第 32 回社会福祉士・第 22 回精神保健福祉士 国家試験

דᰱࡠጇ web ᠏ॅ
福祉行財政と福祉計画
田幡

恵子（大正大学）

学歴・職歴：
慶應義塾大学経済学部卒、日本銀行勤務を経て、
慶應義塾大学大学院 経済学研究科 修士課程 1 年終了後中退。
日本女子大学大学院 人間社会研究科 社会福祉学専攻 博士課程前期課程修了。
社会福祉学修士。
2013 年 4 月より大正大学 人間学部 社会福祉学科において、
国家試験受験対策講座を担当。
資格：社会福祉士
著書：『いちばんわかりやすい！社会福祉士合格テキスト 20 年版』成美堂出版（寺島彰監修）
『はじめてでもよくわかる！社会福祉士入門テキスト 20 年版』 成美堂出版（寺島彰監修）
『社会福祉士完全予想模試 20 年版』成美堂出版（寺島彰監修 慶應義塾社会福祉士三田会・
コンデックス情報研究所編著）一部科目と統括を担当。
『詳解 社会福祉士過去 4 年問題集 20 年版』成美堂出版 ( 寺島彰監修 慶應義塾社会福祉
士三田会・コンデックス情報研究所編著）一部科目と統括を担当。
受験生の皆さんへ：
社会福祉士試験・精神保健福祉士試験は、出題範囲が広いですね。
浅くても広く学習するうちに、科目横断的に社会福祉全体を包括的に掴むことができるように
なります。
「社会福祉って全部つながっているんだ！」
そう実感できるようになったら、しめたもの。学習が面白くなってきます。
それまではちょっと辛いかもしれないけれど、頑張って学習を続けましょうね！

第 32 回社会福祉士
第 22 回精神保健福祉士 国家試験

דᰱࡠጇ web ᠏ॅ
日本ソーシャルワーク教育学校連盟
ホームページに開設されているọ ቅϜባቊ ݜậ
ΏɰΏΏ፺ቒЩѡባቊុ࠹ۋݜᰱדᰱࡠጇ ạẏẌ ᠏ॅ
ΏɰΏΏ။ឥόὨᾌỎ にアクセスしてください。

視聴方

法

①

アクセス用 QR コード

②

ホームページの左側にある【視聴する（科目一覧）
】各科目名をクリック
すると、該当科目の講座映像が視聴できます。

③

このページ下部の『web 講座の利用について』『ご利用の前に』をよく
お読みの上、視聴してください。

דᰱࡠጇ web ᠏ॅך
ⵃ欽גְאח
本連盟がこの web 講座映像配信で利用している動画配信サイト【YouTube】は、利用
規約により、講座映像の商用利用を禁止しています。
この web 講座を、パブリックビューイング形式（独自に会場等を設定して講義映像を
放映し、複数の方が視聴すること）で利用する場合、参加費等の費用を視聴者から徴収
することはできませんのでご注意ください。さらに、受験対策 Point Book をコピー
して配布することは、固く禁じます。
なお、【YouTube】の利用規約に違反し、損害賠償や訴訟等法的措置が講じられた場合
は、当該違反者がその責任を負うものとし、本連盟は一切の責任を負いません。

ⵃ׀欽חך
● 『受験対策 web 講座』映像や『受験対策 Point Book』は、国家試験直前の受験対策として本連盟が作成して
います。『受験 web 講座』映像や『受験対策 Point Book』は、必ずしも国家試験の合格を保障するものでは
ありませんので、各自の判断によりご利用ください。web 講座映像や受験対策 Point Book の視聴・購読によって、
視聴した者及びその関係者が不利益を被った場合も、本連盟及び当該科目担当講師は一切責任を負いません。
● 本講座では、個人からの講義内容に関する本連盟及び講師への意見・質問・疑義照会は受け付けておりません。
● 『受験対策 Point Book』
は、
各講師が国家試験までに最低限押さえておくべきポイントを絞って作成しています。
講義内で口頭のみで説明している内容は、各自調べて理解を深めてください。
● 『受験対策 web 講座』映像や『受験対策 Point Book』の内容に万が一訂正があった場合は、特設サイト内の
当該講座の視聴ページに訂正・補遺を掲載します。
● 『受験対策 Point Book』の点訳資料及び講義映像内の字幕・手話通訳はご用意できません。
● 乱丁・落丁本はお取り替えしますので、現物を着払いでご返送ください。
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㸺㡿ᇦูࡢ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࠾ࡅࡿᙺ㸼
ᅜࠊ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ⏫ᮧࡢ࡞ᙺࢆ㡿ᇦูࡲࡵࡿḟࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ


㧗

ᅜ

㒔㐨ᗓ┴

ᕷ⏫ᮧ

 ㆤ ಖ 㝤 ไ ᗘ ࡢ ࣭ㆤಖ㝤ᑂᰝタ⨨㸦ᕷ⏫ᮧࡀ⾜ࡗࡓ ࣭ㆤಖ㝤ࡢಖ㝤⪅㸦㈨᱁⟶⌮ࠊಖ㝤ᩱ
ᯟ⤌ࡳࢆỴࡵࡿࠋ
ࡢỴᐃᚩࠊಖ㝤⤥࡞ࢆᐇ㸧
ࠋ
ฎศ㛵ࡍࡿᑂᰝㄳồࢆཷࡅࡅࡿ㸧

㱋
⪅
ᨭ


࣭㈈ᨻᏳᐃᇶ㔠ࢆタ⨨

࣭せㆤ➼ㄆᐃࠋ

࣭ᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ࠊㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫ ࣭ㆤಖ㝤ἲࡢᆅᇦᨭᴗࡢᐇࠋ
ᴗ⪅ࠊタࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ࡢᣦᐃ࣭ᣦ ࣭ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࠋ
࣭⪁ே⚟♴ἲୖࡢ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍

ᑟ࣭┘╩

ࡢධᡤົࠋ㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ධᡤᥐ⨨
࣭ᅾᏯ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠋ

ඣ ᏊࡶᏊ⫱࡚ᨭ ࣭ඣ❺┦ㄯᡤࢆタ⨨ࠋᑓ㛛ⓗ࡞┦ㄯ ୍࣭⯡ⓗ࡞┦ㄯᛂࡌࡿࠋ
ࡢᯟ⤌ࡳࢆỴࡵࡿࠋ
ᛂࡌࠊඣ❺⚟♴タධᡤᥐ⨨ࠊ㔛ぶጤクࠊ ࣭㞀ᐖඣ㏻ᡤᨭࡢᐇࠋ
❺
࣭ẕᏊಖࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࠋ

࣭

ඣ❺ࡢ୍ಖㆤࢆᐇࠋ

ᐙ

࣭㞀ᐖඣධᡤᨭࡢᐇࠋ

ᗞ

࣭⚟♴ົᡤࡀẕᏊ⏕άᨭタࠊຓ⏘ ࣭タᆺ⤥➼Ꮚ⫱࡚ᨭ⤥ࢆᐇࠋ

ᨭ


タࡢධᡤົࢆᐇࠋ
࣭፬ே┦ㄯᡤࢆタ⨨ࠋ'9 ┦ㄯࠋ

㞀 ᐖ ඣ ⪅ ᨭ  ࡢ ࣭⢭⚄㏻㝔་⒪ࡢᨭ⤥Ỵᐃࠋ
㞀 ᯟ⤌ࡳ㸦ᅜඹ㏻ࡢ
࣭㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ࠊ୍⯡┦ㄯᨭ
ᐖ ⤥ᇶ‽࡞㸧ࢆ
ᴗ⪅ࠊ⮬❧ᨭ་⒪ᶵ㛵ࡢᣦᐃࠋ
Ỵࡵࡿࠋ
⪅
࣭㞀ᐖ⪅ㆤ⤥㈝➼᭹ᑂᰝࡢタ⨨ࠋ
ᨭ
࣭㌟య㞀ᐖ⪅᭦⏕┦ㄯᡤࢆタ⨨ࠋ

࣭▱ⓗ㞀ᐖ⪅᭦⏕┦ㄯᡤࢆタ⨨ࠋ

࣭ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢᚲせᛶࢆㄆᐃࠋ
࣭⚟♴ົᡤࡀẕᏊ⏕άᨭタࠊ
ຓ⏘タࡢධᡤົࢆᐇࠋ
࣭㞀ᐖᨭ༊ศࡢㄆᐃࠋ
࣭⢭⚄㏻㝔་⒪௨እࡢ⮬❧ᨭ⤥ࡢ
ᐇࠋ
࣭ᕷ⏫ᮧᆅᇦ⏕άᨭࡢᐇࠋ
࣭≉ᐃ┦ㄯᨭᴗ⪅ࡢᣦᐃࠋ

࣭⏕άಖㆤࡢཎ⌮࣭ ࣭㒔㐨ᗓ┴⚟♴ົᡤ࡛ಖㆤࢆᐇࡋࠊ ࣭ᕷ⏫ᮧ⚟♴ົᡤ࡛ಖㆤࢆᐇࡋࠊ
ཎ๎ࢆᐃࡵࡿࠋ
せಖㆤ⪅ࡢ⮬❧ࢆຓ㛗ࡍࡿࠋ
せಖㆤ⪅ࡢ⮬❧ࢆຓ㛗ࡍࡿࠋ
♫ 
 ࣭♫ಖ㝤ࡢᇶᮏⓗ ࣭ᅜẸᗣಖ㝤ࡢ㈈ᨻࢆ⟶⌮㐠Ⴀࡍࡿࠋ ࣭ᅜẸᗣಖ㝤ࡢಖ㝤⪅ࡋ࡚ົࢆ
࡞ᯟ⤌ࡳࢆᐃࡵࡿࠋ 
⾜࠺ࠋ
ಖ 

㞀 ࣭㞠⏝ಖ㝤ࠊປാ⪅
⅏ ᐖ ⿵ ൾ ಖ 㝤 ࡢ
ಖ㝤⪅࡞ࡿࠋ
㸨 ⚟♴⾜ᨻࡢᐇయไయീࡘ࠸࡚ࡣࠗᖹᡂ  ᖺ∧ ཌ⏕ປാⓑ᭩࠘㈨ᩱ⦅ S ཧ↷ࡢࡇࠋ

㸱㸧⚟♴ࡢ㈈※
࣭㈈※ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡘ࠸࡚ಶูつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡶࡢࢆ⾲ࡲࡵࡿḟࡢ㏻ࡾࠋ
㸺㡿ᇦูࡢ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㈈※㸼


⮬ᕫ㈇ᢸ

⤥㸦බⓗ࡞㈇ᢸศ㸧ࡢ㈈※

ࠋ
ᛂ┈㈇ᢸ㸦ࡓࡔࡋᡤ ㆤಖ㝤⤥㸦㸵㸪㸶㸪㸷㸧
ㆤಖ㝤ἲᇶ࡙ࡃ
ᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ

ᚓᛂࡌ࡚㸯㸪㸰㸪 ಖ㝤ᩱ 㸣ࠋ࠺ࡕ➨  ྕ 㸣ࠊ➨  ྕ 㸣
㸱㈇ᢸ㸧

බ㈝ 㸣ࠋ࠺ࡕᅜ 㸣ࠊ㒔㐨ᗓ┴ 㸣ࠊᕷ⏫ᮧ 㸣
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⮬ᕫ㈇ᢸ

⤥㸦බⓗ࡞㈇ᢸศ㸧ࡢ㈈※

ᛂ⬟㈇ᢸ

බ㈝ 㸣ࠋ ࣭タᆺ⤥㸦බ❧㸧͐ᕷ⏫ᮧ 

ᏊࡶᏊ⫱࡚ᨭἲ
ᇶ࡙ࡃಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫ

࣭タᆺ⤥㸦⚾❧㸧
࣭ᆅᇦᆺಖ⫱⤥
  ͐ᅜ㸯㸰ࠊ㒔㐨ᗓ┴㸯㸲ࠊᕷ⏫ᮧ㸯㸲

බ㈝ 㸣
㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲᇶ ᛂ⬟㈇ᢸ
࡙ࡃ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
୍㒊ᡤᚓไ㝈࠶ࡾ㸧 ᅜ㸯㸰ࠊ㒔㐨ᗓ┴㸯㸲ࠊᕷ⏫ᮧ㸯㸲
⏕άಖㆤ
♫ಖ㞀

↓ࡋ

බ㈝ 㸣ࠋᅜ㸱㸲ࠊᒃఫᆅࡢ⚟♴ົᡤタ⨨⮬య㸯㸲
㸦ᒃఫᆅࡀ᫂ࡽ࡛࡞࠸⪅ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡀ㈇ᢸࠋ
㸧
බⓗ㈇ᢸ㸳ࠋ
㸦㈇ᢸྜࡣ

 

ᅜ㸸㒔㐨ᗓ┴㸸ᕷ⏫ᮧ㸻㸲㸸㸯㸸㸯㸧
⌧ᙺ୪ࡳᡤᚓ⪅ࡣ
ᚋᮇ㧗㱋⪅
་⒪ไᗘ
་⒪ಖ㝤ຍධ⪅ࡽࡢᨭ㔠 㸲ࠋ
㸱 
ಖ㝤ᩱ㸦ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘຍධ⪅ࡀ㈇ᢸ㸧1 ࠋ

㸨♫⚟♴タࡢᥐ⨨㈝㸦㐠Ⴀ㈝࣭⤥㈝㸧㈇ᢸྜࡘ࠸࡚ࡣࠗᖹᡂ  ᖺ∧ ཌ⏕ປാⓑ᭩࠘㈨ᩱ⦅ S ཧ↷ࠋ

㸲㸧⚟♴⾜㈈ᨻࡢືྥ
࣭⾜ᨻࡢయⓗ࡞᪉ྥࡋ࡚ᆅ᪉ศᶒࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀకࡗ࡚ࠊࡅ࡛࠶ࡿ㈈※ࡘ࠸࡚ࡶᆅ᪉ࡢ⛣ㆡࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ᅜࡢ㈈ᨻ㸦௧ඖᖺᗘ୍⯡ィண⟬㸧
ەṓฟە


୍⯡ィண⟬⥲㢠ࡣ



ึࡵ࡚ࢆୖᅇࡗࡓࠋ



࣭ண⟬⥲㢠㸯㸲ࡣᅜമ㈝ࠊ



㸯㸱ࡣ♫ಖ㞀㛵ಀ㈝



࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



࣭ᆅ᪉⛯㔠ࡀ⣙㸣ࢆ



༨ࡵࡿࠋ
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㸺♫ಖ㞀㛵ಀ㈝ෆヂ㸼
ண⟬㡯┠

㔠㢠㸦൨㸧

ᵓᡂẚ㸦㸣㸧

♫ಖ㞀㛵ಀ㈝

 ୍⯡ィࡢ 





ᖺ㔠⤥㈝



㸣

་⒪⤥㈝



㸣

ㆤ⤥㈝





ᑡᏊᑐ⟇㈝





⏕άᢇຓ➼♫⚟♴㈝





ಖ⾨⏕ᑐ⟇㈝





㞠⏝ປ⅏ᑐ⟇㈝





㈨ᩱ㸸❧ἲㄪᰝ㸦 1R㸧ཧ㆟㝔ᖖ௵ጤဨㄪᰝᐊ࣭≉ูㄪᰝᐊ すᑿ┿⣧ࠕᖹᡂᖺᗘ㸦ᖺᗘ㸧♫
ಖ㞀㛵ಀண⟬̿ୡ௦ᆺ♫ಖ㞀ࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ㈈ᨻᇶ┙ᙉࡢྲྀ⤌̿ࠖ
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20190206103.pdf


ەṓධ ە



୍⯡ィண⟬ࡣ༢ᖺᗘࡢṓධ࡛



ṓฟࢆ㈥࠺ࡇࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋ



ࡋࡋ௧ඖᖺᗘண⟬࡛ࡣṓධ



ࡢ࠺ࡕ⛒⛯ཬࡧ༳⣬ධࡣ㸴࡛ࠊ



㸱ࡣබമ㈝࡛㈥ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ



⛒⛯ධࡢ࠺ࡕ᭱ከࡣᡤᚓ⛯࡛



ḟ࠸࡛ᾘ㈝⛯࡛࠶ࡿࡀࠊ㧗㱋ࡢ㐍



ᒎࢆ⪃࠼ࡿᏳᐃࡋࡓ㈈※ࡢࡓࡵ



ᾘ㈝⛯ࡢẚ㔜ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡇ



ࡀᮃࡲࡋࡃࠊࡑࡢቑຍศࢆୡ௦ᑐ



ᛂᆺ♫ಖ㞀⏝࠸ࡿ㸦♫ಖ㞀



⛯ࡢ୍యᨵ㠉ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㸧
ࠋ



 ᖺ  ᭶ࡣᾘ㈝⛯⋡ࡀ 㸣



ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ



ቑ㢠ศࡣ㢠♫ಖ㞀㸦་⒪ࠊㆤࠊ



ᖺ㔠ࡔࡅ࡛࡞ࡃᏊࡶᏊ⫱࡚ᨭ



ࢆྵࡴ㸧ࢃࢀࡿࠋ
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ղᆅ᪉㈈ᨻ 㸦KWWSZZZVRXPXJRMSPDLQBFRQWHQWSGI ࡼࡾ㸧
⛯͐ᅜ㸸ᆅ᪉㸻㸱㸸㸰㸦⥲ົ┬ ᖹᡂ  ᖺᗘᆅ᪉㈈ᨻⓑ᭩ࣅࢪࣗࣝ∧ +3 ࡼࡾ KWWSZZZVRXPXJRMSLNHQ]DLVHLGDWDGDWDKWPO 㸧
ṓฟ͐ᅜ㸸ᆅ᪉㸻㸰㸸㸱㸦⥲ົ┬ ᖹᡂ  ᖺᗘ∧ࠕᆅ᪉㈈ᨻࡢ≧ἣࠖࡢᴫせࡼࡾ www.soumu.go.jp/main_content/000605293.pdf㸧
  Ѝᆅ᪉ࡣࠊ㈈※㊊ࡢ≧ែ࠶ࡿࠋࡇࡢ㊊ศࢆᅜࡽࡢᆅ᪉⛯ᅜᗜᨭฟ㔠࡛㈥࠺ࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬㢠ࡣ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡢ⣧ィ㢠࡛⣙  ࡛࠶ࡾࠊ๓ᖺᗘࢆࡸࡸୗᅇࡗࡓࠋ
࡞ەṓฟࡢ㈝┠ە㸦ᩘᏐࡣᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬㢠࠾ࡅࡿᆅ᪉⮬యయࡢṓฟ⣧ィ㢠༨ࡵࡿྜ㸧
⥲ົ㈝

⯡ⓗ࡞⟶⌮ົࠊ㈈ᨻ࣭ィ⟶⌮ົせࡍࡿ㈝⏝➼㸦㸣㸧

Ẹ⏕㈝

ඣ❺ࠊ㧗㱋⪅ࠊᚰ㌟㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵࡢ⚟♴タࡢᩚഛ࣭㐠Ⴀ࣭⏕άಖㆤࡢᐇ➼ࡢ㈝⏝㸦㸣㸧


ᩍ⫱㈝

Ꮫᰯᩍ⫱ࠊ♫ᩍ⫱࡞ࢃࢀࡿ㈝⏝㸦㸣㸧

ᅵᮌ㈝

㐨㊰ࠊἙᕝࠊఫᏯࠊබᅬ࡞ྛ✀ࡢබඹタࡢᘓタᩚഛࡢ㈝⏝㸦㸣㸧

බമ㈝

ධ㔠ࡢඖ㔠࣭Ꮚ࡞ࡢᨭᡶ࠸ࡢ㈝⏝㸦㸣㸧

࣭Ẹ⏕㈝ࡣࠊయ࡛ࡣ㈝┠ࡢ࠺ࡕ࡛᭱ࡶከࡃ⣙࡛ṓฟయࡢ⣙㸲ศࡢ㸯ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡘ
࠸࡚ࡳࡿ᭱ከ㈝┠ࡣᩍ⫱㈝࡛⣙ୖࡿࠋࡇࢀࡣᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨࡢ⤥ࢆ㒔㐨ᗓ┴ࡀᨭᡶ࠺ࡓࡵࠋ
࣭Ẹ⏕㈝ࡢ┠ⓗูෆヂࢆࡳࡿࠊከ࠸㡰ḟࡢࡼ࠺࡞ࡿ㸦࢝ࢵࢥෆࡣᖹᡂᖺᗘỴ⟬㔠㢠ᵓᡂẚ㸧ࠋ








య㸦⣙ࠊ㸣㸧  ඣ❺⚟♴㈝㸦㸣㸧 ♫⚟♴㈝㸦㸣㸧 ⪁ே⚟♴㈝㸦㸣㸧
㒔㐨ᗓ┴㸦⣙ࠊ㸣㸧 ⪁ே⚟♴㈝㸦㸣㸧 ♫⚟♴㈝㸦㸣㸧 ඣ❺⚟♴㈝㸦㸣㸧
ᕷ⏫ᮧ㸦⣙ࠊ㸣㸧

ඣ❺⚟♴㈝㸦㸣㸧 ♫⚟♴㈝㸦㸣㸧 ⪁ே⚟♴㈝㸦㸣㸧


࡞ەṓධ㡯┠ە㸦ᩘᏐࡣᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬㢠࠾ࡅࡿᆅ᪉⮬యࡢṓධ⣧ィ㢠ࡑࡢᵓᡂẚ㸧
ᩍ⫱ࠊ⚟♴ࠊᾘ㜵࣭ᩆᛴࠊࢦ࣑ฎ⌮࡞⏕ά㌟㏆࡞⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ㈈※
ᆅ᪉⛯
ࡋ࡚ࠊᆅᇦఫẸ࡞ࡀ㈇ᢸࡋ࠶࠺⛯㔠ࠋ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ༊⏫ᮧࡀ᮲
㸦⣙  ࠊ⣙ 㸣㸧
ᇶ࡙࠸࡚ㄢ⛯ࡍࡿࠋ
ࠕᆅᇦ♫ࡢ㈝ࠖ
ࠋ
ᆅ᪉බඹᅋయ㛫ࡢ㈈※ࡢᆒ⾮ࢆㄪᩚࡋࠊࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶ୍ᐃࡢ⾜ᨻࢧ
ᆅ᪉⛯㸨
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺㈈※ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵᅜࡀࡍࡿᆅ᪉ࡢ ᅛ᭷
㸦⣙  ࠊ⣙ 㸣㸧
㈈※ࠋ㏵ไ㝈࡞ࡋࠋ୍⯡㈈※ࠋࠕᅜࡀᆅ᪉௦ࢃࡗ࡚ᚩࡍࡿᆅ᪉⛯ࠖࠋ
ᆅ᪉≉㔠㸦⣙ 㸣㸧
 ᅜࡢ⟇క࠺ᆅ᪉බඹᅋయࡢῶศ⿵ሲ࡞ࡢࡓࡵࠋ
ᆅ᪉ㆡ⛯㸦⣙ 㸣㸧

ᅜ⛯ࡋ࡚ᚩࡉࢀᆅ᪉බඹᅋయㆡࡉࢀࡿ⛯ࠋᆅ᪉ⓎἜㆡ⛯➼ࠋ

ᅜᗜᨭฟ㔠
ᅜࡀᆅ᪉ᑐࡋ࡚ᨭฟࡍࡿ㈇ᢸ㔠ࠊጤク㈝ࠊ≉ᐃࡢ⟇ࡢዡບཪࡣ
㸦⣙  ࠊ⣙ 㸣㸧 ㈈ᨻຓࡢࡓࡵࡢ⿵ຓ㔠➼ࡢ⥲⛠ࠋ㏵ไ㝈࠶ࡾࠋ
ᆅ᪉മ
⣙  ࠊ⣙ 㸣 

ᆅ᪉බඹᅋయࡢമົࡢ࠺ࡕࡑࡢᒚ⾜ࡀ୍ィᖺᗘࢆ㉺࠼࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢࠋ

㸨ᆅ᪉⛯ࡘ࠸࡚⿵㊊ 
ᆅ᪉⛯⥲㢠ࡣࠊᡤᚓ⛯࣭ἲே⛯ࡢ 㸩㓇⛯ࡢ 㸩ᾘ㈝⛯ࡢ㸣 㸩ᆅ᪉ἲே⛯ࡢ㢠ࠋ
㸨ᾘ㈝⛯ࡣ㛫᥋⛯㸦㈇ᢸࡍࡿேӆ⣡⛯⩏ົࢆ㈇࠺ே㸧ࠋ
Ѝ ᮍ⣡ࡢሙྜࡣࠊᾘ㈝⛯ࢆ㈇ᢸࡋࡓᾘ㈝⪅࡛ࡣ࡞ࡃᴗ⪅ࡀྲྀࡾ❧࡚ࡽࢀࡿࠋ
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ճ ᆅ᪉ศᶒࡢ㐍ᒎ
࣭1999㸦ᖹᡂ 11㸧ᖺ ᆅ᪉ศᶒ୍ᣓἲ ᡂ❧
͐ᶵ㛵ጤ௵ົࢆᗫṆࠋᆅ᪉බඹᅋయࡢົࢆἲᐃཷクົ⮬ົ⦅ࠋ
࣭2006㸦ᖹᡂ 18㸧ᖺ͐୕୍యࡢᨵ㠉
͐ᅜᗜ⿵ຓ㔠㸦ᅜᗜᨭฟ㔠㸧ࡢ⦰ῶࠊᅜࡽᆅ᪉ࡢ⛯※ࡢ⛣ㆡࠊᆅ᪉⛯ࡢぢ┤ࡋ㸦ῶ㢠㸧ࢆ୍య
ⓗ⾜ࡗࡓࠋ
࣭2011㸦ᖹᡂ 23㸧ᖺ㹼2019㸦௧ඖ㸧ᖺ㸴᭶ࡲ࡛㸷ḟࢃࡓࡿᆅ᪉ศᶒ୍ᣓἲࢆᡂ❧ࡉࡏࠊᶒ㝈ࢆ    
㒔㐨ᗓ┴ࡽᣦᐃ㒔ᕷ࣭୰᰾ᕷ⛣ㆡࡍࡿ࡞ศᶒࢆ᥎㐍ࠋ
 㸺࡞ᨵ㠉㸼
࣭㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ➨㸲ḟ୍ᣓἲ͐፬ே┦ㄯᡤࢆᣦᐃ㒔ᕷࡶタ⨨ྍ⬟㸦㜵Ṇἲ㸧
ࠋ
࣭㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ➨㸳ḟ୍ᣓἲ͐ᆅ᪉ࡢⓎពࢆᑛ㔜ࡍࡿࠕᥦເ㞟᪉ᘧࠖࢆᑟධࠋ
 ࣭㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ➨㸵ḟ୍ᣓἲ͐ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃᏊࡶᅬ௨እࡢㄆᐃᏊࡶᅬࡢㄆᐃ➼ࡢົ࣭ᶒ㝈
ࢆᣦᐃ㒔ᕷ⛣ㆡ㸦Ꮚࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭἲ㸧ࠋ
 ࣭㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ➨㸶ḟ୍ᣓἲ͐ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃᏊࡶᅬ௨እࡢㄆᐃᏊࡶᅬࡢㄆᐃ➼ࡢົ࣭ᶒ
㝈ࢆ୰᰾ᕷ⛣ㆡ㸦Ꮚࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭἲ㸧ࠋ
࣭2019㸦௧ඖ㸧
ᖺ ➨㸷ḟ୍ᣓἲ͐ᨺㄢᚋඣ❺⫱ᡂᴗᚑࡍࡿ⪅ཬࡧࡑࡢဨᩘࡢᇶ‽ࡘ࠸࡚ࠊ
ᚑ࠺ࡁᇶ‽ࡽཧ㓃ࡍࡁᇶ‽ぢ┤ࡋ㸦ඣ❺⚟♴ἲ㸧
㸰㸬⚟♴ィ⏬
㸯㸧⚟♴ィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲ␃ពⅬ
ձ ⚟♴ィ⏬ࡢ⟇ᐃࣉࣟࢭࢫ
⾜ᨻィ⏬ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ 3'&$ ࢧࢡࣝࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚సᡂࡉࢀࡿࠋ
ᵓィ⏬㸦SODQ㸧㸻⌮ᛕⓗィ⏬
Ѝ ㄢ㢟ィ⏬㸦SURJUDP㸧㸻ලయⓗゎỴࡍࡁၥ㢟ࢆᥖࡆࡿィ⏬
Ѝ ᐇィ⏬㸦GR㸧  㸻ලయⓗ࣭⌧ᐇⓗ࡞ಶูࡢィ⏬
Ѝ ホ౯㸦VHH㸧㸻ィ⏬ࡢ⟇ᐃయࠊᐇ㐣⛬ࠊ┠ᶆᑐࡍࡿ㐩ᡂᗘ➼ࢆホ౯ࠋ
ホ౯⤖ᯝࢆྛィ⏬ẁ㝵ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊᨵၿ㸦DFWLRQ㸧ࡍࡿࠋ
㸰㸧⚟♴ィ⏬ࡢᐇ㝿 㸺⚟♴ィ⏬୍ぴ⾲㸦㸬㸵㸧㸼


ィ⏬ྡ

ᆅ ᆅᇦ⚟♴ィ⏬
㸨
ᇦ

ෆᐜ

᰿ᣐἲ

ᆅ ᇦ ⚟ ♴ ࡢ ♫⚟♴ἲ
᥎㐍
㸦ດຊ⩏ົ㸧

㧗 ⪁ே⚟♴ィ⏬ ⪁ே⚟♴ᴗ
ࡢ౪⤥యไࡢ
㱋
☜ಖ
⪅
ㆤಖ㝤ᴗ ㆤಖ㝤ᴗ
ᨭ ィ⏬
ࡿಖ㝤
⤥ࡢ࡞

ᐇ

⪁ே⚟♴ἲ
㸦⩏ົ㸧
ㆤಖ㝤ἲ
㸦⩏ົ㸧
ᴗᐇ≧ἣ
ࢆศᯒࡋ຺
㸦ດຊ⩏ົ㸧

ᕷ⏫ᮧ

㒔㐨ᗓ┴

ᕷ⏫ᮧᆅᇦ⚟♴ィ⏬
㒔㐨ᗓ┴ᆅᇦ⚟♴ᨭ
⟇ᐃ῭ࡳᕷ⏫ᮧ ࠋ
ィ⏬
࠺ࡕᕷ 㸣ࠊ⏫ᮧ 㸣
⟇ᐃ῭ࡳ㸣
࠾࠾ࡴࡡᖺࢆ୍ᮇࡋ࡚ィ⏬⟇ᐃጤဨࡀ⟇ᐃࠋ
ᕷ⏫ᮧ⪁ே⚟♴ィ⏬
㒔㐨ᗓ┴⪁ே⚟♴ィ⏬
࣭ㆤಖ㝤ᴗィ⏬୍యࡢࡶࡢࡋ࡚⟇ᐃࠋ
࣭ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ㄪࠋ
ᕷ⏫ᮧㆤಖ㝤ᴗィ⏬ 㒔㐨ᗓ┴ㆤಖ㝤ᴗ
ᨭィ⏬
࣭㸱ᖺࢆ୍ᮇࡋ࡚⟇ᐃ
࣭⪁ே⚟♴ィ⏬୍యⓗࠋ
࣭ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ㄪࠋ࣭་⒪ィ⏬ᩚྜⓗࠋ
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ィ⏬ྡ

㞀 㞀ᐖ⪅ィ⏬
ᐖ
⪅
ᨭ

㞀ᐖ⚟♴ィ⏬
㸨

ඣ
❺
ᐙ
ᗞ
ᨭ


ෆᐜ

᰿ᣐἲ

ᕷ⏫ᮧ

㒔㐨ᗓ┴

㞀ᐖ⪅ࡢ⟇ 㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲ
㛵ࡍࡿᇶᮏ 㸦᮲㸧
ⓗ࡞ィ⏬
㸦⩏ົ㸧

ᕷ⏫ᮧ㞀ᐖ⪅ィ⏬

㒔㐨ᗓ┴㞀ᐖ⪅ィ⏬

㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ 㞀ᐖ⪅⥲ྜ
ࣅࢫࡢᥦ౪య ᨭἲ
ไࡢ☜ಖࡑࡢ ᮲ࠊ᮲ 
ࡢᴗົࡢ 㸦⩏ົ㸧
࡞ᐇ

ᕷ⏫ᮧ㞀ᐖ⚟♴ィ⏬

ᅜࡢ㞀ᐖ⪅ᇶᮏィ⏬㸨ࢆᇶᮏࡍࡿࠋ
ᮇ㛫ࡢᐃࡵ࡞ࡋࠋ
㒔㐨ᗓ┴㞀ᐖ⚟♴ィ⏬

࣭ཌ⏕ປാ⮧ࡀᇶᮏᣦ㔪ࢆᐃࡵࡿࠋ
࣭㸱ᖺࢆ୍ᮇࡋ࡚⟇ᐃࠋ
࣭㞀ᐖ⪅ィ⏬ㄪࠋ  ࣭ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ㄪ

㞀ᐖඣ⚟♴ィ
⏬㸨



㞀ᐖඣࡢࢧ࣮
ᕷ⏫ᮧ㞀ᐖඣ⚟♴ィ⏬
㒔㐨ᗓ┴㞀ᐖඣ⚟♴ィ
ࣅࢫᥦ౪యไ
⏬
ࡢᩚഛ㸪 ඣ❺⚟♴ἲ
ᕷ⏫ᮧ㞀ᐖ⚟♴ィ⏬ࠊ㒔㐨ᗓ┴㞀ᐖ⚟♴ィ⏬୍య
࡞ᐇࢆ☜ಖ 㸦⩏ົ㸧
ࡢࡶࡢࡋ࡚⟇ᐃࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࠋ
㸦 ᮲ࡢ 㸧

⾜ືィ⏬

ḟୡ௦⫱ᡂᨭ ḟୡ௦⫱ᡂᨭ
ᑐ⟇ࡢᐇ ᑐ⟇᥎㐍ἲ
㛵ࡍࡿィ⏬ 㸦௵ព㸧
ࡓࡔࡋ㞠⏝
ࡣ⩏ົࠋ

ᕷ⏫ᮧ⾜ືィ⏬
㸳ᖺࢆ୍ᮇࡋ࡚⟇ᐃࠋ

㒔㐨ᗓ┴⾜ືィ⏬

୍⯡ᴗ⾜ືィ⏬͐Ẹ㛫ᴗࠋᚑᴗဨே௨ୖࡣ
⩏ົ㸦ே௨ୗດຊ⩏ົ㸧ࠋ

ᏊࡶᏊ⫱࡚ Ꮚࡶ࣭Ꮚ⫱ Ꮚࡶ࣭Ꮚ⫱
࡚ᨭᴗࡢ ࡚ᨭἲ
ᨭィ⏬
ᐇ㛵ࡍࡿ 㸦⩏ົ㸧
ィ⏬

ᕷ⏫ᮧᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ 㒔㐨ᗓ┴Ꮚࡶ࣭Ꮚ⫱
ᴗィ⏬
࡚ᨭᴗᨭィ⏬
㸳ᖺࢆ୍ᮇࡋ࡚⟇ᐃࠋ
ᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࠊᩍ⫱⯆ᇶᮏィ⏬ㄪ

Ꮚࡶࡢ㈋ᅔ Ꮚࡶࡢ㈋ᅔ Ꮚࡶࡢ㈋ᅔ
ᑐ⟇㛵ࡍࡿ ᑐ⟇ἲ
ᑐ⟇ィ⏬
ィ⏬
㸦ດຊ⩏ົ㸧

㸦ᖺἲᨵṇࡼࡾດຊ Ꮚࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇ィ⏬
⩏ົࡢணᐃ㸧

་ ་⒪ィ⏬
⒪

ྛ㒔㐨ᗓ┴ ་⒪ἲ
ࡼࡿ་⒪ᥦ౪ 㸦⩏ົ㸧
యไࡢ☜


̿

ᗣቑ㐍ィ⏬ ᗣ࡙ࡃࡾ࣭ ᗣቑ㐍ἲ
ண㜵✚ᴟ
ⓗ᥎㐍ࠋ

ᕷ⏫ᮧᗣቑ㐍ィ⏬
㸦ດຊ⩏ົ㸧

་⒪㈝㐺ṇ ᅜẸࡢᗣಖ 㧗㱋⪅ࡢ་⒪
ᣢ࣭་⒪ࡢຠ ࡢ☜ಖ㛵ࡍ
ィ⏬
⋡ⓗ࡞ᥦ౪ࡢ ࡿἲᚊ㸦⩏
ࡓࡵࡢ⟇ ົ㸧

̿

㒔㐨ᗓ┴་⒪ィ⏬
ᆅᇦ་⒪ࣅࢪࣙࣥࢆ
ḟ་⒪ᅪࡈ⟇
ᐃࠋ
㒔㐨ᗓ┴ᗣቑ㐍ィ⏬
㸦⩏ົ㸧

㒔㐨ᗓ┴་⒪㈝㐺ṇ
ィ⏬
ᅜࡀసᡂࡍࡿࠕᅜ་⒪㈝㐺ṇィ⏬࣭་⒪㈝㐺ṇ
ᇶᮏ᪉㔪ࠖἢࡗ࡚㸴ᖺࢆ୍ᮇࡋ࡚సᡂ㸦
㹼㸧
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㸨 ␃ពⅬ 㸨
ձ ᆅᇦ⚟♴ィ⏬㸦♫⚟♴ἲ ➨  ᮲ࠊ➨  ᮲㸧
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺἲᨵṇࡼࡗ࡚⨨࡙ࡅࡀኚ᭦ࡉࢀࡓࠋ
࣭㡿ᇦࡈࡢィ⏬ඹ㏻ࡍࡿୖィ⏬ࡋ࡚⟇ᐃࡀᕷ⏫ᮧࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢດຊ⩏ົ࡞ࡗࡓࠋ
㸺ᕷ⏫ᮧᆅᇦ⚟♴ィ⏬ᐃࡵࡿࡁ㡯㸼
ձᆅᇦ࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ⚟♴ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⚟♴ࠊඣ❺ࡢ⚟♴ࡑࡢࡢ⚟♴㛵ࡋඹ㏻ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ㡯
Ѝ ୖィ⏬ࡢ⨨࡙ࡅ
ղᆅᇦ࠾ࡅࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐺ษ࡞⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ㡯
ճᆅᇦ࠾ࡅࡿ♫⚟♴ࢆ┠ⓗࡍࡿᴗࡢ࡞Ⓨ㐩㛵ࡍࡿ㡯
մᆅᇦ⚟♴㛵ࡍࡿάືࡢఫẸࡢཧຍࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ㡯

࣭3'&$ ࢧࢡࣝࢆᐇࡍࡿࡇࢆつᐃࠋ
➨  ᮲➨㸱㡯 
ᕷ⏫ᮧࡣࠊᐃᮇⓗࠊࡑࡢ⟇ᐃࡋࡓᕷ⏫ᮧᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝࠊศᯒཬࡧホ౯ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿ
ࡶࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊᙜヱᕷ⏫ᮧᆅᇦ⚟♴ィ⏬ࢆኚ᭦ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ ➨  ḟ㞀ᐖ⪅ᇶᮏィ⏬
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡽ㸳ᖺ㛫ࠋ ᮾிࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡶዎᶵࡋ࡚ࠊ♫ࡢࣂࣜ㸦♫ⓗ㞀ቨ㸧㝖ཤࢆ
᥎㐍ࠋ,&7 ➼ࡢ᪂ᢏ⾡ࢆᑟධࡋ࡚ࢡࢭࢩࣅࣜࢸྥୖࢆ┠ᣦࡍࠋ㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࡢ⌮ᛕࢆᑛ㔜ࡋࠊᕪู 
ゎᾘࢆ᥎㐍ࠋᮏேࡢពᛮỴᐃࢆᨭࠋ
ᡂᯝ┠ᶆ㸸୍⯡᪑ᐈタࣂࣜࣇ࣮ࣜ⋡ 㸣ࠊ㞠⏝ࡉࢀࡿ㞀ᐖ⪅ᩘቑ࡞
㸦ෆ㛶ᗓ ➨  ḟ㞀ᐖ⪅ᇶᮏィ⏬ᴫせࡼࡾ㸦KWWSVZZZFDRJRMSVKRXJDLVXLVKLQSGINLKRQNHLNDNXJDL\RXSGI㸧
㸧


ճ ➨  ᮇ㞀ᐖ⚟♴ィ⏬࣭➨  ᮇ㞀ᐖඣ⚟♴ィ⏬
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫ࠋ
ᇶᮏ⌮ᛕࡣḟࡢ㸳Ⅼࠋ
࣭㞀ᐖ⪅➼ࡢ⮬ᕫỴᐃࡢᑛ㔜ពᛮỴᐃࡢᨭ
࣭ᕷ⏫ᮧࢆᇶᮏࡋࡓ㌟㏆࡞ᐇయ㞀ᐖ✀ูࡼࡽ࡞࠸୍ඖⓗ࡞㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ➼
࣭ධᡤ➼ࡽᆅᇦ⏕ά⛣⾜ࡢ⛣⾜ࠊᆅᇦ⏕άࡢ⥅⥆ࡢᨭࠊᑵປᨭ➼ࡢㄢ㢟ᑐᛂࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
యไࡢᩚഛ
࣭ᆅᇦඹ⏕♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌
࣭㞀ᐖඣࡢࡸ࡞⫱ᡂࡢࡓࡵࡢⓎ㐩ᨭ
㞀ᐖඣ⚟♴ィ⏬ࡣඣ❺⚟♴ἲᇶ࡙࠸࡚ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡽ⟇ᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᡂᯝ┠ᶆ㸸⚟♴タධᡤ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࡢ⛣⾜ࠊ㞀ᐖඣᨭࡢᥦ౪యไࡢᩚഛ➼ࠋ
(ཌ⏕ປാ┬ࠗ㞀ᐖ⚟♴ィ⏬࣭㞀ᐖඣ⚟♴ィ⏬ࡘ࠸࡚࠘ࡼࡾ㸦https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163638.html 㸧




Ϫ ᭱ᚋ  㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿⓙᵝ
࣭ࡇ࠺ࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ⮬యࡀ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡇ࡛ࡍ㸟᭱ᚋࡲ࡛࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࡡࠋ
ᅜᐙ㈨᱁ࢆྲྀࢁ࠺Ỵࡵࡓࠊࡈ⮬ศࡢ⣙᮰ࢆᯝࡓࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ ࠕᏛࡪ㛛ࡣྜ᱁᮶ࡓࡿ㸟ࠖ  
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