ຓࡅྜ࠸ࢆᗈࡵࡿࡓࡵࡢᥦゝ
㹼ࡇࡢ㔜せ࡞௵ົࢆᢸ࠺ᢸᙜࡢ᪉ࠎ㹼

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸱᭶ࢆࡶࡗ࡚⛣⾜ᮇ㝈ࢆ⤊࠼ࡓㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕άᨭ⥲ྜᴗࡣࠊࡑࡢ║
┠࡛࠶ࡿຓࡅྜ࠸ᴗ㸦࠸ࢃࡺࡿ B ᆺ㸧ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡑࡢཎᅉᑐ⟇ࡘ
࠸࡚ࠊᙜࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋࡀࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࡋࡓࡇࢁࠊ⮬య⫋ဨ㸰㸯㸶ྡࠊᆅᇦໟ
ᣓᨭࢭࣥࢱ࣮㸯㸴㸶ྡ࡞ࠊィ㸴㸶㸯ྡࡢᢸᙜ⪅ࡓࡕࡀࠊษᐇ࡞ᛮ࠸࡞ࢆ᭩ࡁ㎸ࢇࡔ
ᅇ⟅ࢆᐤࡏ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋᝎࡳࡣ῝࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ၥ㢟ࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࢆᗈࡵࡿࡓࡵࡢ B ᆺࢆᐃࡵࡿせ⥘ࡀࠊάືࡁࡧࡋ࠸⦡ࡾࢆࡅ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࠼ࡗ࡚ຓࡅྜ࠸ࡢⓎᒎࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿᐇࡀ࠶ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
せ⥘⌧ࢀࡿ B ᆺ࠸࠺⤌ࡳࡢタィࡢၥ㢟ཬࡧࡑࡢᇶ♏࠶ࡿຓࡅྜ࠸࠸࠺άື
ᑐࡍࡿᨭࡢ㞴ࡋࡉࡢၥ㢟࠺ᑐᛂࡍࡿࠋࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋࡀࠊࡑࡢ⟅࠼ࢆᚓࡃ❧
ࡕୖࡆࡓࡢࡀࠊ᪂⥲ྜᴗ◊✲ࠕఫẸయࡢ⏕άᨭ᥎㐍◊✲࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
◊✲ࡣࠊࡇࢀࡽせ⥘ࢆసᡂࡍࡿከࡃࡢᕷ⏫ᮧࡢࡇࢆ⪃࠼࡚ᛴ㑉❧ࡕୖࡆࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊົᒁᢸᙜ⪅ࡓࡕࡢᬛᜨດຊࡼࡾ῝࠸ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࢆ࣮࣋ࢫࡇࡢศ㔝
ࡢ᭱㧗ࡢ㆑⪅ࡼࡿ༠㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝࠊၥ㢟ᑐฎࡍࡿⓗ☜ࡋ࡚ᰂ㌾ࠊඛ㐍ⓗࡋ࡚
ᐇົⓗ࡞ᥦゝࢆࡲࡵ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ㸦⤒⦋ࡣࠊ㸱㸲࣮࣌ࢪ௨ୗ㸧ࠋ
ᗙ㛗ࡢཎ๎ࡉࢇ㸦ඖ⪁ᒁ㛗㸧ࡣࠊࠕຓࡅྜ࠸ࡢᮏ㉁ࢆయᚓࡋ࡚࠸ࡿẸ㛫◊✲࡞ࡽ࡛
ࡣࡢᬛᜨ࠶ࡩࢀࡓᥦゝࢆࡲࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋࡶࠊཌປ┬ᙜᒁࡶ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮
ࡋ࡚㆟ㄽཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᐇ⏝ⓗ࡞ᥦゝࡔࠖゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽせ⥘ࢆసᡂࡍࡿᕷ⏫ᮧࡣࠊࡇࡢᥦゝ᭩ཬࡧ࣮࣡࢟ࣥࢢሗ࿌᭩㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
⪃࠼᪉ཬࡧලయⓗᥦゝࢆࡐࡦཧ⪃ࡋ࡚ࠊἲࡢ⢭⚄ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋࠊఫẸࡢᚰࢆ⏕ࡍࡼ
࠺࡞ B ᆺࡢタィࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡍ࡛せ⥘ࢆసᡂ῭ࡳࡢᕷ⏫ᮧࡶࠊ
ࡇࢀࢆࡼࡾ᭷ຠ㐺ษ࡞ࡶࡢࡋࠊఫẸࡢຓࡅྜ࠸άືࡢⓎᒎࢆㄗࡾ࡞ࡃᨭࡍࡿࡓࡵᮏ
᭩ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࠊఫẸࡢᖾࡏࡢᐇ⌧ࢆࡶࡗࡥࡽ㏣ồࡋ࡚ࡁࡓᙜࡉࢃࡸ⚟♴㈈
ᅋࡋ࡚ࠊࡇࢀ㐣ࡄࡿ႐ࡧࡣ࡞࠸ࠋࡶࡼࡾࡇࡢᥦゝࡣ⎍࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊせ⥘సᡂ
ᙜࡓࡿᕷ⏫ᮧᙜᒁࡸάື⪅ࠊࡑࡢ㛵ಀྛࡢᬛᜨࡼࡾࠊࡉࡽᙺ❧ࡘࡶࡢࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋඹ⏕ࡢ௦ࢆ㏄࠼ࠊຓࡅྜ࠸άືࢆࡳࢇ࡞࡛ᗈࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
                        බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ
                           㛗  ᇼ⏣ ຊ
                           ⌮㛗 ΎỈ ⫕Ꮚ

1

ٕ ৯  ઃ ٕ

峙 峂 峫 峕
؝ڭஃ岻়岮峼ઁ峫峵峉峫峘ਉಋ
؝ڮஃ岻়岮峼ઁ峫峵峉峫峘੨峢峘
كڭق੨峕峫峳島峵୳峘ૡఌ
ஃ岻়岮峙岝કড়৬峑ষ峹島峵峒岮岰ਉਡ峼ગનੳ
੨峘ਏഹ岶岣કড়৬岤峕峔峍峐岮峵岵નੳ峃峵峉峫峘گ峎峘崩崏崫崗嵅崌嵛崰
岧崩崏崫崗嵅崌嵛崰ڭ岨岣ਏਈ৵峘ਏഹ岤峕峔峍峐岮峵岵ء
岧崩崏崫崗嵅崌嵛崰ڮ岨ฑໞ峕୯ਸ嵣ಌ峑岷峵峲岰峕峔峍峐岮峵岵ء
岧崩崏崫崗嵅崌嵛崰گ岨岣ੈ৮৬岤峙岝峁峍岵峴ঢ়峹峍峐岮峵岵ء

كڮق੨峕ৌ峃峵২峘ણ৷峘岬峴্峕ঢ়峃峵
કড়峔峳峑峙峘ਙ嵣ฑໞਙ峼๑峁峉੨峘ঢ়峹峴্峙ء
ใோણ峼੍ର峁峎峎岝ৗૠણ峼൳ૐ峃峵峉峫峕峙ء
崊崱崸崌崞嵒峼ৰਠ峃峵峕峙岝ੈ৮৬岶峓岰峔島峚峲岮岵ء
ڷ峘ଓஃসઐહਏഹ峼ਛ峃峵峘崩崏崫崗嵒崡崰

؝گஃ岻়岮峼ઁ峫峵峉峫峘ব嵣ਿ峢峘
قશك崝嵛崿嵓ਏഹ
崝嵛崿嵓ਏഹ⋇ಢၻ্ૄ峘ଓஃসઐહਏഹ
崝嵛崿嵓ਏഹ⋈કড়੧峘ଓஃসઐહਏഹ
崝嵛崿嵓ਏഹ⋉ତহ峘ৰਏഹ

ৗ়হଢ଼岣કড়৬峘েણ੍ରਤଢ଼ভ岤ਫ਼ୈ峘৽༬

2

قઅৱમك
 嵣岣岬峵峣岷েણ੍ରਏഹ岤ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

       دਾઔછؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

  嵣કড়峕峲峵ஃ岻়岮ણ峼ਤ峃峵峕岬峉峍峐峘崊嵛崙嵤崰 ૐੑટ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

  پ岽島峳峙岿峹峮岵ૣකଃ੮峘ிભౣૐ峑峒峴峨峒峫峨峁峉

3

は じ め に
住み慣れた地域で誰もが安心して最期まで暮らせるまちづくりを目指し、近年、全国の各地域で住
⺠主体による通いの場や生活支援等の助け合いなど、活発な地域活動が進められるようになっていま
す。各市町村も、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」）及び生活支援体制整
備事業（以下、「整備事業」）により、こうした取組を支援していますが、課題も多く、具体的にどのよ
うに取り組んだらよいのかわからないといった声も多く聞かれます。また、活発な活動の萌芽がみられる一
⽅で、総合事業や整備事業が地域活動の後押しになっていないという指摘もあります。
本提⾔書では、助け合いを地域に広めるための総合事業・整備事業の活⽤・運⽤のあり⽅に関し、
具体的な改善提案を⾏っています。地域づくりの主役は、いうまでもなく地域住⺠ですが、本提⾔書は
制度を活⽤する「市町村」、制度を設計している「国」、市町村に対し支援を⾏う「都道府県」を主な
対象としています。
なお、本提⾔書は、総合事業のＢ型を増やすことのみを目的とするものではありません。Ｂ型を含む
助け合いの拡大に向けて、総合事業・整備事業を効果的に活⽤・運⽤するための提⾔です。
【本提⾔書の対象】

－

地域づくりの主役

地域住⺠

－

・地域づくりの重要性を知らない
・地域づくりに参加するきっかけがない
・総合事業・整備事業の存在を知らない

－

地域を支援する仕組み

／等

－

総合事業・整備事業 等
・協議体が形骸化している
・生活支援コーディネーターが孤立してしまっている
・総合事業の支援が十分活用されていない ／等

市町村が、総合事業・整備事業
を効果的に活⽤できていないの
ではないか？
－

地域を支援する制度を活⽤する主体

市町村

⇒「２．市町村への提言」

－

本提言書の対象

・総合事業・整備事業の実施自体が目的化してしまっている
・生活支援コーディネーター・協議体をどう運営して良いのか分からない
・地域の実情をふまえたサービス類型の設計ができていない ／等

－

⇒「３．国・都道府県への提言」

地域を支援する制度を設計する主体・
市町村を支援する主体 －

国・都道府県

・制度設計の趣旨が、市町村に十分伝わっていない
・市町村が地域づくりを進めるための支援が十分でない
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総合事業・整備事業が効果的に
活⽤されるよう、国・都道府県
から市町村に対し支援が必要で
はないか？

／等

＊本提言書における「助け合い」と「B 型」の定義
本提言書において、「助け合い」とは、住民が行うサロンや見守り活動、訪問による家事
援助、おかずのおすそわけ、ゴミ出し支援、居場所づくりなど、住民が互いに行う生活支援
の活動、共に運営・参加する通いの場などを指す。
このうち、総合事業のガイドラインで示されている典型例としては、通所型サービス B、
訪問型サービス B、訪問型サービス B と通所型サービス B の一体的な提供（その他の生活
支援サービス）、配食・見守り（その他の生活支援サービス）、訪問型サービス D、一般介護
予防事業の通いの場があるが、本提言書における「B 型」とは、
「訪問型サービス B」と「通
所型サービス B」の総称である。
なお、B 型の活用・運用のあり方に関する基本的な考えは、訪問型サービス B と通所型サ
ービス B の一体的な提供（その他の生活支援サービス）のほか、助け合いによる配食・見守
り（その他の生活支援サービス）、助け合いによる訪問型サービス D にも共通するものであ
る。

【本提⾔書における「助け合い」と「Ｂ型」の定義】

本提言書における【助け合い】

住⺠が⾏う⽣活⽀援の活動や通いの場など

サ
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本提言書に
おける【B型】
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ス
D

総合事業のガイドラインで⽰されている典型例
※「配食」とは、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食などを指す。
※「見守り」とは、定期的な安否確認及び緊急時の対応を指す。
※配食・見守り（その他の生活支援サービス）や訪問型サービスＤは、ガイドライン上、住民主体以外が実施する場合も想
定されているため、【助け合い】に該当しないものもある（介護事業所が行う訪問型サービスＤなど）。
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１．助け合いを広めるための原則
住⺠主体の助け合いを地域に広げていくための原則を、以下に整理しました。これらは先⾏して地
域づくりを進めている市町村に共通する特徴でもあります。総合事業・整備事業を活⽤して助け合い
を推進していく上で基本となる考え⽅として、参考にしてください。
【原則１】「なぜ助け合いが必要か？」に対する住⺠の理解・共感が地域づくりの素地となる
助け合いを広める基盤となるのが、助け合いの必要性に対する住⺠の理解と共感である。介護保
険サービスをはじめとする公的なサービスがあれば⼗分であり、助け合いは必要ないと考えている住⺠
や、総合事業や整備事業を、これまで専門職などが担ってきたサービスを住⺠に代替させるための制
度と誤解している⾏政や住⺠がいる状況では、助け合い活動は生まれてこない。
「助け合い」の役割や「サービス」との異同、総合事業・整備事業の本来の趣旨などについて、まず
⾏政⾃⾝が理解した上で住⺠の理解を促すとともに、生活の中の困り事や助け合いの必要性に対す
る住⺠同⼠の共感を育てていくことが求められる。また、助け合いを紡いでいくことは、活動者本人だけ
でなく将来世代に向けた意味も持つことを共有するのも重要である。
【助け合いに対する住民理解を促す上で重要なポイント】
○助け合いにより、なじみの関係や地域とのつながりを維持することが、その人らしい
生活の継続につながる。
○助け合いの特徴は「お互いさま」の精神であり、誰かの助けを受けるようになっても、
自分でできることはやろうと何らかの役割を果たすことで自立につながり、また社会
参加が継続されることで結果的に介護予防になる。
○助け合いの主役は住民であるが、その基盤となる住民同士のつながりづくりや、その
人にあった社会参加をコーディネートするための体制づくりは市町村の役割でもあ
る。
○ちょっとした支援や柔軟な支援が可能な「助け合い」と、標準化されている「サービ
ス」では、基本的に役割が異なり、どちらも必要である。総合事業における住民主体
の活動、整備事業は、「助け合い」を再生して選択肢を増やし、よりその人にあった
支援を提供するものである。

【原則２】地域づくりの参加の間口は、広く構える
従来、地域への働きかけは、市町村から⾃治会や⺠生委員、地区社協、⽼人クラブなどに対して
⾏われてきたほか、ボランティアセンターや NPO センターの仕組みもつくられてきた。しかし、地域に関心
を持っていても、団体に属していないために地域に関わるきっかけがない人や、市町村が把握していな
いところで活動している住⺠もいる。市町村は、広く住⺠に働きかける動きが活発になるような環境づく
りを積極的に進めていく必要がある。生活支援コーディネーターや協議体も、環境づくりの必要性を受
けて、制度として新たに設けられたものである。また、地域に関心を持たない人には、住⺠が集うカフェ
やコンビニ、街の商店などを通じて情報発信する⽅法や、地域⾷堂など「理屈抜きで参加したくなる場」
をつくることで、参加を通じて地域課題を知ってもらう⽅法も効果的である。
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重要なのは、市町村は住⺠に任せきりにせずに住⺠とともに考え、市町村にしかできない役割を果
たしていくことである。また、地域の一員である社会福祉法人や医療法人の専門職も、「地域における
その人らしい生活の継続」という理念を持ち、協議体などに参加して地域課題やニーズを共有し、住
⺠活動を側面的に支援していくことで、活動に広がりを持たせることができる。
【原則３】市町村から、助け合いを依頼しない
住⺠との地域課題の共有、地域づくりに参加するきっかけづくりは、市町村の重要な役割であるが、
「目指す地域像」や「助け合いとして何に取り組むか」については、あくまで住⺠⾃⾝が決めるのが原則
である。市町村の依頼から始まった住⺠活動は⻑続きせず、⾃⽴した活動に発展する可能性も低く
なる傾向にある。Ｂ型についても、市町村の考えのみで設計すると、住⺠の⾃発性から生まれる活動
を適切に支援することができない。また、Ｂ型をつくること⾃体を目的化してしまうと、地域の中で助け
合いの考えが成熟しないまま、「契約関係に基づくサービス」のようなＢ型（担い⼿と利⽤者という関
係が固定しがちで、交流・助け合いの気持ちが生まれにくい等）が生まれることになりかねない。Ｂ型
は、介護保険サービスの「受け皿」ではなく、地域課題に取り組みたいという住⺠を「支援するツール」の
一つとして捉え、住⺠の意向を尊重して支援する必要がある。
【原則４】助け合いの多様性・柔軟性を阻害しない
助け合いには、ご近所・友人による声かけや⾒守りから、ボランティア団体による家事支援・外出支
援まで多様な活動がある。助け合いは、「住⺠ニーズ」と「担い⼿の意向」が重なるところに生まれ、小
規模で多様な活動が重なっていくことで、地域課題が解決されていくとイメージするのが良い。助け合い
の多様性・柔軟性を尊重するには、市町村が介護保険などの「サービスづくり」で取り組んできた「活動
内容の標準化」や「活動全体やその利⽤者の制限」はなじまない。画一的な枠組みで支援することで、
助け合いの良さを阻害することのないよう留意する必要がある。
【原則５】各団体の活動のステージを意識する
助け合い活動には、⽴上期、維持期、発展期など様々なステージがあり、ステージによって団体が
必要とする支援は異なる。また、活動の状況に応じて必要な支援を市町村から提供するだけでなく、
団体同⼠で活動ノウハウを共有できるよう促していくことも重要である。活動の発展には、住⺠リーダー
が必要不可⽋であるため、核となる人材を⾒出し、育成・支援を図っていくことも期待される。地域づく
りの取組に関して市町村が事業の評価をする上でも、各団体が異なるステージにあることや活動の発
展に相当の時間がかかることを踏まえ、一律の事業評価や短期間の事業評価をしないように留意す
る必要がある。
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２．助け合いを広めるための市町村への提言
（１）市町村に求められる発想の転換
助け合いは、これまで市町村が取り組んできた介護保険などの「サービス整備」とは異なり、「住⺠主
体」で⾏われるものです。総合事業・整備事業の制度は、こうした考えに基づき設計されているものの、
これをうまく理解・活⽤できず、苦労している市町村も多くみられます。ここでは、制度を有効に活⽤し
て助け合いを推進するために、市町村に、どのような発想の転換が必要なのか考えてみましょう。
助け合いは、住民主体で行われるという原点を再確認

助け合いは、住⺠主体で⾏われるという原点を再確認
国のガイドラインでは、各サービス類型の実施⽅法として「直接実施」「委託」「事業者指定」「補助」
が示されており、Ｂ型・一般介護予防事業の通いの場は、「補助」が想定されている。これは、助け合
いの活動は、実施主体が「市町村」ではなく「住⺠」だからである。
「委託」や「事業者指定」と「補助」では、実施主体が異なるという根本的な考え⽅の違いがある。
例えば、介護保険サービスは、保険者である市町村が、⺠間事業者のサービスを購⼊しているという
意味で、市町村が「実施主体」である。したがって、誰に、何を、どのように、どの程度、提供するかは、
市町村の判断基準に基づいて決められる。総合事業における従前相当・A 型・C 型も、こうした従来
の介護保険サービスと同様の考え⽅に⽴ち、市町村の責任で設計するため、「直接実施」「委託」「事
業者指定」による実施とされている。
【助け合いは「住⺠」のもの。市町村が実施主体の B 型は本来のあり⽅ではない】

委託・指定

サービス提供

利用者

事業者 団体

･

自治体

（委託・事業者指定）

従前相当・Ａ型・Ｃ型

実施主体

･

･
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サービス提供
参加

住⺠

自治体

住⺠団体 グループ

Ｂ型 一般介護予防事業
の通いの場（補助）

側面的支援

実施(活動)主体

他⽅、B 型や一般介護予防事業（通いの場）では、実施主体はあくまで「住⺠」であり（住⺠主
体）、そのことが意味するのは、誰に、何を、どのように、どの程度、助けるかは、住⺠の意思決定の
下にあるということである。そのため、市町村の役割は、サービス提供者となることではなく、住⺠団体へ
の側面的支援であり、例えば、資⾦面の⾃⽴が難しい団体の活動費⽤の一部に対する「補助」・「助
成」である。
こうした従来のサービスと助け合いの違いを踏まえると、「サービス B 事業実施要綱」といった要綱が
作成されるのは趣旨にあわず、「補助⾦交付要綱」が作成されるのが本来のあり⽅であるといえる。た
だし、補助⾦交付要綱が作成されたとしても、補助の条件が詳細に定められ、市町村がサービス内容
を細かく設計するような要綱では、「住⺠主体」にならない。重要なのは、「補助」か「委託」か、といった
実施⽅法の選択ではなく、活動内容に関する意思決定が住⺠の主体性に委ねられている状況が
担保されているかということである。市町村が、住⺠の活動ぶりなどをみて、経過措置的に「委託」する
ことはあり得るが、その場合も活動が可能な限り主体的に⾏われるよう配慮しなければならない。
そこで、住⺠主体という基本原則に⽴つ多様で柔軟な助け合いを推進していくため、特に以下のポ
イントについて、各地域の要綱を確認することが重要である。
市町村の要綱が「住民主体」になっているか確認するための３つのチェックポイント

我が市町村の要綱が、「住⺠主体」になっているか
確認するための３つのチェックポイント

B 型・一般介護予防事業（通いの場）の要綱は（に）、
１．「必要最小限の要綱」になっているか？ ⇒７ページ
２．柔軟に追加・変更できるようになっているか？ ⇒８ページ
３．「協議体」は、しっかり関わっているか？ ⇒９ページ
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【チェックポイント１】B 型の要綱は、

「必要最小限の要綱」になっているか？
【チェックポイント１】
「必要最小限の要綱」になっているか？

活動内容を細かく規定する要綱は
官製サービスを住⺠に請け負わせる発想であり、住⺠主体を阻害する

助け合いの実施主体が「住⺠」であることを前提とすれば、活動の対象者や利用料（謝礼）、提
供時間、利用条件などは、市町村ではなく、それぞれの住⺠団体が決めるのが原則である。Ｂ型・
一般介護予防事業（通いの場）を「補助⾦交付要綱」で定めていても、補助対象の活動内容を細
かく設定してしまえば、「住⺠団体は⾏政の下請け」と取られかねず、また住⺠主体ならではの柔軟な
活動は期待できなくなる。
要綱上の縛りが強ければ強いほど、それは公的サービスとしての性格が強く、従来の介護保険サービ
スと変わらないものになる。介護保険などの公的サービスでは、サービスの対価を⾏政が支払うため、サ
ービス内容は標準化されており、料⾦・報酬が設定されている。一⽅、助け合いでは、住⺠の創意⼯
夫により柔軟な支援が⾏われ、謝礼⾦や利⽤料は支援の対価としてではなく、「お互いさま」の関係を
維持するためにやりとりされるものである。このように考えると、要綱で市町村が定めるものは限定的で
あり、⾃ずと「ミニマム」（必要最小限）のものになる。
チェックポイント２では、画一的な支援にしないための要綱のあり⽅を提案する。
【要綱上の縛りが強ければ強いほど、住⺠の主体性は制限される】

より標準化
工夫の余地なし
下請け的感覚
間口が狭い

⽀援の内容

多様で柔軟

住⺠の⼯夫

創意工夫が生きる

自発性の観点

住民の発意

住⺠の参加

間口が広い

要綱上の
縛り強い

要綱上の
縛り弱い

⇒このチェックポイントが気になった市町村は、10 ページの

「住⺠ならではの多様性・柔軟性を尊重した市町村の関わり方は？」
をチェック
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【チェックポイント２】B 型の要綱は、

柔軟に追加・変更できるようになっているか？
【チェックポイント２】柔軟に追加・変更できるようになっているか？

既存団体を念頭においた要綱は
新規の団体の育成を阻害することも
一部の地域では、既存団体が⻑年にわたって活動を蓄積している場合もある。市町村が補助⾦交
付要綱を作成する際は、そうしたベテラン団体と市町村が話し合いを重ねることで支援内容が決まって
いくことも考えられる。ただし、こうした特定のベテラン団体への支援をあまりに強く意識すると、補助要
件が厳しくなり、新規のグループや団体にとっての参入障壁となってしまうことも考えられる。
ベテラン団体も新規の団体も含め、幅広く支援していくためには、補助⾦交付要綱を柔軟に加除で
きるような発想が必要である。基本となる要綱をまずは作成し、補助対象のプログラムを柔軟に追加で
きるような形式をとることが望ましいだろう（例えば、下図の短冊⽅式）。
通いの場などについても、週１回程度のサロンを想定した補助プログラムとは別に、常設の通いの場
を補助するプログラムを持つなど、ひとつの市町村で複数の補助プログラムが柔軟に追加できることは、
地域住⺠の多様なアイデアや活動を支援していく上で重要である。この時に必要なのは、地域の声を
聞きながら補助プログラムを検討していくことである。そこで効果的な⽅法が、チェックポイント３で提案
する「協議体」の補助⾦交付への関わりである。
【複数の補助⾦交付要綱を作成するのが得策】

介護予防・日常⽣活⽀援総合事業実施要綱
（全体を規定する要綱）

サービス事業
実施要綱
従前相当
サービス
実施要綱
※総合事業
実施要綱
に含める
場合も

A型
サービス
実施要綱

補助⾦交付要綱

通所Ｃ

訪問Ｃ

サービス
実施要綱

サービス ・・・
実施要綱

(機能訓練)

（共通基本部分）

○○○○

訪問Ｄ

訪問Ｂ通所Ｂ
一体型

訪問Ｂ②

訪問Ｂ①

通 所Ｂ

一般介護予防事業
の通いの場

交付要綱の基本的な事
項のみ定め、個別には事
後的に加除可能な形。
既存活動にあわせた⽀
援枠組みを設定しつつ、
将来的な広がりを期待。

【新規活動の募集】
住⺠提案型
補助⾦交付要綱

【既存活動の支援】
短冊方式の
補助⾦交付要綱

（口腔）

住⺠グループの活動内容に
ついては、提案に委ねており、
提案内容を協議体等で審
議した上で、補助を決定す
る。規定は最低限。
補助プログラムとして定着し
たものは、適宜、短冊方式
に追加していく。

⽣活⽀援体制整備事業実施要綱

（もしくは、協議体設置要綱＋⽣活⽀援コーディネーター配置要綱）

※各要綱のサンプルを P２１以降に添付していますので、各市町村の要綱を作成する際の参考にしてください。
○補助金交付要綱【既存活動の支援】（短冊方式）：サンプル要綱①
○補助金交付要綱【新規活動の募集】（住民提案型）：サンプル要綱②
○生活支援体制整備事業実施要綱：サンプル要綱③

⇒このチェックポイントが気になった市町村は、12 ページの

「既存活動を支援しつつ、新規活動を募集するためには？」
をチェック
8
8

【チェックポイント３】B 型の要綱に、

「協議体」は、しっかり関わっているか？
【チェックポイント３】
「協議体」は、しっかり関わっているか？

どういう団体を支援するかは、地域住⺠のニーズを⼤切に。
協議体による地域自治を目指す
整備事業では、住⺠主体の取組の活性化を目的として、住⺠参加による「協議体」が地域づくりの
中核となっている。助け合いが住⺠主体の取組である以上、協議体が、各活動への支援の中心とな
るのは⾃然なことであり、大きな流れとしては、Ｂ型などの補助⾦の交付決定において協議体の役割
を拡⼤していく⽅向で検討が進められるべきであろう。
【補助⾦交付決定をより地域の実態に即したものにするために協議体を活⽤する】
地域自治組織型

補助⾦交付

自治体直接⽀援型

協議体

自治体

交付申請

補助交付に関して審議

住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ

自治体

住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ

アドバイザリ型

住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ

自治体

諮 問
意⾒答申

協議体

住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ
住⺠団体・グループ

現状、多くの市町村では、「⾃治体直接支援型」の形態をとっており、住⺠団体への補助⾦交付に
協議体は関わっていない場合が多いと考えられる。今後、協議体が地域に定着し、住⺠団体の活動
実態や地域に不⾜している活動を把握できるようになれば、市町村の補助⾦交付に積極的に意⾒を
伝えていく「アドバイザリ型」をとることが考えられる。また、協議体の構成や運営上、公平中⽴な判断
ができる場として、協議体が地域からの提案等を受け付け、その内容を審議し、市町村に補助⾦の交
付申請を⾏う「地域⾃治組織型」をとることも考えられる。「まちづくり協議会」等を協議体と位置付け、
交付⾦の一つとして B 型の補助を⾏う場合などは、これに該当する。「アドバイザリ型」から段階を経て
「地域⾃治組織型」を目指すやり⽅もあるだろう。但し、「アドバイザリ型」や「地域⾃治組織型」では、
協議体において一部の住⺠団体の影響が強くなり、公平性が懸念されるような事態が生じないよう、
その構成や運営を適切に⾏える仕組みにしておくことが重要である。
⇒このチェックポイントが気になった市町村は、16 ページの

「アドバイザリ型を実現するには、協議体がどうなればよいか？」
をチェック
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（２）市町村に対する制度の活⽤のあり⽅に関する提⾔
前述のチェックポイントを理解できても、「そうは⾔っても、具体的にどのように取り組めば良いか分から
ない」という思いを持つ市町村もあるでしょう。ここで重要なのは、多様な「助け合い」を緩やかに支援す
るための具体的な⽅法を考えること（10 ページ）、支援策を画一的に考えず活動のステージ等を意
識して目的別に設計すること（12 ページ）、そして協議体が地域の声を集約できるよう育てていくこと
（16 ページ）です。チェックポイントで気になった項目を中心に、参考にしてください。
住民ならではの多様性・柔軟性を尊重した市町村の関わり方は？

住⺠ならではの多様性・柔軟性を尊重した市町村の関わり方は？
■要支援者等以外がいてもＢ型で、高齢者以外がいても一般介護予防事業で、補助できる
住⺠の助け合い活動の多くは、対象を特定のグループに限定せず、高齢者、子育て世帯、障がい
者、認知症の人など、地域の中の「困っている人」を広く対象として、展開されている。ところが、Ｂ型は
要支援者・基本チェックリスト該当者を対象とした事業という考えがあるため、共生型の活動をＢ型の
枠組みを活⽤して支援することを躊躇する市町村や、Ｂ型として補助することで活動の対象者を限定
してしまう市町村は少なくない。
しかし、先般改訂された国のガイドライン1によれば、対象者の半数以上が要支援者・基本チェックリ
スト該当者であれば運営費全体の補助が可能、半数を下回る場合でも按分等、市町村が合理的と
考える⽅法により補助が可能と示された。また、一般介護予防事業の枠の中で補助を⾏う場合であっ
ても、高齢者数の割合によって同様の運⽤が可能であり、高齢者の社会参加が前提となれば、「子ど
も⾷堂」や「配⾷サービス」への交付⾦の活⽤も可能である。特に、活動が定着するまでは、活動者・
利⽤者の構成が変動しやすいため、補助が途切れてしまうことがないよう要綱のつくりを⼯夫しておく必
要がある。
■Ｂ型の要綱で定める補助の要件が、活動の妨げにならないよう留意する
要綱の中で補助の要件を定める際は、それによって団体に活動の内容や回数などを変更させること
がないよう留意する必要がある。活動内容については、補助の対象となる内容を定めればよく、団体が
それ以外の活動を追加して実施している場合に、そのことを理由に補助対象から除外されることがあっ
てはならない。
活動の回数についても、例えば、要綱の中で「週２回」と定めた場合に、毎日活動している団体が
要件を満たすために活動回数を減らすことがないように留意する必要がある。
助け合いの良さは多様性であり、それを阻害しないためには、団体の活動内容のすべてを要件とし
て定めることがないよう留意する必要がある。

厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について［平成 29
年 6 月 28 日（老発 0628 第 9 号）］

1
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■生活支援コーディネーターが、「住⺠ニーズ」と「担い⼿の意向」を把握できるようバックアップする
助け合いが多様なのは、「住⺠ニーズ」と「担い⼿の意向」が重なるところに活動が生まれるからであ
る。そして、これらの情報を収集して助け合いを生み出す核となるのが、第２層生活支援コーディネー
ターである。情報を集めるための取組としては、地域への訪問や活動者への相談支援などが期待され
るが、着任してすぐに取り組むにはハードルが高い。
そのため、市町村からのバックアップとして、地域訪問への同⾏、住⺠勉強会の開催などが期待され
る。このほか、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等のデータを提供すれば、生活支援コーディネー
ターは地域訪問に活⽤することができる。
また、生活支援コーディネーターが、⾃⽴支援に必要な地域資源を把握するには、地域包括支援
センター等が⾏う地域ケア会議に出席するのが効果的である。ケースにあった地域資源があれば会議
の場で紹介することができ、既存資源では対応できないケースが出てくれば、不⾜している資源の把握
につながる。さらに、地域包括支援センターやその他の子育てや障がい者などの相談機関とともに、相
談内容やケアプランを分析すれば、より網羅的にニーズを把握することができる。
【生活支援コーディネーターの活動が定着するまでの市町村のバックアップ】

住⺠のニーズ

情報
収集

情報
収集

担い手の意向

生活支援コーディネーター

市町村によるバックアップ
・地域訪問への同⾏
・住⺠勉強会の開催
・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の情報提供
・地域ケア会議への出席要請 ／等

■住⺠ニーズの把握と担い⼿の確保を同時に⾏う「住⺠ワークショップ」をやってみる
住⺠のニーズをきめ細かく把握するとともに、ご近所の助け合いを含めた担い⼿を幅広く発掘する⽅
法が、町内会レベルで⾏う「住⺠ワークショップ」である。通常、住⺠ニーズの把握と担い⼿の確保は、
住⺠アンケートとボランティア養成研修といった形で別の事業で取り組んでいる市町村が多いが、住⺠
ワークショップはこれらを同時に⾏うことができる。アンケートとは異なり、複数人が集まって発⾔すること
で本音を引き出しやすく、また、目の前に困っている人がいることで担い⼿が生まれやすい側面もある。
さらに、組織化されていなくても、⾃然な助け合いが地域の中にあれば、これに働きかけることもできる。
第２層の生活支援コーディネーター、協議体をこれから選任、設置するのであれば、住⺠ワークショ
ップを重ねていく中で、助け合いへの関心が強い人から協議体メンバーを選出し、その中でリードできる
人を生活支援コーディネーターにしていく⽅法も考えられる。生活支援コーディネーター、協議体を選任、
設置した時、また、活動が⾏き詰まった時も、住⺠ワークショップを開催することで、取り組むべき課題が
⾒えてくる。
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■助け合いを活用するには、「その人らしい生活」の観点からケアマネジメントを⾒直す
高齢者は、心⾝の衰えとともに、地域や家庭での役割が小さくなったり、人との交流が少なくなりがち
で、これが生活への意欲を低下させることがある。生きがいを持ち続けるには、何らかの役割を果たした
り人とのつながりを維持することが重要で、助け合いはまさにその役割を果たしている。しかし現状では、
助け合いの資源があってもケアマネジメントに⼗分活⽤されていない場合がある。「生きがい」や「その人
らしい生活」の観点からアセスメントが⾏われているか⾒直していく必要がある。
また、ケアマネジャーが助け合いを活⽤するためには、助け合いの参加者や活動の様子など詳しい情
報も必要である。さらに、助け合いで⾏っている以上、利⽤者ニーズだけでなく活動者の意向も踏まえ
ることが前提となる。市町村や地域包括支援センターの主任ケアマネジャーは、ケアマネジャーに対し、
助け合いの資源に関する情報を提供したり、活動者との交流機会を設けたり、生活支援コーディネー
ターに相談できるルートを確保しておくことが求められる。
■助け合い活動と専門職サービスをつないで両者の利点を生かす
地域で活動している住⺠は、困り事を抱える住⺠を⾒つけることも多く、時に⺠生委員や市町村、
地域包括支援センター、その他の相談支援機関が気付かない課題を発⾒することもある。支援ニーズ
を持つ住⺠を⾒つけ、そのまま助け合いにつなげるのは、まさに住⺠主体の強みを生かしたアプローチで
ある。しかし、Ｂ型の補助を受けている団体のサービスは、基本チェックリストや介護予防ケアマネジメン
トを受けている人しか利⽤できないという誤解をしている市町村もある。基本チェックリストやケアマネジ
ャーのアセスメントを介さない支援も、市町村として尊重していくことが必要である。また、こうした支援の
中で、専門的な支援を必要とする人を介護保険などの専門職サービスにつなげられるよう、助け合い
の活動から、必要に応じて基本チェックリストや要介護認定につなぐルートを確保しておくことも重要で
ある。
既存活動を支援しつつ、新規活動を募集するためには？

既存活動を支援しつつ、新規活動を募集するためには？
■「短冊方式」要綱と「住⺠提案型」要綱の組み合わせで、既存活動支援と新規活動募集が可能に
既存の活動に合わせて要件を設定しつつ、新しいタイプの活動にも対応するためには、補助⾦交付
要綱を複数作成すれば良いが、補助⾦交付要綱を「短冊⽅式」で作成しておくことで、より柔軟に運
⽤できる。
「短冊⽅式」とは、申請や届出に関する条項を共通部分で定めた上で、別表にて、補助対象事業、
補助⾦額などを定める形式である。新しい活動の出現に合わせて別表を増やしていくことで多様な活
動を支援することができる（P21 のサンプル要綱①）。この際、総合事業の実施要綱の中で、「訪
問型サービスＢ」「通所型サービスＢ」と個別のサービス名が示されていると、短冊⽅式で別表の追加
が難しくなるため、「訪問型サービス」「通所型サービス」といった大枠の表記にしておくのが望ましい。
また、新しい活動の募集には「住⺠提案型」の要綱を作成する⽅法がある。これは、趣旨、補助対
象団体、補助⾦の種類、申請・報告の⼿続のみ定め、住⺠から広く提案を募集し、地域課題や地
域の⽅向性に合った活動を選定して補助するものである（P28 のサンプル要綱②）。活動の選定
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には、第２層の協議体や生活支援コーディネーターの意⾒を参考にすることで、より地域の実情に合っ
た活動を選定することができる。「住⺠提案型」で選定した活動が軌道に乗れば、それをもとに「短冊
⽅式」の別表を作成することで、同様の活動の創出を促していくことも可能である。
■助け合いに対する支援内容を、⽴上期・維持期・発展期のステージ別に考える
地域の中にある助け合い活動の中には、⽴ち上げたばかりのものもあれば、古くから活動しており地
域に定着しているもの、これまでの活動内容を発展させようとしているものもあり、それぞれに必要とする
支援は異なる。
【活動のステージに応じた支援メニューの設定が必要】
例）訪問型の助け合いの場合
例）訪問型の助け合いの場合
活動の
ステージ

⽴上期

団体が必要とする支援例

・場所・備品の確保
・担い⼿の募集
・担い手の募集
・助け合い活動を周知するための広報活動に対する支援
・助け合い活動を周知するための広報活動に対する⽀援 /等
※総合事業だけでなく、地⽅創生交付⾦、地域医療介護総合確保基⾦等の活⽤も可能
※総合事業だけでなく、地方創⽣交付⾦、地域医療介護総合確保基⾦等の活用も可能

維持期

・活動者と利⽤者のマッチングを⾏う第３層コーディネーター人件費の資⾦援助
・活動者と利用者のマッチングを⾏う第３層コーディネーター⼈件費の資⾦援助
・拠点の賃料の資⾦援助
・活動の中で起きる困り事に対する相談・対応⽀援 /等
・活動の中で起きる困り事に対する相談・対応支援

発展期

・新しく必要になる場所やスタッフのための資⾦援助
・活動の方向性に関する相談⽀援
・活動の⽅向性に関する相談支援
・担い手のスキルアップ⽀援
・担い⼿のスキルアップ支援
・活動内容の変化にともなう謝礼⾦や事業予算の⾒直しに対する支援
・活動内容の変化にともなう謝礼⾦や事業予算の⾒直しに対する⽀援 /等

活動のステージに分けて必要な支援を⾏うには、生活支援コーディネーター・協議体が、各団体の
状況を把握し、⾃治会、⺠生委員、地域包括支援センター、その他の相談支援機関、市町村などと
連携しながら相談支援に応じるほか、必要な支援を市町村に提⾔していくことも重要である。支援の
枠組みとしては、総合事業以外の制度もあるため、市町村は、支援メニューを整理して情報提供する
ほか、要綱の作成においても、⽴上期と維持期で分けて補助⾦の枠を設定することが重要である。
■各団体の活動状況に応じた費用援助の方法を考える
住⺠団体を支援する補助も様々な⽅法が考えられ、活動の規模や内容、地域の中で期待される
役割などに応じて、選択していくことが重要である。例えば、１か所あたりの単価による助成は、緩やか
な要件で費⽤援助できるため、小規模の通いの場を地域に多く展開する場合に効果的で、団体の書
類作成などの事務負担を軽減できると考えられる。
また、講師招聘や体操実施、家賃などの費⽤について、活動内容に応じて積極的に支援すること
を示せば、活動内容を発展させ、地域の多様なニーズへ対応していくための後押しになる。
いずれにせよ、団体として安定的な運営を目指すには、⾃主努⼒で寄付⾦を集めた上で不⾜する
分について補助を受けることが望ましい。そのため、市町村は、少なくとも補助額が赤字の額を超えな
いよう留意すべきである。
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■一般介護予防事業の通いの場と通所型サービスＢを地続きで考えてみる
通所型サービスＢは、住⺠主体で要支援者・基本チェックリスト該当者を支援する通いの場を補助
するもので、市町村にとってはハードルが高く感じられるかもしれない。しかし、多くの地域には、すでに多
様な通いの場があるのも事実で、まずは既存の通いの場が持っている機能を把握することが重要であ
る。
最も多いのはサロンなど住⺠同⼠のつながりづくりを目的とした「居場所」である。これに体操など介
護予防の要素を加えたものが、「一般介護予防事業」の通いの場である。さらに、この中で要支援者・
基本チェックリスト該当者が参加している場合、「通所型サービスＢ」の補助対象となる。要支援者等
の参加がある場合、参加者の健康状態の確認やその人の状態に応じた接遇が求められるため、Ｂ型
ではコーディネートの担い⼿（第３層コーディネーター）の人件費が補助対象となっている。
住⺠主体による要支援者や基本チェックリスト該当者の支援が難しければ、一般介護予防事業な
どを活⽤して、介護予防効果のある通いの場を増やすことから着⼿することも⼗分ありうる。また、参加
者同⼠の関係が深まっていく中で、要支援になっても継続して参加できるようになってきた活動に対し
ては、Ｂ型の枠組みを⽤いて追加で補助できるようにしていくことで、住⺠活動の段階的な発展を支
援することができる。前述の短冊⽅式を活⽤するなら、別表で、一般介護予防事業の通いの場と通
所型サービスＢを並置することになる。一般介護予防事業とＢ型を異なる課が所管している市町村
もあるが、地続きの支援の枠組みとして捉え、連動的に運⽤していくことが重要である。
【助け合いの熟度に応じて補助枠を拡大すれば、段階的な発展の支援が可能】

要支援者・基本チェックリスト
該当者の参加あり

補助枠の拡大

一般介護予防事業の通いの場
介護予防の要素あり

サロンなどの居場所

助け合いの段階的な発展の⽀援

通所型サービスＢ

■担い⼿の育成支援メニューは、担い⼿の役割に応じて複数用意する
助け合いの担い⼿育成は、利⽤者に対する最低限のマナーの修得、利⽤者の安心を確保する点
で、重要な意味を持つ。通いの場での参加者の対応、生活支援の担い⼿であれば、接遇の研修や
現場体験、活動のリーダーに対してはマネジメントに関する研修も必要であろう。また、活動を⽴ち上
げる時には、先進地域の現場視察も非常に参考になる。
担い⼿の役割によって育成支援のあり⽅は異なるが、一部の市町村では、特定の内容に限定され
た研修の受講がＢ型の補助の要件に組み込まれているケースがあり、それが活動内容を固定化させ
たり、多様なタイプの活動が生まれることを阻害している可能性がある。市町村においては、複数の支
援メニューを提示し、住⺠が目的に応じて利⽤する形が望ましい。こうした研修や視察等に対し、整備
14
14

事業の予算を充てることも可能であり、積極的な活⽤が期待される。
また、複数の支援メニューを⽤意することは市町村にとっては負担が大きく、都道府県による支援が
期待される。
■活動の発展を促すには、核となる人材の確保、自⽴に向けた資⾦源の多様化が必要
助け合いの活動の継続・発展には、組織マネジメント、収支管理、教育などの団体機能が必要で
あり、⾃⽴した運営には、これを支える人材・資⾦が必要となる。第２層生活支援コーディネーターに
は、基本的な団体機能を理解した上で、不⾜している機能を補えるよう、人材・資⾦の確保に向けた
支援が求められる。
人材については、担い⼿を募集する広報⼿段の提供や、不⾜している機能を補える人材を地域か
ら発掘して紹介することが考えられる。また、市⺠協働や生涯学習の分野で、地域づくりの担い⼿育
成にすでに取り組んでいる市町村もあるだろう。他の部署が所管する事業も含めて市町村から生活支
援コーディネーターに情報提供を⾏い、活⽤を促していくことも重要である。資⾦確保に向けては、補
助・助成制度を紹介するだけでなく、会費の収集や寄付の募集、収益事業の実施など、資⾦源を多
様化するための取組を促していくことが⾃⽴した活動につながっていく。
市町村側で支援メニューを検討するだけでなく、団体同⼠のネットワークを活⽤して交流機会を設
け、ノウハウを共有してもらうことも効果的である。
【生活支援コーディネーターは、団体が必要な機能を備えられるよう支援する】
組織
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
収支
管理

広報

①人材確保に向けた支援

活動団体が持つべき
基本的な機能

教育

ﾆｰｽﾞ把握
・・・

・広報手段の提供
・養成した活動候補者の紹介
・担い手養成講座の紹介

②資⾦確保に向けた支援

生活支援コーディネーター

・補助・助成制度の紹介
・寄付集めの支援
・収益事業の実施に向けた支援
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アドバイザリ型を実現するには、協議体がどうなればよいか？
アドバイザリ型を実現するには、協議体がどうなればよいか？

■協議体が「話し合い」だけでなく「活動の創出」に動いていれば、アドバイザリ型は可能
地域の助け合いを推進する中核となるのが協議体である。そのため、協議体は「話し合い」をするだ
けでなく、各メンバーが地域に必要な「活動の創出」に動いている姿を目指すべきである。このためには、
①地域で活動しているキーパーソンが構成員になること、②定期的に集まるか各団体を訪問して、地
域の中の助け合いがどこまで広がっているか確認できていること、③確認した結果を各構成員の活動に
反映していることが必要となる。協議体がこのレベルに達していれば、アドバイザリ型の導⼊も可能と⾔
えるだろう。
■まずは「話し合い」の場として機能するよう、目的に応じたメンバー・圏域で柔軟に開催する
こうした協議体の機能は、住⺠が⾃ら地域⾃治を⾏う目的で、まちづくり協議会などの住⺠組織を
総合事業に移⾏する前から組織しており、協議体として位置付けた場合は、すぐにでも実現できるだ
ろう。そうした既存の組織がない市町村でも焦る必要はなく、まずは協議体を地域の話し合いの場とし
て機能させていくことが重要である。
例えば、開催の目的となる地域課題を明示し、それに応じたメンバーを集めるといった⽅法も考えら
れる。例えば、ゴミ出しの支援をご近所同⼠でできないかという課題設定であれば、⾃治会単位で集
まって調整すれば実践に結びつきやすい。一⽅、買い物支援となれば、スーパーマーケットの商圏の範
囲で活動するボランティア団体や NPO 法人を巻き込んで調整する必要があるだろう。仮に、第２層の
協議体が中学校区圏域となっていても、課題に応じてメンバーを柔軟に集め、地域の多様な話し合い
の場を仕掛けていくことが重要である。
目的は「話し合い」なので、会議という形にこだわる必要もない。勉強会や座談会といった垣根の低
い形から始めて、地縁団体以外も含め広く住⺠を集めることで、協議体の構成員を発掘していくことが
できる。
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●●助け合いを適切に支援すれば、住⺠団体の事務負担も必要最小限におさえられる●●

住⺠団体が補助⾦の交付を市町村から受ける場合、交付申請時、活動時、精算時におい
て書類作成が発生するが、この事務負担を敬遠して補助の活⽤を躊躇する団体も多い。しか
し、ここまで述べた、住⺠主体を阻害しない支援を心がけることで、事務負担を必要最小限にお
さえることもできる。
交付申請時は、その団体の活動が補助の要件に該当するかを確認することになるため、要件
が多ければ多いほど必要となる書類も多くなる。本来の考え⽅に⽴ち、要綱で定める事項を必要
最小限にすれば、事務⼿続の負担を軽減できると考えられる。また、補助⾦交付において、アド
バイザリ型や地域⾃治組織型を導⼊すれば、申請書類も必要最小限にとどめることができる。
活動時の⼿続きは、申請時の活動が継続されているか確認する意味を持つが、これについて
も第２層の協議体が機能していれば、生活支援コーディネーター・協議体による団体訪問・支援
などを通じて、確認することが可能である。
精算時の事務負担は、13 ページで示した通り、どのような補助⽅法をとるかで異なる。少額の
助成であれば書類は必要最小限にとどめることができる。赤字補填をする場合でも、書類の様式
を簡素化したり、書類作成のマニュアルを提示するなど、団体の負担を軽減するための運⽤上の
⼯夫が必要である。また、補助⾦の設定においても、１⽉あたりの利⽤者数と年間の利⽤者
数、どちらをベースにするかで書類作成の負担も変わってくるため、補助⾦や報告書類の提出期
限を検討する際は、事務⼿続の負荷も考慮して検討することが重要である。

以上の考え⽅を踏まえて、総合事業のＢ型の補助⾦交付要綱を作成できるよう、チェックリストを
以下の通り作成しました。該当する項目がある市町村については、「あるべき生活支援要綱」報告書
で具体的な要綱の定め⽅について解説していますので、参考にしてください。
Ｂ型の補助金交付要綱を作成する際のチェックリスト

【Ｂ型の補助⾦交付要綱を作成する際のチェックリスト】
□支援対象の団体を限定している
□特定の担い⼿研修の受講を要件としている
□要支援者・基本チェックリスト該当者以外の人が利⽤できない要件になっている
□活動内容や回数を制限している
□利⽤料の⾦額を規定している
□申請時、活動時、精算時の事務⼿続が、住⺠団体にとって煩雑となっている
□Ｂ型の要綱を、従前相当・Ａ型・Ｃ型と同じ形式で作成している
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３．助け合いを広めるための国・都道府県への提言
「２（２）市町村に対する制度の活⽤のあり⽅」を実現するためには、市町村の努⼒だけでなく、
国（地⽅厚生局を含む）・都道府県から市町村に対する支援も必要です。地域づくりは、住⺠との
協働や全庁的な取組など、これまでの⾏政アプローチを大きく転換することも求められるため、その後ろ
盾となる考え⽅や情報提供、広域での調整に対する支援が期待されます。
■「Ｂ型」と「従前相当、Ａ型、Ｃ型」の根本的な違いを明示する（国）
前述の通り、「指定事業者」「委託」と「補助」では、根本的に異なる考えでのサービス設計が求めら
れる。「指定事業者」や「委託」で実施されることの多い従前相当、Ａ型、Ｃ型と、「補助」で実施され
ることの多いＢ型では、こうした決定的な違いがあるにも関わらず、国のガイドラインでは並列で示され
ているために、市町村がこれらを同様の仕組みの中で運⽤する動きにつながっていると考えられる。
Ｂ型については、いわゆるサービス類型とは別の整理を⾏い、支援策の検討⽅法や要綱上の補助
要件、補助額の設定などについて、介護保険などの公的サービスとは異なる視点や枠組みから設計を
⾏う必要がある点について、国から⾃治体に対し明示する必要がある。
■生活支援コーディネーター・協議体の駆け込み選任、設置に対応する（国）
平成 30 年度中の第２層レベルまでの生活支援コーディネーター・協議体の選任、設置が必須とな
ったことで、市町村が、形式的な協議体の設置や、安易な兼務やあて職による生活支援コーディネー
ターの選定を⾏わないよう、⼗分に配慮する必要がある。
生活支援コーディネーター・協議体は、助け合いを生みだす中核となる存在である。そのため、協議
体については、勉強会や座談会など地域の話し合いの場づくりに重きをおき、固定した会議体の設置
にこだわらない条件にすることが重要である。
第２層の生活支援コーディネーターも、取組を進めていく上で適任者が浮かび上がってくる可能性
が高いため、設置後も柔軟に変更することを可能にするなど、時間をかけて人選できるよう、運⽤上の
⼯夫が求められる。
整備事業では、生活支援コーディネーターに期待される業務や役割を踏まえて、専門職の平均給
与に基づいた補助の上限額2が設定されているが、このことは市町村に⼗分に認識されていない。報酬
額が低いために兼務となり、⼗分なパフォーマンスを発揮できないといったことが起きないよう、市町村に
対し丁寧に情報提供していくことが求められる。

標準額として、第１層 800 万円、第２層 400 万円に日常生活圏域数を乗じた額が示されている。なお、
必要に応じて標準額を超えることも可能。

2
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■生活支援コーディネーターの育成・ネットワークづくりを支援する（国・都道府県）
生活支援コーディネーターの中央研修では、生活支援ニーズや地域資源の把握、サービス開発の
⽅法などについては伝達されているが、助け合いにより介護予防を推進したり、住⺠活動の継続・発
展を支援していくためには、高齢者の介護予防や活動団体が持つべき機能などに関する知識も必要
である。また、地域づくりの進捗状況に応じて、生活支援コーディネーターに求められる役割も異なる。
多様なメニューを⽤意する必要のある生活支援コーディネーターの育成を市町村のみで⾏うには負
担が大きいため、都道府県で研修カリキュラムを準備することが望ましい。複数の都道府県で⾏われて
いるように、アドバイザーを派遣*するのも有効だろう。また、市町村の規模が小さいほど、生活支援コ
ーディネーターの配置人数は少なくなり、孤⽴しやすい。生活支援コーディネーターが定期的に意⾒交
換できる場を設置し、ネットワークを構築していくことも都道府県に期待される役割である。
こうした市町村支援を都道府県が実施できるよう、都道府県に対しノウハウの提供や仕組みづくり
を⾏うのは、国の重要な役割であると⾔える。
＊都道府県によるアドバイザー派遣事業
○市町村及び生活支援コーディネーター・協議体を対象に、アドバイザーを派遣するこ
とで、生活支援サービスの創出を支援するもの。
○アドバイザーは、地域が目指す目標像の明確化と地域の関係者との共有、生活支援コ
ーディネーターの配置に関する助言、生活支援コーディネーターの活動の方向付け、
生活支援コーディネーターの周知・啓発に関する助言等を行っている。
○現在、複数の都道府県において、地域活動を支援する法人などが協力する形で実施さ
れている。

■地域通貨やポイント制など、助け合いを地域に広めるインフラ整備を促す（国・都道府県）
助け合いの創出に向けた取組は、個別のグループや団体への支援になりがちだが、地域全体へ面
的に広げるための⽅法として、「地域通貨」や「ボランティアポイント」などのインフラを活⽤するのも効果
的である。市町村の既存事業も含めて対象にしていくことで、地域の多様な資源の活⽤につながるとと
もに、対象となる活動が増えれば増えるほど、対象外のサービスにはないアドバンテージを持つことになる。
こうした地域活動のインフラと総合事業・整備事業を組み合わせて展開していくよう国から促していくこ
とや、都道府県でインフラを整備し市町村に活⽤を促していくことも重要である。
■有償ボランティアの謝礼⾦に対する考え方を整理する（国）
有償ボランティアについては、労働の対償と謝礼⾦との区別について、統一的な考えがないために、
取り組みにくいと感じる市町村もある。総合事業のガイドライン Q&A として、以下の通り、労働基準法
第９条の労働者に該当するかに関する判断基準は示されているが、謝礼⾦と給与の区別に関する
明確な基準は示されていない。したがって、有償ボランティアに対するニーズの高まりや助け合いの重要
性を踏まえ、国として謝礼⾦に対する考え⽅を実務的に整理することが必要である。
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厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのＱ＆Ａ（平成２７年２月４日版）より
問１ 有償ボランティアは、労働基準法第 9 条の労働者に該当する場合があるのか。
（答）
１ 総合事業においては有償ボランティアの方々の活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的には
「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等があ
げられる。その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる支援に対し、交通費などの実費や謝金の支
払いを受けるものである。
２ その中で、有償ボランティアと称していても、個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、使用従属関
係下にあると認められる場合には、労働基準法第 9 条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低
賃金法の適用対象となる。
３ 労働基準法第 9 条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総合的に勘案して
判断することになる。
・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか（注１）
（注１）活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか
・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか
・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があ
るか
・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか（実活動時間に応じた手当を支給する場合において
は、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合があるか）
・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか（注２）
（注２） 「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で
活動しなければならないということではなく、一般の労働者と同じ部屋の中で活動する場合であっても、
対象者がボランティアであることが分かるよう区別されていることが考えられる。（ボランティアと表記され
た名札を付ける等）

■市町村の全庁的な取組が促進されるような働きかけを⾏う（国）
通いの場や居場所については、総合事業だけでなく、市⺠協働や地域福祉分野も含め、他分野
の事業による補助が⾏われている場合もある。すでに補助が⾏われている活動をあえて総合事業に切
り替える必要はなく、また、総合事業以外の枠組みを活⽤する⽅が支援しやすい活動もあると考えら
れる。助け合いの推進に向けて活⽤できる制度を横断的に整理して提示し、市町村による全庁的な
支援体制の構築を促すことが重要である。また、各制度が重複する部分については、国においても連
携・協働する体制を構築するべきである。
■広域連合と構成市町村の調整を積極的に担う（都道府県）
一部では、広域連合が総合事業を実施しているケースがあるが、助け合いの推進には、小地域を
単位とした既存の活動状況や住⺠ニーズの把握が求められるため、広域連合が取り組むには限界が
あると⾔える。広域連合による取組が、住⺠の意向や既存の活動を阻害することがないよう、都道府
県が構成市町村に対し地域づくりへの積極的な関わりを求めることや、広域連合と構成市町村の調
整を担うことが期待される。
■市町村の参考事例について、情報提供を⾏う（国・都道府県）
市町村の中には、総合事業・整備事業の枠組みをうまく活⽤し、共生型の活動を支援したり、住
⺠の助け合いを地域に広く展開している事例もある。総合事業・整備事業は、元々住⺠の⾃発性を
尊重して支援できるよう配慮して設計されたにも関わらず、多くの市町村には制度の趣旨が伝わってい
ないために、市町村が要綱を作成する中で、活動に制限をかけてしまっている。現状の制度を最大限
に活⽤している事例やそのポイントについて、国・都道府県から更に情報提供していくことが求められる。
また、市町村同⼠が直接、情報交換できる場を、都道府県が設定することも効果的である。
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（交付条件）
第４条 規則の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を中⽌し、⼜は廃⽌しようとする場合は、速やかに市⻑に届け出なけ
ればならない。
(2) 補助事業が予定の期間に完了する⾒込みのない場合若しくは完了しない場
合⼜は補助事業の遂⾏が困難となった場合は、速やかに市⻑に届け出るとと
もに、その指示を受けなければならない。
(3) 規則及びこの要綱の定めに従うこと。

（交付申請書の様式等）
第３条 規則に規定する交付申請書の様式、提出期限並びに交付申請書に添付
を要する書類は、別表に定めるとおりとする。

（補助⾦の種類等）
第２条 補助⾦の種類、補助の目的、補助対象団体等、補助対象事業及び補助
⾦額は、別表に定めるとおりとする。

（趣旨）
第１条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するにあたり、地域の
人材や社会資源の活⽤を図るため、居宅要支援被保険者等が⾃⽴した日常生活を
送ることを支援するボランティア団体、地縁組織、ＮＰＯ法人等に対して実施する財政
的支援である「○○市生活支援サービス等支援補助⾦（以下「補助⾦」という。）」に
ついて、○○市補助⾦の交付等に関する規則（昭和○○年○○市規則第○号。以
下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

○○市生活支援サービス等支援補助⾦交付要綱

サンプル要綱①短冊方式の補助金交付要綱

【サンプル要綱①】 生活支援サービス等支援補助⾦交付要綱
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第３条から第 13 条までは、補助⾦交付にかかる⼿続きが述べ
られている。多くの⾃治体においては「規則第○条に規定する
〜」といった表現が⽤いられるが、ここでは省略している。

【短冊型要綱】補助⾦交付の対象や条件は、要綱末尾の「別
表」にすべてまとめられているため、一旦、要綱を作成した
後で新たな補助対象を⽐較的容易に追加できる。

この要綱は、「Ｂ型」「一般介護予防事業の通いの場」「通所型
Ｂ・訪問型Ｂ一体型（その他の生活支援）」「Ｄ型」など住⺠
主体の取組を自治体が支援する場合に⽤いる。

【短冊方式】Ｂ型や通いの場など、市が実施主体でなく、住⺠が実施する取組を
自治体が支援するための補助⾦交付要綱。短冊方式で加除できるのが特徴。

（別添）サンプル要綱 〜各⾃治体の実情に合う要綱を作成する際の参考資料として〜

（書類の整備等）
第１２条 補助⾦の交付を受けた団体等（次条において「補助団体等」という。）
は、補助事業に係る収⼊及び支出を明らかにし、帳簿を備え、かつ、当該収⼊及び
支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

（財産処分の制限）
第１１条 規則の規定により市⻑が定める期間並び市⻑が定める財産の種類は、別
表のとおりとする。

（実績報告）
第１０条 規則の規定による実績報告書の様式、同報告書に添付を要する書類及
び提出期限は、別表に定めるとおりとする。

（補助⾦の交付）
第９条 補助⾦の交付の時期は、別表に定めるとおりとする。

（交付決定取消通知等）
第８条 規則の規定による交付決定の全部若しくは一部の取消し⼜は決定内容若
しくはこれに付した条件の変更は、補助⾦等交付決定（一部）取消・変更通知
書（様式第４号）によるものとする。

（申請の取下げのできる期間）
第７条 規則の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通知を受理
した日から１０日を経過する日までとする。

（決定通知書）
第６条 規則の規定による補助⾦等交付決定通知書の様式は、別表に定めるとおり
とする。

（変更等の承認）
第５条 前条第１号及び第２号の規定に基づく市⻑の承認を受けようとする場合
は、補助事業変更・中⽌・廃⽌承認申請書（様式第２号）に変更の内容及び
理由⼜は中⽌若しくは廃⽌の理由を記載した書類を添付して市⻑に提出しなけれ
ばならない。
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同上

＜次ページに続く＞

附 則
（施⾏期日）
この要綱は、平成○○年○⽉○日から施⾏し、同日以後に交付決定する補助⾦
から適⽤する。

（団体等の事務負担の軽減）
第１４条 市⻑は、補助⾦の交付等に係る事務⼿続きについて、簡素・簡便なものとし、
団体等の事務負担の軽減に努めなければならない。

（届出事項）
第１３条 補助団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をも
ってその旨を市⻑に届け出なければならない。
(1) 住所若しくは所在地⼜は⽒名若しくは名称を変更したとき。
(2) 代表者を変更したとき。

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の
会計年度の翌年度から○年間保存しなければならない。
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既存の補助⾦交付要綱を活⽤する場合は、別表の短冊で同
様の規定を盛り込む等の⼯夫も可能。

また、交付団体のモニタリングや公平性の確保においては、協議
体が果たす役割も大きい。サンプル要綱①では、「協議体」は、
交付の是非について意⾒を述べることができると規定しており、モ
ニタリングの機能を果たすことも期待されている。

住⺠組織は⺠間企業ではないので、経理担当者がいなかった
り、⾏政的な書類作業が得⼿でないのも普通のこと。非営利だ
からかけられるコストにも限度がある。公⾦を補助する以上、最
小限の⼿続きや書類は必要だが、⾏政目線ではなく、住⺠目
線で、可能な限り事務を簡素化することが⼤切である。

同上

居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 の居 宅 を訪 問 し、必 要 な生 活 支 援 を⾏ うこと

域 での生 活 を継 続 できる体 制 を整 備 する

で、多 様 な主 体 による生 活 支 援 サービスを普 及 ・促 進 し、住 み慣 れた地

添付書類

３ その他市⻑が必要と認める書類

１ 事業決算書 ２ 収支決算書

様式第５号により、翌年度の４⽉○○日までに提出

補助⾦等交付決定通知後１箇⽉以内

算の範囲内において増減する場合がある。

定し、交付決定通知書（様式第３号）を交付する。ただし、補助額については、予

意⾒を聴取し、これを適当とする意⾒の場合には、特段の事情がない限り交付を決

様式・提出期限

交付の時期

交付決定

協議体（○○市生活支援体制整備事業実施要綱に規定するものをいう。）から

添付書類 ３ その他市⻑が必要と認める書類

１ 事業計画書 ２ 収支予算書

様式第１号により、別に市⻑が定める日までに提出
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1．事業計画書 ２．収支予算書
3. その他市⻑が必要と認める書類
4．（上記 1.2.3.に代えて）協議体構成員の現状確認により、協
議体において必要性を認める旨の認定書

３．（上記 1.2.に代えて）協議体構成員の現状確認により、協議
体において必要性を認める旨の認定書

添付書類

【別案２】

添付書類

【別案１】

1．事業決算書 ２．収支決算書
3. その他市⻑が必要と認める書類
4．（上記 1.2.3.に代えて）協議体構成員の現状確認により、協
議体において補助⾦が適正に活⽤されたことを認める旨の認定書

３．（上記 1.2.に代えて）協議体構成員の現状確認により、協議
体において補助⾦が適正に活⽤されたことを認める旨の認定書

１．事業決算書 ２．収支決算書

まちづくり協議会等、地⽅⾃治法や条例に規定された地域⾃治組織が協議体と
なっている場合の別案は、以下の通り。

添付書類

【別案２】

添付書類

３ ⾷糧費

４ 大規模修繕にかかる⼯事請負費

【別案１】

２ 委託料

１．事業計画書 ２．収支予算書

なっている場合の別案は、以下の通り。

１ ボランティアのサービス提供にかかる人件費（サービス利⽤調整等を⾏う人件費

は対象）

まちづくり協議会等、地⽅⾃治法や条例に規定された地域⾃治組織が協議体と

運の高まりを逃してしまうことも懸念される。⾃治体の柔軟な運⽤がポイント。

請期日を設定することが現実的である。年に１回とすれば、住⺠の活動への機

申請は随時募集が理想的であるが、実際の運⽤においては年に数回程度の申

住⺠活動は、⾏政の予算のように年度単位で発案されるわけではないため、交付

各市町村が定めている総合事業の実施要綱から引⽤する。

る。

綱を作成するのが妥当であろう。当該団体以外でも該当すれば誰でも申請でき

一つ目の「短冊」。取組の初期は、既存団体と⼗分に話し合って補助⾦交付要

費は対象外とする。

業における収⼊等を差し引いた額とする。なお、○○万円を上限とし、次に掲げる経

以上が居宅要支援被保険者等である場合にはその運営経費全体）から、当該事

居宅要支援被保険者等を支援する事業に必要と認められる経費（利⽤者の半数

する訪問型サービス

様式・提出期限

補助⾦額

補助対象事業

○○市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第４条第１号（ア）に規定

予 定 の団 体 及 び個 人

補助対象団体等 で 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 が ⾃ ⽴ し た 日 常 生 活 を 送 る こ と を 支 援 す る

補助の目的

居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 の居 宅 を訪 問 し、必 要 な生 活 支 援 を⾏ うこと

別表（第２条、第３条、第６条、第９条、第１０条、第１１条関係）
１ 訪問型サービス⽴ち上げ・運営費補助⾦

交付申請書

実績報告書

補助⾦額

補助対象事業

補助対象団体等

補 助 の目 的

改修費補助

加算

介護予防講習補助

介護予防体操補助

光熱水費補助

会場使⽤料補助

家賃補助

備品賃借補助

備品購⼊補助

運営費補助

補助区分

基本

ものとする。

電気、ガス、灯油、上下
水道等の光熱水費
介護予防体操を⾏うた
めに必要な講師料、体
⼒テスト等に係る経費
介護予防に資する講習
を⾏うために必要な講師
料等に係る経費

会場使⽤料

コピー機、⾃動⾞等の賃
借に係る経費
家賃

電話、パソコン、モニター
等の購⼊に係る経費

サービス利⽤調整等を⾏
う人件費、消耗品、通
信運搬費、印刷製本費
等、通いの場の運営に
必要な経費（ただし、ボ
ランティアのサービス提供
にかかる人件費、委託
料、⾷糧費を除く）
⼿すり、段差解消等の
軽微な改修に係る経費

補助対象経費

○○円／年

○○円／年

○○円／⽉

○○円／⽉

○○円／⽉

○○円／⽉

○○円（通いの
場一ヶ所につき
１回のみ）
○○円（通いの
場一ヶ所につき
１回のみ）

○○円／⽉

補助上限額

である場合にはその運営経費全体）を補助対象とし、下表の区分に応じて補助する

する事業に必要と認められる経費（利⽤者の半数以上が居宅要支援被保険者等

居場所（通いの場）の⽴ち上げ・運営経費のうち、居宅要支援被保険者等を支援

する通所型サービス

○○市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第４条第１号（イ）に規定

た日 常 生 活 を送 ることを支 援 する予 定 の団 体 ⼜ は個 人

居 場 所 、通 いの 場 等 の運 営 を通 じて、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 が⾃ ⽴ し

的 とする

を予 防 ⼜ は軽 減 し、地 域 における⾃ ⽴ した日 常 生 活 を支 援 することを目

⽌ するとと もに、生 きがいづくりや健 康 保 持 を図 り、要 介 護 状 態 等 と なること

住 ⺠ の 交 流 や住 ⺠ 同 ⼠ の 助 け 合 い の 機 会 を 持 つ こ と で 社 会 的 孤 ⽴ を 防

居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 を含 む住 ⺠ が定 期 的 に通 える場 を設 け、地 域

２ 通所型サービス⽴ち上げ・運営費補助⾦
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二つ目の「短冊」は、講師の招聘や介護予防に効果のある体操
の実施など、拠点ごとに独⾃の取組が展開されている場合に、
団体の活動状況に応じて補助をすることを想定した補助⾦交
付要綱。取組の段階に応じて柔軟な支援プログラムを複数持
つことは、住⺠主体の活動を支援していく際に、とても大切な視
点だ。

添付書類

添付書類 ３ その他市⻑が必要と認める書類

１ 事業決算書 ２ 収支決算書

１．訪問型と同じ

様式第５号により、翌年度の４⽉○○日までに提出

補助⾦等交付決定通知後１箇⽉以内

様式・提出期限

交付の時期

算の範囲内において増減する場合がある。

定し、交付決定通知書（様式第３号）を交付する。ただし、補助額については、予

意⾒を聴取し、これを適当とする意⾒の場合には、特段の事情がない限り交付を決

協議体（○○市生活支援体制整備事業実施要綱に規定するものをいう。）から

３ その他市⻑が必要と認める書類

１．訪問型と同じ

様式第１号により、別に市⻑が定める日までに提出

１ 事業計画書 ２ 収支予算書

様式・提出期限

交付決定

交付申請書

実績報告書
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補助⾦は、年度事業として⾏われるため、年度末までの執⾏に
基づく実績報告は不可⽋であるが、年度内は事業が継続して
いることを考慮し、また住⺠団体への事務負担の軽減の観点か
らも、４⽉中の適切な期日の設定が望ましい。

協議体が地域に定着し、住⺠団体の活動実態や地域に不⾜
している活動を把握できるようになれば、補助⾦交付において意
⾒を聴取することも考えられる。

実績報告書

（以下、様式等略）

添付書類

１．訪問型と同じ

２ その他市⻑が必要と認める書類

１ 事業決算書

１．訪問型と同じ

様式第５号により、翌年度の４⽉○○日までに提出

補助⾦等交付決定通知後１箇⽉以内

る。ただし、補助額については、予算の範囲内において増減する場合がある。

特段の事情がない限り交付を決定し、交付決定通知書（様式第３号）を交付す

２ その他市⻑が必要と認める書類

１ 事業計画書

様式・提出期限

交付の時期

交付決定

添付書類

補助上限額
○○円（通いの場
一ヶ所につき１回の
み）
○○円／年

補助対象経費

⼿すり、段差解消等の軽微な
改修費、DVDプレイヤー、モニ
ター等の購⼊に係る経費
消耗品、通信運搬費、印刷
製本費等、通いの場の運営に
必要な経費（ただし、人件
費、委託料、⾷糧費を除く）

様式第１号により、別に市⻑が定める日までに提出

運営費支援補助

⽴ち上げ支援補助

補助区分

し、下表の区分に応じて補助する。

（利⽤者の半数以上が高齢者である場合にはその運営経費全体）を補助対象と

居場所、通いの場の⽴ち上げ・運営経費のうち、高齢者の介護予防に資する経費

する地域介護予防活動支援事業の通いの場

○○市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第４条第２号（ウ）に規定

ることを支 援 する予 定 の団 体 ⼜ は個 人

居 場 所 、通 いの場 等 の運 営 を通 じて、高 齢 者 が⾃ ⽴ した日 常 生 活 を送

を目 的 とする

健 康 保 持 を図 り、要 介 護 状 態 等 となることや介 護 予 防 ⼜ は軽 減 すること

流 の機 会 を持 つことで、社 会 的 孤 ⽴ を防 ⽌ するとともに、生 きがいづくりや

様式・提出期限

補助⾦額

補助対象事業

補助対象団体等

補 助 の目 的

高 齢 者 を 含 む 住 ⺠ が 集 う 場 を運 営 す る 団 体 等 を 支 援 し 、 地 域 住 ⺠ の 交

3 通いの場⽴ち上げ・運営費補助⾦

交付申請書
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補助額が数万円程度であれば、「１．訪問型」「２．通所型」
のような協議体の意⾒を聴取するプロセスは省略することも考え
られる。

三つ目の「短冊」は、地域介護予防活動支援事業の通いの場
の補助⾦交付要綱。

（補助⾦の種類）
第３条 補助⾦の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活支援サービス等⽴ち上げ支援 生活支援サービス等⼜は地域における高齢
者の生活支援を提供する予定の団体等に対して、その⽴ち上げ費⽤の一部を補助
するものをいう。
(2) 生活支援サービス等運営支援 生活支援サービス等⼜は地域における高齢者の

（補助の対象となる団体等）
第２条 補助の対象となる団体等は、次の各号のいずれかに該当する団体及び個人
（以下「団体等」という。）とする。
(1) ○○市市⺠に対して、生活支援サービス等を現に提供している、⼜は提供する予
定の団体等。
(2) ○○市市⺠に対して、地域における高齢者の生活支援を現に提供している、⼜は
提供する予定の団体等。
(3) その他、前２号の規定に係らず地域における住⺠同⼠の支えあいや助け合い活動
の支援及び促進に有益であると市⻑が認める活動を現に提供している⼜は提供する
予定の団体等。
２ 市は、本事業にあたって、より多くの住⺠が地域における支えあいや助け合い活動に参
加できるよう努めなければならない。

（趣旨）
第１条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するにあたり、住⺠主体
の互助活動の促進によって地域の人材や社会資源の活⽤を図るため、居宅要支援被
保険者等が⾃⽴した日常生活を送ることを支援するボランティア団体、地縁組織、ＮＰ
Ｏ法人等に対して実施する財政的支援である「○○市住⺠活動応援事業補助⾦
（以下「補助⾦」という。）」について、○○市補助⾦の交付等に関する規則（昭和
○○年○○市規則第○号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

○○市住⺠活動応援補助⾦交付要綱

サンプル要綱②住民提案型の補助金交付要綱

【サンプル要綱②】 住⺠活動「応援」補助⾦交付要綱
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短冊型の⽴ち上げ支援（前ページ等）との違いは、短冊型の⽴ち
上げ支援においては、取組内容がある程度事前に決まっているのに
対して、この住⺠活動「応援」補助⾦は、住⺠が活動内容を提案
し、自由にデザインできるところにある。

住⺠のアイデアで⾏政が想定しなかったような取組が提案されるのも
住⺠主体の取組の良いところ。こうしたアイデアを支援するための⽴ち
上げ応援型の補助⾦交付要綱を前記の短冊型要綱に並置するこ
とを勧めたい。

【住⺠提案型】地域の中で芽生えた住⺠主体の取組を、支えるための補助⾦交付
要綱。住⺠提案による取組のスタートアップなどを支援するための補助⾦要綱。

（交付決定）
第６条 市⻑は、○○市住⺠活動応援補助⾦申請書を受理したときは、補助⾦交付の
必要性及び適正額について協議体（○○市生活支援体制整備事業実施要綱に規
定するものをいう。）に意⾒を求め、これを適当とする意⾒の場合には、特段の事情がな
い限り交付を決定し、○○市住⺠活動応援補助⾦交付決定通知書（様式第５
号）を交付するものとする。ただし、補助額については、予算の範囲内において増減する
ことができる。
２ 市⻑は、○○市住⺠活動応援補助⾦交付決定通知書の交付の日から１箇⽉以
内に補助⾦を交付するものとする。

（交付申請）
第５条 団体等は、補助⾦の交付を受けようとするときは、○○市住⺠活動応援補助⾦
申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市⻑が別に指定する期日までに
提出するものとする。
(1) 団体等の概要（様式第２号）
(2) 事業計画書（様式第３号）
(3) 事業収支計算書（様式第４号）

（補助⾦の額等）
第４条 補助⾦は、前条に掲げる事業に直接要する経費に対して交付する。
２ 補助⾦の額及び回数は、次の各号に掲げる補助⾦の種類に応じ、当該各号に掲げ
るとおりとする。
(1) 生活支援サービス等⽴ち上げ支援 居宅要支援被保険者等を支援する事業を
⽴ち上げるに必要と認められる経費から他の収⼊等を差し引いた額と△△円のいず
れか低い額を限度とし、予算の範囲内において交付する。なお、同一事業に対する
補助⾦の交付は３回までとし、複数年度にわたる場合は、当該各年度の予算の範
囲内において交付する。
(2) 生活支援サービス等運営支援 居宅要支援被保険者等を支援する事業を運営
するに必要と認められる経費から他の収⼊等を差し引いた額を限度とし、予算の範囲
内において交付する。

生活支援を現に提供している団体等に対して、活動費⽤の一部を補助するものをい
う。
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※上記の別案を採⽤する場合は、第 6 条１項に「また前条(4)号に
基づく認定書が提⾔された時は、市⻑は改めて協議体に意⾒を求
める必要はない。」旨付記するか、付記せずにそのような運⽤を⾏う
ことも想定される。

（１）団体等の概要（様式第２号）
（２）事業計画書（様式第３号）
（３）事業収支計画書（様式第４号）
（４）（上記(1)(2)(3)に代えて）協議体構成員の現状確認により、協議体において必要
性を認める旨の認定書

まちづくり協議会等、地⽅⾃治法や条例に規定される地域⾃治組
織が協議体となっている場合の別案は、以下の通り。

住⺠活動は、⾏政の予算のように年度単位で発案されるわけではな
いため、交付申請は随時募集が理想的であるが、実際の運⽤にお
いては年に数回程度の申請期日を設定することが現実的である。年
に１回とすれば、住⺠の活動への機運の高まりを逃してしまうことも
懸念される。⾃治体の柔軟な運⽤がポイント。

附 則
（施⾏期日）
この要綱は、平成○○年○⽉○日から施⾏する。

（団体等の事務負担の軽減）
第１０条 市⻑は、補助⾦の交付等に係る事務⼿続きについて、簡素・簡便なものとし、
団体等の事務負担の軽減に努めなければならない。

（補助⾦の確定）
第９条 市⻑は、実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書に係る書類の審
査、必要に応じた現地調査等により、補助事業の成果が第６条の規定による交付決
定の内容と相違ないかどうかを確認し、補助⾦の額を確定するものとする。
２ 前項の確定の結果、第６条の規定による交付決定の内容及び補助事業の成果が
相違する場合は、市⻑は、団体等に補助⾦の返還を求めることができる。

（報告）
第８条 団体等は、事業終了後、速やかに○○市住⺠活動応援補助⾦事業実績報
告書（様式第７号。次条において「実績報告書」という。）に次の各号に掲げる書類
等を添えて、市⻑に提出しなければならない。ただし、補助事業が３⽉中に終了する場
合は、その翌年度の４⽉○○日までに提出するものとする。
(1) ○○市地域活動支援事業補助⾦成果報告書（様式第８号）
(2) ○○市地域活動支援事業補助⾦収支決算書（様式第９号）
(3) 活動の実施状況を写す写真、資料等
(4) 領収書等の写し

（変更等）
第７条 団体等は、補助事業の内容等を変更しようとする場合⼜は補助事業を中⽌し、
若しくは廃⽌しようとする場合は、速やかに、○○市住⺠活動応援補助⾦事業変更
（中⽌、廃⽌）承認申請書（様式第６号）により市⻑に届け出なければならない。
２ 団体等は補助事業が予定の期間に完了する⾒込みのない場合若しくは完了しない
場合⼜は補助事業の遂⾏が困難となった場合は、速やかに市⻑に報告し、その指示を
受けなければならない。
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(1) ○○市地域活動支援事業補助⾦成果報告書（様式第８号）
(2) ○○市地域活動支援事業補助⾦収支決算書（様式第９号）
(3) 活動の実施状況を写す写真、資料等
(4) 領収書等の写し
(5) （上記(1)(2)(3)(4)に代えて）協議体構成員の現状確認により、協議体において補
助⾦が適正に活⽤されたことを認める旨の認定書

まちづくり協議会等、地⽅⾃治法や条例に規定される地域⾃治組
織が協議体となっている場合の別案は、以下の通り。

(生活支援コーディネーター)
第３条 市は、生活支援体制整備事業の実施に関し、生活支援コーディネーター(高齢
者の生活支援・介護予防サービス等の体制整備を推進していくためのコーディネート機
能を有する者をいう。以下同じ。)を置く。
２ 生活支援コーディネーターは、次に掲げる区分ごとに市⻑の委嘱をもって配置する。
(1) 第１層生活支援コーディネーター 市全域に 1 人
(2) 第２層生活支援コーディネーター ○○市介護保険事業計画で定める日常生活
圏域ごとに 1 人（ただし、地域の実情に応じて、複数名を配置することを妨げな
い。）
３ 生活支援コーディネーターの業務は、次のとおりとする。
(1) 地域のニーズと資源の状況の⾒える化、問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協⼒依頼等の働きかけ
(3) 多様なサービス提供主体間の連携体制づくり
(4) 目指す地域の姿・⽅針の共有、意識の統一
(5) 高齢者などが担い⼿として活動する場の確保
(6) 生活支援の担い⼿の養成
(7) 地域に不⾜するサービスの創出（担い⼿の組織化支援等）

(実施主体)
第２条 生活支援体制整備事業の実施主体は、○○市とする。ただし、事業の運営の
全部⼜は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
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第 1 層生活支援コーディネーターと第２層生活支援コーディネーター
の業務をそれぞれ規定する、あるいは活動内容を一定程度、生活支
援コーディネーターに委ねる規定とするなど、各⾃治体の実情に応じて
柔軟に規定可能。なお、ガイドブックの作成、市⺠フォーラムの開催
等、各年度の具体的な取組についても別に定めることが望ましい。ま
た、これらの活動を生活支援コーディネーターのみで取り組むことが難
しい場合には、市町村が整備事業を活⽤して実施することも可能。

主な地域福祉活動が小学校区を単位として展開されているのであれ
ば、各小学校区に１人配置するなど、各⾃治体の実情にあわせて検
討することが重要。

地域包括支援センターとの連携を前提として、生活支援コーディネ
ーターの配置は、各⾃治体の実情に応じて柔軟に決定可能。

【整備事業】生活支援体制整備事業 実施要綱は、地域づくりを推進するための基本とな
る要綱で,「生活支援コーディネーター」の配置や、「協議体」の設置について規定する要綱

(趣旨)
第１条 この要綱は、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 115 条の 45 第 2 項
第 5 号の規定に基づき、生活支援を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活
上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業（以
下、「生活支援体制整備事業」という。）の実施について、必要な事項を定めるものと
する。

○○市生活支援体制整備事業実施要綱

サンプル要綱③整備事業の実施要綱

【サンプル要綱③】 生活支援体制整備事業実施要綱

(協議体)
第４条 市は、生活支援体制整備事業の実施に関し、多様な主体間の情報共有及び
連携・協働による体制整備を推進するため、生活支援コーディネーターを組織的に補完
し、定期的な情報共有及び連携強化を⾏う場として、協議体を設置する。
２ 協議体の構成員は、市、地域包括支援センター、生活支援コーディネーターのほか、
ＮＰＯ法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、⺠間企業、
ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター、地域の助け合いの推進
に意欲をもつ住⺠等の地域の関係者で構成するほか、地域の実情、ニーズに応じて、
配⾷事業者、移動販売事業者、移動支援団体等、地域の高齢者の生活を支える上
で必要不可⽋な⺠間企業等も含め、適宜、参画者を募るものとする。
３ 協議体は、前条第３項に定める生活支援コーディネーターの業務を組織的に補完す
るほか、主として次に掲げる取組を実施する。
(1) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の⾒える化の推進に関すること（実
態調査の実施や地域資源マップの作成等）
(2) 事業の企画、⽴案及び⽅針策定に関すること
(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること
(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること
(5) 次条に規定する○○市生活支援サービス等支援補助⾦及び○○市住⺠活動
応援補助⾦に係る意⾒に関すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及
び調整

(8) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(9) 次条に規定する協議体の運営支援
(10) 配置される日常生活圏域で実施される地域ケア会議への参加
(11) その他生活支援体制整備事業の実施に関して必要な業務
４ 生活支援コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実
績のある者⼜は中間支援を⾏う団体等であって、市⺠活動への理解があり、多様な理
念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できるなど、地域でコーディネート機能を適
切かつ公平中⽴な視点で担うことができる者とする。
５ 任期は○年とし、再任を妨げない。ただし、やむを得ない事情で任期途中に交代する
時は、前任者の残任期間とする。
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もちろん、市（⻑）は協議体の設置者であり、また会議開催に
おいて事務局機能が期待されるが、話し合いの場では他の参
加者と対等であり、議論が⾃治体主導にならないよう配慮する
ことが大切だ。

協議体の構成員として「市」が「地縁団体」や「ボランティア団体」
等と並列に記載されていることに注目。

生活支援コーディネーターは、役職ではなく、求められる役割から
みた適性で選定していくことが重要。

生活支援コーディネーターは、「住⺠ニーズ」と「担い⼿の意向」の
情報を収集し、地域に不⾜する助け合いを創出していくため、協
議体だけでなく、ワークショップや座談会など、様々な市⺠の話し
合いの場を仕掛けて、参加していくことが重要。それを業務の一
つに定めることも考えられる。

附 則
（施⾏期日）
この要綱は、平成○○年○⽉○日から施⾏する。

（委任）
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議体の意⾒を聴取した上で市
⻑が別に定める。

（守秘義務）
第６条 協議体構成員及びこの事業に関係した者は、○○市個人情報保護条例（平
成○○年○○市条例第○号）の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配
慮するとともに、知り得た個人の秘密を他に漏らし、⼜は⾃⼰の利益のために利⽤しては
ならない。その職を退いた後も同様とする。

（○○市生活支援サービス等支援補助⾦及び○○市住⺠活動応援補助⾦に係る意
⾒）
第５条 協議体は、○○市生活支援サービス等支援補助⾦及び○○市住⺠活動応援
補助⾦（次項において「補助⾦」という。）の交付を申請した者について、市の求めに
応じて補助⾦交付の必要性等に係る意⾒を述べるものとする。
２ 前項の意⾒を述べる際には、次の事項を考慮したものでなければならない。
(1) 補助⾦交付要綱に定める趣旨に沿った提案、事業計画であるか
(2) 補助⾦の申請額は適正か
(3) その他、協議体において必要と判断する事項
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もちろん補助⾦の最終決定は⾏政が⾏うものの、地域ニーズを
把握している協議体の意⾒を踏まえた補助⾦交付決定は、地
域づくりの大切なプロセスである。

住⺠主体の活動は、住⺠が主導しているものであることを踏ま
え、住⺠活動に対する補助⾦の交付決定にあたっては、住⺠
組織（＝協議体）の意⾒を最⼤限に踏まえることが重要。
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ᒣ⏣ᑜᚿ

ᆅᇦᐦ╔ᆺ⥲ྜࢣࢭࣥࢱ㸫ࡁࡓ࠾࠾ࡌ௦⾲

۔ᗙ㛗                            㸦༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

࠙࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࠚཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⯆ㄢ

ڦ㛤ദ᪥⛬


᪥⛬

᳨ウ㡯

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ ࣭ࠕᆅᇦࡢຓࡅྜ࠸ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢㄽⅬ
㸴᭶㸴᪥ ࣭ㄪᰝタィ࣭ᡭἲ➼
ᖹᡂ㸰㸷ᖺ ࣭ຓࡅྜ࠸ࢆᗈࡵࡿࡓࡵࡢ⥲ྜᴗ࣭ᩚഛᴗࡢά⏝࣭㐠⏝
➨㸰ᅇ
㸵᭶㸰㸴᪥
ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿᥦゝ᭩㸦㸧
➨㸯ᅇ

34
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㸦㸰㸧ࢢ࣮ࣝࣉࣄࣜࣥࢢࡢᐇ
ڦㄪᰝ┠ⓗ
ఫẸࡢຓࡅྜ࠸άືࡢ᥎㐍ᚲせ࡞ᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࠊ⥲ྜᴗཬࡧᩚഛᴗࡢຠᯝⓗ
࡞ά⏝᪉ἲࠊά⏝࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊάືࡢᐇ㊶⪅ࠊࡑࢀࢆᨭࡍࡿ⏕ά
ᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭ᕷ⏫ᮧᢸᙜ⪅ࡢ᪉ࡢ❧ሙࡢ᪉ࠎࡽពぢࢆ㞟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ไᗘࡢᯟ⤌ࡳ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚᭷㆑⪅ࡢពぢࢆᢕᥱࡋࡓࠋ

ڦㄪᰝ᪥࣭ㄪᰝᑐ㇟
ձ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭ᕷ⏫ᮧᢸᙜ⪅
᪥⛬

Ặྡ
ᒸᮏⱥᙪ
㡢ᕝ♩Ꮚ

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ
㸴᭶㸯㸱᪥

ᚋ⸨ᰤ
ᑞ㤿ࡦࢁࡳ

ᡤᒓ
㧗ᯇᕷ♫⚟♴༠㆟ ᖖົ⌮වົᒁ㛗
すᐑᕷ♫⚟♴༠㆟ ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾㄢ
 ➨㸯ᒙ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ኳ❺ᕷ ᗣ⚟♴㒊 ಖ㝤⤥ㄢ
 ㄢ㛗⿵బවㆤᨭಀ㛗 
ᑠᆏ⏫♫⚟♴༠㆟
 ➨㸯ᒙ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

୰ᮧ୍ᮁ

㜵ᗓᕷ ᗣ⚟♴㒊㧗㱋⚟♴ㄢᨻ⟇ᢸᙜ ᖿ 

ኵ፬ᒾ⮳

ᮾᕷ ಖ་⒪㒊 㧗㱋ㆤᐊ ᰝ 
㸦༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧


ղᅜࡢຓࡅྜ࠸άືᐇ㊶⪅㸦ࡉࢃࡸࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮㸧
᪥⛬

Ặྡ
✄ⴥࡺࡾᏊ

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ
㸵᭶㸲᪥

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ
㸵᭶㸯㸱᪥

ᡤᒓ
132 ἲேࡓࡍࡅ࠶࠸㐲ᕞ ௦⾲⌮

ୖㅬ୍

ㄆᐃ 132 ἲேࡌࡷࢇࡅࢇࡱࢇ ⌮㛗

ᒣ㔜ᩄ

132 ἲே࠸ࢃࡁ⮬❧⏕άࢭࣥࢱ࣮ ἲேᮏ㒊ㄢ㛗

Ⳣ㔝ᛅ㞝

132 ἲேࢢ࣮ࣝࣉࡓࡍࡅ࠶࠸࢚ࣉࣟࣥ ົᒁ㛗

୰ᮧ㡰Ꮚ

ㄆᐃ 132 ἲேࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮⚄ᡞ
⌮㛗

Ọᮎཌ

132 ἲேࡉࢃࡸ⚟♴ࢿࢵࢺࡓࡍࡅ࠶࠸ఀዉ 㢳ၥ
㸦༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧
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࡞ڦㄪᰝ㡯┠
ձ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭ᕷ⏫ᮧᢸᙜ⪅
㸯㸬㹀ᆺ୍࣭⯡ㆤண㜵ᴗࡢᐇせ⥘ࡘ࠸࡚
㸧࣭ᐇせ⥘ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫ
࣭ᐇせ⥘ࢆసᡂࡍࡿ࠶ࡓࡾࡑࡢෆᐜࢆỴࡵࡿ㝿ᕤኵࡋࡓࡇࠊᝎࢇࡔࡇ
࣭ᐇせ⥘ᇶ࡙ࡁᐇ㝿ᨭࡍࡿ୰࡛ࠊᐇせ⥘ࡀࡇ࠺࠶ࢀࡤࡶࡗ㹀ᆺࢆ㐍
ࡵࡽࢀࡓᛮ࠺ࡇ
࣭ᐇせ⥘࡛ᨭࡍࡿᑐ㇟ࢆᚋᗈࡆ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡢㄢ㢟
㸰㸬⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭༠㆟యࡘ࠸࡚
㸧࣭ᆅᇦࡢຓࡅྜ࠸ࢆࡾฟࡍࡓࡵ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭༠㆟యࡣఱࢆࡋ
࡚࠸ࡿ
࣭⾜ᨻࡣ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸ༠㆟య࠺㐃ᦠࡋࠊᙼࡽࡢຓࡅྜ࠸ฟ
άືࢆࣂࢵࢡࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿ
㸱㸬ఫẸࡢຓࡅྜ࠸ᑐࡍࡿᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚
㸧࣭ᆅᇦࡢຓࡅྜ࠸άືࢆᢕᥱࡋᨭࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ⾜ᨻࡋ࡚ᝎࡴࡇ
࣭㹀ᆺࢆά⏝ࡋࡃ࠸ឤࡌࡿⅬ
࣭㸦㹀ᆺ㛵ࢃࡽࡎ㸧ఫẸࡢຓࡅྜ࠸άືᚲせࡔឤࡌࡿᨭ

ղᅜࡢຓࡅྜ࠸άືᐇ㊶⪅㸦ࡉࢃࡸࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮㸧
㸯㸬ຓࡅྜ࠸άືࡢᴫせࠊάືᑐࡍࡿ⾜ᨻᨭࡢ≧ἣ
࣭ຓࡅྜ࠸άືࡢᴫせ
࣭άືᑐࡍࡿ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭༠㆟యࡢ㛵ࢃࡾ
࣭άືᑐࡍࡿ⥲ྜᴗࡼࡿᨭࡢෆᐜ
࣭ࡑࡢࠊάືᑐࡍࡿ⾜ᨻࡢᨭࡢ≧ἣ
࣭ຓࡅྜ࠸㛵ࡍࡿᬑཬၨⓎࡋ࡚⾜ᨻࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ ➼
㸰㸬ຓࡅྜ࠸άືᑐࡍࡿ⾜ᨻࡢᨭࡢ࠶ࡾ᪉
࣭άືࡢᐇែ⾜ᨻࡢᨭࡀࡳྜࡗ࡚࠸࡞࠸ឤࡌࡿⅬ
࣭ຓࡅྜ࠸ᑐࡋࠊ⾜ᨻࡢ⌮ゎࡀ༑ศឤࡌࡿⅬ
࣭ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿ༠㆟యࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせ࡞ࡇ
࣭⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ᑐࡋᚲせ࡞ᨭ
࣭ຓࡅྜ࠸άືࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⾜ᨻᨭࡢ࠶ࡾ᪉ ➼


㸦㸱㸧ᅜࡢ┴ࣞ࣋ࣝᢸᙜ⪅㆟࡛ࡢពぢ㞟
ڦㄪᰝ┠ⓗ
ຓࡅྜ࠸άືࡢᐇ㊶⪅ࡀ⥲ྜᴗࢆά⏝ࡋࡃ࠸ឤࡌࡿ⌮⏤ࡸࠊ⥲ྜᴗࢆά⏝
ࡋ࡚ຓࡅྜ࠸ࢆᗈࡵࡿࡓࡵᚲせ࡞ᑐᛂ⟇ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋࡀ⾜࠺
┴ࣞ࣋ࣝᢸᙜࡢࡉࢃࡸࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ཬࡧ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡽࡀ㞟ࡲࡿ
㆟ࡢሙࢆά⏝ࡋࠊฟᖍ⪅ࡽពぢ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
36
36

ڦ㛤ദ᪥⛬
ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸵᭶㸲᪥

ڦㄪᰝᑐ㇟㸦㆟ฟᖍ⪅㸧
ձࡉࢃࡸࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮
θ

Ặྡ

ᡤᒓᅋయ➼

ᡤᅾᆅ

 ఀ⸨ 㡰Ꮚ㸦௦⾲㸧

ᒃሙᡤࠕ࠶࠼㹼ࡿࠖ

ᾏ㐨ᶆⲔ⏫

 㘽ᨻ ᘯᏊ㸦௦⾲㸧

132 ἲேࡓࡍࡅ࠶࠸㟷✵

ᾏ㐨㔲㊰ᕷ

 㧘ᮌ  ᝅ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡢ

ᾏ㐨ẚᕸ⏫

 㛗 ᕳᏊ

་㸧㇏⏕ᮏ㒊࣭ᆅᇦໟᣓࢣ᥎㐍㒊 ᾏ㐨ᮐᖠᕷ

 ᯇᐿࡼᐇ㸦௦⾲⌮㸧

132 ἲேᏊ⫱࡚ࢧ࣏࣮ࢺࢿࢵࢺ
ࡿ࣭ࡿ࣭ࡿ

ᾏ㐨୰ᶆὠ⏫

 ⸨  ➇㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧
 ภ㤋ᕷᆅᇦὶࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ ᾏ㐨ภ㤋ᕷ
 ᒣᮏ ⣧Ꮚ㸦௦⾲⌮㸧

132 ἲே⚟♴㹌㹎㹍ᨭࢿࢵࢺ
ᾏ㐨

ᾏ㐨ᮐᖠᕷ

 Ώ㎶ Ꮚ㸦⌮㸧

132 ἲேࡗ࠶࠸

ᐑᇛ┴Ἑཎ⏫

 Ⲩ ᬛᏊ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡩࢀ࠶࠸ࡇࡇࡢୣ

ᒣᙧ┴ᒣᙧᕷ

 ຍ⸨⏤⣖Ꮚ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡩࢀ࠶࠸ኳ❺

ᒣᙧ┴ኳ❺ᕷ

 ᒣ 㔜ᩄ

132 ἲே࠸ࢃࡁ⮬❧⏕άࢭࣥࢱ࣮

⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷ

 ᑠᯘ ᝋᏊ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡲࡕ࡙ࡃࡾࡐ࠼ࡡ

⚟ᓥ┴⚟ᓥᕷ

 ┦ཎ ṇኵ

ᒣୗ⏫ෆ

Ⲉᇛ┴ᖖ㝣ኴ⏣ᕷ

 ᑠᯇ㷂Ⓩ⨾Ꮚ㸦௦⾲㸧

ࡓࡲࡾሙ࣭ࡓࢁ࠺

Ⲉᇛ┴⟃すᕷ

 బ⸨┿ᬛᏊ㸦௦⾲㸧

132 ἲே࣮ࣘࣥࢻ

Ⲉᇛ┴㱟ࣨᓮᕷ

 Ⳣ㔝 ᛅ㞝㸦ົᒁ㛗㸧
 ୰ᡭ ῟Ꮚ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࢢ࣮ࣝࣉࡓࡍࡅ࠶࠸࢚ࣉࣟ
ࣥ
132 ἲே࣮࣮࣡࢝ࢬࢥࣞࢡࢸࣈ
ࡓࡍࡅ࠶࠸ᆅ

ᰣᮌ┴㧗᰿ἑ⏫
ᰣᮌ┴ᑠᒣᕷ

 ୖ ㅬ୍㸦⌮㛗㸧

ㄆᐃ 132 ἲேࡌࡷࢇࡅࢇࡱࢇ

⩌㤿┴㧗ᓮᕷ

 㧘ᶫ ࿃

ㄆᐃ 132 ἲேࣁ࣮ࢺࣇࣝ

⩌㤿┴㧗ᓮᕷ

 Ọᮎ ཌ㸦㢳ၥ㸧
 ᅧ⏕⨾༡Ꮚ㸦௦⾲㸧
 ୰ᡞ ᖿ㑻
 ⡦ୗ ᩔᏊ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡉࢃࡸ⚟♴ࢿࢵࢺ
 ࡓࡍࡅ࠶࠸ఀዉ
ㄆᐃ 132 ἲேࡓࡍࡅ࠶࠸ࡢ
 ࡩࡁࡢ࠺
ㄆᐃ 132 ἲே㟷ⴥྎࡉࢃࡸࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ
132 ἲே࢝ࣇ࢙࣭ࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢᐙ

37
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ᇸ⋢┴ఀዉ⏫
༓ⴥ┴ᅄ⾤㐨ᕷ
༓ⴥ┴ᕷཎᕷ
༓ⴥ┴༓ⴥᕷ

θ

Ặྡ

ᡤᒓᅋయ➼
ᡤᅾᆅ
ㄆᐃ 132 ἲேࡓࡍࡅ࠶࠸⏣ࡣࡏࡉ
 బ⸨  ᝅ㸦⌮㛗㸧
ᮾி㒔⏣༊
ࢇࡎ
132 ἲேࡩࡽࡗࢫࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢻࣜ
 ᓥὠ ⚰Ꮚ
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ
࣮࣒
 ▼ ‶௦㸦௦⾲㸧

ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡺࡾࡢ㔛

ᒣ┴㒔␃ᕷ

 ሯ⏣ ዲᏊ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேᆅᇦࡉࡉ࠼࠶࠸ࡢ ࡳ
ࢇ࡞ࡢࡦࢁࡤࠕ࠾ࡦࡉࡲࠖ

ᒣ┴ᒣᕷ

 㛗㇂ᕝࡍࡳỤ㸦⌮㛗㸧
 132 ἲேᆅᇦࡉࡉ࠼࠶࠸ࡢ

ᒣ┴ᒣᕷ

 ✄ⴥࡺࡾᏊ㸦௦⾲⌮㸧 132 ἲேࡓࡍࡅ࠶࠸㐲ᕞ

㟼ᒸ┴⿄ᕷ

 ᮌୗࡉࡕᏊ㸦⌮㛗㸧 132 ἲேࡍࡎࡽࢇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

㟼ᒸ┴ᐩኈᐑᕷ

 ⬨ྂ ගᏊ㸦⌮㛗㸧

㟼ᒸ┴ᯇᕷ

 ἑ  㸦௦⾲⌮㸧
 ඣᓥ  㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡡࡗࢃ࠶ࡃ࣑ࢲࢫ
132 ἲேࢩࢽࡢࡓࡵࡢ㈈⏘
⏕άࢆᏲࡿ
132 ἲே᫂᪥ࡢࢩࢽ♫ࢆ⪃࠼ࡿ


㛗㔝┴ᯇᮏᕷ
㛗㔝┴㛗㔝ᕷ

 ⚟ἑ༓ᜨᏊ

ㄆᐃ 132 ἲேࡧࡍࡅࡗ

㛗㔝┴㧗᳃⏫

 ༑ᔒ⨾௦Ꮚ

132 ἲேࡺ࠸ࡢ

ឡ▱┴▱ከᕷ

 Ṋᒣ ගఙ

࠸ࡠࡸࡲࡵࡔࡢᏛᰯ

ᒱ㜧┴ྛົཎᕷ

 Ἑྜ  ᓟ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡉࢃࡸఏゝࡤࢇ

ᒱ㜧┴ྛົཎᕷ

 ྜྷᮧஂ⨾Ꮚ㸦௦⾲⌮㸧 ㄆᐃ 132 ἲேࣉ࢘ࣉ

▼ᕝ┴ⓑᒣᕷ

 ኳ㇂ࡲࡾᏊ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡉࢃࡸࡉࡤ࠼࣎ࣛࣥࢸ


⚟┴㪆Ụᕷ

 Ᏻ❧ 㔛⨾㸦௦⾲㸧

࠾Ⲕࡢ㛫ࢧࣥࢧࣥ

⚟┴㉺๓ᕷ

 ㇂ ୍㑻㸦௦⾲⌮㸧 132 ἲேඖẼ࡞௰㛫

㈡┴㧗ᓥᕷ

 ㎷  ᗈᚿ㸦タ㛗㸧

ከୡ௦ᆺ㏻ᡤᴗᡤ ᚿ

㈡┴ᰩᮾᕷ

 ᕷ㔝  ᘯ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேḷᒣಖ⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮

ḷᒣ┴ḷᒣᕷ

 ⣬㇂ ఙᏊ

㣗⏕ά◊✲

ḷᒣ┴ᶫᮏᕷ

 㧗ᯘ  ⛱

ḷᒣ㧗㱋⪅⏕ά༠ྠ⤌ྜ

ḷᒣ┴ḷᒣᕷ

 ୰ᮧ ᐩᏊ㸦⌮㛗㸧

132 ἲே㹕㸿㹁ࢃࡸࡲ

ḷᒣ┴ḷᒣᕷ

 ᘪᡞ ᩥ

㸦♫⚟㸧Ἑྜ⏫♫⚟♴༠㆟

ዉⰋ┴Ἑྜ⏫

 ྂᾏࡾ࠼Ꮚ㸦⌮㛗㸧 132 ἲேࡳࢇ࡞ࡢඖẼሿ

ி㒔ᗓ⢭⳹⏫

 ᑎ ṇ㸦㛗㸧

132 ἲேࢽࢵ࣏࣭ࣥࢡࢸࣈ
ࣛࣇ࣭ࢡࣛࣈ

㜰ᗓ㜰ᕷ

 ୰⏣ ኖᏊ

132 ἲேࡓࡍࡅ࠶࠸

㜰ᗓἙෆ㛗㔝ᕷ

38
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θ

Ặྡ

ᡤᒓᅋయ➼

ᡤᅾᆅ

 ๓ᮾࡩࡳᏊ

132 ἲே࢚ࣇ࣭࢚࣮

㜰ᗓ㜰ᕷ

 ᱓ᒣ ಙᏊ㸦⌮㛗㸧

බ┈♫ᅋἲே㛗ᑑ♫ᩥ༠
ᆅᇦάື࣏ࣥࢺ㹕㸿㹁ࡺࡎࡾⴥ

රᗜ┴ᑽᓮᕷ

 ▼ཎ 㐩ஓ㸦௦⾲⌮㸧
 132 ἲேᒸᒣ㹌㹎㹍ࢭࣥࢱ࣮

ᒸᒣ┴ᒸᒣᕷ

 Ᏹ㔝 ᆒᜨ㸦⌮㛗㸧

ㄆᐃ 132 ἲேࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࢿࢵࢺᮍ᮶ ᒸᒣ┴➟ᒸᕷ

 ⇃㇂⨾Ꮚ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡓࡍࡅ࠶࠸ᖹ⏣

ᓥ᰿┴ฟ㞼ᕷ

 ᑠᯇཎ⨾ᖾ㸦௦⾲⌮㸧 ୍⯡♫ᅋἲே ྂࡢ㔛

ᓥ᰿┴⏣ᕷ

 ୰ᖹ⏤㉳Ꮚ㸦⌮㛗㸧

132 ἲேᆅᇦᨭࡢ
 ࡉࢃࡸᅄ༑

㧗▱┴ᅄ༑⏫

 㓇ࡸࡼ࠸㸦㛗㸧

132 ἲேᒣࡧࡇࡿ

ᚨᓥ┴㬆㛛ᕷ

 㜿㒊࠾ࡾ

132 ἲேࡓࡍࡅឡ ி⠏

⚟ᒸ┴⾜ᶫᕷ

 ᱈ཎ ᖾ㸦௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸧
 㸦᭷㸧⨾ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ

Ἀ⦖┴࠺ࡿࡲᕷ

 ึ㮵㔝 ⪽㸦⌮㛗㸧

132 ἲேࡳࢇ࡞ࡢࡃࡽࡋࢱ࣮࣑ࢼࣝ

ᐑᓮ┴ᐑᓮᕷ

 ᒸᒣ 㝯㸦௦⾲㸧

ࡶࡕࡘ࣭ࡶࡓࢀࡘ࣭ࡲࡃࢿࢵࢺ

㮵ඣᓥ┴ᯖᓮᕷ

㸦㒔㐨ᗓ┴ู༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧

ղ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ཬࡧ⮬య⫋ဨࠊࣈࣟࢵࢡᵓᡂဨ㸰㸷ྡ

ڦㄪᰝ㡯┠
࣭ゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀࣭㹂ࠊ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀ࠊ㏻࠸ࡢሙࡢ⏦ㄳ᳨࣭ウ≧ἣ
࣭⏕άᨭࡢຓࡅྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⥲ྜᴗࡢά⏝ࢆ⪃࠼࡞࠸⌮⏤ࠋ≉せ⥘㛵
ࡍࡿពぢ
࣭⥲ྜᴗ࡛ຓࡅྜ࠸ࢆᗈࡵࡿࡓࡵࡢᑐᛂ⟇ࠊ≉ࠊ᭷ൾ࣎ࣛࣥࢸࢆ❧ࡕୖࡆᗈ
ࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨
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㸦㸲㸧ࢧࣥࣉࣝせ⥘ࡢ᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢ㛤ദ
ڦ㛤ദ┠ⓗ
⥲ྜᴗ࣭ᩚഛᴗ㛵㐃ࡍࡿせ⥘ࡢࢆ᳨ウࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋ

ڦ᳨ウ࣓ࣥࣂ࣮
ࠕఫẸయࡢ⏕άᨭ᥎㐍◊✲ࠖࡢ᭹㒊┿ጤဨࡀࠊ」ᩘࡢ⮬య⫋ဨࡢ࣮࣡
࢟ࣥࢢࢳ࣮࣒࡛༠㆟ࢆࡋ࡞ࡀࡽࡾࡲࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸳㸧࠶ࡿࡁ⏕άᨭせ⥘᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢ㛤ദ
ڦ㛤ദ┠ⓗ
せ⥘ࢆᐃࡵࡿୖ࡛ࡢᇶᮏࡢ⪃࠼᪉ࢆ᳨ウࡢୖࠊ࠶ࡿࡁ⏕άᨭせ⥘ࢆసᡂࡋࡓࠋ

ڦ᳨ウ࣓ࣥࣂ࣮
Ặྡ
۔ᇼ⏣ຊ

ᡤᒓ
බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ㛗

ΎỈ⫕Ꮚ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ⌮㛗

ୖ⏣ᜨᏊ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ᪂ᆅᇦᨭᴗ࣐ࢿࢪࣕ㸫

ᅵᒇ ᖾᕫ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋᡓ␎ࢻࣂࢨ࣮

ᯇᾆ 㝯ྐ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ᪂ᆅᇦᨭᴗ᥎㐍ᢸᙜ

ᓥ ᱇Ꮚ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ᪂ᆅᇦᨭᴗ᥎㐍ᢸᙜ

⥲۔ᣓ


㸦㸴㸧ఫẸࡼࡿຓࡅྜ࠸άືࢆ᥎㐍ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᐇ
ڦㄪᰝ┠ⓗ
ຓࡅྜ࠸άືࡀᗈࡀࡽ࡞࠸ཎᅉࡸᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ሙࡸ⮬యࡢពぢࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡓࡵࠊຓࡅྜ࠸ࡢάື⪅ࠊ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠊ⮬య➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ڦㄪᰝᑐ㇟
࣭ຓࡅྜ࠸ࡢάື⪅
࣭⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
࣭ᅜྛ⮬య
࣭♫⚟♴༠㆟
࣭ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮

ڦㄪᰝෆᐜ
࣭⥲ྜᴗࡢ㹀ᆺ࣭㹂ᆺ࣭ࡑࡢࡢ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࠊ୍⯡ㆤண㜵ᴗࡢᐇ≧
ἣ
࣭㸦ᐇࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧ᴗࡢᐇ࠾࠸࡚ឤࡌࡿㄢ㢟ᮃࡲࡋ࠸࠶ࡾ᪉
࣭㸦ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸧ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤
40
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ڦㄪᰝᮇ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸳᪥㹼㸰㸱᪥

ڦㄪᰝ᪉ἲ
࣭බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾ࡅࡿ :(% ㄪᰝ
࣭㒑㏦ἲࡼࡿⓎ㏦࣭ᅇ

ڦᅇ⤖ᯝ
ㄪᰝᑐ㇟

ᅇᩘ

ຓࡅྜ࠸ࡢάື⪅

 ௳

⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮

 ௳

ᅜྛ⮬య

 ௳

♫⚟♴༠㆟

 ௳

ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮

 ௳

༏ྡ

 ௳
ྜィ

 ௳

㸦㸵㸧ົᒁ
Ặྡ
ᇼ⏣ຊ

ᡤᒓ
බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ㛗

ΎỈ⫕Ꮚ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ⌮㛗

ୖ⏣ᜨᏊ

බ┈㈈ᅋἲேࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ᪂ᆅᇦᨭᴗ࣐ࢿࢪࣕ㸫

ᒾྡ♩
㰻ᮌ⏤

୕⳻㹓㹄㹈ࣜࢧ㸫ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ♫ 
♫ᨻ⟇㒊㛗ୖᖍ௵◊✲ဨ
୕⳻㹓㹄㹈ࣜࢧ㸫ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ♫ 
⤒῭ᨻ⟇㒊௵◊✲ဨ
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（参考資料）

・「あるべき生活支援要綱」骨子・報告書

・住民による助け合い活動を推進するに
あたってのアンケート

集計結果

＊これらはさわやか福祉財団の責任編集で取りまとめました

ࠕ࠶ࡿࡁ⏕άᨭせ⥘ࠖ㦵Ꮚ
බ┈㈈ᅋἲே ࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ

㸯㸬⥲ㄽ

ࠐ⥲ྜᴗ࠾ࡅࡿ㹀ᆺ㸦ຓࡅྜ࠸άື㸧ࡀᗈࡀࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊ

㸦㸯㸧ᴫせ㸦⌧≧ၥ㢟Ⅼ㸧

⿵ຓࡢせ௳ࡸᡭ⥆ࡀཝࡋࡍࡂࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࠐཝࡋࡍࡂࡿ⌮⏤ࡣࠊせ⥘ࢆᐃࡵࡓᙜᒁࡀࠊຓࡅྜ࠸ࡢᮏ㉁ࡢ
⌮ゎࢆḞࡃࡽ࡛࠶ࡿࠋ

ࠐຓࡅྜ࠸άືࡢᮏ㉁ࡣࠊయᛶࠊ⮬ᚊᛶ࠶ࡿࠋᚊ㸦άື

㸦㸰㸧ຓࡅྜ࠸άືࡢᮏ㉁
⿵ຓࡢ࠶ࡾ᪉

➼ࡢ⦡ࡾ㸧ࡣࠊάືࢆ㜼ᐖࡍࡿࠋ
ࠐ⾜ᨻࡢ⿵ຓࡣࠊබ㔠ࡢᝏ⏝ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ㏵➼ཝࡋ࠸せ௳
ࢆタࡅࡿࡢࡀ୍⯡࡛࠶ࡿࡀࠊຓࡅ࠸ྜ࠸άືࢆᨭࡍࡿࡓࡵ
ࡣࠊ⦡ࡾࢆᚲせ᭱ᑠ㝈ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࠐせ⥘ࡢ୰ࡣࠊኳ❺ᕷࡢࡼ࠺ࠊ⦡ࡾࢆ᭱ᑠ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡶ࠶ࡿࠋ
ࠐከࡃࡢせ⥘ࡀཝࡋ࠸⦡ࡾࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ձB ᆺ࡞ࡢࠊᴗ⪅ᣦᐃไᗘࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᣦᐃࡔࡽせ
௳ࡣཝࡋࡃ࡞ࡾࡀࡕࡔࡀࠊຓࡅྜ࠸ࡢᴗయࡀ⮬య࠸
࠺๓ᥦࡀ࠾ࡋ࠸

㸦㸱㸧せ⥘ࡀཝࡋ࠸⦡ࡾࢆ
タࡅࡿཎᅉ

ղ㹀ᆺ࡞ࡢࠊຓࡅྜ࠸άືࢆጤクࡍࡿ⤌ࡳࡋ࡚࠸ࡿ㸦ጤ
クࡔࡽせ௳ࡣཝࡋࡃ࡞ࡾࡀࡕࡔࡀࠊձྠᵝࠊ๓ᥦࡀࡑ
ࡄࢃ࡞࠸㸧
ճB ᆺ࡞ࡢ࡛ࠊẸ㛫ᅋయࡀ⾜࠺ຓࡅྜ࠸άືࢆ⿵ຓࡍࡿ⤌
ࡳࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᚑ᮶ᆺཪࡣ㸿ᆺ㸦ࡇࢀࡽࡣࠊ┤㎄ࠊᴗ⪅
ᣦᐃཪࡣጤク࡛⾜ࢃࢀࡿ㸧୪ิ࡛㹀ᆺࡢせ௳ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢᙳ㡪࡛ࠊ⿵ຓࡋ࡚ࡣ㐣࡞せ௳࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ
ࡢ㸱ࡘࡢཎᅉࡢ࠸ࡎࢀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
43
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㸰㸬ྛㄽ

ࠐせ⥘ࡢᙧᘧࡣࠊ㹀ᆺྛᴗࢆ༢⊂࡛ᑐ㇟ࡍࡿࠊຓࡅྜ࠸

㸦㸯㸧せ⥘ࡀᑐ㇟ࡍࡿ
ᴗࡢ✀ู

άືࢆ⿵ຓࡍࡿᴗࢆ୍ᣓࡋ࡚ᑐ㇟ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࠐ㹀ᆺࢆᚑ᮶ᆺࡸ㸿ᆺࠊ㹁ᆺ࡞ࠊᐇࡍࡿ࡚ࡢᴗ୪
࡚ᑐ㇟ࡍࡿせ⥘ࡣࠊΰྠࠊㄗゎࢆ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀᙉ࠸ࠋ

ࠐຓࡅྜ࠸άືࡀఫẸࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡣࠊఫẸ┦ᆅᇦ
⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢඹឤࢆᢪࡅࡿᅪᇦෆ࠾࠸࡚ࠊከᵝ࡞ຓࡅྜ࠸
άືࡀከ㔜࡞ᒙࢆࡘࡃࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⿵ຓࡣ
ከᵝ࡞άືᅋయᖜᗈࡃࡇࢀࢆ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧ᅋయせ௳

ࠐዲࡲࡋ࠸せ⥘ࡣࠊᢳ㇟ⓗከᵝ࡞ᅋయࠊ⤌⧊ࢆ⿵ຓᑐ㇟ࡋ
࡚ิᣲࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ᮲௳ࡑࡢࡢ㝈ᐃࢆࡉ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㏫ࠊ≉ᐃᑡᩘࡢᅋయ㝈ᐃࢆࡋࡓࡾࠊᅋయࡢᵓᡂဨ≉ᐃࡢ
㈨㉁ࢆせồࡋࡓࡾࡍࡿせ⥘ࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࡢᗈࡀࡾࢆ㜼ᐖࡍ
ࡿࠋ

ࠐఫẸࡀຓࡢ⢭⚄ࢆᣢࡗ࡚ຓࡅྜ࠸άືࢆ⾜࠺ࡇࡣࠊ⢭⚄
㠃࠾࠸࡚ࡶ㌟య㠃࠾࠸࡚ࡶࠊຓࡅࡿഃࠊຓࡅࡽࢀࡿഃࡢ
᪉㊊ឤࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡑࡢຓࡅྜ࠸άືࢆᗈࡵࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡍࡿ㹀ᆺࡣࠊㄡࡶࡀά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ⏝⪅ࡸ⏝ᅇᩘࡢไ㝈ࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࢆᦆ࡞࠺ࠋ

㸦㸱㸧⏝⪅せ௳

ࠐ⿵ຓࡀㆤಖ㝤ᩱࢆ㈈※ࡍࡿࡇࡽࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢ༙ᩘ௨ୖ
ࡀせᨭ⪅ཬࡧࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺヱᙜ⪅࡛࠶ࢀࡤ㛫᥋ⓗ⤒㈝ࡢ
㢠ࠊ༙ศ௨ୗࡢሙྜࡣࡇࢀࢆᣨศࡋࡓ㢠ࡲ࡛ࡣ⿵ຓ࡛ࡁࡿࠖ
࠸࠺⿵ຓࡢᇶ‽ࢆタࡅࡿࡇࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊ⿵ຓࢆཷࡅࡿ
ᅋయ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊせᨭ⪅➼௨እࡢேࠎᑐࡋ࡚ࡣࠊຓࡅྜ࠸
άືࢆ⮬⏤⾜࠼ࡿ࠸࠺ཎ๎ࢆせ⥘ᐃࡵ࡚࠾ࡃࡇࡀᮃ
ࡲࡋ࠸ࠋ

44
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ࠐ⿵ຓࡣࠊせᨭ⪅➼ࡢ⏕άᨭࢆࡍࡿࡇࡢዡບ㔠ࡋ࡚
ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ㊃᪨ࢆάࡍࡢᚲせ࡞⠊ᅖ࠾
࠸࡚άື㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡢෆᐜࢆ㝈ᐃࡍࡿせ௳ࢆタࡅࡿࡢࡣࡸࡴ
ࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ㝈ᐃࡀせᨭ⪅➼௨እࡢ⪅ࡲ࡛ཬࡪせ௳ࢆ

㸦㸲㸧άື㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧
㛵ࡍࡿせ௳

タࡅࡿࡢࡣᅋయࡢ⮬ᶒࡢᐖ࡞ࡿࠋ
ࠐせᨭ⪅➼ᑐࡍࡿ⿵ຓࡢ᮲௳ࡋ࡚ࡢつไ㸦せ௳㸧ࠊせ
⥘ඛ❧ࡘࡶࡢࡋ࡚ࠊ
ࠕ㸯㸬ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࠕ㸰㸬ᚑ⪅
ࡢΎ₩ࡢಖᣢࠊᗣ≧ែࡢ⟶⌮ࠖ
ࠕ㸱㸬ᚑ⪅ཪࡣᚑ⪅࡛࠶ࡗ
ࡓ⪅ࡢ⛎ᐦࡢಖᣢࠖࠕ㸲㸬ᨾⓎ⏕ࡢᑐᛂࠖࠕ㸳㸬ᗫṆࠊఇṆ
ࡢᒆฟ⩏ົࠖࡢ㸳✀ࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖせ⥘࡛つไࡍࡿ
ࡢࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋ

ࠐ⿵ຓࡢᑐ㇟⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊάື⪅㸦࣎ࣛࣥࢸ㸧ᑐࡍ
ࡿே௳㈝㸦⤥ࠊሗ㓘㸧ࡣྵࡵࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ᭷ൾ
࣎ࣛࣥࢸᑐࡍࡿㅰ♩㔠ࡢᶆ‽㢠ࢆせᨭ⪅➼ࡢศࡘ࠸
࡚ୗࡆࡿࡓࡵࠊ㛫᥋⤒㈝ࡢ⿵ຓࢆ⾜࠺ࡇࡣࠊྰᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋ

㸦㸳㸧⿵ຓᑐ㇟⤒㈝
⿵ຓ㢠

ࠐ⿵ຓࡢ㐺ṇ㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱᅋయࡗ࡚ࡑࡢᚲせ࡞
㢠ࢆ㉸࠼࡚⤒㈝ࢆ⿵ຓࡍࡿࡇࡣࠊ⿵ຓ㔠౫Ꮡࡍࡿయ㉁ࢆࡘ
ࡃࡿࠋ㐺ṇ㢠ࡢุᐃࡣ」㞧࡞せ⣲ࡢ⪃៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࢀࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ⌧ሙࢆ▱ࡿ➨㸰ᒙ⏕άᨭࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮༠㆟య࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡢุ᩿ࢆྲྀࡾධࢀ࡚⿵ຓ㢠ࢆ
ಶูỴᐃࡍࡿ᪉ᘧࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ࠐከࡃࡢせ⥘࡛ຓࡅྜ࠸άືࡢ⏝ᩱࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ㹀ᆺࡢ

㸦㸴㸧⏝ᩱ㛵ࡍࡿつᐃ

ᴗయࡣຓࡅྜ࠸ᅋయ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⮬యࡀ⏝ᩱ㸦ㅰ♩㔠㸧
ࢆỴᐃࡍࡿࡇࡣࠊᅋయࡢ⮬ᶒᑐࡍࡿ㔜࡞ᐖ࡞ࡿࠋ
⿵ຓ㢠ࢆỴࡵࡿ㝿ࡋ࡚ࠊᅋయࡢධࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㊊ࡾࡿࠋ

ࠐ㹀ᆺᑐࡍࡿ⿵ຓࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾ☜ㄆࡍࡿࡁ㡯ࡣࠊ
ࠕ㸯㸬
┠ⓗᴗࢆ⾜ࡗࡓࠖ
ࠕ㸰㸬ᨭᡶ࠺㔠㢠ࡣ㛫᥋⤒㈝ࡼࡾᑡ࡞࠸ࡢ
ࠖࡢ㸰Ⅼ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ᭩㢮ࡣᑡ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࠋ

㸦㸵㸧ᡭ⥆᭩㢮㛵ࡍࡿ
つᐃ

ࠐᡭ⥆᭩㢮ࢆ᭱ᑡࡋࡘࡘ㐺ṇ࡞⿵ຓࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪉ᘧ
ࡣࠊάືᐇࡢ≧ἣᢕᥱࡸࢳ࢙ࢵࢡࢆ⌧ሙ࡛⾜࠺➨㸰ᒙࡢ⏕ά
ᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ཬࡧ༠㆟య⿵ຓࡢせྰཬࡧࡑࡢ㢠ࢆุ
᩿ࡉࡏࠊࡑࡢุ᩿ᇶ࡙࠸࡚⮬యࡀㄆᐃࡍࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
45
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ࠕ࠶ࡿࡁ⏕άᨭせ⥘᳨ࠖウ࣮࣡࢟ࣥࢢሗ࿌᭩


බ┈㈈ᅋἲே ࡉࢃࡸ⚟♴㈈ᅋ


㸯㸬⥲ ㄽ
 㸦㸯㸧ᴫせ㸦⌧≧ၥ㢟Ⅼ㸧
     ᖹᡂ㸰㸴ᖺࠊㆤಖ㝤ἲࡢᨵṇࡼࡾࠊᆅᇦᨭᴗ᪂ࡋ࠸ㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕
άᨭ⥲ྜᴗ㸦௨ୗࠕ⥲ྜᴗࠖ㸧ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡢ≉ ᚩࡢ➨୍ࡣࠊఫẸయ 
ࡢ⏕άᨭάື㸦ࡑࡢάືࡢෆᐜࡣࠕຓࡅྜ࠸ࠖ㸧࡛ࠊ⏕άࡢᨭࢆせࡍࡿ㧗㱋⪅ 
ࢆᨭ࠼ࡿไᗘࢆࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ⥲ྜᴗࡢ୰ࡢゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀ࠊྠ㹂ࠊ㏻ᡤ
ᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀➼ࡀࡇࢀᙜࡓࡿࠋࡑࡢ➨ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ♫ཧຍࡀㆤண㜵ࡢຠᯝ
ࢆࡶࡓࡽࡍࡓࡵࠊ୍⯡ㆤண㜵ᴗࡢ୰ࠊࡇࢀࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᴗࢆタࡅࡓࡇ
࡛࠶ࡿࠋୡ㛫ⓗࡣᒃሙᡤࡤࢀࡿࠕ㏻࠸ࡢሙࠖࡀࡑࡢᆺ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡇࢀࡽࡣ ㆤಖ㝤ไᗘ࠾ࡅࡿ㈈ᨻ๐ῶ ຠᯝࡶࡉࡾ࡞ࡀࡽࠊ㧗㱋 ⪅ࡢຓࡢά 
ືࡼࡿᑛཝ࠶ࡿ⏕άࡢᐇ⌧ࠊ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࢆ≺࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤥㸦ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢᥦ౪㸧ࢆ᰾ࡍࡿ⚟♴ไᗘࡢ୰࡛ࡣ⏬ᮇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⛣⾜ᮇ㛫ࡢ㸱ᖺࢆ
㐣ࡂ࡚ࡶࠊຓࡅྜ࠸άືࠊ࠸ࢃࡺࡿ㹀ᆺࡀᛮ࠺ࡼ࠺ᗈࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᖹᡂ㸰㸶ᖺ
㸯㸮᭶㸯᪥⌧ᅾࠊไᗘୖࡢ㹀ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡀ⏕ࡲࢀࡓᕷ༊⏫ᮧࡢᩘࡣ㸶㸰࡛࠶ࡾࠊỴ
ࡋ࡚ከ࠸ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡑࡢ୰ࡣࠊఫẸࡢάືࡀ࠸ࡁ࠸ࡁᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣲ᬕ
ࡽࡋ࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊไᗘୖࡢ % ᆺᙜ࡚ࡣࡵࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢ୰㌟ࡣຓࡅྜ࠸ゝ
࠼࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ཬࡧ༠㆟య࠸࠺ࠊຓࡅྜ࠸άືࡢ
ฟࢆࡓࡿ௵ົࡍࡿ᪂ࡋ࠸ไᗘࡀタࡅࡽࢀࠊ༙ᩘࢆࡣࡿ㉸࠼ࡿᕷ༊⏫ᮧ࡛
⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸ༠㆟యࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊࡶ࠺ᑡࡋᡂᯝࡀ
ḧࡋ࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 
 ࡛ࡣࠊ࡞ࡐࡇࡢ⏬ᮇⓗ࡞ไᗘࡼࡿຓࡅྜ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣไᗘୖࡢ㹀ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡀ
ᗈࡀࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢཎᅉࡣከᵝ࡛࠶ࡾࠊᮏศ⛉ࡢぶ㆟ࠕ᪂⥲ྜᴗ
ఫẸయࡢ⏕άᨭ᥎㐍◊✲ࠖࡽࡑࡢᑐᛂ⟇ࡢᥦゝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚ 
࠸ࡿࡀࠊཎᅉࡢ୍ࡘࠊຓࡅྜ࠸άືࢆᗈࡵࡿࡓࡵタࡅࡽࢀࡓไᗘୖࡢ㹀ᆺࢧ࣮
ࣅࢫ࠸࠺⤌ࡳࡢά⏝ࡀ㞴ࡋࡃࠊᮏ᮶ࡢ┠ⓗᐤࡋ࡞࠸ࡤࡾࠊࡏࡗࡃఫ
Ẹࡢ㛫࡛┒ࡾୖࡀࡗ࡚ࡁࡓຓࡅྜ࠸ࡢᶵ 㐠Ỉࢆᕪࡍ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ 
ࡀ࠶ࡿࠋ
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 ࡑࡢཎᅉࢆ୍ゝ࡛࠸࠼ࡤࠊ⿵ຓࡢせ௳ࡸᡭ⥆ࡀཝࡋࡍࡂࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࠊせ௳ࡸᡭ⥆ࢆᐃࡵࡿ⮬యᙜᒁࠊຓࡅྜ࠸ࡢᮏ㉁ࡢ⌮ゎࡀ༑ศ
࡛࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ຓࡅྜ࠸άືࡢᮏ㉁⿵ຓࡢ࠶ࡾ᪉
    ࠉ ຓࡅྜ࠸άືࡣࠊᅔࡗ࡚࠸ࡿேࢆຓࡅࡓ࠸࠸࠺ຓࡢ⢭⚄⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡛ 
࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ≉㉁ࡣࠊయⓗࠊ⮬ᚊⓗ࡞άື࡛࠶ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢάືᚊⓗ
せ⣲ࡀቑ࠼ࡿࠊࡑࡢάືࡣ㨩ຊࢆኻ࠸ࠊຓࡅྜ࠸ࡣ⾶ᙅࡍࡿࠋຓࡅྜ࠸άືࢆ
⤌⧊࡛⾜࠺ሙྜࡶࠊᣦ௧࣭┘╩ࡼࡿ⾜ືᨭ㓄ࢆ⾜ࢃࡎࠊάື⪅ࡢ⮬ᚊⓗุ᩿
ࢆ᭱㝈ᑛ㔜ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࡢᮏ㉁⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ

 ຓࡅྜ࠸άືࢆ⤌⧊࡛⾜࠺ሙྜࠊࡇࢀᚲせ࡞㈨㔠ࡣࠊ㈝ࢆྵࡴᐤධࠊㅰ
♩㔠ࡑࡢࡢᴗධཬࡧ⿵ຓ㔠࡞࡛㈥ࢃࢀࡿࡀࠊ⾜ᨻཪࡣࡇࢀ‽ࡌࡿᅋయ
ࡽࡢ⿵ຓ㔠௨እࡣࠊࡑࡢ㏵ࡘ࠸࡚せ௳ࢆタࡅ࡞࠸ࠊタࡅ࡚ࡶࡲ࡞⏝㏵
ไ㝈ࢆࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊ࡢ⮬ᚊᛶࢆᦆ࡞࠺ᨭࡣᨭ࡞ࡽ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

ࠉ୍᪉ࠊ⾜ᨻࡢ⿵ຓ㔠ࡣࠊฟ㈨⪅㸦ᅜẸ࣭ఫẸࠋࡑࡢ௦⾲ࡣࠊ㆟㸧ሗ࿌ࡋ࡚⣡
ᚓࢆᚓࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㏵㸦ᑐ㇟⪅ࡸάືෆᐜ࡞㸧ࢆ≉ᐃࡋࠊヲࡋ࠸ሗ࿌ࢆồࡵࡿ
ࡇ࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡇࢀࡀᴗάືࢆᨭࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⚟♴ࡑࡢࡢ㠀Ⴀάືࢆ⾜࠺㠀Ⴀᅋయ
ࡢάືࢆᨭࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜ㸦ࢇࡢ⿵ຓ㔠ࡣࡇࢀࡽࡢࢱࣉ࡛࠶ࡿ㸧
ࡣࠊࡑࡢ⿵ຓ㔠ࡢ⏝㏵ࡣࠊᴗࡸ㠀Ⴀᅋయࡢᮏ᮶ᴗ࡛࠶ࡿࡽࠊヲ⣽࡞せ௳ࡸ
ᡭ⥆ࢆࡉࢀ࡚ࡶᴗࡸᅋయࡢᮏ᮶ᴗࡢᯟෆṆࡲࡿࠋ
 
ࠉ ࡇࢁࡀຓࡅྜ࠸άືࢆ⾜࠺ᅋయࡣࠊࡑࡢάື⦡ࡾࡀ࡞࠸ࡇ⮬యࡀᮏ᮶ࡢ 
άືࡢ≉㉁࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ⦡ࡾࡀᙉ࠸ᮏ᮶ࡢάືࡢᯟእ࡞ࡾࠊ
ࡑࡢᅋయࡢάື㈇ᢸࢆࡅࡿࡇ࡞ࡿࠋࡔࡽࠊຓࡅྜ࠸άືࡢሙྜࡣࠊ⿵ຓ
ࡼࡗ࡚ࡑࡢᴗࢆ⾜࠺ࡼ࠺ዡບࡋࡓ࠸ࡣࠊ⦡ࡾࢆ᭱ᑠ㝈ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧せ⥘ࡀཝࡋ࠸⦡ࡾࢆタࡅࡿཎᅉ
   ࠉຓࡅྜ࠸άືࢆ⾜࠺ᅋయᑐࡍࡿ⿵ຓࡢ᪉ᘧࡋ࡚ࠊ⿵ຓỴᐃࡢせ௳ࢆ㝈ࡾ࡞
ࡃࢮࣟ㏆࡙ࡅࠊࡓ࠼ࡤ⮬⸀ࠊ⸀ࡢࡳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᴗ⏬ࡢࡳ࡛ࡋࠊᴗ
ᐇ⦼ࡢ␎ᘧ☜ㄆ࡛☜ᐃࡍࡿ࡞ࡢ᪉ᘧࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡉࡍࡀㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓ㸴㸲
せ⥘ࡢ୰ࡣࡇࡢࢱࣉࡢࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ⮬ࡸ⮬ᅋయ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ༠
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㆟ࠊ⮬⯆࡞ࡢྡ⛠࡛ࠊᑠᆅᇦࡢ௦⾲⪅ࡀᵓᡂࡋࠊᆅᇦάᛶ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ
┦ᢇຓ࡞ࡢ㠀Ⴀάືࢆ௵ព⾜࠺ᅋయ㸧ࠊ⪁ே࡞ᑐࡍࡿ⿵ຓ㔠ࡣࠊࡇࡢ
ࢱࣉ㏆࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋ⿵ຓࡢᛶ㉁ࡽࡍࢀࡤࠊ⥲ྜᴗ࠾ࡅࡿຓࡅྜ࠸άື
ᑐࡍࡿ⿵ຓ㢮ఝࡍࡿࢱࣉ࡛࠶ࡿࡽࠊせ⥘ࡢඛࡍࡿ࡞ࡽࡇࡕࡽࡢࢱࣉࡢ
ࡶࡢࢆཧ↷ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࡑࡇࡲ࡛࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊせ௳ࡸᡭ⥆ࡢ⦡ࡾࢆ᭱ᑠ㝈ࡋ࡚ࠊᰂ㌾ࡘᗈ⠊ᅖࡢຓࡅ
ྜ࠸άື⿵ຓ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡋ࡚࠸ࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤኳ❺ᕷࡢ⥲ྜᴗ࠾ࡅࡿఫẸయࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫᴗ㈝⿵ຓ㔠せ⥘
㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ㸧ࡣࠊᑐ㇟ᅋయࡣࠕ㹌㹎㹍ἲேࠊ࣎ࣛࣥࢸᅋయࠊᆅ⦕⤌⧊➼㸦௨
ୗࠕ㹌㹎㹍ἲே➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࠖᐃࡵࡿࡢࡳ࡛ࠊ⏝⪅せ௳ࡣ࡞ࡃࠊᑐ㇟ᴗࡣࠊἲ
ᚊᐃࡵࡿᴗࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛せ⥘ࡼࡿຍせ௳ࡣ࡞࠸ࠋ⿵ຓᑐ㇟⤒㈝ࡣࠕ➨㸱
᮲ ⿵ຓ㔠ࡢࡢᑐ㇟࡞ࡿ⤒㈝㸦௨ୗࠕ⿵ຓᑐ㇟⤒㈝ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ⿵ຓᴗ
せࡍࡿ⤒㈝ࡢ࠺ࡕࠊ❧ୖࡆ⤒㈝ࠊάືሙᡤࡢୖࡆ㈝⏝ཬࡧ㛫᥋⤒㈝㸦ග⇕Ỉ㈝ࠊࢧ
࣮ࣅࢫࡢ⏝ㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ே௳㈝➼㸧ࡍࡿࠋࠖᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᩥ❶⥆࠸࡚
ࠕࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᕷ㛗ࡣࠊఫẸయࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ཬࡧάືࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺㓄
៖ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࠖ࠸࠺ᚋᩥࡀ࠸࡚࠸ࡿࠋ㢠ࡣ⿵ຓᑐ㇟⤒㈝ࡢ㸯㸮ศࡢ㸯㸳㸮
ࡢప࠸᪉ࠋ
ࡑࢀࡔࡅࡢつᐃࡔࡽࠊᴗィ⏬㸦ᡂ⦼㸧᭩ࡶᨭண⟬㸦⢭⟬㸧᭩ࡶ⡆༢࡛ࠊ㛫᥋
⤒㈝ࡢ⥲㢠ࢆ᭩ࡅࡤ㊊ࡾࡿ⛬ᗘࡢࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿࠋయࡋ࡚ࠊάືࡢ⮬ᚊᛶࢆ㜼ᐖ
ࡋ࡞࠸ࡶࡢホ౯࡛ࡁࡼ࠺ࠋ

ࡇࢀᑐࡋࠊ⥲ྜᴗࡢ⌮ゎḞࡅࠊ㹀ᆺゝ࠸࡞ࡀࡽᚑ᮶ᆺࡢ⤥ᴗΰྠࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞せ⥘ࡶࠊእⓗ࡛࠶ࡿࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࠉࡓ࠼ࡤ㹌ᕷࡢせ⥘ࡣࠊᕷࡀᐇࡍࡿ⥲ྜᴗࢆࠕゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀㸦ఫẸయ➼㸧ࠖ
ࠕ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀㸦ఫẸయ➼㸧ࠖ㝈ᐃࡋ࡞ࡀࡽ㸦ὀ㸹㹌ᕷࡣᗈᇦ⤌ྜᡤᒓ㸧ࠊ
ᑐ㇟ᅋయࢆ⮬⯆ࠊᆅ༊♫༠ཬࡧࠕ๓ྕᥖࡆࡿᅋయ㸦ὀ㸹๓⪅㸧ࡽ᥎⸀ࢆ
ཷࡅࡓ⏫ෆࠊ⮬ࠊ㞟ⴠཬࡧᆅ༊ఫẸ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿᅋయ㸦ὀ㸹༠㆟యࡢࡇࡔ
᥎

ࡉࢀࡿ㸧
ࠖ㝈ᐃࡋࠊࡇࢀࡽࡢᅋయ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ⨨ࡃࡇࢆせồ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᅋయࡀࠊ⏕άຓࡸ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫࢆ⮬ࡽ⾜࠺ࡇࡋ
࡚ࡑࡢ༢ࢆタᐃࠊࡇࢀࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡿᐇ㈝⏝ࡢ㸯㸮㸮ศࡢ㸷㸮ࢆࠕ⿵ຓ㔠ࠖ
ࡋ࡚ࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠉࠕゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀ࠖࡢせ⥘ࡋ࡞ࡀࡽࠊᴗ⪅ᣦᐃไᗘࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿせ⥘ࡶࠊ࠸
ࡃࡘᏑࡍࡿࠋ
ࠉఫẸయࡢ⏕άᨭ㸦ຓࡅྜ࠸㸧ࢆ⾜࠺ᴗࡢయࡣࠊẸ㛫ࡢఫẸᅋయ࡛࠶ࡿࡢࠊ
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ࠕࡇࡢᴗ㸦ὀ㸹㹀ᆺ㸧ࡢᐇయࡣࠊ㹒ᕷࡍࡿࠋࠖᐃࡵࠊ㹒ᕷࡀ㹀ᆺࢆ⾜࠺ᴗ
⪅ࢆᣦᐃࡋ࡚ᐇࡉࡏࡿ࠸࠺ᵓ㐀ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡣ≉ᐃࡉࢀ㸦ࡑ
ࢀ௨እࡢ㧗㱋⪅࡞ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᅇᩘࡶࠕ㐌㸯ᅇࡘ㸯ᅇᙜࡓࡾ㸯
㛫ࢆ㝈ᗘࡍࡿࠋࠖไ㝈ࡉࢀࠊࢣࣉࣛࣥᇶ࡙ࡃࢧ࣮ࣅࢫ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ㹒ᕷࡢ
ሙྜࠊᴗᨭ⤥㈝ࡣᅜẸᗣಖ㝤ᅋయ㐃ྜࡽ⾜ࢃࢀࠊ୍㒊ࡣ⏝⪅ࡽཷࡅࡿ
⤌ࡳࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ゼၥᆺ㹀ࠊ㏻ᡤᆺ㹀ࡢせ⥘ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㹀ᆺᴗ⮬యࢆጤクᴗࡋ࡚࠸ࡿせ⥘ࡶ
ᩓぢࡉࢀࡿࠋ
ጤク࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࡢᴗࡢయࡣ⮬య࠸࠺ࡇ࡞ࡾࠊఫẸయࡢάື
࠸࠺㹀ᆺࡢᮏ㉁ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊጤクෆᐜࢆ᫂☜ࡋࠊጤクᩱࢆᨭᡶ࠺άືࢆ≉
ᐃࡍࡿ࠸࠺せㄳࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊጤクඛ㸦ཷクᴗ⪅㸧ࠊ⏝⪅ࠊࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ࡞ࡀ
㝈ᐃࡉࢀࡀࡕ࡞ࡾࠊࡲࡓࠊጤクᩱࡢ⟬ᐃ᪉ᘧࡀ」㞧࡛ࠊせồࡉࢀࡿᡭ⥆᭩㢮ࡀ↹㞧
࡞ࡿ࠸࠺ഴྥࡶ⏕ࡌࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᴗࡢጤク࡛࡞ࡃಶࠎࡢ⏝⪅ᑐࡍࡿ≉ᐃࡢᨭ⾜Ⅽࢆຓࡅྜ࠸άືࢆ
⾜࠺ᅋయጤクࡍࡿ᪉ᘧࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࡢᮏ᪨ࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸㝈ᗘ࡛ࡑࡢᨭ⾜Ⅽࢆ
⾜࠺ࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧࡢᴗࡣ⥲ྜ
ᴗࡋ࡚ࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᴗ⪅ᣦᐃࡸᴗጤクࡢࡼ࠺ຓࡅྜ࠸ࡢᮏ᪨ࡍࡿ⤌ࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㹀ᆺࡢᯟ
ෆ࠾ࡉࡲࡿ⤌ࡳ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᚑ᮶ᆺ࠶ࡿ࠸ࡣ㸿ᆺࡀᐃࡵࡿせ௳ࡸᑐ㇟⪅ᛶᝏㄝ
❧ࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿ୍⯡ⓗ࡞⿵ຓࡢせ௳ᙳ㡪ࡉࢀ࡚ࠊຓࡅྜ࠸άືᑐࡍࡿ⿵ຓࡋ
࡚ࡣᙜ㐣࡞せ௳ࡸᡭ⥆ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡢせ௳ࡸᡭ⥆ࡢ୍
ࡘ୍ࡘࡀࠊຓࡅྜ࠸άືࢆࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡢཧຍࡸάື⥅⥆ࢆጉࡆࡿ࣐ࢼࢫࡢຠᯝࢆ
Ⓨࡍࡿ⪃࠼ࡿࠊ᪩ᛴ࡞ṇࡀᙉࡃᮃࡲࢀࡿࠋ
࠶ࡿࡁせ⥘ࡢつᐃࠊዲࡲࡋ࠸つᐃࡢࡸࠊ㐣࡞せ௳ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿせ⥘ࡢつᐃࡢ
ࡣࠊḟࡢ㸰㸬ྛㄽ࡛㏙ࡿࠋ
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㸰㸬ྛ ㄽ
 㸦㸯㸧せ⥘ࡀᑐ㇟ࡍࡿᴗࡢ✀ู
     ⥲ྜᴗࡢ୰ࡢࡢᆺࡢᴗࢆᑐ㇟ࡋ࡚せ⥘ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥲ྜ
ᴗࡢࡍ࡚ࡢᆺࡢᴗࢆ୍ࡘࡢせ⥘࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡽࠊ୍ࡘࡢᆺࡈ
୍ࡘࡢせ⥘ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡲ࡛༊ࠎ࡛࠶ࡾࠊ୍⯡ⓗ࡞ഴྥࢆᣦࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ

ࡑࡢ୰࡛ࠊዲ࠸ࡣࠊࢃࡾࡸࡍࡃࠊせ⥘ࡔࡅ࡛⤌ࡳࡢయീࡸ⿵ຓࡢཷࡅ
᪉ࡀࢃࡿࡶࡢࡔゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

ࡑࡢどⅬࡽゝ࠼ࡤࠊᙧᘧࡋ࡚ࡣࠊ㸯ࡘࡢせ⥘≉ᐃࡢᆺࡢᴗ㛵ࡍࡿつᐃ
ࡢ࡚ࡀࠊᩚ⌮ࡉࢀ࡚ࢃࡾࡸࡍ࠸㡰ᗎ࡛୪ࡽࢀࠊᩥ❶ࡶ᫂☜ࡘᖹ᫆࡞⾲⌧
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
せ⥘ࡀᑐ ㇟ࡍࡿᴗࡣࠊゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀࡞ࡢࡼ࠺ࠊά⏝ࡉࢀࡿࡀ࠶ࡿ
⛬ᗘணࡉࢀࡿᴗࡣࠊࡑࡢᴗ༢⊂࡛せ⥘ࢆタࡅࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊఫẸయࡢ
ᴗ࡛ࠊຓࡅྜ࠸άືࡋ࡚⿵ຓࡍࡿᴗ㸦࠼ࡤࠊゼၥᆺ㹀ࠊ㹂ࠊ㏻ᡤᆺ㹀ࠊࡑࡢ
⏕άᨭࠊ㏻࠸ࡢሙ࡞㸧ࢆ୍ᣓࡋ࡚ᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ⊂❧ࡢᴗయ
ᑐࡍࡿ⿵ຓ࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣝࣝࡀඹ㏻ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㏻࠸ࡢሙࡣ⿵ຓࡢ
⌮⏤ࡸෆᐜࡀࢧ࣮ࣅࢫᴗࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ㏻࠸ࡢሙࡽ㏻ᡤᆺ㹀Ⓨᒎࡍࡿࢣ࣮
ࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠶ࢃࡏ࡚つᐃࡋࡓ࠺ࡀࢃࡾࡸࡍ࠸࠸࠺㠃ࡀ࠶ࡿࠋ

㏫ዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࡢࡣࠊᚑ᮶ᆺࡸ㸿ᆺࠊ㹁ᆺ࡞ᐇࡍࡿᴗ࡚ࢆᑐ ㇟ࡋ࡚
つᐃࡍࡿせ⥘࡛ࠊᨭࡢ᪉ࡀࡃ␗࡞ࡿࡶࡢࢆ୍⥴つᐃࡍࡿࡽࠊࢃࡾࡃ
ࡃࠊࡲࡓࠊ㹀ᆺᑐ ࡍࡿつ ᐃ ࡀࠊᚑ ᮶ ᆺ ࡸ㸿ᆺࡘࡽࢀ࡚ཝࡋࡃ࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ
せ⥘ࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ᝏࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ

 㸦㸰㸧ᅋయせ௳
     ຓࡅྜ࠸άືࢆᗈࡵࡿࡓࡵࡢ㹀ᆺࡢ࠶ࡾ᪉࠸࠺どⅬࡽせ⥘ᐃࡵࡿᨭᑐ
㇟ᅋయࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆぢࡿࠊࡁࡃ㸰ࡘࡢㄢ㢟ࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋ
 㸯ࡘࡣࠊᨭᑐ㇟ࢆ≉ᐃᑡᩘࡢᅋయ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿせ⥘࡛࠶ࡿࠋ
 㸰ࡘࡣࠊᅋయࡢᵓᡂဨ㸦άື⪅ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅㸧࡞ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞᮲௳
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᅋయࡀ㝈ᐃࡉࢀࡊࡿࢆᚓ࡞࠸せ⥘࡛࠶ࡿࠋ
 ⏕άᨭ㛵ࡍࡿຓࡅྜ࠸άືࡣࠊఫẸࠊᕷẸࡢඹឤࢆᇶ♏ࡋࠊ⢭⚄ⓗ‶㊊ឤ
ࢆ᭱㔜せせ⣲ࡍࡿᆅᇦఫẸάື࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊ⤌⧊ࡢཎ⌮๎ࡾࠊຠ⋡ࢆ㔜
ࢇࡌࠊ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ⪃࠼࡚⾜࠺ᴗάືࡣࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ
 ࡑࡇࡣつᶍࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࢇാࡎࠊࡑࡢάືࡣࠊఫẸ┦ࡢᆅᇦ⏕ά⪅
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ࡋ࡚ࡢඹឤࢆᢪࡅࡿ⠊ᅖ㸦ᑠᏛᰯ༊ࡽ୰Ꮫᰯ༊ࡀ୍ࡘࡢ༢࡞ࡿ⏕άᅪᇦ㸧
࡛⾜ࢃࢀࡿࡇࡀࠊࡑࡢࣥࢭࣥࢸࣈࢆቑ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞せ⣲࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢάືࡣࠊከᵝ࡞άືࡀከ㔜࡞ᒙࢆࡘࡃࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇࡀࠊఫẸࡢከᵝ࡞ࢽ࣮
ࢬࢆ‶ࡓࡍࡓࡵࡢᚲ㡲せ⣲࡞ࡿࠋලయⓗࡣࠊᆅᇦఫẸ┦ࡢࣥࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞ࡈ㏆ᡤࡢຓࡅྜ࠸ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊ⮬࣭⏫ෆ༢ࡢぢᏲࡾࡸࡕࡻ࠸࣎
ࣛ㸦⏫ෆ࡞ࢆ༢ࡍࡿࡕࡻࡗࡋࡓᅔࡾࡈࡘ࠸࡚ࡢ㠃ࡋ࡚ࡢຓࡅྜ
࠸㸧ࠊẸ⏕ጤဨࡈ㏆ᡤࡢᩘྡࡢ࣎ࣛࣥࢸࡼࡿ≉ᐃࡢ⏕ά⮬⏤⪅ᑐࡍࡿ 
᪥ᖖ ⓗ࡞ᅔࡾࡈࡘ࠸࡚ࡢⅬࡋ࡚ࡢຓࡅྜ࠸ࠊᒃሙᡤ࠾ࡅࡿඹ ឤࡢ㔊 ᡂ 
ࡕࡻࡗࡋࡓᅔࡾࡈࡘ࠸࡚ࡢຓࡅྜ࠸ࠊᆅ༊♫༠ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ༠㆟➼ࡢᆅ
ᇦᅋయࠊ㹌㹎㹍࡞ࡼࡿ⥅⥆ⓗ࡞ᐙᨭࠊ⛣ືᨭࠊ㓄㣗࡞ࡢຓࡅྜ࠸࡞
ࡀከ㔜ⓗ⾜ࢃࢀ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠊఫẸࡢ⏕άᨭᑐ ࡍࡿࢽ࣮ࢬࡣ⥲యࡋ࡚‶ࡓ 
ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ຓࡅྜ࠸ࡢᒙࡀ࡞࠸ࡇࢁ࡛ࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ㏻ᡤ
㹀ᆺࢆ㛤ᡤࡋ࡚ࡶࠊ⏝⪅ࡀ⏕ࡲࢀ࡞࠸ࡇࡣᐇࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
     ࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢከ ᵝ࡞άືࡣࠊࡑࢀࢆᢸ࠺ேࠎࡢཧຍ ື ᶵࢆ␗ࡍࡿࡽࠊ 
ໟᣓࡋ࡚≉ᐃࡢᅋయࡀ⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ

 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊຓࡅྜ࠸άືᑐࡍࡿ⿵ຓࡣࠊண⟬ᯟࡢ㛵ಀ࡛ಶูࡢ⿵ຓ㢠ࡣప
㢠࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊ࡞ࡿࡃᖜᗈࡃࠊከᵝ࡞✀㢮ࡢάືᅋయᑐࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ
ᮃࡲࢀࡿࠋ
 ᆅᇦࡢᩘྡࡢࢳ࣮࣒ࡸ⮬ࠊ⏫ෆ༢ࡢάືᑐࡋ࡚ࡶࠊࢃࡎ࡞㢠ࡣ࠸
࠼⿵ຓࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᑠࡉ࡞༢ࡢ⤌⧊ࡗ࡚ࡣࠊࢃࡎ࡞ᐇ㈝ࡢ
⿵ຓࡢ᭷↓ࡀάືࡢ㛤ጞࠊ⥅⥆Ỵᐃⓗせ⣲࡞ࡿࡇࡀከ࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺࡞ຓࡅྜ࠸άືࡢ≉㉁ࡽࡍࢀࡤࠊᨭᑐ㇟ᅋయࡘ࠸࡚ࠊከ✀ከᵝ࡞
ຓࡅྜ࠸άືࢆࠊ⏕άᅪᇦ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᅋయࡸࢳ࣮࣒࡞ᖜᗈࡃ⿵ຓ࡛ࡁࡿࡼ 
࠺ᐃࡵ࡚࠸ࡿせ⥘ࡀዲࡲࡋࡃࠊ㏫ࠊ≉ᐃᑡᩘࡢᅋయ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸࠊᅋ
యࡢᵓᡂ ဨ࡞ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞᮲ ௳ࢆ ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⤖ᯝⓗᅋయࡀ㝈 
ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
 
ዲࡲࡋ࠸せ⥘ࡢᆺࡋ࡚࠶ࡿ⛬ᗘᏑࡍࡿࡢࡣࠊ
ࠕせᨭ⪅➼ࡀࠊ⮬❧ࡋࡓ᪥ᖖ⏕ά
    ࢆ㏦ࡿࡇࢆᨭࡍࡿᕷෆࡢ࣎ࣛࣥࢸࢢ࣮ࣝࣉࡸᆅ⦕⤌⧊ࠊ㹌㹎㹍ࠖ࡞ᢳ㇟
ⓗከᵝ࡞ᅋయࠊ⤌⧊ࢆิᣲࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ᮲௳ࡑࡢࡢ㝈ᐃࢆࡉ࡞࠸せ⥘࡛࠶
ࡿ ࠋࡉࡽ ゝ࠼ ࡤ ࠊᑐ ㇟ ᅋ య ࡋ࡚ ࡣ ࠊࠕ 㧗 㱋 ⪅ࠊᏊ ࡶ ࠊ㞀 ࡀ ࠸ ⪅ࠊㄆ ▱  
⪅࡞࡛⏕άᨭࢆせࡍࡿேࠖᑐࡍࡿᨭάືࢆ⾜࠺ᅋయࠊ⤌⧊ࠊࢳ࣮࣒ࡋ
ࡓ࠺࠼࡛ࠊ⿵ຓ㢠ࡣせᨭ⪅➼ࡢᩘࢆせ⣲ࡋ࡚Ỵࡵࡿࡇࡍࡿせ⥘ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
⿵ຓ㸦㔠 㖹ࡼࡿᨭ㸧ࡣㆤಖ㝤ᩱࢆ㈈ ※ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ㧗㱋 ⪅ࠊ
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࡞ࢇࡎࡃせᨭ⪅➼ࢆ᰾ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㧗㱋⪅㸦⿕ಖ㝤⪅㸧ࡀᏳᚰࡋ
࡚ᑛཝ࠶ࡿᬽࡽࡋࢆ㏦ࡿࡓࡵࡣࠊࡑࡢఫࡴࡲࡕࡀࠊୡ௦ࡢ࠸ࢇ㛵ࢃࡽࡎᅔࡗ
࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࢀࡤຓࡅ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡲࡕ࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ ࡸ ༠ ㆟యࡣࡑ࠺࠸࠺ࡲࡕࡍࡿࡓࡵࠊ⿵ຓࡢᑐ ㇟ 
࡞ࡽ࡞࠸ຓࡅྜ࠸ᅋయࠊ⤌⧊ࠊࢳ࣮࣒ᑐࡋ࡚ࡶࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⤌ࡳ
ධࢀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊ㐃ᦠࡋ࡚άືࡍࡿ⤌ࡳࢆࡘࡃࡿ࡞ࠊ⿵ຓ
௨እࡢᡭẁ࡛ᨭάືࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊせ⥘ࡣ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸ༠
㆟యࡀ⾜࠺ᖜᗈ࠸ᨭάືࢆᇶ♏ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ࢞ࢻࣛࣥࡣࠕඹ
⏕ࠖࢆ࠺ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊせ⥘ࡣࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦ
ࡍࡶࡢࡣࢇぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ

     ୍᪉ࠊࡇࢀࡲ࡛タࡅࡽࢀࡓከࡃࡢせ⥘ࡣࠊຓࡅྜ࠸ࢆᗈࡵࡿࡣཝࡋ㐣ࡂࡿᅋ
యせ௳ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᴗ⪅ᣦᐃᆺཪࡣጤクᆺࡢせ⥘࡛ᑐ㇟ᅋయࡀ⤠ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡢࡣᡂࡾ⾜ࡁࡔࡋ
࡚ࠊ⿵ຓᆺ࠾࠸࡚ࡶࠊせ⥘࡛≉ᐃᅋయ㝈ᐃࡋࡓࡾࠊ⪁ேࢡࣛࣈ㛵ಀᅋయ࠸࠺
ࡼ࠺ࠊ✀ู࡛ᅋయࢆ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡑ࠺࠸࠺㝈ᐃࡢ ᪉࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊᅋయồࡵࡽࢀࡿせ ௳ࢆ㸯㸮௨ୖࡶ୪ࡿせ 
⥘ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽຓࡅྜ࠸ືࡁฟࡑ࠺࠸࠺ᆅ⦕⤌⧊ࡸఫẸᅋయ
ᑐࡍࡿ❧ୖࡆᨭࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊᅋయࡑࡢࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࡢάື⪅ࡘ࠸࡚ࠊ⮬యࡢ㣴ᡂ◊ಟࡢಟ
ࢆồࡵࡿ࡞ࠊ୍ᐃࡢ㈨㉁ࢆせồࡍࡿせ⥘ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇ⏕άᨭࡢຓࡅ
ྜ࠸ࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢഃ㠃ࢆᣢࡘࡽࠊ◊ಟ➼ࡼࡾάື⪅ࡢ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿ
ࡇࡣษ࡞ࡇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢせྰࡣྛάື⪅ࡢ㈨㉁ࡸ⬟ຊ⾜࠺ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡇ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୍ᚊࡢ᮲௳ࡍࡿࡣ࡞ࡌࡲ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ㐣࡞
せồࡣࠊ᪂ࡓ࡞ཧධࡢጉࡆ࡞ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ㡯ࡣࠊᨭࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࠊ࢞ࢻ
ࣛࣥ࡞᭩ࡅࡤ༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
 ᑐ㇟ᅋయࡀࠕ㸳ே௨ୖࡢᕷẸ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠖࠊᅋయᵓᡂဨᖺ㱋ไ
㝈ࢆタࡅࡿ࡞ࡢせ⥘ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡶᆅ⦕ࡢάືࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡞ࡀࡽ㔜
ᒙⓗຓࡅྜ࠸άືࢆᵓ⠏ࡋࡼ࠺࠸࠺ᨻ⟇┠ⓗࡽࡍࢀࡤࠊ᭷ᐖ↓┈࡞ไ㝈࡛
࠶ࡿࠋ

 㸦㸱㸧⏝⪅せ௳
ࠉ㹀ᆺࡢ⏝⪅㛵ࡍࡿせ௳ ᐇせ⥘ᐃࡵࡿᐇୖࡢせ௳ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌ 
ࡘ࠸࡚ࡶࠊከࡃࡢせ⥘ࡀᐃࡵࡿせ௳ࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࢆᗈࡵࡿ┠ⓗ↷ࡽࡏࡤࠊཝ
ࡋ㐣ࡂࡿࠋ
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ࠉ ཝࡋ㐣ࡂࡿᇶ ᮏⓗཎᅉࡣࠊ⏕άᨭ࠾ࡅࡿຓࡅྜ࠸άືࡢ⌮ ゎḞࡅࡿࡇ 
࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ຓࡅྜ࠸άືࡀ⮬ᚊᛶࢆᮏ㉁ࡍࡿࡇࡣ⥲ㄽ࡛㏙ࡓࡀࠊ᪂⥲ྜᴗࡀணᐃ 
ࡍࡿ⏕άᨭࡢຓࡅྜ࠸άືࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ≉㉁ࡣࠊ㓘ᛶ࠶ࡿࠋఫẸࡀຓࡢ⢭
⚄ࢆᣢࡗ࡚ຓࡅྜ࠸άືࢆ⾜࠺ࡇࡣࠊ⢭⚄㠃࠾࠸࡚ࡶ㌟య㠃࠾࠸࡚ࡶࠊຓࡅ
ࡿഃࠊຓࡅࡽࢀࡿഃࡢ᪉㊊ឤࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀ⢭⚄㠃࡛ࡣᑛཝࢆࠊ 
⏕ά㠃࡛ࡣ⮬❧ࢆࠊ㌟య㠃࡛ࡣㆤண㜵ࡢຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡇࢀࡽࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊᑡࡋ࡛ࡶከࡃࡢேࡀᑡࡋ࡛ࡶከࡃࡢᶵ  ຓࡅྜ࠸ 
άືࢆ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊຓࡅྜ࠸άືࢆᗈࡵࡿ┠ⓗࡽࡍ ࢀࡤࠊ 
ࡑࡢࡓࡵࡢ㹀ᆺࡣࠊㄡࡶࡀά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡇࢁࡀࠊከࡃࡢせ⥘ࡀࠊࡇࡢຓࡅྜ࠸άືࡢ≉㉁ࢆ⌮ゎࡏࡎࠊᚑ᮶ᆺ࠶ࡿ࠸ࡣ
㸿ᆺࡢᮏ㉁࡛࠶ࡿࠕබ㔠ࡼࡿᩆ῭ࡢᥐ⨨ࠖㄗゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸨ࡋࡓࡀࡗ࡚ᩆ῭ࡍ
ࡁ⪅ࡢせ௳ࢆ㸦බᖹ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸧ࡋࡗࡾᐃࡵࠊせ௳ヱᙜࡋ࡞࠸⪅ࡀ
ᙜᩆ῭ᥐ⨨ࢆཷࡅ࡞࠸ࡼ࠺ࠊㄆᐃᡭ⥆࡞ࡶཝ᱁ᐃࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ
ከࡃࡢせ⥘ࡣࠊ㹀ᆺࢆㄡࡶࡀ ά⏝ࡍࡿࡇࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࠸࠺๓ ᥦࡽฟ Ⓨ 
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  㸨ㄗゎࡀ⏕ࡌࡿࡁ࡞ཎᅉࡣࠊ⮬యࡀ⮬ࡽࡑࡢ㈐௵࡛⾜࠺ᴗ࡛࠶ࡿᚑ᮶ᆺ
ཬࡧ㸿ᆺࠊఫẸࡀ⮬ࡽ⾜࠺ຓࡅྜ࠸άືࢆ୪ิ࡛ྲྀࡾᢅ࠸ࠊྠࡌᛶ㉁ࡢ
ᴗࡋࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ㆤ ಖ㝤 ἲ㸯㸯㸳᮲ࡢ㸲㸳➨㸯㡯➨㸯ྕࡣࠊᚑ᮶ ᆺࡸ㸿ᆺࠊ㹁ᆺఫẸ
యࡢάື࡛࠶ࡿ㹀ᆺࠊ㹂ᆺࢆ࠶ࢃࡏ࡚㸯ྕゼၥᴗࡋࠊ㏻ᡤᴗࡶྠᵝ
୪ิࡢᴗࡋࠊᴗయࢆࠕᕷ⏫ᮧࠖᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊᚑ᮶ᆺࡸ㸿ᆺࠊ㹁
ᆺࡢᴗࢆ⾜࠺యࡣᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡿ㸦ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢᴗࡢᐇࡣࠊᴗ
⪅ࢆᣦᐃࡋ࡚ࡸࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠊᴗ⪅ጤクࡋ࡚ࡸࡗ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ᙧ࡞
ࡿ㸧ࡢᑐࡋࠊ㹀ᆺࡸ㹂ᆺࡢᴗ㸦ຓࡅྜ࠸άື㸧ࢆ⾜࠺యࡣࠊఫẸᅋయ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࡣ࡞࠸㸦ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊ⪅ࡢ⾜࠺ᴗ⿵ຓ
ࡍࡿࡇ࡛ࡇࢀࢆᨭࡍࡿᙧ࡞ࡿ㸧ࠋ㹀ᆺࠊ㹂ᆺࡢሙྜࠊྠ᮲㡯ࡀࠕᕷ⏫ᮧ
ࡣࠊ
㸦୰␎㸧⾜࠺ࠖ࠸࠺ព ࡣࠊᚑ ᮶ ᆺࡸ㸿ᆺࠊ㹁ᆺࡢࢣ࣮ࢫࡣ␗࡞ࡾࠊ
ࠕ㸦ᮏయࡢᴗ࡛࡞ࡃࠊࡇࢀ㸧⿵ຓࡍࡿᴗࢆ⾜࠺ࠖ࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠕᕷ ⏫ ᮧ ࡣ ࠊ
㸦୰ ␎㸧⾜࠺ࠖ࠸࠺ྠࡌᩥ ゝࢆࢣ ࣮ࢫࡼࡗ࡚ 
␗࡞ࡿព࡛⏝࠸ࢀࡤࠊㄗゎࡀ⏕ࡌࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡗ࡚ࠊἲ௧ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ

     ࡇࡢㄗゎࢆṇࡋࠊ⿵ຓࡀྍ⬟࡞㝈ࡾຓࡅྜ࠸άືࡢ≉㉁㸦≉⮬ᚊᛶࡸ㓘ᛶ㸧 
ࢆ㜼ᐖࡏࡎࠊ᭷ຠᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞せ⥘ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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⏝⪅ࡸ⏝ᅇᩘ࡞ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࡢ≉㉁ࢆᦆ࡞࠺ࠋ

 ࡑࢀ࡛ࡣ ⏝⪅ ࡀㄡ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⿵ ຓ ࡍࡁ࠸࠺ࠊㄗ ゎࡣูࡢ⌮⏤ࡼ 
ࡿไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⿵ຓࡀㆤಖ㝤ᩱࢆ㈈※ࡍࡿࡇࡽࠊಖ㝤ᩱ⣡⪅ࡢ
ពᛮࡼࡿไ⣙ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝈ᗘࢆ♧ࡍ㏻๎ⓗゎ㔘ࡋ࡚ཌປ┬ࡢ࢞
ࢻࣛࣥࡀタࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀ཬࡧ㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅࢫ㹀࠾࠸࡚ࡣࠊ 
⏝⪅ࡢ༙ᩘ௨ୖࡀせᨭ⪅➼࡛࠶ࢀࡤ㛫᥋ⓗ⤒㈝ࡢ㢠ࠊ༙ศ௨ୗࡢሙྜࡣࡇ
ࢀࢆᣨศࡋࡓ㢠ࡲ࡛ࡣ⿵ຓ࡛ࡁࡿࠖࠊ
ࠕᆅᇦㆤண㜵άືᨭᴗ㸦㏻࠸ࡢሙ㸧ࡣࠊ
άື⪅㸦ᥦ౪⪅ഃ㸧ࡢ༙ศ௨ୖࡀ㧗㱋⪅ࡢሙྜࡣ⿵ຓ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ᇶ‽࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣ⿵ຓࡍࡿ⪅ࡀ⿵ຓࡢせ௳ࡋ࡚Ỵࡵࡓᇶ ‽࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀຓࡅྜ࠸άື 
ࡢ≉㉁࡛࠶ࡿඹ⏕ࡢ⌮ᛕ㸦ᅔࡗ࡚࠸ࡿேࡣㄡ࡛࠶ࡗ࡚ࡶຓࡅࡿ㸧ἢࢃ࡞࠸ࡋ࡚
ࡶࠊࡑࡢᇶ‽ࢆ㉸࠼ࡼࡲ࡛ࡣᙇ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

 ࡑࢀࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾຓࡅྜ࠸άືࢆ㜼ᐖࡏࡎࠊ⿵ຓࡀ᭷ຠᶵ⬟ࡍࡿ
ࡼ࠺⏝⪅せ௳ࢆᐃࡵࡿࡍࢀࡤࠊࡲࡎࠊ⿵ຓᑐ㇟ᴗ࡛࠶ࡿせᨭ⪅➼ᑐࡍ
ࡿ⏕άᨭࡶཎ๎⮬⏤⾜࠼ࡿࡋࠊࡲࡋ࡚ࡸせᨭ⪅ ➼௨ እࡢேࠎᑐ ࡍࡿຓࡅ 
ྜ࠸ࡣࠊᑐ ㇟ࡶࡸࡾ᪉ࡶࡃ⮬⏤⾜࠼ࡿ࠸࠺ᙜ↛ ࡢࡇࢆᐉ ゝ ࡍࡿࡇࡀᮃ 
ࡲࡋ࠸ࠋ࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡞つᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ࠉ ࡇࡢせ⥘ࡣࠊ⿵ຓࡑࡢࡢ⮬యࡀ⾜࠺ᨭࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ 
  ᨭࢆཷࡅࡿᅋయࠊ⤌⧊࡞ࡣࠊ⿵ຓࡢ᮲௳ࡉࢀࡓ㡯ࢆ⾜࠺ࠊ࠸࡞
ࡿάືࢆ࠸࡞ࡿ᪉ ἲ࡛ ⾜࠾࠺⮬⏤࡛࠶ࡿࠋ⿵ຓࡢ᮲ ௳ࢆタࡅࡿᙜࡓࡗ 
࡚ࡣࠊ⮬యࡣࠊᅋయࠊ⤌⧊࡞ࡢάືࡢ⮬ᚊᛶࢆ᭱㝈ᑛ㔜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ

 ࡇࢁࡀࠊ༙ᩘ௨ୖࡢせ⥘ࡀࠊᴗᑐ㇟⪅ࢆࠕせᨭ⪅ཪࡣࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺヱᙜ
⪅ࠖ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢつᐃࡪࡾࡀࠕ⏝࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ 
ࡇࢀᙜࡓࡽ࡞࠸⪅ࡣ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࠊຓࡅྜ࠸ᅋయࡣࡇࢀ௨እࡢ⪅ࡣཷࡅ
ධࢀࡽࢀ࡞࠸ㄞࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡇ࡞ࡿࠋ⌧ከࡃࡢᅋయ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㐠⏝ࡀ⾜
ࢃࢀ ࠊ ⏝ ⪅ ࡀ ⌧ ࢀ ࡞࠸㸦⌧ ࢀ࡚ࡶࠊࢣ࣐ࢿࡢ ⤂ࡋࡓே㝈 ᐃࡉࢀࡿ㸧ࠊ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏝⪅ࡀἽࡃἽࡃ㎡ࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࠉ ࡇࢀࡽࡣࠊ⿵ຓࡢせ௳㐣ࡂ࡞࠸ࡶࡢࢆ⏝ࡢせ௳ࡍࡾ࠼࡚࠸ࡿᝏ ࡛࠶ 
ࡿࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊ⿵ຓࡢせ௳ࢆࠊୖグࡢ࢞ࢻࣛࣥࡀ♧ࡍᇶ‽ࢆࡉ
ࡽ㝈ᐃࡋ࡚ࠊせᨭ⪅➼ࡢᩘ࡛ᣨศࡋࡓศ㝈ࡗ࡚࠸ࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࡉࡽ
ࠕ㸦せᨭ⪅➼࡛࠶ࡗ࡚㸧ࡦࡾᬽࡽࡋཪࡣ㧗㱋⪅ࡢࡳࡢୡᖏࠖ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿ
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ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊཌປ┬ࡀඹ⏕ࡢ⌮ᛕࢆᥖࡆ࡚ࠕせᨭ⪅➼ࡀ༙ᩘ௨ୖ࡞ࡽ
㛫᥋⤒㈝ࡣ㸦⤖ᒁせᨭ⪅➼ࡢࡓࡵࡶࡑࡢ㢠ࡀᚲせ࡞ࡢࡔࡽ㸧㢠⿵ຓ࡛ࡁࡿࠖ
࠸࠺ゎ㔘㋃ࡳษࡗࡓດຊࡀỈࡢἻ࡞ࡿࠋ
ࠉᩘࡣከࡃ࡞࠸ࡀࠊ
ࠕ๓ྛྕࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊᖺ㛫ࡢ⏝⪅ࡢ㐣༙ᩘࡀ⥲ྜ
ᴗࡢᑐ㇟⪅࡛࠶ࢀࡤࠊ୍⯡㧗㱋⪅ࡸ㞀ࡀ࠸⪅࡞ࠊ⥲ྜᴗࡢᑐ㇟⪅࡞ࡽ࡞࠸
⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡚ࡶⰋ࠸ࡶࡢࡍࡿࠖ᫂グࡍࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋ࢞ࢻࣛࣥࢆࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊཝ᱁㐣ࡂࡿᝏࡀከ࠸ࡇࢁࡽࠊ࠶ࡗࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋࡓࡔࠊࡇ
ࢀ࡛ࡣ⥲ྜᴗࡢᑐ㇟⪅ࡀ༙ᩘ‶ࡓ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡢᣨศ⿵ຓࡀᢤࡅⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡑࡇࡲ࡛ࡋࡗࡾ᭩࠸࡚ࡋ࠸ࠋ
ࠉ ࠕ⏝ᕼᮃ⪅ࡣࠊㄡ࡛ࡶ⏝࡛ࡁࡿࡇࠖࡍࡿࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ࠕ࣓ࣥࣂ࣮ࢆᅛᐃ 
ࡋ࡞࠸ࡇ㸦ᅛᐃࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࡀࠊ᪂つᕼᮃ⪅ࢆእࡍࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇ
㸧ࠋ㊃ࡢࢧ࣮ࢡࣝࡋ࡞࠸ࡇࠋάືࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ≉ᐃ᪥ࡳࢇ࡞୍࡛ࡘࡢ 
ࡇ㸦ᩱ⌮ࡸᡭⱁ࡞㸧ࡣྍࡍࡿࠖ࠶ࡿࡢࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶⰋ࠸ࢻࣂࢫ࡛ࡣ࠶
ࡿࡶࡢࡢࠊධࡋࡍࡂࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

ࠉ ຓࡅྜ࠸ᅋయࡀ⮬ⓗࠊ⮬ᚊⓗࡸࡗ࡚࠸ࡿຓࡅྜ࠸άື⿵ຓࡍࡿ࠸࠺ᇶ 
ᮏⓗ࡞❧ሙࢆᛀࢀࠊ⮬యጤクࡢᴗࡢࡼ࠺㘒ぬࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⏝⪅ຍ
ⓗ᮲௳ࢆࡋ࡚࠸ࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋ
 ⏝⪅ࡣࠊ
ࠕᐃᮇⓗᗣデ᩿ࢆཷデࡍࡿࠖࠊࠕࡢゼၥᆺࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿ⪅ࡣ㝖ࡃ㸦⏝࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠖࠊࠕධ㝔ຍ⒪ࢆせࡍࡿែ࡛࠶ࡿࡁ㸦ࡣ⏝
࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠖ࡞࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎ ࢀࡶࡶࡗࡶ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᮏேᅋయࡢ⮬ጤࡡ 
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

 㸦㸲㸧άື㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ෆᐜ㛵ࡍࡿせ௳
     άື㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊຓࡅྜ࠸άືࢆ㜼ᐖࡍࡿつไࡣࠊࡢ㡯┠
    ࡣከࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡶ┦ኚࢃࡽࡎከࡃࡢせ⥘ࡣࠊつไࡍࡿ㸦せ௳ࢆタࡅ
ࡿ㸧᰿ᣐࡘ࠸࡚᫂☜࡞ㄆ㆑ࡀ࡞ࡃࠊ₍↛ࠊ⮬ᕫࡢᴗࡔࡽせ௳ࡣ⮬⏤タᐃ
࡛ࡁࡿㄗゎࡋ࡚࠸ࡿࡩࡋࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

ࠉ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡿࡀࠊ㹀ᆺࡢຓࡅྜ࠸άືࡢయࡣࠊఫẸᅋయ Ẹ㛫ࡢ㠀Ⴀ⤌⧊ 
࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠸࡞ࡿάື㸦ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸧ࢆࡋࡼ࠺ࡑࡢ⮬⏤࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⮬⏤
ࢆ᮰⦡࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ⿵ຓ㔠ࢆࡍࡿࡽ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡢ᮲௳ࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡞⠊
ᅖ࡛㸦ࡑࡢྜ⌮ᛶࡣࠊ᮲௳ࡢᚲせᛶࠊ᮰⦡ࡍࡿࡇࡼࡾᮏ᮶ࡢຓࡅྜ࠸άືࢆ
㜼ᐖࡍࡿ⛬ᗘࡢẚ㍑࡛Ỵࡲࡿ㸧ࠊ≉ู࡞㡯ࡢ㑂Ᏺࢆせồ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ㑂Ᏺ㡯
ࡀᑡ࡞࠸ࠊຓࡅྜ࠸άືࡢ⮬ᚊᛶࡀᏲࡽࢀࡿࡽࠊࡼࡾዲࡲࡋ࠸⿵ຓࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
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 ࡑࡢどⅬࡽせ⥘ࢆぢࡿࠊࡇࡇ࡛ࡶከࡃࡢせ⥘ࡣࠊຓࡅྜ࠸άື㸦ᑐ㇟ᅋయࡢ
ᴗ㸧⯡ࢃࡓࡗ࡚ࠊࡑࡢάືෆᐜࡸᅇᩘࢆᐃࡵࡓࡾࠊⱞฎ⌮ࠊᨾሗ࿌➼
ࡘ࠸࡚ࡢつไࢆᐃࡵࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ ୍ ⯡ຓࡅྜ࠸ᅋయࡣࠊせᨭ⪅ཬࡧࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺヱᙜ⪅௨ እࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ 
࡞⏕ά⮬⏤⪅࡞ࢆᑐ ㇟ຓࡅྜ࠸άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㹀ᆺᑐ ࡍࡿ⿵ຓ㔠 
ࡣࠊࡶࡗࡥࡽせᨭ⪅➼ࡢ⏕άᨭࢆࡍࡿࡇࡢዡບ㔠㸦୍✀ࡢぢ㏉ࡾࠋሗ㓘࡛
ࡶᐇ㈝ᘚൾ࡛ࡶ࡞࠸㸧ࡋ࡚ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ௨እࡢ⪅ᑐࡍࡿຓࡅྜ
࠸άືࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࠋ⿵ຓ㔠ࡢࡢຠᯝࡀయཬࡪࡇࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ࡑࢀࡣࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡽࠊయࡘ࠸࡚᮲௳ࢆࡅࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᮲௳
ࡣ┠ⓗ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊάື㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡢෆᐜ㛵ࡍࡿつไ㸦せ௳㸧ࡣࠊせᨭ⪅➼ᑐ
ࡍࡿάື㸦ࢧ࣮ࣅࢫ㸧㝈ࡗ࡚ࠊ⿵ຓࡢ᮲௳ࡋ࡚ࡇࢀࢆ ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊ 
ࡑࡢ㝈ᗘࢆ㉸࠼࡚せ௳ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣᙜ࡞⮬⏤ࡢ᮰⦡㸦⮬ᶒࡢᐖ㸧࡞ࡿࠋ

 ⿵ຓࡢ᮲௳ࡋ࡚ࡢつไ㸦せ௳㸧ࡣࠊせ⥘ඛ❧ࡘἲᐃࡢࡶࡢࡀ㸳✀Ꮡࡍࡿࠋ
 㸯ࡘࡣࠊࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣᙜ↛せᨭ⪅➼㝈ᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ⥲ㄽ࡛㏙ࡓࡼ࠺ࠊႠᴗᑐࡍࡿ⿵ຓࡸ་⒪ㆤ⚟♴ศ㔝ࡢ㠀Ⴀᴗ
ᑐ ࡍࡿ⿵ຓࡣࡑࡢᮏ᮶ᴗ᥎ 㐍ࡢࡓࡵ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊ⮬ᚊᛶࢆࡍࡿຓࡅྜ 
࠸άືࡣࢣࣉࣛࣥࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࡣࡑࡢᮏ᮶ࡢάື࡛ࡣ࡞࠸ࠋゝࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊᬑ
ẁࡣࡸࡽ࡞࠸㠃ಽ࡞᮰ ⦡࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ㹀ᆺࡢሙ ྜࡣࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㹁࡛࠶ࡗ࡚ࠊ 
ࢣࣉࣛࣥసᡂࡣせࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊせ⥘ࡼࡗ࡚ࡣࠊࢣࣉࣛࣥసᡂࡑࡢ㑂
Ᏺࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࡶࡕࢁࢇྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊຓࡅྜ࠸άືࡢ㐣
㔜࡞㈇Ⲵ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 ࡢ㸲ࡘࡢἲᐃ᮲௳ࡶࠊせᨭ⪅➼㝈ᐃࡋ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ձᚑ⪅ࡢΎ₩ࡢಖᣢࠊᗣ≧ែࡢ⟶⌮ࠊղᚑ⪅ཪࡣᚑ⪅࡛࠶ࡗࡓ⪅ࡢ⛎ᐦ
ಖᣢࡣࠊຓࡅྜ࠸ᅋయࡗ࡚ࡶᙜ↛ࡢ⤌⧊ཎ⌮࡛࠶ࡾࠊࡇࡉࡽ⿵ຓࡢ᮲௳ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞㡯࡛ࡣ࡞࠸ࠋճᨾⓎ⏕ࡢᑐᛂࡣࠊつ๎㸯㸲㸮᮲ࡢ㸴㸰ࡢ㸱➨㸰㡯㸱
ྕ࡛㐃⤡ࠊグ㘓ࠊ㈺ൾࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣせᨭ⪅➼ࡘ࠸࡚ࡢ㑂Ᏺ㡯
࡛࠶ࡿࠋຓࡅྜ࠸ᅋయࡣᨾࡣᡃࡀࡇࡋ࡚ᴗ ⪅௨ୖ┿ᦸᑐᛂࡍࡿ 
ࡽࠊᐇ㉁ⓗࡣၥ㢟࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋմᗫṆࠊఇṆࡢᒆฟ⩏ົࡣࠊᐇ㉁ୖ✵ࡾ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ

 ࡇࢀࡽἲᐃࡢ᮲௳ࡢࠊせ⥘ࡼࡗ࡚ࡣⱞฎ⌮ࡘ࠸࡚つᐃࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
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ᚑ᮶ᆺࡸ㸿ᆺࡢࡼ࠺⏝⪅ࡀᶒ ࡋ࡚ࢣࢆཷࡅࡿ㢮ᆺࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣⱞ 
⏦ࡋ❧࡚ࡶᶒ ࡋ࡚ಖ㞀 ࡍࡿࡢࡀⰋ࠸ࡀࠊຓࡅྜ࠸άືᶒ ࢆᣢࡕ㎸ࡴࡢࡣ 
࠶ࡲࡾ࡞ࡌࡲ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࠉ せ⥘ࡣࠊάືせ௳ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⿵ຓࡢ᮲௳ࡋ࡚࡛࡞ࡃࠊ⿵ຓࢆཷࡅࡿຓࡅྜ࠸
ᅋయࡢ࡚ࡢάືࡘ࠸࡚つไࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡀࠊつไࡋ࡚࠸ࡿ 㡯ࡣ㝈ࡽ 
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ ࡲࡎࠊάືෆᐜ⮬యࡘ࠸࡚ぢࡿࠊ
ࠕᆅ ᇦఫẸ➼ࡢ࣎ࣛࣥࢸࡀ⾜࠺ࢦ࣑ฟ 
ࡋࡸ㈙࠸≀➼ࠊ᪥ᖖࡢࡕࡻࡗࡋࡓᅔࡾࡈᑐ ࡍࡿᨭࠖࠊ
ࠕ㧗㱋 ୡᖏ➼ࡢ 
᪉࡛ࠊ㈙࠸≀ࠊ㏻㝔ᨭࠊࢦ࣑ฟࡋ࣭ศูࠊᏳྰ☜ㄆ࡞⏕άࡢࡕࡻࡗࡋࡓᅔࡾ
ࡈࢆᡭຓࡅࡋࠊ⮬❧⏕άࢆ⥅ ⥆ᨭࡍࡿ㸦άື㸧ࠖ࡞ࡢ⦆ ࡸ࡞⾲⌧ࢆࡋ࡚࠸ 
ࡿࡶࡢࡀࡲࡾࡀࡼ࠸ࠋ㏫ఱྕࡶ୪࡚άືෆᐜࢆิᣲࡋ࡚࠸ࡿせ⥘ࡣࠊิᣲࡉ
ࢀࡓ࡚ࡢάືࢆ⾜࠺ᅋయ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ㄗゎࢆᣍࡃࠋᅋయࡢࡸࢀࡿ 
άືࡣᅋయࡢつᶍࡸ ᵓᡂဨࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ 
ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡀᮏேࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌ㐺ษ࡞ᅋయࢆ㑅ࢇ࡛᩷᪕ࡍࢀࡤ㊊ࡾࡿࠋ

 ࡑࡢࠊάືෆᐜࡢᅇᩘࢆไ㝈ࡍࡿせ⥘ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⿵ຓ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿ
せ௳࡛࠶ࡗ࡚ࠊఱᅇຓࡅྜ࠺ࡢࡶ⮬⏤࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 άືᅇᩘࡘ࠸࡚ࠊ᭱ప㝈ࡢᩘࢆᐃࡵࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶ⿵ຓࡢせ௳ࡍ
ࡁࡶࡢ࡛ࠊάືつไࡢᙧࡍࡿࡢࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋ

 㸦㸳㸧⿵ຓᑐ㇟⤒㈝⿵ຓ㢠
     ຓࡅྜ࠸ᅋయᑐ ࡍࡿ⿵ຓࡣࠊᅋయࡢࢇ࡞⤒㈝ࢆᑐ ㇟ࡋ࡚⿵ຓࡍࡿࡢ 
࠸࠺⿵ຓࡢ㉁ࡢどⅬࠊࢀࡔࡅࡢ㢠ࢆ⿵ຓࡍࡿࡢ࠸࠺⿵ຓࡢ㔞ࡢどⅬࡀ 
࠶ࡿࠋ
 
ࠉ ⮬యࡀຓࡅྜ࠸ᅋయࡢ⮬ᚊᛶࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡞ࡃࠊ᭷ຠຓࡅྜ࠸άືࡢᬑཬ 
ᣑࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡣࠊάືྍ⬟࡞㝈ࡾධࡏࡎࠊᚋ᪉ᨭᚭ ࡍࡿࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᐇែࢆぢࡿࠊᗈሗࡢᡭẁࡸάືࡢሙᡤࡢᥦ ౪࡞ࣔࣀࡢᨭࡸሗᥦ ౪ࡼ
ࡿᨭࡣࠊάື⮬యධࡍࡿࡇࡣࡑࢀࡣぢཷࡅ࡞࠸ࠋ࣎ࣛࣥࢸࡸ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡢ⫱ᡂ࡞ࣄࢺࡢᨭࡣࠊ⫱ᡂࢆẸ㛫ᅋయጤࡡࡿࡣධࡣࡉࡣ࡞࠸ 
ࡀࠊ⮬య⮬యࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ❧ࡸㅮᖌࡢ㑅ᢥࢆ⾜࠺ࡣࠊ⾜ᨻ┠ⓗࢆ㐩ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ⫱ᡂ㸦᭱ᝏࡢሙྜࡣࠊ⾜ᨻࡢ⿵ຓ⪅ࡢ⫱ᡂ㸧࠸࠺Ⰽࡀฟࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡀ⿵ຓ࣭ຓᡂ࠸࠺࢝ࢿࡢᨭ࡞ࡿࠊண⟬ࠊỴ⟬ࡼࡿෆᐜࡢࢳ࢙ࢵࢡࡀ⾜ᨻ
ࡢ⦪ࡾࡢ⤌ࡳἢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊࡢẁ㝵ࡽ㏵ࡢ☜ㄆࡢẁ㝵ࡲ࡛
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ධࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⿵ຓࡢ㉁㔞࠸ࡎࢀࡢどⅬࡘ࠸࡚ࡶࠊຓࡅྜ࠸άືࡢ᭷ຠ࡞ᨭ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࠕຓࡅྜ࠸άືࡢ⮬ᚊᛶࢆ࠸ᦆ࡞ࢃ࡞࠸࡛⿵ຓࢆ⾜࠺ࠖ
    ࡀᇶᮏⓗ࡞ㄢ㢟ࡔ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

     ࡇࡢㄢ㢟ࢆලయⓗぢࡿࠊ⿵ຓࡢ㉁㸦ᑐ㇟⤒㈝㸧ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊάື⪅ᑐ
ࡍࡿே௳ ㈝ࡶ⿵ຓᑐ ㇟ ⤒㈝ࡍࡿ࠺ࡢၥ㢟࡞ࡿࠋຓࡅྜ࠸άືࡣ࣎ࣛࣥ 
ࢸࡀ ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊே௳ ㈝ࢆ⿵ ຓࡋ࡚࣎ࣛࣥࢸሗ 㓘ࢆᨭ ᡶ࠺ࠊ 
࣎ࣛࣥࢸࡀࡑࡢ⮬ᚊᛶࢆኻࡗ࡚ປാ⪅ཪࡣཷク⪅࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࠊ࠸ࢃࡺࡿ᭷ൾ࣎ࣛࣥࢸࡣࠊሗ㓘ࡋ࡚࡛ࡣ࡞࠸ࡀ࠶ࡿ㝈ᗘෆ࡛ㅰ♩㔠
㸦ࢫࢱ࣌ࣥࢻ㸧ࡀᡭࡉࢀࡿࡢ࡛ၥ㢟ࡣ」㞧࡞ࡿࠋ

 ୍᪉ࠊ⿵ຓࡢ㔞㸦⿵ຓ㢠㸧ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊලయⓗࡣ㛫᥋⤒㈝ࡢ⿵ຓ㢠ࡀࠊᙜ
ヱᅋయࡗ࡚ࠊࡑࡢࠊάືࢆ❧ୖࡆࠊ⥅⥆ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᣑࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞
㢠ࢆ㉸࠼࡚ࠊ⤒ ㈝ࢆ⿵ຓ㔠౫Ꮡࡋ࡚ࡋࡲ࠸άືࡢ⮬ᚊ ᛶࢆኻࢃ ࡏࡿࡼ࠺࡞㢠 
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ၥ㢟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㢠ࡢỴࡵ᪉ࡢၥ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㢠ࢆỴ
ࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚⪃៖ࡍࡁせ⣲ࡣఱ࠸࠺ၥ㢟࡞ࠊ」㞧࡛ᚤጁ࡞ၥ㢟ࡀ⤡ࡴࠋ

 ࡲࡎ⿵ຓࡢ㉁㸦ᑐ㇟⤒㈝㸧ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᇶᮏⓗゝ࠼ࡤࠊάື⪅㸦࣎ࣛࣥࢸ
㸧⤥ᩱࡸጤクᩱࢆᨭᡶ࠺ࡇࡣࠊࡑࡢ⮬⏤ពᛮࢆ᮰⦡ࡍࡿࡽࠊຓࡅྜ࠸ά
ືࢆ◚ቯࡍࡿࠋ࢞ࢻࣛࣥࡀ㹀ᆺࢆ⿵ຓṆࡵࡓ㊃᪨ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᮰⦡ࢆ㑊ࡅ
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⿵ຓࡣࠊᇶᮏⓗࠊே௳㈝ࢆᑐ㇟ࡏࡎࠊ❧ୖࡆ⤒
㈝ࡸ㐠Ⴀ㈝࡞ࡢ㛫᥋⤒㈝Ṇࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡇࡢどⅬࡽせ⥘ࢆぢࡿࠊ༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿせ⥘ࡀࠊᑐ㇟⤒㈝άື⪅㸦࣐ࢵࢳࣥ
ࢢ࡞ࢆ⾜࠺ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ ࡸົ ⫋ ဨࡣྵࡲ࡞࠸㸧ᑐ ࡍࡿே௳ ㈝ࡣྵࡲ࡞ 
࠸ࡇࢆつ ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡑࡢ᪨᫂グࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊิ ᣲࡋ࡚࠸ࡿ⤒ ㈝ ࡀ ࡚㛫 
᥋ ⤒㈝࡛ࠊࡑࡢࡇࡽㄞࡳྲྀ ࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⏝⪅ࡢ㣗௦࡞ 
ࠊ⏝⪅ࡢ⮬ຓࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᇶ ᮏ ⓗ⤒㈝ࡋ࡚⏝⪅ࡀ⮬ࡽ㈇ᢸ 
ࡍࡁᐇ㈝ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࢀࢆ⿵ຓࡢᑐ㇟ࡋ࡞࠸ࡇࢆ᫂グࡍࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠉᑐ㇟⤒㈝ࡘ࠸࡚グ㍕ࡢ࡞࠸せ⥘ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⿵ຓࡢᇶ‽ཬࡧ㢠
ࡢᐃࡵ࡞ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡓࡔࠊᴗ⪅ᣦᐃᆺ࠶ࡿ࠸ࡣᴗጤクᆺࡢ୰
ࡣࠊ⤒㈝యཪࡣࡑࡢ㸵࡞࠸ࡋ㸷ࢆᨭᡶ࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣே௳㈝ࢆྵࡴ
Ⅼ࡛ຓࡅྜ࠸άືࡣ᭷ᐖ࡛࠶ࡿࠋ
 ᑡᩘࡔࡀࠊᑐ㇟⤒㈝ࠊ〄࡛ࠕே௳㈝ࠖ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ㢠ࡣࡶ࠶
ࢀࠊᙧᘧୖࡣ⿵ຓ㔠ࡽே௳㈝ࢆᡶ࠼ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
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ᑐ㇟⤒㈝㛵ࡍࡿつᐃࡽࡍࡿࠊே௳㈝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒㈝
ࡘ࠸࡚グ㍕ࡀ࡞࠸ࡅࢀࡶࠊ⿵ຓ㈝ᨭᡶ࠸ࡢᇶ‽ཪࡣ㢠ࢆぢࡿࠊࡇࡢᇶ‽࡛ࡇࡢ
㢠ࡢ⿵ຓࢆཷࡅࡓࡽ㐠Ⴀ⪅ࡣࠊࡑࡢ୍ 㒊ࢆே௳ ㈝ᙜࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ 
ุ᩿࡛ࡁࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠉၥ㢟㡰ぢ࡚࠸ࡅࡤࠊᨭ⤥ࡢᇶ‽ࢆάື⪅㸦ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅㸧ྲྀࡾࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡘ࠸࡚ᨭ⤥㢠ࢆỴࡵࡿせ⥘ࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㏻ᡤᆺ࡛ࠕ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇேᩘ
ࢆࡌࡓ㔠㢠ࢆຍ⟬ࠖ࠸࠺せ⥘࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊάື⪅࣏ࣥࢺࢆᨭ⤥ࡍࡿࡶ
ࡢࡣ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᅋయ⿵ຓ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶேᑐࡍࡿዡບ㔠㸦ㅰ♩㔠࡛ࡣ
࡞࠸㸧࡞ࡢ࡛ࠊၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠉᇶ‽ࢆࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛫㸦ゼၥᆺࡀከ࠸㸧ࡸᅇᩘ㸦㏻ᡤᆺࡀከ࠸㸧ྲྀࡿせ⥘ࡣࠊ
ࡑࡢ༢ᙜࡓࡾࡢ㢠ࡀ㧗ࡃࠊάື ⪅ᨭᡶ࠺㢠ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ 
ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㏻ ᡤ ᆺ࡛ࠕ ⏝ ⪅㸯ᅇᙜࡓࡾ    ࠖࠕ    ࠖ 
࠸࠺せ ⥘ࠊゼ ၥ ᆺ࡛ࡣࠕ㸯 㛫  ࡽ⏝⪅ ㈇ᢸ㢠ࢆᕪ ᘬ࠸ࡓ㢠 ࠖ࠸࠺ 
せ⥘࡞ࡀ࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㢠ࡔࡅ࡛ࡣỴࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢゼၥᆺ᭷ൾ࣎ࣛ
ࣥࢸࡢࢆぢࢀࡤࠊົᡤ⤒㈝ศࡣከࡃ࡚㸯㛫㸱㸮㸮࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࠉ ࡇࡇࡲ࡛ࡣࠊே௳ ㈝ࡢ⿵ຓࡣ┦ᙜ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ๓ ᥦࡋ࡚⿵ຓࡢᇶ‽ཬࡧ 
㢠ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊάື⪅ᑐࡋ࡚ㅰ♩㔠ࢆᡶ࠺࠸ࢃࡺࡿ᭷ൾ࣎ࣛࣥࢸࡣࠊ 
せᨭ⪅ࡸᇶ ᮏࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺヱᙜ⪅ᑐ ࡍࡿ⏕άᨭࡘ࠸࡚ࡣ㸦ࡑࢀࡀ㏻ᖖ 
⥅ ⥆ ⓗ࡛ Ẽ ㍍ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࣎ࣛࣥࢸ࡛࠶ࡿࡽ㸧୍ ⯡ ⓗ࡛࠶ࡿࡇࢁࡽࠊ 
ࠕே௳㈝㸦⤥ࡸጤクᩱ㸧࡛ࡣ࡞ࡃㅰ♩㔠ࢆ⿵ຓࡍࡿࡢࡣ࠺ࠖ࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕
ࡌࡿࠋ
ࠉ ㅰ♩㔠ࡣ࣎ࣛࣥࢸࡽᨭࢆཷࡅࡓேࡀࠊ࠾♩ࡢẼᣢࡕࢆ⾲ࡍࡓࡵΏࡍ 
ࡶࡢࡔࡽࠊࡇࢀࢆබ㔠ࡽ⿵ຓࡍࡿࡢࡣ࠾ࡋ࠸ࠊㄽࡌࡿࡢࡣ⡆༢࡛࠶ࡿࠋࡋ 
ࡋࠊ
ࠕㅰ♩㔠ࡢᶆ‽㢠ࡀ㧗ࡃ࡚ᡶ࠺ࡢࡀ㎞࠸ࡽࠊࡼࡾᏳ࠸⏝⪅㈇ᢸࡢ㢠ࢆタ 
ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸿ᆺࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ㑅ࡤࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖேࡀ┦ᙜ⛬ ᗘ࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ 
㐠Ⴀ⪅ࡀࡑ࠺࠸࠺ேࡢㅰ ♩㔠ࢆᶆ‽ 㢠ࡼࡾᏳࡃࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵ⏕ࡌࡿ㛫᥋ ⤒ ㈝ 
ࡢධῶศࢆࠊࡸ ࡸከࡵタᐃࡉࢀࡓᇶ‽ࡼࡿ⿵ຓ㔠ࢆࡶࡗ࡚ᇙࡵࡿ࠸࠺㐠 
Ⴀࡣࠊᙜࡋ࡚ྰᐃࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢሙ ྜࠊ㐠Ⴀ 
⪅ࡀಶࠎࡢㅰ♩㔠ࡢ㢠ࡘ࠸࡚ࡑࡢᮏ᮶ࡢ㊃᪨ἢࡗ࡚ᰂ㌾㐠⏝ࡍࡿࡇࡀ๓
ᥦ࡞ࡿࠋ

 ḟ⿵ຓࡢ㔞㸦㢠㸧ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᇶᮏⓗゝ࠼ࡤࠊᮏ㡯ࡢࡣࡌࡵ㏙ࡓࡼ
࠺ࠊᚲせ㢠ࢆ⿵ຓࡍࡿࡇࡣ㹀ᆺࢆᗈࡵࡿࡓࡵ㔜せ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㐣࡞⿵ຓ
ࡣࠊ⮬ᚊᛶࢆᦆ࡞ࡗ࡚౫Ꮡᚰࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࠋ
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 ࡑࡢ㐺ṇ㢠ࡢุ᩿ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊ๓ᥦࡋ࡚ࠊ⏕άᨭศ㔝ࡢຓࡅྜ࠸ᅋయࡢᶆ‽
ⓗ࡞ධ※ࢆぢࡿࠊဨࡢ㈝ཬࡧᨭࢆཷࡅࡓဨࡀᡶ࠺ㅰ♩㔠ࡢ୍㒊㸦⮬ຓ
࡛࠶ࡿᴗධ㸧ࠊ㈶ຓ㈝ࠊᴗࡢຓᡂ㔠࡞ࢆྵࡴᐤ㔠㸦ຓࡢධ㸧ཬࡧ 
⿵ຓ㔠࣭ຓᡂ㔠㸦බຓࡢධ㸧ࡢ㸱✀࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡇࢁࠊබ㈝ࡼࡿ⿵ຓ㢠ࡀ
ᴗ ධࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵဨࡸᐤ ࡢເ㞟ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࢆኻࢃ ࡏࡓ 
ࡾ㸦ᐤࡢເ㞟ࡣຓࡅྜ࠸ࡢᨭᣢ⪅ࢆቑࡸࡍඹࠊάືࡢ⮬ᚊᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
ࡢ㔜せ࡞࣎ࣛࣥࢸάື࡛࠶ࡿ㸧ࡍࡿࡼ࠺࡛ࡣࠊ㐣࡞⿵ຓ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ 
 ⤒㈝ࡢ㸶ࢆ⿵ຓࡍࡿࡼ࠺࡞せ⥘ࡀዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࡢࡣࠊࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

ࠉ ࡑࡢ๓ ᥦ❧ࡗ࡚㐺ṇ㢠ࢆỴࡵࡿࡓࡵ⪃៖ ࡍࡁ୍ ⯡ ⓗせ ⣲ࢆิグࡍࡿࠊ 
ḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࠐ⾜ᨻࡽࡢ⮬❧ᗘࡀ㧗࠸ᆅᇦࠊ⿵ຓ㢠ࡣప࠸᪉ࡀࡼ࠸㸦ᆅᇦせ⣲㸧
ࠐຓࡅྜ࠸ᅋయࡢ❧ୖࡆࡸάືࡢึᮇࡣࠊဨ㞟ࡵࡸᐤ㔠㞟ࡵࡀ㞴ࡋࡃࠊࡇ
ࠉࢀࢆ⿵࠺⿵ຓ㢠ࡀせࡿ㸦ᅋయせ⣲㸧
     ࠐຓࡅྜ࠸άືࡼࡿᨭࡢ㛵ಀࡢ㓘ᛶࡀ㧗࠸⿵ຓ㢠ࡣపࡃ࡚῭ࡳࠊ୍ 
ࠉ᪉ⓗ࡞㛵ಀ࡛࠶ࡿ㧗࠸㢠ࡀᚲせ࡞ࡿ㸦ᖹ࠾ࡅࡿ⏕Ꮡᶒࡢಖ㞀ࡣ⾜
ࠉ ᨻࡢ㈐ ົ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᙉ࠸ࡓࡵࠊ┦ᢇຓࡽ㐲ࡊࡿᐤ ࡀ㞟ࡲࡾ 
ࠉࡃࡃ࡞ࡿ㸧
㸦άືせ⣲㸧
     ࠐᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡀࡲࡔࡲࡔ࠶ࡿࡢဨᩘࡶᐤ 㔠ࡶఙࡧ࡞࠸ᅋయࡣࠊ≧ἣ 
ࠉࡼࡾ⿵ຓ㢠ࢆῶࡽࡋ࡚ຓࡢ⢭⚄ࢆႏ㉳ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ᨻ⟇ⓗせ⣲㸧

     ࡇࢀࡽࡢಶูせ⣲ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ๓グ㸦㸰㸧ᅋయせ௳࡛㏙ࡓ୍⯡ⓗᨻ⟇ࠊࡘࡲ
ࡾຓࡅྜ࠸άືࢆᗈࡵࡿࡓࡵࡣࠊᑡᩘࡢ☜❧ࡋࡓᅋయࡔࡅ⿵ຓࡍࡿࡼࡾࡣࠊ᭱
ᑠ㝈 ᗘ ᚲせ࡞㢠Ṇࡵ࡚ᑡࡋ࡛ࡶከࡃࡢᅋయ ࡍࡿ᪉ࡀࡼ࠸࠸࠺୍⯡ⓗᨻ 
⟇ᚑࡗ࡚㐺ṇ㢠ࢆỴࡵࡿࡇ࡞ࡿࠋ

௨ୖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊ㐺ṇ㢠ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᖜࡢ୰࡛ࠊಶูᅋయࡈࠊࡑࡋ࡚
ᮇࡈỴࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊࢇࡍ࡚ࡢせ⥘ࡀࠊᇶ‽ࡢ᥇ࡾ᪉㐪࠸ࡣ
࠶ࢀࠊಶูࡢ㸦せ⣲㸧ࢆࡈࡃࡲࡋ⪃៖ࡋ࡞࠸࡛㢠ࡀỴࡲࡿ᪉ᘧࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡣࠊዲࡲࡋࡃ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

࠶ࡿ⛬ᗘࡢᖜࡢ୰࡛ಶูⓗ㐺ṇ㢠ࢆỴࡵࡿࡢ㐺ࡋࡓ᪉ἲࡣࠊಶูࡢᅋయ
ࢆࡶࡗࡶࡼࡃ▱ࡿ➨㸰ᒙࡢ⏕άᨭ ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ཬࡧ༠ ㆟ య㸰ᒙᅪᇦ 
ศ ࡢ⿵ ຓ ㈝ ⥲ 㢠ࢆࠊᅪෆࡢຓࡅྜ࠸ᅋయ ࠺ศ 㓄ࡍࡿࡘ࠸࡚ ウ ㆟ ࡢ࠺࠼ 
ಶࠎࡢᅋయࡘ࠸࡚㐺ṇ㢠ࢆุ᩿ࡉࡏࠊࡇࡢุ᩿ࢆᑛ㔜ࡋ࡚⮬యࡀྛᅋయ 
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ࡍࡿ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ㸨
ࠉ ࡇࡢ᪉ ᘧࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿせ⥘ࡣࡲࡔぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ᪉ ᘧࢆ᳨ウ ࡍࡿ⮬య 
ࡣ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋỴᐃࡢࣉࣟࢭࢫࢆᐃࡵ࡚࠸࡞࠸ከࡃࡢせ⥘ࡣࠊࡇࡢ᪉ᘧࢆ┤ࡕ
᥇⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ⿵ຓ㔠ࡣຓࡅྜ࠸ᅋయࡢ❧ୖࡆࡸάືᣑࢆᨭࡍࡿ᭱᭷ຊࡢᡭẁ࡛࠶ࡿࡽࠊ
ࡑࡢ㢠ࡢ່࿌ᶒࢆᚓࡓ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸ༠㆟య ᵓᡂဨࡣࠊຓࡅྜ࠸ࢆ 
ᗈࡵࡿᙉຊ࡞Ṋჾࢆᡭࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
  㸨➨㸰ᒙࡢ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮༠㆟యࡀࡋࡗࡾࡑࡢᶵ⬟ࢆ㐺ษ
Ⓨࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠶ࡘࡁࡣࠊ୧⪅㢠Ỵᐃཬࡧࡢᶒ㝈ࢆ
ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࠉ ⌧⾜ࡢせ⥘࠾ࡅࡿ㢠ࡢỴᐃ ᇶ ‽ࢆࡲศࡅࡿḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ 
࠸ࡎࢀࡶ⦾⡆ࡀ࠶ࡿࠋ
ձ㛫᥋⤒㈝ࡢᐇ㈝㢠ࢆᇶ‽ࡍࡿࡶࡢ
ࠉ 㢠ࢆ⿵ຓࡍࡿᙜ࡞ࡶࡢࡽࠊᐇ㈝ࡢ㸯ᐃࡵࡿࡶࡢࡲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㢠ࠊ
タᐃࡋࡓୖ㝈㢠ࡢప࠸᪉࠸࠺ᐃࡵ᪉ࡶ࠶ࡿࠋ
  ᚋฟ㸦㸵㸧㡯㸦ᡭ⥆㸧ࡢ㛵ಀ࡛ࠊᐇ㈝ᨭฟࡢド᫂ࡢࡓࡵせồࡍࡿ᭩㢮ࢆࡇ
ࡲ࡛⡆₩ࡍࡿࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ղ㛫᥋⤒㈝ࡢ✀┠ࡈ㢠ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ
 ✀┠ࢆ⣽ࡃྲྀࡗ࡚㸯ࡘ㸯ࡘࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡽࠊゼၥᆺࠊ㏻ᡤᆺ࠸ࡎࢀ
ࡶ❧ୖࡆ⿵ຓ㸯㸮ࠊ㐠Ⴀ⿵ຓ  ᭶㸳࠾࠾ࡽ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ
ճ⏝⪅ᩘࢆᇶ‽ᐃࡵࡿࡶࡢ
ᐇ⏝⪅୍ᐃ㢠ࢆࡌࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ⠊ᅖࡢᩘ㸦࠼ࡤࠊ᭶ᖹᆒࡢ⏝⪅ࡀ
     㸯ேࡽ㸲ே࡞㸧ᛂࡌ୍࡚ᐃ㢠㸦࠼ࡤ㏻ᡤᆺ࡛㸳ࠊゼၥᆺ࡛㸰㸳༓
࡞㸧ࢆỴࡵࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
մᅇᩘཪࡣ㛫ࢆᇶ‽Ỵࡵࡿࡶࡢ
ᐇᅇᩘ࣭ᐇ㛫୍ᐃ㢠ࢆࡌࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡀࠊ࠶ࡿ⠊ᅖࢆᐃࡵ࡚㸦࠼ࡤ㏻
ᡤ࡛ࡣࠊ㐌㸯ᅇ㸦ᖺ㸲㸶ᅇ㸧௨ୖ㛤タ࡞㸧୍ᐃ㢠ࢆᐃࡵࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ
ࠉ ࠸ࡎࢀࡢ᪉ ᘧࡶ㐺ṇ㢠ࡣ࡞ࡾ㞳 ࢀࡓ㢠࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ᪉ ᘧ࡛࠶ࡿࡀࠊ 
࠶࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊ⣽ศࡍࡿ㐺ṇ㢠ࡢㄗᕪࡣ⦰ࡲࡿ୍᪉ࠊᡭ⥆ࡣ↹㞧࡞ࡾࡀ
ࡕ࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ

 㐺ṇ࡞㢠ࡢỴᐃࡣࠊ⿵ຓࡢㅖၥ㢟ࡢ୰࡛ࡶࡶࡗࡶ㞴ࡋ࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࡔࡅࠊ⮬
యࡢᬛᜨࡢ⤠ࡾࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ㸰ᒙ༠㆟యࢻࣂࢫ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࠊ⫹࡞᳨
ウࡀḧࡋ࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
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 㸦㸴㸧⏝ᩱ㛵ࡍࡿつᐃ
    ࠉ ຓࡅྜ࠸ᅋయࡀཷࡅྲྀࡿ⏝ᩱࡣࠊຓࡅྜ࠸άື࡛ຓࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓேࡀࠊࡓࡿ
㒊ศࢆຓࡅࡓேᑐࡍࡿㅰ♩㔠ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊᚑࡓࡿ㒊ศࢆຓࡅྜ࠸ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢ 
ࡋ࡚ࡃࢀࡓᅋయࡢົ⤒㈝ศᢸ㔠ࡋ࡚ᨭᡶ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ⏝ᩱ㸦ᅋయࡣࠊ
୍⯡ࠕ⏝ᩱࠖࡣࡤࡎࠊ
ࠕㅰ♩㔠ࠖࢇ࡛࠸ࡿ㸧ࢆࢀࡔ

ࡅ࠸ࡓࡔࡃࡣࠊ

ຓࡅྜ࠸ᅋయࡀࠊᚤጁ࡞⏝⪅ࡢពྥࡸ࣎ࣛࣥࢸࡢពྥࠊ㐠Ⴀ⥅⥆ࡢᚲせᛶ
ᆅᇦࡢຓࡅྜ࠸ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬ࡞ࢆ຺ࡋ࡚Ỵᐃࡍࡁ㔜せࡘᅔ㞴࡞ุ᩿ 
㡯࡛࠶ࡿࠋ

ࠉ㹀ᆺࡢሙྜࠊᴗࡢయࡣຓࡅྜ࠸ᅋయ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⮬యࡀᴗ㐠Ⴀୖࡢᇶᮏⓗ
㡯ᒓࡍࡿ⏝ᩱࢆỴᐃࡍࡿࡇࡣࠊᅋయࡢ⮬ᶒᑐࡍࡿ㔜࡞ᐖ࡞ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏝ᩱࡢ㢠ࡢỴᐃࡀඃ㉺ⓗ࡞බ┈ಀࡿሙྜ௨እࡣࠊࡑࡢỴᐃᶒࢆዣ
࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࠉ ࡶࢃࡽࡎࠊከࡃࡢせ⥘ࡀࠊຓࡅྜ࠸άືࡢ⏝ᩱࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᚑ᮶
ᆺཪࡣ㸿ᆺࡢ⏝ᩱΰྠࡋࡓࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣຓࡅྜ࠸άື࠾ࡅࡿ⏝ᩱࢆ 
ㆤಖ㝤࠾ࡅࡿ⮬ᕫ㈇ᢸㄗゎࡋࡓࡓࡵ᥎

ࡉࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽ 

ࡢ⏝ᩱ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸࡢ㢠ࡣࠊ⮬యࡀᴗࡢయ࡛࠶ࡿࡽࡇࢀࢆỴᐃ࡛ 
ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୧⪅ࢆΰྠࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 ࡇࡢどⅬࡽせ⥘ࢆぢࡿࠊ༙ᩘࢆ࡞ࡾ㉸࠼ࡿせ⥘ࡀࠊ⏝ᩱࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ዲࡲࡋ࠸㸦࠶ࡿࡁ㸧ࢱࣉࡢせ⥘ࡣࠊከࡃ࡞࠸ࠋ

ࠉ ࡓࡔࡋࠊ㏻ ᡤ ᆺ㹀࠾ࡅࡿᘚᙜ௦࡞ࠊᐇ㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕άᨭࢆຓࡅྜ࠸ 
࡛⾜࠺ሙྜࡶࠊ⏝⪅㈇ᢸࡣᙜ↛ࡢཎ⌮࡛࠶ࡿࠋᐇ㈝㈇ᢸࡢ࣮ࣝࣝࢆせ⥘᭩ࡃᚲ
せࡣ࡞ࡃࠊ᭩ࡃᚲせࡀ࠶ࢀࡤᅋయࡢㄝ᫂᭩᭩ࡃࡢࡀ➽࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊせ⥘࡛☜ㄆⓗ
᭩࠸࡚࠾ࡃࡇࢆᙜࡣゝ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᐇ㈝㈇ᢸࡘ࠸࡚┤᥋ࡣ᭩ࡎࠊ⿵ຓ㔠ࢆ࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸⤒㈝ࡋ࡚ࠕ
ࣝࢥ࣮ࣝ㢮ཬࡧ㣗࣭እ㣗࣭㍍㣗࠶ࡓࡿ⤒㈝ࠖࢆࠊάື⪅ࡢே௳㈝࡞୪࡚
᭩࠸࡚࠸ࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋ

ࠉ ዲࡲࡋ࠸ࢱࣉࡢせ⥘ࡢ༙ࡣࠊ⏝ᩱ㛵ࡍࡿつᐃࢆ⨨࠸࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ 
ࡿࠋ
ࠉ ⏝ᩱࡢỴᐃ ᶒࡣᅋయ࠶ࡿࡇࢆ᫂グࡍࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡽࡎ࠶ࡿࠋᙜ↛ࡢཎ 
๎ࢆᛕࡢࡓࡵ☜ㄆࡍࡿつᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ 㹌ᕷࡣࠊせ⥘ࡣᐃࡵࡎࠊ࢞ࢻ࡛ࣛࣥࠕ㸴㸬⏝ᩱࡢタᐃ  ྛᅋయ࡛タᐃࡋ 
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⏝ᩱࡣ᭷ ᩱ㸦⌧ 㔠ᡶࠊࢳࢣࢵࢺไ࡞㸧࣭↓ ᩱࡕࡽ࡛ࡶᵓ࠸ࡲࡏ 
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ࢇࠋࠖゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠉ ዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࢱࣉࡢせ⥘ࡣࠊせ⥘ཪࡣࡇࢀᇶ࡙ࡃ㤳㛗ࡢᐃࡵ㸦ᇶ‽࡞㸧 
࡛ࠊ୍ᐃ㢠ࢆ୍ᚊᐃࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡀࠊ⤒㈝ࡢ㸯࡞࠸࠺ィ⟬ᘧ࡛ᐃࡵ 
ࡿࡶࡢࡶࠊ࠶ࡿ⛬ ᗘᏑࡍࡿࠋ
ࠉ 㢠 ࡘ࠸࡚ 㔞 ࡢ ᖜࢆࠊ࠼ࡤ ㏻ ᡤ ᆺ㹀ࡣࠕ㸯ᅇ㸯㸮㸮௨ ୖࠖ࡞ᐃࡵ࡚ 
࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ⮬ᶒࢆᐖࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣኚࢃࡾࡀ࡞࠸ࠋ 
ࠉእⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⏝ᩱࡢཷ㡿ࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿせ⥘ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡶࠊ⮬ᶒ
ᐖ࡛࠶ࡿࡇኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ 

ࠉ ⏝ᩱࢆᐃࡵࡿྜ ⌮ⓗ᰿ᣐࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ⿵ຓ㢠⏝ᩱࡢ㢠ࢆຍ࠼ 
ࡿࠊ⤒㈝ࢆ㉸࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡀ⏕ࡌࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ㹀ᆺᑐࡋࠊ⤒㈝ࡢ㸷ࢆ 
ᨭ⤥ࡍࡿࡼ࠺࡞ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿ⮬య࡛ࡣࠊࡑࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡽࠊ⏝ᩱࡢ㢠 
ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡇࢀࡣࡲࡎ ᚑ᮶ ᆺ ཪࡣ㸿ᆺྠᵝࡢᨭ ⤥ࢆ 
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ⮬యࢆᨵࡵࡿࡇࡀඛỴ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠉ ࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊࡼከࡃࡢ⿵ຓࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⿵ຓ㢠ࢆࠕ⤒㈝࣐ࢼ 
ࢫ⏝ᩱ 㢠ࠖࡢ⠊ᅖෆࡵࡿつᐃࢆ⨨ࡅࡤ㊊ࡿヰ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠉ ⏝ᩱࢆᐃࡵࡿࡶ࠺୍ࡘࡢྜ ⌮ⓗ᰿ ᣐࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ㸿ᆺࡢ⏝ᩱࡢ 
㢠ࡢẚ㍑࡛㹀ᆺࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡣࠊ㹀ᆺࡣᗈࡵࡃ࠸ࡽࠊࡑࡢཷ㡿ࢆ⚗ࡌࡿࠊ 
࠶ࡿ࠸ࡣ ⏝ᩱ 㢠ࢆ㸿ᆺࡢࡑࢀࡼࡾపࡵタᐃ ࡍࡿࡼ࠺ୖ㝈 㢠ࢆᐃࡵࡿࡇ࡛࠶ 
ࡿࠋ 
ࠉ せ⥘࡛⏝ᩱࡢཷ㡿ࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏝ᩱࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ᨻ ⟇ពᅗฟࡿࡶࡢࡣࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊ㸿ᆺࡼࡾ㧗࠸⏝ᩱࡢ㢠ࢆᐃࡵ࡚ 
࠸ࡿせ ⥘㸦㸯ᅇཪࡣ㸯 㛫ࡘࡁ㸳㸮㸮௨ ୖࡢ 㢠ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶぢ ཷࡅࡽ 
ࢀࡿ㸧ࡣࠊ⏝ᩱ ࡢ 㢠ࡢ㠃࡛㹀ᆺࡢ⏝ࢆ㞴ࡋࡃࡍࡿ᮲ ௳ࢆᙉ ไࡋ࡚࠸ࡿࡇ 
࡞ࡾࠊ㸿ᆺಖㆤᨻ⟇ࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ 
ࠉ せ ⥘࡛ ከ࠸ࡢࡣࠊ㸯㸮㸮ࡽ㸱㸮㸮ࡢᖜࡢ୰ࡢ 㢠ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 
ࡀࠊ௬ࡇࢀࡽୖグࡢᨻ⟇ពᅗࡀ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢᨻ⟇ࡢࡓࡵ⏝ᩱࢆせ 
⥘࡛ᐃࡵࡿࡇࡀጇᙜ࠺ࡣၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡞ ࡐ࡞ࡽࠊ㹀ᆺࡀ㸿ᆺࡼࡾࡶ⏝⪅ࢆᘬࡁࡘࡅࡿ࠺ࡣࠊ⏝ᩱ ࡢ㐠 ⏝ࢆ 
ᰂ㌾ࡋࡓ࠺࠼࡛㸦㹀ᆺ࠾ࡅࡿ⏝ᩱࡣࠊㅰ♩㔠࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㐠Ⴀ⪅ࡀᐃࡵࡿ㢠 
ࡣࡑࡢᶆ‽ 㢠࡛࠶ࡿࡽࠊ㹀ᆺࡢ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ ⏝ᩱࡀ㧗࠸ࡽ㸿ᆺࡏࡊࡿࢆ 
ᚓ࡞࠸ࡼ࠺࡞⏝⪅ᑐࡋ࡚ࡣ㢠ࢆୗࡆࡿࡇࡶ⮬⏤࡛ࡁࡿ㸧ࠊ㹀ᆺ㸦ఫẸయ 
ࡢຓࡅྜ࠸㸧ࡔࡽྍ⬟࡞ࡿ㐠⏝㸦⏝⪅ࡢ࠸ࡁࡀ࠸ࢆ⏕ࡳฟࡍከᵝ࡞άືࢆᘬ
ࡁฟࡍ࡞㸧ࢆ⾜࠺࡞ࠊ㐠Ⴀ⪅ ࡸ ཧຍ ⪅ࡢ ពᕤኵࡼࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊせ⥘ 

63
62

ࡀ୍ᚊప 㢠ࡢ⏝ᩱࢆᐃࡵࡿ࠼ࡗ࡚㐠Ⴀ⪅ࡢ⮬ດຊࢆጉࡆࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ 
ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ 

 㸦㸵㸧ᡭ⥆᭩㢮㛵ࡍࡿつᐃ
    ࠉ ⿵ຓࡢᡭ⥆ࡣࠊ⡆༢࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿຓࡅྜ࠸ᅋయࡢάືࢆ㜼ᐖࡍࡿᗘྜ࠸ࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋ
ࠉ ⌧ࠊ⿵ຓࢆཷࡅࡿᡭ⥆ࡀ↹㞧㐣ࡂࡿࡽ⿵ຓࢆཷࡅ࡞࠸࠸࠺ᅋయࡣᑡ࡞ 
ࡃ࡞࠸ࡋࠊཷࡅ࡚࠸ࡿᅋయ࡛ࡶ↹㞧ࡉࢆჃࡃኌࡣࡁ࠸ࠋ 

ࠉ ࡑࡇ࡛ࠊ⏕άᨭࡢຓࡅྜ࠸άືࢆ⾜࠺ᅋయᑐࡍࡿ㐺ṇ࡞⿵ຓࡢᡭ⥆ࡣఱ 
ࢆ᳨ウ ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊࡲࡎࠊᚑ᮶ᆺࡸ㸿ᆺ࠾ࡅࡿᴗ㔠㹀ᆺ࠾ࡅࡿ⿵ຓ 
㔠ࡢ㐪࠸ࢆ☜ ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ๓⪅࠾ࡅࡿᡭ ⥆ࢆࣔࢹࣝࡋ࡚㹀ᆺࡢᡭ ⥆ࡶᐃ 
ࡵࡓᛮࢃࢀࡿせ⥘ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

ࠉᴗ㔠ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ ౪ ⾜Ⅽせ௳ࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚⟬ฟࡉࢀࡿ㔠㢠ࢆᨭᡶ࠺ 
ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ ౪ ⾜Ⅽࡢᐇ ែࡣṇ☜ᢕ ᥱࡉࢀ࡞ࡅ 
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⮬ࡎࡽᡭ⥆ࡣཝ᱁࡞ࡿࠋ
ࠉ ࡇࢀᑐࡋ㹀ᆺᑐࡍࡿ⿵ຓࡣࠊᑐ ㇟ᅋయࡀ⿵ຓࡢ┠ⓗࡍࡿᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ 
ࢀࡤࠊࡑࢀせࡋࡓ㛫᥋⤒㈝ࡢ୍㒊ࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ☜ㄆࡍࡁ㡯ࡣࠊձ
ᑐ ㇟ᅋయࡣ┠ⓗᴗࢆ⾜ࡗࡓࠊղᨭᡶ࠺㔠㢠ࡣ㛫᥋ ⤒㈝ࡢ㢠ࡼࡾᑡ࡞࠸ࡢ㸰 
Ⅼ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࠉ୧⪅ࡣࠊㄪࡿࡁ㡯ࡶࡑࢀࢆド᫂ࡍࡿ㈨ᩱࡶࠊ㉁ࠊ㔞ࡶ␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࠉ ḟࠊ୍⯡ⓗ࡞⿵ຓẚ࡚㹀ᆺᑐࡍࡿ⿵ຓࡢ≉ᚩࢆิグࡍࡿࠋ 
ࠉ ୍ ⯡ ⓗゝࡗ࡚ࠊ⿵ຓࡣࠊࡑࡢᜠ ᜨ ᗘࡀ㧗࠸ࠊせ ௳ࡶᡭ ⥆ࡶཝࡋࡃ࡞ࡿࡀࠊ 
㹀ᆺᑐࡍࡿ⿵ຓࡣࠊᜠᜨᗘࡣపࡃࠊࡴࡋࢁຓࡅྜ࠸ᅋయࡢᮏ᮶ࡸࡗ࡚࠸ࡿάື
≉ู౫ 㢗ࡍࡿ㸦ࡑࢀࡣࠊࡶࡶࡣᕷ⏫ ᮧࡀ⮬ᕫࡢᴗົࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡶ࡛࠶ 
ࡿ㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ౫ 㢗ไ⣙ࡀከ࠸ࡣࠊࡇࢀࢆ✚ᴟⓗ⾜࠾࠺ࡍࡿຓࡅྜ 
࠸ᅋయࡣᑡ࡞࠸ࠋ
ࠉ ⿵ຓ㔠ࡢ㢠ࡶࠊᑡ㢠࡛࠶ࡿࠋ 

ࠉ ᡭ ⥆ࢆཝ ᐦࡍࡁ ࡢ せ ⣲ࡋ࡚ࠊࣜࢫࢡ㜵Ṇ ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣜࢫࢡⓎ ⏕ 
ࡢ☜⋡ࡀ㧗࠸せ௳ࡸᡭ⥆ࡣཝᐦ࡞ࡾࠊࣜࢫࢡ㜵Ṇࡢᚲせᛶࡀ㧗࠸せ௳ 
ࡸᡭ⥆ࡣཝᐦ࡞ࡿࠋ
ࠉ ࡇࢀࢆ㹀ᆺᑐ ࡍࡿ⿵ຓࡘ࠸࡚ぢࡿࠊ㹀ᆺࡣႠ┠ⓗ࡛ࡶ࡞ࡃᚑ᮶ᆺࡸ㸿 
ᆺࡢࡼ࠺ᴗ┠ⓗ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡶࡗࡥࡽၿព㸦♫㈉⊩ࡢព ḧ㸧ࢆື ᶵࡍࡿάື 
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࡛࠶ࡿࡽࠊṇࢆാࡃ☜⋡ࡣప࠸ࠋࡲࡓࠊᑠࡉ࡞ᅋయࡸ⤌ ⧊ࠊࢳ࣮࣒ࡢ❧ୖࡆࢆ 
ᨭࡍࡿࡇࢁࡽጞࡲࡿࡽ㸦ࡑࢀᑐ ࡍࡿ⿵ຓࡀ㹀ᆺᣑࡢ㔜せ࡞Ỵࡵᡭ 
࡞ࡿ㸧ࠊኻ ᩋࡢࣜࢫࢡࡣィ⟬ࡢ࠺࠼ࡢ⿵ ຓ࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࣜࢫࢡ㜵Ṇࡢᚲ せ ᛶࡣ㧗 
ࡃࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

ࠉ ࡇࡢࡼ࠺㹀ᆺᑐ ࡍࡿ⿵ຓࡢ≉ ᚩࢆぢ ᤣ࠼ࡿࠊࢇࡢせ⥘ࡀせồࡋ࡚ 
࠸ࡿᡭ⥆ࡣࠊ㐺ṇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐣ศ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣᡭ⥆㸦ࡍ
࡚ࡢせ⥘ࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠊ᭩㢮ᇶ࡙ࡁ⾜ᨻࡀุ᩿ࡍࡿᡭ⥆㸧ࢆ⡆␎ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡢࡼ࠺㐺ษ࡞ุ᩿ࡸࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠼ࡤࡼ࠸ࡘ࠸᳨࡚ウ ࡍࡿࠋ 

ࠉࡑࡢ⟅࠼ࡣࠊ㐺ṇ࡞⿵ຓ㢠ࡢุ᩿ࡘ࠸࡚㏙ࡓࡇࢁྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏙ࡍ
ࢀࡤࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⿵ຓࡢせྰࡢุ᩿ᇶ‽ࡣࠊຓࡅྜ࠸ᅋయࡢ❧ 
ୖࡆάື⥅⥆ࠊᣑࡑࢀࡀᚲせ㸦ᚲせᛶᇶ‽㸧ࠊࡑࡢ⿵ຓࡢࡓࡵᅋయࡀ⮬
❧ࡢពḧࢆኻࡗ࡚౫Ꮡయ㉁㝗ࡽ࡞࠸㸦⮬❧ᇶ‽㸧ࡢ㸰ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢุ᩿ࡣࠊ
ᅋయࡈࠊࡲࡓࠊྠࡌᅋయ࡛ࡶᮇࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋࡑࡢุ᩿ࢆࡶࡗࡶ㐺ษ 
⾜࠼ࡿࡢࡣࠊࡑࡢᅋయࡢάື࡞ࢆάືᆅᇦ࡛ぢ࡚࠸ࡿබṇ࡞➨୕⪅࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࢀヱᙜࡍࡿࡢࡣ➨㸰ᒙࡢ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ཬࡧ༠㆟య࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ᙼࡽࡣࠊ⿵ຓࡢ┠ⓗࡍࡿຓࡅྜ࠸άືࢆ ࡾฟࡍ௵ົࢆᯝࡓࡍࡃᆅ ᇦാ 
ࡁࡅ࡚࠸ࡿேࡓࡕ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ࠶ࡿᅋయࢀࡔࡅࡢ⿵ຓࢆࡍࡿࡢࡀ┠ⓗ 
㐩 ᡂࡢࡓࡵࡶࡗࡶ㐺ษࢆ⫋ ົୖ▱ࡿ㸦 ▱ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ 
ᙼࡽࡣࠊࡑࡢ⿵ຓࡀ㛫᥋ ⤒㈝ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࡇࠊࡑࢀࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ⌧ 
ᆅ࡛▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࠉ ࡑࡋ࡚ࠊᙼࡽࡀࡑࢀࢆ▱ࡾࠊ㐺ษ࡞⿵ຓࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣࠊ༶ᙼࡽࡢ௵ົ㐙⾜ 
࠸ᙺ❧ࡘࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
ࠉ ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡽ⿵ຓࡢせྰཬࡧ 㢠ࢆලయ ⓗุ᩿ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ ⤌ࡳࡍࢀ 
ࡤࠊ᭩㢮ࡼࡿ⾜ᨻุ᩿ࡢᡭ⥆ࡣࠊᐇ㉁ୖせ࡞ࡿࠋᙼࡽࡢุ᩿ࡣࠊྜ㆟య࡛⾜
ࢃࢀࡿࡽṇࡢධࡿవᆅࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃࠊ⮬యࡣ༠㆟య࡞≉Ṧ࡞ࡀ 
ぢཷࡅࡽࢀࡿሙ ྜࢆ㝖࠸࡚ࠊᙼࡽࡢሗ࿌᭩㠃ⓗ౫Ꮡࡋ࡚⤖ ㄽࢆฟࡏࡤࡑࢀ 
࡛㐺ษ࡞⿵ຓࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ 
ࠉࡇࡢ⤌ࡳࡣࠊ⌧⾜ἲ௧ࡢᯟෆ࡛⮬యࡀ᥇⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀᐇ⌧ࡍ
ࢀࡤࠊ⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ↹㞧࡞ᡭ⥆ࢆࢮࣟࡋࡘࡘ㐺ṇ࡞⿵ຓࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ 
࡞ࡿࠋ

ࠉ ࠶ࡿࡁᡭ ⥆ࡣ௨ୖࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ ≧࡛ࡣ㸰ᒙࡢ༠㆟యࡀ⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ 
࡞࠸ࠊࡲࡔᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧࡀᑡ࡞ࡽࡎᏑࡍࡿࠋ 
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ࠉ ࡑࡇ࡛ࠊᕷ⏫ᮧࡀࡽࡢࢻࣂࢫ࡞ࡋ⿵ຓỴᐃࢆࡍࡿࡇࢆ๓ ᥦࠊዲࡲ 
ࡋ࠸ᡭ⥆ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 

ࠉᡭ⥆ࡣࠊせ௳ࢆ㊊ࡍࡿᐇࡢ☜ㄆࡢࡓࡵ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊせ௳ࡀ⡆␎࡛
࠶ࡿせ௳☜ ㄆࡢࡓࡵồࡵࡽࢀࡿ᭩ 㢮ࡶ⡆␎࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢせ௳ࡢ 
࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣ ๓ࡢ㸦㸰㸧࡞࠸ࡋ㸦㸲㸧࡛ ㏙ ࡓ࠾ࡾࠊᆅ ⦕ ά ື ࡢ ࢳ ࣮࣒ࡸ 
ᑠࡉ࡞↓ൾ࣎ࣛࣥࢸᅋయ࡞ࡢ❧ୖࡆᨭࡢ㔜せᛶࡶ⪃࠼ࠊᴟຊせ௳ࢆ༢⣧ 
ࡍࡿࡇࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ๓ᥦ❧࡚ࡤࠊᙜ↛ᮃࡲࡋ࠸ᡭ⥆ࡸ᭩㢮ࡣࠊ⡆␎࡞ 
ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ 

ࠉ ձ⏦ㄳࡢ⏦ㄳ᭩ 㢮 
ࠉ㹀ᆺࡢ⿵ຓ⏦ㄳࡘࡁࠊࢇࡢᕷ⏫ᮧࡣᖺᗘࡈࡢᥦฟࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊᅋ
యせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵࡢ᭩ 㢮ࡣึᖺᗘᥦฟࡍࢀࡤ㊊ࡾࠊ࠶ࡣᖺᗘࡈࡢάືᴫ
せࡢ ᥦฟ࡛㊊ࡾࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋάື Ⓩ 㘓ࡢ⏦ㄳ᭩ࢆฟࡉࡏࡓ࠺࠼࡛⏦ㄳࢆࡉࡏ 
ࡿᕷ⏫ᮧࡶ࠶ࡿࡀࠊ୍᪉࡛㊊ࡾࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅋయせ௳ࡣࠊ㧗㱋⪅ࢆྵࡴᑐ㇟⪅
ࡢ⏕άᨭࢆຓࡅྜ࠸࡛⾜࠺ᅋయ࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ ㄆࡉࢀࢀࡤ㊊ࡾࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ 
ᙜヱᅋయࡀᑐ㇟⪅ཧຍࢆࡧࡅࡿࢳࣛࢩ࡞ࠊάືࡢࡓࡵసᡂࡉࢀࠊ⏝࠸ࡽ
ࢀࡓ᭩㢮ࡢᥦฟࢆཷࡅࢀࡤㄆᐃྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋᴗィ⏬᭩ࡸண⟬᭩ࡶࠊࡇࢀࢆάື
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住民による助け合い活動を推進するにあたってのアンケート
集計結果のとりまとめ

公益財団法人さわやか福祉財団

本年４月に移行期限を迎えた介護予防・日常生活支援総合事業は、その眼目である助け合い活動を
しっかり広げている市区町村もありますが、全国的に見るとまだまだその進展は捗々しくない状況で
す。
そこで、何故助け合いが広がらないのか、その問題点を把握し対策を講じるために、今回全国で助
け合い活動を推進されている方々、特に、高齢者や子ども、障がい者、認知症者などの生活を助け合
いで支援する活動を非営利の団体（ＮＰＯ、社会福祉協議会、自治会、社会福祉法人、ボランティア
団体など）の活動として行っておられる方々からのご意見を募りました。
アンケートは、当財団ホームページより直接ご入力いただく方法と、全国各自治体、社会福祉協議
会、地域包括支援センター、生活支援コーディネーター及び活動者（当財団さわやかインストラクタ
ーを含む）へ個別郵送する方法により、６月５日から６月２３日の期間実施いたしました。アンケー
トを寄せてくだった総数は６８１件となりました。内訳は、自治体２１８件、社会福祉協議会１６２
件、地域包括支援センター１６８件、生活支援コーディネーター２７件、活動者８３件、匿名２３件
です。
なお、記載に基づく全体地域数は４６８となり、内訳は、所属・役職欄の記載に基づいて分類した
もので、生活支援コーディネーターと記載のあるものは独立した件数としました。また、ご協力いた
だいた内容はそれぞれ全員の方から掲載のご了解を得たうえ、固有名詞とともにご紹介させていただ
きました。
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アンケート 別紙１及び別紙２
別紙１

（活動支援者用）
返信先ＦＡＸ ０３―５４７０－７７５５
E-mail

sougou@sawayakazaidan.or.jp

担当 さわやか福祉財団 上田・松浦

住民による助け合い活動を推進するにあたってのアンケート

１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
（記載者個人のお考えで構いませんのでご自由にご記入ください。また、別紙２記載の
例示も参考にしてください）
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２．対策としてどんなことが必要と思われますか

ご協力ありがとうございました。お差し支えなければご所属等をお知らせください。

市区町村名
所属部署・役職
お名前
ご連絡先電話番号又はメールアドレス
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別紙２

（活動者用）
返信先ＦＡＸ ０３―５４７０－７７５５
E-mail
担当

sougou@sawayakazaidan.or.jp

さわやか福祉財団

上田・松浦

住民による助け合い活動を推進するにあたってのアンケート

１．貴団体は、現在市区町村が展開している新しい総合事業の「訪問型サービスＢ」又は「訪問型サー
ビスＤ」
、
「通所型サービスＢ」
、
「その他の生活支援サービス」
（配食・見守り等）、もしくは「一般
介護予防事業」
（通いの場）について、次のいずれですか。該当する項目にレ点をお入れください。
□（１）すでに実施している
□（Ａ）訪問型サービスＢ
□（Ｂ）訪問型サービスＤ
□（Ｃ）通所型サービスＢ
□（Ｄ）その他の生活支援サービス（配食・見守り等）
□（Ｅ）一般介護予防事業（通いの場）

□（２）実施を検討している
□（Ａ）訪問型サービスＢ
□（Ｂ）訪問型サービスＤ
□（Ｃ）通所型サービスＢ
□（Ｄ）その他の生活支援サービス（配食・見守り等）
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□（Ｅ）一般介護予防事業（通いの場）
□（３）当面申請する予定はない
□（４）新しい総合事業のことを知らない

２．問１で（１）又は（２）とお答えになられた方々にお尋ねします
□（１）実施するにあたり、何の問題も感じたことはない
□（２）実施するにあたり、次のような問題を感じた（複数回答可）
□（Ａ）事業の対象者が限定されすぎている
望ましいあり方は？

□（Ｂ）その他の要件が厳しすぎる
厳しすぎる点は？

□（Ｃ）要求される提出書類が多すぎて申請手続きや報告手続きが煩雑すぎる
望ましいあり方は？

□（Ｄ）補助金額に問題がある
問題点は？
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□（Ｅ）その他の問題
どんな問題ですか？

補足記入欄

３．問１で（３）とお答えになられ方に、申請する予定がない理由があればお聞かせください（複数回
答可）
□（１）補助金を必要としない
□（２）補助金は欲しいが、事業の内容を縛られたくない
特にどんな要件に抵抗をお感じになりますか？

□（３）補助金は欲しいが、その額に比べて申請などの手続きが面倒
□（４）その他
どんな理由ですか？
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補足記入欄

ご協力ありがとうございました。よろしければ貴団体についてお知らせください。

所在地（活動地）市区町村
団体名
行っている生活支援活動
ご記入者名
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アンケート結果の概要
別紙１（活動支援者用）の集計結果とりまとめ

（１）提出者の所属先の割合について

生活支援

活動者

匿名

4%

2%

コーディネーター

5%

行政

36%

社会福祉
協議会

25%
包括支援
センター

28%
助け合い活動が広がらない原因の分析について介護保険制度の改正の経緯や、ボランティア活動を介
護保険サービスで実施する際の課題、住民主体の活動団体への補助金交付の事務的な負荷に対する問題
などの観点からアンケートが記入されている傾向にあるため、行政の提出割合が一番多くなったと考え
る。
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（２）キーワード別にみる助け合い活動を阻害している要因について

人件費

2%

その他

2%

手続き

4%
要支援者・
チェックリスト
該当者

7%

担い手

19%
助け合い

66%

※キーワード検索でヒットした４０２市町村（重複有）の割合を示している
住民による助け合い活動を推進又は阻害していると考えられる要因となるキーワードが記載されて
いる市町村のアンケート数を集計した結果、「助け合い」のキーワードが記されていたものが全体の 66
パーセント存在した。これは住民がボランティア活動として主体的に助け合い活動を展開することと、
介護保険の制度のもとでサービスとして活動することの齟齬の悩みがあらわれている。
また、
「担い手」のキーワードが記されているアンケートが 19 パーセントあり、助け合い活動を実施
する活動者の確保や活動団体を立ち上げ、リードする人材の発見に苦心している現状がうかがえる。
その他、「要支援者・チェックリスト該当者」のキーワードが記されているアンケートが７パーセン
トあり、主に助け合い活動の対象者が限定されることから活動に制限が生まれることへの悩みが読み取
れる。
「手続き」のキーワードが記されているアンケートが４パーセント、
「人件費」のキーワードが記
されているアンケートが２パーセントあり、補助金支給に関する書類の煩雑さや事務職員への負担が団
体運営を圧迫していることへの悩みが出されていた。
以下、
「助け合い」
「担い手」
「要支援者・チェックリスト該当者」及び「手続き」
「人件費」の各キー
ワードのアンケートの記載内容の傾向と実際のアンケート内容をまとめる。
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（３）キーワードごとのアンケートの記載傾向について
①「助け合い」のキーワードに関する記載傾向
従前は、住民がボランティア活動として主体的に助け合い活動を全国各地で展開してきた。しかし、
介護保険制度の開始により、これまで助け合い活動で支え合ってきた部分に、公的なサービスが提供さ
れたため、徐々に地域の支え合いが減ってきたことが助け合い活動の創出が難しくなっている要因にあ
ると訴えるアンケートが多くある。例えば、「当地域では昔から支え合いの文化は根付いていた。しか
し、平成１２年介護保険が開始となり、訪問介護や通所介護などの介護サービスが地域にも浸透してい
った中で、地域からは「介護保険でみてくれるから安心…」と少しずつ住民の意識も薄らいでいったよ
うに感じている。」
（一関市高齢者総合相談センターふじさわ（岩手県））
また、総合事業の制度の中でサービスとして助け合い活動を実施することと、ボランティアとしての
本来の助け合い活動を展開することの齟齬で団体の運営に悩むことがあるとの記述も多くある。例えば、
「助け合い、共に生きるという気持ちを持ってボランティア活動に取り組んでいる団体等は多くいらっ
しゃいますが、新総合事業の中の取り組みの１つとなると、限られた（チェックリスト等）対象の方に
対する活動となってしまいますので、このことがなかなか広がらない原因ではないかと思います。」
（函
）
館市社会福祉協議会（北海道）
②「担い手」のキーワードに関する記載傾向
全国各地で実際に助け合い活動を展開するにあたり、助け合い活動に実際に取り組む人材、団体の活
動をリードしたり立ち上げたりする人材、活動団体のマネジメントを担う人材など、各分野における担
い手が不足している現状がアンケートから読み取れた。また、ボランティア活動に興味を持っている人
がいても、すでに他の団体の活動に参加しており、これ以上の新規な取り組みが難しいなどといった例
も散見された。例えば、「最近ではボランティアの高齢化、ボランティア活動の掛け持ちが多く、それ
らの活動を引き継げる後継者はほぼいない。後継者として地域でのボランティア活動を行なえる年代の
方々は、仕事をリタイア後も生活が厳しいため働いている、親の介護をしているなど、ボランティアの
担い手についての問題は深刻になってきている。」（新得町社会福祉協議会（北海道））
また、地区によってはどの世代も自分の生活の維持に精一杯な暮らしを送っていることや、年金支給
時期が引き延ばされたことにより、退職後も再就職している高齢者が増えていることなど、社会全体の
仕組みが担い手を生み出しにくい構造になっているといったアンケートも多く見られた。例えば、「現
在の高齢者が高齢者を支えるには限界があり、若い世代を巻き込んでいかなくてはならないのですが、
若い世代は自分の生活に精一杯で、地区のことどころではありません。やはり若い世代は「働き方」が
変わらないと「地区のことをしてみよう」という気持ちになるのも難しいと思います。」
（松本市高齢福
祉課（長野県））
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③「要支援者・チェックリスト該当者」に関する記載傾向
これまで地域で助け合い活動に取り組んできた団体は、高齢者や障がい者などの枠組みに捉われず、
地域で困っている人に対して、自分たちができることを考え、主体的に助け合い活動を展開してきた。
活動団体の助け合いの理念と、介護保険のサービス下での助け合いの理念の間に生まれる齟齬に悩むア
ンケートが見られた。例えば、「隣近所の助け合いとして実施してきたものを、要支援者等だけにスポ
ット化してサービスを実施することに抵抗感がある。」
（青森市高齢者支援課（青森県））
また、前出①「助け合い」のキーワードの場合と同じであるが、これまで地域で助け合い活動を展開
してきた団体にとっては、総合事業の制度のもとで活動を展開することで、助け合い活動に参加できる
人が「要支援者・チェックリスト該当者であること」と限定されたり、「参加者の半数」などの参加者
割合に制限が加えられたりすることに対する抵抗感が強いことが分かる記述が多くあった。例えば、
「サ
ービスを提供する地域の住民から見れば、要支援者や要介護者の壁にとらわれることなく、地域の高齢
者に対しては分け隔てなくサービスを提供したいのではないかと考える。
」
（さつま町介護保険課（鹿児
島県）
）
④「手続き」
「人件費」に関する記載傾向
住民主体による助け合い活動であることを前提にすると、補助金の申請交付に関する事務手続きが煩
雑であり、書類を簡素化するか、必要な職員を配置できるようにする必要があるというアンケートが見
られた。例えば、「住民団体への事務職員人件費補助、事務のできる職員を雇用できる環境づくりが必
要。
」
（新潟市社会福祉協議会（新潟県））。また、補助金の支給額が少なく団体の活動の維持が難しいと
いった回答も少数あった。例えば、「地域活動団体型サービス（通所型サービスＢ）の登録を希望しな
いグループに理由を確認してみたところ「補助金が少ない」「要支援者が以前参加していたが、事故が
ないか心配で受け入れられない」といった理由でした。」
（町田市高齢者福祉課（東京都））
訪問Ｄに関しては、サービスの立ち上げ時の手続きの複雑さが問題になっていると記されているアン
ケートが見られた。例えば、「訪問Ｄは、移送支援の問題がもっと手続き的にスムーズに解決できない
と難しいと思います。交通会議（タクシー会社との連絡会議）の問題など。」
（美郷町健康福祉課（島根
県）
）
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別紙２（活動者用）の集計結果とりまとめ
１．貴団体は、現在市区町村が展開している新しい総合事業の「訪問型サービスＢ」又は「訪問型サー
ビスＤ」
、
「通所型サービスＢ」
、
「その他の生活支援サービス」
（配食・見守り等）、もしくは「一般介護
予防事業」
（通いの場）について、次のいずれですか。
（１）すでに実施しているサービス
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

複数回答あり

157

87

51

47
8

総計：３５０

（２）実施を検討している
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

42

複数回答あり

39

19

23

32

総計：１５５
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（３）当面申請する予定はない

活動者

5%

匿名

行政

4%

11%

生活支援
コーディネーター

地域包括

1%

支援センター

社会福祉

32%

協議会

47%
総計：７５

（４）新しい総合事業のことを知らない

２件

２．問１で（１）又は（２）とお答えになられた方々にお尋ねします
（１）実施するにあたり、何の問題も感じたことはない

行政

活動者
生活支援

18%

24%

コーディネーター

0%

地域包括
社会福祉

支援センター

協議会

24%

34%
総計：３３
サービスをすでに実施している団体（自治体他含む）は３５０件（複数回答）、実施を検討している
が１５５件（複数回答）である中、実施にあたり問題を感じなかったのは３３件しかない現状である。
また、問題を感じないと回答しているものの多くは、サロン等の活動を長年にわたり実施している社
会福祉協議会や活動団体の傾向がある。
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（２）実施するにあたり、次のような問題を感じた（複数回答可）

(A)事業の対象者
が限定され
すぎている

総計：３５０

55件
(E)その他の問題

(B)その他の
要件が
厳しすぎる

45 件

150 件

46 件
54 件
(D)補助金額に
問題がある

(C)要求される
提出書類が
多すぎて申請
手続きや報告
手続きが
煩雑すぎる

・
（Ａ）～（Ｄ）の回答割合はほぼ同じである。
・項目ごとの返答者の分布を見ると、
「
（Ｄ）補助金額に問題がある」の項目に関しては、社会福祉協議
会、活動団体の回答率がとても高くなっている。
・
（Ｅ）その他の問題では、
「ボランティア等の担い手に関する悩み」や「活動創出へのノウハウに関す
る悩み」などサービスの立ち上げや実施にあたり、直面する問題が多く記されている。
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（Ａ）事業の対象者が限定されすぎていることに対する記述内容の傾向
①回答者の割合
・行政、地域包括支援センターよりも、実際にサービスを実施している社会福祉協議会や活動団体からの意
見が若干多い傾向にある。

匿名

4%
行政
活動者

26%

26%

生活支援
コーディネーター

4%

地域包括

社会福祉

支援センター

協議会

17%

23%
②記述内容の傾向と分析

・総合事業対象者が要支援者及びチェックリスト該当者に縛られることで、活動創出が阻害されている
という内容が最も多くあった。また、行政と活動団体で感じている問題点が違う傾向がある。以下は具
体的な記述例である。
・行政側から見ると、利用者にこの条件でサービスは使えるが、いつか使えなくなるという点を説明す
るのが難しかったり、理解を得られなかったりすることがあるという悩みが挙げられている。例えば、
「総合事業対象者が要介護認定を受けると使えなくなってしまうため周知が難しい。」
（Ｋ市介護支援課）
また、「サービスＢは要介護になると対象ではなくなるので、サービスが継続できない。要介護であっ
ても団体と利用者が相互に納得しているのであれば対象者としてもいいのではないか。」
（坂戸市高齢者
福祉課（埼玉県））
・活動団体側から見ると、ガイドラインに示されている参加者の半数が総合事業対象者ということが現
実には相当に厳しい状況であることが悩みとして挙げられている。例えば、「もともと地域の居場所と
して 2014 年に立ち上げ、今回通所型サービスＢに移行したが、チェックリスト対象者の方が比較的少
なく、参加人数の過半数以上という厚労省の見解と遠く、市役所と協議し、チェックリスト対象者に該
当しそうな方もカウント、その他の方は全体のボランティア側で対応している。あくまで住民主体のサ
ービスなので、介護保険対象年齢であれば対象者としてみなすべき。」
（蒲郡市特定非営利活動法人楽笑
（愛知県））
・総合事業開始前から地域の居場所などを運営している活動団体からは、介護保険サービスの範疇に入
ることで、これまでのように色々な人が気楽に立ち寄ることが難しくなることに対する懸念が挙げられ
ている。また、活動実施者は、対象を限定するよりもむしろ「あるべき共生社会実現のためにも、高齢
者のみならず、貧困世帯の子供や障がい者にも対象の枠を広げるべきでは。」
（北茨城市特定非営利活動
）といったように、多様な人々が参加できる環境を希望している。
法人ウィラブ北茨城（茨城県）
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（Ｂ）その他の要件が厳しすぎることに対する記述内容の傾向
①回答者の割合
・要件に関しては、各方面から平均的に問題点を感じていることが分かった。

匿名

7%

行政

28%

活動者

21%
生活支援
コーディネーター

0%

地域包括
社会福祉

支援センター

協議会

16%

28%

②記述内容の傾向と分析
・サービスを実施するにあたり、回数や人数に関する規定があることが活動継続に大きなハードルにな
っているという意見が最も多く上がっている。代表的なものとして「週 1 回以上の通いの場づくりが求
められているが、その頻度を確保することは難しい。」（茅野市高齢者保健課（長野県））や「月に４回
以上の開催は多すぎる。」（松阪市社会福祉協議会（三重県））などの意見が挙げられている。団体の実
態に応じた柔軟な実施要件が望まれていると感じる。
・訪問Ｄについては、Ｂ型とは違った道路運送法との兼ね合いから実施を困難に感じているという意見
が挙がっている。代表的な意見として「サービスＤの要件、運送法の規制がサービスＤの普及のネック
になっていると思う。登録不要の活動が前提となる。」（真室川町地域包括支援センター（山形県））が
挙げられる。
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（Ｃ）要求される提出書類が多すぎて申請手続きや報告手続きが煩雑すぎることに対する記述内容の傾向
①回答者の割合
・提出書類に関しても、各方面から平均的に問題点を感じていることが分かった。

匿名

8%

行政

22%

活動者

23%
地域包括
支援センター

生活支援
コーディネーター

社会福祉

2%

協議会

20%

25%

②記述内容の傾向と分析
・多くの市町村から申請書、報告書、契約書等、団体の立ち上げやサービスの実施に際して、作成する
書類が多すぎることが、住民主体のサービスの観点からは問題であるという回答が挙げられている。そ
して、継続的な活動実施のために事務量の負担軽減が強く叫ばれている。提出書類の量を緩和できない
のであれば、活動団体への事務員の加配をするなど活動参入への壁を下げる対策が必要であることが挙
げられている。例えば「補助金をいただいていますが、補助金申請書、報告書の作成が大変です（10
枚以上の報告書となります）。簡易にできませんでしょうか。」（秦野市鶴巻地区社会福祉協議会（神奈
川県））
、「細かい書類提出を求めるのであれば、事務員を配置できるくらいの人件費を予算化する等の
ことがあればできるのかもしれない。でなければ簡単な書類にとどめるべき。」（匿名）
・また、行政への提出書類に合わせて、ケアマネジャー等の関係機関との書類の作成ややりとりも、ボ
ランティアにとっては負担に感じているとの意見が見られた。例えば、「ボランティアに介護保険証の
確認や地域包括支援センターとの連携など、負担が大きすぎる。」（宇治市健康生きがい課（京都府））
が挙げられる。
・サービスを実施するための手続きが煩雑なため、住民主体のサービスの実態とはかけ離れているとい
った意見も多く挙がっている。「運営規定や重要事項説明書、管理者の設置など、住民が集って組織で
きる事業（サービス）とは思えない。」（朝日村社会福祉協議会（長野県））が代表的な内容となってい
る。
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（Ｄ）補助金額に問題があることに対する記述内容の傾向
①回答者の割合
・実際に活動に取り組んでいる社会福祉協議会や団体から多くの問題点が挙げられている。それと比べ
行政からの意見が少ない点が、活動者が感じている悩みを行政側が受け取ることができているのか疑問
に感じるところである。

匿名

行政

6%

6%

地域包括
支援センター

15%
活動者

29%
社会福祉
協議会

38%

生活支援
コーディネーター

6%
②記述内容の傾向と分析
・事務量に対する負担が大きいことに比して、事務員への人件費を補助金で捻出するには少なすぎるな
ど、事業を継続していくための行政からの資金的協力が十分に得られていないことが、問題点として最
も多く挙げられている。例えば「報酬が低くやっていけるのか？現に閉めているところもある。」
（尼崎
市地域包括支援センター（兵庫県））や「訪問Ｂについては、全く補助金がなく、サービス収益のみの
ため、事業者の負担が大きい。また、現状では依頼件数が少なく採算がとれない状況である。持ち出し
が大きいのが現状。」
（多摩市社会福祉協議会（東京都））
・行政側からの活動者への働き掛けや仕組みづくりが十分でないことも問題として挙げられている。例
えば「金額設定に際して、特定非営利活動法人等への聞き取りや調査がなかったため、根拠のない金額
になっているようだ。」（匿名）といった活動の実態を十分につかみ切れていないケースや、「広域連合
のため市町に合わせた分配が難しい。」（御浜町社会福祉協議会（三重県））など、組織的な対応が不十
分なため、活動創出が難しくなっているケースもある。
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（Ｅ）その他の問題についての記述内容一覧
①回答者の割合
・その他の問題に関しては、各方面から平均的に問題点を感じていることが分かった。

匿名

5%

生活支援

活動者

行政

18%

32%

コーディネーター

1%
社会福祉
協議会

25%

地域包括

支援センター

19%

②記述内容の傾向と分析
・最も多く挙げられている問題として、サービスを実施する主体であるボランティア等の担い手が絶対
的に不足していることや、活動団体のリーダーとなる住民が十分にいないことが挙げられる。例えば、
「住民主体と言われるが、高齢化の進む町では、人材が限られている。元気な高齢者はすでに支え手側
に回っていると感じる。」（西会津町健康福祉課（福島県））や「担い手となるような人は他にも地域で
色々な活動をしている人が多いことから、特定の人への負担が大きくなってしまう。」
（鶴ヶ島市高齢者
福祉課（埼玉県））
。これらの意見が行政から多く出されていることから、活動を創出するというよりも、
サービスを提供するという意識が根強いのではないかと考えられる。
・総合事業を推進するにあたって、サービス提供のノウハウや活動の創出方法が分からないといった意
見も多く挙がっている。例えば、「今後の高齢者施策のあり方、考え方について、高齢関連部署のみな
らず庁舎全体で理解を深め考えていく体制が必要。それは、第 1 層生活支援コーディネーターだけでは
どうにもならない課題。
」
（匿名）や「訪問型サービスＢ：ボランティア育成やサービス利用者とのマッ
チングに課題があると考えます。ボランティアにどこまで求めるのか、今まで有資格者のヘルパーを利
用していた方にボランティアを総合事業としてすすめていくことができるのか、適切なのか等。」
（三鷹
市地域包括支援センター（東京都）
）などが挙げられる。
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アンケートの例
別紙１（活動支援者用）から抽出した 23 件
■松前町社会福祉協議会（北海道）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
要支援者だけを対象にしていたら広がらないのでは…
Ｂ型をやらなくても、対象者はＡ型のサービスを使えているのが今の現状。Ａ型が根付いている中、
行政での政策上重複する部分が多く、それをＢ型へ移行していくというのが大変だと思います。対象者
だけではなく、多世代からの意識改革が必要と思われます。Ｂ型は「形にはまらず、いろいろな助け合
いができる。地域での助け合い」が「ボランティア頼り」になってしまうのではないかとの不安あり。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
Ｂ型の必要性への理解。

■東神楽町東神楽地域包括支援センター（北海道）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
少なくとも当町地域（北海道中央部）では、新しい発想・文化なので、時間がかかるのは当然と思い
ます。当町では、社会福祉協議会が中心となり、訪問による生活支援ボランティアの輪を広げる取り組
みが始まり、約２年がたちました。
ノウハウがない中、有償か無償か、どこまでの範囲・時間を対応するか、他のサービスとの兼ね合い、
法的確認など、少しずつ協議を進めております。当町の場合は、呼びかけ人兼事務局が社会福祉協議会
に配置されている生活支援コーディネーターなので、少しずつながらも話が進んでいますが、これを住
民主体で立ち上げていくのは現状では困難と思います。理由としては、ノウハウの情報収集・共有に思
ったより手間がかかること。
また、「ちょっと手伝いたい」という人はいるが、「中心になってやりたい」という人はなかなかい
ないことが挙げられると思います。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
公的機関側が先に立ち、「自分（住民）達でもできそうだ、楽しそうだ」と思える活動を提案する力
を上げていくしかないと思います。（視察、協議会、助成、フォーラム等）国や貴財団におかれまして
も、一層の情報提供をお願いいたします。

■久慈市地域包括支援センター（岩手県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
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①地域の実情に合った多様なサービスの真の意味が伝わっていない。
多様なサービスの創設の中で特に住民による助け合い（Ｂ型）の立ち上げが１番の目的であること、
また、それを立ち上げるために生活支援コーディネーターや協議体が必要であることについて、理解が
されていなかったことが大きな原因ではないでしょうか。（研修会等では、相当サービスからＡ、Ｂ、
Ｃ、Ｄを並べて簡単に説明されますので、分かったような、分からないような状況で、先行事例の様子
を伺いながら迷っている状態が長く続いている状況。）
②住民による助け合い活動推進には時間がかかる。
久慈市では「いきいき百歳体操」にＨ２８年９月から取り組んでおり、取り組みを進める中で地域の
見守り活動や支え合い活動につながり、地城づくりにつながっていくことを実感しているところ。「そ
の中からＢ型につなげていけないか」等々のイメージが持てるようになったのは最近のこと。
生活支援コーディネーターの役割についても、同様にイメージが持てない状況ですが、Ｂ型を進める
ために必要だという発想であれば、理解がしやすいと感じています。趣旨を理解して取り組みを進めて
いるところですが、介護保険制度によって一旦引き離された高齢者等がまた地域で暮らし続けるための
関係性を取り戻して、住民による助け合い活動に至るまでには、もう少し時間がかかるものと思います。
・自助の考え方の普及啓発
・コーディネーターによる資源発掘
・Ｂ型の体制整備 等々
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
①国の方針をはっきりと伝えてほしい。
（資料にある一般的な説明では真意を理解できないため）
②住民による助け合いの必要性（意味）について、住民、関係者（機関）、行政内部で共有する。
コーディネーターの発掘につながり、活動推進につながるかと思う。

■秋田市御所野地域包括支援センターけやき（秋田県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・サービスや資源が多数ある
・核家族化、１世帯の個別化→意識的なもの（個人主義）
・風習、習慣、地域性
・個人情報保護のゆがんだ捉え方
・平均収入の低さ
・教育環境
・総合事業が周知されていない
・住民同士でサービスをする
・されることに抵抗や気兼ねがあるように感じる
・サービスを受けるためにはそれなりのお金を払わなければという風潮もあるように感じる
・心や金銭的な余裕がない
・支援は家族間で行うものと考えている
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・生活の中で必要性を感じない
・人付き合いを好まない人がいる
・サービスを作りだそうとした人の責任や重圧がある
・人からの支援を金銭で解決したい人と無料奉仕を望む人が両極端
・自身が他者からの支援を受けていることを知られたくない
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・長い目での福祉教育
・多世代交流をより促進する何か
・社会生活のゆとり（個人の思い・生活へのゆとりにつながる）
・災害時等に対応可能な人々のつながり
・取り組みを進めたい人のみ進め、必要とする地域には必要時にノウハウを伝授する

■河北町生活支援コーディネーター（山形県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
生活支援コーディネーターの立場としての考えです。私は一般公募で生活支援コーディネーターとな
りました。本町の住民ではありますが、今まで町外で仕事をしてきたので町と関わりが薄いことと、行
政との関わりが初めてなので、どの様に動いて良いのかわかりません。コーディネーターの選出に問題
があるのかとも思われます。本町でも住民に対してのアプローチを試みたところ、思った以上の参加が
ありました。行政の説明で、必要性を感じた住民も多く、住民主体による居場所の立ち上げに名乗りを
上げていただいたグループがありましたが、立ち上げの資金調達や居場所の設定が上手くいかず実施ま
で至らないのが現状です。行政は業務に追われ忙しい毎日だということは承知しています。そんな中で
行政側の考えや居場所の立ち上げについてのアドバイスをいただくため話し合いを調整中ではありま
すが、あまり時間がかかってしまうと住民のやる気がそがれてしまうのではないかと案じています。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
行政側は本当に居場所の立ち上げが必要と考えているのでしょうか。担当部署だけに任せないで、町
の行政全体で必要性を共有することが大事だと思います。

■平田村生活支援コーディネーター（福島県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
ボランティアとしての地域支え合いを総合事業のサービスと考えていない。ちょこっと助けることが、
総合事業として捉えられない。地域の特性として、困っていることを発信したり、助けてほしいとなか
なか言えないため、訪問型サービスにつながらない。事業の内容や、活動の仕方などの周知ができてい
ないし、委託された社会福祉協議会側もよく把握していないため、住民に情報提供ができない。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
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地域の担い手育成を今年度立ち上げ、「地域の困りごと」「ちょこっと助けられること」の勉強会を
しています。また、サロンにおいて、運動のリーダーとなれるような方の育成に取り組もうとしていま
す。その方々が中心となって通所型サービスＢができればよいと思っています。一番は担当者（行政は
熟知しているかもしれませんが、委託を受けた社会福祉協議会の職員及び担当者）がよく内容を把握し
て事業を展開すべきであると思う。ボランティア活動と支援事業（補助事業）の理解をすることが必要。

■鹿嶋市社会福祉協議会（茨城県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・助け合いができる親しい付き合いをしていない。
・ケア会議等に近所の人に出席してもらっていない。
・自分たちで解決できる問題と、解決できない問題の境目がなくなってきた。介護保険制度などに頼
るようになってきた。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・助け合いという声かけではなく、どうすれば豊かに生きられるかなどイメージを変える。
・近所力を高めるための工夫として、近所にいる要支援者をどのように支援するかなどについて話し
合う場を設定をする。（ごみ捨てや簡単な掃除）
・元気なうちから地域の活動に参加して、顔見知りの関係づくりをする。

■足利市地域包括支援センター清明苑（栃木県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
自分が中心になって行うのは、心身共に負担が大きい。やる気のある人は、すでに何かに取り組んだ
り、参加していたりする。消極的な人を無理に誘うのも迷惑がられて嫌な思いをする。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
具体的に手伝う項目が先にあり、自分でできるところにアポイントする方がやりやすい。介護保険や
地域包括ケアシステムなどの説明よりも、住民が困っているピンポイントを一つずつ解決していった方
が、取り組みやすいと思う。

■春日部市介護保険課（埼玉県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・総合事業は、既存のサービスに加えＡＢＣＤが併用できるため、既存のサービスからの移行ではな
く、サービスが追加されただけである。そのため、交付金対象額の限度額を超えるおそれがあり、多
様なサービスはもう少し様子を見てから実施すべきと考えます。
・すでに補助を受けて実施している助け合い活動と整理しないと補助できないため、調整に時間を要
します。
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・原則費用の半額の補助金では住民の理解が得にくいと考えます。
・補助金の申請など書類が煩雑であり、高齢者には負担になります。
・Ｄ（送迎）は事故補償などの問題が生じるため、導入は困難です。
・通所Ｂ型の会場確保が困難です。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・総合事業の交付金対象額を増額すべきと考えます。
・支え合い活動を含めた地域づくりを他課と協議しながら実施するというが、介護保険担当課が主導
で実施するには限界があるため、違う方面からの後押しが必要です。

■佐倉市南部地域包括支援センター（千葉県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・住民に危機感がない。自分たちの健康のための講座や活動に参加するが、お客様としての参加にと
どまっている。
・住民でＫｅｙになる方はすでに色々な活動をしており時間の余裕がない。時間のある方をいかに取
り込むかが問題。
・縦割りで活動しており、行政の課が様々なまちづくり活動をしているが横の連携がない。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
まずは行政としてどのようにまちづくりをするのか、課を越えて方向性をつくる。そうすれば同じよ
うなメンバーで同じような話し合いをする回数が減り、Ｋｅｙとなる住民の負担も減る。

■南アルプス市介護福祉課（山梨県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
①行政（国、市）のＢ型の捉え方が不十分
・Ｂ型（住民主体の助け合い）の活動は住民の志に基づいたものであり、あくまでインフォーマルサ
ービスでありフォーマルサービスの代替ではないということへの理解不足。
②対象者（チェックリスト該当者、支援１・２限定）の縛り。志ある住民にとって「困っている人は
誰でも支援していきたい」という気持ちは、助け合いという観点からは重要だが、「対象者が限定さ
れていてそれ以外の方を対象（例えばチェックリスト手前の人、要介護者等）に含めるとＢ型として
認められにくくなるという仕組みが納得しづらい。
③費用負担の問題 訪問Ａなどは介護保険と同様一割負担のところが多く、１時間２００円程度で家
事援助が行われているため、有償ボランティア（訪問Ｂ）が育ちにくい。
④補助のあり方（一律補助） 住民主体の活動が安定して継続できるような支援（自己負担の活用は
原則だが、活動拠点等への支援など、その状況に応じて柔軟な支援が必要）。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
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①行政側のＢの考え方の検討 住民主体とは普通の人が誰でもできる活動であり、必要以上の専門性、
公平性を求めない。自由度を認める。
・書類を簡略にする
・住民への説明会、啓発の機会
②総合事業全体の仕組みを見直す。相当、Ａ、一般介護予防、そしてＢのあり方等、住民が生活しや
すい地域づくりの中での全体像を考える。
③補助金の仕組みの見直し、活動の立ち上げ、継続に必要な支援を柔軟に考える。（一律の金額では
なく、それぞれに対応する仕組み）
④協議体との連携 住民主体の活動は行政主導でできるものではなく、住民が必要性を理解し自らや
る気になってはじめて主体的な活動が生まれ、継続していくものであるため、住民の活動意欲を引き
出すしかけをしていくことが必要だが、現在取り組んでいる協議体との連携や進め方が重要と感じる。

■軽井沢町保健福祉課（長野県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・介護分野に限らず全体的に人材不足である。定年になっても働いていたり、孫の面倒、介護をして
いる人もいたりして、自分の家のことで精一杯である。
・地区行事や組織が縦割りで連携できていない。各組織で行うことが増えていて、効率よくできてい
ない。
・地区組織で行うことが増えているので地区で行うことも優先順位をつけ、振るい分けしなければ新
しい仕事がやりたくてもできる状況にない。
・住民主体の活動を育てるためには１０年、２０年の時間がかかる。まだ、芽が出てきたばかり。助
け合いは非常に重要なのでこれから育てていきたい。
・地域包括ケアシステムを介護や福祉分野だけで取り組むのではなく、様々な組織が役割を持って取
り組まなければ広がらない。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・最初は縦割りでよいと思うので、まずは国、市町村がきちんと横のつながりを持って各組織と連携
していくことが重要。

■可児市東部地域包括支援センター（岐阜県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・田畑を所有する在来地区では同居率が高く近隣との交流も多いため、親族や近隣住民間の支援で生
活が成り立っていると感じている方が多いように思います。
・３０年程度経過した団地では、高齢化率が軒並み高くなっていて、一部団地では住民主体の活動が
立ち上がりました。しかし、新しい担い手が増えず、継続が困難な活動もあります。担い手が増えな
い理由として、①高齢になっても仕事を続ける（再就職等も含めて）方が多い、②助け合いの必要性
を感じていない、「自分は大丈夫」「介護保険や行政が何とかしてくれる」といった誤解が挙げられ
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ます。
・行政、社会福祉協議会、地域包括支援センターなど関係機関の連携が不足している。それぞれが単
独で活動しているため、一貫性に欠け目指す姿が統一されない。よって、地域住民も助け合いが必要
とわかっても何をどのように始めたらよいかわからず、相談先もわからないのではないか。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・関係機関が一体となって情報を発信し、住民と一緒になり市（町村）としての具体的な方針、施策
を作り上げること。
・有償ボランティアの活用促進。家計収入の足しになる程度の報酬付与。
・専門性の高いサービスは専門職が、それ以外のサービスは住民主体で行うという明確な線引き、大
胆な制度改革が必要。

■岡崎市真福地域包括支援センター（愛知県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・新総合事業について、住民の理解がない（みなしで、今までと変わらないサービス・料金のため）。
なぜ、それが必要か。市町村レベルで発信していかなくてはいけない。
・医師会や保健所の健康増進事業ともっと連携していけるとよいが、同じようなことを違う部署でバ
ラバラにやっている感があり、住民の立場ではさらにわからなくなっているのではないかと思う。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・生活圏域の考え方が、都市部と田舎（山間部）では違ってくる。そこをどう対応していくかだと思
う。
・住民から「歩いていける場」という場所がないといった声もある。町内の公民館がまちの広さによ
って歩いていけない所もあり、資源のない所とある所で不公平感があるという住民の意見もある。公
的な建物のない所については、せめて賃借料程度みてもらえるとよい。また、交通手段の充実、「ま
ちバス」が今、公共交通機関のない所の課題である。
・生活支援コーディネーターを市町村がどう考えるか、どう配置するかが大きく左右するのではない
か。兼務のところはなかなかうまくいっていないように感じている。働いている世代と話をしていく
ことも多く、土日や夜働くことが多く、委託包括を兼務だと、法人がどこまで理解するかによっても
随分やりやすさが変わってくると思う。

■近江八幡市長寿福祉課（滋賀県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
（個人で団体を立ち上げて活動を行う場合）
・一緒に活動を行うメンバーが集まらない。また、どこに声をかけて良いか分からない。
・団体の立ち上げはできているが、団体内で活動方針などの合意形成ができない。
・何かしたいとは考えているが、何をすれば良いか分からない。
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（自治会などで行う場合）
・まちづくり協議会、社会福祉協議会などから下りてくる事業や役職が多すぎて、自治会単位でその
他の活動を行う余力も人材もないため。
・上記の理由などから自治会が本当にその地域に必要な活動、事業は何かが考えられなくなっており、
考えていても実施できない状況にあるため。
（社会的な理由）
・地域活動やボランティアなどをする人材、習慣が形成されていない（残業せずに、仕事終わりに地
域活動に参加する、土日に部活に行かずにボランティアに行くなどの環境や習慣がないのに、退職後、
多くの人に助け合いの活動を求めることは難しいと感じる）。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・退職前３～５年に、地域で退職後どう活躍していくかを、企業の人材育成の中で学ぶ機会をつくる。
・地域で役員となっている人以外に埋もれている人材の育成を、多様なメニューで開催する。
・就労中でも地域の活動に参加できるよう、国民の義務で地域活動を行う祝日を制定する。

■池田市社会福祉協議会（大阪府）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
既存の住民による助け合いの活動は、制度に縛られない自由な活動として発足したところが多く、空
いた時間を使ってできる範囲の活動を無理をせず行っていくことに特徴がある。総合事業に参入すると
なれば、要件も厳しく、また手続き関係も煩雑になり、様々な義務的な事柄も発生してくると考えられ
るので、それを乗り越えてまで参入する必要性を感じていないのではないだろうか。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
総合事業に参入することを前提とした組織を新しく立ち上げ、それに賛同する住民が参加できるよう
にすることが早道ではないか。それには、行政等のイニシアティブが重要になってくると考える。

■島根県社会福祉協議会
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・多様な価値観、多様な活動がある。
・担い手の高齢化、高齢になっても働いている。すでに地域で様々な活動がある中で、新たに何かを
するのは難しい。
・地域の自由な活動をするのに、訪問Ｂ・Ｄに位置付けられることは、息苦しい。目的も違う。
・新たに立ち上げるよりも、地縁の活動（サロン・見守り）を発展、継続させることが大切ではない
か。サービスに位置付けられていない助け合いの活動は以前に比べ、増えているのではないか。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・時間をかけ、活動者、利用者の思いを尊重する。
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・サービス開発だけを目的とせず、地域の方々がやりたいと思っていることを制度的に保障する。
・道路運送法をクリアする制度、仕組み。
・移送における運営費、車の保険等の補助。
・訪問Ｂの移送付き支援の全国モデルの事例集。

■山陽小野田市高齢福祉課（山口県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
行政職員（生活支援コーディネーターを兼務）です。行政、生活支援コーディネーターとして、住民
に対して、身近な問題、自分のこととして捉えていただけていない、住民の方の意識の醸成が十分に行
えていない、ということが１つの原因と考えています。
２つ目の原因として、「何か行いたい」といった、思いを持っている住民の方を把握できていないた
め、思いを持った住民の方への支援が行えていないこと。
３つ目の原因として、第１層協議体内で、「なぜ今地域の支え合いが必要なのか」という部分の共有
作業に多くの時間がかかっており、第１層協議体から地域へ支え合いを広げる、という段階へ至っていな
いこと。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
対策としては、まず第１に、住民の方と、地域の現状、将来について、情報共有、話し合う機会を持
つことが必要と思っています。お互いに話し合い、思いを共有することで、住民の方との共感が生まれ、
自分たち自身の問題であるという意識の醸成へつながること。また、支え合いを行いたいという住民の
方と出会えるきっかけとすることができると考えているからです。本市は、第２層協議体（小学校区を
予定）の設置に向け、今後、各小学校区において勉強会を開催し、住民との共有、共感、意識の醸成の
場にできれば、と考えております。２つ目に、第１層協議体を「支え合いを地域へ広げていく」協議体
とするためにも、「なぜ今地域の支え合いが必要なのか」の共有作業をしっかりと行うこと。特に、第
１層協議体の委員の任期が近づいていることもあり、今後、庁内及び有識者と、第１層協議体の役割、
取り組み等について再度検討し、新たな第１層協議体が発足後、協識体の役割、取り組み等を共有する
作業を行っていきたいと考えています。

■宇多津町生活支援コーディネーター（香川県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・介護保険の仕組みが変わってきていること、これからは住民による助け合いで生活を推進していく
こと等、身近な課題としての意識を持つ人が少ない。
・地域内での人間関係の希薄化が進み、各家庭・個人同士のつながりが少ない。
・本当に困っている人はなかなか声を上げられない。
・これまで介護保険を使っている利用者にとっては、既存の訪問介護やデイサービスのイメージが強
く、住民による支え合い等ではサービスが低下すると懸念している、抵抗があると感じているのでは
ないか。
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・身近な地域で住民同士で声をかけ合う等の助け合いはあるが、これを仕組みにしていこうとすると
気が引けたり、自分より適材がいるのではないかと感じる等、システム（仕組み）を構築するまでの
困難さがある。
・老人会等、高齢者が高齢者の見守り（友愛訪問）をしている現状で、若手の老人会リーダーがいない。
・地域の人を巻き込み、引っ張ってくれるカリスマ性のあるリーダーがいない。
・地域で支え合いや助け合いを行う時に、若い人たちに高齢者が何に困っているのか、どんなことを
助けて欲しいと思っているのか等を知ってもらうと共に、何か手伝えることがあれば協力しますという
若い人たちの気持ちを形にできるようにしていくことも必要では。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・介護予防体操やサロン、老人会、婦人会、自治会等の活動をしている地域に出向き、その中で生活
の困りごとやどんなサポートがあれば住み慣れたまちで暮らせるか等を、もっと地域を歩いてじっく
り聞き取り、町民に出てきた地域の課題を目に見える形で表すことが必要。
・一人ひとりが、今だけでなく、将来の自分の生活・地域像をイメージできるようにすることも必要。
（自分の将来のために、今助け合いの仕組みを作って、生活をしやすくする準備をしているという認
識を持ってもらう）
・住民に地域の支え合いや助け合いを周知するための、分かりやすいパンフレット等（誰が見ても分
かるもの）を作成、配布する。支え合いの必要性やこれからの動きを広報等で少しだけ報告する程度
では、理解を深めることは難しい。（住民主体の訪問型Ｂ・Ｄや通所型Ｂの内容の周知）
・高齢化が進み、行政から配布される書類（広報等）を見て確認したり、説明してくれるボランティ
アが欲しいという要望が増えている。
・地域の支え合いは、特別なことではなく、現在行っている活動（コミュニティで行うサロンや老人
会の見守り活動等）を結びつけていくことであることを認識してもらう。
・地域ごとに住民リーダー等の人材を発掘し、確保することが必要。
・ちょっとした助け合い等のサービスに誰でも簡単に協力でき、利用できる仕組みが必要。
・支援するボランティアにメリットが感じられるように、地域で利用できるサービス券や割引券の交
付等を考える。
・共生社会の実現を目指していく上で、地域の支え合いや助け合いを広げていくために、子どもたち
やＰＴＡへの周知等も必要であり、道徳の授業や講演会等も必要ではないか。（子どもたちの認知症
サポーターがあるので活用することも視野に入れていく）

■福津市健康福祉部（福岡県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
助け合いは少しずつ広がっているとは思うが、その多くが地域におけるゆるやかな生活支援の仕組み
であり、Ｂ型という枠にあてはめるには至っていないのではないかと考える。行政の立場で、そういっ
た地域の助け合いの芽をＢ型にしようと関与し過ぎると、とたんにやらされ感につながり、せっかく地
域に生まれた助け合いを潰してしまうのではないかという懸念がある。とはいえ、何らかのサポートは
必要であり、行政の存在感を極力消したサポートのあり方はどういったものになるのか、今後検討して
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いくことが課題である。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
１で挙げたような地域の助け合いの芽をサポートする仕組みが必要ではないかと思う。ただ、今の市
町村の財政の中で、Ｂ型になるかもしれないし、ならないかもしれない、そういった地域のゆるやかな
助け合いの仕組みに対してサポートができるかというと、なかなか難しいところがある。今の制度の中
で、例えば一般介護予防事業の中ででも、うまく仕組みを作っている市町村の好事例があれば、紹介し
ていただき、是非参考にしたい。

■佐賀市高齢福祉課（佐賀県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
基本的な考え方として、住民の助け合い活動というものは、総合事業のＢ型等の制度設計とは必ずし
もなじまないのではないかと考えています。なぜなら、従来から自治会や老人会、民生委員や近所の方々
の助け合い活動があるところは、改めて、要支援者や事業対象者のみを対象とするＢ型の必要性が果た
してあるのかという話になりますし、行うとして元気高齢者と区別していくのが極めて難しいのではと
考えているところです。今後生活支援推進研究会が立ち上げられて、議論されるということですので、
ぜひこのような意見を取り入れて対策を考えていただければと思います。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
Ｂ型を強力に進めていくよりも、一般介護予防を充実して生活支援や通いの場、外出支援を充実した
ほうが地域住民にもより受け入れられるのではないかと思われます。一方、通所Ｂ等の通いの場につい
ては、すでに一般介護予防事業で実施しているフォローアップ教室等で、自主グループで対象者に対し
てサービスを提供する動きが出てくれば、Ｂ型の選択もあると思います。いずれにしても今回の研究会
の報告を待ちたいと思います。

■宮崎市介護保険課（宮崎県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・地域包括ケアシステムの周知、広報が未だ十分ではなく、地域住民等にその認識があったとしても、
活動する場や機会の提供が十分ではないため。
・地域が抱えている課題に対し、住民相互の課題として捉えられていない現状があるため。
・多様な関係主体（ＮＰＯ、民間企業、ボランティア等）による取り組み及びその連携が十分に図ら
れていないため。（その広報についても同様）
・困っているとは聞くものの、家族や隠れた助け合いがあり、生活するうえで真に困っている人がい
ない。将来のことを今考えることはできないので、将来の助け合いの仕組みか。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
○地域包括ケアシステムの周知・広報
・本市では上記システムの住民向け周知イベントを実施したが、その反響として「これまで他人事だ
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ったが、これからのことを若い世代と共に考えていきたい。」等を得ている。
・上記システムの構築がなぜ必要か、その構築のためには住民相互による支援や支え合い活動が必要
であることを繰り返し説明することで、住民や地域の理解は得られると考えており、併せて活動する
場や機会を提供（準備）することが重要であると考えている。
○地域の中から「地域の母」、地域住民の困り事を優しく包み込むことのできる人を発掘し、その人
を中心として組織づくりを進めていく。
・生活支援コーディネーターの配置や協議体の開催によって多様な関係主体（ＮＰＯ・民間企業・ボ
ランティア等）による取り組み及び連携体制の構築を図ることが必要。

■屋久島町介護衛生課（鹿児島県）
１．なぜ、助け合いが広がらないのか、その原因、課題について
・屋久島は離島なので、昔ながらの助け合いは都会よりは残っていると思うが、それでもやっぱり、
「あそこの家には子どもさんがいるから、他人の私たちは立ち入れない」とか、「そんなことまで立ち
入ってやってもいいのかな」という思いがあるんだな、と感じる。
・社会福祉協議会と一緒に有償ボランティアの仕組みを立ち上げたばかり。少しずつ広がっていると
ころなので、口込みで少しずつ広がれば、また増えてくると思っている。
・移送については、ニーズはたくさんある。保険の問題や、白タク行為の問題もクリアできれば広が
っていくかも。先進地事例を学びたい。
２．対策としてどんなことが必要と思われますか
・地域支援事業交付金の上限額という縛りを解消してほしい。包括に人を雇いたくても、難しい。ま
た、新しい事業をおこすことが困難。
・先進地事例の紹介や研修会（東京などだけでなく）の開催。
・こういった事業は地域もだし、人材を知っているスタッフでないとできないと思うので、人事への
配慮や、職員の適切な配置が望まれる。
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アンケートの例
別紙２（活動者用）から抽出した 15 件
■清水町保健福祉課（北海道）
訪問のサービスをボランティアの方にお願いしてよいのか。住民の方の自宅に入ることもあるサービ
スのため訪問介護事業所による実施としたが、事業所の人員不足によりサービス利用開始には至っていな
い。

■真室川町地域包括支援センター（山形県）
支え合い活動から総合事業のサービスへ変更した場合、申請や基準等の事務的な負担が増える割にメ
リットが少ない。小さな助け合いはあるもののサービスとして実施するにはハードルが高い。農業が基
幹産業であること、若い世代が共働きで企業等へ就職しており、65 歳を過ぎても主力として仕事を担っ
ている方が多い。高齢者でも庭や畑の草むしり、山菜の下処理など家庭で働いている方が多いため、居
場所など通いの場のあり方にも地域的な配慮が必要。カスタマイズが必要。生活支援も然り。エリアが
広く人口が少ないため、移動・移送（車輌）のコスト、人件費補償について必ず課題となる。

■石川町保健福祉課（福島県）
住民同士の支え合いや仲間との集いの場の組織や関係を壊さない方法、さらに活発化できる方法を協
議体で検討しているが、意見として出される対応策が地域ニーズにマッチしているのか・・・を確認す
ることが必要であり、時間のかかる作業であることを実感している。協議体メンバーの温度差が大きく
なってきた。

■草加市社会福祉協議会（埼玉県）
その他の活動が制限されてしまうこと。例えば火の使用不可のため調理ができない。有償の生活支援
を行う場合、補助金が按分となり、減らされてしまうことなど。

■認定特定非営利活動法人ケア・ハンズ（埼玉県）
①行政へはＢ型事業をはじめ生活支援事業そのものへの取り組みを提案しているが、制度としてスタ
ートする具体策が提示されない。②社会福祉協議会が委託されて「担い手養成研修」を各区において開
催はしているが、目的がはっきりしないため実践者につながらない。③市の担当課長が毎年度交代し、
第 1 層生活支援コーディネーターも社会福祉協議会の職員のためか交代してしまい、包括やＮＰＯなど
との関係も途切れてしまう。
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■三鷹市連雀地域包括支援センター（東京都）
訪問型サービスＢ：ボランティア育成やサービス利用者とのマッチングに課題があると考えます。ボ
ランティアにどこまで求めるか、今まで有資格者のヘルパーを利用していた方に、ボランティアを総合
事業としてすすめていくことができるのか、適切なのか等。

■都留市社会福祉協議会（山梨県）
介護保険事業及び福祉サービスの支援と役割の範囲の明確な区分が必要とされるが、新総合事業や予
定される介護保険等により、事業を推進する上で介護事業所及びサービス利用者が混乱するおそれがあ
る。
新総合事業及び生活支援体制の業務展開については、介護保険の生活支援と福祉サービスの役割、業
務区分を明確にするため、介護事業所との意見交換、説明会並びに研修会を重ねることで、事業者の安
定的な運営を維持し、利用者に対する福祉サービスの向上が図れると考えている。各介護事業所が提供
するサービスを通じて地域や生活の課題解決に向けて、より実践的なサービス活動をすることに動いて
いかないといけないのではないかと感じている。
ボランティア活動推進業務では、国の施策や国の流れを活かして機運を高め、活性化を図ることは重
要だと思う。今年度から新たに生活支援体制整備事業を都留市から受託し事業を推進していくので、こ
の事業を通じて、多角的な刺激が生じ、住民主体の地域福祉活動の活性化は加速すると考える。

■安曇野市社会福祉協議会（長野県）
安曇野市介護保険課でサービスＢへの移行も視野に入れサービスＡを実施しているが、社会福祉協議
会の職員としては問題を感じている。そもそも介護保険制度の改正は人口減少や介護保険財政の問題が
起因であり、それを緩和するために住民にお金を介在させて支え合い活動を推進することに抵抗を感じ
る。本来の支え合い活動とは地域の中で自然発生的に生まれるものであり、そちらを支援したうえで足
りない部分をＢやＤなどのサービスで補うべきである。しかしながら、市町村ではＢやＤなどの総合事
業を進めることばかりが注目され、本来の目的（地域での支え合い活動を推進する）からそれているよ
うに感じる。

■富士市社会福祉協議会（静岡県）
社会福祉協議会は特に行政との将来構想計画についてまずはすり合わせをしていく必要があると感
じている。
市の施策内でも統合が必要であったり、社会福祉協議会にも似たような事業があったりします。あえ
て新たな展開ではなく、ある資源の統合であったり、庁内の連携でよい資源や施策になるものがたくさ
んあります。まずはそれぞれの内部から見直し、すり合わせと職員が課題を共有し、福祉をまちづくり
という視点で見ることで、改善できることがたくさんあります。まずは足元の整理整頓かと。その上で
行政や社会福祉協議会にない住民主体の活動推進を喚起していくようにしたいと思います。
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■特定非営利活動法人みんなの元気塾（京都府）
これまで地域の居場所として誰でも、いつでも、どうぞと一日解放し、地域にこんな場所があったら
良いねという居場所を提供してきました。対象者を限定することは不本意です。身体機能がしっかりさ
れている認知症の方（要介護状態）の方も多いです。町外の方もいます。一般高齢者も多いです。今年
度はゆるやかですが、１年かけて整理すべきかどうか迷っています。地域のいろんな方がいつでもぶら
りと寄ってくださる居場所機能を残し、サービスＢを混在させていくやり方を模索しています。

■紀宝町地域包括支援センター（三重県）
生活支援体制整備や新しい総合事業について関係機関で会議を持って検討しているが、他と基準を合
わせていくことや担い手不足があり、進めていくことが難しい。

■熊本市北 3 地域包括支援センター（熊本県）
事業参加者が高齢化し、新しい人の参入がなく、参加者が減少しているところもある。また、主体的
に活動している人（リーダー）の負担が大きく、担い手不足も課題の 1 つである。

■都城市社会福祉協議会（宮崎県）
利用者が少なく、登録している住民の担い手が活動できていない地域や、利用者は多いが活動できる
担い手が少ないためサービスの利用が円滑にできない地域など、地域差がある。また、利用者が少ない
地域においては、担い手が活動する機会がなく、名簿登録のみになっているという問題もある。

■さつま町地域包括支援センター（鹿児島県）
総合事業全体の把握から、各サービス種別の把握など、様々な制度、利用手続き、増加する書類とケ
アマネジメントの方法の間にいるケアマネは、利用者、家族への説明が正確にできるよう、内容を理解
するのに苦慮している。

■匿名
自治体でＢ型を予算化する際に、財政関連部署を必ず通る。そこで、Ｂ型という多様性があり柔軟な
支援が必要とされるものが理解を得られず、なかなか予算化されづらいようだ。また、Ｄ型に関しても
交通関連部署や福祉有償運送の主管課との兼ね合いから、どこから手を付けてよいのか分からない現状
が見て取れる。総合事業というか、今後の高齢者施策のあり方、考え方について、高齢関連部署のみな
らず庁舎全体で理解を深め考えていく体制が必要。それは、第 1 層生活支援コーディネーターだけでは
どうにもならない課題。
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○市区町村別回答者一覧
市町村名
回答者
北海道
札幌市
包括（2）
函館市
行政、社協
小樽市
包括、社協（2）
旭川市
包括（2）
室蘭市
行政
帯広市
行政、SC
苫小牧市
包括
江別市
行政
千歳市
活動者
滝川市
行政
砂川市
社協
富良野市
行政、社協
恵庭市
活動者
伊達市
行政
北広島市
活動者（2）
松前町
行政、社協
厚沢部町
包括
積丹町
包括
上砂川町
包括
栗山町
行政
東神楽町
包括
東川町
行政、社協
増毛町
社協
小平町
社協
初山別村
行政
小清水町
包括
訓子府町
社協
豊浦町
社協
安平町
行政
新得町
SC
清水町
行政
芽室町
行政
足寄町
社協（2）
陸別町
行政、社協
厚岸町
社協
青森県
青森市
行政、活動者
弘前市
行政
むつ市
社協
平内町
行政
深浦町
包括
六戸町
社協
＊ （

市町村名
岩手県
広域連合
大船渡市
久慈市
一関市
釜石市
二戸市
奥州市
平泉町
田野畑村
洋野町
宮城県
仙台市
名取市
栗原市
大崎市
富谷市
蔵王町
大河原町
山元町
秋田県
秋田市
横手市
仙北市
小坂町
大潟村
山形県
山形市
鶴岡市
新庄市
村山市
天童市
東根市
河北町
大江町
金山町
真室川町
福島県
福島市
会津若松市
郡山市
須賀川市
南相馬市

回答者
行政（県）
包括（一関地区広域行政組合）

行政
包括、社協
行政
行政
社協
社協
行政
社協（2）
包括
包括（3）
行政
包括
包括
社協
社協
活動者
行政

市町村名
伊達市
国見町
天栄村
南会津町
西会津町
湯川村
石川町
平田村
浅川町
古殿町
新地町
茨城県
古河市
石岡市
下妻市
北茨城市
取手市
牛久市
鹿嶋市
常陸大宮市
筑西市

行政、包括（3）
、社協

かすみがうら市

行政
行政
行政
社協

小美玉市
大洗町
大子町
阿見町
五霞町
境町
栃木県
宇都宮市
足利市
栃木市
佐野市
日光市
小山市
大田原市
那須塩原市
那須烏山市
壬生町
高根沢町
群馬県
前橋市
高崎市

包括、活動者（2）
活動者
行政
社協
社協、活動者
行政
SC
行政
行政、包括
包括
包括
行政、活動者
包括（3）、活動者
行政
行政

）内の数字は、ご回答いただいた同一市町村の件数（及び人数）です。
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回答者
行政
包括
包括
社協
行政
社協
行政
包括
社協
行政
SC
行政
行政、社協
行政
活動者
行政
行政、社協
社協
行政
社協
行政
行政
行政、包括
包括
包括
社協
行政
包括（3）
、社協

包括
行政
社協
行政
包括
包括
社協
社協
行政
活動者
行政、包括（2）
活動者

市町村名
藤岡市
富岡市
みなかみ町
板倉町
埼玉県
さいたま市
川越市
所沢市
飯能市
本庄市
東松山市
春日部市
深谷市
草加市
越谷市
入間市
志木市
新座市
久喜市
富士見市
蓮田市
坂戸市
幸手市
鶴ヶ島市
三芳町
吉見町
宮代町
松伏町
千葉県
千葉市
銚子市
船橋市
松戸市
茂原市
佐倉市
東金市
習志野市
柏市
市原市
流山市
八千代市
鴨川市
浦安市

回答者
行政
行政
社協
行政
活動者
包括（2）
社協
行政
行政、社協
社協
行政
行政、包括（2）、社協

社協（2）、活動者（2）

行政、社協
社協
行政、包括、ＳＣ

包括
包括
社協（2）
社協、SC
行政（2）
包括
行政
行政
行政、社協
社協
行政
行政、活動者（2）

行政
活動者
包括、活動者（2）

行政
SC
行政
包括、活動者
行政、活動者（2）

行政、活動者
活動者
活動者
SC
社協

市町村名
四街道市
袖ケ浦市
富里市
大網白里市
東庄町
横芝光町
睦沢町
鋸南町
東京都
港区
新宿区
台東区
江東区
品川区
世田谷区
豊島区
北区
板橋区
江戸川区
八王子市
立川市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
町田市
小平市
東村山市
福生市
狛江市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
西東京市
檜原村
小笠原村
神奈川県
横浜市
相模原市
横須賀市
茅ヶ崎市
三浦市
秦野市

回答者
包括、社協
行政
行政
行政
行政
行政、包括
社協
行政、社協
SC
活動者
行政
行政
社協、活動者
活動者
行政
行政
包括
包括（2）
SC
包括
行政、社協
行政、包括
行政
行政、活動者
包括
行政
包括
社協
包括（2）
社協
包括
社協
行政、活動者
行政
行政
社協、SC（2）、活動者

包括
行政、包括、社協

包括
社協（2）
社協（2）
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市町村名
大和市
座間市
寒川町
二宮町
中井町
松田町
新潟県
新潟市
長岡市
柏崎市
新発田市
十日町市
胎内市
弥彦村
田上町
富山県
富山市
高岡市
黒部市
射水市
上市町
石川県
輪島市
かほく市
能美市
津幡町
宝達志水町
福井県
福井市
池田町
南越前町
高浜町
山梨県
都留市
南アルプス市
笛吹市
甲州市
市川三郷町
身延町
忍野村
長野県
広域連合
松本市

回答者
行政
行政
行政
包括
包括
包括
社協（3）、SC（3）、活動者

包括、社協
行政、活動者（3）
行政、包括、活動者

行政
包括
行政
社協
行政、社協
包括
行政
行政
包括
活動者
行政
行政、社協、活動者

包括
包括
包括
行政
行政
行政
社協
行政
行政、社協
行政、社協
社協
包括
行政
行政(北アルプス広域連合)

包括

市町村名
上田市
小諸市
駒ヶ根市
茅野市
塩尻市
安曇野市
軽井沢町
富士見町
辰野町
箕輪町
飯島町
上松町
朝日村
池田町
飯綱町
岐阜県
岐阜市
各務原市
可児市
瑞穂市
郡上市
下呂市
神戸町
北方町
坂祝町
白川町
静岡県
静岡市
浜松市
沼津市
三島市
伊東市
富士市
磐田市
藤枝市
御殿場市
袋井市
伊豆市
菊川市
伊豆の国市
牧之原市
函南町
清水町

回答者
包括、社協
社協
行政
行政
行政、社協
行政、社協
行政、社協
社協
包括
行政
社協
包括
社協
包括
SC
行政
包括（2）
包括
社協
包括
社協
社協
社協
社協（2）
行政
行政、包括
行政、包括（5）
包括
行政、包括、社協

包括、社協
行政、包括、社協、ＳＣ

社協
行政、社協、活動者（2）

社協
包括、活動者
包括（2）
、SC
行政
SC、活動者
行政
行政
行政

市町村名
川根本町
森町
愛知県
名古屋市
岡崎市
一宮市
瀬戸市
春日井市
津島市
豊田市
安城市
西尾市
蒲郡市
江南市
稲沢市
知多市
尾張旭市
豊明市
みよし市
東郷町
扶桑町
東浦町
美浜町
東栄町
豊根村
三重県
津市
松阪市
名張市
尾鷲市
大台町
南伊勢町
御浜町
紀宝町
滋賀県
長浜市
近江八幡市
草津市
米原市
愛荘町
京都府
京都市
舞鶴市

回答者
行政
社協
行政（2）
、社協、活動者

行政、包括（2）
包括
包括
包括
行政
包括
行政
行政
活動者
行政、包括（2）
行政、包括
活動者
社協
行政
社協
行政
行政
社協
行政
包括
社協
包括（2）
包括（2）、社協
社協
包括
包括
行政
社協（2）
包括
社協
行政
行政、活動者
行政
行政
包括（3）、社協（2）、SC（2）

社協（2）
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市町村名
綾部市
宇治市
亀岡市
城陽市
京丹後市
南丹市
笠置町
精華町
大阪府
大阪市
岸和田市
豊中市
池田市
吹田市
泉大津市
高槻市
八尾市
富田林市
寝屋川市
和泉市
柏原市
藤井寺市
東大阪市
泉南市
四條畷市
阪南市
岬町
太子町
兵庫県
姫路市
尼崎市
明石市
西宮市
加古川市
宝塚市
三木市
猪名川町
稲美町
太子町
佐用町
奈良県
天理市
生駒市

回答者
行政
行政
行政
行政、社協
社協
社協
包括
行政、活動者（5）
SC、活動者
包括
行政
社協
SC、活動者
行政、包括
行政、包括
行政
行政
活動者
行政、包括、社協、活動者

社協
社協
活動者（2）
行政（2）
社協
行政
社協
社協
包括
包括
行政
行政、社協
包括
行政
行政、社協
社協
社協
行政、包括
包括
行政
包括、SC

市町村名
香芝市
葛城市
三郷町
王寺町
和歌山県
和歌山市
海南市
橋本市
新宮市
日高町
太地町
鳥取県
鳥取市
三朝町
大山町
日野町
島根県
松江市
出雲市
大田市
安来市
美郷町
邑南町
津和野町
岡山県
倉敷市
玉野市
井原市
新見市
赤磐市
真庭市
浅口市
久米南町
広島県
広島市
呉市
東広島市
山口県
下関市
山口市
萩市
下松市
岩国市

回答者
包括、SC
包括
行政
社協
行政、社協
行政
行政
行政
行政
包括
行政
行政
行政
行政
県社協
行政
活動者
包括
行政
行政、活動者
包括
包括
活動者（2）
社協
社協
包括
社協
包括
包括
活動者
県社協
社協
包括、活動者
行政
包括
包括（3）
行政、活動者
行政
包括

市町村名
長門市
山陽小野田市
徳島県
鳴門市
小松島市
勝浦町
上板町
香川県
高松市
坂出市
善通寺市
観音寺市
三木町
直島町
宇多津町
多度津町
愛媛県
松山市
西条市
高知県
土佐清水市
四万十市
中土佐町
佐川町
福岡県
北九州市
福岡市
行橋市
宗像市
福津市
朝倉市
糸島市
粕屋町
岡垣町
筑前町
糸田町
みやこ町
佐賀県
佐賀市
唐津市
鳥栖市
吉野ヶ里町
有田町

回答者
活動者
SC
行政
行政
包括
包括
行政（県）
行政、社協
社協
包括
社協
包括
社協
社協
社協
行政、SC
包括
行政（県）
包括
行政
社協
社協（2）
社協
社協
社協、活動者
行政
行政
行政
行政（2）
行政
行政
行政
社協
行政
行政
社協
行政
社協
行政
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市町村名
江北町
長崎県
佐世保市
諫早市
五島市
南島原市
熊本県
熊本市
人吉市
山鹿市
宇土市
天草市
合志市
山都町
津奈木町
大分県
国東市
日出町
宮崎県
宮崎市
都城市
延岡市
小林市
日之影町
鹿児島県
鹿屋市
さつま町
南種子町
屋久島町
天城町
沖縄県
那覇市
宜野湾市
浦添市
糸満市
金武町

回答者
社協
行政、包括
行政
行政
社協
包括（4）
SC
行政
行政
行政
包括（2）
社協
社協
社協
社協
行政
行政、社協
SC、活動者
行政
行政
行政（県）
包括
行政
行政
行政
行政
包括
社協
包括（3）
社協
行政

