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什耕展艦 獣惟欠 
仙舘狛昔 妃亜談漠噺 戚紫舌 

穿 析沙 発井失 紫巷託淫 
 

1.析沙拭 赤嬢辞 走蝕差走税 降穿 

 

析沙 紫噺差走税 蝕紫拭 赤嬢辞 走蝕差走澗 嬢胸惟 降穿馬食 尽澗亜

研 硝焼沙陥 

 

(1)悦企紫噺紫穣税 莫失 

 

 析沙税 悦企紫噺紫穣精 1918 鰍拭 降持廃 耕社疑戚 域奄亜 鞠嬢 滴惟 

降穿馬心陥. 析沙税 蝕紫雌 井蝿廃旋戚 蒸醸揮 笑亀旋生稽 弦精 呪亜 

希背走壱 穿厩唖走拭辞 降持廃 紫闇拭 悦企鉢 舛奪聖 蓄遭馬食紳 舛採

澗 析沙紫噺拭 糎仙馬澗 紫噺庚薦税 朕陥空 是奄姶聖 亜走惟 鞠醸陥. 

働備 雁獣税 鎧巷淫戟澗 庚薦税 背衣聖 是背辞 政斥廃析精 巷譲戚窮走 

叔獣廃陥澗 舶重旋昔 殿亀稽 績梅陥. 益級精 姥耕税 紫噺差走舛奪亀 凧

壱馬壱 赤醸陥. 

神紫朝採走紫 馬醤獣 戚帖倉酔亜 偽析税 薦亀研 凧壱馬食 陥号檎生稽 

是据薦亀研 幻窮依亀 戚獣奄 戚陥. 戚依精 肯娃昔拭 税背 淫爽亀税 走

蝕差走税 獣拙戚虞壱亀 源拝呪 赤陥. 穿板 肯持是据生稽 降穿馬壱 神潅

拭 含廃陥. 

誤帖獣企採斗 識唖旋昔 肯娃 偽走亜拭 税背辞 叔獣吉 紫噺紫穣精 装



企馬澗 紫噺庚薦亜 廃寵 醗降鉢, 繕送鉢 鞠醸走幻, 獣竺差走辞搾什亜 

掻宿戚醸陥. 

 

(2)曽穿板税 紫噺差走端薦税 舛搾 

 

 曽穿板 朔逸切, 舌蕉切去税 厭装拭 企坦馬奄 是背 因柔拭 税背 督雨吉 

紫噺差走獣竺去税 仙闇戚 厭巷心陥. 雁獣税 板持失 紫噺厩 淫戟澗 GHQ

税 走獣馬拭 希錐 悪廃 税奄研 亜走壱 赤醸陥. GHQ 拭辞 析沙税 穿板税 

紫噺差走舛奪税 脊照聖 亜遭紫寓精, 穿穿拭 焼五軒朝拭辞 敢季舛奪税 

叔獣 巷憩拭 降穿廃 社屡趨滴税 慎狽聖 閤焼 析沙税 穿板税 紫噺差走舛

奪拭亀 益 慎狽戚 鞄板馬惟 蟹人 赤陥. 雁獣税 舛奪 脊照生稽 吉 紫噺

厩 淫戟澗 焼五軒朝税 紫噺差走税 薄舌拭辞 壕酔壱 益 走縦聖 析沙拭 

亜走壱 宜焼人 析沙拭辞税 醗遂拭 毘処陥. 

GHQ澗 1949鰍 紫噺差走端薦 舛搾研 是背 6据奪聖 析沙著拭 薦獣梅陥. 

戚依精 差走走蝕税 竺舛, 差走紫巷社税 竺帖去 獣税 差走楳舛繕送税 舛

搾, 因紫 紫噺差走紫穣税 奪績引 歳醤税 誤溌鉢, 紫噺差走漠税噺税 竺

帖, 政厭差走穿庚送据税 丞失去拭 淫廃依戚陥. 蒋生稽税 紫牌精 1951 鰍

拭 薦舛吉 紫噺差走紫穣狛拭 級嬢 赤走幻 GHQ 澗 焼五軒朝拭辞 楳馬壱 

赤澗 舛奪聖 析沙拭 亀脊拝形壱 梅陥. 戚依精 走蝕差走稽 蓄遭馬食 神

潅税 紫噺差走紫人 旭精 差走穿庚送聖 析沙拭 丞失拝形壱 梅揮依戚陥. 

析沙著精 GHQ 税 走獣拭 紫噺差走穿庚税 曽紫切研 丞失馬奄 是背辞 嘘整

奄淫拭 竺帖, 神潅 走蝕差走蓄遭税 掻宿奄淫戚 鞠嬢赤澗 紫噺差走漠税

噺税 穿厩旋 舛搾亜 獣厭馬陥. 

益君蟹, 析沙昔税 紫噺差走淫精 襲惟 痕馬走 省壱 暁 差走辞搾什研 

薦因馬澗 薄舌精 穿穿引旭精 税縦引 端薦亜 政走鞠醸陥. 衣厩, 紫噺差

走澗 「鉦廃 脊舌拭 赤澗 紫寓拭惟 獣楳」戚虞澗 持唖戚陥. 

薦亀税 析檎拭辞澗 穿穿 焼五軒朝拭辞 降穿廃 悦企旋昔 社屡趨朕税 紫

雌戚 亀脊鞠醸走幻 陥献檎拭辞 穿穿拭辞税 析沙旋昔 持唖戚 政走吉陥虞

澗 蟹巷拭 企蟹巷研 羨廃 雌伐戚醸陥. 

森研級檎, 差走穿庚送生稽辞 奄企吉 紫噺差走爽紫澗 切維税 推闇切端

亜 呪層戚 株精依精 焼観戚雌 戚推闇原煽 陥馬走 公馬澗 紫寓戚 雌雁馬

心陥. 

 



(3)紫噺差走薦亀税 舛搾 

 

焼疑差走狛聖 搾茎馬食 授託旋生稽 紫噺差走薦亀澗 舛搾鞠壱 1964 鰍税 

乞切差走狛税 薦舛拭 税背辞 神潅税 差走 6 狛薦澗 刃失鞠醸陥. 戚薦舛拭 

赤嬢辞澗 慎厩去税 識遭厩税 薦亀税 雌伐聖 繕紫馬食 凧壱亜 鞠壱 慎厩

去税 薦亀亜 亀脊鞠醸陥. 益君蟹, 葛昔差走狛引 旭精 壱敬切差走拭 淫

馬食 舘偽狛精 室域税 差走狛薦亀拭辞澗 森亜 旋壱 析沙税 雁獣税 雌伐

拭 限澗 薦亀亜 鞠亀系 毘処陥. 

暁, 森研 級嬢 紫噺差走税 号狛拭辞 郊寓送廃依戚虞亀 雁獣税 析沙 

厩肯税 差走淫引 楳舛税 叔殿去拭辞 亀脊戚 嬢形錘 識遭厩税 薦亀亀 糎

仙 梅陥. 

走蝕差走税 鯵舶税 号狽聖 薦獣廃 1968 鰍税 獣砂左壱辞亀 益 馬蟹虞

壱 持唖廃陥. 獣砂鯵舶精 走榎猿走 企雌切紺稽 歳軒馬壱 赤揮 差走辞搾

什研 馬蟹税 紫噺辞搾什稽 馬食 走号切帖舘端税 楳舛繕送亀 企雌切紺稽 

歳軒偽験馬食 紳依聖 紫噺辞搾什採稽 馬壱 紫噺差走辞搾什税 叔獣澗 走

蝕拭 赤嬢辞 亜舛聖 企雌生稽 廃紫寓税 薦革軒滴廃 社屡趨朕亜 奪績聖 

亜遭陥澗 端薦稽 楳馬食 遭陥澗依戚陥. 獣砂鯵舶精 室域税 走蝕差走税 

塙奄旋昔 穿発聖 閤焼級心陥壱 馬走幻 析沙税 楳舛拭 企馬食 朕陥空 慎

狽聖 爽壱 赤走 省紹陥. 戚依精 雁獣税 析沙税 走蝕差走研 戚背拝呪 奄

鋼戚 鞠嬢 赤走 省紹奄 凶庚戚陥.   

蝕獣 1987 鰍拭 紫噺差走紫薦亀亜 薦舛鞠醸陥. 

 

2.蟹税 井蝿拭辞  

 

蟹澗 1988 鰍拭 坦製生稽 板持失 焼疑亜舛厩 乞切差走引舌生稽 板持失

税 引舌送拭 昼績馬食 紫噺差走薦亀税 奄塙 叔獣拭 奪績赤澗 脊舌戚 鞠

醸陥. 戚馬 蟹税 鯵昔旋昔 井蝿拭辞 沙経税 砺原拭 淫背 辞綬背 左畏

陥. 

 

(1)持醗左硲薦亀税 錘慎(1989 鰍～1991 鰍) 

 

紫噺厩持醗左硲引舌生稽 仙送廃依精 1989鰍採斗 1991鰍税 2鰍娃戚陥. 

雁獣税 持醗左硲税 雌伐精 井薦税 硲繕稽 左硲晴精 姶社井狽戚醸壱 搾



嘘旋 照舛吉 獣奄心陥. 

益君蟹, 1950鰍拭 薦舛吉 持醗左硲狛精 益板 朕陥空 鯵舛聖 暗帖走 省

紹奄 凶庚拭 薦亀旋生稽 嬢形崇戚 赤醸陥. 雁獣拭亀 慎厩, 覗櫛什, 焼

五軒朝去税 因旋採繕薦亀澗 穿板拭 朕陥空 鯵舶戚 鞠嬢 赤醸陥. 益掻拭

澗 薦亀税 誤暢切端税 痕井戚 鞠澗依精 球庚析戚 焼艦醸陥. 析沙引 姥

耕人税 持醗左硲薦亀 鯵舛拭税 舛帖旋 楳舛旋 楳疑税 陥献繊精 被耕赤

澗 砺原戚陥. 蟹澗 厩肯税 持醗左硲拭 企廃 税縦 持醗左硲 搾遂税 厩亜

仙舛拭 績苫闘去戚 鋼慎吉 衣引虞壱 持唖廃陥.   

暁 雁獣税 持醗左硲税 錘慎拭 赤嬢辞 差走紫巷社澗 降膳獣税 持唖生

稽澗 遭穿馬走 省紹陥. 

浦採差走紫巷社澗 持醗左硲税 錘慎戚 爽吉 穣巷稽 鞠嬢 赤嬢辞 舌蕉

切, 壱敬切, 焼疑去 陥献 辞搾什拭 淫背辞 端薦, 穿庚奄綬走縦戚 鉦梅

陥. 持醗左硲呪厭切澗 弦精 軒球研 亜走壱 赤生糠稽 薄榎厭採人 限蓄嬢 

穿庚旋昔 差走辞搾什税 薦因聖 焼沓走馬食 切験聖 男遭馬澗 析戚 差走

紫巷社税 掻推廃 蝕醗戚走幻 戚依精 中歳備 含失拝呪赤澗 発井精 焼艦

醸陥. 

暁 獣採差走紫巷社澗 偽験吉 穿庚辞搾什奄淫生稽辞澗 降穿馬走 省壱 

左搭 差走楳舛奄淫引 析端旋生稽 錘慎鞠澗 獣亜 弦紹陥. 

衣厩 獣税 差走採舌戚 差走紫巷社舌聖 謂馬壱 差走紫巷社稽辞税 穣巷

澗 差走採拭辞 眼雁馬澗 莫殿稽 源馬切檎 紫巷社澗 誤糎叔諺 戚醸陥. 

廃畷 差走紫巷社税 追什趨朕澗 推姥吉 紫噺差走爽紫税 切維聖 亜走壱 

赤走 省精 紫寓戚 弦紹陥. 追什趨朕澗 推姥吉 紫噺差走爽紫税 穣巷税 

雌伐聖 紺稽 壱形馬走 省壱 亀亀採薄蒸戚 獣稽辞税 穿端照拭辞 楳馬食

走壱 走榎猿走 差走税 析聖 穿粕 馬走 省精 紫寓戚 追什趨朕研 馬澗依

亀 球弘走 省紹陥. 

坦製 差走紫巷社亜 竺帖吉戚掘 据掘 奄企梅揮 社屡趨朕亜 叔獣鞠走 

省紹陥. 戚依精 掩級食遭 塘丞戚 蒸澗員拭 薦亀幻聖 亀脊廃 衣引戚陥. 

追什趨朕澗 古析 左硲税 鯵獣 ・ 降走 左硲搾税 域至税 穣巷 凶庚拭 薄

舌拭 赤嬢辞 杷左硲切拭税 走据辞搾什研 馬澗 食政亜 採膳梅陥. 追什趨

朕 奄綬税 刊旋亀 楳舛歳醤拭辞澗 遭穿鞠走 省紹陥. 

食奄辞 戚庚薦税 背衣税 馬蟹稽辞 尻姥切, 亀亀採薄・ 獣税 追什趨朕

税 漠径聖 条嬢 追什趨朕 紫景増聖 薦拙馬澗 析聖 梅陥. 舌蕉切, 壱敬

切, 焼疑, 掻厩 接政壱焼去 砺原紺稽 伊塘是据噺研 竺帖馬壱 薄叔税 紫



景拭 赤嬢醤馬澗 追什趨朕研 伊塘馬食 授託 唖唖 奪生稽 窒毒馬心陥. 

刃失拝凶猿走 2 鰍舛亀税 獣娃聖 琶推稽 梅走幻 板持失生稽辞澗 坦製生

稽 笛鋭乞心陥. 

蟹税 郊寓生稽辞澗 板持失生稽辞 追什趨朕税 掻推失聖 薦獣馬澗 廃畷 

追什趨朕 奄綬税 刊旋 ・遭左稽 梅陥. 

 

持醗左硲呪厭切研 獣拙生稽 古析税 持醗聖 左鎧壱 赤澗 舌蕉研 亜走

壱 赤澗 紫寓精 析沙紫噺拭澗 弦陥. 雁獣税 析沙税 紫噺差走薦亀澗 陥

献 識遭厩引 謝事戚 蒸澗 呪層戚 鞠醸澗汽亀 薦亀税 憧拭 匙閃 旋箭廃 

据繕研 閤走 公馬澗 紫寓戚 旋走 省紹陥. 

戚君廃 森拭 企廃 獣奪生稽辞 微闘亜 吉依精 1982 鰍拭 降妊吉 郊滴傾

戚 左壱辞戚陥. 戚 左壱辞拭辞澗 走蝕税 庚薦研 背衣馬奄 是背辞 朕溝

艦銅 社屡趨滴税 持唖聖 薦獣馬壱 赤陥.  

食奄辞 陥朝馬獣 痛紫庭識持還(薄 析沙紫噺紫穣企俳俳舌)拭惟 是据舌

聖 採店馬壱 憧聖 五荷澗 艦球研 走蝕紺稽 背衣馬澗 獣奪聖 伊塘馬澗 

是据噺研 竺帖梅陥. 食奄拭辞 伊塘衣引研 亜走壱 持醗左硲薦亀税 爽痕

税 庚薦研 背衣馬奄 是背辞 穿衝 蟹虞税 森至生稽 獣舛談 紫噺差走漠税

噺拭 持醗聖 走据馬奄 是廃 穿庚送据聖 壕帖馬壱 奄糎税 薦亀拭辞澗 据

繕馬走 公馬澗 庚薦拭 企坦馬澗 紫穣聖 穿厩 呪鯵社拭辞 乞季紫穣聖 叔

獣馬食 雌雁税 反引研 叔装馬澗 析戚 亜管梅陥壱 持唖廃陥. 走蝕差走税 

識遭旋 紫穣戚走幻 眼雁切税 戚疑去拭 税背 戚紫穣精 慎据備 域紗鞠走 

省紹陥. 

 

(2)紫噺差走奄段姥繕鯵舶税 (1997 鰍 ～ 2000 鰍)亀脊 

   

  1997 鰍 採斗 2000 鰍猿走 板持失 紫噺・据硲厩舌生稽辞 紫噺差走穿鋼

聖 社淫馬澗 脊舌税 送聖 乎紹陥. 戚凶 鎧亜 置酔識税 庚薦稽 廃依精 

紫噺差走奄段姥繕鯵舶戚陥. 

戚君廃 持唖聖 亜遭依精 1990 鰍 6 杉税 差走 8 狛 鯵舛税 獣奄心陥. 雁

獣 慎厩拭辞澗 1988 鰍拭 益軒杷什 左壱辞亜 降妊鞠壱 戚依聖 叔獣馬奄 

是背辞 1990 鰍 6 杉拭 「NHS 貢 朕溝艦銅追嬢鯵舶狛」戚 失験馬壱 赤陥. 差

走 8 狛戚 失験廃 旭精 含戚醸陥. 益君蟹, 丞切税 狛懸税 鎧遂拭 笛託戚

稽 爽鯉閤走 公梅陥. 差走 8 狛精 壱敬切人 舌蕉切税 差走辞搾什 薦因聖 



爽肯税 亜猿錘 楳舛繕送拭辞 獣竺, 仙澱辞搾什研 析端旋 叔獣馬澗 依聖 

掻推獣 廃依戚陥. 戚依精 衣厩 掻推廃 鯵舛 戚醸走幻, 慎厩税 鯵舶精 

走蝕差走税 胃走拭辞 析沙税 雌雁備 是昔依戚陥. 

薄仙, 室域税 紫噺差走税 雌伐精 搾汁馬壱 舛奪亀 因搭鉢馬壱 赤陥. 

慎厩税 朕溝艦銅追嬢鯵舶亀 析沙拭辞亀 旭戚 旋遂拝呪 赤澗 採歳戚 旋

走省陥. 朕溝艦銅追嬢鯵舶精 走号切帖端拭辞税 差走辞搾什 姥脊切稽辞

税 奄管引 薦因切稽辞税 奄管聖 歳軒馬澗 析拭 税背 差走辞搾什税 霜引 

反管税 狽雌, 追嬢五艦走伍闘 呪狛税 亀脊拭 税廃 戚遂切税 艦球拭税 

旋維廃 企誓, 朕溝艦銅追嬢税 中叔去聖 亜走壱 朕溝艦銅追嬢税 戚割生

稽辞 戚遂切税 識澱映, 偽験失, 降情映聖 掻獣梅陥.    

紫噺差走奄段姥繕鯵舶拭辞澗 慎厩税 朕溝艦銅追嬢 鯵舶税 叔獣雌伐亀 

凧壱稽 馬食 穿板 神熊疑照 持唖背尽揮 析沙税 紫噺差走拭 赤嬢辞 悦沙

旋昔 庚薦繊聖 背衣馬澗 依聖 奄沙旋昔 鯉妊稽 梅陥. 

薦 1 稽 紫噺差走税 掻肺拭 昔映聖 溌叔備 馬壱 戚遂切亜 差走辞搾什研 

識澱, 戚遂拝呪赤亀系 薦亀稽 馬澗依戚陥. 走榎猿走税 紫噺差走澗 繕帖

薦亀虞壱 馬食 亀亀採薄去税 楳舛戚 企雌切税 差走辞搾什税 琶推失税 

政巷研 閤焼 差走辞搾什研 衣舛馬食 企雌切拭惟 薦因馬澗 号狛戚醸陥. 

走榎猿走澗 戚遂切税 差走辞搾什研 閤聖 映軒人 差走辞搾什研 識澱馬澗 

映軒亜 昔舛鞠走 省紹陥. 

薦 2 稽 差走辞搾什税 霜聖 狽雌獣佃 丞, 五敢研 装企獣徹澗 依戚陥. 

差走辞搾什 戚遂切亜 識澱拝呪赤澗 映軒研 条醸陥壱背辞 識澱拝呪赤澗 

辞搾什亜 中歳備 層搾鞠走 省生檎 税耕亜 蒸陥. 紫叔 雁獣澗 舌蕉切獣

竺戚 蒸澗 獣舛談精 旋走 省紹陥. 差走辞搾什研 識澱馬澗 依聖 閤焼級  

戚澗 析拭 税背 霜税 狽雌拭 奄食梅陥. 

薦 3 稽 走蝕差走研 溌験獣徹澗 依戚醸陥. 

析沙拭辞澗 1970 鰍企 板鋼採斗 走蝕差走拭 企廃 淫宿戚 株紹陥. 壱亀井

薦失舌拭辞 煽失舌生稽 郊餓嬢 爽肯税 税縦精 切重級拭惟 亜猿錘 持醗

稽 狽梅陥. 壱敬鉢亜 繊繊 蟹亜奄 獣拙背 据硲研 推姥馬澗 壱敬切澗 装

亜馬奄 獣拙梅陥. 食奄辞 企亀獣研 掻宿生稽 走蝕差走舛奪税 企験拭 鐸

呪梅陥. 爽肯掻拭澗 壱敬切 仙澱辞搾什去税 叔獣研 是背 切爽旋昔 繕送

聖 衣失梅陥. 走蝕差走澗 走号呪層拭辞 溌叔馬惟 降穿背 尽陥.  

益君蟹 蟹虞呪層税 狛旋昔 舛搾澗 掩走 省紹陥. 益 戚政稽 走蝕差走

澗 走号切帖端亜 爽端稽 鞠嬢 閤焼級食醤 吉陥澗 据帳経須拭 紫噺差走



楳舛戚 買昔亜人 仙舛据繕研 楳舛檎生稽 叔獣鞠嬢 尽奄凶庚拭 走蝕差走

旭精 社覗闘廃檎拭 企廃 戚背亜 遂戚馬走 公廃依生稽 鞠嬢遭陥. 

紫噺差走奄段姥繕鯵舶精 紫噺差走漠税噺研 走蝕差走蓄遭税 掻宿繕送生

稽 馬澗析, 走号切帖端亜 走蝕差走研 是廃 域塙聖 奪舛馬澗析去 戚醸

陥. 

益掘辞 曽掘 紫噺差走紫穣税 薦因拭 淫背辞 鋭舛背紳 紫噺差走紫穣狛

聖 戚遂切拭 淫廃析, 走蝕差走拭 淫廃 析亀 鋭舛馬奄是背 狛懸税 誤暢

聖 紫噺差走狛戚虞馬食 狛懸税 鯉旋拭 誤溌廃 益倶戚 鋭舛鞠醸陥. 

紫噺差走辞搾什税 霜税 狽雌引 走蝕差走税 溌験聖 是背辞澗 紫噺差走辞

搾什税 曽紫切税 霜税 狽雌戚 掻推馬陥. 益掻拭亀 紫噺差走紫亜 掻推馬

陥. 益掘辞 紫噺差走紫税 丞失獣竺税 朕軒擢圭聖 昔映税 掻獣, 据繕奄

綬税 狽雌去税 胃走拭辞 舛舛戚 鞠醸陥. 

暁 舛奪伊塘引舛拭 赤嬢辞澗 析鋼厩肯, 差走辞搾什税 戚遂切人 薦因

切税 税胃聖 置企廃 閤焼級戚澗 析聖 穿薦稽 馬食 淫域舘端人税 税胃嘘

発精 150 噺研 角醸陥. 益掻拭澗 析沙紫噺差走紫噺亀 匂敗鞠醸陥. 蟹澗 

雁獣 噺舌戚醸揮 什奄巷虞松拭惟 紫噺差走奄段姥繕鯵舶税 失採澗 紫噺

差走紫亜 舌焦馬壱 赤陥壱 竺誤馬食 析沙紫噺差走紫噺亀 旋駅旋昔 漠径

聖 焼晦走 省紹陥.  

 

3.蒋生稽税 獣肯爽亀莫 走蝕差走人 紫噺差走紫税 蝕醗 

 

紫噺差走奄段姥繕鯵舶聖 叔獣馬奄 是背辞 紫噺差走狛精 2000 鰍 6 杉拭 

因匂鞠醸陥. 陥製税 蟹税 引薦澗 持醗左硲薦亀税 呪舛戚醸陥. 紫噺差走

狛税 厩噺宿税拭 赤嬢辞亀 朕陥空 轄繊戚 赤醸陥. 益掘辞 胡煽 持醗左

硲呪厭切研 掻宿生稽 紫噺旋生稽 鉦廃脊舌拭 赤澗 紫寓税 雌伐税 督焦, 

企奪税 薄雌引 蒋生稽税 舛奪税 号狛聖 伊塘馬心陥. 

益君奄是背辞 焼今 獣稽識持還拭惟 噺舌聖 採店馬壱 2000鰍 7杉拭 「紫

噺旋昔 据繕研 琶推稽馬澗 紫寓級拭 企廃 紫噺差走税 号狛拭 淫廃 伊塘

噺」研 竺帖梅陥. 戚 伊塘噺税 左壱辞澗 板持失戚 重失拭 搭杯馬澗 穿杉

拭 鎧醸走幻, 社屡昔悌欠鮮税 戚割聖 奄沙生稽 馬壱 赤陥.  

薄仙拭亀 政郡拭辞澗 朔逸切, 叔穣切, 幡傾什, 須厩昔, 鉦弘税糎切去

戚 走蝕紫噺拭辞 壕薦鞠澗 糎仙亜 鞠醸陥. 戚依拭 税背辞 政郡紫噺亜 

幻級嬢紳 走蝕紫噺澗 斎雨亜 域紗鞠醸陥. 戚依戚 是奄姶聖 亜遭 政郡唖



厩引 EU 澗 社屡昔悌欠鮮税 戚割聖 鎧室趨 姥端旋昔 舛奪聖 幻級嬢鎧 悪

径廃 舛帖旋 軒希襲 照拭辞 叔楳馬惟 鞠醸陥. 穿搭旋昔 紫噺差走舛奪税 

砺砧軒拭 呪囚鞠走省壱 厩亜舛奪穿鋼拭 耕帖壱 赤陥. 

析沙税 悦鰍税 紫噺雌伐亀 政郡引 政紫馬陥. 幡傾什 杷託紺採喰, 穿

引切, 須厩昔去拭 企馬食 紫噺旋 壕薦亜 勧拭 句惟 鞠醸陥. 神送 政郡

引澗 含軒 賑径聖 敗臆馬澗依精 旋壱 紳尻廃 莫殿戚陥. 暁 壱偽紫, 切

詞, 砧庚災窒, 災去嘘, 焼疑俳企, DV 去戚 紫噺旋昔 偽験税 壕井生稽 赤

澗依精 析沙税 働臓戚虞壱 源廃陥. 働備 戚君廃 庚薦亜 朔逸寵税 徴穿

引 装企人 淫域馬壱 赤澗依亀 爽税背醤 拝 琶推亜 赤陥. 

食奄辞 蒋生稽 紫噺差走舛奪税 奄沙旋号狽税 馬蟹稽 社屡昔悌欠鮮税 

戚割拭 奄鋼生稽 舛奪税 蓄遭戚 赤陥壱 持唖廃陥. 

社屡昔悌欠鮮精 紫噺旋壕薦拭 企牌馬食 壕薦拝形壱紫澗 紫寓聖 走蝕

紫噺拭 匂敗拝形壱馬澗 依戚陥. 葛源傾戚薦戚芝引 因搭馬澗 紫雌戚走幻 

繕闇引 発井税 舛搾拭 誇蓄走省壱 疑旋昔 企誓聖 馬澗析拭 働臓戚 赤陥. 

暁 原聖戚虞澗 檎拭辞 走蝕凧亜拭 税背 閤焼級戚澗析戚 掻推馬陥. 戚君

廃 繊拭辞 戚腰税 砺原昔 獣肯爽亀莫 走蝕差走研 旋駅旋生稽 叔獣背 亜

澗 析戚 社屡昔悌欠鮮税 戚割引 刃穿馬惟 析帖廃陥. 

社屡昔悌欠鮮戚空 源幻馬澗 舘授廃 域降嘘整醗疑拭辞税 叔薄精 災照

馬陥. 

益君奄是背辞 匙閃辞澗 照鞠澗 析精 曽掘税 紫噺差走辞搾什拭 薦 1 稽 

昼送戚陥.   

紫寓精 析聖 敗生稽 背辞 走蝕紫噺人 尻衣戚 吉陥. 析聖 敗生稽辞 弦

精 紫寓級引 硝惟吉陥.  

益君蟹, 析沙拭辞澗 舌蕉切, 壱敬切, 軒球去税 線精紫寓去拭 企馬食 

析鋼奄穣精 辰遂馬澗汽 旋駅旋戚 焼艦陥. 紫噺差走狛薦亀拭税背 呪至獣

竺拭辞 閤焼級戚澗依亀 災中歳馬陥. 食奄辞 醗遂馬走 省生檎 照鞠澗依

精 政郡拭辞 左厭馬壱 赤澗 社屡督章得戚陥. 戚殿軒, 偽析, 慎厩去 政

郡拭辞 戚耕 1 幻紫 戚雌税 社屡督章得戚 竺験鞠嬢 舌蕉切税 昼送拭 古

酔笛 反引研 臣軒壱 赤陥. 

食奄拭辞 蟹澗 析沙拭辞 2 探紫研 幻級嬢 錘疑聖 獣拙馬壱 赤陥. 政奄

鞄狛, 軒紫戚適, 据森去 走蝕拭 限澗 析聖 層搾馬壱 舌蕉切, 壱敬切, 

軒球去税 線精戚級税 昼送舌社研 幻級嬢 亜壱 粛陥. 

戚井酔澗 紫噺差走紫税 蝕醗戚 掻推馬陥. 舌蕉切去税 雌殿研 旋維馬惟 



督焦馬壱 舌蕉切拭 限澗 析税 鎧遂引 号狛聖 持唖馬澗析拭 亜舌 旋箭廃

紫寓精 紫噺差走紫戚陥. 慎厩拭辞税 井蝿拭辞 左檎 社屡趨朕亜 社屡督

章得税 井慎聖 楳馬檎 叔鳶馬澗 析戚 赤陥壱 源廃陥. 社屡趨朕拭惟亀 

井慎旋昔 姶唖引 走縦戚 推姥鞠陥. 

益須拭 暗爽, 発井, 朕溝艦追戚芝, 森綬, 什匂苧去税 食亜醗疑去戚 

掻推馬陥. 

曽掘税 紫噺差走紫亜 設馬澗 歳醤戚奄亀 馬陥. 森研級檎 掻装宿重舌

蕉焼人 朕溝艦追戚芝戚陥. 益級精 左搭 源聖 設 馬走 公馬澗 井酔亜 赤

陥. 馬走幻, 巷情亜研 硲社馬壱 赤陥. 重端穿端拭辞 妊薄馬食 企誓廃陥. 

汎恵聖 陥廃 紫噺差走紫戚檎 亜管馬陥. 

暗爽澗 析沙税 紫噺差走薦亀拭辞澗 析鋼旋生稽 骨是須稽 馬壱 赤陥. 

戚依生稽 疏聖走 姥耕拭辞税 暗爽澗 紫噺差走税 掻推廃 是帖研 亜走壱 

蟹虞税 走窒衝亀 弦陥. 析沙税 紫噺差走紫亀 朕陥空 淫宿聖 亜走壱 赤

陥. 左搭 穣巷拭辞 暗爽税 社掻敗聖 昔縦馬壱 赤陥. 紫噺差走紫澗 穣巷

稽辞 発井雌税 舌蕉拭 据繕研 馬壱 赤走幻, 爽稽 暗爽拭 税背辞 持奄澗 

庚薦研 蟹展鎧壱 赤陥. 

発井, 森綬, 什匂苧去精 奄糎税 紫噺差走舛奪税 端域拭 呪囚鞠走 省

澗依戚 弦聖依戚陥. 益君蟹 蒋生稽 紫噺差走税 庚薦聖 持唖馬檎辞 嬢胸

惟窮 琶推稽 馬惟鞠澗 紫牌戚虞壱 持唖廃陥. 紫噺差走紫亀 爽肯税 脊舌

拭 辞惟鞠檎 戚君廃依拭 弦精依戚 推姥吉陥.  

析沙税 紫噺差走紫澗 神潅税 哀顕掩拭 辞赤陥. 紫噺差走紫税 企採歳

精 切重戚 亜走壱 赤澗 穿庚旋昔 走縦, 奄管聖 降番馬走 公馬壱 赤陥. 

段繕敗聖 需奄走省澗陥. 戚君廃 胃走拭辞 坦酔亀 災中歳馬陥. 獣肯爽亀

莫 走蝕差走研 醗失鉢獣佃 析沙拭 赤嬢辞 社屡昔悌欠鮮聖 降穿獣徹奄 

是背辞澗 紫噺差走紫税 醗鉦戚 箭企稽 琶推稽 馬壱 赤陥. 

 

  



覗稽琶 

 

什耕展艦 獣惟欠（炭谷 茂） 

 

析沙 仙舘狛昔 妃亜談漠噺 戚紫舌 

穿 発井失 紫巷託淫 

 

俳径 
疑井企俳 狛俳採 

 

井径 
1969 鰍 析沙板持失(雁獣. 戚馬 疑庚)拭 悦巷. 

板持失 唖厩, 切帖失, 恥巷短, 板荷戚薄 仙慎企紫淫 析去辞奄淫 

1995 鰍 板持失 厩験佐据採舌 

1997 鰍 板持失紫噺・板据厩舌 

2001 鰍 発井失 鎧唖 淫号舌淫 

2003 鰍 発井紫巷託淫拭 昼績 

2006 鰍 盗績. 発井失壱庚.  

厩亜因巷据生稽辞澗 爽稽 差走, 発井, 税戟歳醤拭 曽紫梅陥. 

薄仙   (仙) 妃亜談漠噺 戚紫舌, (仙) 走姥・昔娃発井 匂寓 戚紫舌,  

厩験企俳狛昔 醤原姥帖企俳 戚紫, 社繕俳据企俳 働紺鯵据嘘呪,  

謝左析沙発井仙舘戚紫, (差)焼紫備重庚 板持庚鉢紫穣舘 汝税据. 

硲酔室戚企俳, 蟹亜紫徹企俳企俳据, 陥朝神朝狛俳企俳, 

神搾備稽逐至企俳, 析沙企俳拭辞 紫噺差走俳, 税戟経, 発井経, 発井

差走経税 悪税研 眼雁. 

発井差走俳噺採噺舌, 析沙 社屡昔悌欠鮮 蓄遭噺税企妊, 析慎壱敬切・

舌蕉切追嬢鯵降漠径奄姥 析沙是据噺 採是据舌,  

昔映庚鉢研 詞軒澗噺 企妊 室鉢昔去生稽辞 朔逸走蝕税 走蝕幻級奄, 

葛寿切人 穿引切税 紫噺差瑛走据, 舌蕉焼・切拭税 据繕, 舌蕉切, 壱敬

切人 砧庚災窒, 艦闘去税 短社鰍税 析斗幻級奄, 発井嘘整, 焼什今什

闘企奪去税 紫噺因賠醗疑拭 曽紫.  

 

煽辞 
「蟹税 昔映 楳舛経」(採喰背号・昔映尻姥社 2007 鰍 7 杉)  

「壱敬切 娃硲俳」(歳眼増琶, 掻肖狛鋭, 2007 鰍 3 杉) 

「発井差走俳税 戚経引 叔探」 (畷煽, 発井重庚紫, 2006 鰍 9 杉) 

「社屡昔悌欠鮮引 紫噺奄穣」(畷煽, 楳舛, 2004) 

「紫噺差走税 据軒人 引薦」(紫噺左蝿尻姥社, 2004) 

「走姥発井庚薦税 重雌縦」(因煽, 疑丞井薦重左紫, 2004) 

 



市民主導型地域福祉のための 
社会福祉士の役割 
 
 

 

 

 

 

 

 

炭谷 茂 
財団法人 休暇村協会 理事長 

前 環境省 事務次官 
 

１．日本における地域福祉の発展 
 
  日本の社会福祉の歴史において地域福祉はどのように発展してきたか

を見る。 
 

(１)近代社会事業の形成 

 
   日本の近代社会事業は、１９１８年に発生した米騒動が契機になっ

て大きく発展した。日本の歴史上経験したことのないような圧倒的な

多人数が加わり、全国各地で発生した事件に近代化政策を推進してき

た政府は、日本社会に存在する社会問題の大きさに強い危機感を抱い

た。特に当時の内務官僚は、問題の解決のために有益なことは何でも

実施するという革新的な態度で臨んだ。彼らは、欧米の社会福祉政策

も参考にしている。 
大阪府知事林市蔵がドイツの制度を参考に方面委員制度を設けた

のもこの時期である。これは民間人による官主導の地域福祉の始まり

といえる。戦後民生委員に発展し、今日に至っている。 
明治時代よりの先覚的な民間篤志家によって実施されていた社会

事業は、増大する社会問題を前に一層活発化、組織化されていったが、



施設福祉サービスが中心であった。 
 

(２)終戦後の社会福祉体制の整備 

 
    終戦後貧困者、障害者等の急増に対処するため空襲によって破壊さ

れた社会福祉施設等の再建が急務であった。当時の厚生省社会局官僚

は、ＧＨＱの指示のもと強い意気込みを持って取り組んだ。ＧＨＱで

日本の戦後の社会福祉政策の立案に携わった者は、戦前にアメリカで

ニューデール政策の実施を境に発展したソーシャルワークの影響を

受けており、日本の戦後の社会福祉政策にもその影響が濃厚に出てい

る。当時の政策立案に当たった社会局官僚は、アメリカに渡り社会福

祉の現場で学び、その知識を日本に持ち帰り、日本での活用に努めた。 
     ＧＨＱは、１９４９年社会福祉体制整備のための６原則を日本

側に示した。これは福祉地区の設定、福祉事務所の設置など市の福

祉行政組織の整備、公私社会事業の責任と分野の明確化、社会福祉

協議会の設置、有給福祉専門職員の養成などに関するものである。

これらの事項は、１９５１年に制定された社会福祉事業法に盛り込

まれているが、ＧＨＱは、アメリカで行なわれている政策を日本に

導入しようとした。これは地域福祉の推進し、今日の社会福祉士の

ような福祉専門職を日本に育てようとしたものである。  
   日本側は、ＧＨＱの指示のもと社会福祉専門の従事者を養成するた

めの教育機関の設置、今日地域福祉推進の中心機関となっている社会

福祉協議会の全国的整備を急いだ。 
   しかし、日本人の社会福祉観は容易には変化せず、また福祉サービ

スを提供する現場は戦前と同様の意識や体制が維持された。すなわち

社会福祉は「弱い立場にある者への施し」という考え方である。 
    制度の一面では戦前アメリカで発展した近代的なソーシャルワー

クの思想が導入されたが、他の面では戦前からの日本的な考え方が

維持されるという木に竹を接いだ状況であった。 
    例えば、福祉専門職として期待された社会福祉主事は、資格の要

件自体が水準は高いものでない上、その要件さえ満たさない者がか

なりを占めた。 
 



(３)社会福祉制度の整備 

 
    児童福祉法を始め順次社会福祉制度は、整備され、１９６４年の母

子福祉法の制定によって今日の福祉六法体制は、完成した。この制定

に当たっては、イギリス等の先進国の制度の状況を調査し、参考にさ

れ、イギリス等の制度が導入された。しかし、老人福祉法のように高

齢者福祉に関する単独法は、世界の福祉法制では例は少なく、日本の

当時の状況に合った制度となるように努められている。 
    また、例え社会福祉のあり方から望ましいことであっても当時の

日本の国民の福祉観や行政の実態などから導入が難しい先進国の制

度も存在した。 
地域福祉の改革の方向を示した１９６８年のシーボーム報告書も

その一つであると思う。シーボーム改革は、それまで対象者別に分離

していた福祉サービスをひとつの社会サービスにまとめ、地方自治体

の行政組織も対象者別に分離独立していたものを社会サービス部と

し、社会福祉サービスの実施は、地域において家庭を対象に１人のジ

ェネリックなソーシャルワーカーが責任を持つという体制で行おう

とするものである。シーボーム改革は、世界の地域福祉の画期的な転

換を導いたと言えるが、日本の行政に対しては大きな影響を与えてい

ない。これは当時の日本は、地域福祉を理解できる土壌がなかったか

らである。 
    なお１９８７年に社会福祉士制度が制定されている。 
 
２．私の経験から 
 
   私は、１９８８年に始めて厚生省児童家庭局母子福祉課長として厚

生省の課長職に就任し、社会福祉制度の企画、実施に責任ある立場に

着いた。以下私の個人的な経験から本論のテーマについて述べてみた

い。 
  
(１)生活保護制度の運営（１９８９年～１９９１年） 

 

 社会局生活保護課長に在職したのは、１９８９年から１９９１３年



までの２年間である。当時の生活保護の状況は、経済の好調を受けて

保護率は減少傾向であり、比較的安定した時期であった。 
しかし、１９５０年に制定された生活保護法は、その後大きな改正

を経ずに来たため、随所に制度的疲労があった。当時でもイギリス、

フランス、アメリカ等の公的扶助制度は戦後幾度も大きな改革がなさ

れていた。中には制度の名称自体の変更が行われることも珍しくなか

った。日本と欧米との生活保護制度改正への政治的行政的行動の相違

は、興味あるテーマである。私は、国民の生活保護に対する意識、生

活保護費用の国家財政へインパクトなどが反映した結果であると考え

る。 
  また、当時の生活保護の運営に当たる福祉事務所は、発足時の思い

どおりには進展していなかった。 
郡部福祉事務所は、生活保護の運営が主たる業務になっていたため、

障害者、高齢者、児童等他のサービスについての体制、専門技術知識が

脆弱であった。生活保護受給者は、様々なニーズを持っているので、現

金給付と合わせて専門的な福祉サービスの提供をアレンジして自立を

促進することが福祉事務所の重要な役割であるが、これは十分には達成

できる環境ではなかった。 
また市部福祉事務所は、独立した専門サービス機関としては発展せず、

通常の福祉行政機関と一体的に運営される市が、多かった。つまり市の

福祉部長が福祉事務所長を兼ね、福祉事務所としての業務は福祉部で担

当する形態で、いわば福祉事務所は名存実亡であった。 
一方福祉事務所のケースワーカーは、要求される社会福祉主事の資格

を満たしていない者が多かった。ケースワーカーの人事は、福祉事務所

の業務の状況をあまり考慮されず、都道府県ないし市としての全体の中

で行なわれ、これまで福祉の仕事を全く行っていない者が、ケースワー

カーに任じられることも稀ではなかった。 
   そもそも福祉事務所が設置されて以来、本来期待されたようなソー

シャルワークが実施されなかった。これは育てる土壌がないところに

制度のみを導入した結果であろう。ケースワーカーは、日々の保護の

開始・廃止、保護費の計算の業務に追われ、現場における被保護者へ

の支援サービスを行う余裕が乏しかった。ケースワーク技術の蓄積も

行政分野では進んでいなかった。 



   そこでこの問題の解決の一助として研究者、都道府県・市のケース

ワーカーの協力を得てケースワーク事例集を製作することにした。障

害者、高齢者、児童、中国残留孤児などテーマごとに検討委員会を設

置し、現実の事例をもとにあるべきケースワークを検討して順次それ

ぞれ１冊の本として出版していった。完成するまで２年程度の時間を

要したが、厚生省としては始めての大規模な取り組みであった。 
   私の狙いとしては、厚生省としてケースワークの重要性を示す一方、

ケースワーク技術の蓄積・進歩にあった。 
 
   生活保護受給者をはじめ日々の生活を送っていく上で障害を有する

者は日本社会には多い。当時の日本の社会福祉制度は他の先進国と遜

色のない水準になっていたにもかかわらず、制度の谷間に落ちたりし

て適切な援助が受けられない者が少なくなかった。 
   これらの事例に対する施策としてヒントになったのは、１９８２年

に発表されたバークレイ報告書である。この報告書では地域の問題を

解決するためにコミュニティソーシャルワークの考え方を提示してい

る。 
   そこで大橋謙策先生（現日本社会事業大学学長）に委員長をお願い

して谷間に埋もれているニーズを地域ぐるみで解決する施策を検討す

る委員会を設置した。ここでの検討結果をもとに生活保護制度の周辺

の問題を解決するため、全額国の予算で市町村社会福祉協議会に生活

を支援するための専門職員を置き、既存の制度では援助できない問題

に対処する事業を全国数箇所でモデル事業を実施し、相当の効果を実

証することができたと思う。地域福祉の先進的事業であるが、担当者

の異動などによりこの事業は永続をしていない。 
 
 (２)社会福祉基礎構造改革の取り組み（１９９７年～２０００年） 
   
   １９９７年から２０００年まで厚生省社会・援護局長として社会福

祉全般を所管する立場の職に就いた。この際私が、最優先の課題にし

たのは社会福祉基礎構造改革である。 
 この考えを持つに至ったのは、１９９０年６月の福祉八法改正の時

である。当時イギリスでは１９８８年にグリフィス報告書が発表され、



これを実施するため１９９０年 6 月に「ＮＨＳおよびコミュニティケア

改革法」が成立している。福祉八法が成立した同月である。しかし、両

者の法律の内容に大変大きな差に注目せざるを得なかった。福祉八法は、

高齢者や障害者の福祉サービスの提供を住民の身近な行政組織で施設、

在宅サービスを一体的実施することを主な狙いとした。これは極めて重

要な改正ではあったが、イギリスでの改革は、地域福祉の見地からは日

本のかなり上に行くものであった。 
      現在世界の社会福祉の状況は、類似し、政策も共通化している。イ

ギリスでのコミュニティケア改革も日本にも同様に適用できる部分が

少なくない。コミュニティケア改革は、地方自治体での福祉サービス

購入者としての機能と提供者としての機能を分離することによる福祉

サービスの質と効率の向上、ケアマネージメント手法の導入による利

用者のニーズへの適格な対応、コミュニティケアの充実などを狙いと

し、コミュニティケアの理念として利用者の選択権、独立性、発言権

を重視した。 
    社会福祉基礎構造改革ではイギリスのコミュニティケア改革の実施

状況も参考にしつつ、戦後長く抱えて来た日本の社会福祉において根

本的な問題点を解決することを基本的な狙いとした。 
第１に、社会福祉の中核に人権をしっかりと据え、利用者が福祉サー

ビスを選択、利用できる制度とすることである。それまでの社会福祉は、

措置制度と称され、都道府県などの役所が、対象者の福祉サービスの必

要性の有無と受ける福祉サービスを決定し、対象者に指示するという仕

組みであった。これでは利用者の福祉サービスを受ける権利や福祉サー

ビスを選択する権利が認められていなかった。 
第２に、福祉サービスの質を向上させ、量、メニューを増大させるこ

とである。福祉サービス利用者が選択できる権利を得たからといって選

択できるサービスが十分に揃っていなければ意味がない。事実当時は障

害者施設のない市町村は少なくなかった。福祉サービスを選択する仕組

みを取り入れることによって質の向上に寄与した。 
第３に、地域福祉を確立させることであった。 
日本では１９７０年代後半ごろから地域福祉に対する関心が高まっ

た。高度経済成長から低成長に変わり、住民の意識は、自分たちの身近

な生活に向いていった。高齢化が徐々に進み始め、援護を要する高齢者



は、増加し始めた。そこで大都市を中心に地域福祉政策の樹立に着手し

た。住民の中には高齢者在宅サービスなどの実施のための自主的な組織

を結成した。地域福祉は、地方レベルでは確実に進展していった。 
しかし国レベルの法的な整備は長くされなかった。この理由としては、

地域福祉は、地方自治体が主体となって取り組むべきことであるという

原則論のほかに、社会福祉行政が許認可や財政援助を行政ツールとして

実施されて来たため地域福祉のようなソフトなツールに対する理解が

容易でなかったことが挙げられる。 
社会福祉基礎構造改革では、社会福祉協議会を地域福祉推進の中心組

織とすること、地方自治体が地域福祉のための計画を策定することなど

盛り込まれた。 
このため、従来社会福祉事業の提供について規定していた社会福祉事

業法を利用者に関すること、地域福祉に関することも規定するため法律

の名称を社会福祉法と改めるとともに法律の目的に明確にこの旨が規

定された。 
社会福祉サービスの質の向上や地域福祉の確立のためには社会福祉

サービスの従事者の質の向上が極めて重要である。中でも社会福祉士が

重要である。このため社会福祉士の養成施設のカリキュラムを人権の重

視、援助技術の向上などの見地から見直しが行なわれた。       
 また、この政策検討過程においては一般国民、福祉サービスの利用

者や提供者の意見を最大限取り入れることを前提として進め、関係団体

との意見交換は、１５０回を超えた。この中には日本社会福祉士会も含

まれていた。私は、当時会長だった杉村さんに社会福祉基礎構造改革の

成否は社会福祉士が握っていることを説明し、日本社会福祉士会も積極

的な協力を惜しまなかった。              
    
３．今後の市民主導型地域福祉と社会福祉士の役割 
 
  社会福祉基礎構造改革を実施するための社会福祉法は、２０００年６

月に公布された。次の私の課題は、生活保護制度の見直しであった。社

会福祉法の国会審議においても大きな論点であった。そのためまず生活

保護受給者を中心とする社会的に弱い立場にいる者の状況の把握、対策

の現状と今後の政策のあり方を検討することにした。 



  このため阿部志郎先生に座長をお願いして２０００年７月に「社会

的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」を

設置した。この検討会の報告書は、厚生省が新省に統合する前月に出

されたが、ソーシャルインクルージョンの理念を基本にしている。 
  現在でもヨーロッパでは貧困者、失業者、ホームレス、外国人、薬

物依存の者などが地域社会から排除される存在になっている。これに

よってヨーロッパ社会が築いて来た地域社会は崩壊されつつある。こ

れに危機感を持ったヨーロッパ各国やＥＵは、ソーシャルインクルー

ジョンの理念を掲げ、具体的な政策を打ち出し、強力な政治的リーダ

ーシップのもとで実行に移されている。伝統的な社会福祉政策の枠に

収まらず、国家政策全般に及んでいる。 
  日本の近年の社会状況もヨーロッパと類似している。ホームレス、

被差別部落、刑余者、外国人等に対して社会的排除が存在し、目立つ

ようになったものもある。ただヨーロッパとは異なり、暴力の伴うも

のは少なく、隠然とした形態である。また、孤独死、自殺、引きこも

り、不登校、児童虐待、ＤＶなどは、社会的な孤立が背景にあるのは

日本の特徴と言える。さらにこれらの問題が近年の貧困層の沈殿と増

大と結び付いていることにも注意する必要がある。 
  そこで今後の社会福祉政策の基本的方向の一つとしてソーシャルイ

ンクルージョンの理念に基づく政策の推進があると思う。 
  ソーシャルインクルージョンは、社会的排除に対抗して排除されよ

うとする人を地域社会に包含しようとするものである。ノーマライゼ

ーションと共通する思想であるが、条件や環境の整備に止まらず、動

的な対応をすることに特徴がある。またまちという面で住民参加によ

る取り組みが重要である。この点で今回のテーマである市民主導型地

域福祉を積極的に実施していくことが、ソーシャルインクルージョン

の理念と完全に一致している。 
  ソーシャルインクルージョンは、掛け声だけの単なる啓発教育活動

では実現は覚束無い。このために欠くことできないことは、従来の社

会福祉サービスに加えて第１に、就労である。人は働くことによって

地域社会と結びつく。働くなかで色々な人と知り合う。 
しかし、日本では障害者、高齢者、ニートなどの若者などに対して一

般企業は雇うことに積極的でない。社会福祉法制度による授産施設での



受け入れも不十分である。そこで活用しなければならないのは、ヨーロ

ッパで普及しているソーシャルファームである。イタリア、ドイツ、イ

ギリス等ヨーロッパではすでに１万社以上のソーシャルファームが設

立され、障害者の就労に大変効果を挙げている。 
そこで私は、日本で２千社を作る運動を始めている。有機農法、リサ

イクル、園芸など地域に合った仕事を用意し、障害者、高齢者、ニート

等の若者の就労の場所を作っていきたい。 
この場合社会福祉士の役割が重要である。障害者等の状態を適格に把

握し、障害者に合った仕事の内容と仕方を考えることに一番適切な者は、

社会福祉士である。イギリスでの経験から言えば、ソーシャルワーカー

がソーシャルファームの経営を行うと失敗することがあるという。ソー

シャルワーカーにも経営的感覚と知識が求められる。 
このほか住まい、環境、コミュニケーション、芸術やスポーツ等の余

暇活動などが重要である。 
従来の社会福祉士が得意としてきた分野もある。例えば重症心身障害

児とのコミュニケーションである。彼らは通常の言葉を発することが出

来ない場合がある。でも何かを訴えている。身体全体からの発信で受け

止め、対応する。訓練を積んだ社会福祉士であればできるはずである。 
住まいは、日本の社会福祉制度では一般的に範囲外としている。これ

で良いのだろうか。欧米では住まいは、社会福祉の重要な位置を占め、

国の支出額も多い。日本の社会福祉士も大きな関心を抱いている。日ご

ろの業務から住まいの大切さを認識している。社会福祉士の業務として

環境上の障害への援助を掲げているが、主に住まいによって生じる問題

を指している。 
環境、芸術、スポーツなどは既存の社会福祉政策の体系に収まらない

ものが多いだろう。しかし、今後の社会福祉の問題を考える上でいずれ

も必要になってくる事項であると思う。社会福祉士も住民の立場に立て

ば、これらへの取り組みが強く求められる。 
日本の社会福祉士は、今日岐路に立っている。社会福祉士の大半は、

折角持っている専門的知識、技能を発揮できずにいる。苛立ちを隠さな

い。この見地からの処遇も不十分である。市民主導型地域福祉を活性化

させ、日本においてソーシャルソーシャルインクルージョンを発展させ

るためには社会福祉士の活躍が絶対に必要になっている。 
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