第 32 回社会福祉士・第 22 回精神保健福祉士 国家試験

דᰱࡠጇ web ᠏ॅ
保健医療サービス
仲井

達哉（川崎医療福祉大学）

【現職】
川崎医療福祉大学 医療福祉学部医療福祉学科 講師
【経歴】
医療ソーシャルワーカーとして医療機関の勤務を経て、現在に至る
岡山県立大学大学院保健福祉学研究科博士後期課程修了（博士：保健福祉学）
社会福祉士
【専門】
保健医療ソーシャルワーク
【趣味】
アウトドア、キャンプ
【受験生の皆さんへ】
受験勉強は、自分と向き合い、自分に問いかけ、自分とたたかう、そんな根気のいる取り組み
かもしれません。しかし、皆さんが取り組まれた努力やそのプロセスは、社会福祉士・精神保健
福祉士となってクライエントに関わる際に、必ずや皆さんを、そしてクライエントを下支えする
力となるものと信じています。

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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Ϫ㸬ಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᴫせ

㸯㸬་⒪ἲ
ࠕࡇࡢἲᚊࡣࠊ་⒪ࢆཷࡅࡿ⪅ࡼࡿ་⒪㛵ࡍࡿ㐺ษ࡞㑅ᢥࢆᨭࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯ࠊ་⒪ࡢᏳ
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯ࠊ㝔ࠊデ⒪ᡤཬࡧຓ⏘ᡤࡢ㛤タཬࡧ⟶⌮㛵ࡋᚲせ࡞㡯୪ࡧࡇࢀ
ࡽࡢタࡢᩚഛ୪ࡧ་⒪ᥦ౪タ┦㛫ࡢᶵ⬟ࡢศᢸཬࡧᴗົࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯
ࢆᐃࡵࡿࡇ➼ࡼࡾࠊ་⒪ࢆཷࡅࡿ⪅ࡢ┈ࡢಖㆤཬࡧⰋ㉁ࡘ㐺ษ࡞་⒪ࢆຠ⋡ⓗᥦ౪ࡍࡿయไ
ࡢ☜ಖࢆᅗࡾࠊࡶࡘ࡚ᅜẸࡢᗣࡢಖᣢᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠖ

ɢ་⒪ἲ㛵㐃ࡋࡓᨻ⟇ɢ
 ࣭་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖ᥎㐍ἲ㸦 ᖺ㸧
  ࣭ᗋᶵ⬟ሗ࿌ไᗘ㸦 ᖺ㸧
  Ƃ㧗ᗘᛴᛶᮇᶵ⬟㸭ᛴᛶᮇᶵ⬟㸭ᅇᮇᶵ⬟㸭៏ᛶᮇᶵ⬟
  ࣭ᆅᇦ་⒪ᵓ㸹ᆅᇦ་⒪ࣅࢪࣙࣥ㸦 ᖺ㸧
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㸰㸬་⒪タࡢᴫせ
 ࠕ་⒪ἲࠖᐃࡵࡿ་⒪ᥦ౪タ
  ࣭㝔㸦 ᗋ௨ୖ㸧
  ࣭デ⒪ᡤƂ᭷ᗋデ⒪ᡤ㸦㹼 ᗋ㸧㸭↓ᗋデ⒪ᡤ㸦 ᗋ㸧
  ࣭ㆤ⪁ேಖタ
  ࣭ㆤ་⒪㝔
  ࣭ㄪ⸆ᒁ

㸱㸬㝔
 ་ᖌࡲࡓࡣṑ⛉་ᖌࡀࠊබ⾗ࡲࡓ≉ᐃከᩘேࡢࡓࡵ་ᴗࡲࡓࡣṑ⛉་ᴗࢆ⾜࠺ሙᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ ே௨
ୖࡢᝈ⪅ࢆධ㝔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢタࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸦་⒪ἲ➨  ᮲ࡢ 㸧
 ࣭㝔ࡢ㓄⨨ࡣ་⒪ィ⏬ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࠊタ⨨ࡣ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢ㛤タチྍࢆせࡍࡿ
࣭㝔ࡣࠊ୍⯡㝔ࠊ⢭⚄⛉㝔ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
 ࣭㝔ࡢᗋࡣ  ✀㢮㸻ࠕ⢭⚄ᗋࠖࠕឤᰁᗋࠖࠕ⤖᰾ᗋࠖࠕ⒪㣴ᗋࠖࠕ୍⯡ᗋࠖ
  ͤᗋࡢྜ㸸୍⯡ᗋ㸦㸣㸧ࠊ⢭⚄ᗋ㸦㸣㸧ࠊ⒪㣴ᗋ㸦㸣㸧
ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂ  ᖺ་⒪タㄪᰝ࣭㝔ሗ࿌ࡢᴫἣࠖKWWSVZZZPKOZJRMSWRXNHLVDLNLQKZLU\RVG

㸲㸬デ⒪ᡤ
 ་ᖌࡲࡓࡣṑ⛉་ᖌࡀࠊබ⾗ࡲࡓ≉ᐃከᩘேࡢࡓࡵ་ᴗࡲࡓࡣṑ⛉་ᴗࢆ⾜࠺ሙᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᝈ⪅ࢆ
ධ㝔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢタࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡲࡓࡣࠊ ே௨ୗࡢᝈ⪅ࢆධ㝔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢタࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆ
࠸࠺ࠋ㸦་⒪ἲ➨  ᮲ࡢ  ➨  㡯㸧
 ࣭デ⒪ᡤࡢ㛤タࡣࠊ⮫ᗋ◊ಟ➼ಟ་ᖌࡸṑ⛉་ᖌࡀ㛤タᚋ  ᪥௨ෆᡤᅾᆅࡢ㒔㐨ᗓ┴▱ᒆ
ࡅฟࡉ࠼ࡍࢀࡤࡼ࠸㸦チྍࡣᚲせ࡞࠸㸧
 ࣭デ⒪ᡤࡢ⟶⌮⪅ࡣ་ᖌࡲࡓࡣṑ⛉་ᖌ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
 ࣭デ⒪ᡤࡣࠊ୍⯡ᗋ࠾ࡼࡧ⒪㣴ᗋࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦ឤᰁᗋࡣタ⨨࡛ࡁ࡞࠸㸧

㸳㸬≉ᐃᶵ⬟㝔ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔
㸧࠙≉ᐃᶵ⬟㝔ࠚ ་⒪ἲ➨  ᮲ࡢ  つᐃ
   ձ㧗ᗘࡢ་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿ⬟ຊ
ղ㧗ᗘࡢ་⒪ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧホ౯ࢆ⾜࠺⬟ຊ
   ճ㧗ᗘࡢ་⒪㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ⾜ࢃࡏࡿ⬟ຊ
մ་⒪ࡢ㧗ᗘࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿ⬟ຊ
  յཌ⏕ປാ⮧ࡀಶูᢎㄆ
㸧࠙ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔ࠚ ་⒪ἲ➨  ᮲つᐃ
   ᆅᇦࡢࡢ་⒪ᶵ㛵㸦ࡾࡘࡅ་➼㸧ࢆᨭࡍࡿᆅᇦ་⒪ࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺㝔
   ձ⤂ᝈ⪅ᑐࡍࡿ་⒪ࡢᥦ౪
   ղ་⒪ᶵჾࡢඹྠ⏝ࡢᐇ
   ճᩆᛴ་⒪ࡢᥦ౪
   մᆅᇦࡢ་⒪ᚑ⪅ᑐࡍࡿ◊ಟࡢᐇ
   յ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀಶูᢎㄆ

⑩保健医療サービスｰ6


ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠕ≉ᐃᶵ⬟㝔ࡘ࠸࡚ࠖKWWSVZZZPKOZJRMSVWIVHLVDNXQLWVXLWHEXQ\DKWPO




ฟ  㸸 ཌ ⏕ປ ാ ┬ ࠕ ➨  ᅇ ≉ ᐃ ᶵ⬟  㝔 ཬ ࡧᆅ ᇦ ་ ⒪ ᨭ  㝔 ࡢ ࠶ࡾ ᪉  㛵 ࡍࡿ ᳨ ウ  ㈨ᩱ ࠖ
KWWSVZZZPKOZJRMSFRQWHQWSGI
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㸴㸬ᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤ࣭ᅾᏯ⒪㣴ᨭ㝔
 ᆅᇦ࠾ࡅࡿᅾᏯ⒪㣴ࡢᨭࢆ┠ⓗࠊ 㛫యไ࡛ࡢ デࡸゼၥ┳ㆤࢆ⾜࠺་⒪ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᣦᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤࠚ
ᆅᇦ࠾࠸࡚ᅾᏯ་⒪ࢆᨭ࠼ࡿ  㛫ࡢ❆ཱྀࡋ࡚ࠊࡢ㝔ࠊデ⒪ᡤ➼㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ 
㛫 デࠊゼၥ┳ㆤ➼ࢆᥦ౪ࡍࡿデ⒪ᡤ
࠙ᅾᏯ⒪㣴ᨭ㝔ࠚ
 デ⒪ᡤࡢ࡞࠸ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤྠᵝࠊᅾᏯ་⒪ࡢࡓࡿᢸ࠸ᡭ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㝔࡛࠶ࡾࠊୟࡘ  ᗋᮍ‶ཪࡣ༙ᚄ NP ௨ෆデ⒪ᡤࡀ࡞࠸ࡇ

 ࠙ᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤ࣭ᅾᏯ⒪㣴ᨭ㝔ࡢ࡞タᇶ‽ࠚ
࣭ 㛫㐃⤡ࢆཷࡅࡿయไࡢ☜ಖ
 ࣭ 㛫ࡢ デయไ
 ࣭ 㛫ࡢゼၥ┳ㆤయไ
 ࣭⥭ᛴࡢධ㝔యไ
 ࣭㐃ᦠࡍࡿ་⒪ᶵ㛵ࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢሗᥦ౪
 ࣭ᖺ  ᅇࠊ┳ྲྀࡾᩘ➼ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ
ߨ ᖺ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧ࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ᶵ⬟ᙉᆺࡢᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤ࣭㝔ࡀタࡅࡽࢀࡓ
                      ƃ
  ᅾᏯ་⒪ࢆᢸᙜࡍࡿᖖࡢ་ᖌࢆ  ྡ௨ୖ㓄⨨ࡍࡿࡇࠊཪࡣᅾᏯᨭ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡢ
ಖ㝤་⒪ᶵ㛵ేࡏ࡚ࠊᅾᏯ་⒪ࢆᢸᙜࡍࡿᖖࡢ་ᖌࢆ  ྡ௨ୖ㓄⨨ࡍࡿࡇ➼ࡀᇶ‽࡞ࡿ

㸵㸬ࡑࡢࡢ࡞་⒪タ࣭ᶵ⬟
࠙ᅾᏯ⒪㣴ᚋ᪉ᨭ㝔ࠚ
 ᅾᏯ་⒪ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿᚋ᪉ᗋࡢ☜ಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽ᪂タ㸦 ᖺᗘᨵᐃ㸧
 ࣭チྍᗋ㸻 ᗋ௨ୖ
 ࣭࠶ࡽࡌࡵᒆࡅฟࡓධ㝔ᕼᮃᝈ⪅⥭ᛴධ㝔ࡢᚲせࡀ⏕ࡌࡓሙྜධ㝔࡛ࡁࡿᲷࢆᖖ☜ಖ
 ࣭ධ㝔ᕼᮃᝈ⪅ᑐࡋ࡚ᅾᏯ་⒪ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ་⒪ᶵ㛵㐃ᦠࡋࠊ ࣧ᭶  ᅇ௨ୖࠊデ⒪ሗࢆ
ࡍࡿࡇ
࠙ᆅᇦໟᣓࢣᲷࠚ
 ࣭ᆅᇦໟᣓࢣᲷࡢᙺࡣࠊձᛴᛶᮇࡽࡢᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀࠊղᝈ⪅ࡢᅾᏯ࣭⏕άᖐᨭࠊճ⥭
ᛴࡢㆤタ➼ࠊ⮬Ꮿ࣭ᅾᏯ་⒪ࡽࡢᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀ
 ࣭ᅾᏯᖐ⋡ࡀ  ௨ୖ࠶ࡿࡇ
 ࣭ᑓ௵ࡢᅾᏯᖐᨭᢸᙜ⪅ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
 ࣭ᝈูࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥཪࡣࡀࢇᝈ⪅ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᒆࡅฟ࡚࠸ࡿࡇ
  ͤࠕᅇᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᲷࠖࡢㄝ᫂ΰྠࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛せὀពࠋ
     ߨ$'/ ⬟ຊࡢྥୖࡼࡿᐷࡓࡁࡾࡢ㜵Ṇ
     ߨᐙᗞᖐࢆ┠ⓗࡋࡓ▷ᮇ㞟୰ⓗ࡞ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ
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㸶㸬་⒪ィ⏬
 ་⒪ィ⏬ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵ࡢ㐺ṇ࡞㓄⨨ࡸ་⒪㈨※ࡢຠ⋡ⓗά⏝࡞ࠊ་⒪ᶵ⬟ࡢศ࣭㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿษࢀ┠ࡢ࡞࠸་⒪ࡢᥦ౪㸦ᆅᇦ⤖ᆺ་⒪㸧ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡼࡾࠊⰋ
㉁ࡘ㐺ษ࡞་⒪ࢆຠ⋡ⓗᥦ౪ࡍࡿయไࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
 ࣭㒔㐨ᗓ┴ࡀࠊ ḟ་⒪ᅪ࠾ࡼࡧ  ḟ་⒪ᅪࢆタᐃࡋࠊ⒪㣴ᗋ࠾ࡼࡧ୍⯡ᗋಀࡿᇶ‽ᗋᩘࢆ
ᐃࡵࡿ㸦་⒪ἲ➨  ᮲ࡢ 㸧
 ࣭ ḟ་⒪ᅪ㸻≉Ṧ࡞་⒪ࢆ㝖ࡃ୍⯡ࡢධ㝔ಀࡿ་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿ㝔࠾ࡼࡧデ⒪ᡤࡢᗋࡢᩚഛࢆ
┠ⓗࡋࡓࠊᆅ⌮ⓗ᮲௳ࠊ♫ⓗ᮲௳➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓ༊ᇦࡢࡇ
 ࣭ ḟ་⒪ᅪ㸻≉Ṧ࡞་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿ㝔ࡢᗋࡢᩚഛࢆ┠ⓗࡋࡓࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢆᇶᮏ༢ࡋ࡚タ
ᐃࡉࢀࡓ༊ᇦࡢࡇ
 .H\:RUG㸸   ᴗ
 ࣭࠙ ࠚࡀࢇ ⬻༞୰ ᛴᛶᚰ➽᱾ሰ ⢾ᒀ ⢭⚄ᝈ
 ࣭࠙ ᴗࠚᩆᛴ་⒪ ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ་⒪ ࡁᆅࡢ་⒪ ࿘⏘ᮇ་⒪ ᑠඣ་⒪㸦ᩆᛴྵࡴ㸧
  ͤᅾᏯ་⒪ࢆຍ࠼࡚ぬ࠼࡚࠾ࡃⰋ࠸㸦 ᴗ࠾ࡼࡧᅾᏯ་⒪㸧
 ࣭་⒪ィ⏬࡛ࡣࠊୖグ    ᴗ࠾ࡼࡧᅾᏯ་⒪ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞་⒪㐃ᦠయไࢆグ㍕ࡍࡿࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ


㸷㸬་⒪ἲࡢᨵṇ
   ᖺࡢ➨୍ḟ་⒪ἲᨵṇࡣࡌࡲࡾࠊ ᖺࡣ➨ඵḟᨵṇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ㏆ᖺࡢືྥࡋ࡚  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ་⒪ἲཬࡧ་ᖌἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖࡀබᕸࡉࢀࡓࠋ
࠙ᨵṇࡢ㊃᪨ࠚ
ᆅᇦ㛫ࡢ་ᖌ೫ᅾࡢゎᾘ➼ࢆ㏻ࡌࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ་⒪ᥦ౪యไࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ་⒪ィ⏬
࠾ࡅࡿ་ᖌࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ㡯ࡢ⟇ᐃࠊ⮫ᗋ◊ಟ㝔ࡢᣦᐃᶒ㝈ཬࡧ◊ಟ་ᐃဨࡢỴᐃᶒ㝈ࡢ㒔㐨ᗓ┴
ࡢ⛣ㆡ➼ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ
࠙ᨵṇࡢᴫせࠚ
㸧་ᖌᑡᩘ༊ᇦ➼࡛ົࡋࡓ་ᖌࢆホ౯ࡍࡿไᗘࡢタ
 ࣭་ᖌᑡᩘ༊ᇦ➼࠾ࡅࡿ୍ᐃᮇ㛫ࡢົ⤒㦂ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ་⒪ࡢ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿ་ᖌࢆཌ⏕ປാ
⮧ࡀホ౯࣭ㄆᐃࡍࡿไᗘࡢタ
࣭ᙜヱㄆᐃࢆཷࡅࡓ་ᖌࢆ୍ᐃࡢ㝔➼ࡢ⟶⌮⪅ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿ⤌ࡳࡢタ
㸧㒔㐨ᗓ┴࠾ࡅࡿ་ᖌ☜ಖᑐ⟇ࡢᐇయไࡢᙉ
࣭㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ 3'&$ ࢧࢡࣝᇶ࡙ࡃᐇຠⓗ࡞་ᖌ☜ಖᑐ⟇ࢆ㐍ࡵࡿࠕ་ᖌ☜ಖィ⏬ࠖࡢ⟇ᐃ
࣭㒔㐨ᗓ┴Ꮫ་ᒁ➼ࡀᚲࡎ㐃ᦠࡍࡿࡇ➼ࢆ┠ⓗࡋࡓࠕᆅᇦ་⒪ᑐ⟇༠㆟ࠖࡢᶵ⬟ᙉ
࣭ຠᯝⓗ࡞་ᖌࡢ㓄⨨ㄪᩚ➼ࡢࡓࡵࡢᆅᇦ་⒪ᨭົࠊ་⒪ົ⎔ቃᨵၿᨭົࡢぢ┤ࡋ
㸧ᆅᇦࡢእ᮶་⒪ᶵ⬟ࡢ೫ᅾ࣭㊊➼ࡢᑐᛂ
࣭እ᮶་⒪ᶵ⬟ࡢ೫ᅾ࣭㊊➼ࡢሗࢆྍどࡍࡿࡓࡵࠊḟ་⒪ᅪࢆᇶᮏࡍࡿ༊ᇦࡈእ᮶་
⒪㛵ಀ⪅ࡼࡿ༠㆟ࡢሙࢆタࡅࠊኪ㛫ᩆᛴయไࡢ㐃ᦠᵓ⠏࡞ᆅᇦ࠾ࡅࡿእ᮶་⒪ᶵ㛵㛫ࡢᶵ⬟
ศ࣭㐃ᦠࡢ᪉㔪ేࡏ࡚༠㆟࣭බ⾲ࡍࡿ⤌ࡳࡢタ
㸧ࡑࡢ
࣭ᆅᇦ་⒪ᵓࡢ㐩ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࡢࠊ་⒪ᶵ㛵ࡢ㛤タࡸቑᗋಀࡿ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢᶒ㝈ࡢ㏣ຍ
ฟ㸸୰ኸἲつฟ∧㸦㸧ࠗ♫⚟♴ኈ㣴ᡂㅮᗙู♫⚟♴ไᗘ➼ࡢ࡞ືࡁ࣏ࣥࢺ୍࠘㒊ຍ➹
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ϫ㸬ಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ࡢᙺᐇ㝿
࠙་⒪ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᙺࠚ
 ᖺ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧ᨵゞཌ⏕ປാ┬㏻▱ࠕ་⒪ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ᴗົᣦ㔪ࠖ࠾࠸࡚ࠊᴗົࡢ⠊ᅖ
ᴗົࡢ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ɢᴗົࡢ⠊ᅖɢ
 ձ⒪㣴୰ࡢᚰ⌮ⓗ࣭♫ⓗၥ㢟ࡢゎỴࠊㄪᩚຓ
 ղ㏥㝔ຓ
 ճ♫ᖐຓ
 մཷデ࣭ཷ⒪ຓ
 յ⤒῭ⓗၥ㢟ࡢゎỴࠊㄪᩚຓ
 նᆅᇦάື

ɢᴗົࡢ᪉ἲɢ
 ձಶูຓಀࡿᴗົࡢලయⓗᒎ㛤
 ղᝈ⪅ࡢయᛶࡢᑛ㔜
 ճࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ
 մࡢಖ་⒪ࢫࢱࢵࣇཬࡧᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
 յཷデ࣭ཷ⒪ຓ་ᖌࡢᣦ♧
 նၥ㢟ࡢண

ィ⏬ⓗᑐᛂ

 շグ㘓ࡢసᡂ➼



Ϭ㸬ಖ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ಀ⪅ࡢ㐃ᦠᐇ㝿

ɢከ⫋✀ࢳ࣮࣒ࡢศ㢮㸦 㢮ᆺ㸧ɢ
࣐ࣝࢳࢹࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ㸦࣐ࣝࢳᆺࢳ࣮࣒㸧
ከ⫋✀ࡀ᫂☜࡞ᙺศᢸᇶ࡙࠸࡚⏝⪅㛵ࢃࡾࠊྛᑓ㛛⫋ࡀಶูࡢࢣࡸ⒪ࢆ⾜࠸ࠊ┠ᶆࡶಶู
Ỵᐃࡋࠊྛ⫋✀㛫ࡢ┦స⏝ࡣᑠࡉ࠸ࠋከࡃࡢሙྜࠊ་ᖌࡼࡿ⤫ᣓ࣭ᣦ♧ࡢࡶᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋࢳ࣮
࣒ࡋ࡚ࡢከ⫋✀㛫㐃ᦠ࣭༠ാࡣᙅ࠸ࠋ

ࣥࢱ࣮ࢹࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ㸦ࣥࢱ࣮ᆺࣔࢹࣝ㸧
ᑓ㛛⫋㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㔜どࡉࢀࠊ⫋✀㛫࡛ࡢ㝵ᒙᛶࡣ࡞ࡃࠊ┦స⏝ࡀࡁ࠸ࠋࡢᑓ㛛⫋
ඹ  ࡘࡢ┠ᶆ㸦ඹ㏻ࡢ┠ᶆ㸧ྥࡗ࡚ࠊ⥭ᐦ࡞┦㐃ᦠ࣭༠ാࡼࡗ࡚⒪࣭ࢣࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ከ⫋✀㛫㐃ᦠࡀ㔜せ࡞ࡿࡀࠊࢳ࣮࣒ࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ

ࢺࣛࣥࢫࢹࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ㸦ࢺࣛࣥࢫᆺࣔࢹࣝ㸧
ከ⫋✀ࡼࡿ㐃ᦠ࣭༠ാຍ࠼࡚ࠊᙺ㛤ᨺࡀ≉ᚩ࠸࠼ࡿࠋྛᑓ㛛⫋ࡀࠊࢳ࣮࣒ෆ࡛ᯝࡓࡍࡁᙺ
ᑐࡋពᅗⓗィ⏬ⓗᑓ㛛ศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓᶓ᩿ⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ᙺࡢ௦➼㸧ࢆྍ⬟ࡍࡿࠋከ⫋✀
㛫ࡢ㐃ᦠࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋ
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