎ⾲ࡍࡿࢸ࣮࣐ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᡂᖺᚋぢไᗘᑟධࡢព⩏ㄢ㢟ࡘ
࠸࡚࡛ࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡢ❧ἲࡢ⫼ᬒࠊไᗘᑟධࡢ㐣⛬࣭ពࠊࡑࢀࡽࠊไᗘࡢ⌮ゎࠊ
ᐃ╔ࡢࡓࡵࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 㡑ᅜ࡛ࡣࠊ⢭⚄ⓗ࡞⌮⏤࡛ࠊỴᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᡂேᑐࡋ࡚ࠊ⾜Ⅽ↓⬟ຊゝ࠸ࠊ⚗⏘
⪅࣭㝈ᐃ⏘⪅ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ⚗⏘⪅࣭㝈ᐃ⏘⪅ไᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊẸἲ࡛つᐃࡉࢀ
࡚࠸࡚ࠊᐙᗞุᡤ࡛ᐉ࿌ࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㝈ᐃ⏘⪅࠶ࡿ࠸ࡣ⚗⏘⪅
ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࠊ⊂❧ⓗ࡞ἲᚊ⾜Ⅽࡀ࡛ࡁ࡞࠸ேࡔุ᩿ࡉࢀࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘ
ࡣࠊᡂᖺ⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᐖࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ㈈⏘⟶⌮ࡔࡅ㔜ࡳࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᣦࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㡑ᅜࡢ᠇ἲࡶ㐪ࡍࡿෆᐜ࡛ࡍࡋࠊಶே
ࡢᑛཝᛶ㛵ࡋ࡚ࡶ῝้࡞ᐖࢆࡶࡓࡽࡍᜍࢀࡀ࠶ࡿไᗘ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ♫⚟♴ⓗ࡞ほⅬ
ࡽ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜ᑛཝࡢᐇ⌧ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊ2011 ᖺ 2 ᭶Ẹἲࡢ୰࡛ᡂᖺᚋぢไᗘ
ࡀᅜ࡛ᡂ❧ࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡽ⾜ࡉࢀࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊせಖㆤࡢᡂேṧࡗ࡚࠸ࡿពᛮỴᐃ⬟ຊࡢᑛ㔜ࠊ
ពᛮỴᐃ⬟ຊࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾࠊᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋ࡚♫ᵓᡂဨࡢ୍ேࡋ࡚ࠊ
✚ᴟⓗໟᦤࡋࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀ┠ⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⢭⚄ⓗ࡞㞀ᐖ࡞ࡼࡾุ᩿⬟ຊ
ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿேࡢࠊ㈈⏘⟶⌮㌟ୖỴᐃࡁࡃࢃࡿไᗘ࡛ࡍࡀࠊẸἲୖࡢไᗘ
࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫⚟♴ไᗘࢆྵࡴไᗘࡔゝ࠼ࡲࡍࠋ᪥ࡢⓎ⾲ࡢ୰࡛ࡣࠊᡂ
ᖺᚋぢไᗘࡢᑟධࡢព⩏ᐃ╔ࡢㄢ㢟ࢆⓎ⾲ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㡑ᅜ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⫼ᬒࠊᇶᮏཎ๎
 ࡲࡎ⫼ᬒ㛵ࡋ࡚࡛ࡍࡀࠊ㡑ᅜ࡛ᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ᚰࡀࡶࡓࢀࡓᮇࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡛
ࡣ 1999 ᖺᡂᖺᚋぢไᗘࡀጞࡲࡾࠊࡑࡢ㡭ࡽࠊ㡑ᅜ࡛ࡶᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ᚰࢆࡶࡕ࡞ࡀ
ࡽࠊ⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋ
 ࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜࡢ㞀ᐖ⪅ࡢ◊✲ᡤࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆࡋ࡚
ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀඹࠊ2004 ᖺᗘࠊไᗘࡢᑟධࡢࡓࡵࡢ᥎㐍άືࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢ
㝿ࠊᵝࠎ࡞◊ಟ࡞ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࡽࠊᅜ㆟ဨࡀไᗘᑟධࡢࡓࡵ୍ᗘⓎ㆟ࡋࡓࡢ
࡛ࡍࡀࠊᡂ❧ࡋࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ2009 ᖺᗘࠊᅜ࡛ἲࡀᡂ❧ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊᮔ
㆟ဨࡀⓎ㆟ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ2013 ᖺࡢᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࡽᇳ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ḟࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢཎ๎㛵ࡋ࡚࠾ヰࡋࡲࡍࠋ㡑ᅜ࡛㞀ᐖ⪅ᅋయࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊᡂ
ᖺᚋぢไᗘࡀᐇࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ࡞࡛᭱ࡶษࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊಶ
ேࡢ⮬ᕫỴᐃࡢᑛ㔜࡛ࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡢᇶᮏཎ๎ࡢ୰࡛ࡣࠊṧࡗ࡚࠸ࡿ⬟ຊࢆࡼࡃ࠺
ࡼ࠺ᨭࡍࡿࡇࢆ୍␒ษ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶྠࡌࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬❧⏕άࡢᨭྠࡌࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊุ᩿⬟ຊࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⢭⚄ⓗ࡞ࡇࡀ୍⯡ࡢேࡼࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆࡶࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࡑࢀࡣἲᚊࡢ♫ⓗ࡞༊ศ࡛ࠊάືࢆᨭࡍࡿࡇࡀ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋḟࡣࠊⓙࡉࢇࡈ



Ꮡ▱ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ⌧࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊ୍⯡ࡢ᪉ྠࡌࡼ࠺
⪃࠼ࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊ⮬↛ࡢ⎔ቃᆅᇦ♫ࡢ୰࡛⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋḟ
ࡣࠊᚲせᛶࡢཎ๎ࠊไᗘࡢᙎຊ࣭ᰂ㌾࡛ࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊࡍ࡚ࡢ㞀ᐖ⪅ࠊ⢭⚄
ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ᪉ࢆᨭࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚲせ࡞᪉ࡢᨭࡀ㔜せࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ
ࡣࠊᚲせ࡞᪉ᚲせ࡞㒊ศࠊᚲせ࡞㔞ࢆᨭࡍࡿࡇࡀ୍␒ษ࡞ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏⓗ࡞ཎ๎ࢆࡍ࡚ྵࡵ࡚ࠊไᗘࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ࠊᙎຊⓗ࡞㒊ศࠊᰂ㌾࡞㒊ศ
ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ⾜࠺ࡇࡀษࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊⓙྠࡌࡼ࠺࡞㒊ศࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࡀࠊᙎຊⓗ࡞㒊ศᰂ㌾࡞㒊ศࡀࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᡂᖺᚋぢไᗘᑟධࡢព⩏
ḟࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘᑟධࡢព⩏ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋ
ࠊ㡑ᅜ࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࡣ⮬ᕫỴᐃࡼࡗ࡚♫ཧຍࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
♫⚟♴ࡢ࡞࡛ࠊ⮬❧⏕άࡢࣃࣛࢲ࣒ࡢኚࡀ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊᆅᇦࡢ⏕άࡀࠊ⮬ᕫỴ
ᐃࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿࡇࡀษࡔࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⮬❧⏕άࡣࠊᮏேࡀࡢࡼ࠺⏕άࡍ
ࡿࡢࠊ୍⯡ࡢேྠࡌࡼ࠺࡞⏕άࢆࡍࡿࡇࢆᮏேࡀỴࡵࡿࡇ࡛ࡍࠋᨵṇࡋࡓẸἲࡢ
୰ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ไᗘࡀ♫ಖㆤࡽᆅᇦᑛ㔜ࠊ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿ⮬ᕫỴᐃࢆࡍࡿ
ࡇࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࡽࠊᨵṇࡋࡓẸἲࡢ୰ࡘࡢࡇࢆࡳࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡦࡘࡵࡣ㌟ୖಖㆤ࡛ࡍࠋ௨๓ࡣ⒪㣴ಖㆤ࠸࠺ᑐ㇟࡛ࡋࡓࡀࠊᨵṇࡋࡓẸἲ࡛ࡣࠊ㞀
ᐖ⪅࣭㧗㱋⪅ࡢ⏕ά࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㈈⏘ࡔࡅࡢᨭ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㌟ୖಖㆤࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡘࡵࡣࠊᥐ⨨ࡽዎ⣙ࡢᨭ࡛ࡍࠋ᪥ᮏྠࡌࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡢ♫
⚟♴ࡢࣃࣛࢲ࣒ࡣࠊᥐ⨨࡛ࡣ࡞ࡃࠊዎ⣙ࡢព⩏ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊ㞀
ᐖ⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃࢆಖㆤࡍࡿᴫᛕ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㌟ୖࡢỴᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢዎ⣙ࡢᴫᛕࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᡂᖺᚋぢไᗘక࠺ࠊẸἲࡢᨵṇෆᐜ
ḟࡣࠊ2011 ᖺᨵṇࡉࢀࡓẸἲ㛵ࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞㒊ศࢆㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡎࠊ⚗⏘ࠊ‽⚗⏘ࡢไᗘࡀኚࢃࡾࠊᡂᖺᚋぢไᗘ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᪤Ꮡࡢ⚗⏘⪅࣭
‽⚗⏘⪅㛵ࡍࡿෆᐜࡀࠊࡢࡼ࠺ኚࢃࡗࡓ࠸࠺ࠊᐙᗞἲ㝔㸦ᐙᗞุᡤ㸧࡛
ࡉࢀࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊ᪤Ꮡࡢ⚗⏘࣭‽⚗⏘⪅㛵ࡋ࡚ࠊἲᚊ⾜Ⅽ㈈⏘㛵ࡍࡿࢡ
ࢩࣙࣥ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᳨ᰝࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋἲᚊⓗ࡞㒊ศ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᚋぢேࡋ
ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᨵṇࡋࡓẸἲࡢ୰࡛ࡣࠊ⡆༢࡞㈙࠸≀୍⯡ⓗ࡞
ࡇ࡛ࡍࡀࠊᑠࡉ࡞Ỵᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏேࡀỴࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
␒┠ࡣࠊᚋぢேࡢỴᐃࡸࠊ」ᩘࡢᚋぢࢆᑟධࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ௨๓ࡣࠊᚋぢே
࠸࠺᪉ࡣᐙ᪘ࡔࡅ࡛ࡋࡓࡀࠊᨵṇẸἲࡢ୰࡛ࡣࠊᐙ᪘ࡢ࡞࡛ࡶࠊጔࡸኵࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ぶ᪘ࠊ」ᩘࡢேࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࡋࠊἲேࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊ
᪤Ꮡࡢἲᚊࡢ୰࡛ࡣࠊ㓄അ⪅ูᒃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊ⚗⏘⪅ᐙᗞἲ㝔࡛ㄆ
ᐃࡉࢀࡓࡽࠊᮏேࡢពᛮ㛵ಀ࡞ࡃࠊ㓄അ⪅ࡀỴࡵࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᨵṇẸἲࡢ
୰࡛ࡣࠊࡑࡢ㒊ศ㛵ࡋ࡚ࡣࠊබⓗ࡞ேࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
୕␒┠ࡣࠊㄳồᶒ⪅ࡢᣑ࡛ࡍࠋ௨๓ࡣࠊぶ᪘ࠊ㓄അ⪅ࡢࡳ࡛ࡋࡓࠋᨵṇࡉࢀࡓἲᚊ࡛
ࡣࠊᡂᖺᚋぢ㛵ࡋ࡚ࠊᐙ᪘ࠊ㓄അ⪅ࡣࡶࡕࢁࢇࠊᆅ᪉ࡢ⮬యࡢ㛗ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾ



ࡲࡋࡓࠋ
ᅄ␒┠ࡣࠊไ㝈⬟ຊ⪅ࡢ⬟ຊᣑࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋ⿕ᡂᖺᚋぢேࡣࠊ༢⊂࡛᪥ᖖ⏕άࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
␒┠ࡣᚋぢዎ⣙ไᗘࡢᑟධ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢぶஸࡁᚋࡢࠊᚋぢேࡢ㑅௵㛵ࡍ
ࡿࡇ࡛ࡍࠋㄆ▱ࡸ㧗㱋⪅ࡢᑗ᮶㛵ࡋ࡚ࡶࠊ๓ዎ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡀᑗ᮶ᑐᛂࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
භ␒┠ࡣࠊ㌟ୖಖㆤ㛵ࡍࡿෆᐜ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㔜せ࡞㒊ศ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ㞀ᐖ⪅ࡢ㌟ୖಖㆤ㛵ࡋ࡚ࠊ୍⯡ⓗᨭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᐙᗞἲ㝔ࡢỴᐃࢆཷࡅࡓᚋࡽᨭ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋぢேࡔࡅ࡛Ỵᐃࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺タᐃࡋࡓࡶࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊ⢭⚄㞀ᐖࡢ㝔ධ㝔ࡍࡿࠊ
ᚋぢேࡀࡍ࡚ࢆỴࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
␒┠ࡣࠊྠពᶒ௦⌮ᶒࡢ⠊ᅖࢆಶูỴᐃࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡛ࡍࠋ㡑ᅜࡢ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊከඖⓗᨭࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢࠊ㝈ᐃᚋぢࠊ≉ᐃᚋぢ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ୍ඖⓗ࡞࣓ࣜࢵࢺࢆάࡍࡓࡵࠊ⮬ᕫỴᐃ௦⌮ᶒࡣᐙᗞἲ㝔ࡀỴᐃࡍࡿࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ඵ␒┠ࡣࠊぶ᪘ࡢỴᐃࢆᗫṆࡍࡿࡇࠊᚋぢ┘╩ேไᗘࡢᑟධ࡛ࡍࠋࡲ࡛ᚋぢே
ࡢ┘╩㛵ࡋ࡚ࡣࠊぶ᪘ࡀ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶࠊぶ᪘ࡢᚋぢࡀ࠶ࡲࡾᙺࢆࡶ࡚
࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᚋぢ┘╩ேࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㈨ᩱࡢ୰ࡣ᭩࠸࡚࡞࠸ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊᚋぢேࡢዎ⣙㛵ࡋ࡚ࡣࠊⓏグ࠸࠺ࡇ࡛ዎ⣙ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡀᨵṇẸἲ㛵ࡍࡿㄝ᫂࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᡂᖺᚋぢࡢ㢮ᆺ
 ḟࡣࠊᡂᖺᚋぢࡢ㢮ᆺ࡛ࡍࠋ㡑ᅜࡢᡂᖺᚋぢࡢ㢮ᆺࡣᅄࡘศࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᡂᖺᚋ
ぢࠊ㝈ᐃᚋぢࠊ≉ᐃᚋぢࠊᚋぢዎ⣙࡛ࡍࠋ୍␒ᗈ࠸ᴫᛕࡣᡂᖺᚋぢ࡛ࡍࠋ㝈ᐃᚋぢࡣࠊᡂ
ᖺᚋぢࡼࡾ⊃࠸ᴫᛕ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣᐙᗞἲ㝔࡛Ỵࡵࡓ㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ≉ᐃᚋぢࡶࠊ୍ⓗ
࡞ᚋぢ࠸࠺ࡇ࡛⌮ゎࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᚋぢዎ⣙ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᮍ᮶㛵ࡍࡿዎ⣙⌮ゎ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᡂᖺᚋぢࡢ㡿ᇦᶒ㝈ࠊົ㛵ࡋ࡚ࡣࡲࡵࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࢆࡈぴ
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᚲせᛶࠊᑟධࡢព⩏
 ḟࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡋ࡚࡛ࡍࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ࠺ࢃࡾࡲࡏࢇࡀࠊ㡑ᅜ࡛ࡣ
㞀ᐖ⪅ࡢぶࡀࡼࡃヰࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠕ㞀ᐖ⪅ࡢᜥᏊࡸፉࡼࡾ୍᪥࡛ࡶᚋṚࡓ
࠸ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋぶࡀṚஸࡋࡓᚋࠊ㞀ᐖࢆࡶࡘᏊࡶࡢᚰ㓄ࡀࡁ࠸࡛ࡍࠋ㔜ᗘࡢ
㞀ᐖ▱ⓗ㞀ᐖࠊⓎ㐩㞀ᐖ⪅ࡢぶஸࡁᚋࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࠊᙜ⪅ࡢせồࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ♫
ⓗ࡞せồࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ♫ⓗ࡞ពࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ㧗㱋ࠊ㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿಖㆤᑐ
⟇࡛ࡍࠋࡑࢀᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ㞀ᐖ⪅ᡂᖺᚋぢไᗘࢆᑟධࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ▱ⓗ㞀ᐖ⪅㛵ࡍࡿᡂᖺᚋぢไᗘᑟධࡢព⩏࡛ࡍࡀࠊᙜ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᭀຊ࡞ࠊ᪥
ᖖ⏕άࡢேᶒ㛵ࡍࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ෆᐜࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㞀ᐖ⪅ࡢぶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊぶ
ஸࡁᚋࡢ㈈⏘㛵ࡍࡿᨭࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᨭ㛵ࡍࡿࡇࡀ࡞ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ㞀ᐖ⪅ࡢぶࡣἲᚊⓗ࡞Ᏻᥐ⨨ࡢ☜ಖࡀ㔜せࡔ⪃࠼࡚㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ



ᡂᖺᚋぢไᗘࡢㄽⅬ
ḟࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢㄽⅬࡘ࠸࡚ࠊࡁࡃ୕ࡘศࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡲࡍࠋࡦࡘࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ♫ⓗ⎔ቃࡢ⪃៖࡛ࡍࠋࡘࡵࡣࠊ୕ࡘࡢ୰୍࡛␒࡞
ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᚋぢ㈝⏝㛵ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ㈈ᨻⓗ࡞ഃ㠃࡛ࠊᅜᐙᆅ᪉ࡢ㈐௵
ᙺ㛵ࡍࡿෆᐜ࡛ࡍࠋ㸱␒┠ࡣࠊ㡑ᅜࡢ୰࡛ேᶒάືᐙ࠸࠺᪉ࠎࡀᡂᖺᚋぢไᗘ㛵
ࡋ࡚ᑐࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋἲⓗ࡞ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᑟධࡼࡗ࡚ࠊ
㞀ᐖ⪅ࡀỴࡵࡿࡇࡢ⠊ᅖࡀ⊃ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡢㄢ㢟
᭱ᚋࡣᡂᖺᚋぢไᗘࡢㄢ㢟㛵ࡋ࡚࠾ヰࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡎࠊἲᚊࡢไᐃཬࡧᨵṇࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࠊᐙッゴἲࡢᨵṇࡢ‽ഛࢆࡋ࡚࠸
ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋࡑࡢࠊἲᚊ㛵ࡍࡿᨵṇࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊබඹᡂᖺᚋぢࢹࣜ
ࣂ࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࠊ㡑ᅜ࡛ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿ
㛵ᚰࡸㄆ㆑ࡣ᪥ᮏࡼࡾࡶప࠸ࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽᗈሗࡸᩍ⫱ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࡇࡲ࡛ࠊᨻᗓཬࡧᆅ᪉⮬యࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢᩚ⌮ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
ḟࡣࠊ♫ࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃⤌⧊ཬࡧᑓ㛛ဨࡢㄢ㢟࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣࠊ㌟ୖࡢಖㆤ㛵ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ㡑ᅜࡢ⢭⚄ಖἲࡢ୰ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅㛵ࡋ࡚ࠊ་ᖌࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡿධ㝔ࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࢀࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢពᛮ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ་⪅ࡢᣦ♧࡛ධ㝔ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⢭⚄㞀ᐖ⪅㛵ࡋ࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⢭⚄ಖἲࡀㄪࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿᨭࡘ࠸࡚ࠊࢧ࣮
ࣅࢫయ⣔ࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᭱ᚋࠊಖㆤ⪅ᆅᇦ♫ࡢㄢ㢟࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣࠊṧᏑ⬟ຊࢆ㍍どࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ
ᇦఫẸࡢㄆ㆑ࢆᨵၿࡍࡿࡇࡀ୍␒㔜せ࡞㒊ศࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣⓎ⾲ࢆ⤊ࢃࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋⓎ⾲ࡢ࡞࡛ࠊ㡑ᅜࡢ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡢぶᚚࡉࢇࡀࠊ୍᪥
㛗ࡃ⏕ࡁࡓ࠸ࠊ࠸࠺࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊྠࡌࡼ࠺࡞ࡇࡀ᪥ᮏ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ
ࡑ࠺࠸࠺Ẽᣢࡕࡣᅜࢆ㉺࠼ࡿࡢ࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸
ࡗࡓព࡛ᡂᖺᚋぢไᗘࡢษࡉࢆㄆ㆑ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈⓎ⾲ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᘬࡁ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ⠛ᮏ⪔ࡉࢇࡢࠕពᛮỴᐃᅔ㞴⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ㈨※ࡋ࡚ࡢᡂᖺᚋ
ぢไᗘࠖࡘ࠸࡚ࡈⓎ⾲࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⠛ᮏࡉࢇࡣࠊࡇࡢࠊᮏᏛࡢ༤ኈᚋᮇ
ㄢ⛬ࢆಟࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊ༤ኈㄽᩥࡣ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࠎࡢᡂᖺᚋぢไᗘ࡛᭩ࢀࠊᮏ᪥ࡣ⢭
⚄㞀ᐖࡢ᪉ࡢᡂᖺᚋぢ࡛࠾ヰୗࡉࡿఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ⠛ᮏࡉࢇࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸
⮴ࡋࡲࡍࠋ



Ⓨ⾲㸰 ࠕពᛮỴᐃᅔ㞴⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ㈨※ࡋ࡚ࡢᡂᖺᚋぢไᗘࠖ
⠛ᮏ⪔ すṊᩥ⌮Ꮫࡥ࠶࡞࠶ᒣᮾὒᏛᏛ㝔
⚟♴♫ࢹࢨࣥ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ಟ 㻌
㻌
䛿䛨䜑䛻㻌
ⓙࡉࢇࡇࢇࡕࡣࠋ
ࠕពᛮỴᐃᨭ⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ㈨※ࡋ࡚ࡢᡂᖺᚋぢไᗘࠖ࠸࠺
㢟࡛ࠊሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ඛࡈⓎ⾲࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ 2000 ᖺ 4 ᭶ࡽᡂᖺᚋぢไᗘࡀ⾜ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊไᗘࡢㄝ᫂ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚾⮬㌟ࡀ♫⚟♴ኈࡋ࡚ᡂᖺᚋぢே
ࢆࡸࡗ࡚ࡁࡓ㐣⛬ࡢ࡞࡛ࠊពᛮỴᐃࡀ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸᪉ࡋ࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࢆ㑅ࡧࠊࡑ
ࡢ᪉ࡢࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽࠊࡇࡀၥ㢟ࢆⓎ⾲ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡽࠊ୍Ⅼ࠾ルࡧ࡛ࡍࡀࠊࣞࢪ࣓ࡢෆᐜࢫࣛࢻࡀⱝᖸ㐪ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊ
ඛࡢ᳨ウࢆ⾜࠺⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊከᑡ࡞ࡾࡶ᪥ᮏࡢᚋぢไᗘࡘ࠸࡚ࡶ࠾
ヰࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗࡓࡽ࡛ࡍࠋ
᪥ᮏࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢᴫせ
᪥ᮏ࡛ࡣ 2000 ᖺ 4 ᭶ᡂᖺᚋぢไᗘࡀ⾜ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡣࡁࡃศ
ࡅࡲࡋ࡚ࠊẸἲつᐃࡉࢀࡿἲᐃᚋぢࠊ௵ពᚋぢዎ⣙㛵ࡍࡿἲᚊつᐃࡉࢀࡿ௵ពᚋ
ぢዎ⣙ࡢࡘࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ἲᐃᚋぢࡣࠊ୕ࡘࡢ㢮ᆺࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡎࠊ⿵ຓ࡛ࡍࠋ⌮ࢆᘚ㆑ࡍࡿ⬟ຊࡀ༑ศ࡞⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡲࡍࠋྠពࢆྲྀࡾᾘࡍᶒ
ࡣࠊẸἲ 13 ᮲➨୍㡯ᐃࡵࡿ⾜Ⅽࡢ୍㒊㛵ࡋ࡚ࠊ⿵ຓே࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ௦⌮ࡘࡁ
ࡲࡋ࡚ࡣࠊᮏேࡢពྥᇶ࡙ࡁࠊ≉ᐃࡢἲᚊ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࠊ୍㒊ࡣᮏே࠼ࡽࢀࡿ࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ḟಖబ࡛ࡍࡀࠊẸἲ➨ 13 ᮲➨ 1 㡯ࡢ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ಖబே࠼ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ⿵ຓྠᵝࠊ௦⌮ᶒ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏேࡢྠពࡢࡶࠊ≉ᐃࡢἲᚊ⾜Ⅽࢆಖబே
࠼ࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋᚋぢ࡛ࡍࡀࠊ⌮ࢆᘚ㆑ࡍࡿ⬟ຊࢆḞࡃ≧ἣ࠶ࡿ⪅ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྲྀ
ᾘᶒࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᖖࡢ⏕ά㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ௨እࡢ⾜Ⅽ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋぢࡢ௦⌮ᶒ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈈⏘㛵ࡍࡿࡍ࡚ࡢἲᚊ⾜Ⅽࡀᡂᖺᚋぢே࠼ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ୍᪉ࠊ௵ពᚋぢ࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᮏேࡀ⮬ࡽ㑅ࢇࡔ௵ពᚋぢே㢗ࡴࡇࡀ࡛ࡁࠊ௵ព
ᚋぢ┘╩ேࢆ㑅௵ࡋࡓࡽࠊຠຊࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ௵ពᚋぢ࠾࠸࡚ࡣࠊ
බṇド᭩ࡢసᡂࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ௵ពᚋぢ࡛ࡣࠊ୕ࡘࡢ㢮ᆺࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡦࡘࡣᑗ᮶ᆺ࡛ࡍࠋᑗ᮶Ⓨ⏕ࡍࡿุ᩿⬟ຊࡢపୗࡢⅬ࡛ࠊ௵ពᚋぢዎ⣙ࡢຠຊࢆ
Ⓨ⏕ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢᑗ᮶ᆺࡀࠊ௵ពᚋぢዎ⣙ࡢ᭱ࡶᆺⓗ࡞ዎ⣙㢮ᆺ࡛ࡍࠋ
 ḟࠊ⛣⾜ᆺ࡛ࡍࡀࠊ㏻ᖖࡢ௵ព௦⌮ࡢጤ௵ዎ⣙ࡽ௵ពᚋぢዎ⣙⛣⾜ࡍࡿࡶࡢ࡞
ࡾࡲࡍࠋዎ⣙⥾⤖ࡽࠊཷ௵⪅㈈⏘⟶⌮➼ࡢົࢆጤクࡋࠊ⮬ᕫࡢุ᩿⬟ຊࡢపୗᚋ
ࡣࠊ௵ពᚋぢ┘╩ே㑅௵ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࢆ⾜࠸ࠊຠຊࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࡣ༶ຠᆺ࡛ࡍࠋ㍍ᗘࡢㄆ▱࣭▱ⓗ㞀ᐖ࣭⢭⚄㞀ᐖ࡛⿵ຓ࣭ಖబࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉ࡶ



࠾ࡾࡲࡍࡀࠊពᛮ⬟ຊࡀ࠶ࡿሙྜࡣዎ⣙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ༶ຠᆺࡘࡁ
ࡲࡋ࡚ࡣࠊ௵ពᚋぢዎ⣙⥾⤖ࡢ┤ᚋຠຊࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᡂᖺᚋぢไᗘᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑ࡢᡤᅾ
 ḟၥ㢟⚾ࡀឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊ♫⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ᇶ࡙ࡃࠊ♫⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫࡢᥐ⨨ࡽዎ⣙ࡢᑐᛂࠊ࠸ࢃࡺࡿ㌟ୖ┘ㆤࡢ㓄៖ࡢ㒊ศࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢ㌟ୖ┘ㆤ㛵ࡍࡿົ࣭ᨭࡣࠊ♫⚟♴ࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ♫⚟♴ᑓ㛛⫋
ࡀᡂᖺᚋぢே࡞ࡿࡇࡢព⩏ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㌟ୖ┘ㆤࡢົࢆ⾜࠺
࠶ࡓࡗ࡚ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢពᛮỴᐃࡢᑛ㔜ࢆᨭࡍࡿࡇࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢཎ๎࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࢡ࢚ࣛࣥࢺࠊ࠸ࢃࡺࡿᡂ
ᖺ⿕ᚋぢேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿࡇࡀᶒ᧦ㆤ࡛࠶ࡿከࡃࡢㄽ⪅ࡀ㏙࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᇶ࡙࠸࡚ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ⮬ᕫỴᐃࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࠊࡑࢀࡶ
ᶒࢆᅗࡿᨭࡶ♫⚟♴ᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿ♫⚟♴ኈࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡋࠊពᛮỴ
ᐃࡀᅔ㞴࡞ᡂᖺ⿕ᚋぢேࡣࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿࠊ⚟⤖ࡧࡘ࡞࠸᪉ࡀ࠸
ࡲࡍࠋ⏕άࡢỈ‽㠃࡛ࠊே㛫ࡽࡋ࠸⏕άࡢᐇ⌧⮬యࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ
ࡣಖㆤⓗᑐᛂࠊ௦⾜Ỵᐃࢆࡏࡊࡿࢆᚓࡲࡏࢇࠋࡋࡋࠊᡂᖺᚋぢே࡛࠶ࡿࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮࣮࢝ࡣࠊࡑࡇ࡛ࢪ࣐ࣞࣥࢆᢪ࠼ࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋせㆤ⪅ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ⮬ᕫỴᐃ
㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ୰࡛ࡶࠊỴᐃᚋࡢ⤖ᯝࡢⰋྰࠊጇᙜᛶ࡞ࢆ᰿ᣐࡋ࡚ࠊࡍ࡚ࡢ⮬
ᕫỴᐃࡀᐜㄆࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡋ࡚ࡶ⪅ࡼࡿ௦⾜Ỵᐃࢆཷ
ࡅ࡞ࡅࢀࡤ⏕άࡢ⥅⥆ࡍࡽ࡛ࡁ࡞࠸ேࠎࡀ࠸ࡿࡇࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊᐇ㝿ࡢᨭ
࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ពぢࡀ㉳ࡇࡾࠊᨭࡢ᪉ἲࡀศࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊពᛮỴᐃᅔ㞴⪅ࡢᐃ⩏ࢆࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋձㄆ▱㧗㱋⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ▱ⓗ࣭⢭
⚄㞀ᐖ⪅➼࡛ࠊ⌮ࢆᘚ㆑ࡍࡿ⬟ຊࢆḞࡃ≧ἣࡢ࠶ࡿ⪅ࠊղἲᐃᚋぢ࠾ࡅࡿᚋぢ㢮ᆺࡢ
ᡂᖺ⿕ᚋぢே࡛࠶ࡾࠊ♫⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࠾࠸࡚ࠊ㑅ᢥࡀᚲせ࡞≧ἣ࠶ࡿࡶ
ࢃࡽࡎࠊุ᩿⬟ຊࡀ༑ศ࡞ࡓࡵ⮬ࡽពᛮỴᐃࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᡂᖺ⪅ࠊճࡇࡢุ
᩿⬟ຊࡢ᭷↓ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞⛠ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே⮬㌟ࡀ⚟ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ
Ỵᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸⪅ࠊ࡛ࡍࠋ

ᴫせ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᨭ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢ
ไᗘࡢ⏝ࡣࠊ⏦❧ேࡢࢇࡀᐙ᪘ࠊぶ᪘ࠊᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡾࠊ⢭⚄㞀ᐖᙜ⪅ࡢ⏕άࢆ
ಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊᙜ⪅ᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃࢆྰᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡽࠊᙜ⪅ᮏே
ᐙ᪘ࡸᨭ⪅ࡢ㛫࡛ᐖࡀᑐ❧ࡋࡲࡍࠋࡘࡵࡢ⌮⏤ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢពᛮ⬟ຊࡢప
ࡉࡀࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࡼ࠺▱ⓗỈ‽ࢆุ᩿ᇶ‽ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡽ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࡢࡘࡢ
⌮⏤ࡽࠊᙜ⪅ࡣࡶࡼࡾࠊ་⒪ࡸಖ࣭⚟♴ࡢᨭ⪅ࡽࡶᡂᖺᚋぢไᗘࡢά⏝ࡣ
ྰᐃⓗ࡞ពぢࡀ࠶ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊࡇࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡀࠊ௦⾜Ỵᐃ
ࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ⏕άᨭࡢ♫㈨※ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊ
⪃࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡢᥦฟ㛵ࡍࡿ⌮ⓗ㓄៖࡛ࡍࡀࠊᮏே࡞ࡽࡧᮏே㛵ࡍࡿ
ᨭ⪅ࡢ᪉ࠎࡽࡢゎࢆᚓ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡢᴫせ࡛ࡍࡀࠊࡈᮏேࡣ⢭⚄㞀ᐖࠊ⤫ྜኻㄪࡢ᪉࡛ࡍࠋẕࡁࡼ࠺ࡔ࠸ࠊ୕ே࡛
ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᨭࡢࡁࡗࡅࡣࠊẕࡢṚ㝿ࡋ࡚ࠊⴿ࣭ᒆฟࡢ᪉ἲࡀࢃࡽࡎ୍㐌



㛫ᨺ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡛ࡋࡓࠋᆅᇦάືᨭࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿⓎぢࡸࠊ㆙ᐹࡢ༠ຊࡀ࠶
ࡾࠊࡈᮏேࡣ་⒪ಖㆤධ㝔࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⢭⚄⛉ࡢ㏥㝔ࢆ᥍࠼ࠊུ∗ࡼࡿ⏦❧
ࡼࡾࠊ⚾ࡀᡂᖺᚋぢே㑅௵ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊ⤫ྜኻㄪࡢ≉ᛶࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋㄆ▱⾜ືࡀ୍య࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᛮ⪃ࡸឤࡢࡲࡲࡾࠊᛮ⪃ࡢ㞀ᐖࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᗁぬ࣭ዶ࣭⯆ዧ≧ែ࠸࠺㝧
ᛶ≧ࠊ⮬ⓎᛶࡢḞዴࠊឤ⾲⌧ࡢ㕌ࡉ࠸࠺㝜ᛶࡢ≧ࡽ⏕ࡌࡿே㛫㛵ಀࡢᚓᡭ
ࡉࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ㝜ᛶ≧ࡽ⏕ࡌࡿே㛫㛵ಀࡢᚓᡭࡉᛮ⪃ࡢᰂ㌾ᛶࡢ႙ኻ㉳ᅉ
ࡍࡿ⏕άࡢ㞀ᐖࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ௬ A ࡉࢇࡋࡲࡍࡀࠊA ࡉࢇࡢሙྜࠊㄆ▱ᶵ⬟ᛮ⪃㞀
ᐖࡀ࠶ࡾࠊពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡇࡀ⌮⏤ࡼࡾࠊ⏕άୖࡢᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁ➼ࡀ㐍ࡲࡎࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࡇࠖࡀ㐍ࡲ࡞
࠸࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㏆㞄ࡽࡢಙࡸ㌵㎚ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋᚋぢேࡀධࡿ๓ࡢ࣐
ࢵࣉࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊஈࡋ࠸♫㛵ಀࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᨭࡢ⤒㐣࡛ࡍࡀࠊࡲࡎࠊ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡓẕぶࡀṚஸࡋࡓࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊⴿࡢ᪉ἲࡀ
ࢃࡽࡎࠊࡑࡢࡲࡲ୍㐌㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ௨๓ࡽ㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡾࡲࡋࡓࠊᆅᇦά
ືᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨⓎぢࡉࢀࠊ㆙ᐹࡢຓຊࢆᚓ࡚ࠊA ࡉࢇᮏேࠊẕࡢ㑇యࢆಖㆤࡋࠊ
A ࡉࢇࡣࡑࡢࡲࡲᕷ㛗ྠពࡼࡾ⢭⚄⛉་⒪ಖㆤධ㝔࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⣙ 10 ᭶ࡢධ㝔ࡢ
ᚋࠊ≧ࡀᐶゎࠊᏳᐃࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊẕ᪉ࡢ∗ࡼࡿ⏦❧ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㸳᭶⚾ࡀ㑅௵
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋA ࡉࢇࡣࡀ࠸ࡲࡍࡀࠊࡶ⤫ྜኻㄪ࡛ࡍࠋẕࡀஸࡃ࡞ࡿ௨๓ࡽࠊู
ࡢ་⒪ᶵ㛵ධ㝔ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊẕࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ㝿ࡢ❧ྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡎࠊࡶධ
㝔ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
A ࡉࢇࡢᨭ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᚋぢே࡛࠶ࡿ⚾⮬㌟ࡀ♫⚟♴ኈࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈ࡛࠶ࡿ
࠸࠺どⅬࡽࠊA ࡉࢇࡢᆅᇦ⏕άࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡢᨭᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ⎔ቃࡢ᥋Ⅼ
ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡢࡓࡵࡢࡼ࠺࡞㈨※ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࡘືဨ࡛ࡁࡿ
ࡢࠊࡑࡢ㈨※ࡢ୰࡛ᚋぢேࡢᙺࡸ❧ࡕ⨨ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᨭࢆ⾜࠺ࡇດࡵࡲࡋ
ࡓࠋ
㏥㝔ᚋࡢᆅᇦᖐࢆᐃࡋࠊᮏே⎔ቃࡢ㛫ࡢㄢ㢟ࡢᡤᅾࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢゎỴྥࡅ
ࡓලయⓗ࡞᪉ἲࠊ♫㈨※᥈ࡋࢆ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡶ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᨭࠊ
ධ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡶࠊゎỴྥࡅࡓ♫㈨※ࢆㄪᩚࡍࡿసᴗࡽጞ
ࡵࡲࡋࡓࠋࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᐇ㊶࡛ࡣࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡀࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚ᢸ࠺
㒊ศࠊᚋぢேࡀ㌟ୖ┘ㆤົࡋ࡚ᢸ࠺㒊ศࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ༠ാࡋ࡚ᑐฎࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
┦⥆➼ࡢົࡀ࠶ࡾࠊᐖ㛵ಀࡢ࠶ࡿࡢົࠊࡑࢀࡽ㎰ᆅࡢ⟶⌮ࠊᐙࡢಟ⌮ᨵಟ࡞
ࠊᮏேࡢࡳࡢ௦⾜࡛ࡣ῭ࡲ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡢ┦⥆ࡢᡂᖺᚋぢேࡢ
᪩ᮇ㑅௵ࢆᮃࡴୖ⏦᭩ࡢᥦฟࡶ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡼࡾࠊࡢᡂᖺᚋぢேࡀ㑅௵ࡉࢀࡓᚋࠊ
㈈⏘ฎศࠊ┦⥆➼ࡢົࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊᨭ⪅ࡸᴗ⪅ࡉࢇࡢㄪᩚࠊྛ㛵ಀ⪅ࡢ
㞀ᐖࡢ⌮ゎࠊ೫ぢゎᾘ࡞ࠊ㏥㝔ᚋࡢᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡྥࡅࡓാࡁࡅࢆᢸᙜࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
 ḟゎỴࡍࡁㄢ㢟ࡋ࡚ࠊ㡰࡙ࡅࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ᭱ึࠊ㏆㞄ࡢఫẸ࠸ࢃࡺࡿத
࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐖࡢᯝᶞࡢฎศࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᮏேࡢ⪔స⬟ຊࠊ㏥㝔ᚋࡢᕼᮃࠊពᛮ☜
ㄆࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢពᛮ☜ㄆࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊỴᐃࡢᨭࠊ⌧≧ࡢㄝ᫂ࠊၥ㢟ࡢᡤᅾࠊゎ
Ỵ᪉ἲࡢᥦ♧ࠊணࡉࢀࡿ⤖ᯝࡢㄝ᫂ࢆࡋࠊᮏேࡢỴᐃࢆಁࡍసᴗࡋ࡚ࡢᨭࢆ⾜࠸ࡲ
ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㏆㞄ࡢ㎰ᆅࡢฎศ㛵ࡋ࡚ࡣ௦⾜Ỵᐃࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ



㏆㞄ࡢ㛫࡛チࡉࢀࡿ㛫ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᢡࡾྜ࠸ࡽᯝᶞᮌࡢฎศࡢ௦⾜Ỵᐃࢆ⾜࠸ࠊ
ᚋㄝ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋ
 ᮏேࡢ㈈⏘ฎศ㏆㞄ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ㏆㞄ࡢᢡࡾྜ࠸ࢆ࠺ࡘࡅࡿࠊᡠ
ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㏆㞄ࡢࢺࣛࣈࣝࢆ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡓࡵࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥࢆࡍࡿࠊࡑࢀࡀ
ࡢࡼ࠺ᮏேᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡑࡢࡇࡘ࠸࡚ࠊA ࡉࢇࡢᚋぢே࡛࠶ࡿ⚾ࠊࡢᚋぢ
ேヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊỴᐃࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᭱⤊ⓗࡣࠊฎศ࠸࠺ࡇࡀ┈࠸࠺ࡇỴᐃࡋࠊ㎰ᴗጤဨࡢㄪᩚࡼࡾ㎰ᴗ
ࢆࡋ࡞࠸࠸࠺㑅ᢥࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡼࡾࠊ㎰ᴗጤဨࡢጤဨࡉࢇࡸࠊ㏆㞄ࡢ᪉ࠊࡉࡲ
ࡊࡲ࡞㛵ಀᶵ㛵ࡢ⫋ဨࡢ᪉ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛ᨭ⪅ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣ
ධᚋࡢ࢚ࢥ࣐ࢵࣉࢆぢ࡚㡬ࡃࠊᨭ⪅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡾࡲࡍࠋࡑࢀే⾜
ࡋ࡚┦⥆ࡢᡭ⥆ࡁࠊ㈨⏘ࡢᙧᡂ࣭ఫᏯࡢᨵಟࠊ㏥㝔ᚋࡢᆅᇦ⏕άࢆྵࡴ᪥ᖖ⏕άࡢ⤌ࡳ❧
࡚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧ࣭ᡂᯝ
ᨭࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊ㏆㞄ࡢᨭ⪅ࡢ㌵㎚ࢆ⤒㦂ࡋࠊᑓ㛛⫋ࡢ㡿ᇦࡸࡑࡢᑓ㛛ᛶ㝶ࡍ
ࡿࠊどⅬ࣭౯್ほࡢ㐪࠸ࡽ⏕ࡌࡿᨭ᪉ἲࠊ⮬ᕫỴᐃࡸ௦⾜Ỵᐃࡢ⌮ゎࡸࡑࢀ㛵ࡍࡿ
㠀㞴ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㌟ୖ┘ㆤୖࡢᵝࠎ࡞ዎ⣙ࢆ௦⾜ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ព࡛ࠊ
⧞ࡾ㏉ࡋࠊᨭ⪅ࡶྵࡵࡓࡇࢁࡢㄝ᫂ࢆࡋ┤ࡍᚲせࢆ③ษឤࡌࡲࡋࡓࠋ≉⢭⚄㞀ᐖ
⪅ࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᐇ㊶ࡣࠊᮏேࡢពᛮ⬟ຊࡢࣈࣞࠊ࠶ࡿ࠸ࡣኚືࠊࡺࡽࡂࡢ≧ែ
ࡼࡾᐖࡀ㞴ࡋࡃࠊࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢពぢࡀ㔜どࡉࢀࡸࡍ࠸࡛ࡍࠋࡋ
ࡋࠊࡑࡢᑓ㛛⫋ࡼࡿุ᩿ࡸᨭࡣࠊᙜ⪅ࡢ࠶ࡿࡀࡲࡲࠊ⾲ฟࡉࢀࡓゝⴥࡔࡅࢆ㔜
どࡋ࡚ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ぢᏲࡿࡇ࡞ࡗ࡚ࠊᙜ⪅ࡢពᛮ⬟ຊࡢ᭷↓ᇶ࡙࡞࠸ࡇࡀከ
࠸࡛ࡍࠋࡑࡢⓎゝᇶ࡙ࡁࠊఱࡶࡋ࡞࠸ࡇࡀṇࡋ࠸ᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡿᑓ㛛⫋ࡶᐇࡣᑡ࡞
ࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋࡋࠊᑓ㛛⫋ࡗ࡚ࡣࠊᙜ⪅ࡗ࡚ࡢ᭱ၿࡢ┈ࠊᨭࡢᡂ
ᯝࢆฟࡍࡇࡶ㔜どࡉࢀࡿࡁ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢᨭࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓࡇࡢ➨୍ࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ
ᐇ㊶࠶ࡓࡗ࡚ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᢸᙜࡍࡿ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡢᙺศᢸࡸ༠ാࡀ୍ࡘࡢ㘽
࡛࠶ࡿࡇࠊ≉ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࠊ࠾ࡼࡧᚋぢᐇົࠊ㌟ୖ┘ㆤࡢ㢮ࡣࠊࣉࣟࢭࢫ
ࡽ⤖ᯝࡲ࡛⌮ㄽࣔࢹࣝᚑࡗ࡚ࠊᨭᑓ㛛ဨࢆࡣࡌࡵࡍࡿྛᑓ㛛⫋ඹᐇ㊶ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࢆゝㄒࡋ࡚ඹ᭷ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ♫⚟♴ኈࡢ㌟ୖ┘ㆤ࠾ࡅࡿ
ᑓ㛛ᛶࢆᨭ㛵ಀ⪅ఏ࠼ࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
A ࡉࢇࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝ࡍࡿ⮳ࡗࡓ⌮⏤ࡢࡦࡘࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅⮬㌟ࡢ⮬ᕫỴᐃ
⬟ຊࡢపࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᨭ⪅యࡀ௦⾜Ỵᐃࡘ࠸࡚ࡢ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀྠࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ᪉≉᭷࡞ࠊᏳᐃࡋࡓࠊᐶゎࡋࡓᚋࠊ⮬㌟࡛ࠕỴᐃࡍࡿࡇ
ࠖࢆ⤒㦂ࡋࠊ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࠕᨭࡉࢀࡓỴᐃࠖࡶ᭷ຠ࡞ࡿࡇࡀࠊဨ࡛
☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓࠋᨭ⪅ࡢ㛫࡛ࠊỴᐃ㛵ࡍࡿࡇពぢࡀศࢀࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ᰿ᣐ
ࢆฟࡍࡇࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ௦⾜ỴᐃࠊᨭࡉࢀࡓỴ
ᐃࠊពᛮỴᐃᨭࡢ᭷ຠᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢㄝ᫂ࡋ࡚⏝࠸ࡓࡢࡀࠊ
ࠕ᭱ၿࡢ┈ᇶ‽ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⛅ඖඛ⏕ࡼࡿࠕ᭷ຠ࡞⮬⏤ࠖ
࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡍࠋᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡶࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᨭୖࡢ␃ពⅬࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⢭⚄㞀
ᐖ⪅ࡢᨭࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ㞀ᐖ≉ᛶࡶ ἲࡢไᗘࠊ௦⾜Ỵ



ᐃࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊ▱ⓗ㞀ᐖࢆࡶࡘ᪉㐪࠺ഃ㠃ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛ࡍࠋ
 ⢭⚄ಖ⚟♴ἲࡣಖㆤ⪅ࡢつᐃࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋಖㆤ⪅ࡢ⩏ົࡋ࡚ࡣࠊ⒪ࢆཷࡅࡉࡏ
ࡿࡇࠊཬࡧ㈈⏘ୖࡢ┈ࡢಖㆤࠊ་ᖌࡢ༠ຊ࣭་ᖌࡢᣦ♧ᚑ࠺ࠊ㏥㝔࠶ࡓࡗ࡚ᮏ
ேࢆᘬࡁྲྀࡿࡇ࡛ࡍࠋᡂᖺᚋぢேࡣࠊಖㆤ⪅࡞ࡿ୍࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊᡂᖺ
ᚋぢࡀᮏ᮶࡞࠸ᐇ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡇࠊࡇࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⢭⚄㞀ᐖࡢ᪉ࡢཷ௵ࡢጉࡆ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ❧ሙࡽࡳࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢㄢ㢟
᭱ᚋࠊᆅᇦ⏕άᨭࢆ⾜࠺ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡗ࡚ࡢᡂᖺᚋぢࡢㄢ㢟࡛ࡍࠋ
ࡲࡎࠊົୖࡢㄢ㢟࡛ࡍࠋᡂᖺᚋぢົࡋ࡚ࡢ௦⾜Ỵᐃࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᐇ㝿ࡢᨭ
㛵ࡋ࡚ࠊࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࠊඛࡢࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊ┦ㄯᨭဨࡢᴗົศ
ᢸࡀ᫂░࡞㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᡂᖺᚋぢࡢ௦⌮ᶒࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ௦⌮ᶒࢆ⾜࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ㈈⏘ࡢྲྀᚓཬࡧฎศࠊዎ
⣙⾜Ⅽ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍㌟ᑓᒓⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡘ࠸࡚ࠊ⏕άୖࡢᨭ
ᚲせ࡞㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ㒊ศࡀ௦⾜Ỵᐃ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㌟ୖ┘ㆤ
ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠ࢆᣲࡆ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋୖᒣඛ⏕ࡢ㌟ୖ┘ㆤࡢ㒊ศࢆᘬ⏝ࡉࡏ࡚㡬࠸࡚࠸ࡿ
ࡶࠊᐇ㊶ୖᏛࢇࡔࡇࢁࡢ㒊ศࢆຍࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡀᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿ㌟ୖ┘ㆤࡢ
㡯┠ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ඛࡢ࠸ࢃࡺࡿࠊࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࠊࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᚑ⪅ࡢศᢸ࡛ࠊᮏ᮶ࡣ
ࡗࡁࡾࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛⫋ࡤࢀࡿᡂᖺᚋぢ
ேࡣࠊ୕ኈ࠶ࡾࡲࡍࠋᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈ࡛ࡍࠋ≉ࡇࡇ࡛ࠊ♫⚟♴ኈࡀ
ᡂᖺᚋぢே࡞ࡿࠊᘚㆤኈࡢ㐪࠸ࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ≉♫⚟♴ኈ
࠾࠸࡚ࡣࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᭱ၿࡢ┈ࢆ㏣ồࡍࡿࡇࢁࡣࠊἲᚊࡢᑓ㛛⫋ඹ㏻ࡋ
ࡲࡍࠋ♫⚟♴ࡢᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿ♫⚟♴ኈࡀࠊᚋぢேࡢົࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᮏேࡢ❧ሙ
❧ࡕࠊᮏேࡢ⨨ࢀ࡚࠸ࡿሙࡽ᭱ၿࡢ┈ࢆ᭱㝈ࡍࡿࡓࡵࡢุ᩿ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋゝ࠸
࠼ࡲࡍࠊ௦⾜Ỵᐃࢆ⾜࠺㝿ࡶࠊᮏேᐤࡾῧ࠺Ỵᐃࠊ㝈ࡾ࡞ࡃᮏே㏆࠸Ỵᐃࢆ⾜
࠸ࡲࡍࠋ
 ḟไᗘ࠾ࡅࡿㄢ㢟࡛ࡍࠋᡂᖺᚋぢࡢไᗘࡣᚋぢ࠸࠺ྡ⛠ࡼࡿ♫ࡢㄗゎࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡑࡢ᭱ࡶࡁ࡞㒊ศࡀࠊ㌟ඖಖドࡸᘬࡁཷࡅࡢၥ㢟࡛ࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࠊ
ࡇࢀࡽ⚟♴ᚋぢ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ඛࠊᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈ࠸࠺ᑓ㛛⫋ࡢᚋぢேࡀ࠶ࡿ࠾ヰࡋࡋࡓࡇ
ࢁ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᚋぢேࡢ㊊ࡽࠊᕷẸᚋぢே࠸࠺᪂ࡓ࡞ᢸ࠸ᡭࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ
ᕷẸᚋぢே࠾࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛⫋㊊ࡢ⿵࡞ࡢࠊ♫㈉⊩࠸࠺❧ሙࡢᚋぢேࡢ⨨࡙
ࡅ࡞ࡢࠊᙜ⪅ࠊᮏேࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே㏆࠸┠⥺࡛ࡢᨭࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊົࡢ┠ⓗ➼
ࡢ⤫ྜࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
᭱ᚋ⥲ᣓ࡛ࡍࡀࠊࡍ࡚ࡢ⢭⚄㞀ᐖࡢඹ㏻ࡍࡿࡣゝ࠼࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏே
ࡢỴᐃࡢᤊ࠼᪉ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆᅗࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏேࡢ⚟ࢆ⪃࠼ࡓ௦⾜
Ỵᐃࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡛ࡍࠋ⌧⾜ࡢ௦⾜Ỵᐃࡢ⠊ᅖࠊ㌟ୖ┘ㆤୖࡢ௦⾜Ỵᐃࡢぢ┤ࡋࡀᚲせࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊពᛮỴᐃᅔ㞴⪅ࡢ௦⾜ỴᐃࠊỴᐃᨭᇶ࡙ࡃࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ࡢᐇ㊶ࡀࠊᆅᇦ⏕άᨭࢆ㡿ᇦࡋ࡚࠸ࡿᑓ㛛⫋ࡗ࡚ཧ⪃࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ



⮬ᕫỴᐃࡢᤊ࠼᪉ࠊᮏேࡢ⚟ࡢࡓࡵࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆᅗࡿࡶࠊ⌧⾜ࡢἲไᗘࡀᐃࡵ
ࡿ௦⾜Ỵᐃࡢ⠊ᅖࢆぢ┤ࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ௨ୖ࡛ሗ࿌ࢆ⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ

ྖ㸸ࡈሗ࿌࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ5 ศఇ᠁ࡢᚋࠊ㛤࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ



⥲ྜウㄽཬࡧ㉁ᛂ⟅



ྖ㸸2 ࣮࣌ࢪ┠ࡢ㡑ᅜࡢᮤࣚࣥࣄඛ⏕ࡢᡤᒓࡀࡀࠊ㡑ᅜࢧࣂ࣮Ꮫᰯ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ
ࡀࠊ㡑ᅜ⚟♴ࢧࣂ࣮Ꮫᰯ࠸࠺ࡇ࡛ࠊゞṇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡲࡎᮾὒᏛࡢ⛅ඖ⨾ୡඛ⏕ࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ㡬ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⛅ඖ⨾ୡඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
 ࠾ேࡢሗ࿌⪅ࡢ᪉ࠊ⯆῝࠸࠾ヰࢆ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡁࡃศࡅ࡚ࡘࡢࡇ
ࢆᑡࡋ☜ㄆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ୍ࡘࡣࠊ㡑ᅜ᪥ᮏࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡘ࠸
࡚࡛ࡍࡀࠊ⚗⏘࣭‽⚗⏘࠸࠺Ẹἲୖࡢไᗘࢆኚ࠼ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࡞ࡾ㢮ఝࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡔ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡑࡢ㝿ὀពࡋࡓ࠸ࡇࡣࠊఝ࡚࠸ࡿࡽࡍ࡚ྠࡌ
⌮ゎࡍࡿࠊࡓࡪࢇㄗࡾ࡛࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢព࡛ࠊඹ㏻ࡍࡿ㒊ศ␗࡞
ࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࠊ㸰ࡘࡢᅜࡢไᗘࢆ⪃࠼ࡿࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋヲࡋ࠸ࡇࡣᚋࡢㄢ㢟ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊ࠸ࡃࡘࡇࡢሙ࡛☜ㄆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᪥ᮏࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊࡕࡽ࠸࠺ࠊ㧗㱋⪅ࠊ≉ㄆ▱㧗㱋⪅ࡢ㛵ࢃࡾ࡛㆟
ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚㡑ᅜࡢሙྜࡣࠊ᪥࠾⪺ࡁࡋࡓ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ㞀
ᐖ⪅ࡢၥ㢟ࡀ୰ᚰࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࠊࡑࡢ㐪࠸ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆࠊఱࢃࡿࡇࡀ࠶ࢀ
ࡤ☜ㄆࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸࠸࠺ࡇࡀࡦࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࠶ࡶ࠺ࡦࡘ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ⣽࠸ヰ࡞ࡢ࡛ࠊࡍࡄ࠾⟅࠼࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ᛮ࠺
ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᪥ᮏࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ≉ᚩࡢࡦࡘࡋ࡚ࠊᚋぢࡢ㢮ᆺ࡞ࡿࠊྲྀᾘ
ᶒࠊ௦⌮ᶒࡀᙉࡃ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡓࡔࡑࡢ࡞࡛ࡶࠊ᪥ᖖࡢ⏕ά㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࡣ
㝖ࢀࡲࡍࠋ᪥ᖖࡢ⏕ά㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ௨እࡢ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࠊᚋぢࡢ௦⌮ᶒࠊྲྀᾘᶒࢆၥ㢟
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ㎶ࡢ㒊ศ࠸࠺ࡢࡀࠊᚋ࡛ࡶ࠺ࡦࡘฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚟♴ࡢほⅬ
ࡽᡂᖺᚋぢไᗘࢆ࠺ྲྀࡾᢅ࠺ࡢ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ࡚ࡶ㔜せ࡞ࡿᛮࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡀ㸰ࡘࡵ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࡞ࡐ᪥ᖖࡢ⏕ά㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࡇࡔࢃࡾࡓ࠸ࡢ࠸࠺ࠊࡑࢀࡣࡘ┠ࡢࡁ࡞ࢥ࣓
ࣥࢺ㛵ࢃࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࢆ♫⚟♴ࡢほⅬࡽࡳ࡚࠸ࡃሙྜࡢㄽⅬ
㛵ࢃࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࡽ࡛ࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࢆἲᚊⓗࠊἲᚊᐙⓗ࡞ほⅬࡽ࠸࠺ࠊ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶၥ㢟࡞ࡿࡢࡣἲᚊ⾜Ⅽ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋἲᚊ⾜Ⅽࡢᘏ㛗⥺ୖࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡑࡢඛࠊ⮬ᚊࡀ࠶ࡿࠊἲᚊࡢほⅬࡽࡍࡿฟ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊࢯ
࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢほⅬࡽࡳࡿࠊᐇࠊཝᐦࡑࡢேࡢ≧ἣࡀ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀၥ㢟
࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢព࡛ࡣࠊἲⓗ⾜Ⅽࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇⓗ࡞ၥ㢟ࡶྵࡵ࡚ࢺ࣮
ࢱࣝ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢព࡛ࠊඛᚋぢ㢮ᆺࡢሙྜ࡛ࡶእࡉࢀ࡚࠸ࡓ᪥ᖖ
ࡢ⏕ά㛵ࡍࡿ⾜Ⅽ࠸࠺ࡢࡶࠊࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡀ㛵ࢃࡿࡁࡢᙜ↛ࡁ࡞ၥ㢟ࡋ
࡚㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ᪥ᖖࡢ⏕ά㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ㝖࠸ࡓࡢࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟ࡲ
࡛ྵࡵࡿࠊࣃࢱ࣮ࢼࣜࢬ࣒࠸࠺ࠊ㐣ᗘࡢᖸ΅ࡘ࡞ࡀࡿࡽ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⌧⾜ࡢ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡽእࡉࢀࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ἲᚊⓗ࡞ษࡾ᪉ࠊศࡅ᪉࡛
ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺㝖እࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᚲせ࡞ಖㆤࠊ㐣ᗘࡢಖㆤࢆࠊไᗘⓗ
࠶ࡿ⛬ᗘᩚ⌮ࡋࡓ࠸࠺⨨࡙ࡅࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡅࢀࡶࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢほⅬࡽ
ࡍࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ศࡅ᪉ࢆࡍࡿၥ㢟ࡢゎỴ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᪥ࡢ⠛ᮏࡉࢇࡢヰ࡛ࡣ࡞
࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊⰍࠎ࡞ၥ㢟ࡀ⤡ࢇ࡛ࡃࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊ࠼
ࡤࠊ㡑ᅜࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ୰࡛ࡣࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࡢၥ㢟ࡣ࠺࠸࠺ྲྀᢅ࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ



㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 せࡍࡿࠊᡂᖺᚋぢࡀẸἲୖࡢไᗘ࡛࠶ࡿࡇࡽࡶࢃࡿࡼ࠺ࠊᇶᮏⓗࡣἲᚊୖ
ࡢไᗘ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ἲᚊୖࡢไᗘࢆࠊ♫⚟♴ࠊ≉ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ほⅬࡽ
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏝ࡋ࡚࠸ࡃሙྜࠊ༢⣧ᡂᖺᚋぢไᗘࡢἲᚊㄽࡔࡅ࡛ࡣ῭ࡲ
࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡘ┠ࡢどⅬࡋ࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘࢆ♫⚟♴ࡽㄽࡎࡿពࡣࡇ
࠶ࡿࡢ࠸࠺Ⅼࡀ㸰ࡘ┠ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡽࠊ㡑ᅜ᪥ᮏࡢ㐪࠸࠸࠺ࡢࡀࡦࡘࡵࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡋࡓࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
ྖ㸸⛅ඖඛ⏕࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⛅ඖඛ⏕ࡢ 2 Ⅼࡢࢥ࣓ࣥࢺ㛵ࡋࡲࡋ࡚ࠊ ᭱
ึࡢⓎ⾲⪅ࡢ㒯ࡉࢇࡽᑡࡋ࠾⟅࠼㡬࠸࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㸯Ⅼ┠ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ≉
ㄆ▱㧗㱋⪅ࡋ࡚ࡢᡂᖺᚋぢࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇࠊ㡑ᅜ࡛ࡣ᪥ࡢヰ࡛ࡣࠊ
㞀ᐖศ㔝࠸࠺ヰࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆࡁࡗࡅࡋࡓ᪥㡑ࡢ㐪࠸ࡀࡦࡘࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
Ⅼ┠ࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ⾜Ⅽ࠸࠺㒊ศᡂᖺᚋぢࡢពᛮỴᐃ࡞ࡀධࡗ࡚ࡁࡓࡁࠊࣃ
ࢱ࣮ࢼࣜࢬ࣒࡞ࡑࡢ㎶ࡾࡢほⅬࡣ࠺ࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࢆ࠾⟅࠼࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㡑ᅜࡢᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿࠊㄆ▱㧗㱋⪅➼ࡢ⨨࡙ࡅ♫⚟♴ࡢどⅬ
㒯㸸ඛ⏦ࡋୖࡆࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ㡑ᅜࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᅋయࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚❧
ἲࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡢⓎ⾲࡛ࡍࡀࠊ♫⚟♴⌧ሙ࡛ࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡀ୰ᚰࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ࡔࡅࡀᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠸࠺ࡇࡀࠊ༳㇟ṧࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠸࠺㒊ศࡀ࠶ࡿ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋẸἲࡣࠊ㞀ᐖ⪅
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅ࠊࡑࡢ୰࡛ࡶㄆ▱㧗㱋⪅ࡶᑐ㇟ࡋ࡚ࡣධࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ୰
࡛ࡶࠊ㧗㱋ࡢ㞀ᐖ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡀືࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡛ࡍࡀࠊ⌧ᅾࡢ㡑ᅜࡢ≧ἣࢆ࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠊ㧗㱋⪅ᑐࡍࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛵ࡍ
ࡿㄆ㆑࡛ࡍࠊPR ࡶ࠶ࡲࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᑓ㛛⫋ࡍࡽ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺≧ἣࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡘ┠ࡢ㉁ၥᑐࡍࡿㄝ᫂ࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ2011 ᖺࡢ 2 ᭶Ẹἲࡀᨵṇࡉࢀࡓࡢ࡛
ࡍࡀࠊࡑࡢᚋࠊࡑࡢἲᚊᑐࡍࡿἲࡣࠊࡲࡔᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊẸ
ἲࡢ୰ࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ⾜Ⅽࢆࡇࡲ࡛ࡍࡿࡢࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ⾜Ⅽࢆ࠺ࡍࡿࡢࢆࠊࡣ
ࡗࡁࡾࡣ♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋࡅࢀࡶࠊ⡆༢࡞㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡣධࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓ᪥ᖖ⏕άࡢ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿࡶࡢࡶࡑ࠺࡛ࡍࡋࠊࡇࢀ
ࡽࡢἲࠊἲᚊࡢᨵṇ࠶ࡿ࠸ࡣไᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊⰍࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡢἲᚊࡶࡇࢀࡽไᐃࡉࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊࡑࢀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋᚋไᐃࡉࢀࡿணᐃࡢἲᚊࡸἲࡢ࡞
ࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ㡯┠ࡶධࡿணᐃ࠸࠺ࡇࡣ⪥ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡔἲᚊࡢ
‽ഛࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ⾜Ⅽࢆ㝖ࡃ࠺ࡢุ᩿ࡣࠊࡢࡇࢁ
㞴ࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿࡇࠊࡲࡓࠊἲᚊୖࡢไᗘ࡛
࠶ࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ♫⚟♴ⓗどⅬࢆ࠺ࡍࡿࡢ࠸࠺㒊ศࡣࠊ࠾⟅࠼ࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㌟ୖಖㆤ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⮬ᕫỴᐃࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࠊ㌟ୖಖㆤࢆࡍ
ࡿࡇᑐࡋ࡚ࠊ⮬ᕫỴᐃࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࢁࠊ♫⚟♴ⓗ࡞どⅬࡽぢࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ



ྖ㸸㒯ࡉࢇ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⛅ඖඛ⏕ࡼࢁࡋࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ㡑ᅜ⚟♴ࢧࣂ࣮Ꮫࡢᮤࣚࣥࣄඛ⏕ࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓ
ࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋඛᡴࡕྜࢃࡏࡢࠊᮤඛ⏕ࡣከᩥ◊✲ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓ⤒⦋ࡀ
࠶ࡿఛ࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᅇࡢ⠛ᮏࡉࢇࡢ◊✲ࡢ୰࠶ࡾࡲࡋࡓ㎰ᮧࡢᩥ➼ࢆྵࡵ࡚ࢥ
࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔࡅࡲࡋࡓࡽ⯆῝࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᮤࣚࣥࣄඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
ࡇࢇࡕࡣࠋ⚾ࡣࠊከᩥ㛵ࡋ࡚ᑓᨷ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀᡂᖺᚋぢไᗘࡢࡘ࡞
ࡀࡾࡀ࠶ࡿ࠺ࡣࠊᏳᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᪥ࠊ⠛ᮏࡉࢇࡀⓎ⾲ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ
㛵ࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㉁ၥࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊࣇࣟ࠸ࡿᏛ㝔⏕
ࡶ㉁ၥࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᏛ㝔⏕ࡽ㉁ၥࢆ⪺ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㡑ᅜࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊࠊᑟධࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ 2000 ᖺᑟධࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢⅬ࡛ࡣᕪࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ഃ㠃ࡽࡳࡿࠊ୧ᅜࡢᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡋ
࡚ࡣࠊᕪ␗ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᇶᮏⓗࡣࠊᇶᮏᶒ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃ࡽぢࡿࠊἲᚊⓗ࡞どⅬࡽࠊಶேࡢ⮬⏤ᶒ
㛵ࡋ࡚ࡣ㔜せ࡞㒊ศࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋே㛫࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ຠ⋡ⓗ࡞㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ୍ே
ࡢಶே㛵ࡋ࡚ࠊఫࡴ᪉ἲ㛵ࡋ࡚㈨᱁࠶ࡿ࠸ࡣࠊᙺ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀᚲせࡔᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
㡑ᅜࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡀᐇࡉࢀ࡚ 15 ᪥࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ⠛ᮏࡉࢇࡢⓎ⾲ࡢᆅᇦ⏕
άᨭࡢ㈨※㛵ࡍࡿෆᐜࡀࠊ㡑ᅜࡗ࡚ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ほⅬ࡛Ⰻ࠸Ⓨ⾲ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ㡑ᅜ࡛ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢᐇᑐࡋ࡚ࠊᑐࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡋࠊⰋ
࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢᨵṇࡉࢀࡓẸἲࡢ୰࡛ࠊ⿕㑅௵ࡢ㢮ᆺ㑅௵㛵
ࡍࡿ㡿ᇦ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏᙜ㐍Ṍⓗ࡞ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡢ୰࡛ࠊ
㈨᱁ࡢᇶ‽ࠊ࢞ࢻࣛࣥࡶࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࠊ⟶⌮┘╩ࠊධయࠊ㈈ᨻࡢᨭ➼ࠊ࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ഃ㠃㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ᨭ࡞ࠊࡇࢀࡽ‽ഛࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㒊ศࡔᛮ
࠸ࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊἲᚊⓗ࡞㈐௵ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊ࣎ࣛࣥࢸⓗ࡞㡿
ᇦࡼࡾࡣࠊἲᚊⓗ࡞ࠊබⓗ࡞ᶵ⬟㛵ࡍࡿ㒊ศࡀࡶࡗ㔜せ࡞ࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᡂᖺᚋぢேᑐࡍࡿ⟶⌮┘╩㛵ࡋ࡚ࠊ⿕ᡂᖺᚋぢே㛵ࡍࡿ⚟ࡀࠊࡑ
ࢀ㛵ࡍࡿ⿵ຓࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ♫ⓗ㛵ᚰࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊࣇࣟ࠸ࡿᏛ㝔ࡢᏛ⏕ࡉࢇࡶࠊไᗘࡢලయⓗ࡞ෆᐜ㛵ࡋ࡚ࡣࡲ
ࡔࢃࡽ࡞࠸㒊ศࡀከ࠸࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪥ࡢὶࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⠛ᮏࡉࢇࡢࡸࠊ᪥
ᮏࡀࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓ㒊ศࡀࠊ㡑ᅜࡗ࡚ࡣⰋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㈗㔜࡞
ᶵࠊ㠀࠸ࢁ࠸ࢁఛ࠸ࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⠛ᮏࡉࢇࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࣇࣟ
ࡢ᪉ࡽࡢ Q㸤A ࠸࠺ᙧࡉࡏ࡚㡬࠸࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㉁ၥࡢ࠶ࡿ᪉ࠊ
ᣲᡭࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊࡕࡽࡢⓎ⾲⪅ࡢ᪉ᑐࡍࡿ㉁ၥ➼ࠎ࠾ヰ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡓ
ࡔࡅࡿࡼࢁࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࣇࣟࡽࡢ㉁ၥ
㉁ၥ⪅㸸㑪ᏛᏛ㝔ࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 1 ᖺ⏕ࡢࢳ࢙⏦ࡋࡲࡍࠋ㡑ᅜࡢሙྜࡣጞࡲࡗࡓ



ࡤࡾ࡞ࡢ࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢࡼ࠺࡞ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊヲࡋࡃ࠾ヰࢆఛ࠼ࢀࡤ࠸࠸࡞
ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேᑐࡍࡿᨭࠊไᗘࡔ⪺࠸࡚࠾
ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢᙜ⪅ࡀពᛮỴᐃࢆࡍࡿࠊỴᐃࡋࡓពᛮࢆࡢࡼ࠺ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿ
ࡢࢆ୰ᚰ࠾ヰࢆఛ࠼ࢀࡤࡼ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊ㡑ᅜ࡛ࡣࠊᚋぢேࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㈨
᱁ࢆࡶࡘ᪉ࡀࠊᚋぢேࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊᚋぢே࡞ࢀࡿ㈨᱁ࡣࠊ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࠊࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛ᚋぢே࡞ࡿࡢ࠸࠺
ࡇࠊᙜ⪅ࡀ㈝⏝ࢆᨭᡶ࠺⬟ຊࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚ࠊ
࠾ヰࢆఛ࠼ࢀࡤ࠸࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ⠛ᮏࡉࢇ࠾⟅࠼࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺
ࠋࡘ㉁ၥࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ㞴ࡋ࠸㉁ၥᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞᪉ࡢᨭࡀᐇ
㝿ࡢࡼ࠺ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡢࡼ࠺࡞ࡀ࠶ࡿࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸࠸࠺
ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡘࡵࡣࠊᚋぢ࡞ࡿሙྜࡢ㈨᱁㣴ᡂࠊ㈝⏝㈇ᢸࡢ࠶ࡓࡾࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺ➼ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ⠛ᮏࡉࢇ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
᪥ᮏ࠾ࡅࡿᙜ⪅ࡢពᛮࡢᫎࠊᚋぢேࡢ㣴ᡂࠊ㈝⏝㈇ᢸ
⠛ᮏ㸸ࡈ㉁ၥ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋඛ⛅ඖඛ⏕ࡽࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡢ㈈
⏘ࠊ㈨⏘㛵ࡍࡿไᗘࡋ࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡀ࡛ࡁࡓ࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ≉༢㌟
ࡢㄆ▱㧗㱋⪅ᑐࡍࡿゼၥ㈍➼ࡢᐖ࠸࠺ࡇࢁࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᅇࡢ㢟┠
ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡢᡂᖺᚋぢ࡞ࡢ࡛ࠊ⚾⮬㌟ࡶ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࠸࠺ࡇࢁࠊࡇࡽࡶࡗ࡚ࡇ
ࡼ࠺࡞࠸࠺ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᮏ᮶ࡣ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍␒ពᛮỴᐃࡀᅔ㞴
࠸࠺ࠊ᭕࠸࠺ࠊᦂࡽࡄࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅㝈ࡽࡎࠊᮏேࡢពᛮࡢᑛ㔜࠸࠺ࡢࡣࠊඛࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ྠࡌ࡛ࠊ➨୍ᑛ㔜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊಀࢃࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᴟ➃
࡞㈈⏘ᐖࡀᮏேࡢỴᐃࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࢆྰᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀ࠶
ࡿࡇࡶ⏦ࡋୖࡆࡓ㏻ࡾ࡛ࡍࠋࡑࡢࡀ༴࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࢃࡾࡸࡍ࠸࡛ࡍࡀࠊᴟ➃࡞
㈈⏘ᐖࠊ⏕άୖࡢᅔ㞴࡞ࡿࡢ㛫㐪ࡗࡓỴᐃ࠸࠺ࡇࢁࡀᐇࡣ᭕࡛ࠊࡑࡢ
㒔ᗘࠊሙ㠃ࡼࡗ࡚ࠊ㛵ಀ⪅࡛Ỵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡀࡦ
ࡘࡵࡢ⟅࠼࡛ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ࡘࡵࡢ㣴ᡂࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈࡀࠊไᗘࡀጞࡲࡗࡓᙜึ
ࡽࡢᑓ㛛⫋ࡢᚋぢே⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㣴ᡂࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛⫋ᅋ
య㣴ᡂࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ♫⚟♴ኈ࡛ࡣࠊ⣙୍ᖺ㛫ࡢ㏻ಙᩍ⫱ࡼࡿ㣴ᡂࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗྜྰࡢุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᚋぢົ㛵ࡍࡿ㈝⏝ࡢ㈇ᢸ࡛ࠊ≉ᮏே㈈⏘ࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡍࡀࠊ㞀ᐖ⪅ࠊ㧗㱋⪅ࡑ
ࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࠊබⓗ࡞㈝⏝㈇ᢸࡢไᗘࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗ࠸࠺ྡ
⛠࡛ࡍࠋ㧗㱋⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊㆤಖ㝤ἲ࡛ࡍࠋ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ࡛ࡍࠋ
ࡓࡔࡋࠊᕷ⏫ᮧࡑࡢ㔞ࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᕷ⏫ᮧࡼࡗ࡚ࡣࡉࢇ࡞ࡇࢁ
ᑡ࡞࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ྖ㸸⠛ᮏࡉࢇ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ



⛅ඖ㸸ⱝᖸࡢ⿵㊊࡛ࡍࡀࠊᑓ㛛⫋ᚋぢேࡣᐇࡣࠊᑡᩘ࡞ࡢ࡛ࡍࠋከࡃࡣぶ᪘ᚋぢࡀከ࠸࡛
ࡍࠋ
⠛ᮏ㸸ᑓ㛛⫋ᚋぢࡀぶ᪘ᚋぢࢆ㉸࠼ࡲࡋࡓࠋ
⛅ඖ㸸ࡍࡳࡲࡏࢇࠊ⚾ࡢࢹ࣮ࢱࡀྂࡗࡓ࡛ࡍࠋ࡛ࡶࠊ༙ࠎࡄࡽ࠸࡛ࡍࡡࠋ⪁ே⚟♴ἲ➼ࠊ
ἲᚊࡀᨵṇࡉࢀ࡚ࠊࠊᕷ⏫ᮧࡀᡂᖺᚋぢ࡞ࡿᕷẸྥࡅ࡚ㅮ⩦➼ࢆ㛤ࡃࡇࡀࠊດ
ຊ⩏ົࡋ࡚ㄢࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸⛅ඖඛ⏕ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㛫ࡀ࡞ࡾ࠾ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ    
ࡇࡇ࡛᭱⤊ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊすᕞᏛࡢྂᕝඛ⏕ࡽ
᭱ึࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋྂᕝඛ⏕ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ



᭱⤊ࢥ࣓ࣥࢺ



ྂᕝᏕ㡰ඛ⏕䛛䜙䛾䝁䝯䞁䝖㻌
᭱⤊ࢥ࣓ࣥࢺ࠸࠺ኚ㞴ࡋ࠸ᙺ࡛ࠊఱࢆゝࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠾ヰ
⮬యࡣࠊࡑࢀࡒࢀኚ⯆῝࠸ヰࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊⱝᖸࢥ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ
࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ࠾㢪࠸ࡳࡓ࠸࡞ヰࢆࠊᑡࡋ࠾ヰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡦࡘࡣࠊὶࡢࡶࡕ᪉࡛ࡍࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ‽ഛࢆࡋ࡚ࠊྲྀࡾ⤌ࡲ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊ᭱ࡢឤ࡛ࡍࠋ᭱ึᑠᯘඛ⏕ࡀࡈᣵᣜࡢ୰࡛ࠊ㡑ᅜࡢไᗘࡶ 30
ᖺࠊ15 ᖺ᫇ẚࢀࡤ࠸࠺ពࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࡞ࡾᩚഛࡉࢀ࡚ࡁ࡚ࠊ㆟ㄽࡋࡸࡍࡃ
࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺㊃᪨ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋᐇ㝿ࠊᆅᇦ⚟♴ࡢヰ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡰ୧᪉ࡀྠ
ࡌᅵಥࡢࡗ࡚㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࡋࠊࡲࡓࡑ࠺࠸࠺㆟ㄽࢆࠊࡇ
ࡢὶ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚ࡁࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊᅇྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ14㹼5
ᖺࡢᕪࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊྠࡌᅵಥ࡛㆟ㄽࢆࡋࡼ࠺ࡍࡿࠊࡸࡣࡾࠊࡑࢀ࡞ࡾ‽ഛࢆࡋ
࡚࠾࡞࠸࠸ࡅ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᭱ึሗ࿌ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢࡀࠊ㡑ᅜࡢᚋぢไᗘࡢヰ࡛ࡍࡀࠊ㡑ᅜ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࡛
ࡁࡲࡋࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࢀࡣࡑࢀ࡛⯆῝࠸ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㡑ᅜࡽ᪥ᮏ␃Ꮫࡋ
࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊ᪥ᮏࡢไᗘ๓ᑡࡋẚ㍑ࢆࡋ࡚ࠊࡇࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸࡚ࠊ
ࡇࡀ㐪࠺ࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡘ࠸࡚ࠊ๓ࡶࡗ࡚ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡶࡗ㠃ⓑ࠸㆟
ㄽ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⠛ᮏࡉࢇࡢヰࡣࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸ヰ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⾲⌧ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡼࡃᩥ⬦ࡀࢃࡽ࡞
࠸ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋෆᐜࡣኚ㠃ⓑ࠸ࠊ⯆῝࠸ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋࡓࡔࠊ⠛ᮏࡉࢇࡣࠊᙜ
↛࡛ࡍࡀࠊ᪥ᮏࡢᚋぢไᗘࢆ๓ᥦࡋ࡚ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᚋぢไᗘࡢࡶ࡛ࠊᐇ㝿
άືࡋ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࢆࠊ㡑ᅜࡢேࡓࡕ࠺ࡲࡃఏ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࠊ⮬ศ࡛㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀࠊ᪥ᮏࡢไᗘࡢ࠺࠸࠺ࡇࢁ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࢆࠊࡶ࠺ᑡࡋ᭱ึࡢ㎶ࡾ࡛ゎㄝࢆࡋ࡚
ࡃࢀࡿⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡉࡽゝ࠺ࠊࠊࡍ࡛Ⓨ㊊ࡋࡘࡘ࠶ࡿ㡑ᅜࡢไᗘࢆぢ
ࡿࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࡽၥ㢟ࡀⰍࠎฟ࡚ࡁࡑ࠺ࡔࡼ࠸࠺ヰཬࢇ࡛࠸ࡓࡔࡅࡿࠊࡶ
ࡗⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⠛ᮏࡉࢇࡣࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕᡓ࠺ࡢࠊኚⱞປࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊ㡑ᅜࡣࢣ
࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࠸࠺ேࡀ࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡏࡗࡃࠊ࠸ᡓ࠺ࡢࡀኚ࠸࠺ヰࢆ
ࡋ࡚ࡶࠊ࠺ࡲࡃ㏻ࡌ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㡑ᅜࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡀ࠸࡞࠸ࡢ
ࡀ࠾ࡋ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㛗ᮇ⒪㣴ไᗘࢆసࡗࡓ㐣⛬࡛㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ
࡚ࠊ᭱⤊ⓗࡣ᥇⏝ࡋ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ⠛ᮏࡉࢇࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋࠊࢣ࣐
ࢿࢪ࣮ࣕࡢ௵ࡀ᪥ᮏ࡛ࡢࡼ࠺ᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡚ࠊ࠺࠸࠺ࣉࣛࢫࡸ࣐ࢼࢫࡢ㠃ࡀ࠶ࡿ
࠸࠺ࡇࢁࡲ࡛ࠊࡈ⮬ศࡢ⤒㦂ࢆ୍⯡ࡋ࡚ヰࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠊ㡑ᅜ࡛ࠊᑗ᮶ࠊࢣ
࣐ࢿࢪ࣮ࣕࢆධࢀ࡚ࡳࡼ࠺࡞࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏ
ࢇࡀࠋ
 ⮬ศࡢ㛵ᚰࡽࡅຍ࠼ࡲࡍࠊᏛၥⓗ࡞ࡓ࡚᪉ࢆࡍࡿࠊ⛅ඖඛ⏕ࡀゝࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡞ࠊἲᚊࡢไᗘࡋ࡚ࡢᚋぢไᗘࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀ࠺ษࡾ⤖ࡪ࠸࠺ࠊࡑ࠺
࠸࠺㠃ࡀࡦࡘ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡀᮏὶࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᑡࡋ࡞ゝ࠸᪉ࢆࡋ࡚ࠊูࡢ
ゅᗘࡽၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋᚋぢไᗘࡣࠊ⤖ᒁࡣࠊ࠾ࡏࡗ࠸ࢆࡸࡾࡓ࠸࠸࠺
ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋ࡛ࡶࠊᮏேࡢ࣋ࢫࢺ࣭ࣥࢱࣞࢫࢺࡢࡓࡵ࠾ࡏࡗ࠸ࢆࡍࡿࠊࡇ
࠺ゝ࠸ࡓ࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋඛ⛅ඖඛ⏕ࡢヰࡢ࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࠊࡓࡪࢇࠊ㡑ᅜࡢ
ᚋぢไᗘ᪥ᮏࡢᚋぢไᗘࡣఝ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࢠࣜࢫࡸ࣓ࣜ࢝⣔⤫ࡢἲᚊࡢ



୰࡛࠸࠺ࠊ࠺࠸࠺㢼ᚋぢไᗘࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡓࡪࢇࠊಶேࠊಶ
ேࡢᑛཝ⮬ᚊࠊࡑ࠺࠸࠺ⱥ⡿ⓗ࡞Ⓨࡢ୰࡛⪃࠼࡚ࠊᚋぢไᗘࢆసࡗ࡚㐠⏝ࡍࡿ
ࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢேࡓࡕࡽぢࡿࠊᮾࢪࡢᅜࠎࡣࠊ࡚ࡶࣃࢱ࣮ࢼࣜࢫࢸࢵ
ࢡ࡛ࠊࡘࡲࡾᐙ∗㛗⩏ⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀ㠀ᖖᙉ࠸ࠊ⮬ศࡓࡕࡢసࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ㐪࠺ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆゝ࠺ேࡶ࠸ࡲࡍࡡࠋࡇࡢᚋぢไᗘࡣࠊࡕࡽ࠸࠺ࠊࣃ
ࢱ࣮ࢼࣜࢫࢸࢵࢡ࡞ഃ㠃ࡀ㠀ᖖ⾲ฟࡿࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢᑡࡋ
㐪ࡗࡓⱥ⡿ἲ⣔ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣇࣛࣥࢫࡸࢻࢶࡢ⣔ิࡽ࠸࠺ࠊ࠺࠸࠺㢼ぢ࠼ࡿࡢࠊ
࠾ࡏࡗ࠸ࡋࡍࡂ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ぢ࠼ࡿࡢࠊ⮬ศࡓࡕࡀసࡗ࡚ࡁࡓ⤌ࡳࡣࠊ࠾
ࡏࡗ࠸ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ぢ࠼ࡿࡢࠊࡕࡽ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ᑡࡋᗈࡆ࡚ゝ࠺ࠊᮾࢪᆺࡢ♫ಖ㞀ࡸࠊᮾࢪᆺࡢ⚟♴ᅜᐙ࠸࠺ࡇ࡞ࡾ
ࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀᡂ❧ࡍࡿࡢࠊᡂ❧ࡍࡿࡋࡓࡽࡑࡢ≉ᚩࡣࡇồࡵࡽࢀࡿࡢ
ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡘ࡞ࡀࡿࠊኚ⯆῝࠸ㄢ㢟࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺㢼ࠊ⚾ࡣᛮ࠼ࡿ
ࡢ࡛ࠊ୍ゝవィ࡞ࡇ࡛ࡍࡀࠊ⏦ࡋୖࡆ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ྖ㸸ྂᕝඛ⏕ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋⱝ࠸◊✲⪅࡛ࡇࡢ㡿ᇦ⯆ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ᪉
ࡣࠊ㈗㔜࡞◊✲ࡢ✀ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ᭱⤊ࢥ࣓
ࣥࢺࢆ㑪Ꮫᰯࡢᮔඛ⏕ࡼࡾ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᮔὈⱥඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
ඛ⏕᪉ࡽࡢᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࠊᮏᙜຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡢᏛࡢඛ
⏕᪉ࡢ࡞࡛ࠊ㞀ᐖ⪅㛵ࡍࡿᡂᖺᚋぢไᗘࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡋࠊᑐࡍ
ࡿ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋ᪥Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ᪉ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢඛ⏕ࡽఛࡗࡓࡇࡀࠊ
ࡑࢀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋྂᕝඛ⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡽࠊᮾࢪࡢ⚟♴ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
࡞࡛⪃࠼ࡿࡇࡀᚲせࡔ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࠊࡉࡽ
⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥ࠊྜྠࢭ࣑ࢼ࣮㛵ࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㒊ศࡘ
࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ୧ᅜࡢไᗘ㛵ࡋ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡞ᩚ⌮ࡶᚲせ࡛ࡍࡋࠊㄆ㆑㛵ࡋ
࡚ᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⌧≧㛵ࡍࡿ᳨ウࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᩚ⌮㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮾࢪࡢ⚟♴ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࡞᳨࡛ウ࡛ࡁࡿࡦ
ࡘࡢෆᐜ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ␃Ꮫ⏕ࡢ୰࡛ࠊẚ㍑◊✲㛵ᚰࡢ࠶ࡿேࡀ࠸ࡓࡽࠊ◊✲ࡋࡓࡽࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱ᚋࠊ
⌧ᅾࡢ㡑ᅜࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ
㡑ᅜࡣᖺ 2 ᭶ࡽࣃࢡ࣭ࢡࢿ⤫㡿ࡢᨻᶒ࡞ࡾࠊ⚟♴㛵ࡋ࡚࡚ࡶࡁ࡞ᨵ㠉ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㡑ᅜ࡛ࡣࠊἲᚊࢆྵࡵ࡚⯡ⓗ࡞ไᗘࡢኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀࡿணࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ㡑ᅜࡣࠊ᪥ᮏࡶྠࡌࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡋ࡚ࠊཌ⏕ປാ┬࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ἲົ┬ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋἲົ┬ࡽ⪃࠼ࡿࠊࡑࢀࡣࡁ࡞ࢩ࣮࡛ࣗࡣ࡞࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣᐙᗞἲ㝔࡛Ỵࡵࡿࡇ࡛ࡍࠋࡋࡋࠊ♫⚟♴ࡢഃ㠃࡛ぢࡿࠊ⮬❧⏕ά
ࡢᨭࠊ㌟ୖಖㆤ㛵ࡍࡿෆᐜ࡞ࡢ࡛ࠊ࡚ࡶษ࡞ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㡑ᅜ
୍࡛␒㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡋ࡚ࡣἲົ┬ࡀ୰ᚰ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ
ඹࠊ⮬❧⏕άࡸ㌟ୖಖㆤ㛵ࡋ࡚ࡣࠊಖ⚟♴㒊ࡶ㛵ࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศ࡞ࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢ㒊ศࢆࡢࡼ࠺ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᚋࠊ᪥ᮏࡢཌ⏕ປാ┬࡛
ᨭࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᖖ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࢆ㡑ᅜࡢಖ⚟♴㒊࡛ࠊไᗘࢆ⾜࠺



࠺㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡶ࠺୍ᗘ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศ࡛ࡍࠋ᪥ᖖ⏕άࡢᨭ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
࠼ࡤࠊ㞀ᐖࡢᏊዪࡔࡗࡓࡽࠊぶࡀᚋぢே࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ㧗㱋⪅㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏊዪࡀ
࡞ᚋぢே࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ㒊ศࡣࠊᑡࡋᕪࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㡑ᅜ࡛᫇ࡽ࠶ࡿヰ࡛ࡍࡀࠊឡ࠸࠺ࡢࡣࠊୖࡽୗ㝆ࡾࡿࡇࡔゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪥ᮏࡀࡲ࡛ 14 ᖺ㛫ࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡘ࠸࡚⤒㦂ࡋࡓࡇࡀࠊ㡑ᅜࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞ሙ㠃♧၀ࢆ࠼ࡿࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡢྜྠࢭ࣑ࢼ࣮ࡀࠊࡑࡢ㒊ศ㛵ࡋ࡚ࠊ
ᵝࠎ࡞ᶵ࡞ࡾࠊኚⰋ࠸ࢭ࣑ࢼ࣮࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
ྖ㸸ᮔඛ⏕࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㛢ࡢࡈᣵᣜࢆᮾὒᏛࡢ㔠Ꮚඛ⏕
࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



㛢ᣵᣜ



3 ࡽ⣙ 3 㛫༙ࠊⓙࡉࢇ㛗㛫ᮏᙜ࠾⑂ࢀᵝ࡛ࡋࡓࠋ
⌧ᅾࠊᮾὒᏛࡣࠊࡁ࡞┠ᶆࢆ 3 ࡘᥖࡆ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊဴᏛᩍ⫱ࠊᅜ㝿ࠊࡶ࠺ࡦ
ࡘࡣ♫㈉⊩࡞ࡢ࢟ࣕࣜᩍ⫱࠸࠺ࡶࡢࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡑࡢᅜ㝿ࡢ୰㌟
࡛ࡍࡀࠊࣅࢪࣙࣥࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸࡛ࡍࡀࠊᑡࡋ⌧ᐇࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ព࡛ࠊࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡀ 11 ᅇࢃࡓࡗ࡚✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇࡣࠊ㠀ᖖ㔜せ࡞
ࡶࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྂᕝඛ⏕ࡽඛࠊཝࡋ࠸ࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾⮬㌟ࠊࢠࣜࢫ 25 ᖺࡄࡽ࠸๓
␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡓࡣࠊẖ᭶ࡢࡼ࠺ࡇ࠺࠸ࡗࡓᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࡞
ࡣࠊࡁࡕࢇࡋࡓᏛ⾡ⓗ࡞ᙧࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊࡑࡢᅜࡢ⤂
ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺࠸ࡃࡘࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᏛࡢ
ᅜ㝿ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺⚾ࡣ⪃࠼ࡲࡍࠋ㡑ᅜࡢࣃࢡ࣭ࢡࢿ⤫㡿᪥
ᮏࡢᏳಸ㤳┦ࡢ㤳⬻ㄯࡣࠊ࡞࡞⾜ࢃࢀ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊᏛ⾡ⓗ࡞㠃࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡶ᪥
㡑࡛ᵝࠎ࡞ࡓࡕ࡛ὶࠊᏛ⾡ὶࢆᐇࡉࡏ࡚ࠊⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡞
⚾ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᪥ࡈሗ࿌㡬࠸ࡓࠊ㒯ࡉࢇࠊ⠛ᮏࡉࢇࠊᮏᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋⓙᵝࡼࡾࠊ
ே┒࡞ᢿᡭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀࢆࡶࡕࡲࡋ࡚ࠊ
➨ 11 ᅇྜྠࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛢ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ



ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㈨ᩱ㸰

          ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ᐁᏛ㐃ᦠࡼࡿ⚟♴ᐇ㊶◊✲ࡢᒎ㛤
  ࡑࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ሗ࿌᭩
㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 11 ᭶ᐇ㸧

ᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶

1







಼ຳࠓݸባቊቅϜᫌᆃᇿካᾷᾃ̵ ύᾷᾡὼὪᾤ

ଐ  Ჴ   ࠰ᲫᲫஉ  ଐᲢםᲣ᳸Ტ Ӗ˄ڼᲣ
 ئ  ிබܖٻႉޛǭȣȳȑǹ  ӭ  ӭܴṒʁổổỖṗṢṠṚṠ ಼ΫᧀΫᆆ࢘ ṟṗṜṢṗṜṚṓ
 ܭՃ  Ӹᆉࡇ    

Ӌьᝲ  ૰

಼ຳࠓݸባቊቅϜᫌᆃᇿካᾷᾃ̵ὀẩबષ ṛṣ भॄὙὛᔬຖϰἹἿἼὙᇿካᾛᾱὼὫέᾌὣᫌἨἷ
ἨἰẪθभॄἜὀẩᦼቶࠓᆻịૃᄣᆋᇿካܒᆱজષூ୯ΖංỌἿὣדἢẩị᱔ᵨᒊẩᬣ࠶ᒊẩࠄἺὓἿቅϜ
ᆋࠑዉἼࡠἪࠠὛூ୯ậᔬዉூ୯ἼἪᏫװᆋᇿካỌὣबષ Ṝṣ भॄἸἨἪẪ
θۂἿύᾷᾡὼὪᾤἸὀẩকᇿካᾷᾃ̵ἼἛἢᔬຖϰἹࠓݸἼὙባቊூ୯Ἷᣁ֠ՆậϰԞἿᾡὨ
ᾷᾌἹẩἮὝὣூἙᇿካᾢᾑὼᾥᾷᾌὣͳোἼẩؐܢἹᾋὧώὯᾇύᾫᾷὣΓࠪἨἷἛὛἪẪ
ᾛᾱὴᾭᾤ
ṛṝṤṝṚṗṛṝṤṞṚ

ᫌϜଫଝẩఐៜట

ᄈ టᑣế಼ຳࠓݸƈᾷᾃ̵᫅Ề



ṛṝṤṞṚṗṛṞṤṞṚ ባቊூ୯ὣୖᥳἪࠨࠓᇿካᾛᾱὼὫέᾌᫌἿຢƆᔬຖϰἹἿΖЇὣᣇἙἷ
ỏؐܢổỐ಼Ϋᧀậ݂ᄈἹἿΖЇ
ؐܢᒊ Ắ ೋ ᕠΗế᱔ᵨᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ
बષ ṜṞ भॄẩ಼ΫᧀἿọ᱔ᵨᒊዾἿࠠὛὰὨᾍᾚᾇέỎἿϷષἼՉẪ݂ᄈᕳ᱔ᵨᒊὐὓὛᆸ៦࠱ἹἿ֠ѾἸὀᾡώᾌᾍέᾃ
̵ὕࠓݸᬅᄀἿՉὣᣇἙẩࠠὛὦώᾥᾷᾌύ̵ᾌὣϷષἨईἨἰẪἤὝἿᐗἜẩᜊோἹἿ֠ՆἿξἹᇿካᾷᾃ̵Ἷ
ෛᓞἼἵἕἷᯃὣ୦ᢧἨἷἕἰἕẪἤὝἼࡠἨἷẩ௹ᄈα๛ế಼ΫᧀባቊЩѡࢂ᱔ᵨቅϜࡠጇᦼࠞூ୯᫅ỀἜίᾥᾷᾌὣἕ
ἰἱἠΓࠪἸἓẪ


ỏؐܢỖỐͪᄈᠼἹἿΖЇ

ؐܢᒊ Ắ ᄈ టᑣếࠄἺὓᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ

ᜊோἹἿ֠ѾἼὙᇿካᾛᾱὼὫέᾌἸὀẩᜊோἿকᒊἿᄫՠἼὙὛẩᇿካἿᏏᏐ৮ἝࣹרἦὝὕἪἕẪἮἿὙἻၛປὉἿࡠ
ἼἵἕἷẩႲẩͪᄈᠼἹጇὣមἨἷἛὛẩᇿካᾷᾃ̵Ἕூ୯ᾛᾱὴᾭᾤἿᫌᆃậ឵ГὣἕẩἝὣἪἹἕώ
ᾃὨᾯἝὝẪὃἹὛកἿᔬዉூ୯ἿᎲᐟցὣͳোἼẩᯃὣ୦ᢧἨἰἕἹ৩Ẫᙯ᧹ࠄ๛ếͪᄈᠼͪᄈᠼᏫװூ᫅Ềὣί
ᾥᾷᾊ̵ᾃ̵ἼἛἪΓࠪẪ


ṛṞṤṞṚṗṛṞṤṟṚ

ϛ



ṛṞṤṟṚṗṛṟṤṞṚ
ᇿካᾛᾱὼὫέᾌὣூἙᾢᾑὼᾥᾷᾌෛᓞ
ỏؐܢỗỐᇿካூ୯ᒊἿዉܣἜ ؐܢᒊ Ắ ൜ ϯ᎑ếባቊቅϜᫌᆃᇿካᾷᾃ̵ ᇿካூ୯ᒊỀ
ቶᆻἿᨃἸẩᇿካᾢᾑὼᾥᾷᾌࡣ᫆ᒭἿ᧸ᝯ৮Ἕ៍ᠡἦὝẩṿṼṫếṿẘẓẠẏẜẝẓẞả ṼẏẝẏẋẜẍẒ ṫẎẗẓẘẓẝẞẜẋẞẙẜỀἿឥᑔἝἴἷἕẪᇿ
ካᾷᾃ̵ἸὓἮἿὙἻٟᯃ୦ᢧὣדἢยὒẩᾷᾃ̵ἼἛἢᇿካᾢᾑὼᾥᾷᾌංգἿႲၛἹᯃἼἵἕἷؐܢἪẪἤἿἲ
ᒊἸὀẩᖆᇿካᒊἿάᾧᾮὦজષὕẩࠓݸἼἛἢαᓈષậቅϜᡞၿὣ᧹ἼҸὝἰؐܢὣᜊẪ


ỏؐܢỘỐᇿካ֠ՆἿዉܣἜ

ؐܢᒊ Ắ ഉࢩ وΊế಼ຳࠓ ࠓݸ᫅࠱ᇿካ֠Ն᫅Ề

οࠓݸἿגᎲΖЇὓ᧹ἼҸὝἷẩ൜ؐܢὣࠣἪἸؐܢὣᜊẪࠓݸЛᒊἼὙίᾥᾷᾌὣἛᯊἕἪΓࠪẪ


ṛṟṤṞṚṗṛṠṤṜṚ

ᢈᄺᶜᾋὧώὯᾇύᾫᾷ

ί̵ᾋὧᾑ̵ᾃ̵ Ắ ೋᕠΗế಼ຳࠓݸƈԵᾷᾃ̵᫅Ề



ổṠṤṝṚ

᫊Ϝ
3



㛤ᣵᣜ࣭㊃᪨ㄝ᫂

4



 ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋ᪥ࡣᮏᙜ࠾ᛁࡋ࠸୰ࠊࡇࡢ࠾㞟ࡲࡾ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚࠶ࡾ
ࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍ᳃⏣⏦ࡋࡲࡍࠋ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡣ 2 ᮇ┠࡞ࡾࡲࡍࠋ➨ 1 ᮇࡣᖹᡂ 19 ᖺᗘࡽ࡛ࡍࡀࠊ⮬యࡢ㐃ᦠ
ࡼࡿ⚟♴♫ࡢ㛤Ⓨ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ5 ᖺ㛫ࡢ◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖺᗘࡼࡾࠊ
ࢸ࣮࣐ࡣኚࢃࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᩥ⛉┬ࡢࠕᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࠖ࠸࠺ࠊᏛ
ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂ࠸࠺ࡇ࡛᥇ᢥࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ᖺᗘࡽ 5 ᖺ㛫࡞ࡾࡲࡍࡀࠊᙜᏛ࠾࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊᏊࡶࡢ♫ⓗ࡞
Ꮩ❧ᑐᛂࡍࡿࠊぢᏲࡾᨭࠊ⮬❧ᨭ㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡉ♫
⚟♴ࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᆅᇦ⏕άࢆࡉࢀࡿ᪉ࠎᑐࡋ࡚ᆅᇦᨭ࠸࠺
ࡶࡢࡀ㠀ᖖၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆ⥲ྜⓗࠊᐇ㊶ⓗゎỴࡍࡿࡓ
ࡵࡢ᪉ἲࢆ㛤ᣅࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࠊᩥ⛉┬ࡢ࠺࡛᥇ᢥࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ◊✲⮬యࡣࠊᩥ⛉┬ᮾὒᏛࡀ⤒㈝ࢆ༙ศࡎࡘࡶࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊኚࣘࢽ࣮
ࢡ࡞◊✲ࡢ᥎㐍᪉ᘧ࡛ࡋ࡚ࠊᖺࡽ 5 ᖺ㛫ࠊࡇࡢ◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
᥇ᢥࡉࢀࡲࡋࡓࡢࡀ 6 ᭶ࠊࡲࡔᮏᙜࡘ࠸ඛ᪥ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᪂ࡋ࠸◊
✲ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥ࡢࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ࠶ࡿព࡛ࡣ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࡢࡼ࠺࡞
⨨࡙ࡅ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࠊ≉ᐁᏛࡢ㐃ᦠ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡉᐁ࠸࠺ࡼ
ࡾࡣ⮬య࠸࠺ࡩ࠺⏦ࡋୖࡆࡓ࠺ࡀࠊከศⓙࡉࢇࡣ⌮ゎࡀ㐍ࡴࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡅࢀࡶࠊࡑࡢ⮬యᏛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲ᶵ㛵࠸࠺ࡶࡢࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛◊✲ࠊᐇ
㊶ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿ⚟♴ⓗㄢ㢟࠸࠺ࡶࡢࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ᐇ㊶ⓗ࡞༠ຊࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐃ᦠ࠸࠺ࡶࡢࢆࠊ⚾ࡶࡣࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㐍ࡵ
ࢀࡤࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞᪂ࡋ࠸⤌ࡳࡢⓎぢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛤Ⓨ࠸࠺ࡶࡢࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ᪥ࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࡦࡘࡢ≉ᚩ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࡇࢀࡘ࠸࡚㆟ㄽࡶࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡇ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᭱ᚋࡣࠊⓙࡉࢇ
ࠊάⓎ࡞㆟ㄽࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡇ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࢆࡋࡓ
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊࡇࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡇࡽẖ᭶ࡢࡼ࠺ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᡴࡗ࡚
࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ12 ᭶ 21 ᪥ணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢࡣࠊOECD ࡢᗂඣ
ᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙࡢ᪉࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔࡁࠊබ㛤ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ1
᭶ 26 ᪥ࡣࠊࣔࣥࢦࣝࠊ㡑ᅜࠊୡ⏣㇂༊ࡢ㛵ಀ⪅࠾࠸࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᏊࡶࡢᶒ᧦ㆤ
ࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊᅜᐙࡸ⮬యࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡣ࠺⪃࠼࡚࠸ࡃࡢࠊ࠺࠸࠺
ࡩ࠺᥋ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆヰࡋྜ࠺ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡛ࡁࢀࡤ⚾ࡓࡕࡣࠊẖ᭶ࡢࡼ࠺ⓙࡉࢇࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᏛࡧࡢሙࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶ὶࡢ
ሙ࠸࠺ࡇࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㊶ⓗࡇࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㛤ᨺࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍⥴᪂ࡋ࠸
⤌ࡳࢆࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆᵓࡋࡓ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᚋࡶࡐ
ࡦࠊ࠾㞟ࡲࡾ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠺ࡒࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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࠙ࢸ࣮࣐ 1ࠚ
⚟♴ᨭࢆ᥎㐍ࡍࡿᐁᏛ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᒎ㛤ࡢᡭἲ
⮬యࡢ㐃ᦠࢆ㋃ࡲ࠼࡚

6



ሗ࿌㸯 ᮾி㒔ࡢ㐃ᦠ
ሗ࿌㸸 ᑠᯘ Ⰻ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲㸧
ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 ᪂⏣⿱ேẶ㸦ᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋♫ᑐ⟇㒊ᅾᏯᨭㄢ㛗㸧

ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋᮾὒᏛࡢᑠᯘ⏦ࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ᅵ᭙᪥ࡢ࠾ఇࡳࡢ㛫࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊኚ㈗㔜࡞㛫ࢆࡇࡇ᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ
ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ➨ 1 ሗ࿌࡛ࡍࡀࠊ࣮࣌ࢪࡣ 4 ࣮࣌ࢪࠊ5 ࣮࣌ࢪࡢ㈨ᩱࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
యࡇࡢෆᐜἢ࠸ࡲࡋ࡚ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࢸ࣮࣐࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊࠕ⚟♴ᨭࢆ᥎㐍ࡍࡿᐁᏛ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᒎ㛤ࡢᡭἲ̺⮬
యࡢ㐃ᦠࢆ㋃ࡲ࠼࡚̺ࠖ࠸࠺ࡩ࠺ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࠕᐁࠖ࠸࠺ព
ࡣࠊ⾜ᨻࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡲ࡛ࡢ୍ᛂࡢࠊ⚾ࡶ࡛ࡸࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓ◊✲ࡣࠊ
⌧ሙධࡾ㎸ࢇ࡛ࠊ୍⥴◊✲ⓗ࡞ᡭἲࢆᣢࡕ㎸ࡶ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚ࡲ࠸ࡾ
ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡶ࠺ᑡࡋᗈࡃᤊ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࣞࢪ࣓ࣗࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠕ2ࠖࡢࡇࢁࡀ㊃᪨࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ࠶࡛ࡲࡵ
࠺ࡇ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࠕ3ࠖࡀࠕ㐃ᦠ࣭ᨭࡢ࡛ࠖࠊᅇࡣቚ⏣༊ࠊࡑࢀࡽቚ
⏣༊ࡢᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ࠸࠺ࡇࢁࠊࡶ࠺ 5 ᖺࡃࡽ࠸ධࡾ㎸ࡲࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸
࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢሗ࿌ࢆ᭱ึࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ḟࡢࠕ 2࡛ࠖࡍࡅࢀࡶࠊቚ⏣༊࡛ࡢάືࡀᒎ㛤࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊᮾி㒔㧗㱋ᑐ⟇㒊ᅾ
Ꮿᨭㄢࡢ࠺࡛ኌࢆࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᖺᗘࡣࠗ㧗㱋⪅➼ࡢぢᏲࡾ࢞ࢻࣈࢵࢡ࠘࠸
࠺ࡢࢆࡘࡃࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢసᡂࡢሙ࡞ࡾࡲࡋࡓࠊࠕ༊ᕷ⏫ᮧࡢ㧗㱋⪅ぢᏲࡾయไᐇ
ྥࡅࡓ㛵ಀ⪅㆟ࠖฟࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࢁ࡛ࡢ㐃ᦠࡢ࠾ヰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ే⾜࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊ⌧ሙ࠸࠺ࠊఫẸࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡶάືࢆ㐍ࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋ࡚ࠊᩥி
༊♫⚟♴༠㆟ࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࡢసᡂ㛵ࢃࡗ࡚ࠊᗄࡘࡲࡓ
ᒎ㛤ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢ 3 ࡘࡢࢆ୰ᚰ◊✲ᐇ㊶࣭ᐇົࡢ㛵ಀࡀࡇ
ࢀࡽ࠺࠸࠺ࡩ࠺࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⚾ࡢヰࢆࡩࡲ࠼࡚ࡈពぢࢆ㡬
ࡅࢀࡤ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲ㄢ㢟
 ࡇࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢸ࣮࣐ࡣᅄࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ㧗㱋⪅ࣘࢽࢵࢺࠊ㞀ᐖ⪅ࣘࢽࢵࢺࠊᏊࡶ
ࣘࢽࢵࢺࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆయⓗ⤫ྜࡍࡿ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡀ㈐௵⪅ࢆ
ົࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍ㧗㱋⪅ࣘࢽࢵࢺࡣࠊࠕᏙ❧ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢᆅᇦぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ
⏕άᨭ㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ሗ࿌ࡢ㊃᪨࡛ࡍࡀࠊᅄࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ➨୍ࡣࠊࠕ⮬య⾜ᨻ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ๓ᥦ࣭┠ⓗ࣭᮲௳ࠖࢆ⪃࠼ࡿࡢࡀ➨୍࡛ࡍࠋ
 ␒┠ࡣࠊࠕ◊✲⪅ࡢ❧ሙࡽぢࡓ⾜ᨻ㸭ᆅᇦ┦ㄯᶵ㛵ࠖࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮
࡛ࡍࡀࠊࠕఫẸ࣭⏝⪅ࡢ㛵ࢃࡾࠖࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᐇົࠊ
⌧ሙ࠾ࡅࡿ࣓࣮ࢪࡢඹ᭷ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽ୕␒┠ࡋ࡚ࠊ㈨ᩱࡢศᯒࠊ᭷ຠ࡞ᨭ
ࢶ࣮ࣝࡢసᡂ࡞ࠊࡇࡕࡽ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆᑡࡋࡈ⤂ࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡃࡘࡶࡾ࡛࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡲࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ᐇົ࣭ᐇ㊶⪅ࡢ㛵ᚰࡢඹ㏻Ⅼ
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ᕪ␗ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋᅄ␒┠ࠊ࠸ࢃࡺࡿ Win-Win ࡢ㛵ಀ࠸࠸ࡲ
ࡍࡀࠊ◊✲ᐇົ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠺࠸࠺ࡩ࠺㛵ࢃࡗࡓࡽ┦┈ࢆ⏕ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ
࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ቚ⏣༊࠾ࡼࡧᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡢ㐃ᦠ
 ቚ⏣༊ࡢ㧗㱋⪅⚟♴ㄢࠊࡑࢀࡽࠊቚ⏣༊ࡢᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ㛵ࢃࡾࢆࡶࡓ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ2008 ᖺ㧗㱋⪅ࡢ୍ேᬽࡽࡋㄪᰝཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࢀ௨
᮶ࠊᅜࡢࠕᏳᚰᏳ㐀ᴗࠖ࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡢ㛵㐃࡛ࡇࡕࡽ
㛵ࢃࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ2011 ᖺࡣࠊࠕ㧗㱋ࡢ㐍ᒎక࠺㧗㱋⪅ࡢᏙ❧ᑐᛂࡍࡿᨭ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࠖ࠸࠺ࠊඹྠ◊✲༠ᐃࢆ⤖ࡤࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ
࡚ࠊ࠾ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀ௨᮶ࠊᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡢ᭶
ཧຍࡋ࡚ࠊ⫋ဨࡢⓙࡉࢇ୍⥴ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ពぢࢆࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡼ࠺࡞⤒⦋ࡀ
ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 㐃ᦠࡢෆᐜ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊቚ⏣༊ࡉࢇࡣࠊ➨୍ㄪᰝ⏬ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀ
ཧຍࠊศᯒࡋࡓࡶࡢࢆ࠾ฟࡋࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊ⇕୰ࡢㄪᰝࡶ࠾ࡸࡾ࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ
࡛ࠊࡇࢀࡢࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࡇࡶࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣᏛ⏕ࡀ㛵ࢃࡗ
࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊぢᏲࡾ㛵ࡍࡿఫẸ᠓ㄯฟࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊᑡࡋሗ
࿌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊពぢࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
ḟࡣࠊ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ࡛ࡍࠋᮾி㒔ࡢࢩࣝࣂ࣮␒ᴗࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊቚ⏣༊ࡀ
ጤク᪉ᘧࡼࡾᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡲࡎᏛ⏕ࠕࡳࡲࡶࡾࡔࡼࡾࠖ࠸࠺ࡢࢆࡘ
ࡃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋࢧࣥࣉࣝࡣᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊᆅᇦఫẸ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ
ࡼ࠺࡞ࡇࡶ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊ┦ㄯᐊࡢグ㘓ࡢศᯒࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᖺḟሗ࿌
᭩ࢆసᡂࡍࡿࡁࠊᑡࡋࢻࣂࢫࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡢゝⴥ࡛
ゝ࠸ࡲࡍࠊ⤌⧊ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖ࠸࠺ゝⴥࢆࡼࡃ࠺ࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ࠺ࡸࡗ࡚
⌧ሙࡢ⤌ࡳࢆఫẸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ᨻࡢேぢ࡚ࡶࡽ࠺ࠊࠕぢ࠼ࡿࠖࡍࡿࡣ࠺ࡋࡓ
ࡽ࠸࠸ࠊ࠺࠸࠺ࡇࡀᚲせࠊ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾி㒔ࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡ࡛ࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊぢᏲࡾࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡶ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆࡗࡓࢣ࣮ࢫ᳨ウ
ࡶཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢ᭩⡠ࡣࠊᙜࢭࣥࢱ୍࣮࡛ᖺฟࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ቚ⏣༊ࡸࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡢ㐃ᦠࡢ୍➃࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊ◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮ࡢ⏬࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊRA ࠸࠸ࡲࡋ࡚Ꮫ㝔⏕ࠊࡑࢀࡽࢻࢡࢱ࣮ࢆࡗ࡚༞ᴗࡋࡓ
◊✲ᨭ⪅ࡢ᪉ࠎࡀࠊ⏬ࠊ⦅㞟ࠊฟ∧♫ࡢ΅➼ࠎࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚ࡃࢀࡲ
ࡋࡓࠋண⟬ࢆ⟶⌮ࡍࡿࠊ◊✲༠ຊㄢࡢ㐃ᦠࠊㄪᩚࠊࡑࢀࡽࠊ୍␒ࡁ࡞ࡣࠊࡇ࠺
࠸࠺◊✲ࡢࠊఱゝ࠺ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠊRA ࡸ◊✲ᨭ⪅ࡢ᪉ࡓࡕࡀࠊᇳ➹⪅╩ಁᴗົࢆࡋ
࡚ࡃࢀࡓ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖࡁ࡞ຠᯝࢆⓎࡋࡲࡋࡓࠋ◊✲⪅ࡢ୍␒ᝏ࠸ࡇࢁࡣࠊᮇ᪥
ࢆᏲࡽ࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡋ࡚ࠊ࡞࡞ᮏࡢཎ✏ࢆฟࡋ࡚ࡇ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ┤᥋ࠊ௰㛫ྠኈ
࡛ࡍࠊࡇࢀࡣࡸࡾࡃ࠸࡛ࡍࡢ࡛ࠊົᒁࡢ࠺࡛ࠕඛ⏕ࠊฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠸࠺ࡢ
ࢆ࡞ࡾཝࡋࡃ╩ಁࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡇࢀࡀணᐃ࠾ࡾ࡛ࡁࡓ࠸࠺ᕼ᭷࡞ዲࡔᛮ
࠸ࡲࡍࠋᑡࡋ㔜࠸᭩⡠࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠾ᣢࡕ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺◊✲ᡤࡢົࡢࡇࢁࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡀ࡞࠸ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡔ࠸࠺ࡇࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᚋ࡛ᑠ᳚ࡉࢇࡢ࠺ࡽሗ࿌ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
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ࡐࡦࠊ࠾⪺ࡁ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋ᑐ⟇㒊ᅾᏯ⚟♴ㄢࡢ㐃ᦠ
 ḟࡣࠊᮾி㒔ࡢ⚟♴ಖᒁ㧗㱋ᑐ⟇㒊ᅾᏯᨭㄢࡢ㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㸦2㸧
ࡢୗࡢ࠺࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ⚾ࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࠊPDࠊRA ࡢఱேࡢ᪉⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࡔ࠸࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ➨୍ࡣࠊ2010 ᖺࠊ2011 ᖺࠊࢩࣝࣂ࣮␒タ⨨ᴗㄝ᫂ཧຍࡋࡓࡇ࡛ࡍࠋᴗㄝ
᫂ࢆ⚾ࡀࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇࡽጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡽࠊ2012 ᖺࠊࠕ༊ᕷ⏫ᮧࡢ㧗㱋⪅ぢᏲࡾయไᐇྥࡅࡓ㛵ಀ⪅㆟ࠖ࠸࠺ࠊࢿࢵ
ࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢ㛵ಀ⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠊࡑࡇཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑ
ࡢᡂᯝࡀࠗ㧗㱋⪅➼ࡢぢᏲࡾ࢞ࢻࣈࢵࢡ࠘࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᖺᗘࡣࠊ㧗㱋⪅ᆅᇦᏳᚰ⏕
άᨭ㒊࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ぢᏲࡾࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢆ࠺㣴ᡂࡍࡿ࠸࠺ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡶཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡀࠊᮾி㒔ࡀࡘࡃࡽࢀࡓぢᏲࡾ࢞ࢻࣈࢵࢡࡢ⾲⣬࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ⡆༢ゝ࠸ࡲࡍࠊ
ࡇ࠺࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࠊぢᏲࡾ࠸࠺ࡢࡣࠊఫẸࡢぢᏲࡾࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊࡑࡢᆅᇦࡢᴗ⪅ࡀࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሗࢆࡶࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࠊࣛࣇࣛࣥᴗ⪅ࡶ
ྵࡵ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ┿ࢇ୰┦ㄯᶵ㛵ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᆅᇦໟᣓᨭࢭ
ࣥࢱ࣮ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢩࣝࣂ࣮␒ࡢࡼ࠺࡞⤌ࡳࡀࠊఫẸࡢ㌟㏆࡞ࡇࢁ࡛ࡁ࡚ࡁࡓ࠸
࠺ࡢࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࢆ⾜ᨻࡢ࠺࡛ࠊࡘࡲࡾ⮬యࡢ࠺࡛࠺
࠸࠺ࡩ࠺࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣࡍࡈࡃ㔜せ࡞ࡇࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ
యࢆ⪃࠼ࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡏࢇぢᏲࡾ࠸࠺ࡢࡣࡶ࠺㥏┠ࡔࢁ࠺࠸
࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀࠊ⤖ㄽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ࡞࡛ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᨭ࠼ࡿᑓ㛛⫋ࠊࢩ
ࣝࣂ࣮␒ࡢᑓ㛛⫋ࡣఱࢆࡍࡿࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ศᯒࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋẼࡁࠊሗࢆ㞟
ࡵ࡚ࠊࡑࢀࢆุᐃࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡑࡇࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ఫẸࡢ᥋Ⅼࡢࡇࢁ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ᑓ㛛⫋ࢆ⫱࡚
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡶࠊ࠾ヰࡋࡋࡓ⤖ㄽࡢ୰ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺ᮾி㒔ࡢ㛵ࢃࡾ࡛ࠊఱࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣఱࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ
࠸࠸ࡲࡍࠊ◊✲ࡢ࠺ࡽぢ࡚ࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᑓ㛛ᶵ㛵ࠊᑓ㛛⫋ࡢ᪉ࠎࠊఫẸ࣮ࣜࢲ࣮ࠊ
➨୍⥺ࡢ᪉ࠎࡢពぢࡀ࡛ࡁࡓ࠸࠺ࡢࡣࠊ୍␒ࡁ࡞ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࡸࡣࡾど㔝
ࢆᗈࡆࡿࡢኚⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊඛࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࠊయ࣓࣮
ࢪ㒊ศ࣓࣮ࢪࠊࡑࢀࡀ࠺㐃㛵ࡍࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪࢆࡘࡃࡿࡇࢁཧຍࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇࠊࡑࡇ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀࠊ◊✲
ࡢ㠃ࡽ᫂ࡽ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢ㐃ᦠ
 ḟࡣࠊᩥி༊ࡢ♫⚟♴༠㆟࡛ࡍࡀࠊᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࡽጞࡲࡾࡲࡋ࡚ࠊḟࡢࡇ
ࢁ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊᖺᗘࡽ༊ෆࡢ A 㞟ྜఫᏯࠊࡑࡇࡢ⮬ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡶ
ࡓࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽ࡛ࡣࠊᑡࡋㄪᰝࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡼ࠺
࡞ᙧ࡛ࠊάືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊᆅᇦࡢ⏫࢝ࣇ࢙࠸࠺ࡩ࠺᭱㏆ゝ࠺
ࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡶᏛ⏕ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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 ᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢලయⓗ࡞άືෆᐜࡣࠊ㈨ᩱ᭩࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋA ⮬ࡘࡁ
ࡲࡋ࡚ࡣࠊఫẸᇶ♏ㄪᰝࡳࡓ࠸࡞ࡇࠊᮏᙜ⡆༢࡞ࡢࢆࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢศᯒ
⤖ᯝࢆࡑࡢ㞟ྜఫᏯࡢᙺဨ࡛ㄝ᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊẖ᭶㛤ࢀࡿྛ㝵ࡈ
ࡢ᠓ㄯࠊ⚾ࡣ 2㹼3 ᅇࡋฟ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊRA ࡀ⾜ࡁࡲࡋ࡚ࠊពぢࢆࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡕࡽࡶࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛㐍ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ10 ᖺࡓࡘ
ࡇࡢఫᏯࡢேཱྀᵓᡂࡀ࠺࡞ࡿ࠸࠺ࢢࣛࣇࢆࡘࡃࡗ࡚ࠊᙺဨ࠾♧ࡋࡋࡓࡶࡢ࡛
ࡍࠋࡇࢀࡣࠊୡᖏࡀ࠺࡞ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊRA ࡘࡃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡲࡋࡓࠋ
ఱᖺᚋࡣ࡞ࡾࡢேࡀஸࡃ࡞ࡿ࠸࠺ᐃࢆࡍࡿࡇ࠺࡞ࡿࡳࡓ࠸࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺ᑡࡋ
ࡂࡘ࠸ࢹ࣮ࢱࢆࡘࡃࡗ࡚࠾ฟࡋࡋࡓ࠸࠺ࡇࢆࡸࡾࡲࡋࡓࠋᙺဨฟ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞ࡇࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊ㝵ẁูࡢΎᤲࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢᚋ࡛᠓ㄯࢆ㛤ጞࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ⏕άࢽ࣮ࢬࡣࡇࢀࡽ࠺࡞ࡿ࠸࠺ࡇࢆࠊヰࡋྜ࠸ࢆࡶࡗࡓ࠸࠺
ࡢࡣࠊࡇࡢ┿࡛ࡍࠋࡑࢀࢆࡲࡵࡲࡋ࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞⾲ࢆࡘࡃࡾࡲࡋ࡚ࠊ࠺࡛
ࡋࡻ࠺ࠊ10 ᖺᚋ࠺࡞ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆࠊ㈨ᩱࢆࡘࡃࡗ࡚ⓙࡉࢇᥦ♧
ࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆḟࡣ⮬ᥦ♧ࡋ࡚ࠊウ㆟ᮦᩱࡋ࡚ࡶࡽ࠾࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡿ࠸࠸ࡲࡍࠊ⚾ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢ࠺࡛⪃࠼࡚࠸ࡽࡗࡋ
ࡷࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
⮬య➼ࡢ㐃ᦠࡢព⩏
 ࠕ㐃ᦠࡢព⩏࡛ࠖࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾ࠸࠸ᐇ㊶ࢆ୍⯡ࡍࡿࠊ㢮ᆺࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀ◊
✲ࡢ❧ሙࡽ࡛ࡁࡿࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᛮ࠸ࡲࡍࠋグ㘓࡞ࢆ⏝࠸ࡓぢ࠼ࡿࢆᨭࡍࡿ
ࠊ࣐ࢽࣗࣝࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿࠊࡇࢀࡣ᪥ࡢ㈨ᩱࡢᚋࢁࡢ࠺ࠊ
ቚ⏣࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶࡛ࡶࡋ㛫ࡀ
࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࡈ⤂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⾜ᨻࡢ㐃ᦠࡢព⩏ࡣࠊࡸࡣࡾࠕᨻ⟇࡛ࣞ࣋ࣝࡢ Good Practice ࢆ୍⯡ࠖࡍࡿ࠸࠺ࡇ
ࠊᴗࡢᨭࡸࠊࠕࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࠖࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋඛぢ࡚࠸ࡓࡔ
࠸ࡓᅗࡢࡼ࠺ࠊ࣓࣮ࢪࢆࡘࡃࡿ࠸࠺ࡢࡣࡍࡈࡃ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉
㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ᑗ᮶ࢆ⪃࠼ࡿ࣓࣮ࢪࢆ࠸ࡗࡋࡻࡘࡃࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡣࠊ◊✲ࡀᐇ㝿
࡛ࡁࡿࡇ࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ◊✲ഃࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉࠾࠸࡛ࡁࡲࡍࡋࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሗࢆᡭධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
࠸࠺ࡢࢆࡇࡇ᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡸࡾࡲࡍࡁࠊఫẸࡢ㐃
ᦠ࡛ࢃࡗࡓࡇࡣࠊࡸࡣࡾఫẸࡢ᪉࠸࠺ࡢࡣ࡞࡞ື࡞࠸࡛ࡍࠋࢺࢵࣉࡢ᪉ࡀື
ࡇ࠺ᛮࡗ࡚ࡶఫẸࡣື࡞࠸ࠊࡑࡇࡢࢠࣕࢵࣉࢆ࠺ᇙࡵࡿ࠸࠺ࡁࠊࡅࡗࡇ࠺
ࢃࢀࢃࢀࡢࡼ࠺࡞❧ሙࡀධࡿື࠸࡚ࡃࡔࡉࡾࡲࡍࠋ
 ఫẸࡢ୰ࡔࡅࡔࡸࡣࡾࠊෆ㒊ࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ື࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡢ㒊ศ࡛
ࡣࠊ♫༠ࡀධࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡀධࡾࡲࡍࠊࡇࢀࡣⓙࡉࢇࡀぢ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡢࡔ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊᑡࡋ㐪࠺ືࡁࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࢁࡀ࣓ࣜࢵࢺ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ఫẸࡢຊࢆ⫙࡛ឤࡌࡿࡇࡶ㠀ᖖ㔜せᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡓࡔࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡸࡾࡲࡍሙྜࠊᗄࡘࡸࡣࡾ᮲௳ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࠊࡸ
ࡣࡾ⌧ሙ࠸࠺ࡢࡣࠊ㛗ᮇࡇࡕࡽࡀ㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡔࡵ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊሗࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅඹ᭷ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡢࡶᚲせ࡞ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
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 ḟ࡛ࡍࡀࠊ㐃ᦠࡢ᮲௳ࡋ࡚ࠊ◊✲ࡢ❧ሙ࠸࠺ࡢࡣࡕࡽ࠸࠸ࡲࡍࠊࡸࡣࡾ୍
㈏ࡋࡓᬑ㐢ⓗ࡞ㄝ᫂ࢩࢫࢸ࣒࣓࣮ࢪࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚
㛫ࡀࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᐇົࡢഃ࡛ࡣ࠺ࡋ࡚ࡶ⌧ሙࡢࡑࡢࡁࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ㎶ࡢㄪᩚࡀᚲせᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋ༠ᐃࠊࡉࡁ⏦ࡋࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡸࡣࡾ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛ࠊᯟࢆࡘࡃࡗ࡚
࠾࠸ࡓ࠺ࡀ࠸࠸࠸࠺ࡢࡀࠊࡲ࡛ࡢ⤒㦂࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 㠀ᖖ⡆༢࡛ࡍࡅࢀࡶࠊሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋♫ᑐ⟇㒊ᅾᏯᨭ
ㄢ㛗ࡢ᪂⏣ࡉࢇࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

᪂⏣⿱ேẶ㸦ᮾி㒔⚟♴ಖᒁ㧗㱋♫ᑐ⟇㒊ᅾᏯᨭㄢ㛗㸧ࡼࡿࢥ࣓ࣥࢺ
 ࡓࡔ࠸ࡲࡈ⤂࠶ࡎࡾࡲࡋࡓࠊᮾி㒔ࡢ⚟♴ಖᒁ㧗㱋♫ᑐ⟇㒊࡛ᅾᏯᨭㄢ㛗
ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ᪂⏣⏦ࡋࡲࡍࠋ᪥ࡣࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ඛࠊᑠᯘඛ⏕ࡽ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᮾி㒔࡛ࡣぢᏲࡾάື࠸࠺ࡇ࡛ࠊᑠᯘ
ඛ⏕ࡢ࠺ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊάືࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶ࠶
ࡾࡲࡋ࡚ࠊ᪥ࠊኚൗ㉺࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮࠸࠺ࡇ࡛ⱝᖸࢥ࣓ࣥࢺ
ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ᮾி㒔ࡣࠊⓙࡉࢇࡈᏑ▱ࡢࡼ࠺ࠊᗈᇦⓗ࡞⮬య࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠼ࡤࠊぢᏲࡾά
ື࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓάືࡣࠊᇶ♏ⓗ⮬య࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡀࡍࡿᙧ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᮾி㒔࡛࠸࠸ࡲࡍࠊ23 ༊ࢆࡣࡌࡵࠊ62 ࡢ⮬యࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢࡇࢁࡀࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࢃࢀࢃࢀᮾி㒔ࡣࠊᗈᇦⓗ࡞⮬య࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡦࡘࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭ
ࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺❧ሙ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ぢᏲࡾάື㛵ࡋࡲࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡛ࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡓࡔࠊ࡞࡞ࠊぢᏲࡾάືࢆᣲࡆ࡚ࡶࠊࡁ࡞࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᏙ❧
ࡸㄆ▱ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࡞࡞ࡑࢀࢆ࠺ࡸࡗ
࡚ゎỴࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊᮾி㒔ࡀࡑࢀࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ࠺ࡸࡗ࡚ࣀ
࢘ࣁ࢘ࢆᥦ౪ࡋ࡚ᨭࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊ࡞࡞ᮾி㒔ࡔࡅ࡛ࡶゎỴ࡛ࡁ
࡞࠸ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸ࡗࡓព࡛ᐁᏛ㐃ᦠࠊࡇࡇ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉㐃ᦠࢆࡋ࡚ࠊ
ඛࠊᑠᯘඛ⏕ࡢ࠺ࡽࡶࠊ㈨ᩱࡢ 6 ࣮࣌ࢪ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࠕグ㘓ࡸࢆ
⏝࠸ࡓࠗぢ࠼ࡿ࡛࠘ࠖࡍࠊࠕᐇ㊶࣐ࢽ࣭ࣗࣝࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺసᡂᨭ࡛ࠖࡍ
ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓලయⓗ࡞ࢶ࣮ࣝࢆ♧ࡋ࡚ྛᕷ⏫ᮧࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࡸࡾ᪉࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀
ᖖ᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡇࡣࠊᖺᗘࠊ࠶ᖺᗘࡶᑠᯘඛ⏕ࡶ
࠸ࢁ࠸ࢁ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ㛵ಀ⪅㆟➼ࢆࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୰࡛ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ
 ᑠᯘඛ⏕ࡽࡢ࠾ヰ㛵ࡋ࡚ࠊⱝᖸ⿵㊊ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊࡲࡎࠊࠕ㐃
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ᦠ 1࡛ࠖ࠶ࡾࡲࡋࡓቚ⏣༊ࡢࢩࣝࣂ࣮␒ࡢヰ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣࡲࡉࠊᑠᯘ
ඛ⏕ࡢ࠺࡛ቚ⏣༊࠸ࢁ࠸ࢁ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀ⌧ᅾᮾி㒔࡛ࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࢩࣝࣂ࣮␒ᴗࡢཎᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋቚ⏣༊࡛ጞࡲࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ 13 ࡢ⮬య࡛ 45 ࡢ
ᆅ༊࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛ᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓព࡛ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡦ
ࡘࡢዎᶵ࡞ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ㒔ࡢᇦᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ 45 ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࢀࡔࡅࡲࡽࡎࠊࡇࢀࡽࡶ
ᩘࢆቑࡸࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢩࣝࣂ࣮␒ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ࡛ࡣࠊࢇ࡞ࡇࢁࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠺࠸ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡤࠊ࠺ࡲ
ࡃ࠸ࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⮬యࡣࡸࡣࡾண⟬ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ㒔ࡢ⚟♴ಖ㒊㛛ࡀࡸࡾࡓ࠸
ᛮࡗ࡚ࡶࠊ㈈ᨻࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡢㄝ᫂ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡚ࠊࡑࡇࢆᢤࡅ࡞࠸࡞࡞࠾
㔠ࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁᑐࡍࡿ⿵㊊ㄝ᫂࠸࠺ព࡛ࡶࠊ
ࡼࡾᐃ㔞ࡉࢀࡓຠᯝ࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ♧ࡍࠊẚ㍑ࡋ࡚ࡸࡾࡸࡍ࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓព࡛ࡶ◊✲ࡢᡂᯝࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓຠᯝࡀ࠶ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆࡼࡾ
ලయⓗ♧ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡅࢀࡤ࠸࠸ࡢ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࠕ㐃ᦠ 2࡛ࠖ࠶ࡾࡲࡋࡓࠊࡲࡉࢃࢀࢃࢀࡢᅾᏯᨭㄢࡢ࠺࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ
࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࠕ㧗㱋⪅ぢᏲࡾయไᐇྥࡅࡓ㛵ಀ⪅㆟ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᖺᗘ
ࡣࠊᮏ㆟ࡣ 4 ᅇ࡛ࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࡀ 10 ᅇ࡛ࠊࡑࡢಶูᑠᯘඛ⏕࠸ࢁ࠸ࢁࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࡶྵࡵࡲࡍࠊ20 ᅇ㏆ࡃ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡲࡋࡓࠋඛᑡࡋࢫࣛ
ࢻࡶฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣ⡆᫆∧࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ࢞ࢻࣈࢵࢡࢆࡘࡃ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ぢᏲࡾάື࠸࠺ࡢࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᆅᇦ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
ࡑࡶࡑࡶぢᏲࡾࡢ⤌ࡳࡣࢇ࡞ࡶࡢ࡞ࡢࠊඛࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᅗࡀฟ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࡅࢀࡶࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࠊ࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡅࡤ࠸
࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢁࡽࠊࡲࡎᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢆ㞟ࡵ
࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᑐࡋ࡚ࡣ࠺ࡸࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇࢁࡘ
࠸࡚ࠊᑠᯘඛ⏕ࢆࡣࡌࡵ㆟ࡢጤဨࡢⓙᵝࡽពぢࢆ㡬࠸࡚ࠊࡲࡵ࡚࠸ࡗࡓ࠸࠺ࡇ
ࢁ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓࡣᙜ↛⾜ᨻࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ◊✲⪅ࡢ᪉ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࡢ▱㆑࡛ࡍࠊࡈពぢࢆ㡬ࡁ࡞ࡀࡽࡘࡃࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑࢀࢆࢃ
ࢀࢃࢀࡣ⮬య♧ࡋ࡚ࠊྛ⮬యࡀࡑࢀࢆࡶࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡃࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ
⤌ࡳࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ᑠᯘඛ⏕ࡢ㈨ᩱࡢ୰࡛ࡶࠊぢᏲࡾࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ࠸࠺࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀ
ࡶࠊࡇࢀࢆࡦࡘࡢࣔࢹࣝࡋ࡚ࠊྛᕷ⏫ᮧ♧ࡋࡲࡋࡓࠋࠊ⌧ᅾࢃࢀࢃࢀࡀᢕᥱࡋ࡚
࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡶ⣙ 100 ࢝ᡤࡢྛ⮬యࡢࠊ㧗㱋ࡢᢸᙜㄢ࡛ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦໟᣓᨭࢭ
ࣥࢱ࣮ࡽࠊࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡛ࡍࠊ⯆ࡀ࠶ࡿ࠸࠺࠾ヰࢆ㡬࠸࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀྛᆅᗈࡀࡗ࡚࠸ࡅࡤࠊࢃࢀࢃࢀᮾி㒔ࡋ࡚ࡶࠊぢᏲࡾάືࢆྛᆅᇦ
࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡃ࠶ࡓࡗ࡚㠀ᖖຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࠊᩥி༊ࡢ♫⚟♴༠㆟ࡢ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᮾி㒔ࡢሙྜࡣࠊ㛵
すẚ࡚♫⚟♴༠㆟ࡢάື࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡲࡾάⓎ࡛࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ឤࡌ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢጤクඛࡶࠊᮾிࡢሙྜࡣࢇࡀ♫⚟♴ἲே࡞ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊᅜ࡛ぢࡲࡍ♫⚟♴༠㆟࠸࠺ࡇࢁࡢጤクࡀࡅࡗࡇ࠺࠶ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺࠸ࡗ
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ࡓ♫⚟♴༠㆟ࡢάືࢆࠊぢᏲࡾάືࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᆅᇦࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ά
ືᗈࡆ࡚࠸ࡅࢀࡤ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࠊ♫༠ࡢ༠ാ࠸࠺
ࡢ࡛ࡍࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡶࡲࡓ⾜ᨻࡢ⟇ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ࡞࡞ࠊᆅᇦࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᐇࠊㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ࠺ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ
࠸࠺ࡇ㠀ᖖᝎࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ㒔ࡋ࡚ᨭࡋ࡚࠸ࡃ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ
ᐁᏛ㐃ᦠࢆࡦࡘࡢྍ⬟ᛶࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡣࠊຠᯝࡀ࠶ࡿࢃࢀࢃࢀࡣ⪃࠼
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㠀ᖖ⡆༢࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢥ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡇ࡛ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋᮏ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࠊᐁᏛ㐃ᦠࠊఱᅇࡶฟ࡚࠸ࡲࡍࡼ
࠺⮬యࡢ㐃ᦠ࡛ࡍࡡࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆ୰ᚰࡋࡓ࠾ヰ࡛ࠊࡇࡢ✀ࡢぢᏲࡾ࡞
ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡍࠊఫẸࡢ㛵ࢃࡾ࠸࠺ࡼ࠺࡞ヰࡀࠊከศࡇࢀࡲ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡗࡓ
ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ≉Ⰽࡢ࠶ࡿ࠾ヰࡶࡎ࠸ࡪࢇฟ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ḟࡶࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊ⮬యࡢ㛵ࢃࡾࢆ࠺ࡍࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ୰ᚰࡋࡓ࠾ヰࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ᳃⏣ඛ⏕ࡢ࠺ࡽሗ࿌ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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ሗ࿌㸰 ୡ⏣㇂༊ࡢ㐃ᦠ
ሗ࿌㸸 ᳃⏣ ᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲㸧
ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 ⸨㔝 ᬛᏊẶ㸦ୡ⏣㇂༊ୡ⏣㇂⥲ྜᨭᡤ㛗㸧

༓ⴥ┴ඵ༓௦ᕷࡢ㐃ᦠࡼࡿẕᏊ⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⚾ࡢ࠺ࡽ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡇ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㧗㱋ࠊ㞀
ᐖࠊᏊࡶ࠸࠺ 3 ࡘࡢࣘࢽࢵࢺࠊࡑࡋ࡚⌮ㄽࠊ4 ࡘࡢࢳ࣮࣒࡛◊✲ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ⚾ࡣࠊࡇࡢࠕᏊࡶࡢࣘࢽࢵࢺࠖࡢ㈐௵⪅ࡶࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᏊࡶࡢၥ㢟ࢆ
࠺࠸࠺ࣉ࣮ࣟࢳ࡛◊✲ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡣࠊᮏᙜከᵝ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇ
ࡢၥ㢟ࡢ୰࡛ࠊ⌧௦♫ࡢ୰࡛ᆅᇦ⏕ά࠸࠺ࡁࠊ㠀ᖖከࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿẕ
Ꮚᐙᗞ࠸࠺ᑐ㇟ࢆࡦࡘࡢᡭࡀࡾࡋ࡚ࠊ⮬యࡢ༠ാࡢ୰࡛᪂ࡋ࠸ᆅᇦ⏕άᨭ
ࡢ⤌ࡳࢆ⪃࠼࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡢࡀࠊࡇࡢࣘࢽࢵࢺࡢࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡇࢁࡢ⫼ᬒ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ
 ඛ⚾ࡀෑ㢌ࡢࡇࢁ࡛࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊᖹᡂ 19 ᖺࡽࠊ༓ⴥ┴ࡢඵ
༓௦ᕷ࠸࠺ேཱྀ 19 ࡢ⮬య࠾࠸࡚ࠊࡑࡇ࡛ᩘࡢẕᏊᐙᗞࡢㄪᰝࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
୰ 100 ௳ࡄࡽ࠸ࡢ⏕άಖㆤࢆཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿୡᖏ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ
ࡑࡢᩘࡢ୰࡛ྍ⬟࡞㝈ࡾ㠃᥋ࡢㄪᰝࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⫋ဨࡢࢣ࣮ࢫ࣡
࣮࣮࢝ࡢ᪉ࠎࠊᙜ⪅ࡢ᪉ࠎ࠾┠ࡗ࡚ࠊ࠸ࡗࡓ࠸ࠊࡑࡢ᪉ࠎࢆࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛
ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽࠊࡉࡲࡊࡲᢪ࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ⏕άㄢ㢟࠸࠺ࡶࡢࢆඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵࡢពḧ࠶ࡿᨭ࠸࠺ࡶࡢࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚ࠊࡦࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆࡘࡃࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡶ➨ 1 ᮇࡢ◊✲ࡢ୰࡛ࡢࠊࡦࡘࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆලయⓗࡣ༓ⴥ┴ୗࡢ⮬యࡢ୰࡛⏕άಖㆤࢆ≉ᢸࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ᪉ࠎᥦ
౪ࡋࠊᗄࡘࡢ⮬య࡛ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ⏕άಖㆤࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡢ᪉ࠎࡀࠊᙜ⪅ࡢ᪉ࠎࡀᢪ࠼࡚࠸ࡽࡗ
ࡋࡷࡿၥ㢟ᑐࡋ࡚ಶู࠸࠺ࡇࢆ㠀ᖖ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࢩࢫࢸ࣒࠸࠺ࡶ
ࡢࡀ࡞࡞ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃࠊ࡞ࡾᑓ㛛ᛶጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇࢁࡽጞࡲࡾ
ࡲࡋࡓࠋࡶ࠺ࡦࡘࠊ⏕άಖㆤ࠸࠺ࡶࡢࡀ㠀ᖖᶒ㝈ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࡞࡞ᙜ
⪅ࡢ᪉ࠎᐤࡾῧ࠺࠸࠺どⅬࢆࡶࡕࡃ࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ࡞࡛ࠊᐤࡾῧ࠸
࠸࠺ࡇࢆ⏕άಖㆤ⾜ᨻࡢ୰ධࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ࠺࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡾୖࡆ
࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢࠊࡇࡢ 2 ⅬࢆලయⓗゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠸࠺ࡶࡢࢆ㛤
Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋ
ẕᏊᐙᗞ⥲ྜᨭࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡢᚲせᛶ
 ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࡁࠊ࠸ࡃࡘࡢၥ㢟ࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀ
➨ 2 ᮇࡢࠊୡ⏣㇂༊ࡢ༠ാࢆ⪃࠼ࡓࡇࢁࡢ⫼ᬒ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᅇࠊ┦ᨭࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࠸࠺ᙧ࡛ྥ࠾࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶࡕࢁࢇࠊࡶ༓ⴥ┴ࡢඵ༓௦ᕷ࡛ࡣࠊࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡗ࡚ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡸࡣࡾࠊேཱྀ 20 ᙅࡢ⮬యࡢ୰࡛ᢪ࠼࡚࠸ࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ
✀㢮࠸ࡗࡓࡽ࠸࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡣ࡞ࡾ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋせࡍࡿࠊேࡀᆅ
ᇦ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡁࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡘ࡞࠸࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ
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ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ✀㢮࠸࠺ࡶࡢࢆලయࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆࡘ࡞ࡂ࡞ࡀࡽࠊࡘࡲࡾࠊࡑࡇࢆ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡋ࡞ࡀࡽࠊேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࠸࠺⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡶࡀ
⪃࠼ࡓࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࠊࡑࡇࡀ࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀฟ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ➨ 1
ᮇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡘࡃࡾࡲࡋࡓᮏࡢ୰ࠊࡑࡢᒎ㛤㐣⛬࠸࠺ࡢࡀ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࡐࡦࠊ࠾ᣢࡕ࡛࡞࠸᪉ࡣࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋලయⓗࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆࡸࡗ࡚࠸
ࡁࡲࡍࠊ᭱ᚋࡢ࠺࡛ࠊ࠺ᆅᇦࡢ୰࡛ᬽࡽࡍ࠸࠺ࡁࠊ⏕άಖㆤ⾜ᨻ௨እ
ࢇᆅᇦ࡛⏝࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡲ
࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࠊேࠎࡀᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍ࠸࠺ࡁࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡀࡦࡘฟ᮶ୖࡀࡿ࠸࠺ࡇྠࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀࡑࡢ୰ᥦ౪࡛ࡁ࡚
࠸ࡲࡏࢇࠊ࡞࡞⮬❧࠸࠺ࡇࢁࡘ࡞ࡄࡇࡣ㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ2 ᮇ┠ࡢᅇ࠶ࡓࡾࡲࡋ࡚ࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋከᵝ࡞✀㢮ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚
࡞࠾ࡘࠊ᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ࠸࠺ࡶࡢࡀ࡛ࡁࡑ࠺࡞⮬యࠊࡶ࠺୍ẁ༠ຊࢆ῝ࡵ࡚ࠊ
ẕᏊᐙᗞ࠸ࡗ࡚ࡶ㠀ᖖከᵝ࡞✀㢮ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢᢪ࠼࡚
࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡶࡢࢆᑡࡋᵓ㐀ࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ᨭ᪉ἲ࠸࠺ࡢࢆ㛤Ⓨ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺
ࡇࡀᅇࡢࡁ࡞ၥ㢟ព㆑ࡢ୰࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇࡇ࠶ࡾࡲࡍࡢࡣࠊⱝᖺࠊẼ㞀ᐖ࠸࠺ࡇࢁࢆࡦࡘࡢࢸ࣮࣐ࡋ࡚ฟ
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡢ୰࡛ࠊᑡࡋᩚ⌮ࢆࡋ࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡗࡓࢃࡅ
࡛ࡍࠋ
 ࡇࡇ࠶ࡾࡲࡍࡢࡀࠊẕᏊᐙᗞࡢᢪ࠼ࡿㅖၥ㢟ࡢᩚ⌮ࡢศᯒ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࢣ࣮ࢫ࣮࣡
࣮࢝࡞ࡢ◊ಟࡸ⫋ဨࡢ㣴ᡂࠊࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇࡣ࡞ࡾ༓ⴥ┴ࡢඵ༓௦ᕷࡢ୰࡛
ࡣࡸࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡸࡣࡾᆅᇦ⏕άࡢࡇࡢ A ࡢẁ㝵ࡘ࡞ࡄ࠸࠺ࡇࢁࡣ
࡛ࡁ࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋᅇࠊୡ⏣㇂༊ࡢ༠ാࡀࡼ࠺ࡸࡃࠊࡕࡻ࠺ 10 ᭶ࡢᚋ༙ࡽ࡛
ࡍࡀᩚ࠸ࠊ᪥ࡶ⸨㔝㒊㛗ࡀ᮶࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛㐍ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࡢࡣࠊẕᏊᐙᗞ࡛ࡓ࠼ࡤ⏕άಖㆤࢆཷࡅ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠸࠺
ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠊ⏕άಖㆤࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ㒊⨫ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀ௨
እከᵝ࡞ᶵ㛵ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊᏊࡶࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿ㒊⨫࡛
࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᗣࡢၥ㢟ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿ㒊⨫ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㞀ᐖࡢᨭࢆࡋ࡚࠸
ࡽࡗࡋࡷࡿ㒊⨫ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ㒊⨫ࢆࠊࡦࡘࡣࠊఱࡽࡢᙧ࡛ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋ࡚࠸
ࡃᙺࡀ࠺ࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓ
ࡵࠊᗄࡘࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊ⚾ࡓࡕࡣ◊✲࠸࠺ࡇࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊୡ⏣㇂༊ࡢ୰࡛ࡶࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࢹ࣮ࢱࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨እࡢࢹ࣮ࢱࡶྵࡵ࡚ࠊ
⌧ᅾୡ⏣㇂༊ࡢ୰࡛ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ࢇ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆࠊศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡇ࠺
࠸࠺ࡩ࠺ࠊࡣ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࠊ༠ᐃࢆࡢࡼ࠺⤖ࡪ࠸࠺ࡇࡶ᳨ウ୰࡛ࡍࡀࠊලయⓗࢣ࣮ࢫධࡾ㎸ࡲࡏ
࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡇࡇ 4 ᖺ㛫ࡅ࡚ࢣ࣮ࢫศᯒ㔞ⓗ࡞ㄪᰝࢆࠊࡕࡻ࠺ฟ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ
࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊẕᏊᐙᗞࡢᢪ࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿၥ㢟
ࡢᵓ㐀ࢆࡲࡎࡁࡕࢇᢲࡉ࠼ࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊḟ࡛ࡍࡀࠊẕᏊᐙᗞ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⾜ᨻᶵ㛵ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡀࠊࡕ
ࡻ࠺ඛ㐌࡛ࡋࡓࠊ㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࠎ➨ 1 ᅇࡣ࠾㞟ࡲࡾ࠸ࡓࡔ࠸࡚ㄪᩚ㆟ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓ
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ࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡶࡸࡣࡾከᵝ࡞⾜ᨻ㒊⨫ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡞࡞
ࡑࡇࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࡴࠊࡼࡃ࠸࠺୵่ࡋࡢ㆟ㄽ࠸࠺ࡢࡀ࡛ࡁࡿ≧ἣࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡀ㠀ᖖᑓ㛛ᛶ㛗ࡅ࡚࠸ࢀࡤ࠸ࡿࠊᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍ࠸࠺ẕᏊᐙᗞഃࡢ≧ἣ
ࡢ୰࡛ࠊࡑࢀࢆ୵่ࡋࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞㆟ㄽ࠸࠺ࡢࡀ࡞࡞࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ20 ேࡄ
ࡽ࠸ࡢ᪉ࡀ࠾㞟ࡲࡾ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⚾ࡓࡕࡀീࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊᮏᙜ
ⓙࡉࢇࡣ⇕ᚰࠊ࠾࠸ࡢሗࢆࡋྜࢃࢀ࡚ࠊᚋࡢࢣ࣮ࢫᑐࡋ࡚⥅⥆ࡋࡓᨭ
ࢩࢫࢸ࣒ࡋ᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺άⓎ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
 ከศඛ࠾ヰࡋࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊୡᖏࡢᵓ㐀ࠊ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡼࡗ࡚ࠊࢩࢫࢸ࣒࠸࠺ࡢࡀ㐪ࡗ࡚ࡃࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ
ᐃࡋ࡞ࡀࡽᅇࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨࢆࡋ࡚࠸ࡇ࠺⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊࡑࡢࡁࡶฟ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡸࡣࡾ⾜ᨻࡢ⫋ဨࡢ᪉ࠎࡣከᵝ࡞◊ಟࡶ
࡞ࡉࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡋࠊᑓ㛛ᛶࡶ㧗࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾࠊࡦࡘࡑࡢၥ㢟
≉ࡋࡓᙧ࡛⪃࠼࡚ࡳࡲࡍࠊࡑࢀࡒࢀࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡀḧࡋ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
⮬ศ⮬㌟ࡢᑓ㛛ᛶࢆࡶࡗࢫ࢟ࣝࢵࣉࡉࡏࡓ࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࠊࡸࡣࡾከᵝ࡞ࢽ
࣮ࢬࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠶ࡿព࡛ࡣ୍⯡◊ಟ࡛ࡣ࡞࠸◊ಟ࠸࠺ࡶࡢࡀ㠀ᖖồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡶࡣ୍⥴ࡑࡇࡢࡇࢁࡶ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽ᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ
⫋ဨࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶࠊ୍⥴⪃࠼࡚࠸ࡇ࠺⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ẕᏊᐙᗞ⥲ྜᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚
 ᅇࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢃࡅ࡛ࠊࡇࡢᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠸࠺ࡢࢆࡼ࠺ࡸࡃ࡛ࡍࡀ⾜ᨻࡢ୰࡛
࠾ㄆࡵ࠸ࡓࡔࡁࠊ❧ࡕୖࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢩ࣮ࢺ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠊഅ↛࡛ࡍࡀࠊࡍ࡛ୡ⏣㇂༊ෆ࠶ࡾࡲࡍẕᏊ⏕άᨭタࡢ࠺࡛⏝ࡋ࡚
ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺⤒㐣ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡇࡢศᯒࡽ᪩㏿ࠊࡕࡻ࠺᭶᭙᪥
ࡽධࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢẕᏊᐙᗞࡢᆅᇦ⏕άࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓᙺ࠸࠺ࡶ
ࡢࢆ࠸ࡗࡓ࠸ࡢࡼ࠺ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ⏕άᨭ࠸࠺ࢩࢫࢸ
࣒࠸࠺ࡢࢆࡶ࠺ᑡࡋᗈ⠊⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ
ࡶࡢࢆᚋ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࠸࠺ࡢࡀᅇࡢࡁ࡞┠ⓗ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ⚾ࡶࡣࠊࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠸࠺ᙧ࡛ࡇࡇ࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ୕
ࡘࡢㄢ㢟࠸࠺ࡶࡢࢆᙜ㠃タᐃࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋᙜ⪅ࡢ᪉ࠎࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿ࠸࠺ࡇࢁࡶࡇࡇࡣ㠀ᖖࠊࡲࡔ࠶ࡿព࡛
ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡕࡻ࠺᮶㐌ࡽᙜ⪅ࡢ᪉ࠎ࠾┠ࡾࠊࡇࡢ◊✲༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊ
ᆅᇦ⏕άࢆࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࠊࡑࡋ࡚⮬❧⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡓࡔࡃ࠾ᡭఏ
࠸ࢆࠊ⚾ࡓࡕᏛ⾜ᨻࡀ୍య࡞ࡗ࡚ᵓ⠏࡛ࡁࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ


ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡢ᳃⏣ඛ⏕ࡢࡈሗ࿌ࢆཷࡅࡲࡋ࡚ࠊୡ⏣㇂༊ࡢୡ⏣㇂
⥲ྜᨭᡤ㛗ࡢ⸨㔝ࡉࢇࡢ࠺ࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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⸨㔝ᬛᏊẶ㸦ୡ⏣㇂༊ୡ⏣㇂⥲ྜᨭᡤ㛗㸧ࡢࢥ࣓ࣥࢺ
ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋࡓࡔ࠸ࡲࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓୡ⏣㇂༊ࡢୡ⏣㇂⥲ྜᨭᡤ࡛ᨭᡤ
㛗ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ⸨㔝࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ሙࢆ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡢ࠺ࡽࠊඛ⏕ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㊃᪨ࠊࡇࡢ㛫ࡢ⤒㐣࠸࠺ࡢࢆ࠾ヰ
ࡋ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊᮏ᪥ࡢ㈨ᩱࡢ 16 ࣮࣌ࢪࠊ17 ࣮࣌ࢪࡢࡇࢁࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࡢୡ⏣
㇂༊ࡢㄆ㆑࠸࠺ࡢࢆᑡࡋᩚ⌮ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡕࡽࡢ⮬యࡶࡑ࠺ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊᏊࡶィ⏬࠸࠺ࡶࡢࢆసᡂࡋࠊࡑࡢ㐍⾜⟶
⌮ࡢ୍⎔࡛ࠊࡦࡾぶᐙᗞࡢᨭ⟇࠸࠺ࡢࢆࡇࡢ㛫ࡎࡗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ࡞࡛ࡸࡣࡾ⌧ᐇࡪࡕᙜࡓࡿࡢࡀࠊከᵝ࡞≧ἣ࠶ࡿẕᏊᐙᗞᑐࡋ࡚ࠊ⤒῭ⓗ࡞
ᨭࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸࠸࠺ࡇࡢᐇឤ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊ♫ⓗᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠊ⏕άࡢ⮬❧ࡘ࠸࡚❧ࡕ ⏕ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡢᨭ
࠸࠺ࡢࢆేࡏࡶࡗࡓᙧ࡛ࠊ࠺ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡢࡀᝎࡲࡋ࠸⌧ሙࢧࢻࡢឤ
ぬ࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺≧ἣࡢࡇࢁ࡛ࠊḟࡢᏊࡶィ⏬ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡢࢱ࣑ࣥࢢࠊ᳃
⏣ඛ⏕ࡢ࠺ࡽ࠾ኌࢆࡅ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡕࡻ࠺ᖾ࠸ࠊᏛࡢྜ
ྠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ⌧ሙࡢᝎࡲࡋࡉࢆᑡࡋ୍⯡ࡍࡿసᴗࡢᡂᯝࢆࠊ⚾ࡶࡶ࠼
ࡿ࡞࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࠊࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊᏊࡶ㒊ࡋ࡚ࡶ๓ྥࡁࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࢆࡘࡃࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺≧ἣ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 Ꮫࡢ࠺࡛᪂ࡋ࠸⮬❧ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࠊࡑࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚ẕᏊࡢ⮬❧ᨭ
ࢆ㐍ࡵࡿࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢ㝿ࠊᨭࡍࡿ⫋ဨࡢᐇ㊶ຊࡢྥୖࡶᅗ
ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋኚࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍẕᏊᐙᗞࡢ⮬❧ྥࡅ࡚
⥲ྜⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㔜ᒙⓗ࡞ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁ࠺ࡋࠊᐇ㊶ࢆᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡐࡦࡈ୍⥴ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋ
 ≉᳃⏣ඛ⏕ࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶ຊྥୖࡣኚຊࢆධࢀ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿඛ⏕࡛ࡍࡢ࡛ࠊ
ࡑࡇ⚾ࡶࡶࡐࡦࠊࢪࣙࣥࢺࢆࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛ཧຍࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡈ
ࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ලయⓗ࡞༠ാࡢෆᐜࡣ 16 ࣮࣌ࢪࡢ 2 ࡢࡇࢁ♧ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡇࡢ㒊
ศࡲ࡛ࡣࠊ࠶ࡿពࠊᏊࡶ㒊࠸࠺ࢭࢡࢩࣙࣥࡀᘬࡗᙇࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᮏ᪥ࠊ⚾ࡀୡ⏣㇂
⥲ྜᨭᡤ࠸࠺❧ሙ࡛᮶࡚࠾ࡾࡲࡍࡢࡣࠊࡑࡢ㒊ศࡢ⌧ሙࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ᨭᡤ࠸࠸ࡲࡍࡢࡀࠊᐇࡣࠊ⚟♴㛵ࡋࡲࡋ࡚⏕άಖㆤࡢᢸᙜࠊࡑࢀࡽࠊᏊࡶᐙᗞᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢᢸᙜࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊࡑࢀࡽᗣ࡙ࡃࡾ㛵ࡍࡿ་⒪⫋ࢆ୰ᚰࡋࡓᢸ
ᙜࢆ⥲ྜⓗࡶࡗ࡚࠸ࡿ㒊⨫࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢ⚾ࡢ❧ሙࡽࡍࢀࡤࠊ᪥ࡢ᳃⏣ඛ⏕ࡢࡇࡢࢸ࣮࣐ᙜ↛ࢥ࣑ࢵࢺࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋేࡏ࡚ࠊࡇࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺయࠊ3 ศ㔝ࡀࡤࡽࡤࡽ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ
ᨭࡢ࠶ࡾ᪉࠸࠺ࡢࢆ⥲ྜⓗ⪃࠼࡚ࠊࡑࢀࢆ୍⯡ࡍࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆఱලయ
ⓗ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࠸࠺ࠊኚពḧⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡔ࠸࠺ࡇࢁࡶేࡏ࡚ᮇᚅࢆࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ᳃⏣ඛ⏕ࡽ᭱ᚋࡢ࠺࡛ࠊୡ⏣㇂༊ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨ 1 ᅇࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ࠸࠺ࡈෆ
ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛㈨ᩱࡋ࡚࠾♧ࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࢆᑡࡋᘬࡁྜ࠸ฟࡉࡏ࡚࠸
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ࡓࡔ࠸࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍ
ࡲࡎࠊከᵝ࡞⏕άၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ࠸࠺ࠊ⏕άಖㆤࢆཷࡅ࡚࠸ࡿẕᏊୡᖏࡢ≧ἣᑐࡋ࡚
ࡣࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨭࠊࡘࡲࡾ⏕άၥ㢟⯡ᑐࡍࡿᨭࡀᚲせࡔ࠸࠺ほⅬ࡛ࠊከᵝ࡞㛵ಀ
ᶵ㛵ࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡘࡃࡾ࡞ࡀࡽ㔜ᒙⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡘࠊࡑ࠺⡆༢
≀ࡣゎỴࡋ࡞࠸࠸࠺ព࡛ࡣࠊ⏕ά⎔ቃࡢኚᛂࡌࡓᨭࠊࡑࡢධࡾཱྀࡢࡇ
ࢁ࡛ࡣ᪩ᮇᨭࡀ㔜せࡔ࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡗࡓ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࠊࡇࡢ 3 ࡘࡢᨭࡀኚ㔜
せࡔ࠸࠺ࡇࢆࡈᣦ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡇࡢ୰୍࡛␒⚾ࡀࡔᛮ࠺ࡢࡣࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨭࡢࡁࡗࡅ࡞ࡿ⥲ྜⓗ࡞ࢭࢫ
࣓ࣥࢺࡀ࠺ලయⓗ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋඛ᳃⏣ඛ⏕ࡽࠊᐤࡾῧ࠸ࡢどⅬࡀ
ࡔ࠸࠺࠾ヰࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᐤࡾῧ࠸࠸࠺ࡇࡀ⌧ሙࡢຊ㔞ࡼࡗ࡚ࡣࠊࢽ࣮
ࢬ࡛ᛂ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࢹ࣐ࣥࢻᛂ࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡡ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࢩ࣮ࢺࡀ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࢩ࣮ࢺࢆ࠺ࡲࡃά⏝ࡋ࡚ࠊฟ᮶ୖࡀࡗࡓࢩ࣮ࢺࡽୡᖏࡢぶ
ࡢ≧ἣࠊᏊࡶࡢ≧ἣࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞ࢩ࣮ࢺࡢࡘࡃࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ༢ᐇ
ࡔࡅࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡼࡗ࡚ࠊ⥲ྜⓗ࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀ࡛ࡁࡿ
ࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⌧ᐇࡣ⥲ྜⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡞࡞࡞ࡽ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺࠸࠺ࡇࢁࡢᅔ㞴ᛶࢆ࠺ࡸࡗ࡚ࡾ㉺࠼࡚⌧ሙࡀ⥲ྜⓗ࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ
࡛ࡁࡿຊ㔞ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡢࠊࡑࡢ㎶ࡀࡦࡘ࣏ࣥࢺ࡞ࡿᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ
ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ㡯┠ࡢ᳨ウ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡶࢸ࣮࣐࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ
㎶ࢆ࠺ࠊ⚾ࡶࡢࠊୡ⏣㇂ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰࡛ࡈ୍⥴ᛂ࠼࡚࠸ࡅࡿࡢ࠸࠺ࡇ
ࢁࡀࠊ᭱ึࡢ࣏ࣥࢺࠊࣁ࣮ࢻࣝ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࡢḟࡀࠊ⥲ྜⓗᨭࠊࡇࢀࢆ࠺ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᐇࡣࠊၥ㢟≧ἣࡸࡈᮏேࡢពྥࢆࡓࡔࣜࣝᢕᥱࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣࠊ⥲ྜⓗᨭ
࡞࡞࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ᐤࡾῧ࠺࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡸࡣࡾࠊࡑࡢᮏேࡢ⏕ά≧ἣࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡣࠊᐤࡾῧ࠸ࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ࡚ࡸࡣࡾບࡲࡋࡔࠊᮏேࠊᏊࡶຊࢆࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㛵ࢃࡾ᪉࠸࠺ࡢࢆ
ព㆑ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞ᨭࡢ⤌ࡳ❧࡚ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࡞ࡽ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࡇࡀ⥲ྜⓗᨭ
ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡘࡃࡿࡁࡢ࣮࣏࢟ࣥࢺ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋᚓ࡚ࡋ࡚ࠊ
ᨭ⪅ഃࡢឤぬ࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡘࡃࡿࡇࢆ㑊ࡅࡓ࠸ࡓࡵ࠸࠺ᙧ࡛⪃࠼㐣ࡂࡲࡍࠊ
ࡉࡗࡁࡢࢹ࣐ࣥࢻࢽ࣮ࢬࡢࡇࢁࡢษࡾศࡅࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊᨭ
⪅࡛ࡶ࡞࠸ࠊᙜ⪅࡛ࡶ࡞࠸࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࠸࠺ࡢࢆࡇࡽࡶᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ࠶ࡿព
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝࡑࡢᐙᗞࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨭ⪅ഃᑐࡋ࡚ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡶࠊ
ࡇࢀࡣᛮ࠸ࡘࡁ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ᑡࡋᛮ࠸
ࡲࡋࡓࠋ
 ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࢩ࣮ࢺࡀ㐨ල࡞ࡽ࡞࠸࡛ࡁࡕࡗ⥲ྜⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀࠊ⥲ྜⓗᨭࡘ
࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓ⠏ࢫࢸࢵࣉࢵࣉ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊࡇࡢࡇࢁࢆ࣮࣏࢟
ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼ࢀࡤࠊࡑࡇࡢࡇࢁࡢࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡀྍ⬟࡞ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆࣜࣝ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢣ࣮ࢫ࡛ᑡࡋ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡽࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࡿࡁࠊࡸࡣࡾᚲせ࡞ࡢࡀࠊࡑࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࡢෆᐜᑐࡍࡿศᯒホ౯ุ᩿ࠊࡇࢀࢆ࠸⥲ྜⓗࡇࡢ 3 ࡘࡢࢺࣛࣥࢢࢆ⾜࠺
࠸࠺ࡇࡀࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡞࡞ࡑࢀࡀ⌧ሙࠊࢃࢀࢃࢀ⮬యࡶࡑ࠺࡛ࡍࡅࢀ
ࡶゝⴥ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࠊࡑࡇࡢࡇࢁࡢᝎࡲࡋࡉࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇࢆࡐࡦᅇ
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ࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰୍࡛⯡ⓗ࠼ࡿࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࠊ5 ᖺ㛫ࡢ୰࡛⾲⌧ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡃ
ኚ࠶ࡾࡀࡓ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡇࡢࡇࢁࡀࡼࡃศࡗ࡚ࡁࡲࡏࢇࠊ
ᙜ⪅ࡶࠊ࠸࠺ࡢࡣẕᏊᐙᗞ࡛ࡍࠊࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ
ࡢᑗ᮶ࢆ๓ྥࡁ⪃࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛
ࡋࡻ࠺ࠋᨭࡍࡿഃࡶࡸࡣࡾࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆព㆑ࡋ࡚ࠊᙜ⪅✚ᴟⓗࡑࡢ㎶ࡣാࡁ
ࡅࡿ࠸࠺ࡇࢆࡋ࡞ࡀࡽࢩ࣮ࢺࢆࡘࡃࡗ࡚࠸࡞࠸࡞ࡾࡲࡏࢇࡋࠊࢩ࣮ࢺ࡙ࡃࡾస
ᴗ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ఱࡅࡀᚲせ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆࡸࡗ࡚࠾ࡁࡲࡏࢇࠊࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࠊ⤖ᒁࠊᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᭷ຠᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠺࠸࠺ࡢ
ࡀࡼࡃศࡽ࡞࠸ࡲࡲヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡞ࡐࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆ⏦ࡋୖࡆࡿ࠸࠸ࡲࡍࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡢⓎ⾲ࡢ୰࡛ࡣࠊୡ⏣㇂
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㈨※ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡈ⤂ࡣ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⌧ᐇၥ㢟ࡣࡑࡢᙜ⪅
ࡗ࡚㨩ຊⓗ࡞㈨※ࡀࡑࢇ࡞࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋ
 ࡸࡣࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㛵ಀᶵ㛵ࡀࠊඛࡢࠊ㧗㱋⪅ࡢ࠺ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡶࡈ⤂ࡀ࠶
ࡾࡲࡋࡓࡀࠊఫẸࡀ✚ᴟⓗ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࠊ♫༠ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢆྵࡵ࡚ࠊ♫
㈨※ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ୍⥴ࡇࡢ୰ᢡࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡁࡲࡏࢇࠊୡ⏣㇂ࡶඵ༓
௦ᕷྠࡌࡇ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࢇ࡞ኚࢃࡽ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺࡞ㄆ㆑ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ఱࡋࢁேཱྀつᶍࡀ┴୪ࡳࡢࠊ90 ࡶ࠺ᑡࡋ࡛ᒆ࠸࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺つᶍ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ୍ぢ
⟠ᡤᩘࡀከࡗࡓࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣓ࢽ࣮ࣗࡀ࠶ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡶࠊ୍ே୍ேࡗ࡚ࡣู
࠸ᡭࡀ࠸࠸ᙧ࡛₶ἑ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࣏ࣥࢺ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺≧ἣ࡛ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡢࡶࠊࡑࢀࡣୡ⏣㇂ࡶ࠾ࡑࡽࡃྠࡌ࡛ࠊ
ᨭᶵ㛵ࡔࡅࡀ࠸ࡃࡽ㞟ࡲࡗ࡚ࡶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷ
ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠊࡇࡇࢆࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࢆࡍࡿ࠸࠺ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿࡇࢁ
ࢆࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰᰾ࡸࡣࡾ⨨࡙ࡅ࡞࠸࡞ࡽ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࡇࡣࡐࡦᅇࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ୰࡛ලయࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᚰᙉ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡁࠊࡸࡣࡾࠊ༢࣐ࢿࢪ
࣮ࣕࡀ࠸ࢀࡤ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࡶྵࡵ࡚ࠊᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰࡛ࡑ࠺
࠸࠺ࡶࡢࢆලయⓗ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ⥲ྜⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡅࡗࡇ࠺࡞㛗
ᮇ㛫ࢃࡓࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࡁࠊ≉ᐃࡢಶேࡀ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡞ࡿࡢࠊࢳ࣮࣒࡛࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡶᑡࡋ⌧ᐇⓗ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲ

ࡋࡓࠋ
 ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᑓ㛛ᛶࠊ⾜ᨻࡀࡶࡘ⥲ྜᛶࡢࢪࣙࣥࢺࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾࠸ࡀࡶࡘ࣓ࣜࢵࢺࢆ࠸᭷ຠ⏕ࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋࡑࢀࡽࠊ࠾
࠸㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࠊ┦ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ⮬ศࡢ࠺ࡶྲྀࡾ㎸ࡴࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺ࢳ
ࣕࣞࣥࢪࡶࡇࡢ 5 ᖺ㛫ࡀ࡞ࢀࡤኚᖾ࠸ࡔ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡦࡘࠊෑ㢌ࡢ 3 ศ㔝ࡢࡇࢁࡘ࠸࡚ᑡࡋ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀࠊୡ⏣㇂༊ࡣࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿ♫⚟♴ἲ࡛࠸࠺ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿ᭱୰࡛ࡍࠋఱࢳࣕࣞࣥࢪࣕࣈࣝ࠸࠺
ࠊᑡࡋ࠾ࡑࢀከ࠸࠸࠺ࠊᨭࢆᚲせࡍࡿࡍ࡚ࡢேࢆᑐ㇟ᆅᇦໟᣓࢣࢆࡸ
ࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡀ࡞࡞῝ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
ゝⴥࡔࡅࡀ⁻ࡗ࡚࠸࡚ࡶ༊Ẹࡣ㏞ᝨࢆࡋࡲࡍࠋࡸࡣࡾࠊᮏᙜᨭࢆᚲせࡍࡿ༊Ẹࡢ᪉
ࡍ࡚ࡀࠊࡇࡢ 5 ᖺ㛫ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠊᡂᯝࡢᜠᜨࡀཷࡅࡽࢀࡲࡍࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⥲ྜⓗ࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ࡞ࠊࡑࡋ࡚㔜ᒙⓗ࡞ࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ࠸࠺ࡢࡀࣜ
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ࣜࢸ࣮࠶ࡿᙧ࡛ࠊලయⓗ⮬ศࡢ⏕άࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢࡋ࡚⏕ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇࢆ᭱ᚋ
㢪ࡗ࡚ࠊࡇࡢࢥ࣓ࣥࢺࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 2 ࡘࡢሗ࿌ࢆ➨ 1 㒊࠸࠺ࡇ࡛ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ᭱ึࡢሗ࿌⪅ࡢᑠᯘඛ⏕ࠊḟࡢሗ
࿌⪅ࡢ᳃⏣ඛ⏕ࠊ࠾᪉ࡶࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛⮬యࡢィ⏬࡙ࡃࡾࡸᴗ➼
ࡎࡗ㛵ࢃࡗ࡚ࡇࡽࢀ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞▱ぢ➼ࡶᑾࡃࡋ࡚ࡇࡽࢀࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊᅇࡣ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࠊ࠺࠸࠺ᙧ࡛⮬య㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡲࡓ㐪ࡗࡓ
ࣞ࣋ࣝࡢࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ᑠᯘඛ⏕ࡢ᭱ึࡢ࠾ヰ࡛ࠊ⮬య◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ Win-Win ࡢ㛵ಀ࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ
ලయⓗࡣࡑࢀࡣ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ⮬యࡋ࡚ࡶලయⓗ࡞ㄢ㢟
ᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࢀࡶ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡣࠊࡑ
ࡇࡽࢀࡔࡅᬑ㐢ⓗ࡞▱ぢ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࡲࡎࡘࡃࡗ࡚࠸ࡅࡿࡢ࠸࠺ࡇ
ࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡘࡘ⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡛ࡣࠊ10 ศ㛫ࠊఇ᠁ࢆᣳࡳࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ➨ 2 㒊ࡢ࠺⛣ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
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࠙ࢸ࣮࣐ 2ࠚ
◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭ࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟
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ሗ࿌㸱 ◊✲ᨭ⪅ࡢ❧ሙࡽ
ᑠ᳚ భ⣖㸦⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ◊✲ᨭ⪅㸧

ྖ㸸ᚋ༙ࡣࠊ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭ࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟࠸࠺ࡇ࡛ 2 ࡘࡢሗ࿌ࢆ࠾
㢪࠸ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡎࠊ◊✲ᨭ⪅ࡢ❧ሙࡽ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᑠ᳚ࡉࢇࡽሗ࿌ࢆ࠾㢪
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࡣࡌࡵ
⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑠ᳚⏦ࡋࡲࡍࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᗙࡗ࡚࠾ヰࢆ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡢሙྜࡣࠊ᪥㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇࡕࡽࡢ㈨ᩱࡢ 20 ࣮࣌ࢪ௨㝆ࢆࡈぴ࡞ࡾ࡞ࡀࡽ⪺࠸࡚
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡢࠕ◊✲ᨭ⪅ࠖ࠸࠺⫪᭩ࡁ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊぢ័ࢀ࡞࠸᪉ࡢ࠺ࡀከ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ⚾⮬㌟ࡶึࡵࠊࡇࡢ⫪᭩ࡁࠊࢇ࡞ࡇࢆࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓᚋࠊ༙ᮇࡈࡢዎ⣙࡛㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲⫋ࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅࢀ
ࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡢሙྜࠊ๓㌟ࡢᴗࡽ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᅇ᥇ᢥ࡞ࡗࡓᴗࡢ
ࡓࡵࡢ୍ᖺࡢ‽ഛᮇ㛫ࡶྵࡵࠊᖺ࡛ᅄᖺ┠࡞ࡾࡲࡍࠋ᪥ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊࡑࡢ⤒㦂ࡽ
ࡢ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡇ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊࢸ࣮࣐࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭ࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࠖ࠸࠺ࡶࡢ
࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡢࡇࢁࠊᏛ࡛ࡇ࠺࠸ࡗࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᑐࡍࡿ⤫୍ࡢ
ᐃ⩏࠸࠺ࡶࡢࡣ࡞࠸ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ◊✲ᨭ⪅ࡢᴗົࡢ⌧≧ࢆࡩ
ࡲ࠼࡚ࠊࡇࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡢࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐍⾜⟶⌮࠸࠺ពྜ࠸࡛⏝ࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋලయⓗ࡞ሗ࿌ࡢෆᐜࡣࠊ◊✲ᨭ⪅ࡢᴗົࠊࡑࡇࡢ⤒㦂ࡽ
⪃࠼ࡿ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢⓎᒎㄢ㢟࠸࠺ࡇࢁ࡛࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
◊✲యไ◊✲ᨭ⪅ࡢᴗົ㢮ᆺ
 ࡣࡌࡵࠊ◊✲ᨭ⪅ࡢ⤌⧊ෆ࡛ࡢ⨨࡙ࡅ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ◊✲యไ࠸࠺ᅗࢆ࠾♧ࡋ
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ࡞࡛ࠊ⚾ࡀᡤᒓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢࡣࠊົᒁ࠸࠺ࡇࢁ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡇࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ◊✲ᨭ⪅ࡣ PD ࡶࡧࡲࡍࡀࠊPD ࠊᏛ㝔⏕࡛㞠⏝ࢆࡉࢀ
࡚࠸ࡿࣜࢧ࣮ࢳࢩࢫࢱࣥࢺࠊRA ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢົᒁ࠸࠺ࡢࡣࠊࢭࣥࢱ࣮
యࢆࣂࢵࢡࢵࣉࡍࡿࡼ࠺࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᴗົࢆົᒁᴗົࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
◊✲ᨭ⪅ࡸ RA ࡣࠊࡇࡢᅗࡢ୰࠶ࡾࡲࡍྛࣘࢽࢵࢺࡸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗົࡶᢸᙜ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡢᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢭࣥࢱ࣮యࡢ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢᙺ࠸࠺❧ሙࡽࠊࡢࣘࢽࢵࢺࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࠊ◊✲ཧຍࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ḟࡘࡵࡢᅗࠊࠕ◊✲ᨭ⪅ࡢᴗົ㢮ᆺࠖ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ◊✲ᨭ⪅ࡋ࡚ࡢ⚾
ࡢᴗົࡣࡁࡃศࡅ࡚୕ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋࡦࡘࡣࠊ࠾ヰࡋࡋࡓົᒁࡢయ㛵ࢃࡿᴗົࠋ
ࡶ࠺ࡦࡘࡀࠊᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࣘࢽࢵࢺࡢᴗົࠊ୕␒┠ࡀ◊✲άືࠊࡇࢀࡣົᒁࣘࢽࢵ
ࢺࠊ୧᪉㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢭࣥࢱ࣮ࡀ࡛ࡁ࡚ࡽභᖺ┠࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊึࡵࡽ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㢮ᆺࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᅇࡢሗ࿌ྥࡅ࡚ᩚ⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡞
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࡛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᴗົ㢮ᆺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ẁ㝵࠶ࡾࡲࡍࠋ⣽࠸ෆᐜ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨㝆ࠊࡈㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ົᒁᴗົ㸦ົᨭ㸧
 ึࡵࠊࠕົᒁᴗົ㸦ົᨭ㸧࡛ࠖࡍࡀࠊࡇࢀࡣ୕ࡘࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡦࡘ
ࡣࠊ⿵ຓ㔠⏦ㄳࡢẁ㝵࡛ࡍࠋᅇࡢ⿵ຓ㔠⏦ㄳ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡎᏛෆࡢண⟬ࡢᡭ⥆ࡁࢆ
㏻㐣ࡋࠊᩥ⛉┬⏦ㄳ᭩ࢆฟࡍ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ᭩㢮ࢆసᡂࡍࡿୖ࡛
ࡢせⅬࢆᩚ⌮ࡍࡿసᴗࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ㝿ࠊ⚾ࡢ࠺࡛ࠊ๓⪃࠼ࡽࢀࡿ㉁ၥ࡞ࡣ༠
ຊㄢ☜ㄆࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ␒┠ࡣࠕ⏬㆟ࡢ‽ഛࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊࣘࢽࢵࢺࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡢඛ⏕᪉࡛ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏬㆟࠸࠺ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀྥࡅࡓண⟬ࡢ‽ഛ࡞ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ୕ࡘࡵࡀࠕ⏦ㄳෆᐜࡢ
☜ㄆ࣭ᰯṇ࡛ࠖࡍࠋ⏦ㄳ᭩㢮ࡢᰯṇࢆࡋࡲࡍࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊḟ᰿ᓊㄢ㛗ࡀⓏሙࡃࡔࡉ
࠸ࡲࡍࡀࠊ◊✲༠ຊㄢࡽࡢࢻࣂࢫࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ⚾ࡢ࠺ࡽඛ⏕᪉ఏ
࠼ࡿࠊᶫΏࡋࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ᙺࡶᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱ᚋࡀࠊࡇࢀࡣᏛෆ࡛ᩥ⛉┬ࡢ⏦ㄳࡢ
๓ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢࡁࡢ㈨ᩱࡢ‽ഛࢆࡍࡿࠊᙜ᪥ྠᖍࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔ࠸࡚ᚲせ࡞Ⓨゝࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᥇ᢥ࡞ࡗࡓࡁࡶࠊ࠸ࡃࡘ≉ู࡞ᴗົࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡦࡘࡣࠊࠕ⟶⌮㐠Ⴀせ
⥘ࠖ࠸࠺ࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᇶᮏⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆࡲࡵࡓᩥ᭩ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ
ࢆసᡂࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊண⟬ಟṇࡢ᳨ウࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋྛ✀◊✲ဨࡢⓏ㘓
ົ࡛࠶ࡿࠊࢫࢱࢵࣇࡢ㞠⏝ࡢ‽ഛࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢḟ᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢࡣࠊ
᪥࠾㓄ࡾࡋ࡚࠸ࡿᮏᏛࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
㒊ศࡢཎ✏ࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺࡞సᴗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࠕᶵჾࡢᗫᲠࠊ᪂つ㉎ධࠖࡣࠊ࠼ࡤࠊ
ࣃࢯࢥࣥࢆ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡍࡿ࠸࠺ࡁࠊᗫᲠࡢ‽ഛࢆࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆࢭࢵࢸࣥࢢ
ࡋࡲࡍࠋ⮬ศࡓࡕ࡛㈙࠺࠸࠺ࢩࣥࣉࣝ࡞ᴗົ࡛࡞ࡃ࡚ࠊᏛෆᡭ⥆ࡁࢆ⤒࡚ᗫᲠ࣭㉎ධࢆ
ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡁࡶࡇࡕࡽ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᥇ᢥక࠺⎔ቃࡢᩚഛ࠸࠺
ࡇࢁ࡛ࡣࠊ◊✲༠ຊㄢᐦࡸࡾࡾࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢඛ⏕᪉ࡢㄪᩚࡢẁྲྀࡾࢆ
ࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢᴗົࡢ୰࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡽࡦࡘヰࡋ࡚ࡋ࠸࠾㢪࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋ㈨ᩱࡣ᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⚾ࡢ❧ሙࡽࡳ࡚ࠊᅇࡢ⿵ຓ㔠᥇ᢥࡢ
࣏ࣥࢺࡣఱࡔࡗࡓࡢ࠸࠺ࡇࢆヰࡋ࡚ࡋ࠸ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡢ⪃࠼ࡿࡢࡣࠊ୕ࡘࡢⅬࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡦࡘࡣࠊ୍ᖺ‽ഛᮇ㛫ࢆタࡅࡓ࠾ヰ
ࡋࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୍ᖺ㛫࠸࠺ࡢࡣࠊ◊✲୰ᚰࡢ㛫࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡌࡗࡃࡾィ⏬
ࢆ⦎ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ␒┠ࡣࠊ◊✲༠ຊㄢࡢ㛵ಀࡀᐦ
࡛࠶ࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ‽ഛᮇ㛫࠸࠺ࡇ࡛ࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⮬యࡣ࠾ఇ
ࡳ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ㛫ࡢẸ㛫ࡢ◊✲㈝ࡢሗ࡛࠶ࡿࠊ⏦ㄳ᭩㢮ࡢࢻࣂ
ࢫࠊ᪥ࠎࡢົᡭ⥆ࡁࡢࣂࢵࢡࢵࣉࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㛵ಀᛶࢆ࠺࠸࠺ࡩ
࠺ㄝ᫂ࡍࡿࠊ࣏ࣥࢺࢆఏ࠼ࡿࡇ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺⚾࡞ࡾ⪃࠼࡚ࡳࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊࡲࡎࠊ◊✲༠ຊㄢࡢഃࡽぢࡓࡁࠊ⚾ࡀឤࡌࡿࡢࡣࠊࡸࡣࡾࠊࡇࡇࡢ◊✲ᑐ
ࡍࡿ౯್࠸࠺ࡶࡢࢆ࡚ࡶ⌮ゎࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡩ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
⚾ࡓࡕࡢഃࡣࠊົࢆᢸࡗ࡚ࡃࡔࡉࡿ᪉ࠎࡢഃࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽࢆࡋࡼ࠺࠸࠺Ẽᣢࡕࢆ
ඹ㏻ࡋ࡚ࡶࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ㎶ࡾࡣ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡓ࡞࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸
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ࡲࡍࠋ୕ࡘࡵࡣࠊົᒁᶵ⬟ࢆṧࡋࡓࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓෆᐜ௨እ
ࡶࠊ⏦ㄳࡲ࡛ࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᳨ウࠊ࠼ࡤ⏬㆟ࠊ⏦ㄳ᭩ࡢ᥎ᩙྥࡅ࡚ࠊົᒁ
ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㔜ࡡ࡚‽ഛࢆࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲༠ຊㄢࡢ㛫࡛ࠊ࠼ࡤ᰿ᓊㄢ
㛗ඛ⏕᪉ࡼࡿࠊࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢࡸࡾࡾࡣูࠊᢸᙜ⪅ࣞ࣋ࣝࡢࠊࡶ࠺ᑡࡋప࠸
ࡇࢁࡢࡸࡾࡾࡀࠊ๓㌟ᴗࡢᢸᙜ⪅ࡽ࠾࠸ኚࢃࡽࡎࠊ᪥ᖖⓗ࡛ࡁࡓ࠸࠺ࡢࡀ
࡚ࡶⰋࡗࡓ࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ୕␒┠ࠕ᥇ᢥᚋࡢᴗົ࡛ࠖࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㆟㆟௨እࡁࡃศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡲࡍࠋ㆟ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨࡸᐃ࠸ࡗࡓ࡞ࡾࡋࡗࡾࡋࡓࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㆟ࡶ࠶ࢀ
ࡤࠊົᒁ࡛⾜ࢃࢀࡿົᒁ㆟࠸࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞
㆟࡛ࡣࠊ㆟㢟ࡸᑐᛂࡶฟࡍࠊᙜ᪥㓄ᕸ㈨ᩱࡸグ㘓ࡢసᡂࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
 ḟ㆟௨እ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡎࠊண⟬ᇳ⾜≧ἣࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ
㉎ධရࢆ㑅ᐃࡋ࡚Ⓨὀࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶࡶࡕࢁࢇ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᨭ⡙ࡢ⟶⌮࡛ࠊࡇࢀࡔ
ࡅࡢࡶࡢࢆ࠸ࡲࡋࡓࠊṧ㢠ࡀ࠸ࡃࡽ࡛ࡍ࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᖺᗘ୰ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢືࡁ࡞ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊண⟬ࡢㄪᩚࢆࡍࡿ࠸࠺㒊ศࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ㒊ศ
ࢆ࣮ࣜࢲ࣮ࡢඛ⏕ࡢ┦ㄯࡢ㝿ᥦࢆࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᖺ㛫ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺィ⏬ࡢ୰㌟ࡣ࡞ࡾලయⓗ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊண⟬ᐇ⦼ࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽḟᖺᗘィ
⏬ࡢண⟬ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺సᴗࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࠕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ‽ഛࠖࠊࡇࢀࡣࠊ
ᙜ᪥‽ഛࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏬ࡽཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ◊✲⣖せࡢⓎ⾜࡛ࠖࡣࠊඛ⏕᪉ࡽཎ✏
ࢆ㞟ࡵࡿ௨እࡶࠊ1 ᖺ㛫ࡢ◊✲άືࡢሗ࿌࠸࠺ࡶࡢࢆྛࣘࢽࢵࢺࡽᣲࡆ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ㞟⣙࣭⦅㞟ࡍࡿసᴗࡸࠊ༳ๅᴗ⪅ࡢࡸࡾࡾࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋእ㒊ホ౯
ጤဨࡣࠊ୍ᖺ㛫ࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢάືᑐࡋ࡚ࠊእ㒊ࡢඛ⏕ࡽࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡃሙ࡞ࡢ࡛
ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡇ࡛ࡢḟ➨ࡸ㓄ᕸ㈨ᩱࡢసᡂࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᗘࡢሙྜࡣᖺᗘ㏵୰
ࡽࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ␒┠ࡢ◊✲⎔ቃࡢᩚഛ᥇ᢥᚋࡢᴗົ࠸࠺ࡶࡢࡀ
୪⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࣘࢽࢵࢺᴗົ㸦㧗㱋ศ㔝ࡢሙྜ㸧
 ḟ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡢᴗົࡘ࠸࡚࠾ヰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡦࡘࡣࠊົᨭࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ◊✲ィ⏬ࢆᐇ⛣ࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡸண⟬⟶⌮ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢࠊ◊✲ࡢ
㐠Ⴀ➼ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ◊✲ࡢ㐠Ⴀࡣࠊ◊✲ࡢ㐍⾜≧ἣ࡛࠶ࡿࠊண⟬ࡢᇳ⾜≧ἣࠊᚋ
ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࠸࠺ࡇࢁࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ◊✲࡛ࢇ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃࢆ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡢඛ⏕┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑࡢ㝿ࠊࡇࡕࡽ࡛ලయⓗ࡞ᥦࢆࡶࡗ࡚┦ㄯ
ධࡿሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᅜෆእࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊฟᙇࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊᏛෆࡢົᡭ⥆ࡁࢆ⤒
ࡿ㛵ಀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢᡭ⥆ࡁࢆࡋࡓࡾࠊ᪑ๆࡢᡭ㓄ࢆࡋࡓࡾ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࠕᐇ㊶ᨭࠖࡣࠊ᪥ࡢᑠᯘඛ⏕ࡢ࠾ヰࣜࣥࢡࡍࡿࡇࢁ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᐇ㊶ࢆ
ࡲࡵࡿసᴗࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋᮾி㒔ࡢぢᏲࡾࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡ࡛ࡣࠊᮾὒ
Ꮫഃࡢົᒁࡋ࡚ࠊᡴࡕྜࢃࡏࡸ㆟ࡢฟᖍࠊཎ✏ࡢࢥ࣓ࣥࢺࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ
࣮ࢺసᡂࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࠕᩍ⫱ᨭࠖࠊࡇࢀࡶᑠᯘඛ⏕ࡢ࠾ヰࡢ୰࡛ᑡࡋྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊቚ⏣༊
ࡢ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ࡛ࠊࠕぢᏲࡾࡔࡼࡾࠖ࠸࠺ఫẸྥࡅࡢᗈሗ⣬ࢆ᭶୍ᅇⓎ⾜ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࣞ࢘ࢺࢆᮏᏛࡢᏛ㒊⏕ࡢ᪉ࡓࡕࡀᢸᙜࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ༊ᙺᡤ
ࡢ᪉ࠊࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊࡢ᪉Ꮫ⏕ࠊ୕⪅࡛ࠊẖ᭶⦅㞟㆟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ⚾ࡶ
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ྠᖍࢆࡋࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢࡁࡢࡸࡾࡾࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞ࡁࡣᏛ⏕࣮ࣜࢲ࣮ࡢ
ඛ⏕ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⫋ဨࡢ᪉ࠎࡢㄪᩚࢆᅗࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
◊✲άືࡢෆᐜ
 ࠕ◊✲άືࠖࡣࠊࡁࡃศࡅ࡚୕ࡘࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡦࡘࡣࠊົᒁ㛵ࢃࡿࡶࡢ࠸࠺
ࡇ࡛ࠊ♫⛉Ꮫ◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࡢ⌧≧㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊ◊
✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸≧ἣࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ♫⛉Ꮫ㡿ᇦ࡛ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ
࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ⏬ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࣞࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᖺᗘࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⣖せᥖ㍕ࢆண
ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᏛ࠾ࡅࡿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡢࡣࠊࡲࡔࡲࡔࡇ
ࢀࡽࡢẁ㝵࡛ࠊᴗࡢ◊✲㛤Ⓨࡢࣀ࢘ࣁ࢘࠸࠺ࡢࢆ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࠺⏕ࡏ
ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢁࡶ㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣࡲࡔࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࠸࠺
ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 2 ␒┠ࡢࠕࣘࢽࢵࢺ⣔ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊࡍ࡛ࣘࢽࢵࢺィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢཧຍࡀ୰ᚰ
࡞ࡾࡲࡍࠋ3 ␒┠ࡢࠕಶே◊✲ࠖ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ
࠸࠺⠊ᅖ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣྛࣘࢽࢵࢺ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲ෆᐜࡢ㛵㐃࠸࠺ࡶࡢࢆࠊࡼ
ࡾࢃࡾࡸࡍࡃࡍࡿࠊࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃほⅬ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡢሙྜࠊ㧗㱋ศ㔝࡛ࡢぢᏲࡾ
ࡢ⤌ࡳࡸᐇ㊶࠸࠺ࡶࡢࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘࡢ◊✲ࡢ⏬ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡦࡘ
ࡣࠊ㧗㱋ศ㔝࡛࠸ࢃࢀࡿぢᏲࡾ࠸࠺ࡶࡢࢆᏊࡶᨭࡢ࡞࡛⪃࠼ࡓࡽ࠺࡞ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㒔ࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡࡢ୰࡛ࡣࠊぢᏲࡾࡢ
⤌ࡳ࠸࠺ࡢࢆᆅᇦࡢ࡞࡛ࡘࡃࡾࡲࡍࡢࠊ㧗㱋ศ㔝ࡔࡅ࡛⪃࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡣ㝈⏺
ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ┦ㄯࢣ࣮ࢫࡢ㐍⾜⟶⌮ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃ
ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᴗົෆᐜࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࡢᡭἲ࠸࠺ࡢࡣࠊᨭᑐ㇟ࢆ㉸࠼ࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊ࠾࠸ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ࠺⏕ࡏࡿࡢ࠸࠺ࡇࢁ㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢࠊࣇ࣑࣮ࣜࢧ࣏࣮ࢺᴗ࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅∧ࠊᏊࡶ∧ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊࡶ
ࡢᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓᴗࡢ◊✲࠸࠺ࡇࡶ㛵ᚰࢆࡶࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡢ୍㒊ࡍࡿ᪉ྥ࡛ㄪᩚࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ
࡛ࡍࠋ
 ࡇࢀࡀ⚾ࡢᴗົࡢࡲ࡞ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡶࡕࢁࢇᣦ♧ุ࣭᩿ࢆཷࡅ࡚ࢆࡍࡿࡇࡣ
ᇶᮏ࡛ࡍࡀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰ࡢᩥ⬦ࢆ⪃࠼࡚ࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࠊᥦࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࢫ
ࢱࣝ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢⓎᒎྥࡅ࡚
ձࢭࣥࢱ࣮ࣞ࣋ࣝࡢㄢ㢟
 ᭱ᚋࠊࠕ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢⓎᒎྥࡅ࡚ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰እࠊࡁࡃ 2
ࡘࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠾ヰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢭࣥࢱ࣮ࣞ࣋ࣝࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊࠕࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢࠗぢ࠼ࡿ࠘ࠖࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᖺᗘ 2
ࡘࡢࡇࢆ┠ⓗࠊᴗົ࣐ࢽ࡙ࣗࣝࡃࡾࢆጞࡵࡲࡋࡓࠋࡦࡘࡣࠊࢫࢱࢵࣇࡢධࢀ᭰
࠼కࡗ࡚ࠊᘬࡁ⥅ࡂ㛫ࠊ㐠Ⴀຊࡢపୗࢆ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡇࠋ2 ࡘࡵࡋ࡚ࠊᴗົࡢຠ⋡
ࠊᑐᛂࢫ࢟ࣝ࡞ࡢྥୖࢆᅗࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡲ࡛ࢇ࡞ࡇࢆࠊࡲࡓࠊ࠺࠸࠺ࡩ
࠺ࡋ࡚࠸ࡓࢆ᭩ࡁࡔࡋ࡚ࡳ࡚ࠊࢵࣉࢹ࣮ࢺࡍࡿసᴗࢆົᒁ࡛ጞࡵࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ
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 ḟࠊࠕPD㸭RA ࡢ◊✲㛫ࡢ☜ಖࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊົ㔞ࡸࢫࢱࢵࣇࡢேᩘ࣭ົ
㛫ᩘ➼ࡼࡗ࡚ࠊ◊✲㛫ࡀࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ᭩ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᖺࡣࠊ⿵ຓ
㔠⋓ᚓࡢ‽ഛᮇ㛫࠸࠺ࡇ࡛ࠊ◊✲୰ᚰࡢ㛫࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᖺᗘࠊࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡀືࡁฟࡋࡲࡍࠊົᨭࡀ༙ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊ
ཤᖺࡣ◊✲㛫ࡀ༑ศ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢᡂᯝࢆඛࡢ◊✲άືࡢ࡞࡛♧ࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ᮶ᖺᗘࡣ࠺࡞ࡿ࠸࠺ࡇࢁࡣࠊṇ┤ࢃࡽ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ
ࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᗄࡘࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋPDࠊRA ࡢ㊃᪨ⱝᡭ
◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡀ࠶ࡾࠊົᨭࡣ◊✲ࡢᒎ㛤᪉ἲ➼ࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࠊ◊✲ࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡣᚲࡎࡋࡶ┠ぢ࠼ࡿᴗ⦼ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲ
ࡓࠊ࠶ࡲࡾࡶົᨭࡢ㒊ศࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠊ┠ࡢ๓ࡢࡇ࡛ᡭ୍ᮼࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ࠶ࡩࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ែࡀ㉳ࡇࡾࡡࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡑ࠺ࡍࡿࠊయࢆぢ࡚ࡳࡼ
࠺ࡍࡿవ⿱ࡣ᪥ᖖᴗົࡢ୰࡛࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋఱࡀᠱᛕࡉࢀࡿ࠸࠸ࡲࡍࠊ
୰ᆅ㛗ᮇⓗ࡞ぢ㏻ࡋࢆᣢࡕࡃࡃ࡞ࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ࡢ㉁ࢆⴠࡍࡇ࡞ࡾࡡ࡞
࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿே㛫㛵ಀࡢ㉁࠸࠺ࡶࡢࡶᙳ㡪ࢆ
࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊ┤᥋࣭㛫᥋◊✲
ࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡿ㛫ࡢ୧❧ࢆᅗࡿാࡁ᪉࠸࠺ࡶࡢࢆࠊࢭࣥࢱ࣮య࡛⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 3 ␒┠ࠊࠕ◊✲ேᮦ⫱ᡂࡢࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢᚋࠊ᰿ᓊㄢ㛗ࡢࡈሗ࿌ࡢ
࡞ࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࠊᩥ⛉┬ࡢ୰࡛ࠊࠕ University Research
Administratorࠖ
㸦௨ୗࠊURA㸧࠸࠺◊✲࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᑓ㛛⫋ࢆࡘࡃࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
15 ࡄࡽ࠸ࡢᏛ࡛ᒎ㛤ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࡞࡛ᮾிᏛࡀ URA ࡢࢫ࢟ࣝసᡂࢆᢸᙜࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋURA ࡢ୰㌟ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢົᨭᴗົ࡚ࡶ㏆࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚟♴ศ㔝ࡢ◊
✲ࡢ⌧≧࠸࠺ࡇࢁࡽ࠸࠸ࡲࡍࠊົᒁ㛵ࢃࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣົᨭ㛵ࢃࡿࡇ
ࢁࡔࡅࡀ URA ᚲせ࡞ࡶࡢ⚾ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ⚟♴ศ㔝ࡢ URA ࢫ࢟ࣝ࠸࠺ࡶࡢ
ࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘཧ⪃ᩥ⊩ࡽࡲࡵࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡎࠊ⚟♴ศ㔝࡛ࠊ⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐᇶ࡙࠸ࡓ⟇➼ࡢᐇ㊶᳨࣭ドࡢ✚ࡳ
㔜ࡡࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅༠ാࡋ࡚ㄪᰝࡸศᯒࡀ࡛ࡁࡿ⌧ሙࡢேࡓࡕ࠸࠺
ࡢࡣᑡ࡞࠸࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ࡞࡛ࠊ⮬యࡸᏛࠊ♫⚟♴ἲே➼ࡶྵࡲࢀ
ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡢ༠ാࡼࡗ࡚ࠊᴗົ࣐ࢽࣗࣝࡸࢭࢫ࣓ࣥࢺᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ⮬
య⟇ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᴗࡢ PDCA ࢧࢡࣝࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ⚟♴ศ㔝ࡢ୰࡛ᚲせࡉࢀ
ࡿ≧ἣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࢭࣥࢱ࣮㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊPD ࡸ RA ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ሙࡢᐇົࢹ࣮ࢱ
ࡢసᡂࠊศᯒຊࠊ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࡢ⫱ᡂ࠸࠺ࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊ⚟♴∧ URA ࡢࢫ࢟ࣝ㛤Ⓨ࠸࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡲࡓࠊᮏᏛ㝈ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᏛ㝔⏕ࡣࠊᏛ㒊ࡽࡑࡢࡲࡲ㐍Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ
ேࡶ࠸ࢀࡤࠊ⌧ሙ⤒㦂ࡀ࠶ࡿேࠊᏛᩍဨࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⫼ᬒࡀ࠶ࡿேࡓࡕࡀ
࠸ࡲࡍࠋከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠺㛵ࢃࡿࠊᚲࡎࡋࡶ PD ࡸ RA ࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⫼ᬒࡸ❧ሙᛂࡌࡓ⫱ᡂࡢࣔࢹࣝ࠸࠺ࡶ
ࡢࡶ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⫼ᬒࡢ㒊ศ࡛ࠊྛࣘࢽࢵࢺࡢಶᛶࡀ
ฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㛤Ⓨࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ࡚ࡶ㠃ⓑ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ղࢭࣥࢱ࣮ࡢእ㒊⎔ቃ㸦Ꮫ➼㸧㛵ࢃࡿㄢ㢟
 ᭱ᚋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢእഃࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡘ࠾ヰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕᏛ࠾ࡅࡿ◊✲ᣐⅬࡢ⨨࡙ࡅࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᏛ࠸࠺ࡢࡣࠊᩍ⫱࣭◊✲࣭♫
㈉⊩ࡢሙࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᏛࡢ◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂ㒊㛛
࠸࠺ࡇ࡛⿵ຓ㔠ࡢ᥇ᢥࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᏛෆእࡢ◊✲⪅ࠊPDࠊRAࠊᏛ㒊⏕ࠊ⌧ሙ
ࡢ᪉ࠎ➼ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ேᮦࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇࡽࠊ⿵ຓ㔠ࡣ 5
ᖺ㛫࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᚋࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ࠶ࡾ᪉࡛࠶ࡿࠊᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
࢟ࣕࣜᨭ࠸࠺ࡶࡢࡢ㛫࡛࠺࠸ࡗࡓ㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡢࡶࠊᚋࡢ
㆟ㄽ࡞ࡿࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 2 ␒┠ࡀࠊࠕぢ㏻ࡋࡀࡶ࡚ࡿ◊✲⎔ቃࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࣞ࣋ࣝ
ࡢㄢ㢟࠸ࡃࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭᴗົࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᑐࡍࡿ
ホ౯࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊ⌮ゎࡀࡲࡔࡲࡔ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡏࢇࠋぢ࠼ࡿࢆጞࡵࡓẁ㝵࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ
◊✲⪅࣏ࢫࢺࡢ㊊ࠊ᥇⏝ࡢᖺ㱋ไ㝈ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢຓᡭࡣࠊ35 ṓᮍ‶
࠸࠺ไ㝈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᩥ⛉┬ࡢྛ✀ㄪᰝࡼࡿࠊᏛ㝔༞ᴗࡲ࡛ࠊᩥ⣔࡛ࡍ 6 ᖺ௨
ୖࡿேࡀ 4 ࢆ㉸࠼ࡿ࠸࠺ᐇែࡸࠊ30 ௦ᮍ‶ࡢᩥ⣔ࡢ࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮ࡣ 1 ྎ࠸
࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ♫ேࡢ㝔⏕ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺⌧≧ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡞ࡾᐇ
ែࡢ㞳ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢၥ㢟ࢆࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺⤌⧊ࡢഃࡽぢࡿࠊேᮦ☜ಖࡢ㞴ࡋࡉ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏬ࡣ࡛ࡁ࡚ࡶ㐙⾜࠸࠺㒊ศ࡛ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆከศ
ྵࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࠊࠕ⮬య➼࠾ࡅࡿㄪᰝேᮦࡢ㓄⨨ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡢᏛ㝔༞ᴗ⪅ࡢᑵ⫋
ၥ㢟࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊᩥ⛉┬ࡢ࠺࡛ࡶ㝔༞ࡢேࡓࡕࡢ᥇⏝࠸࠺ࡇࢆ⾜ᨻ࡞ッ࠼
࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡣᏛ㝔⏕ࢆࡋ࡞ࡀࡽ⌧ሙ࡛ 5 ᖺ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࡀ
࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛グ㘓᭩ᘧࢆࡘࡃࡿࠊࢣ࣮ࢫ⟶⌮ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐ࢽࣗ
ࣝసᡂ࠸ࡗࡓࡶࡢࢆࡓࡿᴗົࡋࡓᮇ㛫ࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ⤒㦂ࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊ⮬యࢆࡣࡌࡵ⌧ሙࡢ୰࡛ࠊᏛࡢ༠ാ㛵ಀ࡛⫱ࡗࡓேᮦ࠸࠺ࡶࡢࢆάࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡽ࠸࠸࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
᭱ᚋ
 ᪥ࡢ⚾ࡢሗ࿌ࢆࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘๓༙ࡢ㛵㐃࡛࠾ヰࢆࡋࡲࡍࠊලయⓗ࡞άືෆᐜࡣ
ࡃ㐪࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊᴗົࢆ⫋ேⱁࡋ࡞࠸ࠊேᮦ⫱ᡂࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ᴗࣅࢪࣙࣥࢆ࠺ᥥ
ࡃ࠸࠺ၥ㢟࡛ࠊ⌧ሙࡢㄢ㢟㏻ࡌࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࢭࣥࢱ࣮⮬㌟ࡀ◊✲ࢆ
ࡋ࡞ࡀࡽ⮬య୍⥴ࡑ࠺࠸࠺ࡇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊྠ⮬ศ
ࡓࡕࡢ⤌⧊ࡢ୰࡛ᐇ㊶ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡢሗ࿌ࡣ௨ୖ࡞ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇ࠺࠸࠺ほⅬࡽࡢᯟ⤌ࡳࡢᩚ⌮࠸࠺ࠊㄽⅬࡢᩚ⌮
࠸࠺ࡢࡣࠊ࡞࡞ࡇࢀࡲ࡛࡞ࡗࡓ㈗㔜࡞ሗ࿌ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊࠕ◊✲༠ຊㄢࡢ❧ሙࡽࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᰿ᓊㄢ㛗ࡢ࠺ࡽሗ࿌ࢆ࠾㢪
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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ሗ࿌㸲 ◊✲༠ຊㄢࡢ❧ሙࡽ
᰿ᓊ ဴஓ㸦ᮾὒᏛ Ꮫ㛗ᐊ◊✲༠ຊㄢ㛗㸧

◊✲༠ຊㄢ㛗ࡢ᰿ᓊ⏦ࡋࡲࡍࠋᗙࡗ࡚Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ◊✲ᨭࡢ◊✲࡛࠾ヰࡋࡍࡿࡇࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸࠺◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢⓎ⾲ࡳ
ࡓ࠸࡞ࡇࢁ᮶࡚ヰࡍࡢࡣึࡵ࡚࡛ࠊᑠᯘඛ⏕ࡽ࠾ヰࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇ
ࢁฟ࡚ࠊఱ࠸ࡌࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᑡࡋᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ඛࠊᑠ᳚ࡉࢇࡽࡢࡈሗ࿌࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ 2 ᮇ┠ࡢ⏦ㄳ࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊᑠᯘඛ⏕ࠊ᳃⏣ඛ⏕ࠊࡲࡓࡣᑠ᳚ࡉࢇ◊✲༠ຊㄢࡢ࠺࡛Ⰻዲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡶࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋே㛫࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁឤࡶ࠶ࡾࠊ࠸ࡃࡘࡶࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀ
⏦ㄳࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡕࡽࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀࡐࡦ᥇ᢥࡉࢀࡿ࠸࠸࡞ࠊ㠀
ᖖ⚾ࡋ࡚ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪥ࡣ࠸ࡌࡵࡽࢀࡿ
ࡢࢆぬᝅ࡛ฟ࡚ࡁ࡚࠾ヰࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࠕ◊✲ᨭ URA ࡘ࠸࡚ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᑠ᳚ࡉࢇࡢⓎ⾲ࢆཷࡅ࡚ࠊ◊✲ᨭ࠸ࡗ
࡚ࡶࠊࢃࢀࢃࢀࡢ࠺ࡣࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ㝈ࡽࢀࡓேᮦ࡛ࠊࡲࡓᏛయࢆぢ࡚࠸ࡿ㛵ಀࡀ࠶
ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᗈࡃὸࡃ࠸࠺ᙧ࠺ࡋ࡚ࡶ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᑠ᳚ࡉࢇࡢࡼ࠺ࠊࡸࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊ◊✲ᨭࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃ᪉ࠊ
◊✲ྠࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠊࡑࢀࡒࢀࡢࡇࢁ࡛῝ࡃ࠸࠺ࡇ
࡞ࡾࡲࡍࡀࠊᗈࡃὸࡃࢃࢀࢃࢀࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿ◊✲ᨭࡘ࠸࡚ᚲせ࡞ࡇ࡛ࡍࠊᨭฟ
ࡸ▱㆑࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆᑡࡋὸ࠸ヰ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠾ヰࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ
࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣄࣥࢺࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
URA ᐇࡢ⫼ᬒ
 ᑠ᳚ࡉࢇࡢヰ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊඛࡈࢁ URA ࠸࠺ゝⴥࡀ㠀ᖖࡼࡃฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇࢀࡣࠕUniversity Research Administratorࠖࠊ␎ࡋ࡚ URA ゝ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡼ࠺
◊✲⪅ඹࠊ◊✲άືࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ⾜࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ᩥ⛉┬ࡢ࠺ࡀ⿵ຓ㔠࡛ࠊࠕࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮ࢆ⫱ᡂ࣭☜ಖࡍࡿࢩࢫࢸ࣒
ࡢᩚഛࠖᴗ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ⌧ᅾ᪥ᮏࡢ 16 Ꮫ⿵ຓ㔠ࢆฟࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᪧᖇࡀ
୰ᚰ࡛ࠊ⚾❧Ꮫ࡛ࡍࠊከศࠊ᪩✄⏣ࡉࢇᮾிዪᏊ་ࡉࢇࠊ2 Ꮫࡢࡳࡄࡽ࠸ࡔᛮ
࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡕࡽࡀ᥇ᢥࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ไᗘࡢ┠ⓗࡋ࡚ࡣࠊࠕ◊✲⪅ࡢ◊✲άືάᛶࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࠖࠊࠕᏛ➼ࡢ◊✲
㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙉࠖࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢከᵝࠖ࠸࠺ࡇࡀ┠ⓗ
ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊࡸࡣࡾ◊✲ࠊᅜࡽฟࡿ࠾㔠ࡢ㢠ࡀࠊ୍᫇๓ࡼࡾࡣୖࡀ
ࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ1999 ᖺࡄࡽ࠸ࡽࠊCOE ࡛ࡍࠊࡇࡕࡽࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀ
௨๓ྲྀࡗ࡚࠸ࡓ⚾❧ᏛࡢᏛ⾡㧗ᗘ᥎㐍ᴗ࡛ࡍࠊ࠶⛉◊㈝ࡶ࡞ࡾண⟬ࡀቑ࠼
࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࡞ࡾබⓗ㈨㔠ࡀ◊✲ࡢ࠺ᆺ࡛ὀධࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
◊✲⪅ࡔࡅ࡛ࡸࡣࡾ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࡋ࡚⟶⌮ࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ࣐ࣥࣃ࣮࣡ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡔ
ࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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 ࠼ࡤࠊᮏᏛ࡛ࠊᖹᡂ 20 ᖺᗘࡽ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺ኚࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࠊࡇࡕࡽࡢ
ᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࢆྵࡵ࡚ᮏᏛࡣ 10 ࡄࡽ࠸࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛
ࡍࡀࠊయᖺ㛫 4 ൨ࡢ◊✲㈝ࢆືࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊཷク◊✲ዡᏛᐤ㔠࡛⣙ 2 ൨ࠊ⛉◊㈝࡛ࡸࡣࡾ⣙ 2 ൨ࠊࡑࢀࡽࠊࡇࡇ
ࡣᑡࡋ᭩ࡁᛀࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾❧Ꮫࡢタ࡛ࡍࠊᩚഛࡢ⿵ຓ㔠ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ
⌮⣔ࡢࠊᮏᏛ࡛࠸࠸ࡲࡍᕝ㉺ࡢ⌮ᕤᏛ㒊࡛ࡍࠊᯈࡢ⏕⛉Ꮫ㒊ࡀ୰ᚰ࡞ࡾࡲࡍ
ࡀࠊࡇࡕࡽࡢ⿵ຓ㔠ࡀࠊࡸࡣࡾᖺ㛫 2 ൨௨ୖฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᕝ㉺ᯈࡢ⿵ຓ㔠㛵ࡋ࡚
ࡶⓑᒣࡢ◊✲༠ຊㄢ࡛ᢸᙜࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊ⌧ᅾ࠶ࢃࡏ࡚ 10 ൨ࡄࡽ࠸ࡢእ㒊
㈨㔠ࡼࡿ◊✲ࡀື࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ᙧ࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࡞࡞ࡇࢀࢆඛ⏕ࡓࡕࡔࡅ࡛⟶⌮
ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ࡇࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ฟ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞⫼ᬒࡀ࠶ࡿᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
 ᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊඛࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ᭱ึ࡛᳃⏣ඛ⏕ࡀ࠾
ヰࡋࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᩥ⛉┬ࡀ༙ศࠊᮾὒᏛࡀ༙ศ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ 4 ൨ྲྀࡗ࡚࠸ࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊᏛࡢ࠺ࡀ 2 ൨ฟࡋ࡚ࠊᩥ⛉┬ࡢ࠺ࡀ 2 ൨ฟࡍ࠸࠺ᙧࡢ◊✲㈝࡞ࡗ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮫࡢ❧ሙࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡢᏛ࡛ 10 ࡄࡽ࠸ࡢࢭࣥࢱ࣮ࢆࡶࡗ࡚
࠸ࡿࡇࢁࡣ࡞࡞࡞ࡃࠊࡸࡣࡾ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㈈ᨻᇶ┙ࡀ࡞࠸ 2 ൨ࡔࡣฟࡏࡲࡏࢇ
ࡢ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏦ㄳࢆฟࡉࡏ࡞࠸࠸࠺ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ⤠ࡗ࡚ฟࡋ࡚࠸ࡿᏛࡀከ࠸࡛ࡍࠋ
ᮏᏛࡣࠊࡇࢀࡣ࠸࠸ࡇࢁᝏ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍ᛂฟࡍࡔࡅࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࣉࣞ
ࢮࣥࡣ⤒࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊฟࡍࡔࡅࡣฟࡋ࡞ࡉ࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ᩥ⛉┬ࡢ
࠺᥇ᢥࡉࢀࡓࡽ࠸࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠶ࡿពࠊ࠺࠸࠺◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࠸࠺ࡢࢆእ
ᢞࡆ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᑡࡋ࠺࡞࠸࠺ࡇࢁࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࡓࡔࠊ㏻ࢀࡤ༙ศࡣฟࡍ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇࡣ࠸࠸ࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡾࠊᝏ࠸ࡇࢁ࡛
ࡶ࠶ࡿ࠸࠺Ẽࡣࡋࡲࡍࠋ
◊✲ᨭࡢᴗົෆᐜ
 ࠕ◊✲ᨭࡢᴗົෆᐜࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࠕእ㒊㈨㔠⋓ᚓᨭࠊཷධࠊ㈨㔠⟶
⌮ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࠊ⛉◊㈝ࡢ⟶⌮➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡢࠊࠕཷク◊✲ࡢཷධᐇࢧ࣏࣮ࢺࠖࡸࠊ◊✲ᡤ࡛ࡍࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠸ࡗࡓ◊
✲ᣐⅬࡢ㐠Ⴀࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊࠕ▱ⓗ㈈⏘⟶⌮ࠖࠊࠕ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᨭᑐᛂࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠶
ࡲࡾᩥ⣔ࡢඛ⏕ࡣ࡞ࡌࡳࡀ࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ୍㒊Ⓨ᫂ࢆ≉チࡍࡿ࠸࠺ᢏ⾡⛣
㌿ࡢᴗົࡶᢸᙜࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⌮ᕤᏛ㒊ࠊ⏕⛉Ꮫ㒊ࡢࡑ࠺࠸ࡗࡓⓎ᫂ࡢ㒊ศࡶ◊✲༠ຊ
ㄢ࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀ㛵ࢃࡗ࡚ࠊᕝ㉺࡛ࡍᯈࡢฟᙇ࠸࠺ࡢࡶከ
࠸࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊࠕẸ㛫㈈ᅋࡸዡᏛ⤥㔠ᑐᛂࠖࡶࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᩥ⛉┬ࡢ࢞ࢻࣛࣥἢ
ࡗࡓ◊✲㈝ࡢࠕṇ㜵Ṇయไᩚഛࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑࡕࡽࡢࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡣ⛉
◊㈝ཷク◊✲ࡢࠕ㛫᥋⤒㈝ࡢண⟬ࠖ㛵ࢃࡿ࡛ࡍࠋࡑࡢࠕ◊✲⪅ሗࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫࡢᩚഛࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡣࠊἲᚊࡼࡗ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢᴗ⦼➼ࢆබ㛤ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ
࡞࠸࠸࠺ࡇࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᮏᏛࡣᖹᡂ 19 ᖺᗘࠊᙜㄆドホ౯ᑡࡋ㛫
ྜࢃࡏࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᛴࡈࡋࡽ࠼࡛ࡘࡃࡗࡓࡶࡢࡀື࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㠀ᖖ
࠸ᡭࡀᝏ࠸⚾ࡣឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣᖺᗘ୰ᑡࡋᩚഛࢆࡋ࡚᪂ࡋ࠸ࢩ
ࢫࢸ࣒ኚ࠼ࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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◊✲ᨭᴗົồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
 ࠕ◊✲ᨭᴗົồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࠕሗཷⓎಙ⬟ຊࠖࠊᙜ↛࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊᐁබᗇ࡛ࡍࠊẸ㛫࡛ࡍࠊᏛෆእࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡸࡣࡾ☜❧ࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸
ࢁ⏕ࡁࡓሗࢆ࢟ࣕࢵࢳࢵࣉࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡸࡣࡾಙ㢗ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡏࢇࠊࢃ
ࢀࢃࢀࡶ࠸࠸ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ◊✲⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡍࠋ
࠶ࡣࡸࡣࡾ◊✲ᨭࡢ㒊⨫ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࡞ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊᏛෆࡢ㒊⨫ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡍࠋࡲࡓࠊᐇ㝿ࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ◊✲ຓᡭ࡛ࡍࠊ
◊✲ᨭ⪅࡛ࡍࠊRA ࡢ᪉࡛ࡍࠊᏛ⏕ࡢࣝࣂࢺࡢ᪉ࡶྵࡵ࡚࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍ
ࡀࠊࡸࡣࡾࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࡢຊࢆ༑ศⓎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡣࠊࡁࡗࡕࡾࢃࢀࢃࢀࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶࡗ࡚࠸࡞࠸㞴ࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࠕᑓ㛛▱㆑࡛ࠖࡍࡀࠊ◊✲ᨭࡢᑓ㛛▱㆑࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ≉ேࠊ⟶㈈ࠊ⤒⌮㛵ࡍ
ࡿᑓ㛛▱㆑ࡀ⫋ဨഃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠊ࡞࡞◊✲ࡢ࠾ᡭఏ࠸࠸࠺ࡢࡣ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡸࡣࡾேࢆ㞠࠸ࠊ≀ရࢆ㈙࠸ࠊண⟬ࢆ࠺࠸ࡗࡓᑓ㛛ࡢ▱㆑ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠊ࡞࡞࠾ᡭఏ࠸ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊࠕ⌧ሙឤぬࠖ࠸࠺ࠊࡸࡣࡾ◊✲ࢆᨭࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࠕ◊✲ᑐࡍࡿ⌮ゎࠖ
࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ◊✲⪅࡛ࡍࠊ◊✲⪅ࡢ᪉ࡢ
❧ሙࢆ⌮ゎࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࢆ⪃៖ࡋ࡚⾜ື࡛ࡁࡿឤぬࡀ࡞࠸ཝࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
 ࠊᏛ⫋ဨࡶಟኈࢆࡽࢀ࡚ᑵ⫋ࡉࢀࡿ᪉ࡶከࡃ࡚ࠊᮏᏛ࡛࠸࠺᮶ᖺࠊ⫋ဨ࡛ 20 ྡ
᥇⏝ࡋࡲࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪉ࡀయ 4 ྡࡽ 5 ྡࠊẖᖺ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋಟኈࢆࡽࢀ
࡚⫋ဨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡢᩘࡣᖺࠎቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ௨๓ࡣ࠶ࡲࡾ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡸࡣࡾ
ಟኈࢆࡗ࡚࠸ࡿே㛫ࡀ࠸ࡿ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ㐪࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ◊✲ᑐࡍࡿ⌮ゎ࠸࠺
ࡢࡣࠊูಟኈࢆฟ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡸࡣࡾ᪥ࠎ⮬ศࡓࡕࡀຮᙉࢆࡍࢀࡤᚓࡽࢀࡿ㒊ศࡶ࠶
ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡀᚲせᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶ࠊࠕࢫࢺࣞࢫ⪏ᛶ⬟ຊࠖ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊࡸࡣࡾእ㒊㈨㔠ࢆ㡸ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
⿵ຓ㔠࡛ࡍࡢ࡛ࠊᚋࡽ㏉㑏࡞ࡿ㠀ᖖၥ㢟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊィ᳨ᰝ㝔
ࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ᳨ᰝ࡛ࡍࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡑ࠺࠸࠺ᑐᛂࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡅ
ࡗࡇ࠺ࢫࢺࣞࢫ⪏ᛶ⬟ຊࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡞࠸㥏┠࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࡢ⏦ㄳ㛵ࡋࡲࡋ࡚ࡶࠊ௨๓࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᩘ
Ꮠ➼ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡋ࡚ᑂᰝࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ㠀ᖖᩘᏐ➼
ᑐࡋ࡚ࡣៅ㔜࡞ࡾࡲࡍࠋ࠶ࠊ◊✲ᨭࡢᴗົࠊࡸࡣࡾࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ 11 ᭶ࡣ㠀ᖖ
⛉◊㈝ࡢ⏦ㄳ࡛ᛁࡋࡗࡓ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢᚋࡣࠊࡗ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝ࡀࠊṧࡾࡶ࠺ 3
࢝᭶ࡄࡽ࠸࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ1 ᖺ
㛫࠸ࢁ࠸ࢁษࢀ┠ࡀ࡞ࡃࠊ࠶ࡲࡾᬤ࡞ᮇࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡸࡣࡾࡑ࠺࠸ࡗࡓ㒊ศ࡛ࡶࢫࢺ
ࣞࢫ⪏ᛶ⬟ຊࡀᚲせ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
◊✲ᨭྍḞ࡞▱㆑
 ࠕ◊✲ᨭྍḞ࡞▱㆑ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭ
ᴗ࡛ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊᙜ↛ࡢ࠾㔠ࡶྲྀࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋཷク◊✲࡛ࡍࠊ
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ዡᏛᐤ㔠࡛ࡍࠊᑠ᳚ࡉࢇࡢヰࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᖺ 1 ᖺ㛫‽ഛࡋ࡚࠸ࡿᮇ
㛫ࡶࡢ࠾㔠࡛࠸࡛࠸ࡓࡼ࠺࡞ࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞▱㆑ࡀࡸࡣࡾ࠶ࡗ
ࡓ࠺ࡀ࠸࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ◊✲ᨭࢆࡍࡿ❧ሙࡋ࡚ࡣࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡀᚲせࡔ࡞࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
➇தⓗ㈨㔠ࡋ࡚ࡣᩥ⛉┬ࡢ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ࠶ࡣ⛉Ꮫᢏ⾡⯆ㄪᩚ㈝࠸࠺ࠊࡇ
ࢀࡣ JST ࡢ࠾㔠࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣ⛉Ꮫᢏ⾡࠸ࡗ࡚ࡶ♫⛉Ꮫࡶᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊᩥ⣔࡛࠶ࡗ࡚ࡶࢀࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋཌປ┬ࡢ⛉◊㈝ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀ࡞ࡶ⚟♴ࡢ
ศ㔝ࡣ㠀ᖖฟࡋࡸࡍ࠸ࡇࢁᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࠊ⚾Ꮫຓᡂ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢ
ᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⚾❧Ꮫ࣭Ꮫ㝔➼ᩍ⫱◊✲⨨タഛᩚഛ㈝ࠊ
⚾❧Ꮫ➼◊✲タഛ➼ᩚഛ㈝ࡣࠊタタഛࡢ◊✲㈝࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⌮⣔ࡢࡶࡢ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊ⊂❧⾜ᨻἲே࡛ JSPS ࡣ࠸ࢃࡺࡿ⛉◊㈝➼ࡢ㈨㔠ࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
࠶ࠊJST ⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ࡛ࡍࠋᏛ⾡⯆ࡶᏛ࡛ࡍࠊࡅࡗࡇ࠺⚾ࡽฟྥࡋ
࡚࠸ࡿ⫋ဨࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࠊᮏᏛ࡛ࡶฟྥඛࡣᏛᇶ‽༠࠸࠺ࠊᏛホ౯ࡢ
ࡇࢁࡢே㛫ࢆ㏦ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᏛ⾡⯆ࡶࡐࡦฟྥࡋ࡚▱㆑ࢆ῝ࡵ࡚ᡠࡗ࡚
ࡁ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⚾ࡢ࠺ࡣேㄢࠊᏛ⾡⯆ฟྥࡍࡿ㐨ࡶࡘࡃࡗ࡚
ࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡛ヰࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡢẸ㛫㈈ᅋࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᴗࡀฟࡍ࠾㔠
࡛ࡍࡢ࡛ࠊ୍ᮇࠊ࣓ࢵࢭ࡞ࡀ┒ࢇ࡞ࡇࢁࡣẸ㛫㈈ᅋࡢຓᡂ㔠ࡶከࡃ࡚ࠊᑡࡋῶࡗ࡚
ࡁ࡚ࡣ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᩘከࡃࡢᅋయࡀ◊✲㈝ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁ
ࡢ▱㆑ࡶᚲせᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊඛࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࡢ࢞ࢻ
ࣛࣥ࠸࠺ࠊ࠾㔠ࡢ࠸᪉ࡢ▱㆑࡛ࡍࠋ▱ⓗ㈈⏘ࠊ▱ⓗᡤ᭷ᶒ㸦TLO㸧ࠊᢏ⾡⛣㌿ࡢ▱
㆑࡛ࡍࠊ࠶ࠊ་Ꮫ㒊࡞࡛ࡍከ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ┈┦࣏ࣜࢩ࣮࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
Ꮫࡢ┈◊✲⪅ࡢ┈ࡀ⾪✺ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢁࡢ㛵ಀࡢ▱㆑ࡶᚲせ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ
◊✲⪅ࡢ⌮㛵ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡶᚲせ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᮏᏛ࡛ࡶື≀ᐇ㦂࠸࠺ࡢࢆ⾜ࡗ࡚࠾
ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢື≀ᐇ㦂㛵ࡍࡿࡶࠊ୍ᛂࠊ◊✲༠ຊㄢࡢ࠺࡛ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑ
࠺࠸ࡗࡓ◊✲⌮㛵ࡍࡿ▱㆑ࡶᚲせ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭ
 ࡑࢀࡽࠊࡇࢀࡣ᭱ᚋᑡࡋᐉఏ࠸࠺ឤࡌ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊඛࠊᑠ᳚ࡉࢇࡢヰࡶ࠶
ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ≉ࢻࢡࢱ࣮ࢆࡗࡓ᪉࡛ࡍࠊᏛ㝔࡛ᏛࢇࡔᏛ⏕ࡢࠊࡸࡣࡾ࢟ࣕ
ࣜࣃࢫࡢၥ㢟࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ◊✲༠ຊㄢࡢ࠺࡛ࡶࠊఱࡐࡦࠊࡑࡇࡽ㎶ࡢヨ
ࡳࢆ࡛ࡁ࡞࠸࡞࠸࠺ࡩ࠺ࡎࡗ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ඛẸ㛫㈈ᅋࡢຓᡂࡢヰࢆ⮴ࡋࡲࡋࡓࡀࠊẸ㛫㈈ᅋࡢຓᡂ࡛ࠊᏛ㝔⏕࡛ࡍ PD ࢆ
ᑐ㇟ࡋ࡚ຓᡂ㔠ࢆࡃࢀࡿ◊✲㈝ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ⛉◊㈝࡞ࡣ␗࡞ࡾࠊຓᡂ㈈ᅋࡣࡅࡗ
ࡇ࠺Ꮫ㝔⏕࡞ࡶᛂເ㈨᱁ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡇࢁࡀከ࠸࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉
ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᅇࠊẸ㛫ຓᡂ㈈ᅋࡢ㈨㔠ࡢ⋓ᚓྥࡅ࡚࠸࠺ࡇ࡛ࠊ12 ᭶ 21 ᪥ࡢ༗ᚋ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊබ┈㈈ᅋἲேࡢຓᡂ㈈ᅋࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪉᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ◊✲ᨭࡢ⋓ᚓࡢ᪉ἲ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢሗ࡛ࡍࠊ࠶ࡣࠊῧ๐ᣦᑟ࡛⏦ㄳ᭩ࢆ᭩ࡃࡓࡵࡣࡇ࠺ࡋࡓ
࠺ࡀ࠸࠸࡞࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࡞࣋ࣥࢺࢆࡸࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾ
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ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦࠊ⯆ࡀ࠶ࡿⱝᡭࡢ◊✲⪅ࡢ᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊ◊✲༠ຊㄢ࠾
ၥ࠸ྜࢃࡏ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᑡࡋᗈࡃ࡚ὸ࠸ヰ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊఱࡢཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡣࠊ◊✲⪅ࡢഃࡶࡕࡷࢇࡶࡗ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠸ࢁ
࠸ࢁຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀ࡛ሗ࿌ࢆ 2 ࡘ⤊࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡇ࡛ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮࠸࠺ࡇ࡛ࠊᮏᏛ
ࡢᏛ㛗ࡢ⬥ඛ⏕࠸ࡽࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊឤ➼ࢆఛ࠼ࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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ሗ࿌㸱ࠊሗ࿌㸲ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ
   ⬥ ⚽ᩄ㸦ᮾὒᏛᏛ㛗㸧

 ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋᏛ㛗ࡢ⬥⏦ࡋࡲࡍࠋᏛ㛗ࡢ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖከᒱ
ࢃࡓࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⚾ࡶ 6 ࡘࠊ7 ࡘࠊ8 ࡘࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆࡸࡽࡉࢀ࡚ࡣ࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ
ࡢ୰ࡢࡦࡘࡋࡲࡋ࡚ࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ࠺ࡍࡿࠊࡑࢀࡽࠊᏛ㝔ᨵ㠉ࠊᅜ㝿
ࠊ♫㈉⊩ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝ࡢࡇࢆᛁࡋࡃࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ࡛ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ࡑࢀࡒࢀᏛࡢ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ┦㛵ಀࢆࡶࡗ࡚ࠊ୍య࡞ࡗ࡚ࠊᅜ㝿ࡶࠊ♫㈉⊩
ࡶࡍ࡚㛵ಀࡋ࡞ࡀࡽ࠺ࡲࡃᏛయࡋ࡚⫱ࡗ࡚࠸ࡃࠊࡇࢀࡣ㠀ᖖ࠸࠸ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠊ࠸࠸ࡲࡋ࡚ࡶࠊᮏᏛࡶ㠀ᖖࡁࡃ࡚ࠊ11 Ꮫ㒊 44 Ꮫ⛉ࠊᏛ㝔ࡣ◊✲⛉ἲ
⛉Ꮫ㝔࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㠀ᖖከࡃࡢ᪉ࠎࡀ◊✲ࢆࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᅇࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࡶࠊඛ⤂ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠗ♫ࠕ▱ࠖࢆ㑏ඖࡍࡿ࠘ࠊࡇࢀࢆぢࡲࡍ
㠀ᖖᩘࡀከ࠸࡛ࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡀ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠊࡇ࠺࠸࠺ᶵࢆ㏻
ࡌ࡚࠾࠸ຮᙉࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ࠸࠸ࡇᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᮏᏛࡢ࡞ࡶࠊᖖタࡢ◊✲ᡤࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢࡼ࠺ᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊᩥ⛉┬ࡽ࠾㔠ࢆ㡬࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊྠࡌ㢠ࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࢪ࢙ࢵࢺࢆᏛ
࡛ᡭᙜ࡚ࡋ࡚ࠊ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡀࠊ࠸ࢃࡤ▷㊥㞳㉮࠸࠸ࡲࡍࠊᖖ
タᑐࡋ࡚ࠊ5 ᖺ㛫ࡢ㝈㐠ື࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࡣᘏ㛗ࡀ࡞
࠸࠸࠺ࡩ࠺࠾ఛ࠸ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ๓ᅇࡢࠊ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢭࣥࢱ࣮ゝࢃࢀࡿࡶࡢࠊࡇࢀࡣᘏ㛗ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊᅇࡣ 5 ᖺࡢࡳࠊࡑࡢᚋࡣࠊࢸ࣮࣐ࢆኚ࠼࡚ࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
5 ᖺ࡛ࡑࡢᡂᯝࢆฟࡍࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊ㠀ᖖཝࡋ࠸ࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿຊࡋࡲࡋ࡚ࠊ᪥ࡶᑠ᳚ࡉࢇⓎ⾲࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ◊✲
ᨭ⪅ࠊࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮ࡼࡗ࡚ࡣ◊✲ຓᡭ࠸࠺ࡇ࡛ࠊά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡀໃ࠸
ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋ
 ◊✲ᨭ⪅ࡣ㠀ᖖኚࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋඛ⏕᪉ࡣࡑࢀࡒࢀಶࠎࡢ
◊✲ࢆᛁࡋ࠸୰࡛ࡸࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ◊✲ᨭ⪅ࡲࡓࡣ◊✲ຓᡭࡢ୍␒ࡁ࡞
࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡢ⪃࠼࡛ࡣ◊✲⪅ࡢᑼࢆࡓࡓࡃࡇ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋᐇࡣࠊ⚾ࡶᅜ㝿㛗ᑑ♫◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ࡇࢁࢆࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࠊ
◊✲ࡋ࡚࠸ࡿඛ⏕᪉ࡣࠊᛁࡋ࠸ࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ࠶ࡿព࡛ࡣࡺࡗࡓࡾᵓ࠼࡚ࡸࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡑࡢ୍᪉࡛ົᒁࡢ࠺ࡀࡶࡢࡍࡈࡃࡸࡁࡶࡁࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢࢆฟࡋࡲࡏࢇ
ࠊࡲࡵ࡞࠸࠸ࡅࡲࡏࢇࠋࡑ࠺࠸࠺࡞࡛㢗ࡾ࡞ࡿࡢࡀࠊࡇࡢ◊✲༠ຊㄢ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊ㠀ᖖࡈ㏞ᝨࢆࡅ࡚ࠊ࠾ୡヰ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡃ
࠺࠸࠺ࡢࡶࠊࡇࡢ◊✲༠ຊㄢࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᑡࡋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࣮࣮࢟࣡
ࢻࡀ᪥ฟ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࡶࠊ◊✲ࡢ㞴ࡋࡉ࡞ࡶᑡࡋࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚ࡳ
ࡓ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊᏛࡢ࠸࠺ࡇ࡛ 3 ࡘࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠊ◊✲ࠊᩍ⫱ࠊ♫㈉⊩
࡛ࡍࠋ
 ♫㈉⊩࠸࠺ࡢࡣࠊ◊✲༠ຊࡘ࠸࡚᪂ࡋࡃฟ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ゝⴥᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊせ
ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࢀࢆ♫㑏ඖࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋᴗ࡛ゝ
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࠼ࡤ CSR ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ᶵ⬟ࡀᏛࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡕࡽࡢ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࠊ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ࡇࢁࠊࡲࡉࠊ♫୍య࡞ࡗ࡚ࠊ♫ࡢࡇ
ࢆ◊✲ࡋ࡚㑏ඖࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࠊࡇࡢ┠ⓗ㠀ᖖྜࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᮏᏛࡢ᭱㏆ࡢ┠ⓗࠊဴᏛᩍ⫱ࠊᅜ㝿ࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࠊᅜ㝿ࡔࡅᩍ⫱ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡲࡏ
ࢇࡢ࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࡋࡼ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᏛ⊂⮬ࡋ࡚
୕ࡘࡢᰕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉࡛ࠊᏛ㝔ࡢ࠺ࡣࠊࡲࡓࡸࡸࡇࡋࡃ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ
▱ⓗࣆ࣑ࣛࢵࢻࡢ㡬Ⅼ❧ࡘ◊✲⛉ࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ㧗ᗘ⫋ᴗேࡢ⫱ᡂࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࠊᏛ୍⯡ࡢࡢ 3 ࡘࠊࡑࢀࡽᏛᰯࡢᰕ 3 ࡘࠊᏛ㝔ࡢ 2 ࡘ㺂332ࠊ18 ࡞ࡾ
ࡲࡍࠊࡑࡢࡇ≉ࡋ࡚ࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀࡸࡗ࡚࠸ࡃࠊࡇࢀࡣ㠀ᖖ」㞧࡞ࡇࢁ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ◊✲༠ຊㄢࡢࣉࣞࢮ࡛ࣥࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᏛయຊࡀ࠶
ࡾࡲࡏࢇࠊᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࢆཷࡅࡽࢀࡲࡏࢇࠋࡇࡢᴗࢆ 10 ಶཷࡅ࡚࠸ࡿ
Ꮫࡣᑡ࡞࠸࠸࠺࠾ヰ࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࢀࡔࡅࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࢪ࢙ࢵࢺࢆᏛ࡛༙ศ
ฟࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࡢ࡞࡛Ꮫࡢࡓࡵࡐࡦࠊ࠸ࢃࡤ
⛯㔠ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀᑐࡋ࡚Ꮫࣉࣛࢫ࡞ࡿࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺◊✲࠸
࠺ࡢࡣ㠀ᖖࡼࢁࡋ࠸ࡢ࠸࠺ࡩ࠺ࡶᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠸࠸ᴗࢆࡸࡿࠊ࠸࠸◊✲ࢆࡸࡿࠊࡇࢀࡣ㠀ᖖ࡛ࡍࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡅࡿࠊࡼ
ࡃ࿘▱ࠊᗈሗࢆࡋ࡚▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࡇࢀࡀࡉࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ10 ◊✲ࡋ࡚ࡶ 0.1
ࡢᐉఏࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ100.1㸻1 ࡛ࡍࡡࠋࡇࢁࡀ 1 ࡔࡅࡸࡗ࡚ࡶ 10 ᐉఏࡍࡿࠊ110
ࡣ㡰ࡀ㏫㌿ࡋࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢሙྜࡣࠊ≉ࡑࡢᐉఏࡀ㠀ᖖୗᡭࡔ࠸࠺ࡩ࠺ゝࢃࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡐࡦࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡶࠊᗈሗࢆఱ࠺ࡲࡃࡸࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊάືࢆࡼࡃ▱ࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡦ࠸࡚ࡣ♫㑏ඖࡍࡿࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺
ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶ࡿࢭࣥࢱ࣮ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ྡ⛠ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡣࠕዲࠖ࠸࠺ࡢࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ୍ᮇࠊࠕඹ⏕ࠖ࠸࠺ྡ๓ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࢭࣥࢱ࣮ࡣ࡞ࡾࡢᩘࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡋࠊ
ࡇࢀࡽࡢ♫ྜࢃࡏ࡚ࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢࡀฟ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋ
ࡋࠊࡢ௦ࠊ୍␒ᚲせ࡞ࡶࡢࡢࡦࡘࡋࡲࡋ࡚ࠊࡇࡢ⚟♴࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡀࡈࡊ
࠸ࡲࡍࠋࡐࡦࠊࡑࡢࡇࢁࢆ◊✲ࡉࢀ࡚ࠊᗈሗࢆࡉࢀ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊ♫㈉⊩ࡢඛ㢌
❧ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢࣟࢵࢪ࡛ࡍࡡࠊཔᡣࡀࡁ࠸ࣞࢫࢺࣛࣥ࠾࠸ࡋ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮ
࠸ࡲࡍࠋࡐࡦࠊ◊✲༠ຊㄢࡢேᩘࡶቑࡸࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ࠸࠺ࡇࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡔࡅࡀ
ゝࡗ࡚࠸࡚ࡶ㥏┠࡛ࠊỴᐃᶒࡀ࠶ࡿ⌮⪅ࠊࡑࡢ㎶ࡶࡉࢆఏ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
 ࡾࡵࡶ࡞࠸ヰ࡞ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡽࡶࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ࠊᩍ⫱ࠊ♫㈉⊩
ࡀⓎᒎࡍࡿࡇࢆ࠾♳ࡾࡋ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡣ࠺ࡶࠊ࠾ᣍࡁ࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡋ࡚ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ


ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᭱ᚋࠊ᪥ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࠾ヰࢆཷࡅࡲࡋ࡚ࠊ㉁ᛂ⟅ࡢ㛫⛣ࡾࡓ࠸
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ᛮ࠸ࡲࡍࠋሗ࿌⪅ࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢⓙᵝ๓࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
ᑠᯘඛ⏕ࣂࢺࣥࢱࢵࢳࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

35



㉁࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
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ᑠᯘ㸸 ሗ࿌⪅ࡢ᪉ࠊࡑࢀࡽࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ᪉ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠾⪺ࡁ
࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊᅇࡢࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࡎ࠸ࡪࢇḧᙇࡗࡓ⏬࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊ
ࡲࡎ⌧ሙ࠸࠺ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠊᐇົࡢ᪉ࠎࡢὶࠊࡑࢀࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡇ
ࡢᚋࡣࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑡࡋྎᡤࢆⓙࡉࢇ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺
≉Ⰽࡀ࠶ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊࡶࡋఱࡈ㉁ၥࡸ
ࡈᥦࢆ㡬ࡅࢀࡤ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡲࡋ࡚ࠊ࡞ࡾḧᙇࡗࡓ⏬ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽ 45 ศ㛫ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⚾ࡀࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࠸࠺ྖࢆࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡃࡇ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࠊࡑࢀࡽᏊࡶࡢࣘࢽࢵࢺ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀࡽ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮࠸࠺ࠊࡇ࠺࠸࠺⤌ࡳࢆእ㒊ࡽࡈぴ࡞ࡗ࡚࠺࠸࠺ࡩ࠺࠾ឤࡌ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ࠼ࡤࠊࡇࢀࡔࡗࡓࡽࠊࡇ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ᥦࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑ࠺
࠸࠺ࡩ࠺࡞Ⅼࢆྵࡵࡲࡋ࡚ࠊ᭱ᚋࡢࠕ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᨭ࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࠖ࠸
࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡘࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊࡈពぢࢆ㡬ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋᗙࡗ࡚ࠊ㐍ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࡲࡎࠊ10 ศࡄࡽ࠸ࡎࡘࠊࡑࢀࡒࢀࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊࡈពぢࢆ㡬ࡁࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩ
ࣙࣥࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡣࠊ㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪥ఱேࠊ⚾ࡀ㛵ࢃ
ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇࢁࡽ࠾࠸࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᑡࡋឤࠊࡇ࠺࠸࠺ࡼ
࠺࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚ࡋ࠸ࡢࡔࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊఱࡈせᮃ➼ࡶࠊ࠶ࡲࡾᅛࡃ⪃࠼࡞࠸࡛ࡅ
ࡗࡇ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡈⓎゝࢆ㡬ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓ
ࡋࡲࡍࠋ
 ࣐ࢡࢆᅇࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊᑡࡋࡈ⮬⏤ࡈⓎゝࢆ㡬ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱ึࡣࠊ┠㯮༊ࡢ
ᗣ⚟♴㒊ࡢࠊᗣ⚟♴ㄢ㛗ࡢ㧗ᶫࡉࢇࡀࡳ࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ヰࢆ࠾⪺ࡁ
࡞ࡗ࡚ࢇ࡞ࡈឤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ◊✲ࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠊ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ࢥ
࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࠊ㐃ᦠࡀ࡛ࡁࡿࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊఱࡈឤࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊ࠾㢪࠸ࡋ
ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
➨ 1 ሗ࿌㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸧㛵ࡍࡿឤ➼
㧗ᶫ㸸┠㯮༊ࡽཧࡾࡲࡋࡓ㧗ᶫ⏦ࡋࡲࡍࠋ᪥ࡣࠊⓙࡉࢇࠊࡈⱞປࡉࡲ࡛ࡋࡓࠋࡲࡎ
⯡ⓗ࡞ᑡࡋឤ࠸࠸ࡲࡍࠊ⚾ࡶࠊᑠᯘඛ⏕ࡢ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓ࠾ࡾࠊᏛࡢࢩࢫࢸ
࣒ࡋ࡚ࡇ࠺࠸࠺◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ࡇࢆࡼࡃᏑࡌୖࡆࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊ
ኚຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᑠᯘඛ⏕ࡣࠊ⚾ࡶࡢ┠㯮༊ࡢࠊᆅᇦ⚟♴ᑂ㆟ࡢ㛗ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ኚ࠾ୡヰ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࠊᆅᇦໟᣓࢣࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࡶࡈᑾຊࢆ㡬࠸࡚
࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ಶࠎࡢ࠾ヰᑡࡋඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊឤᑡࡋ㉁ၥࡶࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࠊቚ⏣༊ࡸୡ⏣㇂༊ࡉࢇࡢ◊✲ࢳ࣮࣒ࠊᮾὒᏛࡢ࠺
ࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮༠ാࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ࠾ఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
⮬యࡀࡇ࠺࠸࠺ࠊ⚾ࡶ⮬యࡢ⫋ဨ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᏛ㐃ᦠࡋ࡚ఱࢆࡸࢁ࠺࠸࠺ࡇ
࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠊࡸࡣࡾࡑࡢࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻಙ⏝ᛶࠊࡸࡣࡾ⚾ࡶࡶ࣮࢞ࢻ
ࢆᙇࡗ࡚ࡋࡲ࠺㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ≉ಶࠎࡢ◊✲⪅ࡢ᪉ࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಶࠎࡢඛ⏕ࡽ
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ࡇ࠺࠸࠺ᥦ࠸࠺ࡢࡣࠊ࡞ࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁ࡛ࠊ⚾ࡶ⾜ᨻ⤒㦂ୖཷࡅࡿሙྜࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࠕࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡞ࡢ࡛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ༠ຊࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕఱᖺ㛫࠶ࡿࡢࡔࡅࢀࠊ࠸࠸࡛ࡍࠖࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㛗ᮇࡢࢫࣃࣥࢃࡓࡗ࡚ࡢࠊࡑ
࠺࠸࠺༠ຊ࠸࠺ࡢࢆồࡵࡽࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

 ඛࡽヰࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ࡢࡣࠊබⓗ࡞ࣂࢵࢡࡀࡕࡷࢇᏛ
ࡋ࡚࠸࡚࠸ࡿࠊࡸࡣࡾ࡞ࡾಙ⏝ᛶࡀ㧗࠸࡛ࡍࡋࠊࡑࢀࡽࠊᑂ㆟➼ࡢࡘ࡞ࡀࡾ
࡛ࡢࠊඛ⏕ࡢಙ㢗㛵ಀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡶ⫼ᬒࡋ࡚࠺ࡲࡃ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮࡗ࡚⯆῝ࡃ⪺ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᙜ↛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ༠ാసᴗࢆࡋࡲࡍࠊ㈝⏝㈇ᢸࡢၥ㢟ࠊ≉ᆅᇦධࡾ㎸ࢇ࡛࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ㄪᰝࢆࡍࡿ࡞ࡾࡲࡍࠊಶேሗࡢၥ㢟ࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᑡࡋᠱ
ᛕࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢ㎶ࡢఱศࡅࠊ༠ᐃ࡞ࢆぢࡲࡍ┤᥋᭩࠸࡚࠶ࡿ
ࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ᭩ࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡽࠊࡐࡦᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࠊᚋࠊࡸࡣࡾࡇ࠺࠸࠺බⓗ࡞ࠊᏛࡋ࡚ࡢࣂࢵࢡࢵࣉࡀ࠶ࡿ◊✲࠸࠺ࡢ
ࡀࠊᆅᇦάࡉࢀ࡚࠸ࡃࠊ⚾ࡶࡶࠊ⾜ᨻㄢ㢟ࡣ㠀ᖖ」㞧࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺
࠸࠺ᮍ▱࡞ࡇࢁࡲ࡛࡞࡞ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ἣࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸
ࡗࡓࡇࢁ࡛࠺ࡲࡃධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊ༊Ẹࡼࡾࡁࡵ⣽࠸㈨※ࡀᥦ౪࡛ࡁࡿ࠸
࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡣኚᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡈᣦࡢ࠶ࡗࡓ㈝⏝㈇ᢸಶேሗࠊᮏᙜᇶᮏⓗ࡞ၥ㢟ࡢ 1 ࡘ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࡘࡁ
ࡲࡋ࡚ࡣࠊᚋ⛬ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊቚ⏣༊ࡢ㧗㱋⚟♴ㄢࡢᑠ㧗ࡉࢇࠊ࠾࠸࡛࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶ͐ࠋ࠾ᖐࡾ࡞ࡾࡲࡋࡓࠊࡑ࠺࡛ࡍࠊศࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡇࡎࡗࡶ࠺ 5
ᖺ࠾ࡁྜ࠸ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠊቚ⏣༊ࡢ❧ⰼࡢ㧗㱋⪅ᨭ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢᒣ⏣
ࡉࢇࠊࡍࡳࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊࡲ࡛ࡢ࠾ࡁྜ࠸ࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊఱ࡛ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊࡈឤࢆ㡬ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᒣ⏣㸸ࡍࡳࡲࡏࢇࠊពぢ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊඛ⏕ࡣヲࡋࡃࡣࡈ⤂ࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢ
࡛ࡍࡀࠊ㈨ᩱࡢ୰ࡢ 12 ࣮࣌ࢪ࠶ࡾࡲࡍࠕぢᏲࡾࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࠖࢆࠊࡇࡢ≉ 1 ᖺ
ࡄࡽ࠸ࡢ㛫ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢⓙᵝ᪉ࡢࡈ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ⌧ሙࡢኌࢆᫎࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚
సᡂࡋࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊᑡࡋࡔࡅヰࢆࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡓࡕ┦ㄯဨࡣࠊᆅᇦࡢ୰࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㧗㱋⪅ࡢ┦ㄯᛂࡌ࡚࠸ࡃ㝿ࠊඛࠊୡ
⏣㇂༊ࡉࢇࡢ࠾ヰࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡸࡣࡾ࠺ࡋ࡚ࡶಶேࡢ࣮࣮࣡࢝ࡢຊ㔞ࡼࡗ࡚ࠊ┠
ࡢ๓࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎࡢࠊࡉࡲࡊࡲ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ⏕άࡢㄢ㢟ࡸ⌧≧ࢆࠊ࠺
ሗࢆᢳฟࡋ࡚ㄢ㢟ྥࡅ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࢁࡀࠊ᪂ࡋ࠸⤒㦂ࡢὸ࠸࣮࣮࣡࢝࡞࡞
ఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࡀࠊᝎࡳࡋ࡚࠶ࡾࡲࡋࡓࠋྠࠊఱࢆࡶࡗ࡚ࠊࡇࡢ᪉
ᨭࡀᚲせ࠸࠺ࡇࢆࠊ࠸ࢃࡺࡿ⾜ᨻࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊఫẸᑐࡋ࡚࠺ㄝ᫂ࢆࡋ࡚
࠸ࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠸࠺ࠊ᰿ᣐ࡞ࡿࡶࡢࡀ࡞࡞ᚓࡽࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࢩ࣮ࢺ➼ࠊ⚾ࡓࡕࡢ࡞࡛ࡶά⏝ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡅࢀࡶࠊᅇࡇࡢࢭࢫ࣓
ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୍␒ࡢࡁ࡞࣓ࣜࢵࢺࠊᡂᯝࡣࠊࠕぢ࠼ࡿࠖᑠᯘඛ
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⏕ࡣ࠾ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᑓ㛛⫋ࡀࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࡓෆᐜࡀࠊ≉ࡇࡢ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ
࠸࠺ࡇࠊྍどࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ࡞࡛ࠊఱ┦ㄯဨࡀ╔┠ࢆࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇࡘ࠸࡚ࠕࡇࢀࡣᨭࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ
࠸࠺ࡩ࠺ឤࡌࡓࡢ࠸࠺ࡇࡀࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢෆᐜྠ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ
࡞ࡿࡇࡼࡗ࡚ྍどࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ⤌⧊ࡋ࡚ヰࡋྜࡗ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ⾜ᨻ
ᥦࡋ࡚ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢࡔ࠸࠺ࡇᑐࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࢩ࣮ࢺࢆά⏝
ࡋ࡞ࡀࡽࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡘࡘ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ࡛ࡇ࠺࠸ࡗࡓ
ࡇࢆ᳨ウ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡣ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࢆࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆศ
ᯒࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁࡲ࡛ࠊ࡞࡞⌧ሙࡢ࡞࡛ࡣ╔ᡭ࡛ࡁ࡚ࡇ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ
ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ⚾ࡓࡕ⌧ሙࡢ
⫋ဨࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ⓗ࡞ࡶࡢࠊไᗘⴠࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ
ࡣࠊ⌧ሙࡢឤぬࡋ࡚ࡣ࡞ࡾࡁ࡞ᡂᯝࡔ࡞࠸࠺ࡩ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ቚ⏣༊ࡢ࡞࡛ࡶࠊᑡࡋࡎࡘᐃᮇⓗࡇࡢࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࡓෆᐜࢆ
᳨ウࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀㄢ㢟ࡋ࡚
ᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࢆࠊࡁࡕࢇࢹ࣮ࢱࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡶࡢࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊᚋࡶࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ྠࠊࡸࡣࡾᆅᇦࡢ୰࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ࠸࠺ࡩ࠺ゝࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ
ࡶࠊேேࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡛࠶ࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ 1 ேࡢఫẸࡀㄡࢆ⮬ศࡗ࡚ぶᐦ࡞㛵ಀࡔ
ᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡇࡢ࡞࡛࠺࠸࠺ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗ࡚࠸࠺ࡇࡣࠊ࡞࡞ྍ
ど࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㒊ศ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡛ࡍࠊ┠
ぢ࠼࡞࠸࠾ࡁྜ࠸ࠊࡘ࡞ࡀࡾࠊᨭ࠼ྜ࠸࠸࠺ࡶࡢࡶᚎࠎྍどࡋ࡚࠸ࡅࡿ⤌ࡳࡀ
࡛ࡁࡲࡍࠊࡸࡣࡾ⚾ࡓࡕࡢࡀࡢࡼ࠺ᆅᇦࡢ୰࡛άࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊ
᳨ドࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆឤࡌ࡚ࠊᚋࡶࡐࡦࡈ༠ຊࢆ㡬ࡅࢀࡤ
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㟷ᔱࡉࢇࠊᒾᕝࡉࢇࠊఱ㛵㐃ࡋ࡚࠺࡛ࡍࠋ
㟷ᔱ㸸ࡢࠊྠᵝ࡛ࡍࡡࠋ
ᑠᯘ㸸ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠊ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸ࡇ࡛ࡍࡡࠋᒾᕝࡉࢇࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡛ࡣࠊ᭱ᚋ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢࠊᆅᇦ⚟♴᥎
㐍ಀࡢಀ㛗ࡢᖹ▼ࡉࢇࡽࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᖹ▼㸸ࡇࢇࡕࡣࠊᩥி༊♫⚟♴༠㆟ࡢᖹ▼⏦ࡋࡲࡍࠊ᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋᑠᯘඛ⏕ࡈⓎ⾲࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡞ࡢ 5 ࣮࣌ࢪ௨㝆ࠊᅇ㍕ࡏࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࠊቚ⏣༊ࡢ࠺࡛࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢࠊࢇྠࡌࡼ
࠺࡞ࡇࢁᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡢ࠺ࡽᮏᙜࠊᑠᯘඛ⏕࠾♩࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡞ࡢ
࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
 ఫẸࡢ᪉ࡢពぢࢆᘬࡁฟࡍ⪺ࡃ࠸࠺ࡢࡣࠊ♫༠ࡢ⫋ဨࡋ࡚ࡶࡕࢁࢇࠊᑓ㛛⫋
ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࢆ࠺ࡲࡃᙧࡋ࡚ࠕぢ࠼ࡿࠖࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺సᴗࡣࠊ࡞
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࡞♫༠⫋ဨࡣ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศ࠸࠺ࠊⱞᡭࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࢆࠊᑠᯘඛ⏕ᅇࡲࡵ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᑡࡋᬑ㐢ࡍࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊࡔ࠸ࡪぢ࠼ࡿࡼ࠺ࠊࡸࡣࡾࠕぢ
࠼ࡿࠖ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ඛࠊᑠᯘඛ⏕ࡽࠊఫẸࡢ᪉ࡣ࡞࡞ື࡞࠸࠸࠺࠾ヰࢆ㡬࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊඛࡢ⮬࡛ࡶࠊ㛗ࡉࢇࡣࡸࡾࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡢ᪉ࡀ࡞࡞ື
࡞࠸࠸࠺ࡁࠊඛ⏕ࡲࡵ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࢀࢆఫẸࡢ᪉ぢࡏࡿࡇ࡛ࠊఫẸࡢ
᪉ࡶࡔࢇࡔࢇࡸࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢇ࡞ࡇࢁ࡛ࠊඛ⏕ࡈ༠ຊࢆ㡬࠸ࡓࡇࢆࠊ࡞ࡾ⚾ࡶࡢάືᙺ❧࡚ࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࠶ࠊࡶ࠺ 1 ⅬࠊᏛ⏕ࡢ᪉ࠊࡸࡣࡾᩥி༊ࡢ♫༠ࡶከࡃࠊᑠᯘඛ⏕ࡢࢮ࣑ࡢ᪉㛵ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶ♫༠⫋ဨࢆࡶࡕࢁࢇࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇᏛ⏕ࡀධ
ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊࡔ࠸ࡪ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࡢཷࡅ᪉ࡶኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋఱὶࢆࡸ
ࡿࡁࡶࠊ⚾ࡶࡢ♫༠⫋ဨࡀㄏ࠺࡞࡞᮶࡞࠸᪉ࠎࡀࠊᏛ⏕ࡉࢇᑡࡋᡭసࡾࡢᣍ
ᚅ≧ࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚ㄏ࠸ࡲࡍࠊ⫋ဨࡀㄏࡗࡓࡁࡣ᮶ࡲࡏࢇࡢࠊᏛ⏕ࡉࢇࡀㄏ࠺
᮶࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡑ࠺࠸ࡗࡓᙧ࡛ࠊࡸࡣࡾࠊ♫༠⫋ဨࡣ⫋ဨ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᏛ⏕
ࡉࢇධࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛࡞ࡾࡁ࡞㐪࠸ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊఫẸࡢ᪉ࡶࠊ♫༠⫋ဨࡶࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡃ࡞࡛ࠊࠕࡇࢀ࡛ኵ࡞ࡢ࡞࡛ࠖࡍࠊᑡࡋᏳ࡞ࡿࡁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢇ
࡞ࡁࠊูࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࡘࡶᑠᯘඛ⏕ఱ࡛ࡶࡈ┦ㄯࡋ࡚ࠊ
ぢ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢࡇ࡛ࠊࡍࡈࡃᏳᚰࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ⌧ሙࡢኌࡣฟࡏࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡇࢆඛ⏕ࡋࡗࡾᏛၥⓗぢ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ
࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊᏳᚰࡋ࡚㠃ⓗࣂࢵࢡࢵࣉࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࢁࢆࠊ࡚ࡶ࠶ࡾࡀࡓࡃᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋఱ〔ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊ࠾㢪࠸ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ
࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
ᖹ▼㸸ᮏᙜࡶ࠺ឤㅰ࡛ࡍࠋ
ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

➨ 2 ሗ࿌㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸧㛵ࡍࡿឤ➼
ᑠᯘ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊᏊࡶ㒊㛛ࡢ࠺࡛ࠊ᳃⏣ඛ⏕ࠊ࡞ࡓࡈᣦྡࢆ㡬ࡅࡲࡍࠋ
᳃⏣㸸ୡ⏣㇂࡛ࡸࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࠊ୕ᾆࡉࢇࠊ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
୕ᾆ㸸ࡍࡳࡲࡏࢇࠊୡ⏣㇂༊ࡢⅲᒣᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ୕ᾆ⏦ࡋࡲࡍࠋ᪥ࡣ࠶
ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ᳃⏣ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊඛ᪥ࠊ㆟ࢆࡸࡾࡲࡋ࡚ࠊ
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᮶㐌ࡽ᪩㏿ࠊඛ⏕ẕᏊ⏕άᨭタࠊ࠶ࡣ༊ࡢ࠺࡛⌧≧☜ㄆ࠸࠺ࡇࢁࡽ
ጞࡵ࡚࠸ࡇ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ඛ᪥ࡶ㆟ࡢ୰࡛ࠊඛ⏕ࡢ࠺ࡽࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᴫせ➼ࡶ࠾ఛ࠸ࡋ࡚
࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᑡࡋࡲࡔ㢌ࡢ୰ࡀࡈࡕࡷࡈࡕࡷࡋ࡚࠾ࡾࠊࡸࡣࡾ⌧ሙⓗࡣࠊࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࡢ㞴ࡋࡉࢆ᪥ࠎឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋゝⴥࡋ࡚ࡣࢭࢫ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡢࡣࡼ
ࡃ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊᐇ㝿ࠊㄪᰝࢆࡋࡓࡾࠊ࿘㎶≧ἣࢆᑡࡋㄪࡓࡾ࠸࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࡋࠊ᫇ࡽ⏕ಖࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡶࠊᏊࡶ㛵ಀࡢ⫋ဨࡶࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡓࡔࠊ
ᑡࡋࡑࡇࡣయ⣔ⓗࠊࢩࢫࢸ࣒ⓗࡣ࡞࡞࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࢩ࣮ࢺࢆࡘࡃࡿࡇࡀࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡶࡲࡓࠊࡇࢀࡶᮏᮎ㌿ಽ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ᚋࡇࡢ◊✲ࡢ࡞࡛ᮏᙜࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡇࢆᨭ⪅ࡀ⌮ゎࡋ࡚ࠊᐇ㝿ᮏேࡢ
᪉ࠎࡶࠊࡑࢇ࡞㞴ࡋ࠸ゝⴥ࡛࡞࠸ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ୍⥴⌮ゎࡋ࡚ࠕ࠶࠶ࠊࡇ࠺࠸
࠺ࡇࡔ࡞ࠖ࠸࠺ࡇࡀࠊࢃࢀࢃࢀ⫋ဨࡀࡢ⛬ᗘᐇឤ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢁࡍࡈࡃ
ᮇᚅࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡶᮏᙜࠊ୍⥴ࡸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

᳃⏣㸸ᅜ❧ࡢᏊࡶᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏕㔝ࡉࢇࡀ࠸ࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊஂࡋࡪࡾࠊ
࠺࡛ࡍࠋ

⏕㔝㸸ࡍࡳࡲࡏࢇࠊ⫢ᚰࡢ᳃⏣ඛ⏕ୡ⏣㇂༊ࡉࢇࡢ࠾ヰࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ᮶࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋ
ࡓࡢ࡛ࠊᑡࡋࢥ࣓ࣥࢺゝ࠼ࡿࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᅜ❧ᕷࡢ࠺࡛ࡣࠊ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ㐃ᦠࡍࡿ◊✲࠸࠺ࡢࡀ࡞࡞㐍ࢇ࡛࠸ࡅ࡞࠸≧ἣ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡓࡔࠊ⌧ሙࡢ⫋ဨࡽࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊࡇࡢ㈨ᩱࢆぢࡓࡁࠊࡸࡣࡾࠊ⚾⮬㌟ಶேⓗࠊ
⮬ศࡢ࣮࣮࣡࢝ࡋ࡚ࡢఙࡧᝎࡳࢆ㠀ᖖឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋࡑࡇࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᡤෆ
ࡔࡅ࡛ࡣఙࡧ࡚࠸࡞࠸ࠊ࡞࠶࡞࠶ࡢ㛵ಀ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᴗົࡢ࠺ࡶࠊ
ࡑࡇࡑࡇࡢࡇࢁ࡛⤊ࢃࡽࡏ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇࡀࠊࡶ࠺ᮏᙜࡇࡇᩘᖺ㛫ࡢᝎࡳ࡛࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡸࡣࡾࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࢆᡴ◚ࡍࡿࡓࡵࡶࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ◊✲ࡀධࡗ࡚࠸ࡃࡇ
࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ᖖព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ឤࡌࡲࡋࡓࠋ
 ࡞࡞␗ືࡀከࡃ࡚ࠊ⫋ဨࡀ᭰ࢃࢀࡤඛ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡃྠࡌ
ࡼ࠺ࠊ⌧ሙࡢ⫋ဨࡶࠊୖࡀ᭰ࢃࢀࡤ୍㐍ࢇࡔࡇࡀᡠࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡶ࠶ࡾࡲ
ࡋ࡚ࠊ㠀ᖖࢪ࣐ࣞࣥࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࠊ᪥ࡢࡇࡢ㈨ᩱࢆぢ࡞ࡀࡽ࠺ࡽࡸࡲࡋࡃᛮࡗࡓ㒊ศ
ࡶࡓࡃࡉࢇࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡍࡳࡲࡏࢇࠊ௨ୖ࡛ࡍࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡣࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ

᳃⏣㸸࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠊᅇᆅᇦ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࢀࡽࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇࢆࠊ
᪂ࡋࡃ㛤Ⓨࢆࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋඛࠊ⸨㔝㒊㛗ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚
ࡃࡔࡉࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࠊ᪂ࡋ࠸ᴗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣタࡢ࡞࡛ࡣ᪂ࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
᪉ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡗࡓࡾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡲ࡛ࡔࡗࡓࡽࠊ࠼ࡤࠊẕᏊᐙᗞࡢၥ㢟ࡣࠊලయⓗࡣ⏕άಖㆤࡢᢸᙜ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸
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ࡣࠊᙺᡤࡢࡦࡾぶᢸᙜㄢࡳࡓ࠸࡞ᙧ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋᆅᇦࡢ୰࡛ࠊࠕ⚾
ࡢࡇࢁ࡛ࡣࡇࢇ࡞ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࡋࠊࡇࢇ࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࡳࡓ࠸࡞ᙧ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡃ
ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࠺࡛ࡍࠊࡕࡻ࠺ࠊᵽཱྀࡉࢇࡀ࠸ࡲࡋࡓࡡࠊ࠸ࡀ࡛ࡍࠊಖ⫱ᅬࡢᅬ㛗ࡋ࡚ࡎ
ࡗ⪺࠸࡚࠸࡚ࠊಖ⫱ᅬ࠸࠺ࡢࡣࢇ࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺ࡳࡓ࠸࡞ࡇ࡛ࠊヰࢆ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡋࡓࡽࠋ

ᵽཱྀ㸸ᚰࡢ‽ഛ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊఱࢆゝ࠺ࡣ࠶ࢀ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ⚾ಶ
ேⓗࡣࠊࠕࡇࢇࡕࡣ㉥ࡕࡷࢇᴗࠖࢆࠊࠊᆅᇦࡢಖᖌಖ⫱᥎㐍ጤဨࡉࢇࡳࡓ࠸
࡞᪉ࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇᆅᇦࡢಖ⫱ᅬࡢಖ⫱ኈࡶ୍⥴ྠᖍ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
⾜ᨻࡣࡎࡗാࡁࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡞࡞ࡑࢀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡔࡽࠊࡑࡢ㎶ࡢࡇࢁ࡛࠺ࡲࡃ㐃ᦠࡀྲྀࢀࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡞ࠊᑡࡋᝎࢇ࡛
࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢇ࡞ࡇ࡛ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
᳃⏣㸸࠶ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ຍ⸨ࡉࢇࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡕࡻ࠺ࠊୡ⏣㇂ࡢ♫
⚟♴༠㆟ࡢ࠺࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࡞࠸࡛࠸ࡇ࠺࠸࠺ヨࡳࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡶࡋⰋ
ࡗࡓࡽᑡࡋࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ຍ⸨㸸᳃⏣ඛ⏕ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢẕᏊᐙᗞ⥲ྜᨭࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࠊᑡࡋ࿘㎶ⓗ࡞㒊ศࡋ
࡚ࠊୡ⏣㇂༊♫༠㛵ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࠊᏊࡶᨭࡢᰕࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡇ
࠺࠸࠺ࡇ࡛ᑡࡋ㛵ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡶࠊ1 ᅇ┠ࡢ㆟ࡀ 12 ᭶ୗ᪪ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࠊᆅᇦఫẸࡢ᪉
ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࠎࢆ࠾ࡧࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ㆟ࢆ࠺᭷ຠά⏝ࡋ࡚࠸࠸ᴗົࢆ✚ࡳ
㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡢ࠸ࡗࡓࡇࢆࠊ♫༠ࡢ⫋ဨࡢ᪉‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ᪥
ࡣࠊ࠺࠸ࡗࡓ‽ഛࡀᚲせ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊ⪺ࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ࡞࡛ࡦࡘᛮࡗࡓࡇࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾࠊ㆟ྥࡅ࡚Ꮚ⫱࡚ࢧࣟࣥࡢ⏝⪅
ຓ⪅ㄪᰝ࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓㄪᰝࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ
ࡦࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊఱࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣᑡࡋ㊊ࡾ࡞࠸ࡎࡗᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲ
ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀඛሗ࿌ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠊࠕぢ࠼ࡿࠖ࠸࠺ࡇࢁᑡࡋ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿ
ࡢ࠸࠺ࡇࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠾ࡑࡽࡃࠊ♫༠ࡢ⫋ဨࡢ᪉ࡣࠊᆅ༊♫༠࠸࠺ࡇ࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡣタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡛᪥ࠎ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᴗົࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࡞࡞⮬ศࡓࡕࡀࡸ
ࡗ࡚࠸ࡿᴗົࠊ᪥ࠎ㏣ࢃࢀ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣ࠺࠸࠺⤌ࡳࡢ୰࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢࠊ࠺࠸࠺Ⰻࡉࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠺࠸࠺ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡢࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣮࣡࢝
ࡀၥ㢟ࢆⓎぢࡋィ⏬ࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋ♫༠ࡢ᪉ࠎࡣࠊ⮬ศ
ࡓࡕࡢᴗົ࡛ࡍࡽࠊࠕࡑࢀࡣࡇࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠾ࡾ࡛ࡍࠖ࠸࠺ࡩ࠺
ㄝ᫂ࡋ࡚ୗࡉࡿヂ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾ㆟ࡢሙ࡛ࡣࠊᆅᇦఫẸࡢ᪉ࡸ⾜ᨻࡢ᪉ࡶㄝ᫂ࢆࡋ
࡚ࠊ⌧≧ࢆホ౯ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢ㎶ࡾࢆࡸࡣࡾࠊ◊✲⪅➨୕
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⪅ࡀධࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᑡࡋᐈほⓗศᯒࢆࡋ࡚ࠊࠕࠊ♫༠ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣮࣡࢝ࡉ
ࢇࡀࡇ࠺࠸࠺ᴗົࢆࡋ࡚ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᙧ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࡋࠊࡇ࠺࠸
࠺࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡾࡲࡍࠖࠊࡇࢇ࡞ࡇࢆᑡࡋᙧᘧ࡛ㄪ࡚ࠊ➨ 1 ᅇࡢ㆟ࡶࡗ࡚
࠸ࡃ࠸࠸ࡢ࡞ࠊࣄࣥࢺࢆᑡࡋ࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᑠᯘ㸸ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡲࡋࡓࡽࠊ3 ␒┠ࡢሗ࿌ࠊᑠ᳚ࡉࢇࠊ᰿ᓊㄢ㛗ࠊ⬥Ꮫ㛗ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡍࠋఱ
ࡇࡢⅬࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊᏛࡢ◊✲⤌⧊࡛ࡍࡡࠊ࡞ࡓ࡛ࡶࡅࡗࡇ࠺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢇ࡞
ࡇࢆ⪺࠸࡚ࡳࡓ࠸ࠊఱࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊ࠺ࡒ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ◊✲ࡀ࡞ࡾࢳ࣮࣒࠸࠺ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⤌ࡳࢆࡶࡕࡲࡏࢇࠊືࡏ࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾࡁ࡞࠾㔠ࢆ㡸ࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡅࡗࡇ࠺ኚ࡞ࡗ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࡇࡣ☜ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 Ꮫෆࡢ᪉࡛ࡶࡅࡗࡇ࠺࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᏛእࡢ᪉࡛ࠊఱࡈ㉁ၥࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽ࠾㢪
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ᪥ࡣ࠾ᢨ㟢┠࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞⤌ࡳ࡛ື࠸࡚࠸ࡿࡢࡔ
࠸࠺ࡇࢆࡈ⤂ࡋࡓࡗࡓࡢ࡛ࠊ୕ࡘ┠ࡢࢺࣆࢵࢡࢫࢆࡶࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡼ
ࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊṧࡉࢀࡓ㛫ࠊ20 ศࡄࡽ࠸࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ㛫ࢆ࠸ࡲࡋ࡚ᑡࡋࢹࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ᑠᯘ㸸ࡁ࡞ၥ㢟ࡣࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊᏛࠊࡑࢀࡽᐇົࠊ⌧ሙࡢඹྠ࡛◊✲ࡍࡿሙ
ྜࠊ㈝⏝㈇ᢸಶேሗࡢၥ㢟ࡣ࠺࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ
⚾ࡢ⪃࠼ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࡞ࡓ࠾⟅࠼࠸ࡓࡔࡅࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᑡࡋࡎࡘ㐪ࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࠶ࡿព࡛ࡣ༠ᐃࢆ⤖ࡧࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠋ

᳃⏣㸸ࡴࡋࢁࠊ࠼ࡤ⾜ᨻࡢ࠺ࡽࠋ
ᑠᯘ㸸⾜ᨻࡢ࠺ࡽࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
᳃⏣㸸࠺࠸࠺ࡇࡀࡸࡣࡾᚲせ࡞ࡢ࠸࠺ヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࠋ
ᑠᯘ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡲࡎ᪂⏣ㄢ㛗ࡽ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᪂⏣㸸Ꮫ㝈ࡽࡎࠊࢥࣥࢧࣝࢆཷࡅ࡚◊✲ᶵ㛵➼ࠎࠊඹྠ࠸ࢁ࠸ࢁࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊ
⾜ᨻࡀࡇࢀࢆࡍࡿሙྜࡣࠊጤクዎ⣙࡞ࡢዎ⣙᭩ࡢ୰ᚲࡎ᭩ࡃࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡍࡅࢀࡶࠊಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚࠺ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁࢆࠊࡁࡕࢇᐃࡵ
࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᐇ㝿ࠊㄪᰝࡢ୰㌟ࡼࡗ࡚ࡶ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࡣᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠼ࡤࠊࠊᮾி㒔
࡛ࡣࠊㄆ▱㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࢆ࠶ࡿᆅᇦ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㒔ᗣ㛗ᑑ་⒪ࢭࣥࢱ࣮
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୍⥴ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰࡛ࡣࠊᡤෆࡢ⌮ጤဨࡅ࡚ࠊ
ಶேሗࢆ࠺ྲྀࡾᢅ࠺ࡢ࠸ࡗࡓࡇࢁࢆࡁࡕࡗ୰࡛࣮࢜ࢯࣛࢬࢆࡗ࡚ࡸࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋᮾி㒔ഃࡶࠊ㒔ࡽᥦ౪ࡍࡿሗࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀ࠺࠸ࡗࡓ┠ⓗ࡛ࠊ
ࢀࡄࡽ࠸ࠊ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡛ά⏝ࡍࡿࡢ࠸ࡗࡓࡇࢆጤクࡢ୰ධࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ㈝⏝ࡢၥ㢟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ≧ἣࡼࡗ࡚ࡲࡕࡲࡕࡔࡣᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ◊✲ᶵ
㛵ഃࡀ୍ᐃ⛬ᗘ㈇ᢸࡍࡿሙྜࡶࠊඹྠ◊✲࠸࠺ᙧ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡋࠊ⾜ᨻഃࡀ
ጤク࠸࠺ᙧ࡛࠾㢪࠸ࡍࡿሙྜࡣࠊ⾜ᨻഃࡀ㈇ᢸࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ
ࡑࢀࡣᑡࡋࢣ࣮ࢫ࣭ࣂ࣭ࢣ࣮ࢫᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ⾜ᨻഃࡽ࠸࠼ࡤࠊ࠼ࡤࠊ
ጤクࢆࡋࡓሙྜࡣࠊලయⓗ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᑐฎࢆࡋࡓࡽ࠸࠸ࠊᡂᯝ≀ేࡏ࡚ࠊ
⾜ᨻഃࡣᙜ↛ࠊ┘ᰝ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡁࡕࡗࡑࢀ⪏࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ሗ࿌ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡑࡇࡣ㔜せ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ᡂᯝ≀ࡢ࠺ࡢၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾࠊ◊✲ࡣఱࡢሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࠊ◊✲㘓
ࠊࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢሙྜ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ྲྀࡾỴࡵࢆࡋ࡚࠾ࡃ
࠸࠺ࡢࡣ࡞ࡾၥ㢟࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊ࠼ࡤࠊ⤫ィ࠸࠺ㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡢ
ሗࢆ㡬ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࡢ⠊ᅖ࡛ࠊ⏝ࡋ࡚ࡼࢁࡋ࠸ࠊࡑࡢ㎶ࡢ༠ᐃࢆ⤖ࢇ
࡛࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺Ẽࡣࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇࡣඛࡢࠊ⌧ሙࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮
ࢺ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࢆࡗࡓሗࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡣࠊ㠀ᖖࡇࡇࡣཝࡋࡃ࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢࡇࡣ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ⸨㔝㒊㛗ࡢ
࠺ࡽࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⸨㔝㸸ᇶᮏⓗࡣࠊࠊᮾி㒔ࡢ᪂⏣ㄢ㛗ࡉࢇࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡇࡣࠊୡ⏣㇂ࡶྠᵝ⪃
࠼ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋᡂᯝࡢࡇࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࡸࡣࡾࠊ᭱ึࡢࠊᑠᯘඛ⏕ࡢࡈሗ࿌ࡢࡇ
ࢁࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ⾜ᨻࡢ࠺ࡣࠊࡸࡣࡾ⌧ሙࡇࡲ࡛ά⏝࡛ࡁࡿࠊࡑࢀࡣ
⾜ᨻࡋ࡚ࡢ⌧ሙࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㛵ಀᨭᶵ㛵ࡶྵࡵ࡚ࠊ࠺ά⏝࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢁ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾᏛࡋ࡚ࡢࠊࡑࡢᡂᯝࡢࡶࡗ࡚࠸ࡿ౯್࠸࠺ࡢࢆࡇࡲ࡛ࡀඹ᭷
࡛ࡁ࡚ࠊ⌧ሙ࡛ࡢ࠸ᡭ࠸࠺ࡢ࡛ࡍࠊ⮬⏤ᗘࡋ࡚ㄆࡵ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡢ࠸࠺
ࡇࢁࡢྜពᙧᡂࡀᚲせ࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᑡࡋ㛵㐃ࡋ࡚ࠊඛࠊᒣ⏣ࡉࢇࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ㡬࠸ࡓⅬ
࡛ࡍࡀࠊ㈨ᩱࡢ 10 ࡽ 12 ࣮࣌ࢪࠊࡇࢀࡣࠊቚ⏣༊ᩥⰼ㧗㱋⪅ࡳࡲࡶࡾ┦ㄯᐊ୍⥴ࡘ
ࡃࡾࡲࡋࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡢ࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡍࠋࡇࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡣࠊึᮇẁ㝵
࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ↓ᩱ࡛㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࢚ࢡࢭ࡛ࣝࡘࡃࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊㄡ࡛ࡶࡘࡃࢀࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ୍ᛂࡇ࠺࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡑࡢᡂᯝ࠸࠺ࠊ⤖ᯝࡣࡇࡕࡽ࠾ฟࡋ࠸
ࡓࡔࡅࢀࡤࠊࡑࢀࡶ㋃ࡲ࠼࡚ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ࡛ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊᅇࡣ↓ᩱ࡛ࡇࡢࢩ࣮ࢺ
ࢆ㓄ᕸࡋࡲࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡲࡋࡓࡽࠊඛ᪂⏣ㄢ㛗ࡼࡾࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ100
㏆࠸⮬యࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛵ಀᶵ㛵ࠊࡑࡇࡽ㓄ᕸࡉࢀࡲࡋࡓศࢆྵࡵࡲࡍࠊ300 ㏆࠸ࡇࢁ
㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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࠺࠸࠺ࣜࢡࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࠊࡲࡔ࠶ࡲࡾ⪺࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾࠊ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊࡇࢀࡣ↓ᩱ࠸࠺ࠊබⓗ࡞㈨㔠࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢ
ࡣࠊ⚾ࡣࢇࢇฟࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㹿↓ᩱ࡛㓄ᕸࡋ࡚ࡗ࡚࠸ࡓࡔ
࠸࡚ࠊࡑࢀࢆࣞ࣋ࣝࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ
ࡓࡪࢇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊࡑࡢࡇ࡛㈝⏝ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋጤクᴗ
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠋ
 ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࡸࡣࡾㄽᩥࡋࡓ࠸ࠊࡇࡇࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡢࠊࣃࣈࣜࢣ࣮
ࢩ࡛ࣙࣥࡋࡻ࠺ࠊබ⾲ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡶྵࡵ࡚ࠊ
ࡇࡇࡣࡋࡗࡾ᭱ึࡢࡇࢁ࡛ࠊ༠ᐃࢆ⤌ࢇ࡛࠾࠸ࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺
⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 㧗ᶫㄢ㛗ࠊࡑ࠺࠸࠺⪃࠼࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࢇ࡞ឤࡌᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㧗ᶫ㸸ࡣ࠸ࠋ
ᑠᯘ㸸᳃⏣ඛ⏕ࡣࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠋ

᳃⏣㸸ࡣ࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ⚾ࡣࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊ࡚ࡶᛮࡗࡓࡢࡣࠊ࠼ࡤࠊጤクዎ
⣙ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࠊࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ࠊᏛࡀ⮬ศࡓࡕࡢάືࡘ࠸࡚ࡣ⮬ศࡓࡕ࡛◊✲㈝
⏝ࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡢࡇࢁ࡛ᅇࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡢࡀࠊ◊ಟ࡞ࡢㅮᖌὴ㐵࡛࠶ࡿࡣࠊ◊ಟ
⮬యࢆ⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊ࠸ࡗࡓ࠸࠺࠸࠺◊ಟࡀ᭷ຠ࡞ࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆ᳨ウࡋ࡚
࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢࡦࡘࡢᡭἲࡋ࡚ࠊㅮᖌࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࢃࡺࡿ◊ಟࢆࡸࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ
࠺࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࡇࡇ࡛ࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ
ࡶࠊࡲࡓࡇࡢ◊✲ࡢ୰ࡢࡦࡘࡔ࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࠸ࢃࡺࡿࠊጤクዎ⣙ࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࠊලయⓗࡣࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᅇࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡀࡦ
ࡘࡢࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿᐇ㊶⌧ሙࡢ༠ാ࠸࠺ࡶࡢࠊࡇࡇࡢࢫࢱࣥ
ࢫࡢ㐪࠸ࠊࡑࢀࡣ㈝⏝㈇ᢸࡢၥ㢟ࡶ㛵㐃ࡋ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡓࡪࢇࠊ࠶ࡿព࡛ࡣࠊㄡࡀ㢗ࢇ࡛࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠾࠸ᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ࡦ
ࡘࡢ࠶ࡿ✀ࠊ┠ᶆྥࡗ࡚ࠊ⸨㔝㒊㛗ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡳࡓ࠸ࠊⱝᖸࠊᙧࡣ㐪࠺ࡶࡋ
ࢀࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊࡑࡇ࡛ࡸࡣࡾ┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ฟ࡚ࡃࡿࡶࡢ
ࢆᡂᯝ≀ࡋ࡚ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡩ࠺࡞ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢᡭἲࡀࠊ㠀ᖖࠊศᶒࡋ࡚࠸࡚ࠊྛ⮬యࡀࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࢆከᵝᚲせࡋ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠸ࡗ࡚ࠊࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡀࡑࡇ㒊ᑐᛂࡍࡿ࠸ࡗࡓࡽࠊ
ࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡁࠊᏛࡣ♫㈉⊩ࡳࡓ࠸࡞ᙧ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ
ࢁࡇࡲ࡛༠ຊࡋࠊࡇࡲ࡛ࡑࡢᡂᯝ≀ࢆࡲࡓ㏫◊✲ᡂᯝࡋ࡚ࡶࡕࡇࡴࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ 1 ࡘࡢᣮᡓࡔࢁ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸ࡇࢀࡣಶูࡢࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࠺ࡢ㛵㐃࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊᇶᮏⓗࡣ
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡼࢁࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋ
 ࡇࡕࡽࡀࠊ⯆ࡀ࠶ࢀࡤ࡛ࡅ࡚ࠊࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࠊᑡࡋ㢌ࡀ㧗࠸࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊࡸࡣࡾ࠸࠸⌧ሙฟ࠸ࡓ࠸࠸࠺ࡢࡀ୍␒ࠊ◊✲ࡢ࠺ࡋ࡚ࡣࡁ࠸࡛ࡍࠋࡸࡣ
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ࡾ୍␒㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁ࡛◊✲ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡣࡓࡪࢇࠊࢃࢀࢃࢀࡢ࠺ࡋ
࡚ࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺⏦ࡋୖࡆࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡀ
୍Ⅼ࡛ࡍࡡࠋ
 ḟࡢࢸ࣮࣐࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕぢ࠼ࡿࠖ࠸࠺ᴫᛕࡀฟ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᑡࡋࠊ
ᴗࡢ࠺࡛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᭷ྡ࡞ᴗ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ࠕぢ࠼ࡿࠖ
࠸࠺ࡇࢆࡸࡽ࡞࠸㥏┠ࡔ࠸࠸ࡲࡍࠋ㏱᫂ゝࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀ
ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠊࡓࡔ⮬ศࡢࡇࢁࢆᢪ࠼㎸ࢇ࡛㞃ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡢࡣࠊࡶ࠺⚟
♴ࡣ㥏┠ࡔ࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࠊࡉࡗࡁࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡓࡪࢇࠊୡ⏣㇂ࡢ࠺࡛
ࡶၥ㢟࡞ࡗ࡚࡛࡚࠸ࡲࡍࡋࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺ၥࢃࢀࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢶ࣮ࣝࢆࡘࡃࡿ
࠸࠺ࡇࠊࡽࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ࠸࠺ࠊࡇࡢὶࢀࡀ 1 ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ
ࡽࠊࡑࢀࢆᗘࡣࠊᬑ㐢ࡍࡿ࠸࠺ࠊࡲࡎࡑࡢ⌧ሙ࡛ࣞ࣋ࣝࢵࣉࢆࡍࡿࡓࡵࠊࣞ
࣋ࣝࢆࡑࢁ࠼ࡿࡓࡵࠊࡇࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽࡑࢀࢆᗈ
ࡆ࡚ྛᆅࠊ༊ෆࠊ㒔ෆࡽᅜࡑࢀࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ㠀ᖖ㔜
せ࡞ࡢࡔ࠸࠺ࡇࡀㄢ㢟ࡋ࡚ฟ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ఱࡇࢀࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ᪥ࡢཧຍ⪅ࡢ᪉ࠎࡢ୰࡛ࠊࡈពぢࡸࡈせᮃ➼ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡈពぢࠊఱ࡛ࡶࡅࡗࡇ࠺࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀࡘࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊ⸨㔝㒊㛗࠾㢪࠸ࡋࡓࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⸨㔝㸸⚾ࡶࠊࠕぢ࠼ࡿࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊୡ⏣㇂ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡶࡅࡗࡇ࠺ᝎࡲࡋࡃࠊゝ
ⴥ࡛ࡣࡑࢀࡀᚲせࡔࢃࡗ࡚ࡶࠊ࡞࡞ࡑࡇࢆ⌧ᐇⓗ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠕぢ࠼ࡿࠖ
࠸࠺ࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᅇࡢࡇࡢ㧗㱋⪅ࡢぢᏲࡾࡢࢩ࣮ࢺࠊࡑࢀࡽࠊᏊࡶᐙᗞ࡛ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࠊ
ࡑࢀࡀࡸࡣࡾ୕ศ㔝ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ⏕άᨭ࠸࠺ඹ㏻┠ᶆࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊఱࡇ
ࡢࢩ࣮ࢺࡢࡘࡃࡾ࠸࠺ࡢ࡛ࡍࠊ╔║Ⅼ࠸࠺ࡢࡶ࣮࢜ࣂ࣮ࣛࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃ㒊ศࡀࡇ
ḧࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣࡢᅛ᭷ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ㡯┠ࡶࠊᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊ㒊ࢆᑐ㇟⪅ูࡤࡽࡤࡽࡋ࡞࠸࡛ᆅᇦᨭ࠸࠺ࡢࢆࡁࡃ⪃࠼࡚࠸ࡇ࠺ࡋ
ࡓࡁࠊࡇࢆඹ㏻⾲⌧ࡋ࡚㡯┠࡛ࡁࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡀࡪࡗ࡚ࡁࡲࡍࠊ
⫋ဨࠊࢫࢱࢵࣇࡢ␗ືࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⤒㦂್ࡀ✚ࡳୖࡀࡿ࡞࠸࠺ࠊᑡࡋ⣲ேⓗ࡞ឤぬࡣࡶ
ࡕࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸ࡇࡢ㎶ࡾࡀከศࠊ◊✲ࡢ࠺࡛ධࡗ࡚࠸ࡁࠊ୍⥴ඹྠసᴗࡀ࡛ࡁࡓࡽᛮࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ᪂⏣ㄢ㛗ࡣ࠺࡛ࡍࠋ

᪂⏣㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࠕぢ࠼ࡿࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࢃࡿᙧࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡣ㠀ᖖ㔜せࡔ
ᛮࡗ࡚ࡣ࠸ࡲࡍࠋ㒔࡛ࡶࡇࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆぢᏲࡾࡢᡭᘬࡁࡢ୰ධࢀࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࢆᙉไⓗྛᆅᇦ࡛ࡸࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ
ࡇࢀࢆཧ⪃ࡋ࡞ࡀࡽࠊྛᆅᇦ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣᛂࡌ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞♫㈨※ࡶ㐪࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ᙧ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᒣ⏣ࡉࢇࡶᑡࡋ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾᑓ㛛⫋ࢆ࠸⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃ
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ࡀ㠀ᖖ㔜せ࠸࠺ࡇࢁࡣ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡞࡞ᢏ⾡ࡢ᳨ドࡢၥ㢟ࡔࠊࡇࢀࡣࠊ
㧗㱋⪅ࡢၥ㢟࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ከᒱከᵝࢃࡓࡿၥ㢟ࡀฟ࡚ࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣᮏᙜ
ኚ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ࡞࡛࠸ேᮦࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁࡀ
㔜せ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࡢ୍ຓࡶ࡞ࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿぢᏲࡾࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡣࠊᑓ㛛⫋⫱ᡂࡢࢶ࣮࡛ࣝࡶ
࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋຬࡲࡋࡃఱ⫋ேⱁ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ୍ᛂࡸࡣࡾඹ㏻ࡢࢶ࣮ࣝࢆࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࢩ࣮ࢺࡣࢶ࣮࡛ࣝࡍࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆグධࡋ࡚⤊ࢃࡾ࡛ࡣ⤯ᑐ࠸ࡅ࡞࠸ࡇࡣᐇ࡛ࡍࠋࡇ
ࢀࢆグධࡋ࡚ࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡑࢀࡏ࡚ࠊุ᩿ࡢࣞ࣋ࣝࢆࡇࡑࢁ࠼࡚࠸ࡇ
࠺࠸࠺ࡓࡵࡘࡃࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊグධࡋ࡚⤊ࢃࡾࡔࡗࡓࡽࡃពࡀ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊᙜ↛◊ಟࠊᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢ◊ಟࡢ⤌ࡳࡇࢀࢆάࡏ࡚࠸ࡅࡿᛮ࠸
ࡲࡍࠋ⚾ࡢ⤒㦂࡛ࡣࠊࡇࢀࡣぢᏲࡾࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡞ࡢ࡛ࡍࠋᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢࢶ
࣮࡛ࣝࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ๓ࡢࠊ࠶ࡿព࡛ࡣࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ୍␒ᇶᮏࠊ
࢘ࢺࢳ࣮ࣜࢳࡢࡁࡇࢀࡀ࠼ࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࡘࡃࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣ࡞࡞ᬑཬ
ࡍࡿࡢࡣኚᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᏊࡶࡢ࠺࡛ࡣࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳⓗ࡞ࢶ࣮ࣝ࠸࠺ࡢࡣࠊ
࠺࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢ࡛ࡍࠋ
᳃⏣㸸ᇶᮏⓗࡣࡲࡔࠊᆅᇦ࡛ぢᏲࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡢⓎ⮬యࡣࠊ⤖ᒁࡣࠊᏊࡶᐙ
ᗞᨭࢭࣥࢱ࣮࡞ࡢᚅ࡞ࢆᆅᇦ࡛ぢᏲࡿ࠸࠺ࣞ࣋ࣝࡄࡽ࠸ࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓሙྜࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᆅᇦ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿබⓗ࣎ࣛࣥࢸ
࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞᪉ࠎ࠾㢪࠸ࢆࡋࡓࡾࡍࡿ࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀࢇ࡛ࡍࡢ࡛ࠋ
୕ᾆࡉࢇࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡗ࡚࡞࠸࡛ࡍࡼࡡࠊࡢẁ㝵࡛ࡣࠋ

୕ᾆ㸸ᑡࡋ࠾ヰ࡛ฟ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࢩ࣮ࢺࢆࡸࡣࡾࡘࡃࡗࡓࡔࡅ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ
࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⤒㦂ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢩ࣮ࢺ࡙ࡃࡾࡀࡸࡣࡾ㈇ᢸ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜ
ࡀᐇ㝿࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣ࡞ࡐゝ࠸ࡲࡍࠊࡳࢇ࡞ࡀࠊࡑࢀࢆࡘࡃࡿேࡀࠊせࡍࡿࡑ
ࢀᑐࡋ࡚ពྜ࠸ࡀࡼࡃࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࠊᐇ㝿ᙺ❧ࡗࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ࠋࡅࢀ
ࡶࠊࡘࡃࡾ࡞ࡉ࠸࠸࠺ࡢࡀỴࡲࡗࡓࡽࡘࡃࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡀ࠺࡞ࡿࡢ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋࡘࡃࡗࡓࡶࡢࢆ࠺ά⏝ࡍࡿࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࡽࡘࡃࡿࡲ࡛࡛ࡁࡲ
ࡋࡓࠊࡔࡅࠊά⏝ࡀࡼࡃศࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠊࡓࡔࡘࡃࡿ࠸࠺࣮ࣝࣝࡔࡅࡀṧࡗ࡚ᘏࠎ
ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ᐇ㝿ࠊࠊᚅࡢ㛵ಀ࡛ࠊࡇࢀࡣᑡࡋࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡳࡓ࠸࡞ࡶ
ࡢࡣࡸࡾ࡞ࡉ࠸࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᚅ≧ἣࡢᢕᥱࠊᶵᲔⓗࡇࡲ࡛᭷ຠ࠸࠺ࡢࡣ
࠸ࡲࡦࡘ࡛ࡍࠋࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡘࡅ࡚ࡶࠊࠕ࠸ࡸࠊᐇ㝿ࡣ㐪࠺ࡼࡡࠖࠊ⤖ᒁࡣࡑ
࠺࠸࠺ุ᩿ࡀ࠸࠸ࡢᝏ࠸ࡢධࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋᶵᲔⓗࡇ࠺ࡘࡅࡲࡋࡓࡽࠊࠕࡣ࠸ࠊࡌ
ࡷ࠶ࠊ࠶࡞ࡓࡣࡶ࠺ࣛࣥࢡ A ࡡࠊࣛࣥࢡ B ࡡࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡲ࡛ࡢ⤒㦂
ࡽࡋ࡚ࠊࡨࡗࡓࡾ᮶ࡿࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡀ࠶ࡲࡾ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽ࡞
ࡢᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࠾ࡗࡋࡷࡿ࠾ࡾ࡛ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆ࠺ά⏝ࡍࡿ࠸࠺ࡇࠊḟࡢࢫࢸࢵ
ࣉࡣ⾜࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡶ࠺࠶ 2 ศࡃࡽ࠸࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡢ᪉୍ゝࡎࡘ
ឤࢆゝࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ⤊ࢃࡾࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ྛࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡽࡦࡇ
ᑠᯘ㸸 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⬥ඛ⏕ࡽ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

⬥㸸᪥ࡢࡈཧຍࡢⓙࡉࢇࠊ࠸ࢁ࠸ࢁពぢࢆఛࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠊ㠀ᖖᐇົ࡛ࠊ⌧ሙࡢ
᭱๓⥺࡛ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡀ࡚ࡶከ࠸࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ
 ࢃࢀࢃࢀࡣࠊ୍᪉࡛◊✲࠸࠺ሙ࠾ࡾࡲࡍࠋࡕࡻ࠺ࡑࡢ᥋Ⅼ࡛ࠊ⌧ሙࡀ࠶ࡿ◊✲ࢆ
ࡇࡢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ◊✲࠸࠺ࡢࡣࠊᐇົࡢ᪉ࡽ࠸࠸ࡲࡍ
ࠊᑡࡋㄗゎࢆཷࡅࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊᮏᙜᙺ❧ࡓ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࠺ࡋ࡚㛫
㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠺ࡋ࡚㥏┠࡞ࡢ࠸࠺ࡇࡀࢃࡿࡇ࡛ࡶ◊✲࡞ࡢ࡛ࡍࡡࠋ
 ࡇࢁࡀࠊᐇົࡢ࠺ࡣࠊ⌮ᒅࡀศࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࠺ࡲࡃ࠸ࡅࡤ࠸࠸࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸࠺
㠃ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ୧᪉ࢆ࠺ࡲࡃᣢࡕᐤࡗ࡚ࠊ࠺ࡋ࡚࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸ࡢࡀࢃࡗ࡚ࠊ
࠺ࡍࢀࡤ࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡢࡣࢃࡿࠊࡑ࠺ࡋ࡚ࠊ⌧ሙࡶ࠺ࡲࡃ࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞
Win-Win ࡢ࠺ࡶࡗ࡚࠸ࡅࢀࡤࠊ㠀ᖖࡇ࠺࠸࠺◊✲࠸࠺ࡢࡣពࡀ࠶ࡿࡇᛮ
࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦ⥆ࡅ࡚ᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓࡔࡅࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᮏ᪥ࡣ࠺ࡶࠊ࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ⸨㔝㒊㛗ࠊ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
⸨㔝㸸ᮏᙜࠊ᪥ࡣ࠸࠸ຮᙉࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋඛሙࡽࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࠊ
ࡶ࠺ᑡࡋಖ⫱ᅬࡢᶵ⬟ࢆࠊᏊࡶࡢ᭱ึࡢぢᏲࡾࡢࡁࡗࡅά⏝࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡈᥦ
ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡸࡣࡾࠊࡑࢀࡒࢀ⌧ሙ࡛㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࢫࢱࢵࣇࡣࠊලయⓗ࡞ၥ㢟ព㆑ࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺Ꮫࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡇࡶព㆑ⓗࡸࢀࢀࡤࠊ௰㛫ࡶቑ࠼ࡲࡍࠋࢧ࣮ࣅࢫ࣓ࢽ࣮ࣗ
࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ♫ࡢయࡢ⌮ゎࡶ㐍ࡴᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ 5 ᖺ㛫ࢆษ
ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ᪂⏣ㄢ㛗࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

᪂⏣㸸⚾ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁᏛࡢࡇࡀศࡾࡲࡋ࡚ࠊ㠀ᖖຮᙉ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࢁࡀឤ
࡛ࡍࠋ⾜ᨻࡢ࠺ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣ࠸ࢃࡺࡿࠊᏛࢆࡣࡌࡵࡋࡓㄪ
ᰝ◊✲ᶵ㛵ഃࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢽ࣮ࢬ࠺࣐ࢵࢳࣥࢢࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠺ࡋ࡚ࡶ⾜ᨻ࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࢀࢆ࠺ලయⓗ⟇άࡏ࡚࠸ࡅࡿࡢ࠸࠺どⅬ
࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࠾㢪࠸ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୍᪉ࠊ◊✲ࡣᚲࡎࡋࡶᡂᯝࡔࡅࡀ➨୍࡛ࡣ࡞࠸
࠸࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ࠺ࡇࢀࡽࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸
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࠺ࡇࢁࡀ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡓࡔࠊᆅᇦࡢ୰࡛ࡣᏛ㐃ᦠࡋࡓࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
ྲྀࡾ⤌ࡳࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚋࡶቑ࠼࡚࠸ࡗ࡚ࠊࡸࡣࡾ⾜ᨻ
ࡋ࡚ᆅᇦࡀࡼࡾఫࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡀᐇ⌧࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࢀࡀ᭱ࡢ┠ⓗ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ
ࡐࡦࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆࠊ⚾ࡶࡣ㢪ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᑠᯘ㸸ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ᰿ᓊㄢ㛗ࠊ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

᰿ᓊ㸸᪥ࡣࠊᮏᙜ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋඛ㈝⏝㈇ᢸ࡛ࡍࠊዎ⣙ࡢヰ
ࡀฟ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡀゝࡗࡓࡼ࠺ࠊ࠾࠸┦ᡭࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ᙧ࡛
࠸࠸ࡢ࡞࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᏛࡶ࠶ࡿព◊✲ࡢࡓࡵ⮬యࡢ᪉ࠎ࡞
ࢆ⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ⮬యࡢ᪉ࠎࡶࠊᏛࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠸࠸
ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡓࡔࠊඛ࠾ヰࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊࡶࡋఱ≉ᐃࡢࡇࢆࡸࡗ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶
ࢀࡤࠊࡇࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠊࡸࡗ࡚࠸ࡿ◊✲ࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡣูࠊཷク◊✲࡞ࡾ
࡛⥾⤖ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶྍ⬟࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡸࡾ᪉ࡶ࠶ࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ◊✲ᨭ
ࡢࡇࢁࡢ▱㆑ࡢࡇࢁ࡛ࠊࡸࡣࡾࠊඹྠ◊✲࡛ࡍཷク◊✲ࡢዎ⣙ࡢ▱㆑࡛ࡍ
ࡶᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡢࢧ࣏࣮ࢺࡶ࡛ࡁࢀࡤᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡕࡻ࠺㐌ࠊ⤒῭Ꮫ㒊ࡢඛ⏕ࡢࠊཷク◊✲ࡢ௳ࡢዎ⣙ࢆぢ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࠕඛ⏕ࠊ
ࡇࡢཷク◊✲ࡢዎ⣙࡛ࡍࠊ୍ษ◊✲ᡂᯝࡀⓎ⾲࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ዎ⣙࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍࠖ࠸࠺ࡩ࠺⪺ࡁࡲࡋࡓࡽࠊࠕ࠸ࡸࠊࡑࢀࡣẼࡀࡘ࠸࡚࠸࡞
ࡗࡓࠖࠊࠕ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲࡛ࡁ࡞࠸ᅔࡿࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠸ࡲࠊዎ
⣙ࡢ᮲㡯ࡢኚ᭦ᡭ⥆ࡁࡢㄪᩚࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁ࡛ࡶᙺ❧࡚ࡿࡼ࠺ࠊ
ㄢဨࡶࡶ▱㆑ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊᑠ᳚ࡉࢇࠊ࠺ࡒࠋ

ᑠ᳚㸸᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋึࡵ࡚◊✲ࡢഃࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᰿
ᓊㄢ㛗ሗ࿌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ᪥ࡣࢭࣥࢱ࣮ࡢࡲ࡛ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿ⮬య
ࡢ᪉ࠎࡽࡢឤࡀ୰ᚰࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢᚋࠊ࠸ࢁ࠸ࢁࡈឤࡀఛ࠼ࡿ࠺ࢀࡋ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ◊✲ᨭ⪅ࡢ❧ሙࡽࡋࡲࡍࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⌧ሙࠊ࠾࠸ఝࡓࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚
࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾ⮬ศࡢ㊊ඖࡢㄢ㢟࠸࠺ࡶࡢࢆ࡚ࡶษࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ඹ㏻㡯ࡢࡇࢁ࡛ࠊ⚾ࡶ⌧ሙ㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࣞ࣋ࣝࢵࣉ
࠸࠺ࡇࢁ㈉⊩࡛ࡁࡓࡽࡼ࠸࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᑠᯘ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ᳃⏣ඛ⏕ࠊ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

᳃⏣㸸ᅇࠊ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ♫⚟♴ࡢᐇ㊶◊✲
࠸࠺ࡁࠊ࠶ࡲࡾࡲ࡛ࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡢᐇ㊶◊✲࠸࠺ࡩ࠺࡞ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠸࠺
ࡢࡣ࡞ࡗࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ≉ᅇࡢ◊✲ࡢ࡞࡛ゝ࠼ࡤࠊ♫⚟♴ࡢ୰ࡢᨻ⟇ᙧᡂࠊࢯ࣮ࢩ
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࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ୰ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢡࢩࣙࣥࠊ♫⚟♴◊✲࡛࡞࡞࠶ࡲࡾᒎ㛤ࡋ࡚ࡇ࡞
ࡗࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿ✀ࡁࡃኚࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
⌧௦♫ࡔࡽࡇࡑࠊࡇࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ᪂ࡋࡃࡇ࠺࠸࠺ศ㔝╔ᡭࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ
ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃࠊ᪂ࡋ࠸ྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊ
᪥ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ⮬యࡢ༠ാࡢ࠶ࡾ᪉࠸࠺ࡶࡢࢆ㆟ㄽ࡛ࡁࡓࡇ࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ᖖ
⯆῝࠸ࡶࡢࡔࡗࡓ࠸࠺Ẽࡀࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᑠᯘ㸸ࡣ࠸ࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ⚾ࡣ≉ឤࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࠊ㡹ᙇࡾࡲࡍ࠸࠺ࠊࡑࢀࡔࡅ⏦ࡋୖࡆ࡚ࠊࡈ࠶࠸ࡉࡘ
௦࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏᙜࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡈពぢࢆ㡬ࡁࡲࡋ࡚࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢඛ⏕᪉ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡛ࡣࠊ᭱ᚋࠊ⛅ඖඛ⏕࠾㏉ࡋࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ྖ㸸㛗㛫ࢃࡓࡗ࡚ࠊሗ࿌⪅ࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࠊࡑࡋ࡚ཧຍ⪅ࡢⓙᵝࠊ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚㛵ࢃࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠼ࡤࠊࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛࠸ࡃࡘࡢ⮬యࡢ᪉ࡀ᮶࡚ࠊ
◊✲⪅ࡶධࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡛㆟ㄽࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊᐇࡣ⪃࠼࡚ࡳࡲࡍࠊ1 ᑐ 1 ࠸࠺ࡢࡣ࠸ࢁ
࠸ࢁ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇ࠺࠸࠺ሙ࠸࠺ࡢࡣ㏫࠶ࡲࡾ࡞ࡗࡓᛮ
࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࠊᙧࢆࡘࡃࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡇࢀࡽ
Win-Win ࡢ㛵ಀࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡦࡘࡢ࠶ࡾ᪉࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠊぢ࡚࠸࡚ᨵࡵ࡚ᛮ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
 ᪥ࡣ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠶ࡽࡓࡵ࡚ሗ࿌⪅ࡢ᪉ࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ᪉
ᢿᡭࢆࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㈨ᩱ 3

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

♫⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ሗ࿌᭩
㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ᐇ㸧

ᖹᡂ 26 ᖺ 5 ᭶

1







಼ຳࠓݸባቊቅϜᫌᆃᇿካᾷᾃ̵ ύᾷᾡὼὪᾤ

ଐ    ࠰  உ  ଐᲢஙᲣᲪ᳸ᲱᲪᲢ Ӗ˄ڼᲣ
 ئ  ிබܖٻႉޛǭȣȳȑǹ  ӭ  ᚡࣞțȸȫ
ṒʁổổỖṗṢṠṚ ಼ΫᧀΫᆆ࢘ ṟṗṜṢṗṜṚṓ

 ܭՃ  Ӹᆉࡇ     Ӌьᝲ  ૰



಼ຳࠓݸባቊቅϜᫌᆃᇿካᾷᾃ̵ὀẩबષ ṛṣ भॄὙὛᔬຖϰἹἿἼὙᇿካᾛᾱὼὫέᾌὣᫌἨ

ἷἨἰẪθभॄἜὀẩᦼቶࠓᆻịૃᄣᆋᇿካܒᆱজષூ୯ΖංỌἿὣדἢẩị᱔ᵨᒊẩᬣ࠶ᒊẩࠄ
ἺὓἿቅϜᆋࠑዉἼࡠἪࠠὛூ୯ậᔬዉூ୯ἼἪᏫװᆋᇿካỌὣबષ Ṝṣ भॄἸἨἪẪ
θۂἿύᾷᾡὼὪᾤἸὀẩịቅϜባቊἼἛἢԙடᠮἹᾑᾇᾌᾳ̵έỌἹᯃἨẩ௹࠼ὣͳোἼҪᰚᆋἻ
ᾛᾱὴᾭᾤ
ࠞήὦὣᫌἦὝἷἕήὦ̵ᆆ֔ࠉឤٟᇀᠮώᾊ̵ύᾫᾷ᫅Ἷት࢘รࠄ๛Ἴἥ᠏ཨᮩἠἹӀἼẩ
কᾷᾃ̵ׯᾪᾏᾇᾌἿؐܢἹᾋὧώὯᾇύᾫᾷὣΓࠪἨἷἛὛἪẪ

ṛṞṤṚṚṗṛṞṤṛṚ
ṛṞṤṛṚṗṛṟṤổṚ

ᫌϜଫଝẩఐៜట

ᄈ టᑣế಼ຳࠓݸƈᾷᾃ̵᫅Ề

᠏ཨịࠞήὦἿἵἻἝՆƆឤٟᇀᠮἹౢἨἿЩѡ࠱ἿᣁἜ̵Ọ
ት࢘รࠄ๛ ഄॵϜቅήὦ̵ᆆ֔ࠉឤٟᇀᠮώᾊ̵ύᾫᾷχגᏵ
নậ᫅

ት࢘รࠄ๛Ꭽι
ṛṣṣṜ भὙὛ֑ᅯຢαࢸϜᆆ֔ࠉឤٟᇀᠮώᾊ̵ύᾫᾷἼիգẪ
ṜṚṚṛ भếबષ ṛṝ भỀಇϜቅήὦ̵ếἼഄॵϜቅήὦ̵Ἴݪ౹ỀὣឥዉẩႲᒭẪ
ṜṚṚṣ भếबષ Ṝṛ भỀṛṛ ಆ ቅϜᡞၿூ୯ᡝۄịबષ Ṝṛ भॄ ቅϜᡞၿᒊỌ
ṜṚṛṚ भếबષ ṜṜ भỀṝ ಆ ṛṠ  ṗ ịᾛᾱᾙὫᾇύᾫᾎᾯ ξΖἿҏǗἺὤἻἹἸὓẩ؞ὀᤔἠǗỌếṸṲṵ Ꮻװᾊᾰᾗὼᾫ
ᾷỀἼԅཨẪ
ṜṚṛṛ भếबષ Ṝṝ भỀṡ ಆẩ௹࠼ὙὛឝὣדἢẩιᠮὕ֑ᅯἿᆸ៦Ἷἰὒẩᧀڀો࢘ᾓὨᾈἼịౢἨἿЩѡ࠱ỌὣὮ̵
ᾛᾷẪ಼Ϋᧀ௹࠼ὣͳোἼឤٟᇀᠮậࢄࠞιᠮூ୯ឤٟιᠮΖංὣᫌἨẩịᆆ֔ࠉࠞᾠᾭᾷᾊὧὦἿϜỌ
ịṝṚ भἿ֑ᅯἿ߈ὣᒈἙϜỌἿὌἜẩ಼Ϋݸ֑ࠄޞ᭹चի᠏ओὕ௹࠼ιᠮό̵ᾗώΖංᒊ֠ᠪϜԵϜ
᫅ἹἨἷὓἥໄᣨͳẪᗵ౼ ἼọࠞήὦἿͤ৩ᠪἻՆỎ ֑ࠓ౼ᬅἻἺݳẪ

ổṟẮổỔǗổộẮỖỔ
ϛ
ổộẮỖỔǗ ύᾷᾡὼὪᾤịቅϜባቊἼἛἢԙடᠮἹᾑᾇᾌᾳ̵έỌ
ί̵ᾋὧᾑ̵ᾃ̵
᧼ࠄ ҫ͜ếႵậสקὴᾯ̵ᾛᇿካχỀ
ᾕᾑᾮώᾌ
ᄈ టᑣếࠄἺὓᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ
ೋ ᕠΗế᱔ᵨᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ
᱔࢘ ᆷෑếᬣ࠶ᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ
ίᾥᾷᾊ̵ᾃ̵
ት࢘ รࠄếഄॵϜቅᆆ֔ࠉឤٟᇀᠮώᾊ̵ύᾫᾷχגᏵনậ᫅Ề
ᇺ ࠄếᗖᮩᇷಓࠓݸỀ
ṛớẮỔỔ ᫊Ϝ
ṛṡṤṝṚ ὙὛẩṢ ת۟ͣᯟܕἼἷẩΦϜὣᜊἕἪἿἸἥՉἠἱἦἕẪ
3





࠙ ㅮ₇ ࠚ


ࠕᅾᏯࢣࡢࡘ࡞ࡀࡿຊࠖ
̿ ゼၥ┳ㆤᬽࡽࡋࡢಖᐊࡢᐇ㊶ࡽ ̿

⛅ඖ ṇᏊ
㸦ᰴᘧ♫ࢣ࣮ࢬⓑ༑Ꮠゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ௦⾲ྲྀ⥾ᙺࠊ⤫ᣓᡤ㛗㸧

4



ྖ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊㅮ₇ࢆጞࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏ᪥ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ
ࡣ⛅ᒣṇᏊඛ⏕࡛ࡍࠋᰴᘧ♫ࢣ࣮ࢬⓑ༑Ꮠゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡾ⤫
ᣓᡤ㛗࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏ᪥ࡢ㓄ᕸ㈨ᩱࡢ 2 ࣮࣌ࢪ┠ඛ⏕ࡢ⡆༢࡞␎Ṕࢆᥖ㍕ࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ⛅ᒣඛ⏕ࡼࢁࡋࡃ
࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
⛅ᒣ㸸᪥ࡣᮾὒᏛ࡛࠾ヰࡋ࡛ࡁࡿᶵࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ᮏᙜගᰤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
⚾ࡣࡶࡶಖᖌࠊຓ⏘ᖌࠊ┳ㆤᖌ࡛࠶ࡾ་⒪ࡢ㛵ಀ⪅࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࠊ་⒪⚟♴
࠸࠺ࡢࡣᮏᙜ༠ാࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸௦࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣࠊ་⒪ࡢᐇ㊶ࡢ
ሙࠊࡋࡶᅾᏯࡢሙࡽぢ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢆᑡࡋ࠾ヰࡋࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
᪥ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠕᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢ୰ࡢࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ࠺ࡽᶒ᧦
ㆤࡀ࠺ぢ࠼ࡿ࠸ࡗࡓヰ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋලయⓗ࡞ᶒ᧦ㆤࡑࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࡢヰ
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡑࡢ㎶ࡾࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔ࠸ࡓୖ࡛࠾⪺ࡁ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒
ᮏ᪥ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠕᅾᏯࢣࡢࡘ࡞ࡀࡿຊࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡀࡇࢀࡲ࡛ 3 ฟࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠗᅾᏯࢣࢩ࣮ࣜࢬ࠘ࡢ 2 ┠ࡢᮏࡢ㢟ྡ࡛ࡍࠋ་Ꮫ᭩㝔ࡽฟ∧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊࡈ⯆ࡀ࠶ࡗࡓࡽㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㈨ᩱࡢ 4 ࣮࣌ࢪ࠶ࡾࡲࡍࠊࢫࣛࢻ 2㸪3㸪4 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠊ㝔ࡢ௦ࡽᆅ
ᇦໟᣓࢣࡢ௦ྥࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡢ㈨ᩱࡢ᭱ᚋࠗࠕ㝔࠶ࡾࡁ࡛ࠖ࡞࠸㐃ᦠᣐⅬ
࡙ࡃࡾ࠘ࡢグࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᆅᇦ
ໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒࠸࠺ࡢࡣ 5 ࡘࡢせ⣲ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋㆤ࣭་⒪࣭ண㜵࣭⏕ά
ᨭ࣭ࡍࡲ࠸ࡢ 5 ࡘࡢせ⣲ࡀ᪥ᖖ⏕άᅪᇦ 30 ศࡢࡇࢁ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᚐṌ࡛ࡶ⮬㌿㌴࡛
ࡶ㌴࡛ࡶ 30 ศ࠸࠺ࡇ࡛㸦ྛᆅᇦ࡛ከᑡ㐪࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸧
ࠊࡑ࠺࠸࠺ᅪᇦࡢ୰ໟᣓ
ⓗ࡛ࢺ࣮ࢱࣝࠊࡑࡋ࡚ᑦୟࡘࠊษࢀ┠࡞ࡃࢧ࣮ࣅࢫࡀᚓࡽࢀࠊࡁࡕࢇぢᏲࡾࡀ࡞ࡉࢀࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ᆅᇦࢆసࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀ
ࡣỴࡋ࡚㧗㱋⪅ࡢࡳࡢᨭ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ࢫࣛࢻ 2 ࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᅗࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
࠙ᆅᇦໟᣓࢣࡢ㸳ࡘࡢ
どⅬࡼࡿྲྀ⤌ࡳࠚࡢյࠕ㧗㱋⪅࡞ࡗ࡚ࡶఫࡳ⥆ࡅࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࣂࣜࣇ࣮ࣜࡢ㧗
㱋⪅ఫࡲ࠸ࡢᩚഛ㸦ᅜබ┬㸧ࠖ࠶ࡾࡲࡍࠋ㧗㱋⪅ྥࡅ࡚ࡢᑐ⟇ࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࡀࠊࡑ
࠺࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᮏᙜࡣࠊ࡚ࡢேᑐࡋ࡚ࡇ࠺࠸ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒ࡀᩚ࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡎࡣ㧗㱋⪅ၥ㢟࠺ࡋ࡚ࡶ㝈ᐃࡉࢀ࡚ㄒࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇࡔᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢᅗࢆᑡࡋ㐍ࡉࡏ࡚ࠊᛂ⩏ሿᏛࡢ⏣୰ඛ⏕ࡀᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᅗ㸦ࢫ
ࣛࢻ 3㸧ࢆ♧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋఫࡲ࠸࠸࠺ࡢࡣࠊ୍␒ᇶᮏⓗಖ㞀ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊ5 ࡘࡢせ⣲ࡀᆒ➼୪ࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫࡲ࠸ࡀ࣮࣋ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢୖ 4 ࡘࡢ
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せ⣲ࡀ୪ࡧࠊࡋࡋࡑࢀࡀࣂࣛࣂࣛാ࠸࡚ࡣᅔࡿࠊࡑࢀࡒࢀࡀ㛵㐃ᛶࢆࡶࡗ࡚ࠊ⾜ᨻࡶ
⤡ࢇࡔᆅᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ࢣࡁࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⏕ࡲࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡋࡋࡑࢀࡀࡶ࠺ᑡࡋ㐍ࡋ࡚ࡃࡿࠊఫࡲ࠸ఫࡲ࠸᪉ࡀ᳜ᮌ㖊࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢ୰
㣴‶ࡕࡓᅵࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇࡽⴥࡗࡥࡀ⏕࠼࡚ࡃࡿ࠸࠺ᅗ㸦ࢫࣛࢻ 4㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ୍␒ୗ࠶ࡿᐙ᪘ࡢ㑅ᢥᚰᵓ࠼ࡢ㒊ศࡀ⮬ᕫỴᐃᨭ࡛ࠊሗࡀ༑ศ࠼ࡽࢀ࡚ࠊ
ᮏேࡸᐙ᪘ࡀᮏᙜ࠺ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡇࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀἢࡗ࡚ᚰᵓ࠼ࠊ
࠶ࡿேࡣぬᝅࡉ࠼ゝ࠸࠼ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࡢୖ❧ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽ⮬ศࡣࡢࡼ࠺
ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊࡑࡢࡓࡵ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせ࡞ࡢ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ୍␒ୗᇶᮏ
ⓗ࡞࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᚎࠎᆅᇦໟᣓࢣ
ࢩࢫࢸ࣒࠸࠺ࡢࡣࠊ⏝ㄒࡀኚࢃࡗࡓࡾࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠊᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋࡇࢀ
ࡌࡻ࠺ࢁ㸦ዴ㞵㟢㸧࡛Ỉࢆࡅࡓࡾࠊᶓ࡛ぢᏲࡾࢆࡋࡓࡾ࠸࠺ࢣ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡉࢇ
ࡸᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛵ࢃࡾࢆᥥࢀࡓᅗࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࢫࣛࢻ 5 ࡣࠊᖺ⛅㡭ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊఫࡲ࠸ࡢࡇࢁᮏே࣭ᐙ
᪘ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢఫࡲ࠸ࡣ⮬Ꮿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸⏕άࡢࢫ࣮࣌ࢫࡶఫࡲ࠸ࡢ୰ධࡿࠊࡑࡋ࡚་
⒪ࡶࠊㆤࡶࠊ⏕άᨭㆤண㜵ࡶࠊᚲࡎ▮༳ࡀ࠶ࡗ࡚ࡘ࡞ࡄேࡀ࠸࡚ࠊࡇࢀࡀ࠺ࡲࡃࡘ
࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇࡢ⤌ࡳࡣື࠸࡚࠸ࡁࡲࡏࢇࠋࡑࢀࢆ࡚බⓗ࡞㈨※ࠊබⓗಖ㝤࡛㈥࠺
࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶ࠺ᑡࡋண㜵ⓗ࡞どⅬࡶྵࡵ࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡢ᪂ࡋ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍
࠸࠺᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᨭࢆࡍࡿࡢࡣ㧗㱋⪅࡞ࡢࡔࡅࢀࡶࠊᨭࢆࡉࢀࡿࡤ
ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ศ㐩ࡶ࠾࠸ຓࡅྜࡗ࡚ᨭࢆࡋ࠶࠸ࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ᆅᇦ㈨※ࡢ㛤Ⓨࡀ࡞
ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚㌟㏆࡞ከᵝ࡞㏻࠸ࡢሙࡀ⏕ࡲࢀࠊከᵝ࡞⏕άᨭࡀ࠶ࡾࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅせㆤ
≧ែ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ண㜵ࡢどⅬࡶධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅᇦᨭࡀᑡࡋ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠊ2025
ᖺၥ㢟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠊᅋሢୡ௦ࡀᚋᮇ㧗㱋⪅࡞ࡿࡁࡣࠊேࡽఱࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛ᆅᇦᨭཧຍࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳࡀᆅᇦࡢ୰࡛సࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࢫࣛࢻ 7 ࡢᅗࡀࡑࢀࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᅾᏯ་⒪ࡢయไ
⚾ࡣ་⒪ࡢ⌧ሙ࡛ാ࠸࡚ࡁ࡚ࠊᅾᏯࠊゼၥ┳ㆤࢆ 20 ᖺࡸࡾ࡞ࡀࡽࠊࡣᑡࡋண㜵ࡢࡇ
ࢁຊࢆධࢀࡓࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖ࠸࠺┦ㄯᨭࡢሙ࡛ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽ
ࡢ་⒪ࡢᅾࡾ᪉࠸࠺ࡶࡢ࡚ࡶ῝ࡃ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋタࡽᆅᇦࠊ་⒪ࡽ
ㆤ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ་⒪ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᶵ⬟ศࡋࠊ୍⯡ᗋ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࡽࠊ
ࡑࢀࡒࢀᶵ⬟ศࡋ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡞་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢࡍࡁ㛫ࢆ
ᇙࡵࠊ┦ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊ㝔⮬యࢆࡁࡃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃㆤࡢ㒊ศࢆᡭཌࡃࡋ࡚࠸
ࡃࠊࢫࣛࢻ 7 ࡢྎᙧࡢᅗࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱୰
࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࠸ࡗࡓὶࢀࡢ୰࡛ࠊࢫࣛࢻ 8 ࡢࠕᅾᏯ་⒪ࠊㆤࡢ᥎㐍ࠖࡀᖹᡂ 24 ᖺᅜࡢᨻ⟇
ࡋ࡚ᙉࡃᢲࡋฟࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࠕᅾᏯ་⒪࣭ㆤ࠶ࢇࡋࢇ 2012ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ
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ฟࡉࢀࡓࡇ࡛ࠊᖹᡂ 24 ᖺࡣ᪂ᅾᏯඖᖺࡤࢀࡲࡋࡓࠋඛࡢᅗ㸦ࢫࣛࢻ 7㸧ࡶ
࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊタ୰ᚰࡢ་⒪ㆤࡽྍ⬟࡞㝈ࡾఫࡳ័ࢀࡓ⏕άࡢሙ࠾࠸࡚ᚲせ࡞་
⒪࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡀཷࡅࡽࢀࠊᏳᚰࡋ࡚⮬ศࡽࡋ࠸⏕άࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿ♫ࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺
ࡇࡀᡴࡕฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᆒᑑࡀ㠀ᖖᘏࡧ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᗣᑑ࠸࠺⪃࠼᪉
ࡽࡍࡿዪᛶࡀ 73 ṓࠊ⏨ᛶࡀ 70 ṓゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᕪᘬࡀዪᛶ 13 ᖺࠊ⏨ᛶ 10 ᖺ
࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ 13 ᖺࠊ10 ᖺ࠸࠺㛗ࡁࢃࡓࡗ࡚せㆤ≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࡛ࡁࡿࡔࡅᗣᑑࢆᘏࡤࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡓࡔ㛗⏕ࡁࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠊࡶ࠺ᑡࡋ୰㌟ࢆ⪃࠼ࡼ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ୍⎔ࡋ
࡚ࡇ࡛᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࠸࠺ࡇࠊ┳ྲྀࡾࡢሙ࠸࠺ࡶࡢࡀ࡚ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ࡢ
ࡋࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋఱᨾ࠸࠺ࠊᖺ㛫 120 ࡢேࡀஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ2025 ᖺ௨
㝆ࡣࡑࢀࡀ 160 ேࠊ170 ே࡞ࡿࠊࡑ࠺࡞ࡗࡓࡁ᭱ᮇࢆࡢࡼ࠺㐣ࡈࡋࠊࡢ
ࡼ࠺ࢣࢆཷࡅࡿࠊぢ㏦ࡿࠊ┳ྲྀࡽࢀࡿ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿᛮ
࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡶࠊ་⒪ㆤࢆ୍యⓗ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊ࠺ࡸࡗ࡚ᨭ࠼࡚࠸ࡃ
ࡢᑐ⟇ࢆ⦎ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵࠊண⟬㠃࡛ᑐᛂࡋࠊไᗘⓗ࡞ᑐᛂࡀࡉࢀࠊ
デ⒪ሗ㓘ࠊㆤሗ㓘ࡢྠᨵᐃࡀᖹᡂ 24 ᖺ⾜࡞ࢃࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ་⒪ἲࡶࡍ࡛
ᅜࢆ㏻ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠸ࡼ࠸ࡼᅾᏯ་⒪ࡢຍ㏿ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
ไᗘⓗᑐᛂࡋ࡚╔┠ࡋࡓ࠸Ⅼࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣࡢ୰࡛ࡢᅾᏯ་⒪ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡣࠊࡶ
ࡗᆅᇦᐦ╔ࠊᑠࡉ࡞ᆅᇦ࡛⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡛ࡍࠋ㒔㐨ᗓ┴༢࡛❧࡚ࡓ་⒪
ィ⏬ㆤಖ㝤ᴗィ⏬ࠊࡘࡲࡾ༊ᕷ⏫ᮧ࡛ࣞ࣋ࣝࡢィ⏬ࢆ⧊ࡾ㎸ࡳࠊࡑࡢ㔜せᛶࢆグ㍕
ࡋࡓᅾᏯ་⒪ࡢయไᵓ⠏ಀࡿᣦ㔪ࢆᥦ♧ࡋࠊᖹᡂ 25 ᖺࡽ 5 ᖺ㛫ࡢ᪂ィ⏬ࢆᅾᏯ་⒪ࡢ
యไᩚഛ࡛సࡾୖࡆ࡞ࡉ࠸ࠊ࠸࠺ᐟ㢟ࡀᖹᡂ 24 ᖺ♧ࡉࢀࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣ㠀ᖖ࠶ࢃ࡚࡚
࠸࠸ࡲࡍࠊ࡞ࡾࡇࡇ࡛ຊࢆධࢀ࡚ࠊᖹᡂ 25 ᖺࡽࡢ᪂ィ⏬ࡀືࡁጞࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ๓
ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡇࢁࡣ࠶ࡲࡾៃ࡚࡞ࡃ࡚ࡶ῭ࢇࡔࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊྲྀ⤌ࡳࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࢁࡣࡇࢀࡀ࡚ࡶኚ࡞సᴗ࡛࠶ࡗࡓ⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ᅾᏯ་⒪ࡢ᥎㐍࠶ࡓࡗ࡚ࠊලయⓗࡢࡼ࠺࡞యไࢆసࡿࢆ♧ࡋࡓࡢࡀࢫࣛ
ࢻ 9 ࡢᅗ࡛ࡍࠋࡇࡢᅗࡣࠊࡇࢀࡔࡅぢࡿ࡞ࢇ࠸࠺ࡇࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊᐇࡣ࡚ࡶ
ࡁ࡞ពࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋఱᨾ࠸࠺ࠊࡓ࠸࡚࠸୍␒➃㝔ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇࡽᅾᏯ
ྥࡗ࡚㏥㝔ᨭࡢㄪᩚࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚ᅾᏯ་⒪ࡀጞࡲࡿ࠸࠺⤮ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡋࡋ
ࡑࢀࢆࡸࡵ࡚ࠊᅗࡢ┿ࢇ୰᪥ᖖࡢ⒪㣴ᨭࢆ࠶ࡆࠊከ⫋✀༠ാࡼࡿᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡢ⏕ά
ࢆᨭ࠼ࡿどⅬࡽࠊ་⒪ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ᙧࡀᥥࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ་⒪࠸࠺ࡢࡣ࠺ࡋ࡚ࡶ་ᖌࢆ㡬Ⅼࡋࡓࣆ࣑ࣛࢵࢻᆺ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ከ⫋✀༠ാ࠸࠺⚟♴ࡢୡ⏺࡛ࡣᙜ↛࡛ࡍࡀࠊ་⒪ࡢୡ⏺࡛ࡇࢀࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡢࡣ࡞ࡾ
ࡢດຊࡀᚲせࡉࢀࡲࡍࠋࡇࡢከ⫋✀༠ാࡼࡿᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿほⅬࡽࡢ་
⒪࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࢀࡶ་⒪ࡽࡍࡿࠊࡲࡎࡣデ᩿ࠊ⒪ࡀ᮶ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ㒊ศࡢ⪃࠼
᪉ࢆኚ࠼ࡿ࠸࠺ࡢࡣ࡞࡞㞴ࡋ࠸࡛ࡍࠋ
ࠕ᪥ᖖࡢ⒪㣴ᨭࠖࡢ࡞࡛ࠊከ⫋✀༠ാࡢḟ
ࠊ⦆ࢣࡢᥦ౪ࡀᣲࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⦆ࢣ࠸࠺ࡢࡣࡀࢇࡢ᪉ࡢ⦆ࢣ࠸࠺
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࣓࣮ࢪࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡀࢇ࣭㠀ࡀࢇࢆၥࢃࡎ⤊ᮎᮇࢃࡿ≧ࢆ༑ศ⦆ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᪥ᖖࡢ⒪㣴ᨭࡢ 2 ࡘ┠⦆ࢣࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢ
ࡣ⏬ᮇⓗ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ᐙ᪘ࡢᨭࡀ⾜࡞ࢃࢀࡲࡍࠋࡑࢀࢆ⾜࠺ሙᡤࡣࠊ㝔࣭デ⒪ᡤࡶྵ
ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋᅾᏯ་⒪ࡢయไ࡞ࡢ㝔࣭デ⒪ᡤࡶྵࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ㝔࣭
デ⒪ᡤࡶ♫㈨※ࡢ 1 ࡘࡋ࡚ᆅᇦࡢ㈨※࡛࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡾ⪃࠼᪉ࢆኚ࠼࡞࠸ࠊᅾᏯ་⒪ࡢ୰ᚰࠕ᪥ᖖࡢ⒪㣴ᨭࠖࢆ⨨ࡃ
࠸࠺Ⓨࡣฟ࡚ࡇ࡞࠸ᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚యㄪࡢኚࡀ࠶ࡗࡓࡁ࠺ࡍࡿ࡛ࡍࡀࠊ
ఱ࠶ࡗࡓࡽ㝔ࡍࡄ㏦ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅾᏯ⒪㣴⪅ࡢᛴኚ࠾ࡅࡿ⥭ᛴ デయไࡀ࠶
ࡾࠊࡲࡎࡑࡢேࡀ࠸ࡿሙᡤ་⒪ࢆᒆࡅࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ḟࠕධ㝔ᗋࡢ☜ಖࠖ
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋఱ࠶ࡗࡓࡽᩆᛴ㌴ࢆࢇ࡛㝔࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᛴኚࡢ
ࡁᅾᏯ࡛ᑐᛂࡍࡿࠊࡑࢀࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࣂࢵࢡ࣋ࢵࢻࡀ࠶ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡋ
ࡋࠊ㛗ࡃධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࡀ㉳ࡇࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࡲࡓᚋ࡛ࢆ⤂ࡋ࡞ࡀ
ࡽㄝ᫂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊධ㝔ࡋࡓࡋ࡚ࡶ࡞ࡿࡃ᪩ࡃᖐࢀࡿࡼ࠺ㄪᩚࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋධ㝔་⒪ᶵ㛵ᅾᏯ་⒪ࢃࡿᶵ㛵ࡢ༠ാࡼࡿ㏥㝔ᨭࢆ
ᐇࡋࠊඖࡢ᪥ᖖࡢせᨭᡠࡾࠊࡑࡋ࡚┳ྲྀࡾࡢయไࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ┳ྲྀࡾࡶࠊ
ࠕఫࡳ័ࢀࡓ⮬Ꮿࡢࡳ࡞ࡽࡎㆤタ➼ᝈ⪅ࡀᮃࡴሙᡤ࡛ࡢ┳ྲྀࡾࡢᐇࠖࡀ㔜せ࡛ࡍࠋ
ࡘࡲࡾ⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡑࡢሙࠊࡑࡢᆅᇦ࡛┳ྲྀࡿ࠸࠺ࡇࡀ࡚ࡶ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇ
ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᅾᏯ་⒪ࡢయไࢆᩚഛࡋࠊ࢚ࢪࣥࢢࣥࣉࣞࢫ㸻ࡑࡢሙ࡛ࠊ
࡛ࡁࡿࡔࡅ⮬ศࡀᮃࢇࡔᆅᇦ࡛ࡢே⏕ࡢ⤊࠼᪉ࢆᛂࡋࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ゼၥ┳ㆤࡢᙺ
ࡇࡢ୰࡛ࠊ⚾ࡀࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣゼၥ┳ㆤ࡛ࡍࠋゼၥ┳ㆤ࠸࠺ࡢࡣ 65 ṓ௨ୖࡢㆤ
ಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡀඃඛ࡛ࡍࠋࡋࡋᖺ㱋㛵ಀ࡞ࡃࠊᚲせ࠶ࢀࡤᏊࡶࡽ㉸㧗㱋⪅ࡲ࡛
་⒪ಖ㝤࡛ࡢゼၥ┳ㆤࡶ㐺⏝ࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊㆤಖ㝤ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡅࢀࡶୖ㝈ࡼࡗ
࡚ࡣࠊࡢࢧ࣮ࣅࢫࡶ࠸࡞ࡀࡽࠊゼၥ┳ㆤࡣ་⒪ಖ㝤࡛࠸࠺ሙྜࡶ࠶ࡾࠊಖ㝤ࡀ 2 ࡘ
⤡ࡳྜ࠺ࡓࡵ࡞࡞⌮ゎࡋ࡙ࡽࡃࠊ࠸ࡃ࠸࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡕࡽࡋ࡚ࡶࠊࡾࡘࡅ་ࡢᣦ♧᭩ࡀᚲせ࡛ࡍࡽࠊ་ᖌࡢ㛵ಀࡣ㠀ᖖ⥭ᐦ࡛ࡍࠋ
Ṕྐⓗ࡞ࡇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠊᖹᡂ 4 ᖺ⪁ேಖἲࡢᨵṇ࡛⏕ࡲࢀࡓ⪁ேゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮
ࢩࣙࣥไᗘࡀⓎ➃࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡁ᪥ᮏ་ᖌࡀࠊ་ᖌ㛵ಀ࡞ࡃ┳ㆤᖌࡀゼၥࡍ
ࡿࡣ࠺࠸࠺ࡇ⤖ᵓࡶࡵࡲࡋ࡚ࠊᣦ♧᭩࠸࠺ᙧ࡛་ᖌࡀᚲࡎࢃࡿࡇ࡛ᡂ
❧ࡋࡓ࠸࠺ࠊไᗘⓗࠊṔྐⓗ⤒㐣ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋㆤಖ㝤ࡢࡁࠊ་ᖌࡢᣦ♧᭩ࡣእࡋ
ࡓ࠸ᛮࡗࡓ┳ㆤഃ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡲࡲṧࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ་⒪ಖ㝤ࡶㆤಖ㝤ࡶ་
ᖌࡢᣦ♧᭩ࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡾࡘࡅ་ࡢ㛵ಀࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ព࡛
ࡣᐦ࡛ࡍࠋㆤಖ㝤ࡢ࠺ࡣࠊࢣ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡉࢇࡀࢣࣉࣛࣥࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࡢ
࡛ࠊࢣ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ་ᖌࡢ୧᪉ࡢചࡢୗ࠶ࡿ࠸࠺ᙧ࡞ࡾࠊᑡࡋㄪᩚ⬟ຊࡀⴠ
ࡕࡓゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㠃ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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 ࡛ࡣࠊゼၥ┳ㆤࡣ࣊ࣝࣃ࣮ࡉࢇ࠺㐪࠺ࡢࠊ࠸࠺ヰࡀࡼࡃ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊゼၥ┳ㆤ
ࡣ་⒪ⓗ࡞㠃ࡀᙉ࠸ࡢ࡛ࠊᑡࡋ≧ែࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓࡁ᪩┠ᑐฎࢆࡋࠊண㜵ⓗண

ࢆ

ࡋࠊᑡࡋᝏࡃ࡞ࡗࡓࡁ᪩┠᪩┠ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࠊࡇࢀࡀᮏᙜࡣᚓព࡞ࡣࡎ࡛ࡍࡀࠊᐇ
㝿ࡣᝏࡃ࡞ࡗ࡚ࡽ㢗ࡲࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵࠊ࡞࡞ࡇࢀࡀࡳ࠼ࡲࡏࢇࠋࡑࡇࡀ⚾ࡶ
࡚ࡶṑࡀࡺ࠸ᛮ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇ㝿ࡣࠊ㝔࣭タࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞㐃ᦠᙉࢆ๓ᥦゼ
ၥ┳ㆤࡀ࠶ࡾࠊ㝔ࡢ୰ࡢ་⒪ࡽᅾᏯ་⒪ࠊࡑࡋ࡚་⒪ㆤࡢᶫࢃࡓࡋࢆࡍࡿ
࠸࠺ᙺࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ᐙ᪘ᶵ⬟ࡀኚࢃࡾࠊㆤࡍࡿேࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤᐙᖐࡿ࡞
࠸࠺ࡢࡣ࡚ࡶ↓⌮ࡔ㝔ࡀ᭱ึࡽỴࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊᮏ
ேࡢពᛮࡣูࠊࢇࢇ㐪࠺㝔㏦ࡽࢀࡓࡾࠊタ㏦ࡽࢀࡓࡾࡋ࡚࠸࡚ࠊᮏேࡀ
ᒃࡓ࠸ሙᡤᖐࡿ࠸ࡗࡓᨭࡀ࡞࡞࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ 18 ᖺ
ࡢ་⒪ไᗘᨵṇࡼࡾࠊタࡶ୍㒊ゼၥ┳ㆤࡀฟࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᖹᡂ 24 ᖺࡢ་⒪ಖ
㝤ࡢᨵᐃ࡛እἩࡸ㏥㝔┤ᚋ་⒪ಖ㝤ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊゼၥ┳ㆤࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ࡞ࡿ
ࡃ⛣⾜ᨭࡀ᪩┠ࠊࡋࡶᅾᏯ࡛ࡢ⏕άࢆㅉࡵࡎᐃ╔࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡼ࠺ไᗘⓗ
ࡶᑡࡋኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ
ࡽ̿ࡑࡢձ  ṓ ከⓎᛶ◳ࡢ᪉ࡢሙྜ̿
 ࡉ࡚ࠊࡽࠊ⚾ࡀฟ₇ࡋࡓ 2010 ᖺ 3 ᭶ࡢ NHKࠕࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢὶࠖ
Ⓩሙࡍࡿ᪉ࠎࡢࢣ࣮ࢫࢆ࠾ヰࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ୍ேࡣࠊ6 ᖺ㛫ධ㝔ࡋ࡚࠸ࡓከⓎᛶ◳ࠊ
㞴ࡼࡿ㞀ᐖࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ᪉㸦ዪᛶ㸧࡛ࡍࠋࡇࡢ᪉ࡣ☜ᐃデ᩿ࡀ࠸࡚Ꮫ㝔
ධ㝔ࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⤒㐣ࢆ⤒࡞ࡀࡽࠊ㛗ᮇධ㝔ࡼࡿࢫࢺࣞࢫ࡛⮬Ꮿᖐࡾࡓ࠸ᙉࡃ
ᕼᮃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡈᐙ᪘ࡣ୍ᅇࡾ௨ୖṓࡢ㞳ࢀࡓ㧗㱋ࡢࡈே 2 ேᬽࡽࡋ
࡛࠶ࡾࠊࡋࡶࠊ࡚ࡶせồᗘࡀᙉࡃࠊࢼ࣮ࢫࢥ࣮ࣝࢆࡼࡃᢲࡍ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᲷࡢ┳
ㆤഃࡽࡍࡿࠊ࡚ࡶ࠺ࡿࡉࡃ㠃ಽ࡞ᝈ⪅ࡉࢇ࠸࠺ࡩ࠺ᫎࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ࡞࡞
ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸᪉࡛ࡋࡓࠋࡇࢇ࡞せồᗘࡀ㧗ࡃࠊᐙ᪘ࡢㆤຊࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᐙᖐ
ࢀࡿࢃࡅࡀ࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇࢆࠊ2 ᭶ࡅ࡞ࡀࡽ⮬Ꮿᖐࡗ
࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ࠺ࡋ࡚ࡑࢀࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡵ࡚࠸
ࡓ┳ㆤᖌࡀࠊ⪁ᖺ┳ㆤᏛࡢᑓ㛛┳ㆤᖌ㸦CNS㸧࠸࠺㈨᱁ࢆྲྀࡾࠊᏛ㝔ᑵ⫋ࡋ࡚㏥
㝔ㄪᩚ㒊㛛ࡢ❧ࡕୖࡆ㛵ࢃࡗࡓࡢࡀࡁࡗࡅ࡛ࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ࡣ⚾ࡢࡇࢁࡢඖࢫࢱࢵࣇ
࡛ࡋࡓࠋࡑࡢேࡀㄪᩚࡢࡓࡵ㝔ෆࢆᅇࡗ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊᲷࡢࣉ࣐࣮ࣛࣜ┳ㆤᖌࡀ㠀
ᖖᝎࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ヰࢆ⪺ࡁࡘࡅࠊᝈ⪅ᮏேࡶࡼࡃヰࢆ⪺ࡃ࠸࠺ࡇࢆࡲࡎ⾜࡞࠸
ࡲࡋࡓࠋࡸࡣࡾᮏேࡀ࠺ᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊ࠺࠸࠺ᕼᮃ࡞ࡢ࠸࠺ࡢࡣ࡚ࡶ࡛ࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᝈ⪅ࡀᮏᙜᐙᖐࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆឤࡌࡾࠊ㛫ࢆ
ࡅ࡚࠶ࡽࡺࡿᶵ㛵ㄪᩚࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ᪉ࡣ 53 ṓ࡛ࠊ40 ṓ௨ୖࡢㆤಖ㝤⿕ಖ㝤⪅࡞ࡾᚓࡿ࠸࠺ࠊ㞀ᐖࡔࡅࡣ࡞ࡾ
ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡇࡢከⓎᛶ◳࠸࠺㞴ࡶࠊ2 ྕࡢ⿕ಖ㝤⪅ࡢ୰ࡢ≉ᐃࡢ୰ࡣධ
ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ㞴ࡢ⟇࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋಖᖌࡉࢇࢆ୰ᚰࡋ࡚ᆅ
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ᇦࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊಖᖌࡉࢇാࡁࡅࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᨭࢆࡍࡿࡓ
ࡵ 3 ࡘࡢゼၥㆤᴗᡤ΅ࡋࠊ2 ࡘࡢゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀධࡿࡇ࡞ࡾࠊ⮬Ꮿ
ᖐࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᲷࡢ┳ㆤᖌࡉࢇ㐩ࡽࡣࠕ࠶ࢇ࡞ᡭ㛫ࡦࡲࡗࡓᝈ⪅ࡉ
ࢇࡢࡇࡔࡽࠊ1 ᪥ 2 ᪥࡛㡢ࢆୖࡆ࡚⤯ᑐ㝔ᖐࡗ࡚ࡃࡿᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡶࠊ1 㐌
㛫⤒ࡗ࡚ࡶ࠺ࢇࡶࡍࢇࡶ㟁ヰࡶࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࠊᖐࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࠋ࡚ࡶẼ࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
ᮏᙜࡕࡷࢇᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࠸࠺せᮃࡀฟࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ
࣮ࢩࣙࣥഃࡣࡑࡢពྥࢆཷࡅࠊ◊ಟ࠸࠺ᙧ࡛Ჷࡢ┳ㆤᖌࡉࢇ㐩ࢆཷࡅධࢀࡿィ⏬ࢆ❧
࡚ࠊྠ⾜ゼၥࡢᙧ࡛⾜ࡗ࡚ࡳࡿࠊᮏᙜᐙ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ
ࡋ࡚ࠊࠕ࠶ࢇ࡞ኚࡔᛮࡗ࡚࠸ࡓேࡀᐙ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡢ
ࠖᙉ࠸㛵ᚰࡀⱆ⏕࠼ࠊ◊✲Ⓨ⾲ࢆࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋఱࡼࡾࠊ࡚ࡶⰋ
ࡗࡓࡇࡣࠊᮏேࡢពḧࡀྥୖࡋࡓࡇ࡛ࡍࠋ㝔࡛ࡣࡍ࡚ࢆጤࡡ࡚ࠊ⮬ศ࡛ࡣఱࡶ
࡛ࡁ࡞࠸ேࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᐙᖐࡗ࡚ࡁࡓࡽࠊ⮬ศ࡛⮬ศࡢ㟁ື࣋ࢵࢻࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛ
࣮࡛ㄪ⠇ࡋ㸦㝔ࡢ࣋ࢵࢻࡣࣁࣥࢻࣝࢆࡄࡿࡄࡿᅇࡋ㢌㊊ࡢ㧗ࡉࢆㄪᩚࡍࡿࢱࣉ㸧
ࠊ௨
๓ࡣ࠾⭡ࡢㄪᏊࡀᝏࡃࡍࡄ࠾⭡ࡀᙇࡿ≧ែ࡛ࡋࡓࡀࠊ⮬ศ࡛ఱࢆ㣗ࡓࡽ࠺࡞ࡿ
࠸࠺ࡢࢆ◊✲ࡋጞࡵࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊ಟ⏕࠶࡞ࡓࡢయ㦂ㄯࢆࡐࡦヰࡋ࡚ࡋ࠸౫㢗ࡋ
ࡓࡇࢁࠊ
ࠕ⮬ศࡢࡇࡀ♫ࡢᙺ❧ࡘ࡞ࡽ႐ࢇ࡛ᘬࡁཷࡅࡲࡍࠋ⮬ศࡣࡲ࡛ே㒊
ࡸࡗ࡚ࡶࡽࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ꮡᅾࡔࡗࡓࡅࢀࡶࠊࡇ࠺ࡸࡗ࡚࣋ࢵࢻᐷ࡚࠸࡚ࡶேࡢ
ᙺ❧ࡘࡢࡣ࡚ࡶᎰࡋ࠸ࠖゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀࠊ⏕ࡁࡿពḧࡘ࡞ࡀࡗ࡚
࠸ࡁࡲࡋࡓࠋࡸࡣࡾࡇࢀࡣࠊᐙᖐࡗ࡚⮬ศࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࠊࡑࡢ⌧ᐇ
ࢫࣛࢻࡋ࡚࠸ࡗࡓ⤖ᯝࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ࠺࠸࠺≧ែ࡛ࡶࡑࡢ᪉ࡀ୍
యఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇ⪺ࡁฟࡍࡇࡣ࡞ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡽ̿ࡑࡢղ ㄆ▱ࡢ㐍⾜࣭࠺ࡘࡢ࠶ࡿ⊂ᒃ㧗㱋⪅ࡢࢣ࣮ࢫ̿
ḟࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡍࡀࠊ୍⯡ⓗࠊ୍ேᬽࡽࡋ࡛ㄆ▱ࡀ࠶ࡾࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡍே
ࡣ࡞ࡿࡃタࢆ⏝ࡍࡿ⪃࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ᪉ࡣࠊㄆ▱ࡢ≧࠺ࡘࡢ࠶ࡿ୍
ேᬽࡽࡋࡢ㧗㱋⪅࡛ࠊࡋࡶࣥࢫࣜࣥ࠸࠺⢾ᒀࡢὀᑕࢆࡋ࡚࠸ࡿே࡛ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࣥࢫࣜࣥࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡢධᡤࡢ㝿ࡣ࡞ࡾࠊࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ
࡞ࡢㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡇࡶࠊ┳ㆤᖌࡢᩘࡀ༑ศ㊊ࡾ࡞࠸ࡁࡀ࠶ࡿࡽ࠸
࠺⌮⏤࡛⊃ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࣥࢫࣜࣥᢞࡣ་⒪ฎ⨨࡛ࡍࡢ࡛ࠊゼၥ┳ㆤࢆẖ᪥⏝ࡍ
ࡿࠊㆤಖ㝤㝈ᗘ㢠ࢆ㉸㐣ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ᪉ࡣ⏕άಖㆤཷ⤥⪅࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ
ࡶ࡞࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠᐊ⪅ࡢㄵ࠸࡛┳ㆤᖌࡢⱞࡶ࠶ࡾࠊ⮬ᕫ㏥㝔ࢆవ
࡞ࡃࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡇࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤒㐣࡛ࡍࡀࠊ࠺ࡘࡶຍࢃࡾࠊࣥࢩࣗࣜࣥࡶᡴ࡚࡞࠸≧ែ࡞ࡾࠊ⢾ᒀࡀ
୍Ẽᝏࡋࡓ≧ែࡢࠊ⏕άಖㆤࡢ࣮࣮࣡࢝ࡉࢇࡀẼ࡙ࡁࠊಖᖌࡉࢇ㐃⤡ࡋ࡚ࠊ
ධ㝔࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡎࡗࡗ࡚࠸ࡓᏛ㝔࡛ࡢཷࡅධࢀࢆ᩿ࡽ
ࢀ࡚ࠊ୍⯡㝔ධࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ࡣࠊ46 ṓࡢࡁࣝࢥ࣮ࣝ౫Ꮡࡼࡿ⫢◳ኚࡢ≧
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ែ࡛ྤ⾑ࡋࡓṔࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࣝࢥ࣮ࣝࡣࡸࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢࡢࠊࢱࣂࢥࡣṆࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
 66 ṓࡢࡁಖᖌྠ⾜ࡼࡾㄆ▱ᑓ㛛་ࡢデ᩿ࢆཷࡅࠊㄆ▱ࡀ࠶ࡿデ᩿ࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋᬑẁࡽ㏻㝔ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊධ㝔࡞ࡗࡓࡁཷࡅ࡚ࡃࢀࡿ࠸࠺ࠊㄆ▱
ࡶ࠶ࡾࠊ࠺ࡘࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡞ேࡣධ㝔ࡀ㛗ᘬࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡛ࡣᅔࡿࡢ࡛Ꮫ㝔ࡣ
ཷࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀࡼࡃ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢⅬࠊ࣮࣮࣡࢝ࡉࢇ㐩ࡣ࡚ࡶⱞປࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ᪉ࡢሙྜࠊㆤ⏦ㄳࢆࡋࡓࡇࢁࠊせㆤ 3 ࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡲࡋࡓࠋࣥ
ࢩࣗࣜࣥࡢ⮬ᕫὀᑕࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊሙᡤࡢㄆ▱ࡢຊࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊㄡࡀ࠸࡚⾜࡞࠸
㝔ࡢሙᡤࡀศࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀ࡛࠺ࡋࡓ࠸࠺ࠊ㐠ື⒪ἲࡶවࡡ࡚ẖ᪥࣊ࣝࣃ࣮
ࡉࢇࡀ࠸࡚㏻㝔ࢆࡋ࡞ࡀࡽࣥࢩࣗࣜࣥࢆᡴࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋゼၥ┳ㆤࡣ
Ⅼᩘࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࠊ2 㐌㛫 1 ᅇࡣ་⒪ⓗ࡞⾜Ⅽࡀධࡾࡲࡍࡀࠊ࡞ࡾ࣊ࣝࣃ࣮ࡉࢇ༠ຊࢆ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊᅾᏯ⏕ά⥔ᣢࡢࡓࡵࡢィ⏬ࢆ❧࡚࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑ࠺࡞ࡿࠊ⩦័ࡼࡿຠᯝࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋ࠺ࡘࡢ᪉ࡀẖ᪥ᮅ㉳ࡁࡿ࠸࠺ࡢࡣ⤖ᵓ
ኚ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋẖᮅேฟ࠺㏻㝔ࡣࠊṌࡃࡇ
ࡼࡾయㄪࡶⰋࡃࠊࡁࡕࢇ᭹⸆ࡍࡿࡇ࡛࠺ࡘ≧ࡶࡸࡸ㍍ῶࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋឤࡶⴠ
ࡕ╔ࡁࡔࡋࡲࡍࡀࠊ▷ᮇグ᠈ࡀ࡞ࡃࠊᛣࡾࡗࡱ࠸࠸࠺ࡢࡣኚࢃࡾ࡞࠸ࡢ࡛ᢡࢣࣥ࢝
࡞ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ࡁ㐃ᦠࡋࡓே㐩࠸࠺ࡢࡣࠊㆤಖ㝤㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
⏕άಖㆤࡢ࣮࣮࣡࢝ࡉࢇࡶࠊ㏆ᡤࡢᐙࡉࢇࡶࠊᆅᇦయࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࡲ࡞࠸ᨭ
࠼ࡁࢀࡲࡏࢇࠋࡇࢀࢆୖᡭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡘ࡞ࡂᙺࢆࢣ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕව
ົࡢ┳ㆤᖌࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
㝔ࢣࣥ࢝ࢆࡋࠊࡑࡇࡢ㝔ࡣ㏻࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㏆ࡃࡢデ⒪ᡤ་⒪㠃ࡣ㢗ࡴ
ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࣥࢩࣗࣜࣥࢆ⥆ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡇࡢ᪉ࡢయㄪࢆࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊࡲࡎࣥࢩࣗࣜࣥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ70 ṓࢆ㉸࠼࡚ࠊࡇࡢ≧ែ࡛ࣥࢩ
ࣗࣜࣥࢆᡴࡘࡇࡀࡢ⛬ᗘ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆෆ⛉ࡢ་ᖌ༠㆟ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ὀᑕ⸆࡛ࡣ࡞ࡃཱྀࡽ㣧ࡴ⸆ࡀ࠶ࢀࡤ㈇ᢸࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⤒ཱྀ⢾ᒀ⸆ษࡾ᭰࠼
ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⡆༢࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡓ࠸࡚࠸ࡢሙྜࡣධ㝔ࡋ࡚ࡁࡕࢇほᐹࡋ࡞ࡀ
ࡽ⾜࡞࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢෆ⛉ࡢ་ᖌࡣᅾᏯ࡛ࡢᝈ⪅ࡉࢇ࠸࠺ࡇࢆࡁࡕࢇ㢌
ධࢀࠊ✵⭡⾑⢾ࢆィࢀࢀࡤኵࡔゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ✵⭡⾑⢾ࢆィࡿ࠸࠺ࡇࡣ๓
ࡢ᪥ࡽ㣗≀ࢆࡽࡎࠊᮅ✵⭡ࡢ≧ែ࡛⾑⢾್ࢆィࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊㄆ▱ࡢ࠶
ࡿ᪉ࡣ㣗ࡓ㣗࡚࠸࡞࠸࠸࠺▷ᮇグ᠈ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᐇࡣࡇࢀࡀ࡞࡞ィࢀ࡞࠸
ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛࠶ࡕࡇࡕ㈞ࡾ⣬ࢆࡋ࡚ࠊ✵⭡⾑⢾ࢆ࡞ࢇ 1 㐌㛫ィࡾࡲࡋࡓࡽࠊᖹ
ᆒࡀ 130 ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ100 ௨ୗࡀࣀ࣮࣐࡛ࣝࡍࡀࠊ130 ࡛࠶ࢀࡤኵ
࠸࠺ࡇ࡛⤒ཱྀ⢾ᒀ⸆ኚ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
୍ேᬽࡽࡋ࡛ࠊᛣࡾࡗࡱࡃ࡚࠶ࡕࡇࡕࢣࣥ࢝ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㠀ᖖ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆᢪ࠼ࡓ᪉
ࡢ་⒪ⓗ࡞㠃ࠊㆤ⚟♴ⓗ࡞㠃ࢆྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ᪉ࡀᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢᕤ
ኵࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேࡸࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᐇ㝿ࢆᑡࡋᫎീ࡛ぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸
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㸦2010 ᖺ 3 ᭶ 16 ᪥ᨺᫎࡉࢀࡓ NHK ࡢᫎീࢆࣅࢹ࢜ୖᫎ㸧
ࠋ
ࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊ࡛ࠖࡢ┦ㄯ
ࠊࡑࡢேࡢពḧࢆᘬࡁฟࡋࠊྍ⬟ᛮࢃࢀࡿࡇࢁࢆᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࢇ
࡛ᨭ࠼࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ጼࢆࣅࢹ࡛࢜ぢ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽ࠾ヰࡍࡿࡢࡣࠕᬽ
ࡽࡋࡢಖᐊࠖ࠸࠺┦ㄯᐊ࡛ཷࡅࡓ࡛ࡍࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊከၥ㢟ᐙ᪘࡛ࠊࢡ࣮࣐࣮ࣞࡢ
ࡼ࠺࡞ࢇ࡛ࡶᨷᧁⓗゝࡗ࡚ࡃࡿᐙ᪘ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽᜍࡽࡃቑ࠼ࡿᛮࢃࢀ
ࡿ㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡓᐙ᪘ࡢ࡛ࡍࠋᐙ᪘ࡢ୰࡛ㆤࡢ୰ᚰࡔࡗࡓ࠾ẕࡉࢇࡀᛴஸࡃ࡞ࡾࠊ
࠾㏻ኪࡢࡁ࠾∗ࡉࢇࡶಽࢀࡓࡇ࡛ࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘḟ⏨ࡉࢇࢆᛴࡁࡻ㡸ࡅࡿᡤࡀ࡞࠸ࠋ
㛗⏨ࡉࢇࡣࡑࢀࡲ࡛┠❧ࡓ࡞ࡗࡓࡅࢀࡶࠊᐇࡣࡇࡢ᪉ࡶ࣊ࣝࣉࡀᚲせ࡞ே࡛ࡋࡓࠋࡇ
ࡢே㐩ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊ࠸ࢁ࠸ࢁሗ㞟ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ༢య࡛ື࠸࡚࠸ࡓࡶࡢࢆࡘ࡞ࡆ
࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ᙺࢆࡋ࡚ࠊࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆసࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺సᴗࢆࠕᬽࡽࡋࡢಖ
ᐊ࡛ࠖᑐᛂࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࡞࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇࡀ㉳ࡇࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡇࢆࡾ
㉺࠼࡚࠸ࡃࡓࡵᕤኵࢆࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣಖࢭࣥࢱ࣮ࡢಖᖌࡉࢇࡶຍࢃࡾࠊᆅᇦࢣ
㆟ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀቑ࠼࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㛗⏨ࡉࢇࡶឡࡢᡭᖒࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡁ
ࡲࡍࠋ㧗㱋ࡢ⟇ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢ⟇ࡢࡍࡁ㛫ⴠࡕ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࢆ࠺ࡸࡗ࡚ᣠ࠸ୖࡆࠊࡘ
࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢆᆅᇦࡢ୰࡛ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
2 ࡘ┠ࡢ࡛ࡍࡀࠊ61 ṓ࡛㞀ᐖ⪅ࡢ⟇㧗㱋⪅ࡢ⟇࡛ᑐᛂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᙜึࡣࡑ
ࢀࡀ࡞࡞ୖᡭࡃ࠸ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀࠊ⤖ᯝⓗ㸰ࡘࡢ⟇ࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋ
ࡓࠋヲ⣽ࡣ┬␎ࡋࡲࡍࡀࠊ1 ᡤࡔࡅࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ㛫ྜࢃࡎࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ࠺⤌ࡴ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡈᮏேኻㄒࡀ࠶ࡗ࡚⮬ศࡢពぢ➼ࢆୖᡭࡃ⾲⌧࡛ࡁࡎࠊఱࡀᚲせ
ࡔゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡇࡢᚲせᛶࢆ་⒪⚟♴ࡀ┦ࡲࡗ࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡃࡣ࠺ࡋࡓࡽ
Ⰻ࠸࠸࠺ᕤኵࡀᆅᇦࡢ୰࡛ࡣᚲせ࡞ࡢࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ♫ཧ
ຍ࠸࠺ࠊࡑࡢ᪉ࡢᶒࡀ࠺ไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ぢ᪉ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸㞴ࡋ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᛴᛶᮇ་⒪ࡢㄢ㢟
⚾ࡣ 20 ᖺ௨ୖゼၥ┳ㆤࢆࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ᭱ᚋࡢࡇࢁࡔࡅ௵ࡉࢀࡿࡇࡀከࡃࠊ┳ྲྀࡾࡢ
⤒㦂ࡶࡓࡃࡉࢇࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡶࡗࡉࡢࡰࡗ࡚ண㜵ࡢࡇࢁࡽᑐᛂࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠊᮏᙜ᭱ᚋࡢࡇࢁࢆᨭ࠼ࡁࢀ࡞࠸࡞ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᐇ㝿㧗㱋⪅ࡀධ
㝔ࡍࡿࡁࡣࠊ⬺Ỉࡸㄗᄟ➼ࡢ≧ែ࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺≧ែ࡛㧗㱋⪅ࡀධ
㝔ࡋࡲࡍࠊᏳࡢ❧ሙࡽ୍Ẽᢚไࡀࡾࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊࡋࡶཱྀࡢ୰ࡀ༑ศ
ࢣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊᄟୗࡢ⬟ຊࡀ࡞࠸ゝࢃࢀࠊࡍࡄ⫶⒦࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ⫶⒦ࡀ
࡚ᝏ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ⚾ࡣࠕ⫶⒦ࡢ࣋ࣝࢺࢥࣥ࣋ࠖゝࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࡑ࠺࠸࠺⤒㐣࡛⫶⒦࡞ࡾࠊ
ࠕᐙ࡛ࡣ↓⌮࡛ࡋࡻ࠺ࠖゝࢃࢀᐙᖐࢀ࡞࠸ேࡸࠊᐙᖐࡗ
࡚ࡁ࡚ࡶࠊᗘࡣࡲ࡛࠼࡚࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫࡀ࠼࡞࠸ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸࡚ࠊ
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ࡑࡢேࡀᮏᙜ࠸ࡓ࠸ሙᡤࡢࡼ࠺ࡋࡓࡽ࠸ࡽࢀࡿⱞ៖ࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ㉳
ࡇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⫶⒦࡞ࡿཱྀࡀῬࡁࠊཱྀࡢ⾲➽ࡀື࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⾲ࡀⓙྠࡌ࡞ࡾࠊ
⑱ࡀᅛࡃ࡞ࡗ࡚྾ᘬࡢᅇᩘࡀቑ࠼ࡿࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࡶศࡗࡓୖ࡛ࡶ࠺ᑡࡋᛴᛶᮇࡢࢣࠊ
་⒪ࡢ⌧ሙࡀኚࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊࠊ⚾⮬㌟ࠊ་⒪⪅ࡋ࡚ࡶᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ඛᫎീ࡛ぢ࡚㡬࠸ࡓዪᛶࡢ᪉ࡢሙྜࠊ83 ṓࡽ 96 ṓࡲ୍࡛ᗘࡶධ㝔ࡏࡎᐙ࠸࡚ࠊ
ᚎࠎㆤᗘࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋፉࡉࢇࡣྠᒃࡏࡎࠊ୍ேᬽࡽࡋࢆ㈏ࡁ࡞ࡀࡽ┳ㆤ
ㆤࢆྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࡎࡗᬽࡽࡋࠊ᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾ࢚ࢪࣥࢢࣥࣉࣞ
ࢫ࡛ࡍࠋ୍ேᬽࡽࡋ࡛ㄆ▱ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ᭱⤊ⓗࡣஙࡀࢇࡶ࠶ࡗࡓ࠸࠺≧ែ࡞ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊ㧗㱋⪅ࡢ⦆ࢣࡢ᥎㐍ࡣࠊࣇ
࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡔࡅ࡛ࡣỴࡋ࡚㛫ྜࢃ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠺ࡸ
ࡗ࡚⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀ࡚ࡶࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡢࡼ࠺࡞ᮇ࡛ࡶࠊ㝔
௨እࡢሙᡤ࡛┦ㄯࡀཷࡅࡽࢀࡿሙᡤࡀᮏᙜᚲせࡔ࠸࠺ࡇࢆࠊゼၥ┳ㆤࢆࡎࡗࡸࡗ
࡚ࡁࡓ⪅ࡋ࡚ࡘࡃ࡙ࡃᛮ࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖࢆ 2011 ᖺ❧ࡕୖࡆࡲࡋࡓࠋ
ࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖࡘ࠸࡚
㝔㏻㝔ࡋ࡚࠸࡚ࡶ࡞࡞┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࠊ་⒪࡞ࡢ⚟♴࡞ࡢࠊࡕࡽࡢ┦ㄯ
ศࡽ࡞࠸ࠊධ㝔࡛ࡢ⒪ࡣࡘࡽ࠸ࡢ࡛ᅾᏯ⒪㣴ࡋࡓ࠸ࠊ࠸࠺୍⯡ⓗ࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊ
㝔⚟♴ࡢࡍࡁ㛫ࢆ⦭ࡗ࡚ࠊఱ࡛ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ┦ㄯᨭࡢሙࡣࡍࡈࡃᚲせࡔឤࡌ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᐇ㝿࠼ࡽࢀࡓሙᡤࡀࠊ㠀ᖖ㧗㱋ࡢ㐍ࢇࡔᅋᆅࠕ㒔Ⴀᡞᒣࣁࢶࠖ
࡛ࡋࡓࠋ
᪂ᐟ༊యࡢ㧗㱋⋡ࡣ 19.4㸣࡛ࠊ∵㎸ᆅ༊࡛ 20㸣ࠊⱝᯇᆅ༊࡛ 25㸣ࠊᡞᒣࣁࢶࡀධ
ࡗ࡚࠸ࡿᡞᒣ 2 ┠ࡣཤᖺࡢ 7 ᭶࡛ 49.9㸣ࠊᖺࡢ 1 ᭶࡛ 50.1㸣㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㒔ࡢ
୰ࡢ㝈⏺㞟ⴠࡶ࠸࠼ࡿ≧ἣ࡛ࠊ2 ே 1 ேࡣ 65 ṓ௨ୖࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ 4 ࡀ⊂ᒃࡔゝࢃ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᆅ༊ࡣᅜ❧ᅜ㝿་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊᮾிዪᏊ་ࠊ♫ಖ㝤୰ኸ㝔࠸࠺
ࡁ࡞㝔ᣳࡲࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 2011 ᖺ 7 ᭶ྠࣁࢶෆࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖࢆ࣮࢜ࣉࣥࡋࡲࡋࡓࡀࠊ┦ㄯᨭ࠸ࡗ
࡚ࡶࠊᮘ࠸ࡍࡀ࠶ࡗ࡚ࣃ࣮ࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑡࡋࢧࣟࣥⓗ࡞
せ⣲ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࢟ࢵࢳࣥࡀ࠶ࡗ࡚࣑ࢽࢸ࣮ࣈࣝࡀ࠶ࡿࠊࡇ࠺࠸࠺ሙᡤ࡛┦ㄯ࠶ࡓࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢෆࡣࠊࢠࣜࢫ࡛ጞࡲࡗࡓ᪂ࡋ࠸ࡀࢇ┦ㄯࡢᙧ࡛࠶ࡿࠕ࣐ࢠ࣮ࢬ࣭࢟
ࣕࣥࢧ࣮࣭ࢣࣜࣥࢢ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆࣔࢹࣝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡣᏊࡶ㐩ࡶ᮶ࡓࡾࠊᰤ
㣴Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡉࢇ㐩ࡀ᮶ࡓࡾࠊⱝ࠸ୡ௦ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேࡀ㞟࠸ࡲࡍࠋຮᙉ
ࡶࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊከࡃࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢ᪉ࡀ༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ࡛ࡣ⚾㐩
ࡀゼၥ┳ㆤ࡞ࡾఱࢆᥦ౪ࡍࡿ࠸࠺❧ሙ࡛ࡋࡓࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡓ᪉㐩ࡀࠊᗘࡣᆅ
ᇦࡢຊࡋ࡚⚾ࡓࡕຊࢆ㈚ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡿࠊࡑ࠺࠸࠺㛵ಀ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 30 ᩘྡࡢ᪉ࡀ
Ⓩ㘓ࡋࠊ᭶᭙᪥ࡽ㔠᭙᪥ࡲ࡛ᮏᙜࡼࡃ⚾㐩ࢆᡭఏࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᆺⓗ࡞࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ୍ேᬽࡽࡋࡢ᪉࡛ࠊࡈேࢆஸࡃࡋࡓᚋࠊᏊࡶࡉࢇࡶ࠾ࡽࡎ
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࡚ࡶᏙ❧ឤࡀᙉ࠸᪉ࡀ࠾ࡽࢀࠊᑡࡋලྜࡀᝏࡃ࡞ࡿࡍࡄᩆᛴ㌴࡛㝔⾜ࡃ࠸࠺
≧ែࡢ᪉ࡀ࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋಖᐊࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡛ࠊ་⒪ࡶྵࡵࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ᪉ࡀࡴࡸࡳᩆᛴ㌴ࢆࡤ࡞࠸࠸࠺⾜ືࡢኚᐜࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺❆
ཱྀࡀ࠶ࡿࡇ࡛ࠊ┦ㄯ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ⏕ࡲࢀࠊ┦ㄯ⪅⮬㌟ኚࡀ⏕ࡌࡿ
࠸࠺ࡀ࿘ᅖ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡋ࡚┦ㄯ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ་⒪㠃ࠊゼၥ┳ㆤࢆ⤒㦂ࡋࡓ⪅ࡀ┦ㄯᑐᛂࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ་
⒪㠃࡛ࡢάືᐇ⦼ࡀ࡞ࡾࡢ⋡ࢆ༨ࡵࡲࡍࠋලయⓗࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠸ࡲ
ࡍࠊࡲࡎࡼࡃヰࢆ⪺ࡃࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡶၥ㢟ࡀゎỴࡋࡲࡍࡀࠊᑡࡋࡢຓゝ࡛ 4 ศࡢ 3 ࡢၥ
㢟ࡀゎỴࡋࡲࡍࠋᶵ㛵㐃ᦠࢆࡍࡿࠊᶵ㛵ࢆ⤂ࡍࡿࠊඛࡢࡼ࠺࡞㠀ᖖ」㞧࡞
㐃ᦠࡢ⤌ࡳ࠼ࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᶵ㛵㐃ᦠࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽㄪᩚࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍␒ከ࠸ࡢࡀࠊࡀࢇࡢ┦ㄯ࡛ࠊ⌧ᅾࠊయࡢ 35㸣㠀ᖖከࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖࢆ㛤タࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊ་⒪ࡸ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ேࠊ
ཷࡅ࡚࠸࡞࠸ே➼ࠊண㜵ࡶ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺᪉ࡽࠊ་⒪ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡚ࡶၥ㢟ゎỴ⮳ࡽ࡞࠸ேࠊࡍ࡛❆ཱྀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡅࢀࡶゎỴ
ࡢ⣒ཱྀࡀࡼࡃぢ࠼࡞࠸࠸ࡗࡓே㐩ᑐࡋ࡚ࠊ⏝⪅୰ᚰࡢ㐃ᦠࡀ࡞ࡉࢀࠊၥ㢟ゎỴྥ
ࡅ࡚ࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖࡀࢥ࣮ࢹࢿࢺࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋண㜵ࡢࡇࢁ
ࡽࠊᆅᇦ࡛ࡢ┳ྲྀࡾࡢࡇࢁࡲ࡛ࠊᆅᇦࡢ୰࡛ࠊᮏᙜࡑࡇࡢᆅᇦఫࡳ⥆ࡅࡽࢀࡿ᪉ࢆ
ᛂࡍࡿࡓࡵࠊከࡃࡢ᪉ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢே㐩ࡀᮏᙜఱࢆᮃࡳࠊ
࠺ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡢࠊࡑࡢ⮬ᕫỴᐃࢆᨭࡍࡿ࠸࠺ࡇຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ࠾࠸ࢆᑛ㔜ࡋࠊ⫱ࡳ࠶࠼ࡿᆅᇦࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖࢆᛕ㢌࠾࠸࡚࠾ヰࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡋࡓࠋ௨ୖ࡛⚾ࡢㅮ₇ࢆ⤊ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡈΎ⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋゼၥ┳ㆤࠊᬽࡽࡋࡢಖᐊ➼ࡢᐇ㊶ࡽࠊࡲࡓᫎീࢆ
࠼࡚㠀ᖖศࡾࡸࡍࡃࠊᡃࠎ♫⚟♴ࢆᏛࡪ⪅㐩ࡶ㠀ᖖཧ⪃࡞ࡿ࠾ヰࢆఛ࠼ࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᚋࠊࠕ♫⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࢆࢸ࣮࣐
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ⾜࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢࢸ࣮࣐ࡘ࡞ࡀࡿ࠾ヰࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ⛅ᒣඛ⏕
ࡣࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ᘬࡁ⥆ࡁࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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࠙ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠚ


ࠕ♫⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ

ί̵ᾋὧᾑ̵ᾃ̵
᧼ࠄ ҫ͜ếႵậสקὴᾯ̵ᾛᇿካχỀ
ᾕᾑᾮώᾌ
ᄈ టᑣếࠄἺὓᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ
ೋ ᕠΗế᱔ᵨᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ
᱔࢘ ᆷෑếᬣ࠶ᾪᾏᾇᾌᇿካχỀ
ίᾥᾷᾊ̵ᾃ̵
ት࢘ รࠄếഄॵϜቅᆆ֔ࠉឤٟᇀᠮώᾊ̵ύᾫᾷχ
גᏵনậ᫅Ề
ᇺ ࠄếᗖᮩᇷಓࠓݸỀ
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Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ㸸ࠕᏊࡶேᶒࠖ
                     ᳃⏣ ᫂⨾㸦Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲㸧
ྖ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀࡽࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆጞࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ᪥ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ♫
⚟♴࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ࠸࠺㠀ᖖࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡛ࡍࠋ㛫ࡶ㝈ࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊࣃࢿ࣮ࣛࡢඛ⏕᪉࠾ヰ࠸ࡓࡔࡃ㛫ࡶ 10 ศ࠸࠺ࡇ࡛࠾㢪࠸ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞
࡞㞴ࡋ࠸ࢸ࣮࣐࡛ࡍࡀࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ㛫ࢆከࡃྲྀࡾࠊᐇࡾከ࠸
㛫ࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏ᪥ࣃࢿࣜࢫࢺࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡋࡓࡢࡣࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲௦⾲࡛࠶ࡿ᳃⏣᫂⨾ඛ⏕ࠊ
㧗㱋ࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲௦⾲࡛࠶ࡿᑠᯘⰋඛ⏕ࠊ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲௦⾲࡛࠶ࡿ㧗ᒣ┤ᶞඛ
⏕࡛ࡍࠋࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡣࠊඛࡈㅮ₇࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⛅ᒣṇᏊඛ⏕ࠊࡉࡽ⳹㡬▷ᮇᏛ
ࡢὶ▼ᬛᏊඛ⏕ࡢ࠾ே࡛ࡍࠋࡇࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡼࢁࡋࡃ࠾
㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡎࡣࠊ➨୍ሗ࿌⪅ࡋ࡚ࠊᏊࡶࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲ࡢ᳃⏣ඛ⏕ࡽ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
Ꮚࡶࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲άື
᳃⏣࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋࡣࡌࡵࠊࡇࢀࡲ࡛⚾ඹࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇࠊࡸࡗ
࡚࠸ࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࡑࡋ࡚⌮ㄽⓗࡣఱࢆᢲࡉ࠼࡚࠾࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡘ
࠸࡚ࠊࡑࡢ㦵Ꮚࢆ୰ᚰ࠾ヰࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡎᏊࡶࣘࢽࢵࢺࡢ◊✲ࡢ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦࡢ୰࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿẕᏊᐙᗞ╔┠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋẕᏊᐙᗞࡀᬽࡽࡍタࡋ࡚ࡣẕᏊ
⏕άᨭタࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊධᡤ⋡ࡣẕᏊᐙᗞయࡢ 0.3㸣⛬ᗘ࡛ࡍࡽࠊẕᏊᐙᗞࡢ
ࢇࡢே㐩ࡣᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢே㐩ࡀᆅᇦ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࢀࡿ
ࡁࡢලయⓗ࡞ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊࡑࡢ᪉㐩ࢆᨭ࠼ࡿ᪉ἲ࠸࠺ࡶࡢࢆ㛤Ⓨࡋࡼ࠺ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡶ࠺ 1 ࡘࠊᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ➨ 1 ᮇᴗࡢࡣ୰㉺ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࠊ➨ 2 ᮇ
ࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋ࠶ࡓࡾࠊ㟈⅏⿕⅏ᆅ࡛ࡣ≉ู࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⿕⅏ᆅᨭ
ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᨭࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡁࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫࢱ
ࣥࢲ࣮ࢻࡋ࡚ࡢᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆど㔝ධࢀ࡚⪃࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡶࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
Ꮚࡶᨭࡢ⪃࠼᪉
᪥⛅ᒣඛ⏕ࡢ࠾ヰࢆఛ࠸࡞ࡀࡽࠊඛ⏕ࡢࡈᣦࡣࡑࡢࡲࡲẕᏊࡢ⏕άࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ
ࡇࡀከ࠸ᐇឤࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡎࠊᩚ⌮ࢆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡇࡣᏊࡶᨭࡢ⪃࠼᪉࡛
ࡍࠋᅜ㐃ࡀᐃࡵࡓᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ࡣࢪㅖᅜࡢ㒊࡛ᢈࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᏊࡶ
ᨭࡢ⪃࠼᪉ࡣᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ࢆᇶ‽ࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋලయⓗゝ࠸ࡲࡍࠊ
㸯ࡘ┠ࡋ࡚ࠊᏊࡶࡢၥ㢟ࡸᏊࡶࡢᶒྲྀࡾ⤌ࡴ㝿ࡢඹ㏻ゝㄒࡸ⾜ືᇶ‽ࡋ࡚ࠊ
Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙ࡀ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࠋ㸰ࡘ┠ࠊ⏕ࡲࢀࡿ⎔ቃࢆ㑅࡞࠸Ꮚࡶࡀࠊ1 ே
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ࡢே㛫ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせ࡞ᶒࢆྵࡴ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㧗㱋⪅ࡢࡼ࠺
ࠊከࡃࡢሙྜࡑࢀࡲ࡛ 1 ேࡢே㛫ࡋ࡚⏕ࡁ࡚ࡇࡽࢀࡓୖ࡛᭱ᚋࡢࢆ࠺㐣ࡈࡍࠊ
࠸࠺ពࡣᑡࡋ㐪࠸ࠊᏊࡶࡢᅛ᭷ᛶ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑࡋ࡚㸱ࡘ
┠ࠊᶒ᮲⣙ࡣ⌮ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᐇࡢᏊࡶࡢၥ㢟ࢆᶒࡢどⅬ࡛ゎỴ
ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙ࢆᐇࡍࡿୖ࡛ษ࡞ࡇ
ࡇࡢ᮲⣙ࡢᐇࡢ୰࡛≉⚾㐩ࡀษࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡀ㉳ࡁࡓ
ࡁࡶࠊࡇࢀࡽ࠾ヰࡋࡍࡿࡇࢆ࡚ࡶࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㸯ࡘࡣࠊᶒࡢ
యࡋ࡚Ꮚࡶࢆᤊ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㧗㱋⪅ࡢሙྜ࡛ࡶࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡢሙ
ྜ࡛ࡶྠࡌࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋಖㆤࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶒࡢయ࡛࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼
᪉࡛ࡍࠋ㸰ࡘ┠ࠊ᮲⣙ࡢ୍⯡ཎ๎࠸࠺ࡢࡣ᮲⣙యࡢゎ㔘ࡸ㐠⏝ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿ࠸࠺
⪃࠼᪉࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚㸱ࡘ┠ࠊ⥲ྜⓗ࡛࠶ࡿࡇࠊ⥅⥆ⓗ࡛࠶ࡿࡇࠊ㔜ᒙⓗ࡛࠶ࡿࡇ
ࡢ 3 ࡘࡢᴫᛕࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉⥲ྜⓗ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊඛࡢ
࠾ヰ࡛ࡣ 5 ࡘࡢᰕࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀ㠀ᖖ㏆࠸ᴫᛕࢆ⚾㐩
ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ  
ࡑࡋ࡚ࠊᖖࡑࡢᨭࡣ⥅⥆ⓗ⾜࡞ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ᭱㏆Ꮚࡶ
ࡢሙྜࡣዷፎᮇࡶྵࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᨭࡢࣞ࣋ࣝࡋ࡚ࡣࠊ⏕ࡲࢀ࡚ࡽ 18 ṓࡲ࡛ࠊ
ᐙᗞࣞ࣋ࣝࠊᨭࡀලయⓗ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࣞ࣋ࣝࠊᏛᰯࡸᆅᇦࠊ⮬యࠊᅜࠊ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞ࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚ࡇࢀࡀ㔜ᒙⓗ⾜࡞ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸲
ࡘ┠ࡋ࡚ࠊ᮲⣙ࡢ㐺⏝ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⚾㐩ࡣࡑࡢே㐩ᑐࡋ
࡚ᶒಖ㞀ࢆࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㸳ࡘ┠ࠊᅜ㝿♫ࡢỈ‽ࠊ≉
⚾㐩ࡣᅜ㐃Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙ࡀㅻࡗ࡚࠸ࡿᏊࡶᶒጤဨ࡛ࡢぢゎࠊỈ‽ࢆඖ㐠⏝
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࠊ࠶ࡿពࠊ᪥ᮏ♫ࡢ୰࡛ᙜ↛࠸ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ᇶ‽࠸࠺ࡶࡢࡢ୰࡛ࠊ
⚾㐩ࡣືࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡘ㈨ᩱࢆ⏝ពࡋ࡚
࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᏊࡶᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢᶒᐖࡢᵓ㐀
࡛ࡣᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ᮏࡢ≧ἣࡣ࠺࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᖺࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ
ࡲࡔࠊᏊࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇ἲ࡞ࢆタᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡃࡽ࠸ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ
࡞ࡾࡲࡍࠋᅜ㐃Ꮚࡶࡢᶒ᮲⣙ࢆලయࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ
ࠕᏊࡶࡸࡉࡋ࠸㒔ᕷࠖࢆ
┠ᣦࡍୖ࡛ࡢᅜ㝿࣮ࣝࣝࡋ࡚ 9 ࡘࡢ㡯┠ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᙜ᪥㓄ᕸ㈨ᩱ 2 ࣮࣌ࢪᕥୗ
ཧ↷㸧
ࠋࡇࢀࢆලయࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡢࡀࠊ⚾㐩ࡀᏊࡶࡢᆅᇦ⏕άࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡁࡢ
ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡢᐙᗞ࠸࠺ࡢࡣࠊᏊࡶࡢຊぶࡢ㣴⫱࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᏊ
ࡶ㐩ࡼࡗ࡚ࡣࡸ㞀ᐖࢆᢪ࠼࡚࠸ࢀࡤࠊ
ࠕୗ㥏ࢆࡣࡏࡿࠖ⚾㐩ࡣࡼࡃゝ࠺ࡢ࡛ࡍ
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ࡀࠊᇶᮏⓗࡸ㞀ᐖ➼ࡢᨭ࠼࡞ࡿ㒊ศࢆࡲࡎసࡗ࡚࠶ࡆ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋぶࡢ㣴
⫱ࡀ㊊ࡾ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢ㒊ศࢆ♫ⓗ࡞ᨭࡢࡇࢁ࡛㊊ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡼ
࠺ࡸࡃᏊࡶࡢᡂ㛗ࡢ᭱పࣛࣥࡀᙧᡂࡉࢀࡲࡍ㸦ᙜ᪥㈨ᩱ 3 ࣮࣌ࢪᕥୖᅗཧ↷㸧
ࠋࡇࡢᡂ
㛗ࣛࣥ⮬యࡶᆅᇦ⎔ቃࡀᙳ㡪ࡋ࡚ࡁࡲࡍࠋලయⓗࡣࠊ࠼ࡤ⿕⅏ᆅ࡛࠶ࢀࡤࠊᆅᇦ⎔
ቃ⮬యࡀᨭ࠼ࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊᆅᇦࢆくࡗ࡚ࡃࡿ≧ἣࡀᆅᇦ⎔ቃࢆቯࡋ࡚࠸ࡃ᪉ྥ
ᶵ⬟ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿ≉ู࡞ᨭࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࡶ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞ࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢࣂࣛࣥࢫࡀ㠀ᖖᔂࢀ࡚࠸ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⏕άࢆษࡾ┒ࡾࡋ࡚࠸ࡃࡇࡸࠊᏊࡶࢆ♫ⓗ୍ே๓⫱࡚࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ
ࡀ㠀ᖖᑠࡉ࡞࢙࢘ࢺ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᐙィࡢ☜ಖ࠸࠺ࡶࡢࡢ࢙࢘ࢺࡀ㠀ᖖ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊぶ㐩⮬㌟ࡢ⮬ᕫᐇ⌧࠸࠺ࡶࡢࡀ㠀ᖖᙅࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸
࡚ࠊࡑࡢࡇࡀ⏕ࡁࡿពḧࡸࠊලయⓗ࡞⏕άࡢࡇࢁ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋࡇࡢࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡗ࡚⏕ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊࡑࢇ࡞ᬽࡽࡋࡢᨭࢆࡋࡓ࠸࠸࠺ࡢࡀ⚾㐩
ࡢ㢪࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢽ࣮ࢬᑐᛂᆺࡽᶒᇶ┙ᆺࡢᨭ
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛⿕⅏ࡋࡓᏊࡶ㐩ࡢ≧ἣ࡛ࡍࡀࠊ⌧ᅾࠊ⿕⅏ᆅᇦ࡛ᚅࡢ┦ㄯࡀ㠀ᖖ
ቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᚅࡦࡾぶᐙᗞࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ 17 ᖺ
ᮾி㒔ࡀ၏୍ࢹ࣮ࢱࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾㐩ࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿࡦࡾぶᐙ
ᗞ࠸࠺ࡢࡣࠊࡸࡣࡾ⤒῭ⓗᅔ㞴ࠊᏙ❧ࠊᑵປࡢᏳᐃࢆᢪ࠼ࡿᐙᗞ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࠊලయⓗࡣࡦࡾぶ࡞ࡗࡓࡁࡢᏊࡶࡢᖺ㱋ࡣ 3 ṓᮍ‶ࡀ㠀ᖖከࡃࠊ3 ୡ௦
ྠᒃࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡞࡞ᨭయไࡀ༑ศ࠸ࡁࡲࡏࢇࠋඛ⛅ᒣඛ⏕ࡽከၥ㢟
ᐙ᪘ࡢ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୰Ꮚࡶࡀ࠾ࡾࡲࡍࠊ㧗㱋࣭㞀ᐖ࣭Ꮚࡶయࢆ
そ࠺ࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀᐙ᪘ࡢ୰㢧ᅾࡋ࡚ࡃࡿ࠸࠺ᵓ㐀࡞ࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢᶒ᧦ㆤࡢၥ㢟࡛⚾ࡀ࠸ࡘࡶゝ࠺ࡢࡀࠊࢽ࣮ࢬᑐᛂᆺ࡛Ⓨぢ࣭ᩆ῭࠸࠺ࡇࢆࡋ
࡚࠸ࡃࠊᚲࡎ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊண㜵ࠊࡘࡲࡾᶒᇶ┙ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸
࠺ࡇࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊᐇࡣᅜ㐃ࡢ୰࡛ࡶᶒᇶ┙ࣉ࣮ࣟࢳ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊࢽ࣮ࢬᑐᛂᆺࡽᶒᇶ┙࠸࠺᪉ྥࡢ㌿ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓど
Ⅼ࡛ᩚഛࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ꮚࡶࡢศ㔝࡛ࡣࠊ᪩ᮇⓎぢ࣭ᩆ῭࠸࠺⤌ࡳࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ≉ᚅ
ࡢศ㔝࡛࡛ࡁ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊண㜵࠶ࡿ࠸ࡣᅇࡢࡓࡵࡢ⤌ࡳ࠸࠺ࡢࢆᆅᇦసࡗ࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ⥲ྜⓗ࡞ࡶࡢࡀ࡛ࡁ࡚ึࡵ࡚ᆅᇦࡢ୰࡛ᬽࡽࡋࢆࡋ⥆ࡅࡿ
࠸࠺ࠊᏊ⫱࡚ᐙ᪘ࡢࡦࡘࡢᙧ࠸࠺ࡢࡀฟ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ㈨ᩱ 5 ࣮࣌ࢪᕥୖࡢᅗࡣࠊ
࠾ヰࡋࡓࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊᏊࡶࡀ࠸ࡿୡᖏ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺ᵓ㐀࡛࠶ࡿࢆ♧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ⚾ࡀ࠸ࡘࡶ࠺ᅗ࡛ࡍࡀࠊ㠀ᖖせಖㆤࡢୡᖏࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࡢୡᖏࢆ࢝ࣂ࣮ࡋࡁࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᚅࡸࡉࡲࡊࡲ࡞㈋ᅔ࠸࠺ࡶࡢࡀ㢧ᅾࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡍࡀࠊࡋࡋࡑࢀ௨ୖࠊࡇࡇࡽලయⓗ࡞ᨭࡀ࡛ࡁࡎࠊせᨭࡢࡇࢁࢇࢇ

18



ᨺࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬❧ࡋ࡚࠸ࡓࡅࢀࡶண㜵ⓗᶵ⬟ࡀ࡞࠸ࡓࡵせᨭࡢ
ࡇࢁᨺࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇࡀከ࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛ࡍࠋせᨭࡢ࣓ࠦࢱ࣎≧ែ͆ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࡣᆅᇦࡢ୰ࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࠊࡇࡢே㐩ࡀලయⓗ⮬❧ྥࡅ࡚ᅇࡋ࡚࠸ࡃ
ࡣ࠺ࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃయ
ࡋ࡚⏕ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢆぢࡘࡅฟࡋࡓࡁࠊࡇࡢ᪉㐩ࡀ⮬❧ྥࡅ࡚ࡢṌࡳࢆጞࡵ࡚࠸
ࡃࠊࡑࡢࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࠸࠺ࡢࡣ࠺࠶ࢀࡤⰋ࠸ࡢࠊ࠺ᨭ࠼ࡓࡽࡇࡢே㐩ࡢ⏕ࡁࡿ
ពḧࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ᨭࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࡸࡣࡾ
ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ⚾㐩ࡣࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᜍࡽࡃࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢ◊✲ศ㔝ఝ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲ
ࡍࡀࠊࡋࡋᏊࡶࡢᅛ᭷ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢁࡔࡅᢲࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
Ꮚࡶࡢᶒ᧦ㆤࡢ≉ᚩ
Ꮚࡶࡢᶒ᧦ㆤࡢ≉ᚩࡋ࡚ࠊ1 ࡘᏊࡶࡢᅛ᭷ᛶࡢㄆ㆑ࢆ࠶ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡣᏊࡶࡢ୰࠶ࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ⬤ᙅᛶ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㉥ࡕࡷࢇࡽ 18 ṓࡲ࡛ࡢ
㛫ࡢࡲࡔ≀ࡶゝ࠼࡞࠸ࠊ⮬ศ࡛ッ࠼ࡿຊࡶ࡞࠸≧ἣࡢ୰࡛ࡣࠊࡑࡢᖺ௦ࡢᏊࡶ㐩ᑐࡋ
࡚ࢣࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᐙ᪘ࢆྵࡵࡓᨭࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠺ࡋࡼ࠺
ࡶ࡞࠸ࠊࡇࡇࡀ㠀ᖖ㔜せ࡞Ꮚࡶࡢᅛ᭷ᛶࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊᏊࡶࡀㄒࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓሙྜࠊࡑࡢᏊࡶࡢㄒࡾ࠸࠺ࡢࡀࡦࡘࡢཧຍࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛
ࡍࡀࠊ⮬ศ㐩ࡢே⏕ࡑࡢࡶࡢࢆ⮬ศ㐩ࡀసࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡁࡢཧຍ࠸࠺ࡇࢆಁࡍࡓࡵ
ࡣࠊᏊࡶ㐩ࡢゝⴥࢆ⪺ࡁྲྀࡿຊࢆே㐩ࡀᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ࡛ࡶࠊࡇࢀࡣࠊ
᪥ᮏࡢ୰࡛㠀ᖖ㐜ࢀ࡚࠸ࡿᨭ᪉ἲࡢࡦࡘ࡛ࡍࠋ2 ࡘࡢ≉ᚩࡣࠊ᪥ᮏࡢሙྜࡣᐙ᪘ඹ
ᬽࡽࡍࡀᨾᐙ᪘౫Ꮡ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡲࡾࡶᙉࡍࡂࠊᐙ᪘ࡢ୰࡛ᚅࡉࢀࡓࡾࠊ⮬❧
ࡀ㐜ࢀ࡚ࡋࡲ࠺Ꮚࡶࡶ୍᪉࡛࠸ࡿࡇࡶ☜࡛ࡍࠋᐙ᪘ᨭᏊࡶᨭࡢࣂࣛࣥࢫ
࠸࠺ࡢࡀࠊᏊࡶᨭࡢ୰࡛ࡣ㠀ᖖ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ3 ࡘ┠ࡢ≉ᚩࡣࠊࡇࢀࡶᏊࡶᶒ
᮲⣙ࡢ୰࡛ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᏊࡶࢆࠕಖㆤࡢᑐ㇟ࠖࡽࠕᶒࡢయࠖ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋಖㆤࡢᑐ㇟ࡋ࡚ࡢࡁࡕࢇࡋࡓᨻ⟇ࡀᚭᗏࡉࢀࠊ࡞࠾ࡘᶒࡢ
యࡋ࡚ࡢ⪃࠼᪉࠸࠺ࡶࡢࡀ࡞࠸ࠊ⤖ᒁ᪥ᮏࡢᏊࡶ㐩ࡣᩆࢃࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞
ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ 4 ࡘࡢ≉ᚩࡋ࡚ࠊ᪩ᮇⓎぢ࣭ᑐᛂࡢ㔜せᛶࢆᥦ㉳ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 Ꮚࡶࡢᶒ࠸࠺どⅬࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡇࢀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡓᨵ
ࡵ࡚࠾ヰࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣᘬࡁ⥆ࡁ㧗㱋⪅ࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲ࡢᑠᯘඛ⏕࠾
㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
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㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ㸸
ࠕぢᏲࡾࡢᑓ㛛ᛶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡢព⩏ࠖ
                      ᑠᯘ Ⰻ㸦㧗㱋ࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲㸧
ࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓᑠᯘ࡛ࡍࠋ⚾ࡣ◊✲⪅࡛࠶ࡾࠊᐇ㊶ᐙ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊලయ
ⓗ࡞ࢆࡗࡓㄝ᫂ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊྠࡌ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡢே㐩୍
⥴࡛ࡁࡿࡔࡅ⌧ሙฟࡅ࡚⾜ࡁࠊ⌧ሙ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿ᪉㐩ࡢ࠾ヰࢆఛ࠺࠸࠺ࡇࠊ
ࡑࢀࡽ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡍࢀࡤ⌧ሙࡢ᪉㐩ࡀാࡁࡸࡍ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡗ࡚࠸ࡅࡿ࠸࠺
ࡇࢁ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋᆅᇦࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞␗ኚࡀ࠶ࡗࡓࠊ࠼ࡤࠊ㧗
㱋⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫࢆᣄྰࡍࡿሙྜࡸᚔᚉ࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡁ࡚ࡁࡓࠊ⚟♴ࡢ㡿ᇦ࡛
ࡣࡑ࠺࠸࠺᪉㐩࠺࠸࠺ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠸࠺࠾ヰࢆఛ࠸࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࢆ࠺࠸
࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽⰋ࠸࠸࠺◊✲ࢆࡇࡇ 4㹼5 ᖺ㛫ࡸࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋᮏ᪥ࡣ
ࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡇࢆ୰ᚰ࠾ヰࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㧗㱋⪅ᨭ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ
ᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⚾ࡣࡕࡽ࠸࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡢ࠺ࡽࣉ࣮ࣟࢳࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ᭱ึᑡࡋ⌮ᒅࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㧗㱋⪅ᨭ࠾ࡅࡿᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ⚾ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿၥ㢟ព
㆑ࡢ 1 ࡘࡣࠊ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅࣭Ꮚࡶ࡞ࡢᶒ᧦ㆤࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡽ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡽ
ࢆࠕࢽ࣮ࢬࠖ⨨ࡁ࠼࡚ᩚ⌮࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࢫࣛࢻ㸰ࡢᅗ㸦㈨ᩱ 2 ࣌
࣮ࢪ㸧ࡣࠊࡶࡶ⚾ࡀ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆୖ㔝༓㭯Ꮚࡉࢇࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊᅗ᭩
ࢀࡓ➨୕⪅࠸࠺ࡢࡣࠊᐇ㊶ᐙࠊ࠸ࢃࡺࡿእࡽぢ࡚࠸ࡿேࡢࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ᙜ
⪅࠸࠺ࡢࡣࡈᮏே࠶ࡿ࠸ࡣᐙ᪘ࡢ᪉࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿᙜ⪅ᶒ࠸
࠺⪃࠼᪉ࡀ㠀ᖖᙉࡃᡴࡕฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➨୕⪅ࡸᙜ⪅ࡀ₯ᅾࡋ࡚࠸ࡿࢽ࣮ࢬࢆ࠺
ࡸࡗ࡚㢧ᅾࡋࠊ⮬ศ㐩ࡢᶒࢆᙇࡍࡿࡢࠊ࠸࠺ࡇࡀ㠀ᖖ㔜せࡔ࠸࠺ࡇࢆ
ㄽᩥ᭩ࢀࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢᅗࡢ୰࡛ࠊ➨୕⪅ࡣ㢧ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡅࢀࡶࠊᙜ
⪅ࡣ₯ᅾࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣᗊㆤࢽ࣮ࢬࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࠕࣃࢱ࣮ࢼࣜࢬ࣒ࠖࡢᛮ࠸
࠸ࡲࡍࠊୖࡽࠕࡇ࠺ࡋ࡞ࡉ࠸ࠖ࠸࠺ᚑ᮶ࡢ⚟♴ࡸ་⒪ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ⪃࠼᪉ࡀぢࡽࢀ
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
⚾ࡣࠊࡇࡇၥ㢟ࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊᙜ⪅ࡶศࡽ࡞࠸ࠊᑓ㛛ᐙࡶศࡽ
࡞࠸ࡇࡢ㡿ᇦࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ㠀ᖖࡁ࡞㆟ㄽ࡛࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇ
ᶒ࠸࠺ᴫᛕࢆᣢࡕ㎸ࡴ࠺࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ➨୕⪅
࠸࠺ゝⴥࡀࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ➨୕⪅ࢆㄡᤊ࠼ࡿࡼࡗ࡚ࡇࡢ㒊ศࡢពࡀኚࢃࡗ࡚
ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᙺᡤࡢ᪉ࡸᑓ㛛ᶵ㛵ࡀ➨୕⪅ࡔࠊ≧ἣࡀࡼࡃศࡽ࡞࠸
ࡋࠊࡈᮏேࡶ࠺ࡋ࡚Ⰻ࠸ศࡽ࡞࠸ࡋࠊࡇッ࠼࡚Ⰻ࠸ศࡽ࡞࠸࠸࠺᪉ࡣ࠾
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ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࢆࡶ࠺ᑡࡋ㌟㏆⪃࠼࡚ࠊ࠼ࡤᐙ᪘ࠊ㏆㞄࠸࠺ேࢆ➨
୕⪅ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡳࡲࡍࠊⰋࡃศࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋᑓ㛛ᶵ㛵ࡣၥ㢟ࡋ࡚ฟ࡚ࡇ࡞࠸ࡅ
ࢀࡶࠊ㏆㞄ࡢேࡣศࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣᆅᇦࡢ㏞ᝨ⾜Ⅽ࠸࠺ࡼ࠺࡞ホ౯
ࢆࡉࢀࠊ࠺ᑐᛂࡋ࡚Ⰻ࠸ศࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ၥ㢟ࡀᇙࡶࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡇࡇࡢࡇ
ࢁࡀᆅᇦ࡛ࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡣࡇࡢ㒊ศࡢᶒࠊ
ᨭࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡇࢁࡀࠊᡃࠎၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇࢆၥ㢟
ព㆑ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⌧ሙฟධࡾࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚⪃࠼
࡚ࡁࡓࠊゝ࠼ࡲࡍࠋ
 2 ࡘ┠ࡢၥ㢟ព㆑ࡣࠊᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢ㛵ಀࢆࠊᑐᛂࡍࡿ⤌⧊࠶ࡿ࠸ࡣࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ㠃ࡽᩚ⌮࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᙜ↛ࠊ㧗㱋ศ㔝㞀ᐖศ㔝ࠊᏊࡶศ
㔝ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ࠸ࡗࡓࡶࡢศ㔝ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾᇶᮏࡣබ
ⓗᶵ㛵ࠊᑓ㛛ᶵ㛵ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿຊࠊఫẸࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸࠺ࡶࡢࡀ⤖ࡧࡘ࡞࠸ࠊ
࠺ࡲࡃᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽఫẸࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿຊ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊබⓗᶵ㛵ࠊ
ᑓ㛛ᶵ㛵ࡢ㛵ಀࢆᚋࡢࡼ࠺ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽⰋ࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࢆࡁ࡞㛵
ᚰࡢ㸯ࡘࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
 3 ␒┠ࡢၥ㢟ព㆑ࡣࠊ⚾ࡀᮾி㒔⚟♴ಖᒁࡢ᳨ウࡢ୰࡛ 3㹼4 ᖺྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࢸ࣮
࣐࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢၥ㢟ࢆࠕぢᏲࡾࠖࢆ㏻ࡋ࡚ゎ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠊ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡈෆࡢࡼ࠺ࠊぢᏲࡾࡀὀ┠ࡉࢀࡓ⫼ᬒࡣࠊᆅᇦࡢ୰ࡢ୍ேᬽࡽࡋࡢ
᪉ࡢᏙ❧ࠊᏙ⊂Ṛ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢁࡽጞࡲࡾࠊ↓ᖺ㔠ၥ㢟࠸ࡗࡓ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࡀ
࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ⌧ሙࡢ᪉㐩᳨ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊぢᏲࡾࡣ㠀ᖖ῝࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࡓ
ࡔぢ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋぢᏲࡾࢆ㏻ࡋ࡚࠺ࡸࡗ࡚㛵ಀᙧᡂࡀ࡛ࡁ࡚ࡃࡿ
ࠊఫẸࡢព㆑ࡀ࠺ኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࢁࡲ࡛ྵࡵࠊ㠀ᖖ῝࠸ᴫᛕࡔ࠸࠺ࡇ
ࡀศࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ぢᏲࡾࡢࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢ᳨ウ
ᖹᡂ 24 ᖺࡽ⚾ࡀཧຍࡋ࡚ࡁࡓࠕᮾி㒔༊ᕷ⏫ᮧࡢ㧗㱋⪅ぢᏲࡾయไࡢᐇྥࡅࡓ㛵
ಀ⪅㆟࡛ࠖࡍࡀࠊᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶ぢᏲࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ࢞ࢻࣛࣥࢆస
ࡾࠊࡇࡢࡁ㝶ศ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆᏛࡤࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࢞ࢻࣛࣥࡣᮾி
㒔ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡶฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡶࡋࡼࢁࡋࡅࢀࡤࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࡢ᳨ウࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ࠊ⾜ᨻࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿබⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆅᇦఫẸࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢ㛫ఱ፹ࡍࡿ⤌ࡳࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡲࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᮾி
ࡣࠕࢩࣝࣂ࣮␒ࠖ࠸࠺ᶵ㛵ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊබⓗ࡞ࡶࡢᆅᇦఫẸࡢ 2 ࡘࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆࡘ࡞ࡄ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࡑࡢᶵ㛵ࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᶵ⬟ࡉࡏࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀࢸ࣮
࣐࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㸰ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ፹ࡍࡿᶵ㛵ࠊ࠺࠸࠺ேࢆ㓄⨨ࡍࡿ
ࠊ࠸࠺ࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢࡁၥ㢟࡞ࡗࡓࡢࡣಶேሗࡢྲྀࡾ
ᢅ࠸࡛ࡍࠋಶேሗࢆ࠺ࡸࡗ࡚ᆅᇦฟࡋ࡚࠸ࡃࠊ➨୕⪅ᑐࡍࡿሗᥦ౪࠸࠺ࡢ

21



ࡣ㠀ᖖཝࡋ࠸࡛ࡍࡽࠊࡇࡇࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶ᳨ウࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊぢᏲࡾ࠸࠺ᴫᛕࢆᑡࡋᣑᙇࡋ࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇ
࡞ࡾࠊぢᏲࡾࡢ✀㢮ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ࠕ⦆ࡸ࡞ぢᏲࡾࠖࠕᢸᙜࡼࡿ
ぢᏲࡾࠖ
ࠕᑓ㛛ⓗ࡞ぢᏲࡾࠖࡢ 3 ࡘࡢࢱࣉࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⦆ࡸ
࡞ぢᏲࡾࡣࠊࡇࢀࡣᚲࡎࡋࡶఫẸࡔࡅࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᆅᇦఫẸࡸẸ㛫ᴗ⪅ࠊ
ࣛࣇࣛࣥᴗ⪅ࠊᑓ㛛ᶵ㛵ࡸ⾜ᨻࡶሙྜࡼࡗ࡚ࡣ⦆ࡸ࡞ぢᏲࡾ㛵ࢃࡾࡲࡍࠋᢸ
ᙜࡢぢᏲࡾ࠸࠺ࡢࡶࠊࡣఫẸࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡶᚲ
ࡎࡋࡶࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊぢᏲࡾࡢᴫᛕࢆᣑᙇࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅᇦ
ࡢே㐩ࡀࡢࡼ࠺㛵ࢃࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆၥ㢟ᥦ㉳ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
㸱ࡘࡢぢᏲࡾࡣࡑࢀࡒࢀ㔜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙜ↛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢぢᏲࡾࡢ㛫ࢆ⛣⾜ࡍࡿࡇࡶ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠕࡶࡋࡋࡓࡽࡇࡢᐙࡣᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡇࢁࢃࡿࡢ
ࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡴࡋࢁࠊぢᏲࡾࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞せ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ
Ỵࡋ࡚⡆༢࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⦆ࡸ࡞ぢᏲࡾࡽୖࡀࡗ࡚ࡁࡓሗࡣᑓ㛛ⓗ࡞ぢ
Ᏺࡾ⛣⾜ࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᐇࡣࡶ࠺ᡭ㐜ࢀ࠸ࡗࡓሙྜࡶᙜ↛࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࢠࣜࢠࣜࡢࡇࢁ࡛Ⓨぢࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ㠀ᖖࢲࢼ࣑ࢵࢡ࡞ື
ࡁࡀ࠶ࡿࡢࡔ࠸࠺ᩚ⌮ࢆࡇࡇ࡛ࡣࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺⪃࠼ࡲࡍࠊᆅᇦఫẸࡢ᪉ࡶ࠶ࡿ⛬
ᗘࠊㄆ▱ࡸ⢭⚄㞀ᐖࠊࢭࣝࣇࢿࢢࣞࢡࢺ࠸ࡗࡓࡇࡘ࠸࡚ຮᙉࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠺
ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺Ẽࡀࡋࡲࡍࠋࡃ▱ࡽ࡞࠸ࡸࡣࡾ㝖࠸࠺ࡇࡘ࡞ࡀࡾ
ࡲࡍࡽࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡗ࡚࠶ࡿ⛬ᗘ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡇ࡛
ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦࡢᑓ㛛ᶵ㛵࠸࠺ࡢࡣࠊᙜ↛࡞ࡀࡽᑓ㛛ᐙࡼࡿぢᏲࡾ࠶ࡿ࠸ࡣᑐᛂࢆ⾜࡞࠺ࡇ
࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡶ࠺ࡦࡘࡢၥ㢟ࡣ⾜ᨻෆ㒊࡛ࡍࠋ࠶ࡿព࡛ࡣ⾜ᨻࡀ୍␒ᅛ࠸࠸ࡗ࡚
ࡶⰋ࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ㧗㱋⚟♴ㄢࠊㆤಖ㝤ㄢࠊ㞀ᐖ⚟♴ㄢࠊ⏕ά⚟♴ㄢࠊᏊࡶ㛵ಀ
ࡶᐙᗞᨭ࡞ศࢀࠊ㒊ࡀ⦪ࡾ࡛ᆅᇦୗࡾ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆ࠺ࡍࡿ
࠸࠺ࡇࢆࠊᚋࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡣ࠺ࡋ࡚ࡶ⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࢆᥦ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆࡲࡵࡓࡶࡢࡀࢫࣛࢻ 10 ࡢᅗ㸦㈨ᩱ 25 ࣮࣌ࢪ㸧࡞ࡾࡲࡍࠋ⾜
ᨻࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶ┙సࡾࠊಶேሗࢆ࠺ࡸࡗ࡚༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࠶ࡿᆅᇦୗࢁ
ࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋேᮦ⫱ᡂࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊつᶍᅋᆅ࡛ࡣ㧗㱋ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛࠺࠸࠺ࡩ࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡗ
࡚࠸ࡃࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮⤌ྜࡸ⮬࣭⏫➼ࡢఫẸ⤌⧊ࢆ࠺ά⏝ࡍࡿࠊᆅᇦࡢ
ᵝࠎ࡞⤌⧊ࡢ㛵ಀ⪅୍ྠࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㆟ࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࠊぢᏲ
ࡾࡢᑓ㛛ⓗ࡞ᶵ㛵ࢆసࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ᮇᚅࡋࡓ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣᛁࡋࡃ࡚࡞࡞ᑐᛂ࡛ࡁ
࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋㆤಖ㝤ࠊ≉ㆤண㜵ࡢࡇࢁࢆᢸᙜࡍࡿࡇࢁ࡞ࡾࡢປຊ
ࢆࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸࡚ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡇࢆࡼࡃ
⪺ࡁࡲࡍࠋࡇࡇࡣ࡞ࢇ⤌ࡳࡀ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
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 ࡲࡓࠊఫẸࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ⾜ᨻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡢࡼ࠺㔜
ࡡྜࢃࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖࡁ࡞ㄢ㢟ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋぢᏲࡾࡢᑓ㛛ᶵ㛵ᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊఱ༴ᶵⓗ࡞≧ἣࠊ␗ኚሗࡀ࠶ࢀࡤ㏻ሗࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞ᶵ㛵ࡸ⾜ᨻࡽሗࢆ㞟ࡵ࡚ᑐᛂࢆ⪃࠼ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࠋࢧ࣮ࣅࢫ
ࡘ࡞ࡆࡿሙྜࡣࠊࡶ࠺ 1 ᅇᆅᇦࡢ࡞࡛ぢᏲࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ㘽ࢆቯࡋ࡚ධࡿ
࠸ࡗࡓᙉไධࠊධ㝔ࠊࡇࢀక࠺㛵ಀᶵ㛵ࡢㄪᩚ࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞
ㄪᩚࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡀᆅᇦᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺Ⅼࡀ୍ࡘࡢ⤖ㄽ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ぢᏲࡾࡢ⤌ࡳࢆᶵ⬟ࡉࡏ࡚࠸ࡃ㝿ࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࡶసࡾࡲࡋࡓࠋ2 ࡘ
ࡢࢩ࣮ࢺࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊᆅᇦሗࢆࡲࡵ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊ࠺࠸࠺ᑐᛂࢆࡍࡿุ
᩿ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢࡀࡦࡘ࡛ࡍࠋࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡓࡁࠊࣞ
࣮ࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ࡛ྍどࡋ࡞ࡀࡽุ᩿ࢆࡍࡿࢩ࣮ࢺ࡛ࡍࠋ⫋ဨࡢ᪉ࡢุ᩿ࡣࣂࣛࣂࣛ࡞
ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬࢆᨵၿࡍࡿヨࡳࡋ࡚ࠊඹ㏻ࡢࢶ࣮ࣝࢆࡗุ࡚᩿ࡋࠊㄪᩚࡋ࡚࠸
ࡓࡔࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊࣞ࣋ࣝࢵࣉࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇከᑡ࡛ࡶ㈉⊩࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊࡇࡢࢩ࣮ࢺࡣ㒔ෆ 300 ᡤ㏆ࡃ㓄ᕸࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊಶ
ูࡢࢩ࣮ࢺࢆ㔞ⓗศᯒࡍࡿࢶ࣮ࣝࡶᑟධࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᚋศᯒࢆ㐍ࡵࡼ࠺⪃࠼࡚
࠸ࡲࡍࠋ
 ࡉ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡢࡁ࡞ㄽⅬࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ᚰ࡞ࡿᑓ㛛ᶵ㛵ࢆ࠺ࡍࡿࠊ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙇࡿ࠸࠺ࡢࡣ࡞࡞ኚ࡞ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᆅᇦໟ
ᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ෆࡇ࠺࠸ࡗࡓぢᏲࡾࡢ⤌ࡳࢆ࠺ྲྀࡾධࢀࡿࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⊂❧ࡋࡓ
ぢᏲࡾࡢ⤌ࡳࢆసࡿࡢࠊ࠸࠺ࡢࡣ࡞ࡾࡁ࡞ㄢ㢟࡛ࡍࠋᙜ↛ࠊᆅᇦఫẸࡢ㐃ᦠ
ࡀᚲせ࡛ࡍࡽࠊᆅᇦࡢ୰ධࡗ࡚ࡇ࠺࠸࠺⤌ࡳࢆసࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠊᆅᇦ
ໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌ࡳ࡛ࡣ࡞࡞㞴ࡋ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀᡃࠎࡢ⪃
࠼᪉࡛ࡍࠋ
ᆅᇦࡢࠕᑓ㛛ᐙࠖࡢ⪃
ࡇࢁ࡛ࠊᆅᇦࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᑓ㛛ᐙࡀ࠸ࡲࡍࠋỴࡋ࡚ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸᙺᡤ
࠸ࡗࡓᑓ㛛ᐙࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡣ࠸ࢃࡺࡿୡヰᙺࡉࢇ࠸࠺࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡿ᪉ࡀ
࠾ࡽࢀࡲࡍࠋẸ⏕ඣ❺ጤဨࡉࢇࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡞ࡿ᪉㐩ࡀ࠸࡚ࠊ
ࡇࡢ᪉ࡓࡕࡢሗࢆ࢟ࣕࢵࢳࡍࡿ⤌ࡳࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
᭱㏆ࡣࠊ♫⚟♴ἲேタ⨨ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡀࡑࡢᙺࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡞ࡾࠊࡇࡢ᪉ࠎࡢሗ㞟ຊࡀୖࡀࡗ࡚
ࡃࡿࠊᑐᛂࡀࡍࡈࡃ㐪ࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊᆅᇦࡈタ⨨ࡉࢀࡿ♫
༠ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࢆ୧㍯ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡛ືࡏࡿ⤌ࡳࡀ࠶
ࡿࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㆙どᗇࡀ⏕ά⚟♴ࡢࡼ࠺࡞ࢭࢡࢩࣙࣥࢆస
ࡾࠊ୍⥴ゼၥࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊ㆙ᐹ୍⥴ࡢゼ
ၥࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊධᐊᣄྰࢆࡍࡿ᪉ࡣࠊຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ
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๓ᥦࡣᆅᇦఫẸ㢦ࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊ≉」ྜㄢ㢟ࢣ࣮ࢫࠊࡘࡲࡾᅔ㞴ࢣ࣮ࢫࡶ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᶵ㛵ࡀධࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠺࠸ࡗࡓࢳ࣮࣒࡛ධࡗ࡚࠸ࡃ
࠸࠺㎶ࡾࡀ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡇࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡉ࡚ࠊࡲ࡛ࡢࡇࡣ⌧ሙࡢヰ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊᐇࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࡍ࡛ᆅᇦࡢ୰࡛ࡣࡶ
࠺ࡍ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࠼ࡤẸ⏕ጤဨࡉࢇࡢẸ⏕ጤဨ༠㆟ࠊࡑࢀࡽ♫༠࡛సࡗ࡚࠸ࡿ
ᑠᆅᇦάືࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⏫ෆࠊ⮬ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡉࡽ
ᴗ⪅ࡋ࡚ࡣࢣ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡣⓙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡍ
ࡀࠊၥ㢟ࡣࡑࢀࢆ 1 ࡘ㞟ࡵ࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋከࡃࡢ⮬యࡢ
ሙྜࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ㒊ࣂࣛࣂ࡛ࣛࡍࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ 1 ࡘࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
ᥦࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡣࠊ࠼ࡤẸ⏕ጤဨࡉࢇࡢᆅᇦࡸ⏫ࡢᆅᇦ➼ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
ᆅᇦࡢ⤌⧊ࢆ୍⥴ࡋ࡚ࠊᆅᇦ㒊㞟ࡵ࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㆟ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࡋ
࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ⾜ᨻࡢ㈐௵࡛ࡍࠋ⮬యࡀࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ
ࡸࡿࡇࢁࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾ⾜ᨻ࡛ࡇ࠺࠸࠺⤌ࡳࢆసࡿࡇࡀᚲせࡔࢁ࠺ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
ᆅᇦࢣ㆟ࡼࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ
ࡇ࠺ࡋࡓᐇ㊶࡛㠀ᖖ㠃ⓑ࠸ࡢࡣ❧ᕝᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡍࠋࡲࡎᇶᖿᆺᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ࡀ㛤ദࡍࡿࠕᆅᇦࢣ㆟ࠖ
ࠊࡑࢀࡽᕷෆࡣᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡀᆅᇦ 7 ࡘ
8 ࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡀദࡍࡿࠕᑠᆅᇦࢣ㆟ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡇࡣẸ
⏕ጤဨࡉࢇࡸᆅᇦࡢ᪉ࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡉࡽࡣࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡀㄪᩚࡋఫẸࡶ
ཧຍࡍࡿࠕಶูᨭ㆟ࠖࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ 3 ᒙࡢ⤌ࡳࢆసࡾࠊ≉ࠕಶูᨭ
㆟ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠺ࡲࡃືࡁฟࡍ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇࡢ⤌ࡳࢆ࡞ࢇ
ᆅᇦసࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢไᗘࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛࡞࡞
㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡋࡋࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡋ࡞࠸࣒ࢲࡀከ࠸࡛ࡍࡋࠊ⌧࠶ࡿᆅᇦໟᣓ
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪉ࡀࠕ⚾ࡣయࡢ㆟ࠊᆅᇦࡢໟᣓࡢ㆟ࠊẸ⏕ጤဨࡉࢇࡢ㆟࠶ࡽࡺ
ࡿࡇࢁ⾜ࡗ࡚⑂ࢀษࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚⌧ሙ⾜ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠖჃ࠸࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ᶵ㛵࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀཌປ┬
ࡽࡢᆅᇦࢣ㆟ࡀ࠺ධࡗ࡚ࡃࡿࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᙺࡣࡉࡽ㔜ࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿᛮ
ࢃࢀࡲࡍࡀࠊ࡞ࢇࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⤌ࡳࡢ୰ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡀ୰ᚰධ
ࡗ࡚ࡇ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࢣ㆟ࡢ≉Ⰽࢆ⏕ࡋ࡚ࠊ࠺ࡸࡗ
࡚⌧ሙࡢಶูࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆάࡋ࡚࠸ࡃࠊࡇࡇࡀ୍␒ࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢศ㢮ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎᆅᇦࢣ㆟ࡀ࡛ࡁࡿࠊࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢ㛵ಀ⪅ࡀᆅᇦࡢ♫㈨※ࢆඹ᭷ࡋࡲࡍࠋሗࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖࡁ
࡞ᶵ⬟࡛ࡍࠋࢣ࣮ࢫㄢ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ୍⥴⪃࠼࡚ᑐᛂࢆࡍࡿሙ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࠋࡑࢀ
ࡒࢀࡢᆅᇦࢣ㆟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡀ୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡢ࡛ࡍࡀࠊ
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ࡑࡇಖᡤࡸ㞀ᐖ⚟♴ㄢࠊูࡢ⾜ᨻ㒊ㄢࡸ་⒪ᶵ㛵ࡶࡇࡇධࡗ࡚ࡃࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ
࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡓࡔࠊ୍␒㞴ࡋ࠸ࡢࡣ㠀ㄆ▱ࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸࠺᪉ࡢሙྜࡣࣉ࣮ࣟࢳ
㠀ᖖ㛫ࡀࡾࡲࡍࡋࠊⓙࡉࢇࡈⱞປ࡞ࡉࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡀࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡗ࡚ࡢࡼ࠺ᨭ࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ሙࢆືࡍࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⤌ࡳࡀᚋ
ࡢࡼ࠺࡛ࡁ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡢࡀ㠀ᖖ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ≉ᇶᖿᆺᆅᇦໟᣓࢭࣥࢱ
࣮ࡀࡇࢀࡽࡢࡼ࠺ᶵ⬟ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀࡁ࡞ㄢ㢟ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࡲࡵࡋ࡚ࠊᆅᇦࡣ 3 ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦ఫẸࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊබⓗࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࠊᆅᇦࡢ┦ㄯᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡀ࠶ࡾࠊ㔜せ࡞ࡢࡣࡑࢀࢆࡢࡼ࠺ࡘ࡞࠸࡛
࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅ⌧ሙࡢุ᩿ࠊ⌧ሙࢆᨭࡍࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࢆ࠺సࡗ
࡚࠸ࡃࠊ࠸ࡃࡘࣔࢹࣝࡀ࡛ࡁ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᡃࠎࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡶࡑ࠺࠸ࡗࡓ
ࡇࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ྖ㸸ᑠᯘඛ⏕࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲ࡢ㧗ᒣඛ⏕࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋ
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㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ㸸
ࠕ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ᢈࢆ㏄࠼࡚ࠖ
                      㧗ᒣ ┤ᶞ㸦㞀ᐖࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲㸧
ࡑࢀ࡛ࡣ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࡢሗ࿌ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㞀ᐖ⪅ࡢ⟇࠸࠺ࡢࡣࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡁ
࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ࠊࡼ࠺ࡸࡃ㛗ᖺࡢᛕ㢪࡛࠶ࡗࡓᶒ᮲⣙ࡀᢈࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀ
௨㝆ࠊࡇࡢ᮲⣙ᇶ࡙࠸࡚⟇ࢆ᥎㐍ࡋࠊࡲࡓᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ㞀ᐖࣘࢽࢵࢺࡣ㧗㱋Ꮚࡶ㐪࠸ࠊᖺࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ
ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᚋࠊ
ࠕ⮬ᕫỴᐃពᛮỴᐃࡢᴫᛕᩚ⌮⌮ㄽࠖ
ࠕពᚿỴᐃᨭࢶ࣮ࣝࡢ㛤
Ⓨ㸦ICT㸧
ࠖ
ࠕᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ┦ㄯᨭయไࡢホ౯ࠖࡘ࠸࡚◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡇ࠺ᛮࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ㞀ᐖ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ3 㞀ᐖࠊ㞴࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚
㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡢᶒࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠊᇶᮏⓗࡣ⮬ᕫỴᐃ࠸࠺ࡇࡀ㔜せ࡞ᴫᛕ࡞
ࡾࡲࡍࠋ⮬ᕫỴᐃ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ᕫỴᐃᶒ࠸࠺ࡇࠊពᛮỴᐃ࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡀฟ࡚ࡁ
࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ࡦࡘࡢពᛮࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ࠺ᨭ࠼࡚࠸ࡃࡢࠊࡇࢀ
ࡣ㠀ᖖษ࡞࣏ࣥࢺ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇࡢᴫᛕࡀᐇࡣࡲࡔࡲࡔᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ⮬ᕫỴᐃ࠸࠺ࡇࡶᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡇࡢ⮬ᕫỴᐃពᛮ
Ỵᐃࡢᴫᛕᩚ⌮⌮ㄽࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊពᛮỴᐃࡢ㝿ࠊࡸࡣࡾᨭࡀᚲせࡔࡅࢀࡶࠊࡑࡢࡓࡵࡣ㐨ලࠊࢶ࣮
ࣝࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊࡑࡢ㛤Ⓨࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋICTࠊ
ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡛ࡍࠋ࠼ࡤ iPad ࢆࡗ࡚࢚
ࢫࠊࣀ࣮ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆ㛤Ⓨࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㛤Ⓨࡋࡓࡶࡢࢆ┦ㄯᨭయไ࠶ࡿ࠸ࡣ≉ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡛ࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࠊ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺సᴗࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣ◊✲ࢳ࣮࣒ࡢ༙ศࡣ⌧ሙࡢ
ே㐩ධࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁ᳨ドࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡇ࠺࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛◊✲ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊࡣᴫᛕᩚ⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊḟᖺᗘࡘ࡞
ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢேᶒᑛ㔜ࡢᚿྥ
㞀ࡀ࠸⪅ࡢேᶒࢆྲྀࡾᕳࡃ᭱㏆ࡢືྥࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡢேᶒᑛ㔜ࡢ
ᚿྥࡋ࡚ࠊタࡸ㝔ࡢ♫࣭㛤ᨺࠊᆅᇦ⛣⾜࣭ᐃ╔ࠊᆅᇦ࡛ᙜࡓࡾ๓ᬽࡽࡍ
ࡇࡢಖ㞀ࠊࡑࡋ࡚ࠊᕪูࡸ೫ぢࢆチࡉ࡞࠸ព㆑ࡢၨⓎࡀ࠶ࡆࡽࢀࡲࡍࠋ≉㞀ᐖ⪅ไᗘ
ᨵ㠉᥎㐍㆟࠾ࡅࡿ᳨ウ࡛ࡣࠊ᮲⣙ࢆᢈࡍࡿࡓࡵᚅ㜵Ṇἲࠊ⥲ྜᨭἲࠊᕪูゎ
ᾘἲࡀ㏻ࡾࡲࡋࡓࠋᕪูゎᾘἲࡶ㠀ᖖ㔜せ࡞ἲᚊ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽྜ⌮ⓗ࡞㓄៖ࢆᅜẸ
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ⓗ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮
ࢩࣙࣥࡽࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ࠸࠺ὶࢀ࡛ࡍࠋ
㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࡢ≉ᚩ
 㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࡢ≉ᚩࡋ࡚ࡣࠊᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ྠࡌࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡲ࡛㞀ᐖ
ࡀಶேᅾࡿ࠸࠺㞀ᐖほࢆ㌿ࡋࠊ㞀ᐖࡀ♫⎔ቃࡢ୰Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺
ࣃࣛࢲ࣒㌿ࢆࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿ͆་⒪ࣔࢹࣝࡽ♫ࣔࢹ͇ࣝ࠸࠺ࡇࡀゝࢃ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࡀேᶒࡢయ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ⓑࡋࠊே㛫ࡢከᵝᛶ
ࡢ㓄៖ࢆᛰࡗ࡚࠸ࡓ♫ࠊࡑࡢᵓ㐀ᑐࡋ࡚౽ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓே㐩ࡀッ࠼ࡿᶒࢆᣢ
ࡘࡢࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ᪥ࡢࢸ࣮࣐࡛ࡶ࠶ࡿࠊᶒయࡣࡇ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋࡇࢀࢆࡶ࠺୍ᗘぢ┤ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡀ≉ᚩࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᑡࡋヲࡋࡃぢ࡚࠸ࡃࠊ࠸ࡃࡘ㔜せ࡞࣏ࣥࢺࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡦࡘࡣᚅ࡛ࡍࠋ㞀ᐖ
⪅ᶒ᮲⣙ࡢ➨ 16 ᮲ࡣࠊᦢྲྀࠊᭀຊࡽࡢ⮬⏤ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ➨ 17 ᮲࡛ࡣࠕ࡚ࡢ
㞀ᐖ⪅ࡣࠊࡢ⪅ࡢᖹ➼ࢆᇶ♏ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚰ㌟ࡀࡑࡢࡲࡲࡢ≧ែ࡛ᑛ㔜ࡉࢀࡿᶒࢆ
᭷ࡍࡿࠖつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࣥࢸࢢࣜࢸ࣭ྍᛶ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊ㠀ᖖ
ษ࡞࣏ࣥࢺ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽ➨ 19 ᮲ࡢつᐃࡣࠊࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡸࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮
ࢩࣙࣥࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ㞀ᐖࡢ࡞࠸ேᖹ➼ࡇ࡛ㄡఫࡴ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋࡇࡢࠕ≉ᐃࡢ⏕άᵝᘧ࡛ࡢ⏕άࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡞࠸ࠖ
㸦DSDUWLFXODUOLYLQJ
DUUDQJHPHQW 㸧ࡢࠕ≉ᐃࡢ⏕άᵝᘧࠖ࠸࠺ࡢࡣධᡤタࢆᣦࡋࡲࡍࠋ࠶ࡿព࡛ᆅᇦ࠾

ࡅࡿ⮬❧ࡋࡓ⏕άࡢᶒ᮲㡯ࡶつᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕ⬺タ᮲㡯ࠖゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫ࢙࢘
࣮ࢹࣥࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡛ࡣࠊࡦࡘࡶධᡤタࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋⓙᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥
ᮏࡣ 54 ேࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡢ࠺ࡕࠊ13  8,000 ேࡀ࠸ࡲࡔධᡤタ࡛⏕άࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡲࡲ࡛ࡍࠋᮾி㒔ࡢሙྜࡣࠊᅵᆅࡀ㧗࠸ࡽ࠸࠺⌮⏤࡛ࠊ㒔❧タࢆ㟷᳃ࡸᒣᙧࠊ⛅⏣
సࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ 3,000 ேࡢ᪉ࡀࡇ࠺ࡋࡓタ࡛⏕άࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ㒔እタ
ᩥி༊Ẹࡀ 50 ఱேࡶ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡤࠊタᥐ⨨ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࠋ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙
ࡀ㏻ࡗࡓࡽࡣࠊࡇࡢⅬࢆ࠺ࡍࡿࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡣ㠀ᖖษ࡞࣏ࣥࢺ࡛ࡍࠋ
 ࡶ࠺ࡦࡘࡣពᛮỴᐃࡢ㒊ศ࡛ࡍࠋ➨ 12 ᮲࡛ࡣࠊពᛮỴᐃ࠸࠺ࡶࡢࡀ➼ࡋࡃㄆࡵࡽࢀ
ࡿ࠸࠺ࡇࢆἲᚊ࡛Ỵࡵ࡞ࡉ࠸つᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⮬ศ࡛⮬ศࡢពᛮỴᐃࢆࡍࡿᶒࢆ
ಖ㞀ࡍࡿࠊἲⓗ⬟ຊࡢ⾜ࢆㄆࡵࡿࠋἲⓗ⬟ຊࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡣࠊ
ࠕᨭࢆ
ཷࡅࡓ⮬ᕫỴᐃࠖࡤࢀࠊᨭࢆཷࡅࡿࡇࡀᶒࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࠊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠶ࡿព࡛௦⾜Ỵᐃ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡓࡔࡇࢀࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡢ᪥ᮏ
ࡢ⚟♴ࡢ୰࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅⚟♴ࡢ౯್ࡢ㒊ศ㛵ࢃࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊࡢࡼ
࠺ே㛫ࢆぢ࡚࠸ࡃࠊࡢࡼ࠺♫ࢆసࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺㒊ศ࡛ࡣࠊࡲࡔࡲࡔࣃࢱ࣮
ࢼࣜࢫࢸࢵࢡ࡞ࡾࡀࡕ࡞ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡶࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࡋ
ࡗࡾ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࡀゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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 2012 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥ᚅ㜵Ṇἲࡀ⾜ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡋࡋࡑࡢᚋࡶ㞀ᐖ⪅ᚅࡀ⤯࠼ࡲ
ࡏࢇࠋ
༙ᖺ㛫࡛ 3,000 ௳ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊ1,000 ௳ࡢᚅࡀㄆᐃࡉࢀࡓ࠸࠺ᐇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⚾ࡣ⚄ዉᕝ┴࡛ࠊ▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ᪉ࡢᮏேάືࡢࡎࡗ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᚅࡀࡓ
ࡃࡉࢇ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿࣆ࣮ࣉࣝࣇ࣮ࢫࢺ㐠ື⣔ࡢ▱ⓗ㞀ᐖࡢே㐩ࡀࠊࡇ࠺
࠸࠺ᚅࡀ⮬ศ㐩ࡢ௰㛫࠶ࡿ࠸࠺ࡇᑐࡋ࡚⾲᫂ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀࠕ࠺ࡋ
࡚㸽ࠖ
㸦▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡀ࠶ࡿᮏேάືࡢ㸧࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍ㸦㈨ᩱ 28 ࣮࣌ࢪࠊࢫࣛࢻ 6㸧
ࠋ
ࠕ࠺ࡋ࡚࡞ࡢ㸽⫋ဨࡉࢇࠖ࠸࠺ࡢࡀࡇࡢࢸ࣮࣐࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕ࠺ࡋ࡚ࠊ
ࡗ࡚⚾ࡢࡇࢆỴࡵࡿࡢ㸽ࠖ
ࠕ࠺ࡋ࡚ࠊᏊࡶࡢࡼ࠺࠶ࡘ࠺ࡢ㸽ࠖ
ࠕ࠺ࡋ࡚ࠊྡ
ࡲ࠼ࢆࡼࡧࡍ࡚ࡍࡿࡢ㸽ࠖ
ࠕ࠺ࡋ࡚ࠊヰࢆࡕࡷࢇ⪺࠸࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡢ㸽ࠖ
ࠕ࠺ࡋ࡚ࠊ
ୖࡽ┠⥺࡞ࡿࡢ㸽ࠖࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ᭱ᚋࡣࠕ࠺ࡋ࡚ࠊࡇࡢࢆ㑅ࢇࡔ
ࡢ㸽ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⣲ᮔ࡞㉁ၥᑐࡋ࡚ࠊ⚟♴ᑓ㛛⫋ࡣ࠺⟅࠼ࡿࡢ࠸࠺ࡇ
ࢆၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⚟♴ᑓ㛛⫋ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ㉳ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ♫ಖ㝤ᗇࡀᙜ⪅ࡢே㐩
୍⥴సࡗࡓࠕே㛫ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖ࠸࠺Ꮚࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡀ 20
ᖺࡅ࡚タゎయࢆࡋ࡚ࡁ࡚ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿⓙࡀᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍࡇ࡞ࡾࠊタࡢ⫋ဨࡢ
ሙࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ᆅᇦ࡛ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡁࠊ㞀ᐖࡀ࠶ࡿே
⫋ဨࡢ㛵ಀࢆኚ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊࡑࡢᣦ㔪࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡓࡁࠊ➨ 5 ᮲ 4 㡯ࡀษࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡤࠕࡰࡃࡓࡕࠊࢃ
ࡓࡋࡓࡕࡣࠊ⫋ဨࡀࡍࡿࡇࠊᛮ࠺ࡇࢆぢ࡚࠺ࡍࡿ⪃࠼ࡿࠋ⫋ဨࡣࡕࡷࢇࡋ࡚
ࡋ࠸ࠊΰࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇࢆࡋ࡞࠸࡛ࡋ࠸ࠖゝࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋΰࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ
ࡣఱ࠸࠺ࠊ⫋ဨಶேࡢ౯್ほ࡛⏝⪅ࢆ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋಶูᨭ
ィ⏬ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊಶேࡢ౯್ほ࡛⏝⪅ࡢᨭࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࡛ࡍ
ࡽࠊ⏝⪅ࡀಶேࡢ౯್ほࡼࡗ࡚ࣂࣛࣂࣛࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣᴟࡵ࡚༴࡞
࠸ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠕ⚾ࡓࡕࡢࡇࢆ⚾ࡓࡕࡠࡁ࡛Ỵࡵ࡞࠸࡛ࠖ࠸࠺㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࡢ
ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡢኌ࠸࠺ࡶࡢࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺⟇
άࡍࡢࠊ≉᮶ᖺᗘࡣ㞀ᐖ⪅⚟♴ィ⏬ࢆぢ┤ࡍᖺ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊ࠺ᫎࡉࡏ
࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡀྛ⮬యồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᾘᴟⓗᶒ᧦ㆤࡽࡢ⬺༷
 ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊᐇࡣᶒ᧦ㆤ࠸࠺ᴫᛕࡢฟ⮬ࡣ㞀ᐖ⪅ࡢࡇࢁࡽࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᶒ᧦ㆤ࠸࠺ゝⴥࡀࢃࢀጞࡵࡓࡢࡣ 90 ᖺ௦ࡢึࡵࡽ࡛ࡍࠋ௨๓ࡣᶒ᧦ㆤゝ
ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀࡀࡇࡽฟ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢタࡸປാሙ㠃࠾
࠸࡚ࡢᶒᐖ࡛ࡍࠋ௨๓ࡣయ⨩ࡢၥ㢟࡞ࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡔࡽᶒ᧦ㆤࡀฟ࡚
ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊⱞゎỴࡢ⤌ࡳࡸ࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࠊ➨୕⪅ホ౯ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᐇࡣࡑࡢࡇࡣᾘᴟⓗᶒ᧦ㆤࡢᇦࢆฟ࡚࠸࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
せࡍࡿᶒᐖࠊ㐺ษ࡞ࢣࡢゎᾘࠊࡑࡢ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࠊⱞゎỴࡢ⤌ࡳࡸ
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࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࠊ➨୕⪅ホ౯ࡢ⤌ࡳࡣᾘᴟⓗᶒ᧦ㆤゝ࠼ࡲࡍࠋせࡍࡿࠊ࠼ࡤᚅ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࡑࢀࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺࠸࠺ᶒ᧦ㆤ࠸࠺ࡢࡣࠊࢮ࣮ࣟ࣋ࢫᡠࡍࡔࡅ
࡛ពࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✚ᴟⓗᶒ᧦ㆤ࠸࠺ࡢࡣఱ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࢆ
᥎㐍ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࠾࠸࡚ࡣࠊࡸࡣࡾᆅᇦ⏕άᨭࡢ⤌ࡳసࡾ
ࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᨭࠊᙜ⪅ཧ⏬ࢆࡢࡼ࠺ಁࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡲ࡛࠸࡞
࠸ࠊࡑࡢேࡽࡋ࠸⏕ά࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊ࣑ࢡࣟࡢࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚ࡣᶒ᧦ㆤࡢᑐᴟࡣᶒᐖ࡛ࡍࡀࠊᶒᐖࡢࣞ࣋
ࣝ࠸࠺ࡢࡣࠊ≢⨥㸦ᚅ㸧ࡽ᪥ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾࡲ࡛ᖜᗈࡃࠊࡶࡗࡶከ࠸ᶒᐖࡣ᪥
ᖖⓗᏑᅾࡋࡲࡍࠋලయⓗ࠸࠺ࠊ⮬ศࡢ౯್ほࢆᢲࡋࡅࡿࠊࡇࡕࡽഃࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟ
࡛ࣝࡁࡿࠊඛᅇࡾ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࡽ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊከศ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸࠺ࡶࡢࡀ࡛ࡁࡓࡋ࡚ࡶࡲࡓࣃࢱ࣮ࢼࣜࢫࢸࢵࢡ㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࠶
ࡿ࠸ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆ࠸ࡘࡶࡾ㏉ࢀࡿࡼ࠺࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇࡣᙜ⪅ࡢཧ⏬ࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ㌟㏆
࡞ேࡀྍ⬟࡞ᐇ㊶࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡋࡋ㌟㏆࡞ேࡀᶒᐖ⪅ࡓࡸࡍࡃ࡞ࡾ࠺ࡿࡢࡔ
࠸࠺▩┪ⓗ࡞ࡇࢁࢆࡁࡕࢇ⮬ᕫ┘どࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢽ࣮ࢬࢹ࣐ࣥࢻ
 ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊࢽ࣮ࢬ㸦needs㸧ࢹ࣐ࣥࢻ㸦demand㸧ࡢ㛵ಀࡣࠊࢫࣛࢻ 8 ࡢ
ᅗ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡲࡍࡀࠊࢽ࣮ࢬ࠸࠺ࡢࡣࠊせࡍࡿ⏝⪅ࡢㄆ㆑ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ୍᪉ࠊ
࢘ࢵࢩࣗ㸦wish㸧࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡣࠕᛮ࠸ࠖࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊᑓ㛛⫋ࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞
࠸せồ࡛ࡍࠋ࡞ࡇࡣࠊᮏேࡢࢽ࣮ࢬࡸࢹ࣐ࣥࢻࠊ࢘ࢵࢩࣗయࡢࡇࢆศࡗ࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡣࡸࡣࡾ 1 ேࡢࢫࢱࢵࣇࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࢫࢱࢵࣇࡢ୰࡛ศࢆࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊ࠺༠ാయไࢆసࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ࡇࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢽ࣮ࢬࢹ࣐ࣥࢻࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊࢽ࣮ࢬ࠸࠺ࡢࡣ⏝⪅࠾ࡅࡿᐈほⓗ࡞ᚲ
せᛶ࡛ࠊࢹ࣐ࣥࢻࡣ⏝⪅ࡢほⓗ࡞せồ࣭せᮃ࡛ࡍࠋ⏝⪅ࡢࢹ࣐ࣥࢻࢆཷࡅධࢀࡍࡂ
ࡿࠊ⮬❧ᨭᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠕ⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆࡋࡗࡾᢕᥱࡍ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛ࠊࢫࢱࢵࣇࡢࢫ࢟ࣝ࡞ࡽࡧྛᑓ㛛⫋✀ࡼࡿᐇࡋࡓࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡀ⫢
せࠖᩍ⛉᭩ࡣ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᇶᮏࡣࠕᙜ⪅ᶒࠖ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
୰すṇྖ࣭ୖ㔝༓㭯Ꮚⴭࡢࠗᙜ⪅ᶒ࠘
㸦ᒾἼ᪂᭩㸧ࡢ୰࡛ࡣࠊ
ࠕᙜ⪅ᶒࡣࠊ⚾
ࡀ⚾ࡢᶒ⪅࡛࠶ࡿࠊ⚾௨እࡢࡔࢀࡶ̿ᅜᐙࡶࠊᐙ᪘ࡶࠊᑓ㛛ᐙࡶ̿⚾ࡀࡔࢀ࡛࠶ࡿࠊ
⚾ࡢࢽ࣮ࢬࡀఱ࡛࠶ࡿࢆ௦ࢃࡗ࡚Ỵࡵࡿࡇࡣチࡉ࡞࠸ࠊ࠸࠺❧ሙࡢ⾲࡛᫂࠶ࡿࠖ
㸦P
㸲㸧࠶ࡾࠊࡉࡽࠕᑓ㛛ᐙࡔࢀࠋᑓ㛛ᐙࡣࠊᙜ⪅௦ࢃࡗ࡚ࠊᙜ⪅ࡼࡾࡶᮏ
ேࡢ≧ែࡸ┈ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ุ᩿ࢆୗࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ➨୕⪅ࡢ
ࡇ࡛࠶ࡿࠖࡋࠊ
ࠕࡑࡢࡼ࠺࡞ែᗘ࡛ࡢᙜ⪅ࡢ㛵ࢃࡾࢆࠗࣃࢱ࣮ࢼࣜࢬ࣒㸦 ⓗᗊ
ㆤ⩏㸧
࠘
ࠖᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ࡇࡢ㒊ศࢆ⚾㐩ࡣ⪃࠼࡞ࡀࡽ⏝⪅ྥࡁྜࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡇࢆ࠸ࡘࡶ
ព㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡗ࡚࠸࡞࠸
༴࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᕪูゎᾘ࠸࠺ࡢࡣࡇࡢ㒊ศ࡛ࡍࠋᑓ㛛⫋࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠺ࡋ࡚
ࡶᕪูࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺⮬ศࡀ࠸ࡿࡢࡔ࠸࠺౯್ほࡢࡇࢁࢆࠊࡢࡼ࠺ࡳࢇ࡞࡛ㅬ
ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠊ㈇ࡢ࣏ࣥࢺࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⮬ᕫỴᐃࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ
ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ
ࠕ㞀ࡀ࠸⪅ไᗘᨵ㠉᥎㐍㆟⥲ྜ⚟♴㒊ࠖ
㸦ᖹᡂ 22 ᖺཌປ┬タ⨨㸧
࠾࠸࡚ࡶࠊពᛮỴᐃࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊ≉ࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠊᶒ᧦ㆤ
ࢆᇶ┙ࡋ࡚ࠊ᭱ࡶษ࡞ࡢࡣ⮬ᕫỴᐃࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ࡢࠕᮏேཧຍࠖࡔ࠸࠺ពぢࡀࡔࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ุ᩿ຊࡢపୗࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡢ⮬ᕫỴᐃᨭࡣ༠ാ⮬ᕫỴᐃ࠸࠺ゝࢃࢀ
᪉ࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊᮏேࡢኌࢆ୰ᚰᨭ⪅ࡀ⮬ᕫᚿྥࠊពᛮỴᐃࢆᨭࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑ
ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀᚲせ࡞ࡢࡔࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮏேࢆ୰ᚰ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࠊᨭᥦ౪ᴗ
⪅ࠊᮏேࡢഃ❧ࡕᶒ᧦ㆤࢆࡍࡿ➨୕⪅࡞ࡀ༠ാࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ୰࡛⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁ࡚
࠸ࡃࡓࡵ㐣㊊࡞࠸ᨭࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇࢆᨭࡋ࡚࠸
ࡃࢩࢫࢸ࣒ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⮬ᕫỴᐃᨭࡢࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨࠊಶேࡢࣃ࣮࣡ࡸࢫ
ࢺࣞࣥࢢࢫࢆ㋃ࡲ࠼ࡓពᛮ࣭⮬ᕫỴᐃ㸦ᨭ㸧ࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㈨ᩱ 30 ࣌
࣮ࢪࡢ 13㹼15 ࡢᅗ࡛ࡑࡢ࣓࣮ࢪࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ♫ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣍
࣒ࡸタࠊ⫋ሙࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᅗࡢ୰㢼⯪ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣேࡸᐙ᪘ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡇࡢ㢼⯪ࡀᡭࡽ㞳ࢀࡿᆅᇦ࡛Ꮩ❧ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢ㢼⯪࠸࠺ࡢࡣᨭ
⪅࡛ࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣᐤࡾῧ࠺ேࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊᮏேࡢᚋࢁ࠸
ࡿᚋぢேࡸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡸࢣ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠊࡇࡢ᪉ࠎࡀయࢆぢ࡚ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡⓗ࡞どⅬࢆᣢ࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢኌࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽᚋぢேࡀࢧ࣮ࣅࢫࢆዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡁ
ࠊ࠼ࡤࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊࢹࢧ࣮ࣅࢫࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊẸ⏕ጤဨࠊ࣮࣒࣍࣊ࣝ
ࣃ࣮ࡢ᪉ࠎࡀ࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ᪉ࠎࡼࡗ࡚ᆅᇦࡢ୰࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࡑࢀࡒࢀಶูᨭィ⏬ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚ࣂࣛࣂࣛᑐᛂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊయࡢィ⏬ࢆ❧࡚
࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛ᮏேࢆ୰ᚰࡋ࡞ࡀࡽᐃᮇⓗ
ࢣ㆟ࢆ⾜࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ᮏேࡢኌࢆᖖⓙࡀᨭ࠼࡚࠸ࡃࠊᐤࡾῧࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ᙧ
ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦ࣭㐃ᦠ㸦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧࡛ᨭ࠼ࡿ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠶ࡿ࠸ࡣᶒ᧦ㆤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ᨭ࠼ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ⏝⪅ᮏேࢆ୰ᚰ
ᤣ࠼࡚ᨭ࠼ࡿࠊ⏝⪅ᮏேࡢኌࢆ୰ᚰᨭ࠼ࡿࠊ⏝⪅ᮏேࡢຊࡸᙉࡉࢆ୰ᚰᨭ࠼ࡿࠊ
⏝⪅ᮏேࡢኌࡢᐇ⌧ࢆࢳ࣮࣒࡛ᨭ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀ⏝⪅ࢳ࣮࣒ࡀ
♫㈨※ࢆฟࡍࡿࡇࢁࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࣂࣜࣇ࣮ࣜ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ
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᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏேࡢ୰ࡣᶒ࠸࠺ࡇ㛵ࡋ࡚㐪ឤࢆᢪࡃே㐩ࡀࡲࡔࡲࡔከ࠸࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊᏊࡶࡢᶒ᮲⣙ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊᶒࡣఱ࠸࠺ࡇࢆఏ࠼࡞ࡅ
ࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊᶒࢆㆤࡿࡇࢆ࠺ᨭࡍࡿ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡛ࡍࡋࠊᶒࢆᙇࡍࡿࡇࢆ࠺ᨭࡍࡿࠊ⾜ࡍࡿࡇࢆ࠺ᨭࡍࡿࠋ
㑅ᣲᶒࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀศࡗ࡚ࡶࠊ⾜ࡍࡿࡇࢆᨭࡋ࡞ࡅࢀࡤ㑅ᣲ⾜ࡅ࡞࠸ࢃ
ࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽᶒࢆ௦ᘚࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᇶᮏⓗࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᶒࢆ
ᙇࡋ⥆ࡅ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊᏊࡶࡸ㧗
㱋⪅ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉࡞⏝⪅ඹᶒࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ឤࡌࡀࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡣ
 ᭱ᚋࠊ㞀ࡀ࠸ࡀ࠶ࡿேࢆ࠺ࡳࡿࠊ࠸࠺Ⅼࢆ࠾ࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ࠊࡑࡋ࡚ࡶࠊ⬟ຊࡀ࡞࠸ேࠊᙅ࠸ேࠊ㈐௵ࢆᯝࡓࡏ࡞࠸ேࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㒊ศࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊಖㆤࠊ⟶⌮ࠊカ⦎ࠊ⒪୰ᚰࡢຓࡢᑐ㇟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍ
ࡀࠊࡋࡋࠊ⬟ຊࡀ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠊᙅ࠸ே࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㈐௵ࢆᯝࡓࡏ࡞࠸ே࡛ࡣ࡞࠸
ࢃࡅ࡛ࡍࠋ⮬❧♫ཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࠾࠸࡚ࡣࠊᬑ㏻ࡢ⏕άࢆࡍࡿࡓࡵᨭ
ࢆồࡵࡿᬑ㏻ࡢᕷẸ࡛࠶ࡾࠊ≉㔜ᗘࡢ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ᪉ࡣ᭱ࡶᙅ࠸ேࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊᙉ⪅ࡀసࡗ࡚ࡁࡓ▩┪ࡋࡓ♫ࢆኚ࠼ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࠊ᭱ࡶㄝᚓຊࡢ࠶
ࡿ᭱ᙉࡢᕷẸ࡛࠶ࡾࠊᨭ⪅ࡗ࡚ࡣࠊ᭱ᙉࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᶒ
᧦ㆤ࠸࠺ࡶࡢࢆࡦࡘࡢᇶ┙ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿព࡛♫ኚ㠉
ࡢ᪉ྥᛶࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲせࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕᅔࡗࡓࡁࠊ㏞ࡗࡓࡁࡣ⏝⪅
ࡢ᪉⪺ࡅࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ྖ㸸㧗ᒣඛ⏕࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ௨ୖ࡛ࠊ3 ࡘࡢࣘࢽࢵࢺ㛗ࡢ᪉ࠎࡽࡢࡈሗ࿌ࢆ
⤊ࢃࡾࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋྠࡌᏛ㒊Ꮫ⛉ᡤᒓࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽᬑẁࡣ࠶ࡲࡾࡇ࠺࠸࠺
㛫ࢆᣢࡘࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᮏ᪥ࡣ㠀ᖖⰋ࠸ᶵ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇ
ࢀࡽࡢࡈሗ࿌ࢆཷࡅࡲࡋ࡚ࠊ⛅ᒣඛ⏕ࠊὶ▼ඛ⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ⛣ࡽࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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ྖ㸸ࡣࡌࡵࠊ⛅ᒣඛ⏕ࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ㡬ᡝ࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⛅ᒣ㸸࡚ࡶ㞴ࡋ࠸ᐟ㢟ࢆ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲
ࡢඛ⏕᪉ࡽࡢⓎ⾲ࢆཷࡅ࡚ឤࡌࡓࡇࡣࠊᶒࡢయࢆయ⪅ྲྀࡾᡠࡍ࠸࠺ࡇࢆ
ࡁࡕࢇぢᤣ࠼ࡓୖ࡛ࠊᶒ࠸࠺ࡢࡣఱ࡞ࡢ࠸࠺ࡢࢆぢ┤ࡋ࡞ࡀࡽࠊయᛶࢆྲྀࡾ
ᡠࡍ࠸࠺ࡇࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆᙜ࡚࡞ࡀࡽࠊ࠺ࡸࡗ࡚࿘ࡾࡢே㐩ࡀᡭࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃ
ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⾜ᨻᶵ㛵ࡀ⦪ࡾࡢ≧ែ࡛
ࡍࡋࠊᆅᇦࡶศ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࠊࡧᆅᇦࡢ୰࡛ࠊேࠎࡢ࿘ࡾࢆᅖࡴேࡓࡕࡀ᪂ࡓ࡞
⤎ࢆྲྀࡾᡠࡍࡓࡵࡢࡼ࠺࡞ࡅࡀᚲせ࡞ࡢࠊ࠸࠺ࡇࡀࠊᏊࡶࡢ❧ሙࡶ㧗㱋
⪅ࡢ❧ሙࡶ㞀ᐖ⪅ࡢ❧ሙࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓព࡛ࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡽ
ࡣࠕᶒࡢయࡀࠊಖㆤࡢᑐ㇟ࡽᶒࡢయ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࠊ⌧ᐇ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡇࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᅜ㝿ⓗ࡞どⅬࡲ࡛ࠊᖜᗈࡃ⪃࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡈᥦࢆࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⡆༢࡛ࡍࡀࠊὶ▼ඛ⏕ࣂࢺ
ࣥࢱࢵࢳࡋࡲࡍࠋ
ὶ▼㸸⚾ࡣி㒔࠶ࡾࡲࡍ⳹㡬▷ᮇᏛົࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡦࡾぶࡢࡇࢆࡲ࡛
ࡎࡗ◊✲ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࢭࣥࢱ࣮㛗࡛࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ᳃⏣ඛ⏕ࡣࠊ㛗ᖺ࠸ࢁ࠸ࢁ
ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊࣄࣥࢺࡶࡓࡃࡉࢇ࠸ࡓࡔࡁ⮳ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿࡁ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࡢᇶ┙ࠊ
ࠕᐙᗞ࠸࠺ࡢࡣࡢࡼ࠺࡞ே㐩ࡀ⏕άࡋ
࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢᐙ᪘࠸࠺ࡢࡣࠊ᭱ึ⛅ᒣඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ
ࡓࡼ࠺ᆅᇦ࡛⏕άࡋࠊࡑࡇࡀ᰿࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆᛀࢀࡓᙧ࡛⾜ᨻࡀື࠸࡚
ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⚾㐩ࡀࢧ࣮ࣅࢫࡸᨭࢆࡍࡿࡁࠊࡑࡇࢆ࠺ࡋ࡚ࡶⴠࡋ࡚ࡋ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇࢆᖖᛮ࠸࡞ࡀࡽ⮳ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡣᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮㨩ຊࢆឤࡌ࡚࠸࡚ࠊࡦࡾぶࡢᨭࡢ࡞ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࡀ࠶ࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࠊタ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࡦࡾぶࡢே࠸࠺ࡢࡣᮏᙜᑡ࡞ࡃ࡚ࠊ
タࡽ㏥ᡤࡋࡓேࡣࠊ⏕άಖㆤࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ࡛ࡍࡈࡃ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋ୍
᪉࡛ࠊ⏕άಖㆤࢆཷࡅࡎࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿேࡶࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࡀࠊᇸ⋢┴ෆ࡛㉳ࡇࡗࡓᝒ࡞࣋ࣅ࣮ࢩࢵࢱ࣮ࡼࡿᗂඣṚஸ௳ࡸࠊ௨๓㜰ᗓ࡛
࠾ࡁࡓᗂ࠸ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥ⨨ࡁཤࡾ௳࡞ࠊ㠀ᖖཝࡋ࠸⌧ᐇࡶឤࡌ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
ᮏ᪥ࠊ3 ேࡢඛ⏕ࡢ࠾ヰࢆ⪺࠸࡚ᛮࡗࡓࡇࡣࠊᶒ᧦ㆤࡲࡘࢃࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸࠺
ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ⚾㐩ࡀࡇࢀࡽ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿேࢆ࠺ᨭ࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺᰿ᮏⓗ࡞ࡇ
ࢁࢆࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢࡔ࡞ࠊ㠀ᖖ㨩ຊⓗᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㠀ᖖẼ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊయࡢヰ࡛ࡍࠋඣ❺㣴ㆤタ࡛ࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊ⫋ဨࡀ
࠺ࡋ࡚ࡶᏊࡶࡢୖ❧ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ࠺ࡲࡃᏊࡶࡢẼᣢࡕࢆࡃࡳྲྀࢀ࡞࠸࠸࠺
ࡼ࠺࡞ࡇࡀࡓࡃࡉࢇ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡁࠊ
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Ꮚࡶ㐩ࡢయ࠸࠺ࡢࢆ࠺ᤊ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ⚾㐩ࡣ࠶ࡲࡾ⏕άࡢ୰࡛ࡣ⪃࠼࡚
࠸࡞࠸ࠊᏊࡶࢃࡿぶࢆぢ࡚࠸ࡲࡍࠕࡇࢀࡣኵ࡞㸽ࠖᛮ࠺ࡼ࠺࡞ሙ㠃ࡶ
ࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡍࠋヰࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊᏊࡶࡀ࠾ẕࡉࢇࡢᚋࢆ୍⏕ᠱ㏣࠸
ࡅ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᏊࡶᑐࡍࡿయⓗ࡞⪃࠼࠸࠺ࡢࡀ㠀ᖖ㞴ࡋ
࠸ࠊࡇࢀࡀࡦࡾぶ࡛࠶ࢀࡤ࡞࠾୍ᒙཝࡋ࠸≧ἣ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡽࠊ᳃⏣ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡢ୰࡛㠀ᖖẼ࡞ࡾࡲࡋࡓࡢࡀࠊ
ࠕᚅࡦࡾぶᐙᗞࠖࡢ
㛵ಀ࡛ࠊᮾி㒔ࡢ㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱࡢ୰ࠊᐙᗞࡢ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࠊࡍ࡚ࠕᏙ❧ࠖ࠸࠺ゝⴥ
ࡀฟ࡚ࡃࡿࡇ࡛ࡍࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⊃㛫࡛ࠊᏙ❧࠸࠺ࡶࡢࡼࡗ࡚ࢆዣ
ࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞Ꮚࡶࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᮏᙜ㈋ࡋ࠸ே㐩ࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࡋࠊ
㞀ᐖࢆᣢࡗࡓ᪉ࠊࡈ㧗㱋ࡢ᪉ࡶྵࡲࢀࡿࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋᮾிࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ
࡛ࡦࡾぶࡢᒃሙᡤ࠸࠺ࡶࡢࢆసࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡇࢆࢿࢵࢺ࡛ࡶぢࡲࡋࡓࡋࠊ᳃⏣
ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡶ࡛ࡲࡋࡓࡀࠊᏙ❧ࡢၥ㢟ࡀ㠀ᖖࡁ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ி㒔ᕷ࡛ࡣࠊᒃሙᡤࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ⿵ຓ㔠ไᗘࢆసࡾࠊNPO 㐠Ⴀࢆጤクࡋ࡚
࠸ࡲࡍࡀࠊᮏᙜࠕࡦࡾぶࡔࡽࠖ࠸࠺ࡇࢆయ࠾࠸࡚ᒃሙᡤࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡞ࠊ࠸࠺ࡇࡣᑡࡋឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࠊไᗘ⟇ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤࠕࡢࡾⓑࠖࡢࡼ࠺࡞㠃ࠊᑐ㇟⪅ࢆぢฟࡋ࡚ࠕ㈞ࡾࡘࡅࡿࠖഃ㠃ࡀ࠶ࡿ
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣከศ⾜ᨻࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࠊබⓗ࡞ࡇࢁࡔࡅ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸≧ἣ
ࡢ୰ࢆ NPO ࡢ᪉ᑡࡋຊࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᑐ㇟⪅࡞ࡿே㐩ࢆࢧ࣮ࣅࢫࡘ࡞ࡆࡿᙺࢆ
ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡑࡢᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀࡁࡍࡂࡿ࠺ࡲ
ࡃ࠸࡞࠸ࠋ⛅ᒣඛ⏕ࡢ࠾ヰࢆ⪺࠸࡚࠸࡚ࠊࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ࠸ᶵ⬟ⓗᑠᅇࡾࡢ
ࡃࡶࡢࡋ࡚࠸ࡃࡢࡘ࠸࡚ࡈⱞປࢆࡉࢀࠊᆅᇦࡢ୰࡛⏕ά᰿ࡊࡋࡓࡇࢁࢆࡢ
ࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡃࠊࡑࡢ᪉⟇࠸࠺ࡢࢆヨ⾜㘒ㄗࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡞ឤࡌࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡣඣ❺⚟♴ࡦࡾぶࡢࡇࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡢඛ⏕㐩ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࠾ヰࢆ
⪺ࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊᏊࡶ㐩ࡢᶒ࠶ࢃࡏ࡚⏕άࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡇ࡛ᐙ᪘࠸࠺ࡶࡢࡀ
ࡢࡼ࠺⏕άࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆᖖᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆㄆ㆑ࡉࡏࡽࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡶࡈ㧗㱋ࡢ᪉ࡶࠊࡦࡾぶ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏊࡶ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶࠊ⮬ศࡀ㑅ᢥࡋࡓᖾࡏ࡞ᒃሙᡤ࠸࠺ࡢࡣᚲࡎ࠶ࡿࡣࡎ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠸యࡢഃ
ࡽࠊࡑࡢᒃሙᡤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃດຊࢆࡍࡿࠊ࠸࠺ࡢࡀ⚾㐩ㄢࡏࡽࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐
࡛ࡶ࠶ࡾࠊ⏕Ṛࡢቃࢆࡉࡲࡼ࠺ࡼ࠺࡞༴㝤࡞≧ែࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ꮚࡶ㐩ࡢࡓࡵ
ࠊຊࢆ࠸࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠸࡞ࡀࡽ࠾ヰࢆ࠾⪺ࡁࡋࡲࡋࡓࠋ୰㏵༙➃࡞ࢥ
࣓ࣥࢺ࡛⏦ࡋヂ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ⚾ࡽࡣ௨ୖ࡛ࡍࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㠀ᖖࡁ࡞ࢸ࣮࣐ࡢ୰࡛ࠊ3 ྡࡢࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲ࡢඛ
⏕ࡢ࠾ヰࡽࠊ≉ᶒࡢయࡢヰࠊࡑࢀࡽᆅᇦ࠾࠸࡚⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿேࢆ࠺ᨭ࠼
ࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢ୰࡛ὶ▼ඛ⏕ࡢ࠺ࡽࠊ
ࠕᚅࡦࡾぶᐙᗞࠖࡢ≧ἣࡢ࡞ࠕᏙ❧ࠖ࠸࠺ゝ
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ⴥࡀ࠶ࡿࠊࡘࡲࡾᏊࡶࡸ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅࠸ࡗࡓᯟ⤌ࡳ࠸࠺ࡢࡀࠊᅇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰ࣘࢽࢵࢺࡋ࡚ศࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶἲไᗘୖࡢࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡋࡓᙧ࡛ࡢศ㢮࡛ࡍࡀࠊぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿࠊ࠼ࡤᏙ❧ࡢၥ㢟࠸࠺ࡢ
ࡣࠊඣ❺ᚅࡶ࠶ࡿࡋࠊ୍ேᬽࡽࡋࡢ㧗㱋⪅ࡢࡇࢁࡶ࠶ࡿࡋࠊ㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎ
ࡢࡇࢁࡶᙜ࡚ࡣࡲࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊ
ࠕᏙ❧ࠖࡀࡦࡘࡢࡁ࡞ඹ㏻ᇶ┙࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⏕άၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ୰࡛ไᗘࡉࢀࡓࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍ
ࡀࠊᨻ⟇ࡋ࡚ᑐ㇟ࡉࢀࡓࡶࡢ௨እࡢࡇࢁࢆ࠺ᨭ࠼ࡿࡢࠋࡑࢀࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛
࠺ᨭ࠼ษࢀࡿࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ㠀ᖖࡁ࡞↔Ⅼ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊࡶ࠺୍ᗘሗ࿌⪅ࡢ᪉ࠎࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢඛ⏕᪉ࡽ࠸ࡃࡘฟࡲࡋࡓࡈ
ᣦࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୍ゝࡎࡘ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ᳃⏣ඛ⏕ࡽ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲ
ࡍࠋ
᳃⏣㸸ࡼࡃᏊࡶࡢศ㔝࡛ゝࢃࢀࡿࡢࡣࠊᏊࡶࡢᶒ࠸࠺ࠊࡶࡢࡍࡈ࠸ᣄྰឤࠊᣄ
⤯ឤࡀே㐩ࡽฟ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࢀࡣࡘࡲࡾࠊᏊࡶேࡀᑐ❧㛵ಀ࠶ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ
ࡽ࡛ࡍࠋᶒ᧦ㆤ࠸࠺ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇࡋ࡚ㄡࡶࡀㄆࡵࡿᴫᛕ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
Ꮚࡶࡢேᶒࡸලయⓗ࡞ᶒ࠸࠺ࡶࡢࢆ࠺ᤊ࠼ࡿ࠸࠺ሙྜࡢࡁ࡞౯್࠸࠺ࡶ
ࡢࡀ⚾㐩ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀࡼࡃᣦࡉࢀࡲࡍࠋ⚾㐩ࡣࠊ⚟♴♫ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ
࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾ♫ࡢ୰࡛⏕ࡁࡃࡉࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠊ⏕ࡁ
ࡃࡉࡢ 1 ࡘ࠸࠺ࡢࡣᏙ❧࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊࡑࡇࢆ࠺♫ࡘ࡞࠸࡛
ࡃࡢࠊࡑࡢࡘ࡞ࡂᙺ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡘ࡞ࡂ᪉࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡘ࡞ࡄሙ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡇ࠺࠸ࡗ
ࡓࡶࡢࢆ♫⚟♴ࡀ࠺㐀ⓗసࡾฟࡏࡿ࠸࠺ࡇࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
せࡍࡿࠊࢽ࣮ࢬᑐᛂᆺ࡛ࡢᨭࡣࠊ⤖ᒁே㐩ࡢ౯್ࡢ୰ධࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡛ࠊᙜ
⪅ࡀᶒࡢయࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊࡶࡢศ㔝࠾࠸࡚ᶒᇶ┙ᆺ࡛ᨭ
ࡍࡿࡓࡵࠊ⚾㐩ࡣᏊࡶࡢᶒࢆᇶ┙ࡋࡓᩚ⌮ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ලయࡢ᪉
⟇ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺࠸࠺ࡇࠊࡑࢀࡀ⚾㐩ࡢ◊✲ࡢࡁ࡞ᰕ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᑠᯘ㸸⌧ሙ⾜ࡗ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࡢ࠾ヰࢆఛࡗ࡚࠸࡚ឤࡌࡿࡇࡣࠊࡇࢀࡽࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ࠸࠺ࡢࡀ㠀ᖖࡁࡃ࡞
ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢ᪉ࠎࡣࠊࡃᆅᇦ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿேࡢ୰ධࡗ࡚⾜ࡗ࡚
㛵ಀࢆసࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡶఱே᮶࡚࠸ࡽ
ࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡀࠊࡸࡣࡾᆅᇦධࡗ࡚⾜ࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊ࠼ࡤ୍ேᬽࡽࡋ࡛Ꮩ❧ࡋ࡚࠸
ࡓே㐩ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࡞ࡿࠊᆅᇦࡢே㐩ࡶᨭࡋ࡚ࡃࢀࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ᙺࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡛ࡍࡽࠊ࠸ࢃࡺࡿಶูᨭ࠸࠺ࡇࢁࡽጞࡲࡾࠊࡑࢀࡣࡑࡢ᪉ࡢ⏕άࢆᏲࡿ࠸
࠺ࡇ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊಶูᨭ࠸࠺⚟♴ᶵ⬟ࡀᆅᇦ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᶵ
㛵ࡸே㔜࡞ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁ࡚ࡃࡿࠋ⚾ࡣࠊ♫࠸࠺ࡢࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࡇ
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ࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ♫࠸࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ಶูᨭ࠸࠺⚟♴ᶵ⬟ࡀ⨨
ࡅࡽࢀࡿ࠸࠺㛵ಀࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤ་⒪ࡢᶒࠊㆤࡢᶒ࡞ఱ
࡛ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᶒࠊࡑࡢᇶᮏࡣࡶࡕࢁࢇࠕேࡋ࡚ྠࡌ❧
ሙ࡛ࠖ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊಶูࡢࢣ࣮ࢫࡍࡗධࡗ࡚⾜
ࡁࠊ࠺ࡲࡃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᐇ㊶⪅ࡢࡍࡤࡽࡋ࠸᪉ఱே࠾
┠ࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ᪥⛅ᒣࡉࢇࡢ࠾ヰࢆఛࡗ࡚ࠊᆅᇦࡩࡗධࡗ࡚⾜ࡃ࠸࠺ࠊࡑ
ࡢ㎶ࡾࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࠊᡞࢆࡇࡌ㛤ࡅ࡚ධࡗ࡚⾜ࡃ࠸࠺ࠊࣉ࣮ࣟࢳࡢ㔜せࡉ࠸࠺ࡇ
ࢆ㠀ᖖᙉࡃឤࡌࡲࡋࡓࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
㧗ᒣ㸸ᶒ᧦ㆤ࠸࠺ࡢࡣࠊ◊✲ࡼࡾࡶᐇ㊶ࡢ࠺ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ≉㞀ᐖศ㔝࠾࠸
࡚ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ᶒ᧦ㆤࡢᐇ㊶ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࡑࢀࢆ⌧ሙࡀᶒ᧦ㆤࡢᐇ㊶
ࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠺࠸࠺ࡢࡣูࡢヰ࡛ࡍࡀࠊᡃࠎࡣࡑࢀࢆᶒ࠶ࡿ࠸ࡣᶒ
᧦ㆤࡢᐇ㊶࠸࠺ࡇ࡛࠺ࡲࡃ⌮ㄽࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇࡀ 1
ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ලయⓗ࠸࠺ࠊཤᖺࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ᪉ࡢ㑅ᣲᶒࡀᅇࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣࡁ࡞ࡇ
࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ᪉ࡀ㑅ᣲᶒࡢᅇࢆồࡵッ࠼ࠊᅇࡋࠊ3 ேࡀ㑅
ᣲྥ࠸ࡲࡋࡓࠋఱࢆゝ࠸ࡓ࠸࠸࠺ࠊ㑅ᣲᶒࡀᅇࡋࡓࡇࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡋࡋ㑅ᣲᶒࢆ⾜ࡍࡿ࠸࠺ࡇࢁ㛵ࡋ࡚ᨭࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑ
࠺࠸࠺ព࡛ࡣࡶࡗࠊ㑅ᣲᶒࡢᅇࡘ࠸࡚▱ⓗ㞀ᐖࡢ㛵ಀ⪅ࡀኌࢆୖࡆ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ
࡞࠸ࡋࠊ㑅ᣲᶒࡢ⾜ࡢࡇࡶ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋᐇ㊶ࡢࡇࢁ࡛ࡦࡘᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀᅜ❧ᕷ࠶ࡿஅᕝᏛᅬࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛
ࡍࠋࡇࡇࡣ㑅ᣲࡢࡓࡧ⏝⪅ࢆㅮᇽ㞟ࡵࠊೃ⿵⪅ࢆࡧࠊヰࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡀࡦࡘࡢ㑅ࡪ࣏ࣥࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࡎࡗࡸࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋᅇࡶࠊ
㑅ᣲᶒࡀᅇࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᕝᏛᅬࡣ 100 ྡࡢᐃဨ୰ 12 ྡࡢ᪉ࡢ㑅ᣲᶒࡀᅇ
ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊೃ⿵⪅ࢆࢇ࡛ヰࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿೃ⿵⪅
ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖࡢ᪉ࡀ๓࠸ࡲࡍࡽࠊศࡾࡸࡍ࠸࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࢆヰࡋ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋ
⎍࡞ࡇࡣゝ࠼࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢࡇࢆ 1 ࡘࡢ㑅ࡪᮦᩱࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㠀ᖖษ࡛ࡍࠋࡎࡗࡑ࠺࠸࠺άືࢆࡉࢀ࡚ࡁࡓ⫋ဨ㐩⪺ࡃࠊㅮᇽ
㐃ࢀ࡚⾜ࡃࡁ⫋ဨࡶ୍⥴᮶ࡲࡍࡽࠊㄡࡀ୍␒ࡼࡃศࡗࡓ࠸࠺ᐇࡣ⫋ဨ
ࡢ᪉ࡔࡗࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽ▱ⓗ㞀ᐖࡢ᪉ࢆᇶ‽ࡋࡓ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࢆฟࡍ࠸࠺ࡇ
ࡣࠊ࡚ࡢேࡗ࡚࠼ࡿࡶࡢࡔ࠸࠺ࡇタ⫋ဨ㐩ࡣẼ࡙࠸࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ
ࡢᐇ㊶ࡀ✚ࡳ㔜࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚ཤᖺࠊᅜ❧ᕷࡢ㑅⟶ࡀືࡁࡲࡋࡓࠋᕝᏛᅬࡢࡲ࡛ࡸࡗ
࡚ࡁࡓᐇ㊶ᅜ❧ᕷࡢ㑅⟶ࡀ୍⥴࡞ࡗ࡚ࠊ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࡢே㐩ࡢ㑅ᣲᶒࡢ⾜ࡢᨭ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠊබሗ㢦┿ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡽࠊࡑࢀ
ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋᢞ⚊ࡍࡿ㝿ࠊ
ࠕࡇࡢேࠖ࠸࠺ᣦࡉࡋ᪉ᘧࡋࠊ2 ᅇᣦࡉࡋࡓ
ࡽࡑࡢேᢞ⚊ࡋࡓࡇ࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡢࡀࡲ࡛ࡢᐇ㊶࡛ࡍࠋ㑅ᣲᶒ⾜ࡢࡇࢁ࡛ࠊ
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ㄏᑟࡋ࡞࠸ᙧ࡛ᣦࡉࡋࢆ 2 ᅇࡋࡓࡽࡑࡢேࢆ㑅ࢇࡔ࠸࠺ࡇࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࢆ㑅⟶
タࡢࡢᐇ㊶ࡢྲྀ⤌ࡳࡢ୰࡛Ỵࡵࡓࡢ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡸࡗ࡚ኚ࠼࡚࠸ࡅࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡸᏊࡶ㐩ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⏕ά
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡁࠊᶒ᧦ㆤ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࣮࣋ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊ
⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊ⿕⅏ᆅࡢே㐩ࡢࡢ⏕άࢆ࠺࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸ࡃࡢ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡸࡗࡥࡾࠊ௨๓ࡢ⏕άࢆྲྀࡾᡠࡉ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ
࠺ࠋࡇࡇࡀᶒ᧦ㆤࡢฟⓎⅬ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡇࢆࡶࡗព㆑ࡋ࡚ࡸࡗ࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣ࠶ 20 ศ㛫ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡏࡗࡃࡢᶵ
࡛ࡍࡢ࡛ࣇࣟࡢ᪉ࠎࡢ୰࡛ࡈ㉁ၥࡢ࠶ࡿ᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡽᣲᡭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 1㸸ᑠᯘඛ⏕㉁ၥࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ❧ᕝᕷࡢࢣ㆟ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢ㔜ᒙ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ 3 ᒙ࡛ྠࡌ᪉ࡢᨭࡘ࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀ
ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᑠᯘ㸸ಶูᨭ㆟ࠊໟᣓᅪᇦࡢᑠᆅᇦࢣ㆟ࠊᕷᇦ࡛ᢅࢃࢀࡿᆅᇦࢣ㆟࡛ࡢಶ
ูࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ࡣࡸࡣࡾ㐪࠺ࡑ࠺࡛ࡍࠋಶูࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶಶู࡛ࡍࡋࠊࡑࢀࢆ࠺ࡍ
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣໟᣓ࠶ࡿ࠸ࡣẸ⏕ጤဨࡉࢇ࠸࠺ᆅᇦࡢᑓ㛛ᐙ
ࡀධࡗ࡚ࡃࡿᑠᆅᇦࢣ㆟ࡣࠊ๓㛵ಀ⪅ࡀㄪᩚࡍࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛
ࡍࠋࡓࡔࠊࡑࡇࡽฟ࡚ࡁࡓㄢ㢟ࢆࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᇦᗈࡆࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ
࡚ࡃࡿࠊࡑࢀࡣྲྀࡾᢅ࠸ࡀ㐪ࡗ࡚࠸࡚ࠊ⤌ࡳࡢࡇࢁࢆ࠺ᨭ࠼ࡿ࠸࠺㆟ㄽࠊ
ᆅᇦୗࡾ࡚⾜ࡗࡓሙྜࡢಶูᨭࡣࡍࡈࡃ㞴ࡋ࠸࠸࠺ヰࢆࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋᆅᇦࡢ
ㄢ㢟ࢆ࠺ࡸࡗ୍࡚⯡ࡋ࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢୖୖࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺⤌ࡳࢆసࡿࡢࡣ⤖
ᵓ㞴ࡋ࠸ࡇ࡛ࠊ㆟ࡀ࡞࡞ኚࡔ࠸࠺࠾ヰࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡓࡔࡶ࠺ࡦࡘࡔࡅゝ
࠼ࡿࡢࡣࠊࡸࡣࡾ୍⯡ⓗ࡞ヰࡔࡅ࡛ࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸࠺ࡢࡣື࡞ࡃ࡚ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢಶ
ูࡢㄢ㢟࠸࠺ᙧ࡛ᢳฟࡋ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࡑࡇࡢࡅࡀ㠀ᖖ㔜せࡔ࠸࠺ヰࡶ
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 1㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 2㸸ឤ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ࠾ヰࡢ୰࡛ࠊᑠᯘඛ⏕ࡢ᪉ࡽࠊ
ࠕ⾜ᨻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ࠸࠺࠾ヰࡶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ⚾ࡢឤぬࡽࡍࡿ࠶ࡲࡾ⾜ᨻ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ௵ࡏ࡚ࡋࡲ࠺༷ࡗ࡚ື࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᙺேẼ㉁
࠸࠺ࡢࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᐇࡣࠊಶேሗࡢ⟶⌮ࡀ㠀ᖖཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ
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⾜ᨻ࡛ࡶㄢ༢࡛ࡢሗࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋඛࡢ⛅ᒣඛ⏕
ࡢࡼ࠺㐃ᦠࡢࡓࡵࡢᆅᇦࢣ㆟ࢆ㠀ᖖᐦࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࠊࡸࡣࡾ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ⾜ᨻࡢ࠺ᘬࡁᐤࡏ࡚ࡣࢲ࣓࡞ࡢ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺ᑡࡋ⌧ሙࣞ࣋ࣝ
ࡢேࡀᑟᶒࢆᥱࡗ࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࡴࡇ࡛ࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ
ᑠᯘ㸸⚾ࡢ࠺ࡶឤ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇࡀ୰ᚰ࡞ࡿ࠸࠺ࠊᆅᇦࡢໟ
ᣓ࢚࡛ࣜࡍࠋࡑࡇࡀࢀయⓗ㐠⏝࡛ࡁࡿ࠸࠺ヰ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡘࡲࡾጤ
クඛࡢໟᣓࡀࡢࡃࡽ࠸⮬ศ㐩࡛⮬ⓗᆅᇦࡢၥ㢟ࢆᣠ࠸ୖࡆࠊ᳨ウࡋࠊ࠼ࡤ⾜ᨻ
ᥦゝࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓᶵ⬟ࢆໟᣓࡀᣢ࡚࡞࠸ᜍࡽࡃ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋໟ
ᣓࡀࡢࡃࡽ࠸ࠊ⏬ࡸࡇࢀࡽࡢ᪉ྥᛶ࡞ࡶྵࡵ࡚ࢹ࣮ࢱࢆࡶࡗ࡚㐠⏝ࡀ࡛ࡁࡿ
࠸࠺ࡢࡀㄢ㢟ࡔࢁ࠺࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆࡁࡕࢇࡉࡏࡿࡢࡣ⾜ᨻࡢ࠺࡛ࠊໟᣓᨭࢭ
ࣥࢱ࣮ࡢᨭෆᐜࡢᯟ⤌ࡳࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ⾜ᨻഃࡣఱࡶࡋ࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸࠸
࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡸࡣࡾࡁࡕࢇࡋࡓᨭࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸
࠺ࡢࡀ⚾ࡢ⪃࠼࡛ࡍࠋ
⛅ᒣ㸸⚾㐩ࡀࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖ࠸࠺᪂ࡋ࠸ヨࡳࡢ୰࡛ࠊᆅᇦࡢ୰ࡢከ⫋✀ࡢ᪉㐃
ᦠࢆࡋ࡞ࡀࡽሗඹ᭷ࢆࡍࡿࠊࡑࡇࠊ⾜ᨻࡢேࡶධࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡛ࠊ⾜ᨻࡢே㐩ࡶ⪃࠼
᪉ࡀᑡࡋᰂࡽࡃ࡞ࡾࠊᙺᡤࡢ㞄ྠኈࡢㄢࡀሗࢆࡋ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
࣎ࢺ࣒ࢵࣉࢩࢫࢸ࣒ୖࡢ⾜ᨻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢୖࡽࡢࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ࠸࠺୧᪉ࡢື
ࡁࡀ࡞࠸㞴ࡋ࠸࡞࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡓࠊࡑ࠺࠸࠺ヨࡳࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ⾜ᨻࡀࡁࡕࢇᢕᥱࡋࠊ⾜ᨻࡢ࠶ࡿពᴗࡋ
࡚ࡁࡕࢇண⟬ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࡣࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤᣢ⥆ᛶࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢ㎶ࡾࡢවࡡྜ࠸ࡣᆅᇦࡈ࡞ࡾᕤኵࡀ࠸ࡿࡢ࡞ࠊឤࡌࡲࡋࡓࠋ
㉁ၥ⪅ 3㸸ㆤಖ㝤ࡣ 40 ṓࡽ 65 ṓࡀᑐ㇟ᖺ㱋࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾᖺ㱋ࡢ᪉ࢆᑐ㇟ࡍ
ࡿࡣไᗘⓗࡣࡢ≧ែ࡛ࡣ↓⌮ࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᑠᯘඛ⏕ࡀඛ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ
࠺ࠊぢᏲࡾᑓ㛛ࡢタഛࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆసࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡞ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊண⟬ⓗࡣㆤಖ㝤ไᗘࡢ୰࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠋ
ᑠᯘ㸸ᜍࡽࡃᗘࡢἲᨵṇ㸦2015 ᖺㆤಖ㝤ἲࡢᨵṇ㸧࡛ࡶࠊぢᏲࡾ≉ࡋ࡚ࡶࡢࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋㆤಖ㝤ࡢ㈈ᨻࡽ⪃࠼࡚࡚ࡶ㞴ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮾி
࡛ࡣࢩࣝࣂ࣮␒࠸࠺⤌ࡳࡀ࠶ࡾࠊᮾி㒔ࡽ 1,000 ࡢ⿵ຓࡀฟ࡚࠸ࡿࡣࡎ
࡛ࡍࠋᜍࡽࡃ㝈ࡁ⿵ຓ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ⿵ຓ㔠⤊ᚋࡣ࠺ᴗࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡢ࠸࠺ၥ
㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ㛤ᣅⓗᴗࡋ࡚⨨ࡅࢀࡤ༑ศᶵ⬟ࡍࡿᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡇࡢ
ᴗࢆዎᶵᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ࠺సࡿ࠸࠺ࡇࢁࡃຊࢆᣲࡆ࡚ᆅᇦࡢ
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୰ධࡗ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡓࡔࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡔࡅ࡛ࡣࡸࡣࡾࢲ࣓࡛ࠊಶูᨭࡢࡇࢁ࡛ຊࢆⓎ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ
࠺ࡋ࡚ࡶఫẸࡀಙ⏝ࡋࡲࡏࢇࠋ
ࠕࡇࢇ࡞ࡩ࠺ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢࠖ࠸࠺ࡇࡀศ
ࡿᛂࡋ࡚ࡃࢀࡿ㛵ಀ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡸࡣࡾಶูᨭࡢゎỴ⬟ຊࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁࡀ㠀
ᖖၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽሗࡋ࡚ࠊ⏫ෆࠊ⮬ࠊẸ⏕ጤဨࡉࢇ༠ാࡍࡿ
ࡢࡣᙜ↛࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀඹ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᑓ㛛ᐙࡢຊࢆࡗ࡚ᅔ㞴࡞ၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡓ
࠺࠸࠺ࡢࡣᆅᇦࡢࣆ࣮ࣝᛶࡀ㠀ᖖ㐪࠸ࡲࡍࠋࡸࡣࡾಶูᨭࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡᙧᡂ࠸࠺ࡢࡣ⾲୍యࡢ㛵ಀ࡞ࡢࡔ࠸࠺ࡩ࠺ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢆఛࡗ࡚࠸࡚ឤࡌ
ࡲࡋࡓࠋࡶࡋヲࡋ࠸ሗࡀᚲせ࡛ࡋࡓࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅ 4㸸⛅ᒣඛ⏕ࡢάືࢆぢࡲࡍឿẕほ㡢ࡢࡼ࠺࡞࠾ጼ࡛ࠊ㠀ᖖ῝ࡃឤ㖭ࢆཷࡅࡲࡋ
ࡓࠋࡑࡢேࡢ㍤ࡁࢆᘬࡁฟࡍ࠸ࡗࡓ࠾ヰࢆ࠸ࢁ࠸ࢁࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୰࡛ࠊ
͆㞄ࡢ࠾ࡤࡉ
ࢇ͇࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ͆㞄ࡢ࠾ࡌࡉࢇ͇࠸࠺ࡢࡣࡸࡣࡾ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⛅ᒣ㸸͆㞄ࡢ࠾ࡌࡉࢇ͇ࡶᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡓࡔ⚾ࡣࠊࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖࢆ
ࠕ⌧௦ࡢᡞ➃ࢆసࡿࠖ࠸࠺ࢱࢺ࡛ࣝ᪂⪺グ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࡀ࠸࡚ࠊࡸࡣࡾ
ᡞ➃㞟ࡲࡗࡓࡢࡣ࠾ࡤࡉࢇ࡞ࠊᛮ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋᗋᒇࠊ㧥⤖࠸㞟ࡲࡗࡓࡢࡣ⏨ᛶ
ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ㞟ࡲࡿሙᡤࡣ㐪࠺ࡅࢀࡶࡸࡣࡾ㞄㏆ᡤࡀࡼࡃヰࡋ࠶ࡗ࡚ኌࢆࡅ
࠶ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࠊࡑࢀࡣỴࡋ࡚⏣⯋ࡔࡽ࡛ࡁࡿࠊ㒔ࡔࡽ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⮬ຓ࣭ຓ࠸ࡗࡓᆅᇦࡢ୰ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᅇࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡞
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ࠾⠇࡞㞄ࡢ࠾ࡤࡉࢇྠᵝࠊ࠾⠇࡞㞄ࡢ࠾ࡌ
ࡉࢇࡶධࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋ࡞࡞࠾ࡏࡗ࠸࡞࠾ࡌࡉࢇ࠸࠺ࡢࡣᑡ
࡞࠸ࡋࠊⓙࡉࢇࢩࣕ࡞ࡢ࡛ࠊ
ࠕᬽࡽࡋࡢಖᐊࠖ᮶ࡽࢀࡿ⏨ᛶࡢⓙࡉࢇࡶ௰ᙺࠊゐ፹
ࡀ࡞࠸ヰࢆࡋฟࡉ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ
ࠕ࠺ࡒ୰ධࡗ࡚࠾Ⲕࢆ㣧ࡳ࡞ࡀࡽ࠾ヰࢆ⪺
ࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠸ࡗࡓゐ፹ᙺࡀᚲせ࡛ࠊࡑࡢゐ፹ᙺࢆ࣎ࣛࣥࢸࡢ᪉ࡀࡓࡃࡉࢇ
ධࡗ࡚ࡸࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡘ࡞ࡂࢆࡍࡿேࡀ࠸࡞࠸ࠊ㞴ࡋ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ  
ࡶ࠺ࡦࡘࠊ་⒪ࡢ❧ሙࡽゝ࠸ࡲࡍࠊಶேሗࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗ࡚་⒪ሗࡀ࡞࡞
ࢫ࣒࣮ࢬὶࢀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋᮏ᮶ࠊ
ࠕᝈ⪅ሗࠊ་⒪ሗࡣᝈ⪅ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ࡇ
ࢆࡍࡈࡃᒚࡁ㐪࠼ࡓ≧ែ࡛ࠊሗࡀ࠺ࡲࡃὶࢀࡓࡾὶࢀ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᇸ⋢┴
ࡢᮾᇸ⋢ࡢᆅᇦ࡛ࡣࠕࡡࡗࠖ㸦ᇸ⋢᰿ಖ་⒪ᅪᆅᇦ་⒪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢឡ
⛠㸧࠸࠺ᝈ⪅ሗࡢ⤌ࡳࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ㝔᮶ࡓேࡀ⮬ศ࡛ࠕࡡࡗࠖຍ┕
ࡋ࡚Ⰻ࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᝈ⪅ሗࡀᮏேࡣࡶࡼࡾࠊᆅᇦࡢሗࡋ࡚ඹ᭷
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋᐇ㝿ࠕࡡࡗࠖࡢሗ⥙ࡀᩆᛴᦙ㏦ࡉࢀࡓࡁ㠀ᖖ
ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊಶேሗ࠸࠺ࡢࡣࡇࡲ࡛ඹ᭷࡛
ࡁࡿࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࡶࠊษ㏕ࡋࡓ≧ែࡢ࡞ࡢሙྜࠊ࠺ࡋ࡚ሗࢆฟࡉ࡞࠸ࡢ
ᛣࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊඛឿẕほ㡢࠾ࡗࡋ࠷ࡲࡋࡓࡀࠊோ⋤ᵝࡢࡼ࠺࡞≧ែࡢࡁ
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ࡶࡲࡲ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋఱࢆᏲࡗ࡚ఱࢆఏ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࠊ
⏝⪅ࡢᶒࢆᏲࡿ࠸࠺どⅬࡽࡶ࠺ᑡࡋᙇࡉࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᑠᯘ㸸⿵㊊ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠊ᭷ྡ࡞ࡾࡲࡋࡓ㇏୰ᕷࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮࣮࢝ࡢሙྜࡶࡑ࠺࡛ࡍࡋࠊ᪥ࡶᩥி༊ࡢᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ᪉ࡀ᮶࡚࠾ࡽࢀ
ࡲࡍࡀࠊ㥖㎸ᆅᇦ࡛ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡀ㠀ᖖ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⏨ࡢᙺ
ዪࡢᙺ࠸࠺ࡢࡣ㐪࠺࠸࠺ヰࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ࠾⠇ࡍࡿࡢࡣࡸࡗࡥࡾዪᛶࡢ࠺ࡀ
ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᛮ࠸ࡲࡍࠋ୍᪉ࠊ⏨ᛶࡣ࠺࠸࠺ࠊ࠼ࡤ⏫㛗ࡉࢇࠕࡇ
࠺࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡽఱࡋ࡚ࡋ࠸ࠖ㢗ࡴࠊ⾜ᨻࡢᢸᙜ⪅΅ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ
㛵ࡋ࡚ࡣࡍࡈࡃᛌࡃཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࡞ࠊࡸࡣࡾࠊ⏨ᛶዪᛶࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿാࡁ
᪉ࡣ㐪࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽㄢ㢟➼ࢆ㛵ಀ⪅ఏ࠼࡚࠸ࡃ㝿ࡣࠊ⏨ᛶࡢᙺ࠸࠺ࡢ
ࡣ⤖ᵓ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㧗ᒣ㸸㒔ᕷ㒊ఫࢇ࡛࠸ࡿே㐩ࡣࠊ᰾ᐙ᪘ୡᖏ࡛⫱ࡗࡓ᪉ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊఫࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇࢁࡇࡔࢃࡾࡀ࠶ࡿேࡀ࠸ࡿሙྜ࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿே㐩ࡀࠊ
ᚲࡎࡋࡶࡑࡇࡢᆅᇦࡇࡔࢃࡗ࡚࠸ࡿࡣᛮ࠼࡞࠸ே㐩ࡣࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋぢᏲࡾ
ࡸᏙ❧Ṛࡀ㉳ࡇࡗࡓࡽ࠺ࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇࡣ⚟♴ࡢୡ⏺࡛⪃࠼ࡲࡍࡀࠊ⚟♴ⓗ࡞ぢᏲ
ࡾࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡢࡶ࡞ࡢࡔࡅࢀࡶࠊࡑࢀ௨๓ࡶࡗ୍ேࡦࡾࡢ
⏕ࡁ᪉ࡶྵࡵࡓ⦆ࡸ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
࠼ࡤࠊ⏨ࡢᐃᖺ㏥⫋ᚋࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ࠺ࡍࡿࠊ⏨ࡢᩱ⌮ᩍᐊ➼ࠊ⏨ᛶࡀᆅᇦࡢ୰
࡛ࡶ࠺ᑡࡋ⦆ࡸཧ⏬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆᇶ┙ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇࡽࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆస
ࡗ࡚࠸ࡗ࡚ᆅᇦ࠸࠺ࡶࡢࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸
ࡲࡍࠋึࡵࡽᏙ❧ᨭࡀ࠶ࡿࡽ࠺ぢᏲࡾࢆసࢁ࠺ࠊ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ឤࡌࡀࡋࡲࡍࠋ
 ⮬ศ㐩ࡢᆅᇦࢆࡢࡼ࠺ᨭ࠼࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゅᗘࡽࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ་⒪ࡔ⚟♴ࡔ
࠸࠺ࡢࡶࡔࡋࠊᑐ㇟⪅ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆࡋࡰࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡿࡅࢀ
ࡶࠊࡶ࠺ᑡࡋ⫼ᚋ࠶ࡿఫẸࡓࡕࢆࡲࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡅసࡾࠊ⤌ࡳసࡾ࠸࠺
ࡶࡢࢆ♫༠ࡸࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡅࡤࠊᆅᇦࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㉁ၥ⪅ 5㸸ࠊ♫༠ࡢᙺ࠸࠺࠾ヰࡀฟࡲࡋࡓࡀࠊࡃࡑࡢ㏻ࡾࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᕷࡢྜ
ేࡀ࠶ࡗࡓࡁࠊ♫༠ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ᆅᇦఫẸࡢⓙࡉࢇࡀᑠᏛᰯ༢࡛ࢳ࣮࣒ࢆ⤌ࡳࠊ࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋᮏᙜ♫༠ࡢᙺ࠸࠺ࡢࡣࡁ࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ᆅඖࡢᕷࡣ࠶ࡲࡾືࡁࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡃࡽ࠸࡛ࡍࠋ
⚾ࡣࡢᆅᇦᘬࡗ㉺ࡋ࡚ࡁ࡚ࡽࠊᆅᇦࡢ୰࡛㉳ࡇࡗࡓၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ⚾ࡀࡓࡲࡓࡲ㛵
ࢃࡗ࡚ゎỴࡋࡓࠊ⚾ࡼࡾࡶᖺୖࡢዪᛶࡢ᪉ࡀࠕࡇࡇᘬࡗ㉺ࡋ࡚ࡁ࡚ 35 ᖺ⤒ࡘࡅࢀ
ࡶࠊࡇ࠺࠸࠺ᆅᇦࡢⓙࡉࢇヰࢆࡋࡓࡢࡣึࡵ࡚࡛ࡍࠖゝࢃࢀࠊࡇࢀࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࠊ
࣓ࣥࣂ࣮᭷ᚿࢆເࡗ࡚ᆅᇦࡢኪᅇࡾࢆ㛤ጞࡋ࡚ 8 ᖺ⤒ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡓࡲࡓࡲኪᅇࡾࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊఱ࠶ࡿᚲࡎ⚾ࡣ⮬ศࡢྡ๓㟁ヰ␒ྕࢆධࢀࡓࢳࣛࢩ
ࢆ㓄ࡾࠊ࠾▱ࡽࡏࡋࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡲࡍࠕ୍ேᬽࡽࡋࡢ᪉࡛ࠊᏊࡶ㐩ࡀဨᾏእ⏕ά
࡞ࡾ⊂ࡾࡁࡾ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡇ㞟ࡲࡿሙᡤࡀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࠸࠺㟁ヰࡀධࡗࡓࡾࠊ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢝ࣇ࢙ࢆ 4 ᭶ࡽⓎ㊊ࡉࡏࡲࡍࡼࠖ࠸࠺ࢳࣛࢩࢆ⨨ࡃࠊࡲࡓḟࡢ┦ㄯࡢ
㟁ヰࡀධࡿ࠸࠺ឤࡌ࡛ࠊ⚾ࡽẸ⏕ጤဨࡢ᪉ලయලⓗ࡞ᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇ
ࡣࡼࡃ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ືࡁࢆࡋ࡞ࡀࡽࡶ᭱ࡢᝎࡳࡣࠊᕷẸࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ❧
ࡕୖࡆࡿࡢࡀ⮳㞴ࡢᴗࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᡃࠎࡢάືᑐࡍࡿឤㅰࡢኌࡣ⪺ࡇ࠼ࡿࡅࢀ
ࡶࠊᕷẸ⮬ࡽࡣධࡗ࡚᮶࡞࠸ࠋ࡞ࢇᡭࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡞࡞ධࡗ࡚᮶ࡃ
࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋ⚾ࡢᐙࡣᆅᇦ㛤ᨺࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᡭᩱ⌮ࢆసࡗ࡚ࡩࡿࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡿࡢ
࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡞࡞άືࡢᗈࡀࡾࡀ࡛࡚ࡇ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣᮏᙜᝎࡳ࡛ࡍࠋ
᭱ᚋ࡛ࡍࡀࠊఫẸྠኈࡀ⤖ࡧࡃࡓࡵࡢఱᡭ❧࡚ࡣ࡞࠸ࢆඛ⏕᪉࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᑠᯘ㸸❧ᕝᕷࡢࡀࡍࡈࡃཧ⪃࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡑࡇ࡛ࡣ☜ᕷẸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᆅ
ᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᑠᆅᇦ༊ᇦࡢ㆟ཧຍࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᑓ
㛛⫋࡞ࡘ࡞ࡀࡿឤࡌ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊᕷẸᅋయࡔࡅ࡛ࡣࡸࡣࡾື࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓᕷẸᅋయࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊᆅᇦࡢ୰࡛ᗈࡀࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡲ࡛ࡢࣄࣜࣥࢢࡢ୰࡛ឤࡌ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦᆅඖࡢᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ
࣮ࡢ୰࡛ࡑ࠺࠸ࡗࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡾࠊࡑࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሗࢆࡋ࡚ᑓ㛛ᶵ㛵
ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ືࡁࢆࡉࢀࡿ㐪࠺ᒎᮃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺༳㇟ࢆᣢࡕࡲࡋ
ࡓࠋ
㉁ၥ⪅ 5㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
᳃⏣㸸ⱝ⪅ࡓࡕࡢሙྜࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛵ࡍࡿືࡁࡣᑡࡋ㐪࠺ࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡍࡈ
ࡃቑ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀࠊᨺㄢᚋࡢᏊࡶ㐩ࢆ㧗㱋⪅ࡢᐙᗞ࡛㡸ࢁ࠺࠸࠺ືࡁ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ
✵࠸ࡓᘓ≀ࢆⱝ⪅㐩ࡀᒃሙᡤࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡁࠊ㏆ᡤࡢ᪉㐩ࡀࡑࡢຊࢆࡾ࡞ࡀ
ࡽ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㏫࠸࠺ࠊᐇࡣᏊࡶ㐩ࡣࠊᆅᇦࡢ୰࡛ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇࡑࢇ࡞ᢠឤࡀ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᒃሙᡤࡢ୰
࡛⮬ศࡀཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤࠊ࠸ࡃࡽ࡛ࡶࡑࡇཧຍࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓⱝ⪅㐩ࡸᏊ
ࡶ㐩ࡢຊࢆࡾ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡸே㐩ࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ࡅ࠸࠺
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ࡢࡶࡍࡈࡃᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᏊࡶ㐩ࡣぶࡢ౯್࡛⫱࡚ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡩ࠺࠸࠸ࡲࡍࡢ
࡛ࠊ᪂ࡋ࠸౯್ࡀࡑࡢ୰ධࡗ࡚ࡃࢀࡤࠊ♫ࡶࡍࡈࡃኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࡛ࡍࡽࠊ♫⚟♴ࡣไᗘࡌࡷ࡞࠸࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇࡀ⌧௦♫ࡢ୰࡛
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡶࡶၥ㢟ᑐࡍࡿᑐᛂ࠸࠺ࡇࡽጞࡲࡗࡓࡢࡀ♫⚟♴ࡢᐇ
㊶࡞ࡢ࡛ࠊࡶ࠺ 1 ᅇࠊไᗘࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟ࡽࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚࠸ࡗ࡚ࠊၥ㢟ᑐࡋ࡚
ᆅᇦࡣఱࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㒊ศࢆᕷẸࡀసࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞
㒊ศࢆ⾜ᨻࡀࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠊ᪂ࡋ࠸どⅬ࡛♫⚟♴࠸࠺ࡶࡢࢆᵓ
⠏ࡋ࡞࠸ࠊ♫⚟♴࠸࠺ࡢࡣᮏᙜṚࢇࡔࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡃẼࡀࡋ࡚࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ᑠᯘ㸸ࡇࡢ㎶ࡾࡣ㧗㱋㞀ᐖࠊᏊࡶ㐪࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㧗㱋⪅ࡢሙྜࡣࡸ
ࡣࡾ࠾ᙺᡤࡸ⚟♴࠸࠺ࡶࡢ័ࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇࡔࡗࡓࡽಙ㢗ࡍࡿࠊࡑࡇࡽὴ㐵
ࡉࢀࡓ᪉ࡣಙ㢗ࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞㠃ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ 3 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐪࠸
࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢⅬࡣࡶ࠺ᑡࡋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡇࡽ࠸ࡼ࠸ࡼెቃධࡿ࠸࠺ධཱྀࡢࡇࢁ࡛⤊
㛫ࡀ᮶࡚ࡋࡲࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᪥ࡢ᪨ࡣࠊࡇࡢ㧗㱋ࠊᏊࡶࠊ㞀ᐖࡢ 3 ࡘࡢ
ࣘࢽࢵࢺࢆ࠺㐃ᦠࡉࡏࡿࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ࡣࡸࡿࡢࡔࡅࢀࡶࠊࡸࡣࡾࡇࡢࢭࣥࢱ
࣮ࡋ୍࡚ᮏࡁࡕࢇ➽ࢆ㏻ࡍࠊᐇࡣࡑࢀࡀࠊ⚾ࡀࢃࡗ࡚࠸ࡿ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛ࡍࠋ
᪥࠾ヰࢆఛࡗ࡚㠀ᖖᙉࡃᛮࡗࡓࡢࡣࠊ᭱ึ⛅ᒣඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
Ᏻᚰࡋ࡚⮬ศࡽࡋ࠸⏕άࢆᐇ⌧ࡍࡿࠊࡑࡢࡓࡵࡢ♫ࡣ࠺࡞ࡿࡢࠊࡑࡢࡓࡵ┦
ᢎㄆࡋ࠶࠼ࡿᶒ࠸࠺ࡢࡣఱ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡇࢁࢆ✺ࡁワࡵ࡚࠸ࡃࠊ
ே㛫ࢆయࡍࡿࡼ࠺࡞౯್ࠊ࠸ࢃࡺࡿே㛫ᑛཝࠊᑛ㔜࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡇ
ࡽ୍Ṍฟ࡚ࠊᐇ㝿ࡢே㛫ࠊࡑࡇ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡢᶒ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡢࠊ
ࡑࢀࢆᏲࡿࡓࡵᆅᇦ♫ࡋ࡚࠺࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊ࠸࠺ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍேࡓࡕࡣ୍ேࡦࡾࡀయ⪅࡛࠶ࡾࠊᆅᇦఫẸࡢ୍ே࡛ࡍࠋᏊࡶ࡛࠶ࢁ
࠺ࠊ㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡼ࠺ࠊᆅᇦఫẸࡢ୍ேࡋ࡚ࠊᶒయࡋ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡿே㐩
ࢆ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢࢃࡾࡢ୰࡛ࠊ┦ࡢᨭ࠼࠶࠸ࡢ୰࡛ࡑࡢᶒࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡢ 1 ࡘࡀࡶࡋࡋࡓࡽࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ࠺ᶵ⬟ࡉ
ࡏࡿࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢁ 1 ࡘࡢࣄࣥࢺࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࠋࡑࡢ㎶ࡾࡀ
ᑡࡋ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚ⓙࡉࢇඹ⌮ゎࡋ࠶࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ḟᖺᗘࡣࠕ⌮ㄽ࣭Ṕྐࢢ࣮ࣝࣉࠖࡶࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࢆ୰ᚰࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ㅖእᅜࡢື
ྥࡶ㋃ࡲ࠼࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࠊ᪥ฟࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠸ࡃࡘࡢㄢ㢟ࢆ࡞ࢇໟᣓ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡐࡦ᪥࠾㉺ࡋࡢⓙᵝ᪉ࡽࡶ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡈពぢࢆࡕࡻ࠺ࡔ࠸ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡣ࠶ 4 ᖺ㛫⥆ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊᨭ࠼
࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽࠊḟᖺᗘྥࡅ࡚Ⓨᒎⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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㛫ࡀ᮶࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆࡶࡕࡲࡋ࡚᪥ࡢグᛕㅮ₇ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ⤊
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡶ࠺୍ᗘࠊ᪥ࡈሗ࿌࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⛅ᒣඛ⏕ࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓὶ▼ඛ⏕ࠊࡑࡋ࡚ 3 ྡࡢᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢࣘࢽࢵࢺ◊✲௦⾲ⓙᵝࡽᢿᡭࢆ
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㈨ᩱ 4

➨ 12 ᅇ
ᮾὒᏛ࣭㑪Ꮫᰯ ྜྠࢭ࣑ࢼ࣮
ᆅᇦ♫ࢆᇶ┙ࡋࡓ⚟♴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ሗ࿌᭩
㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ᐇ㸧

ᖹᡂ 26 ᖺ 9 ᭶

1


















㢟Ⓨ⾲


3



Ⓨ⾲㸯 ࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᐇ㊶ࡘ࠸࡚ࠖ
       ̿ す ᮾ ி ᕷ  ࠾ ࡅ ࡿ ྲྀ ࡾ ⤌ ࡳ ࢆ ୰ ᚰ 

 ̿

    ⇃⏣ ༤႐㸦ᮾὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐈဨ◊✲ဨ㸭Ṋⶶ㔝Ꮫ㸧

ࡣࡌࡵ㸦㸯㸧 ̿ ᆅᇦ⚟♴ࡢ㐍ᒎᆅᇦ♫ࡢㄢ㢟 ̿
ᮏ᪥ࡣࠊ㑪Ꮫᰯ࣭ᮾὒᏛࡢྜྠࢭ࣑ࢼ࣮࠾ᣍࡁ࠸ࡓࡔࡁ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕᆅᇦ♫ࢆᇶ┙ࡋࡓ⚟♴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊ⚾ࡽࡣࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᐇ㊶ࡘ࠸࡚ࠖ࠸࠺
㢟┠࡛ࡈሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡣࡌࡵࠊሗ࿌ෆᐜࡢ๓ᥦ࡞ࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡍ࡛ࠊⓙ
ᵝ᪉ࡣࡈᏑࡌᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ 1980 ᖺ௦௨㝆ࠊᆅᇦ⚟♴ᐇ㊶ࡀᮏ᱁ⓗ㐍ᒎࡋ࡚
ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢᙜࡣࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢ⏕άㆤ࠸ࢃࢀࡿࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛ࡋ
ࡓࠋ2000 ᖺ௦ධࡾࠊᮾிᏛࡢṊᕝṇ࿃ඛ⏕ࡀࡈᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᆅᇦ⚟
♴ࡢὶࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ⪁ே⚟♴ࠊ㞀ᐖ⪅⚟♴ࡢࡼ࠺࡞⦪ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞
ᆅᇦ⚟♴ࡢ⪃࠼᪉ࡀ♫⚟♴ࡢୡ⏺࡛ࡶ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡞≧ἣࠖࡀ⌧ࢀࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࠊ
ඣ❺ࢆᑐ㇟ᶓ᩿ⓗ࡞ᙧ࡛ᨭࡋ࡚࠸ࡃ࠶ࡾ᪉ࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊྛ✀ࡢไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿᨭࡀᒆ࡞࠸ࡼ࠺࡞ேࠎࡀᮏ᱁
ⓗ㢧ᅾࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢၥ㢟࡛ࡍࠊࠊ᪥ᮏࡢ୰࡛ࡣ
ኚ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㧗㱋⪅ࡢᏙ⊂Ṛࡢၥ㢟ࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡉ
ࡽࠊᅾᏯ࡛⏕άࡍࡿ✌ാᖺ㱋ୡ௦㸦30㹼40 ṓ௦௨ୖ㸧࡛⢭⚄㞀ᐖࢆᝈࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࠊ▱
ⓗ㞀ᐖࡢ࣮࣎ࢲ࣮ᒙࡢ᪉ࠎࡶ࠸ࡲࡍࠋ㈋ᅔࡸ⏕ά⟶⌮⬟ຊࡢపୗࡋࡓఫẸࡀᆅᇦࡢࡘ࡞
ࡀࡾࢆኻࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࠕወጁ࡞ఫẸ࡛ࠖࡍࠊࠕ㏞ᝨ࡞ఫẸࠖࡋ࡚ྍどࡉࢀࡘࡘ࠶
ࡿ࠸࠺≧ἣࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡣࡌࡵ㸦㸰㸧 ̿ ᆅᇦ⚟♴ࡢᡂ⇍ࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂ ̿
 ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡢ୰࡛ࠊᅇࡈሗ࿌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
࣮࡛࢝ࡍࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡢᙺ࠸࠺ࡢࡀࠊᆅᇦ⚟
♴ࡢ୰࡛᭱㏆ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⫼ᬒࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡍ
࡛᪥ᮏ࡛ࡣࠊᆅᇦ⚟♴ࡢὶࡽࠕᆅᇦ⚟♴ࡢᡂ⇍ࠖ⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ឤࡌ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᆅᇦ⚟♴ࡢᡂ⇍ࡣࠊᆅᇦ࡛⏕άࡋ࡞ࡀࡽᨭࢆཷࡅࡿࡇࡀࠊ
♫⚟♴ࡢ୰࡛ࡣ⮬᫂ࡢࡼ࠺࡞⚟♴ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊ⾲⌧࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ≉ᚩࢆᑡ
ࡋ⚾࡞ࡾࡲࡵࡓࡶࡢࡀࠊḟࡢ 3 Ⅼ࡛ࡍࠋ
 1 ࡘࡣࠕᆅᇦࡢ⚟♴ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊᆅᇦࡑࡢࡶࡢࡀ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢᨭ
ࡢሙࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࢀࡤࡉࢀࡿࠊከᵝ࡞ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡓ⏝⪅ࡀᆅᇦ࡛⏕άࡍࡿࡼ࠺

4



࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
2 ࡘ┠ࡀࠕᆅᇦࡢไᗘ࡛ࠖࡍࠋࡇࢀࡣࠊㆤಖ㝤ไᗘࠊ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ࡞ࡀ 1
ࡘࡢᆺࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡲࡍࡅࢀࡶࠊㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ⏝⪅ࢆᨭ࠼ࡿ⤌ࡳࡀࣇ࢛࣮࣐ࣝ
࡞ไᗘ࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿࠊไᗘࡢᣳ㛫ࡢၥ㢟ࡀᚲ↛ⓗ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚ࡃࡿࠊ࠸࠺≧ἣࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡲࡍࠋ
3 ࡘ┠ࡀࠕᆅᇦࡢ⬺⣣ᖏ࡛ࠖࡍࠋᆅᇦ♫ࡢᵓ㐀ኚᐜ㸦⏘ᴗ㸧ࢆ⫼ᬒࠊ⚟♴ࡢไᗘ
ࡀ㐍ࡵࡤ㐍ࡴࠊࡑࡇ౫Ꮡࡍࡿᙧ࡛ࠊ⏝ࡢᙧែ࠸࠺ࡢࡀ㐍ࡳࡲࡍࡢ࡛ࠊᆅᇦࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࡣᙅయࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ♫ⓗ㝖ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ἣ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆ⫼ᬒࠊ㝽㛫ࡢࢽ࣮ࢬࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡇࡣྍ㑊࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ
㢟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮࣮࡛ࣕࣝ࣡࢝ࡍᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᐇ㊶ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡩ࠺⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡣࡌࡵ㸦㸱㸧 ̿ ᮏሗ࿌ࡢ┠ⓗ ̿
 ௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᅇࡢሗ࿌ࡢ┠ⓗࡣ 2 ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ1 ࡘࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ
࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡸᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡤࢀ࡚࠸ࡿ⫋✀ࡀࠊ᪥ᮏⓗᒎ㛤ࡢ୰࡛ࡢ
ࡼ࠺ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
2 ࡘ┠ࡀࠊሗ࿌⪅㸦⇃⏣㸧⮬ࡽࡶィ⏬➼࡛㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᮾி㒔すᮾிᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡶ
ࠊࡑࡢᐇ㊶ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋఱᨾࠊすᮾிᕷࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡢ࠸
࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸯 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣఱ㸦㸯㸧 ̿ ௦⾲ⓗ࡞ᐃ⩏ ̿
 ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ㉳※௦⾲ⓗ࡞ㅖᴫᛕࢆࡈ⤂ࡋ࡚࠾
ࡁࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࠊ1 ␒┠ࠕࣂ࣮ࢡࣞሗ࿌ࠖ㸦Barclay report 1982 ᖺࢠࣜࢫ㸧ࢆᣲࡆࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࢀࡣୡ⏺ⓗ᭷ྡ࡞ሗ࿌࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ୰࡛ึࡵ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣡ࢡ࠸࠺ᴫᛕࡀᥦၐࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᆅᇦᨭ࠾ࡅࡿࠕᆅᇦࠖࠕಶேࠖࡢ
᪉ࡢᨭࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
2 ␒┠࡛ࡍࡀࠊཌ⏕ປാ┬ࠕࡇࢀࡽࡢᆅᇦ⚟♴ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ◊✲ࠖሗ࿌᭩㸦ཌ⏕
ປാ┬ 2008 ᖺ㸧ࡢ୰࡛ࠊࠕᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࠸࠺ᑓ㛛⫋㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀᥦ
♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑓ㛛ⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡢᑐᛂࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࠊᆅᇦᚲせ࡞
㈨※ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺࣮࣮࣡࢝ࡢ㓄⨨ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡶࡑࡶࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮
ࢱ࣮ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡣ୍⥴ࡢࡶࡢ࡞ࡢࠊ࠸࠺㆟ㄽࡣ࠶ࡾࡲࡍ
ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣྠࡌࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
3 ␒┠ࡣࠊᶫㅬ⟇ඛ⏕ࡼࡿࡶࡢ㸦2011 ᖺ㸧࡛ࡍࠋᶫඛ⏕ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ
࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡾ᪩࠸ẁ㝵ࡽὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕಶேᅉᏊ࣭⎔ቃᅉᏊࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓಶูຓ㐣⛬ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢣࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ⢭⚄ⓗ⎔
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ቃ㔊ᡂࠊ⚟♴ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡙ࡃࡾࠊ⎔ቃᨵၿ➼ࢆྠ୪⾜ⓗ⾜࠺ᐇ㊶ࠖࡋ࡚つᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
4 ␒┠ࡣࠊᒾ㛫ఙஅඛ⏕ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᒾ㛫ඛ⏕ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
࠸࠺ゝⴥࢆࢃࡎࠊಶࢆᆅᇦ࡛ᨭ࠼ࡿຓࠊಶࢆᨭ࠼ࡿᆅᇦࢆࡘࡃࡿຓ࠸࠺㸰ࡘ
ࡢࣉ࣮ࣟࢳࢆ୍యⓗ㐍ࡵࡿᐇ㊶ࢆࠕᆅᇦࢆᇶ┙ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࠖࡋ࡚ࡗ
࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊᶫඛ⏕ࡢ⪃࠼᪉ࠊཌ⏕ປാ┬ࡢ⪃࠼᪉ࢆᑡࡋኚᙧࡋࡓࡶࡢ
ゝ࠼ࡲࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ࠸ࡃࡘࡢ⪃࠼᪉࠸࠺ࡢࡀࠊ᪥ᮏࡢ୰࡛❧ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀࡢ≧ἣ࡛
ࡍࠋࢀࡀṇࡋ࠸ࠊࢀࡀṇࡋࡃ࡞࠸࠸࠺Ỵ╔ࡣࡘ࠸࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊḟࡢ㸰ࡘᩚ
⌮࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ1 ࡘ┠ࡀࠊಶேࢆᨭࡍࡿࡇᆅᇦࢆᨭࡍࡿࡇࡢࠕ」║ⓗ࡞ど
Ⅼࠖࢆᣢࡘ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ2 ࡘ┠ࡣࠊࠕᆅᇦࡢ⣣ᖏᙧᡂࡣࠊᆅᇦࢆᙧᡂࡍࡿಶேࡢ」║
ⓗどⅬࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦࡢ୰࡛ࡢࢯ࣮ࢩ࣭࢚ࣕࣝࢡࢫࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡽࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢡࣝ
࣮ࢪࣙࣥࡢᐇ⌧ࠖࢆᅗࡿࡇ࡛ࡍࠋᑡࡋศࡾࡃ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⡆༢ゝ࠸ࡲࡍࠊᆅᇦ
࡛ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡿࡇࠊಶேࢆᨭࡍࡿࡇࡢ୍య࠸࠺ࡢࡀ 1 ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࢁ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣭࢚ࣕࣝࢡࢫࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡢ≧ἣࡽࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥ
ࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡢ≧ἣ⛣ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡀࠊ1 ࡘࡢࡁ࡞ᙺࡋ࡚࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ
࠸࠺ࡇࢆᢲࡉ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸯 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣఱ㸦㸰㸧 ̿ 㛵すᆅᇦ㛵ᮾᆅᇦࡢ≉ᚩ ̿
 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣᐇ㊶ࢆకࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠺࠸࠺ᐇ㊶ࡀ࠶
ࡿࡢࠊᩚ⌮ࢆࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㛵す㛵ᮾ࡛ࡣᑡࡋືྥࡀ␗࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ
Ⅼࢆࡲࡎᢲࡉ࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㛵す࠸࠺ࡢࡣࠊලయⓗࡣ㜰ࡢ୍ᖏࢆᣦࡋࡲࡍࡀࠊ⤖ㄽࡽ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠊ㛵す
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ≉ᚩࡣ⾜ᨻࡀᑟࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠊ࠸
࠺Ⅼ࡛ࡍࠋᑟධࡢ⤒㐣ࡋ࡚ࡣࠊ2000 ᖺཌ⏕┬ࡀࠕ♫ⓗ࡞ㆤࢆᚲせࡍࡿேࠎᑐ
ࡍࡿ♫⚟♴ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࠖሗ࿌᭩ࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࢆཷࡅ࡚ 2002 ᖺ
㜰ᗓ♫⚟♴ᑂ㆟ࡀࠕࡇࢀࡽࡢᆅᇦ⚟♴ࡢ࠶ࡾ᪉ࡑࡢ᥎㐍᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠖࢆ⟅⏦
ࡋࡲࡋࡓࠋ2003 ᖺࡣ➨ 1 ᮇ㜰ᗓᆅᇦ⚟♴ᨭィ⏬ࡀฟࡉࢀࠊ2004 ᖺࡣ㜰ᗓᗣ
⚟♴ㄢࢡࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀసࡽࢀࠊ2004 ᖺࡼࡾ CSW㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣮࣡࢝㸧ᶵ⬟㓄⨨ಁ㐍ᴗࡀᅜึࡢᴗࡋ࡚ᐇࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
㛵すᆅ༊࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡉࢀࡓࢆ⤂ࡋࡲࡍࠊ
ࠕᆅᇦఫẸ➼ࡽࡢ┦ㄯᛂࡌࠊᑓ㛛ⓗ࡞⚟♴ㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡸఫẸάືࡢ
ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡶࠊ⾜ᨻࡢ⟇❧ྥࡅࡓᥦゝࢆ⾜࠺ᆅᇦࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ
ࢆᢸ࠺⪅ࠖ㸦㜰ᗓ⚟♴㒊ᆅᇦ⚟♴᥎㐍ᐊᆅᇦ⚟♴ㄢ 2011㸧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ḟ㛵ᮾᆅ༊ࡢᐇ㊶ࡘ࠸࡚ࡈ⤂ࡋࡲࡍࠋ㛵ᮾࡣࠊᮾிࢆ୍ᖏࡋࡓ࢚ࣜࢆᣦࡋ
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ࡲࡍࠋ㛵ᮾᆅ༊ࡢ≉ᚩࡣࠊ♫⚟♴༠㆟ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮ࢡࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓⅬ࡛ࡍࠋࡑࡢᑟධ⤒⦋࡛ࡍࡀࠊ2005 ᖺ❧ᕝᕷ➨ḟࠕ࠶࠸
࠶࠸ࣉࣛࣥ 21ࠖᇶ࡙ࡁࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㓄⨨㸦ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ే
タ㸧ࡋࡲࡋࡓࠋ2009 ᖺࡣ㇏ᓥ༊ࡀࠕᆅᇦಖ⚟♴ィ⏬ࠖ㸦2009 ᖺ㹼2013 ᖺ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࢆ㓄⨨㸦ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ేタᚋࠊ༊Ẹࡦࢁࡤ
ేタ㸧ࠊ2010 ᖺࡣすᮾிᕷࡀࠕ➨ 2 ᮇᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࠖᇶ࡙ࡁᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮
ࢱ࣮ࢆ㓄⨨㸦ᆅᇦ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮㓄⨨㸧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
2011 ᖺࡣᮾி㒔♫⚟♴༠㆟ࡀࠕᕷ༊⏫ᮧ♫༠࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ࡢᚲせᛶ㣴ᡂࡘ࠸࡚ࠖࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࡞࡛ࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣࠊ
ࠕ⚟♴ᇶ♏ᅪᇦ࠾࠸࡚ࠊఫẸࡢ❧ሙࡓࡕࠊఫẸ⾜ᨻࠊᑓ㛛ᶵ㛵ࡢ㛫ࢆࡘ࡞ࡂⰋዲ࡞
㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊศ㔝ࡸ㡿ᇦࡽࢃࢀࡎࠊศ㔝ࡈࡢᑓ㛛⫋ࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ
㞴ࡋ࠸⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࡞ྲྀࡾ⤌ࡴ⪅ࠖ㸦ᮾி㒔♫⚟♴༠㆟ 2011㸧ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺㛵すᆅ༊࣭㛵ᮾᆅ༊࡛ࡑࢀࡒࢀ⣽࠸Ⅼ㐪࠸ࡣぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᇶᮏⓗ
ࡣ♫⚟♴༠㆟ࡀᴗࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ゝ࠼ࡲࡍࠋ㛵ᮾᆅ༊ࡣࠊ㛵すᆅ
༊࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡽᏛࡧࠊᑟධࢆᅗࡗ࡚࠸ࡗࡓ࠸࠺ࡢࡀᐇែࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ㛵ᮾᆅ༊࡛
ࡣࠊ2013 ᖺ 1 ᭶⌧ᅾ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ❧ᕝᕷࠊ
㇏ᓥ༊ࠊすᮾிᕷࠊ⦎㤿༊ࠊᩥி༊࡛ࡍࡀࠊ㛵ᮾᆅ༊࡛ึࡵ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣮࣡࢝ࡢ㓄⨨ࢆ⾜ࡗࡓࡢࡀ❧ᕝᕷ࡛࠶ࡾࠊ2 ␒┠ࡀ㇏ᓥ༊ࠊ3 ␒┠ࡀすᮾிᕷࡢ㡰࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸰 すᮾிᕷ࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᐇ㊶
࠙すᮾிᕷࡢᴫἣࠚ
 ᐇ㝿ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠺㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
ࡘ࠸࡚ࠊすᮾிᕷࢆࡈㄝ᫂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋఱᨾࠊすᮾிᕷࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡢ
࡛ࡍࡀࠊྠᕷࡀ㛵ᮾᆅ༊࡛ẚ㍑ⓗ᪩ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆᑟධࡋࡓ࠸࠺
⫼ᬒࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
すᮾிᕷࡢᴫἣ࡛ࡍࡀࠊྠᕷࡣᮾி㒔ࡢࡰ୰ኸ㒊⨨ࡋࠊ⦎㤿༊ࠊṊⶶ㔝ᕷࠊᑠ
㔠ᕷࠊᑠᖹᕷࠊᮾஂ␃⡿ᕷࠊᇸ⋢┴᪂ᗙᕷ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ2001 ᖺ⏣↓ᕷಖ㇂ᕷ
ࡀྜేࡋ࡚⌧ᅾࡢすᮾிᕷࡀㄌ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᇶᮏⓗࡣᮾிࡢ࣋ࢵࢻࢱ࡛࢘ࣥ࠶ࡾࠊ㕲
㐨ࡢ㛤㏻ࡸᕤሙࡢ㐍ฟඹබᅋఫᏯࡸ㒔ႠఫᏯࡢᘓ⠏ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊつᶍ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥ➼ࡢ㛤Ⓨࡶ㐍ࡳேཱྀࡣቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉࡛ࠊ⏫ෆࡀᚎࠎゎయࢆࡋ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿ࠸࠺≧ἣࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ேཱྀࡣ⣙ 19 ே࡛ࠊ㧗㱋⋡ࡣ 20.9㸣࡛ᮾி㒔ྠࡌỈ‽࠶ࡿゝ࠼ࡲࡍࠋ18 ṓ
ᮍ‶ேཱྀࡣࠊつᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓタ➼ࡀ㐍ࡳࠊᮾி㒔యẚ㍑ࡍࡿⱝᖸࡢቑຍഴྥ
࠶ࡾࡲࡍࠋ

7




࠙ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⤌ࡳᐃ⩏ࠚ
ḟすᮾிᕷ࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ㄝ᫂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋす
ᮾிᕷ࠾࠸࡚ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࠕᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࢆ㓄⨨ࡋࠊᆅᇦ⚟♴ࢆ⥲ྜⓗ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡾࡲࡋࡓࠋ
ྠࢩࢫࢸ࣒ࡣࠕࡗࡍࡿࡲࡕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࠖ㸦㏻⛠㸸ࠕࡗࢿࢵࢺࠖ㸧
ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ඹᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴྲྀࡾ⤌ࡴఫẸࡢࡇࢆࠕ
ࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖ⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࠕࡗࡍࡿ
ࡲࡕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖࠊࡇࡢ 3 ࡘࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭࣮࣡
ࢡࢆᵓᡂࡍࡿᇶᮏ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᐃ⩏ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᆅᇦࡢᅔࡾࡈࢆᆅᇦఫẸ୍⥴ၥ
㢟ゎỴࢆ⾜࠺ㄪᩚᙺࡢࡇ࡛ࠊ♫⚟♴ኈࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈ➼ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡕࠊᆅᇦ⚟♴ά
ືᚑࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘᑓ㛛⫋ࠖࡋࠊࡑࡢᙺࢆḟࡢࡼ࠺ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣࠊ┦ㄯࢆཷࡅࡓࡸࠊᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ
ձ⌧ᆅྥ࠸☜ㄆࡍࡿࠕᐇែㄪᰝᢕᥱࠖࠊղゎỴྥࡅ୍࡚⥴ྲྀࡾ⤌ࡴࠕࡗࢿࢵ
ࢺ᥎㐍ဨࠖࢆቑࡸࡍࠕேᮦࡢⓎ᥀ࠖࠊճࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨ௨እࡢࠊゎỴ㛵ࢃࡿࠕ㛵ಀ
ᶵ㛵ࡢ㐃⤡ㄪᩚࠖࠊմఫẸྠኈࡼࡿᨭ࠼࠶࠸άືࡢࡓࡵࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾㅮᗙ࡞ࠕ⤌
⧊ᨭ࣭⏬㛤ⓎࠖࡼࡾࠊゎỴࡘ࡞ࡆࡿࠊյᕷẸࡸࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠊ㛵ಀᶵ㛵
ࡢࠕሗᥦ౪ࠖࠊն༠ຊ౫㢗ࡸ༠ാࡢ⏬ࢆࡍࡿ㝿ࡢࠕ᥎㐍ဨࡢ㐃⤡ㄪᩚࠖࡢ 6 ࡘ࡛
ࡍࠋ
ࠕࡗࡍࡿࡲࡕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᐃ⩏ࡣࠊࠕすᮾிᕷẸࡢㄡࡶࡀఫࢇ࡛࠸࡚
ࡗ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷẸࡸᆅᇦࡢάືᅋయࠊࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨ࡞ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ேࡸࢧ࣮ࣅࢫࠊ㛵ಀᶵ㛵ࢆᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀࡘ࡞ࡂࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࡇࠖࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⮬ࡽᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊᆅᇦࡢ୰࡛ゎỴࡍࡿ
ࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡘ࠸࡚ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡘ࡞ࡄ࡞ࠊᆅᇦㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ
༠ຊࡍࡿᕷẸࠖࡢࡇ࡛ࠊࠕⓏ㘓◊ಟࢆཷࡅࡓఫẸ࡞ࡽㄡ࡛ࡶ࡞ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࡋࠊ
ࠕࡇࢀࡽᆅᇦࡢ୰࡛ࡢάື௨እࠊሗㄅ࡙ࡃࡾࡸᆅᇦࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠖ
⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙άືᐇ⦼ࠚ
 すᮾிᕷ࡛ࡣᕷෆࢆ㸲ࡘࡢ᪥ᖖ⏕άᅪᇦศࡅࠊ2013 ᖺᗘࡲ࡛ྛᅪᇦ 1 ྡࡎࡘィ 4
ྡࡢᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ 22 ᖺᗘᖹᡂ 23 ᖺᗘࡣ 1 ྡࡢ㓄
⨨࡛ࠊᖹᡂ 24 ᖺᗘ 2 ྡࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ 4 ྡ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖹᡂ 22 ᖺᗘࡽᖹᡂ 24 ᖺᗘ㸦ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢ⤫ィࡣᮍసᡂ㸧ࡲ࡛ࡢ┦ㄯ௳ᩘ࡛ࡍࡀࠊᖹ
ᡂ 22 ᖺᗘࡀ 231 ௳᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊᴗࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓᖺ࡛
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ࠎⓗ࡞ᗈሗࢆ⾜ࡗࡓࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋᖹᡂ 22 ᖺᗘࡢάືෆᐜࢆぢࡿࠊㄪᰝᐇែᢕ
ᥱࡀ 73 ௳࡛ࠊ᥎㐍ဨࡢ㐃⤡ㄪᩚࡣ 116 ௳࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
ᙺࡣୖグ࠙ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⤌ࡳᐃ⩏ࠚ࡛グ㍕ࡋࡓ࠾ࡾࠊ㸴ࡘᩚ⌮
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⤫ィⓗࠕࡑࡢࡢάືࠖࡀከ࠸ࡢࡣࠊᙜึᐃࡋ࡚࠸ࡓ 6 ࡘࡢᙺ
␗࡞ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᐇ㝿ࡣቑ࠼࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡲࡍࠋࠕࡑࡢࡢάືࠖࡢල
యⓗ࡞ෆᐜࡋ࡚ࡣಶูᨭ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮༠ാࡍࡿఫẸ࡛࠶ࡿࠕࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖࡢ㣴ᡂேᩘࡢ
᥎⛣࡛ࡍࡀࠊᖹᡂ 22 ᖺᗘࡣ 53 ே࡛ࡋࡓࡀࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘࡣ 173 ே࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙άືࠚ
 ḟάືࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࢆࡈ⤂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸯ࡘ┠ࡢࡣዪᛶࡽࡢ┦
ㄯ࡛ࡋࡓࡀࠊࠕⰼቭࡀⲨࡽࡉࢀ࡚ᅔࡿࠖ࠸࠺ࡇࢆ୕ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮┦ㄯࢆᣢࡕ
㎸ࢇࡔ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋࠕࡗࢿࢵࢺࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࡲࡎࡈᮏேࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ
ࡓୖ࡛ࠊഴ⫈࣎ࣛࣥࢸࢢ࣮ࣝࣉࡀ㐠ႠࡍࡿႚⲔࢆ⤂ࡋࠊ㏆㞄ࢆࣃࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡓ
ᅋయࣃࢺ࣮ࣟࣝࢆ౫㢗ࡋࡓࡇ࡛㢦ぢ▱ࡾ࡞ࡾࠊᆅᇦࡢ୰࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕⰼቭࡀⲨࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺⾲㠃ⓗࢽ࣮
ࢬࡽࠊࡇࡢዪᛶࡢࠕㄡࡶヰࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࠸࠺┿ࡢࢽ࣮ࢬࢆㄞࡳྲྀࡾࠊᑐᛂࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠊ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡉࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬᆅᇦࡢᨭ࠸࠺ࡇࢆ୪⾜ࡋ࡚⾜
ࡗࡓ࠸࠺ 1 ࡘࡢᆺⓗ࡞ࢣ࣮ࢫ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
2 ࡘ┠࡛ࡍࡀࠊ㏆㞄ఫẸࡽᗞᮌࡢఆ᥇ࢆࡋ࡚ࡋ࠸୕ࢡ࣮࣒ࣞࡀධࡗ࡚࠸ࡓࠊ
ࢦ࣑ฟࡋࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᆅᇦࡢ୰࡛Ꮩ❧ࡋ࡚࠸ࡓ᪉ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡍࠋࡈᮏேࡢ≧ἣࢆ☜
ㄆࡋࡓࡇࢁࠊどぬ㞀ᐖࡀ࠶ࡗ࡚ᮌࢆษࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡔ࠸࠺ࡇࡀศࡾࠊ
㛵ಀ⪅ࡀ㞟ࡲࡾ᳨ウ㆟ࢆ㛤ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠶࠼࡚ఫẸࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡇࡋࠊᕷࡸ
ᕷ♫༠㏆㞄ఫẸ➼࡛ᗞᮌࢆఆ᥇ࡋࠊ⤖ᯝⓗ㏆㞄ఫẸࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ⏕ࡲࢀࡓ࠸࠺ࢣ
࣮ࢫ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢ 2 ࡘࡢࡣࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀಶู┦ㄯࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ
ࢧ࣮ࣅࢫࡸࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࢆά⏝ࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࢆࡋ࡞ࡀࡽၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ
࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡋࡓࡶࡢゝ࠼ࡲࡍࠋ
㸱 すᮾிᕷ࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᡂᯝ
 すᮾிᕷ࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂᯝࢆࡲࡵࡲࡍࠊᕷẸࡀ
ࡇࢀࡲ࡛ࡇࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠊࡇ┦ㄯࡋ࡚ࡶゎỴ࡛ࡁ࡞ࡗࡓᆅᇦࡢㄢ㢟ࡸࠊ
㛵ಀᶵ㛵ࡀ㒊⨫ࡔࡅ࡛ゎỴ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࢆࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮┦ㄯ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ┦ㄯࢆཷࡅࡓᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡣࠊ
ᆅᇦ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿᅋయ࡞ᨭࢆ౫㢗࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡸ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝࢧ࣮ࣅࢫࡘ࡞ࡂࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡸ┦ㄯ⪅ࠊᆅᇦ࡛άືࡍࡿ᪉ࠎࢆ㞟ࡵࠊㄡࡀࡇ
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ࡲ࡛ၥ㢟㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᳨ウࡍࡿㄪᩚ㆟ࢆ㛤ദ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡋࠊఫẸྠኈࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆྍ⬟ࡋࡲࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽᐇࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸲 ⱝᖸࡢ⪃ᐹ ̿ すᮾிᕷࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ ̿
 ᭱ᚋ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⚾࡞ࡾࡢ⪃ᐹࢆ 3 Ⅼࡲࡵࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࡈ⤂ࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
࠙⪃ᐹ㸯ࠚ
ᆅᇦࡢࠕኚ࡞ேࠖࠕᣲືᑂ࡞ேࠖࡣࠊᚑ᮶ࠊᆅᇦ♫ࡢ⣣ᖏࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ௦ࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ேࡀࡢࡼ࠺࡞⏕ά⫼ᬒࡸᐙ᪘⫼ᬒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡢศࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃ
࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊᆅᇦ♫ࡢ⣣ᖏࡀኻࢃࢀࡿ୰࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ேࡓࡕࡀࠕኚ࡞ேࠖࠕᣲ
ືᑂ࡞ே࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞⤫ྜࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋᆅᇦࡢၥ
㢟ࢆ 1 ࡘࡢ㊊ࡾࡋ࡚ࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆసࡾฟࡍヨࡳࡢ 1 ࡘࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ
࠙⪃ᐹ㸰ࠚ
 ᆅᇦࡢၥ㢟ࡢ࡞࡛ࠊᗞᮌࡢၥ㢟㸦e.g.㞄ࡢᮌࡀ⮬ศࡢᗞධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸧ࠊ࣌ࢵࢺࡢ
ၥ㢟㸦e.g.㏆ᡤࡢ≟ࡀ㏞ᝨࢆࡅࡿ㸧࡞ࠊ࠾࠾ࡼࡑ♫⚟♴ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊࡢ♫ไᗘ࠾࠸࡚ࡶᘬࡁྲྀ
ࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡔࡽ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ✀ࠊ♫⚟♴࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᮏ㉁㏆࠸ᛶ᱁
ࢆ᭷ࡋࡓᐇ㊶࡛࠶ࡿゝ࠼ࡲࡍࠋ
 ࠙⪃ᐹ㸱ࠚ
 ᆅᇦ⚟♴ࡀ㐍ᒎࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ⚟♴ࢽ࣮ࢬࡢ⬺ࢥ࣮ࢻ㸦ࢽ࣮ࢬ㸻ࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐᛂ
㛵ಀࡢᔂቯ㸧ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࡼ࠺
⬺ࢥ࣮ࢻࡉࢀࡓࢽ࣮ࢬᑐࡋ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡢ࠸ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫ
㛤Ⓨᶵ⬟ࡶࡲࡍࡲࡍồࡵࡽࢀࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ

᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࡢ 1 ࡘࡢࡋ࡚ࠊᅇࡢሗ࿌ࡀࠊ
ⓙᵝࡢ࠾ᙺ❧ࡘࡇࡀ࠶ࢀࡤᖾ࠸ࡔᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀ࡛⚾ࡢሗ࿌ࢆ⤊ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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Ⓨ⾲㸰  ࠕᆅ ᇦ ♫  ⚟ ♴  ࠾ ࡅ ࡿ ᐇ ㊶ ࡢ ᐇ ែ  ㄢ 㢟ࠖ
      ̿ ⩏ᇛ㒆ࡢ➨ 3 ᮇᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡢᶞ❧ࢆ୰ᚰ ̿

        Ḓ ㈆⨾㸸ࢦ࣭ࣥࢪ࣑ࣙࣥ㸦㑪ᏛᰯᏛ㝔 ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸰ᖺ㸧


Ϩ ࡣࡌࡵ ̿ ◊✲ࡢᚲせᛶ┠ⓗ ̿
Ⓨ⾲⪅ࡢḒ㈆⨾⏦ࡋࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣࠕᆅᇦ♫⚟♴࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡢᐇែㄢ㢟ࠖࢆࢸ࣮
࣐ࠊ㎰ᴗᆅᇦ࡛࠶ࡿ⩏ᇛ㒆ࢆྲྀࡾୖࡆࠊྠ㒆࠾ࡅࡿ➨ 3 ᮇᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ
୰ᚰ࠾ヰࡋࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ᭱㏆ࠊ㡑ᅜ࡛ࡣᆅᇦఫẸࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑᑐࡍࡿせ
ồࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᨻᗓࡣࠊఫẸࡢ⚟♴ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᇶ♏⮬
యࡢάᛶࠊ♫⚟♴ࡢศᶒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ♫⚟♴౪⤥࠾ࡅࡿ⮬యࡢ⮬❧㈐௵ࡀ
ᙉㄪࡉࢀࠊẸ㛫ࡢ⚟♴ཧຍࡀᣑࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡋ୍᪉࡛ࠊᕷ࣭㐨ࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬⟇ᐃ࡛ࡣࠊఫẸഃࡢཧຍព㆑ࡀ༑ศ࡛ࡍࠋ
୍㒊ࡢᑓ㛛ᐙ࠾ࡼࡧ㛵ಀ⪅ࡢཧຍࡔࡅ࡛ࠊᙧᘧⓗ࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡢィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᕷ࣭㐨ᕷ࣭㒆࣭༊ࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢ᪉ྥᛶ࠾ࡼࡧ⟇ᐃෆᐜࢆ୍⮴ࡉ
ࡏࠊᕷ࣭㒆ࡢᶆ‽ⓗ࡞࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ᥦゝࡍࡿࡇࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊࡲࡎࠊᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬㛵ࡍࡿ⯡ⓗ࡞ෆ
ᐜࢆᢕᥱࡍࡿࡇࠊᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢ⟇ᐃᙜࡓࡗ࡚ࠊ⩏ᇛ㒆ࡢࢽ࣮ࢬࢆศᯒࡍࡿࡇࠊ
ࡉࡽࠊᇶ♏⮬యࡢ⚟♴ຊࢆᇶ┙ࡋࡓィ⏬⟇ᐃࡀពࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ࡛
ࡍࠋ
ϩ ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ

㸯 ᆅᇦ⚟♴࠾ࡅࡿィ⏬ࡢᑟධ
㡑ᅜࡢ♫⚟♴ࡢὶࢀࢆ⡆༢ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡲࡍࠊ1990 ᖺ௨๓ࡣࠊ⏕άಖㆤ࠾ࡼࡧ
タಖㆤ୰ᚰࡢ௦࡛ࡋࡓࠋ1990 ᖺ௨㝆ࡽࡣࠊᅾᏯ⚟♴ࡢᑟධࡸᆅᇦ⚟♴㛵ࡍࡿᇶ┙ࢆ
ㄪᩚࡍࡿᮇ࡞ࡾࠊ2007 ᖺ௨㝆ࡽࠊᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬⟇ᐃࡀືࡁࡔࡋࡲࡋࡓࠋ
ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡀጞࡲࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ2002 ᖺᗘࡣࠊᆅᇦ⚟♴༠㆟యࡢࣔࢹࣝᴗࡀ
1 ᖺ㛫ᐇࡉࢀࠊ2003 ᖺᗘ♫⚟♴ᴗἲࡼࡿᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ㛵ࡍࡿෆ
ᐜࡀࡲࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ2004 ᖺࡣࠕཧຍ⚟♴ 5 ᖺィ⏬ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊᆅᇦ⚟♴ࡢ㐃ᦠ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ2005 ᖺᗘࡽࡣẸ࣭ᐁࡢྜྠࡢᆅᇦ♫
⚟♴༠㆟య࠸࠺⤌⧊ࢆᅜࡢᕷ࣭㒆࣭༊༢⤌⧊ࡋ㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋG
 ⌧ᅾࠊᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡣ 3 ᮇ┠ࡢ‽ഛධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ2007 ᖺᗘࡽ 2009 ᖺᗘࡲ࡛
ࡀ➨ 1 ᮇࠊ2011 ᖺᗘࡽ 2014 ᖺᗘࡀ➨ 2 ᮇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊ➨ 3 ᮇࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝ
ពぢ㞟⣙ࡢ᭱୰࡛ࡍࡀࠊ➨ 2 ᮇࡽ 3 ᮇࡢ⛣⾜㝿ࡋ࡚ࡢࡁ࡞ኚࡋ࡚ࠊ2012 ᖺ
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ᗘࡽࠊබⓗ࡞ࢣ࣮ࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᅜࡢᇶ♏⮬యࠕᕼᮃ㸦ࣄ࣐ࣥ㸧
⚟♴ᨭᅋࠖࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࡅຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸰 ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢᴫせ
㸦㸯㸧┠ⓗ࣭ᐃ⩏
 ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢ┠ⓗ࣭ᐃ⩏ࡣࠊࠕᆅᇦఫẸࡀ⮬ศࡽࡋ࠸⏕άࢆ㏣ồ࡛ࡁࡿᆅᇦ♫
ࢆࡘࡃࡿࡓࡵࠊఫẸ⾜ᨻࡀ༠ຊࡋࠊᆅᇦ⚟♴ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ㡯ࢆయⓗᐃࡵࡿィ
⏬ࠖࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧ᚲせᛶ
 ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᆅᇦ♫ࡢ⚟♴ࣅࢪࣙࣥࢆᥦ♧ࡋࠊࡇࢀࢆල
యࡍࡿࡇࠖࠊࠕᆅᇦෆࡢ♫⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ㔞ࢆᣑࡍࡿࡇࠖࠊࠕẸ࣭ᐁࡢ᪂ࡋ࠸ࣃ
࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᙧᡂࡍࡿࡇࠖ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸱㸧ィ⏬ࡢཎ๎
 ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢཎ๎ࡣḟࡢ㸲Ⅼ࡛ࡍࠋ
㸯ࡘࡣࠊᆅᇦ࠶ࡿ⚟♴㛵㐃ࡢᶵ㛵࣭ᅋయࡣࠊఫẸࡢࢽ࣮ࢬࢆ㊊ࡉࡏࡿ୍㐣⛬࡛࠶ࡿ
ࡇࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢゎỴࡣࠊఫẸࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ཧຍࡀᗈࡃᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸱ࡘ┠ࡣࠊ⚟♴㛵㐃ࡢᶵ㛵࣭ᅋయࡣࠊᆅᇦࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࠋ㸲ࡘ
┠ࡣࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟య࡛ࡢㄪᩚࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㝈ࡾ࠶ࡿ⚟♴㈨※ࢆຠ⋡ⓗά⏝ࡍࡿࡇࠊ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸲㸧ィ⏬⟇ᐃ࣐ࢽࣗࣝ
 ḟࠊᕷ࣭㒆࣭༊࠾ࡅࡿᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬⟇ᐃ࣐ࢽࣗࣝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡲࡍࠋࡇࡢ
࣐ࢽࣗࣝࡣࠊձィ⏬⟇ᐃࡢయࠊղㄪᰝࡢ✀㢮ࠊճ⟇ᐃ㡯ࠊմఫẸཧຍࠊյᑂ㆟ࡢ☜
ᐃ࠾ࡼࡧィ⏬ᥦฟࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚㡰␒ㄝ᫂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ձࡢయ࡛ࡍࡀࠊ♫⚟♴ᴗἲ➨ 15 ᮲ 3 ᇶ࡙ࡁࠊィ⏬⟇ᐃࡢ㈐௵ࡣࠊᕷ࣭㒆࣭༊ࡢ
㛗࠶ࡾࠊᐇࡣࠊᕷ࣭㒆࣭༊ࡢᢸᙜ㒊⨫ࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡀᢸࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ḟղࡢㄪᰝࡢ✀㢮࡛ࡍࡀࠊᆅᇦㄪᰝࠊ⚟♴ࢽ࣮ࢬㄪᰝࠊ⚟♴㈨※ㄪᰝࡽᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬ࠾ࡼࡧᆅᇦෆࡢ⚟♴㈨※࡞㛵
ࡍࡿ㈨ᩱࢆ㞟ࡋࠊᚲせ࡞ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ճࡢ⟇ᐃ㡯ࡣࠊḟࡢ㸶ࡘࡢせ⣲ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ♴⚟ۑ㟂せࡢ

ᐃ࠾ࡼࡧᚋࡢぢ

㏻ࡋ ▷ۑᮇⓗࡘ㛗ᮇⓗ࡞ࠊタ࠾ࡼࡧᅾᏯ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥ࡢᑐᛂ ۑேᮦࠊ⤌⧊ࠊ
㈈ᨻ࡞ࡢ㈨※ࡢㄪ㐩࣭⟶⌮ ♫ۑ⚟♴ࢹࣜࣂ࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ ♫ۑ⚟♴࠾ࡼࡧಖ་
⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐃ᦠ᪉⟇ ۑᆅᇦ♫⚟♴㛵㐃ࡍࡿ⤫ィࡢ㞟࣭ᩚ⌮ ♫ۑ⚟♴タࡢ
ປാ⪅ᑐࡍࡿฎ㐝ᨵၿ㛵ࡍࡿ㡯 ࡢࡑۑ ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
մࡢఫẸཧຍ࡛ࡍࡀࠊィ⏬ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࠊィ⏬ࡢᐇ⾜ࡼࡿఫẸཧຍࢆάᛶࡉ

12



ࡏࡿࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢពぢࢆ㞟⣙ࡍࡿࡇࡣࠊ࡚ࡶ㔜せ࡞άື࡛ࡍࠋᕷ࣭㒆࣭༊ࡢ㛗
ࡣࠊᆅᇦఫẸ࡞ࡢ㛵ಀ⪅ࡢពぢ㞟⣙ࢆࡋࡓᚋࠊィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡲࡍࠋィ⏬ࡢᐇホ౯࡛
ࡣࠊᆅᇦఫẸࡢཧຍ‶㊊ᗘࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
յࡢᑂ㆟ࡢ☜ᐃࠊィ⏬ࡢᥦฟ࡛ࡍࡀࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡢ௦⾲⪅㆟࡛ᑂ㆟ࡉࢀࠊィ
⏬ࡀ☜ᐃࡋࡲࡍࠋᕷ࣭㒆࣭༊ࡢ㆟ࠊ㤳㛗ࡢሗ࿌ࢆ⤒࡚ࠊᕷ࣭㐨ᥦฟࡍࡿࡇ࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸱 ⩏ᇛ㒆ࡢ➨㸯࣭㸰ᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧᐇ≧ἣ
㸦㸯㸧 ᮇィ⏬㸦⾜ᮇ㛫㸸 ᖺ㹼 ᖺ㸧
 ⩏ᇛ㒆ࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧᐇ㛵ࡋ࡚ሗ࿌࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡎࠊ⩏ᇛ㒆ࡢ
ᆅᇦ≉ᛶࡘ࠸࡚ᑡࡋㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ⩏ᇛ㒆ࡣᑦ㐨ࡢ୰ᚰ㒊࠶ࡾࠊ18 ࡢ㑚࣭㠃㸦࣭ࣘ࢘

࣓ࣥ㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋேཱྀࡣ⣙ 56,000ࠊ㧗㱋⋡ࡣᅜ࡛ 2 ␒┠㧗ࡃࠊ38.5%
࡛ࡍࠋ
 ➨ 1 ᮇࡢィ⏬⟇ᐃࡣ 2006 ᖺࡽጞࡲࡾࠊࢽ࣮ࢬㄪᰝࡣ 2006 ᖺࡢ 1 ᭶ࡽ 3 ᭶ࠊᥦฟࡣ
2006 ᖺ 6 ᭶ᮎ࡛ࡋࡓࠋࡇࡢᮇ㛫ࡢಖ⟶㈨ᩱࡣࠊಖᏑᖺ㝈ࡢ㛵ಀ࡛ࠊ⩏ᇛ㒆࡞࠸ࡇࡀࢃ
ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ィ⏬ࡣ 2007 ᖺᗘࡽ 2010 ᖺᗘࡲ࡛ᐇࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
2007 ᖺᗘබⓗᶵ㛵ࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊ
ࠕᐇົศㄢࠖ㸦᪥ᮏࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㢮ࡍࡿࡶࡢ㸧ࡀᐇࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊ࠶ࡲࡾᶵ
⬟ࡋࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋᐇົศㄢࡀ⮬Ⓨᛶࡸᚲせᛶᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ1㹼
2 ᅇ⛬ᗘࡢᙧᘧⓗ࡞㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋࠊάືࡣṆࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊẖᖺ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ༠㆟యࡢጤဨࡢᑂ㆟ࡶ㐺ษ⾜ࢃࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
㸦㸰㸧㸰ᮇィ⏬㸦⾜ᮇ㛫㸸 ᖺ㹼 ᖺ㸧
 ḟࠊ➨ 2 ᮇࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡁࡢィ⏬⟇ᐃࡣࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᶵ
㛵౫㢗ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࡀࠊ♫⚟♴㛵㐃ࡢᑓ㛛ᛶࡀᑡࡋ㊊ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ2010 ᖺࡢ
3 ᭶ 22 ᪥ࡽ 100 ᪥࠸࠺▷ᮇ㛫࡛⟇ᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡀࠊඛ⾜ࡍ
ࡿࡢ⮬యࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬㢮ఝࡋࡶࡢࢆసᡂࡋࡓࡓࡵᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
 యࡋ࡚ࠊ➨ 2 ᮇィ⏬ࡣࠊᆅᇦ♫ࡢᐇែࡣᑡࡋ㞳ࢀࡓࡶࡢ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୰ᚰⓗ
࡞ᴗ࡛ࡣࠊィ⏬ࡢኚ᭦ࠊಟṇࠊᮍᐇࡀከࡃ㸦ண⟬ࡀ࡞ࡃࠊ⾜ᨻᆅᇦఫẸࡢ㛵ᚰࡀ࡞
ࡗࡓࡓࡵ㸧ࠊ⤖ᯝⓗࡣࠊᮍᐇࡢᴗࡢ࠺ࡀከ࠸࠸࠺≧ἣ࡛ࡋࡓࠋ
ࡅࢀࡶࠊⰋ࠸㒊ศࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ➨ 2 ᮇࡢィ⏬୰ࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡢάᛶᴗ
ࡢ࡞࡛ࠊᖖ⪅ࡢ᥇⏝㐠Ⴀ㈝ࡢண⟬ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡲࡋࡓࠋ2011 ᖺᗘᮎࡣᖖ⫋ဨ
ࢆ᥇⏝ࡋࠊ༠㆟యࡢάᛶࡀヨࡳࡽࢀࡲࡋࡓࠋ2012 ᖺᗘࡽࡣࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡢ 5
ࡘࡢᐇົศㄢࡀィ⏬ᐇྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋศㄢ㆟࡛ࡣࠊศㄢጤဨ࡛ࡶ࠶ࡿᴗົᢸᙜබ
ົဨࡼࡿᐇሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㆟ㄽࢆ㏻ࡌࡓィ⏬ࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 2012 ᖺᗘࡢᐇィ⏬⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ༠㆟యබⓗᶵ㛵ࡢດຊάືࡢᡂᯝ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊ㒆࡛ࣞ࣋ࣝࡢ᭱ඃ⚽㈹ࢆࡶࡽ࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬⩏ᇛ㒆
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ࡢ⚟♴ࡢ᪉ྥࢆ᥈ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡢጤဨࡢຊ㔞ࢆᙉ
ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊఫẸཧຍࡼࡿウㄽࠊ⚟♴࣋ࣥࢺ࡞ࡀᐇࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
2013 ᖺᗘࡢᴗᐇ⤖ᯝ㛵ࡍࡿᑂ㆟ࡣࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ϫ ➨㸱ᮇィ⏬ࡢ‽ഛ≧ἣ̿ࠕ⩏ᇛ㒆ࡢ➨㸱ᮇᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝࠖࢆ୰ᚰ

⌧ᅾ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ➨ 3 ᮇィ⏬࡛ࡍࡀࠊᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢయࡣ⩏ᇛ㒆ᆅᇦ♫⚟♴
༠㆟యࡀ୰ᚰ࡛ࡍࠋ2014 ᖺࡢ 1 ᭶ 8 ᪥ィ⏬⟇ᐃࢆ⾜࠺ TF ᅋ㸦ࢸࢫࢺ࣍ࢫࢺࢳ࣮࣒㸧ࡀ
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢᵓᡂࡣࠊබⓗᶵ㛵ࡽ 6 ྡࠊẸ㛫ࡽ 11 ྡࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ 2 ྡ࡛ࡍࠋࡇ
ࡢ࠺ࡕᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡢጤဨࡣ 12 ྡࠊጤဨ௨እࡢ᪉ࡀ 7 ྡ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࢽ࣮ࢬㄪᰝ࡛ࡣࠊᶆ‽㉁ၥ⣬ࢆ⩏ᇛ㒆ᆅᇦྜࢃࡏࡓෆᐜᵓᡂࡍࡿసᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ2 ᅇࡢ TF ᅋࡢ㆟㸦1 ᭶ 22 ᪥ࠊ2 ᭶ 5 ᪥㸧ࡢࠊ࣋ࣥࢺ࡞ࢆ㏻ࡋ࡚㉁ၥ⣬ࡢ⦅
㞟సᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ⩏ᇛ㒆ᆅᇦఫẸࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢ⤫ᣓࡣ TF ᅋࡀ⾜࠸ࠊ560 ୡᖏࡢㄪᰝ
ᐇ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㠃ົᡤࡢ᪉ㄪᰝဨࡢ༠ຊࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ㄪᰝศᯒࡢ⤖ᯝࠊ㧗㱋⪅ࠊዪᛶࠊపᡤᚓ⪅ࠊ㞀ᐖ⪅➼ࡢ㡰࡛ࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᚲせࡍࡿ
࠸࠺ࡇࡀࢃࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆィ⏬ᫎࡉࡏࡿࡓࡵࠊձᴗ㓄ศࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡇࠊղᆅᇦࡢ୰ᚰⓗㄢ㢟ࡋ࡚ࠊ⏕άᚲせ࡞タࡢᣑ࠾ࡼࡧᶵ⬟ࡢάᛶࢆ᳨ウ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࠊճఫẸࡢ♫ⓗࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⤖᮰ࢆᙉࡍࡿ
᪉ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠊմ⚟♴㛵ಀ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢ⪃࣭ᩍ⫱ࠊ
յఫẸࡢ⚟♴ᩍ⫱ࠊնఫẸ⤌⧊ࡢಁ㐍ࠊշᆅᇦ⚟♴ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࠊ࡞ࡢከᵝ࡞
ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᆅᇦㄪᰝ࠾ࡼࡧ㈨※ㄪᰝ࡛ࡍࡀࠊ⩏ᇛ㒆ࡢබⓗᶵ㛵࠾ࡼࡧᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡀࠊ୍⥴
ᕷ࣭㒆࣭༊ࡢᇶ♏⤫ィ㈨ᩱࡢ㞟࣭ㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ♫⚟♴⤫
ྜ⟶⌮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿ㈨※⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢෆᐜᇶ࡙ࡁࠊᆅᇦෆࡢタࠊྛタ࡛
ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ㢮ᆺࠊලయⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡑࡢつᶍ㛵ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 2014 ᖺ 3 ᭶ 21 ᪥ࠊ⩏ᇛ㒆ᆅᇦఫẸࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦ♫⚟♴༠
㆟యࡢጤဨ࠾ࡼࡧ TF ᅋࡢጤဨࠊබⓗศ㔝ࡢ⚟♴ᢸᙜ⪅ࠊ⣙ 60 ྡࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋᆅᇦㄪ
ᰝࠊࢽ࣮ࢬㄪᰝࠊ㈨※ㄪᰝ࡞ࡢ⤖ᯝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⩏ᇛ㒆ᆅᇦ࠾ࡅࡿᆅᇦ♫⚟♴ࣅࢪࣙ
ࣥ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊᡓ␎┠ᶆࡸඃඛ㡰ࠊ⚟♴㈨※ࠊ⚟♴ࢽ࣮ࢬ࡞ࡀ㐺ษ࠺ẚ㍑
ศᯒࢆ⾜࠸ࠊᚋ㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠋලయⓗ࡞ᴗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ᖺᗘู࠾ࡼࡧ୰ᮇⓗ࡞ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋࡇࢀඹࠊ⾜ᨻ࠾ࡼࡧ㈈ᨻィ⏬ࡢ⟇ᐃ
ࡶணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ఫẸࡢཧຍ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚㛫᥋ⓗఫẸࡀཧຍࡋࡓᙧ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᚋࠊఫẸ࠾ࡼࡧᆅᇦ࣮ࣜࢲ࣮ࡢࣇ࢛࣮࢝ࢫࢢ࣮ࣝࣉࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊබ⫈࠾ࡼࡧウㄽ
ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛ࡍࠋᑂ㆟ࡢ☜ᐃ࠾ࡼࡧሗ࿌㛵ࡋ࡚ࡣࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡢ௦⾲⪅㆟
ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊఫẸཧຍࡼࡿィ⏬ᑂ㆟ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛ࡍࠋG
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ϫ ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ᶞ❧ࡢㄢ㢟
 ᭱ᚋࡇࢀࡲ࡛ሗ࿌ࡋࡓෆᐜᇶ࡙ࡁࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬⟇ᐃࡢㄢ㢟㛵ࡋ࡚ࠊ㸲Ⅼ㏙
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 1 ࡘ┠ࡣࠊఫẸࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬᆅᇦ≉ᛶྜࡗࡓᴗࡢィ⏬࣭ᐇ⾜ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ⮬
యࡢຊ㔞ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
2 ࡘ┠ࡣࠊᆅ᪉㆟ဨ࠾ࡼࡧ⮬య㛗ࡢ㑅ᣲබ⣙ィ⏬㛵ࡍࡿ㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴ࡞ࠊ♫
ⓗ㛵ᚰィ⏬ࡢᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿ᪉⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡛ࡍࠋ
3 ࡘ┠ࡣࠊᆅᇦ♫ࡢ୰࡛ゎỴࡍࡁᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡢ୰࡛ࠊඃඛᗘࡀ㧗࠸ࡶࡢࡣఱࢆぢ
ᴟࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㝈ࡽࢀࡓ♫㈨※ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ
ᴗࡢ㑅ᐃලయⓗෆᐜࢆỴᐃࡍࡁ࡛ࡍࠋᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡣࡇ࠺ࡋࡓᡓ␎ⓗྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
4 ࡘ┠ࡣࠊఫẸࡢཧຍ㛵ࡋ࡚ࡣࠊពぢࢆ㞟⣙ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊィ⏬ࡢ❧ࡽホ౯ẁ㝵
ࡲ࡛ࡢཧຍࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊఫẸࡢ⚟♴ព㆑ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ⚟
♴ࣞ࣋ࣝࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡽࠊఫẸࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ⥅⥆ⓗ࡞ດຊࡀᚲせ
⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⚾ࡢሗ࿌ࡣ௨ୖ࡞ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ྖ㸸ࡇࢀࡽ㉁ᛂ⟅ࡢ㛫ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱ึࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡿᮾὒ
ᏛࡢᑠᯘⰋඛ⏕㑪Ꮫᰯࡢᮤࢪࣥࢩࣗඛ⏕ࡽࡈⓎゝ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᑠᯘⰋඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
⚾ࡽࡣࠊḒࡉࢇࡢࡈሗ࿌ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ㛵㐃ࡋ࡚ࠊ⇃⏣ඛ
⏕ࡶ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡣࠊ㡑ᅜࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ᑡࡋෆᐜࡀ㐪ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋ᪥ᮏ࡛ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡀἲไࡉࢀࡓࡢࡣࠊ2000 ᖺࡢ♫⚟
♴ἲࡢᨵṇక࠺ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋᕷ⏫ᮧࡀᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࢆసᡂࡋࠊఫẸάືࢆ௦⾲ࡍࡿ♫
⚟♴༠㆟ࡀᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࢆసࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣูࠊ㧗㱋⪅⚟♴ィ⏬ࠊㆤಖ㝤
ᴗィ⏬ࠊ㞀ᐖ⚟♴ィ⏬ࠊᏊࡶࡢィ⏬࠸࠺ࡼ࠺ྛศ㔝ูࡢࢧ࣮ࣅࢫィ⏬ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸᭱ึࡢ㉁ၥࡣࠊ㡑ᅜ࠾ࡅࡿᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬࠸࠺ࡢࡣࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓᑐ㇟ูࡢࢧ࣮ࣅࢫィ⏬ࡶ㒊ྵࡴࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 2 ࡘ┠ࡢ㉁ၥࡣࠊィ⏬ࡢ⠊ᇦࠊ༊ᇦ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡓࡔ࠸ࡲࡢヰ࡛ࡍࠊ⩏ᇛ㒆࡛ࡣ
56,000 ࡢேཱྀᑐࡋ࡚ 1 ࡘࡢ⠊ᇦࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ᪥ᮏ࡛ࡍࠊᆅᇦ
⚟♴ィ⏬࡛ࡣࠊᆅᇦෆᅪᇦࢆタᐃࡍࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢሙྜ࡛ࡣࠊ
ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᡤᅾᆅ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ᪥ᖖ⏕άᅪ࠸࠺ࡇࢆ࣮࣋ࢫィ⏬ࢆࡘࡃ
ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 3 ࡘ┠ࡢ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊ㡑ᅜࡢሙྜࡣࠊィ⏬ࡢయࡀ➨୕⪅ᶵ㛵ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ
ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋࡇࡇࡣኚ⯆῝࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊఫẸࡸᴗ⪅ࡶཧຍࡋࡲࡍࡀࠊ
⾜ᨻࡀ୰ᚰ࡞ࡾィ⏬ࢆసࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀࠊ㡑ᅜ␗࡞ࡾࡲࡍࠋᴗ㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࢆ୰ᚰ
ィ⏬ࢆࡘࡃࡾࡲࡍࠊ࠺ࡋ࡚ࡶᴗ⪅ࡢ❧ሙࡀฟ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᴗ⪅ࡀ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࡑ
ࡢࢽ࣮ࢬࢆᤊ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇ㛵㐃ࡋ࡚ࠊఫẸࡢά
ືࢆάᛶࡍࡿ࠸࠺⤌ࡳࡀࠊィ⏬ࡢ୰࡛సࢀࡿࡢ࠺ࠊ࠸࠺㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋᆅᇦఫẸࡢఫẸάືィ⏬ࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋ⊃࠸⠊ᅖ࡛ࡘࡃࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ
࠸࠺ࡢࡀ᪥ᮏഃࡽぢࡓ༳㇟࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢⅬࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
 4 ࡘ┠ࡢ㉁ၥ࡛ࡍࠋࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆࡸࡾࡲࡍࠊయ㧗㱋⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㠀ᖖከࡃฟ࡚ࡁࡲ
ࡍࠋࡑࢀᑐࡋ࡚㞀ᐖ⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࠊᆅᇦᇦࡢ୰࡛㧗㱋⪅ࡢࢽ
࣮ࢬࡀ┠❧ࡗ࡚ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࠋᙜ↛ࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊᏊࡶ➼࡛ᢪ࠼࡚࠸ࡿࢽ࣮ࢬ
ࡣ㐪࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᇦ࡛ࡘࡃࡿィ⏬᪥ᖖ⏕άᅪࡋ࡚ࡢᆅᇦ࡛ࡘࡃࡿィ⏬ࢆ࠺࠸࠺ࡩ
࠺ᩚ⌮ࡍࡿࠊ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢⅬࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ
 ᭱ᚋࡢ㉁ၥࡣࠊ⇃⏣ඛ⏕ࡢⓎ⾲㛵ࢃࡿࡇ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢯ࣮ࢩ
࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࢆࡇ㓄⨨ࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟࡛ࡍࠋᕷᇦ㓄⨨ࡍࡿࡢࠊࡑࢀࡶ࠸ࡃ
ࡘࡢᅪᇦ㓄⨨ࡍࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࡇࢀ㛵
㐃ࡋࡲࡋ࡚ࠊ㡑ᅜࡢሙྜࠊᑠࡉ࡞ᅪᇦࡈࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᣐⅬࠊ࠶ࡿ࠸ࡣሗࡸ┦ㄯࡢᣐ
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Ⅼࢆタ⨨ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࢸ࣮࣐࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊࡈሗ࿌ࡃࡔࡉࡗ
ࡓ࠾ே࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᮤࢪࣥࢩࣗඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
࠾㸰ேࡢሗ࿌⪅ࡢ᪉ࡣ㈗㔜࡞ࡈⓎ⾲ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪥
ᮏࡽ࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓྂᕝᏕ㡰ඛ⏕ࡣࡌࡵࠊᑠᯘⰋඛ⏕ࠊ㔠Ꮚග୍ඛ⏕ࠊᚿᮧ
୍ඛ⏕ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 Ⓨ⾲ࢆཷࡅ࡚ࠊ᪥ᮏ㡑ᅜࡢ 2 ࡘࡢᅜࡢẚ㍑ࡀ࡛ࡁࢀࡤⰋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊఱࡽࡢࢶ
࣮ࣝࢆᣢࡗ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡢࡣࠊᅇࡣᑡࡋ㞴ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ⯆῝ࡗࡓ㒊ศࢆ୰ᚰ
㉁ၥࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡎࠊ㑪ᏛᰯࡢḒࡉࢇ㉁ၥ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ᮶ᖺᗘࡽ➨ 3 ᮇࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࢆ
ጞࡵࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࡀࠊ➨ 1 ᮇィ⏬ࡽ᪥ࡲ࡛ࡢᡂᯝࡸࠊၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽࡋࡓୖ
࡛ࠊ➨ 3 ᮇࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡁࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㎶ࡘ࠸࡚ࡢ⛬ᗘᢕ
ᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆఛ࠸ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ḟࠊ⇃⏣ඛ⏕ࡢ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎ 1 ࡘ┠ࡣࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ゝⴥࡀฟ
࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᶵ㛵࡞ࡢࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
2 ࡘ┠ࡣࠊࠕࡗࡍࡿࡲࡕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࠊ㡑ᅜ࡛࠸࠺
ᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యྠࡌࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺༳㇟ࢆᢪ࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢⅬ
ࡘ࠸࡚ࠊࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ3 ࡘ┠ࡢ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊ
ࠕࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖࡣࠊ
ඛࡢࡈㄝ᫂ࡼࢀࡤࠊ◊ಟࢆཷࡅ࡚Ⓩ㘓ࢆࡍࢀࡤㄡ࡛ࡶάືࡀ࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺ࡇࡔ
ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊ࣎ࣛࣥࢸⓗ࡞άືࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠊ࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡲࡍࠋᐇ㝿ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞᪉ࠎࡀࠕࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊࡲࡓࠊࡑࡢேࡓࡕࡢฎ㐝ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚
ࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࡢ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊすᮾிᕷࡢάືࢆ࠸ࡃࡘᣲࡆ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ
どぬ㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊ㡑ᅜ࡛ࡍࡓࡔࡢ㏆㞄ఫ
Ẹࡢ႖ვࡋ࡚ཷࡅṆࡵࠊ⚟♴ⓗ࡞ධࡣࡋ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡞㡑ᅜேࡢ⪃࠼᪉ࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋඛࡢࡈㄝ࡛᫂ࡣࠊすᮾிᕷ࡛ࡣ⚟♴ⓗ࡞ධࢆࡋ࡚ゎỴࡋ࡚࠸ࡗࡓ࠸
࠺ࡇ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢලయⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆࡈㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 
ྖ㸸ࡲࡎࠊ㑪ᏛᰯࡢḒࡉࢇࡽࡈᅇ⟅ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㉁ၥࡢᅇ⟅㸦Ḓ㈆⨾Ặࠊ㔠₶⨾Ặ㸧
Ḓ㸸ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬㛵ࡋ࡚ຮᙉࢆጞࡵࡓࡤࡾ࡛ࠊయⓗ࡞ヰࡣ⚾ࡽㄝ᫂ࡋࠊලయ
ⓗ࡞୰㌟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾࠊ⩏ᇛ㒆ࡢᆅᇦ♫⚟♴༠㆟య࡛ാ࠸࡚࠾ࡽࢀࡿ㔠ࡉࢇࡽ
࠾⟅࠼࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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 ࡲࡎࠊᑠᯘඛ⏕ࡽࡢࡈ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊ1 ␒┠ 2 ␒┠ࡢࡈ㉁ၥࡘ࠸࡚⚾ࡽᅇ⟅࠸ࡓࡋ
ࡲࡍࠋࡑࡢ๓ࠊ☜ㄆࢆࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ2 ࡘࡢ㢮ᆺ࡛ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀ
࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ୰࡛ࡉࡽࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࠊඣ❺࡞ࡢศ㔝ูࡢᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡀ࠶ࡿࠊ
࠸࠺⌮ゎ࡛ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᑠᯘ㸸᪥ᮏ࡛ࡣࠊศ㔝ูࡢィ⏬ࡣูࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬ᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡲ
ࡍࠋᆅᇦ⚟♴ィ⏬ᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࢆ୍⥴ࡋ࡚ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ゝࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ㉁ၥࡢ㊃᪨ࡣࠊ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫィ⏬ࡣᇦࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸࡚ࡶⰋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᆅ
ᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢሙྜࡣࡶ࠺ᑡࡋ⊃࠸ᆅᇦࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ
࡛ࡋࡓࠋ

Ḓ㸸㡑ᅜࡢ㑚࣭㠃࣭Ὕ㸦࣭࣓࣭ࣘ࢘ࣥࢻ࢘㸧ࢆⓙࡉࢇࡈᏑࡌ࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡢ༊ᕷࡸ㒆ࡢୗ
ࡢࣞ࣋ࣝࡢ⾜ᨻ༊⏬࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡣసࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡓࡔࠊᆅ
ᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢయࡢ୰࡛ศ㔝ูࡢ⚟♴ィ⏬ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊࡑࢀඹ㑚㠃Ὕࣞ
࣋ࣝ㛵ࡍࡿᚲせ࡞㡯┠ࡶసᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⠊ᇦ㛵ࡋ࡚ඛ⏕ࡽࡈ㉁ၥࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ
ࡓࡀࠊᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬࡛ࡣࠊ࢚ࣜࢆỴࡵ࡚㉁ၥ㡯┠ࢆタᐃࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇࡋࠊẚ㍑᳨
ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋලయⓗゝ࠸ࡲࡍࠊ⩏ᇛ㒆࡛ࡣࠊ18 ࠶ࡿ㑚࣭㠃༢࡛ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦయࡢேཱྀࡽ࢚ࣜࢆฟࡋ࡚ࠊㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ3 ␒┠௨㝆
ࡢࡈ㉁ၥࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔠ࡉࢇࡽᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㔠㸸⚾ࡣ⩏ᇛ㒆ࡢᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యᡤᒓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㔠₶⨾⏦ࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾
㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᑠᯘඛ⏕ࡽࡢࡈ㉁ၥᑐࡋ࡚ಶู࠾⟅࠼ࡍࡿࡇࡣᑡࡋ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ
ໟᣓⓗㄝ᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
᪥ᮏࡢᆅᇦ⚟♴ィ⏬࠸࠺ࡢࡣᕷ༊⏫ᮧࡀࠊ♫⚟♴άືィ⏬ࡣ♫⚟♴༠㆟࡛⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡩ࠺ఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ㡑ᅜ࡛ࡣࠊ243 ࢝ᡤࡢ⮬యࢆ୰ᚰᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࢆ
సᡂࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊィ⏬యࡣྛ⮬యࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ♫⚟♴ᴗ
ἲᇶ࡙࠸࡚ 4 ᖺ 1 ᅇࡢྜ࡛ィ⏬ࢆぢ┤ࡍࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᪥ᮏࡢᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࡣࠊ㡑ᅜࡢ♫⚟♴༠㆟యࡀసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢᑡࡋఝ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊᆅᇦఫẸࡢཧຍࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࢽ࣮ࢬㄪ
ᰝࡢ᪉ἲࠊᆅᇦ≉ᛶࢆᫎࡋࡓᴗࠊᡓ␎ⓗ࡞ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡞࡛ࡍࠋ
 ᮤඛ⏕ࡽ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢥ࣓ࣥࢺ㛵ࡋ࡚࡛ࡍࡀࠊ➨ 1 ᮇࡽ➨ 2 ᮇࡢᡂᯝㄢ㢟㛵ࡍ
ࡿෆᐜࢆᑡࡋ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࡽⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ➨ 1 ᮇ➨ 2 ᮇࡢࡣࠊᆅᇦఫẸ
ࡢཧຍࡀ༑ศ࡛ࠊఱᨾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢ࠸࠺Ⅼ㛵ࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞᳨ドࢆ⾜
࠺ࡇࡶ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋㄢ㢟ࡸၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡣ㔜せ࡞ࡶࡢࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࡢ࡛ࠊ➨ 3 ᮇࡢィ⏬࡛ࡣࠊᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࢆ୰ᚰࠊබẸࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᐙࡶຍࢃ
ࡗ࡚సᡂࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ⮬యࡀィ⏬ࡋࡓࠕ⚟♴ࣅࢪࣙࣥࠖࡘ࠸࡚
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ࡣࠊᆅᇦఫẸࡗ࡚ᚲせ࡞ࡶࡢ࠺ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࠊィ⏬┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ➨ 3 ᮇࡢ≉ᚩࡣࠊᆅᇦࡢ≉ᛶࢆᫎࡋࡓᐇ㊶ྍ⬟࡞ィ⏬ࡍࡿࡓࡵࠊ༠㆟య⾜ᨻ
࡛ࡢᨭࡀྍ⬟࡞యไࢆᵓ⠏ࡋࡓⅬ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྖ㸸⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ⇃⏣ඛ⏕ࡽࡈᅇ⟅࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㉁ၥࡢᅇ⟅㸦⇃⏣༤႐ඛ⏕㸧
⇃⏣㸸ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊᆅᇦ
ໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ࡢࡣࠊㆤಖ㝤ἲ࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢᨭᶵ㛵࡛ࡍࠋࡇࡢᆅ
ᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿ⮬యࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋすᮾ
ிᕷࡢሙྜࡣࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮㓄⨨ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࡢࡁࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮
ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάືࡢ⠊ᇦࢆ࠺⪃࠼ࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᆅᇦໟᣓᨭࢭ
ࣥࢱ࣮ࡣࠊᇶ♏⮬యࡢ୰タᐃࡉࢀࡓ᪥ᖖ⏕άᅪᇦࢆᇶᮏࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸
ࡗࡓᑠ࢚ࣜࡢ᪉ࡀάືࡋࡸࡍ࠸࠸࠺Ⅼࡣ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋすᮾிᕷࡢ᪥ᖖ⏕άᅪᇦ
ࡣேཱྀ⣙ 5 ே 1 ࢝ᡤ࡛ࡍࡀࠊ1 ࡘࡢᅪᇦ 2 ࡘࡢࢭࣥࢱ࣮ࢆ⨨ࡃ࠸࠺≉Ṧ࡞ᙧែࢆ
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 2 ࡘ┠ࡢ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊࠕࡗࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࠖࠊ㏻⛠ࠕࡗࢿࢵࢺࠖࡀ㡑
ᅜ࡛࠸࠺ᆅᇦ♫⚟♴༠㆟య㏆࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡈ㉁ၥ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⚾ࡶࡑ࠺ᛮ
࠸ࡲࡍࠋᆅᇦࡢከᵝ࡞ၥ㢟ࡣࠊᵝࠎ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ༠㆟య
࠸࠺ࡢࡣࠊ࠼ࡤ⚟♴㛵ࢃࡾࡢ࡞࠸ᶵ㛵ࠊ࠼ࡤࠊ㆙ᐹ࡛ࡍࠊᾘ㜵࡛ࡍࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ⎔ቃㄢ࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⤌ࡴ࠸࠺༠㆟య࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 3 ␒┠ࡢ᥎㐍ጤဨࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ᥎㐍ဨࡢ◊ಟⓏ㘓࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ⡆᫆࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㣴ᡂㅮᗙ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊ1 㛫ࡄࡽ࠸◊ಟࢆཷࡅࢀࡤ࢜ࣞ
ࣥࢪࡢࣜࣥࢢࡀࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ⤌ࡳఝ࡚࠸ࡲࡍࠋⓏ㘓ࡢࣁ࣮ࢻࣝࢆపࡃタᐃ
ࡋࠊࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿఫẸࢆቑࡸࡍ࠸࠺ࡇࢆᡓ␎ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊᮤඛ⏕ࡢࠕ࣎ࣛࣥࢸⓗ࡞άືࠖࡢࡈᣦࡣࠊࡲࡉࡑࡢ࠾ࡾ
ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࠊ4 ␒┠ࡢࡈ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊࠕᗞᮌࡢၥ㢟ࡣࠊ㡑ᅜ࡛ࡣ㏆㞄ఫẸࡢ႖ვࡋ࡚ཷࡅṆ
ࡵࡽࢀࡿࠖ࠸࠺࠾ヰ࡛ࡋࡓࡀࠊ30࣭40 ᖺ๓࡛ࡋࡓࡽࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࡣᙜ⪅
ࡀゎỴࡍࡿࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡔࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊᆅᇦࡢ୰ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡞࠸࠸࠺♫ⓗ
࡞ၥ㢟≧ἣࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓฟ᮶ࡢ⫼ᬒఱࡽࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ⌮ゎࡉࢀࠊ
⚟♴ⓗධࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠊ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣇࣟࡽࡢ㉁ၥ
ྖ㸸㛫ࡀ㏕ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࣇࣟࡽࡢࡈ㉁ၥࢆ࠾ཷࡅࡋࡓ࠸ᛮ࠸
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ࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸸 1 ࡘࡣࠊ㡑ᅜ࡛ᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࢆసᡂࡉࢀࡓࡇࡼࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋ
᪥ࠊ⚾ࡣ⪁ே⥲ྜ⚟♴㤋ࢆぢ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡢᙳ㡪ࡣ࠶ࡗࡓࡢ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ⇃⏣ඛ⏕ࡢࡈሗ࿌ࡢ୰࡛ࠊࠕࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖࡢᒓᛶࡘ࠸࡚ࠊᆅ
ᇦࡢ୰࡛ࡇࢀࡲ࡛ PTA ࡢᙺဨࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࠊ⏫ෆࡢᙺဨࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࠊࡑ࠺࠸
ࡗࡓ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺Ẽࡀ࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡘ࠸࡚࠾ᩍ࠼࠸ࡓࡔࡅࢀ
ࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⇃⏣㸸ࠕࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࠖࡣ࠺࠸ࡗࡓ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
ᇶᮏⓗ≉ᚩࡀ࡞࠸ࡢࡀ≉ᚩࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊࠕࡗࢿࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ࠖ࠸
࠺ࡶࡢ⮬యࡀࠊࠕᆅᇦࡢ୰࡛ఱ㠃ⓑ࠸ࡇࡀጞࡲࡾࡑ࠺ࡔࠖ࠸࠺ࡼ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡓࡔ
࠸ࡓ᪉ࠊ࠼ࡤࠊᆅᇦࢹࣅ࣮ࣗࢆࡋࡓ࠸㧗㱋⪅ࡢ᪉࡛ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᆅᇦࡢ㢦ᙺⓗ࡞
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿẸ⏕ጤဨࡸ⮬㛗ࡢࡼ࠺࡞᪉ࡶ࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊᚑ᮶࡛ࡣᤊ࠼ࡽࢀ࡞ࡗ
ࡓఫẸᒙᑐࡋ࡚ࠊᡓ␎ⓗ࡞ࡸࡾ᪉ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ⫼ᬒ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
Ḓ㸸ࡲ࡛ࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡀ⪁ே⥲ྜ⚟♴㤋ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࡢࠊࡶ࠺ᑡ
ࡋຮᙉࡋ࡚ࡽ࠾⟅࠼ࡀ࡛ࡁࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆ࠼ࡓࡘ࠸࡚࠾ヰࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ඛࡢሗ࿌࡛ 2012 ᖺᕼᮃ⚟♴ᨭᅋ࠸࠺⤌⧊ࡀࡘࡃࡽࢀࡓ࠸࠺࠾ヰࢆ⮴ࡋࡲࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊᅔ㞴࡞ࢣ࣮ࢫࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜ᨻࡀ⾜࠺ࡇ࡞ࡾࠊᆅᇦ⚟♴ࡢ࡞
࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊ࡀ᪂ࡋࡃࡘࡃࡽࢀࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊࡍࡈࡃࡁ࡞ពࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㉁ၥ⪅㸸ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡞ࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊඛࡢ㈨ᩱࡢ୰࡛ࠊ
ࠕ♫⚟♴ኈࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈ➼ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡕ࣭࣭࣭ࠖ࠸࠺グ㍕ࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦ⚟♴άື
ᨭࡢ⤒㦂ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ࡛ࡍࡀࠊ㈨᱁㛵ࡍࡿᇶ‽ࡘ࠸࡚ᑡࡋࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ㡑ᅜẚ࡚ࡳࡲࡍࠊไᗘⓗࡣᕼᮃ⚟♴ᨭᅋ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿ⟶⌮⪅
࠸࠺⫋✀ࠊࡲࡓࠊෆᐜⓗ࡞❧ሙࡽぢࡲࡍࠊ᭱㏆ࠊ♫⚟♴༠㆟㸦♫⚟♴ᴗἲ
ᇶ࡙ࡁࠊẸ㛫⤌⧊ࡢ⫋ဨ➼ࡼࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ♫⚟♴༠㆟యࡣ␗࡞ࡾࠊ
⮬య᮲ࡼࡿ⤌⧊࣭㐠Ⴀࡢᙧែࢆࡽ࡞࠸㸧࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢿ࣮ࣂ࣮ࢬᴗ㸦ぢᏲࡾ
άື㸧ఝ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸ᥎㐍ဨࡢලయⓗ࡞άືෆᐜ㛵ࡋ࡚ࠊᖺఱேࡄࡽ
࠸ࡢேࢆᑐ㇟ࠊࡢࡼ࠺࡞ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㛵ࡋ࡚ࠊࡶࡋᐇ⦼ࡀ࠶ࢀࡤ࠾⪺ࡏ
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ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⇃⏣㸸ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㈨᱁せ௳㛵ࡍࡿࡈ㉁ၥࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ᫂☜࡞ࡶࡢ
ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ୍⯡ⓗࡣࠊ♫⚟♴ኈ࣭⢭⚄ಖ⚟♴ኈ➼ࡢᅜᐙ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⪅
࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡅࢀࡶࠊ᪥ᮏࡣࠊ♫⚟♴࠸࠺௵⏝㈨᱁ࡀ࠶ࡾࠊࡇ
ࡕࡽࡢ㈨᱁࡛ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
άືࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ㈨᱁せ௳ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀ㐍ࡴࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 2 ␒┠ࡢࡈ㉁ၥ࡛ࠊ㡑ᅜ࡛ࡶྠᵝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊᆅᇦ⚟♴
ࡀ㐍ࡵࡤ㐍ࡴࠊࡑࡢᣳ㛫ࡣᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀᚲ↛ⓗⓎ⏕ࡋࠊࡇࢀࡢᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ
ࡿ࠸࠺ࠊ࠶ࡿ✀ࡢᬑ㐢ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᚋࡲࡓຮᙉࡋ࡞ࡀࡽ㐍
ࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 άືᐇ⦼㛵ࡍࡿࡈ㉁ၥ࡛ࡍࡀࠊすᮾிᕷ࡛ࡣ 2 ࡘࡢ᪥ᖖ⏕άᅪᇦ୍ேࡢᆅᇦ⚟♴ࢥ
࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㓄⨨࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ 22 ᖺᗘ 1 ྡࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ 4 ྡࠊయไⓗ
ࡣ୍ᛂᡂࡋࡓ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ┦ㄯ௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ231 ௳㸦ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㸧ࠊ
132 ௳㸦ᖹᡂ 23 ᖺᗘ㸧ࠊ190 ௳㸦ᖹᡂ 24 ᖺᗘ㸧࠸࠺ᙧ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ┦ㄯ௳
ᩘࡢ୰࡛ࠊᖹᡂ 22 ᖺᗘࡣࠕㄪᰝᐇែᢕᥱࠖࡀ 73 ᅇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࠊࠕ㛵ಀᶵ㛵ࡢ
㐃⤡ㄪᩚࠖࠊࠕ⤌⧊ᨭࠖ㸦ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡸࠊఫẸάືࡢ⤌⧊㸧ࠊࠕሗᥦ౪ࠖ㸦ᒃ
ሙᡤࡸᕷẸάື࣭ࢢ࣮ࣝࣉ➼ࡢሗࢆ⏝⪅࠶ࡿ࠸ࡣఫẸᥦ౪ࡍࡿ㸧ࠊࠕ᥎㐍ဨࡢ㐃
⤡ㄪᩚࠖࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠௨እࡢࠊᙜึᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓάືࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠊ
࠸࠺ᐇែࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡗࢿࢵࢺ᥎㐍ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ 22 ᖺᗘ 53 ྡࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ
173 ྡ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ྂᕝᏕ㡰ඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
 ᖺ࡛ 12 ᅇ┠ࡢྜྠࢭ࣑ࢼ࣮࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢᡂᯝࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊゝⴥࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ㡑ᅜ᪥ᮏ࡛ྠࡌ
♫⚟♴࠸࠺ゝⴥࢆ࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࡢゝⴥࡼࡗ࡚ㄽࡎࡿࡇࡢ୰㌟ࡀ࡞ࡾ㐪ࡗ࡚࠸
ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࢆ࠶ࡿព
࡛ࡣ௦⾲ࡍࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢヰࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㉁ࡀ࠶ࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡛㐍
ࢇ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᯝࡓࡋ࡚ࢀࡄࡽ࠸࠾࠸ඹ㏻⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡓࡔࢁ࠺ࠊ
࠸࠺ᠱᛕࡀⱝᖸ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ᅜ㝿ⓗ࡞ᙧ࡛࠾࠸ࡢᅜࢆ⣲ᮦࡋࡓ◊✲ࢆሗ࿌ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛㐍ࡵ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠊከศࠊཝᐦ࡞ព࡛ࡢᅜ㝿ẚ㍑◊✲ࡢᡭἲ࡛ᐇࡍࡿ࡞ࡿࠊࢇヰࡀ
㐍ࡲ࡞ࡃ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋཝᐦࡸࢁ࠺ᛮ࠼ࡤࠊ୧ᅜඹ㏻ࡍࡿఱࢆ᥈ࡋ࡚タᐃࡍࡿ
ࡇࡣྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡸࡾ᪉࡛࡛ࡁࡓࡶࡢࡀࠊ◊✲ࡢᡭ⥆ࡁࡋ
࡚ࡣཝᐦ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᯝࡓࡋ࡚ෆᐜⓗ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢࠊ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡣ
ၥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡲࡍࠊ᭱ึࡢᮇࡣ࠾࠸ࡼࡃ┦ᡭࡢᅜࡢࡇࡶศ
ࡾࡲࡏࢇࡋࠊᛶ᱁࡞ࡶศࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ㏫♫⚟♴ࡢヰࢆࡍࡿࡁࠊ࡞ࡾ
ࡊࡗࡥ࡞ヰࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ࠾࠸ఱ࡞ࡃࡑࢀ࡛῭ࢇ࡛࠸ࡓࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡋ
ࡋࠊ㛫ࡀࡓࡘᚑࡗ࡚ࠊ㠀ᖖලయⓗ࡞ࣞ࣋ࣝࡢヰࡲ࡛㐍ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣኚ
ព⩏ࡀ࠶ࡿࡇࡔᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡋࡋࠊヰࡀලయⓗ࡞ࢀࡤ࡞ࡿࠊሗ࿌ࢆࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡃ᪉ࡢヰࡀࠊ⪺࠸࡚࠸ࡿே࠺࠸࠺ࡩ࠺⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࡀࡔ
ࢇࡔࢇᏳ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋලయⓗ࡞ࢀࡤ࡞ࡿࠊ┦ᡭࡢᅜࡢไᗘࡀࡼࡃศࡽ࡞࠸
ヰࡀ㏻ࡌ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡋࡶࠊࡑࢀࡣࠊሗ࿌ࡢ᪉ࡢၥ㢟ࡶ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊሗ࿌ࡍࡿഃࡣࠊ᪥ᮏ
ࡢไᗘࡘ࠸࡚▱㆑ࡀ༑ศ࡛࡞࠸᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏࡢ♫ࡢኚࡘ࠸࡚ࡶࢇ▱㆑
ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸᪉ࠎࡀ⪺࠸࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆᐃࡋ࡚ሗ࿌ࢆࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ୍⏕ᠱ⮬ศࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆ⥲ືဨࡋ࡚┦ᡭࡢヰࢆ⪺ࡃሙྜࠊࠕ⪥ࢆࢲ
ࣥ࣎ࡋ࡚⪺ࡃࠖ࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢇ࡞ࡁࡃ⪥ࢆᗈࡆ࡚ヰࢆ⪺ࡃ࠸࠺ࠊ
ࡑ࠺࠸࠺⾲⌧ࡢ᪉ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡳࢇ࡞⪺࠸࡚࠸ࡿ࠺ࡣࠊ୍⏕ᠱീຊࢆ
ാࡏ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢീຊㄝ᫂ຊࡀୖᡭࡃࡇ࡛ฟ࠼ࢀࡤࠊࡑࡇ࡛⌮ゎࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡍࢀ㐪ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠊ࡚ࡶࡁ࡞ၥࢆṧࡋࡓࡲࡲ࡛ࠊ
ሗ࿌ࡀ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࡇࡶ࡞ࡾࡡࡲࡏࢇࠋ
 ࡑࡇ࡛ᥦ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡶ࠺ 12 ᖺࡶ⥆ࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ㊥㞳ࡶ㞳ࢀ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊ
᪉ࡀ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚ヰࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶኚࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࢸ࣮࣐ࡀỴࡲࡗࡓ
ࡽࠊࡶ࠺ᑡࡋ๓‽ഛࢆࡋ࡚࠾ࡃ࠸࠺ࡇࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺༳㇟ࢆᣢࡕࡲࡋࡓࠋ

 ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ⚟♴ィ⏬㛵ࡍࡿ⌮ゎࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡢ⚟♴ィ⏬ࡣࢧ࣮ࣅࢫィ⏬ࢆక
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ࡗ࡚࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢィ⏬ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢィ⏬ࠊᏊࡶࡢィ⏬ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ௨እᆅ
ᇦ⚟♴ィ⏬ࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽᆅᇦ⚟♴άືィ⏬࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ༢」ᩘࡢィ⏬ࡀ࠶
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡇࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ㞴ࡋࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ࠶ࡓࡾࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢไᗘࡢ࠶ࡽࡲࡋࢆ᭩࠸ࡓᆅᅗࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࢆணࡵసᡂࡋ࡚࠾࠸ࡓࡽ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠶ࡲࡾ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࢆࡘࡃࡿᚲせࡣ࡞࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢᕷᙺᡤ⾜ࡁࡲࡍࠊ⚟♴ࡢไᗘࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡀࡓ
ࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡍࠋከศࠊ㡑ᅜࡢ࠾ᙺᡤࡢ❆ཱྀࡶࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸
࠺ࡶࡢࢆ࠾࠸ᑡࡋࡎࡘᣢࡕᐤࡗ࡚ࠊ๓ࡋࡓࡽ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ሗ
ࢆ๓ぢ࡚࠸ࡓࡽࠊ᪥ࠊⓙࡉࢇ᪉ࡀཷࡅṆࡵࡽࢀࡓ௨ୖࠊሗ࿌ෆᐜࡀⓗ☜ఏࢃࡗ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡀࠊ⚾ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᮔὈⱥඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ
⚾ࡶྂᕝඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡼ࠺ࠊሗ࣭▱㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ୍␒ษ࡞ࡇ࡛ࡣ
࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᮾὒᏛ㑪Ꮫᰯࡢྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᅜᐙࡈࡢไᗘࡸࢩࢫࢸ࣒㛵ࡋ࡚◊✲ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊၥ㢟ࡢゎỴࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋㄽࠊ࠾࠸ࡢᅜࡢไᗘࡢ⣽㒊ࡲ࡛ᢕᥱࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ
ࡲࡏࢇࡀࠊ୍㒊ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ⇃⏣ඛ⏕ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓすᮾிᕷࡣࠊᐇࡣࠊ
⚾ࡀ 12 ᖺ๓ఫࢇ࡛࠸ࡓࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸ᴗࡢ⫼ᬒ㛵ࡍࡿሗࡀ࠶ࢀࡤࠊᮏ᪥ࡢሗ࿌ࢆࡶࡗ⌮ゎ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋࠊ㡑ᅜࡢᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡣ➨ 1 ᮇࠊ➨ 2 ᮇࢆ⤒࡚ࠊࠊ➨ 3 ᮇࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ➨ 1 ᮇࡣᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇពࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋィ⏬ࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᆅ᪉⮬యࡢ⚟♴ࡢຊࢆ⫱࡚ࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ➨ 2 ᮇ࡛ࡣࠊᆅᇦ≉ᛶ࡞ࡀ
ㄢ㢟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᆅᇦ♫⚟♴ィ⏬ࡢ╔ᡭࡽ 8 ᖺ㛫ࠊ➨ 1 ᮇࠊ➨ 2 ᮇࢆ⤒࡚➨ 3 ᮇ
࡞ࡾࠊィ⏬ࡶࡔࢇࡔࢇࡁࡃ࡞ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡶぢ࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࠊ࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ヰࡣ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ㛫ࡢ㛵ಀࡶ࠶ࡾᮏ᪥ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣ⤊ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋ
ྖ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀ࡛ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⤊ࢃࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋⓎ
⾲⪅ࡢ᪉ࠊࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢඛ⏕᪉࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ଐஜᅈ˟ᅦᅍኒ˟ܖᡲӳிබܖٻᅦᅍᅈ˟ᄂᆮႆἍὅἑὊσ͵ᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ

 ᵐᵔ ࠰ࡇἉὅἯἊỸἲᴾ إԓᴾ
ᴾ

⅏ᐖ⚟♴Ꮫࡢᵓ⠏ࡴࡅ࡚
̿♫ⓗᏙ❧ࡢ㜵Ṇ⮬❧ᨭ̿
᪥  㸸 2 0 1 4 ᖺ 9 ᭶ 2 0 ᪥ 㸦 ᅵ 㸧 1 2  3 0 ศ 㹼 1 5 
ሙ ᡤ㸸 ᮾὒᏛ 125 ࿘ᖺグᛕ㤋㸦8 ྕ㤋㸧7 㝵 125 ࿘ᖺ࣮࣍ࣝ







㛤
㔠Ꮚ㸸ࡑࢀ࡛ࡣᐃ้࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡓࡔࡽ᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜࠊࡑࢀࡽᮾ
ὒᏛ⚟♴♫㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ඹദࡢᖹᡂ 26 ᖺᗘࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ᮏ᪥ࠊయࡢ㐍⾜ࢆᢸᙜ࠸ࡓࡋࡲࡍࠊ⚾ࡣᮾὒᏛࡢ㔠Ꮚ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋᮏ᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ
ࠕ⅏ᐖ⚟♴Ꮫࡢᵓ⠏ࡴࡅ࡚̿♫ⓗᏙ❧ࡢ㜵
Ṇ⮬❧ᨭ̿ࠖ࠸࠺ࢱࢺ࡛ࣝࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㛤࠶ࡓࡾࡲࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜ㛗ࡢ⏣࠶ࡅࡳඛ⏕ࠊ㛤ࡢࡈ࠶࠸ࡉ
ࡘࢆ㡬ᡝࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㛤ᣵᣜ
⏣㸸᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ
㐃ྜࡢ㛗ࢆ௮ࡏࡘ
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㛵ᮾᏛ
㝔Ꮫࡢ⏣⏦ࡋࡲ
ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲ
ࡍࠋ
 ᪥ࡣⓙࡉࢇ࠾ᛁࡋ
࠸୰ࠊࡲࡓ 12 ༙ࡽ
࠸࠺୰㏵༙➃࡞㛫ࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾࠸࡛࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ࠶ࡾ
ࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ᪥ᮏ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜ࠸࠺ࡢࡣࠊ20 ࡢ♫⚟♴㛵ಀᏛࡀ㞟ࡲࡗࡓ㐃ྜయ࡛ࡍࠋ
Ꮫ⾡㆟ࡢ♫⚟♴Ꮫศ⛉ࢆᨭࡋࠊ༠ຊࡍࡿࡇࠊຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᏛࡢὶࠊࡑࢀ
ࡽ◊✲άືࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ┠ⓗ࡛㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㐃ྜయ࡛ࡍࠋ
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ࠶ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮫࡀᪧ࣭⯆ᨭࡢᐇ㊶ࡸㄪᰝ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ㐃ྜࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓྛᏛࡢᐇ㊶⾜ືࡸ◊✲ࢆ࠾࠸ඹ᭷ࡋྜ࠺ሙࡀ
ᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㟈⅏ࡢ㉳ࡁࡓ 2011 ᖺࡽࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆẖᖺࡸࡗ࡚ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ2011 ᖺࡀ 1 ᅇࠊ2012 ᖺࡣ 4 ᅇࠊ2013 ᖺࡣ 2 ᅇ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
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 ཤᖺࡢ 2 ᅇ┠ࡣ⚟ᓥ࡛
ࡸࡾࡲࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣᑡ
࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀ
ࡽ♫⚟♴ࡢどⅬ࡛ࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁ⾜ࢃࢀࡓᐇ㊶࡛
ࡍ◊✲ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄪ
ᰝࢆࡲࡵ࡚࠸ࡃࠊయ⣔
ࡋ࡚࠸ࡃࠊᩚ⌮ࡋ࡚࠸
ࡃ࠸࠺సᴗࡀᚲせ࡛ࡍ
ࡡࠊ࠸࠺ヰ࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡣࠊ⅏ᐖ⚟♴Ꮫ࠸࠺ࡶࡢࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
࠺࠸࠺ᙧ࡞ࡿศࡽ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊ⅏ᐖ⚟♴Ꮫ࠸࠺どⅬࡽࡶࡢࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺
࠸࠺ࡇࢁࡽࠊ♫⚟♴ࡢㄪᰝ࣭ᐇ㊶࣭◊✲ࢆᩚ⌮ࡋࡓࡾࠊࡲࡵࡓࡾ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ヰ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ᖺᗘࡢ᭱ึࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࠊࡇࡢࢱࢺࣝ
࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ
ࠕ⅏ᐖ⚟♴Ꮫࡢᵓ⠏ࡴࡅ࡚ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊⓙࡉࢇ୍⥴ࠊ
ࠕࡇࢀ
ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡏࢇࠖ࠸࠺ࡇ࡛タᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᪥ࡣࠊ3 ேࡢ᪉ࡇࡢࢸ࣮࣐࡛࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࠊ࠾ᣍࡁࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡢࡈ⤂ࡣࠊᚋ࡛ྖࡢඛ⏕ࡽ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⚾ࡢ࠺ࡣ┬ࡏ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡍࠋᮾὒᏛࡢ᳃⏣ඛ⏕ࡣࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡈ༠ຊࢆឤㅰࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 㐃ྜ࡛ࡣࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ྠ⅏ᐖ⚟♴ࡢ࣮࢝ࣈࡢᵓ⠏ດຊࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᐇ㊶ሗ࿌ࡸㄪᰝ◊✲ࡀࠊࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣᩓ㐓ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊࡇ࡛ㄡࡀ࠺࠸࠺
◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࠊᐇ㊶ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࠊࡼࡃศࡽ࡞࠸ࡲࡲ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡲࡓఱࡁ࡞⅏ᐖࡀ࠶ࡗࡓࡁࠊ
ࠕ࠶ࡢࡁࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᚋ࡛ࡣࠊࢇ࡞◊
✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊಶேࡀ୍ᡤᠱ㞟ࡵ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡞
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢᶵ⅏ᐖ⚟♴࣮࢝ࣈ࠸࠺ࡶࡢࢆ❧ࡕୖࡆ࡚ࠊࡁࡕࢇᩚ⌮
ࡋ࡚࠾ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࠊ࣓࣐࢝ࣛࣥࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᑠᷬ㸦࠾ࡧࡘ㸧
ࡉࢇ࠾㢪࠸ࡋ࡚ࠊ࣮࢝ࣈ࡙ࡃࡾດຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࣮࢝ࣈࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᷬࡉࢇࡽࡶㄝ᫂ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊᮏᙜࡣࡇࢀࡀ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞ࡗ࡚ࠊࡇࡇࡢ࣮࢝ࣈ⾜ࡅࡤࠊࡍࡄࢹ࣮ࢱࡀࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿ
ࡇࢁࡲ࡛⾜ࡁࡓ࠸ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕᐇ㊶ሗ࿌ࠊㄪᰝ◊✲ㄽᩥ➼ࢆ࠾᭩ࡁ࡞ࡗ
ࡓࡽࠊPDF ࡋ࡚ࡐࡦົᒁࡲ࡛࠾ᐤࡏࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠾㢪࠸ࡋ࡚ࡣ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡔ
ࡑࡇࡲ࡛ࡣ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ♫Ꮫࡢ࠺ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆసࡗ࡚࠾ࡽࢀ࡚ࠊࡋࡶⱥㄒ࡛ࡑࢀࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡇ࠺
ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋᾏእࡢ◊✲⪅ࡢ୰ࡣࠊ≉᪥ᮏࡢ⚟ᓥࡸᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ◊✲ࡘ࠸࡚
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▱ࡾࡓ࠸࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡀ࡚ࡶ࠶ࡿࡼ࠺⪺ࡁࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡀⱥㄒ࡛Ⓨಙࡉࢀ࡞ࡅࢀ
ࡤࠊ࡞࡞▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ࡋࠊࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࢇ࡞⡆༢࡞ࡇ࡛
ࡣ࡞࠸ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢྥࡅ࡚ࠊࡲࡎࡣ࠶ࡿ㈨ᩱࡢࣜࢫࢺࡔࡅ࡛
ࡶࡁࡕࢇྲྀࡗ࡚࠾ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊᢸᙜࡢᑠᷬࡉࢇࡢ࠺ࡽ⮬ᕫ⤂࣮࢝ࣈࡢㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

⅏ᐖ⚟♴࣮࢝ࣈࡘ࠸࡚

ᑠᷬ㸸Ꮫ㐃ྜࡢᗈሗࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡲࡍᑠᷬ⏦ࡋࡲࡍࠋࡈㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ
ᅗ᭩㤋ࢆ⏝ࡋࡓࡾᮏᒇࡉࢇࢆ⏝ࡋࡓࡾࠊࡕࡻࡗពⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᮾ᪥ᮏ
㟈⅏ 3.11 ࠊ㟈⅏♫⚟♴㛵ࡍࡿࡇࢆ୰ᚰࠊ᳨⣴➼ᘬࡗࡗࡓࡶࡢ
ࢆ㞟ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ྂ࠸ࡢࢆぢࡿ㜰⚄ῐ㊰㟈⅏ࡢヰ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡢ㟈⅏ࢃࡿᅗ᭩࡛࠶ࡿࠊ
ࡇࡇࡲ࡞㡯┠ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᅗ᭩࣭ሗ࿌᭩࣭ㄽᩥ࣭㛵㐃࣮࢝ࣈ࣭ᨭάື࣭
ࡑࡢ࠸࠺㡯┠ศࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤᨭάືࡣࠊࡼࡃⓑ⃝ඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡿ
DMAT ࡛࠶ࡿࠊ♫༠࡛࠶ࡿࠊሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ NHK ࡢチྍࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ
࡚ᥖ㍕ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ◊✲ࢆࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࡽ㈨ᩱࢆྲྀ
ࡾᐤࡏࡓࡾࠊඛࡶ⤂ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊPDF ࡛࣐ࢽࣗࣝࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ
ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆࡈཧ⪃ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᙺ❧࡚ࡿࡼ࠺࠸࠺┠ⓗ࡛ࠊ
୍ぴ࡛ᥖ㍕ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ⚾ࡶࠊኻ♩࡛ࡍࡀ∦ᡭ㛫࡛ࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡞࡞㞟ࡵࡿࡢࡀ㞴ࡋ
࠸ࡼ࠺࡞≧ἣࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋⓙࡉࢇࡢ࠺࡛ࠊࡶࡋ࠾Ẽ࡙ࡁࡢࡇࡸࠊ┠ࡘ࠸ࡓࡼ࠺࡞ㄽ
ᩥ➼ࠎࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊࡇࡕࡽࡢ࠺ୗࢻࣞࢫࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡕࡽࡢ
࠺ࡈ⤂࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ≉ㄽᩥ➼ࡀࠊྛᏛࡢᖜࡀᗈ࠸ࡢ࡛ఱࢆ
㢟㞟ࡵࡓࡽ࠸࠸ࡢࠊ࡞࡞㝈ᐃ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࠋ࠼ࡤࠊ་⒪ࢯ࣮ࢩࣕ
࣮ࣝ࣡ࢡ་⒪ᩍ⫱ࠊ㟈⅏㛵ࢃࡗ࡚ࡶࠊ㠀ᖖከᒱࢃࡓࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ
♫⚟♴࠸࠺ศ㔝࡛㝈ᐃⓗ༊ษࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊඛࡢ⤂࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓࡀࠊ♫Ꮫⱝᖸ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ศ㔝ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡇࡑࡢ
♫⚟♴Ꮫ࠸࠺㒊ศࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ㠀ᖖࡊࡗࡃࡤࡽࢇ㞟ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ព࡛⚾୍ேࡢຊ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊⓙࡉࢇࡢ࠺࡛࠾Ẽ࡙ࡁࡢࡇࢁࡀ࠶ࢀࡤࠊࡐ
ࡦࡈ⤂࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡲࡓࠊ
ࠕఱࡢ◊✲ࡢ㝿ࡣࠊࡇࡢᩥ⊩ࢆά⏝ࡋ࡚࠸
ࡓࡔࡅࢀࡤࠖ࠸࠺║ࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡈᨭ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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⏣㸸㐲ࡃࡢ᪉ࡣぢ࠼ࡃ࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊࡐࡦࠊ♫⚟♴⣔Ꮫ㐃ྜࡢ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡍࡄฟ࡚ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ୍ᗘぢ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠶ࡾࡀࡓ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆጞࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ

㔠Ꮚ㸸࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㛫ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪩㏿ࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࡢ࠺ධࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠾ᡭඖ࠾㓄ࡾࡋࡓࠕ⅏ᐖ⚟♴Ꮫࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚ࠖ᭩ࢀࡓ㈨ᩱࡢ 1 ᯛࡵࡃࡗ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡍࠊ᪥ࡈⓏቭ࠸ࡓࡔࡃ 3 ྡࡢඛ⏕᪉ࡢ␎Ṕ➼ࡀࠊヲࡋࡃ㍕ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡢ
࠺ࡽヲࡋ࠸ࡈ⤂ࡣ┬ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠶࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔࡅ
ࢀࡤᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᭱ึࡢࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡋ࡚ࠊⳢ㔝㐨⏕㸦ࢇࡢࡳࡕ࠾㸧ඛ⏕࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋⳢ㔝ඛ⏕ࡣࠊ⌧ᅾࠊᒾᡭ┴❧Ꮫ♫⚟♴Ꮫ㒊ᡤᒓࢆࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ2011
ᖺ㟈⅏ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋ 10 ᭶ࠊ᪥ᮏ♫⚟♴Ꮫ࡛≉ู⏬ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆࡸࡽࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢࡁࡢ᭱ึࡢࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡋ࡚ࠊᙜࠊᮾ᪥ᮏᅜ㝿Ꮫ࠸
ࡽࡗࡋࡷࡗࡓⳢ㔝ඛ⏕ࠊ࠾ヰࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀࡈ⦕࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࢭࣥࢱ࣮
ࡢ◊✲➼࡛ࡶࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ࡈ♧၀ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣⳢ㔝ඛ⏕ࠊࡼࢁ
ࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

Ⳣ㔝㐨⏕Ặ ሗ࿌

Ⳣ㔝㸸ⓙࡉࢇࠊࡇࢇࡕࡣࠋࡈ⤂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠊᒾᡭ┴❧Ꮫ♫⚟♴Ꮫ㒊࠾ࡾࡲ
ࡍⳢ㔝⏦ࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍ
 ඛ㔠Ꮚඛ⏕ࡽࡶ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ3.11 ࡢࡁࡣࠊ⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷ
࠶ࡿᏛ࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋ 2012 ᖺ㸲᭶ࡽᒾᡭ┴❧Ꮫ⛣ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ఱࡢᅉᯝࠊ⿕⅏ᆅࡢᏛࡽࡲࡓ⿕⅏ᆅࡢᏛ࠸࠺ᙧ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᩍဨࡋ
࡚ࡢᩍ⫱◊✲άືࡢࡓࢃࡽ࡛ࠊ⅏ᐖࢃࡿࡉࡲࡊࡲ࡞άືࠊᐇ㊶࠸࠺ࡣᑡࡋ࠾
ࡰࡘ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽ㐣ࡈࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ2012 ᖺࡢ♫
⚟♴Ꮫࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࡁࡣࠊࡕࡻ࠺⅏ᐖ┿ࡗࡓࡔ୰࠸࠺ᮇ࡛ࡋࡓࠋ⚾ࡣᆅ
ᇦࡢேࡸᏛ⏕ࡓࡕ୍⥴ࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮ࡢ❧ࡕୖࡆ㐠Ⴀࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
άືࡢཧ⪃ࡍࡿࡓࡵࠊ⅏ᐖ㛵ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ➼ࠎࢆᑡࡋࡎࡘ㞟ࡵ࡚ࠊຮᙉࡶࡋ࡞ࡀࡽࠊ
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Ꮫ⏕ࡓࡕ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࡸ⅏ᐖᨭࡢάືࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ
࡛ࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ㞟ࡵࡓㄽᩥ࠺࠸࠺ࡇࡀ᭩࠸࡚࠶ࡗࡓࢆࡕࡻࡗࡲࡵ࡚
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ሗ࿌ࡋ࡞ࡉ࠸࠸࠺ࡼ࠺ࡇࢁ࡛ࠊ࠾ኌࡅࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ
ࡈ⦕࡛ࠊࡑࡢᚋࡶ࠸ࢃࡁࡸᒾᡭ࡛ࡢάືࡢᵝᏊࢆሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺࡞ᶵࢆ࠸ࡃࡘ࠸ࡓࡔࡁ
࡞ࡀࡽ⮳ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱ึ࠸ࡁ࡞ࡾゝ࠸ヂࡳࡓ࠸࡞ᙧ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾⮬㌟ࡣ⅏ᐖ
⚟♴࣭⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ◊✲⪅࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡢࢸ࣮࣐࡛Ꮫ⾡ㄽᩥࢆ᭩࠸ࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⌧ᅾࠊ⮬ศࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾ
ᡭ┴ෆ࡛♫⚟♴༠㆟ࢆ୰ᚰࠊ⏕άᨭ┦ㄯဨࡉࢇࡸἢᓊࡢẸ⏕ጤဨࡉࢇࡓࡕࡢࡇ
ࢁゼၥࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪉ࠎࡢ◊ಟࡸሗ,άືὶ࠸ࡗࡓሙࢆ┴♫༠୍⥴
⏬࣭㐠Ⴀࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࠊᒾᡭ┴ෆࡢྛ⿕⅏ᆅᇦ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ࠶ࡃࡲ࡛◊ಟ
ࡸὶࡢ⏬ࡸ㐠Ⴀࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࢸ࣮࣐◊✲ࢆࡋ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡀᑡࡋᚤጁ࡞❧ሙ࡛ࡍࠋ
 ୍᪉࡛ࠊ⌧ᅾࠊᒣᓮ⨾㈗Ꮚඛ⏕ࡀ௦⾲ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ⿕⅏⪅ᨭ◊✲ཧຍࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣῄᚨࡢᒣୗ⯆୍㑻ඛ⏕ࡸࠊᾆࡢᓥ㝯௦ඛ⏕࠸ࡗࡓ᪉ࠎ
࡛సࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷࡿ◊✲࡛ࡍࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡢඛ⏕᪉ࡀᒾᡭ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗ࡚ࣄࣖࣜࣥࢢࡸ
᳨ウ࡞ࢆࡉࢀࡿࡁࠊࡑࡇຍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁ࡛㠀ᖖ᭕࡞❧ሙ࠸࠺ឤࡌ࡛ࠊ⚾⮬㌟ࡣ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡸ⅏
ᐖ⚟♴ࡢᑓ㛛࡛ࡣ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊᐇ㝿ࡑ࠺ࡋࡓᴗົୖࠊࡑ࠺࠸࠺ᨭάືࠊᐇ㊶ࡢሙ
ࡣ㢦ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡈ⦕ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ⅏ᐖࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡸ◊✲ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉
୍⥴᳨ウࡸࣄࣖࣜࣥࢢࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ᶵࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ
⮬ศࡢᛮ࠸ࡋ࡚ࡣᐇ㊶ᙺ❧ࡘࣄࣥࢺࢆ᥈ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡢࡀ୍␒࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊ⏕ά
ᨭ┦ㄯဨࡉࢇࡸẸ⏕ጤဨࡉࢇࡓࡕࡢ㛵ࢃࡾࠊ3 ᖺ༙ࡓࡘࡣ࠸࠼ࠊ࡛ࡶ⿕⅏ᆅᇦࡢෆ
㒊ࡣࠊ࠶ࡿព࡛⿕⅏┤ᚋࡣࡲࡓูࡢ㔜ࡓ࠸ࡶࡢࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ែࡢ୰࡛ࠊ
ᐇ㝿ࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿ
ࡓࡵࠊ⅏ᐖ⚟♴ࡸ⅏
ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡢ㞟
ࢆࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆຮᙉࡋ
࡞ࡀࡽᨭࡢ⏬ࡸ
㐠Ⴀࣇ࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࡋࡓ࠸ᛮ࠸࡞ࡀ
ࡽ᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ᚲࡎࡋࡶయ⣔❧࡚
࡚ᩥ⊩ࢆ㞟ࡋศᯒ
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ࡋࠊࡋࡗࡾࣞࣅ࣮ࣗࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺ࡸࡗ࡚᪥ࠎᩥ⊩ࢆ㞟
ࡵࡓࡾㄞࢇࡔࡾࡍࡿ୰࡛ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࢆࠊ᪥ࡣ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ᪥ࡣⳢඛ⏕ᒣ⏣ඛ⏕࠸࠺ࠊࡲࡉ⅏ᐖ♫Ꮫ࣭⅏ᐖ⚟♴࣭⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ࡢࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢ࠾ேࡈ୍⥴ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦඹᏛࡤ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ሗ࿌ࡢ≺࠸ෆᐜ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᅜෆࡢ♫⚟♴㛵㐃ࡍࡿ㞧ㄅࢆ୰ᚰࠊ◊✲ືྥࢆ
ぢ࡚࠸ࡗ࡚ࠊࡲ≉ᚩࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋ⌧Ⅼ࡛ࠊࡲࡉ 2011 ᖺ
ࡢᏛࢩ࣏ࣥࡢࡁࡶࠊ
ࠕࡇࡇࡽ⅏ᐖ⚟♴ࡸ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞
◊✲ࡀάⓎࡋ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠖ࠸࠺ࡇࡀ⤖ㄽࡋ࡚ฟ࡚࠸࡚ࠊࡑࡇࡽࡉࡽ 2 ᖺࡄ
ࡽ࠸ࡓࡗࡓࡇࢁ࡛ࠊ࠺࠸࠺⌧≧࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡢࢆ⪃࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡓࡔࠊࡑ࠺ࡣゝ࠸ࡲࡋ࡚ࡶࠊ࡚ࡢᩥ⊩ࢆ⥙⨶࡛ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡋࠊ㔜せᛮࢃࢀࡿᩥ
⊩࡛ࡶཧ↷࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡶࡋ⚾ࡀ㝔⏕࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗࡋࡓࡽࠊ
ඛ⏕ࡶࡢࡍࡈࡃᛣࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࡞࠸࠺ࡄࡽ࠸ࠊ㠀ᖖ࠸࠸ࡆࢇ࡞ᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗ࡞
ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆྵࡵ࡚ࠊࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓ᪂₲་⒪⚟♴Ꮫࡢ୕ᾆඛ⏕ࡀࠊࡋࡗࡾ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࡼࡾ⢭⦓࡞ᩥ
⊩ࣞࣅ࣮ࣗࢆࡉࢀ࡚ࠊ࣮࢝ࣈࡶධࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡶࡐࡦཧ↷ࡋ
࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ḟࡣ⏝ㄒࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ๓ᅇࡢᏛࢩ࣏ࣥࡢࡁࠊ≧ἣࡣ࠶ࡲࡾࡁࡃኚࢃࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿࠊࡲࡓࡣ⅏ᐖ㛵㐃ࡋࡓ♫⚟♴ᐇ㊶ࡢ⛠࡛ࡍࡡࠋ
ࡧ᪉ࡣᩥ⊩ࡼࡗ࡚⅏ᐖ⚟♴࣭⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࠊ⅏ᐖ
ᨭ࣭⚟♴ᩆࠊ࠶ࡿ࠸ࡣཎ⏣ṇᶞඛ⏕࡞ࡣ⅏ᐖࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣮࣡ࢡࠊ⅏ᐖ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡞ࡢ⏝ㄒࡶࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᩥ⊩ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊ
ࡲ࡛ࠊࡲࡔ⤫୍ⓗ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡣゝ࠼ࡲࡏࢇࠋ
 ࡓࡔࠊ᭱㏆≉ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ࡇࢁᩡ㸦ࡋࡹ࠺ࢀࢇ㸧
ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡞࠸࠺༳㇟ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢᴫᛕࡀࡁࡕࡗ᫂☜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧
ែ࡛ࡣࡲࡔ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ⮬యࡀࡲࡔ⌧ᅾࡶ◊✲ㄢ㢟ࡋ࡚ࡣᘬࡁ⥆ࡁ⥅⥆ࡋ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡑࡢᐃ⩏ࡢၥ㢟ධࡗ࡚࠸ࡃࠊࡓࡪࢇᣠࡀࡘ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࡦࡲࡎྠࡌࡶࡢࡋ࡚ࠊ≉༊ูࡏࡎࡇࢀࡽࡢ⏝ㄒࢆᢅࡗ࡚࠸ࡃࡇ
࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ㏆ᖺࡑࡢ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡞ࡾ⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ᴫᛕࡣࡁ࡞ὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸࡚ࠊ◊
✲ࡶ┒ࡾୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎࡣࡇࡢᩥ❶ࢆࡈ⤂ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠕ⅏ᐖၥ㢟ࡠࡁࡋ࡚ࡣ♫ᴗࡢṔྐࡣ┿ㄒࡾᚓࡠࡢẚ㔜ࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊ⅏ᐖ⚟♴ᑐ⟇◊✲ࡣࡁࢃࡵ࡚㈋ᅔ࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ⅏ᐖ⚟♴ࡣ⥭ᛴࡢᚲ
せᑐࡍࡿᩆຓࡶࠗࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠘
ࠊᑡ࡞ࡃࡶ◚ቯࡉࢀࡓ⏕ά௨๓ࡢ⏕ά
ࡢᅇࡲ࡛ࢆಖ㞀ࡍࡿࠖ
ࠋࡇࢀࡣ࠾ᡭඖࡢࣁࣥࢻ࢘ࢺࢆぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡤࠊ✀᫂ࡋࡣࡑࡇ
࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡇࢀࡣ 1965 ᖺࡢ㧗ᓥ㐍ඛ⏕ࡢࠗ᭶ห⚟♴࠘ࠊᙜࡣࠗ♫ᴗ࠘
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࠸࠺㞧ㄅྡ࡛ࡋࡓࡀࠊࡑࡇᥖ㍕ࡉࢀࡓᩥ❶࡛ࡍࠋࡇࢀ࡞ࢇࡣᬑ㏻ࠗࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮ࢡ◊✲࠘ࠗ᭶ห⚟♴࠘࠶ࡗ࡚ࡶ࠾ࡋࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᩥ❶ࡢẼࡀࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
せࡍࡿ 50 ᖺ๓ࡢ 1965 ᖺࡢẁ㝵࡛ࠊ
ࠕ⅏ᐖ⚟♴ࡣࠊ♫⚟♴ศ㔝ࡗ࡚㔜せㄢ㢟ࠖ࠸
࠺ㄆ㆑ࡣࡑࢀ࡞ࡾ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾ㜰⚄㟈⅏୰㉺ࠊࡑ࠺࠸࠺୰
࡛⚟♴⅏ᐖ࠸࠺ࡶࡢࡀᾋࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶࡶ♫⚟♴ࡗ࡚
⅏ᐖ࠸࠺ࡶࡢࡣࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
 ୍᪉࡛ࠊ50 ᖺ๓ᙜࡽࠊ
ࠕࡣゝ࠼ࠊ⅏ᐖ⚟♴◊✲ࡢᐇ⦼ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡇ
ࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚⅏ᐖ⚟♴࠸࠺⏝ㄒ⮬యࠊࡑࡢ୰㌟ࡣࡶࡃ
ࡋ࡚ࠊゝⴥࡋ࡚ࡣ♫⚟♴ࡢ◊✲㡿ᇦ࡛ 50 ᖺ๓ࡽᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࠊࡇࡢᩥ❶ࢸ
࢟ࢫࢺࡽศࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡑࡢ◊✲㡿ᇦࡢ≧ἣࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋ㜰⚄ῐ㊰㟈⅏௨๓ࡢ≧ἣࢆࡳ
ࡿࠊయࡢ≉ᚩ࡛ゝ࠼ࡤࠊࡁ࡞⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࠊ⚟♴◊✲⪅ࡼࡿㄽᩥࡸㄪᰝ◊✲ࠊ
㞧ㄅ࡛≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡿࠊ⛉◊ࡢㄪᰝࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ⤌ࡲࢀࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ἣࡀࡳ
࡚ࢀࡲࡍࠋ
 ࠼ࡤࠊྂࡃࡣ 1959 ᖺࡢఀໃ‴ྎ㢼ࡢࡁࡣࠊࡑࢀ๓ᚋࡋ࡚ࠊ
ࠗ᭶ห♫ᴗ࡛࠘
ࡍࡡࠋᙜࠊ㧗ᓥඛ⏕࣭ᾆ㎶ඛ⏕࣭ᓊඛ⏕࣭Ỉ㔝ඛ⏕࣭┿⏣ඛ⏕࠸࠺ࠊࡑ࠺ࡑ࠺ࡓࡿ࣓
ࣥࣂ࣮ࡀࠕఀໃ‴ྎ㢼♫⚟♴ࠖ࠸࠺ᙧ࡛ࠊㄽ⪃ࢆ≉㞟࡛Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
  58 ᖺࡢ୕Ꮿᓥᄇⅆ⅏ᐖࡢ㝿ࡣࠊ❑⏣ඛ⏕࣭ᑠᯘⰋඛ⏕࣭⸨ᓮඛ⏕ࢆ୰ᚰࠊࡇ
ࡢ୕Ꮿᓥࡢᄇⅆ⅏ᐖ㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆ㒔❧ࡢㄽᩥ㞟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ௨እࡶ
1991 ᖺࡢ㞼㛵ಀ࡛ࡶࠊ㞼ᬑ㈼ᓅ࡛ࡢ⅏ᐖ㛵ࡋ࡚ࠊ⚟♴ࡢ㞧ㄅࡇࢀࡽࡢㄽ⪃ࡀฟ࡚
ࡃࡿ࠸࠺ᙧ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚㜰⚄㟈⅏௨㝆ࠊࡸࡣࡾ⅏ᐖ㛵㐃ࡢㄽ⪃ࡀ㔞ⓗᣑࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺≧ἣࡀࡳ࡚
ࢀࡲࡍࠋ㜰⚄㟈⅏࣭ῐ㊰㟈⅏ࢆዎᶵࡋ࡚ࠊ1990 ᖺ௦༙ࡤࡽᚋ༙ࡅ࡚ࠊࡸࡣ
ࡾ⅏ᐖࡢ⚟♴ᐇ㊶㛵ࡍࡿ◊✲άືࡣ㠀ᖖάⓎࡋ࡚ࠊᴗ⦼ࡶ㔞ⓗᣑࢆࡋ࡚࠸ࡁ
ࡲࡍࠋ
 ࡑࡢᚋࠊ2000 ᖺ௦ධࡗ࡚ࠊ୰㉺࣭୰㉺Ἀ࣭⬟Ⓩ༙ᓥࡢᆅ㟈⅏ᐖࠊ㞵⅏ᐖ➼ࠎ㋃ࡲ࠼
ࡓᐇ㊶ሗ࿌ㄪᰝ◊✲ࡀࠊᩓⓎⓗࡣぢࡽࢀ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ㜰⚄㟈⅏௨㝆ࡢ◊✲
ࡀ┒ࡾୖࡀࡿ୰࡛ࡶࠊ⅏ᐖ⚟♴⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆᴫᛕつᐃࡋ࡚࠸ࡇ࠺ࠊࡶࡋࡃ
ࡣ⌮ㄽࢆᮏ᱁ⓗᅗࡗ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ືࡁࡣࠊࡑࢀ㧗ࡲࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓ࠸
࠺ࡢࡀ 1 ࡘࡢ≉ᚩ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᶫඛ⏕ࡀ 2009 ᖺࡢẁ㝵࡛ࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᐇ㊶㠃࡛ࡶࠊ࠶
ࡿ✀ࡢ◊✲ࡢ✚࠸࠺ព࡛ࡶࠊ࡞ࡾ㇏ᐩࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡅࢀࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿ⏕άᨭ
ࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡲࡔ◊✲ᯟ⤌ࡳࡀ༑ศᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡣゝ࠸㞴࠸࠸࠺ࡇࢆ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ㜰⚄㟈⅏௨㝆ࡣࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ
ࡳࡓ࠸࡞ࡇࢆ୰ᚰࠊ⚟♴㛵ಀࡢ◊✲ᴗ⦼ࡀᩘከࡃฟ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ୰࡛⅏
ᐖ⚟♴ࡸ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⌮ㄽࢆᅗࡗ࡚࠸ࡇ࠺ࠊᴫᛕつᐃࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ືࡁ
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ࡣࡘ࡞ࡀࡽࡎࠊ2011 ᖺࢆ㏄࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ὶࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ㎶ࡾࡣ⚾ࡢ
ᡭ࡞ㄞࡳ᪉ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡐࡦࡈᢈุ࣭ࡈᣦᑟ➼ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡋࡋࠊࡑࡢ 2010 ᖺࢆ๓ᚋࡋ࡚ࠊᐇࡣ♫⚟♴㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊᮏ᱁ⓗ⅏ᐖ⚟♴ࡸ⅏ᐖ
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⌮ㄽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᐇ㊶◊✲ྲྀࡾ⤌ࡴ◊✲ᡂᯝࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௦⾲ⓗࡣࠊᓥ㝯௦ࡉࢇࡢ୍㐃ࡢ◊✲ᡂᯝࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ࠾ࡼࡧすᑿ♸࿃ඛ⏕ࡓࡕ
ࡢࠗ⅏ᐖ⚟♴ࡣఱ࠘࠸࠺᭩⡠ࡢฟ∧ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓືࡁࡀ௦⾲ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ୧⪅ࡣࠊࡲࡔ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡳࡓ࠸࡞ࡇࠊࡳࢇ࡞ࡀ࠶ࡲࡾࣆࣥࡇ࡞࠸≧
ἣࡢ࡞࡛ࡢࡔࡗࡓ࠸࠺Ⅼ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍㒊ࠊⓑ⃝ඛ⏕ࡓࡕࡀ୰㉺ᆅ㟈ࡢ㝿
ࡢࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡉࢇࡓࡕࡢືࡁࢆ㏣࠸ࡅࡓ⛉◊ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ
ࡑ࠺࠸ࡗࡓࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࠸࠺ᙧ࡛㝈ᐃࢆࡉࢀࡓ◊✲࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⅏ᐖᨭࢆᗈࡃࢯ࣮
ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ᵓ࠼࡛ࡇࡢ⅏ᐖᨭࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ᖖ㈗㔜࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳࡔࡗࡓ࠸࠼ࡲࡍࠋ
 ᓥඛ⏕ࡣ㉁ⓗ◊✲ࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࡈ◊✲ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᨭ⪅ࡢࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗ➼࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⅏ᐖᒎ㛤ࡉࢀࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᵓ㐀ᶵ⬟
࠸࠺ࡇ╔┠ࡉࢀ࡚ࠊࡑࡢᨭ⪅ࡢどⅬࡽ⅏ᐖࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᵓ㐀ࡸ≉ᚩ
ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺୍㐃ࡢࡈ◊✲࡛ࡍࠋ
 ୍᪉࡛ࠊすᑿඛ⏕ࡓࡕࡢࡈᮏࡢ࠺ࡣࠊ⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ࡇࢆṇ㠃ࡽᐃ⩏ࢆࡋ࡚࠸ࡃ
࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⅏ᐖࡢ⚟♴ᐇ㊶ࡢᒎ㛤ࡀࠊලయⓗ࡞ᒎ㛤ࣔࢹࣝࢆᑐ㇟ㄽࠊ⅏ᐖࢯ࣮ࢩࣕ
࣮ࣝ࣡ࢡࠊ⅏ᐖ⚟♴ࡢᑐ㇟ࡣ࠺࠸࠺ேࡓࡕ࡞ࡢࠊࡑࢀᑐᛂࡍࡿἲไᗘࡢၥ㢟࡛࠶
ࡿࠊࡲࡓࡣ⚟♴ᶵ㛵ࠊ⤌⧊ㄽ࡛࠶ࡿࠊࡲࡓࡣ᪉ἲㄽ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ࡞ࡾయ⣔ⓗ
⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ࡶࡢࢆࣔࢹࣝࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ᴗ⦼࡛ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕ⅏ᐖ⚟
♴ࡣఱࠖ࠸࠺ᐃ⩏ࢆヨㄽⓗࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᙧ࡛ࠊṇ㠃ࡽ⅏
ᐖ⚟♴࠸࠺ᴫᛕࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ືࡁࡀࠊ2010 ᖺⅬ࡛ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ
♫⚟♴㡿ᇦ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡢ✚ࢆぢࡘࡘࠊ3.11 ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡃ࠸࠺ᙧ࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡣⓙࡉࢇࡶࡈᏑࡌࡢ㏻ࡾࠊ3.11 ࢆዎᶵࡋ࡚♫⚟♴㡿ᇦ࡛ࡶࠊ⅏ᐖࢆ㢟
ࡍࡿ◊✲άືࡀάⓎࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࡚ࡣ⤂ࡋࡁࢀࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ⿕⅏ᆅࡢᒾᡭ┴ෆ࡛ࡶࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ඛ⏕᪉ࡀ⌧ᆅ
ධࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢ⏕ࢆ༳ࡋ࡞ࡀࡽࠊㄪᰝ◊✲άືࢆάⓎ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠸ࡲࡍࠋ≉௦⾲ⓗࡣᐑᇛඛ⏕ࡣࠊ㝣๓㧗⏣ࢆ୰ᚰ࠸ࡓࡿࡇࢁ࡛ㄪᰝ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡉࢀࡲࡋࡓࡋࠊᒾᡭ┴❧࠸ࡽࡗࡋࡷࡗ࡚ࠊࡣᮾ⚟♴⛣ࡽࢀࡲࡋ
ࡓ㒔⠏㸦ࡘ࡙ࡁ㸧ඛ⏕ࡶࠊ♫⚟♴Ꮫࡢᮾ㒊࠸࠺ᙧ࡛ࠊ⌧ᆅ࡛ࡢᆅᇦㄪᰝ◊✲ࢆ
⢭ຊⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓ᪥࠸ࡽࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡍᒣ⏣ඛ⏕ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿᐇ㊶◊✲࡛ࡍࡡࠋ⮬ࡽࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣮࣡࢝ࡋ࡚⿕⅏ᆅ࡛⌧ሙᐇ㊶ධࡽࢀ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࡢᐇ㊶ࢆࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࣇ࣮ࣞ
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࣒࡛㊧ࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᙧ࡛ࠊ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊ㠀
ᖖ㈗㔜࡞ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡲࡓࠊୖ㔝㇂ඛ⏕ࢆ୰ᚰ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆ⌮ㄽࡋࡼ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࠊ⅏ᐖࢯ
࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⌮ㄽྥࡅࡓ◊✲ࢆ࣮࣋ࢫࠊࡇࡢࢸ࢟ࢫࢺࡀసࡽࢀࡿ࠸࠺ືࡁ
ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡞ࡾᭀ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ࡢ≉ᚩࢆࡳ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࢱࣉ
࠸࠺ࡢࡶᭀ࡞ヰ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ◊✲ࡢ≉ᚩࡋ࡚ࡲ࠺࠸࠺ࡇࡀゝ࠼ࡿࡢࠊ
࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊࡕࡻࡗ↓⌮ࡸࡾศࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡁࡃࡣࠊ⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿ⚟♴ᐇ㊶ࡢ┬ࡽࠊᚑ᮶ࡢ♫⚟♴ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧
ࡍࡿࣃࢱ࣮࡛ࣥࡍࠋࡘࡲࡾᮍ᭯᭷ࡢ⅏ᐖࡢ୰࡛ᚑ᮶ࡢᯟ⤌ࡳ࡛⾜ࢃࢀࡓࠊ≉ไᗘⓗ࡞
ᯟ⤌ࡳ࡛⾜ࢃࢀࡓ♫⚟♴ᐇ㊶࠸࠺ࡶࡢࡀࠊ㠀ᖖᶵ⬟㝗ࡗࡓ࠸࠺୰࡛ࠊᚑ᮶
ࡢ♫⚟♴ࡢᯟ⤌ࡳࡣࡇࢀ࡛Ⰻࡗࡓࡢࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡼ࠺
࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࡀࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㒔⠏ඛ⏕ࡢㄪᰝ◊✲ㄽᩥࡢ୰ዴᐇ⌧ࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋୖ㔝
㇂ඛ⏕ࡶఝࡓࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊྠࡌᣦࢆࡉࢀࡓㄽᩥࢆⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࡣୖ㔝㇂ඛ⏕ࡢࡢ࠾ヰ࡛ࡍࡡࠋ⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿ⚟♴ᐇ㊶ࡢ┬ࡽࠊᚑ᮶ࡢ
♫⚟♴⌮ㄽࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᐇ㊶ࡀ㝗ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࢀ
ࢆᨭ࠼ࡿ⌮ㄽࡀ⬤ᙅ㸦ࡐ࠸ࡌࡷࡃ㸧ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᙧ࡛ࠊ≉♫⚟♴◊✲
࠾ࡅࡿࢹࢩࣉࣜࣥࡢᅾ࠸࠺ၥ㢟ࡢᣦࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᐑᇛඛ⏕࡞ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠊᆅᇦධࡾ㎸ࢇ࡛ࠊఫẸࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢸᙧᡂࡸ⏕ࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡉࢀࡿ࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥࠋࡁࡃቯࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ 3
ᖺ㛫ࡁྜࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ୍ᗘቯࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡞࠸ࡋࡣࠊࡑࡇ࡛ࡢ⏕άࢆ⏕ࡍࡿ
ࡢࡀࢀࡄࡽ࠸㞴ࡋ࠸ࡢࠊ࠸࠺ࡇࢆ㠀ᖖࣜࣜࢸࢆᣢࡗ࡚ࡈሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓ 4 ␒┠ࡣࠊ᪥࠸ࡽࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡿᒣ⏣ඛ⏕ࡢ࠾ヰ࡞ࡢ࡛㣕ࡤࡋࡲࡍࡀࠊ⿕⅏ᆅ
࠾ࡅࡿ⚟♴ᐇ㊶ࠋ⮬ࡽࡢ⚟♴ᐇ㊶ࢆࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࠊ⅏ᐖࢯ
࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ⛠ࡋ࡚ࡢᒎ㛤᪉ἲࢆ᪂ࡓᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺❧ሙ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣᚋ࡛
ࡺࡗࡃࡾࠊࡐࡦ⚾ࡶ࠾⪺ࡁࡋࡓ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡑࢀࡽḟ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡶࡸࡣࡾᐑᇛඛ⏕ࡀࠎⓗࡉࢀࡲࡋࡓ㡿ᇦࡢ㐃ᦠ◊✲
࠸࠺ࡢࡣࠊ1 ࡘࡢࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ㒔ᕷィ⏬Ꮫ࡛㐃ᦠ
ࡍࡿ࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ⅏ᐖ࠸࠺ࡢࡣᏛ㝿ⓗ࡞㡿ᇦࡔࡅࢀࡶࠊ♫
⚟♴ࡢ㡿ᇦࡣ㡿ᇦࡇࡲ࡛᥋ྜ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ၥࡣ࿊ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ
࡛ࡍࡀࠊᅇࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛ࠊࡑࢀࡀ 1 ࡘࡢᙧࡋ࡚ᡴࡕฟࡉࢀࡓࡢࡣࡁ࡞ᡂᯝࡔࡗࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࡽࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿྛ✀ࡢ⅏ᐖᨭᐇ㊶ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⅏ᐖࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣡ࢡࡢ⌮ㄽ࠸࠺ࡇࡢືࡁࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋୖ㔝㇂ඛ⏕⮬㌟ࠊᅇࡢධ㛛᭩࡙ࡃ
ࡾࢆࡶࡗ࡚ࠊ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀᡂࡋࡓࡣࠊ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋᜍࡽࡃࠊ
⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ⌮ㄽࡢ⥴ᑵ࠸ࡓ࠸࠺ࡇࢁࡀࠊࡇࡢධ㛛࠸࠺ࢸ࢟ࢫࢺࡢ
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⨨ࡅ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢇ࡞ࡇࢁࡀࠊ⌧ᅾࡢ◊✲ືྥࡢᴫほ࡛ࡍࠋ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ⅏ᐖ⚟♴ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ࠺࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠺࠸࠺⌮
ㄽⓗ࡞≉Ⰽࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࢁࡀࠊࡕࡻࡗࡇࡢሗ࿌࡛ࡣ㋃ࡳ㎸ࡵࡲࡏࢇࡀࠊࡲ
ࠊゝࡗࡓࡼ࠺࡞ὶࢀ࡛᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊᩥ⊩ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚ឤࡌࡓ
ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡣࠊᚋࡢ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡞࠸ࡋࡣ⅏ᐖ⚟♴ࡢ⌮ㄽࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳᵓ⠏࠸࠺
ࡶࡢࡣࠊ࠺࠸࠺ᙧ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࢁࢆࠊ᭱ᚋ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ  
ࡃ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ࡶࡢࡀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ࡶࡢࡀࠊ᪤Ꮡࡢ
♫⚟♴ࠊ࡞࠸ࡋࡣ᪤Ꮡࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠸࠺ࡶࡢࠊ࠺࠸࠺ࡩ࠺㛵ಀᛶ࡞࠸ࡋ
ࡣ⨨ྲྀࡾࢆࡿࡢ࠸࠺ၥ㢟ࡀࠊࡸࡣࡾࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡑࡢ㝿ࠊࡑࡢ⌮ㄽࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡁ࠺࠸࠺᪉ྥᛶࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ1 ࡘࡣࠊ᪤Ꮡ
ࡢ♫⚟♴㡿ᇦ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡢᛂ⏝࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣୖ㔝㇂ඛ⏕ࡶࠊᒸ
ᮏᰤ୍ඛ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸάືㄽ࡞࠸ࡋࡣⰪ㔝ඛ⏕ࡢᐇ㊶ࣔࢹࣝࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠶࠶࠸ࡗࡓ᪤
Ꮡࡢ♫⚟♴㡿ᇦ࠾ࡅࡿࣔࢹࣝࢆᛂ⏝ࡍࡿᙧ࡛ࠊ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡸ⅏ᐖ⚟♴ࢆᵓ
⠏ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺᪉ྥࢆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㡿ᇦࡸ㏆᥋㡿ᇦ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡢᑟ
ධࡸࡑࡢ᥋ྜ࠸࠺᪉ྥ࡛ࡍࠋ᪥࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍⳢඛ⏕ࢆ୰ᚰࠊ⅏ᐖ♫Ꮫࡢ࠺
࡛ࡣࠊࡃ⭾࡞✚ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡑࢀࡣࡶ࠺♫⚟♴㡿ᇦ࠾ࡅࡿ⅏ᐖࡢ◊✲ࢆ
ࡣࡿ㥙ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡁࡕࢇྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ࠊᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ࡛ࡢ⌮ㄽⓗ࡞ᯟ⤌ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡢࡀ 1 ࡘ࠶ࡿࡢ
࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᅇᐑᇛඛ⏕ࡀࡉࢀࡓࡼ࠺㡿ᇦࠊ㏆᥋㡿ᇦࡢ㐃ᦠࠊᏛ㝿◊✲
ࡽࠊ᪂ࡓ⏕ᡂࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺᪉ྥࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
 4 ࡘ┠ࡣ 3.11 ࡢ⿕⅏⪅ࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇド◊✲࠸࠺᪉ྥ࡛ࡍࠋ3.11 ௨ᚋࠊᗈᓥ࡛ࡶ
ࡁ࡞⿕⅏ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ⿕⅏⪅ࡸ⿕⅏ᆅࡢࢽ࣮ࢬࠊࡑࡢᐇែࡽࠊࡑࡇㄪᰝ
◊✲ࡋ࡚ධࡗ࡚ࠊࡑࡇࡽ⏕ᡂࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺᪉ྥࡶ࠶ࡿࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
 ࡲࡓ 5 ␒┠ࡣࠊࡲࡉୖ㔝㇂ඛ⏕ࡀࡉࢀࡓࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ3.11 ๓ᚋ௨㝆ࡢ⅏ᐖ⚟♴࣭
⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⌧ሙᐇ㊶ࡽࠊ⅏ᐖ⚟♴ࡸ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏕ࡳ
ฟࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺᪉ྥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠸ࡎࢀࡋࢁㄢ㢟ࡣࠊᓥඛ⏕ࡢ࠺࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ♧ࡋࡲࡍࡀࠊ⅏ᐖᨭ
࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᶵ⬟ࡣఱ࠸࠺ࡇࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡇࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢࢯ
࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࣔࢹࣝࡢᗄࡘࡀࠊ⅏ᐖᨭࡢࡼ࠺㐺⏝࡛ࡁࡿࡢࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ㐺⏝ࡉࡏࡿࡋࡓࡽఱࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢࠊࡇࢆಟṇࡍࡁࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀㄢ㢟
ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࠊయⓗ࡞≧ἣࡋ࡚ࡣࠊࡇࡇ㞟⣙ࡉࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀࢆලయⓗᑡࡋศ㢮ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋୖ㔝㇂ඛ⏕ࡢㄽ⪃ࢆཧ⪃ࠊᑡࡋ⚾ࡢ⪃࠼ࢆධ
ࢀ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ1 ࡘࡣ༴ᶵධ࡛ࡍࠋCrisis Intervention ࡢ◊✲✚࠸࠺ࡢࡣࠊᙜ
↛ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ 1 ࡘࡢ㡿ᇦࡋ࡚࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ⅏ᐖ
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ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆࠊ࠺࠸࠺ࡩ࠺ᓧู㸦ࡋࡹࢇࡘ㸧ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡢࡣࡁ࡞
ㄢ㢟ࡢ 1 ࡘ࡛ࡍࠋ
 Crisis Intervention ࡣࠊ▷ᮇ㛫㸦short-range㸧ࡢ୰࡛ࡢࠊධ㸦Intervention㸧࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢᑐฎᶵไࢆࠊ࠸ࡇࡀ㉳ࡁࡿ๓ࡼࡾࡶୖࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢁࢆࠊ▷ᮇỴᡓ࡛
ᵓࡋ࡚࠸ࡿ⌮ㄽࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋᐇ㝿ࡢ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟
࠸࠺ࡢࡣ㛗ᮇⓗࡔࡗࡓࡾࡍࡿࢃࡅ࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡢ༴ᶵධࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࠊ⌮ㄽⓗ
࡞ᓧูࡢၥ㢟࠸࠺ࡢࡣࠊୖ㔝㇂ඛ⏕ࡀࡈᣦࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢪ࢙ࢿࣛࣝࢯ࣮ࢩ
࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⨨㛵ಀࠊࡘࡲࡾ୍⯡ⓗ࡞ᐇ㊶ᴫᛕࡋ࡚ࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ㛵㐃ᛶ
࡛ࡍࠋ
 ࡲࡓࠊศ㔝ㄽࠊ࠸ࢃࡺࡿ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ࡶࡢࡀࠊඣ❺⚟♴࣭
㧗㱋⪅⚟♴࣭㞀ᐖ⪅⚟♴࠸࠺ࡇ୪ࢇ࡛ࠊศ㔝ㄽࡋ࡚⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ᙧ࡛❧ࡕ୪ࢇ
࡛ࡃࡿࠊࡑ࠺࠸࠺㛵ಀᛶࢆࡿࡢࠋࡑࢀࡶᐇ㊶ᙧែㄽࠊࡘࡲࡾᅾᏯ⚟♴ࠊタ⚟
♴ࠊࡑࡢ୰⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ᙧ࡛ධࡗ࡚ࡃࡿࡢࠋࡑࢇ࡞ࡼ࠺࡞ࡇࢁࢆࡁࡕࡗᩚ
⌮ࠊ㛵㐃ᛶࢆᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ࡶ࠺ 1 ࡘࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿᨭ⪅ᨭ㛵ࡍࡿᐇド◊✲ࡢᡭⷧࡉࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࢀࡶᒣ
⏣ඛ⏕ࡀ⢭ຊⓗࡈ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦヲࡋࡃ⪺ࡁࡓ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡸࡣ
ࡾᨭ⪅ࢆᨭࡍࡿ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆࠊୖ㔝㇂ඛ⏕ࡶ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ୰ධࢀ㎸ࢇ
࡛࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ㎶ࡾࡢ◊✲ࡢ✚࠸࠺ࡶࡢࡣࠊࡢࡶࡢẚ࡚ࡶࡲ
ࡔᡭⷧ࡞≧ἣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࢆ࠸⌧ሙᐇ㊶ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋᶫඛ⏕ࡣࡶ࠺ࡎ
ࡗ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢭࣥࢱ࣮ࡢᵓࢆ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊⓑ⃝ඛ⏕ࡢ⚟ᓥ
DMAT ᵓࠊࡇࢀࡣᒾᡭ┴࡛ࡣ᪤✌ാࡋ࡚࠸ࡿᯟ⤌ࡳ࡛ࡣ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡲࡓࡣ
⏕άᨭ┦ㄯဨᴗࠊࡇࢀࡶᑡ࡞ࡃࡶ 2030 ᖺࡲ࡛ࡣࠊᴗࡋ࡚⥅⥆ࡍࡿࡇࡀỴᐃࡋ
࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞⌧ሙࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࣔࢹࣝࠊ࣐ࢽࣗ
ࣝࡲ࡛࠸ࡃࡁ࠺ࡣၥࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࡶㄢ㢟ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺ࡸࡗ࡚⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ⌮ㄽ◊✲ࡢάⓎ࠸࠺≧ἣࢆぢࡓ
ࡁࠊ࡞ࡐ㜰⚄㟈⅏ࡢࡁ㔞ⓗᣑࡋࡓࡶࡢࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡘ࡞ࡀࡽ࡞
ࡗࡓࡢ࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ᖖࡁ࡞ၥ࡞ࢃࡅ࡛ࡍࠋ㜰⚄㟈⅏ࡣつᶍࡶ㐪࠺ࡋࠊᅇ
ࡣ㠀ᖖࡁ࡞⅏ᐖࡔࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡢάⓎ࡞≧ἣࡘ࡞ࡀࡗࡓゝ
ࢃࢀࢀࡤࠊࡑࢀࡲ࡛ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋࡋᒾᡭ࠸ࡿே㛫ࡋࡣࠊࡣ┒ࡾୖࡀࡗ࡚࠸
ࡿࡅࢀࠊ⤖ᒁ⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭⅏ᐖ⚟♴࠸࠺ࡶࡢࡢ⌮ㄽ࠸࠺ࡶࡢࡀࠊ♫
⚟♴Ꮫయࡢ୰࡛ࡁ࡞⨨ྲྀࡾࢆࠊᮏᙜ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠸࠺Ᏻࡣ 1 ࡘ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓ୍᪉࡛ࡣࠊ⿕⅏ᆅᨭ⿕⅏⪅ࡢᨭ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡀࠊࡇࡲ࡛㝈ᐃࡉࢀࡿࡁ
࡞ࡢ࠸࠺ᛮ࠸ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠗ♫⚟♴◊✲࠘㍕ࡗࡓᒣෆ᫂⨾ࡉࢇࡢㄽ⪃ࡢ୰࡛ࠊࡢ
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᪥ᮏࠕ⬤ᙅࡉࠖࢆᣢࡓ࡞࠸ᆅᇦ࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊ࠸࠺どⅬࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋᐇࡣ⅏ᐖ࠸࠺ࡶࡢࠊேࡢ⏕άࡸᆅᇦࡢ vulnerability ࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ᪥ᮏᅜࡇ
ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡞⪃࠼᪉࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡔࡍࢀࡤࠊ⅏ᐖ⚟♴࣭⅏ᐖࢯ࣮ࢩࣕ
࣮ࣝ࣡ࢡ࠸࠺ᙧ࡛㝈ᐃࢆࡋ࡚ࠊ࠶ࡿࡇࡢ⿕⅏ᆅᇦ㝈ᐃࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺⌮ㄽ
ᵓ⠏ࡢ᪉ἲ࡛࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ၥ㢟ᥦ㉳ࡣࠊ㠀ᖖ㔜せࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ࠸ࡲࡢࣇࢡࢩ࣐ࡢែ㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⅏ᐖ⚟♴⅏ᐖࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ࡢ⌮ㄽ࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡾᚓࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊ࠸࠺Ⅼࡶࠊࡶࡶࡣ⚟ᓥ࡛⅏ᐖࡢ㛫ࢆ㏄࠼
ࡓ⚾ࡋ࡚ࡣࠊ୍ࡘᚰࡍࡈࡃ㔜ࡓࡃࡢࡋࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡍࠋ
 ࡍࡳࡲࡏࢇࠊࡕࡻࡗ㛫ࡀ㉸㐣ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㠀ᖖ㞧ࡥࡃ࡞ሗ࿌࡛⏦ࡋヂ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇࠋ௨ୖࢆ⚾ࡢሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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