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᪂ᖺࡢࡈᣵᣜ

        ⌮㛗 ᨻ㔝 ගᘅ


᪂ᖺ࠶ࡅࡲࡋ࡚࠾ࡵ࡛࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺࡢ᪂ࢆ㏄࠼ࠊⓙࡉࡲࡣ᪂ࡓ࡞Ẽᣢࡕ࡛ࡈά㌍ࡢࡇᚰࡼࡾ࠾ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᖺࡣ♫⚟♴ἲே㢼ࡢ㇂ከ࡞ࡿࡈ⌮ゎࡈᨭࢆ㈷ࡾᚰࡼࡾ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ᖺࢆࡾ㏉ࡾࡲࡍࠊᐶᐜ࠸࠺ゝⴥࢆษࡋ࡞ࡅࢀࡤᛮࢃࡉࢀࡓୡ┦࡛ࡋࡓࠋ㹃㹓࡛ࡢ
㞴Ẹၥ㢟ࡸࠊ࣓࡛ࣜ࢝ࡢ⤫㡿㑅ࠊᅜෆࡶࡲࡓࡋࡾ࡛ࡍࠋ⮬ศࡢពἢࢃ࡞࠸ࠊே㐩ࡣᩛ
ぢ࡞ࡋ࡚㝖ࡍࡿ㢼₻ࡀᗈࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡶ࠺ᑡࡋேࡢᚰᐤࡾῧࡗ࡚ᛮ࠸ࢆᕠࡽࡍᰂ
ࡽ࠸ᚰࢆᛮࢃࡎࡣ࠸ࢀࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓࠊࡈᏑ▱ࡢࡼ࠺┦ᶍཎ࠾࠸࡚ࡶ③ࡲࡃࠊఱࡶゝ࠸ࡼ࠺ࡢ࡞࠸ὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢ௳
ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋ⚾㐩ࡢከࡃࡢ▱ேࡀᜍᛧᝒ࡞௳ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡲࡋࡓࠋὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡣ
ࡸࡲࡧࡇᕤᡣ࡛ࡶከࡃࡢே㐩ࡀ⏝ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋぶࡢẼࠊ㏻ᨾ࡞▷ᮇධᡤ࡛ࡢ⏝
࡞ࠊࡇࡢᆅᇦࡣ↓ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸୰᰾ࡢタ࡛ࡍࠋ௳ᙜࡶከࡃࡢ▱ேࡀࡸࡲࡺࡾᅬ࡛
⏕άࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᙜࡢᙼࡽࡢᜍᛧࡸΰࢆᛮ࠺ࡁఱࡶࡸࡾࡁࢀ࡞࠸ᛮ࠸࡛ࡍࠋ⿕ᐖ
㐼ࢃࢀࡓ᪉ࠎࡀ୍᪥ࡶ᪩ࡃᏳᐃࡋࡓ⏕άࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇࢆ㢪࠺ඹࠊ≛≅࡞ࡽࢀࡓከࡃ
ࡢ᪉ࠎࠊᚰࡼࡾࡢࡈෞ⚟ࢆ࠾♳ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
┴ཬࡧᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᑐᛂ᳨ドᚋࡢⓎ㜵Ṇ⟇ࢆ┠ⓗࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓ➨୕⪅ጤဨࡢ
ሗ࿌࡛ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ┴ࡢሗ࿌ࡀ↓ࡗࡓ࡞㐺ษ࡞ᑐᛂࡀᣦࡉࢀࠊࡲࡓࠊ┴ᑐࡋ࡚
ࡶ≧ἣᢕᥱࡸሗࡢඹ᭷㊊࡞ࡀᣦࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛᪥㡭ࡽᣦᐃ⟶⌮⪅ࡽࡢ
ሗᥦ౪ࡸ┦ㄯࡀᐜ᫆ฟ᮶ࡿ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡀᚲせሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚾㐩ࡢἲே࠾࠸࡚ࡶࠊ⥭ᛴࡢᏳᑐ⟇ࢆ☜ㄆࡍࡿඹࠊ᪥㡭ࡼࡾ┦ᶍཎᕷࡢሗඹ
᭷ࠊ┦ㄯࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⫋ဨ୍࡞ࡗ࡚༴ᶵ⟶⌮ᑐ⟇ࠊᏳᑐ⟇ࢆᚭᗏࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀྠ⚾㐩ྲྀࡗ࡚ษ࡞ࡇࡣࠊࡸࡲࡧࡇᕤᡣ㏆㞄ᆅᇦ࡞ࡢ㛤ࢀࡓὶࠊ
㛵ࢃࡾྜ࠸ࡢ᥎㐍࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ⮬㛢⪅సရᒎࡢฟရࠊ༠ຊࡸᜏࡢᆅᇦὶࣂࢨ࣮
㛤ദࠊሗ㹔㹇㹃㹕ࡢⓎ⾜࡞ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗࡾࠊ㞀ᐖ⪅ࡸ㞀ᐖ⪅タᑐࡋ࡚ࡢ೫ぢࡢ࡞
࠸ሗᨭࢆ♫ᗈࡃ࠸ࡁࢃࡓࡽࡏࡿດຊࢆࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ᮏᖺᗘࡶ㢼ࡢ㇂ࡢ㐠ႠࡣཎⅬ࡛࠶ࡿࠕ⏝⪅ࡢ୍ேࠎᐤࡾῧࡗࡓࡁࡵ⣽࡞ᨭࠖࡢᐇࢆ᥎
㐍ࡍࡿࡃࠊ⫋ဨඹྛ⏝⪅ࡢᨭࢆ☜ㄆࡋྜ࠸ࠊ⏝⪅‶㊊ᗘࡢ㧗࠸ἲேࠊタ㐠Ⴀࢆ┠ᣦ
ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᭱ᚋ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊⓙᵝ᪉ࡢࡈᗣࡈከᖾࢆᚰࡽ࠾♳ࡾ࠸ࡓࡍࡶࠊ୍ᒙࡢࡈᨭ
ࡈ༠ຊࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺⾺ᚰࡼࡾ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ


ᖺࡶ㛤ദ㸟ᆅᇦὶࣂࢨ࣮ݜ



࠙᪥⛬ࠚᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸲᪥ ᪥᭙᪥㸦ணᐃ㸧
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࠙ሙࠚࡸࡲࡧࡇᕤᡣ㸦┦ᶍཎᕷ୰ኸ༊⏣ྡ㸵㸰㸱㸴㸫㸱㸧
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┦ᶍཎ⮬㛢ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾ
 ┦ᶍཎࢆ୰ᚰࡋࡓᆅᇦ⏕άࡢᨭయไࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᖺ㸵᭶ࡢὠஂ
ࡸࡲࡺࡾᅬ࠾ࡅࡿ௳ࡀⓎ➃࡛࠶ࡿࠋධᡤ⪅ࡢ␗ືඛࡣ☜ಖࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊྠᅬࡢ
ᢸࡗ࡚࠸ࡓᙺࡣࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ▷ᮇධᡤࢧ࣮ࣅࢫࡶᥦ౪ࡉࢀࠊᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࡶᨭࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ⌧≧ཷࡅධࢀ୰Ṇࡢ≧ែ࡛ࠊᩘᖺࡣᐇࡉࢀ࡞࠸ࡇᛮࢃࢀࡿࠋ

 ࡢࡼ࠺࡞⏝ࡢ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࠊ࠼ࡤࠊࡈᐙ᪘ࡀධ㝔ࡋࡓࡸࠊ⾜ື㞀ᐖ࡞
ࡀ࠶ࡾᖖぢᏲࡾࡀᚲせ࡛ࡈᐙ᪘࡞ࡢᨭࡢ᰿ᖿࢆᢸ࠺᪉ࡢࣞࢫࣃࢺࡢࡸࠊ⾜ື㞀ᐖ
ࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡈᐙ᪘ࡸ㛵ಀࡍࡿᨭᶵ㛵ࡀᅔ❓ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡈᮏேᑐࡍࡿࢭࢫ
࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊᨭࢆ❧࡚┤ࡍ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᖺᮎᖺጞࡶᖺ࡞ࡽ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
᪉ࡶ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᴫࡢ㏻ᡤタࡣࠊఇᡤࡢᮇ࡛࠶ࡿࠋ㸯㐌㛫ࡈᐙ᪘ࡀᨭࢆᢸ࠺ࡢࡣ㞴
ࡋ࠸ᐙᗞࡶ࠶ࡿࠋࡶ㛵ࢃࡽࡎ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨭࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᨭ⪅ࡢ༠ຊࡶ࠶ࡾࠊ⾜ືㆤࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᨭࡼࡾᆅᇦ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ
ࡢ᭱ప㝈ࡢㄪᩚ࣭ᨭࡣ⾜࠼ࡓᛮ࠺ࠋࡋࡋࠊᨭ⪅࡞ࡾࡢ↓⌮ࢆᙉ࠸ࡓࠋᙜࢭࣥࢱ࣮
ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸⾜ື㞀ᐖࡢ᪉ࡣ࠺࡞ࡢࡔࢁ࠺㸽᫂ࡽᆅᇦ⏕άࢆࡍࡿୖ
࡛ࡢ┦ᶍཎᕷ࿘㎶ࡢᨭయไࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊࡢᴗᡤࢆ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾ẕࡉࡲࡢ┦ㄯࢆཷࡅࡓࠋᖺᮎᖺጞ㸯㸮᪥ࡢఇࡳࡀ
࠶ࡗ࡚ࠊ࠺ࡋࡓࡶࡢ࠸࠺ࠋᅔ❓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋᴗᡤࡣఇࡳ㐣ࡂࡔゝࢃࢀ࡚࠸
ࡓࠋᮏேࡢពྥᐤࡾῧ࠸ࠊእฟࡋࡓࡃ࡚ࡶయຊⓗ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋゝࡗ࡚ᐙࡢ୰࡛㐣
ࡈࡍࡣ㝈ᗘࡀ࠶ࡿࠋࡍࡿࢫࢺࣞࢫࡽ⮬യࡸᐖࠊ≀ᦆ⮳ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ

 ࡇࢀࡣᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡋ࡚ࠊὠஂࡸࡲࡺࡾᅬࡢᢸࡗ࡚࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺
┦ᶍཎᕷࢆ୰ᚰࡋࡓᕷ⏫ᮧࡀண⟬ࢆ❧࡚࡚ࠊ㐜ࡃ࡚ࡶ᮶ᖺᗘ᪩ࠎࡣࠊᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ື࠸࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋࡋࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋࠊ⾜ᨻᑟ࡛ື࠸࡚࠸ࡿ
ࡢࡣࠊ㧗㱋⪅タࡸ㞀ᐖ⪅タࡢ㜵≢ᑐ⟇࡛࠶ࡿࠋ☜ࡑࡢ᪉ࡀከࡃࡢ᪉ࡢᏳࡸࢽ࣮ࢬ
ᛂ࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸࡚ࠊබⓗ࡞ຓᡂ࡛㜵≢࣓࢝ࣛࢆྲྀࡾࡘࡅ࡚ࡃࢀࡿࡢࡣ᭷ࡾ㞴࠸ࠋ
 ࡔࡀࠊࡇࢀ࡛ࡣࠊᅇࡢ௳ࡢ≛≅࡞ࡗࡓ᪉ࡣࠊᾋࡤࢀ࡞࠸ࠋ≛≅࡞ࡗࡓ᪉ࡢ୰ࡣ
⚾㐩ࡀᨭࡋ࡚࠸ࡿ㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖࢆక࠺⮬㛢⪅ࡶ࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ⮬㛢ࡢ㞀ᐖ≉ᛶࡢ୍
ࡘࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㉁ⓗ㞀ᐖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋពᛮ㏻ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ㞀ᐖ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲࢆᮏேྜࢃࡏ࡚⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀ㞴ࡋ࠸㞀ᐖ࡛࠶ࡿࠋᴫࠊ⚾㐩ࡢᩍ⫱ᣦᑟ᪉ἲࡣࠊ♫㡰ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࠊ
ࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬㛢⪅ࡣࡑࡇ㞀ᐖࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆ↓
⌮ᙉ࠸ࡉࢀࢀࡤࠊㄡ࡛ࡶఱࡋࡽࡢၥ㢟ࢆ᮶ࡍࠋ⮬㛢⪅ࡢሙྜࡣ⮬യࡸᐖࠊ⾜ືṆࠊ≀
ᦆ⮳ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋࡋࠊᮏேࢃࡾࡸࡍ࠸ᥦ♧ࡢ᪉ࡸ⎔ቃタᐃ㸦ࣂࣜࣇ࣮ࣜ㸧ࡍ
ࢀࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡣ㉳ࡁ࡞࠸ࡢࡔࠋᅇࡢ௳ࡣ㞀ᐖ⪅ࡢከᵝᛶࡸᅛ᭷ᛶࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸ࡇ
ᑾࡁࡿࠋ⚟♴ࡸᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡣࠊ⮬㛢⌮ゎࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡀࡕࡔࡀࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡴࡋࢁࡑࡢࡼ࠺࡞❧ሙࡢ⪅ࡢ↓⌮ゎࡀ⾜ື㞀ᐖࢆ⏕ࡳฟࡋࠊ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣධᡤ⏕άࢆవ࡞
ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖࡀ࠶ࢁ࠺ࡶ㧗㱋࡞ࡾయࡢᶵ⬟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡋ࡚ࡶᮏேࡽࡋ࠸⏕άࢆࡍࡿ
ᶒࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡈᮏேࡀ⮬ศ࡛ࡼࡗࡓᛮ࠼ࡿ♫ࢆ┠ᣦࡍࡇࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᘓ๓࡛࠶ࡗ
࡚⥡㯇ࡈ࡛࠶ࡗ࡚ྍ⬟ᛮ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀ࡛ࡶࡑࢀᣮᡓࡋ⥆ࡅࡿࡇࡀ≛≅⪅ࡢ࠺
࡛ࡁ࡞ࡗࡓே⏕ሗ࠸ࡿࡇᛮ࠺ࠋ
㸦⸆ᖌ㸧
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２０１７年１月１５日発行

風の谷ＶＩＥＷ

２０１７年１月１５日発行

風の谷ＶＩＥＷ

ガイドヘルプ
サービス事業

社会福祉法人風の谷は
カラオケや食事など
多様な福祉サービスが自閉症を伴う利用者一人一人の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫

グループホーム事業

のお好きな活動を楽し

することにより、自閉症を伴う方々が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営む

ご家族と暮らす機会を保ちながらホー

んでいただけるように

ことができるよう支援することを目的としています。

ムでの生活を行う、週末帰宅型のグループ
ホームを行っています。

プランを作成し、ヘルパ
ーを派遣しています。

『地域生活』 一言で説明できない難しい言葉だと思いますが、みなさんが地域で「自分らしく」暮ら

ゲームや工作、お花のお手入れや季節の

していくことと思っています。１９９８年にやまびこ工房が開所し、利用者さんと私たち支援者が一緒に

野菜作りなど皆さんお好きな活動を楽し

過ごしてゆく中で必要なことが見えてきました。そして契約の時代になり福祉サービスも増えました。そ

んでいます。

の中で支える仕組みを作ること、また続けることがとても重要と考えます。一人一人を多面的にサポート

移動介護サービス
２００６年開始

短期入所事業
地域での暮らしを継続するために

し豊かな生活を目指して、まだまだ試行錯誤の風の谷です。今回は地域生活を支える風の谷の事業を皆さ

も、通所しながらご自宅以外で過ご

んに知ってもらえたら……と思います。

せる場所を提供しています。ご家族

綺麗な花が

の病気や緊急時の受け入れなども

咲きました。

行っています。
短期入所 ２００８年開所

ナウシカ

２００１年開所
やまびこ工房 １９９８年開所

第二やまびこ工房 ２０１５年開所
相模原自閉症支援センタ―
２００３年開所

生活介護事業（やまびこ工房・第二やまびこ工房）
個人に合った自立課題や受注作業、自主製作活動をしていま

相談事業（相模原自閉症支援相談室・

相模原自閉症支援センターは

す。できた自主製作品は６月の地域交流バザーや１１月のやま

相模原南自閉症支援相談室）
障害のある方が豊かな社会生活を営むことが出
来るよう地域生活への移行、定着に向けた支援、
それから福祉サービスなど

「ベジたべーな」に

の利用計画の作成を行って

颯爽と納品です！

います。

びこ会作品展で販売しています。またＪＡ「ベジたべーな」で

短期入所やガイドヘルプ

の常設販売もあり、毎週利用者さんが支援者と一緒に納品に出

サービスをやってるよ！

かけています。最初は未経験だったので利用者さんの中に戸惑
いがあったかと思いますが、今では慣れてきて複数の利用者さ

自主製作品の
アイロンビーズ製作中！

んと納品しています。
風の谷での役割、地域での役割…大切にしたいと思います。

また、相模原南自閉症支援
相談室は第二やまびこ工房
にあります。
４

風の谷ＶＩＥＷ

５

風の谷ＶＩＥＷ
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࠸ࡃ
ࡃࡘࡢ◊ಟཧຍࡋ࡚
㹼⮬㛢
ࡢ⌮ゎ㹼



 㸲᭶ࡽࡸࡲࡧࡇᕤᡣ᮶࡚ࠊ࠶ࡗ࠸࠺㛫᪂ࡋ࠸ᖺࢆ㏄࠼ࡲࡋࡓࠋ᪥ࠎ⮬㛢ࡢ⏝⪅㛵ࢃࡿ୰
࡛ࠊ႐ᛣယᴦࢆࡶࡋ࡞ࡀࡽࠊᨭဨࡋ࡚ᐇࡋࡓẖ᪥࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊᝎࡴࡇࡶࡓࡃࡉ
ࢇ࠶ࡾࡲࡍࠋⓙࡉࢇࡼࡾࡼࡃ⏕άࡸάືࢆࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠊᣢࡗ࡚࠸ࡿຊࢆⓎࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠊᏳᚰ࡛
ࡁࡿሙ࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ᛮ࠸࡞ࡀࡽࡶ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞◊ಟ࠸࠺ᶵࡣࠊ
ఱၥ㢟ࡸㄢ㢟ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ⪃࠼᪉ࡸᨭࡢ᪉ἲࡘ࠸୍࡚ᗘ❧ࡕṆࡲࡾ⪃࠼ࠊࡁࡃ῝྾ࡍࡿሙ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺⚾ࡣឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸷᭶ཧຍࡋࡓ⚄ዉᕝ┴ᙉᗘ⾜ື㞀ᐖᨭ⪅㣴ᡂ◊ಟ࡛ࡣࠊ⮬ศࡢయࢆയࡘࡅ࡚ࡋࡲ࠺⮬യࡸே
ᡃࢆࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ᐖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕άᨭ㞀ࡀฟ࡚ࡁ࡚ࡋࡲ࠺⛬ࡢ⾜ືࡢṆ࡞ࡢ⾜ື㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ᪉
ࢆ㐺ษᨭࡍࡿⅭࡢᡭἲࢆᏛࡧࡲࡋࡓࠋ⚾ࡓࡕᨭ⪅ࡣࠊࡑࡢ⏝⪅ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡸၥ㢟ᛮࢃࢀ
ࡿ⾜ືࡢ⾲㠃ࡔࡅࢆぢ࡚ࠊᑐᛂ⤊ጞࡋ࡚ࡋࡲ࠸୍ⓗࡑࡢ⾜ືࡀⴠࡕ╔ࡃࡇࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊㄢ㢟ࡸၥ
㢟ࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓ㐪࠺ࡓࡕ࡛⾲ฟࡋ࡚ࡃࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࢆࠊịᒣࡢỈ㠃ୖࡢ
ịぢ❧࡚࡚ịᒣࣔࢹࣝゝ࠸ࡲࡍࠋỈ㠃ୖࡢịࢆࡗ࡚ࡶࡲࡓỈ㠃ୗࡢịࡀฟ࡚ࡃࡿࡽ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ
⮬㛢ࡢᇶᮏⓗ࡞⌮ゎࢆᏛࢇ࡛࠸࡞࠸ࠊㄔᚰㄔពᨭࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸ࡇࡢ◊ಟ࡛ᐇឤ
ࡋࡲࡋࡓࠋ

୍᪉ࠊᙉᗘ⾜ື㞀ᐖ◊ಟ␗࡞ࡗࡓどⅬ࡛⮬㛢ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡽࢀࡿ◊ಟࡀ┦ᶍཎ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ
ࡀࠊ┦ᶍཎ⮬㛢ㅮᗙࡢ㹒㸿㹉㸿㹋㹓㹐㸿Ǯ 㹑㸰㸮㸮㸮ࡢ⠈ඛ⏕ࠊࡉࡀࡳࡣࡽᑎᑠᒇࡢゅ⏣ඛ⏕ࡢ◊ಟ
࡛ࡍࠋ⮬㛢⪅ࡣࠊᖹ⩏⪅ࡔ࠸࠺ಙᛕࡅࡉࢀࡓ◊ಟࡢࡼ࠺ᛮ࠼ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕᨭဨࡣࠊ
⏝⪅ࡗ࡚⤫୍ࡋࡓᨭࡀษ࠸࠺どⅬࡽࠊⰍࠎ࡞ព࡛ᯟ⤌ࡳࡸࡓࡕࡽධࢁ࠺ࡋࡲࡍࠋ
ᙺࡣࡈᮏேࡓࡕ࡞ࡢࠊࡈᮏேࡀฟ᮶ࡿࡇࡸฟ᮶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇࡶఱ࡛ࡶᨭ⪅ࡀࡸࢁ࠺ࡋ࡚
ࡋࡲ࠺࡞ฟ㐣ࡂ࡚ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡶࠊᙺࡣ⏝⪅ࡢⓙࡉࢇ࡛⚾ࡓࡕࡣࢃࡁᙺ࡛ࡍࠋ࿘
ࡾ࠸ࡿ⚾ࡓࡕࡣࠊࡈᮏேᑐࡋ࡚⮬㛢ࡢ≉ᛶࡸ⌮ゎࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࡋ࡚ࡢ㨩ຊࡸຊࡀ࠶ࡿࡇࠊ
ࡲࡓࡈᮏேࢆಙࡌࡿࡇࡀࡸࡣࡾ࡛࠶ࡿࡇࢆᏛࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
 
ཧຍࡋࡓ◊ಟࡼࡗ࡚どⅬࡸ⪃࠼᪉ࡀ㐪࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡗ࡚ࡣࢀࡶ᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋᕤᡣࡢ⏝
⪅ࡢᵝᏊࡸ㐣ཤฟࡗ࡚ࡁࡓ⮬㛢ࡢ᪉ࡸࡑࡢࡈᐙ᪘ࡀᾋࢇ࡛ࡁࡓࡾࡋࡲࡍࠋࡇ࠺࠸࠺⌮⏤࡛ࡑࡢ⾜
ືࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊࡇࡕࡽࡢ㛵ࢃࡾࡑ࠺࠸࠺ཷࡅṆࡵ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ᛮ࠺ࡇ
ࡀከࠎ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ▐㛫ࡣࠊ⚾ࡗ࡚㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࡞ᛮ࠸┬ࡍࡿࡇࡶ࠶ࢀࡤࠊࡇࡢᨭ࡛Ⰻ
ࡗࡓ☜ಙࡍࡿࡇࡀ◊ಟࡢ୰࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢ☜ಙࢆᦂࡽࡀࡏࡿࡇࡶ◊ಟࢆཷࡅࡿࡇࡢព
⩏ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ᫂᪥ࡽࡢⓙࡉࢇࡢ㛵ࢃࡾࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡇ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦⏿ᒣ㸧
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⚾ࡀ㹋ࡉࢇ㛵ࢃࡾጞࡵࡓ㡭ࠊ㹋ࡉࢇࡣቨࡸ≀ࢆᙉࡃ྇࠸ࡓࡾࠊࡣࢯࣇᐷ㌿ࡀࡗ࡚ື࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
ࡋࡲࡗࡓࡾࠊㄪᏊࡁࡃἼࡢ࠶ࡿᵝᏊ࡛ࡋࡓࠋ≉≀྇ࡁࡣᨾពࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏆ࡃ࠸ࢀ
ࡤ࣊ࣝࣃ࣮࡛ࡉ࠼ࡶ྇࠸࡚ࡋࡲ࠺≧ែ࡛ࡋࡓࠋ
࢞࣊ࣝ୰ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ᵝᏊࡀ⥆ࡁࠊ
ࠕዪᛶࡢ࣊ࣝࣃ࣮࡛ࡣ㹋ࡉࢇࡢᏳࢆ☜ಖࡋࡁࢀ࡞࠸ࠖ࠸࠺ពぢࡶ
ฟ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㡭ࠊࡇࡇ࡛ㅉࡵ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࣊ࣝࣃ࣮ྠኈ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㹋ࡉࢇ
ࡢ⾜ືࡣయㄪࡢᔂࢀࡽࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡲࡋࡓࠋయㄪࡢᔂࢀࡣ᭹⸆ࡼࡿᙳ㡪ࡶ⪃࠼ࡽࢀ
ࡓࡓࡵࠊࡈᐙ᪘᭹⸆ࡢㄪᩚࢆ౫㢗ࡋࡓࡇࢁࠊࡍࡄຠᯝࡀฟጞࡵࠊ᪥୰άືⴠࡕ╔ࡁࡀぢࡽࢀጞࡵࡲࡋ
ࡓࠋ࢞࣊ࣝࡶᏳ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊఱࡼࡾࡶ㹋ࡉࢇࡢ⾲✜ࡸࡉࡀᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ࣊ࣝࣃ࣮ࡶᏳᚰࡋ
࡚㹋ࡉࢇ㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⌧ᅾࡣࠊ࢛࣮࢞࣊ࣝ࢘࢟ࣥࢢࣉࣛࣥ࡞ࡶྲྀࡾධࢀࠊ㹋ࡉࢇࡢᗣࡢ⥔ᣢດࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋฟࡣ࢘
࢚ࢫࢺࢆ ࡗ࡚ࠊᮏேࡀ⭡㒊⭾‶ࡼࡿⱞࡋࡉࢆᢪ࠼࡚࠸࡞࠸➼ࠊ㹋ࡉࢇࡢయㄪࡢኚẼࡅࡿᕤኵࢆࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

㹋ࡉࢇࡢㄪᏊࡀᔂࢀ࡚࠸ࡓ㡭ࠊࡍ࡚ࡢ࣊ࣝࣃ࣮ࡀㅉࡵࡎᨭࢆ⥆ࡅࡓࡇࡣࠊᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺࡛ࠊ୍㒊
࡛ࡣᙜࡓࡾ๓࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋㄡࡶࡀᙜࡓࡾ๓㞀ࡀ࠸⪅᥋ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ᪥ࡀࡃ
ࡿࡲ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣ᪥ࡶࠊᙜࡓࡾ๓ࡢࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ              㸦బ㔝㸧







ࠕ୍Ẽᐮࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࡡࠖ
ࠕ࠶ࡕ㸫ࠖ
ࠕࡡࡳ࣮ࠖ
ࠕᐷࡍࡂ࡛ࡍࡼࠊࡶ࠺㉳ࡁ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ
᭱㏆ࠊࢼ࢘ࢩ࢝ࡢᮅࠊ⏝⪅ࡉࢇࡢᩓṌ୰ᐃ␒࡞ࡗ࡚࠸ࡿヰ࡛ࡍࠋ
ࡈ㏆ᡤࡢ᪉ࡶኌࢆࡅ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀከࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋసရᒎࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࡢᥖ♧ࡸࢫࢱࢵࣇࡀୡヰࢆࡋ
࡚࠸ࡿ⳥ࡢⰼࢆぢ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࡶࠕࡲࡓ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠖ
ࠕ࠾ⰼࡁࢀ࠸ဏ࠸࡚࠸ࡲࡍࡡࠖ➼ࡢኌࢆࡅ࡚
࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ඛ᪥ࠊ෭࠼㎸ࢇࡔ᪥ࡢᮅࠊᣵᣜࢆࢃࡋࡓࡈ㏆ᡤࡢ᪉ࡽࠕᐮࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࡡࠖゝࢃࢀࡓࡢࡇ࡛ࡍࠋ
୍⥴Ṍ࠸࡚࠸ࡓ㸿ࡉࢇࡣ༶ᗙࠕ࠶ࡕ࣮ࠖ⟅࠼ࠊୖ╔ࢆ⬺࠸࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃ㏉ࢆࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡕࡻ࠺᪥ࡀᙜࡓࡿሙᡤࡔࡗࡓࡓࡵᬬ࠸ឤࡌࡽࢀࡓࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢഅ↛ࡢ୍⮴ࠕ࠶ࡽࠊඖẼ
࡛࠸࠸࡛ࡍࡡࠖ࠸➗㢦ࢆࢃࡍࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࠸ࡘࡶᩓṌ୰㏻ࡾ㐣ࡂࡿ♫ࡢࡑࡤ࡛ࠕࡡࡳ࣮ࠖࡢኌࠕᐷࡍࡂ࡛ࡍࠖࡘࡗࡇࡴ⚾ࡢኌࠊࡑࢀ
⥆࠸࡚♫ࡢ୰ࡽ⪺ࡇ࠼ࡿ➗࠸ኌࠋẖᮅࡢࡇ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࡘࡶ㏻ࡾࡢࡸࡾࡾࡀ࿘ᅖࢆࡲࡏࡿࡇࡶ
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓఱẼ࡞࠸᪥ᖖࡢ㢼ᬒ⚾ࡓࡕࡶຍࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ㸳ྡࡢ⏝⪅ࡉࢇࡈ㏆ᡤࡉࢇࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝
ࡵ࡚࠸ࡅࡓࡽ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏᖺࡶ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ                        㸦㔝⏣㸧
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