第 32 回社会福祉士・第 22 回精神保健福祉士 国家試験

דᰱࡠጇ web ᠏ॅ
社会保障
朝比奈

朋子（東京成徳大学）

現職：東京成徳大学 応用心理学部 福祉心理学科 准教授
最終学歴：淑徳大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士後期課程（単位取得満期退学）
経歴：医療ソーシャルワーカー、川村学園女子大学講師・准教授を経て、現在に至る
保有資格：社会福祉士
研究テーマ：現代日本における貧困問題の実証研究
受験生へのメッセージ
「社会保障は苦手」という声をよく聞きますが、現に、私たちは様々な社会保障制度との
繋がりの中で生活をしています。そして、社会保障制度は生存権によって保障された
セーフティーネットであり、
ソーシャルワーカーが関わる方々の生活を支える重要な制度です。
「正しい知識」を持った社会福祉士・精神保健福祉士を目指してください。
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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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㸯㸧ᖺ㔠ಖ㝤ไᗘࡢලయⓗෆᐜ
ձᖺ㔠ಖ㝤ไᗘࡢࡋࡃࡳ
࣭ᅜẸⓙᖺ㔠ไᗘ㸸 ṓ௨ୖ  ṓᮍ‶ࡢேࡀ࡚ຍධ
࣭ᖺ㔠ಖ㝤ࡣ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚ᡤᚓࡀኻࢃࢀࡿࡼ࠺࡞⏕άᨾഛ࠼ࡿಖ㝤
Ѝ⪁㱋ᖺ㔠ࠊ㞀ᐖᖺ㔠ࠊ㑇᪘ᖺ㔠
࣭㈈ᨻ᪉ᘧ㸸㈿ㄢ᪉ᘧ
➨  ᅇ ၥ㢟  
4㸰⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠ࡣࠊ ᖺ㛫ಖ㝤ᩱࢆ⣡ࡋ࡚‶㢠ࡢᨭ⤥ࡀཷࡅࡽࢀࡿ
Ѝཷࡅࡽࢀ࡞࠸
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ղᖺ㔠ಖ㝤ไᗘࡢἢ㠉㸦࡞ࡶࡢ㸧
㸦 㸧ᖺ ࣭ᇶ♏ᖺ㔠ࡢᑟධЍᖺ㔠ไᗘࡢ୍ඖ
࣭⿕⏝⪅ࡢጔࡢ࡚ᅜẸᖺ㔠ຍධࡢ⩏ົ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ࣭ཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤㸸⥲ሗ㓘ไࡢᐇ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ࣭ಖ㝤ᩱỈ‽ᅛᐃ᪉ᘧࡢᑟධ
࣭࣐ࢡࣟ⤒῭ࢫࣛࢻࡢᑟධ
࣭ಖ㝤ᩱࡢከẁ㝵ච㝖ไᗘࡢᑟධ㸦➨୍ྕ⿕ಖ㝤⪅㸧
࣭ᇶ♏ᖺ㔠ࡢᅜᗜ㈇ᢸࢆ㸰ศࡢ㸯ᘬࡁୖࡆ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ࣭ᖺ㔠☜ಖᨭἲไᐃЍᑗ᮶↓ᖺ㔠⪅ࠊపᡤᚓ⪅ࡢⓎ⏕ࢆ㜵Ṇࡍࡿᨵṇ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ࣭♫ಖ㞀࣭⛯ࡢ୍యᨵ㠉㛵㐃ࡋࡓᨵṇ
࣭ᇶ♏ᖺ㔠ࡢཷ⤥㈨᱁ᮇ㛫ࢆ  ᖺ▷⦰㸦ᚑ᮶ࡣ  ᖺ௨ୖ㸧
࣭⿕⏝⪅ᖺ㔠ࡢ୍ඖ㸦ඹ῭ᖺ㔠ࡣཌ⏕ᖺ㔠⤫୍㸧
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ࣭ᅜẸᖺ㔠ࡢ➨୍ྕ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⏘๓⏘ᚋࡢಖ㝤ᩱච㝖
♫⚟♴ኈ࣭⢭⚄ಖ⚟♴ኈᅜᐙヨ㦂ཷ㦂࣮࣡ࢡࣈࢵࢡ⦅㞟ဨ⦅㞟㸦㸧
ࠗ♫⚟♴ኈ࣭⢭⚄ಖ⚟♴ኈ
ᅜᐙヨ㦂ཷ㦂࣮࣡ࢡࣈࢵࢡ 㹙ඹ㏻⛉┠⦅㹛
࠘3 ࢆᇶసᡂ

ճᖺ㔠ಖ㝤ไᗘࡢయ⣔
࣭ᅜẸᖺ㔠㸦ᇶ♏ᖺ㔠㸧㸸 ṓ௨ୖ  ṓᮍ‶ࡢ࡚ࡢேࡀ⿕ಖ㝤⪅࡞ࡿЍ⤥ࡣᇶ♏ᖺ㔠
࣭ཌ⏕ᖺ㔠㸦㸰㝵㒊ศ㸧
㸸⿕⏝⪅㸦♫ဨࠊබົဨ➼㸧ࡣᇶ♏ᖺ㔠ࡢୖࡏࡋ࡚ཌ⏕ᖺ㔠ຍධ
Ѝ⤥ࡣᇶ♏ᖺ㔠ୖࡏࡋࡓሗ㓘ẚᖺ㔠
࣭⚾ⓗᖺ㔠㸦㸱㝵㒊ศ㸧
㸸ᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣ L'H&R㸦ಶேᆺ☜ᐃᣐฟᖺ㔠㸧➼ࡢ⚾ⓗᖺ㔠௵ព࡛ຍධ
ࡋࠊࡉࡽୖࡏࡢ⤥ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬㸦㸧
ࠗཌ⏕ປാⓑ᭩㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ∧㸧࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸3
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ϸ⿕ಖ㝤⪅
$➨㸯ྕ⿕ಖ㝤⪅㸸ᅜẸᖺ㔠┤᥋ຍධ
࣭ ṓ௨ୖ  ṓᮍ‶ࡢே࡛ࠊ➨㸰ྕ⿕ಖ㝤⪅ࡶ➨㸱ྕ⿕ಖ㝤⪅ࡶศ㢮ࡉࢀ࡞࠸ே
࣭⮬Ⴀᴗ⪅ࠊ㎰ᴗ⪅ࠊ↓ᴗ⪅➼
%➨㸰ྕ⿕ಖ㝤⪅㸸⿕⏝⪅ᖺ㔠࡛࠶ࡿཌ⏕ᖺ㔠ࢆ㏻ࡋ࡚ᅜẸᖺ㔠ຍධ
࣭ ṓᮍ‶ࡢ⿕⏝⪅㸦Ẹ㛫ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠊබົဨ㸧
▷㛫ປാ⪅ࡢሙྜ㸸௨ୗࡢ࡚ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍሙྜࡣ㐺⏝㸦㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㹼㸧
ڼປാ㛫ࡀ㐌  㛫௨ୖࠊڼ㈤㔠  ᭶௨ୖࠊڼ㞠⏝ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ௨ୖぢ㎸ࡲࢀࡿࠊ

ڼᏛ⏕࡛࡞࠸ࠊڼᚑᴗဨ  ே௨ୖࡢᴗ
㸦ປࡢྠពࡀ࠶ࢀࡤ  ே௨ୗ࡛ࡶྍ  ᖹᡂ  ᖺ㹼㸧

&➨㸱ྕ⿕ಖ㝤⪅㸸ᅜẸᖺ㔠┤᥋ຍධ
࣭ ṓ௨ୖ  ṓᮍ‶ࡢே࡛ࠊ➨㸰ྕ⿕ಖ㝤⪅㸦Ẹ㛫ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠊබົဨ㸧ᢇ㣴ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㓄അ⪅
մᅜẸᖺ㔠
  ϸಖ㝤ᩱ
$➨㸯ྕ⿕ಖ㝤⪅㸸ᐃ㢠  㸭᭶ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸲᭶㹼
ಖ㝤ᩱච㝖ไᗘ ἲᐃච㝖㸸⏕άᢇຓཷ⤥⪅ࠊ㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠ཷ⤥ᶒ⪅ࠊ➼
⏦ㄳච㝖㸸↓ᡤᚓ⪅ࠊᡤᚓࡀ୍ᐃ㢠௨ୗࡢ⪅㸲༊ศ࡛ච㝖
Ѝಖ㝤ᩱච㝖ᮇ㛫ࡣࠊ㈨᱁ᮇ㛫⟬ධࡉࢀࠊῶ㢠ࡉࢀࡿࡀࠊᅜᗜ㈇ᢸศࡣ⪁㱋ᇶ♏
ᖺ㔠㢠ᫎࡉࢀࡿࠋ ᖺ௨ෆࡣ㏣⣡࡛ࡁࡿࠋ
⊰ண ڼᏛ⏕⣡≉ไᗘ୍ᐃᡤᚓ௨ୗࡢᏛ⏕ࡀ⏦ㄳࡼࡾಖ㝤ᩱ⣡ࢆ⊰ணࡉࢀࡿࠋ
Ѝ ᖺ௨ෆ㏣⣡ࡋ࡞࠸ࡑࡢᮇ㛫ࡣ⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠㢠ᫎࡉࢀ࡞࠸
㸦㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠࣭㑇᪘ᇶ♏ᖺ㔠ࡣ‶㢠⤥㸧
ڼಖ㝤ᩱ⣡⊰ணไᗘ   ṓᮍ‶୍࡛ᐃᡤᚓ௨ୗࡢሙྜ㸦㓄അ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࡣ㓄അ
⪅ࡶྵࡴ㸧⏦ㄳࡼࡾಖ㝤ᩱ⣡ࢆ⊰ணࡉࢀࡿࠋ
Ѝ ᖺ௨ෆ㏣⣡ࡋ࡞࠸㈨᱁ᮇ㛫ࡣ⟬ධࡉࢀࡿࡀᖺ㔠㢠ࡣᫎࡉࢀ࡞࠸
%➨㸱ྕ⿕ಖ㝤⪅㸸ಖ㝤ᩱ㈇ᢸ࡞ࡋ Ѝ⿕⏝⪅ᖺ㔠ࡢಖ㝤⪅ࡀಖ㝤ᩱ㈇ᢸ
Ϲ㸬⤥͐⪁㱋࣭㞀ᐖ࣭㑇᪘ᇶ♏ᖺ㔠ࡋ࡚⤥ࡀ⾜ࢃࢀࡿ
$⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠
ᨭ⤥ ཷ⤥㈨᱁ᮇ㛫ࡀ  ᖺ௨ୖ࠶ࡿ⪅㸦 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡲ࡛ࡣ  ᖺ௨ୖ㸧ᑐࡋ࡚
 ṓࡽᨭ⤥ࠋཷ⤥㈨᱁ᮇ㛫㸸ಖ㝤ᩱ⣡῭ᮇ㛫㸩ಖ㝤ᩱච㝖ᮇ㛫㸩ྜ⟬ᑐ㇟ᮇ㛫
⧞ୖࡆᨭ⤥࣭⧞ୗࡆᨭ⤥  ⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠ࡢᨭ⤥㛤ጞᖺ㱋ࡣཎ๎  ṓЍᮏேࡢᕼᮃࡼࡗ࡚
ࠕ⧞ୖࡆ㸦ῶ㢠㸧ᨭ⤥㸸㹼 ṓࠖ
ࠊࠕ⧞ୗࡆ㸦ቑ㢠㸧ᨭ⤥㸸 ṓ㹼ࠖࡀ࡛ࡁࡿࠋ
%㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠
ᨭ⤥ձ㞀ᐖㄆᐃ᪥㸦ึデ᪥ࡽ㸯ᖺ㸴࢝᭶ࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࠊࡲࡓࡣࠊࡑࡢ㛫ࡗࡓሙྜࡣ
ࡗࡓ᪥㸧࠾࠸࡚㞀ᐖ➼⣭㸦ᖺ㔠⊂⮬ᇶ‽࡛ࠊᇶ♏࣭ཌ⏕ᖺ㔠ࡶྠ୍㸧ᐃࡵ
ࡿ㞀ᐖࡢ≧ែ㸦㸯࣭㸰⣭㸧࠶ࡾࠊղึデ᪥๓ಖ㝤ᩱ⣡ᮇ㛫ಖ㝤ᩱච㝖ᮇ㛫
ࢆྜࢃࡏࡓᮇ㛫ࡀ⿕ಖ㝤⪅ᮇ㛫ࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖ࠶ࡿሙྜ
ᖺ㔠㢠

㞀ᐖ➼⣭㸯⣭͐⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠‶㢠ྠ㢠㸩Ꮚࡢຍ⟬
㞀ᐖ➼⣭㸰⣭͐⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠‶㢠ྠ㢠㸩Ꮚࡢຍ⟬

&㑇᪘ᇶ♏ᖺ㔠
ᨭ⤥ ᅜẸᖺ㔠ࡢ⿕ಖ㝤⪅➼ࡀṚஸࡋࡓࡁࠊᏊࡢ࠶ࡿ㓄അ⪅ࡲࡓࡣᏊᨭ⤥
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ᖺ㔠㢠 ᐃ㢠͐⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠‶㢠ྠ㢠㸩Ꮚࡢຍ⟬
յཌ⏕ᖺ㔠
ϸ㸬ᑐ㇟㸸ᅜẸᖺ㔠➨㸰ྕ⿕ಖ㝤⪅
Ϲ㸬ಖ㝤ᩱ
ಖ㝤ᩱ⋡㸦㸣㸧⥲ሗ㓘㸦ᶆ‽ሗ㓘᭶㢠ᶆ‽㈹㸧࡛⟬ฟ
͐⿕ಖ㝤⪅ᴗ࡛ᢡ༙ࡋ࡚㈇ᢸ
㸨⏘๓⏘ᚋఇᴗᮇ㛫ཬࡧ⫱ඣఇᴗᮇ㛫୰͐ಖ㝤ᩱච㝖㸦⿕ಖ㝤⪅࠾ࡼࡧᴗ⪅㸧
Ϻ㸬⤥͐⪁㱋࣭㞀ᐖ࣭㑇᪘ཌ⏕ᖺ㔠ࡋ࡚⤥ࡀ⾜ࢃࢀࡿ
$⪁㱋ཌ⏕ᖺ㔠
ᨭ⤥ ⪁㱋ᇶ♏ᖺ㔠ࡢᨭ⤥せ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡚ࠊཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤ࡢ⿕ಖ㝤⪅ᮇ㛫ࡀ㸯᭶௨
ୖ࠶ࡿ⪅  ṓࡽᨭ⤥
ᖺ㔠㢠ᖹᆒᶆ‽ሗ㓘㢠㸦ᅾ⫋୰ࡢᶆ‽ሗ㓘᭶㢠ᶆ‽㈹㢠⿕ಖ㝤⪅ᮇ㛫࡛⟬ฟ㸧
⿕ಖ㝤⪅ᮇ㛫୍ᐃࡢ⤥⋡ࢆࡅ࡚⟬ฟ
Ѝᅾ⫋୰ࡢ⤥࣭㈹⿕ಖ㝤⪅ᮇ㛫ẚ
ᅾ⫋⪁㱋ᖺ㔠   ṓ௨ୖ࡛ཌ⏕ᖺ㔠ࡢ㐺⏝ᴗᡤ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ⪅ࡢ⪁㱋ཌ⏕ᖺ㔠ࡢᨭ⤥ࢆ
ㄪᩚࡍࡿࡋࡃࡳ͐ ṓᮍ‶  ṓ௨ୖ࡛ࡣㄪᩚ᪉ἲࡀ␗࡞ࡿ
㞳፧ศ㞳፧➼ࢆࡋࡓሙྜࠊ፧ጻᮇ㛫୰ࡢᶆ‽ሗ㓘ࡘ࠸࡚ࠊᢇ㣴㓄അ⪅ࡢྠពุ
ᡤࡢỴᐃࡀ࠶ࢀࡤࠊ㸰ศࡢ㸯ࢆୖ㝈ศ࡛ࡁࡿ
%㞀ᐖཌ⏕ᖺ㔠
ᨭ⤥   ཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤ຍධࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫୰ึデ᪥ࡀ࠶ࡿയࡀཎᅉ࡛㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠ヱ
ᙜࡍࡿ㞀ᐖࡀ⏕ࡌࡓ
ᖺ㔠㢠㞀ᐖ➼⣭㸯࣭㸰⣭͐㞀ᐖᇶ♏ᖺ㔠ୖࡏ㸦⿕ᢇ㣴㓄അ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࡣຍ⟬㸧
㞀ᐖ➼⣭㸱⣭㸦⿕ᢇ㣴㓄അ⪅ຍ⟬࡞ࡋ㸧͐᭱పಖ㞀㢠ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
&㑇᪘ཌ⏕ᖺ㔠
ᨭ⤥ձ⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸࡋࡓࡁࠊղ⿕ಖ㝤⪅࡛࠶ࡗࡓ㛫Ⓨ⏕ࡋࡓയࡀཎᅉ࡛ึデ᪥
ࡽ㸳ᖺ௨ෆṚஸࡋࡓࡁ➼㑇᪘ᨭ⤥
㑇᪘ࡢ⠊ᅖձ㑇᪘ᇶ♏ᖺ㔠ࡢᨭ⤥ᑐ㇟࡞ࡿ㑇᪘ࠊղᏊࡢ࡞࠸ጔࠊճ⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸࡋࡓ
ࡁ  ṓ௨ୖࡢኵࠊ∗ẕࠊ♽∗ẕࠊմᏞ
 ṓᮍ‶࡛Ꮚࡢ࡞࠸ጔ㸸㸳ᖺ㛫࡛ཷ⤥ᶒࢆ႙ኻ
ᖺ㔠㢠⪁㱋ཌ⏕ᖺ㔠ࡢ㸲ศࡢ㸱
㸰㸧་⒪ಖ㝤ไᗘࡢලయⓗෆᐜ
ձ་⒪ಖ㝤ไᗘࡢ⤌ࡳ
࣭ᅜẸⓙಖ㝤ไᗘ
࣭ຍධ⪅ᩘࡢከࡉู࡛ࡍࡿ͐
ϸ ୍⯡⿕⏝⪅ಖ㝤$༠ࡅࢇࡱ㸦୰ᑠᴗࡢ⿕⏝⪅㸧 %⤌ྜಖ㸦ᴗࡢ⿕⏝⪅㸧
Ϲ ᅜẸᗣಖ㝤 $ᕷ⏫ᮧᅜಖ㸦ᅜಖ⤌ྜ௨እࡢ⮬Ⴀᴗ⪅ࠊ㎰ᴗ⪅➼㸧 
%ᅜಖ⤌ྜ㸦ྠᴗ✀➼ࡢ⤌ྜ㸧
Ϻ ྛ✀ඹ῭ಖ㝤 $ᅜᐙබົဨඹ῭ %ᆅ᪉බົဨඹ῭ &⚾❧Ꮫᰯᩍ⫋ဨඹ῭
ϻ ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘ㸦 ṓ௨ୖࡢ⪅ࠊཬࡧ  ṓ௨ୖ  ṓᮍ‶୍࡛ᐃࡢ㞀ᐖࡢ≧ែ࠶ࡿ
ᗈᇦ㐃ྜࡀㄆᐃࡋࡓ⪅㸧 
ಖ㝤⤥ ϸ ་⒪⤥͐⮬ᕫ㈇ᢸ㢠ࡣᖺ㱋ࠊཬࡧᡤᚓࡼࡾ␗࡞ࡿ
Ϲ ⌧㔠⤥͐⿕⏝⪅ಖ㝤ࡑࢀ௨እ࡛ࡣ⤥ෆᐜࡀ␗࡞ࡿ
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࠙ࠉゞ㸲ࠉṇࠉࠚᖺ᭶᪥ᕪ᭰㸦ୗ⥺࣭㉥Ꮠ㒊ศ㸧

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬㸦㸧
ࠗཌ⏕ປാⓑ᭩㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ∧㸧࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊ3

➨  ᅇ ၥ㢟  ♫ဨ ) ࡉࢇ ᗣಖ㝤ࡢ⿕ಖ㝤⪅ ጔ * ࡉࢇ ) ࡉࢇࡢᗣಖ㝤ࡢ⿕ᢇ㣴⪅ ࡢ

4㸱㸬㸲㸬ࢆఇࡴሙྜࠊ) ࡉࢇ * ࡉࢇࡣയᡭᙜ㔠ࡀᨭ⤥ࡉࢀࡿ
Ѝ* ࡉࢇࡣᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠸
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㸱㸧ປാ⪅⅏ᐖ⿵ൾಖ㝤ไᗘࡢᴫせ
࣭ᨻᗓࡀ⟶ᤸࡍࡿᙉไಖ㝤ไᗘ㸸බົဨ௨እࡢປാ⪅ࢆ㞠⏝ࡍࡿ࡚ࡢᴗࡀᑐ㇟
͐ປ⅏ಖ㝤ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿປാ⪅㸸㐺⏝ᴗᡤ⏝ࡉࢀ㈤㔠ࢆᨭᡶࢃࢀࡿ⪅࡚
࣭ປ⅏ಖ㝤ࡢ┠ⓗ ձᴗົୖࡢ⏤ࡲࡓࡣ㏻ࡼࡿປാ⪅ࡢ㈇യࠊࠊ㞀ᐖࡲࡓࡣṚஸࡘ࠸
࡚ಖ㝤⤥ࢆ⾜࠺ࡇ㸦ᴗົ⅏ᐖ࣭㏻⅏ᐖ㸧ࠊղ⿕⅏ປാ⪅ࡢ♫ᖐࡢಁ㐍ࠊ⿕⅏ປാ⪅ࡸ
㑇᪘ࡢㆤࠊ㐺ṇ࡞ປാ᮲௳ࡢ☜ಖ࡞ࢆᅗࡿࡓࡵࡢປാ⚟♴ᴗ࡞ࢆ⾜࠺ࡇ

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬㸦㸧
ࠗཌ⏕ປാⓑ᭩㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ∧㸧࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸3

⑦社会保障ｰ8

㸲㸧㞠⏝ಖ㝤ไᗘࡢᴫせ
࣭ᨻᗓࡀ⟶ᤸࡍࡿᙉไಖ㝤ไᗘ㸸ປാ⪅ࢆ㞠⏝ࡍࡿᴗࡣཎ๎ࡋ࡚ᙉไ㐺⏝
࣭㞠⏝ಖ㝤ࡢᙺ ձኻᴗ⪅࣭㞳⫋⪅ࡢಖ㝤⤥ࢆ㏻ࡌ࡚ᡤᚓಖ㞀ࢆࡋࠊࡑࡢேࡓࡕࡢồ⫋ࡸ⬟
ຊ㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ㸦ྛ✀ࡢಖ㝤⤥㸧ࠊղồ⫋⪅ࡢᑵ⫋ࡢᨭࡸኻᴗࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᑡ࡞ࡃࡍ
ࡿႠࡳᑐࡍࡿຓᡂ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㞠⏝≧ἣࡢ⯡ⓗ࡞⥔ᣢᨵၿࢆᅗࡿࡇ㸦㞠⏝ಖ㝤ᴗ㸧
ࠋ

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬㸦㸧
ࠗཌ⏕ປാⓑ᭩㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ∧㸧
࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 3

⑦社会保障ｰ9

㸳㸧ㆤಖ㝤ไᗘࡢᴫせ

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬㸦㸧
ࠗཌ⏕ປാⓑ᭩㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ∧㸧࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸3

㸴㸧♫ᡭᙜ
࣭බ㈝ࢆ㈈※㔠㖹⤥ࢆ⾜࠺ࡶࡢ
࣭Ꮚࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞ࡛ࠊ୍ᐃࡢ⏕άࣜࢫࢡ㸦పᡤᚓ࣭ẕᏊୡᖏ࣭㞀ᐖඣࡀ࠸ࡿᐙ᪘࡞㸧ࢆᣢ
ࡘୡᖏᑐࡋ࡚ᨭ⤥
ᨭ⤥せ௳

ᡭᙜ༊ศ

ඣ❺ᡭᙜ

ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ

≉ูඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ

 ṓࡢㄌ⏕᪥ࡢᒓࡍࡿᖺᗘᮎ

 ṓࡢㄌ⏕᪥ࡢᒓࡍࡿᖺᗘᮎࡲ

 ṓᮍ‶ࡢ㞀ᐖඣࡢ

ࡲ࡛ࡢඣ❺ࡢ

࡛ࡢඣ❺ 㞀ᐖඣࡣ  ṓᮍ‶ ࡢ ∗ڽẕᨭ⤥

∗ڽẕ➼ᨭ⤥

∗ڽẕᨭ⤥

ڽタ➼タ⨨⪅ᨭ⤥

ڽ㣴⫱⪅ᨭ⤥

ڽ㸱ṓᮍ‶

ڽ㒊ᨭ⤥㸦➨㸰Ꮚຍ⟬ࠊ➨㸱Ꮚ

ڽ㸱ṓ㹼ᑠᏛᰯ⤊๓ ➨㸯Ꮚ࣭ ௨㝆ຍ⟬㸧
➨㸰Ꮚࠊ➨㸱Ꮚ௨㝆 
ڽ୰Ꮫ⏕

ڽ㸯⣭
ڽ㸰⣭

୍ڽ㒊ᨭ⤥

ڽᡤᚓไ㝈௨ୖ

ᨭ⤥ไ㝈
㈝⏝㈇ᢸ

ڽ㣴⫱⪅ᨭ⤥

ڽඣ❺⚟♴タධᡤ୰ࡣᨭ⤥ࡋ࡞࠸ ڽᡤᚓไ㝈࠶ࡾ
ᅜ㸰㸱 ᆅ᪉㸯㸱

ᅜ㸯㸱 ᆅ᪉㸰㸱

ᅜ㸯㸯

⿕⏝⪅ 㸱ṓᮍ‶ ࡣᴗ㈇
ᢸ࠶ࡾ
࠸࠺⥲◊㈨᱁ྲྀᚓᨭࢭࣥࢱ࣮㸦㸧
ࠗぢ࡚ぬ࠼ࡿ㸟♫⚟♴ኈᅜヨࢼࣅ ࠘୰ኸἲつ3 ➼ࢆᇶసᡂ

⑦社会保障ｰ10

