
【基礎編・専門編】

　　 ソーシャルワークの
基盤と専門職

新版

見本



3

まえがき

　今日の日本は、少子高齢化や格差の拡大に伴い、誰もが社会福祉の課題に直
面する、あるいは隣り合わせの社会となっている。しかも、人びとの生活課題
はますます多様化・複雑化・複合化してきている。このような状況のなか、さ
まざまな生活問題や福祉課題を解決していく有効な方策の一つとして、ソー
シャルワーカーの働きへの期待が急速に高まってきている。
　本書では、「ソーシャルワークとはどのような営みなのか」「ソーシャルワー
カーとはどのような専門職なのか」を学ぶ。従来の社会福祉士の業務とされた

「相談援助」に留まらず、幅広い視野と長期的な展望を持ち、ミクロ・メゾ・
マクロにわたる実践ができるソーシャルワーカーをめざした学びである。
　ソーシャルワークとは、①一人ひとりのクライエントに寄り添いながら、そ
の人の生活問題の解決や自己実現を支援することと、②誰もが等しく大切にさ
れ、幸福を追求していくことのできる公正な社会をつくること（「ソーシャル」
な視点をもつこと）、この 2 つに取り組む学問であり専門的な実践である。そ
して、人の生活や人生にかかわる、大きな責任を伴う実践であるからこそ、そ
れを担う専門職としてのソーシャルワーカーには、高い専門性や倫理観が求め
られる。
　ソーシャルワークの専門性は「価値・倫理」「専門的知識」「専門的技術」の
3 本柱から成り立っている。本書を通してその専門性の内容と重要性を理解し、
専門職としてのアイデンティティと自覚を身につけてもらいたい。ソーシャル
ワーカーは自分自身を道具（知識や対人援助の技術、人脈、情報などを駆使す
ること）として用いる専門職であるため、道具としての自分を高め磨くことが
大切である。クライエントの苦しみ・痛みや喜びを共感的に理解できる「感性」、
生活問題の発生メカニズムを解き明かし、状況を総合的にとらえて解決策を編
み出す「知性」、クライエント・家族・地域住民・他職種などと連携しながら、
問題解決と社会変革に向けて慎重かつ果敢にアクションを起こす「行動力」が
必要である。
　本書での学びは、専門職としてのソーシャルワーカーになるための入り口で
ある。単にテキストを読んで覚えるだけでなく、日々の実生活の中で多様な背
景をもつ人たちと出会い、優れた文学・文化・芸術や自然に触れ、幅広い経験
を積むことで、「感性・知性・行動力」を備えた、質の高い実践力をもったソー
シャルワーカーをめざしてもらいたいと願っている。

2021 年 1 月
編者　植戸　貴子
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第1章　現代社会におけるソーシャルワークの意味と専門職

第 1 章
現代社会におけるソーシャル
ワークの意味と専門職

【学びの目標】

　私たちは、互いに支え合いながら日常生活を過ごしている。一方で支え合う
関係を失った、または失いかけている人も多く存在する。ソーシャルワークの
役割は、そのような支え合う関係をつくり、維持し、また回復することである
ともいえる。そのような役割を担うソーシャルワーカーとして、社会福祉士や
精神保健福祉士は、それぞれの根拠法令に基づき日々の業務に取り組み、そし
て、そのなかで専門職としての専門性を培っている。そこで、本章では具体的
に以下の4点について学ぶ。
①�　支え合う関係の大切さとソーシャルワークの役割について学ぶ。
②　社会福祉士と精神保健福祉士の制度の成り立ちなどについて理解する。
③　社会福祉士と精神保健福祉士の定義および義務などについて学ぶ。
④　社会福祉士と精神保健福祉士の専門性について理解する。

1．支え合うつながりをつくるソーシャルワーク

（1）支え合う私たちの日常生活

　私たちは、互いに支え合いながら日常生活を過ごしている。身近なところで
は、家族や友人に支えられ、そしてまた、それらの人々を支えている。少し身
近に感じにくいかもしれないが、私たちが着る「服」も口にする「食べ物」も、
また、住まう場所である「住居」も、誰かの手によってつくられたものであり、
それらのものによって、私たちの日常は支えられている。さらに、支えること
を通して、自分の生き方を模索したり、自分が自分であるというアイデンティ
ティを形成する人もいる。そこでは「支える」ことが、直接的に「支えられる」
ことを意味しているのかもしれない。
　一方で、支えるという行為にはネガティブな側面もある。例えば、他者を過
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剰に支えることは、相手を依存的にさせ、結果として、その人の主体性を奪う
ことにもなる。また、「支える」ことでしか自らのアイデンティティを維持で
きない人は、支えることに専念するあまり、その人自身や家族の生活基盤を揺
るがすこともある。そう考えると、一見「よいこと」のように思える「支える」
という行為は、同時に負の側面ももち合わせていることがわかる。
　最近では、「無縁社会」や「孤独死」といった言葉が、社会的な注目を浴び
るようになった。これらの言葉からも、近年、私たちの社会において、人と人
とのつながり、すなわち、支え合う人間関係が希薄化・弱体化していることが
わかる。一方で、職場におけるビジネスライクな関係、facebookやLINEといっ
たSNSを介した親密な関係、スポーツや趣味を通してつながった気さくな関係
など、多彩なつながりを生活に見出すことができる。また、東日本大震災を経
験して以来、「絆」という言葉が、メディアをはじめ多くの人から聞かれるよ
うになった。私たちの支え合う人間関係は、なおも、さまざまなつながりのな
かで機能しているといえる。この点については、社会学者の上野千鶴子も、「地
域」「家族」「会社」を基盤とする地縁、血縁、そして社縁といった「選べない
縁」とは異なり、「選べる縁」（選択縁）が別のかたちで広がっていることを指
摘している1）。このようにみてみると、その質や量は変われども、支え合うつ
ながりを通して私たちの日常生活は営まれているといえるだろう。

（2）互いに補い合う人間関係：「自分探し」キャンプでの経験

　今から30年ほど前になる。高校生であった私は、学校の成績や運動能力、そ
して人間関係などで悩みを抱えていた。「自分がしたいことは何か」「自分に生
きる価値があるのか」といったことを悶々と考えていた。そんな時、高校で配
付された新聞の小さな募集広告に目を留める。そこには、「障害者とともに過
ごす、150人びわ湖大キャンプに参加してみませんか？」と書かれていた。「障
害」や「介助」といったことについては、ほとんど知らなかったが、何となく
その大キャンプに参加してみることにした。 4日間にわたったそのキャンプで
は、障害のある人が50名近くであったのに対し、障害のない人、いわゆる健常
者が100名程度参加していた。割合的には、 2対 1での介助が求められる状況
である。介助される人にも、介助する人にも、なかなかハードな日程だったよ
うに思う。ただ、そんな大変なキャンプのなかで、多くの参加者がそれなりに
楽しそうな時間を過ごしていた。そのときに、ふと思ったことがある。それは、
障害のあるなしに関わらず、それぞれが自分の「できない」ところを見せ、同
時に自らの「できる」力を活用して他者と関わっているからこそ、多くの人が
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それなりに満足げな顔をしているのかもしれないと。
　そのキャンプには、さまざまな人が参加していた。身体障害、知的障害、そ
して精神障害のある人、あるいは、複数の障害を合わせもつ人。また、年齢で
いうと小学生くらいの子どもから、高校生や大学生といった若者、そして70歳
あたりの高齢の人。加えて、海外からの留学生や学校に通学できない不登校の
子ども。まさに、多様な特徴をもった人々が集まっていた。そこでは、それぞ
れがトイレや入浴ができない、料理ができない、言葉がうまく使えない、学校
に行けないといった、いわゆる「できない」ことをもちつつ、一方で介助がで
きる、料理を教えることができる、人間関係の相談にのることができる、通訳
ができるなど、それぞれの、いわゆる「できる」ことでもって、まわりの他者
を支えていた。参加する人々が、互いの「できない」ことを、互いの「できる」
ことでもって補い合う。その姿は、「へこんだ」ところ（凹部）と「出っ張っ
ている」ところ（凸部）を同時にもつジクソーパズルのそれぞれのピースが、
互いに補い合い、全体として一つのきれいな絵を描いているようにも見えた。
　それぞれの参加者がもつ「できること」と「できないこと」をうまく組み合
わせ、支え、そして支えられること、つまりは、支え合うことの可能性とその
大切さをこの「自分探し」のキャンプで実感した。

（3）生き残るために支え合う

　このキャンプで実感した、支え合うことの可能性と大切さを教えてくれる本
がある。それは、クロポトキン（Kropotkin,�P.A.）の『増補修訂版　相互扶助
論』である。1902年に単行本として出版されたかなり古い本であり、また、ロ
シアの思想家としても、アナキストとしても有名な著者ではあるが、人が互い
に「支え合う」ことを考えるうえで、一読の価値がある書籍であるといえる。
　クロポトキンは、ダーウィンの影響を受けた「進化論」者の一人でもある。
一方で、ダーウィンの提示した「適者生存の原理」や「生物界の不断の闘争と
生存競争の法則」といった点を強く批判した。これに対して、クロポトキンは、
互いに助け合う「相互扶助」の原理を受け入れ、それを引き継いだ種のみが自
らを進歩させ、進化し、そして維持することができていると主張している。
　確かに、人間を含めた生物界には生存競争というのがある。一見すると、人
類の歴史は、「争いの歴史」であるかのようにも見える。ただ、よく観察して
みると、互いに助け合うという「相互扶助」の原則のほうが、よりはっきりと
示されているとクロポトキンは説明する。そして、この原則は、多くの動物に
見られ、哺乳類はもとより、仲間の死を悲しむ鳥、アリの共同生活における団
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結、仲間の危機を助けるカニなど、多くの事例をあげて説明している。
　さらにクロポトキンは、「相互扶助」、つまり支え合うことは、無意識のもの
であり、愛や同情ではない、本能であるとしている2）。そして、互いに争うの
ではなく、支え合うことで持続可能で豊かな社会づくりが可能になると語って
いる。古い本だが、互いを支え合うことの重要性を改めて私たちに教えてくれ
る。

（4）「できない」ことでもって支え合う

　私は、その「自分探し」のキャンプにおいて多様な人と関わり、「勉強がで
きない」「スポーツができない」といった極めて限定された狭い基準でしか自
分を評価できなかったことを反省した。それとともに、人には「できる」とこ
ろと「できない」ところが何かしらあり、それらを補い合って「社会」という
パズルをつくり上げていることに気づかされた。また、「できない」ことがあっ
ていい、いや、「できない」ことがあるほうが、他者とつながっていくには都
合がいい場合もあるかもしれないと感じた。先ほどのパズルのたとえでいうと、
「できない」ことがない、つまり、凹部のないパズルのピースでは、他のピー
スと「がっちり」と組み合わない。凹部があるからこそ、他のピースとしっか
りと組み合った「いい感じ」の絵が完成する。
　そもそも、すべてにおいて「できる」人はいないし、同様にすべてにおいて
「できない」人もいない。つまり、すべての人は何らかのことが「できる」と
いうことになる。例えば、相当に重い心身の障害のある人であっても、一生懸
命に生きるその姿によって、私たちに「生きる意味」を伝えることが「できる」。
わが国の障害者福祉の第一人者である糸賀一雄はこう語っている3）。

　ちょっと見れば生ける屍のようだとも思える重症心身障害のこの子が、ただ無
為に生きているのではなく、生き抜こうとする必死の意欲をもち、自分なりの精
いっぱいの努力を注いで生活しているという事実を知るに及んで、私たちは、い
ままでその子の生活の奥底を見ることのできなかった自分たちを恥ずかしく思
うのであった。重症な障害はこの子たちばかりではなく、この事実を見ることの
できなかった私たちの眼が重症であったのである。

　続けて、糸賀は、彼らはこのような相当に重い障害をもつがゆえに、多くの
他者との関わりをもたざるをえず、また、もつことができているのだとも語っ
ている。私たちは、このような重症心身障害がある人を目の前にすると、その
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人から何かを学ぶということを想像することが難しいように思う。しかし、そ
れは、その人が何も「できない」からではなく、その人に関わる周りの私たち
が、重症心身障害のある人の「できる」部分を見ることが「できない」からで
あることがわかる。そう考えると、私たちはみな、それぞれの「できる」こと
と「できない」ことでもって、互いを補いあうことができ、また、そのように
していると考えられるのかもしれない。

（5）支え合うつながりを失う人々

　ただ、現代社会では日常生活には欠かせないこのような支え合うつながりを
失ってしまう、または失いかけている人も少なくない。そのようなつながりの
喪失は、さまざまな問題を引き起こす。例えば、貧困、孤独死・無縁死、虐待・
暴力、殺人、自死などがある。実際に、次のような事件が起こっている。

姉妹の病死・凍死 4 ）：2012年 1月、42歳の姉が失業中に公共料金を滞納し、ガ
ス・電気が止められているなか、姉が病死し、知的障害のある40歳の妹が凍死
していた。アパート管理会社から「昨年12月中旬から連絡が取れない」と警察
に通報があり発見された。

居所不明児童の餓死 5 ）：2014年 5月、生きていれば13歳の男子が白骨化した遺
体で発見された。この男子は一度も学校に通っておらず、児童相談所から「所在
不明の男子がいる」との連絡を受け警察が調べていた。 5歳の頃に育児放棄に
より餓死したようだ。

老老介護による殺害 6 ）：2020年 4月、81歳の妻を刺殺したとして82歳の夫が
殺人容疑で逮捕された。衰弱する認知症のある妻の世話を続けていたという。警
察の調べに夫は「疲れ果て、将来を悲観した」「自分は死ねなかった」と話して
いた。

　これらは必ずしもまれな事件ではない。障害のある人とその家族の孤立化、
居所不明児童、そして老老介護という状況が関係した事件は多く報道されてい
る。現代社会では、このように、本来支え合うつながりのなかで成立している
生活に支障をきたし、それが大きな問題につながる事例が少なくない。
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シャルワーカーの自己研鑽と資質向上、さらには専門職としての実績などにか
かっているといえる。
　この点については、周知のように、社会福祉士と精神保健福祉士には、それ
ぞれに資格取得方法と国家試験が準備されている。社会福祉士国家資格は、福
祉系 4年制大学卒業者（指定科目履修）、そして社会福祉士短期養成施設や一
般養成施設卒業者などで、社会福祉士国家試験に合格し登録することが必要と
なる。また、精神保健福祉士国家資格の場合は、保健福祉系 4年制大学卒業者
（指定科目履修）、そして精神保健福祉士短期養成施設や一般養成施設卒業者な
どで、精神保健福祉士国家試験に合格し登録することが必要となる。
　国家試験については、社会福祉士及び介護福祉士法、そして精神保健福祉士
法に基づき年に 1回実施されている。2020（令和 2）年時点の試験科目は、社
会福祉士では19科目、精神保健福祉士では17科目である。ただし、どちらか一
方の資格取得者で、社会福祉士または精神保健福祉士の国家試験を受験する場
合、申請により上記試験科目のうち一部科目の試験が免除される。なお、2020
（令和 2）年のカリキュラム改正により科目名が変更とされる。

【学びの確認】
①ソーシャルワークとは、私たちの生活のなかで、どのような意味をもつのか

について考えてみましょう。
②社会福祉士と精神保健福祉士には、その成り立ちと法的な定義や義務をふま

え、社会的にどのような役割が求められているのかを考えてみましょう。
③社会福祉士と精神保健福祉士の専門性とはどのようなものであるのかについ

て考えてみましょう。

【引用文献】
1 ）上野千鶴子「選べる縁・選べない縁」栗田靖之編『日本人の人間関係』ドメス出版

1987年　pp.226-248
2 ）P. クロポトキン著、大杉栄訳『増補修訂版　相互扶助論』同時代社　2012年　p.16
3 ）糸賀一雄『福祉の思想』日本放送出版協会　1967年　p.174
4 ）芳垣文子・仲程雄平「孤独死防ぎたい　冬の札幌、アパートの一室で姉が病死・傷害

のある妹が凍死／北海道」朝日新聞　2012年 1 月13日　朝刊　p.31
5 ）「不明の子か、白骨遺体　遺棄致死容疑で父聴取　厚木のアパート」朝日新聞　2014年

5 月31日　朝刊　p.36
6 ）高橋曜介・岩田恵実「老老介護、妻を手にかけ　『死ぬときも一緒』約束したが　逮捕

の82歳『将来悲観』」朝日新聞　2020年 4 月28日　朝刊　p.23
7 ）杉野昭博「日本におけるソーシャルワーク」平岡公一・杉野昭博・所道彦・鎮目真人『社

会福祉学』有斐閣　2011年　p.26

見本




