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１．戦後日本の家族変化  
 
第二次世界大戦後の日本の家族の変化についてみると、アメリカ占領軍の指導の下、

儒教倫理に基づく家父長制的な直系家族制度が廃止され、新しく制定された日本国憲法

や改正された民法には、平等な夫婦関係を原則とする夫婦家族制に基づく核家族がある

べき家族像とされた。しかし、日本が高度経済成長を達成する 1960 年代に至るまで、

制度としては廃止された家父長的な直系家族制度は実態としても意識としても残存し

ていた。 
改正民法によれば、相続の権利がきょうだい間で均等であるように、親に対する扶養

義務もきょうだい間で均等に分かち合うことが法律には定められている。その一方、相

続権のない嫁（息子の妻）には、必ずしも夫の親を扶養する義務はないはずだが、実際

には長い間、親の扶養義務は長男が、介護の責任は長男の嫁が負うのが普通だった。 
夫婦家族制が定着するのは、高度経済成長期を経て、雇われて働くサラリーマンが増

加し、農業をはじめとする自営業者が減少してからである。家族労働に頼る自営業では、

家庭内に多くの労働力を蓄積することが生産性の向上につながる。多数の家族労働者を

統率するためには、家長に強力な権限が与えられ、他の家族成員はそれに従うことにな

る。しかし、サラリーマン家庭では、家庭内に多数の労働力を蓄積する必要はない。技

術革新の進む時代には、親の持つ知識や技能は子供に対して優位に立つことはできない。 
親と子が同居をして、共に働く必然性が薄れるにつれて、親と子の同居率は低下し、

核家族が増加していった。1960年代以前には、65歳以上の高齢者の８割強、農村では



９割が子どもと同居しており、その多くが息子夫婦との同居であった。しかし、以後、

同居率は１年でほぼ１％ずつ低下している。かつて高齢者は子や孫に囲まれて暮らして

いるといわれたものである。世帯構造別にみた65 歳以上の者のいる世帯について見る

と（図１）、三世代世帯に暮らす高齢者は 1980 年には 50.1％であったが、2002 年に

は 23.4％にまで減少している。代わって増加しているのが、夫婦のみ世帯とひとり暮

らしであり、1980年から2002年の間に夫婦のみ世帯は16.2％から28.６％に、ひとり

暮らしは10.7％から20.2％に増加している。 
 国立社会保障・人口問題研究所の推計（2003年10月）によると、高齢者世帯に占め

るひとり暮らしの比率は、2025年には36.9％、夫婦のみ世帯は33.1％、親と子の世帯

は 18.9％、その他世帯（三世代世帯、四世代世帯、祖父母と孫世帯など）は 11.2％に

なるものと予測されている（図２）。将来は、ひとり暮らしや夫婦のみ世帯のような高

齢者のみで暮らす世帯が多数を占めることになり、三世代世帯に暮らす高齢者は少数派

になるものと予測されているのである。 
 
２．家族意識の変化 
 
 高度経済成長期を経て、家族意識、とりわけ老親の扶養意識も変化した。1961 年に

は国民皆年金制度が発足し、1970 年代以降は年金の額も改善されるようになった。社

会的な親孝行といわれる年金制度の確立によって、子どもは親を扶養する責任から解放

されるようになった。家計の支出において、かつては「親への仕送り」という項目があ

ったが最近ではそうした項目は消滅してしまった。受験戦争の激化につれて、子どもの

教育に金がかかるようになり、子どもが親に仕送りするどころか、むしろ祖父母が孫の

教育費の援助をするようになっている。それに加えて、住宅費の高騰のため、親が子ど

も家族に住宅費の援助をするということも珍しくはない。 
 経済的な扶養については、子どもの責任は軽減されたが、介護については長い間、子

どもも、とりわけ嫁（息子の妻）の責任とみなされてきた。介護は女性の責任という固

定観念がゆらぎ始めたのは、女性の自立が説かれるようになった1980年代以降である。

高齢社会をよくする女性の会が発足したのは1983年であるが、当初より家族介護をな

ぜ女性、とりわけ嫁が一人で担わねばならないのが論争の的であった。 
 それまでも多くの女性たちは、仕事をはじめてとして、自己実現の道を諦め、家庭で

介護にあたってきた。しかし、高学歴化に加え、「国連女性の10 年」をはじめとする

国際的な女性の地位向上運動の流れを受けて、女性たちの間に介護はなぜ女の役割なの

かという疑問が湧きおこり、社会的なサービスへの要望が高まっていった。 



 同居世帯の減少につれて、介護者に占める配偶者の比率が高まっているが、図３に見

られるように、この配偶者の比率は今なお全体の 22.1％にのぼる。しかし、嫁への期

待は年々低下の傾向にあり、図４に見られるように、介護を望む相手としては、配偶者

が圧倒的多数を占め、次いで娘が２割弱（女性では３割）であり、嫁は１割にも満たな

い。介護は息子の嫁が担うという直系家族制の規範は弱体化してきていることは確かで

ある。 
 
３．介護保険制度の創設 
 
 2000 年 4 月から介護保険制度がスタートした直接的な契機は、それまで医療保険で

カバーしてきた高齢者介護を新しい保険制度の下に移すことによって、増大する高齢者

医療費を削減することにあった。しかし、その他の理由として、高齢者の自立支援と「介

護地獄」とまでよばれた家庭介護者の負担を軽減することも重要な狙いであった。 
 介護保険制度が導入された当初は、利用率も低く、利用料の一割の自己負担が重荷に

なっているのではないかとか、他人を家に入れたがらないという気持ちが利用を妨げて

いるのでないかといわれたものである。しかし、２年目以降は、利用率が飛躍的に上昇

し、2000年4月末には2,182,000人であった利用者が、2004年4月末には3,874,000
人になっている。とりわけ増加が著しいのが軽介護の人々であり、要介護度２以上では、

４、５割の増加であるのに対して、要支援と要介護度１では倍増している。軽介護の高

齢者の大部分は家事を中心とした生活援助を受けている。皮肉なことに、軽介護の高齢

者の多くは、介護サービスを受けているにもかかわらず、病状が改善されるどころか、

むしろ悪化の傾向が見られるという。 
 介護保険の目的の一つに残存機能の活用があるが、家事や身の回りの処理など自分で

できるにもかかわらず、他人の手を借りる結果、持てる能力を退化させるという可能性

もある。これまでは、すでに要介護の状態になってしまった人に対するサービスを充実

させるという、いわば対処療法的な施策を採ってきた。しかし、今後は、要介護になら

ないことに、より力点を置く「予防重視型システム（いわゆる介護予防）」への転換が

図られることになっている。 
 介護保険は在宅ケア中心のはずであったが、在宅よりも施設に入ったほうが金がかか

らないために、施設入所へのニーズが高まっている。そこで、厚生労働省はホテルコス

トにあたる経費を高齢者から徴収することになった。 
 介護保険制度の創設が家族に与えた影響としてもっとも大きいのは、外部サービスの

導入に対する抵抗感が薄れたことである。それまでは、サービスが利用できるにもかか



わらず世間体や親族の目を恐れて利用しない人が少なくなかった。施設利用についても、

「親を老人ホームに送る」ことへの非難や罪悪感があった。しかし、介護保険料や１割

の利用料を支払っていることが権利意識につながり、外部サービスを利用することへの

後ろめたさが解消されていった。 
 短期間に介護保険制度が浸透した背景として、第一に同居世帯の減少により家庭内に

介護者がいないか、いたとしても高齢虚弱である世帯が増えたこと、第二に既婚女性の

職場進出が盛んになり、家庭介護を担う人が減少したこと、第三に介護は家庭で家族が

行うべきだという直系家族制的な規範が弱まったことがあげられる。図５に見られるよ

うに、三世代世帯の居宅サービス利用率は夫婦のみ世帯を上回っており、三世代世帯で

あっても外部サービスの利用が進んでいることを示している。 
 年金制度の確立が老親の扶養意識を弱体化させたように、介護保険制度の創設は介護

意識を弱体化させる。これまで行政や社会福祉法人のみに参入を許されてきた介護の領

域に民間企業やNPOの参入が許されるようになった結果、介護の市場化が進むように

なった。利潤をあげようとして民間の介護サービス提供業者は限度一杯にサービスを使

わせようとする。軽介護の高齢者の利用が伸びた一因には、民間業者からの勧誘もあっ

たものと思われる。 
 医療保険の導入によって、医療への接近可能性が増した一方で、簡単に医者にかかる

人が増え、医療費の増大を招くようになった。介護保険についても、そうした傾向がう

かがわれ、すでに財源不足が深刻化している。厚生労働省は、乱用を防ぐために、軽介

護の高齢者に対するサービスを削減させようとしており、必要なサービスまで削減され

るのではないかという恐れもある。 
 介護はプロに、愛情は家族にというのが、介護保険のスローガンであった。そうした

理想を実現させるためには、利用者自身も節度を持って、正しい情報に基づく適正な利

用に努める必要があるだろう。生まれたばかりの介護保険制度を活かすも殺すも利用者

しだいなのである。 
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１．穿板 析沙税 亜膳痕鉢 

 

薦 2 託企穿板税 析沙税 亜膳税 痕鉢研 左檎, 耕厩繊敬浦税 走亀馬拭 政嘘星軒拭 

奄段廃 亜採舌薦旋昔 送域亜膳薦亀亜 凪走鞠壱, 歯罫惟 薦舛吉 析沙厩賠狛, 鯵舛吉 

肯狛拭澗 汝去廃 採採淫域研 据帳生稽廃 採採亜膳薦亀拭 奄段廃 肺亜膳戚 郊寓送廃 

亜膳雌戚 鞠醸陥. 益君蟹, 析沙戚 壱亀井薦失舌聖 含失廃 1960 鰍企拭 戚牽奄猿走, 

薦亀稽辞澗 二走吉 亜採舌旋昔 送域亜膳薦亀澗 叔殿稽辞亀 税縦生稽辞亀 接糎馬壱 

赤陥. 

鯵舛肯狛拭 税馬檎, 雌紗税 映軒亜 莫薦娃拭 液去馬亀系, 採乞拭 企廃 採丞税巷亀 

莫薦娃拭 液去馬惟 蟹刊嬢 亜走亀系 狛懸拭 舛背閃 赤陥. 廃畷, 雌紗映戚 蒸澗 悟汗

軒(焼級税 焼鎧)拭惟澗 鋼球獣 害畷税 採乞研 採丞背醤馬澗 税巷澗 蒸走幻, 叔薦稽 

神沓 室杉疑照, 採乞税 採丞税巷澗 舌害戚 鯵硲税 奪績精 舌害税 焼鎧亜 走澗依戚 

左搭戚醸陥. 

採採亜膳薦亜 舛鐸馬澗 依精, 壱亀井薦失舌奄研 暗団, 壱遂鞠嬢 析馬澗 侍君軒固

戚 装亜馬食 鞄穣聖 搾茎廃 切慎穣切亜 姶社敗拭 奄昔廃陥. 亜膳葛疑拭 税糎梅揮 切

慎穣拭辞澗 亜舛鎧税 弦精 葛疑径聖 逐旋馬澗 依戚 持至失税 狽雌引 尻衣吉陥. 陥呪

税 亜膳葛疑切研 搭車馬奄是背辞澗 亜舌戚 悪径廃 映廃聖 亜走壱 陥献 亜膳姥失据精 

益依拭 魚牽惟 吉陥. 益君蟹 侍君軒固 亜舛拭辞澗 亜舛鎧税 陥呪税 葛疑径聖 逐旋拝 

琶推亜 蒸陥. 奄綬舶重戚 遭穿馬澗 獣企拭澗 採乞亜 亜走壱 赤澗 走縦, 奄管精 切橿

拭 企背 酔識拝 呪亜 蒸陥. 



採乞人 切橿亜 疑暗馬壱, 敗臆 析背醤 拝 琶推失戚 侵嬢走檎辞 採乞人 切橿税 疑

暗晴戚 煽馬馬食 肺亜膳戚 装亜馬壱 赤陥. 1960鰍企 戚穿拭澗 65室戚雌税 壱敬切税 

8拝戚 鞄談拭辞澗 9拝戚 切橿人 疑暗馬壱 赤嬢, 弦精 切橿採採人 疑暗梅陥. 益君蟹 

戚板, 疑暗晴精 1 鰍拭 鉦 1%梢 煽馬馬心陥. 森穿拭澗 壱敬切澗 切橿人 謝切紗拭辞 

詞焼亜澗 依戚 原競馬陥壱 食移閃尽陥. 室企姥繕紺稽 沙 65 室戚雌昔 紫寓戚 赤澗 

室企拭 企背 左檎, (妊1) 3室企 室企拭 詞壱赤澗 壱敬切澗 1980鰍拭 50.1%戚醸走幻, 

2002 鰍拭澗 23.4%猿走 姶社馬壱 赤陥. 郊餓嬢辞 装亜馬壱 赤澗 依精, 採採室企人 

偽暗室企稽辞, 1980 鰍拭辞 2002 鰍娃拭 採採室企澗 16.2%拭辞 28.6%稽, 偽暗室企澗 

10.7%拭辞 20.2%稽 装亜馬壱 赤陥. 

厩験紫噺左舌・昔姥庚薦尻姥社税 蓄域(2003鰍10杉)拭 税馬檎, 壱敬切室企研 託走

馬澗 偽暗室企税 搾晴精 2025 鰍拭澗 36.9%, 採採室企澗 33.1%, 採乞人 切橿室企澗 

18.9%, 益須 室企(3室企 室企, 4室企 室企, 繕採乞人 謝橿室企 去)澗 11.2%亜 吃 依

戚虞壱 森著鞠壱 赤陥(妊 2). 舌掘澗 偽暗室企, 採採室企人 旭精 壱敬切幻戚 詞焼亜

澗 室企亜 陥呪 託走敗拭 税背, 3室企 室企拭 詞壱赤澗 壱敬切澗 社呪督亜 鞠軒虞壱 

森著鞠壱 赤陥. 

 

２．亜膳税縦税 痕鉢 

 

壱亀井薦失舌奄研 暗団, 亜膳税縦 聡, 葛採乞税 採丞税縦, 鯵硲税縦亀 痕鉢鞠醸

陥. 1961 鰍拭澗 厩肯頬(乞砧)尻榎薦亀亜 降膳馬食 1970 鰍企 戚板拭澗 尻榎衝亀 鯵

識 鞠醸陥. 紫噺旋昔 反楳戚虞壱 災軒趨遭 尻榎薦亀税 溌験拭 税背, 切橿澗 採乞研 

採丞馬澗 奪績拭辞 背号 鞠醸陥. 亜域税 走窒拭 赤嬢辞 森穿拭澗 「採乞税 舛奄旋昔 

井薦旋走据」戚虞澗 牌鯉戚 赤醸生蟹 置悦拭澗 益訓 牌鯉精 姶社背 獄携陥. 呪蝿穿戦

税 維鉢拭 魚虞辞, 切橿税 嘘整拭 儀戚 級惟鞠壱 切橿亜 採乞拭惟 舛奄旋昔 井薦旋 

亀崇聖 爽澗 朕括, 神備形 繕採乞亜 謝切税 嘘整搾研 据繕馬惟 鞠醸陥. 戚依拭 希細

食, 爽澱搾税 雌渋生稽 採乞亜 切橿税 爽澱搾税 据繕研 馬澗 依亀 球庚析戚 焼艦陥. 

井薦旋昔 採丞拭 企背辞澗 切橿税 奪績精 井姶鞠醸走幻, 鯵硲拭 企背辞澗 神熊疑

照, 切橿, 益紗拭辞亀 悟汗軒(切縦税 焼鎧)税 奪績生稽 食移閃尽陥. 鯵硲澗 食失税 

奪績戚虞澗 壱舛淫割戚 泌級軒奄 獣拙廃依精 食失税 切験戚 竺究径赤惟吉 1980 鰍企 

戚板戚陥. 壱敬紫噺研 疏惟馬澗 食失税 乞績戚 降膳廃 依精 1983 鰍戚走幻, 雁段採

斗 亜膳鯵硲研 訊 食失, 聡 悟汗軒 肇切辞 眼雁馬走 省生檎 照鞠醸澗走拭 企廃 依戚 

轄戦税 弛繊戚醸陥. 

益凶猿走亀 弦精 食失級精 析聖 搾茎廃 切奄叔薄税 掩聖 羨壱, 亜舛拭辞 鯵硲研 



背尽陥. 益君蟹 壱俳径鉢拭 希馬食 「UN食失税 10鰍」聖 搾茎馬澗 厩薦旋昔 食失税 

走是狽雌錘疑税 斐硯税 慎狽聖 閤焼, 食失級 紫戚拭辞 鯵硲澗 訊 食失税 蝕拝昔亜 

馬澗 税庚戚 蟹神檎辞 紫噺旋 辞搾什拭 企廃 推諺戚 株焼然陥. 

疑暗室企税 姶社拭魚虞 鯵硲切拭 託走馬壱 赤澗 壕酔切税 搾晴戚 株焼走壱 赤生蟹, 

妊 3 拭辞 左牛戚, 焼級税 壕酔切税 搾晴精 走榎 穿端税 22.1%研 角壱 赤陥. 益君蟹 

悟汗軒拭税 奄企澗 背原陥 煽馬税 井狽戚 赤壱 妊 4 拭辞 左牛戚, 鯵硲研 費諺馬澗 

雌企稽辞澗 壕酔切亜 笑亀旋生稽 陥呪研 託走馬壱 戚嬢辞 京戚 2 拝 舛亀(食失精 3

拝)戚壱, 悟汗軒澗 1 拝拭亀 耕帖走 公梅陥. 鯵硲研 焼級税 悟汗軒亜 眼雁馬澗 送域

亜膳薦税 鋭骨精 鉦端鉢鞠嬢 亜壱 赤澗 依精 溌叔馬陥. 

 

３．鯵硲左蝿薦亀税 但竺 

 

2004鰍 4杉 鯵硲左蝿薦亀亜 獣拙吉 送羨旋昔 域奄澗 走榎猿走 税戟左蝿拭辞 朕獄

馬揮 壱敬切鯵硲研 歯稽錘 左蝿薦亀税 購生稽 戚疑敗拭魚虞辞 装企馬澗 壱敬切税戟

搾研 姶社獣徹澗 依拭 赤醸陥. 益君蟹 益須拭亀 壱敬切税 切験走据精 「鯵硲走秦」戚

虞壱 猿走 災軒頗揮 亜舛鯵硲切税 採眼聖 井姶馬澗 依亀 掻推廃 鯉旋戚醸陥. 

鯵硲左蝿薦亀亜 亀脊吉 雁段拭澗 戚遂懸戚 碍壱, 戚遂戟税 1 拝税 切奄採眼戚 引

掻馬壱, 展昔聖 増拭 級戚奄 夙嬢馬澗 奄歳戚 戚遂聖 号背廃陥壱 持唖鞠醸醸陥. 益

君蟹 2鰍属 戚板澗 戚遂懸戚 搾鉦旋生稽 雌渋馬食 2000鰍4杉源拭澗 2,182,000戚醸

揮 戚遂切亜, 2004鰍4杉源拭澗 3,874,000戚 鞠醸陥. 働備, 装亜亜 薄煽廃 依戚 鯵

硲亀亜 亜梱錘 紫寓級稽 推鯵硲亀 2 戚雌拭辞澗 4,5 拝税 装亜拭 搾背辞, 推走据引 

推鯵硲亀 1 拭辞澗 壕稽 装亜廃陥. 鯵硲亀亜 亜梱錘 壱敬切税 企採歳精 亜紫研 掻宿

生稽廃 持醗据繕聖 閤壱 赤陥. 焼戚君艦馬惟亀 鯵硲亀亜 亜梱錘 壱敬切税 企採歳精 

鯵硲辞搾什研 閤壱 赤製拭亀 災姥馬壱 雌殿亜 鯵識鞠澗 依精 壱紫馬壱 希錐戚 焦鉢

税 井狽戚 左食走壱 赤陥. 

鯵硲左蝿税 鯉旋税 馬蟹澗  接糎奄管税 醗遂戚走幻, 亜紫, 重痕税 坦軒 去 切重戚 

亜管馬檎辞亀 展昔税 謝聖 柵軒澗 衣引, 亜走壱 赤澗 管径聖 盗鉢獣徹澗 亜管失戚 

赤陥. 走榎猿走澗 戚耕 推鯵硲税 雌殿亜 吉 紫寓級聖 企雌生稽 廃 辞搾什研 中叔廃

陥澗 聡, 企坦推狛旋昔 獣奪聖 辰遂背尽陥. 益君蟹 蒋生稽澗 推鯵硲亜 鞠走 省亀系

馬澗 依拭 希錐 蝕繊聖 砧壱 「森号掻獣莫獣什奴(社是 鯵硲森号)」生稽税 穿発生稽 亀

乞馬壱 赤陥. 

鯵硲左蝿精 仙亜追嬢研 掻宿生稽 馬壱切 梅生蟹, 仙亜左陥澗 獣竺戚遂畷戚 井薦

旋戚悟 獣竺脊社稽税 艦球亜 壱繕鞠醸陥. 食奄辞, 板持葛疑失精 硲土坪什闘拭 背雁



馬澗 井搾研 壱敬切稽採斗 臓呪馬惟 鞠醸陥. 

鯵硲左蝿薦亀税 但竺戚 亜膳拭 晦帖澗 慎狽生稽辞 亜舌 笛依精 須採辞搾什税 亀脊

拭 企廃 煽牌姶戚 侵嬢然陥澗 依戚陥. 走榎猿走澗 辞搾什研 戚遂拝 呪 赤製拭亀 災

姥馬壱 室雌戚蟹 庁膳税 勧聖 襖形 戚遂馬走 省精 戚亜 旋走 省紹陥. 獣竺戚遂拭 企

背辞 「採乞研 葛昔幡拭 左浬陥」澗 依拭 搾貝引 阻焦姶戚 赤醸陥. 益君蟹 鯵硲左蝿

戟, 1 拝税 戚遂戟研 走災馬澗 依戚 映軒税縦生稽亀 尻衣鞠嬢, 須採辞搾什研 戚遂馬

澗 依拭 企廃 阻奪姶戚 背社鞠醸陥. 

舘奄娃拭 鯵硲左蝿薦亀亜 徴燈吉 壕井生稽澗 湛属, 疑暗室企税 姶社拭 税廃 亜舛

鎧税 鯵硲切亜 蒸暗蟹 赤嬢亀 壱敬買鉦昔 室企亜 潅嬢貝 繊, 却属, 奄肇食失税 送舌

遭窒戚 弦焼閃, 亜舛鯵硲研 眼雁馬澗 紫寓税 姶社, 実属, 鯵硲澗 亜舛拭辞 亜膳戚 

背醤幻馬澗 送域亜膳薦亀旋昔 鋭骨戚 鉦背然陥澗 依聖 級 呪 亜 赤陥. 妊5研 左檎, 

3 室企室企税 仙亜辞搾什戚遂懸精 採採室企研 雌噺馬壱, 3 室企室企虞壱背亀 須採辞

搾什研 戚遂馬澗 依戚 遭穿鞠壱 赤陥澗 依聖 硝 呪 赤陥. 

尻榎薦亀税 溌験戚 葛庁税 採丞税縦聖 鉦端鉢獣轍 依坦軍 鯵硲左蝿薦亀税 但竺精 

鯵硲税縦聖 鉦端鉢獣轍陥. 走榎猿走税 楳舛 紫噺差走狛昔幻 凧脊聖 買遂梅揮 鯵硲

税 慎蝕拭 肯娃奄穣, NPO税 凧脊戚 買遂鞠惟 吉 衣引, 鯵硲税 獣舌鉢亜 遭穿鞠醸陥. 

戚星研 臣軒形壱馬澗 肯娃税 鯵硲辞搾什 薦因穣切澗 廃亀幻鏑 辞搾什研 戚遂馬亀系 

廃陥. 鯵硲亀亜 亜梱錘 壱敬切税 戚遂戚 潅嬢貝 据昔拭澗 肯娃穣切税 映政拭 赤醸陥

壱 持唖拝 呪 赤陥.  

税戟左蝿税 亀脊拭 税背 税戟稽税 羨悦亜管失戚 潅嬢貝 廃畷, 娃舘馬惟 税紫税 遭

戟研 閤澗 井酔亜 潅醸壱, 税戟搾税 装企研 段掘馬心陥. 鯵硲左蝿拭 企背辞澗 戚君

廃 井狽戚 石粕閃 戚耕 仙据採膳戚 宿唖鉢鞠壱 赤陥. 板持葛疑失精 醗遂聖 号走馬奄

是背 鯵硲亀亜 亜梱錘 壱敬切拭 企廃 辞搾什研 姶社獣徹壱 赤嬢, 琶推廃 辞搾什猿走 

姶社獣徹走澗 省聖猿馬澗 砧形崇亀 赤陥. 

鯵硲澗 覗稽拭惟 蕉舛精 亜膳拭惟 虞澗 依戚 鯵硲左蝿税 十稽闇戚陥. 戚君廃 戚雌

聖 叔薄獣徹奄 是背辞澗 戚遂切 切重亀 箭亀研 亜走壱, 舛溌廃 舛左拭 奄段馬食 旋

溌廃 戚遂聖 拝 琶推亜 赤聖 依戚陥. 持移貝走 杖原鞠走省精 鯵硲左蝿薦亀研 詞軒澗 

依亀 宋戚澗 依亀 戚遂切拭惟 含形赤澗 依戚陥. 

 

 

 

 

 



 

 

 

妊1  室企姥繕紺稽 沙 65室戚雌税 室企呪 貢 姥失搾晴税 蓄戚 

 

切戟:1985鰍戚穿精 板持失「板持楳舛奄段繕紫」, 1986鰍戚板澗 板持葛疑失「厩肯持醗奄段繕紫」 

(爽1)1995鰍税 呪帖澗 反壱薄聖 薦須廃 依戚陥. 

(爽2)( )税 呪帖澗 65室戚雌生稽 室企恥呪拭 託走馬澗 搾晴(%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

妊2  析鋼室企恥呪, 亜膳政莫紺 壱敬室企呪税 蓄戚 

 

切戟:2000鰍猿走澗 恥巷失「厩室繕紫」(1980鰍拭澗 20%蓄窒増域 衣引拭 税敗), 2005鰍戚板澗 厩

験紫噺左舌・昔姥庚薦尻呪社「析沙税 室企呪税 舌掘蓄域」(2004鰍10杉蓄域) 

(爽 1)析鋼室企虞澗 依精 爽暗人 持域研 敗臆馬澗 戚級戚 乞食辞 暁澗 廃 室企研 姥失馬澗 舘偽切

研 誤暢. 奄寿紫去税 俳持, 佐据去税 脊据発切, 嘘舛獣竺去拭 脊社廃 戚級精 獣竺室企稽 庁

陥. 

(爽2)壱敬室企虞澗 依精 室企爽税 尻敬戚 65室戚雌税 析鋼室企 

(爽3)( )照税 呪帖澗 壱敬室企恥呪拭 託走馬澗  搾晴(%) 

 

 



妊3  推鯵硲切 去拭辞 沙 爽推 鯵硲切税 庁膳淫域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切戟:板持葛疑失「厩肯持醗奄段繕紫」(2001鰍) 

 

疑暗税 亜膳 去 鯵硲切税 害橿紺 鎧蝕(舘是:%) 

壕酔切 害(害畷)                 8.2 食(焼鎧)                17.6

焼級 害(焼級)                 7.6 食(京)                  12.3

焼級税 壕酔切 害(京税 害畷)           0.5 食(焼級税 焼鎧)        22.1

採乞 害(焼獄走)              0.04 食(嬢袴艦)              0.4 

奄展税 庁膳 害                       0.5 食                       1.9 

杯域 害                       16.8 食                       54.3

 

妊4  亜膳紗拭辞 刊姥拭惟 鯵硲閤奄研 郊虞澗亜 

切戟:鎧唖採「壱敬切鯵硲拭 淫廃 室経繕紫」(2003鰍)拭辞 拙失 

 [-]澗 噺岩切亜 蒸澗 依 



 

 

 

妊5  推鯵硲切去税 室企姥繕紺稽 沙 仙亜辞搾什税 戚遂雌伐 

(舘是:% 差呪噺岩) 

肺亜膳室企 
仙亜辞搾什税戚遂雌伐 恥呪 舘偽室企 

肺亜膳室企 採採室企 
3室企室企 奄展室企 壱敬切室企

恥呪 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

戚遂廃 75.6 86.8 69.2 70.6 75.2 77.4 78.2 

  号庚辞搾什 41.8 71.0 45.0 45.5 45.5 30.3 54.7 

  搭社辞搾什 44.0 30.4 34.2 32.6 55.4 50.1 33.0 

  舘奄脊社辞搾什 12.1 4.3 7.5 8.3 15.5 18.7 8.9 

  壕縦辞搾什 5.2 16.4 6.4 7.5 0.9 2.3 10.8 

  須窒走据辞搾什 3.1 5.9 4.4 4.9 1.9 1.2 4.6 

戚遂馬走 省紹陥 24.4 13.2 30.8 29.4 24.8 22.6 21.8 

 

切戟:板持葛疑失「厩肯持醗奄段繕紫」(2001鰍) 

爽1)「号庚辞搾什」拭澗 号庚鯵硲, 号庚脊水鯵硲, 号庚娃硲, 号庚仙醗, 「搭社辞搾什」拭澗 搭社

鯵硲,搭社仙醗, 「舘奄脊社辞搾什」拭澗 舘奄脊社持醗鯵硲, 舘奄脊社推丞鯵硲研 匂敗 

爽 2)仙亜辞搾什税 曽嫌税 「戚遂梅陥」税 恥呪澗 雌奄辞搾什戚須拭 帖古企誓莫因疑持醗鯵硲, 徴

姥嫌去 室店闇繕短社辞搾什, 舛左薦因・雌眼辞搾什, 左闇紫穣拭 税廃 奄管汎恵, 左闇紫穣拭 税

廃 号庚走亀研 匂敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



覗稽琶 
 

袖井 孝子 (社汽戚・陥亜坪)  

 

析沙 神託葛耕綜食切企俳 誤森嘘呪 

 

析沙 壱敬紫噺研 疏惟 馬澗 食失税 乞績 戚紫・錘慎是据 

析沙 神託葛耕綜食切企俳 昔娃庚鉢尻姥引 梓据嘘呪 

薦19奄 析沙俳綬噺税 噺据 

析沙 鎧唖採 害橿因疑凧塙蓄遭尻喰噺税 税舌 

析沙 獣艦嬢紫噺俳噺 採噺舌 

 

爽推煽辞 

『試戚 痕鉢馬澗 析沙税 亜膳』(耕革牽郊辞号) 

『痕馬澗 亜膳 痕馬走 省澗 昔尻』(耕革牽郊辞号) 

『雁重税 尻榎』(企鉢窒毒) 去 陥呪 


