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はじめに

　現在、障害者福祉分野のみでなく、社会福祉、社会保障全体でさまざまな

制度の改変が続いている。特に、「社会福祉基礎構造改革」以降、障害者権利

条約の批准、障害者虐待防止法、障害者差別解消法等の整備をはじめとする

めまぐるしい変化の連続である。特に障害者自立支援法成立から障害者総合

支援法への成立は、実践現場に、そして利用者、家族に多くの当惑を生じさ

せたのかもしれない。障害者福祉に対する崇高な理念は語られるが、現実の

制度や支援の状況はどうであろうか。また、専門性が強調されるものの、障

害者福祉の専門職としてのアイデンティティを確立できるシステムが保障さ

れているであろうか。「自立支援」の理念が、利用者に対して真の「自立支

援」につながっているであろうか。

　常に支援者は、利用者サイドに立脚して冷静かつ客観的な判断と熱い意志

を保持する必要があるだろう。また、施設設置基準への職員資格を明記する

ことや、利用者へのアドボカシー機能をはじめとする専門的機能を重要視し

た対応スキルが求められる。

　本書は、障害者福祉の最新の動向をふまえて、基本的理解が得られるよう

な構成に留意し、ソーシャルワーク実践の視点も学ぶことができるよう工夫

している。各章の冒頭には、章テーマとソーシャルワーク実践とのかかわり

について概観し、本論において障害者福祉とソーシャルワーク実践の理解が

深まる体裁をとっている。また、各章末にはその章の学びをベースにしたま

とめの節や自主的学習ができる課題を提示している。

　考える主体はあくまでも学ぶ者である。専門知識は取得しておかなければ

ならないが、学ぶ者が課題に対し主体的に取り組むことによって、自分自身

の意見を定着させることができる。ぜひ取り組んでいただきたい。

　なお、現在の法制度上「障害者」という用語が使われていることから、本

書においても文意によってこの文字を用いている点をご理解いただければ幸

いである。

　最後に、本書の作成にあたり、お忙しいなかでご執筆いただいた執筆者の

みなさまに深く感謝申し上げる。また、刊行に際して、㈱みらい企画編集課

の三浦敬太氏から賜ったご指導とご尽力に、心から御礼申し上げる。

　２０２１年１月

編　者　
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１．現代社会と障害者

�１ 　人　　権

　障害者福祉を考える際の原点は、「人権」である。人権とは、人が生まれな

がらにもっている権利の総体のことである。この基本的人権には、自由権、

社会権、生存権等があげられるが、最も重要な権利は、生存権である。日本

国憲法第２５条において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利を有する」（第１項）と規定し、生物学レベルの生存ではなく、人間ら

しい生活を送ることができるように求めている。この「人間らしく生きる権

利」は、障害者福祉を考えるときの出発点となる。障害者（児）が家族とと

もに、あるいは一人で、また複数で、地域社会で人間らしく生活できている

のかを常に問うていなければならない。

� ��

�障害者福祉の視点とソーシャルワーク実践

　障害者福祉を学ぶということは、第２章以降の歴史、基本理念、概念と実態、基本

的ニーズ、法制度、サービス体系、専門職者、他機関との連携等々に関する知識を習

得することである。しかし、大切なことは、それらの内容の一つひとつや現代社会に

おけるさまざまな障害者（児）問題を考えるとき、表面上の事柄のみを理解するので

はなく、歴史的背景（経済、政治、文化、思想等）を把握しておかなければ真の理解

ができない点である。知識として理解しなければならない内容もあるが、問題意識を

もち続けることが、確実に学びの深さにつながっていく。多くの問題意識をもつこと

によって、人権の重要性に気づいていくであろう。

　しかし、そのような学びに加え、障害のある当事者と直接出会い、話を聴き、ある

ときには何らかのサポートをすること、また、当事者家族の声に耳を傾けることも重

要である。この直接的な出会いも大きな学びとなる。ソーシャルワーカーは、現代社

会のさまざまな矛盾に直面する。当事者や家族とのかかわりのなかで矛盾に気づき、

そして教えられることで、解決への手立てが見出せていくであろう。
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　しかし、この「人権」や「人間らしい生活」は、とても抽象的な表現であ

る。生存権に示される「健康で文化的な最低限度の生活」自体があいまいな

表現ともいえる。そこで、人権の理念や具体的な内容について文言化して定

められたのが各種人権宣言である。歴史的には、アメリカの「独立宣言＊１」

（１７７６年）、フランスの「人および市民の権利の宣言（人権宣言）＊２」（１７８９年）、

ドイツの「ワイマール憲法」（１９１９年）、「国際連合憲章」（１９４５年）、「世界人

権宣言」（１９４８年）、「国際人権規約」（１９６６年）等があり、障害者に関する人

権宣言も国際連合によっていくつか採択されている（第２章p.２４参照）。しか

し、これらの人権宣言は、いずれもその時代、社会の大きなうねりによって

軽視され、侵害され続けている現実があった。この大きなうねりとは、戦争

に代表される反福祉的行為であったり、その社会を覆う思想、価値観である。

　そこで、障害者（児）が置かれている状況について、いくつかの時代的状

況と人権を関連させながら、トピック的に紹介してみよう。

�２ 　障害者観

　たとえば、古代ギリシャでは、障害者（児）、特に身体障害者の人権は考え

られていなかったといえる。具体的には、障害者は遺棄、抹殺されたわけで

あるが、その理由は「労働力」あるいは「兵士」として役に立たない存在で

あっただけではなく、次のような思想の影響を受けてであった。

　それは、プラトンの霊肉二元論である。プラトンは、霊と肉の二者のうち、人

間にとって大切なのは霊であると考えた１）２）。医療は、健康を回復する人のた

めにあるので、障害者は、医療の対象外であること、障害者は生殖の機会を

与えられるべきではないことを紹介している。これは、優生政策＊３の原型と

もいえる。アリストテレスも「不具者（障害者のこと）は、育ててはならな

いという法律を定めなければならない」と主張している３）。市民は健康体を

もつ者であり、そうでない者は、市民といえず、国家社会（ポリス）を形成

する人となり得ないのである。

　プラトンの言説は、その当時の社会に大きな影響を与えたが、プラトンは

また「障害児は、山に捨てろ」とも主張している４）。国家の繁栄にとって、

市民でない障害者（児）は不必要な存在としてみなされていたことがわかる。

　一方、日本において障害（者）は、どのようにとらえられていたのであろ

うか。

　新村拓は、「古代・中世社会においては、障害者は共同体の外に追い払われ

ていた。それは、障害者が罪を犯した者であること、さらに、障害者が発す

ると考えられていた災気（のちには 穢 れとなる）から共同体を守り、秩序と
けが

��

＊３　優生政策
優生学の考えに基づく
政策。遺伝要因を重視
して、優良遺伝子を増
加させ、反対に劣等遺
伝子をなくしていく考
えが優生学である。強
制的な不妊手術、婚姻
の禁止などの介入に
よって、人間の遺伝形
質の改良を行うこと。

＊１　アメリカ独立宣
言
イギリスによって統治
されていた１３の植民地
が独立したことを宣言
した文書。「基本的人権
と革命権に関する前
文」他本文等で構成さ
れている。

＊２　フランス人権宣
言
人間の自由と平等、人
民主義、三権分立など
１７条から構成されてい
る。フランス革命の基
本原理を述べた宣言。
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安定と回復を願うということが、その行為の正当性を与える論理であった」

と指摘している５）。

　障害者（児）は、共同体の存続のために不必要な存在であり、穢れ、不浄、

災いをもつものとして考えられていたのである。社会全体の存続を優先させ

ていたことがわかる。また、障害者は、「異界の人」６）であり 、そして異界の

人ゆえに共同体は自ら手を下すことなく、「水に流す」ことによって障害者の

いのちを消していったのである７）。「水に流す」とは、「なかったことにする」

との意味である。障害児が生まれたら、河川文化の日本社会では、「水に流

し」生まれなかったことにしていた。

　第２章第２節に具体的な記述があるが、以上のように外国ばかりでなく、

日本においても障害者への対応は差別と隔離の歴史であった。たとえば、明

治時代以降は、わが国の富国強兵政策のもと、障害者はあるときには「非国

民」のレッテルを貼られた８）９）。また、障害児も教育の対象とはされていなかっ

た。

�３ 　コロニー＊４政策

　身体障害者福祉法制定（１９４８（昭和２３）年）当時、なかでも重度の障害者

（児）への施策が不十分な時期である１９５０年代に、重症心身障害児を抱える

親たちを中心に入所施設設置への運動が行われた。このソーシャルアクショ

ンの結果、１９６３（昭和３８）年に重症心身障害児施策の制度化がなされたが、

重症心身障害者（児）たちが安心して生活できる場の必要性が強調されるよ

うになった。

　１９６０年代、厚生省（現：厚生労働省）の行政担当者や福祉関係者は、「ヨー

ロッパ社会福祉研修視察団」として西ドイツ（現：ドイツ）のベーテル＊５や

スウェーデンのカルスルンドを訪問した。たとえば、１９６７（昭和４２）年に小

林提樹（当時・重症心身障害児施設島田療育園長）は、北欧（デンマーク等）

へ福祉事情の視察を行っている。そして、重症心身障害者（児）が安心して

生活できる場の設立にあたって参考にしたのがベーテルである。

　ベーテルの町の萌芽は、１８６７年に始まる。牧師Ｆ．Ｖ．ボーデルシュヴィン

グがベーテルと名づけたこの町は、障害者と健常者が一つの共同体として約

３．５km２の敷地で生活している１０）１１）。それは、施設ではなく、一つの地域社会

である。視察した人たちは、ベーテルを障害者（児）の理想の村としてみ

た１２）１３）１４）。そして、わが国においてこのベーテルを参考にして自治体によって

コロニーが設立されはじめるのは１９７０年代である。しかし、１９７０年代は、北

欧やアメリカにおいてはノーマライゼーションの理念のもと、いわゆる大規

第１章　障害者福祉の視点
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＊５　ベーテル
ベーテルは、神の家の
意味である。数人の篤
志家が一軒の農家に数
人のてんかんの子ども
を保護したのが始まり
である。現在は、病院、
老人ホーム、アルコー
ル依存症患者の施設、
職業訓練所、図書館、
プール等があり、約
８，０００人の障害者と約
１万４，０００人の施設従
業者およびその家族が
生活している（引用文
献１４参照）。

＊４　コロニー
心身障害者が長期にわ
たって生活する大規模
な総合社会施設群のこ
と。コロニーとは、植
民地の意味である。
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模収容施設が縮小、解体されていく時期であった（第２章p.３８参照）。

　また、１９５０年代以降、わが国では政策的にも福祉国家への途をめざした。

経済的復興という社会的な背景も現実にはあった。また、この社会福祉施策

拡充の動向は、市民の社会福祉運動に後押しされたことも事実である。これ

は、当時、顕在化してきた公害問題を代表とする環境問題に関する市民運動

と軌を一にするものである。そして、障害者（児）の家族の会によるソーシャ

ルアクションとともに重度障害をもつ子の親としての立場から発表した作家

水上勉の「拝啓池田内閣総理大臣殿」＊６も世論を喚起した大きな要因の一つ

であった１５）。

　親としての願いがあるにせよ、国際的にはノーマライゼーションの理念の

影響下、コロニーが廃止されていくなか、どうしてわが国ではコロニーが設

立されたのであろうか。

　その答えの一つに、障害者（児）を地域社会が受け入れなかったことがあげ

られよう。障害者（児）、特に重度の人たちは、家族によって介護を受けている。

しかし、家族介護に限界が生じた場合、地域社会は受け入れの場ではなく、

施設、それも長期（本人の死まで）にわたって生活できる施設入所しかなかっ

たのである。この点を小澤温は、「わが国の場合、障害者の地域生活の基盤は

家族介護に頼っている実態がみられ」、「家族介護の限界が生じ、親としてや

むを得ない要望としてコロニー設立への要望」があったと指摘している１６）。

　また、このコロニー建設は、１９６０年代の高速道路建設、新幹線建設と同様、社

会開発の一環でもあった。山間部の土地を整備し、大規模な施設を建設でき

たのは、高度経済成長期だったからでもある。

�４ 　本人主義

　「ピープル・ファースト」＊７とは、「まず、人間である」という意味である。

知的障害者の当事者組織の名称が「ピープル・ファースト」であり、特に知

的障害者の人権に関する運動を行っている。

　１９７３年、アメリカのオレゴン州で、知的障害者（当事者）たちの会議が開

かれた。その際、当事者に対して「自分たちのことをどのように呼んでもら

いたいか」と尋ねられたときに、ある男性が「ピープル・ファースト」と答

えたことに帰因する。「私たちは、知的障害者としてではなく、まず、一人の

人間としてみてほしい」との願いがピープル・ファーストである。

　サポートを受けながらも、当事者自身ができる限り物事を決める主人公で

あることが社会的にも浸透している。１９７０年代のアメリカは、ベトナム戦争

に対する反戦運動や、女性、黒人の権利獲得運動等の社会的背景をもちなが

��

＊６　水上勉「拝啓 池
田総理大臣殿」
『中央公論』誌（１９６３
（昭和３８）年６月号）
に掲載された水上勉か
ら池田勇人（総理大臣）
にあてた「手紙」であ
る。１９６２（昭和３７）年
に誕生したわが子が二
分脊椎症であったこと
から、障害児の教育や
福祉の問題を提起した
内容である。

＊７　ピープル・ファー
スト
１９９１年に世界で初めて
の全国組織である「カ
ナダ・ピープル・ファー
スト」が設立される。
わが国でも毎年、ピー
プルファーストジャパ
ンの主催で「ピープル・
ファースト全国大会」
が開催されている。
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のあいまいさがあるからであろう。しかし、世間の外部の人には無関心であ

るし、外部の人に対して排除する論理もある。現代社会で障害者は「地域社

会の一員」にはなれたであろうが、「世間の一員」に入っていないのではない

だろうか。地域社会は個人により形成されている。多様な価値観をもつ一人

ひとりの個人の集まりが地域社会となっている。しかし、地域社会は「場の

共有」がある程度存在するにせよ、「さまざまな価値を共有し合う」人間関係

の集まりとはなっていない。

　施設コンフリクト＊１１も、いわば「世間」との確執（総論賛成各論反対）で

ある。障害者の施設は必要ではあるが、世間にとっては迷惑な存在である。

そこで、世間の人たちは施設設立にあたって、反対運動や計画変更を要求す

る。施設と地域社会とのコンフリクト（ 藤、紛争）が現実に存在する。こ

のように、障害者は世間の一員ではなく排除されている。「共生」は相互の理

解なしには生まれないことを施設コンフリクトの現実が示唆している。

　現在、障害者本人や家族が抱える「生活のしづらさ」は増大している。ま

すます本人と家族の自己責任へと押しやられている制度改革となっている。

「自立支援」への目標とその援助（支援）は、本人と家族の自助努力を大前提

にしている危険性を私たちは冷静に洞察しておかなければならないであろう。

　現代社会における障害者福祉を考察する際の基本的なキーワードは、人権、

当事者、家族、支援（サービス）、地域社会である。そして、障害者（児）が

置かれている現実の状況を解決・軽減していくために自立支援、権利擁護、

エンパワメント、ストレングス等の実践としてのキーワードがある。これら

のキーワードを通して、諸外国の障害者福祉サービスから学ぶことや国際比

較をすることで、わが国のサービスの充実にも寄与できるであろう。しかし、

より一層大切なことは、日本社会における歴史的、社会的な状況と脈絡を押

さえたうえで考察し、分析することである。そのためには、常に歴史から謙

虚に学ぶことや、現実の「生活のしづらさ」を抱えている人たちから直接学

ぶ必要もあるだろう。

本章のまとめ●現代社会における障害者福祉を学ぶ視点とは●
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＊１１　施設コンフリク
ト
障害者や高齢者の社会
福祉施設や作業所の新
設計画に対し、地域住
民の設置反対運動に
よって、中止や計画変
更となること。コンフ
リクトとは、 藤、紛
争の意味である。
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【考えてみよう】

①　障害のある当事者が家族とともに生活していくなかでの家族の思い（喜びや

悲しみ）について、具体的に考えてみよう。

②　地域社会で障害者（児）が生活していくときの「生活のしづらさ」について、

具体的に考えてみよう。

③　障害当事者が執筆した本を通して、本人たちの思いを考えてみよう。
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