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１．はじめに

 țȸȠȬǹૅੲǛǊƙǔऴѬᛐᜤ 
昨年度行った「広義のホームレス支援の先進事例とあるべき仕組みに関する調査研究事業」での明
確な目的は、ホームレスの自立支援等に関する特別措置法（以下、ホームレス自立支援法と略称）の
期限を迎えるにあたって、今後の根拠法が対象とすべき人々が誰であるかを、数量的におさえること
と、支援策や支援メニューの実態把握、そしてその評価の、可能な限り多くの集計から得られた具体
的数値にもとづく測定にあった。その目的はある程度達したと判断している。
今年度の申請書には、「広義のホームレスの可視化と支援策に関する調査研究事業（平成  年度社
会福祉推進事業）KWWSZZZKRPHOHVVVXUYH\MS」
（以下、前回調査と記すことがある）によって明らか
になった問題・課題の領域についての先進事例を収集し、当該領域に対するあるべき仕組みを導出す
る」、ということを掲げている。この課題設定には、前回調査が量的解析だけにとどまったので、得ら
れた多くの回答から、より分野別に、たとえば、路上生活の経験のない居住不安定者の状況、女性、
障がいを有した人、学歴に関わること、就労を果たした人、矯正施設退所者（以下、刑余者と略称）
別に、個票や支援団体別にさかのぼった分析をする必要性があったこと。また、ホームレス支援のメ
ガネ、チャネルだけ通して得られた当事者像や支援の仕組みづくり以外に、対象者は似通っていても、
他法他施策の根拠法や根拠施策にもとづく、高齢者福祉支援、障がい者支援、新しいセーフティネッ
トに代表されるような就労支援、刑余者関連の地域生活定着支援センターなどのチャネルでは、どの
ような支援のあり方が模索され、実践されているのか。こうした実態を調査することが、われわれの
次の課題であるという認識から書かれたものであった。
もちろん、税と社会保障の一体改革を背景とした、今後の社会保障のあり方に関して、ホームレス
支援団体から編み出された感のある、伴走型支援の導入と拡散、民間活用、ハウジングの提供などが
重点課題とされていることは、ある意味喜ばしいことである。さらに雇用の創出や子供の貧困、貧困
のスパイラルの解消、多重債務の解決などとセットもので構想されていることも認識している。この
こと自体は、ホームレス支援団体の長年の努力の成果がナショナルに採用されつつあるということの
達成感はあると同時に、生みの親であるホームレス支援ということばが実際なくなっていることから
も、生活困窮、社会的困窮への関心の高まりの方向性のあり方に、少々違和感を持つことも事実であ
る。
しかしホームレス支援団体の実施する調査として、やはり隣の芝生で行われていることのキャッチ
アップなしには、ホームレス支援の実績と果実を確実に継承していけないという危機感のもとに、昨
年度の調査の深い掘り下げよりは、パーソナル・サポート事業、チャレンジネット事業、刑余者の地
域生活定着支援センター事業の実態把握に努めることにした。とくに伴走型支援という観点で、パー
ソナル・サポートと地域定着の事業により着目する調査を実施した。その調査のかけ方の濃淡や、今
回提示できるアウトプットの性格については、本論で触れるが、時間の制約もあり、主にパーソナル・
サポート事業の暫定的な報告となっている。チャレンジネットと刑余者支援については、調査のとば
口に達した段階であり、チャレンジネットは基礎資料として掲載するにとどめ、刑余者支援はホーム
レス支援と刑余者支援の双方にかかわる複数団体と、当該問題に社会的関心を巻き起こした山本譲司
氏との座談会のまとめという形で提供し、今後の継続的調査に引き継ぐ所存である。
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ࣥࣇࣛ㒊㛛ࡢ╔┠࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡢࡼ࠺ཷ
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ࡿࡢ࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ࡸࠊࡸࢀࡿࡇࡸࡾࡁࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࠊ࡞ࠊᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࣡ࡢࡼ࠺
࡞ᩍカࢆ࠶ࡓ࠼ࡿࡢࠊࡲࡓ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡸไᗘࡀࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᚲせ࡞ࡿࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ࣇ࣮ࣜࢫࢱ࡛ࣝ࠸࠸ࡢ࠺ࠊᥦゝࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
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ࣕࢵࢳࡍࡿࡢࠊSOS ࢆࡢࡼ࠺Ⓨぢࡋࡘ࡞࠸࡛ࡺࡃࡢ࠸࠺ࡇࢁࡶᐦ᥋ࢃࡿࡶ
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㸱㸬࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡼࡿᑐ㇟⪅ࡢⓎぢࡘ࡞ࡂࡢ⌧≧
ࡇࡢㄪᰝࡣࠊ2010 ᖺᗘࠕᗈ⩏ࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢྍどᨭࡢ⌧≧ㄢ㢟ࠖㄪᰝࡢᚋ⥅࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡃࡘ☜ㄆࡍࡁࡇࢆิᣲࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡎ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡢ≉㉁
ࡋ࡚ࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࠸࠺ᨭࡢධཱྀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࠶ࡿࠋᅗ 3-1 ࡢࡼ࠺ࠊ㊰ୖࡸ⅕ࡁฟࡋ
࡞࡛ࡢࣇ࣮ࢫࢺࢥࣥࢱࢡࢺࡀࠊ≉⛣⾜⪅➼ㄪᰝ࠾࠸࡚ࡣࢺࢵࣉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏேࡽࡣࠊ1
๓ᚋ࡞ࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࣞࣇ࣮ᆺࡣ⚟♴ົᡤࠊࡢᨭᅋయࠊ✀ࠎࡢタࡽࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ▹ṇタࡸ㆙ᐹࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࠊࣞࣇ࣮ࠊᮏே࠸࠺ࡁ࡞ὶࢀࡢ୰࡛ࠊࡇࡢ
࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡀ 3 ศࡢ 1 ๓ᚋࢆ༨ࡵࡿ࠸࠺ࡇࢆᙉㄪࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ᅗ 3-1 ࢥࣥࢱࢡࢺ⤒㊰

  

⛣⾜⪅➼ㄪᰝ                  ධᒃ⪅ㄪᰝ

࣮࣒࣍ࣞࢫ≧ἣࡢᗈ⠊ࡉ࠸࠺ព࡛ࡣࠊᅗ 3-2 ࡢࡼ࠺ࠊ㊰ୖ⏕ά⤒㦂ࡢẚ⋡ࡣࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝ
࡛࡞ࡾ␗࡞ࡿࡀࠊ⤒㦂࠶ࡾ࡛ࡶࡑࡢᮇ㛫ࡣ࡞ࡾ▷ࡃࠊ⤒㦂࡞ࡋࡢሙྜࡶᒃఫᏳᐃ≧ἣࡀࡼࡃ
ぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡇࡢᐇࡀࠊ⌧௦᪥ᮏ♫ࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫ≧ἣࡢᮏ㉁࡛࠶ࡾࠊ๓ᅇࡢㄪᰝࡣࡓࡲࡓࡲ࣮࣍
࣒ࣞࢫᨭᅋయࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᒃᡤࡀᐃࡲࡽ࡞࠸㸭ᒃᡤࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ⏕άಖㆤࢆ㛤ጞࡋࡓࢆྲྀࡾୖ
ࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓࡢࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢ❆ཱྀ࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘྠࡌ≧ἣࡀ࠺ࡀ
ࢃࢀࡿࡢࠊࡢ⛬ᗘࠊᗈ⩏ࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫ≧ἣ㔜࡞ࡿࡢὀ┠ࡋࡓ࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
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図 

直
直前の居住場
場所

移行者
者調査

入
入居者調査

福祉事務所
所


図 

支援期間 

また伴走
走型支援は、
、ホームレス支
ス支援のひとつ
とつの特
徴であるが
が、ひとつの
の経過点であ
ある居宅などへ
どへの移
行にどれく
くらいの期間
間を要したかついて、図  の
ように  ヶ月未満で
ヶ
％、 ヶ月以上
ヶ月
 ヶ月
月未満
で ％、
、となり、 ヶ月から半年
年程度の支援
援期間
がスタンダ
ダードである
ることがわか
かる。
またいわ
わゆるアフタ
ターケアがど
どれほど行われ
れてい
るかという
うことに関し
しても、図  に見られる
るよう
に、移行者
者等調査にお
おいては、まず
まず一般住宅／
／アパ
ートである
る居宅への移
移行は、％
％となってお
おり、
さまざまな
な他の施設に
については、失
失踪、死亡、
、その
他を除くと
と、％と
となっている。
。これが福祉
祉事務
所の生活保
保護開始地で
でみると、居宅
宅は ％に
に下がり、短
短期居所が ％、そして
て施設などが
が ％に
までになり
り、地域の居所
所につなぐと
というホーム
ムレス支援の
の特質がうか
かがえよう。
。
図
図にはしてい
いないが、
ホームレス
ス支援を通じ
じて居宅に上がった人への
のアフターケ
ケアの実施割
割合は、実施
施（交流有）が ％、
非実施（消
消息把握）が
が ％、非
非実施（消息不
不明）が ％という値
値からも、 分の  前後
後というこ
とになろう
う。
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ᅗ 3-4 ⛣⾜ඛ



         ⛣⾜⪅➼ㄪᰝ            ⚟♴ົᡤㄪᰝࡼࡿ⏕άಖㆤ㛤ጞᆅ
⡆༢ᗘ☜ㄆࢆࡋࡓࡀࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆ⋡ඛࡋ࡚ࡁࡓ୍ᐃࡢṔྐࢆ᭷ࡍࡿඛ㐩ࡢᴗ
࠾࠸࡚ࠊࡶࡗࡶ≉ᚩⓗ࡞࢘ࢺ࣮ࣜࢳࠊᗈ⠊࡞࣮࣒࣍ࣞࢫࢆ࢟ࣕࢵࢳࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࠊࡑࡋ࡚ᨭᮇ
㛫ࡢ㛗ࡉࡸࠊࣇࢱࢣࡢᐇែࢆᴫほࡋࡓࠋక㉮ᆺᨭࡢඛ⾜ࡋ࡚ࡢᐇ⦼࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢㄪᰝ⤖
ᯝࡢศᯒࡢཧ↷್ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
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４．パーソナル・サポート事業の支援のスケール感

地域毎の個性と地域性


 ǵȸȓǹር؏ 
本事業が、基礎自治体に交付されるという特質があるために、都道府県から政令指定都市、中核市、
一般の市と、事業エリアは見事にわかれている。大阪府を一つとした場合に、 受託の所在自治体の
うち、都道府県で受けているのが、岩手県、長野県、岐阜県、京都府、大阪府、島根県、山口県、徳
島県、沖縄県の  つの自治体である。市では、釧路市、野田市、横浜市、野洲市、京丹後市、大阪市、
福岡市の  つの自治体である。
この中で県では、岩手県は  つの受託団体に振り、県の  つの広域振興局管轄を、 つに分け合っ
て異なる団体に委託している。長野県は、今のところ  つのエリアに分け、来年度から  つとなる。
岐阜県は、 つにわけていたのを、来年度からは常駐を  つ、出張派遣を  つに編成分けしている。
京都府は  ヶ所であるが、実質京都市の  ヶ所である。ただ京都府では京丹後市が別途事業を行って
いる。大阪府は、大阪市を別として、ここは、豊中市、吹田市、箕面市にそれぞれ事業を勧める形で、
委託している。島根県はサービスを松江市に限定し、徳島県は全県対象で  ヶ所、山口県は  ヶ所に
分け、沖縄県は全県であるが、実質的に本島のみで、来年度からは  ヶ所となる。サービスエリアの
広さは結構重要であり、モデル事業とはいえ、もれなく対人サービスである事業の特質上、広域圏で
のサービス提供には工夫が必要となろう。
岩手県北では、今のところ盛岡市が中心となり、岩手県南では、事務所所在の奥州市およびその周
辺市町が中心となり、三陸の沿岸部に関しては、来年度より固定事務所の開設により、少々カバーエ
リアの拡大が行われる。長野県、岐阜県、山口県に関しては、県庁の出先機関である振興局単位での
管轄と一致するような分担が取られている。これは県単位で広がる受託団体の既存の支援サービス圏
域と一致する場合も多く、サービス圏域設定のもうひとつの要因のあることは付言しておきたい。島
根県は全県でサービスするよりも、まずは、松江市だけと絞った事例である。沖縄県は実質本島だけ
であり、 ヶ所目も出張と言う形で、中部地域に開設される。徳島県はしばらく全県対応となってい
る。新規の第  次募集の  団体では、新潟県、香川県で前者は  ヶ所に、後者は全県対応となってい
る。あとの  団体は岡山市と東京都足立区である。
その観点からすると、大阪府は、大阪市以外の府下において、基礎自治体を中心とする受け皿づく
りを進めており、サービスエリアのコンパクト化と、基礎自治体の責務がより重視された形になって
いる。今回は  都市であったが、新たに八尾市・柏原市の  都市の共同事業体が加わる。この方式は
大阪府方式として、ある種進められるべき方向であると評価されよう。
基礎自治体として市が受けているのが、釧路市、野田市、浜松市、野洲市、京丹後市、大阪市、福
岡市である。人口規模がそれぞれであるが、野洲市の  万人台、京丹後市の  万人台、そして野田市
の  万人台と少々大きいが、単一窓口で対応できるひとつの目安でないかと思われる。釧路は  万
人台であるが、窓口を運営する団体のネットワークにより地理的には、ある程度補っている。浜松市
は  万人台であるが、受託団体のターゲット層がかなり明確であろう。大阪市、福岡市は、よりター
ゲット層が明確化されているので、他の都市に適用する事例として汎用性があるかというと、少々困
難を感じる。むしろそのようなターゲットの明確化で、対象エリアの広大さがもたらす把捉の困難さ
を回避する選択肢もあるかもしれない。これは受託団体の力量如何による。
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㛗㔝㥐䛛䜙ᚐṌᅪෆ䛾୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛾୍ゅ䛻䛒䜛ᑠつᶍ䛺Ẹ㛫䝡䝹䠍

┴ෆ䠐䜶䝸䜰䠄┴䠅䠖㻌

䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

㝵䚹㻞 㝵䛻䛿ⱝ⪅䝃䝫䝇䝔䜒ධᒃ䚹䛣䜜௨እ䛻䝔䝘䞁䝖䛿䛺䛔䚹㻌

㛗㔝䚸ᯇᮏ䚸ୖ⏣䚸䛭
䛧䛶᮶ᖺᗘ䛛䜙ᯇᮏ䛾
⟶㎄䛷䛒䛳䛯㣤⏣䛜⊂
❧㻌

㟼ᒸ┴㻌

ᯇᕷ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ᯇ㥐ཱྀ䛛䜙ᩘศ䛾㛤Ⓨ䝡䝹䛾䠑㝵䚸ⱝ⪅䝃䝫䝇䝔䚸ዪᛶ⏝䝝

ᯇᕷ㻌

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

䝻䞊䝽䞊䜽䠄䝬䝄䞊䝈䝃䝻䞁䠅䚸ᑵᴗ┦ㄯ䝉䞁䝍䞊䞉䝲䞁䜾䝆䝵䝤䝇䝔䚸

ᯇᕷ㻌

ᒱ㜧┴㻌

ᒱ㜧┴䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

㧗ᯫ䛾ᒱ㜧㥐䝡䝹ෆ 㻝 㝵䚸ồ⫋⪅⥲ྜᨭ䝉䞁䝍䞊䛾䝆䝵䝤䝷䜲䝣䛞

┴ෆ䠑䜶䝸䜰䠄┴䠅䠖㻌

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

䜅䛻㞄᥋㻌

ᮏᡤ䠄ᒱ㜧䠅䚸す⃰䠄

ᾘ㈝⏕ά䝉䞁䝍䞊䚸୰ᑠᴗປാ┦ㄯ䛺䛹䛾❆ཱྀ䛸ྠ䛨䝣䝻䜰㻌

ᇉ䠅䚸୰⃰䠄⨾⃰ຍ
ⱱ䠅䚸ᮾ⃰䠄ከぢ䠅䚸
㣕㦌䠄㧗ᒣ䠅㻌
㈡┴㻌

䛧䛤䛸䞉䛟䜙䛧┦ㄯ䝁䞊䝘䞊

㔝Ὢᕷ㻌

䠄ᕷẸ⏕ά┦ㄯᐊేタ䠅

ி㒔ᗓ㻌

㔝Ὢ㥐㏆䛟䛾ᕷᙺᡤ䛾䠍㝵䚹ᕷᙺᡤෆ䛷䝽䞁䝇䝖䝑䝥䝃䞊䝡䝇㻌

㔝Ὢᕷ㻌

ி㒔ᗓ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ி㒔㥐ඵ᮲ཱྀ䛛䜙 㻝㻜 ศ䜋䛹䛾䚸ி㒔ປ⪅⥲ྜ⚟♴䝉䞁䝍䞊䞉䝔䝹

ᗓෆ䠎䜶䝸䜰䠄ᗓ䠅䠖ி

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

䝃ி㒔䛾䠏㝵䛾䝷䜲䝣䠃䝆䝵䝤䜹䝣䜵ி㒔䛾䝇䝨䞊䝇䛾୍ゅ䚹ྠ㝵䛻

㒔䚸⚟▱ᒣ㻌

䛿䚸䛒䜙䜖䜛䝆䝱䞁䝹䛾ᑵປ┦ㄯ❆ཱྀ䛜ከᩘ䛒䜛䚹㻌
ி㒔ᗓ㻌

ிᚋᕷ䛄䛟䜙䛧䛅䛸䛄䛧䛤

ிᚋᕷᙺᡤ䛻㞄᥋䛩䜛ᓠᒣ⥲ྜ⚟♴䝉䞁䝍䞊䠄⚟♴ົᡤ䜒ྠ

ிᚋᕷ㻌

䛸䛅䛾ᐤ䜚ῧ䛔ᨭ䝉䞁䝍

ᒃ䠅ᩜᆅෆ䛾ᚋ䛱䜚䜑䜣䛾ඖᗜ䜢ᨵ㐀䛧䛯♫⚟♴༠㆟ᓠᒣ

䞊㻌

ᨭᡤෆ䛻ేタ㻌

㜰ᗓ㻌

ிᚋᕷ㻌

㜰ᗓ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ᆅୗ㕲⚾㕲㥐䛻䜒䜋䛹㏆䛔䚸㒔ᚰ䛻䛒䜛㜰ᗓ❧ປാ䝉䞁䝍䞊䛾༡

䞊䝖ᴗ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㻌

㤋䠔㝵䛾୍ゅ㻌

䛺䛧㻌

㜰ᗓ㻌

㇏୰ᕷ 㻼㻿㻯䚸㇏୰䛟䜙䛧䛛

䠏䞄ᡤ䠖㻌

㇏୰ᕷ㻌

㇏୰ᕷ㻌

䜣 㻼㻿㻯䚸㇏୰♫⚟♴༠
䠎䞄ᡤ䠖㻌

྿⏣ᕷ㻌

䠎䞄ᡤ䠖㻌

⟪㠃ᕷ㻌

㜰ᕷ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ᆅୗ㕲㥐䛻䜋䛹㏆䛔㒔ᚰ䛾Ẹ㛫䝡䝹䛾䠒㝵䚸㐠Ⴀἲே䛜⾜䛳䛶䛔䜛

㜰ᕷ㻌

䞊䝖䞉䝰䝕䝹᥎㐍ᴗ᥎

㔝ᐟ⏕ά⪅䛾ᕠᅇ┦ㄯᴗ䜢⤫ᣓ䛧䛶䛔䜛ົᡤ䛻㏆䛔䚹㻌

㆟ 㻼㻿㻯㻌
㜰ᗓ㻌

㻼㻿㻯 䛩䛔䛯䚸䝃䝫䞊䝖䝇䝨

྿⏣ᕷ㻌

䞊䝇㉥䝺䞁䜺

㜰ᗓ㻌

㻼㻿㻯 ⟪㠃୰ኸ㻔䜙䛔䛸䜄䛒

⟪㠃ᕷ㻌

㻞㻝㻕䚸㻼㻿㻯 ⟪㠃ᮾ㻔䛒䛚䛮
䜙㻕

㜰ᕷ㻌

㐍ᐊ㻌
㜰ᕷ㻌

㜰ᕷ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

㐠Ⴀ 㻺㻼㻻 ἲே䛾ົᡤ䛾䛒䜛㜰ᕷすᡂ༊䛒䛔䜚䜣ᆅᇦ䛾୍ゅ䚸

䞊䝖䞉䝰䝕䝹᥎㐍ᴗ᥎

䝥䝺䝝䝤ᘓ≀䛻ᡤᅾ䛩䜛䚹㻌

㐍ᐊ㻌
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㜰ᕷ㻌

ᆅྡ㻌

ྡ⛠㻌

❧ᆅ䚸⎔ቃ䠄ᨭᡤ䛿㝖䛟䠅㻌

ᑐ㇟䜶䝸䜰㻌

ᓥ᰿┴㻌

ᓥ᰿┴䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ᑡ䚻㑹እ䛻䛒䜛䚸ᓥ᰿┴䛾⚟♴䞉㞀䛜䛔⪅䚸ẕᏊ㛵㐃䛾⤌⧊䛜ධ䜛

ᯇỤᕷ䛾䜏㻌

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

䛔䛝䛔䛝䝥䝷䝄䛧䜎䛽䛾䠍㝵䚹㐠Ⴀᅋయ䛿䚸㻡 㝵䛻䜸䝣䜱䝇䜢ᣢ䛴㻌

䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫䞊䝖䞉䝉

䜔䜔㑹እ䛻⨨䛩䜛ᒣཱྀ┴ປ⚟༠㤋䛷ཷクᅋయ䛾㐠Ⴀ䛩䜛ᘓ≀

┴ෆ䠏䜶䝸䜰䠖䠄ᒣཱྀ䚸

䞁䝍䞊䜔䜎䛠䛱㻌

ෆ䛾䠍㝵䛻䛒䜛䚹⏕άᏳᚰ䝛䝑䝖䛸⛠䛩䜛┴ෆ䠏䞄ᡤ䛾↓ᩱ⫋ᴗ⤂

ୗ㛵䚸࿘༡䠅㻌

ᒣཱྀ┴㻌

䝆䝵䝤䜔䜎䛠䛱䚸࿘༡䛾䝃䝫䝇䝔䚸䛭䛧䛶䛣䛾 㻼㻿 䛜ᶵ⬟䚹㻌
ᚨᓥ┴㻌

䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫䞊䝖䞉䝉

ᚨᓥ┴ᗇ䛻䜋䛹㏆䛔䚸ປ㔠䚸㐃ྜᚨᓥ䚸ປാ⪅⚟♴༠㆟䛺䛹䛾ධ

䞁䝍䞊䛸䛟䛧䜎㻌

䜛ᚨᓥ┴ປാ⚟♴㤋䛾ᘓ≀䛾䠎㝵䚸䝷䜲䝣䠃䝆䝵䝤䝃䝫䞊䝖䛸䛧䛶ཷ

ᚨᓥ┴㻌

クᅋయ䛜ᖜᗈ䛟ᒎ㛤䛩䜛ከ䛟䛾❆ཱྀ䛜ྠ䛨ᘓ≀䛻ྠᒃ䚹㻌
⚟ᒸᕷ㻌

⚟ᒸ⤎䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌

❆ཱྀ䛿䜒䛖䛡䛶䛚䜙䛪䚸⚟ᒸᕷᮾ㑹䛻䛒䜛䝩䞊䝮䝺䝇ᨭᅋయ䜔⏕༠

⚟ᒸᕷ㻌

䛜ඹྠ䛷㐠Ⴀ䛩䜛↓ᩱప㢠ᐟἩᡤ䜢ົᡤ䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
Ἀ⦖┴㻌

ᑵ⫋䞉⏕άᨭ䝟䞊䝋䝘

Ἀ⦖┴ᗇ䚸㑣ぞᕷᙺᡤ䛻䜋䛹㏆䛔⮳౽䛾ᆅ䛻䛒䜛Ẹ㛫䝡䝹䛾䠍㝵䚹

䝹䞉䝃䝫䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

Ἀ⦖┴ປ⚟༠䛾ົᡤ䛜Ⓩグ䛥䜜䛶䛔䜛ᘓ≀䛾୰䛻䛒䜛䚹Ꮚ⫱䛶䛾
䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊䚸ᑵ⫋ᨭ䝉䞁䝍䞊䚸┴ồ⫋⪅⥲ྜᨭ
䝉䞁䝍䞊䚸㑣ぞᕷᑵ⫋⏕άᨭ䝞䝑䜽䜰䝑䝥䝉䞁䝍䞊䛺䛹䜢ཷクᅋయ
䛿㐠Ⴀ䛩䜛䛜䚸䛣䛾ᘓ≀䛷䛿 㻼㻿 䛾䜏䚹䝣䞊䝗䝞䞁䜽䛺䛹䛾䛾 㻺㻼㻻
䜒ධ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
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Ἀ⦖┴㻌

 Ӗᚠ˳ׇƱӖᚠƷኺዾ 
ᑐ㇟࢚ࣜࡢ⠊ᇦࡣࠊጤクࡢ⤒⦋ࡶ㛵ࢃࡾࠊཷクᅋయࡢ᪤Ꮡࡢᆅ⌮ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ౫Ꮡࡋࡓࡾࠊ
ࡑࡶࡑࡶ㒔㐨ᗓ┴ࡀཷࡅࡿᕷ࡛ཷࡅࡿ࡛᰿ᮏࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࡣཷクࡢ⤒⦋ࡑࡢࡶࡢࡶ
ࢃࡾࠊ࣎ࢺ࣒ࢵࣉᆺᵓࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࣔࢹࣝᴗࡢ≉㉁࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇࡇࡢᴗࡢከ
✀ከᵝ࡞༳㇟ࢆ࠼ࡿ⌮⏤ࡶ࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࣔࢹࣝᴗ⮬యࡣࠊ࣎ࢺ࣒ࢵࣉᆺࡢᴗࢆඛ㐍ⓗ⾜
ࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࡽࡢⓎࢆཷࡅ⥅࠸ࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡶゝࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ᙺᡤࡢᡤ⟶ࡽࡳࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿၟᕤປാ⣔࡛ཷࡅࡓࡇࢁࡀ 15 ࣨᡤࠊ⚟♴⣔࡛ཷࡅࡓࡇࢁࡀ 6
ࣨᡤࠊᏊࡶ㟷ᑡᖺ⣔ࡀ 1 ࣨᡤ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗࡣၟᕤປാ⣔ࡢࣇࣥࢻ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢཷ
ࡅ᪉⮬యࡀ࡞࡞⯆῝࠸ࠋᑵປᨭࡀ࣮࣋ࢫ࡞ࡾࠊ⏕άᨭࡀࡑࡢୗᨭ࠼࡞ࡿ࠸࠺ 2 ศ㢮
ࡢ㢮ᆺ࡛ཷクᅋయࢆศࡅࠊᡤ⟶㒊⨫ࢆࠊປാ⣔⚟♴⣔ࠊ㟷ᑡᖺ⣔ศࡅࡓୖ࡛ࠊཷクᅋయᡤ⟶
㛵㐃ࢆぢࡿḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
࠙ཷクᅋయ࣭ᙺᡤࡢᡤ⟶ࠚ࠸࠺࡛࣌ࠊ
࠙ᑵປ⣔࣭ປാ⣔ࠚ࡛ 11 ࢣ࣮
ࢫ㸦ᒾᡭ┴༡ࠊ㔝⏣ᕷࠊ㛗㔝┴ࠊᯇᕷࠊᒱ㜧┴ࠊி㒔ᗓࠊ㜰ᗓࠊ྿⏣ᕷࠊᒣཱྀ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊἈ⦖
┴㸧ࠊ࠙⏕ά⣔࣭ປാ⣔ࠚ࡛ 4 ࢣ࣮ࢫ㸦㔲㊰ᕷࠊᒾᡭ┴ࠊ⟪㠃ᕷࠊᓥ᰿┴㸧ࠊ࠙⏕ά⣔࣭⚟♴⣔ࠚ࡛ 6
ࢣ࣮ࢫ㸦㔝Ὢᕷࠊிᚋᕷࠊ㇏୰ᕷࠊ㜰ᕷࠊ㜰ᕷࠊ⚟ᒸᕷࠊ㸧ࠊࡑࡋ࡚࠙⏕ά⣔࣭㟷ᑡᖺ⣔ࠚࡀ 1
ࢣ࣮ࢫ㸦ᶓᕷ㸧࠸࠺⤌ࡳྜࢃࡏ࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ᑵປᨭ⏕άᨭ࠸࠺ࡩࡓࡘࡢࢪࣕࣥࣝࡢᨭࡢࢥ࣮ࢹࢿࢺࠊࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓᨭࡢ
✚࡞ࡀࡁࡃᙳ㡪ࡋࠊປാ⣔ࡢᡤ⟶ࡔࡀࠊཷクᅋయࡀ⏕άᨭ⣔࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶቑ࠼ࠊࡣࡌࡵ
ࡽ⚟♴⣔ࡢᡤ⟶࡛ཷࡅࠊࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡣ⏕άᨭ⣔ࡀཷࡅࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋཷクᅋయ࡛
ࡣࠊ⏕άᨭ⣔ࡀ 14 ࢣ࣮ࢫከࡃ࡞ࡿࡇࡶࠊࡇࡢᴗࡢࡦࡘࡢ≉㉁ࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡼ࠺ࠋᡤ⟶ࡶࠊ
᮶ᖺᗘࡽၟᕤ⣔⚟♴⣔ࡢඹ⟶ࡀ 2 ࣨᡤቑ࠼ࠊ⏕άᨭࡢయไࡀࡼࡾᙉࡉࢀࡿࠋཷクᅋయࡢᑵ
ປᨭࡢᙉ࠸ࡇࢁࡶࠊ⏕άᨭࡀࡶࡶྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊ㏫⏕άᨭ⣔ࡢཷクᅋయࡀᑵປ
ᨭྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡿࠊ࠸࠺ὶࢀࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢព࡛ࡣࠊࡇࡢࣔࢹࣝᴗࡢᯟ⤌ࡳࡢ⫢せ࡞Ⅼࡣࠊࡇࡢ⏕άᨭᑵປᨭࡢᨭẁ㝵ᛂࡌ
ࡓ࠸ศࡅ࠶ࡾࠊࡇࡢⅬࡇࡢᴗࡢࢲࢼ࣑ࢬ࣒ࡢ※Ἠࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⤌⧊ࡋ࡚ࡢࢣ
ࣃࣅࣜࢸࡢᗘྜ࠸ࡶࡣࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᚋࡢάືࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆぢᴟࡵࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ཷクࡢ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮࡞ࡿࠊᖹᡂ 22 ᖺᗘࡢ 1 ḟເ㞟࠾࠸࡚ࠊᑵປᨭࠊ⏕ά
ᨭᑐࡋ࡚ඛ㥑ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸క㉮ᆺᨭࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇࢁࡀࠊࡇࡢไᗘࡢ㛤ጞࢆ๓▱ࡿࡇࡼࡾ✚ᴟⓗ᥇⏝ࡋࡓᙧ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡀ⾲ 4-2 ぢࡽ
ࢀࡿ 1 ḟເ㞟ᅋయࠊ㔲㊰ᕷࠊᶓᕷࠊி㒔ᗓࠊ⚟ᒸᕷࠊἈ⦖┴࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨እࡢᚋⓎࡢᖹᡂ 23 ᖺᗘ
ࡽࡣࡌࡵࡓ 2 ḟເ㞟ᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊ1 ḟເ㞟࡛ᅜ⤌⧊ࡢ୰࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿྠᴗᅋయࡀጞࡵࡓ
࠸࠺⌮⏤ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨭࡢࡉࡽ῝ᆺࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡁࡇࡢࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺᴗࡢ㐺ྜ
ᛶࡀ㧗࠸ุ᩿ࡋ࡚ࡇࡢᴗࢆ✚ᴟⓗᑟධࡋࡓࠊᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ㒔㐨ᗓ┴ࡢ࠺ࡽ
ሗᥦ౪ࡀ࠶ࡗ࡚Ώࡾ⯚ᛂເࡋࡓࢣ࣮ࢫࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷࡢ✚ᴟⓗ࡞᥇⏝ࡢពᛮ࡛ࡶࡗ࡚㐍
ࡵࡽࢀࡓࢣ࣮ࢫࡸࠊࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥⓗࡇࡢᴗࡢ᥇⏝ࢆᕷࡢ┤Ⴀ࡛ࡸࡗࡓࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜ
ࡣࠊ୍ࡽᨭࡢὶࢀࢆసࡾጞࡵࡿ࠸࠺ࡀࢇ࡞ࡿࠋ
୍ࡽጞࡵࡓࢆࡢࡒࡁࠊࡇࡢࣔࢹࣝᴗࡢ≉㉁ࡣࠊ࠶ࡿ✀ඛ㥑ⓗࡇࡢᴗࡢ⌮ᛕ㡪ࡃࡼ࠺
࡞ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ୰࡛ࠊᴗཷクࡘ࡞ࡀࡗࡓ࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀከࡃࠊࡑࢀࡔࡅࡑࢀࡒࢀࡢಶᛶࡀ
ᫎࡋࡓᨭࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡁࡃᣓࢀࡤࠊࡑࡢಶᛶࡣࠊᑵປᨭ⏕άᨭ࠸࠺ࡘ
ࡢᇶᮏⓗ࡞ᨭࡢὶࢀࡢࡕࡽ㔜ࡁࢆ⨨ࡁࡘࡘࠊᴗࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇࡢᫎࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
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⾲ 4-2 ᴗᡤࡢᡤ⟶ཷクࡢ⤒⦋
ᆅྡ㻌

ཷクᅋయྡ㻌

ྡ⛠㻌

ᡤ⟶㻌

⤒⦋㻌

ᾏ㐨㻌

㻺㻼㻻 ᆅᇦ⏕άᨭ

ᆅᇦ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫䞊

㔲㊰ᕷ㻌 ⤒῭㒊ၟᴗປ

㻝 ḟເ㞟㻌 ཷク 㻺㻼㻻 䛜㛵ᚰ䜢᭷䛧䛶䛚䜚䚸

㔲㊰ᕷ㻌

䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝃䝻䞁㻌

䝖䝉䞁䝍䞊䛘䛻䛓㻌

ᨻㄢ㻌

㐨䚸ᕷ䜢䝥䝑䝅䝳䛧䛯㻌

ᒾᡭ┴㻌

㻺㻼㻻 䛔䜟䛶⏕ά⪅

䛣䜜䛛䜙䛾䛟䜙䛧ᨭ

ᒾᡭ┴ၟᕤປാほග㒊

ᅜ䛾ᴗ䛸䛧䛶ጞ䜎䜛䛸䛔䛖ሗ䜢ᚓ䛶䚸┴

䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊㻌

ᐊ㻌

㞠⏝ᑐ⟇ປാᐊ㻌

䛻ാ䛝䛛䛡䚸⏬䝁䞁䝨䛷ཷク㻌

ዟᕞᕷၟᕤ㆟ᡤ㻌

┴༡ᆅᇦ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃

ᒾᡭ┴ၟᕤປാほග㒊

┴䛛䜙䛾ሗ䛻䜘䜚䚸ᡭ䜢䛒䛢䛯䚹㻌

䝫䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

㞠⏝ᑐ⟇ປാᐊ㻌

ᒾᡭ┴㻌
༓ⴥ┴㻌

㻺㻼㻻 䜻䝱䝸䜰䝕䝄䜲

ồ⫋⪅⥲ྜᨭ䝉䞁䝍

㔝⏣ᕷẸ⏕⤒῭㒊㻌 ၟ

୰ኸ┬ᗇฟ㌟䛾ᕷ㛗䛜ෆ㛶ᗓ䛾⏨ዪඹ⏕

㔝⏣ᕷ㻌

䞁◊✲ᡤ㻌

䞊㻔䝟䞊䝋䝘䝹䝃䝫䞊䝖

ᕤㄢ㻌

ཧ⏬䛾ጤဨ䛺䛹䜢㏻䛨䛶 㻼㻿 ᴗ䜢▱䜚䚸

䝉䞁䝍䞊䠅㻌

㞀䛜䛔䜔ⱝ⪅ᑵປᨭ䜔 㻰㼂 ⿕ᐖ⪅ᨭ
䜢䛥䜙䛻ᒎ㛤䛥䛫䜛䛯䜑䛻䚸ᕷ䛜ᡭ䜢ୖ䛢
䛯䚹ཷク 㻺㻼㻻 䛿᯽䛷ⱝ⪅䝃䝫䝇䝔䜢㐠Ⴀ䛧
䛶䛚䜚䚸㔝⏣ᕷ䛸䜒㛵ಀ䛜䛒䛳䛯䚹㻌

⚄ዉᕝ┴

㻺㻼㻻 䝴䞊䝇䝫䞊䝖ᶓ

ᶓ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫䞊

ᶓᕷ䛣䛹䜒㟷ᑡᖺᒁ㻌

ᶓᕷ㻌

㻌

䝖䞉䝃䞊䝡䝇㻌 ⏕ά䞉䛧䛤

㻝 ḟເ㞟㻌 ᕷᙺᡤ䛾䛣䛹䜒㟷ᑡᖺᒁ䛾䜲䝙䝅

㛗㔝┴㻌

㛗㔝┴ປാ⪅⚟♴

䛺䛜䛾䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

㛗㔝┴ၟᕤປാ㒊ປാ

ປ⚟༠䛜㛵ᚰ䜢♧䛧䚸┴䛻䝥䝑䝅䝳䛩䜛ᙧ

༠㆟㻌

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

㞠⏝ㄢ㻌

䛷䚸ປ⚟༠䛜ᡭ䜢䛒䛢䛯㻌

㟼ᒸ┴㻌

㻺㻼㻻 㟷ᑡᖺᑵປᨭ

ᯇᕷ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ᯇᕷ⏘ᴗ㒊⏘ᴗ⥲ົ

ෆ㛶ᗓ䛻䜒㛵ಀ䛧䛶䛔䛯ⱝ⪅ᑵປᨭ⣔

ᯇᕷ㻌

䝛䝑䝖䝽䞊䜽㟼ᒸ㻌 㻌

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

ㄢ㻌 㞠⏝ᨭ䜾䝹䞊䝥㻌

䛾 㻺㻼㻻 䛜㛵ᚰ䜢ᣢ䛱䚸┴䛛䜙䛾ሗ䜒ᚓ

ᒱ㜧┴㻌

䝟䝋䝘㻌

ᒱ㜧┴䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ᒱ㜧┴ၟᕤປാ㒊ປാ

ᮾᾏᆅ᪉䛛䜙䛿୍䛴䛰䛩䛸䛔䛖ពẼ㎸䜏䛷

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

㞠⏝ㄢ㞠⏝ᑐ⟇ᢸᙜ㻌

┴䛾ၟᕤປാ㒊䛜ᡭ䜢ୖ䛢䚸Ẹ㛫䛻ጤク㻌

㈡┴㻌

㔝Ὢᕷ㻌

䛧䛤䛸䞉䛟䜙䛧┦ㄯ䝁䞊䝘

㔝ὪᕷᕷẸ㒊ᕷẸ⏕ά

ከ㔜മົ┦ㄯ䛛䜙⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀ䛻ᗈ䛜䜚䚸

䞊䠄ᕷẸ⏕ά┦ㄯᐊే

┦ㄯᐊ㻌

ᕷ䛜ᡭ䜢ୖ䛢䛯㻌

䜰䝔䜱䝤䛷䚸ⱝ⪅ᑵປᨭ㛵㐃䛾 㻺㻼㻻 䝛䝑

䛸䌲䜟䛛䜒䛾┦ㄯᐊ㻌

䝖䝽䞊䜽䛜ཷク㻌

䛶䚸ᡭ䜢䛒䛢䛯㻌

㔝Ὢᕷ㻌

タ䠅
ி㒔ᗓ㻌

᪂つ௵ពᅋయ❧䛱

ி㒔ᗓ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ி㒔ᗓၟᕤປാほග㒊

㻝 ḟເ㞟㻌 ᑵປᨭ䛻✚ᴟⓗ䛺ᗓ䛾ၟᕤປ

ୖ䛢䛂ி㒔ᗓ䝟䞊䝋

䞊䝖䝉䞁䝍䞊㻌

㞠⏝ᑐ⟇ປാᐊ㻌

ാ㒊䛜ᑟ䛧䚸ᡭ䜢ୖ䛢䚸௵ពᅋయ䜢タ

䝘䝹䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍

❧䚸㐠Ⴀ㻌

䞊䛃㻌
ி㒔ᗓ㻌

ிᚋᕷ㻌

ிᚋᕷ㻌

ிᚋᕷ䛄䛟䜙䛧䛅䛸䛄䛧䛤

ிᚋᕷ㻌 ᗣ㛗ᑑ⚟

ෆ㛶ᗓົ⤒㦂䛾䛒䜛ᕷ㛗䛜ᑟ䛧䛶䚸ᕷ

䛸䛅䛾ᐤ䜚ῧ䛔ᨭ䝉䞁

♴㒊⏕ά⚟♴ㄢ㻌

䛜ᡭ䜢ୖ䛢䛯䚹ㄪᩚ䛾㛫䜒䛺䛟ᕷ䛾┤

䝍䞊㻌
㜰ᗓ㻌
㜰ᗓ㻌

㜰ᗓ㻌
㇏୰ᕷ㻌

㇏୰ᕷ㻌

Ⴀ䚸⚟♴㒊⨫䛷ཷ䛡䛯㻌

㜰ᗓ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

㜰ᗓၟᕤປാ㒊㞠⏝

ሗ䜢ᚓ䛶䚸ᗓၟᕤປാ㒊䛜ཷ䛡─䛸䛺䛳

䞊䝖ᴗ᥎㐍䝉䞁䝍䞊㻌

᥎㐍ᐊ㞠⏝ᑐ⟇ㄢ㻌

䛯㻌

㇏୰ᕷ 㻼㻿㻯䚸㇏୰䛟䜙䛧

㇏୰ᕷᕷẸ༠ാ㒊㻌

ᗓၟᕤປാ㒊䛜䜲䝙䝅䜰䝔䜱䝤㻌

ᗓၟᕤປാ㒊䛜䜲䝙䝅䜰䝔䜱䝤㻌

䛛䜣 㻼㻿㻯䚸㇏୰♫⚟
♴༠㆟ 㻼㻿㻯㻌

㜰ᗓ㻌

྿⏣ᕷ㻌

྿⏣ᕷ㻌
㜰ᗓ㻌

⟪㠃ᕷ㻌

⟪㠃ᕷ㻌

㻼㻿㻯 䛩䛔䛯䚸䝃䝫䞊䝖䝇

྿⏣ᕷ⏘ᴗປാ䛻䛞䜟

䝨䞊䝇㉥䝺䞁䜺

䛔㒊ປാᨻ⟇ᐊ㻌

㻼㻿㻯 ⟪㠃୰ኸ㻔䜙䛔䛸䜄

⟪㠃ᕷᆅᇦ㐀㒊ၟᕤ

䛒 㻞㻝㻕䚸㻼㻿㻯 ⟪㠃ᮾ㻔䛒䛚

ほගㄢປാ䜾䝹䞊䝥㻌

ᗓၟᕤປാ㒊䛜䜲䝙䝅䜰䝔䜱䝤㻌

䛮䜙㻕
㜰ᕷ㻌

㜰ᕷ㻌

㻔♫⚟䠅⮬ᙖ㤋㻌

㜰ᕷ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

㜰ᕷᗣ⚟♴ᒁ⏕ά

ሗ䜢ᚓ䛶䚸ᕷ䛾ᗣ⚟♴ᒁ䛜ཷ䛡─䛸䛺

䞊䝖䞉䝰䝕䝹᥎㐍ᴗ᥎

⚟♴㒊ᆅᇦ⚟♴ㄢ㻔䢊䡬

䛳䛯㻌

㐍ᐊ㻌

䢍䢖䡹⮬❧ᨭ䡴䢚䢕䡬䢈䢛䠅㻌

㻺㻼㻻 㔩䞄ᓮᨭᶵ

㜰ᕷ䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

㜰ᕷᗣ⚟♴ᒁ⏕ά

ሗ䜢ᚓ䛶䚸ᕷ䛾ᗣ⚟♴ᒁ䛜ཷ䛡─䛸䛺

ᵓ㻌

䞊䝖䞉䝰䝕䝹᥎㐍ᴗ᥎

⚟♴㒊ᆅᇦ⚟♴ㄢ㻔䢊䡬

䛳䛯㻌

㐍ᐊ

䢍䢖䡹⮬❧ᨭ䡴䢚䢕䡬䢈䢛䠅㻌

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼜㼛㼗㼍㼙㼍㻚㼛㼞㼓㻛㻼㻰㻲㻛㼜㼑㼞㼟㼛㼚㼍㼘㼋㼟㼡

ᓥ᰿┴♫⚟♴༠

ᓥ᰿┴䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫

ᓥ᰿┴ၟᕤປാ㒊㞠⏝

┴♫༠䛾୰ᮇィ⏬䛷ᥦゝ䜢ฟ䛧䛯䛸䛣䜝䚸

㆟㻌

䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

ᨻ⟇ㄢ㞠⏝ᑐ⟇䜾䝹䞊

┴䛛䜙䛾ሗᥦ౪䛜䛒䜚䚸┴♫༠䛜ཷ䛡䜛

䝥㻌

䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹㻺㻼㻻 䛷䛺䛟┴♫༠䛷ཷ䛡䛯䛾

㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼜㼐㼒㻌
ᓥ᰿┴㻌

䛿䚸㻺㻼㻻 䛜䜎䛰ᮍⓎ㐩䛺䛾䛷䚸㻺㻼㻻 䛾ᚋ᪉
ᨭ䛸䛔䛖ᙺ䜒䚹㻌
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ᆅྡ㻌

ཷクᅋయྡ㻌

ྡ⛠㻌

ᡤ⟶㻌

⤒⦋㻌

ᒣཱྀ┴㻌

ᒣཱྀ┴ປാ⪅⚟♴

䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫䞊䝖䝉

ᒣཱྀ┴ၟᕤປാ㒊ປാ

䜒䛸䜒䛸ᑵປᨭ䜔⏕άᨭ䜢⇕ᚰ䛻⾜

༠㆟㻌

䞁䝍䞊䜔䜎䛠䛱㻌 㻌

ᨻ⟇ㄢ㞠⏝䞉ປാ⏬

䛔䚸┴䛛䜙䛾ཷク䜒ከ䛟ᐦ᥋䛺㛵ಀ䜢᭷䛧䛶

⌜㻌

䛔䛯䛣䛸䜒䛒䜚䚸┴䛛䜙䛾ሗ䛻䜘䜚䚸ປ⚟༠
䛜ᡭ䜢䛒䛢䛯㻌

ᚨᓥ┴㻌
⚟ᒸᕷ㻌

ᚨᓥ┴ປാ⪅⚟♴

䝟䞊䝋䝘䝹䞉䝃䝫䞊䝖䞉䝉

ᚨᓥ┴ၟᕤປാ㒊ປാ

༠㆟㻌

䞁䝍䞊䛸䛟䛧䜎㻌

㞠⏝ᨻ⟇ᒁປാ㞠⏝ㄢ

᪂つ௵ពᅋయ❧䛱

⚟ᒸ⤎䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌

⚟ᒸᕷಖ⚟♴ᒁಖㆤ

㻝 ḟເ㞟㻌 䝩䞊䝮䝺䝇ᨭᅋయ䛜୰ᚰ䛸䛺䜚

ㄢ㻌

㛵ᚰ䜢♧䛧䚸᭱⤊ⓗ䛻⚟ᒸᕷ䛜ཷ䛡䚸ඹྠ

ୖ䛢䛂⚟ᒸ⤎䝥䝻䝆
䜵䜽䝖ඹྠᴗయ䛃㻌
Ἀ⦖┴㻌





┴䛛䜙䛾ሗ䛻䜘䜚䚸ປ⚟༠䛜ᡭ䜢䛒䛢䛯㻌

ᴗయ䛜ཷク㻌

Ἀ⦖┴ປാ⪅⚟♴

ᑵ⫋䞉⏕άᨭ䝟䞊䝋

Ἀ⦖┴ၟᕤປാ㒊㞠⏝

㻝 ḟເ㞟㻌 ປ⚟༠䛜㛵ᚰ䜢♧䛧䚸┴䛻ാ䛝

༠㆟㻌

䝘䝹䞉䝃䝫䞊䝖䞉䝉䞁䝍䞊㻌

ᨻ⟇ㄢ㻌

䛛䛡䛯䚹㻌
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 ȕǡȸǹȈǳȳǿǯȈƷཎࣉ
ここでこうした受託団体の個性を反映するものとして、活動拠点の地理的特性を、表  から簡単
にその特徴を述べておきたい。対象者にどのように接するかという観点では重要なファーストコンタ
クトの特性を決めるものであり、単に窓口機能を有するだけでない位置づけが付与されている。ホー
ムレス支援のファーストコンタクトの特徴から敷衍すれば、対象者を自らの街頭での活動により見出
すアウトリーチ型、ネットワークを利用したレファー型、そして本人の直接の来訪を保証する窓口型
の  つのタイプを見ることができたわけである。レファー型、窓口型のいずれも、前者はネットワー
クの中で、このパーソナル・サポート、伴走型支援を行うことの周知が必要であり、後者の窓口型で
は、チラシや ZHE による広報が必要となる。
一からスタートしたところでは、このチラシや ZHE による広報や、ネットワーク開拓をはかるプロ
モーション活動を繰り返すことにより、対象者の発見や訪問を促すところが、自治体主導や直営で行
っている団体に特徴的に見られた。この団体が市の直営の場合には、市役所の縦割りを取り払った総
体としての支援体制を取っていることを特徴としている。その対極としては、アウトリーチ型のホー
ムレス支援を基礎にした団体が運営するところでは、こうしたアウトリーチを経て発見されたあるい
はレファーされてきた対象者を、その支援ネットワークの中で、川下的に受け入れるシステムを取っ
ているところであり、その場合には、窓口機能はほとんど必要としない事例がいくつか存在する。
もっとも多い形態は、受託団体が既に有していたネットワークを利用し、そうしたネットワークか
らレファーされてきたケースを受け入れる窓口として、その後の伴走型支援を行う、あるいはより他
機関につなぐコーディネイトをするというシステムを有している、あるいは開発したところである。
このネットワークは就労支援系の窓口を、既存事業の中で以前から動かしていたところに典型的に見
られ、就労紹介の窓口業務だけではすまない事例で、伴走型生活支援が必要であるとのレファーによ
り、受け入れていくケースである。もちろん窓口型も同時にあわせもちつつ、また直接訪問も受けな
がら、ネットワークに伴走型支援を導入している事例が最も多いと言えよう。
こうしたネットワークをベースにしたレファーを行う団体では、その窓口を、そうしたネットワー
クが集積する同じ建物内に設けるケースがかなり多くなっている。表  のように、交通至便な、特
に就労相談系の窓口を有する建物内に新たに一角を設けるという事例が代表的である。実際の状況は、
巻末につけている「資料編」の各地域の紹介の所の写真も参照していただきたい。多くの場合、ジョ
ブカフェや若者サポステなどとの併設、あるいはその他の就労相談窓口などとの隣接が多い。窓口機
能をほとんど必要としないところでは、民間ビルに新規に進出する場合が一般的である。窓口機能を
必要とするところでも、なるべく入りやすい形での民間ビルを独自に借りているケースも少ないなが
ら存在している。

 ʙಅᙹƱᨽဇʴ
事業規模については、職員数と予算で概観してみたい。予算については、入手したデータの根拠値
が、どの範囲までカバーしているかわからないこと、受託額と委託費の関係も少々不明な点もあり、
また人件費も若干不確定の部分があるので、人件費ベースでは比較できず、賃貸料なども含みこんだ
受託額で比較しているので、正確な数値の比較でないことを了解いただきたい。
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㞠⏝ேᮦ㻌
㻞㻞 ྡ㻌
䞉ᮏ㒊䠄ᒣཱྀົᡤ䠅㻌 㻝㻝 ྡྡ㻌
䝉䞁䝍䞊㛗䚸⤫ᣓ 㻼㻿䚸㻭㻼㻿䠄ົᢸᙜ䠅ྛ 㻝 ྡ㻌
ᑵປᨭ䜾䝹䞊䝥㻌 㻟 ྡ㻌 㻭㻼㻿䠖㻟 ྡ㻌
ᗣ⚟♴ᨭ䜾䝹䞊䝥㻌 㻟 ྡ㻌 㻼㻿䠖㻝 ྡ䚸㻭㻼㻿㻦㻞 ྡ㻌
⏕άᨭ䜾䝹䞊䝥 㻞 ྡ㻌 㻼㻿䠖㻞 ྡ㻌
㻌
䞉す㒊䠄ୗ㛵ົᡤ䠅㻌 㻟 ྡ㻌
ᑵປᨭ㻌 㻼㻿䠖㻝 ྡ䚸㻭㻼㻿䠖㻞 ྡ㻌
㻌
䞉ᮾ㒊䠄࿘༡ົᡤ䠅㻌 㻟 ྡ㻌
ᑵປᨭ㻌 㻼㻿䠖㻝 ྡ㻌 㻭㻼㻿䠖㻞 ྡ㻌
㻌
䞉䝝䝻䞊䝽䞊䜽䜾䝹䞊䝥㻌 㻢 ྡ㻌
ᑵປ䝘䝡䝀䞊䝍䞊㻌 ྛ 㻝 ྡ㻌
ୗ㛵䚸Ᏹ㒊䚸ᒣཱྀ䚸㜵ᗓ䚸ᚨᒣ䚸ᒾᅜ㻌
㻌
䜻䝱䝸䜰䛿䚸ᑵປᨭ 㻳㻌
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䝝䝻䞊䝽䞊䜽 㻻㻮䚸Ẹ㛫ᴗ㏥⫋⪅䚸ඖ⤒Ⴀ⪅䚸┴䛾კク䚸
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㻌
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ᗣ⚟♴㒊䛾 㻻㻮䠄┳ㆤᖌ䠈ಖᖌ䠈⢭⚄ಖ⚟♴ኈ䠈㣴ㆤ
ኈ䠅㻌
㻌
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ฟྥ⪅䚹䠅㻌
ົᒁ䠖䝉䞁䝍䞊㛗䠄㻯㻼㻿䠅㻝 ྡ䚸㻭㻼㻿䠍ྡ㻌
䝏䞊䝮 㻝 ⏕άᨭ䝏䞊䝮䠖㻼㻿䠍ྡ䚸㻭㻼㻿㻞 ྡ㻌
䝏䞊䝮 㻞 ⏕άᨭ䝏䞊䝮䠖㻼㻿㻝 ྡ䚸㻭㻼㻿㻟 ྡ㻌
䝏䞊䝮 㻟 ᑵ⫋ᨭ䝏䞊䝮䠖㻼㻿㻝 ྡ䚸㻭㻼㻿㻞 ྡ㻌
䈜⏕άᨭ䝏䞊䝮 㻞 䛾 㻭㻼㻿㻟 ྡ䛿䚸㻭㻼㻿㻝 ྡ䛸 㻭㻼㻿㻜㻚㻡㽢㻞 ྡ
䛸䛩䜛䚹㻯㻼㻿䠖♫⚟ኈ䚸㻼㻿䠖♫⚟ኈ䚸ㆤ⚟♴ኈ䚸ඖປ㔠䚸䢘䡬
䡲䡬䡹䢚䡶䡬䢈䢛 㻞 ྡฟྥ䚸㻭㻼㻿䠖㻺㻴㻷 ㏥⫋䚸┴ 㻻㻮䚸䢆䢗䡬䢘䡬䡴䚸ὴ㐵
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䞉ᕞ䝩䞊䝮䝺䝇ᨭᶵᵓ䛛䜙ฟྥ䠖䠕ྡ㻌
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㻌
㻯㻼㻿䠄⤫ᣓ䠅䠖㻝 ྡ䠄ᕞ䝩䞊䝮䝺䝇ᨭᶵᵓ䛛䜙ฟྥ䠅㻌
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⚟♴ኈ䚸ඖẸ㛫ᴗ㻌
㻌
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⊂⮬䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌
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䜒䛒䜚㻌

㻌㻌

䝀䝇䝖䝝䜴䝇䛾ఱ㒊ᒇ䛛䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䚹ᴗᐇ
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表  について、同じベースの予算値ではないものを母数として、雇用職員数で除算したものを低
い順から並べている。職員一人あたりの経費について、平均的に職員  人当たり a 万円規模で
あるが、印象的に大きなばらつきがあるように見える。その要因として、フルタイムから嘱託のよう
な部分的な雇用、あるいは出向元からの負担や市役所職員がそのまま配属、という形式もあり、かつ
賃貸料の多寡、有無もその値に影響を及ぼすため、算出値はたいへん散らばった。職員数の多寡も、
受託団体の考え方や、サービス範域、サービス内容に大きく依存している。

表 

予算と職員数

地名

全体受託額
（千円）

団体受託額

全体受託額

職員数

（千円）

／職員

団体受託額

（千円） ／職員

（千円）

長野県

78,000

78,000

32

2,438

2,438

吹田市

45,000

45,000

18

2,500

2,500

190,000

80,000

29

6,552

2,759

滋賀県野洲市

14,030

14,030

5

2,806

2,806

京都府京丹後市

24,000

24,000

7

3,429

3,429

山口県

98,000

98,000

22

4,455

4,455

徳島県

54,000

54,000

12

4,500

4,500

京都府

260,000

27,700

6

43,333

4,617

千葉県野田市

10,000

10,000

2

5,000

5,000

岩手県北

36,000

36,000

6

6,000

6,000

190,000

98,200

16

11,875

6,138

岩手県南

26,000

26,000

4

6,500

6,500

島根県

46,000

46,000

7

6,571

6,571

静岡県浜松市

86,000

86,000

13

6,615

6,615

北海道釧路市

190,000

56,000

8

23,750

7,000

沖縄県

190,000

122,311

17

11,176

7,195

岐阜県

130,000

118,000

16

8,125

7,375

箕面市

45,000

45,000

6

7,500

7,500

大阪市（1）

62,000

62,000

8

7,750

7,750

大阪市（2）

62,000

62,000

8

7,750

7,750

豊中市

80,000

80,000

7

11,429

11,429

1,916,030

1,268,241

249

7,695

5,093

神奈川県横浜市

福岡市

全体


そもそもどの程度の規模を必要とするのか、というあたりは完全にフリーハンドであったし、また
手さぐり状態のモデル事業であるがゆえに、やむを得ない結果ではあるが、であり、いい意味で評価
すれば、画一的でない地域に応じた臨機応変のスキームで構築できる柔軟性を有しているともいえよ
う。
そのひとつの反映として、本事業だけでは十分ではない部分、予算上出せない部分などに関して、
独自予算を獲得して事業展開を図っているケースも見られる。表  の最右欄にそのプロジェクトを
簡単に紹介している。特徴的なものは、緊急の中間ハウジング、シェルターの運営、フードバンクと
の連携、生活資金の貸付、就労体験、職場体験、企業実習のプログラムなどである。また人材に支払
われるべき対価は、ある程度、サービスの質とも関係するし、その人材の生活保障そのものにも関わ
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ってくることであるので、丁寧なセレクションとデザインが必要とされよう。

 ᨽဇʴƷǭȣȪǢ
では、雇用人材そのものについて、どのような特徴が見られるであろうか。民間活用という社会保
障のうたい文句を地で行くような見事な人材の掘り起しが行われていることが大変特徴的である。年
代別に切りながら眺めてみると、 歳代から  歳代の退職した同じ運営団体内のまたは連携する団
体からの再雇用組、 歳代から  歳代の転職組、 歳代の転職あるいは初職組、そして年齢を問
わず、運営団体あるいは連携する団体からの出向という形を取っている。キャリアとも関連するが、
転職の場合は、キャリアを生かしたものから、それまでのキャリアから見て少々異色の転職をはかる
ケースも見られる。有期雇用でありながら、終身雇用を切って転職をはかったり、早い段階での退職
や、初職として、さまざまな生活困窮者やホームレス支援の体験を通じてこの世界に飛び込む、キャ
リアパスの一環と想定される事例も印象的である。途中退職もそこそこ聞かれたことも付言しておき
たい。
支援の人材については表  のようにいくつかの分

表 

野が特徴的に摘出される。もともと就労系のジャンル
の制度であるために、ハローワーク 2%、若者サポー

雇用人材のキャリア

䜻䝱䝸䜰㻌

ᅋయᩘ㻌

䝝䝻䞊䝽䞊䜽㻌

㻡

ປാ⪅⚟♴༠㆟㻌

㻟

ⱝ⪅䝃䝫䝇䝔㻌

㻞

⏕༠㻌

㻞

福協）、労金、労協なども経験者、あるいは現職の出向

ປാ⤌ྜ㻌

㻝

なども多い。生協や、貸付を主体とする生協、ワーカ

ປ㔠㻌

㻝

ປ༠㻌

㻝

ປാ⪅⏕༠㻌

㻝

⏘ᴗ䜹䜴䞁䝉䝷䞊㻌

㻟

䜻䝱䝸䜰䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾ᢏ⬟ኈ㻌

㻞

♫ಖ㝤ປົኈ㻌

㻞

⛯⌮ኈ㻌

㻝

⾜ᨻ᭩ኈ㻌

㻝

Ẹ㛫ᴗ㻌

㻤

ὴ㐵♫㻌

㻞

企業の人事担当経験者なども含めて、民間企業出身者

♫⤒Ⴀ⪅㻌

㻞

も一定程度見られる。わずかであるが、就労体験など

බົဨ㻌

㻥

⚟♴ົᡤ㻌

㻝

♫⚟♴タ㻌

㻠

♫⚟♴ኈ㻌

㻠

ㆤኈ㻌

㻞

ㆤ⚟♴ኈ㻌

㻞

♫⚟♴༠㆟㻌

㻞

⮫ᗋᚰ⌮ኈ㻌

㻞

⢭⚄ಖ⚟♴ኈ㻌

㻝

トステーション、ジョブカフェなどの新しい職業紹介
の経験者、労働組合関係、とくに労働者福祉協議会（労

ーズコープなどからの参画も見られる。こうした参画
も元職員というケースよりも出向という形態をとるほ
うが多い。資格的にはキャリアコンサルティング技能
士、産業カウンセラー、社会保険労務士、行政書士、
税理士などの資格を持った人々がひとつの集団をなす。
派遣会社が受託している場合には派遣会社社員そのも
のがこの運営にあたっている。また会社経営者や民間

をつうじた当事者の雇用も見られる。
基礎自治体の公務員経験者も相当数見られる。直営
で運営している野洲市や京丹後市では、現役職員が担
当しており、商工系と福祉系、あるいは市民課系の生
活相談関連の部署となっている。退職公務員の雇用も
相当数にのぼっている。定年退職後の再雇用が大部分
であるが、中途退職で入ってくる事例も若干では見ら

㻺㻼㻻 ἲே㻌

㻝㻜

れる。定年退職の場合には、そのほとんどが福祉事務

䝩䞊䝮䝺䝇ᨭᅋయ㻌

㻠

所での経験者である。

䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊㻌

㻝

䛭䛾㻌

㻌
㻌
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㻝㻜

⤒㦂⪅ࠊ࠾ࡼࡧ⌧ᙺ⫋ဨࡢฟྥࠊㆤ⫋ࡢ⤒㦂⪅ࠊᶒ᧦ㆤ㛵㐃ࡢ⫋ົ⤒㦂⪅ࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈨᱁
ⓗࡣࠊ♫⚟♴ኈࠊㆤ⚟♴ኈࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈࠊಖᖌ࡞ࡀぢࡽࢀࡿࠋᑦ་⒪㛵ಀ⪅࠾࠸࡚ࠊ
┳ㆤᖌࡶྵࡵ࡚ࠊ⤒㦂⪅࡞ࡢ㞠⏝ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ཷクࡋࡓࡢࡀ NPO ᅋయ࡛࠶ࡿሙྜࡶྵࡵ࡚㸦㔲㊰ᕷࠊᒾᡭ┴ࠊ㔝⏣ᕷࠊᶓᕷࠊᯇᕷࠊ㜰ᕷࠊ
⚟ᒸᕷ㸧ࠊ࡞ࡾࡢ NPO ⫋ဨ⤒㦂⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣฟྥࠊ▷㛫㞠⏝ࡀぢࡽࢀࡿࡇࡀࠊᅇࡢࡦࡘࡢ
≉ᚩ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋNPO ࡀཷクࡍࡿሙྜࡣࠊࡍ࡛ࡑࡢ NPO ࡀᏲഛ⠊ᅖࡍࡿࠊࡃⱝᖺ⪅ࡢ
ᑵປᨭࠊᩍ⫱ᨭࡸ⏕άᅔ❓⪅ࡢ⮬❧ᨭࠊࡑࡋ࡚࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ㛵ಀࡀ┠❧ࡗࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ┤᥋ཧ⏬ࡍࡿ㞠⏝⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ NPO ࡀᣢࡘᖜᗈ࠸ேᮦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀࠊᨭࡢᖜࢆศཌ
ࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ NPO ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡽࠊ་⒪㛵ಀࡸἲ᭪⏺ࠊฮవ⪅ࠊඣ❺⚟♴ࠊᩍ⫱࡞ࡢᨭ
ࡢࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡀ⫼ᬒᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⤂ࡋ࡚ࡁࡓᑵປ⣔ࡸ⚟♴⣔ࡢཷ
クᅋయࡼࡾࠊNPO ࡣࡶࡶᖜࡢᗈ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᣢࡕࠊࡇ࠺ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞⏕άᨭࡢయ⣔ࡢ୰࡛
ࡢ NPO ࡢᙉࡋ࡚ࡳࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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５．パーソナル・サポート事業の支援の対象となった人々の具体像

 ૅੲݣᝋᎍƱӖᚠ˳ׇƷ᧙̞
ホームレス支援の対象者の調査と比較した場合に、この事業の対象者の特性は、受託団体の守備範
囲に大きく影響されていると言える。既に述べたように、受託団体の性格を大きく就労支援系と生活
支援系に分けた場合、 事例中、ちょうど半分にあたる  事例が生活支援系にあたり、相談対象者
については、受託団体ごとに、一定の色分けができるものとなっている。
表  には、おおまかな対象者の年齢や相談内容、状況、プロファイルを簡単にまとめている。別
途大規模な調査が進められており、詳細な分析はそうした調査に譲るとして、大きな特徴を述べてお
きたい。そもそもの本事業のベースのスタートラインは、政府の緊急雇用対策本部のプロジェクトの
もとにおかれ、様々な領域にわたる問題が複雑に絡んで自分の力のみでは必要な支援策にたどり着く
ことが困難な人々に、個別的、継続的、包括的な伴走型支援を行うという想定であった。こうした事
業をうける全国のそれぞれの現場側からすると、明確なもくろみをもってこの企画に参画した団体は、
このスキームで予想される人々に近い人たちをすでに扱っていたために、対象者はほぼ想定される範
囲であった。
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図  は、そうした対象者の整理のために描画し
たものである。実線で囲っているのは、本事業での
対象者層の代表的なものを表わしており、支援の段
階や、当初からの場合もあるが、生活保護受給者や、
障がい・疾患保有者が支援の対象となってくること
を、年代別にわけて表現している。
第  次の  団体についてみると、この図をつかう
と、特徴的な状況が明らかになる。釧路市では、生
活保護の自立支援プログラムの実践や、若年者の生
活、教育支援、そして居場所づくりの実践からこの
36 を受けた団体では、図でいうところの、若年や壮
年の背景に少々しりぞかせている生活保護受給者
（母子家庭も含む）、ニート・ひきこもり、そして障
がいを持った人々がメインとなっており、一般的な
失業者や就職困難者という切り口からはスタートし
ていない。
横浜市は大変はっきりしており、図で言う若年層
で、大きくは失業者・就職困難でまたニート・ひき
こもり、障がいというところに大きなウェイトがあ
る。京都府は府の先進的な就労施策の中で、失業者・
就職困難者の若年・壮年を全般に対象としており、
図で示すようなさらに立ち入った明確なターゲット
層はない。一方福岡市は、あらゆる年代の路上生活
者・居所不安定者にほぼしぼられている。沖縄県は、
受託団体のそれまでの活動の蓄積から、この図のあ
らゆる階層を対象にしていよう。
第  次の団体について、受託団体に蓄積のある支
援サービス対象者がある事例として、岩手県（県南
以外）の債務者、浜松市のニート・引きこもり、野
洲市の債務者、大阪府  市の若年求職者、大阪市の
路上生活者・居所不安定者があげられる。大阪市を
図 

支援対象者

除き、支援の得意分野はあっても、継続的な支援に
より相談内容が広がり、他のニーズが発見されてい

く流れとなっていく。
その他の受託団体は、就労系で受けた野田市と、福祉系で受けた京丹後市の違いはあるが、市の直
営であり、図の対象とする路上生活者など以外の対象者を、よろず相談的に受け、就労につながる事
例もあるとともに、もろもろの問題も掘り起こされていくという状況となっている。野洲市でも債務
者などに対する相談の蓄積に加えて、こうしたあらゆる生活困難に対処していく状況が見て取れる。
一方就労支援系の受託団体では（特に岩手県南、長野県、岐阜県、山口県、徳島県、沖縄県）、まずは
図でいう下地部分の、失職者・就職困難者を対象とし、そこから相談事例が掘り起こされ、問題が多
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６．パーソナル・サポート事業の支援組織のネットワーク動員、つなぎの特質

 ૅੲᢅᆉƷ҄
伴走型支援の流れの肝要な点は、支援のネットワークの中で、被支援者に適切なサービスを切れ目
なくつないでいき、また多層化した問題に対処する体制が整備されていることにある。そしてその流
れの経過点のひとつが就労による生活自立にあろう。特に一般就労による自立である。
モデル的にそこに至る流れを簡単に描け
ば、図  のようになる。矢印の根元はフ
ァーストコンタクトにあるが、近年さまざ
まに用意されたハローワーク以外の職業紹
介の窓口は、ハローワークも含めて、こう
した矢印の長さを支援でお付き合いするも
のではなかった。窓口のみのファーストコ
ンタクトであり、就労を得るまでそのコン
タクトを繰り返すが、その矢印は、連続的
なお付き合いという形での支援を受けるも
のではなく、繰り返し矢が放たれ、力尽き

図 

矢折れるような状況であった。

支援過程のモデル

この就労の場面における伴走型支援は、この矢印の線の途上において、就労訓練や就労体験、技能
訓練などさまざまなメニューが用意されることになるが、その就労への経過点としては、一般就労だ
けでなく、中間的な福祉的就労もひとつの経過点とみるべきであろう。またこの図には描いていない
が、仕事を辞め、再度挑戦という繰り返しもこの矢印には含まれてゆく。そしてこの就労支援を始め
る中で、その前に生活再建の支援や日常生活の自立支援などのメニューも必要とされてくる。かなり
のケースでこの生活支援のみに終わる場合や、はじめから生活自立支援のみがひとつの経過点である
ような事例も多く出てくる。

 КƷૅੲƷཎឋ
この図のモデルを最もよく表わしているのが、就労支援系の団体による支援である。こうした団体
は、既にいくつかの就労支援の窓口を受託し、窓口相談のみで、その矢身をのばす手立てを持ってい
なかったのが、今回の事業導入によりそれが可能となり、山口県の事例で言えば、集大成、脱皮形態
となった、徳島県の事例で言えば、すっぽりはまった、という自己評価につながっている。就労支援
系のモデルとなっている沖縄県は、従来からもこうした伴走型支援につながる芽となる事業を先進的
に取り組んでおり、このパーソナル・サポート事業は、それのさらに追い風となり、迫力がついたこ
とになった。豊中市や箕面市も大阪府独自の地域就労支援事業が、ある種伴走型支援の基礎自治体内、
小地域における先進的取り組みとしてあり、これをパーソナル・サポート事業として再編、強化した
ともいえる。加えて吹田市も含めて、既存の他の生活支援やひきこもりの 132 や社会福祉協議会の多
重なネットワークにより支援の網が強化され、市役所の企業との就労開拓を通じた情報交換を通じて、
就労支援における企業へのエンパワーメントの効果も生み出している。
就労支援系のこうした集大成的な位置づけにある支援団体のあり方に関して、ネットワークの評価
にとしては、自己完結型で、資金つなぎの延命という現実的な側面もないとは言えないが、福祉系、
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≉ࠊ⢭⚄ࠊࣝࢥ࣮ࣝࡸ▱ⓗ㞀ᐖࡢ㒊ศึࡵ࡚ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡛ࡁࡓࡾࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ࡞ࡶึ
ࡵ࡚࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᐇ㝿⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊᚲ↛ⓗ⃰ࡃ࡞ࡿ⏕ά⮬❧ࡢᨭࡢࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢ㐃ᦠ
ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྠࡌᑵປᨭ⣔࡛ࡶࠊᙜึࡼࡾ⮬ᕫ⤖ࡢᯟࢆࡣࡎࡋ࡚ࠊ⚟♴࡞ࡢ㒊ศࡶ㋃ࡳ㎸ࡳࠊ࣮࣒࣍ࣞ
ࢫᨭࡶ᪩࠸ẁ㝵࡛㐃ᦠࡍࡿయไ࡛ࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿ㛗㔝┴ࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋᑵປᨭ⣔࡛┴
ᒎ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣࠊࡶࡶຊ㔞ࡢ࠶ࡿ┴ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚ࡁࡓᅋయࡀཷクࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ
ከࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢษࡾཱྀࡽၥ㢟ࢆ࠶ࡪࡾࡔࡋ࡚ࡺࡃࡇࡣࠊࣔࢹࣝᴗⓗࡶࠊࡲࡓᴗࡢ⮬⏤ᗘ
࠸࠺ほⅬࡽࡶࠊᚲせ࡞どⅬࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࠊ┴ᑟ࡛ཷクࡋࡓὴ㐵♫⣔ࡀࡣࡌࡵ࡚
┴ᒎ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᒱ㜧┴࡛ࡣࠊ୍ࡽࡢᵓ⠏࡛࠶ࡾࠊヨ⾜㘒ㄗࡢ࡞࡛ࠊ⮬❧ᨭࡢࡤཱྀࡉࡋ
ࡗࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡿࠋி㒔ᗓࡣᗓࡢᑟ࡛ཷࡅ─ࡢ௵ពᅋయࢆ⤌⧊ࡋࠊᗓࡢᑵປᨭࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ୰⨨࡙ࡅࡓࡓࡵࠊᗓᗇࡢᵓ⠏ࡋࡓ⮬ᕫ⤖ᆺࡢࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡣࡁࢀ࠸࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡣ࠸࠼ࠊ௵ពᅋయࡢ⊂⮬࣮࢝ࣛࡀฟࡃ࠸ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᒾᡭ┴༡ࡣࠊὴ㐵ษࡾ࡞ࡢᙳ㡪࡛ࡢ㛗
ᮇኻᴗ⪅ࡢồ⫋⪅ᨭ࡞ࢆ࣮࣋ࢫࠊၟᕤ㆟ᡤࡀཷࡅࡓ࡛࠶ࡾࠊᑵປᨭࡢ❆ཱྀ࡛ࡼࡾ⥅
⥆ⓗᨭࡀᚲせ࡞ேᑐࡍࡿᨭࡀጞࡲࡾࠊࡸࡗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁࡓẁ㝵࡛࠶ࡿࠋᨭࡢ▮༳ࡢ
㌟ࢆࡢࡤࡍయไධࡾࡅࡓ࠸࠺ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ࠾࠸࡚ࠊᙺᡤෆࡢ㈨※ࢆࣇࣝά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⦪ࡾࢆᡴ◚ࡋ࡚࠸ࡃ
࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥࡶࠊࡦࡘࡢᡭἲ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙺᡤࡢබົဨࡀ⤌⧊ᶓ୵ࢆࡉࡋ࡚ືࡅࡤࠊࡶࡶ⥲ྜ
⫋ⓗ࡞␗ືࢆ≉ᚩࡍࡿ⤌⧊࠾࠸࡚ࠊάᛶ࡞ࡿࡶࠊNPO ࡣู✀ࡢୗᨭ࠼ឤ࠶ࡿࡁ࡞
ຊࢆⓎࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᙺᡤෆࡢ⦪ࡾࢆᶓ୵ࡍࡿࣃ࣮࣡ࠊᆅᇦࡢ⏕άᨭࠊᑵປᨭ࡛ࡢ㐃ᦠࡀ
⤌ࡵࢀࡤࠊࡉࡽຊᙉ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࠋ㔝Ὢᕷࡀᆺ࡛࠶ࡾࠊிᚋᕷࠊࡑࡋ࡚┦ㄯᴗົࢆ NPO እὀ
ࡋࡓ㔝⏣ᕷࡀࡑࢀ࠶ࡓࢁ࠺ࠋ᪤㏙ࡓࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊேཱྀつᶍࡽࡋ࡚ࠊᇶ♏⮬యࡢேཱྀつᶍ
10 ே๓ᚋࡢ㒔ᕷ࠾ࡅࡿᮏᴗࡢ᭷ຠᛶࡣࠊ₯ᅾⓗ࡞ࡾࡁ࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇ
ࡇࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᴗࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿᐇຊ࠶ࡿᕷࡢ⫋ဨࠊᶓ୵ᆺࡢᨭ❆ཱྀ࡛ࡢ⤒㦂ࡢ✚ࡀ࠶ࡗ࡚
ࡇࡑࡢ㈷≀࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊNPO ᅋయࡀ┤᥋ཷࡅࡓࡇࢁࡣಶᛶࡀ࠶ࡾࠊNPO ࡢࡋ࡞ࡸ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡຊ࠸࠺ࡢࢆࡲ
ࡊࡲࡊぢࡏࡘࡅࡽࢀࡿឤࡀ࠶ࡿࠋᯇᕷࡣᑵປᨭ⣔࡛࠶ࡾࠊNPO ࡢ㛗ᖺࢃࡓࡿᑵປᨭࡢࢫ࢟
ࣝ᪲┒࡞ᴗゼၥࡼࡿᑵປཷࡅධࢀࡢࡓࡺࡲࡠດຊࡀࠊ༠ຊᴗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ⏕άಖㆤࢆど㔝ධࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡾࠊ〇㐀ᴗࡢάຊࡢ࠶ࡿᯇ࡞ࡽ࡛ࡣࡢྲྀࡾ⤌
ࡳ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡢ NPO ࡣ࠸ࡎࢀࡶ⏕άᨭ⣔ࡀ࣮࣋ࢫ࠶ࡿࡀࠊᴗᐇ๓ࡼࡾࡑࢀࡒࢀ≉Ⰽࡢ࠶ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒾᡭ┴㸦┴༡ࢆ㝖ࡃ㸧ࡣࠊᖺᗘࡲ࡛ࡣ┒ᒸᕷࢆ୰ᚰࡍࡿ࢚࡛ࣜ࠶ࡗࡓࡀࠊ
ᅜྡࡢ▱ࢀࡓከ㔜മົฎ⌮⏕άᨭࡢᐇ⦼ࢆ✚ࢇࡔಙ⏝⏕༠ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ⏕άᨭࢆ⾜࠺ࡓࡵ
タ❧ࡋࡓ NPO ࢆ㍈ື࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᅗ 6-1 ࡢὶࢀࡶࠊ⏕άᨭࡽ୰㛫ⓗᑵປࡢὶࢀࡣ
᭱ࡶࢲࢼ࣑ࢵࢡ㐍ࢇ࡛࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡼ࠺ࠋ⚟ᒸᕷ࡛ࡣࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ࡛ࡣ᭱ࡶඛ㐍ⓗ࡞ヨࡳ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ NPO ࡢ㐠ႠࡍࡿᐟἩᡤࢆᣐⅬࠊධᡤࡽ㏥ᡤ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࡢక㉮ᆺᨭࢆࠊ࣮࣒࣍
ࣞࢫᨭࡢ NPO ࡢඹྠᴗయࡋ࡚ືࡋ࡚࠾ࡾࠊᵓᡂᅋయࡼࡿ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢆ୰ᚰࡋࡓࣇ࣮
ࢫࢺࢥࣥࢱࢡࢺࡽࡢᨭ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊධཱྀࡢ❆ཱྀࡣ≉᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ࢫࢱࣥࢫࢆ
ྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㜰ᕷࡶ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡸ࠶࠸ࡾࢇᆅᇦ࡛Ᏻᐃᒃఫ㊰ୖ⏕άࢆ 㑏ࡍࡿᒙࢆ᫂☜
ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋࡓࠊࡑࢀࡒࢀ 2 ᅋయࡼࡿ㐠Ⴀ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᅗ 6-1 ࡢὶࢀࡢᕥ➃ࡢ▮༳ࢆࢫࢱ࣮ࢺ
ࡉࡏࡿᨭࡁ࡞ຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࠊᑵປᨭࡢᵓ࠼ࡣࠊ࡞ࡾ␗࡞ࡾࠊ୍᪉ࡢᅋ
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యࡣ᫂☜୰㛫ⓗᑵປࡢࡘ࡞ࡂࢆㅻࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ㜰ᗓࡢ⚟♴ࡢ⾜ᨻ
ࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊ᫂☜ぢ࡚ྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶ࠺ࡦࡘࡢᅋయࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ♫⚟♴ἲ
ேෆࡢᯟᑡࠎࡲࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᅇࡢᴗ࡛♫⚟♴⣔ࡢ┴⤌⧊ࡢᅋయࡀពᅗⓗཷクࡋࡓࡢࡣࠊᓥ᰿┴ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ 6-1
ࡽࡍࡿࠊ୍⯡ᑵປ࠸࠺⤒㐣Ⅼࡣᚓᡭ࡞ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ⚟♴ⓗᑵປࡢศ㔝࡛ࠊ㞀ࡀ࠸⪅⮬❧ᨭ
ἲࡢసᴗᡤࡸㆤಖ㝤ࡢேᮦ㣴ᡂ࡞ࡢ࡞࡛ࠊ୰㛫ⓗᑵປࢆᅇࡋ࡚࠸ࡓゝ࠼ࡿࠋἲ⟇ࡀ
⏝࡛ࡁ࡞࠸㝽㛫ࡣࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊࡋࡋᚲせ࡞ᨭࢆồࡵࡿேࠎࢡࢭࢫࡋ࡞ࡗࡓ᪤ᡂࡢ
♫⚟♴⣔ࡢᅋయࡢ┬ࡢࡶࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺᴗࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀጞࡵࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ
ࡢព࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᗈࡆࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ⚟♴ⓗᑵປࢆࠊ᰿ᣐἲࡶ࡙ࡁ⏝࡛ࡁࡿே
࡛ࡁ࡞࠸ேࡢ㛫ࡢᇉ᰿࠺ࡲࡃ✰ࢆ࠶ࡅࡿᙧ࡛ࠊᑵປࢆࢩ࢙ࡋ࡚ࡺࡃࡇࡶᚲせ࡞ࢁ࠺ࠋࡇࡢ
࠶ࡓࡾࢆ࠺ࡲࡃ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢࡀ㔲㊰ᕷࡢ NPO ࡛࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊ⚟♴ົᡤࡢ㔲㊰
ࣔࢹࣝࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦࡢᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿ NPO ࡼࡿ㔲㊰ࣔࢹࣝࡢ㐃ᦠࡀࠊ࠶ࡿ✀ඛ㐍ⓗ
࡞άືࢆࢺ࣮ࢱࣝ⏕ࡳࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᐇ㊶ࡀࡲࡔࣔࢹࣝᴗࡋ࡚ᅜᒎ㛤ࡍࡿ࠸࠺ᒎ㛤ࢆ⏕ࢇ࡛
࠸ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
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㸵㸬᪂ࡓ࡞⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡢ♧၀
 ૼƨƳСࡇ҄ƴӼƚƯƷᙸӕǓ
ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺᴗࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢษࡾཱྀࡽၥ㢟ࢆ࠶ࡪࡾࡔࡍࠊࣂ࢚ࣛࢸࢆ᭷ࡋࡓ⏕ά
ᅔ❓ᨭࡢࣔࢹࣝᴗ࡛࠶ࡿࠋつᶍࡶ┴༢ࡽேཱྀᩘࡢᇶ♏⮬య༢ࡤࡽࡤࡽ࡛࠶ࡾࠊᑐ
㇟ࡍࡿேࠎࡶࠊᨭࡢ᪉ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᅜ࡛⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺᴗࢆࢺ࣮ࢱ࡛ࣝホ౯ࡍࢀࡤࠊᅗ 7-1 ࡢࡼ࠺ࠊ㇏ᐩ࡞❆ཱྀࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࡛ࡢࣥࢸ࣮
ࢡࢆᐇࡋࠊ⚟♴ົᡤࡽࡢࣞࣇ࣮ࡶྵࡵࠊ➨ 2 ࡢࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺ࡛࠶ࡿࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮
ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡀཷࡅ࡚ࡺࡃ࠸࠺ࡲࡎධࡾཱྀࡢὶࢀࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᑵປᨭ
⏕άᨭࢆ」ྜⓗᒎ㛤ࡍࡿᙧ࡛ࠊ⏝⪅ࡘ࡞ࡂࡢక㉮ᆺᨭࢆᐇࡋࠊᑵປ࡛ࡢ୍⯡ⓗ࡞⮬❧
⏕άࡸࠊ୰㛫ⓗᑵປࡼࡿ⏕άಖㆤࡢే⏝ࡶど㔝࠸ࢀࡓ⮬❧⏕άࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏳᐃࡋࡓ⏕άಖㆤ
ࡼࡿ⏕ά࡞ࢆᨭ࠼ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࠊᨵࡵ࡚⨨ࡅ┤ࡍࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ᅇࡢㄪᰝ࡛㛫㐪࠸࡞ࡃ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊ๓ࡉࡤࡁࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࡀࠊཷࡅࡿࡔࡅࡢ❆
ཱྀ࡛ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊඛ㐍ⓗ࡞ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ௨እࡣࠊḟࡢࡘ࡞ࡂࡀ࡞ࡃࠊ㒊ศࡑࡢᚋ
ࡢᨭࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓ≧ἣࢆࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺᴗࡀⱝᖸ࡛ࡶᨵၿࡋࡓࡇ࠶ࡗࡓࠋ⚟♴
ົᡤ࠸࠺ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢฟ࠸ࡢࠊ⏝࡛ࡁࡿ❆ཱྀࢆḟࡢࡘ࡞ࡂࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡼ
ࡾ⏕ࡁ㏉ࡽࡏࡓࠋࡑࡋ࡚࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࠸࠺᥀ࡾ㉳ࡋᆺࡢࢽ࣮ࢬⓎぢ࠸࠺࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ࡛ࡢὶ
ࡶᑟධࡍࡿࡇࡼࡾࠊぢ࠼࡞࠸⏕άᅔ❓⪅ࠊ⮬ࡽࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡞࠸ேࠎࡢࣜ
࣮ࢳࡶ⏝ពࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⚟♴ົᡤࡀࡇ࠺ࡋࡓ๓ࡉࡤࡁⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢ୍⩼ࢆᢸ࠺ࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࡇࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᮏேࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊ┤ࡕ⏕άಖㆤ࠸࠺ὶࢀࡶࠊ࠸ࡗ
ࡓࢇࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࣞࣇ࣮ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡶ⏝ពࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࢆỴᐃࡍࡿ
ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮✀ࠎࡢ❆ཱྀࡢ㐃ᦠࢆᐦࡍࡿࡇࡼࡾࠊಙ㢗㛵ಀࡢࡶ
⠏ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ㛵ಀࢆ⏕ࡍࡢࡶక㉮ᆺᨭࡢேᮦࡀ⾜࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ᅗ 7-1 ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺ࡉࡲࡊࡲ࡞ࣥࢸ࣮ࢡࡢὶࢀࢆḟࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮࡛
ཷࡅࡿᙧࡋ࡚ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ࣮࣒࣍ࣞࢫ≧ἣ࡛࠶ࡿ㝿ࡢ⥭ᛴࡢཷࡅධࢀᑐࡋ࡚ࡣࠊᚲࡎ୰㛫ࣁ࢘ࢪ
ࣥࢢࢆࢩ࢙ࣝࢱ࣮ⓗཷࡅࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ㐃ᦠࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡓࡏ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ෆ࡛ࠊ⏕ά
ᨭᑵປᨭࡢࡘࡢᰕࡼࡿ┦ㄯࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆᐇࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ⏝⪅ࡣࢭࣥࢱ࣮㏻
ᡤࡍࡿࠊࣁ࢘ࢪࣥࢢ▷ᮇⓗᅾࡍࡿࢆྵࡵ࡚ࠊࡇࡇ࡛క㉮ᆺᨭࡀᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢࢭࣥࢱ࣮ࡽḟࡢᶫΏࡋࢆࠊᑵປ⮬❧⏕ά⮬❧࠸࠺ࡘࡢᴟࡢ࡞࡛ࠊࡢࡼ
࠺࡞ฟཱྀࢆタᐃࡍࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊእ㒊ࡢㄆᐃᶵ㛵ࡼࡿㄆᐃࢆ⤒ࡿᚲせࡀ᪂ࡓせㄳࡉࢀࡼ࠺ࠋࡇ
ࡢ⤌ࡳࡣࡲࡔᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢࡇ࠺ࡋࡓᨭ⤖ᯝࡀࠊࡓ࠼ࡤ⏕άಖㆤࢆ㏻ࡌ࡚
⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿㄆᐃࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕άಖㆤࢆཷࡅࡓ୰㛫ⓗᑵປࡶྵࡵࡓ⮬❧⏕άࠊࡼࡾ୰ᮇ
ࡢࢣࡀᚲせ࡞ሙྜࡣ୰㛫ࣁ࢘ࢪࣥࢢࢆ⏝ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏻ᡤᆺ⏝ࡍࡿ⮬❧ྥࡅࡓカ⦎ࠊࡑ
ࡋ࡚ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ᡤⓗࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨭဨࡢక㉮ᆺᨭࡼࡾࠊᑵປࡸ୰㛫ⓗᑵປྥࡅ࡚
ࡢ⮬❧ࢆࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡸᴗࡘ࡞ࡂ࡞ࡀࡽᐇ⌧ࡋ࡚ࡺࡃ࠸࠺࣮ࣝࢺࡀ⏝ពࡉࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ
㞀ࡀ࠸࡞ࢆᢪ࠼ࡓሙྜࡢἲ⟇ࡢ㈨※ࡢ⏝ࡣ༑㏣ồࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ᅗ 7-1 ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⾜࠺ᨭࡢὶࢀ

ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺ࢭࣥࢱ࣮ྡࢆࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺⛠࡛ࠊᮏᴗ
ࡣฟⓎࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏝⪅ࡣࠊ⏕άᅔ❓⪅࡛࠶ࡾࠊ♫ⓗᅔ❓⪅࡛࠶ࡾࠊᑵປᏳᐃᒙ࡛࠶ࡾࠊ
ኻ⫋⪅࡛࠶ࡾࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡛࠶ࡾࠊᑐ㇟⪅ࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒
ࡢ୰࡛ືࡃࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡣ࠸ࡿࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒యࢆࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ
⛠ࡍࡿࡼࡾࡣࡉࡽᗈ࠸ពྜ࠸ࢆᣢࡓࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⏕ά⮬❧࣭ᑵປᨭࢭࣥࢱ
࣮࠸࠺ࡼ࠺࡞ࢿ࣑ࣥࢢࡀࡦࡘࡢᥦ࡞ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࢭࣥࢱ࣮ࡢไᗘࡣࠊ᪤Ꮡࡢከᵝ࠶ࡿ┦ㄯ❆ཱྀࡸࠊ࠸ࡃ࠸ࡉࢀࡿ᪂ࡋ࠸ࢭ࣮ࣇࢸ
ࢿࢵࢺࡢ㛤ᣅࠊᨭ࠼ࡿேᮦࡢ㛤Ⓨ࠸ࡘ࡞ࡀࡿࡇࡣࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫ࢚ࣜࢆ࠺タᐃࡍࡿࡶࡓ࠸ࢇ㔜せ࡞ㄢ㢟࡞ࡿࠋྛ┴ᇦࡑࢀࡒࢀࣔࢹࣝᴗࢆ 2㸪3
ࣨᡤጞࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᑟධࡼࡗ࡚ࠊ᭱ప㝈⚟♴ົᡤ⟶㎄ࡢᆅ⌮ⓗࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢᗈࡀ
ࡾࡢࡶ࡛ࠊ♫㈨※ࢆ࣎ࢺ࣒ࢵࣉⓗືဨࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼࡚ࡺࡃࡁไᗘタィࡀᚲせ࡛࠶ࡿᛮࢃ
ࢀࡿࠋ
ࡲࡓㄡࡀࡇ࠺ࡋࡓࢭࣥࢱ࣮ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡢࠊㄡࡀᡭࢆୖࡆࡿࡢࠊ࠸࠺Ⅼ㛵ࡋ࡚ࡶࠊᅇࡢㄪ
ᰝࡣࡑࡢᅇ⟅ࡢ࠸ࡃࡘࡢࣄࣥࢺࢆ࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ♫㈨※ࡢᑡ࡞࠸ࠊࡲࡓࢽ࣮ࢬࡶࡑࢀ
ࡢ㔞࡛ࡣ࡞࠸ᆅ᪉ᅪ࠾࠸࡚ࡣࠊ㔝Ὢᕷࡸிᚋᕷࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㒔ᕷᅪࡢ㔝⏣ᕷࡢࡼ࠺ࠊ┤Ⴀ࡛㐠
Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊᙺᡤࡢ⦪ࡾࢆᶓ୵ࡋࠊࡑࡢ㈨※ࢆືဨࡍࡿ୰࡛ࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ
࣒ࡢᵓ⠏ࡀྍ⬟࡞ࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑࢀࡣ㤳㛗ࡢࢽࢩࢸࣈࡸࡑࢀࡇࡓ࠼ࡿ⫋ဨࡢពḧࡸ⬟
ຊࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᗘࡀࡁࡃ㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ࠊ୍ᚊࡍ࡚ࡢ⮬యࡢᑟධ࠸࠺㐍ࡵ᪉ࡣࠊៅࡴ
ࡁ࡛࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
♫㈨※ࡀᒁᡤⓗ㇏ᐩ࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺඛ㐍ⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠊ࠶ࡿ
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いはパーソナル・サポートのシステムを導入することにより、そうした社会資源がさらに充実すると
いう団体が存在すれば、サービスの得意分野を汎用的にひろげていくという形で、制度化してゆくと
いう方法もあろう。またホームレス支援がこの伴走型支援を進めるときに、自然発生的に中間ハウジ
ングを導入し始めたが、ハウジングの供給をどのようにこの制度設計の中で実現化してゆくかも重要
な論点となる。

 ૼƨƳСࡇ҄ƷȜȪȥȸȠज़
費用対効果ということに関しては、第  のセーフティネットの制度化にともなう社会保障のコスト
計算という点に関して言えば、どれだけ生活保護を受給する前で受け止めるか、中間的就労などを導
入することにより、全保護という負担をどれだけ軽減するか、生活保護を受けても安定した生活を支
援できるか、そのためにはどれだけの人材と、スペースと、中間ハウジングが必要なのか、その必要
はどれくらいか、という試算も必要であろう。
今回の事業は、今年度は  億円規模で、受託団体としては  億円弱の予算規模で運営され、 団
体で、 名の職員が雇用されている（ 団体あたり、 人）。サービスエリアについては、全国の
福祉事務所管轄のエリアの広さと想定して、 の福祉事務所が全国であるので、単純にこの  団
体、 名という規模の事業を全国規模で展開すると、 億円規模で、 万人強の伴走型支援士が
必要になると試算される。
また支援対象者のボリュームであるが、相談人員が  団体で  年間  人平均で、 人ほどであ
り、継続支援者については、団体によりばらつきはあるが、 割とした場合に、 人程度と試算さ
れる。先ほどの福祉事務所数を使った全国値への換算となると、 万人強という支援対象者の数が試
算される。
前回調査で、 年における脱ホームレスの数が、 万人強と推計されたが、その  倍規模でさ
らに伴走型支援を必要としてゆくことが想定されることになる。また支援者一人あたりについては、
今のところ、一人当たり、 人程度の伴走支援となっているが、この値はどんどん蓄積されていくで
あろう。日本全体の生活保護世帯を  万世帯、ケースワーカ一人当たり  世帯とした場合のケース
ワーカの数は、 人余りとなる。一福祉事務所あたり（全国  ヶ所）、 人ほどとなっている。
福祉事務所とも連携しながら、第  のセーフティネットの構築のために、この伴走型の生活自立・就
労支援センター的な存在の意義は十分あると思われるし、決して実現不可能なものとは思われない。
今回の調査では、支援のメニューに立ち入った分析はできなかったが、今後はこのモデル事業の検証
を通じた、制度化への努力がますます必要とされよう。







—
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㸶㸬ฮవ⪅ᨭࡢㄢ㢟ᚋࡢ୍᪉ྥᛶ

ᅇࡢㄪᰝࡢ୍ࡘࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿฮవ⪅ᨭࡢᐇែᢕᥱࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘࡢᨭ⌧ሙࢆゼၥࡋࠊᆅᇦ
⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮㛵ಀࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢཧຍࡸࠊࣉࣞㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊྛࢭࣥ
ࢱ࣮⮬యࢹ࣮ࢱࡢබ⾲ࡀࡇࡲ࡛ྍ⬟࡞ࡢࡢ⤫୍ぢゎࡀᚓࡽࢀࡎࠊᖺᗘෆ㞟ࢹ࣮ࢱࡢබ⾲ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡇ࡞ࡗࡓࠋᙜึࡼࡾணᐃࡋ࡚࠸ࡓ᭷㆑⪅ࠊ⌧ሙࡢேࠎࡢᗙㄯ࠸࠺ᙧ࡛ࠊᮏᖺᗘࡢฮ
వ⪅ᨭࡢሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ
⌧ሙࢆᣢࡘ᪉ࠎࢆ࠼ࡓᗙㄯࡣࠊ2012 ᖺ 3 ᭶ 16 ᪥ᮾி࡛⾜ࡗࡓࠋ▹ṇタෆ≧ἣࡽࠊ⚟♴
ⓗࢽ࣮ࢬࠊไᗘࠊᐃ╔๓ᚋࡢኚ࡞ࡢほⅬࡽᒣᮏㆡྖẶࠊᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸฮవ⪅ᨭ
ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࡞ࠊ㒔ᕷᅪ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ┈Ꮚ༓ᯞẶ㸦㜰ᗓᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭ
ࣥࢱ࣮௵┦ㄯဨ㸧ࠊᆅ᪉㒔ᕷ࡛ࡢᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚❧ᒸᏛ
Ặ㸦ᐑᇛ┴ᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ⮬❧‽ഛ࣮࣒࣍ࡢᐇែ
ࡘ࠸࡚ᐑ⃝㐍Ặ㸦≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேࡗ࣏ࢵࢺ௦⾲㸧ࡽࠊฮవ⪅ᨭࡢືྥࡘ࠸࡚ヰࢆ࠺
ࡀࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗฮవ⪅ᨭࡢ⣔㆕ࡽࠊ⌧ᅾࡢᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇែࡸㄢ㢟ࠊ
ࡑࡋ࡚ᚋࡘ࠸࡚ࡲࡵࡿࠋ
 Д˷ᎍૅੲƷƻƱƭƷኒᜧ
ŠД˷ᎍƱᛢ᫆
㏆ᖺࠊฮవ⪅ᨭࡣࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭࡸ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ࡞ࡢ⌧ሙࡽⓎࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ㞀ࡀ࠸ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ࣮࣒࣍ࣞࢫ࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿேࡢ࡞ࠊ⨥ࢆ≢ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࢣ࣮ࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡃࠊࡑࡢ
⤒㦂ࡽࠊฮవ⪅ᨭࡢᚲせᛶࢆッ࠼࡚ࡁࡓࠋ
㞀ࡀ࠸࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ⌧ሙ࡛ᨭࡋ࡚ࡁࡓฮవ⪅ࡢࡦࡘࡢഴྥࡋ࡚ࠊぢ࠼࡙ࡽ࠸㞀ࡀ࠸
ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡾࠊேࡸ♫ࡢᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡿࡢࡀⱞᡭ࡞ேࡀ࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊྛ✀ᨭไᗘࡣ
ࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃࠊ⏕ࡁ࡙ࡽࡉ࡞ࢆᢪ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㞀ࡀ࠸ࡔࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࣒࣍ࣞࢫࡔࡽ࠸ࡗ
࡚≢⨥⮳ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㐺ษ࡞ᨭࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊㄢ㢟ࡀぢ㐣ࡈࡉࢀ࡚ࡋࡲ
࠺ࢣ࣮ࢫࡶከ࠸ࠋ♫ⓗጇᙜ࡛࡞࠸⾜Ⅽ⮳ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ㄆ▱ࡢṍࡳࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ≢⨥ࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺⫼ᬒࡀ࠶ࡿࠋ
ἲົ┬ಖㆤᒁࡀ⾜ࡗࡓᅜࡢ᭦⏕ಖㆤタධᡤࡍࡿ⪅ࡢ IQ ⒪⫱ᡭᖒࡢ᭷↓㛵ࡍࡿㄪᰝࡽ
ࡣࠊIQ69 ௨ୗࡀ 20 ᩘ㸣࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⒪⫱ᡭᖒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡀ୍ேࡶ࠸࡞࠸࠸࠺⤖ᯝࡀ
࠶ࡿࠋ▹ṇタࡸ᭦⏕ಖㆤタ࡛ࡣࠊᮏேࡢㄢ㢟ࡋ࡚㞀ࡀ࠸ࡢᏑᅾࢆⓎぢ࡛ࡁࡎࠊぢ㏨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ▹ṇタ㔘ᨺᚋࡢືྥࡘ࠸࡚ࠊୖグㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ≉ᚩࢆㄪ࡚ࡶࡽ࠺ࠊ▹ṇタࡽฟ
࡚ࡁࡓⅬ࡛ࡣ᱁ẁᡤᣢ㔠ࡀᑡ࡞࠸ࠋ⨥ࢆ≢ࡍ๓ࡽࠊᡤᣢ㔠ࡀஈࡋࡃࠊᨺᾉ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓே
ࡸࠊᏙ❧↓࡞ேࠊ㌟ᐤࡾࡢ࡞࠸ேࡀከ࠸ࡇࡀศࡗࡓࠋ≉ࠊ㌟ᐤࡾࡢ࡞࠸ேࡀከࡃࠊ㞀ࡀ࠸⪅
ᡭᖒࢆ⏦ㄳࡍࡿேࡀ࿘ࡾ࠾ࡽࡎࠊ㐺ษ࡞ᨭࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊぢ࠼࡙ࡽ࠸㞀ࡀ
࠸ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ▹ṇタࡢ୰࡛ࡶ༑ศฮົసᴗࡀ࡛ࡁࡎࠊసᴗሗዡ㔠ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊ᭦
⏕ಖㆤタࡽ㏥ᡤࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡶ㠀ᖖ㛗࠸࠸࠺ᐇែࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ♫࡛ࡶᑵປࡘ࡞ࡀࡽࡎࠊ
ࡧ⨥ࢆ≢ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࢣ࣮ࢫࡀ≉ᚩⓗ⾲ࢀࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ
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ŠД˷ᎍƴݣƢǔᅈ˟ƷӒࣖ
ࠊୡㄽࡣ≢⨥⪅ᑐࡋ࡚ࡢឤⓗࡘ⥴ⓗ࡞ཝ⨩ࡀὶゝ࠼ࡼ࠺ࠋලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱᇶ
࡙࡞࠸࡞ࢇ࡞ࡃẅఆࡋࡓ⮬ᕫ㈐௵ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬❧࡞ゝࢃࢀࡿࡇࡶከ࠸ࠋࡑࢇ࡞ὶࢀࡢ࡞
࡛ࠊ࠼ࡤࠊಖㆤほᐹᐁࡸಖㆤྖࡣࠊᮏ᮶ࠊ▹ṇタ㏥ᡤ⪅ࢆᏲࡿࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢཝ⨩ࡢὶ
ࢀࡢᙳ㡪ࠊฮవ⪅ᨭ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢ࡞࡛ྖἲ⚟♴ࡀධࡾࡇࡴࡇᑐࡍࡿࣞࣝࢠ࣮ᛂࡶ
㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊࠕಖㆤྖࡀ⮬ศ㐩ࡢ㈇ᢸࡀቑ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠸ࡗࡓࠊฮవ⪅ᨭᅋయࡸࠊ
ᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭᴗᑐࡍࡿㄗࡗࡓㄆ㆑࡞ࡀㄗゎࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ♫య࠾࠸࡚
ฮవ⪅ࡢࣔࣥࢫࢱ࣮ീࡀ⊂ࡾṌࡁࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࠋ
ŠᨦƕƍᎍᅦᅍƷ᠃੭
▹ṇࡢၥ㢟ࡋ࡚ࠊேᶒၥ㢟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊฎ㐝ࡢ࠶ࡾ᪉࡞ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡣࡌࡵࡓࡁࠊ⚟♴⟇
ࡶࢱ࣮ࢽࣥࢢ࣏ࣥࢺࢆ㏄࠼ࡓࠋ 30 ᖺ௦ࡢᚋ༙ࡈࢁ࣓ࣜ࢝ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡓࡕࡸࠊ⢭⚄⛉
་⒪࡛ᣊ᮰ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡢ♫ࡢ⛣⾜ࢆᅗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣ㢧ᅾࡋࡓࠋࡇࢁࡀࠊ
᪥ᮏ࡛ࡣࡇࡢᙜࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡢタᐜࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡲࡾㄒࡽࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊḢ⡿ࡽ 20 ᖺࠊ30 ᖺ㐜ࢀ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ㞀ࡀ࠸⪅⮬❧ᨭἲࡢ๓ẁ㝵ࡋ࡚㞀ࡀ࠸⪅⚟♴
࠸࠺Ⓨࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋ㏆௦ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢ⚟♴ࡣࠊᗙᩜ∼࠸࠺ࡢࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ᅜࡔࡗ
ࡓࠋ⢭⚄⛉㝔ࡢ♫ⓗධ㝔ࡶࠊᅜࢆᣲࡆ࡚⋡ඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࠊࣜࢫࢡࡀ࠶ࢀࡤ♫ฟࡉ࡞
࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡀ᪥ᮏࡢ⚟♴࡛࠶ࡿࠋせࡣࣛ࣋ࣜࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋࣞࢵࢸࣝࢆ㈞ࡿࡇ࡛ࠊᇶᮏⓗ
⚟♴ࡣᅖ࠸⥆ࡅࡿࡇࢆ๓ᥦࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡢᨭࡣᥐ⨨ไᗘࡋ࡚ࠊ≉タ࡛ᢪ࠼ࡋ࡚ᨭࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡀࠊ2003
ᖺࡢᨭ㈝ไᗘࡢᑟධࡼࡾዎ⣙ไᗘ⛣⾜ࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ᆅ᪉ࡢタ㏣࠸ࡸࡽࢀ࡚ࡁࡓ㞀ࡀ࠸⪅ࠊ
≉㍍ᗘࡢேࡓࡕࡀࠊ㒔ᕷᡠࡗ࡚ࡁࡓࠋ㒔ᕷ㒊࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⚟♴࡞ࡌࡲ࡞࠸ேࡀ⌮ゎࡉࢀ࡞
ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㒔ᕷ࡛ၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡋࡓࡾࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊㄗゎࢆࡉࢀࠊࡑࢀࡽࡀせᅉ࡞ࡾࠊ≢⨥
⪅࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
⨥ࢆ≢ࡋࡓ㞀ࡀ࠸⪅ࡼࡾࡶ⨥ࢆ≢ࡉࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓ㞀ࡀ࠸⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⨥ࢆ≢ࡋࡓࡇࡉࢀ࡚
ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ㞀ࡀ࠸⪅ࠊ࠸࠺ࡢࡀᐇែ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ŠჼദᚨƷᅦᅍˊஆᚨ҄ƱƍƏᛢ᫆
ࡑࡢࡼ࠺࡞ฮవ⪅ㄢ㢟ࡢࡦࡘࡢ⣔㆕ࡶࠊ▹ṇタࡢ୍㒊ࡀ⚟♴ࡢ௦᭰タࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄢ㢟ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ2000 ᖺ௦ᚋ༙ࡽࡣࠊ▹ṇタࡀࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡋ
࡚ࡢ᭱ᚋࡢ⚟♴ࡢ◓࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣࡀ▱ࢀΏࡿࠋࡋࡋࠊୡࡢ୰ࡀ୍⯡ⓗồࡵࡿཝ⨩ࡸ
ᛂሗឤᇶ࡙࠸࡚ࠊ▹ṇタ࡛ฎ㐝ົࡵࡿฮົᐁࡣࡑࢀࡇࡑ୍⣒ࢀࡠᙉせࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ
ࡋࠊ▹ṇタ࡛ࡢ⏕άࡣࠊつ๎ṇࡋ࠸࣮ࣝࢸ࣮ࣥ࣡ࢡ࡛࠶ࡾࠊ࠼ࡤࡇࡢ༢⣧⏕άࡣⓎ㐩㞀ࡀ࠸⣔
ࡢேࡣ㡰ᛂࡋࡸࡍ࠸ࠋ⪃࠼ࡓࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗࡓࡾࡋ࡞ࡃ࡚ࡍࡴ⎔ቃ࡛ࡣࠊࠊᮏேࡢ㞀
ࡀ࠸࡞ࡢㄢ㢟ࡣぢ࠼࡙ࡽ࠸࠸ࡗࡓ≧ἣࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ▹ṇタࡽฟ࡚ࠊ♫ᡠࡗࡓᚋ
ࡢ⏕άࡣࠊ࡞ࡾࡢࣁ࣮ࢻࣝࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠼ࡿࠋ
ŠД˷ᎍբ᫆ǛσᡫƷբ᫆ॖᜤƱƠƯ
2004 ᖺࡽࠕዎ⣙࡞ࡌࡲ࡞࠸㞀ࡀ࠸⪅➼ࡢἲⓗᩚഛࡢ࠶ࡾ᪉ຮᙉࠖ࠸࠺ຮᙉࡀ❧ࡕୖࡀࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡀཌປ┬ࡢ◊✲⌜࡞ࡾࠊ2 ᖺࠊ3 ᖺ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ2007 ᖺࡢᚋ༙ࡽࡣⰍࠎᥦࢆฟࡋ
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ࡓࠋලయⓗࡣࠊ▹ṇタࡢࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ㓄⨨࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ᭦⏕ಖㆤタࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣮࣡࢝ࡢ㓄⨨࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡑࡋ࡚ฮవ⪅ࡀᆅᇦᐃ╔ࢆࡍࡿࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺᶵ㛵࡛࠶ࡿࠕ♫
⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖࡗࡓᥦࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓྠ㞀ࡀ࠸⪅ຍ⟬࠸ࡗࡓไᗘࡢᥦࡶࡋࠊ
ྖἲ⚟♴ࢆࡘ࡞ࡆࡿไᗘࢆᩚ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 ؏עဃܭბૅੲǻȳǿȸƴƭƍƯ
Š؏עဃܭბૅੲǻȳǿȸƷྵཞƱᛢ᫆
ࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡢ࡞ࠊ2009 ᖺᗘࡽࡣࠊᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࡀྛ㒔㐨ᗓ┴࡛㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ2012 ᖺ 3 ᭶⌧ᅾࠊᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴࡛タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋ཪࡣ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵ⚟♴ⓗ࡞
ᨭࢆᚲせࡍࡿ▹ṇタ㏥ᡤ⪅ࡘ࠸࡚ࠊ㏥ᡤᚋ┤ࡕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➼㸦㞀ࡀ࠸⪅ᡭᖒࡢⓎ⤥ࠊ♫
⚟♴タࡢධᡤ࡞㸧ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆࠊಖㆤほᐹᡤ༠ാࡋ࡚㐍ࡵࡿᴗ࡛࠶ࡿࠋ
2009 ᖺᗘጞࡲࡗࡓᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢࢫࢱ࣮ࢺࡣࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཷクᅋయࡢ✀
ูࡶ㐪࠺࡞ࠊྛࢭࣥࢱ࣮㛫ࡢ᱁ᕪࡀ┠❧ࡘࠋ࣮࣮ࣟ࢝ࣝࣝࣝࡀ࠶ࡿ࡞࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶከ࠸ࠋ
ᅜᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮༠㆟ࡶ❧ࡕୖࡀࡾࠊࡑࢀࡽࡢㅖㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊேᮦ⫱
ᡂࠊࡃே௳㈝ࡸࠊไᗘࡢၥ㢟ࠊᶵືຊࡢ࠶ࡿᑐᛂࢆ⏕ࡳฟࡍ㐃ᦠࡸࠊᰂ㌾࡞ᒎ㛤ࡀ࡛ࡁࡿᴗ㈝
ࡢ☜ಖ࡞ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㜰ࠊᮾி࠸ࡗࡓ㒔ᕷ㒊ࢆᢪ࠼ࡓᆅᇦࡸࠊᆅ᪉㒔ᕷࠊ▹ṇタࡢ❧ᆅ≧ἣ࡞ࠊࡑࡢᆅᇦ
ࡢ࠸࠺ࡢࡀࠊࡲࡔ༑ศᢕᥱࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
 ཌ⏕ປാ┬┤㎄࡛࡞ࡃࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡀጤクඖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆᢕᥱ
ࡋࡘࡘࠊࡲࡓᆅᇦࡢ≉ᛶࡶぢᴟࡵࡿࡇࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ŠǳȸȇǣȍȸȈƱȕǩȭȸǢȃȗ
ᆅᇦ⏕άᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࠊᆅᇦࡢ♫㈨※ࢆ
㑅ᢥ⫥ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࠊ㐺ษ࡞ᨭࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮
ࡣࠊ㞀ࡀ࠸⪅⚟♴༠ࡸࠊタ༠࡞ࠊ⚟♴タࢆᣢࡘࡶࡢࡶከࡃࠊࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ
ࣇ࢛࣮ࣟࡢ┠ࡀᒆ࡞ࡃ࡞ࡿ༴㝤ᛶࡶࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⮬ࡽࡢタධࢀ࡚ゎỴࡍࡿ࠸࠺ᡭ
ἲ࡛ࡣࠊᢪ࠼㎸ࡴࡇ࡛ࡢᆅᇦ⏕άࡢྍ⬟ᛶࢆ⊃ࡵ࡚࠾ࡾࠊከᵝ࡞♫㈨※ࡘ࡞ࡄ㑅ᢥ⫥ࡶᑡ࡞ࡃ
࡞ࡾࡀࡕ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏳ᫆࡞タᐜࡣࠊ⚟♴ࡢ▹ṇタ࠸ࡗࡓၥ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠾࡞࠸
࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⚟♴࠸࠺ࡢࡣࠊⰋࢀᛮࡗ࡚⏬୍ⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡋࡋࠊ⏝⪅ࡀồ
ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㑅ᢥ⫥࡛ࡶ࠶ࡿࠋᆅᇦ࡛㑅ᢥ⫥ࢆᚓࡿࢫ࢟ࣝࡸࠊጇᙜ࡞㑅ᢥࢆ࡛ࡁࡿࢫ࢟ࣝࢆ㌟╔
ࡅࡿࡓࡵࡶࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋタࡶᐜᆺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ⏕άࡢࢯࣇࢺࣛࣥ
ࢹࣥࢢࡢࡓࡵࡢ୰㛫タⓗ࡞ᙺࡀồࡵࡽࢀࡿࠋධࡾཱྀ࡛ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆࡋ୰㛫ⓗ࡞タ࡞ࢆ
ᅾࡉࡏࠊᆅᇦ⏕ά⦆ࡸ⛣⾜࡛ࡁࡿࡋࡃࡳࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ŠλǓӝƷૅੲ
ࡇࡇࡲ࡛ࡣࠊ▹ṇタ㏥ᡤᚋࡢᨭࠊࡘࡲࡾฟཱྀᨭࡢࡇࢆ୰ᚰࡲࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊᑐࡍࡿධࡾ
ཱྀᨭࡶ㏆ᖺㄢ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡘࡿ࠶ࡿࠋಖㆤほᐹᐁࡀᐇ㝿ฎ㐝࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣᅜ࡛ 700
ேࡄࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋฎ㐝ィ⏬ࢆಖㆤほᐹᐁࡀసࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࠊุࡢ㐣⛬ࠊ␃⨨ࡢ㐣⛬
⚟♴⫋ࡀ㛵ࢃࡿࡇࡣࠊ࡛ࡣぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᑓ㛛ⓗ⾜࠺ᮇ㛫ࡣࡲࡔ࡞࠸ࠋࡑ
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ࡢᙺࢆᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡀᢸ࠺ࡇࡶࠊࡦࡘࡢ࠶ࡾ᪉࡛ࡿࠋྲྀࡾㄪࡸᣊ␃࠸࠺ẁ㝵
࡛ࠊ༢࡞ࡿࢻ࣎ࢣ㸫ࢱ࣮ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮࡞ࡿࢇࡌࡷ࡞ࡃࠊ࢜ࣇࢩࣕࣝ࡞ࢻࣂࢨ࣮
ࡋ࡚ࠊྖἲᑐࡍࡿ⚟♴ⓗ࡞ពぢࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊ୍㒊ࡢᆅᇦ⏕άᐃ╔
ᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᣢࡕฟࡋ࡛ධཱྀᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀࠊ⤌ࡳࡋ࡚ࡣᮍᩚഛ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊྖἲࡢධࡾཱྀ࡛ࡍ࡛⚟♴ⓗ࡞ᨭࡢࢽ࣮ࢬࡣࡲࡔࡲࡔᮍ▱ᩘ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆࢭࢫ
࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࠊ⚟♴⫋ࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉࠊᢸ࠸ᡭ☜ಖࡢࡓࡵࡢᅜᐙ㈨᱁࡞
ࢆ᳨ウࡋࡣࡌࡲࡿᮇࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Š؏עဃܭბૅੲǻȳǿȸƷᚸ̖Ʊʻࢸ
ࡢẁ㝵࡛ࠊᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࠊ࠺ࡲࡵࡿࠊホ౯ࡢᮇࡉࡋࡗ࡚࠸
ࡿࠋᚋࠊࡶࡗ࣮࣒࣎ࣜࣗࡢ࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᪂ࡋ࠸࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࡢࡋࡃࡳࢆࡘࡃࡿ
ࡢࠊᚋࡢ᪉ྥᛶࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡸࡣࡾࠊᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ぢ࠼࡚ࡁࡓ
ࡇࡋ࡚ࠊᐇࡣ㟂せࡀከ࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡓ࠼ࡤࠊ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛ᑵປᨭࡔࠊ᭦⏕ಖㆤᑵປ
ࢭࣥࢱ࣮࠸ NPO ࡀࠊᮾிᰣᮌ⚟ᒸ࡛ࡁࠊከࡃࡢே㐩ࡀ≉ูㄪᩚࢆ᩿ࡗ࡚ᑵປ᮶࡚࠸ࡿᐇែࡶ
࠶ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊࡲࡔⰍࠎ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮࠸࠺ྡ┠࡛ᐃ╔ࡉ
ࡏࡿ࠺ࡣูࡋ࡚ࠊᑵປ࣐ࢵࢳࡋࡓ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢧ࣮ࣅࢫࡢࡶࡗ᪂ࡋ࠸࣮࣒࣎ࣜࣗࡢ࠶ࡿ
ࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶྵࡵ࡚ࠊࡇࢀࡽ᳨ドࡋ࡚ࡑࡋ࡚◊✲ࡋ࡚࠸࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 țȸȠȬǹૅੲƱД˷ᎍૅੲ
୍᪉࡛ࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡢ୰ࡽฮవ⪅ᨭࡶᗈࡀࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠺ὶࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ୍␒ᗈ࠸㛫ཱྀࢆᣢ
ࡗ࡚ᨭࡋࡓ୰࡛ฮవ⪅ᨭ㐼㐝ࡋࡓࠖ࠸ࡗࡓ⤒⦋ࡽධࡗ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ㄢ㢟ࢆ
ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
Šᅈ˟เƷૼƨƳȍȃȈȯȸǯನሰ ٻᣃࠊƴƓƚǔʙ̊Ტ᧵ٻᲣ
㜰ࡣࠊ
ࠕࡼࡾࡑ࠸ࢿࢵࢺ࠾࠾ࡉࠖ࠸࠺࣮࣒࣍ࣞࢫᨭᅋయࡸேᶒၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴᅋయࠊ♫
⚟♴タࠊ་⒪ᶵ㛵࡞ࡀࠊ㐃ᦠࡋ࡚ࠊฮవ⪅ᨭࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕࡼࡾࡑ࠸ࢿࢵࢺ࠾࠾ࡉࠖࡣ௵ពᅋయ࡛ࠊ2009 ᖺࡢ 4 ᭶⤖ᡂࠋ9 ᭶ࡽಶูࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࢣ࣮
ࢫ࣮࣡ࢡⓗ࡞┦ㄯཷࡅጞࡵࡓࠋಶูࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡⓗ࡞┦ㄯྠㄪᰝᴗၨⓎᴗ࡞ࢆ
ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲ࡛࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࢆ୰ᚰࠊ୰ࡣ▹ṇタධࡗࡓࡾฟࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ே
㐩ࡣఱࡋࡽ᪤Ꮡࡢ⚟♴ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࡞ࡆࡃ࠸࠸࠺⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋᝎࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ᝎࡲࡎ
ⓙ࡛⪃࠼ࡼ࠺࠸ࡗࡓᶵࢆ㔜ࡡࠊࠕࡼࡾࡑ࠸ࢿࢵࢺ࠾࠾ࡉࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊࡼࡾࡑ࠸ࢿࢵࢺ࠾࠾ࡉࡢཧ⏬ᅋయࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㜰ᗓ⥲ྜ⚟♴༠ࡀཷクࢆࡍࡿࠋ
ࡼࡾࡑ࠸ࢿࢵࢺ࠾࠾ࡉࡢ┦ㄯဨࡣࠊᩆㆤタࡸࠊ㔝ᐟ⏕ά⪅ᕠᅇ┦ㄯ࡛ࡢ⤒㦂ࢆᣢࡘࡶࡢࡀධࡾࠊ
࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆάࡋࡓ┦ㄯᨭࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡼࡾࡑ࠸ࢿࢵࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᆅᇦ
⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࢆཷクࡋࡓࡇ࡛ࠊ┦ㄯဨࡶවົࡍࡿᙧ࡛ᰂ㌾ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡾࡑ࠸ᐃ
╔ࢆศࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌ❆ཱྀࡋ࡚͐࠼ࡤ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࠕ࠶࡞ࡓࡣᐃ╔ࡢேࠊ࠶࡞ࡓࡣࡼ
ࡾࡑ࠸ࡢேࡔࡽࡇࡗࡕࡅ࡚ࡡࠖ࡞ඹ᭷࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛ࠊᑐ㇟⪅ࡢேࡶ㏞ᝨࢆࡅࡿࡋࠊ
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課題も分散してしまうので、大阪としては同時窓口にして、こちらの都合で「この人はよりそいの人
だ、この人は定着の人だ」と数のカウントなどは振り分けていって、やることはできるだけ平等にや
っていきましょうと進めている。
いわゆる伴走型支援、よりそい型支援をしていくなかで、刑余者は、野宿の人以上に今まで社会で
面子を潰されて続けてきた人が多い。叱られ慣れているし、面子を潰され続けてきた人なので、被支
援者的な扱いをできるだけしないような意識が重要となってくる。これはこちらがへりくだるという
意味ではなくて、社会で安定して生きていくための協力関係を意識して、できるだけその文脈で対峙
するような意識は重要であり、そのノウハウをネットワークで共有しながら、進めていくことが求め
られる。

Šࡰᜱٟ˳ׇƱƷᡲઃƴǑǔᐯʙಅ ᣃࠊᡈᢸࠊᘑעƴƓƚǔʙ̊ᲢྚؖᲣ
埼玉弁護士会で貧困問題などに熱心な弁護士が、刑余者問題を認識し、
「民間の支援団体、施設に対
して指定をする」という仕組みを作った。このように、埼玉の場合は、埼玉弁護士会が、社会復帰支
援委託援助制度という被疑者・被告人の段階で生活困窮状態にある方の支援について、社会福祉士と
専門性のある者に対して委託をするという、支援の仕組みをつくっている。この社会復帰支援委託援
助制度は、埼玉でホームレス支援活動を行う 132 法人ほっとポットが受託している。
まずは、
「保護観察所からの方の相談も全く一般の相談と変わらないので、お受けしますよ」という
シフトを始めた。ので、その委託をほっとポットのシェルターが受けるようになって、保護観察所だ
けではじゃなくて、埼玉県中の警察や拘置所で勾留されている方の依頼も受けるようになる。弁護士
会の委託を受けて  年半が経過し、相談の件数が  件である。保護観察所や更生保護施設、矯正施
設からの依頼は  件とは別に  で、 を切るという状況である。
課題としては、本来的にはしっかりと公的責任の元で福祉サービスを利用ができるという方のなか
に、ホームレス状態や生活困窮状態の方がたくさんいるという点である。埼玉は大都市とはいえない
が、そのような課題は少ないとはいいがたい。
また、路上生活や野宿生活、生活困窮状態の方への、これまで民間団体や福祉の専門職の支援に対
して報酬という制度の概念がない。それは例えば、ホームレス支援団体が地域生活定着支援センター
や受入側の支援団体が現地へ行く、あるいはコーディネートをするために会いにいく、あるいは直接
的な支援をする、といったときに、報酬を受け取るなんの根拠も存在しないことなどがある。これは
おそらくホームレスの自立支援法とかそういったところの絡みが本来的には出てくると思う。実際の
支援に対して、厚労省側がしっかりと単価をつけて制度を作るということがない限りは、いつまでた
っても司法サイドのいいなり的な側面はある。今回の自立準備ホームもその一事例である。
また、生活保護費やもろもろ貧困ビジネスとの関わりとも出てくるので、報酬的な単価の根拠を、
生活困窮者の支援についてもしっかりと検討して進めていくことが求められる。

ŠțȸȠȬǹૅੲ˳ׇƱƠƯૼƨƳʙಅ૾ע ޒᣃࠊƴƓƚǔʙ̊Ტ˅ӨᲣ
ホームレス支援をしている中で、やっぱり矯正施設から出てくる人がずいぶんいると感じる。
「自立
したい」と言ってきた人でいろいろと話を聞くと、
「矯正施設にいたんだ」という人が多い。その当時
の東北の更生保護委員会の専門委員の山田委員長が、今後、地域生活定着支援センターを作っていく
ために、さまざまなアピール活動をしていた。その時に、いろんな仙台市のホームレス支援団体や障
害関連の団体、各 132 が集められて、矯正施設の中にいる福祉的なサポートが必要な人に関してのセ
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ࣥࢱ࣮ࡀ࡛ࡁࡿࡽࠊ༠ຊࢆồࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭᅋయ࡛࠶ࡿ NPO ἲே࣑࣡ࣥ࣡ࣜ̿ྎࡀཷクࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࢁ
࠸ࢁ࡞༠ຊ㛵ಀࡶ㐍ࡳࠊࡓ࠼ࡤࠊಖㆤྖ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ1 ࣨ᭶ 1 ᗘࠊᑡᖺ㝔࡛ DJ ᨺ㏦ࢆᐇࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ӮඥƷ᠃੭ŴᅦᅍƷ᠃੭
ŠДʙӮඥƷȀǤȐȸǸȧȳ
ฮྖἲయࡀࢲࣂ࣮ࢪࣙࣥࡋ࡚࠸ࡃࠋࢲࣂ࣮ࢪࣙࣥࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ࠺ࡸࡗ࡚▹ṇタ
ධࢀࡿ๓ᆅᇦෆฎ㐝ࢆࡍࡿࡢࠋ♫ෆฎ㐝ࢆࡍࡿࠋࡓࡔࡑࡢ㈨※ࡀ࡞࡞ぢࡘࡗ࡚࠸࡞࠸
୰࡛ࡸࢀࡿ࠸࠺Ᏻᮦᩱࡶ࠶ࡿࠋධࡾཱྀࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢲࣂ࣮ࢪࣙࣥࡀ᳨ウ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢇ࡞࡞ࠊ᳨ᐹࡀኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ᳨ᐹࡀཝ⨩࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ಖㆤⓗ࡞ព㆑࡛ᐇฮࢆồࡵ࡚࠸
ࡃࡇ࡛ࠊࡇࡢ♫ฟࡓࡽ࣮࣒࣍ࣞࢫ≧ែ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡅ࡞࠸ࡌࡷ࡞࠸
ࠊࡑ࠺ᛮࢃࢀࡿேࡀḟࡽḟ⌧ࢀࡿࠋࡋࡋࠊᆅᇦ⏕άᐃ╔ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗࢆࡣࡌࡵࠊ࠸
ࢁ࠸ࢁ⚟♴ࡀࡼ࠺ࡸࡃ┠ࢆࡘࡅ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᚑࡗ᳨࡚ᐹࡋ࡚ࡣࠊᐇฮࢆฟࡉ࡞࠸ࠋ
ࡶࡗゝ࠼ࡤἲไᑂࡢ୰࡛ࡇࡢ㛫ࡎࡗ㆟ㄽࡋ࡚ࡁ࡚ࠊ♫ዊ௧ฮ࠸࠺ࡢࡣ࠺ࡅࡀᝏࡗࡓ
ࡅࠊせࡣࡲࡉࢲࣂ࣮ࢪࣙࣥࠋ᪥ᮏேࡀዲࡁ࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛ゝ࠼ࡤࠊ≢⨥ࢆ≢ࡋࡓ
ேࢆ࠸♫ෆ࡛ฎ㐝ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ŠȒȥȸȞȳǵȸȓǹƱƠƯƷᅦᅍ
ࡇࡢฮవ⪅ၥ㢟ࡣࠊ༢⚟♴ࡢၥ㢟ࠊ▹ṇࡢၥ㢟ࡔࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊᅜࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥࢃࢀࡿၥ
㢟࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡣ࠺⏕ࡁࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ウㄽࡍࢀࡤࠊ࢚ࢡࢫࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡉࢀ
ࡿேࠎࢆࡁࡕࢇࡲࡎໟࡳ㎸ࡴࡇࡼࡗ࡚ࠊ⚟♴యࡀᡂࡾ❧ࡘࠋࠕ⚟♴ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊࠕ࢙࢘ࣝࣇ
࢙ࠖ࠸࠺ࡼࡾࠊᡈ࠸ࡣᨻࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿ⚟♴࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࣮ࣅࢫࠖ࠸࠺ࡁ࡞⚟♴
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ୰ᩍ⫱ࡔ⤒῭ࡀⰍࠎ࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡀᮏ᮶ࡢጼ࠸࠼ࡿࠋࡸ⚟♴࠸࠼ࡤ
㇏‶㈈ᨻࡢ㇟ᚩࡳࡓ࠸࡞ゝࢃࢀ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚟♴ࡣඛ⣽ࡾࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴ࡶ࠶ࡿࠋ⾜ᨻࡼࡾࡶ᪂ࡋ
࠸ࡇࢆษࡾ㛤ࡃࠊᡈ࠸ࡣἲࢆ㐓⬺ࡍࡿࡼ࠺࡞ࢆࡸࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢽ࣮ࢬࢆࡳࡘࡅ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ࡑࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀ⚟♴ᨻ⟇ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࢆᛀࢀ࡚ࠊ࡞ࢇ࡞ࡃ⾜ࡢ࠸࠸࢙࢘ࣝ࣊ࡢே㐩
ᡂࡾୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ⚟♴ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃ㉳⇿ࡋ࡚ࠊฮవ⪅ᨭࡢ⌧ሙࡣ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ

36 -—
—- 36

資

料

— 37-37—

編
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ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮
ᾏ㐨㔲㊰ᕷ ᆅᇦࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮࠼࠷






ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮࠼࠷          ࠕ࠼࠷ࠖࡢົᡤࡢᵝᏊ



    ᆅᇦ㉳ᴗ㐀ࢭࣥࢱ࣮ࡲࡌࡃࡿ          ࠕࡲࡌࡃࡿࠖࡢົᡤෆࡢᵝᏊ
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         ᭶Ⲯ


ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ
⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅
ᨭෆᐜ
ᴗෆᐜ

ᆅᇦࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ ࠼࠷
㔲㊰ᕷᾆぢ 4-2-3
8ே
CPS㸸NPO ⫋ဨ
PS㸸3 ே㸦ඖሬᕤࠊඖ㌴ࡢᩚഛኈ➼㸧
APS㸸5 ே㸦ඖႠᴗ࣐ࣥࠊඖົဨࠊඖㆤ⫋➼㸧
ࡇ┦ㄯࡋ࡚ࡼ࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ேࡸࠊồ⫋⪅ࡸከ㔜മົࠊᚰࡢᗣ࡞ࠊ」ྜ
ⓗ࡞⏕άㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡓே࡞ࠊ」ᩘࡢ㡿ᇦࢃࡓࡗ࡚ᝎࡳࢆᢪ࠼ࡿே㐩⥲ྜ
ⓗࠊ⥅⥆ⓗᐤࡾῧࡗ࡚┦ㄯᴗࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢྠ⾜ࡸ᪥ࠎࡢ⏕άࢧ࣏࣮ࢺࠊᑵປࢧ࣏࣮ࢺࢆໟᣓⓗᨭࡍࡿࠋ
࠼࠷┦ㄯ⪅ࠊ⚟♴ົᡤࡽࡢࣥࢸ࣮ࢡ
ᇶᮏⓗࡣࢇ࡞┦ㄯ࡛ࡶཷࡅࡿࠋ
┦ㄯᨭࠊࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠊ㉳ᴗᨭࠊࢽ࣮ࢬⓎ᥀
ᒃሙᡤࡢᥦ౪ࠊ୰㛫ⓗᑵປࠊᆅᇦ༠ാࡼࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ
┦ㄯ௳ᩘ㸸ࡢ 150 ௳

— 40 —

ᅋయᅗ

NPO ἲேᆅᇦ⏕άᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢧࣟࣥ㈨ᩱࡼࡾ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸯

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ

ཷ┈⪅

⏝ࡋࡓไᗘࡸຓᡂ㔠

ᐇ┠ⓗ

ෆᐜ

ຠᯝ

᭶Ⲯ
࣭⏕άಖㆤୡᖏࡢᏊࡶ
࣭Ꮫ⩦ᨭࢆᕼᮃࡍࡿᏊࡶ
࣭ఫᒃࡢ႙ኻ⪅
࣭⫱ඣࢆ⾜࠺ẕぶ
࣭㞀ࡀ࠸⪅
࣭WAM ඛ㐍ⓗ࣭⊂ⓗάືᨭᴗ㸦ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㸧㸸500 
࣭㔲㊰ᕷ⚟♴ົᡤࡽࡢጤク㈝㸦Ꮚࡶᨭࡘ࠸࡚㸧
ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺᨭᑐ⟇➼ᴗ㈝⿵ຓ㔠࡞
ࢥ࣑ࣗࢽࢸࣁ࢘ࢫࡋ࡚㐠Ⴀ
ேࡀ⮬↛㞟ࡲࡿሙࢆసࡿࡼࡗ࡚ぢ࠼ࡿᆅᇦㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊゎỴ⟇ࢆᆅᇦࡢே
ࡶ⪃࠼ࡓࡾࠊᢕᥱࡋࡓࢽ࣮ࢬࡽᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
1㸸㞟࠸ࡢሙ
2㸸ᒃఫࡢሙᡤ
3㸸࡙ࡃࡾ
࡞ෆᐜ
1㸸⏕άಖㆤୡᖏࡢᏊࡶࡢᏛ⩦ᨭ
2㸸ఫᒃ႙ኻ⪅ࡢఫᒃࡢᥦ౪
3㸸པᡣࢆ୰ᚰࠊぶᏊࣛࣥࢳࡸᴗᡤࡢ⤥㣗࡙ࡃࡾ
⏕ەάಖㆤୡᖏࡢᏊࡶࡢᏛ⩦ᨭࢆ⾜࠺
Ꮫ⩦ᨭဨ㸸3 ྡ
୰ 1ࠊ2㸸ᖹᆒ 5 ྡ⛬ᗘ
୰ 3㸸ᖹᆒ 10 ྡ๓ᚋ
ەఫᒃ႙ኻ⪅ࡢఫᒃࡢᥦ౪
ࡢ⣙ 30 ྡࡀ⏝ࠊᖺ㱋ࡣ 3 ṓ㹼70 ௦
1㸸⚟♴ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ
࣭
ࠕᨭࢆᚲせࡍࡿேࠖ䜢ᑐ㇟䛸⪃䛘䚸ᚲせ䛺ே䛻ᚲせ䛺ᨭ䜢䛩䜛ሙ䛸⨨䛵䛡䜛䚹
࣭ࠕᆅᇦࡢ࠶ࡽࡺࡿ⏕άㄢ㢟ᐤࡾῧ࠺ࠖࡇࢆᯟ⤌ࡳࡍࡿࠋ

ᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ

2㸸ᚠ⎔ᆺᆅᇦ⚟♴ࡢᐇ⌧
ᨭ⪅⏝⪅࠸࠺❧ሙࢆ࡞ࡃࡋࠊ㛵ࢃࡿேࡀຓࡅࡓࡾຓࡅࡽࢀࡓࡾࡍࡿᙺࢆ
ᯝࡓࡍࠋ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸰

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅

⏝ࡋࡓไᗘࡸຓᡂ㔠
ᐇ┠ⓗ

ෆᐜ

ຠᯝ

ᆅᇦ㉳ᴗ㐀ࢭࣥࢱ࣮ ࡲࡌࡃࡿ
࣭ồ⫋⪅
࣭㛗ᮇኻᴗ⪅
࣭♫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿே
࣭ᖹᡂ 23 ᖺᗘཌ⏕ປാ┬♫⚟♴᥎㐍ᴗ
࣭ᆅᇦ♫㞠⏝㐀ᴗ㸦ᖹᡂ 22ࠊ23 ᖺᗘ㸧
ͤཷクᅋయࡣᾏ㐨ᆅᇦ⏕᥎㐍ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠋࡑࡢෆࡢࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉᴗ
ศࡢ⿵ຓ㔠ࠋ
ࢲࣟࢢᘧࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡛ᑵປࠊ♫ᖐࠊᆅᇦ㈉⊩ࢆ┠ᣦࡍ
1㸸ᑵ⫋ࢧ࣏࣮ࢺ
࣭ᑵ⫋ࡢ┦ㄯ
࣭ᛂເ᭩㢮సᡂࡢᡭఏ࠸ࠊࢻࣂࢫ
࣭㠃᥋ࡢ⦎⩦
࣭ᑵປయ㦂
2㸸◊ಟ
࣭1 ࢥ࣮ࢫ 6 㐌㛫㸦つᐃ㸸90 ศ120 ࢥ࣐㸧
ͤ4 㐌㸸ົᡤ◊ಟࠊ2 㐌㸸ᴗࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ͤົᡤ◊ಟࠊཎ๎ 4 ࢥ࣐/᪥ࠊᖹ᪥ 9㸸00㹼17㸸00
࣭15 ࡢᨭ㔠ࢆᨭ⤥
3㸸ࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫࡢ㐠Ⴀ
ͤ㉳ᴗࡋࡓ࠸ேࡣࠕᾏ㐨♫ⓗᴗ࣭㉳ᴗࣉࣛࣥࢥࣥ࣌ࠖࢆ⤂ࠋᾏ㐨ᆅᇦ
⏕᥎㐍ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡀᐇࡋࠊ᥇ᢥ⪅ࡣୖ㝈 300 ࢆᨭ⤥
◊ەಟཧຍேᩘ ⣙ 170 ྡ
࣭ᑵ⫋⪅㸸⣙ 70 ྡ㸦ෆࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉඛᑵ⫋㸸3㹼4 ྡ㸧
ࡅཷࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥەධࢀᴗ ⣙ 105 ♫
ͤ◊ಟࡢࡳཷධࢀྍࠊ⥅⥆ᑵປྍࡢᴗࡶྵࡴ
1㸸ಶࠎࡢྜࢃࡏ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢥ࣐༢ไ
㸧༗๓୰ࣝࣂࢺ࣭༗ᚋ◊ಟࠊ༗๓୰ࡢࡳࠊᅵ᪥ࡢ㐌ᮎࡢࡳ࡞
2㸸ㅮᖌࡀᤵᴗࢆ⾜࠺ᙧែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༟࡛ཧຍ⪅ࡀ⮬ࡽ⪃࠼ࡓࡾᩍ࠼ྜ࠺⦎⩦

ᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ

3㸸ከᵝ࡞◊ಟෆᐜ
㸧ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢤ࣮࣒ࠊ♫ࢤ࣮࣒ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡞
4㸸⚟♴ົᡤࡢ༠ാ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
ࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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ᒾᡭ┴ ࡇࢀࡽࡢࡃࡽࡋᨭᐊ㸦ࡇࢀࡃࡽ㸧




    ࠕࡇࢀࡃࡽࠖࡢධࡗ࡚࠸ࡿࣅࣝ



ົᡤෆࡢᵝᏊ



— 44 —

ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

ࡇࢀࡽࡢࡃࡽࡋᨭᐊ㸦ࡇࢀࡃࡽ㸧
┒ᒸᕷ⳯ᅬ㸯┠㸯㸰Ѹ㸯㸶 ┒ᒸ⳯ᅬࢭࣥࢱ࣮ࣅࣝ 5 㝵
6ྡ
PS㸸2 ྡ ඖᕷᙺᡤ⫋ဨࠊඖࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡢᑵປᨭဨ
APS㸸4 ྡ ᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨࠊᑵປᨭဨࠊタ⫋ဨ➼
࣭50 ௦㸸3 ྡࠊ20㹼40 ௦㸸ྛ 1 ྡ
1㸸ᗈࡃᒾᡭ┴Ẹࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕࡃࡽࡋࠊࠊࡇࡇࢁࠊ࠾㔠ࠖ࡞⏕ά
㛵ࡍࡿ┦ㄯཬࡧሗᥦ౪
2㸸ᑵ⫋ࡋ࡚⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆࡍࡿࡇࢆᚿྥࡍࡿ᪉ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠊಶูⓗࠊ
⥅⥆ⓗࠊไᗘᶓ᩿ⓗࠊᐤࡾῧ࠸ᆺࠊక㉮ᆺࡢᨭࢧ࣮ࣅࢫ
3㸸㐃ᦠඛ࡛࠶ࡿࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ┒ᒸ࣭ಶูᨭ┦ㄯ❆ཱྀ࡛ࡢ⫋ᴗカ⦎┦ㄯࠊ
ồே㛤ᣅࡢᐇ
4㸸࣎ࣛࣥࢸࡢ㣴ᡂࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
5㸸⿕⅏⪅⮬❧ᨭ
ࡇࢀࡃࡽ┦ㄯ⪅ࠊᶵ㛵ࡽࣜࣇ࣮ࡉࢀࡓே
1㸸⏕άᑵປ┦ㄯ
2㸸⏕άᑵປᨭ
3㸸ࢪࣙࣈࢥ࣮ࢳࣥࢢ㸦ᒚṔ᭩ࡢ᭩ࡁ᪉ᣦᑟࠊ㟁ヰ࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸧
4㸸ᴗ㛤ᣅ
ᖹᡂ 23 ᖺ 4 ᭶㹼ᖹᡂ 24 ᖺ 1 ᭶
┦ەㄯ⪅࣭ၥ࠸ྜࢃࡏᩘ㸸370 ྡ㸦ෆᨭᑐ㇟⪅ᩘ㸸238 ྡ㸧
ࡢ┦ㄯ௳ᩘ㸸772 ௳
ᑵປ㛵ಀ㸸91.6㸣ࠊ⏕άၥ㢟㸸74.8㸣ࠊᗣ㸸23.1㸣ࠊ࣓ࣥࢱࣝ㛵ಀ 41.2㸣ࠊ
ἲᚊ࣭മົ㛵ಀ㸸48.7㸣ࠊᐙ᪘㛵ಀ 38.2㸣

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ

ᨭᑐ㇟⪅
ᨭෆᐜ

ᴗෆᐜ

ەᑵ⫋Ỵᐃ⪅ᩘ㸸93 ྡ

ᅋయᅗ

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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ᒾᡭ┴ ┴༡ᆅᇦࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮




     PSC ࡀධࡗ࡚࠸ࡿタ               ົᡤෆࡢᵝᏊ

ᒾᡭồ⫋⪅⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

ᒾᡭ┴ ┴༡ᆅᇦࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮
ዟᕞᕷỈἑ༊ᶓ⏫ 2-1 ࣓ࣉࣝᆅ㝵
4ྡ
CPS㸸1 ྡ ඖ♫⤒Ⴀ⪅
PS㸸1 ྡ ඖࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ┦ㄯဨ
APS㸸2 ྡ ඖẸ㛫ᴗேᢸᙜ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ

ᑵ⫋ࡋ࡚⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࠊ⏕άࡢ❧࡚┤ࡋࡽᑵປ⮳ࡿࡲ
࡛ࠊၥ㢟ゎỴࢆ୍⥴࡞ࡗ࡚⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ┦ㄯෆᐜ࠶ࢃࡏࡓሗᥦ౪ࡶ⾜࠺ࠋ

ᨭᑐ㇟⪅

ᑵ⫋⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊᆅᇦ job ࢝ࣇ࢙ࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ➼ࡀᑵ⫋ᅔ㞴⪅ㄆࡵ
ࡓேࠋ
ͤᑵ⫋ᅔ㞴⪅㸸1 ᖺ௨ୖᑵ⫋࡛ࡁ࡞࠸⪅

ᨭෆᐜ

ᑵ⫋⪅ࢭࣥࢱ࣮ࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠊᆅᇦࢪࣙࣈ࢝ࣇ࢙ࡽᑵ⫋ᅔ㞴⪅ࡀࣜࣇ
࣮ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ」ᩘ㡿ᇦ㸦⏕ά┦ㄯࠊ
࣭മົ┦ㄯࠊᑵ⫋┦ㄯࠊ㈚ㄏᑟ➼㸧
ࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ 24 ᖺ 2 ᭶ᮎⅬ
┦ەㄯ⪅ᩘ㸸140 ྡ
ەᨭᑐ㇟⪅ᩘ㸸130 ྡ㸦ෆᑵ⫋Ỵᐃ⪅ᩘ㸸13 ྡ㸧

ᴗෆᐜ

ەᖺ௦
10࣭20 ௦㸸16㸣ࠊ30 ௦㸸22㸣ࠊ40 ௦㸸23㸣ࠊ50 ௦㸸21㸣ࠊ
60 ௦௨ୖ㸸17㸣

ᅋయᅗ

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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༓ⴥ┴㔝⏣ᕷ 㔝⏣ᕷồ⫋⪅⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮ ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮㸧
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ᕷᙺᡤෆࡢᵝᏊ



ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

㔝⏣ᕷồ⫋⪅⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮
㔝⏣ᕷ㭯ዊ㸵␒ᆅࡢ㸯㸦㔝⏣ᕷᙺᡤෆ㸧
2ྡ
CPS㸸NPO ἲே࢟ࣕࣜࢹࢨࣥ◊✲ᡤ⫋ဨ
PS㸸NPO ἲே࢟ࣕࣜࢹࢨࣥ◊✲ᡤ⫋ဨ
⏕άᅔ❓⪅㸦ᑵປᕼᮃ⪅㸧࡞ࡢᨭᑐ㇟⪅ᑐࡋ࡚ࠊ⏕άཬࡧᑵປ㛵
ࡍࡿ┦ㄯࡸྛ✀ᨭไᗘࡢ⏝㛵ࡍࡿ㐃⤡࣭ㄪᩚ➼ࢆಶูⓗࠊ⥅⥆ⓗࠊ
ໟᣓⓗᐇࡍࡿࠋᨭᑐ㇟⪅ࡀ᭱⤊ⓗᑵປࡋ࡚Ᏻᐃⓗ࡞⮬❧⏕άࢆႠ
ࡵࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࢆᅗࡾၥ㢟ゎỴࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢧ࣏࣮ࢺࢧ࣮ࣅࢫ㐃⤡࠾࠸࡚ࠊᴗࡢศᯒ࣭ホ౯ࢆ
⾜࠺ࠋ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ

ᨭᑐ㇟⪅

ᑵປᕼᮃࢆᣢࡘ⏕άᅔ❓⪅࡛㔝⏣ᕷᅾఫࡍࡿே
1㸸⏕ά┦ㄯ
2㸸ἲᚊ┦ㄯ
3㸸ᑵປ┦ㄯ
4㸸ẕᏊࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ
ᖹᡂ 23 ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥㹼ᖹᡂ 24 ᖺ 1 ᭶ 32 ᪥
┦ەㄯ⪅ᩘ㸸192 ྡ㸦ෆ⥅⥆ᨭᑐ㇟⪅㸸22 ྡ㸧

ᨭෆᐜ

ەᑵປỴᐃ⪅㸸35 ྡ㸦⣙ 60㸣ࡀࣃ࣮ࢺ㸧
ᴗෆᐜ

ەᖺ௦
10࣭20 ௦㸸16㸣ࠊ30 ௦㸸22㸣ࠊ40 ௦㸸23㸣ࠊ50 ௦㸸21㸣ࠊ
60 ௦௨ୖ㸸17㸣
ͤ4 ே 1 ேࡣࡇࡇࢁࡢၥ㢟ࠊ5 ே 1 ேࡣ㌟యᣢ

ᅋయᅗ

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ ᶓࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ ̿⏕ά࣭ࡋࡈ҄ࢃࡶࡢ┦ㄯᐊ




ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅

ᨭෆᐜ

⏕ά࣭ࡋࡈ҄ࢃࡶࡢ┦ㄯᐊ
ᶓᕷす༊ᖾ 1-1-15 ᶓ ST ࣅࣝ 11 㝵
ᇶᮏⓗࡣࢩࣇࢺไࠊὴ㐵ປാࡢつไࡢ㛵ಀ࡛ᵓᡂᅋయࡽࡢປാຊᥦ౪ࡣྍࠋ
NPO ἲே࣮ࣘࢫ࣏࣮ࢺᶓ℈௨እࡢ⫋ဨࡣ㠀ᖖ⫋ဨࡋ࡚࠸ࡿࠋ
CPS㸸4 ྡ
PS㸸7 ྡ㸦ෆ 2 ྡࡀᴗ⤫ᣓ㸧
APS㸸13 ྡ㸦ᖖ 2 ྡ㸧
ົᒁ㛗㸸1 ྡ㸦ᴗ⤫ᣓ⿵బ㸧
⌧ሙ PS㸸4 ྡ
࣭࡞࢟ࣕࣜ㸸⮫ᗋᚰ⌮ኈࠊ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᢏ⬟ኈࠊ
⏘ᴗ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠊ♫ဨࠊ♫⚟ἲே⫋ဨࠊᨭᅋయ⫋ဨ➼
ཎ๎ 15 ṓࡽ 39 ṓࡲ࡛ࡢྡࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊࠊఫᡤࠊ⏕άࠊമົ➼ࡘ࠸࡚ࡢ
┦ㄯᴗࠋᙜ⪅ࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ᑐࡋ࡚ໟᣓⓗ࣭⥅⥆ⓗᨭࢆ⾜࠺
PSC Ⓩ㘓⪅
ᙜ⪅ 1 ྡᑐࡋ࡚ᢸᙜ 1 ྡࡀࡁ┦ㄯ࠶ࡓࡿࠋၥ㢟ࡀከ㡿ᇦΏࡿሙྜࡣ
ᢸᙜࢆࡘࡅ࡚ࢳ࣮࣒ᨭࢆ⾜࠺ࠋ⡆༢࡞ሗᥦ౪௨እࡣࠊᢸᙜࢆྵࡵ࡚ 2 ྡୖࠊ
⌧≧᭱ 8 ྡࠋ
࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢆ㛤ࡁࠊᑐ㇟⪅ࡢሗࢆඹ᭷ࡋ࡚ᨭᙜࡓࡿࠋෆᐜࡼࡗ࡚ࠊᵓ
ᡂᅋయࡸ༠ຊᅋయࡘ࡞ࡂࠊᨭෆᐜࡢ᭱⤊Ỵᐃࡣᢸᙜࡀ⾜࠺ࠋᨭ⤊ࡢ┠Ᏻ
ࡣࠊࠕ⮬ศ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿࠖࠊࠕ᪂ࡋ࠸⏕άࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ☜❧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࠋ
࣭ࣇࢱ࣮ࣇ࢛࣮ࣟ㸸㟁ヰࡸ࣓࣮ࣝࠊ᮶ᡤせㄳ➼
ᖹᡂ 22 ᖺ 12 ᭶㹼ᖹᡂ 23 ᖺ 12 ᭶
┦ەㄯ௳ᩘ㸸᮶ᡤ⪅ᩘ 1,865 ྡ㸦ⱝ⪅㸸1,781 ྡࠊಖㆤ⪅㸸59 ྡࠊ㛵ಀ⪅㸸25 ྡ㸧
ෆ᪂つⓏ㘓⪅ᩘ㸸364 ྡ
࣭⾜ྠەゼၥᩘ 229 ྡ㸦ⱝ⪅㸸224 ྡࠊಖㆤ⪅㸸3 ྡࠊ㛵ಀ⪅㸸2 ྡ㸧
ෆ᪂つⓏ㘓⪅ᩘ㸸6 ྡ

ᴗෆᐜ

ەᛶู ⏨㸸231 ྡࠊዪ 139 ྡ
ەᖺ௦㸸10 ௦㸸27 ྡࠊ20 ௦㸸131 ྡࠊ30 ௦㸸144 ྡࠊ40 ௦௨ୖ㸸68 ྡ
ەᒃఫᆅ㸸ᶓᕷ 249 ྡࠊ┴ෆᕷ 97 ྡࠊ┴እ 24 ྡ
࣭༞㸸⣙ 20㸣ࠊ㧗ᰯ୰㏥⋡ࡀ㧗࠸
࣭࣓ࣥࢱࣝࡢᝈ㸦౫Ꮡྵࡴ㸧㸸⣙ 50㸣
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ᅋయᅗ

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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㛗㔝┴ ࡞ࡀࡢࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮



     PSC ࡢࡀධࡗ࡚࠸ࡿᘓ≀                ┦ㄯࢫ࣮࣌ࢫ

        ົᡤෆࡢᵝᏊ
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基本情報

団体名
本部所在地

職員数

ながのパーソナル・サポート・センター
長野市新田町 1482-2
総数 32 名
・ながのパーソナル・サポート・センター（本部）：11 名
CPS：1 名、PS:1 名、常勤 APS：4 名、非常勤 APS：5 名
社協 OB、元労福協職員、ハローワーク OB、サポステ職員等
・松本サテライト・センター（兼飯田相談所）：14 名
PS：1 名、常勤 APS：5 名（飯田：1 名）、非常勤 APS：8 名（飯田：3 名）
生協 OB、キャリアコンサルタント、介護職員、元ハローワーク職員等
・上田サテライト・センター：7 名
PS：1 名、常勤 APS：1 名、非常勤 APS：5 名
ライフサポート職員、社労士等
※非常勤 APS 登録者数は 43 名（上記 18 名含む）

事業目的
支援対象者

就労して安定的な自立生活を送ることを希望しながら、其の実現を阻害する様々な
問題を抱える方に対して、個別のニーズに合わせて、制度横断的・継続的に自立の
ための支援を行う。
PSC 相談者
1：就労相談
ハローワークの就労ナビゲーター、面接の練習、履歴書の書き方指導等
2：生活相談

支援内容

3：住居相談
※緊急の住居の確保
・ながのパーソナル・サポート・センター：民間の不動産会社（生保の確約が必要）
・松本サテライト・センター：市営住宅
・上田サテライト・センター：行政のシェルター
4：債務相談
平成 23 年 4 月〜平成 24 年 2 月
●相談者数：723 名（長野 349 名、松本 216 名、上田 158 名）
●年代：20 代
男女比 2：1

事業内容

14％、30 代

21％、40 代

24％、50 代

23％

●のべ相談件数：5,835 件
就労関係：36.5％、生活保護：7.8％、衣食住の欠如 24.0％、
メンタルヘルス関係：10.7％
※、相談者に対する寄り添いの度合いは、地域によって違う
●就職率（平成 24 年 1 月まで）
就労を目的としての相談者：622 名
1 一般就労：126 名/341 名 37.0％
2 身体、知的障がい者の就労：11 名/22 名 50.0％
3 精神障がい者の就労：20 名/41 名 45.8％
大まかな障がい（グレー含）の割合：20 歳代 30 歳代：8 割、40−50 歳代：5 割
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ᅋయᅗ

࡞ࡀࡢࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ᴗົᐇ⦼ࡼࡾ

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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㟼ᒸ┴ᯇᕷ ᯇᕷࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮



 ᑵປ࣭⏕ά┦ㄯ❆ཱྀࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࣇࣟ           PSC ࡢධཱྀ

      ࢪࣙࣈࢡࣛࣈάື୰             ࢪࣙࣈࢡࣛࣈࡢ◊ಟࢫ࣮࣌ࢫ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

ᯇᕷồ⫋⪅⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮
ᯇᕷ୰༊㘫෬⏫ 100-1
13 ྡ㸦NPO ἲே㟷ᑡᖺᑵປᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㟼ᒸ࡛㞠⏝㸧
CPS㸸Ẹ㛫ᴗฟ㌟㸦ࢪࣙࣈࢥ࣮ࢳࡢ⤒㦂࠶ࡾ㸧
PS㸸7 ྡ
⾜ᨻ᭩ኈࠊඖᑡᖺ㝔⫋ဨࠊඖ⚟♴ົᡤ⫋ဨࠊඖேᮦὴ㐵♫♫ဨࠊ
ඖࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ⮫⫋ဨࠊඖேᮦὴ㐵♫♫ဨࠊඖドๆ♫♫ဨ➼

⫋ဨᩘ

ᴗෆᐜ

ᨭᑐ㇟⪅

ࣆࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸸NPO ἲே㟷ᑡᖺᑵປᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㟼ᒸ࡛ᨭࢆ⾜ࡗࡓⱝ⪅
Ꮫ⏕ࢫࢱࢵࣇ
㏻ヂࢫࢱࢵࣇ
ࢪࣙࣈࢥ࣮ࢳ㈨᱁ဨ
ົဨ
ᯇᕷᅾఫࡋࠊാࡃពḧ࣭ᕼᮃࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᖺ㱋ࡸ㌟యⓗᶵ⬟ࠊᐙ᪘ᵓᡂࠊฟ
㌟ᆅࠊ⤒῭≧ἣ࡞ࡢ㜼ᐖせᅉࡼࡗ࡚ᑵປࢆᐇ⌧࡛ࡁࡎࠊᑵປྥࡅࡓᨭࢆᚲ
せࡍࡿேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㞠⏝࣭ᑵປ㛵ࡍࡿព㆑ࡀᕼⷧ࡞Ꮫ༞ᮍᑵປ⪅ཬࡧࠊ୰㏥⪅
➼ࡢ┦ㄯ࣭ᨭᴗࠋࡲࡓࠊ࿘㎶ᆅᇦࡽࡢ┦ㄯ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ┴ࡢす㒊ồ⫋⪅⥲
ྜᨭࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋ࡚࿘㎶ᕷ⏫ᮧࡢᨭᶵ㛵ࡸ㛵㐃 NPO ➼ࡢᘬࡁࡘࡂࢆ⾜
࠺ࠋ
ᯇᕷᅾఫࡋࠊാࡃពḧ࣭ᕼᮃࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᖺ㱋ࡸ㌟యⓗᶵ⬟ࠊᐙ᪘ᵓᡂࠊฟ
㌟ᆅࠊ⤒῭≧ἣ࡞ࡢ㜼ᐖせᅉࡼࡗ࡚ᑵປࢆᐇ⌧࡛ࡁࡎࠊᑵປྥࡅࡓᨭࢆᚲ
せࡍࡿேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㞠⏝࣭ᑵປ㛵ࡍࡿព㆑ࡀᕼⷧ࡞Ꮫ༞ᮍᑵປ⪅ཬࡧࠊ୰㏥⪅
➼ࠋ
1㸸⏕άᨭᴗ
ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮㓄⨨ࡍࡿࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀ┦ㄯ⪅ࡢ
㠃ㄯࢆ㏻ࡌ࡚ᑵປ࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢㄢ㢟㸦㜼ᐖせᅉ㸧ࢆ⪺ࡁฟࡋࠊᩚ⌮ࡋࠊᑓ㛛ࡢᨭ
ᶵ㛵ㄏᑟࡍࡿ࡞ࠊᨭ⪅ᑐ㇟⪅ࡀ⮬ⓗᑵ⫋άືࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺క㉮ᨭࡍ
ࡿࠋ
ᨭᑐ㇟⪅ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ୍ேࡦࡾ㐺ࡋࡓࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣉࣛࣥ
ࢆసᡂࡋࠊᯇᕷࡢ㛵㐃㒊⨫㸦⚟♴⥲ົㄢࠊྛ༊࣭♫⚟♴ㄢࠊᗣ་⒪ㄢࠊ⢭⚄
ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊࡃࡽࡋࡢࢭࣥࢱ࣮ࠊከᩥඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮➼㸧ཬࡧ㛵㐃ᨭᶵ㛵
㸦♫⚟♴༠㆟ࠊἲࢸࣛࢫࠊNPO ἲே➼㸧㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ᚲせᛂࡌ࡚ࠕಶูࢣ࣮ࢫ᳨ウ㆟ࠖࢆ㛤ദࡋࠊࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿࠋ
2㸸⫋ᴗカ⦎ᨭᴗົ
ᨭᑐ㇟⪅ࡢᑵປ⤒㦂ࡸᕼᮃࡍࡿ⫋✀࡞ࡽุ᩿ࡋࠊᑵປ⛣⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ⬟ຊ
ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜࡣ⫋ᴗカ⦎ㄏᑟࡍࡿࠋ

ᨭෆᐜ

3㸸ᑵປᨭᴗົ
බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤࡽὴ㐵ࡉࢀࡿᑵ⫋ᨭࢼࣅࢤ࣮ࢱ࣮➼ᑐࡍࡿᨭᑐ㇟⪅ࡢ≧
ἣࡢㄝ᫂➼ࠊ࡞⫋ᴗ┦ㄯࡢࡓࡵࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᛂເ⤖ᯝࢆᇶᚲせᛂ
ࡌ࡚ၥ㢟ⅬࢆᗘὙ࠸ฟࡋ࡚ࠊ᳨ウࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ᥇⏝ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆక㉮ࡍ
ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕᑵ⫋ࠖ࠸࠺ྠࡌ┠ᶆࢆᣢࡗࡓ௰㛫ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࠊ࠾࠸ບࡲࡋ࠶ࡗࡓࡾࠊ
ሗࡋࡓࡾࠊࡣ➇࠸ྜ࠸࡞ࡀࡽᑵ⫋άືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠕࢪࣙࣈࢡࣛࣈࠖࡢ
ᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡓࡾࠊࡉࡽࠊᑵປࡍࡿࡇ⮬యࡢᏳᏳࢆᢪ࠼ࡿ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ
⫋ሙయ㦂㸦ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸧ㄏᑟࡍࡿࠋ

4㸸⮬❧ᨭ
ᨭᑐ㇟⪅ࡀ⫋ሙᐃ╔ࡍࡿࡇࡀ㔜せ⪃࠼ࠊࡑࡢᚋࡢ⤒㐣ࡢほᐹࠊᑵປ㛤ጞᚋ
ࡢ┦ㄯᴗົࡶࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᙺ⨨ࡅక㉮ᨭࢆ⥅⥆ࡍ
ࡿࠋ
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ᖹᡂ 23 ᖺ 12 ᭶ᮎⅬ
┦ەㄯ⪅ᩘ㸸638 ྡ㸦⣼ィ㸧
┦ەㄯ௳ᩘ㸸1,775 ௳㸦⣼ィ㸧
ᑵປ┦ㄯ 56.8㸣ࠊ⏕ά┦ㄯ 14.5㸣ࠊᚰ㌟࣭ᗣ 5.5㸣
ᴗෆᐜ

ە᪂つ┦ㄯ⪅㸸323 ྡ㸦ෆⓏ㘓⪅ᩘ㸸231 ྡ㸧
ᖺ௦㸸ⱝᖺ⪅ 42.7㸣ࠊ୰㧗ᖺ 49.5㸣ࠊ㸦㞀ࡀ࠸⪅ᥖ 12.3㸣㸧
ەᑵ⫋⪅ᩘ㸸73 ྡ
ͤ㞀ࡀ࠸⪅ࡢྜ㸸⣙ 30㸣㸦ᡭᖒ࠶ࡾ㸧ࠊ⣙ 30㸣㸦ᡭᖒࡣ࡞࠸ࡀ᫂ࡽྲྀᚓྍ⬟
ᛮࢃࢀࡿ㸧ࠊ⣙ 20㸣㸦ࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥ㸧

ᅋయᅗ

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ

ᯇࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡼࡾ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸯

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
ᐇ┠ⓗ

ෆᐜ

ຠᯝ

ᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ

⫋ሙయ㦂㸦ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸧
ᑵປయ㦂ᕼᮃ⪅
ᑵປᑐࡋ࡚Ᏻࢆឤࡌࡿ⪅ࡸ⥅⥆ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡅࡿࡀศࡽ࡞࠸⪅ᑐࡋ
࡚య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏳࡢゎᾘࡸ⥅⥆࡛ࡁࡑ࠺࡞ࡢⓎ᥀ࢆ⾜࠺ࠋ
ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ⌮ゎࢆ♧ࡍᴗ౫㢗ࡋࠊᩘ㐌㛫⛬ᗘ㸦ಶேࡢ
ᕼᮃࠊ⬟ຊ➼ࡼࡾᮇ㛫ࡣኚືࡍࡿ㸧ࠊᐇ㝿ࡢ⫋ሙ࡛ࡢᚑᴗဨྠᵝࡢࢆయ
㦂ࡍࡿࠋ
ᨭᑐ㇟⪅ࡢከᵝ࡞㐺ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿከᴗ✀ࠊከ⫋✀ࡢ⫋ሙయ㦂ཷࡅධࢀඛᴗࡀ
ᚲせ࡞ࡿࡀࠊබඹ⫋ᴗᏳᐃᡤࡽὴ㐵ࡉࢀࡿᑵ⫋ᨭࢼࣅࢤ࣮ࢱ࣮➼ࡢά⏝
ࡶࠊປാ㛵㐃ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ⊂⮬㛤ᣅࡶ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ⫋ሙయ㦂ࡽ㞠⏝⛣⾜ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ㞠⏝ࡢฟ࠸࠺ഃ㠃ࡶే
ࡏᣢࡘࠋ
ཷࡅධࢀඛᴗ㸸34 ♫
ཧຍேᩘ㸸11 ྡ
1㸸య㦂ඛࡢᴗࡣ PS ࡶྠకࡋࠊᨭ⪅ࡶෆᐜ➼ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿࡇ
ࡼࡾࠊࠕᑵ⫋ඛࢆᢲࡋࡘࡅࡽࡓࠖឤࡌࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
2㸸๓ㄪᩚࠊ⫋ሙయ㦂୰ࡢࣇ࢛࣮ࣟࠊᐇᚋࡢホ౯➼ࠊᴗഃࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍ
ࡿࠋ
3㸸౫㢗ᴗࡣࠊࠕࢱ࣒࣮࢝ࢻࢆᢲࡍࠖࠕ▷㛫ࡢ㌴ෆΎᤲࠖ࠸ࡗࡓ⡆༢࡞
ࡇࢆ࠾㢪࠸ࡋࠊࠕࢆ࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ࠸࠺㈇ᢸឤࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸰

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
ᐇ┠ⓗ

ࢪࣙࣈࢡࣛࣈ
ࢪࣙࣈࢡࣛࣈཧຍᕼᮃ⪅
ᐇ㊶カ⦎ࢆ୰ᚰカ⦎ࡋࠊ₯ᅾồேࢆ᥈ࡋฟࡍࡇࡼࡾ▷ᮇ࡛ࡢᑵ⫋ࢆ┠ᣦࡍ
ẖ㐌ࠊⅆ࣭ᮌ᭙ࡢ 10㸸00㹼16㸸00  PSC ࡢົᡤ࡛άືࢆ⾜࠺ࡀࠊࡍࡄ㠃᥋
⾜ࡅࡿࡼ࠺ࢫ࣮ࢶ࡛άືࢆ⾜࠺ࠋ
1㸸₯ᅾⓗồேࡢ᥈ࡋ᪉
⌧ᅾࠊồேࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᴗ௨እࠊ㐣ཤồேࡢ࠶ࡗࡓᴗሗࢆࢫࢺࢵࢡࡋ
ᛂເ࡛ࡁ࡞࠸㟁ヰ☜ㄆࢆࡍࡿࠋẕᰯ㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊồேࢆฟࡋ࡚࠸ࡿᴗࢆ⤂
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺

ෆᐜ

2㸸ᛂເᡭ⥆ࡁ‽ഛ
ᒚṔࡢ᭩ࡁ᪉ࠊ㟁ヰࡢࡅ᪉ࡢࢳ࢙ࢵࢡ
ᐙ᪘ᑐࡋ࡚ࡣ┦ㄯ⪅ࡢពᚿࢆᑛ㔜㸦ᑵ⫋ඛࡢࢲ࣓ࡔࡋࢆࡋ࡞࠸㸧ࡍࡿࡼ࠺౫㢗ᩥ
ࢆ PSC ࡢྡ๓࡛ฟࡍ
3㸸ᴗࢥࣥࢱࢡࢺ
⤂≧ࡢⓎ⾜
4㸸௰㛫ࡢὶ

ຠᯝ

ᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ

5㸸ࣇࢱ࣮ࣇ࢛࣮ࣟ
᭶ᮎ 2 㛫 PSC ᮶ᡤࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ᑵ⫋ᚋ 3 ࢝᭶ࡣᐃᮇ࡛㟁ヰ㐃⤡ᐙᗞゼၥ
ەᐇᅇᩘ㸸58 ᅇ
ەཧຍேᩘ㸸98 ྡ
ەᖹᡂ 23 ᖺ 12 ᭶ᐇ⦼㸸ṇ♫ဨ 3 ྡࠊࣃ࣮ࢺ࣭ࣝࣂࢺ 8 ྡࠊὴ㐵♫ 1 ྡ
ͤ㸦ᖹᡂ 23 ᖺࡢయ࡛ࡢᑵປேᩘ㸸73 ྡ㸧
1㸸ࠕᑵ⫋ࠖ࠸࠺ྠࡌ┠ᶆࢆᣢࡗࡓ௰㛫ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࠊ࠾࠸ບࡲࡋ࠶ࡗࡓࡾࠊ
ሗࡋࡓࡾࠊࡣ➇࠸ྜ࠸࡞ࡀࡽᑵ⫋άືࢆ㐍ࡵ࡚⾜ࡃࡇࡼࡾ┦ㄯ⪅ࡢ
✚ᴟⓗ࡞ᑵປࡢពḧࢆᘬࡁฟࡍࠋ
2㸸ᑵ⫋⪅ࡢቨ㸦㏻࣭ᐙ᪘࣭ᚰ㸧ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇࡼࡾᑵປ⤖ࡧࡁࡸࡍ࠸ࠋ
3㸸㠀බ㛤ồேࡶࢱࢵࢡࡍࡿࡇ࡛ࠊ㠃᥋⤖ࡧࡃᶵࢆቑࡸࡍࠋ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫ࣮࣒࢟ᅗ

ᯇࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮㈨ᩱࡼࡾ
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ᒱ㜧┴ ᒱ㜧┴ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮



PSC ධཱྀ                   ົᡤෆࡢᵝᏊ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

⫋ဨᩘ

ᒱ㜧┴ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮
ᒱ㜧ᕷᶫᮏ⏫ 1-10-1  ࢡࢸࣈ G2 㝵
2 ྡ㸸㸦ᰴᘧ♫ࣃࢯࢼࡽฟྥ㸧
16 ྡ㸦ᰴᘧ♫ࣃࢯࢼዎ⣙ࠊ⌧ᆅ᥇⏝㸧
ͤPS ᐃဨࡣ 15 ྡࡔࡀࠊ⌧≧ 18 ྡయไ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࣭ᒱ㜧ᕷ
ࢫ࣮ࣃ࣮࣭ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸸1 ྡ
PS㸸1 ྡ
APS㸸3 ྡ
࣏ࣝࢺ࢞ࣝ㏻ヂ㸸1 ྡ㸦㠀ᖖ㸧
࣭す⃰ࠊᮾ⃰ࠊ୰⃰㸦ྛົᡤ㸧
PS㸸1 ྡ
APS㸸2 ྡ
࣏ࣝࢺ࢞ࣝ㏻ヂ㸦す⃰ࠊ୰⃰ࡣᖖ㥔㸧㸸1 ྡ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅

࢟ࣕࣜࡣࠊ⮫ᗋᚰ⌮ኈࠊ♫⚟♴ኈࠊࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠊ⚟♴タ⫋ဨࠊࣁ
࣮࣮ࣟ࣡ࢡ OBࠊNPO ⫋ဨࠊẸ㛫ᴗࡢேࡸປົᢸᙜ➼
ⱝ⪅ࠊ୰㧗ᖺࠊẕᏊᐙᗞࠊእᅜே㸦≉ࣈࣛࢪࣝே㸧ࡢ⏕άࡸᑵປ➼ࡢ┦ㄯࡘ࠸
࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ⏕άࡽ⫋ሙࡢᐃ╔ࡲ࡛ࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉᨭࢆ⾜
࠺ࠋ≉ࠊ⏕άಖㆤ≧ែࡽࡢ⬺༷ࠊ⏕άಖㆤ㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᨭࢆ⾜࠺
PSC ┦ㄯ⪅ࠊồ⫋⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡽࣜࣇ࣮ࡉࢀࡓே
┦ㄯࡣᇶᮏⓗ 1 ᑐ 1ࠊ≧ἣᛂࡌ࡚」ᩘ࡛ᑐᛂ
┦ㄯ⪅ࡢ┦ᛶࡶ⪃࠼ᢸᙜࢆỴᐃ
1㸸⏕ά┦ㄯ
⚟♴ົᡤࡢྠ⾜ࠊ♫༠ࡢ㈚ࠊఫᏯᡭᙜ

ᨭෆᐜ

2㸸ᑵປ┦ㄯ
ࢪࣙࣈࣛࣇ㐃ᦠ
3㸸ఫᒃ┦ㄯ
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯሗࡢᥦ౪
ᕷႠ࣭┴ႠఫᏯࡢ❆ཱྀࡢ⤂㸦ᒱ㜧ᕷࡣᢸᙜ❆ཱྀෆ㸧
4㸸እᅜே┦ㄯ
࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡢ㏻ヂ㓄⨨
ᖹᡂ 23 ᖺ 4 ᭶ 26 ᪥㹼ᖹᡂ 24 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥
┦ەㄯ⪅ᩘ㸸230 ྡ
ەᛶู㸸⏨ 135 ྡࠊዪ 95 ྡ
ەᖺ㱋ᒙ㸸20 ௦ 20.4㸣ࠊ30 ௦ 26.5㸣ࠊ40 ௦ 20.0㸣

ᴗෆᐜ

ەእᅜே
୰ᅜ㸸1 ྡࠊࣈࣛࢪࣝ㸸17 ྡ㸦࠺ࡕす⃰ᆅᇦ 13 ྡ㸧ࠊᮅ㩭㸦ᅾ᪥㸧㸸1 ྡ
እᅜேࡣ 1 ᅇࡢ┦ㄯ࡛ࠊ⤖ᯝࢆồࡵࡿഴྥࡀ࠶ࡾ⥅⥆┦ㄯࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸ࠋእᅜ
ேྥࡅࡢὴ㐵♫ࢆ㏻ࡌ࡚ᑵ⫋ࡍࡿࡇࡀከ࠸
ەᑵ⫋Ỵᐃ⪅㸸55 ྡ
1㸸㞠⏝ᙧែ
ṇつ㸸9 ྡࠊዎ⣙㸸4 ྡࠊὴ㐵㸸7 ྡࠊㄳ㈇࣭ጤク㸸2 ྡࠊ
ࣃ࣮ࢺ࣭ࣝࣂࢺ㸸29 ྡࠊࡑࡢ㸸4 ྡ
2㸸Ỵᐃ࣮ࣝࢺ ⮬ᕫỴᐃ㸸34 ྡࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ㸸21 ྡ
3㸸ᑵປ≧ἣ ᑵປ⥅⥆㸸37 ྡࠊ㞳⫋㸸18 ྡ㸦ෆ 7 ྡࡣᑵ⫋㸧

— 61 —

ᅋయᅗ
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㈡┴㔝Ὢᕷ ࡋࡈ࣭ࡃࡽࡋ┦ㄯࢥ࣮ࢼ࣮㸦ᕷẸ⏕ά┦ㄯᐊෆ㸧



┦ㄯᐊ⫋ဨ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

ἲே⫋ဨᩘ㸦ṇ⫋ဨ㸧

ᴗෆᐜ
ᨭᑐ㇟⪅

ᨭෆᐜ

ᴗෆᐜ

㔝ὪᕷᙺᡤᕷẸ⏕ά┦ㄯᐊ ࡋࡈ࣭ࡃࡽࡋ┦ㄯࢥ࣮ࢼ࣮
㔝Ὢᕷᑠ⠛ཎ 2100-1
⥲ᩘ㸸5 ྡ
࣭ᐊ㛗㸸1 ྡࠊ
࣭CPS㸸1 ྡ
࣭PS㸸1 ྡ
࣭⫋ဨ㸸1 ྡ
࣭კクࡢᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨ㸸1 ྡ
㔠➼⏕άᅔ❓⪅ࠊ⏕ά㠃࡛ࡢᏳᐃࡉ➼ࡽồ⫋άືࢆጞࡵࡽࢀ࡞࠸ேࢆᑐ㇟
ࠊ㛵ಀ㒊⨫ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊ⮬❧ࡋࡓ♫ཧຍࢆ┠ᣦࡋ࡚ᨭࢆᐇ
㔠➼⏕άᅔ❓⪅ࠊ⏕ά㠃࡛ࡢᏳᐃࡉ➼ࡽồ⫋άືࢆጞࡵࡽࢀ࡞࠸ே
1㸸ከ㔜മົ┦ㄯ
⥲ົ┬㏻㐩㸦⥲ົ⾜ᨻ➨ 29 ྕ⥲⛯ᕷ➨ 11 ྕ㸧ࢆ⏝
2㸸⏕ά┦ㄯ
3㸸ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡢ㐃ᦠ
4㸸ᘚㆤኈࡼࡿᅔ㞴ࢣ࣮ࢫ᳨ウ
5㸸ᑵປయ㦂
6㸸⢭⚄㞀ࡀ࠸⪅➼ࡢࣃࢯࢥࣥㅮᗙ
ከ㔜മົ┦ㄯ௳ᩘࡣᖹᡂ 23 ᖺ 12 ᭶ 7 ᪥⌧ᅾ࡛ 119 ௳ࠊෆ 78㸣ࡀᖺ 300 ᮍ
‶ࠋ┦ㄯ⪅ࡀ┦ㄯᐊࡁࡓࡁࡗࡅࡣ 66㸣ࡀ㒊⨫ࡽࡢ⤂࡛ࠊ๓ᖺࡢ 56㸣
ࡽቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡽࡢ┦ㄯࡣ 33 ௳యࡢ 27㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ 22 ᖺᗘࡢ㐣ᡶ࠸㔠ࡢᅇࡣ 5,047  9,492 㸦ᅇணᐃྵ㸧ࠋ
බッබㄢࠊ⏝ᩱ⣡ࡉࢀࡓ㔠㢠ࡣ 395  4,188 㸦㐣ᡶ࠸㔠ࡽࡢ୍ᣓ⣡㢠
ࡢࡳࠊศ⣡ࡣྵࡲࡎ㸧

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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ி㒔ᗓ ி㒔ᗓࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮



ࣛࣇ㸤ࢪࣙࣈ࢝ࣇ࢙ධཱྀ             PSC ົᡤෆࡢᵝᏊ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅

ி㒔ᗓࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮
ி㒔ᕷ༡༊ᮾⱞୗẊ⏣⾤ 70 ி㒔ࢸࣝࢧす㤋 3 㝵
6ྡ
ࢳ࣮ࣇ㸸NPO ἲே⌮㸦ປാ┦ㄯ㸧ࠊ♫ປኈ
ࢧࣈࢳ࣮ࣇ㸸NPO ⫋ဨ㸦⬺࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ㸧
PS㸸ඖி㒔ᕷ⫋ဨࠊCW
APS㸸ඖປാ⤌ྜ⫋ဨࠊ
㸦ᘓタປാ⣔㸧
APS㸸ඖὴ㐵♫♫ဨࠊ㸦♫ᨻ⟇⣔༞ᴗ㸧
ົဨ
ࣛࣇ㸤ࢪࣙࣈ࢝ࣇ࢙ி㒔ࡢ 1 㒊㛛ࡋ࡚タ⨨ࠊ᮶ᡤ⪅ࡢ࠺ࡕ⥲ྜෆࡢ࢟ࣕࣜ
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀ PSC ࡛ࡢ┦ㄯࡀᚲせㄆࡵࡓேࠊ࠾ࡼࡧᨭ㛵ಀᶵ㛵ࡽࡢ⤂
⪅ࡘ࠸࡚┦ㄯᴗົࢆ⾜࠺
ࣛࣇ㸤ࢪࣙࣈ࢝ࣇ࢙ࡢཷ࡛ PSC ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࡓே
1㸸ᑓ㛛ᐙࡢ㐃ᦠ
2㸸ᑵປᅔ㞴⪅ࡢᑵປᨭ

ᨭෆᐜ

ᴗෆᐜ

3㸸㛵ಀᶵ㛵ࡢࡢྠ⾜
4㸸♫ⓗᑵປඛࡢ☜ಖ
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ
┦ㄯ௳ᩘ 245 ௳ࠊPS ࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞேᩘ㸸49 ྡ

ᅋయᅗ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸯

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
ᐇ┠ⓗ
ෆᐜ

ຠᯝ

ᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ

⫋ሙ࣭♫య㦂
ᘬࡁࡇࡶࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿே
ᘬࡁࡇࡶࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿேࢆእฟ࡚᮶࡚ࡶࡽ࠺
NPO ἲேጤクࡋࠊ↓⤥࡛⫋ሙయ㦂ࡸ♫య㦂ࢆࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㏻㈝
㣗ࡣᨭ⤥ࠋ
ᖹᡂ 23 ᖺ 11 ᭶ᐇ⦼ࠊ2 ྡࡢࡳᐇࠋ
ᘬࡁࡇࡶࡾࡢࡓࡵࠊ୰㛫ᑵປࡶ⤖ࡧ࡞࠸ேࡢࡓࡵࠊࡲࡎᐙࡽእ
ฟࡿࡇࡸయࢆືࡍࡇࠊே᥋ࡍࡿయ㦂ࡼࡾᑵປᑡࡋࡎࡘྥ
࠺ࠋ
1㸸NPO ᑐࡋ࡚ጤクࡋ 1 ࣨ᭶ศࡢᩱ㔠ࢆᨭᡶ࠸ࠊጤクඛࡀ┈ࢆ
⿕ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࠋ
2㸸ཧຍ⪅ࡶ㔠㖹ⓗ࡞㈇ᢸࡀࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸰

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
ᐇ┠ⓗ

ࢪࣙࣈࢺࣛᴗ
PSC ┦ㄯ⪅࡛ࠊ୍⯡ᑵປࡀྍ⬟ุ᩿ࡋࡓேࡢෆࠊཧຍᕼᮃ⪅
୍⯡ᑵປྥࡅࡓ୰㛫ᑵປࠊ⮬ศ⮬ಙࢆྲྀࡾᡠࡉࡏࡿ
3 ࣨ᭶㛫ࡢ୰㛫ᑵປᴗ
Ẹ㛫ࡢὴ㐵♫ጤクࠊᑵᴗඛࡣὴ㐵♫ࡀ㛤ᣅࢆ⾜࠺ࠋ
1㸸๓◊ಟ
♫ேࡋ࡚ࡢ࣐ࢼ࣮ࡸᒚṔ᭩ࠊ⫋ົ⤒Ṕ᭩ࡢ᭩ࡁ᪉࡞ࡢㅮ⩦ࠋ

ෆᐜ

2㸸ᴗ࡛ࡢᑵປ
ཷࡅධࢀྍ⬟࡞ᴗࡣ⌧ᅾ 25 ♫ࠊࣜࢫࢺⓏ㘓ࡣ 100 ♫௨ୖ
⣽࡞ᮏேࡢᕼᮃࡣ⪺ࡃࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡲ࡞ᕼᮃ㸦ศ㔝ࡸ⫋✀➼㸧
ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ⪃៖ࡍࡿࠋ
㐌 5㹼6 ᪥ࡢࣇࣝࢱ࣒࡛ᑵປࠋ⫋ࡘࡃࣁ࣮ࢻࣝࡣୗࡆࡿࡀ୰㌟ࡣ୍⯡ᑵ
ປྠࡌࠋ⤥ 800 ࠊ㏻㈝᭶㢠 15,000 ࡲ࡛ᨭ⤥ࠋ
3㸸୍⯡ᑵປࡢ㐨➽
୰㛫ᑵປ୰⌧≧ሗ࿌ࡶᑵ⫋ඛࡘ࠸࡚┦ㄯࢆࡍࡿࠋ
9 ᭶㹼12 ᭶࡛ᐃဨ 20 ྡࠊ⌧ᅾ 12 ྡཧຍ

ຠᯝ

▷ە㛫ົࡸ⡆༢࡞సᴗෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡ᑵປྠࡌࡼ࠺ാࡃࡇ
ࡼࡾࠊ⏕άࡢࣜࢬ࣒ࡸാࡃࡇᑐࡍࡿព㆑ࡅࠊཧຍ⪅ࡢ⮬ಙࢆྲྀࡾ
ᡠࡉࡏࡿࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⏕ەάࡢࣜࢬ࣒ࢆࡧᔂࡍࡇࢆ㑊ࡅࡽࢀࡿࠋ

ᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ

ەᑵປඛᴗᮏ᥇⏝ࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
1㸸୰㛫ᑵປ୰ᮇ㝈ᚋࡢᑵປࡘ࠸࡚┦ㄯࡍࡿࡇࡼࡾࠊḟࡢᑵປࡲ࡛
ᮇ㛫ࡀ✵ࡃࡇࡀ㑊ࡅࡽࢀࡿ
2㸸ὴ㐵♫ጤクࡍࡿࡇࡼࡾࠊᑵປඛࡢ㛤ᣅࡀከࡃ࡞ࡿ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ
⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅

ிᚋᕷࠗࡃࡽࡋ࠘ࠗࡋࡈ࠘ᐤࡾῧ࠸ᨭࢭࣥࢱ࣮
ிᚋᕷᓠᒣ⏫ᮡ㇂ 691
2 ྡ㸦ிᚋᕷ⫋ဨ㸧
5 ྡ㸦კク 1ࠊὴ㐵ጤク 4ࠊᕷᙺᡤ⮫⫋ဨ 1㸧
ὴ㐵ࡣிᚋᕷ㸯㸮㸮%ฟ㈨ࡢࠕிᚋᕷ⥲ྜࢧ࣮ࣅࢫࠖࡽὴ㐵
௨๓ࡢ⮫⫋ဨࡶ࡚㸯ᗘ㌿⡠ࡋ࡚ࡽࠊὴ㐵ษࡾ᭰࠼
⌧⾜ࡢᨭไᗘࡽࡶࢀᏙ❧ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ேࢆᑐ㇟ࠊ⮬㌟ࡢ⬟ຊྜࢃࡏࡓ⮬❧
ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺ࠊಶูࡋࠊໟᣓⓗ࣭⥅⥆ⓗᨭࡍࡿ
ிᚋᕷᕷẸ
ிᚋᕷẸ࡛ᅔ㞴࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿேᑐࡍࡿ┦ㄯᴗ
1㸸ồ⫋㛵ಀ
ᶍᨃ㠃᥋ࠊᒚṔ᭩ᣦᑟࠊᑵປ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡼࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
2㸸ᘬࡁࡇࡶࡾᑐ⟇㸸㎰ᅬ࡛ࡢᑵປయ㦂

ᨭෆᐜ

3㸸㞀ࡀ࠸⪅
ࠕࡇࡲࡕࠖ㸦ᑵປ⏕άᨭࢭࣥࢱ࣮㸧ࡢ㐃ᦠࠊᑵປカ⦎
4㸸ᗈሗάື
5㸸ㄝ᫂
㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ༠㆟ࠊᆅᇦࢣ㆟ࠊẸ⏕ඣ❺༠㆟ࠊẸ⏕ጤဨ㆟
ᕷ⫋ဨྥࡅ➼
┦ەㄯ௳ᩘ㸸146 ௳㸦ෆ PS ᑐ㇟ 122 ௳㸧
┦࡞ەㄯෆᐜ㸸 36㸣 ࠊ⏕ά 25㸣ࠋ
࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ㛵ࡍࡿ┦ㄯࡘ࠸࡚ࡶ┦ㄯ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ

ᴗෆᐜ

ەᑵປࡢ☜ಖ㸸34 ྡ
ە㈨㔠㈚ࠊ⏕ಖ➼
ࠕࡃࡽࡋࡢ㈨㔠ࠖ
㸦ᕷ⊂⮬ࠊୖ㝈 20 㸧9 ྡ
ࠕ⏕ά⚟♴㈨㔠ࠖ3 ྡ
ᅜẸᖺ㔠ච㝖⏦ㄳ➼ 12 ྡࠊ⏕άಖㆤ 6 ྡ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ

㜰ᕷࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣔࢹࣝ᥎㐍ᴗ᥎㐍ᐊ

ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

㜰ᕷす༊❧ᇼ 5-4-2

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ

ᨭᑐ㇟⪅
ᨭෆᐜ

ࢣࣖ࢟ࣅࣝ 6 㝵

8ྡ
CPS㸸ඖ⚟♴ົᡤ⫋ဨ
PS㸸⮬ᙖ㤋ṇ⫋ဨ㸦ฟྥ㸧3 ྡ
APS㸸⮬ᙖ㤋ࣝࣂࢺ⫋ဨ㸦ฟྥ㸧㸸3 ྡ
ົဨ㸸1 ྡ
ఫᒃࡢၥ㢟ࠊ⏕ά⩦័ࡢၥ㢟ࠊ⤒῭ⓗ࡞ၥ㢟ࠊᗣ㠃ࡢၥ㢟࡞ࡀ」㞧ࡽࡳࠊ
⮬ศࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆṇ☜ㄆ㆑࡛ࡁࡎࠊ⮬ศࡢຊࡢࡳ࡛ࡣᚲせ࡞ᨭࡓࡾ╔ࡃ
ࡇࡀᅔ㞴࡞࣮࣒࣍ࣞࢫ➼ᑐࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡼࡿ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ
ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿࡼ࠺ࠊ⮬❧ࢆ✚ᴟⓗಁࡍࡶࠊ᪂
ࡓ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡞ࡿࡇࢆ㜵Ṇࡍࡿࠋ
PSC ┦ㄯ⪅ࠊᶵ㛵ࡽࣜࣇ࣮ࡉࢀࡓே
ఫᒃࠊ⏕ά⩦័ࠊ⤒῭ⓗࠊᗣ㠃ࡢၥ㢟࡞ࢆࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀᐤࡾῧ࠸
࡞ࡀࡽゎỴࢆࡋ࡚࠸ࡃ
┦ەㄯ⪅ᩘ 75 ྡ㸦⏨ᛶ㸸67 ྡࠊዪᛶ 8 ྡ㸧
ەᖹᆒᖺ㱋 56 ṓ㸦20 ௦๓༙㹼80 ௦㸧

ᴗෆᐜ

ࡢࢺ࣮࣏ࢧە౫㢗ඛ
ᕠᅇ┦ㄯᐊ 39 ྡ
ᒃᏯ⛣⾜ᨭᴗ㸸21 ྡ
⚟♴ົᡤ㸸3 ྡ
ᮏே㸸3 ྡ
ࡑࡢ㸸9 ྡ

ᅋయᅗ
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基本情報

団体名

島根県パーソナル・サポート・センター

職員数

新規雇用：3 名
キャリア：無料職業紹介事業所、若者サポートステーション、ジョブカフェ等
別業務から移動：4 名 福祉人材センター、福祉サービス事業の公表センター等

本部所在地

事業目的

支援対象者

支援内容

島根県松江市東津田町 1741−3 いきいきプラザ島根１階
職員 7 名（専任 6 名、兼任１名）

20 代、40 代、50 代、60 代と多様。
長期失業などで生活上の困難に直面している人々を個別的・継続的・制度横断的に
支援する
1：就労して安定的な自立生活を営むことを望みながら、失業状態にあるか不安定
な就労に従事している者。
2：住居の問題、生活費の問題、多重債務の問題、心の健康問題、DV 被害の問題、
日常生活・社会生活・職業生活への不適応などの問題を抱えており、就労を実現す
るためにそれらの問題の解決を必要としていると考えられる者。
3：上記の問題を解決するための措置、サービスを適切に選択し利用することが、
本人のみの力では困難であり、当事者の支援ニーズに合わせた制度横断的かつ継続
的な支援が必要と考えられる者。
1：支援対象者と定期的に面談を行い、生活及び就労に関する問題点を把握する。
その把握した問題点をふまえ、必要な支援をコーディネイトし、各種の支援関係機
関との連絡・調整を行う。（センターの円滑な運営を図るため「ネットワーク協議
会」を設置及び厚生期間・団体からアドバイザー（実務者）の推薦）
2：支援対象者との信頼関係を構築したうえで、支援対象者との認識や目標の共有
を図りつつ、支援対象者の状況や変化に応じて、制度横断的かつ継続的に支援を行
う。
3：関係機関の各種支援制度の利用について、パーソナル・サポーターが支援対象
者と当該機関に同行して、利用に必要な手続きに関する援助を行う。（必要に応じ
「個別支援チーム」を設置）
平成 23 年 4 月 20 日（開所）〜平成 24 年 1 月 20 日
●相談受理件数 144 件 （内登録件数 95 件）
登録件数のうち実際にセンターの利用につながったケース 70 件
調整中 10 件
関係機関や家族などから利用を働き掛けているケース 7 件
１相談・支援件数
延べ相談件数 1,310 件

事業内容



２．登録者の状況・支援内容
（1）属性
●男性：75 名、 女性：20 名
●20 代以下：14 名、30 代：16 名、40 代：25 名、50 代：22 名
60 代：14 名、 70 代以上：4 名
（2）抱えている問題（重複あり）
仕事 85 名、生活 58 名、メンタルヘルス 44 名、健康 25 名、
家族関係など 24 名、多重債務・滞納 11 名、教育 4 名、その他 6 名
（3）経路
当事者から直接 57 名、 支援関係機関などから紹介 36 名
（4）相談・支援内容（延べ）
就職支援：522 件、生活費支援：228 件、心の健康問題支援 215 件、
各種手続支援：70 件、法律問題（債務・国籍関係など）51 件、
家庭内・親子間問題支援：23 件、体の健康問題支援 23 件、
（5）同行相談などの状況（延べ）
ハローワーク松江：66 件、松江市役所：25 件、松江支社協：10 件
法テラス島根：10 件、心と体の相談センター：8 件
（6）制度・サービスにつながったもの
就職決定：25 件、生活保護受給：4 件、職業訓練（受講 8、応募１）9 件
住宅手当受給 6 件、生活福祉資金借入：4 件、住居の確保（市営１、雇用促進１、
民間アパート２）：4 件
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ ࡸࡲࡄࡕ
ᒣཱྀᕷ⥳⏫ 3-29
22 ྡ
࣭ᮏ㒊㸦ᒣཱྀົᡤ㸧 11 ྡྡ
ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ⤫ᣓ PSࠊAPS㸦ົᢸᙜ㸧ྛ 1 ྡ
ᑵປᨭࢢ࣮ࣝࣉ 3 ྡ APS㸸3 ྡ
ᗣ⚟♴ᨭࢢ࣮ࣝࣉ 3 ྡ PS㸸1 ྡࠊAPS:2 ྡ
⏕άᨭࢢ࣮ࣝࣉ 2 ྡ PS㸸2 ྡ
࣭す㒊㸦ୗ㛵ົᡤ㸧 3 ྡ
ᑵປᨭ PS㸸1 ྡࠊAPS㸸2 ྡ
࣭ᮾ㒊㸦࿘༡ົᡤ㸧 3 ྡ
ᑵປᨭ PS㸸1 ྡ APS㸸2 ྡ

⫋ဨᩘ

࣭ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࢢ࣮ࣝࣉ 6 ྡ㸦ᑵປࢼࣅࢤ࣮ࢱ࣮ ྛ 1 ྡ㸧
ୗ㛵ࠊᏱ㒊ࠊᒣཱྀࠊ㜵ᗓࠊᚨᒣࠊᒾᅜ
ᑵປᨭ G
ఫᏯᅔ❓㞳⫋⪅⮬❧ᨭᴗࡢ࣓ࣥࣂ࣮㸸 3 ྡ
ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ OB㸸2 ྡࠊẸ㛫ᴗ㏥⫋⪅ࠊඖ⤒Ⴀ⪅ࠊ┴ࡢკクࠊィົᡤ⫋ဨ
ᗣ⚟♴ G
ᗣ⚟♴㒊ࡢ OB㸦┳ㆤᖌࠊಖᖌࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈ㸸2 ྡ㸧
ಖᖌࠊ㣴ㆤኈ㸸1 ྡ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅

ᨭෆᐜ

ᴗෆᐜ

⏕άᨭ G
┴♫༠ࡽࡢฟྥ㸸♫⚟♴ኈ 1 ྡ
┴♫༠ OB㸦㈚ᢸᙜ㸧㸸࣮࣒࣍࣊ࣝࣃ࣮ 1 ྡ
」㞧⤡ࡳྜࡗࡓ⏕άᅔ㞴⪅ࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢไᗘࡢ⠊ᅖࡢࡳࡢᨭ
ࡸࡢᶵ㛵ᅇࡋ࡚⤊ࢃࡿᨭ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᙜ⪅ࡀᚲせࡍࡿᨭ⟇
ࢆࠊᵝࠎ࡞㡿ᇦࡢᨭᶵ㛵┠ᶆࡸሗࢆඹ᭷ࡋࠊไᗘᶓ᩿ⓗࢥ࣮ࢹࢿࢺࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊᙜ⪅క㉮ࡋࠊ⮬❧⏕άࡀ㌶㐨ࡿࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚ᨭࡍࡿࠋ
PSC ࡸࡲࡄࡕⓏ㘓⪅
㸸ᑵ⫋άືᨭ
㸸⥭ᛴ⏕άᨭ㸦ᙜ㠃ࡢ⏕άࠊ⤒῭ၥ㢟ࠊఫᏯ➼㸧
㸸⏕άᘓ ἲᚊࠊ⏕ಖࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ 

ձᑵປᨭ࡛ཷࡅࠊᑵປ$36㠃ㄯࡼࡾࠊࠕ᪩ᮇᑵປྍ⬟ࠖࠊࠕ㌟యⓗ㜼ᐖせᅉࠖࠊ
ࠕ⢭⚄ⓗ㜼ᐖせᅉࠖ୕ศ㢮
㜼ᐖせᅉࢆᣢࡘேᑐࡋ࡚ࡣࠊ᭦ࠊղ⏕άࠊճᗣ࣭⚟♴ࠊմከ㔜മົࠊյ⏕ά
㐕㏕≧ែ⪅ࡢศ㢮ࡾศࡅࡿࠋ

࡞࠾ࠊࢧ࣏ࢫࢸ⤂⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ36 ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛫࡛㐃ᦠつᐃࡀ࠶ࡿ
ᖹᡂ 23 ᖺ 5 ᭶ 11 ᪥㹼ᖹᡂ 24 ᖺ 1 ᭶ᮎ
┦ەㄯ⪅ᩘ㸸551 ྡ
ەⓏ㘓⪅㸸267 ྡ
ᑵ⫋⪅㸸96 ྡ
⏕άಖㆤ㸸12 ྡ
ەᛶู㸸⏨ᛶ 191 ྡࠊዪᛶ 76 ྡ
ەᖺ௦㸸20 ௦ 35 ྡࠊ30 ௦ 62 ྡࠊ40 ௦ 74 ྡࠊ50 ௦ 66 ྡࠊ
60 ௦௨ୖ 30 ྡ
┦ەㄯෆᐜ㸸ᑵປ 47.6㸣ࠊ⏕ά 37.4㸣ࠊᗣ⚟♴ 12.8㸣
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ᅋయᅗ

ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ

ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ࡸࡲࡄࡕ⤌⧊యไ㈨ᩱࡼࡾ
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ᚨᓥ┴ ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡃࡋࡲ



PSC ࡀධࡗ࡚࠸ࡿᘓ≀                 PSC ධཱྀ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ

ᨭᑐ㇟⪅

ᨭෆᐜ

ᴗෆᐜ

ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡃࡋࡲ
ᚨᓥᕷ⏫㸱┠㸱㸳㸫㸯
ṇつ⫋ဨዎ⣙࣭კクࡢෆヂࡣ᫂ࠋPS ࡢ࠺ࡕ㸰ྡࡣฟྥ⪅ࠋ
12 ྡ
ົᒁ㸸ࢭࣥࢱ࣮㛗㸦CPS㸧1 ྡࠊAPS㸯ྡ
ࢳ࣮࣒ 1 ⏕άᨭࢳ࣮࣒㸸PS㸯ྡࠊAPS2 ྡ
ࢳ࣮࣒ 2 ⏕άᨭࢳ࣮࣒㸸PS1 ྡࠊAPS3 ྡ
ࢳ࣮࣒ 3 ᑵ⫋ᨭࢳ࣮࣒㸸PS1 ྡࠊAPS2 ྡ
ͤ⏕άᨭࢳ࣮࣒ 2 ࡢ APS3 ྡࡣࠊAPS1 ྡ APS0.52 ྡࡍࡿࠋ
ᑵປ㜼ᐖせᅉࢆᢪ࠼ࡿồ⫋⪅ࢆᑐ㇟ࠊ⏕άಖㆤไᗘࡸ㛵ಀᶵ㛵࡞᭷ᶵⓗ㐃
ᦠࡋࠊ⏕άࢆᏳᐃࡉࡏ࡞ࡀࡽᑵ⫋ᨭࢆ⾜࠺ࠋᑓ㛛ဨࡀ⥅⥆┦ㄯᛂࡌ࡞ࡀࡽࠊᘚ
ㆤኈࡸ་⒪ᶵ㛵ࠊ⫋ᴗカ⦎タ࡞㐃ᦠࡋࠊ⫋ࢆ⤂ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑵປ࡛ࡁ
࡞࠸᰿ᮏⓗ࡞ㄢ㢟ࢆಶࠎࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࠕ࣮࢜ࢲ࣮࣓࣮ࢻᆺࠖࡢᨭ
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ㸦PS ࢱ࣒ࢬ➨㸯ྕࡼࡾ㸧
PSC ┦ㄯ⪅
1㸸
ࠕ⏕άᨭࢳ࣮࣒ࠖ
㸦2 ࢳ࣮࣒㸧ࡀ┦ㄯࡢධཱྀࡽᑵ⫋‽ഛ๓ẁ㝵ࡲ࡛ࡢึᮇẁ㝵
ࢆᢸᙜࡍࡿࠋ┦ㄯ⪅୍ᐃࡢ‽ഛࡀ࡛ࡁࡓࡽࠊ
ࠕᑵ⫋‽ഛᨭࢳ࣮࣒ࠖࡘ࡞ࡆࡿࠋ
ࠕᑵ⫋‽ഛᨭࢳ࣮࣒ࠖࡣ᭱⤊ⓗ࡞ฟཱྀࡋ࡚ࡢᑵ⫋ᨭ㛵㐃⯡ࢆᢸᙜࡍࡿࠋ
2㸸⏕άಖㆤࡘ࡞ࡆࡿࢣ࣮ࢫ࠶ࡾࠋࡋࡋࠊ⏕ಖࡣ㏻㐣Ⅼ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊᑵປࡲ
࡛ࡶࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ┠ᶆࠋ
ᖹᡂ 23 ᖺ 4 ᭶㹼ᖹᡂ 23 ᖺ 12 ᭶
ە᪂つ┦ㄯཷ⌮௳ᩘ㸸188 ྡ
┦ࡢەㄯ௳ᩘ㸸3,601 ௳
ᑵປ㸸35.5㸣ࠊ⏕άࠊ13.8㸣ࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ㸸14.6㸣ࠊᐙ᪘㛵ಀ㸸10.7㸣ࠊἲᚊ࣭
⤒῭㸸11.0㸣
ەᖺ௦㸸10 ௦ 10 ྡࠊ20 ௦ 29 ྡࠊ30 ௦ 40 ྡࠊ40 ௦ 43 ྡࠊ50 ௦ 16 ྡࠊ
60 ௦ 16 ྡࠊ᫂ 11 ྡ
ەᛶู ⏨㸸125 ྡࠊዪ 63 ྡ
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ᅋయᅗ
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ᅋయᅗ

ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡃࡋࡲேဨయไࡼࡾ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫ࣮࣒࢟ᅗ

ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡃࡋࡲ㈨ᩱࡼࡾ
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⚟ᒸ┴ ࠕ⚟ᒸ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠᴗయࠖ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ


ᇶᮏሗ

ᅋయྡ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅
ᨭෆᐜ

ࠕ⚟ᒸ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠᴗయࠖ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
16 ྡ
࣭ᕞ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭᶵᵓࡽฟྥ㸸㸷ྡ
࣭ࢢ࣮ࣜࣥࢥ࣮ࣉࡽฟྥ㸸㸵ྡ
CPS㸦⤫ᣓ㸧㸸1 ྡ㸦ᕞ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭᶵᵓࡽฟྥ㸧
CPS㸦㒊㛗㸧㸸1 ྡ㸦ྠୖ㸧
CPS㸦௵㸧㸸1 ྡ㸦ྠୖ㸧
CPS㸦௵ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸧
㸸1 ྡ㸦ྠୖ㸧
PS3 ྡࠋ࠺ࡕ㸯ྡࡣࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ
APS㸸8 ྡ
ົ⫋ဨ㸸㸯ྡ
క㉮ᆺᨭయไࢆ♫ಖ㞀ࡢ⤌ࡳࡋ࡚ᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࠊࠕ⤎ࡢไᗘࠖྥࡅࡓ
⤌ࡳࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵ⾜࠺
ᇶᮏⓗࠊඹྠᴗయࡢᵓᡂᅋయࡽ࡞ࢇࡽࡢᨭࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦↓ᩱప㢠ᐟἩᡤࡢධᒃ⪅➼㸧ࡸ㔝ᐟ⏕ά⪅
⚟ᒸ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊᨭࡢ㔞ࡸ㉁ࡢపୗࢆ㑊ࡅࡿ┠ⓗ࡛ࠊPS ࠾ࡼࡧ APS ࡑ
ࢀࡒࢀࡀᢸᙜࡍࡿࢣ࣮ࢫᩘࡢୖ㝈㸦10 ྡ㸧ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ➼࡛⏝⪅ເ㞟➼ࡢሗࢆබ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᖹᡂ 22 ᖺ 12 ᭶㹼ᖹᡂ 24 ᖺ㸯᭶ 10 ᪥
ཷ⥲ە⪅ᩘ 125 ྡ
࠺ࡕ⏝⏦㎸ 105 ྡ
࠺ࡕ⏝Ỵᐃ 101 ྡ
࠺ࡕ⏝୰ 91 ྡࠊ㛤㸯ྡࠊṚஸ 2 ྡࠊṆ 8 ྡ
ەධཱྀ
ᢪᶝ㤋⚟ᒸ㸦↓ᩱప㢠ᐟἩᡤ㸧⤒⏤ࡀ㸴
⨾㔝ᓥࡵࡄࡳࡢ⤒⏤ࡀ㸰ᙅ
⚟ᒸ࠾ࡂࡾࡢࡀ㸯ᙅ

ᴗෆᐜ

ەᛶู㸸⏨ᛶ 112 ྡࠊዪᛶ 12 ྡࠋ
ەᖺ㱋㸸21㹼79 ṓࠋ40㹼60 ௦ࡀ 3 ศࡢ 2
㔝ᐟ⤒㦂ࡢ᭷↓㸸⏝୰ 90 ྡࡢ࠺ࡕࠊ㔝ᐟ⏕ά⤒㦂࡞ࡋ 11 ேࠋ㔝ᐟ⏕ά⤒㦂ࡢ࠶
ࡿ⪅࡛ࠊ㔝ᐟᮇ㛫㸯ࣨ᭶ᮍ‶ࡀ 30 ேࠊ㸯ࣨ᭶௨ୖ㸯ᖺᮍ‶ࡀ 22 ྡࠊ㸯ᖺ௨ୖࡀ
27 ྡࠋ
㞀ࡀ࠸ࡢ᭷↓㸸⏝୰ 90 ྡࡢ࠺ࡕࠊ⢭⚄㞀ࡀ࠸㛵㐃㸦⤫ྜኻㄪࠊࣝࢥ࣮ࣝ౫
Ꮡ࡞㸧ࡣ 71 ྡࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸➼ࡣ㸵ྡࠋ࠸ࡎࢀࡶ⤂ᅋయࡼࡿぢ❧࡚ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛ࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ࠸ࡀ࠶ࡿ⪅ࢆྵࡴࠋ
ࡔ࠸࡞ࡘە㛵㐃ᶵ㛵㸦ᑵປࡼࡾࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ࠺☜❧ࡍࡿࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧㸸
་⒪ᶵ㛵ࠊ㈙࠸ࡶࡢྠ⾜ࠊ༊ᙺᡤࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠊ⚟♴ົᡤ
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Ἀ⦖┴ ᑵ⫋࣭⏕άᨭࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮




PSC ࡢධཱྀ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

ᑵ⫋࣭⏕άᨭࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮
㑣ぞᕷἨᓮ 2-3-8
17 ྡ
CPS㸸1 ྡ ඖປ⚟༠⫋ဨ
PS㸸6 ྡ
ඖປ⚟༠⫋ဨࠊ♫⚟♴ኈࠊಖ⫱ኈࠊඖබົဨࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈࠊඖẸ㛫ᴗ

⫋ဨᩘ

APS㸸7 ྡ
♫⚟♴ኈࠊ⛯⌮ኈࠊ⏘ᴗ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠊ♫⚟♴ኈࠊ♫ಖ㝤ປົኈࠊࢣ࣐ࢿࠊ
ㆤ⚟♴ኈࠊඖබົဨࠊඖẸ㛫ᴗ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅

ᨭෆᐜ

⥲ົ࣭⤒⌮
ᑵ⫋࣐ࢵࢳࣥࢢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
㛗ᮇኻᴗ➼ࡼࡾᵝࠎ࡞⏕άୖࡢᅔ㞴┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࢆᑐ㇟ࠊ⏕άࡽᑵ⫋ࡲ
࡛ᖜᗈࡃࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ
ఫᒃ႙ኻࢆጞࡵᵝࠎ࡞⏕άୖࡢᅔ㞴ᑐࡋᨭࢆᚲせࡍࡿồ⫋⪅
1㸸ᑵປᨭ
ᴗᐇ⩦ࠊ⫋ᴗ⤂ࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡢ㐃ᦠ
2㸸ఫᏯ㛵㐃
㑣ぞᕷࡢఫᏯᡭᙜ
♫༠ࡢ㈚ࡢ⏝
♫ⓗᙅ⪅ᨭࡢ㒊㛛ࡀ࠶ࡿື⏘♫ࡢ㐃ᦠࠋ
ࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡢά⏝
3㸸ἲᚊၥ㢟㸸ྖἲ᭩ኈ㟷ᖺ㐃ᦠ
4㸸ዪᛶၥ㢟㸸ẕᏊ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠ
5㸸⏕ά㸸⏕άಖㆤࠊࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ࣭ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺἈ⦖
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ
┦ەㄯ௳ᩘ㸸345 ௳
ەᑵ⫋Ỵᐃ⪅㸸86 ྡ

ᴗෆᐜ

ەᛶู㸸⏨ᛶ 209 ྡࠊዪᛶ 136 ྡ
ەᖺ௦㸸20 ௦௨ୗ 15.1㸣ࠊ30 ௦ 22.0㸣ࠊ40 ௦ 22.0㸣ࠊ50 ௦ 24.6㸣ࠊ
60 ௦௨ୖ㸸14.8㸣
ەᏳᐃᒃఫᒙ㸸54 ྡࠊ┴እ㸦Ἀ⦖┴ෆᒃఫᐇ⦼ࡀ࡞࠸㸧㸸4 ྡ
ەᑵ⫋ᕼᮃ㸸239 ௳ࠊఫᒃ☜ಖ㸸76 ௳ࠊ㈨᱁ྲྀᚓ㸸61 ௳ࠊồேሗᕼᮃ㸸59 ௳ࠊ
ᐙ㈤⣡ 55 ௳
ͤ㞀ࡀ࠸⪅ࡢྜࡣ⣙ 25%ࡔࡀࠊឤぬⓗࡣ 3ࠊ4 ࡣ࣓ࣥࢱࣝ㠃ࡢᝈࡀࢃࢀ
ࡿࠋⱝ⪅ࡣ୰༞ࡢྜࡀ㧗࠸
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ᅋయᅗ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸯

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
⏝ࡋࡓไᗘࡸຓᡂ㔠
ᐇ┠ⓗ

ෆᐜ

ຠᯝ

ᴗᐇ⩦
PS ┦ㄯ⪅
㐃ྜࡢࢺࣈࢱ㸦ࢺࣈኴ㸧࢝ࣥࣃ
ປពḧࡢ࠶ࡿồ⫋⪅ࢆᑐ㇟ᴗᐇ⩦࠸࠺ᙧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᴗഃồ⫋⪅ഃ᪉
࣓ࣜࢵࢺࢆࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡢゎᾘ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢࢆࡣ
ࡾࠊ㞠⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿ
1㸸1 ࣨᡤ᭱ 1 ᪥ 8 㛫ࠊ㐌 5 ᪥ࡲ࡛
ᖺ㛫ᐇ⩦ࡣ 4 ᪥ᅇࡲ࡛㸦ᖺ㛫 20 ᪥ࡀ㝈ᗘ㸧
࣭ᐇ⩦ࡣ┴ෆ㝈ࡿ
࣭㢼Ⴀἲ 2 ᮲➨㸯㡯ࠊ➨ 5 㡯࠾ࡼࡧ 32 ᮲➨ 1 㡯ࠊ33 ᮲➨ 1 㡯ࡢῧࡣ⚗Ṇ
࣭യᐖಖ㝤ࡣ PSC ࡀᨭᡶ࠺
2㸸⿵ຓ㔠
2,000 /ே᪥㸦1 ேᙜࡓࡾࡢୖ㝈ࡣ 60,000 㸧
3㸸ᐇ⩦㈝
1,000㹼2,000 /ே᪥ ࢺࣈࢱ࢝ࣥࣃࢆ⏝
ەⓏ㘓ᐇ⩦⏕㸸234 ேࠊᐇᩘ㸸100 ேࠊᐇᚋࡢᑵ⫋Ỵᐃ㸸31 ேࠊᑵ⫋⋡ 31.0㸣
ەⓏ㘓ᴗ 84 ♫ࠊᐇ⩦ᚋ᥇⏝ᴗ㸸19 ♫

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫ࣮࣒࢟ᅗ



ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸰

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
⏝ࡋࡓไᗘࡸຓᡂ㔠
ᐇ┠ⓗ
ෆᐜ

ຠᯝ

↓ᩱ⫋ᴗ⤂
PS ┦ㄯ⪅
ࡩࡿࡉ㞠⏝⏕≉ู㔠
ồ⫋⪅ࡢᑵᴗඛࢆ㛤ᣅ
↓ൾ⫋ᴗ⤂ᡤࡋ࡚ㄆドࢆ࠺ࡅࠊ┦ㄯ⪅࣮࣋ࢫࡢᴗ㛤ᣅࢆ㐍ࡵࡿ
࣭ᖹᡂ 23 ᖺ 11 ᭶ 24 ᪥ㄆド㸦PS ࢭࣥࢱ࣮㸧
ㄆドࢆཷࡅࡿࡲ࡛ࡣᴗ㛤ᣅࡢࡳ⾜࠺
ͤປ⚟༠ࡣᖹᡂ 22 ᖺ 5 ᭶ㄆド
ᖹᡂ 23 ᖺ 12 ᭶ᑵ⫋ᐇ⦼
ᑵ⫋⪅ 13 ྡ
PS㸸12 ྡ
↓ᩱ⫋ᴗ⤂㸸1 ྡ
ᴗⓏ㘓㸸131 ♫㸦ᴗᐇ⩦Ⓩ㘓 84 ♫ྵ㸧
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       ㆤ⫋ࡢồே⚊
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

TOKYO ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ
᪂ᐟ༊ḷ⯙ఄ⏫ 2-44-1 ᮾி㒔ᗣࣉࣛࢨࣁࢪ 3F
48 ྡ
ඖࡢ⫋ᴗࡣࠊᕷ⚟♴ົᡤ⫋ဨࠊMSWࠊබົဨࠊࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊࢣ࣐
ࢿࠊࢧࣛ㔠♫ࡢ♫ဨ ➼ࠎ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ

ᨭᑐ㇟⪅

ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ⫋ဨ㸸2 ྡ
ࢪࣙࣈࢫࢸ㸸5 ྡ
ேᮦࢭࣥࢱ࣮㸸6 ྡ
ఫࡲ࠸ࢆኻ࠸ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙ࡸ࣐ࣥ࢞ႚⲔ࡞࡛ᐷἩࡲࡾࡋ࡞ࡀ
ࡽᑵປࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ↓ᩱ┦ㄯ㸦ఫᒃ࣭⏕ά࣭㸧ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᚲせㄆࡵࡽࢀࢀࡤఫᏯ㈨㔠ࡸ⏕ά㈨㔠ࡢ㈚ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡉࡽࠊㆤ⌧ሙ࡛ࡢᑵປࢆ┠ᣦࡍ㞳⫋⪅ࡘ࠸࡚ࠊㆤᑵ⫋ᨭࢥ࣮ࢫ
ࢆタ⨨ࡋࠊゼၥㆤࡢ㈨᱁ྲྀᚓᨭࠊᑵປᨭ➼ࢆ⾜࠸ࠊ㞳⫋⪅ࡢ⏕άࡢ
Ᏻᐃࢆࡣࡿࠋ
࣭ఫᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅ࠊ㞳⫋⪅➼࡛࠶ࡗ࡚ࠊࢧ࣏࣮ࢺᴗࢆ⾜࠺ࡼ
ࡾᏳᐃⓗ࡞⏕άࢆႠࡴࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ⪅
࣭ᮾி㒔ෆ࡛ࡢఫẸⓏ㘓ࡶࡋࡃࡣ⏕άᮇ㛫ࡀ┤㏆ 6 ࣨ᭶௨ୖ࠶ࡿ⪅
࣭ᅾᏛ୰࡛࡞࠸⪅
࣭ά⏝࡛ࡁࡿ㈨⏘ࡀ࡞࠸⪅
࣭⏕άಖㆤἲᇶ࡙ࡃಖㆤࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸⪅
1㸸⏕ά┦ㄯ
⏕ά┦ㄯࠊᗣ┦ㄯࠊἲᚊ┦ㄯࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳᕠᅇ┦ㄯ
2㸸ఫᒃ┦ㄯࠊᨭ
Ẹ㛫㈤㈚≀௳ࡢሗᥦ౪ࠊ㈤㈚ዎ⣙ᨭࠊ
ͤື⏘♫ࡣࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺⓏ㘓῭ࡳࡢᴗ⪅ࡢࡳ⤂
ͤ⥭ᛴ㐃⤡ඛࡋ࡚ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺࢆ⏝࡛ࡁࡿ

ᨭෆᐜ

୍ఫᏯ⏝㸦᭱ 3 ࣨ᭶㸧 ⏝ᩱࡣ 500 /᭶
70 ᡞ☜ಖࠊࡶࡶࡣࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙⏝ 10 ᡞ࣭ㆤࢥ࣮ࢫ⏝ 60 ᡞࡔࡗࡓࡀ
༊ูࢆࡸࡵࡓ
3㸸㈨㔠㈚
ఫᏯ㈨㔠㸦ୖ㝈 40 㸧ࠊ⏕ά㈨㔠㸦ୖ㝈 20 㸧
࣭ᑵ⫋ᨭ
ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠊᮾிࢪࣙࣈࢫࢸࡼࡿᑵປᨭ࣭⫋ᴗ࠶ࡗࡏࢇ
4㸸ࣇࢱ࣮ࣇ࢛࣮ࣟ㸦ࣃ࣮ࢺ⛣⾜⪅ࡢࡳᐇ㸧
⛣⾜ᚋ 3 ࢝᭶ࡣ㟁ヰ࡛ᵝᏊࢆ⪺ࡃ
ẖ᭶➨ 3 ᅵ᭙᪥ࢧࣟࣥ㸦Ⲕヰ㸧ࢆ㛤ദ
ᖹᡂ 23 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥㹼ᖹᡂ 23 ᖺ 12 ᭶ 28 ᪥ࡲ࡛ࡢᩘ್
ە᪂つண⣙㸸812 ྡ  ͤ┦ㄯࡣண⣙ࡢ࠺࠼᮶ᡤ
ەᴗⓏ㘓ᩘ㸸602 ྡ
ە᪂つண⣙௨እࡢ㟁ヰ┦ㄯ㸸646 ௳
ەᴗㄝ᫂➼ࡢၥ࠸ྜࢃࡏ㸸1,629 ௳

ᴗෆᐜ

࣭࣓ࣥࢱࣝࡢᝈ㸦ࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥྵࡴ㸧
㸸⣙ 10㸣
࣭ዪᛶྜ㸸⣙ 12.5㸣
࣭㌟ศド㸦㐠㌿චチ➼㸧ಖ᭷⋡㸸⣙ 71㸣
࣭ᏛṔ㸦㧗ᰯධᏛ௨ୖ㸧㸸⣙ 85㸣
࣭ఫᒃࡀ࡞࠸ྜ㸸⣙ 90㸣ᙉ
࣭ᴗⓏ㘓⪅ࡢึᅇ┦ㄯࡢᑵᴗ⋡㸸⣙ 80㸣
ͤ᭶ 10 ௨ୗࡸᏳᐃᑵປࡶྵࡴ
࣭ࣇࢱ࣮ࣇ࢛࣮ࣟ
ẖᅇᖹᆒ 20 ྡࡄࡽ࠸࡛ᖺ㱋ᒙࡣᖜࡀࡦࢁ࠸ࠊ⛣⾜ࡋ࡚ࡽࡢᮇ㛫ࡣࡲࡕࡲ
ࡕ
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●H23 年 3 月末までで就労に至った人数：1,975 名
1,603 名（介護職）
94 名（介護職以外の福祉職）
278 名（介護以外、清掃・土木・警備等）

団体図

プロジェクトのスキーム図
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ᶓ ࡞ࡀࢃఫᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅ࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮㸦࡞ࡀࢃࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ㸧
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ
⫋ဨᩘ
ᴗ┠ⓗ

ᨭᑐ㇟⪅

࡞ࡀࢃఫᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅ࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮㸦࡞ࡀࢃࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ㸧
ᶓᕷ୰༊ᑑ㛗 1-4 ࡞ࡀࢃປാࣉࣛࢨ 8 㝵
4 ே㸦⚄ዉᕝປാ⚟♴༠ࡢ㠀ᖖ⫋ဨ㸧
⚄ዉᕝ┴ෆ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠊఫᒃࢆኻࡗࡓேࡸᏳᐃ࡞ᑵປ≧ἣ࠶ࡿேᑐࡋ࡚
ᑵປ࣭⏕ά࣭ఫᒃ➼㛵ࡍࡿሗᥦ౪┦ㄯࠊ⫋ᴗ⤂ࢆ⾜࠺
1㸸⚄ዉᕝ┴ෆᅾఫ
2㸸
ࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ⮬❧ࡢᨭ➼㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲࠖ➨㸰᮲ᐃࡵࡿ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ
࠺ࡕᑵᴗពḧࡢ࠶ࡿ⪅ࠊཬࡧ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡞ࡿࡇࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ
⪅ࡢ࠺ࡕᑵᴗពḧࡢ࠶ࡿ⪅࡛࠶ࡗ࡚༠㆟ࡀᴗࡢᑐ㇟ุ᩿ࡋࡓ⪅
3㸸࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ⮬❧ࡢᨭ➼㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪➨㸱㸬㸰㸦㸴㸧つᐃࡍࡿࠕ࣮࣍
࣒ࣞࢫ࡞ࡿࡇࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⪅ࠖࡢ࠺ࡕࠊᏳᐃࡋࡓᒃఫࡢሙᡤ
ࢆ᭷ࡏࡎࠊ⤊ኪႠᴗࡢࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙➼ࡢタࢆࡋ࡚㉳ᒃࡢሙᡤࡋࠊ
Ᏻᐃ࡞㞠⏝≧ែ⨨ࢀ࡚࠸ࡿཪࡣ⌧ኻᴗࡋ࡚࠸ࡿ⪅
1㸸┦ㄯ᪉ἲ
࣭ண⣙ไࡼࡿ㠃᥋┦ㄯ
࣭㟁ヰ┦ㄯ
࣭࣓࣮ࣝ┦ㄯ

ᨭෆᐜ

2㸸┦ㄯෆᐜ
࣭⏕άࠊఫᒃࠊ⫋ᴗ┦ㄯࠊἲᚊ┦ㄯ
3㸸ᨭෆᐜ
ἲᚊ┦ㄯ㸸ᶓᘚㆤኈ౫㢗
ồ⫋┦ㄯ㸸ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡸồ⫋⪅ᨭℨࣥࢱ࣮➼㐃ᦠ
ồே㛤ᣅ㸸ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡸᑑປാࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࠋᮇ㝈ษࢀࡢồேᑐࡋ࡚ࣁ࣮ࣟ
࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ồேሗࡢ᭦᪂ࢆ౫㢗ࠋ
ᖹᡂ 22 ᖺᗘ
ە᮶ᡤ⪅ᩘ㸸230 ྡ
࣭ఫᒃ႙ኻ⪅ࡢෆヂ㸸᮶ᡤ⪅ࡢ 11.6㸣
㊰ୖ 33 ྡࠊࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙ࡸࣇ࣮ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑ 30 ྡࠊ㌴ୖ⏕ά 3 ྡ
┦ەㄯ௳ᩘෆヂ
ᑵປ㸸41 ௳㸦ᑵ⫋௳ᩘ㸸5 ௳㸧
⏕ά┦ㄯ㸸196 ௳
ఫᒃ┦ㄯ㸸54 ௳
ͤఫᒃᥦ౪➼ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ⚟♴ົᡤㄏᑟࠊࡲࡓࡣࠕࡣࡲࡐࠖධᡤ➼

ᴗෆᐜ

ᖹᡂ 23 ᖺᗘ㸦12 ᭶ࡲ࡛㸧
ە᮶ᡤ⪅ᩘ㸸236 ྡ
࣭ఫᒃ႙ኻࡢෆヂ㸸᮶ᡤ⪅ࡢ 9.3㸣
㊰ୖ 22 ྡࠊࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙ࡸࣇ࣮ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑ 41 ྡࠊ㌴ୖ⏕ά 2 ྡ
┦ەㄯ௳ᩘෆヂ
ᑵປ㸸164 ௳㸦ᑵ⫋௳ᩘ㸸48 ௳㸧
⏕ά┦ㄯ㸸109 ௳
ఫᒃ┦ㄯ㸸81 ௳
ͤఫᒃᥦ౪➼ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ⚟♴ົᡤㄏᑟࠊࡲࡓࡣࠕࡣࡲࡐࠖධᡤ➼
ᖹᆒᖺ㱋ࡣ 40 ௦ࡀ୰ᚰࡔࡀ 20 ௦ࡶቑຍ
ఫࡳ㎸ࡳ࡛ᑵປࡢዎ⣙ษࢀࡢዪᛶࡢ┦ㄯࡀቑຍࠊ40࣭50 ௦ࡀ୰ᚰ
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ᨭࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ
⫋ဨᩘ
ᴗ┠ⓗ

ᨭᑐ㇟⪅

ᨭෆᐜ

ᴗෆᐜ

AICH ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ
ྡྂᒇᕷ୰ᮧ༊ྡ㥐༡ 1-18-30
ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ⫋ဨ㸸7 ྡࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ┦ㄯဨ㸸1 ྡ
࣮࣒࣍ࣞࢫࡸ⤊ኪႠᴗࡢࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙➼ࡢタࢆࡓࡿ㉳ᒃࡢሙᡤࡋ࡚
࠸ࡿఫᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࠊఫᒃ☜ಖࡢᨭࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽಶูࡢ┦ㄯ➼
ࡢᐇࡼࡿᑵᴗᨭࢆᐇࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏳᐃࡋࡓ㞠⏝ᶵࡢ☜ಖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
࣭ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙࣭࣐ࣥ࢞ႚⲔ࣭࢝ࣉࢭࣝࢧ࢘ࢼ࣭ࣇ࣮ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑ
࣭ࣇ࣑ࣞࢫ➼࡛ᐷἩࡾࡋࠊ᪥㞠࠸ὴ㐵ປാ➼ࡢᏳᐃᑵປࢆ⥆ࡅࡿ⪅
ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙࣭࣐ࣥ࢞ႚⲔ࣭࢝ࣉࢭࣝࢧ࢘ࢼ࣭ࣇ࣮ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑ࣭
ࣇ࣑ࣞࢫ➼࡛ᐷἩࡾࡋࠊ᪥㞠࠸ὴ㐵ປാ➼ࡢᏳᐃᑵປࢆ⥆ࡅࡿே࠾ࡼࡧኻᴗ୰
ࡢேࢆᑐ㇟ࠊᏳᐃࡋࡓ᥈ࡋࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠋົᡤ࡛ࡢᑵ⫋┦ㄯࠊ⏕ά┦ㄯࠊ
ἲᚊ┦ㄯࠊ⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧࢩ࢙ࣝࢱ࣮࡛ࡢ⫋ሙయ㦂ᴗࠋ
1㸸ᑵ⫋┦ㄯ㸸ண⣙ࡢୖ㝶
2㸸ἲᚊ┦ㄯ㸸2 ᅇ/᭶ࠊ༙᪥
3㸸┦ㄯ㸸2 ᅇ/᭶
ᖹᡂ 22 ᖺ 4 ᭶㹼ᖹᡂ 23 ᖺ 2 ᭶ᮎ
ەㄯ⪅ᩘ㸸114 ྡ㸦ෆఫᒃ႙ኻ⪅ 13 ྡ㸧
ە᥋ཷ㦂ᩘ
ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ࡛⤂㸸24 ྡ
ࢳࣕࣞࣥࢪЍࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ࡛⤂㸸105 ྡ
ەᑵ⫋Ỵᐃ
ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ࡛⤂㸸7 ྡ
ࢳࣕࣞࣥࢪЍࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ࡛⤂㸸17 ྡ
ەᛶู㸸⏨ᛶ 104 ྡࠊዪᛶ 10 ྡ
ەᖺ௦㸸20 ௦௨ୗ 9㸣ࠊ30 ௦ 23㸣ࠊ40 ௦ 50㸣ࠊ50 ௦ 32㸣ࠊ60 ௦௨ୖ 32.4㸣
┦ەㄯෆᐜ
ᑵປ㛵ಀ㸸325 ௳ࠊ⏕ά┦ㄯ㸸14 ௳ࠊἲᚊ┦ㄯ㸸14 ௳ࠊఫᒃ┦ㄯ㸸10 ௳
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ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
ᐇᚲせ࡞᰿ᣐἲ
⏝ࡋࡓไᗘࡸຓᡂ㔠
ᐇ┠ⓗ

ෆᐜ

⫋ሙయ㦂ᴗ
⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮ࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡢධᡤ⪅
࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ⮬❧ࡢᨭ➼㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲ
࣮࣒࣍ࣞࢫ➼ᑵᴗᨭᴗ
⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮ࢩ࢙ࣝࢱ࣮ධᡤ⪅ࠊᑵປ⮬❧ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᑵᴗᶵࡢ☜
ಖ࣭ᣑ
ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺࡀ㛤ᣅࡋࡓᴗ࡛ࠊධᡤ⪅ࡀ⫋ሙయ㦂ࢆ⾜࠺ࠋᴗ✀ࡣΎᤲᴗࠊ
㆙ഛࠊ㣧㣗ࠊᅵᮌࠊᕤሙ࡞ࡶ࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ཷ㸸⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸࢩ࢙ࣝࢱ࣮⫋ဨࡀ⾜ࡁࠊ⾜࠺ࠋ2 ᅇ/᭶
࣭ᮇ㛫㸸᭱ 16 ᪥௨ෆࠊ4 ᪥༢࡛⾜࠺
࣭㛫㸸5 㛫௨ୖ 8 㛫௨ෆ/᪥
࣭ዡບ㔠㸦බ㈝㸧㸸᪥⤥ 3,000 ࢆ⌧㔠⤥㸦᪥⤥ࠊ᭶⤥➼ࡣᴗࡼࡗ࡚㐪࠺㸧
࣭ዡບ㔠㸦⚾㈝㸧
㸸ᴗࡼࡗ࡚ࡣ᪥⤥ࡀ 8,000 ⛬ᗘ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ⊂⮬㔠㢠
ࢆୖࡏࡋ࡚ࡃࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᴗࡢ⮬⭡
࣭㏻㈝㸸ู㏵ᨭ⤥
࣭ᮇ㛫ᴗ⪅ዡບ㔠
1㹼4 ᪥㸸5,000 
5㹼8 ᪥㸸9,000 
9㹼12 ᪥㸸14,000 
13㹼16 ᪥㸸18,000 
ཷධࢀᴗࡢ㠃᥋ࡀ๓⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦⫋ဨࡀྠ⾜㸧
๓◊ಟࡣᕼᮃ⪅ಶู⾜࠺
ཷࡅධࢀඛࡢᴗࡀᮇ㛫➼ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠊᑵᴗᮇ㛫ࡣ 4㹼1 㐌㛫⛬ᗘࡀከ࠸ࠋ
య㦂ᚋࠊᴗᢡࡾྜ࠼ࡤ⥅⥆㞠⏝ࡉࢀࡿࠋ㞠⏝ᙧែࡣࣃ࣮ࢺ࣭ࣝࣂࢺࡀ
ࢇ࡛ṇつ㞠⏝ࡣࢇ࡞࠸ࠋ

ຠᯝ

Ⓩ㘓ேᩘ 108 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 51 ṓ㸧
㠃᥋⮳ࡗࡓேᩘ 89 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 50 ṓ㸧
⫋ሙయ㦂ཷㅮ⪅ᩘ 68 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 52 ṓ㸧
ཷㅮඛ࡛ᑵປ୰ 23 ྡ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
ࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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㜰 26$.$ ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ㸦ఫᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮㸧



ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺࡢධࡗ࡚࠸ࡿᘓ≀           ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺධཱྀ
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ᇶᮏሗ

ᅋయྡ
ᮏ㒊ᡤᅾᆅ

⫋ဨᩘ

ᴗ┠ⓗ
ᨭᑐ㇟⪅
ᨭෆᐜ

ᴗෆᐜ

OSAKA ࢳࣕࣞࣥࢪࢿࢵࢺ㸦ఫᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮㸧
㜰ᕷ୰ኸ༊▼⏫ 2-5-3 ࢚࣭ࣝ࠾࠾ࡉ༡㤋 9㹄
ᮏ㒊㸸5 ྡ
ᖖ 3 ྡ ඖ♫⚟♴ἲே⫋ဨࠊ♫⚟♴ἲேࡽฟྥ
㠀ᖖ㸦┦ㄯဨ㸧2 ྡ ඖබົဨࠊඖ♫⚟♴ἲே⫋ဨ
ᕷෆᑐ⟇㸦࠶࠸ࡾࢇᆅᇦ㸧㸸3 ྡ
ఫᒃࡀ࡞ࡃࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙ࠊₔ⏬ႚⲔࠊࢧ࢘ࢼ࡞࡛ᐷἩࡾࡋ࡚࠸ࡿࠕఫ
ᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅㸦࠸ࢃࡺࡿࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙㞴Ẹ㸧ࠖᑐࡋ࡚ࠊఫᒃ☜ಖࡸᏳᐃࡋ
ࡓ㞠⏝☜ಖ➼ྥࡅࡓᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ఫᒃࡀ࡞ࡃࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙ࠊₔ⏬ႚⲔࠊࢧ࢘ࢼ࡞࡛ᐷἩࡾࡋ࡚࠸ࡿࠕఫ
ᒃ႙ኻᏳᐃᑵປ⪅㸦࠸ࢃࡺࡿࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙㞴Ẹ㸧ࠖ
ồ⫋⪅ᨭࠊ⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮ධᡤᨭࠊタධᡤᨭࠊఫᏯ┦ㄯࠊ⚟♴┦ㄯ㸦⏕
άಖㆤࠊ⏕άಖㆤタධᡤ➼㸧➼
┦ㄯ⪅ᩘ㸸384 ྡ㸦ᖹᡂ 21 ᖺ 4 ᭶㹼ᖹᡂ 23 ᖺ 2 ᭶㸧
࣭⏨ᛶ㸸352 ྡࠊዪᛶ㸸32 ྡ
࣭ᖺ㱋ᵓᡂ 10 ௦㸸0.8㸣ࠊ20 ௦㸸22.9㸣ࠊ30 ௦㸸31.3㸣ࠊ40 ௦ 30.2㸣ࠊ50 ௦
௨ୖ㸸14.8㸣
࣭ᏛṔ 㧗༞௨ୗ㸸32.5㸣ࠊ㧗༞㸸56.4㸣ࠊ㧗༞௨ୖ㸸11.1㸣
࣭࡞ᨭㄏᑟ
⚟♴ົᡤ㸩⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮㸸46.8㸣
⚟♴㸸19.0㸣

ᅋయᅗ
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ࣉࣟࢪ䣷ࢡࢺሗ㸯

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ
ཷ┈⪅
⏝ࡋࡓไᗘࡸຓᡂ㔠
ᐇ┠ⓗ
ෆᐜ
ຠᯝ

▷ᮇᐟἩᴗ
ᒃఫሙᡤࡀ࡞࠸┦ㄯ⪅
ປ⚟༠㈨㔠
⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮ධᡤᚅࡕ➼▷ᮇ㛫㸦2ࠊ3 ᪥㸧ࡢᐟᡤ㣗ࡢᥦ౪
すᡂ༊࠶ࡿ⡆᫆ᐟἩᡤ㣗ࡘࡁ࡛▷ᮇ㛫ᐟἩ
ᐟἩ㈝㸸1,200 /Ἡ
㣗㈝㸸600 /᪥
㐌ᮎࡸ㐜࠸㛫ゼࢀࡓఫᒃࡀ࡞࠸┦ㄯ⪅ࠊ㔝ᐟࡉࡏࡿࡇࢆ㑊ࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫ࣮࣒࢟ᅗ
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チャレンジネット
地名

受託団体

東京

やまて福祉会

横浜

神奈川県ホー
ムレス就業支
援協議会
やまて福祉会

名古屋
大阪

大阪ホームレ
ス就業支援セ
ンター



チャレンジネット

立地、環境

TOKYOチャレン
ジネット
かながわチャ
レンジネット

新宿歌舞伎町に位置する極めてモダンなハイジア新宿、都
の建物の４F、
JR 駅からほど近く寿にも近い、神奈川県の労働関係の組織
が入る、かながわプラザの５F、モダンな建物

AICHI チャレン
ジネット
OSAKAチャレン
ジネット

名古屋駅にほど近い雑居ビル、やまて福祉会の事務所の対
面、自立支援センターなかむらの近く、笹島にも近い。
都心部に位置する、大阪府の労働関係の組織が入るエルお
おさかの 7 階

所管

受託団体名
やまて福祉会

名称
TOKYOチャレン
ジネット

横浜

神奈川県ホームレ
ス就業支援協議会

かながわチャレ
ンジネット

名古屋

やまて福祉会

AICHI チャレン
ジネット

大阪

大阪ホームレス就
業支援センター

OSAKAチャレン
ジネット

チャレンジネット
地名
東京

横浜
名古屋

大阪



名称

地名
東京





立地など

予算と雇用人材

名称
TOKYOチャレ
ンジネット

かながわチャ
レンジネット
AICHI チャレ
ンジネット

予算(千円)
約 990、000

約 20、000
約 23、000

OSAKAチャレ
ンジネット

所管
東京都 生活福祉部
生活支援課自立支援
係
神奈川県商工労働局
労働部 労政福祉課
愛知県 産業労働部
労政担当局 就業促
進課
大阪府 商工労働部
雇用推進室労政課

対象エリ
ア
東京都
神奈川県

愛知県
大阪府

協議会方式など

運営は、財団法人神奈川県労働福祉協会寿
労働センター無料職業紹介所がハローワー
ク横浜が連携して行っている。
愛知ホームレス就業支援事業推進協議会

大阪ホームレス就業支援センター運営協議
会

雇用人材
独自プロジェクト
48 名（雇用形態の明確な返答はなかっ 介護職への就職支援専門の支援
た）
体制
元の職業は、市福祉事務所職員、MSW、
行政職、ケースワーカー、ケアマネ、
サラ金会社の社員等
ハローワーク職員：2 名
ジョブステ：5 名
人材センター：6 名
4人
（神奈川労働福祉協会の非常勤職員）
協議会 2 名、やまて 8 名雇用
7（チャレンジネット職員）、1（ハロ
ーワーク相談員）
本部：5 名
常勤 3 名 元社会福祉法人職員、社会
福祉法人から出向
非常勤（相談員）2 名 元公務員、元社
会福祉法人職員
釜ヶ崎：3 名
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簡宿を利用した短期宿泊事業

チャレンジネット
地名

京

東

横浜

名称

TOKYOチャ
レンジネッ
ト

かながわチ
ャレンジネ
ット

相談、対象者

相談件数、コンタクトの種別、
入口から出口へ
H23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 12 月 28
新規予約：812人
事業登録数：602人

対象者、相談内容、年齢など
・住居喪失不安定就労者、離職者等であって、サポ
ート事業を行う事により安定的な生活を営むことが
期待できる者
・東京都内での住民登録もしくは生活期間が直近 6
ヶ月以上ある者
・在学中でない者
・活用できる資産がない者
・生活保護法に基づく保護の対象とならない者

開設から H23年 3 月末までで就労に至っ
た人：1975名
1603名（介護職）
94 名（介護職以外の福祉職）
278名（介護以外、清掃・土木・警備等）
トータルの就職率不明
メンタルの疾患（グレーゾーン含む）：約 10％
女性割合：約 12.5％
身分証（運転免許等）保有率：約 71％
学歴（高校入学以上）：約 85％
住居がない割合：約 90％強
事業登録者の初回相談時の就業率：約 80％
※月収 10 万円以下や不安定就労も含む
平成 22 年度
1：神奈川県内在住
来所者数：230名
2：
「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」
就職件数：5 件
第２条に定めるホームレスのうち就業意欲のある
者、及びホームレスとなることを余儀なくされるお
平成 23 年度（12 月まで）
それのある者のうち就業意欲のある者であって協議
来所者数：236名
会が事業の対象と判断した者
就職件数：48 件
3：ホームレスの自立の支援等に関する基本方針第
３．２（６）に規定する「ホームレスとなることを
余儀なくされるおそれのある者」のうち、安定した
居住の場所を有せず、終夜営業のインターネットカ
フェ等の施設を主として起居の場所とし、不安定な
雇用状態に置かれている又は現に失業している者
平成 22 年度
・住居喪失者の内訳：来所者の 11.6％
路上 33 名、ネットカフェやファーストフード店 30
名、車上生活 3 名
就労：41 件、生活相談：196件、住居相談：54 件

平成 23 年度（12 月まで）
・住居喪失の内訳：来所者の 9.3％
路上 22 名、ネットカフェやファーストフード店 41
名、車上生活 2 名
就労：164件、生活相談：109件、住居相談：81 件

名古
屋



AICHI チャ
レンジネッ
ト

※住居提供等はしていないため、福祉事務所に誘導、
「はまかぜ」入所等
平成 22 年 4 月〜平成 23 年 2 月末
男性：104名、女性 10 名
・相談者数：114 名（内住居喪失者 13 名） 20 代以下：9％、30代：23％、40代：50％、50代：
・面接受験数
32％、60代以上：32.4％
チャレンジネットで紹介：24 名
就労関係：325件、生活相談：14 件、法律相談：14
チャレンジ→ハローワークで紹介：105名 件、住居相談：10 件
・就職決定
チャレンジネットで紹介：7 名
チャレンジ→ハローワークで紹介：17 名
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ᆅྡ

ྡ⛠

┦ㄯ௳ᩘࠊࢥࣥࢱࢡࢺࡢ✀ูࠊ
ධཱྀࡽฟཱྀ

ᑐ㇟⪅ࠊ┦ㄯෆᐜࠊᖺ㱋࡞
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26$.$ ࢳࣕ
ࣞࣥࢪࢿࢵ
ࢺ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
┦ㄯ⪅ᩘ㸸 ྡ

⚟♴ົᡤ㸩⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮㸸㸣
⚟♴㸸㸣

ఫᒃࢆኻ࠸ࢿࢵࢺ࢝ࣇ࢙➼࡛ᐷἩࡾࡍࡿᏳᐃᑵປ
⪅ࡢ࠺ࡕࠊᏳᐃࡋࡓᑵປࢆᮃࡴ⪅

⏨ᛶ㸸 ྡࠊዪᛶ㸸 ྡ
 ௦㸸㸣ࠊ ௦㸸㸣ࠊ ௦㸸㸣ࠊ ௦
㸣ࠊ ௦௨ୖ㸸㸣
ᏛṔ 㧗༞௨ୗ㸸㸣ࠊ㧗༞㸸㸣ࠊ㧗༞௨ୖ㸸
㸣
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ᖹᡂ 23 ᖺᗘ ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺᨭᑐ⟇➼ᴗ㈝⿵ຓ㔠
♫⚟♴᥎㐍ᴗ

ᗈ⩏ࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡢඛ㐍࠶ࡿࡁ⤌ࡳ㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩
ᖹᡂ 24 ᖺ 3 ᭶ 30 ᪥
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே࣮࣒࣍ࣞࢫᨭᅜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ᗈ⩏ࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭࡢඛ㐍࠶ࡿࡁ⤌ࡳ㛵ࡍࡿㄪᰝࢳ࣮࣒
169-0075 ᮾி㒔᪂ᐟ༊㧗⏣㤿ሙ 2 ┠ 6-10
http://www.homeless-net.org/

