
はじめに

≪本書のねらい≫

本書は、ソーシャルワークを初めて学ぶ学生が、ソーシャルワークの基

礎的な知識と実践について理解を深めることを目的として編まれたテキス

トである。これまで、数多くのソーシャルワークのテキストが出版されて

きたが、それらの多くはソーシャルワークを初めて学ぶ学生にとってやや

抽象的で難しいものであった。また、既存のテキストは、たとえば高齢者

領域で働くソーシャルワーカーの仕事は、高齢者領域のテキストに収めら

れており、各領域で働くソーシャルワーカーの仕事を 1冊で一望できるよ

うなものではなかった。

そこで本書では、さまざまな領域で働くソーシャルワーカーの事例を豊

富に取り入れ、学生がソーシャルワーカーの仕事を具体的かつ網羅的にイ

メージできるようなテキストを作成した。

≪本書の構成≫

全 15 章からなる本書は、2部構成となっている。第Ⅰ部（第 1章〜第 3章）

では、どの領域にも共通するソーシャルワークの基礎を学生に理解しても

らうことを意図して「地域を基盤としたソーシャルワーク」「ソーシャルワ

ークの価値・倫理」「ソーシャルワークの歴史」を取り上げている。第Ⅱ部

（第 4章〜第 15 章）では、始めに領域ごとの機関（施設）とソーシャルワーカ

ーの仕事を概説したうえで、ソーシャルワークの事例を提示し、ソーシャ

ルワーカーがどのような視点で、どのような役割を担って援助を展開して

いくかについて解説している。ここでは、「事例の概要」「事例の展開」「事

例の考察」に分け、ソーシャルワーカーの視点や価値、活用する法制度、

ソーシャルワーカーの仕事を解説している。このように第Ⅱ部では、すべ

ての章で事例を用いながらソーシャルワーカーが果たす役割を解説する構

成になっており、学生がソーシャルワーカーの役割をイメージしながら深

く考察して学べるようになっている。
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≪本書の特徴≫

1．生きた事例を提示している。執筆者の多くは、ソーシャルワーカー

として実践経験をもっており、既知の理論を越えた、ご自身の中で蓄

積された体験知を事例に反映させている。

2．多種多様な領域の事例を提示している。具体的には、学生の実習先

や就職先を想定し、高齢者施設、障害者施設、児童相談所、保育所、

母子生活支援施設、社会福祉協議会、病院、行政機関、NPO、学校、

法律事務所の事例を取り上げている。さまざまな領域の事例を提示

することによって、「相談援助の基盤と専門職」や「相談援助の理論

と方法」等の講義科目のみならず、ソーシャルワーク演習や実習でも

活用できるようになっている。

3．事例をもとにソーシャルワーク実践を説明している。冒頭で述べた

ように、既存のソーシャルワークのテキストの多くは、初めてソーシ

ャルワークを学ぶ学生にとってはやや抽象的であり、ソーシャルワー

カーがどのような専門職であるかをイメージするのが難しい。本書

は、事例をもとにソーシャルワーカーの仕事、ソーシャルワークの視

点や価値、活用する法制度を解説する流れになっており、ソーシャル

ワークを初めて学ぶ学生にとっても理解しやすい構成となっている。

また、こうした構成は事例検討の教材としても使いやすいと考えて

いる。

4．第Ⅱ部では、さまざまな章であえて同じ法制度や社会資源を掲載し、

各領域で実際にそれらをどのように活用して援助を展開しているか

を説明している。現在、社会福祉学の教育は「児童福祉」「高齢者福

祉」というように領域ごとに科目が立てられているが、実際は、それ

ぞれの領域で取り組んでいる課題や活用する法制度・社会資源は重

なり合っていることが多い（たとえば貧困や権利擁護の課題など）。第Ⅱ

部では、領域別に事例を掲載しているが、異なる章で同じ法制度や社

会資源が繰り返し登場する。これは、ソーシャルワークには横のつ

ながりがあり、さまざまな領域で共通した法制度を用いていることや、

ソーシャルワーカーの仕事には共通性があるという実際を示してい

る。事例を通して、ソーシャルワークの共通性と相違性を理解でき
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ると考えている。

≪本書の使い方≫

本書は、「相談援助の基盤と専門職」や「相談援助の理論と方法」といっ

た講義科目だけでなく、ソーシャルワーク演習やソーシャルワーク実習の

事前・事後学習にも活用できるテキストである。

講義科目では、たとえば、始めの 3回でどの領域にも共通するソーシャ

ルワークの基礎を学生に解説し（第Ⅰ部）、その後、12回の講義（第Ⅱ部）を

通して、それぞれの領域のソーシャルワーカーの仕事を解説するという使

い方を想定している（通年の授業の場合は、第Ⅱ部の各章を 2回に分けて講義する）。

講義の進行の中で、本書で扱いきれなかった社会資源を学生が調べる、次

回の授業で扱う章の事例を予習するという課題を設けるなど、本書を工夫

して活用することにより学生の理解がより深まるはずである。

演習や実習の事前・事後学習で用いる場合は、第Ⅰ部の内容を復習した

後、それぞれの事例についてジェノグラムやエコマップなどを用い、事例

を整理するとともに、事例の展開で用いた社会資源以外にどのような社会

資源の利用があり得たか、既存にはない社会資源で、新たに開発が必要な

社会資源は何かなどのテーマでディスカッションを行うといった使い方を

想定している。こうした作業を行うことにより、事例について理解が深ま

るだけでなく、ソーシャルワーカーの仕事についてよりイメージが膨らむ

のではないかと考える。

本書の巻末には、「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を載せてある。倫理

綱領については、第Ⅰ部第 2章で詳しく解説しているが、第Ⅱ部の各章で

記述されているソーシャルワーカーの視点・役割を読み解く際にも適宜参

照してほしい。（なお、「ソーシャルワーカーの倫理綱領」にある、ソーシャルワーカ

ーの定義は、国際ソーシャルワーカー連盟（International Federation of Social Workers

【IFSW】が 2000 年 7 月に採択したものであるが、2014年 7月に新たな定義が採択され

ている）。

ソーシャルワーク教育では、ソーシャルワークの講義―演習―実習の連

動を意識した教育が必要であり、本書はそれを念頭に置いた内容となって
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いる。講義や演習など、さまざまな授業で活用して頂ければ幸いである。

本書の企画段階から出版に至るまで、弘文堂の世古宏さんには大変お世

話になりました。また、執筆者の先生方には、本書の意向を考慮した内容

をご執筆して頂き、多大なるご協力を頂きました。この場をお借りして感

謝申し上げます。

2016 年 1月

編者 金子絵里乃・後藤広史

vi



第
1
章
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本章のポイント

1. ｢地域を基盤としたソーシャルワーク」が求

められる背景には、現代社会における生活

課題の多様化・深刻化・潜在化が深く関係

している。

2. ｢地域を基盤としたソーシャルワーク」は、

個別支援と地域支援を一体的に推進すると

ころに特徴がある。

3. ｢地域を基盤としたソーシャルワーク」には

広範な 8 つの機能を内包する。その中の

「個と地域の一体的支援」は、地域を基盤と

したソーシャルワークを象徴する特徴的な

機能の 1つである。



1 ｢地域を基盤としたソーシャルワーク」の背景

日本のソーシャルワーク実践は、大きな転換期を迎えている。その内容

を端的に表現するならば、「対象者別の実践」から「地域を基盤とした総合

的な実践」への展開といえる。これは、公的サービスを中心とした制度的

枠組みに依拠した対象者別の実践からの脱却を図り、1人ひとりの「生活

のしづらさ」を基点として、そのニーズを地域で支えていく実践への転換

を意味する。

本書の第Ⅱ部では、領域別に事例が紹介されているが、いずれも「地域

を基盤としたソーシャルワーク」という視点を意識して読むことが重要で

ある。

まず、この転換を象徴する「総合相談」をめぐる動向とそこでの焦点に

ついて整理し、「地域を基盤としたソーシャルワーク」が求められる背景を

明らかにする。

A 地域を基盤とした「総合相談」をめぐる動向

2007（平成 19）年に公布された社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を

改正する法律で示された新たな教育カリキュラムにおいては、「総合的か

つ包括的な相談援助」という科目群が立てられた。ここでの「相談援助」

とは、相談面接を中心とした援助のことではなく、地域において展開する、

いわゆる「総合相談」を想定したものである。

この法改正を後押ししたのが、2006（平成 18）年度に創設された地域包括

支援センターであった。地域包括支援センターは、介護保険法に基づく援

助機関であるが、そこに社会福祉士が必置となった。センターの社会福祉

士は、「権利擁護事業」と併せて、「総合相談・支援事業」を中心的に担っ

てきた。中学校区というエリアを設定した形での「総合相談」は、制度上

は高齢者に限定されているとはいえ、近年の日本のソーシャルワークの潮

流を牽引してきたといえる。

障害者福祉領域においても市町村域で新たな相談支援体制が整備される

ようになった。また、子ども家庭福祉領域においても、市民からの相談は
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まず市町村の窓口で受けることになり、地域ぐるみで児童虐待等への支援

体制を強化するために要保護児童対策地域協議会の設置が進められてきた。

これらの一連の動向は、いずれもより小さな地域において住民を巻き込ん

だ形で支援体制を強化しようというものである。

こうした流れを受けて、市町村地域福祉計画にコミュニティソーシャル

ワーカーの配置が盛り込まれたり、自治体独自の事業としてコミュニティ

ソーシャルワーカーを地域ごとに配置する自治体もみられるようになって

いる。

さらに、2015（平成 27）年度から始まった生活困窮者自立支援制度におい

てもその動きは顕著である1)。生活困窮者自立支援法の成立過程において

は、生活困窮者とは、経済的困窮のみならず社会的孤立を含むものとして

議論してきた経緯がある。実際、経済的困窮と社会的孤立とは深く重なり

合っている。経済的困窮に至る背景には多様な要因があり、金銭的な支援

によって問題が解決するわけではない。厚生労働省は、『自立相談支援事

業の手引き』において、本法の対象となる「生活困窮者」については、「で

きる限り対象を広く捉え、排除のない対応を行うことが必要である｣2)とい

う見解を示している。限定することなく広く捉えるというこの対象設定は、

福祉制度においては基本的に他に例を見ないものである。この対象設定の

背景には、地域における生活課題が多様化し、現行制度の枠組みでは対応

できない傾向が顕著となっていることを示唆するものである。

また、最近の動きとして、2015（平成 27）年 9月に厚生労働省（新たな福祉

サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム）が示した新しいビジョン

では、「すべての人が世代や背景を問わず、安心して暮らし続けられるまち

づくり（全世代・全対象型地域包括支援）が不可欠である｣3)とし、対象を限定し

ない施策づくりの方向性を強く打ち出している。

B 地域で展開する「総合相談」の焦点

地域で展開する「総合相談」を特質づける焦点は、従前からの福祉実践

が抱えてきた課題と表裏一体の関係にある。以下、「総合相談」に求められ

る焦点について、これまでの課題を踏まえつつ次の 3点から示しておく。

第 1には、いわゆる「制度の狭間」の問題への対応である。地域におけ
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る生活課題が多様化・深刻化・潜在化する傾向が顕著になる中で、制度に

依拠した支援を展開するだけでは、その枠にはまらない新しいニーズに対

応することはできない。本来、ソーシャルワークの先駆的・開拓的機能は、

ソーシャルワークを特質づけ、またソーシャルワークのミッションに直結

するきわめて重要な機能であったはずである。ゴミ屋敷、外国籍住民、高

年齢層の長期にわたる引きこもり、複合的課題をもつ家族、刑余者、犯罪

被害者、自殺未遂者、多重債務者、薬物依存者等々の生活課題は複合的で

あることが多く、また深刻である。既存の制度では十分に対応できなかっ

た制度の狭間にある人たちの課題に向き合うべきときが到来している。

第 2には、予防的アプローチの推進である。福祉制度の運用を中心に置

いたわが国の社会福祉は、申請主義を背景とした「事後対応型福祉」とい

う傾向が強かった。つまり、専門職等による何らかの支援が必要となる深

刻な事態に陥ってから対応が開始されるということである。その場合、本

人へのダメージは大きく、また援助する側も多くの労力を要することにな

る。ソーシャルワーク実践には、「事後対応型福祉」からの脱却を図り、「事

前対応型福祉」への転換を視野に入れた予防的アプローチの推進が求めら

れる。早期把握・早期対応によって、深刻な事態に陥ることを未然に防ぐ

というアプローチは、権利擁護の視座からも重要な意味を持つ。子どもや

高齢者、障害者等への虐待に対して適切に対応するだけでなく、その虐待

自体を未然に防ぐという働きかけは、優れた権利擁護の取り組みとなる。

子育ての不安や介護の負担は、ある日突然にやってくるわけではない。こ

の予防的アプローチを推進するためには、アウトリーチの手法が強調され

ることに加えて、地域住民等のインフォーマルサポートとの協働が不可欠

となる。

第 3には、多様な担い手の参画である。少子高齢化と人口減少を含めた

人口構造の変化や自然発生的な地縁・血縁による支え合いの崩壊等を背景

として、地域で生起する福祉課題を行政や専門職のみで対応できる範囲は

超えている。近年の地域包括ケアシステムの動向や生活困窮者自立支援制

度は、住民の地域生活を基点として行政施策（サービス）を組み立て直し、

その課題解決の過程に地域住民が積極的に参画できるしくみを構築できる

可能性を内包するものである。個別の当事者に加え、地域住民、地域組織、
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ボランティアグループ、NPO法人、当事者組織等の組織・団体等とも一緒

に取り組みをすすめていくことが求められている。

2 ｢地域を基盤としたソーシャルワーク」の特質

｢対象者別の実践」から「地域を基盤とした総合的な実践」への展開を支

える実践理論が「地域を基盤としたソーシャルワーク」（community based

social work）である。まず、地域を基盤としたソーシャルワークの定義と特

質について整理する。

A ｢地域を基盤としたソーシャルワーク」の定義

地域を基盤としたソーシャルワークは、個を地域で支える援助と個を支

える地域をつくる援助を一体的に推進し、その延長線上に地域福祉の進展

を位置づける点に特徴がある。その地域を基盤としたソーシャルワークの

定義を示すための事前作業として、地域を基盤としたソーシャルワークの

構造にかかる概念について整理しておく。

2 ｢地域を基盤としたソーシャルワーク」の特質 7

実践概念 総 合 相 談

（実践的）

（理論的）

▲

実践理論 地域を基礎としたソーシャルワーク

▲

基礎理論 ジェネラリスト・ソーシャルワーク

出典：岩間伸之「地域を基盤としたソーシャルワークの特質と機能―個

と地域の一体的支援の展開に向けて―」『ソーシャルワーク研究』37-1，

相川書房，2011，p. 7．

図 1-1 地域を基盤としたソーシャルワークをめぐる 3つの概念



その概念とは、「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」「地域を基盤とし

たソーシャルワーク」「総合相談」の 3つである。図 1-1の「地域を基盤と

したソーシャルワークをめぐる 3つの概念」では、これらの概念を三層構

造として示した。

図の右端の矢印は、上部に向かうほど「実践的」、下部に向かうほど「理

論的」であることを意味している。つまり、上段の「総合相談」は「地域

を基盤としたソーシャルワーク」を実践に向けて具体化した概念であり、

下段の「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」は「地域を基盤としたソー

シャルワーク」の理論的根拠となる概念であることを示唆している。その

位置づけから、基礎理論である「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」か

ら、実践理論である「地域を基盤としたソーシャルワーク」、そして実践概

念である「総合相談」へと三層にわたって一体的に影響を与える構造であ

ることを概念的に示した。したがって、地域を基盤としたソーシャルワー

クの全体像を把握するためには、基礎理論としてのジェネラリスト・ソー

シャルワークが持つ特質や実践概念としての総合相談が持つ機能について

構造的に理解することが求められる。

基礎理論として位置づけられる「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」

は、1990 年代以降、北米において体系化されたソーシャルワーク理論であ

る。そこでは、ソーシャルワークの統合化を経て、また 1980 年代のエコロ

ジカル・ソーシャルワークの影響を受けつつ、個人、グループ、地域とい

う対象別の方法ではなく、対象をシステムとして一体的に捉えた方法論と

して示されている。

以上の内容をふまえて、地域を基盤としたソーシャルワークを次のよう

に定義しておきたい。

地域を基盤としたソーシャルワークとは、ジェネラリスト・ソーシャルワ

ークを基礎理論とし、地域で展開する総合相談を実践概念とする、個を地域

で支える援助と個を支える地域をつくる援助を一体的に推進することを基調

とした実践理論の体系である。

8 第 1章 地域を基盤としたソーシャルワーク


