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この取り組みが広がっていくと、障害をお持ちの

（きょうべん）を執っております、河東田博と申し

方々がもっと豊かに恋愛をし、結婚をし、家族を持

ます。今日は私が全体のやりとりの調整をさせてい

ち、子育てをしながら家庭生活を送ることができる

ただくことになりましたので、よろしくお願い致し

ようになるというご意見がございました。本当にそ

ます。

う思いますが、実は、今回おいでいただいたこの三
つの事業所が行っているぐらいで、数少ない実践し

私自身は、１９７３年ぐらいから性教育、特に知的障

かないというのが実態なのです。

害のある方たちの性教育に取り組んでまいりまし
た。その後徳島や大阪などで、性教育の取り組みを

従って、３事業所から学んだことを、皆さんの職

展開してまいりました。この１０年は脱施設化問題に

場で、皆さんご自身が実践をしていくことを、ぜひ

シフトし、性や結婚の問題からは遠ざかっておりま

お願いしたいと思います。
そのときに困ったことが出て来ましたら、この３

した。
今回、久々にこの領域で顔を出させていただきま

事業所の方々に問い合わせをし、皆さんがやりたい

す。ですから、１０年前の古い取り組みを経験した者

と思う取り組みを実現させ、深めていっていただき

としてこの場に立たせていただいておりますので、

たいと思います。
このシンポジウムではキャサリンさんのご講演内

ご了承いただきたいと思います。
先ほどのご講演に対してたくさんの質問が寄せら

容と３事業所の実践報告との融合を図りたいと思っ

れました。しかし、この場でこの質問にお答えする

ています。そこで、キャサリンさんには、明日の

ことは不可能です。従いまして、いくつかの質問を

ワークショップにつながる DVD で見せていただい

ピックアップさせていただき、それらの質問にお答

た部分をお伝えいただくことによって、三つの事業

えいただくようにしたいと思います。

所との関連性を見ていくことにしたいと思います。
まず初めにキャサリンさんからワークショップに

それでは、まず初めに、今日はとてもぜいたくな
時間をみんなで共有していることを確認しておきた

つながる補足をお願い致します。

いと思います。と申しますのは、わーくわくの佐野

キャサリン：河東田先生、ありがとうございます。

さん、UCHI の牧野さん、ぶ〜けの松村さん、いず

スライドを元に戻して、３４ページをご覧ください。

れも、今日１日、１人で、または１グループで時間

私が心理士として知的障害の人たちとかかわってき

を使って展開することができるぐらい、とても豊か

た中で学んだこと、特に知的障害のある親との仕事

な実践と話の内容を持っておられる方々だというこ

の中で得てきたことについて触れておきたいと思い

とです。限られた時間でのお話となりますが、この

ます。明日、ワークショップに参加される方にはそ

貴重な時間を共有していきたいと思います。

の時にも取り上げますが、皆さんは普段実践の中で
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どのようなことをしていらっしゃるでしょうか。技

ちら側から離れてとか。そう、私たちは彼らを彼ら

術をうまく伝えていくためにどのようにしているで

自身の旅に導くのです。

しょうか。まず、自分自身の価値観を熟慮したうえ

彼らは自分で山を登らなくてはなりません。子育

で、それを捨ててしまう必要があります。あなたの

てをしなくてはなりません。そのことを彼らは責任

家での清潔さについてのあなたの価値、子どもを育

をもって受け入れたのです。私たちは彼らの同志で

てていく方法、叩くことについての個人的な見解、

すが、私たちは山登りの専門家ではありません。親

しつけに関する個人的な見解、子どもの行動を管理

は崖の表面にいます。彼らにはコースにある挑戦す

する戦略として時間を区切ったりすることについて

べきものが見えています。もっと見晴らしのいいと

のあなたの好みといったようなことについて、自分

ころにいるのです。これが私の専門と親の専門を認

の持っている価値を捨て去る必要があります。

識することになります。専門家の領域で仕事をする
ことから離れ、彼らの生活圏に行って仕事をしま

自分の価値を捨て去って、今一緒に仕事をしてい

しょう。

る親や家族と一緒に価値を作り出す必要がありま
す。簡単に聞こえるかもしれませんが、とても大変

サービスとして、私たちは親の支援について話し

なことです。私は多くの親とオーストラリアで仕事

ますが、これはクリニックにあるいはサービスセン

をしてきましたが、彼らの家の状況や子育ての仕方

ターに彼らを連れていくことではないのです。あな

は全く私のそれとは異なっていました。ですからと

たが彼らのところに行くのです。あなたが親の暮ら

ても大変なことなのです。問題を強調することか

している家に行ってそこで技術を教えるのです。誰

ら、信頼を強調することにシフトする必要がありま

かが私のところに来て、私がいい実践をしていると

す。信頼のサイクルが基本的なものであることを忘

いうことがあります。確かに私は親にいい実践を教

れてはいけません。

えていますが、その人たちも同様に知的障害のある

次に、外に出かけて行って知的障害のある親と一

親に教えているのです。ただ、センターや病院なの

緒に仕事をすることで、これまでとは違った成果を

です。それではダメなのです。私たちは、知的障害

見出すことができると思います。しかし、その際に

の分野においては普遍化というものが変わらなくて

は私たちは専門家という立場から、アウトライナー

はならないと思っています。在宅での普遍化、技術

（やるべきことを書き出してリスト化するなど）
、

が必要とされる場においての普遍化が必要です。ク

友達、仲間、旅の同伴者といった立場に変更する必

リニックで技術を伝えようとしたらそれはとても大

要があります。

変なことになります。

こんな例えをしてみたらわかりやすいかもしれま

次のスライドでは、明確で肯定的なコミュニケー

せん。例えば知的障害のある親を、山登りをする人

ションを保障すること、親の理解力をチェックする

と考えてみましょう。通常彼らは山登りの際の崖や

ことについて示します。時に、親が何か尋ねられる

障害物を、彼らだけで経験しています。今まで経験

と、 はい 、と答える傾向があるということについ

したことのないような崖に直面しています。頂上に

て確認しないうちに、質問を開始してしまうことが

向かうには誰かの支援が必要です。そのように子育

あります。あれをやってみたかとか、前回話した技

ての問題をとらえてみるのです。

術を練習してみたかとか聞くと「はい、やりまし
た」
、「はい、できます」というように。

専門家としてあなたは地上で後ろの方にいます。
親を支援するとき、家族と一緒に同じアパートに、

それには、理由があります。自分のことについて

あるいはグループホームに住んでいるわけではあり

考えてみても、仕事に行ってあるいは大学に行っ

ません。しかし、いつでも訪問します。週に１回と

て、上司や教員から

宿題や仕事を家でやったか

か、１日に１回とか。そして一緒に地面から山を見

と聞かれたら

と答えるんです。失望させた

上げます。誰がどこにいてどんな障害物があるのか

くないから。問題に巻き込まれたくないから。です

一緒に見ています。親は自分でその障害物を取り除

から知的障害のある親も、一般的に親は宿題をやっ

くことができるかもしれません。私たちは山の他の

たかとか、何かについて理解したか、と聞くと、
いいえ

端にいて山を見ていて、親に伝えることができるか

はい

というのはほんとにいやいやいうんで

す。あなたを失望させたくないんです。特にあなた

もしれません。その石の上を登ったら危ないからそ
― 42 ―

の支援に彼らを助けたいという思いが強く感じられ

そうなことやこうしたらこうなるというような予測

ると余計に。あなたがしてほしいと思ったことをし

での話はしないようにします。起こったことについ

なかったというのを見せたくないのです。

て、具体的に、本当の実際の経験上の例を使って話
します。

ですから、理解しているかどうかをチェックする

時間をたっぷり使います。これは本当に大事なこ

技術を学ぶのはとても重要なことです。もし、私が
と尋

とです。彼らが自分の頭の中で答えを作り出す時間

ねてあなたの理解力を図ろうとしたら、あなたはど

を十分にとること、私たちに技術を見せるためにど

ういうでしょう。それは理解力をチェックしていま

うしたらいいか彼らが考え出すための時間を与える

すか？

いいえ、それはおとなしく従うかどうかを

ことが大事なのです。時に専門家は介入して、答え

チェックしているのであり、あなたが彼らに要求し

をさっさと与えたり、葛藤しているとみると、入り

ていることを返答できるかどうかをチェックしてい

込んでいってもっともっともっととやることを教え

ることになるのです。彼らは

てしまう。彼らに座り込んで、じっくりと構えてど

あなたに、 私の言ったことがわかりますか

はい

というべきだ

うこたえるのか考える時間を与えること、どうやっ

と理解しているのです。

てこの技術を行うのか考える時間を与えること、そ

彼らの理解をチェックする他の方法があります

れは時に気まずい沈黙も耐えることになります。

が、それは明日のワークショップの中で十分練習し
ます。細部について述べるのは避けたいと思います

いつも思い出すのですが、一緒に仕事をした家

が、彼らの理解を確認する方法としては、彼らに

族、特に女性はとても恥ずかしがり屋でコミュニ

やってみてもらうという方法があります。
「前回の

ケーションの技術があまりなくて、他の人と話をし

セッションの後、やってみた技術をやって見せてく

たり長時間話をするのがあまり好きではない人がい

ださい。どんなふうに宿題をやってみたか見せてく

ますが、毎週家を訪問するようになって彼女がドア

ださい。」はい、というだけでなくて、もう少しそ

を開けたときに、 こんにちは。調子はどう？

のことについて話してもらうというのもあります。

聞くと、１０秒ほどして彼女が

理解力をチェックする方法はそれほど多くありませ

は？

ん。明日、そのことについて話したいと思います

れてきて、１０秒ぐらいの間がわかるようになってく

が、具体的な例を使うこと、過去のことを話すので

る。そう、これが私たちの会話のスタイルになるん

はなく、現在のことをもとにして話すようにしま

です。最初はちょっと気まずい感じもありました。

す。

入り込みたい感じ。でも抑えて待っているともっと

と

いいわよ、あなた

と聞いてきてくれます。待つということに慣

たくさんのことを得ることができたんです。ゆっく
りと、その時の感情よりも人々やモノに焦点を当て
るのです。具体的に。抽象的なことは話しません。
絵を使いましょう。
明日のワークショップでお見せしますが、小さな
子どもの子育てのプログラムで使う資料です。相互
作用のイメージ、父親と赤ちゃんが見つめ合ってい
る写真とか、話し合ったり、ビデオも使います。目
で見て理解するもの、親に対する記憶の促し、子ど
もに近づいて話すということを示して見せたりしま
す。まず促しからスタートします。子どもへの注目
が促しとなることも示したいと思います。
先月のこととか、最初の子どもを育てたこととか

次のスライドです。親に教える場合、すでに話を

ではなく、現在の地点で、親自身の具体的な例を用

した技術を使います。よい実践例を教えること。明

いるようにしましょう。親の家で実際に起きている

日、タスク分析のようなことについて多くのデータ

ことについて話し、親のキッチンや子ども自身のお

をお示しします。ちょっとした導入だけを言います

もちゃについての例を用いて話しましょう。起こり

と、模範を示すこと、視聴覚の教材を使うこと、主
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ᨭ䛾䝧䝇䝖䝥䝷䜽
䝔䜱䝇 What do you know?

䜒䛳䛸䜒䜘䛔ᐇ㊶䜢ᨭ䛩䜛
• ᢏ⾡䜢ྥୖ䛩䜛䛻䛿䚸1:1 䛷ᨭ䛩䜛
• ぶ䛜ᢏ⾡䜢䛖ሙᡤ䛷ᐇ㊶䛩䜛
• ᩍ⫱ᡓ␎䛾䝧䝇䝖䝥䝷䜽䝔䜱䝇䜢䛖: ㄢ㢟ศᯒ; 䜟䛛䜚
䜔䛩䛔ᣦᑟ; ᶍ⠊䜢♧䛩; ど⫈ぬ䜢䛳䛯ᨭ; ゝⴥ,
䝆䜵䝇䝏䝱䞊䛸㌟యⓗ䛺ಁ䛧; 䝻䞊䝹䝥䝺䜲; ᐇ㊶; ⫯ᐃ
ⓗ䛷ලయⓗ䛺䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽
• ᵝ䚻䛺ᣦᑟᡓ␎䜢䛖
• ┠ᶆ䛻ᐃ䜑䛯ᢏ⾡䛾䝺䝧䝹䜔ᩘ䜢⪃៖䛩䜛
• ᐇ㝿䛻䛖ᢏ⾡䛾⋓ᚓ䛸 ᐇ₇䛻㞟୰䛩䜛

‘ఱ
ఱ䜢䜒䛳䛸䜘䛟䛷䛝䜛䛰䜝䛖?’

• ᡂຌ䛻ᑟ䛟䛯䜑䛻䛯䛟䛥䜣䛾ᶵ䜢䛘䜛
ぶ䛿⮬䜙䜢ド᫂䛩䜛

• ᬑ㐢䛸⥅⥆䜢ィ⏬䛩䜛

‘ぶ䛷䛒䜛䛣䛸’

としては視覚教材です。言葉による例示、言葉によ

とを他の場でも使うことができるようになる技術、

る促し、身振りによる促し、身振りを指さすことな

あるいはひとりの子どもにやってみたことを他の子

どです。親指を挙げるのは身振りまたは身体的促し

にもやってみるということでもあります。普遍化は

を使うことになります。身体的な促しとは、実際

もっともっと広がるでしょう。継続は技術を持ち続

に、ある人の手を身体的に動かすようなことではな

けることです。時を超えて技術を持ち続けることで

いのです。それはちょっとやりすぎですね。そうい

す。計画する必要はありません。そうしようと決め

うことはしません。

てかかることはできません。プログラムを計画した
時、そういうことが実際起こるように戦略を立てる
必要はあります。それについても明日お話ししたい

䛒䛺䛯䛻䛷䛝䜛䛣䛸䛿?

と思います。
最後のスライドでは、情報の繰り返しを推奨する

• ぶ䛻䛴䛔䛶䛾䚸䛒䛺䛯⮬㌟䛾౯್ほ䚸ಙ᮲䚸ᮇᚅ䜢
⪃䛘䜛

ことについて話します。とても大切なことなので、

• ㄢ㢟䛻┠䜢ྥ䛡䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸⬟ຊ䛻┠䜢ྥ䛡䜛

これを最後にお話しておきたいと思います。繰り返

• ᑓ㛛ᐙ䛾ᙺ䛛䜙ཷ䛡ධ䜜䛶䜒䜙䛘䜛௰㛫䛸䛔䛖ᙺ䛻䛛䜟
䜛

しは良いのですが、過度な繰り返しはよくありませ

• “ᙼ䜙䜢ᑐ㇟⪅䛸䛧䛶䜢䛧䛶䛔䜛”䛸䛔䛖ែᗘ䛛䜙 “ᙼ䜙䛸୍
⥴䛻䜢䛧䛶䛔䜛”䛸䛔䛖ែᗘ䛻ኚ᭦䛩䜛

ん。繰り返しを日本語でどういうのかわかりません
が、何かを実践すること、実践は完全を作り出すの

• ᑓ㛛⫋䛾㡿ᇦ䛷ാ䛟䛣䛸䛛䜙䜽䝷䜲䜶䞁䝖䛾㡿ᇦ䛷ാ䛟䛣䛸䜈䛸
ኚ᭦䛩䜛

です。習うことはすること。実践、実践、実践。し

• 䜽䝷䜲䜶䞁䝖䛻ᩍ䛘䜛䛸䛔䛖❧ሙ䛛䜙䜽䝷䜲䜶䞁䝖䛸䛸䜒䛻Ꮫ䜆䛸
䛔䛖❧ሙ䜈ኚ᭦䛩䜛

かし、過度な繰り返しは、同じことをずっとするこ
と、それは役に立ちません。したがって、挑戦しな

身体的な促しというのはあまりしない傾向にあり

くてはならないのは、新しい方法で技術を示して繰

ます。絵、
身振り、
子どものような笑顔、そういったも

り返し練習する方法を探し出すことになります。以

のを使います。親が技術をもっともっと使うように、

上が明日の内容にかかわって今日お話しようと思っ

身体的な促しはしません。ロールプレイをしたり、練

たところです。

習したり、肯定的で具体的なフィードバックをした
りします。相互に関わり合うような教え方の戦略を

河東田：ありがとうございました。キャサリンさん

使いましょう。ただ話をしているとか、絵を見たりビ

に対してこんな質問が来ています。

デオを見ているというのではなく、またロールプレ

「かかわる職員に対しての訓練、学びの工夫はあ

イばかりしているというのでもない。すべての技術

るのですか」。キャサリンさんによりますと、明日

をあれこれ入れ込んでやってみるようにします。

のワークショップは、当事者の方々への子育て支援
のワークショップではなく、ご質問にございますよ

普遍化と継続を計画する必要があります。普遍化

うに、かかわる職員に対しての研修のようです。従

ですが、前に行ったように、ひとつの場で学んだこ

いまして、明日のワークショップで質問内容をご確
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で、キャサリンさんが言われているみたいに、職員

認いただきたいと思います。
次に、
ご発表いただいた方々にお伺いします。牧野

とか、かかわる親も含めて、もっともっとその辺を

さんは、関係調整への支援、意思決定支援、自己決定

前向きに進めていくために必要なことってあるかな

支援、人生をつなげる支援、社会資源とうまく連携で

と思います。

きるようにしていく支援、とおっしゃられました。

一方で、当事者の方にそういった情報が届いてい

また、佐野さんは、私らしい暮らしや生き方への

かないというのは、すごく問題だなと思っていて。

支援、松村さんは、生きる誇りへの挑戦、とおっ

今日お２人が登壇してくれてすごくよかったと思っ

しゃられました。これは、三つの現場での実践が、

てるんですけども。もっと、子育てしている皆さん

支援者へのトレーニングを通してなされたというよ

同士がいろんなとこに発信したり、そこで子育ての

りは、当事者に寄り添ううちに支援者の考え方や視

いろいろをどうしたらいいかと学べたり、それぞれ

点、生き方を大きく変えさせられたとおっしゃって

のカップル、それぞれの子育てに必要な情報が当事

おられるような気がします。

者にきちんと届くようになったらいいなというふう
に思います。

そこで、佐野さんから順に、キャサリンさんが
おっしゃってくださったことと照らし合わせなが

河東田：牧野さん、いかがでしょうか。

ら、お話しください。

牧野：佐野さんも私もこのことにかかわるきっかけ

佐野：結婚とか子育てが、実践としてたぶんまだ少

というのが、そういう支援を頭に描いていたわけで

ないんじゃないかなと思って、それはなんでだろ

はなくて、本人たちから突き付けられたことに対し

う、徳島の先ほどのカップルたちに聞いてみまし

てどうかかわるかっていうところだったのかなと思

た。そうしたら、親が反対してるんじゃないか、本

います。
私自身もそうでしたが、今の日本社会や障害福祉

人の意欲がないんかな、支援者が積極的にしてない

の状況の中で、障害のある人が結婚や子育て支援を

のかな、とか。

積極的にやろうという気運はないと思うんですね。

別な方は、支援者が止めてるんちゃうか。付き合
やっぱりそれっ

それは今、大きな問題だとマスコミとかにも取り上

ておかしな話やな。もしかしたら、
「できるん、あ

げられてますけれども、一般的にはどこかちょっと

んたら？」って職員から言われてるんかな。という

違う世界の話かなというところはあると思います。

いはＯＫ。その次は無理ちゃう？

その点で、例えば具体的な支援の考え方とか方

のもありました。

法、そういうことが明らかになることは、その問題
を考える大きなきっかけにはなるし、どうしたらい
いのか分からないから、その問題に直面している人
たちは、二の足を踏んでるところもあるのかなと思
うんです。
ですから、日本においてもそういうプログラムみ
たいなものが示されることは非常に重要なことだと
思います。
ただ一方で、これは私もそうでしたけれども、本
人たちに突き付けられるということは、本人たちが
明確に自分の人生の自己決定をするということです
よね。それによってそこに向き合う支援者はいろん
なことに気付かされて、考え始めると思うんです。

じゃあ、どうやったら結婚とか子育てが増えてい
って聞いたら、ある方は親を教育し直

結婚とか子育ては、日本においてはかなり難しい

す、支援者を教育し直す、本人も勉強せなあかん、

支援なんですけれども、それは同時にキャサリンさ

そういうことを言ってました。確かに、支援者も人

んのような取り組みとともに、自己決定の支援とい

間なんで自分の価値観とか、それって大丈夫？って

うことに対して、もう少しわれわれがしっかり具体

思ったり、戸惑ったりすることがあります。なの

的に取り組むということと、車の両輪のように考え

くと思う？
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ていかないといけないんだろうなと、私は思いま

か？

す。

河東田：当事者と関わっていてということも含め

河東田：松村さんは、いかがでしょうか。

て。障害のある人の担当者として親御さんにどんな

松村：利用者がより幸せになっていくということ

ことを求めますか。

を、職員にどう伝えたらいいのかというのは、常に

佐野：難しいですね。職員としても十分なことがで

思っていることで、そういう悩みの末に、本人たち

きていると自分でも思ってないんですよ。親御さん

の声を直接きちんとまとめてみんなに公表しようと

にどういったことを求めるかすごく難しいと思うん

いうのが、アンケートの集計だったんですね。

ですけど、ただ、お会いしているカップルの皆さん

毎年毎年繰り返しながら、みんなこんなこと言っ

は、幼少期につらい経験をされている方もいらっ

てるんですよ。だから、こんなサービスが要るん

しゃるので、幸せな過ごし方を、愛されて過ごして

じゃないですかっていうことを、全然関わりのない

きてたらもっと何かが変わったかもな、と思うこと

ような、考えてもいないような職員に投げ続ける、

はあります。なので、親御さんには幸せな生活を

ということをしています。

送ってもらえたらな、と思います。
河東田：牧野さん、いかがでしょう。

それと、いろんな子育ての体験が増えるに従っ
て、一人一人違うんだけれども、そこに生じてきた

牧野：もちろん、こうあってほしいなと求めること

いろいろな課題やよさというものをまとめていっ

はあるんですけれども、それはおそらくその人の親

て、そしてみんなに考えてもらう。

の思いだったりすると思うんですね。われわれは親
ではないので、心の中の葛藤があるわけです。

今のぶ〜け推進会の人たちもそんな役割で、何が
よくて何が課題なのか、みんなの声をまとめてしっ

ただ、何か求めるものがあればあるほど、本人た

かりみんなにもまた投げていく。その繰り返しの中

ちが何か取り組むことを邪魔してしまうようなこと

でかかわる職員の考え方を訓練していく、というの

も、実 際 に あ る ん だ ろ う な と い う と き に、私 は

をしてるように思います。法人の中のことですけれ

ちょっと視点を変えて、彼らのうまくいかなさにい

ども、お答えになってるでしょうか。

ろんな答えがあると思います。

河東田：ありがとうございました。牧野さんの言葉

例えば、子育てのことであれば別に障害のある人

を借りますと、意思決定支援や自己決定支援という

の子育ての問題のみならず、それは障害のない人た

ことも含めて、支援者に何らかのトレーニングは必

ちの子育てにもつながっていく問題だと思います。

要だろうな、というメッセージが伝わってきました

障害のある人だけではなく、今、子どもの気持ちが

が、一方で佐野さんからは、そこに本人がいない

なかなか受け止められない、わからないっていう親

じゃないか、本人を抜きにものを語っていいのかと

の問題とかもあると思うんです。そういうところも

いう、問い掛けもあったように思います。

われわれは考えて、彼らのそういったうまくいかな

そこで諸石さん。２人で付き合うとき、結婚をす

さから、学ぶっていいますかね。そういうところが

るとき、子どもをつくるとき、誰かに教わりました

必要だなと。答えになっているかどうかわからない

か？

ですけど。

諸石貴幸：基本、教わってない。

河東田：ありがとうございます。諸石さん、親御さ

河東田：奥さまも、基本、教わってないそうです。

んにどんなことを求めたいですか。

これが現実なのです。私たちは、本人たちに良かれ

諸石（妻）：自分の親にですか？

と思っていろんなことを考えてやろうとしますが、

河東田：はい。

当事者との間にたくさんのギャップが生じているの

諸石貴幸：自分の親に何を求めてるかって考える

ではないかと思います。佐野さん、いかがですか。

と、基本何も求めてない。というのは、人それぞれ

佐野：はい。

なんですけど、住んだ所も全然違うし、児童養護施

河東田：そこでもうお一方からの質問「親御さんに

設に入ってたから親と一緒に生活することがあまり

どんなことを求めますか」を取り上げていきましょ

なかったので、親に何かをしてもらうということ

う。佐野さんからいきましょうか。

は、別に考えてないかなっていう感じ。わからない

佐野：支援者である僕が親御さんに求めることです

ことがあれば近くの人に聞いたりとかのほうがいい
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河東田：ありがとうございます。キャサリンさんの
お話の中で、結婚や子育ては障害が重い人たちも可
能ですよ、とおっしゃっておられました。その際、
IQ４０から５０という知能指数の数値を出しておられ
ました。松村さんのところの統計を拝見すると、障
害支援区分５とか６の方たちもぶ〜けに会員登録を
されておられます。つまり、障害の重い方たちのこ
とも念頭に入れながら子育て支援の問題を整理して
いく必要があると思うのです。
そこで、キャサリンさん、重い人たちも結婚をし
子育てをすることは可能だということを、もう一度
おっしゃっていただけますか。
のかなと思ってます。

キャサリン：はい、私が知的障害のある親と仕事を

河東田：諸石さん、多くのことを教えてくださり、

してきた経験から申し上げられることは、非常に重

ありがとうございます。実は、先ほどの質問趣旨は

度の知的障害と診断された人たちも、児童相談所が

次のようなものでした。「親は支援したいという思

子どもたちは安全だと感じる程度までに、子育ての

いが強く、どうしていいか困っている現状です。親

技術を学ぶことができています。しかし、身体的虐

はできるだけ専門の方に助けていただきたい。決し

待や心理的虐待あるいはネグレクトの危険があった

て出しゃばる気はないのです」
。松村さん、何かひ

ことも事実です。
しかしながら、重度知的障害があるといわれてい

とことございましたらお願いします。
松村：私たちも親御さんが反対をされるというよう

る親と個人的に仕事をしてきて、彼らは素晴らしい

な場面にたくさん遭遇してきたんですけれども、そ

家族によるサポートを受けていました。彼らはひと

の親御さんの気持ちをまず全面的に受容する。そう

り親ではなかったし、大変な貧困状態にあるという

なんだって。でも、その反対する中には、心配なこ

人はいなかったし、通ってきてくれる祖父母がいて

との要素がいくつかあるわけで、どこに心配がある

食事を毎日用意してくれ、手紙や書類など日々必要

のかをちゃんとキャッチして、その手当てを考える

なものは見てくれ、祖父母が親と子どものとても素

ということが大事かなと思ってます。

晴らしい代弁者になっていました。行政に行って必
要なお金を要求し、必要なサービスが受けられるま

わが子の幸せを望まない親はいないので、幸せに

で訴え続けることもしました。

なってほしいと思ってるんだけど、その幸せになる
高い高い階段を一気に上るのではなく、一つ一つ親

ですから、非常に強力な家族支援がなかったら、

が納得をしたり、そういうことなんだと理解してい

知的障害のある親は多くの場合、障壁にぶち当た

ただけるような支援をしていく。それからご本人さ

り、それを乗り越えることはできないと思います。

んたちにも、お母さん、こんなことが心配みたいだ

河 東 田：今 日 ご 発 表 い た だ い た わ ー く わ く も、

よ、だからどうする？っていうように橋渡しをしな

UCHI も、ぶ〜けも、写真などを拝見すると、それ

がら、本人たちも納得して譲歩をする。

ほど重くない人たちが多かったように思います。

そして家に帰られた時に、お母さんとお話をされ

そこで、佐野さんから順に、もう一度問いかけた

るとか、行動が変容している姿を見てご両親がだん

いと思います。障害が重い人たちも結婚をし、子育

だん理解を深めるというようなこともたくさん経験

てをすることは可能だと思いますか。

をしています。そういう意味で、親の心配や不安な

佐野：可能だと思ってます。

ども受け止めながら、ひとつずつ。解決まではいか

牧野：そういうニーズに出合ってみないとわからな

なくても、応援してくれるんだったら何とかその船

いんじゃないかと思います。

に乗ろうかっていうようなところまで、どう結び付

河東田：諸石さんもご意見頂けますか。重い障害の

けていくかというのが私たちの仕事かなと考えてま

ある人が周りにいらっしゃいますよね。その人たち

す。

も、結婚をして、子どもをもうけることは可能です
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か。

にあるという話を聞いたことがあります。徳島県っ

諸石貴幸：自分の意思があれば可能だと思います。

てそんなに人口がたくさんの県じゃないんですけ

河東田：素晴らしいお答え、ありがとうございま

ど、今のところ徳島県内で３９１人、強制的に手術が

す。松村さんは、いかがでしょうか。

行われたというふうに発表されています。

松村：恋人のところとか、パートナー生活までは区

小さい県なのに全国で１１番目に多いデータで、僕

分５の人とかも実際支援してるんですけど、子ども

の解釈では、徳島県って田舎で保守的で、かつては

のところについては、そのような事例が出てきたと

入所型の大きい施設がたくさんできていた時代背景

きに応援ができるかな、と。そういう事例が出たら

があるんですけど、そういった施設を中心に不妊手

支えていきたいと思いますが、もうちょっと手厚い

術が行われたのかなと思っています。人権を考える

支援なりを考えないと、自信を持って積極的にって

上ではすごく大きな問題だし、差別と偏見を生んだ

いうのは、今の私はまだはっきり答えることができ

のかなというふうには、個人的には思っています。

ないです。ごめんなさい。
河東田：ありがとうございます。現実的なお答えだ
と思いますが、誰もが恋人を持って結婚し子育てす
ることは可能だとおっしゃっておられたような気が
します。牧野さんの出会ってみないとわからないと
いうお答えも現実的です。重い障害のある方が子育
てということになりますと、松村さんからは、実際
にかかわってみないとわかりにくいということが出
されました。
そこで障害の重い、軽い、まったく抜きにして、
知的障害のある方たちのいわゆる性の問題や結婚の
問題、子育ての問題に対して一般的に肯定的な意見
が多く見られます。しかし、キャサリンさんの統計

牧野：学生時代に脳性まひの方々に関わってた時

では、結婚の割合は１％を切っています。

に、当時の優生保護法の問題や、出生前診断の問題

日本でも１９９５年に NHK 厚生文化事業団が、地域

を突き付けられたというか、そこの議論に私自身も

で暮らし働いている５００人の人たちにアンケートを

入っていかざるを得なくなり、大学のゼミなんかで

取ったときに出てきた結婚の割合が６％でした。一

もそういう話を散々しました。

般の人たちと比べると、１０分の１以下という実態な

ただ特別なことではなくて、一人一人の心の中に

のです。どうしてこのような実態が起こってくるの

それがあるんだろうと思うんですね。それが問題に

でしょう。私たちの中に、偏見や差別があるからな

なってきたときに、人は初めてその問題について

のでしょうか。また、今日キャサリンさんからご報

しっかり考えると思うんです。私の考え方として

告をいただいたようなトレーニングスキルを持って

は、先ほど障害の重い人の出産、子育てっていうの

いないからなのかもしれません。それ以前に、例え

は出会ってみないとわからないと言いましたけれど

ば私たちはとても申し訳ない対応をすでにしてきて

も、自分の中に２つあるんだと思うんです。
こうあるべきだということと、現実どうかってい

るんです。
さらに、旧優生保護法の問題のように、社会的に

うところで、そこはわれわれが意識の中で克服して

すでに大変申し訳ない対応をしているのかもしれま

いかないといけない問題なんだろうなと思っている

せん。そこで、「優生手術について聞いたことがあ

んです。
例えば、われわれの人類の歴史から見ても、実は

りますか」という質問が寄せられました。
強制不妊手術の事例があるかないかにかかわら

共生の歴史のほうが長いんです。歯が全部ない人が

ず、
旧優生保護法の問題について、皆さんのお考えを

硬いものしか食べられなかった時代に、支援を受け

聴かせてください。佐野さん、いかがでしょうか。

ながら生きていたであろう遺骨が出てきたり、かな

佐野：僕はそういう事例を、施設に暮らしていた時

り身体的な重度障害があっただろうという遺骨が出
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てきて、それはなにがしかのケアがなければ成り立

そう思ったことがあったということは、私自身も相

たなかった。社会のシステムがない時代にも、そう

当意識をしなくてはならない。そういうことが誰し

いうことを長い間、われわれの祖先は経験したわけ

もの中にもあるのではないか。

ですから、これからそれが違う方向に行くんだとし

これはよくないと言い切る。事件の犯人は悪い人

たら、われわれがしっかりと意識の中で修正してい

だと言い切るのは簡単なことなんですけれども、何

かないといけないと思っています。

人かはやっぱりそういうことを考える。そして私自

河東田：ありがとうございます。子どもが生まれな

身が意識化するということが、とても大事なのでは

いようにする動きが過去にありましたし、今もなく

ないか、というふうに考えております。

なってはいないと言われています。諸石さん、その

河東田：ありがとうございました。お三方がおっ

ことについてどう思いますか。

しゃってくださったことや諸石さんのご発言は、私

諸石貴幸：その件に関しては、何ていうのかな。そ

たちの心の中に差別や差別意識が今なお根強く残っ

れが虐待なのかなというのが一番かな。障害者だか

ているのだということだと思います。

らって子どもをつくってはいけないとかいうのは

私たちの心の中にある差別意識が、結果的に旧優

やっぱりおかしいと思うし、そこのところが一番駄

生保護法の施行や強制的執行を許してしまったので

目なのかなって。大人の一人一人の考え方をまず直

す。
わーくわくには、かつては直接的には関係してい

さない限りはできないのかなっていうのは思いま
す。

ないんですけれども、実は強制的にパイプカットを

河東田：この問題の結論を諸石さんから教わったよ

させられてしまったカップルの方がいらっしゃいま

うな気がします。ありがとうございます。松村さ

す。
松村さんのところはかつては厳しいトレーニング

ん、いかがでしょう。

を課せられた施設でした。
このような施設では、
障害
のある人たちの結婚は難しいと思われていました。
でも、
そうした時を乗り越えて今回のご発表につなが
りました。時代と意識の大きな変化だと思います。

松村：長崎県でどうなのかというのは、私は情報を
集めてないのですが、二十数年前に全国各地の施設
を、研修などでまわったりした時に、そういう避妊
さあそこで、もうひとつ質問が出されています。

手術を強制的にさせている施設があるということは
当時、話を聞いたことはありました。何てことをす

諸石さん、性教育を受けたことがありますか？

自

るんだろう、という思いでおりました。

分たちの体がどうなっているのか。子どもはどうし
てできるのかとか、子どもができる前に知っていま

今どう考えるかということですけれども、先ほど
の発表の中で２７年前に私自身が反対をしたという事

したか？

例を出したのは、先ほど牧野さんがおっしゃったこ

諸石貴幸：性教育に関しては、基本学校で教わった

とと同じなんです。利用者を大事にしようと思って

ぐらいで、あとは成り行きっていう感じで、そこま

なりわいとしているこの私の中にも、子どもを産ん

で深く考えてない。

で育てることはできないんじゃないかって、本気で

河東田：ありがとうございます。今学校で教わった
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とおっしゃられましたが、私のこれまでの調査によ

獲得をしていく、というような学習を取り入れてい

りますと、特別支援学校などでは年３回ぐらいの講

ます。これは若い人たちだけではなくて、みんな学

話で済ませています。

んできていないので、３０代、４０代の人とかも、そん

先ほどキャサリンさんが繰り返し教える必要があ

なの知らんかった。いまさら勉強ってって思うけ

るとおっしゃられましたが、繰り返し教えられては

ど、来てみたらとても勉強になったとか。そういっ

いないのです。仮に学校で性教育を学んでいたとし

たことが恋愛の手前でとても大事なことではないか

ても、学校を卒業してからはほとんど何も教わって

なと思って、現場でやっているところです。

いないのが現状です。そうした現状の中で性の問題

河東田：引き続きよろしくお願いします。牧野さん

や結婚の問題、子育ての問題を考えていかなければ

のところでは、いかかでしょうか。

ならないという状況になってるわけです。

牧野：関係支援という中から性の問題についても考

そこで、「性の学習をどう行っているのか、具体

えるようにしております。ただ情報を得る機会が、

的に聞きたい」という質問が出されています。性の

障害がある人たちの場合非常に少ない。私自身も学

支援とか学習に関しては、キャサリンさんのご説明

校教育の中で性教育を受けたという記憶がないんで

の中でもありましたし、かつてわーくわくでも行わ

すね。保健体育のときにやったのかな。そんなよう

れていました。松村さんのところでも性への支援や

な中で、自分で情報を得たりとか、いろんな経験の

学習が行われています。具体的に教えていただきた

中でそういうことを獲得してきたところがあるわけ

いのですが、松村さんいかがでしょうか。

です。

松村：去年、おととしぐらいから、ぶ〜けだけでは

そ の 中 で 育 成 会 が２００５年 に 画 期 的 な『性・

なく、軽度の障害のある人たちのところの支援にお

SAY・生（せい・せい・せい）
』という本を出しま

いてプログラムをもうちょっとわかりやすくしない

した。そこには性に関する具体的なことがガイド

といけないんじゃないかというので、地元の長崎大

ブックとして書かれていて、当時としては、時期尚

学の保健課の先生とタッグを組んで、からだ探検隊

早じゃないかみたいな批判を受けた本だったので、

というチームをつくって、そこで性にまつわること

ぜひ皆さんにも一度見ていただきたいです。

以前に、関係性の理解であったり、先ほどお話しし

彼らの支援の中で、その関わりが必要になったと

ました体の仕組みとか名称とかいうようなことをき

きに、その本をいろいろ活用しながらっていうこと

ちんと理解して、その上でマスターベーションはい

はありました。

つどこでするものなのかとか、自分のものと他人の

ただ、性教育の問題はすごく難しいと思っていま

もの、自分の世界と公共のところでどのように違う

す。例えば、異性との出会いとかいろんなことが、

のかとか、距離の置き方とか、そういう関係性のマ

障害があるが故に制限されてきている状況の中で、

ナーについて、単元を決めて勉強会というようなも

人間の性的欲求というのはある種相手との関係性の

のを開いています。

中で初めて起こる欲求だと、私は理解しているんで

今、手元にあるのが、間もなく本を出すとか言っ

す。動物のように自然に遺伝子の中にプログラムさ

てたんですけど、すてきな大人になるためにという

れているわけではなくて、人との関係性の中で成り

ことで。プライベートゾーンとプライベートゾーン

立つというところでもあるので、まずその関係って

でない所はどうなのかとか、安心できる距離はと

いうことの機会が非常に制限されているという問題

か、大人のマナーとしての男性編、女性編とか。恋

も含めて、性教育のことは考えていかなきゃいけな

する気持ちはどういうことなのとか、恋したらどん

いんだろうなと思います。

なマナーが出てくるのとか、触れ合いの段階はどの

河東田：ぶ〜けでは、出会いの場を意図的につくっ

ように考えていきますかとか、告白のマナーとか、

ていらっしゃいます。出会いはつくれるし、出会い

デートに行ってみようのロールプレーとか、そうい

を通していろいろなことを学んでいくことができる

うことを経て、マスターベーションであったり、

というのが松村さんからの提起だと思うのですが、

セックスであったり、妊娠であったり、避妊であっ

牧野さんいかがでしょうか。

たり、性感染症。それらのところを単元に区切っ

牧野：そのとおりで、私どもの関係支援の中ではさ

て、わかりやすく本人たちとロールプレーしながら

まざまな、生活の中でいろんなところに出ていっ
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て、いろんな人たちと出会うことは非常に重要な考

か、何が起こるのか、またその前に何が起こるのか

え方として取り組んでいます。

について知ることが必要だと思います。そもそも知

佐野：以前はカルガモ勉強会という形で、性のこと

的障害を持ってる人たちが十分な性教育を受けてな

だけではないんですけども、障害のある人に分かり

いとしたら、やっぱりそれを知らないでセックスを

やすい教育で、自分の体を知るっていうことをやっ

してしまったときに、それは悪いことをしました

ていました。スタッフじゃなくて、河東田さんと

ね、愚かな行動をしたからそうなったということに

か、外部から講師の方に来てもらって性のことも学

なると、今度は罰としてとらえたり、あるいは何か

べる、そういう場がありました。

もっと悪いほうに行ってしまうわけですね。そうす
ると、彼らはもう誰にも言わなくなる。または理解

ただ、それをずっと続けてたんですけども、ある

できない。

時、子どもができるというカップルが、障害のある
人だけ集まってそういう勉強をするのはどうなんだ

生理が止まったときに何があったのか、わからな

ろうという意見を出されて。それ以降、いろいろみ

いわけです。それは３か月前、あるいは４か月前、

んなとも話しながら、今は完全に個別に、保健師さ

９か月前のことですし、彼らは恥ずかしいと感じ

んとか保育所の方とか、スタッフだけじゃなくて町

て、恥ずかしいことだから子育てについても積極的

の中のいろんなところからそういった情報も仕入れ

になれないし、子育てをするように強力に言ってい

るようにして、個別にするようになりました。

かないといけなくなるんです。

学ぶということも大事です。情報としてまず知る

だから、さかのぼって質の良い性教育を小学校か

機会も少ないかもしれないですけど、もうひとつ実

ら、特別支援学校でいろいろな方法を使って、特に

際に生活の中で性生活を豊かに送るというのはすご

大人に変わっていくような時期にはやっぱりやって

く難しくて。だけど、必要とされたらできるだけ具

おくべきだと思います。

体的なところのサポートはしていきたい。

河東田：ありがとうございます。キャサリンさんの

例えば、自転車でラブホテルってどうやって行っ

ワークショップの中でも、当事者向けの取り組みだ

たらいいのって。自転車というと難しいんです、田

けではなく、支援者向けの性教育もぜひご検討くだ

舎のホテルで。車ぶつけるから。なんですけど、そ

さい。

れは練習しないとわからない。利用のシステムって

諸石さんに伺います。ご自身に障害があるという

難しいとか。あと車の中でいちゃいちゃするのはど

ことを話されておられましたが、障害をどのように

うしたらいいとか、個別に必要なことを今はサポー

認識されているかをお教えください。

トしているという状況です。

諸石貴幸：認識はしてるんだけども、基本自分の中

河東田：キャサリンさんのワークショップの中で

では、何ていったらいいのかな。認識してるのか

は、性支援についてどのように扱っているのでしょ

なっていう感じだけども、でも、自分の中では正直

うか。キャサリンさん、教えてください。

みんながやってることと変わんないのかなというの

キャサリン：実は、私たちは性支援というのはやっ

はあります。

てないんです。私たちが焦点を当てている仕事とい

河東田：そのとおりだと思います。

うのはセックスの後のことで、出産の後なんです。

次に、お三方に伺います。今回の報告では、知的

でも、妊娠中の親になるところの支援については多

障害のある方同士の結婚や子育てが多く紹介されま

少の資源は持っています。それは、親に、あるいは

した。そうすると、知的障害のある方とない方の結

親の状況を他の専門職に説明すること、彼らに何が

婚や子育てに関わったことがあるかどうか、そのこ

起こっているのかを説明することを主眼にしていま

とについてどう考えていらっしゃるかをお教えくだ

す。そして必ずしも言葉で理解しなくてもよいと伝

さい。佐野さんからお願いします。

えます。

佐野：ご紹介しきれなかったんですけども、手帳を

知的障害のある人たちに個人的に、一人一人に性

取られてない方と知的障害のある方のカップルとい

について教えていくということはとても重要なこと

うのもいらっしゃいます。ほかに在宅のコミュニ

だと思います。というのは、結果として起こること

ティの中のカップルというと、精神障害の方と知的

について、子どもを産むとそれがどういうことなの

障害の方とか、障害のある方、ない方、いろんな形
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のカップルがいらっしゃいます。

もが成長していくときの子どものフォローなどに関

河東田：あまりこだわらなくていいのではないだろ

してはどういうふうになるのか、ちょっと聞かせて

うか、ということですね。

ください。

佐野：そうですね。

河東田：当然出てくる質問だろうと思い、皆さんに

河東田：牧野さんは、いかがでしょうか。

すでに考えていただいております。松村さんからお

牧野：現実的にはそういう交際があっても結婚に至

願いします。

らなかった事例はいくつかありました。先ほどシン

松 村：子 ど も の フ ォ ロ ー は 年 代 に よ っ て や は り

グルマザーという事例の話をしましたけども、その

ちょっと違うのですが。乳幼児期はお母さん、お父

方もそうでした。どうしてなんだろうなと思うので

さんを前面にしながら、スタッフが結構近くで見守

すけれども、なかなかその問題はうまく答えられな

り、保健師さんとかにつないだりとか、そういうこ

いです。

とで。２人、３人ときょうだいがいる家庭はまだな

河東田：松村さんのところも障害のある方同士の結

いんです。ひとりっ子状態なのでお友達との関係と

婚が多いように思いますが、どうでしょうか。

か、そういったところを非常に気に掛けながら子育

松村：そうですね。今はそうなんですけど、ぶ〜け

て中の親の支援をしたりしています。

ができる前にはすでに、一般の方のところに嫁いで

保育園に上がったり、学校に上がったりする時

行かれた方が３名ぐらいおられて、おじいちゃん、

や、あとの連携というところと、地域での子どもの

おばあちゃんもおられて、ずっと子育ても頑張って

お友達とか、そのお友達の親御さんとか、そういっ

家族みんなが支えてくれているというご家庭もあり

たところも視野に入れながら、発達がうまくいくよ

ますし。籍は入れてないけれども、一般の方とパー

うにというところを側面的にフォローアップをして

トナー生活みたいにして、もう１０年ぐらい暮らされ

いるところです。

てる方もありますし。お付き合いというところで

あと障害が見えてきたりしたときに、いち早く専

は、３組ぐらいですかね。一般の方と恋に落ちて、

門機関にご紹介をしたりとか、一緒に付いて行って

付き合われたんですけど、この３組はあえなく、男

リハビリテーションのプログラムを一緒につくって

性が知的障害で女性の方と付き合ったんですけど、

もらったりというようなことで、子どもの成長発達

長続きせずに破綻したという事例を３組存じ上げて

を横目に見ながら、親御さんでは気付かないとこ

おります。

ろ、専門的なところ、地域で育つというような関係
性のところを少し手厚く応援をしてるかなと思いま

３組の理由は、一般でもあるように求めてた相手
ではなかったということだったのかなということ

す。

で。だから、そういう一般の人と障害のある人は絶

河東田：ありがとうございます。諸石さん、お子さ

対ないということはあり得ないと思いますし、心配

んが大きくなったら、何か心配になることはありま

だなっていうときには遠目にちょっと見守りなが

せんか？

ら、何かヘルプがあったときにはお手伝いができた

諸石貴幸：今は自分たちでやっているのでいいんで

らなっていうスタンスでおります。

すけど、一番気に掛かるのは、やっぱり子どもが大

河東田：現実的には障害のある、なしにかかわらず

きくなってお父さんとお母さんが障害者のところ

さまざまなカップルが存在してるということをお互

の、例えばグループホームやらこういう支援施設と

いに認識し合っておきたいと思います。今回は、た

かに入ってたということを子どもに気付かれた場合

またま障害のある方同士の事例が報告をされた、と

に、どういう対応をしていいのか、またどういうふ

整理しておきたいと思います。

うに言えばいいのかっていうのが、一番の考えどこ
ろなのかなって。

残り時間が少なくなりましたが、フロアの方から
ご質問・ご意見をいただきたいと思います。

河東田：ありがとうございます。では、次に、牧野

Ａ：どうも貴重なお話をいろいろありがとうござい

さん、お願いします。

ます。参考になりました。テレビのディレクターな

牧野：人間の歴史みたいな話が多いですが、人間は

んですけれども、子どもの教育とか、子どものフォ

３世代というようなひとつの家族単位をずっと基本

ローですね。親への子育てのフォロー以外の、子ど

にしてきたと思うんです。子どもが小さい時はみん
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なで育てる、地域で育てる。不安があったり、本人

と。どうしても困るときがあると思うので、そのと

たちが望むならば、私たちはグループホームの中で

きに、とことん困ったときには役に立てたらなと

子どもが小さいうちは支える。まさに３世代ってい

思ってますが。

うような家族の形態ではないんですけども、共に育

河東田：終了の時間が近づいてまいりました。最後

てるという新たな社会の在り方の一つの試み的なと

にひとこと、キャサリンさんからお話をいただきた

ころでもあると思っています。

いと思います。

実際にグループホームに住んでいて、入居者たち

キャサリン：ありがとうございました。ここにいら

が子どもにかかわるってすごく大事なことなんです

している皆さん個々の実践、そしてご家族のお話を

よ。諸石さんたちもそうだと思うんですけれども、

伺えて本当に素晴らしいと思っています。理想的な

子どもを通じて子どもの気持ちとかを意識したり考

お話が聞けたと思います。日本のグループホームの

えたりするようになるというのは、グループホーム

ようなものは、実はオーストラリアにはないのです

の入居者たちも子育てにかかわって、その中からそ

が非常に学びになりました。２つの国で違うところ

ういうところがあると思うんです。だから、みんな

もあるし、似ているところもあるんだなということ

で育てるという視点を具体的にどうするのかを考え

も認識しました。とても特徴的だと思うことで、最

ていく。ずっとグループホームというわけにはいか

後は似ているところについて話を終えたいと思いま

ないので、グループホームを出た後のことは、これ

す。肯定的なものについてです。将来に向けて共に

までの支援実践の中にもありますけれども、そこは

強化していきたい点です。

考えていかないといけない部分です。

日本とオーストラリアはともに障害者権利条約に

川瀬（UCHI）
：ほかの見送ったカップルたちもそう

関わっていく国であります。私たちは障害者権利条

ですけども、貴幸さんが先ほど言っていた、自分の

約第２３条に向けて協力に関わっていこうという国で

子どもがもし自分のことを障害って気付いたときに

あると思います。これは素晴らしい出発点でありま

どう思うかっていうところはずっと課題だなってい

す。完全なものになっているわけではありません。

うふうには思っています。

オーストラリアが前進して行くためにはまだまだ多

ただ、ポジティブに、外に出た人たちは考えなが

くのやるべきことがあるし、日本もそうですが、今

ら今を生きていて、体当たりしながら地域を自分た

日ここで私たちは、知的障害のある親が子育てをす

ちで変えていったりしているのかなと思うので、あ

ることができるよう支援していくことについて、非

る意味無責任な言い方かもしれないですけど、何と

常に強い思いを共有できたと思います。

かなるさでゴーっていうふうな形でいく。体当たり

そしてそれはオーストラリアでもいえることだと

でやってみることが大事だったりするのかなって思

思います。オーストラリアは強力な支援体制をもっ

います。

ています。おそらく日本よりも強力な体制かもしれ

河東田：みんながみんなできるわけではないのです

ません。しかし今回は３つの組織がモデル的な、お

が、少なくとも UCHI さんのところではみんなで

手本となるお話をしてくださいました。オーストラ

育てようとされておられます。素晴らしいですね。

リアでも中身のある支援をしていくんだという動き

では、佐野さん、お願いします。

はありますけれども、それと似たものというふうに

佐野：だいぶ以前よりは、例えば学齢期になるま

思いました。

で、乳幼児期のほうでも乳幼児保育とか、会社に保

そしてとても印象的なこととして、今日、実際に

育所があるとか、そんな形で子育てしやすくなって

当事者のご家族がきてくださって素晴らしいと思い

いる部分もあるかな。学校に入った後も、児童課の

ます。オーストラリアで障害を持ちながら子育てを

方とかいろんなところにいてくれて、親である彼ら

している親も同じようなことをおっしゃっていまし

も悩みながらですけども、すごく知ってます。どこ

た。

どこの児童課の誰誰さんがいいとか、スマホで検索

先ほど諸石さんがおっしゃったように、オースト

したらこんなのがあるとか、知らない間に学習教材

ラリアのお父さんも、うちの娘が大きくなった時に

を買っていたりとか、いろんな情報を得る機会が２０

僕のことをどう思うかについて、障害のあることを

〜３０年前から比べると格段に変わってきてるかな、

どう思うかなと、ちょっと気にしていらっしゃいま
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した。オーストラリアの親も同じようなことを言っ

やはり、そこでも配偶者がいるという知的障害の

ていました。共通性があると思います。

方 は、平 成２３年 で５％。そ し て 平 成２８年 は４％。

正直なところ、障害があってもなくても、親とい

ちょっと下がっているというところです。圧倒的に

うのは子育ての中で同じ悩み、同じ思い、同じ願望

９０％ぐらい親御さんと暮らしているという回答で

と目標というのを持っているんだなと思いました。

す。

共通ですね。そしてそれが支援者がよりどころとし

なぜこんなに知的障害のある人たちが結婚できな

ている、親としての強さなのだと思います。

いのだろうかということを考えたときに、先ほど河

河東田：ありがとうございました。今日は朝からこ

東田さんやあるいは会場の方からもお話がありまし

の時間まで多くの情報をいただきました。とても参

た。旧優生保護法の問題、歴史的な課題。私たちが

考になる、私たちが元気になるお話をたくさんいた

ずっと社会の中で障害のある人に子どもを産んでは

だいたのではないかと思います。

いけないと言ってきた。そういう時代があって、９６

一方で、私たちの意識を変えていく必要性も痛感

年に法律は変わりましたけれども、まだ日が浅いで

させられました。現場を直視しますと、性教育が圧

すね。

倒的に不足しています。

そういう中で、歴史の中での脈々とした、子ども

子育て支援システムも機能していません。

を宿すとか出産するとかいうところへの否定的な目

また、ＳＮＳを通して多くの情報が垂れ流しさ

というのが、私たちの社会の中にある。で、それは

れ、私たちを悩ましています。ＳＮＳの情報の整理

過去のことかというとそうではなくて、私たち今こ

の仕方を検討していく必要に迫られています。社会

こにいる人の中にも、障害が重度の場合についても

的に複雑で大変な状況の中にいるということを押さ

話していただきましたけど、本当に産めるのかな。

えながら、今日いただいたオーストラリアでのお話

大丈夫なの？という思いをどこかに持ってる。私も

や３事業所からのお話、諸石さんご夫婦の的確なご

含めてですけど、やっぱりどこかにまだ不安みたい

発言を参考にしながら、私たちは当事者に寄り添

なものがあるのかもしれない。

い、当事者が願っている恋愛・結婚・家庭生活・子

できるのかな。やれるの？っていう人たちの中

育てという幸せづくりを支援できるように努力して

で、今日ご登壇いただいた方々に、支援者の立場で

いきたいと思います。今日参加された皆さんに感謝

やれるよっていうところをおっしゃっていただきま

を申し上げ、シンポジウムを終わらせていただきま

した。先ほどから話が出ていると思いますけれど、

す。

反対するのは支援者なんじゃないかって、佐野さん

この後、田中さんにまとめを行っていただきま

のところのお話で、当事者の方がおっしゃってい

す。よろしくお願いします。

た。

田中：まとめの前にまず拍手を。ありがとうござい

反対するのは支援者なんじゃないか、あるいは親

ました。お時間もないので、それでは。まとめとい

なんじゃないかというところで、今日は支援者の

うほどちゃんとしたことが言えるかわかりませんけ

方々は、いやいやそうじゃないよ、という例として

れども、大変たくさんのデータをまず、キャサリン

来てくださった。そのことで私たちは結構勇気付け

さんから午前中いただきました。そこから振り返っ

られたんじゃないかなって思うんですね。やれそう

ておきたいと思います。

だ。こんなやり方もあるんだなみたいなことが、も

非常にいろいろなデータの中で、知的障害のある

し皆さんの中にちょっとでも生まれてくれたらいい

親、特にお母さんも含めて非常につらい状況にある

なと思ってます。

とか、数が少ないとかという話が出てきておりまし

それから、親が反対するという話も出ました。実

た。河東田さんが先ほど、１９９５年のＮＨＫの調査の

は今日この会場にも親御さんの方が何人か来てくだ

結果で６％ということをおっしゃってくださったん

さってると思います。

ですけど、もうちょっと最近で、厚生労働省が生活

私が出したちらしが、知的障害のある親の子育て

のしづらさなどに関する調査というのを、平成２３年

支援という題名だったので、これは知的障害のある

から始めておりまして、５年に１回なのでその次は

子を育てているお母さんが子育て支援の勉強に来

２８年にやってるんですけれども。

ちゃうかもよっていう指摘もありました。そうか、
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言葉選びがよくなかったかなと思ったんですけど、

したけど、皆さん、どうですか。読んでみるとそん

中には、親ですけど来ていいですかとご自身から聞

なに特別なことは、書いてないと思うんですね。

いてくださる方もいらっしゃいました。そういう方

子育てだけのことでないと思います。私はソー

には、「親に知的障害がある場合の内容ですよ。で

シャルワークというのを仕事にしておりまして、ま

も私、つながるとは思うんですけど」というふうに

さにソーシャルワーカーであれば誰でもがこうであ

はお伝えしました。さっき松村さんがおっしゃった

らねば、あってほしいという支援者の態度を書いて

ように、親が反対する。でも、その裏に本当に心配

るだけだと思っています。

で、本当は子どもの幸せを願っているからこそなん

ですから、子育て支援のことを取り上げています

だということであるとすれば、この会場に来てくだ

けれども、支援者って何だろうというところに、や

さった方々は、たくさんの写真や、諸石さんご夫婦

はり返っていくのかなと思っています。

と七星ちゃんを見てくださったりしたら、こんなス

それから、先ほど学校での性教育のお話というの

タイルありそうっていうのを見ていただけたかなと

も出ていました。これは、決して障害のことだけで

思うんですね。そんな中で、やれるかも、私の子ど

はない。私も含めて今この会場にいる、いわゆる障

もももしかしたら大丈夫じゃないかななんていうふ

害がないと言われている方々も、どれほどの性教育

うに、ちょっと明るい未来が見えてくれてるといい

を受けていらっしゃるでしょうか。ご自分の体をよ

かなと思います。

く知ってるという人は、ほとんどいないと思うんで
すね。

今日集まっていただいた方々のお話を聞いて、み
なさんに知的障害のある人も親になれると元気に

ですから、障害のある人のことを今回取り上げて

なってほしいと思います。同時に、先ほどのキャサ

いるんですけれども、自分の問題にしてほしいなと

リンさんの話にもう一度戻ると、例えば児童相談所

思ってます。自分の子育てとか、自分の性とか、自

関連のところで、知的障害のある親の子どもが非常

分のことにも引き寄せて考えていっていただけたら

に多く措置されているというケースの話があり、こ

いいかな、というふうに思います。

れは隠れた障害の人たちのケースだというので出て

残された課題としては、先ほど、今日は当事者の

きていましたけれど、日本ではそういうことが明ら

方、限られた方しかお呼びできなかったのですが、

かになっていないんですね。

当事者の方同士でロールモデルになるような人と出

先ほど、確かにパーセンテージは低いと言いまし

会うことはすごく大事なので、当事者同士のネット

たけど、サービスを受けている人たちの中でしか数

ワークみたいなことが、今後できたらいいなと思い

字を出してないからじゃないか。もしかしたらもっ

ます。

と身近なところで困っている方や、本当は子育てし

また、支援者の方同士でもネットワークができ

たいんだけどどんなふうにしていいかわからない。

て、今日ご登壇いただいた方々だけではなくて、実

だから、ついネグレクトになってしまう。つい怒

はこんな支援をやりたいと思っているけど困ってい

鳴ってしまう。もしかしたら手が出ちゃうとかいう

るというような人たちともつながっていけるよう

ことがあって措置されちゃっているケースもあるの

な、そういう輪ができる最初の日が今日であったら

かなと思います。

いいなと思っています。

もしかしたら、そういうケースはトレーニングを
した職員の支援を受けながら子育ての仕方を学んで
いくと、在宅で親子一緒に暮らせる。そういう場所
ができるんじゃないかな、なんていうことも、考え
ていきたいと思っております。
明日のトレーニングというのはまさにそういう支
援者の立ち位置、支援者ってどんなふうに支援した
らいいの、というところをやる予定になってます。
皆さま方にお配りしてるキャサリンさんのプリント
を、このシンポジウムの最初に紹介してくださいま
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▱ⓗ䞉Ⓨ㐩㞀ᐖㄅ

^ŚĂǁ;ϭϵϲϬͿ
>ĞǁŝƐ;ϭϵϯϰͿ

ϭ͘ϵϭ
Ϯ͘ϯϵ

䝅䜵䝣䜱䞊䝹䝗䚸䜲䜼䝸䝇͕ϭϵϭϱͲϭϵϲϬ
䜲䞁䜾䝷䞁䝗 Θ䜴䜵䞊䝹䝈͕᪥ヲ

'ŝůůďĞƌŐ;ϭϵϴϯͿ

Ϯ͘ϲϲ

䝇䜴䜵䞊䝕䞁͕ϭϵϰϯͲϱϰ

ƌĂŶĚŽŶ;ϭϵϱϳͿ

Ϯ͘Ϭϱ

䝻䞁䝗䞁͕᪥ヲ

>ĂǆŽǀĂ;ϭϵϳϯͿ

ϭ͘ϳϵ

䜲䜼䝸䝇͕ϭϵϲϭͲϭϵϳϭ

tĞŝďĞƌ;ϮϬϭϭͿ

ϭ͘ϭϭ

䝇䜴䜵䞊䝕䞁͕ϭϵϳϱͲϭϵϴϵ

,ŽĐŬĞǇ;ϭϵϳϵͿ

ϭ͘ϭϲ

䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰͕᪥ヲ

^ĂŶƵŐƵƐƚŝŶ;ϭϵϵϵͿ

ϭ͘ϵϰ

䝙䝳䞊䝶䞊䜽䚸䜰䝯䝸䜹͕ϭϵϵϬͲϭϵϵϯ

WŝǆĂͲ<ĞƚƚŶĞƌ;ϮϬϬϴͿ

ϭ͘Ϭϯ

䝗䜲䝒͕ϭϵϵϬͲϮϬϬϱ

WŝǆĂͲ<ĞƚƚŶĞƌϭϵϵϴ͖ϭϵϵϵͿ

ϭ͘ϰϭ

䝗䜲䝒͕ƵƉƚŽϭϵϵϯ

 䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛻䛚䛡䜛ぶϭϬϬϬே䛻ϰே䛻▱ⓗ㞀ᐖ䛜䛒䜛

^ĞůƚǌĞƌ;ϮϬϬϱͿ

ϭ͘Ϭ

䜴䜱䝇䝁䞁䝅䞁͕ 䜰䝯䝸䜹͕ϭϵϵϮͲϵϰ

 䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛾▱ⓗ㞀ᐖ⪅䛾ϴй䛜ぶ䛷䛒䜛

䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛻䛚䛡䜛▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ䛾ᗈ䛜䜚
^ŽƵƌĐĞ͗ ^ϮϬϬϵ

䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛷䛿ϭϳ͕ϬϬϬ䛾ぶ䛜▱ⓗ㞀ᐖ䛜䛒䜛䛸デ᩿䛥䜜䛯

tŽŽĚŚŽƵƐĞ;ϮϬϬϭͿ

ϭ͘ϳϴ

䜴䜵䞊䝹䝈͕ϭϵϵϱͲϵϳ

>ůĞǁĞůůǇŶĞƚĂů;ϮϬϬϯͿ

Ϯ͘ϭϮ

䝙䝳䞊䝃䜴䝇䜴䜵䞊䝹䝈͕䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰 ϭϵϴϵͲϵ

DŝƌĨŝŶͲsĞŝƚĐŚ;ϭϵϵϵͿ

Ϯ͘Ϭϵ

䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗͕᪥ヲ

ϭϯ

ϭϰ

≉ᚩ

≉ᚩ

ཎ͗ ^ϮϬϬϵ

ཎ͗ '^^ϮϬϭϬ
Ϭ

䜂䛸䜚ぶୡᖏ

ϱϬ

ϭϬϬ

㞠⏝䛥䜜䛶䛔䛺䛔

йǁŚŽĂƌĞƐŝŶŐůĞƉĂƌĞŶƚƐ

йƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ

↓⫋ୡᖏ

ϭϱṓ௨ୗ䛾Ꮚ䛹䜒䛜ϭே௨ୖ

йŝŶĂũŽďůĞƐƐŚŽƵƐĞŚŽůĚ

йǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶϭĐŚŝůĚфϭϱ

♫ಖ㞀⤥䛜䛯䜛ධ

㤳㒔䛻ఫ䜣䛷䛔䜛

й'ŽǀďĞŶĞĨŝƚƐĂƐŵĂŝŶŝŶĐŽŵĞ

йůŝǀŝŶŐŝŶĂĐĂƉŝƚĂůĐŝƚǇ

పᡤᚓୡᖏ

йŝŶĐŽŵĞŝŶůŽǁĞƐƚϯĚĞĐŝůĞƐ

㤳㒔௨እ䛻ఫ䜣䛷䛔䜛

ᐃఫ䛩䜛ሙᡤ䛜䛺䛔

йůŝǀŝŶŐŝŶŽƚŚĞƌĂƌĞĂƐ

йĞǀĞƌŶŽƉůĂĐĞƚŽůŝǀĞ

ෆ㝣ᆅᇦ䛻ఫ䜣䛷䛔䜛

ᐷ䜛ሙᡤ䛜☜ಖ䛷䛝䛺䛔
йĞǀĞƌƐůĞƉƚƌŽƵŐŚ

йůŝǀŝŶŐŝŶŝŶŶĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĂƌĞĂƐ

ぶ᪘䜔ே䛸䛾᪥ᖖⓗ䛺䛛䛛䜟䜚

せ㒔ᕷ䛻ఫ䜣䛷䛔䜛

йĚĂŝůǇĐŽŶƚĂĐƚǁĨĂŵŝůǇͬĨƌŝĞŶĚƐ

йůŝǀŝŶŐŝŶŵĂũŽƌĐŝƚŝĞƐ

⏕ά䛻‶䜢ឤ䛨䛶䛔䜛

йĨĞůƚĚŝƐƐĂƚŝƐĨŝĞĚǁŝƚŚůŝĨĞ

Ϭ
EŽŶͲĚŝƐĂďůĞĚƉĂƌĞŶƚƐ
WĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌĚŝƐďŝůŝƚŝĞƐ
WĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĚŝƐĂďŝůŝƚǇ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϬ

ᗣͬ䛭䛣䛭䛣ᗣ

ϴϬ

йǁŝƚŚƉŽŽƌͬĨĂŝƌŚĞĂůƚŚ

㞀ᐖ䛾䛺䛔ぶ
䛾㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ
▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ

WĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĚŝƐĂďŝůŝƚǇ
WĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ
EŽŶͲĚŝƐĂďůĞĚƉĂƌĞŶƚƐ

ϭϱ

ϭϲ

≉ᚩ

ཎ͗ĞŶƚƌĞůŝŶŬ͕ϮϬϭϭ

Ϭ

ϱϬ

ᗣ
ϭϬϬ

ዪᛶ
йĨĞŵĂůĞ
䜰䝪䝸䝆䝙ͬ䝖䝺䝇ᾏᓙㅖᓥẸ
йďŽƌŝŐŝŶĂůͬd^/
䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰⏕䜎䜜
йďŽƌŶŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ
䝟䞊䝖䝘䞊䛒䜚
йŚĂǀĞĂƉĂƌƚŶĞƌ
䝟䞊䝖䝘䞊䛻▱ⓗ㞀ᐖ䛒䜚
йŚĂǀĞĂƉĂƌƚŶĞƌǁŝƚŚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů͙
ඣ❺ᡭᙜ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛
йƌĞĐĞŝǀĞĂůůŽǁĂŶĐĞĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶ
බႠఫᏯ䛻ఫ䜣䛷䛔䜛
йŝŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚŽƵƐŝŶŐ
WĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĚŝƐĂďŝůŝƚǇ
WĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ
EŽŶͲĚŝƐĂďůĞĚƉĂƌĞŶƚƐ

ϭϳ

▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ
䛾㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ
㞀ᐖ䛾䛺䛔ぶ

⢭⚄䛚䜘䜃㌟య䛾ᗣၥ㢟䛻ᑐ䛧䛶⬤ᙅ䛷䛒䜛
&ĞůĚŵĂŶ͕>ĞŐĞƌ͕ΘtĂůƚŽŶͲůůĞŶ;ϭϵϵϳͿ
&ĞůĚŵĂŶ͕sĂƌŐŚĞƐĞ͕ZĂŵƐĂǇ͕ΘZĂũƐŬĂ ;ϮϬϬϮͿ
>ůĞǁĞůůǇŶ͕DĐŽŶŶĞůůΘDĂǇĞƐ;ϮϬϬϯͿ
DĐŽŶŶĞůů͕DĂǇĞƐ͕Θ>ůĞǁĞůůǇŶ;ϮϬϬϰͿ
DĐŽŶŶĞůů͕DĂǇĞƐ͕Θ>ůĞǁĞůůǇŶ;ϮϬϬϴͿ
ƵŶŽƐ ĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿ
K͛<ĞĞĨĨĞΘK͛,ĂƌĂ;ϮϬϬϴͿ

▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ
䛾㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ
㞀ᐖ䛾䛺䛔ぶ

ϭϴ
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ϯ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

ᗣ

♫ⓗᨭ

▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ẕぶ䛿䛾ዷ፬䜘䜚䜒

 ᐙ᪘䜔ே䚸ᆅᇦ䛛䜙䛾♫ⓗᨭ䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜛

 ዷፎ୰ẘ䛻䛺䜚䜔䛩䛔
 పయ㔜䛾㉥䛱䜓䜣䜢ฟ⏘䛧䜔䛩䛔

 ከ䛟䛾▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ẕぶ䛿ே䛸䛔䚸ே䜢స䜚䛯䛔䛸
ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹 ᆅᇦ䛾୰䛷͚䛱䜗䛳䛸እฟ䛧䛯䜚䛒䛱䛣䛱䛷䛛䛡
䛯䜚 䛧䛯䛔͛䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛

 ㉥䛱䜓䜣䛜᪂⏕ඣ㞟୰䜿䜰ཪ䛿≉ู䜿䜰⫱ඣ䜢ཷ䛡
䜔䛩䛔

 ♫ⓗᨭ䛿⢭⚄㠃䛷䛾ᗣ䛸Ꮚ⫱䛶䛻䛸䛳䛶㔜せ䛷䛒䜛

 䛖䛴䚸Ᏻ䜔䝇䝖䝺䝇䛺䛹⢭⚄ⓗ䛺䝎䝯䞊䝆䜢⤒㦂䛧
䜔䛩䛔

tĂĚĞ͕>ůĞǁĞůůǇŶΘDĂƚƚŚĞǁƐ͕;ϮϬϬϴͿ
<ƌŽĞƐĞ ĞƚĂů͘;ϮϬϬϮͿ
>ůĞǁĞůůǇŶĞƚĂů͘;ϭϵϵϴͿ

DĐŽŶŶĞůů͕DĂǇĞƐ͕Θ>ůĞǁĞůůǇŶ;ϮϬϬϰͿ

tĂůƚŽŶͲůůĞŶΘ&ĞůĚŵĂŶ;ϭϵϵϭͿ

ϭϵ

ϭϵ

ϮϬ

ϮϬ

♫ⓗ䛺ၥ㢟䛻ᑐ䛧䛶⬤ᙅ䛷䛒䜛
 ㈋ᅔ
 ♫ⓗᏙ❧
 㠀㞠⏝
 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻䛚䛡䜛ᅔ㞴
 ぶ䛸䛧䛶䛾䝻䞊䝹䝰䝕䝹䛾Ḟዴ
ƵŶŽƐ ĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿ
&ĞůĚŵĂŶĞƚĂů͘;ϮϬϬϮͿ
DĐŽŶŶĞůůΘ>ůĞǁĞůůǇŶ;ϮϬϬϱͿ
dǇŵĐŚƵŬ ΘŶĚƌŽŶ ;ϭϵϵϬͿ
tŝƐĞ;ϭϵϵϳͿ
tĂĚĞ͕>ůĞǁĞůůǇŶΘDĂƚƚŚĞǁƐ;ϮϬϬϴͿ

Ϯϭ

Ϯϭ

ϮϮ

䜰䝆䜰ኴᖹὒ䛸᪥ᮏ
᪥ᮏ͗
Ͳ 㞀ᐖ⪅ϴϲϬே䠄ϮϬϭϲ䠅䛾䛖䛱͕ϳϰϭ͕ϬϬϬே䛜▱ⓗ
㞀ᐖ⪅
Ͳ ▱ⓗ㞀ᐖ⪅䛾ϭϲй䛜タ䛷⏕ά䛧䛶䛔䛯
Ͳ 䠄ᑐ㇟䛾䠅ᗈ䛜䜚䠛

Ϯϯ

Ϯϰ
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ϰ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

Ϯϱ

Ϯϲ

ඣ❺ಖㆤ䛾㐣䛺ᑐᛂ
䝙䝳䞊䝃䜴䝇䜴䜵䞊䝹䝈䛻䛚䛡䜛ඣ❺ุ䛾ϭϬ䜿䞊䝇䛾䛖䛱ϭ䜿䞊䝇
䛿▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ䛻㛵ಀ䛧䛶䛔䜛
DĐŽŶŶĞůů͕>ůĞǁĞůůǇŶ͕Θ&ĞƌƌŽŶĂƚŽ͕ϮϬϬϮ

▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ䛾Ꮚ䛹䜒䛾 ϰϬ䛛䜙ϲϬй䛜ぶ䛛䜙ᘬ䛝㞳䛥䜜䛶䛔䜛
DĐŽŶŶĞůů͕&ĞůĚŵĂŶ͕ƵŶŽƐ͕ΘWƌĂƐĂĚ͕ϮϬϭϬ
DĐŽŶŶĞůůΘ^ŝŐƵƌũŽŶƐĚŽƚƚŝƌ͕ϮϬϭϬ
^ƉĞŶĐĞƌ͕ϮϬϭϯ

▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ䛿㣴⫱⬟ຊ䛾Ḟዴ䛸䛔䛖⌮⏤䛰䛡䛷䛺䛟䠄▱ⓗ㞀
ᐖ䛒䜛䛸䛔䛖⌮⏤䛷䠅Ꮚ䛹䜒䜢ᥐ⨨䛥䜜䜔䛩䛔
ĞƌŶĂƌĚΘK͛,ĂƌĂ͕ϮϬϭϯ

Ϯϳ

Ϯϴ

䛺䛬͍ 䛭䛖䛛䜒䛧䜜䛺䛔ϯ䛴䛾せᅉ

⬟ຊ䜢ጉ䛢䛶䛔䜛ᨭ
 䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛ᚅ

ϭ͘ ♫ⓗ͕⎔ቃⓗ䚸ಶ
ேⓗ

 ぶ䛻ᢏ⾡䜢ᩍ䛘䜛⌧ᅾ䛾᪉ἲ䛜᭱ၿ䛾᪉ἲ䜢ᫎ䛧䛯
䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔
 ゝⴥ䛻䜘䜛ㄝ᫂䛻ಙ㢗䜢⨨䛝䛩䛞䛶䛔䛶䚸ᐇ㊶䛧䛶ぢ
䛫䜛䜘䛖䛺ㄝ᫂䛜▷䛔

Ϯ͘ ೫ぢ䛻‶䛱䛯ಙ᮲͕
ぢ᪉䚸ணぢ

 ᙼ䜙䛿Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖ඛධほ䛻䛸䜙䜟䜜䛶䛔
䜛

ϯ͘ 㐺ษ䛺䝃䞊䝡䝇䛾Ḟዴ

Ϯϵ

ϯϬ
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ϱ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

䛒䛺䛯䛜⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸͗䛒䛺䛯䛾ែᗘ䛜ᐙ᪘䛸⾜
䛖ᨭ䛻䛘䜛ᙳ㡪

೫ぢ䛻‶䛱
䛯⪃䛘

ึື䛾㐜䜜

ĞǀŝĂŶĐǇǇĐůĞ

⬟ຊ䛾ㄆ
㆑

ึື䛾㐜䜜

㐓⬺䛾ᚠ⎔

䜘䜚㔜䛺ᐇ
⾜䛾㐜䜜

ྰᐃⓗ⤒㦂䞉
⤒㦂䛾ᾘ⁛

䛒䛺䛯䛜⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸͗䛒䛺䛯䛾ែᗘ䛜ᐙ᪘䛸⾜
䛖ᨭ䛻䛘䜛ᙳ㡪

⬟ຊ䛾Ⓨ
㐩

䛥䜋䛹ᮇᚅ䛧
䛺䛔

⫯ᐃⓗ䞉౯್
䛾䛒䜛⤒㦂

ᶵ䛜ዣ䜟
䜜䜛

ŽŵƉĞƚĞŶĐǇǇĐůĞ
⬟ຊ䛾ᚠ⎔
⫯ᐃⓗ䛺
ᮇᚅ

Ⓨ㐩䛾ᶵ
䛜䛘䜙䜜䜛

'ŽůĚ;ϭϵϴϬͿ

ϯϭ

ϯϮ

ᨭ䛾䝧䝇䝖䝥䝷䜽
䝔䜱䝇 tŚĂƚĚŽǇŽƵŬŶŽǁ͍

䛒䛺䛯䛻䛷䛝䜛䛣䛸䛿͍
 ぶ䛻䛴䛔䛶䛾䚸䛒䛺䛯⮬㌟䛾౯್ほ䚸ಙ᮲䚸ᮇᚅ䜢
⪃䛘䜛
 ㄢ㢟䛻┠䜢ྥ䛡䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸⬟ຊ䛻┠䜢ྥ䛡䜛
 ᑓ㛛ᐙ䛾ᙺ䛛䜙ཷ䛡ධ䜜䛶䜒䜙䛘䜛௰㛫䛸䛔䛖ᙺ䛻䛛䜟
䜛
 ͞ᙼ䜙䜢ᑐ㇟⪅䛸䛧䛶䜢䛧䛶䛔䜛͟䛸䛔䛖ែᗘ䛛䜙 ͞ᙼ䜙䛸୍
⥴䛻䜢䛧䛶䛔䜛͟䛸䛔䛖ែᗘ䛻ኚ᭦䛩䜛
 ᑓ㛛⫋䛾㡿ᇦ䛷ാ䛟䛣䛸䛛䜙䜽䝷䜲䜶䞁䝖䛾㡿ᇦ䛷ാ䛟䛣䛸䜈䛸
ኚ᭦䛩䜛

͚ఱ䜢䜒䛳䛸䜘䛟䛷䛝䜛䛰䜝䛖͍͛

 䜽䝷䜲䜶䞁䝖䛻ᩍ䛘䜛䛸䛔䛖❧ሙ䛛䜙䜽䝷䜲䜶䞁䝖䛸䛸䜒䛻Ꮫ䜆䛸
䛔䛖❧ሙ䜈ኚ᭦䛩䜛

ぶ䛿⮬䜙䜢ド᫂䛩䜛

͚ぶ䛷䛒䜛䛣䛸͛

ϯϯ

ϯϱ

ϯϰ

䛒䛺䛯䛻䛷䛝䜛䛣䛸䛿͍

䜒䛳䛸䜒䜘䛔ᐇ㊶䜢ᨭ䛩䜛



᫂☜䛷⫯ᐃⓗ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ಖド䛩䜛



ぶ䛾⌮ゎ䜢☜ㄆ䛩䜛;ぶ䛾㯲ㄆ䜢㑊䛡䜛Ϳ



ぶ䛾Ꮫ⩦䝙䞊䝈䛸ᨭ䜢⤖䜃䛴䛡䜛



⌧ᅾ䜢㔜ど䛧⥆䛡䜛;䛂䛣䛣䛃䛚䜘䜃䛂䛃Ϳ

 ᢏ⾡䜢ྥୖ䛩䜛䛻䛿䚸ϭ͗ϭ䛷ᨭ䛩䜛
 ぶ䛜ᢏ⾡䜢䛖ሙᡤ䛷ᐇ㊶䛩䜛
 ᩍ⫱ᡓ␎䛾䝧䝇䝖䝥䝷䜽䝔䜱䝇䜢䛖͗ㄢ㢟ศᯒ͖䜟䛛䜚
䜔䛩䛔ᣦᑟ͖ᶍ⠊䜢♧䛩͖ど⫈ぬ䜢䛳䛯ᨭ͖ゝⴥ͕
䝆䜵䝇䝏䝱䞊䛸㌟యⓗ䛺ಁ䛧͖䝻䞊䝹䝥䝺䜲͖ᐇ㊶͖⫯ᐃ
ⓗ䛷ලయⓗ䛺䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽



ලయⓗ䛺䜢䛖



༑ศ㛫䜢䛛䛡䜛



Ẽᣢ䛱䛸ឤ䜘䜚䜒ே䚻䛸ฟ᮶䛻ὀ┠䛩䜛



⤮䜢䛖



⮬ᕫไᚚ䜢᥎ዡ䛩䜛

 ᵝ䚻䛺ᣦᑟᡓ␎䜢䛖
 ┠ᶆ䛻ᐃ䜑䛯ᢏ⾡䛾䝺䝧䝹䜔ᩘ䜢⪃៖䛩䜛
 ᐇ㝿䛻䛖ᢏ⾡䛾⋓ᚓ䛸 ᐇ₇䛻㞟୰䛩䜛
 ᡂຌ䛻ᑟ䛟䛯䜑䛻䛯䛟䛥䜣䛾ᶵ䜢䛘䜛
 ᬑ㐢䛸⥅⥆䜢ィ⏬䛩䜛

ϯϲ
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ϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

ሗ※

䜒䛳䛸䜒䜘䛔ᐇ㊶ⓗᨭ
 ሗ䛾⧞䜚㏉䛧䜢᥎ዡ䛩䜛

,ĞĂůƚŚǇ^ƚĂƌƚ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƌĞŶƚŝŶŐƌĐ͘ŽƌŐ͘ĂƵͬƉƌŽŐƌĂŵƐͬŚĞĂůƚŚǇͲƐƚĂƌƚͬ

 ほᐹ䚸ᐇ㊶䚸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽

䠄䝦䝹䝅䞊䞉䝇䝍䞊䝖䠖䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰ᨻᗓ䛻䜘䜛▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ䛾Ꮚ
⫱䛶ᨭ䝥䝻䜾䝷䝮䠅

 ⫯ᐃⓗ䛺ᙉ䠉䛯䛟䛥䜣

ZĂŝƐŝŶŐŚŝůĚƌĞŶ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƌĂŝƐŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ͘ŶĞƚ͘ĂƵͬ

 ၥ㢟ゎỴᢏ⾡

䠄Ꮚ⫱䛶䜢ᨭ䛩䜛䠅
ŚĂŶĐĞƚŽWĂƌĞŶƚ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĂĐŚĂŶĐĞƚŽƉĂƌĞŶƚ͘ŶĞƚͬ
䠄ぶ䛻䛺䜛䝏䝱䞁䝇䠅
ĂďǇƵĚĚǇĂƉƉ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĞƐƚďĞŐŝŶŶŝŶŐƐ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬďĂďǇͲďƵĚĚǇ
䠄Ꮚ⫱䛶䝞䝕䜱䞊䜰䝥䝸䠅

ϯϳ

ϯϴ

ĂƚŚĞƌŝŶĞtĂĚĞ
tŝƚŚƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ŵĂƚĐŚĞĚ
ƚŽƚŚĞŝƌůĞĂƌŶŝŶŐŶĞĞĚƐ͕ƉĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚ
ůĞĂƌŶŝŶŐĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐĐĂŶůĞĂƌŶƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉĂƌĞŶƚŝŶŐĨŽƌƚŚĞŝƌ
ĐŚŝůĚƌĞŶ͘
▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ䛾Ꮫ⩦䛻䛚䛡䜛
䝙䞊䝈䛻ྜ⮴䛧䛯ᨭ䛸ᩍ⫱䜢⾜䛖䛣
䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᙼ䜙䛿ຠᯝⓗ䛺Ꮚ⫱䛶䜢
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺
䜛䚹

ϯϵ

ŵĂŝů͗ĐǁĂĚĞΛƉĂƌĞŶƚŝŶŐƌĐ͘ŽƌŐ͘ĂƵ
ΛtĂĚĞĂƚŚ
ΛŚĞĂůƚŚǇƐƚĂƌƚͺĂƵ

ϰϬ
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ϳ



ऀճෳࢳ๑ਕ

 ೧େ
೧ʤ6೧ʥऀճෳࢳ๑ਕ ࡵຊෳࢳճ અཱི
ࡵຊฯүԄࣆ࢟ۂ
೧ʤ6೧ʥΊͣୈฯүԄࣆ࢟ۂ
೧ʤ6೧ʥݫௌฯүԄࣆ࢟ۂ
೧ʤ6೧ʥࡵຊฯүԄؔ෨ࣆ࢟ۂ
ԟฯүԄࣆ࢟ۂ
೧ʤ6೧ʥਈമओंߍਫ਼ࢬઅجໞพཁָԄࣆ࢟ۂ

๑ਕ়ղ
ऀճෳࢳ๑ਕ Ѭෳࢳճ γϛʖφLQγρϛϫ

ϭ

Ѭෳࢳճ

Ϯ

೧େ

೧େ

ʤ+೧ʥ࣌ಛύςڋղࢩޤԋࣆ࢟ۂࣆॶۂ
ڹυγʖϑηιϱνʖڋղࢩޤԋࣆ࢟ۂ
ฑొڋղࢩޤԋࣆ࢟ۂࣆॶۂ
ʤ+೧ʥήϩʖϕϙʖϞෳҬֺ۠෨ࣆ࢟ۂ
ʤ+೧ʥԟฯүԄ Ңրʀࣆ࢟ۂ
ʤ+೧ʥΊͣୈฯүԄ րʀࣆ࢟ۂ
ʤ+೧ʥӼܗฯүԄϠυϩࣆۂഉࢯ
ʤ+೧ʥࡵຊฯүԄҢʀրʀ໌সรߍ
ʲѬ͓ΖฯүԄʳࣆ࢟ۂ
ॶࡑஏ ىѬ͓ΖฯүԄ಼Ͷຌ෨Ν͚ ࡑݳͶࢺΖ

೧ʤ6೧ʥܨඇਕϙʖϞ$࣌ ܗলύςࣆ࢟ۂ
೧ʤ6೧ʥಝพޤਕϙʖϞ ࣌ಛύςࣆ࢟ۂ
೧ʤ6೧ʥਈമओं௪ۊྊ χϝφϨʖݫௌࣆ࢟ۂ
೧ʤ6೧ʥਈമओंदࢊࢬઅ ἛพཁָԄࣆ࢟ۂ
೧େ
೧ʤ+ ೧ʥʲࡵຊෳࢳճʳ͖ΔʲѬෳࢳճʳ
೧ʤ+೧ʥ ӼܗฯүԄϠυϩࣆ࢟ۂ
೧ʤ+೧ʥ ਕฯ݊ࢬઅ ฑొࣆ࢟ۂ
೧ʤ+೧ʥ࣌ಛύςυγʖϑηࣆ࣌ ࢟ۂಛύς
ࡑղࢩޤԋιϱνʖࣆ࢟ۂ

ϯ

ϰ

ʽ௪ۊྊ͖ΔஏҮʾ

գ
ڊ

௪ۊྊ

*



ਫ਼ྊ

ॶ

ಋਖ਼

+
ୱਐਫ਼

݃࠙

ࣙ
ཱི

͍͢΄ͯ͢

Ἓพࢤ

ॶˢୂॶ

ʀ*+ڋʀम࿓ਫ਼ʀࢩԋιϱνʖܘ༁

͘΄ͯͬΒ͑

جໞพௌ

ʽ*+͖ΔஏҮʾ
*+

ಋਖ਼

ڋेݸغ

*+ڋ

ୱਐ*+
ୱਐ*+
ţūſŚŬڋेܗ

ୱਐਫ਼

ཱིࣙ

ڋेݸغ

ݳ
ࡑ

ࣺ͞ਇ ࡠं ͵ࡠं ͺ &&%<6$ ϧιϱηΝڒଡ଼͠Ηͱ͏Ήͤ

݃࠙

ţūſŚŬڋेܗ

ţŶƇŘŬLQţŗŶƇƃ
ཤ༽ܘ༁

ϱ

श྅

ʀஏҮਫ਼ࢩԋγʖϑηܘ༁

ϲ
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্͗͏ंࢩԋήϩʖϕࡵຊ
 ଡؽܗम࿓ࢩԋࣆ ۂम࿓Ңߨʀम࿓ܩକ% ܗϭʖέηᠵ
 ࡵຊ্͗͏ंमۂʀਫ਼ࢩԋιϱνʖ͚ͪͤ
 ࢨఈڠಋਫ਼ԋঁࣆ ۂγϛʖφ̺̿γρϛϫ
 ஏҮਫ਼ࢩԋγʖϑηʤ๑ਕಢࣙࣆۂʥ

പ੶ۢͶ
γτϧφڋेܗ
͖̏ॶ͍Ε

ϳ

ϴ

ʽஏҮਫ਼ࢩԋγʖϑηʾ
݃࠙ଵ

ʀγϛʖφLQγρϛϫήϩʖϕϙʖϞΝड़ͱɼஏҮͲୱ
ਐਫ਼ͤΖਕͪͬ͗ஏҮਫ਼ࢩԋγʖϑηΝܘ༁ͤΖࣆͲɼ
͕घఽ͏͗චགྷ͵࣎Ͷɼ༙ྋͶͱγϛʖφͤΖγʖϑηɽ
ᶅ௪Ӆಋߨ
ᶆۢༀॶघକ͘
ᶇৱࡒʀೖ༽ഛಋߨ
ᶈ༪ՍಊͲड़ಋߨ
ᶉྏүघீ࠸ఈಋߨ
ᶊ্֒ેخ೧ۜ࠸ਏஇʀڱݳ
ᶋভඇφϧϔϩଲԢ
ᶌΠϏʖφ؇ཀྵճऀΏΕखΕ
ᶍࡔࢊ؇ཀྵߨ۞;ٶঀघକ
ᶎՊଔҪࢊͶͤؖΖঀघକ



*+ڋ
ୱਐਫ਼

ᶏ۞ߨʀ༥สۃ͕எΔ಼ͦ༲ઈ
ᶐՊుͶͤؖΖଲԢ
ᶑڋͶ͑ࢩԋ
ᶒ݊߃ਏஇਏධىࢩԋ
ᶓཤ༽ंؔଲਕφϧϔϩଲԢ
ᶔүࣉͶͤؖΖ૮
ᶕ༰கԄʀָߏͳ࿊ܠ
ᶖम࿓ͶͤؖΖࢩԋ
ᶗ೧ۜಝพสଲԢ
ᶘ݃࠙ʀ࿂ѬͶͤؖΖ૮ଲԢ

ϵ



ࢢڛಋڋ

*+ڋ



ܯ

ࢢڛพڋ

̏ਕ



พ

ࢰ

พ

ਕ

ਕ

̏ਕ

̏ਕ

ඍ

ߡ

̏ૌ
̓ૌ

̓ਕ

ਕ

̏̐ਕ

̓ਕ

̐ਕ

*+ڋ

ୱਐਫ਼

̑ૌ

̑ૌ

ஏҮ6ౌं໌
̏̎໌݃࠙ଵ

Ωρϕϩ
*+ڋ
ୱਐਫ਼


ܯ

෨
̏̎ਕ

̔ਕ

̔ਕ

̏̎ਕ

ඍ

ߡ

͑ͬਕͺಋਖ਼

ࡑݳ

ϭϬ

ΦαϜρϕ
γϛʖφLQγρϛϫ
ฯ ү

Ԅ

ࡔࢊ؇ʀͨଠ૮

ۊແ

2Պ

ָ ߏ

࣏௪Ԅ

ϖϩϏʖࣆॶۂ
Պࣆʀഛ

ࢢ಼ྏৼڛՌ

 ࠼ ௗ ࣏

૮ࢩԋࣆॶۂ

ௗ௪ָ

ௗگүιϱνʖ

φʖνϩαʖυΡϋφ

ฯ݊ιϱνʖ

࠼ۊແ

ϭϭ
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౨ښՊָ ָՌεϱϛζΤϞʤʛʥ
எద্͍֒Ζࢢүͱࢩԋ
ʛΨʖηφϧϨΠͳೖຌʛ

ಝఈඉӨཤಊ๑ਕ̬̟̠̚ಊ
˗ऀճਫ਼ͶୌΝ์͓Ζౕܲஎద্͗͏ɼୣ
্ ͗͏͍Ζਕͪͬͳड़ճ͏ɽ

εϱϛζΤϞ

ʰೖຌͶ͕͜Ζஎద্͍֒Ζਕ
݃࠙ʀࢢүͱࣆͳࢩԋʱ

˗ਫ਼ࢩԋͶखΕૌͲɼ൶Δʰਫ਼͘Ͷ͚͠
ʱຌ࣯ͺɼଠंΏऀճͳʰܐؖʱ͗͑Ή͚ͯ
͚Η͵͏ͳ͏͑ɼʰ্֒ܐؖʱͶ͍Ζ͞ͳͶ
ɽ

ಝఈඉӨཤಊ๑ਕ̬̟̠̚ ຂ ݣҲ
ઔੋ ӽ
ήϩʖϕϙʖϞ͑ͬ
ঀ੶߀يɼ༟ߒɼࣥ

ϭ

Ϯ

˗ʰ্֒ܐؖʱͳͺɼ

˗எద্͗͏ɼୣ্͗͏͍͗Ζ͞ͳͲɼ

ᾉ૮घͳ͚ͯ͗ܐؖΗ͵͏ʰ૮্֒ܐؖޕʱ
ᾊଡ͚૮घͳ͚ͯ͗ܐؖΗ͵͏ʰऀճ্֒ܐؖʱ
ᾋͨΗΔܐؖસΝͤΖࢩԋ͗͵͏͞ͳͲɼਫ਼
͘ͱ͏͚ͪΌͶචགྷ͵͞ͳΝ݀ΌΖ͞ͳ͏͵͗ܐؖ
ʰࣙ݀ހఈ্֒ʱ

ܙܐؖड़఼Ͳ͍ΖՊଔͱ͢ͳܐؖʰ૮ܐؖޕʱ͗
͑Ή͚͏͖͵͏ɽ
ͨΗΝึ͑΄͚ՊଔҐ૮घͳʰ૮ܐؖޕʱ͗
͵͠Η͵͏ɽ
मָغҐ߳ΓΕଡ͚૮घͳʰऀճܐؖʱ͵
͠Η͵͏͵͖ͲਕغΝ͓ܶͱऀճਫ਼ͶୌΝ์͓ͱ͢
Ή͑ɽ

͞ΗΔͺ༰ঙ͖غΔਕغͶ͖͜ͱ࿊͵ͮͪୌͲ
͍Εɼʰ্֒ܐؖʱ͍͗Ζͳɼऀճਫ਼Ͳʰਫ਼͘Ͷ
͚͠ʱΝ์͓ͱ͢Ή͑͞ͳͶ͵Ζɽ
ͨմভͶ͜ͱͺਫ਼ࢩԋͲʰࢩܐؖԋʱ͗
චགྷͲ͍Ζɽ

ϯ

ͨ͑ͪ͢ਕͪͬʰࢩܐؖԋʱͱ͢ͳڧͺɼ
ʰήϩʖϕϙʖϞʱͲखΕૌ͞ͳ͗న͢ͱ͏Ζͳߡ͓Ζ
ɽ

ϰ

ᾋࣙ݀ހఈͤΖͪΌͶ
ᶅਐۛ͵ਕͳͯ͵͗ΕͲқࢧ݀ఈࢩԋ
ᶆଡ͚ਕͳͯ͵͗ΕͲࣙ݀ހఈࢩԋ
ᶇ͞ΗΉͲਕਫ਼ͳ͞Η͖Δਕਫ਼͗ͯ͵͗ΖͪΌ
࢛ࣙࡠࢩԋ

˗ήϩʖϕϙʖϞͲखΕૌʰࢩܐؖԋʱͳ
ͺ
ᾉ૮ܐؖޕΝ͚ͯΖͪΌͶ
ᶅΝ͚ɼण͜ࢯΌΖɼఽ͓Ζͳ͏͑ਈదࢩԋ
ᶆଠंͳͯ͵͗ΕΝࣰͤ״ΖͪΌ֮ܐؖࢩԋ
ᶇଠंͳͯ͵͗ΕͲୌմ݀ͤΖܐؖࢩԋ
ᾊऀճܐؖΝ͚ͯΖͪΌͶ
ᶅଡ͚ड़ճ͏ͳࢂՅ͖ͮ͘͜Ν͚ͯΖҢಊࢩԋ
ᶆೖಊͶΓͮͱஏҮʀऀճͳܐؖΝ͚ͯΖͪΌިླྀ
ࢩԋ
ᶇ՟ୌΝஏҮʀऀճͲ༙ͤڠΖͪΌනࢩݳԋ

ϱ

ϲ
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˗ਕͺԿգఖͲ֭ಚ͢ͱͪ͘ʰڠಋʱʤڠͶਫ਼͘Ζ
ͤ΄ʥΝɼਕਫ਼Ͳ֭ಚͪ͢ͳ͘ɼʰ͍͢ΚͦʱΝͣ״
Ζͳߡ͓Ζɽ

݃࠙ʀड़ࢊʀࢢүͱࢩԋͶखΕૌ͏ͯ͘͠
˗೧Ͷम࿓ࢩԋΝܩକͤΖͪΌͶήϩʖϕϙʖ
ϞΝ࢟ɽʤम࿓ࢩԋήϩʖϕϙʖϞʥ
ʀ࣎ɼήϩʖϕϙʖϞౕͺ͍ͮͪ͗म࿓ࢩԋ

ౕͺ͵͖ͮͪɽ

˗্͗͏͍͗Ζ͞ͳͲͨΗΔ͗͑Ή͚֭ಚͲ͘͵͖ͮͪ
ɼਫ਼ࢩԋͲʰڠಋʱʤڠͶਫ਼͘Ζͤ΄ʥΝյ
ͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ

˗ήϩʖϕϙʖϞ͗ɼʰਫ਼͘Ͷ͚͠ʱΝ์ౕ͓ͪܲ
எద্͗͏ɼୣ্͗͏͍ΖਕஏҮऀճͶ͕͜
Ζण͜ࡾͳ͵Ζɽ
ʀՊଔ͗์͓ΖਕͪͬɼࢬઅͶॶͤΖਕͪͬɼࣉ
ಒࢬޤઅͲฯ͠ޤΗͪਕͪͬɽ

˗ͨΗͺऀճ͖Δֶઊͪ͢ڧͲಝพͶ͵͠ΗΖ
Ͳͺ͵͚ɼऀճਫ਼ࣰݳ͵͖ͲಝพͶ͵͠Η͵͜Ηͻ
͵Δ͵͏ͳߡ͓Ζɽ
˗ͨΗ͗ήϩʖϕϙʖϞͲखΕૌʰࢩܐؖԋʱͲ͍Ζɽ

ϳ

ϴ

͞ΗΉͲͶ݃࠙ɼड़ࢊɼࢢүͱΝͪ͢ਕͪͬ

˗Պଔ͖ΔٰଶΝण͜ՊଔΝࣨͪ͢ਕ͖ͪͬΔ
ɼՊଔΝ͚ͯΖͳ͏͑ωʖθΝಧ͘͜ΔΗΖɽ
ʀࢊΉ͵͏ͳ͏͑મ͗͵͏ਕͪͬਕਫ਼ࣙހ
݀ఈͶ͖͖ΚΖɽ

˗̓ૌͳεϱήϩϜδʖʤޛͶ݃࠙ʥ
ʀ̏̐ਕɼ
ࣉಒෳࢳ๑Ͳฯ͠ޤΗͪं̖ਕ
ՊଔܐؖࡸͲٰଶΝणͪ͜ं̑ਕ
ՊଔܐؖͶୌ͗͵͏ं̏ਕ

̔ܯૌ

˗ࢢʹয়ڱ
ʀ̏ਕ̐ૌɼ̐ਕ̑ૌɼਕ̏ૌ ̎ࡂ͖Δ̏̓ࡂΉͲܯ
̏̒ਕ
ʀ্͗͏͍Ζࢢʹ̓ਕ
ʀࣉಒෳࢳ๑Ͳฯ͠ޤΗͱ͏Ζࢢʹ̎ਕ

ϵ

ϭϬ

͞ΗΉͲήϩʖϕϙʖϞͳ͢ͱखΕૌΞ
Ͳͪ݃࠙͘ɼड़ࢊɼࢢүͱࢩԋ

˗ਫ਼
ʀήϩʖϕϙʖϞΝୂڋૌ
ʤୁे̒ૌɼ࣍Պ̏ૌʥ
ʀήϩʖϕϙʖϞʤಢཱིܗʥڋ̐ૌ

̘Պଔ
೧

͗ࣉಒࢬޤઅ͖Δ̞̟ڋ
ިࡏঃ͗ͤ͛Ͷೝ৹ɼ݃࠙
೧ Ҳࢢड़ࢊ
೧ ঃ̞̟͗ڋɼ್ࢢड़ࢊ
೧ ൔ೧ޛɼҲՊͲՊड़͢ୂڋ

˗Պܯয়ڱ
ʀڠಉ̑͘ૌɼ͗म࿓̏ૌɼ͗म࿓̏ૌ
ɼ
ਫ਼ฯଵʤम࿓ʥ̏ૌ

ϭϭ

ʀಢཱིܗήϩʖϕϙʖϞڛ
ʀஏҮࣁݱʤਫ਼җҽɼࣉಒҗҽʥ༽
ʀୂޛڋेڋஏҮͲࢩԋͶӀܩ

ϭϮ
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̙Պଔ
೧

̚Պଔ
೧

ঃ͗ࣉಒࢬޤઅ͖Δ̞̟ڋ
৮ͲஎΕͮͪͳިࡏɼ͖ڋΔ
̏೧ޛͶೝ৹
ήϩʖϕϙʖϞͶڋɼ݃࠙
೧ Ҳࢢड़ࢊɼࢢʹͶ্ְ֒
೧ ̐೧ޛͶୂڋ
೧ Ҳࢢड़ࢊޛɼ̏̏೧ޛͶ್ࢢड़ࢊ
ʀಢཱིܗήϩʖϕϙʖϞڛ
ʀम࿓ɼྈͳڧ
ʀڋղޤཤ༽
ʀ্֒ࣉࢩԋ

ϭϯ

ঃ͗ࣉಒࢬޤઅ͖Δ̞̟ڋ
ިࡏ૮घͳؔͲઊΝ܃Εศͤ
೧ ͳؔͲೝ৹ɼӭࣨͲӅɼՊड़
ड़ࢊΉͲؔɼঁࢊӅͲਫ਼
೧ ୂ͢ڋঃՊଔͳಋڋɼ݃࠙ɽಋ೧Ҳࢢड़ࢊ
ͨޛಢཱིਫ਼ɼࢢΉͲड़ࢊ
ʀड़ࢊͶ͜ͱঃਫ਼Ν͓Ζ
ʀड़ࢊΉͲঁࢊӅɼබӅͳ࿊ܠ
ʀෳࢳదࢩԋ
ʀୂޛڋेڋஏҮͲࢩԋͶӀܩ

ϭϰ

̜Պଔ
೧ ্͗֒ࣉࢬઅ͖Δ̞̟ڋ
೧ ঃ͗ࣉಒࢬޤઅ͖Δ̞̟ڋ
೧ ިࡏΝ࢟Όɼ݃࠙Ν༁
̐̎̏̕೧ ϙʖϞͲಋਖ਼Ν࢟
ಋਖ਼͖࢟Δ͖݆̏ൔޛɼೝ৹ɼ݃࠙
̖̐̎̏೧ Ҳࢢड़ࢊ

̛Պଔ
೧
೧
೧

ঃ͗ࣉಒࢬޤઅ͖Δ̞̟ڋ
ड़ճ͏ͲܧஎΕͮͪͳިࡏ͢ೝ৹
Ҳࢢड़ࢊ͖Δͳ࿊ཙखΗͥ
εϱήϩϜδʖͳ͵Ζ
೧ ಋͣϙʖϞ͢ࡏިͳंڋೝ৹ɼୂޛڋ
್ࢢड़ࢊ
೧ எΕ͏ͳ࠸࠙

ʀ݃࠙ͶϙʖϞ಼Ͳಋਖ਼
ʀೝ৹ְޛɼ৮ڧ
ʀฯ݊ࢥͶΓΖүࣉࢨ
ʀஏҮࣁݱղ

ʀҲࢢड़ࢊͶࡏ͢ɼͳިমʤอ࢞ޤղʥ
ʀڠಋܗϙʖϞ͖ΔୱਐಢཱིܗϙʖϞ
ʀ್ࢢड़ࢊ࣎ɼҲࢢҲ࣎ฯޤཤ༽
ʀୂޛڋेڋஏҮͲࢩԋͶӀܩ

ϭϱ

ϭϲ

ࡑݳɼήϩʖϕϙʖϞͲΔ͢ɼ݃࠙ɼ
ड़ࢊɼࢢүͱΝ͢ͱ͏Ζࣆं

ঀ੶͠ΞՊଔ
༟ߒ͠Ξ
೧݆ ଠ̞̟͖Δڋ
͠߀يΞͳިࡏͲ݃࠙६ඍͪΌͶͪ͢ڋɽ
͠߀يΞ͚ۛͶेਫ਼Ͷ͵ͮͪ͗ϴ݆Ͳഃͪ͢ۃɽ
೧݆ ୂڋ
พͳިࡏͲՊड़Ν܃Εศ͢ͱୂͪ͢ڋɽ
ेΊࠒΊୱਐਫ਼ˢಉ͚Ͳࡃܨదࡣखඅ֒ˢ
ިࡏ͖Δ̛̭අ֒ˢ૮ˢ̞̟͖Δಢཱིͪ͢எਕঃ

Ͷಂ͝ࠒ
೧݆ ͠߀يΞͳ࠸ճ
͠߀يΞ͗༟ߒ͠Ξ૮૮घͶ͵Εघঁ͜ΝͤΖɽ
͠߀يΞͳ࠸;ިࡏ͗࢟ΉΕɼͨ࠙݃ޛΝ༁ͪ͢ɽ

ঀ੶͠ΞՊଔ
͠߀يΞ
೧݆  ‐ ڋ೧݆ ୂڋ
ಋ̞̟ͣͶͪ͢ڋ༟ߒ͠Ξͳިࡏ͗ഃͪ͢ۃɽ
̞̟Ͳڠಋਫ਼͗ΚͥΔΚ͚͢͵ͮͱୂڋΝسͪ͢ɽ
ୱਐਫ਼ˢଠ̞̟ࡃܨͲڋదٰଶඅ֒ˢୱਐਫ਼
೧݆ ࠸ౕڋ
ਕͳͯ͵͗Ε͗سമͶ͵ΕΏΕ͵͕ͪ͢͏ͳسͪ͢ɽ
೧݆ ̬̟̠̞̟̚Ͷڋ
݃࠙ਫ਼ࢩԋΝण͜ΖͪΌڋΝسͪ͢ɽ
ಢཱིͲ̟̞ܗਫ਼࢟͗Ήͮͪɽ

ϭϳ

ϭϴ
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༟ߒ͠Ξ
೧݆

ՊଔΝ͚ͯΖͳ͏͑ωʖθͶ্͗͏ෳࢳ
͗खΕૌචགྷ

̬̟̠̞̟̚Ͷڋ

݃࠙ਫ਼ࢩԋΝण͜ΖͪΌڋΝسͪ͢ɽ

೧݆

˗எద্͗͏͍Ζਕʰ݃࠙ʀࢢүͱʱͺɼࣆंྙͫ
͜Ͳͺ͵͚ɼஏҮͲ͠Ή͡Ή͵ࢩԋͶΓͮͱՆͶ͵Ζɽ
˗ʰՊଔΝ͚ͯΖʱͳ͏͍͑ͪΕΉ͓ωʖθΝण͜ࢯΌɼஏ
ҮͲ͠Ή͡Ή͵ऀճࣁ͑ͳݱΉ͚࿊ͤܠΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζ
ɽ
˗ਕͺՊଔͶगΔΗɼ͏ͥΗՊଔͳΗ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɼͨ
ΗͩΗࣰݳͶͺɼͨਕΔ͢͏ʰՊଔΝ͚ͯΖʱͳ͏͑
͍ͪΕΉ͓ωʖθ͍͗Ζ͞ͳΝߡ͓ɼͨωʖθͶ͖͏
Κ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ
˗ͨΗͺɼ͖Δࢢຼʓͳକ͏ͱͪ͘ໍώφϱɼΉ͠Ͷਕ
ؔͳ͢ͱخຌద͵ωʖθͲ͍Εɼ࠹॑གྷ͵ʰݘཤʱͲ͍
Ζɽ

݃࠙

͠߀يΞͳ݃࠙͢ಢཱིͲ̟̞ܗਫ਼࢟͗Ήͮͪɽ
ͲࢢʹΝ࣍ͬͪ͏س͍͗ΕɼܯժదͶೝ৹

೧݆

Ҳࢢࣥஂਫ਼

म࿓ΝࢊͲٵड़ࢊ͢ϴ݆үٵΝͳͮͪɽ

೧݆

৮ؾ

ฯүԄͶ༮͜৮ؾΝͪ͢ɽ

ࡑݳɼڠಉ͘ͲɼήϩʖϕϙʖϞਫ਼ࢩԋͳ
ฯүԄࢢүͱࢩԋΝण͜ɼࢢਕͲਫ਼Ν͢ͱ͏Ζɽ

ϭϵ

ϮϬ

― 69 ―



ἲேᴫせ

ᮾிᐙᨻᏛ ேᩥᏛ㒊 ᩍ⫱⚟♴Ꮫ⛉ Ꮫ⛉䝅䞁䝫䝆䜴䝮 ᖹᡂᖺ᭶᪥

ᚨᇌᲴᲢଯԧᲣ࠰உଐᲢᚨᇌ࠰ႸᲣ
ྸʙᧈᲴ ဋήී

䚾㛗ᓮ┴ᆅᅗ䚿

ȆȸȞžဃƖǔᛍǓǁƷŴ

ଯ਼৳ય
হਚ

ਪſ

䛂㞀䛜䛔䛾䛒䜛ே䛜Ꮚ䛹䜒䜢⫱䛶䜛䛣䛸䜈䛾ᨭ䛃

ʙಅૠᲴ ʙಅ

ὤଫય
হਚ

èඥʴᐯɼʙಅᲫʙಅ

䡚⤖፧᥎㐍ᐊ䛂䜆䡚䛡䛃䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛛䜙䡚

ȷኽ۟ਖ਼ᡶܴžƿ᳸ƚſ
ૅੲݣᝋᎍૠ Ჴ Ӹ
ᅈ˟ᅦᅍඥʴ

ᎰՃૠ Ჴ Ӹ

Ҥ᭗ग़ᨩ˟
 Ⴧ፦

♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄



শય
হਚ

์ય
হਚ

ਣਉય
হਚ

♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

ϭ



Ϯ

ᖺ䠄ᖹᡂᖺ䠅ᆅᇦ䜈⛣⾜

⏝⪅䜰䞁䜿䞊䝖䜘䜚ᢤ⢋

䠄ධᡤᤵ⏘タ䞉ධᡤ᭦⏕タ㛢ᅬ䠅

䠄,ϭϵ䡚,Ϯϵ ᬽ䜙䛧䛾ᕼᮃ䛾᥎⛣䠅

䕱ኪᆺ䠣䠤䛂㧗᮶䛾ᐙ䞉䛴䛹䛔䛃䠄┴ኸᮾ䠅

ଯԧ‧‥࠰
λငᚨ ᩏ˅ग़ᨩئ

ឡ䛩䜛ே䛸䛾ᬽ䜙䛧

+䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䠄ྡ䠅
㔜ᗘ䛾᪉䛾*+

♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄



ϯ

♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

ϰ

⤖፧᥎㐍ᐊ䛂䜆䡚䛡䛃

⤖፧᥎㐍ᐊ䜆䡚䛡

䠄䠍䠅┠ⓗ

䠄䠎䠅Ṕྐ
ϮϬϬϯᖺ䠄ᖹᡂ䠍䠑ᖺ䠅Ⓨ㊊
䠄ୡヰே䠎ྡ䛜ᆅᇦ⏕άຓᴗົ䛾୰䛷ᨭ䠅
䞉ἲே⮬ᴗ䛸䛧䛶ᑓ௵⫋ဨ䜢㓄⨨

ऋःभँॊ্ञठभَऴणअभৃਚदఎघॊযध
भථैखُ॑ৰਠघॊञीपؚఃஈभলভः
भॳকথ५॑ॉؚઐऋऽढञुؚઐभ
ইज़টॵ॔شউृؚఎघॊযधभථैखतऎॉ॑ૢ
ରखऽघ؛थृੇఔেણपඹढथुؚ௹ऊऩථ
ैखऋਢऎेअ१এॺشखऽघ؛

♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

ϱ



䞉ᖹᡂϮϲᖺ䡚ἲே⮬ᴗ䛸䛧䛶㈝ไ䛾ᑟධ䚸యไ䛾ᙉ
䠄䠏䠅ᴗෆᐜ
䘁 ⮬ศ☻䛝䞉䝇䜻䝹䜰䝑䝥䛾㛤ദ
䘁 ฟ䛔䞉ᜊά䠄፧ά䠅䛾䝃䝫䞊䝖
䘁 ኵ፬䞉䝟䞊䝖䝘䞊⏕ά䛾ᛂ
䘁 Ꮚ⫱䛶䝃䝫䞊䝖
♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄





ϲ
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⤖፧᥎㐍ᐊ䛂䜆䡚䛡䛃
ᨭ䛾ὶ䜜

䠄䠐䠅యไ
ƿ᳸ƚૅੲۀՃ˟
ᲢᒉᎰՃᲴᲳӸᲣ

ኽ۟ਖ਼ᡶܴƿ᳸ƚ
Ტ˓ݦᲴᲭʴ ψ˓ᲫʴᲣ

᩿ͨႎ
ǵȝȸȈ

ŨƭƷૅੲȡȋȥȸ
ȷЈ˟ƍȷࣾᲢ۟ᲣƷǵȝȸȈ
ȷȑȸȈȊȸဃƷࣖੲ
ȷ܇ᏋƯǵȝȸȈ
ȷᐯЎᄶƖȷǹǭȫǢȃȗƷ͵

䠌ᡯĺᡯ

)* #ʙಅ
ƿ᳸ƚਃ࢘ᎍᲢɭᛅʴᲣ

)* $ʙಅ
ƿ᳸ƚਃ࢘ᎍᲢɭᛅʴᲣ

ᲫᲨǤșȳȈ˖ဒȷǵȝȸȈ
ᲬᲨᄂ̲˖ဒ
ᲭᲨѣǇƱǊȷЎௌᲢᢩΨᲣ

)* %ʙಅ
ƿ᳸ƚਃ࢘ᎍᲢɭᛅʴᲣ

⮬ศ☻ࡁ࣭⏕ᾭᏛ⩦

ƿ᳸ƚૅੲǹǿȃȕ ᲫᲮӸ

♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄



♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

ϳ

ϴ

⤖፧᥎㐍ᐊ䛂䜆䡚䛡䛃

䛄ᖾ䛫䛵䛟䜚䛅䛾ᇶᮏⓗ䛺ጼໃ䛻䛴䛔䛶
Ĭ

䠄䠑䠅ᨭෆᐜ䠄άື䠅
䕔㻭ဨ㻙㻙㻙㻙㻙㻝㻠㻞ྡ
䠄ᜊά䞉፧ά䞉⮬ศ☻䛝ᕼᮃᑐ㇟⪅
䈈㈝㻝䞄᭶㻞㻘㻡㻜㻜䠅

ᨦƕƍƷஊƴ᧙ǘǒƣŴᳺʴǛग़ƢǔƜƱǛݭƼᙸܣƬƯƍƘŵ

ĭ

ग़ƢǔʴƕЈƯƖƨئӳŴᎰՃƷ̾ʴႎƳ̖͌ᚇǛƠ˄ƚƳƍŵ
žஜʴƷ࣬ƍǛٻЏƴƢǔſƜƱǛؕஜƴᡶǊƯƍƘŵ

Į

䖩ฟ䛔䛾ሙ䛾タᐃ
䞉ᜊά䝟䞊䝔䜱䞊䞉䝥䝏ᜊά䝟䞊䝔䜱䞊䛾㛤ദ
䞉䝇䜻䝹䜰䝑䝥ㅮᗙ䛾㛤ദ
䠄䛚䛧䜓䜜ㅮᗙ䞉䝬䝘䞊ᩍᐊ䞉䛛䜙䛰᥈᳨㝲䞉
ᛶᨭ䛺䛹䠅

ஜʴƷॖᙸƱᚃȷܼଈƱॖᙸƕᢌƬƨئӳƸஜʴƷॖᙸǛΟέƢǔŵ

į

ஜʴƨƪƴƱƬƯƸŴȑȸȈȊȸဃƱኽ۟ဃƸӷơưƋǓŴ
žग़ƢǔʴƱƷǒƠſƱƍƏᘙྵƴወɟǛƸƔǔŵ

䖩┦ㄯ
䞉Ẽ䛻䛺䜛ே䜈䛾䜰䝥䝻䞊䝏┦ㄯ
䞉䛚┦ᡭ⤂䞉䛝䛳䛛䛡䛵䛟䜚
䞉䝕䞊䝖䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖
䞉ពᛮ☜ㄆ䞉㝿䜰䝗䝞䜲䝇
䞉䝟䞊䝖䝘䞊⏕ά䛻ྥ䛡䛶䛾䜰䝗䝞䜲䝇䛺䛹

İžԡƷݭӈſǛӈܣᲢஜʴᢋƷ࣬ƍƴชƍŴ̾КƴɠݗƴૅੲƠƯƍƘᲣ
žԡǛƔǔƜƱƸ ٻЏưƋǔſ
ı

ӷࣱग़ƴƭƍƯǋ᩼ᩊǍࠀКǛƤƣŴग़ƢǔƜƱƷݭƞǛσƴշƼ
ܣƬƯƍƘŵ

Ĳ

܇ƲǋƕžᚃǛݭƢǔۋѬſǛٻЏƴƢǔ

䝔䞊䝬䛂䜅䛴䛖䛾ሙᡤ䛷ឡ䛩䜛ே䛸䛾䛟䜙䛧䜢䛃
ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䜘䜚ዎ⣙ไ䛻䛺䜛
䕔㻮ဨ㻙㻙㻙㻙㻙㻠㻡ྡ
䠄⤖፧䞉Ꮚ⫱䛶ᕼᮃᑐ㇟⪅
䈈㈝㻝䞄᭶䠍ᐙ᪘㻡㻘㻜㻜㻜䠅
䖩┦ㄯ
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ேᶒᐖ䛻䛒䛯䜛ゝⴥ䛂䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䛃
䛂㞀䛜䛔䛾䛒䜛ே䛜Ꮚ䛹䜒䜢⏘䜐䛺䜣䛶䛸䜣䛷䜒䛺䛔䛣䛸䚹䛩䜉
䛝䛷䛿䛺䛔䛃
㞀ᐖ⪅䛾ฟ⏘䞉Ꮚ⫱䛶䛻ᑐ䛩䜛↓⌮ゎ䛸೫ぢ䞉ᕪู
䞉 ^ኵ፬䛾ᕼᮃኻቒ 䚏 ⏘፬ே⛉་䛾㑅䜃┤䛧
䚏 ⌮ゎ䛒䜛་ᖌ䜢᥈䛩
 /⏘፬ே⛉㝔㛗䛸䛾ฟ䛔䚹䛂ᕼᮃ䜒ศ䛛䜛䚸ᶒ䜒䚸䛰䛜Ꮚ䛹
䜒䜢⏘䜏⫱䛶䜛䛸ゝ䛖䛣䛸䛿⡆༢䛷䛿䛺䛔䚹ኵ፬䛾ぬᝅ䛸ᨭ⪅䛾
ᡭຓ䛡䛜ᚲ㡲䛃䛸䛔䛖ෆᐜ䛾ヰ䜢⧞䜚㏉䛧ㄝ䛔䛶ୗ䛥䛳䛯䚹
 /㝔㛗䛾ᣦᑟຓゝ䛾ඖ䚸ィ⏬ⓗ䛻ዷፎ䚸↓䛻ฟ⏘䚹




♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

ϭϳ

♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

ϭϴ
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ಖ⫱ᅬ䛸䛾
㐃⤡ㄪᩚ

Ꮚ⫱䛶
䛧䛴䛡
ᤵங䞉䝭䝹䜽స䜚䞉㞳ங㣗స
䜚䞉ධᾎ䞉ᗣ⟶⌮䞉ၿᝏ䛾
⌮ゎ䞉ኚᡂ㛗䛻ྜ䜟䛫䛯
ᑐᛂຓゝ

⣽䛛䛺⏦䛧㏦䜚䞉ᛴ䛺
䜃ฟ䛧䜈䛾ᑐᛂ䞉䛾ಖ
ㆤ⪅䛸䛾㛵ಀㄪᩚ

ಖ䞉་⒪ᨭ
ṓデ䞉㝔ཷデῧ䞉
⪺䛝ྲྀ䜚䞉䠠䡎䛸䛾䜔䜚䛸䜚䞉䝸
䝝䝡䝸䛾䛝ῧ䛔䠄సᴗ䚸ゝ
ㄒ⒪ἲ䠅䞉Ⓨ㐩䞉ᡂ㛗䞉⾜ື
䛾ᢕᥱ䞉ྛ✀ண㜵᥋✀

䠆Ꮚ⫱䛶ᐙ᪘䛻ᚲせ䛺ᨭ䠄ⱞᡭ䛺㒊ศ䛿ᨭ䜢䠅

᪥ᖖ⏕άୖ䛾
ᨭ

䚽ᡭ⥆䛝ᨭ䠄ྛ✀⏦ㄳ䜔ᒆ䛡䚸ᅬ䜔Ꮫᰯ䛛䜙䛾䛚▱䜙䛫䜔ᥦฟ➼䠅
ᩥᏐ⌮ゎ䞉⤌䜏䛾⌮ゎ䛾ᨭ
䚽㔠㖹⟶⌮䜔ィ⏬䠄ኵ፬䛾ධ䛸ᨭฟ䛾⟶⌮䚸Ꮚ䛻䛛䛛䜛㈝⏝䜔ᑗ᮶䜢ぢᤣ䛘䛯ィ⏬䠅
ᩘィ⟬䛸ඛ䛾ぢ㏻䛧䞉ලయ䛾ᨭ
䚽་⒪䠄ྛ✀デ䜔ண㜵᥋✀ཷデ䚸Ꮚ䛹䜒䛾ኚㄪ䜈䛾Ẽ䛵䛝䜔ཷデ䚸ᛴኚᑐᛂ䜔ุ᩿➼䠅
≧䛾ኚ䛸Ẽ䛾⌮ゎ䠄▱㆑䠅䛾ᨭ
䚽┦ㄯ䠄ᮍ⤒㦂䚸⌮ゎ䛷䛝䛪䛻ᅔ䛳䛶䛔䜛䚸ෆᐜ䛻䜘䛳䛶䛾┦ㄯඛ䠅
⤌䜏䛾⌮ゎ䛸ุ᩿䚸㇟䛾ᩚ⌮䜈䛾ᨭ
䖂Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗䞉Ⓨ㐩ẁ㝵䛻䛚䛡䜛ኚ⌮ゎ䛸ᑐᛂ䠄▱㆑䛸᪉ἲ䠅

⾰㢮䛾ㄪᩚ䞉ධᾎᨭ䞉
㣗䞉ᘚᙜస䜚䞉㈙䛔≀

✺Ⓨⓗ䛺ၥ㢟
䜈䛾ᑐᛂ

ஙᗂඣᮇ䜎䛷䛾
Ꮚ⫱䛶䛻ᚲせ䛺ᨭ
㐃ᦠᶵ㛵

ᛴ䜈䛾ᑐᛂ䞉ኪ㛫
䛾ኚㄪ䞉㝔ཷデุ
᩿ᨭ䞉ྠ⾜ᨭ

Ꮚ⫱䛶䛻㛵䛩䜛
⤒῭⏕άຓゝ

Ꮚ⫱䛶ຓゝ

ᐙィ䛾䜔䜚䛟䜚

Ꮚ䛾ᡂ㛗ኚ
䛻ᛂ䛨䛯ぶ䛾ᑐ
ᛂຓゝ

ᑵᏛ䞉㐍㊰䛻㛵
䛩䜛䛣䛸

⏦ㄳᡭ⥆䛝
⚟♴䝃䞊䝡䝇⏦
ㄳ䞉ᡭᖒྲྀᚓ䞉ᡭᙜ
䛶䛾⏦ㄳ䞉

 ㏻ヂᶵ⬟䛸ྠ⾜ᨭ䜔┤᥋ᨭ䚸ຓゝ䜢⧞䜚㏉䛧䛺䛜䜙య㦂䜢✚䜏䚸
Ꮚ䛹䜒䜢⫱䛶䜛䛸䛔䛖䛂ぶ䛸䛧䛶䛾ᙺ䛃䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䛡䜜䜛䜘䛖䛥䜚䛢
䛺䛟ᨭ䛩䜛䚹䠄Ꮚ⫱䛶䛾య䛿ぶ䚹ᨭ⪅䛿ぶ䜈䛾ᨭ䚸㯮Ꮚ䠅

Ꮫᰯ䛸䛾䜔䜚䛸䜚䞉䝷
䜲䝣䝇䝔䞊䝆䛻ᛂ䛨
䛯┦ㄯ䞉ᩍ⫱ጤဨ
䞉Ꮚ䛹䜒ᨭㄢ



ϭϵ
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ϮϬ

⦪䜚ไᗘ䛛䜙⌧⾜ไᗘ䛾⿵ᙉ䜢䟿

䛚䜟䜚䛻

Ꮚ䛹䜒䛾ᬽ䜙䛩ሙᡤ䛿⮬ᏯK䡎タ
୧ぶ䛻㞀䛜䛔䛜䛒䜜䜀',䛺䛹䛾ᡂே䛾ᴗ䜢⏝䛧䛶䛾⏕ά䜔䚸⮬❧⏕άຓ䛾
ຓ䜢ཷ䛡䛶䛾⏕ά䜒᭷䛰䛜䚸䛭䛾ሙྜ䚸Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᨭ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䠛䠛䠛

䠄䠍䠅ᆅᇦ⏕άຓᴗ䠄',䠅䛻Ꮚ⫱䛶ᨭຍ⟬䜢

䞉Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䞉ᡂ㛗䛻䛒䜟䛫䛶ಖ䞉་⒪
䞉ᩍ⫱䞉⚟♴䛾㐃ᦠ䚸ไᗘ䛾᭷ᶵⓗά⏝

ᡂே䞉䞉䞉䞉',䚸䝩䞊䝮䝦䝹䝥䠄ᐙຓ䠅䚸ᆅᇦ⏕άᨭ䠄⛣ືᨭ䠅➼
Ꮚ䛹䜒䠄㞀䛜䛔䠅䞉䞉䞉ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䚸᪥୰୍ᨭ➼
䠆',䛾ᐃဨ䛻Ꮚ䛹䜒䛿㠀ヱᙜ䚏ᐃဨෆ䜈
䠆Ꮚ⫱䛶ᨭ䛾≉ᛶୖ䚸ஙᗂඣᮇ䛿ᐦ䛺ᨭ䛜ᚲせ䚹ᛴ➼䛾✺Ⓨⓗ
㇟䛻ᑐ䛧䛶䝩䞊䝮䝦䝹䝥䛷䛿༶ᛂ䛷䛝䛺䛔䚹䠄ண

ྍ⬟䛺⠊ᅖෆ䞉Ỵ

䞉㞀䛜䛔䛾䛒䜛ே䛜Ꮚ䛹䜒䜢⏘䜏
⫱䛶䜛䛸䛔䛖ᕼᮃ䛜ྔ䛖♫䜈

䜎䛳䛯䝃䞊䝡䝇㔞䠅

䠄䠎䠅⮬❧⏕άຓᴗ䠄᪂タ䠅䛻Ꮚ⫱䛶ᨭຍ⟬䜢
㞀䛜䛔⪅➼䛾ୡᖏ䛾ᆅᇦ⏕ά䛾⥅⥆䠄䜲䝯䞊䝆䐡䠉䠍䠅

ୡᖏ䛾㐍ᙧ䛸䛧䛶Ꮚ䛹䜒䜒ຓ䛾ᑐ㇟䛻
♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄



♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

Ϯϭ



ϮϮ

䛆ཧ⪃䛇

㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙
➨୍᮲ ⮬❧䛧䛯⏕άཬ䜃ᆅᇦ♫䜈䛾ໟᐜ
㞀ᐖ⪅䛜䚸䛾⪅䛸䛾ᖹ➼䜢ᇶ♏䛸䛧䛶䚸ᒃఫᆅ䜢㑅ᢥ䛧䚸ཬ䜃
䛹䛣䛷ㄡ䛸⏕ά䛩䜛䛛䜢㑅ᢥ䛩䜛ᶵ䜢᭷䛩䜛䛣䛸୪䜃䛻≉ᐃ䛾
⏕άタ䛷⏕ά䛩䜛⩏ົ䜢㈇䜟䛺䛔䛣䛸䚹
➨༑୕᮲ ᐙᗞཬ䜃ᐙ᪘䛾ᑛ㔜
ᡂᖺ䛾⏨ዪ䛿䚸ே✀䚸ᅜ⡠ཪ䛿᐀ᩍ䛻䜘䜛䛔䛛䛺䜛ไ㝈䜢䜒ཷ䛡
䜛䛣䛸䛺䛟䚸፧ጻ䛧䚸䛛䛴ᐙᗞ䜢䛴䛟䜛ᶒ䜢᭷䛩䜛䚹ᡂᖺ䛾⏨ዪ
䛿䚸፧ጻ୰䚸ཬ䜃䛭䛾ゎᾘ䛻㝿䛧䚸፧ጻ䛻㛵䛧ᖹ➼䛾ᶒ䜢᭷䛩
䜛䚹


♫⚟♴ἲே ༡㧗ឡ㞄

Ϯϯ
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▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ぶ䛾Ꮚ⫱䛶ᨭ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䚷ཧຍ⪅䜈䛾䜰䞁䜿䞊䝖䠄㻥᭶㻤᪥ᐇศ䠅
㻝㻚ᛶู䜢䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔
⏨
㻝㻠ྡ
ዪ
㻟㻞ྡ
㻞㻚ᖺ㱋䜢䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔
㻞㻜௦
㻞㻢ྡ
㻟㻜௦
㻡ྡ
㻠㻜௦
㻥ྡ
㻡㻜௦
㻥ྡ
㻢㻜௦
㻞ྡ
㻣㻜௦
㻝ྡ
㻤㻜௦
㻞ྡ
᫂
㻞ྡ
㻟㻚ᒓᛶ䛻䛴䛔䛶䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔
ᨭ⪅
㻝㻡ྡ
◊✲⪅
㻡ྡ
ᐙ᪘䞉ぶ᪘
㻤ྡ
䛭䛾
㻞㻟ྡ
䠄Ꮫ⏕䚸♫⚟♴ኈ䚸௨๓⚟♴䛾䛻ᦠ䜟䛳䛶䛔䛯᪉䠅
」ᩘᡤᒓ
㻡ྡ
㻠㻚䛹䛱䜙䛛䜙䛚㉺䛧䛻䛺䜚䜎䛧䛯䛛
ᮾி㒔
㻝㻤ྡ
ᇸ⋢┴
㻝㻝ྡ
⚄ዉᕝ┴
㻝㻝ྡ
༓ⴥ┴
㻤ྡ
Ⲉᇛ┴
㻝ྡ
ᐑᇛ┴
㻝ྡ
ឡ▱┴
㻝ྡ
ᒸᒣ┴
㻟ྡ
㛗ᓮ┴
㻞ྡ
㻡㻚ᅇ䛾䜲䝧䞁䝖䛜㛤ദ䛥䜜䜛䛣䛸䜢ఱ䛷▱䜚䜎䛧䛯䛛䠄」ᩘ㑅ᢥྍ䠅
Ꮫ䛾㻴㻼
㻥ྡ
᪂⪺
㻡ྡ
㻿㻺㻿
㻝㻞ྡ
ᐙ᪘䞉ே䞉▱ே 㻝㻟ྡ
䛭䛾
㻞㻢ྡ
䠄䝏䝷䝅䚸䝊䝭䞉ᤵᴗෆ䛷䛾⤂䠅
㻢㻚ᅇ䛾䜲䝧䞁䝖䛾⥲ྜⓗ䛺‶㊊ᗘ䜢䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔
䛸䛶䜒‶㊊
㻟㻤ྡ
䜔䜔‶㊊
㻝㻣ྡ
ᬑ㏻
㻝ྡ
䜔䜔‶
䇶
䛸䛶䜒‶
䇶
䛆⌮⏤䛇
䞉ᵝ䚻䛺ᨭ䚸ලయⓗྲྀ䜚⤌䜏䚸䜢⪺䛡䛯䛾䛷Ⰻ䛛䛳䛯䠄」ᩘ䠅
䞉ᙜ⪅䛾ヰ䜢⪺䛟䛣䛸䛜䛷䛝䛶Ⰻ䛛䛳䛯䠄」ᩘ䠅
䞉ཧຍ䛧䜔䛩䛔⎔ቃ䛰䛳䛯
䞉᪥ᖖ䛻ゐ䜜䜛䝔䞊䝬䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛾䛷ຮᙉ䛻䛺䛳䛯
䞉ᨵ䜑䛶⪃䛘䛥䛫䜙䜜䛯䚸ぢ᪉䛜ኚ䜟䛳䛯
䞉㏻ヂ䛜᪩ཱྀ䛷⪺䛝ྲྀ䜚䛜ኚ䛰䛳䛯
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㻤㻚ᅇ䛾䜲䝧䞁䝖䛾ྛ㡯┠䛾‶㊊ᗘ䜢䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔
䜲䝧䞁䝖䛾ᵓᡂ
䜲䝧䞁䝖䛾ෆᐜ
㏻䜰䜽䝉䝇
㛤ദᮇ䜔᪥⛬
䝇䝍䝑䝣䛾ᑐᛂ
ሙ䛾タഛ

䛸䛶䜒‶㊊
㻟㻟ྡ
㻠㻝ྡ
㻞㻤ྡ
㻟㻟ྡ
㻟㻝ྡ
㻟㻠ྡ

䜔䜔‶㊊
㻝㻣ྡ
㻝㻟ྡ
㻝㻞ྡ
㻥ྡ
㻝㻡ྡ
㻝㻡ྡ

ᬑ㏻
㻟ྡ
䇶
㻝㻞ྡ
㻝㻜ྡ
㻣ྡ
㻠ྡ

䜔䜔‶
㻝ྡ
䇶
㻞ྡ
䇶
䇶
㻝ྡ

䛸䛶䜒‶
䇶
䇶
䇶
䇶
䇶
䇶

㻥㻚ᅇ䛾䜲䝧䞁䝖䛻ᑐ䛧䛶䚸䛤ពぢ䞉䛤せᮃ䛜䛤䛦䛔䜎䛧䛯䜙䛚⪺䛛䛫䛟䛰䛥䛔
䞉ᾏእ䜔㐲᪉䛾ྲྀ䜚⤌䜏䚸ᙜ⪅䛾᪉䛾ヰ䜢⪺䛟䛣䛸䛜䛷䛝䛶䜘䛛䛳䛯䠄」ᩘ䠅
䞉ᚋ䛾ᨭ䛻ά䛛䛧䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯䠄」ᩘ䠅
䞉ᅇ䛾䜘䛖䛺䝃䝫䞊䝖䛜ᅜⓗ䛻ᗈ䛜䛳䛶䜋䛧䛔䛸ᛮ䛖
䞉⾜ᨻ䛸༠ຊ䛧䛶䚸ᙜ⪅䛻ᒆ䛟䜘䛖䛻ఏ䛘䛶䜋䛧䛔άື䛰䛸ᛮ䛳䛯䠄㻴㻼䛷බ㛤䛧䛶㻼㻾䛧䛶䜋䛧䛔䠅
䞉₯ᅾ䛧䛶䛔䜛ᛶ䛾ၥ㢟䜔ዷፎ䛻䛴䛔䛶▱䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯
䞉ᚋ䜒ᐃᮇⓗ䛻㛤ദ䛧䛶䜋䛧䛔䠄▱ⓗ㞀ᐖ⪅䜢⫱䛶䜛ぶ䛾䛷䜒䛚㢪䛔䛧䛯䛔䠅
䞉ሗᣑᩓ䛾䛯䜑䚸୍⯡ྥ䛡䛻䜒䛣䛾䜘䛖䛺䜲䝧䞁䝖䛜ቑ䛘䜛䛸Ⰻ䛔䠄ᙜ⪅䛾ኌ䜢⪺䛟ᙧ䛷䠅
䞉ྠ㏻ヂ䛜䛒䜚䛜䛯䛛䛳䛯
䞉䛹䛾ヰ䜒⯆῝䛛䛳䛯䛯䜑䚸㛫䛜▷䛛䛳䛯䜘䛖䛻ᛮ䛖
䞉࿘䜚䛾≧ἣ䠄ᮾி䛾䛾≧ἣ䠅䛸䛾㐪䛔䜢ᑡ䛧ឤ䛨䛯
䞉⤖፧䚸Ꮚ⫱䛶䛜䝂䞊䝹䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛣䛸䜔䚸ẕ䛻↔Ⅼ䛥䜜䛜䛱䛷䛒䜛䛸䛣䜝䛜Ẽ䛻䛺䛳䛯
䞉⏨ᛶ䛾ᙜ⪅䛾ኌ䜢䜒䛳䛸▱䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯
䞉᪂⪺グ䜢㢗䜚䛻䛧䛶䛝䛯䛯䜑䚸ሙ䛜᫂䛷㏞䛳䛯
䞉༑᮲㥐๓䛻ㄡ䜒ෆ䛩䜛ே䛜䛔䛺䛛䛳䛯䛯䜑䚸୍ே䛿䛔䜛䜉䛝䛰䛸ᛮ䛖
䞉ึ䜑䛶䛣䛾Ꮫ䛻᮶䛯ே䛾Ẽᣢ䛱䛻䛺䛳䛶‽ഛ䜢䛧䛶䜋䛧䛔
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【おわりに】

本書は、２０１８年９月８日に東京家政大学において行われた『知的障害のある親の子育て支援〜オーストラリ
アと日本〜』の報告書である。冒頭に学科長が述べているように大学との共催の許可を得て、私の科学研究費
の報告と合わせ実施させていただいた。ご理解いただいた大学、学科の諸氏に深謝申し上げる。
今回招聘した Catherine Wade 氏と私は２０１３年８月２１日に早稲田大学で実施された国際知的・発達障害学会
（International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities : IASSIDD）で知り合った。キャサリンは既に知的障害のある親の支援に関する特定課題研究グループの専門家と
して学会で認知されており、私はまだその会に初めて参加する一会員だった。その後毎年学会に参加し、２０１５
年に科研費を獲得後２０１６年にはメルボルンの子育て支援調査センターでの３日間のワークショップにも参加し
た。海外の研究の広がりと深まりに触れ、今回パネルディスカッションでコーディネーターの労を担ってくだ
さった河東田博教授の日本での研究の蓄積とお言葉に支えられながら、私自身は細々と研究を続けてきたが、
もっと広く当事者に、支援者に、家族に、そして社会に「適切な支援があれば」知的障害のある人が自分の家
族を形成することは可能であることを伝えなくてはという思いがあった。今回のシンポジウムは微力ながらそ
の一つの形であった。ご登壇いただいた特定非営利活動法人 UCHI の牧野賢一さん、川瀬悦さん、諸石貴幸
さん、由江さん、七星ちゃん、社会福祉法人愛育会

わーくわくの佐野和明さん、社会福祉法人南高愛隣会

ぶ〜けの松村真美さんにはお忙しい中、お越しいただき、それぞれの積み重ねてきた素晴らしい実践について
ご報告くださったことを心から感謝したい。また、前々日の９月６日に起きた北海道胆振東部地震の影響によ
り北海度・札幌からお越し予定だった社会福祉法人愛和福祉会サポート in サッポロの方には最後まで出席す
る努力をしてくださったことに感謝申し上げたい。当日までの準備に感謝し、資料だけは巻末に載せさせてい
ただいた。
私は障害の社会モデルという考え方を提唱している。知的障害のある人が結婚できない、子どもを産み育て
ることができないのは、本人の能力の問題ではなく、社会のあり方の問題である。ただ、時にこの研究をして
いると、結婚するとか子どもを産むとかということがゴールであって、それをできるようにすること、できる
ようになることが達成されるべき課題のように誤解されることがあるが、そうではない。私の動機はごく単純
なものである。誰かを好きになり、結ばれてその人との子ども産み、育むということは人間にとって権利であ
ると同時にもっと根源的に必然的なことである。それが「障害」ゆえに許されない、できないとしたら何かが
間違っている。それだけのことである。結婚や子育ては「しなくてはならないこと」ではなく、「したい人は
したらいいこと」であるが、それは「障害の有無」に関係なく、である。
ここに取り上げさせていただいた実践以外にもきっと多くの実践が地域にあると思う。またそもそも「隠さ
れたマジョリティ」であるサービスも受けずに何とかうまくやりくりしてしている家庭もあるだろう。同時に
何のサービスもなくて、どこかでつらい思いをしている人たちもいるのではないだろうか。そうした人たちに
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情報が届くように、素晴らしい実践を伝えていくために、この研究を続けていきたいと思う。どんな人にとっ
ても、その人が望んだ時に家族を形成することが選択肢の一つとして用意される社会を目指して。
最後に、シンポジウムにご参加いただいた皆様、同時通訳をしてくださった城田さちさん、小澤洋子さん、
準備から当日の運営、そして報告書の校正までお手伝いいただいた野崎直美さん、三橋茉由さん、宮腰由佳さ
ん、梶夏生さん、当日会場で奮闘してくれた田中ゼミの皆さん、本書の編集に携わっていただいた上毛印刷加
藤様他関係者様、そして情報量の多いこの報告書を手に取り、最後までご覧いただいた皆様、ありがとうござ
いました。
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