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１．介護保険は市民に支えられてできた 
 
   公的な介護制度の必要性に対する国民の強い支持 

新聞各紙のアンケート：公的介護制度の創設に80％の支持 
 

   市民レベルでの推進運動 
    高齢社会をよくする女性の会 
     代表 樋口恵子さん－「介護保険の猛母」 
   介護の社会化を進める一万人市民委員会  

代表 堀田 力さん（さわやか福祉財団理事長） 
 
   自治体レベルの積極的取組み 
    福祉自治体ユニット（福祉に積極的に取り組む自治体の首長の集まり） 

      代表幹事 光武 顕 佐世保市長ほか 
 
   労使の支持･理解 
     労働組合の全国組織「連合」の積極的支持－組合員のアンケート調査 
     日本経営者連盟も比較的協力的 
 

＊制度の創設が議論された1995~1997年頃の日本の政治経済状況 



     自民党･社会党･さきがけ連立政権（橋本龍太郎総理大臣・菅直人厚生大臣） 
     バブル経済後の経済不振から回復の兆し 
 
２．介護保険以前はどうだったか 
 
  1)家族･親族や地域の問題 (貧困層は生活保護) だった時代 
    戦前から1961年まで 
    1929年の救護法(養老院) 
    1950年の生活保護法(養老施設) 
 
  2)老人福祉法による｢福祉の措置｣の時代 
    1961年に老人福祉法制定 

生活保護法から養老施設を移管(養護老人ホーム)、 
特別養護老人ホームを創設 

    老人福祉法による｢福祉の措置｣ 
＝地方自治体が、対象となる要援護老人を老人ホームに入所させ、その自 
宅にホームヘルパーを派遣したりする。(租税による行政の一方的措置) 

 
  3)老人福祉法では間に合わず、医療保険でも対応した時代(1980年代後半以降) 
    高齢化の進展･家族介護力の限界･特養ホームなどの不足 
     →社会的入院(医療の必要が少ないにもかかわらず、施設入所ができず、病

院に長期入院すること)の増加＝医療保険財政を圧迫 
 
     →特養ホームや老人保健施設･ホームヘルパーの整備推進：ゴールドプラ

ン・新ゴールドプランにおいて整備の数値目標を明示 
      
３．どうして介護保険を作ったか 
 
   実は厚生省内にもいろいろな立場があった。 

①医療保険は社会的入院などで高齢者の介護費用まで持たされている。医療

保険財政を救うため介護保険を作るべきだ。 
    ②増え続ける高齢者の介護ニーズには、現在のような公費による措置制度で

はとても応えきれない。市場を介護保険で下支えしてサービスを飛躍的に



増やすべきだ。 
 
   介護サービス市場は、介護保険により9割の価格支持が行われ、急速に拡大し

た。 
   価格の 1 割分の代金さえ受け取ればいいビジネスも、1 割分の代金さえ払えば

購入できるサービスも、普通の市場には存在しない。    
 
４．介護保険の仕組み 
 
 1) 保険者：市町村（単独の運営が困難な場合は、広域連合を設立して対応）   
     

誰が保険者となるかが制度創設時の最大の論点。市町村は、国民健康保険の

保険者として多額の一般財源繰り入れをしているので、介護保険がその二の

舞になると危惧。 
 

 2) 被保険者：第1号被保険者＝65歳以上の者 
        第2号被保険者＝40～64歳の者（医療保険加入者） 

＊当初 20 歳以上という案だったが、自分の老化が始まり、親が介護年齢に

なる40歳以上に変更された。 
 

3) 保険給付 
①受給者：要介護認定を受けた被保険者（第2号被保険者は、老化に伴う疾

病が原因で要介護になった場合に限る。） 
 ②要介護認定：保険者が、介護の手間について、時間を基準に判定。 

第 1 次判定＝心身の状況に関し訪問調査により得られた結果をコンピュ

ータに入力し、要介護認定基準時間を算出。その基準時間

に基づき該当する要介護度（要支援・要介護１～５）を導

く。 
＊コンピュータでは、数千人分の介護の手間に関するタイムスタデイ 

の結果とそれらの者の心身の状況が突合できるようデータベース化

されており、ある者の心身の状況を入力すれば、それに最も近い状

態の者の介護の手間（要介護認定基準時間）が出力される。 
      第2次判定＝保健医療福祉の専門家からなる介護認定審査会で、第1次



判定の結果を基に、主治医意見書や訪問調査の際の特記事

項を加味して総合的に判定する。 
    ③在宅サービス：要介護認定を受けた被保険者は、要介護度に応じた支給限

度額の範囲で、必要なサービスを選び、それを提供するサービス事業者と

契約を締結して、サービスを受ける。ケアマネージャーは、被保険者から

の依頼により、サービス事業者と調整して、必要なサービスを組み合わせ

たケアプランを作り、その実施を管理する。ケアマネジメントに必要な費

用も保険者から給付される。 
＊在宅サービスには、支給限度額の範囲で支給される訪問介護･訪問看

護･デイサービス･デイケア・訪問入浴･福祉用具貸与のほか、その枠

外となる居宅介護支援(ケアプラン作成)・居宅療養管理指導･住宅改

修、事実上、施設サービスに近いグループホームや特定施設生活介護

（有料老人ホームなど）がある。 
    ④施設サービス：要介護認定（要介護のみ）を受けた者は、特別養護老人ホ

ーム・老人保健施設･介護療養型医療施設の中から適当な施設を選び、そ

の施設と契約を締結して、入所する。 
    ⑤介護報酬：それぞれの種類のサービスごとに、サービス内容に応じて介護

報酬が決められている(単位×単価)。3年ごとに改定。 
 
 4) 費用 
    ①利用者負担：費用の１０％。施設サービスでは食費、個室ユニットタイプ

の特別養護老人ホームの場合は居住費も利用者負担。利用者負担が高額に

なる場合は負担額の限度がある(高額介護サービス費)。 
    ②給付費の構成：第1号保険料平均18％・第2号保険料32％・国平均25％

(うち5％は調整交付金)・都道府県12.5％・市町村12.5％ 
＊調整交付金は、第1号被保険者の所得分布状況等に応じて交付。 

    ③保険料：第１号保険料＝被保険者の住民税の課税状況に応じて原則５段階

で設定。老齢年金から天引き。3 年ごとに改定。第２号保険料＝医療保険

者が、被保険者１人当たり全国統一の基準で医療保険料に上乗せして徴収。

国民健康保険は1/２を国、健康保険は1/2を事業主が負担。 
    ⑨介護保険事業計画：市町村では3年ごとに住民も参加して介護保険給付費

の見込みを策定。この給付費見込みを基に保険料も設定。 
 



５．介護保険がすべての介護問題を解決できるものではない 
 
   介護保険は、介護にまつわるすべてのニーズに対応するものではない。介護は

多様な個々人の生活全般にかかわっている。介護保険は部分保険。地方自治体

の事業や地域住民の支え合いも必要。 
 
   介護サービスの質は、制度だけでは十分担保できない。 
    制度内：構造設備･人員配置・運営に関する基準 
        行政による指導監査 
        市町村･国保連等における苦情処理 
        資格の専門性（看護師･介護福祉士・ケアマネージャーなど） 
        主体の制限(医療法人・社会福祉法人) 
    制度外：情報公開 
        利用者による選択と事業者間の競争 
        自己評価･第3者評価 
        介護相談員 
        業界団体等による研修･資格制度 
 
６．介護保険はこれからどうなる 
 

3) 5年後見直し 
 
法律上、被保険者の範囲などにつき、5年を目途に見直すと定められている。 

    被保険者の範囲を、例えば20歳以上まで拡大するかどうかが最大の論点 
   給付費の増加傾向が続き、今後、保険料水準が高くなるおそれがある。 
    国の財政状況の悪化により、国の予算面からの制約も強まっている。 
     

4) 予防重視型システムへの転換 
 
非該当者のほか、要支援者や軽度の要介護者の重度化を予防。 

   軽度者への給付内容やマネジメントシステムを介護予防の視点から見直し。 
       
 3) 給付の効率化･重点化 



     
特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設における居住費用と

食費を利用者負担化（施設入所者と在宅サービス利用者のバランス） 
 
 4) 新たなサービス体系の確立 
     
   地域密着型サービス（グループホーム・痴呆高齢者見守り･痴呆専用デイサービ

ス･小規模多機能型サービス等）の創設＝市町村の指定･指導監督(市町村の権

限強化) 
 
    ＊他の従来型サービスは、都道府県の指定･指導監督。 
 
 5) 被保険者･受給者の範囲拡大 
  
   40 歳～という被保険者の対象年齢を引き下げると、64 歳以下は老化に伴う疾

病により要介護になった者という限定がなくなり、すべての要介護者が対象と

なる。 
   →64歳以下の障害者へも介護保険が優先適用 

（介護保険と障害者施策の組み合わせ） 
 
   保険料を負担する者が増えることになり、財政的な安定性が増す。 
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床床耕 輯繕 

析沙 神紫朝企俳企俳据 昔娃引俳尻姥引 嘘呪 

穿 析沙 板持葛疑失 葛闇厩舌 

 

１．鯵硲左蝿精 獣肯拭 税背 走佃閃 尽陥 

    

因旋 鯵硲薦亀税 琶推失拭 企廃 厩肯税 悪廃 走走 

唖 重庚走税 肖追戚闘：因旋鯵硲薦亀 但竺拭 80% 走走 

    

獣肯傾婚拭辞税 蓄遭錘疑 

    壱敬紫噺研 疏惟 馬澗 食失税 乞績 

     企妊 備姥帖 惟戚坪 －「鯵硲左蝿税 罹拿」 

   鯵硲税 紫噺鉢研 蓄遭馬澗 1幻誤 獣肯是据噺 

企妊 畑陥 床塘巷（紫人醤朝差走仙舘 戚紫舌） 

   切帖端 傾婚税 旋駅旋昔 端薦 

    差走切帖端 政艦闘（差走拭 旋駅旋昔 端薦税 切帖端税 企妊税 乞績） 

      企妊娃紫 耕苧展追 焼徹虞 紫室左獣舌 去 

   葛紫税 走走・戚背 

     葛疑繕杯税 穿厩繕送「尻杯」税 旋駅旋 走走-繕送据税 肖追戚闘 繕紫 

     析沙井慎切尻戸亀 搾嘘旋 漠径旋 

 

＊薦亀税 但竺戚 塘経吉 1995～1997鰍 井税 析沙税 舛帖井薦 雌伐 

    切肯雁･紫噺雁･紫徹亜追(識姥)尻験舛映（馬獣乞塘 嫌展稽 恥軒企重・娃 蟹

神塘 板持企重）獄鷺井薦板税 井薦採遭拭辞 噺差税 臓繕 



２.鯵硲左蝿戚穿拭澗 嬢胸梅澗亜 

   

1)亜膳・庁膳, 走蝕税 庚薦(朔逸寵精 持醗左硲)心揮 獣企 

    鋩鉐拭辞 1961鰍猿走 

    1929鰍税 姥硲狛(縋嶮蠡) 

    1950鰍税 持醗左硲狛(縋嶮秧珥) 

 

  2)葛昔差走狛拭 税廃 ｢差走税 繕帖｣税 獣企 

    1961鰍拭 葛昔差走狛 薦舛 

持醗左硲狛拭辞 丞稽獣竺稽 戚淫(丞硲葛昔幡),  

働紺丞硲葛昔幡聖 但竺 

    葛昔差走狛拭 税廃｢差走税 繕帖｣ 

＝走号切帖端亜 企雌戚 鞠嬢 推据硲葛昔聖 葛昔幡拭 脊社獣佃, 益 切

澱拭 幡拍遁研 督胃廃陥(繕室拭 税廃 楳舛税 析号旋 繕帖) 

 

  3)葛昔差走狛生稽澗 企誓戚 採膳, 税戟左蝿拭辞 企誓廃 獣企 

(1980鰍企 板鋼戚板) 

    壱敬鉢税 遭穿･亜膳鯵硲径税 廃域･働紺丞硲葛昔幡 去税 採膳 

     →紫噺旋脊据(税戟税 琶推亜 旋製拭亀 災姥馬壱 獣竺脊社亜 照鞠嬢 佐

据拭 舌奄脊据馬澗 依)税 装亜＝税戟左蝿仙舛聖 笑酵 

     →働紺丞硲葛昔幡, 葛昔左闇獣竺・幡拍遁税 舛搾蓄遭：茨球巴沓・重茨球

巴沓拭 赤嬢辞 舛搾税 呪帖鯉妊研 誤獣 

 

３.訊 鯵硲左蝿聖 幻級醸澗亜 

    

紫叔精 板持失鎧拭亀 食君亜走 脊舌戚 赤醸陥. 

①税戟左蝿精 紫噺旋脊据 去生稽 壱敬切税 鯵硲搾遂猿走 眼雁馬壱 赤陥. 

税戟左蝿仙舛聖 姥馬奄 是背 鯵硲左蝿聖 幻級嬢醤幻 廃陥. 

   ②域紗背辞 潅嬢蟹澗 壱敬切税 鯵硲艦球澗 薄仙坦軍 因搾拭 税廃 繕帖薦

亀稽澗 企誓拝 呪 蒸陥. 獣舌聖 鯵硲左蝿生稽 走走馬澗 辞搾什研 搾鉦

旋生稽 潅形醤幻 廃陥. 

   鯵硲辞搾什獣舌精 鯵硲左蝿拭 税背 9拝税 亜維走走亜 戚欠趨閃 厭紗備 溌企. 

   亜維税 1 拝歳税 企榎聖 閤生檎 鞠澗 搾走艦什亀, 1 拝歳税 企榎幻 走災馬檎 



姥脊拝 呪 赤澗 辞搾什亀, 左搭税 獣舌拭辞澗 糎仙馬走 省澗陥. 

 

４.鯵硲左蝿税 姥繕 

  

1) 左蝿切：獣舛談（舘偽税 錘慎戚 逸空廃 井酔, 韻蝕尻杯聖 竺験馬食 企誓） 

   

    刊亜 左蝿切亜 鞠汗劃亜 薦亀但竺 雁獣税 亜舌 笛 轄繊. 獣舛談精 厩肯闇

悪左蝿税 左蝿切稽辞 陥衝税 析鋼仙据戚 畷脊喫生稽 鯵硲左蝿戚 益 穿旦

聖 高聖 是蝿. 

 

 2) 杷左蝿切：薦1杷左蝿切＝65室 戚雌  

        薦2杷左蝿切＝40～64室（税戟左蝿 亜脊切） 

＊雁段 20 室戚雌戚虞澗 照亀 赤醸生蟹 切重税 葛鉢亜 獣拙馬食, 採乞亜 

鯵硲尻敬戚 鞠澗 40室戚雌生稽 痕井馬心陥. 

 

3) 左蝿伊塘 

①呪厭切：推鯵硲昔舛聖 閤精 杷左蝿切（薦2硲杷左蝿切澗 葛鉢拭 疑鋼鞠

澗 霜佐戚 据昔生稽 推鯵硲亜 吉 井酔拭 廃敗） 

 ②推鯵硲昔舛：左蝿切亜 鯵硲馬澗汽 杏軒澗 獣娃聖 奄層生稽 毒舛. 

      薦 1 託毒舛＝宿重税 雌伐拭 淫廃 号庚繕紫拭 税背 条精 衣引研 陳濃

斗拭 脊径馬食 推鯵硲昔舛奄層 獣娃聖 至窒. 益 奄層獣

娃拭 奄段馬食 背雁馬澗 推鯵硲亀（推走据・推鯵硲１～

５）研 舛廃陥. 

＊陳濃斗拭澗 呪 探昔歳税 鯵硲拭 杏軒澗 展績什斗巨税 衣引人 

益 紫寓税 宿重税 雌伐戚 衣杯鞠亀系 汽戚展今戚什鉢鞠嬢 赤

嬢 嬢汗 廃 紫寓税 雌伐聖 脊径馬檎 益拭 企廃 亜舌 亜猿錘 

雌殿税 鯵硲税 獣娃(推鯵硲 昔舛奄層 獣娃)戚 至窒吉陥. 

      薦2託毒舛＝左闇税戟差走税 穿庚亜稽 遭楳鞠澗 鯵硲昔舛宿紫噺澗 薦

1 託毒舛税 衣引研 奄段稽, 爽帖税 税胃辞 貢 号庚繕紫

凶 働奄紫牌聖 亜耕馬食 恥杯旋生稽 毒舛廃陥. 

    ③仙亜辞搾什：推鯵硲昔舛聖 閤精 杷左蝿切澗 推鯵硲亀拭 魚虞辞 走厭廃亀

衝税 骨是鎧拭辞 琶推廃 辞搾什研 識澱, 益依聖 薦因馬澗 辞搾什紫穣

切人 域鉦聖 馬食 辞搾什研 閤惟吉陥. 追嬢古艦煽澗 杷左蝿切稽採斗税 



税軽拭 税背 辞搾什紫穣切人 繕舛馬食 琶推廃 辞搾什研 繕舛廃 追嬢巴

沓聖 拙失, 益 叔獣研 淫軒廃陥. 追嬢古艦煽澗 琶推廃 搾遂亀 左蝿切

稽採斗 厭採吉陥. 

＊仙亜辞搾什拭澗 走厭廃亀衝税 骨是拭辞 走厭鞠澗 号庚鯵硲, 号庚

娃硲, 汽戚辞搾什, 汽戚追嬢, 号庚脊水, 差走遂姥企食 須拭亀 堂

拭辞澗 込嬢蟹走幻 仙亜鯵硲走据(追嬢巴沓拙失), 仙亜推丞淫軒走

亀, 爽澱鯵呪, 紫叔雌 獣竺辞搾什拭 亜猿錘 益血幡, 働舛獣竺持

醗鯵硲(政戟葛昔幡 去)亜 赤陥. 

    ④獣竺辞搾什：推鯵硲昔舛(推鯵硲幻 背雁)聖 閤精 切澗 働紺丞硲葛昔幡, 

葛昔左闇獣竺, 鯵硲推丞莫税戟獣竺紗拭辞 旋雁廃 獣竺聖 識澱馬食 益 

獣竺引 域鉦聖 端衣馬食 脊社廃陥. 

    ⑤鯵硲左呪：唖曽税 辞搾什拭 税背 辞搾什鎧遂拭 誓廃 鯵硲左呪亜 衣舛鞠

嬢 赤陥.(舘是×舘亜). 3鰍原陥 鯵舛. 

 

 4) 搾遂 

    ①戚遂切採眼：搾遂税 10%. 獣竺辞搾什拭辞澗 縦搾, 鯵昔叔 政艦闘 展脊税 

働紺丞硲葛昔幡税 井酔澗 暗爽搾亀 戚遂切 採眼. 戚遂切 採眼戚 壱衝

戚 鞠澗 井酔澗 採眼衝税 廃亀亜 赤陥(壱衝鯵硲辞搾什搾). 

    ②厭採搾税 姥失：薦1硲 左蝿戟 汝液18％・薦2硲 左蝿戟32％ 

厩亜汝液25％(紗拭5％澗 繕舛嘘採榎)・亀亀採薄12.5％・獣舛談12.5％ 

＊繕舛嘘採榎精 薦1硲 杷左蝿切税 社究歳匂雌伐去拭 魚虞辞 嘘採 

    ③左蝿戟：薦1 硲左蝿戟＝杷左蝿切税 爽肯室税 引室雌伐拭 魚虞辞 据帳 5

舘域 竺舛. 葛敬尻榎拭辞 据探臓呪. 3鰍原陥 鯵舛. 薦2硲左蝿戟＝税

戟左蝿切亜 杷左蝿切 1 昔雁 穿厩搭析吉 奄層生稽 税戟左蝿戟人 敗臆 

臓呪. 厩肯闇悪左蝿精 1/2聖 厩亜, 闇悪左蝿精 1/2研 紫穣爽亜 採眼. 

    ⑨鯵硲左蝿紫穣域塙：獣舛談拭辞 3 鰍原陥 爽肯戚 凧亜馬食 鯵硲左蝿厭採

搾 穿諺聖 奪舛. 益 厭採搾税 奪舛照聖 奄段稽 左蝿戟亜 衣舛. 

 

５.鯵硲左蝿戚 乞窮 鯵硲庚薦研 背衣馬澗 依精 焼艦陥. 

 

   鯵硲左蝿精, 鯵硲拭 淫恵廃 乞窮 艦球拭 企誓馬澗 依精 焼艦陥. 鯵硲澗 陥

丞廃 鯵鯵昔税 持醗穿鋼拭 杏庁 依戚陥. 鯵硲左蝿精 採歳左蝿. 走号切帖端

税 紫穣, 走蝕爽肯税 走据亀 琶推. 



 

   鯵硲辞搾什税 霜精 薦亀幻生稽澗 災中歳馬陥. 

    薦亀鎧：姥繕竺搾・昔据壕帖・錘慎拭 淫廃 奄層 

        楳舛拭 税廃 走亀姶紫 

        獣舛談・厩肯左蝿尻戸去拭 税廃 災幻坦軒 

        切維税 穿庚失(娃硲紫・鯵硲差走紫・追嬢古艦煽 去) 

        爽端税 薦廃(税戟狛昔・紫噺差走狛昔) 

    薦亀須：舛左因鯵 

        戚遂切拭 税廃 識澱引 紫穣切娃税 井戦 

        切奄汝亜・薦3切汝亜 

        鯵硲雌眼据 

        穣域舘端 去拭 税廃 尻呪・切維薦亀 

 

６.鯵硲左蝿精 蒋生稽 嬢胸惟 吃猿 

 

1) 5鰍板 仙伊塘 

 

狛懸雌, 杷左蝿切税 骨是 去拭 企背 5鰍聖 奄層生稽 仙伊塘亜 舛背閃赤陥. 

  杷左蝿切税 骨是研 森研 級嬢 20 室戚雌猿走 溌企拝 依昔走 焼観走亜 置企

轄戦 

   厭採搾税 装亜井狽精 域紗鞠嬢, 蒋生稽 左蝿戟呪層戚 株焼霜 是蝿戚 赤陥. 

   厩亜税 仙舛雌伐税 焦鉢拭 税背, 厩亜税 森至檎拭辞税 薦鉦戚 悪背走壱 赤

陥. 

 

2) 森号掻獣莫獣什奴拭稽税 穿発 

 

搾背雁切 須拭, 推走据切, 井亀税 推鯵硲切税 掻亀鉢研 森号 

   井亀切税 厭採鎧遂, 古艦走胡闘獣什奴聖 鯵硲森号税 獣繊生稽 仙伊塘 

 

 3) 厭採税 反晴鉢・掻繊鉢 

 

働紺丞硲葛昔幡・葛昔左闇獣竺・鯵硲推丞莫税戟獣竺拭 赤嬢辞 爽暗搾遂引 縦

搾研 戚遂切採眼鉢(獣竺脊社切人 仙亜辞搾什 戚遂切税 液莫) 



 4) 歯稽錘 辞搾什端域税 溌験 

    

走蝕腔鐸莫 辞搾什(益血幡・帖古壱敬切 宜左奄・帖古穿遂汽戚辞搾什・社鋭乞 

陥奄管莫 辞搾什 去)税 但竺=獣舛談税 走舛・走亀姶紫(獣舛談税 映廃悪鉢) 

 

    ＊陥献 曽掘莫辞搾什澗 亀亀採薄税 走舛・走亀姶偽 

 

 5) 杷左蝿切・呪厭切税 骨是溌企 

 

   40 室採斗虞澗 杷左蝿切税 企雌尻敬聖 馬狽繕舛廃陥檎 64 室戚馬澗 葛鉢拭 

魚牽澗 霜佐拭 税廃 推鯵硲亜 吉 切拭 厩廃吉陥澗 依戚 蒸嬢走壱, 乞窮 推

鯵硲切亜 企雌 

   →64 室戚馬税 舌蕉昔亀 鯵硲左蝿戚 酔識旋遂(鯵硲左蝿引 舌蕉昔 獣奪税 繕

舛) 

    

左蝿戟研 採眼馬澗 切亜 潅嬢害拭 魚虞 仙舛旋昔 照舛失戚 装亜. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



覗稽琶 
 

堤 修三 (床床耕・輯繕) 

 

析沙 神紫朝企俳企俳据 昔娃引俳尻姥引 嘘呪 

 

1948鰍 窒持. 1971鰍 析沙 亀底企俳 狛俳採 噌穣板, 析沙 板持失拭 脊失,  

葛昔左闇差走厩 奄塙引舌 去聖 暗団  

1988鰍1杉採斗 2002鰍8杉猿走 鯵硲左蝿薦亀 叔獣 蓄遭沙採 紫巷厩舌・板持葛疑失葛闇厩

舌生稽辞 鯵硲左蝿税 但竺叔獣拭 曽紫.  

2004鰍 8杉 盗送. 2004鰍11杉採斗 薄送 

 


