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はじめに

聖子

ソーシャルワークにおけるニーズは、どのように生成されるのか。ニード、ニーズ（need,
needs）の訳語は、
「必要」のみならず、
「欲求」
「需要」などがある（広辞苑）
。しかし、社
会福祉の領域では、ほとんど必ず「必要」と訳され、しかも一定の限定がなされる。すなわ
ち、「社会」が充足について責任を負うためにも、
「社会的に認められ」る必要があるニーズ
（三浦 1995：60）
（小林 2006：64）とされる「社会的ニーズ」である。これは、
「たんに当事
者の主観的概念としてではなく、当事者を超えた『社会通念』や『専門家の判断』にもとづ
いて定まる」
（秋元 2010：39）もので、ブラッドショーの言うところの「規範的ニーズ」で
あり、具体的には官僚等が法令という形で示したり、ソーシャルワーカーなど専門家によっ
て判断されるニーズである。
一方、上野は「当事者主権」を主張する。ニーズの成立には「
『社会的承認』が必要」と
するものの、そこには「
『社会的承認』を求める諸アクター間の協調、協同、対立、葛藤を
生む生成過程」が存在するとしている（上野

2008：13, 22）
。

諸アクターには、クライエント（利用者、当事者）はもちろんだが、家族、ソーシャルワー
カー、他の関係スタッフ、ソーシャルワーカーの所属機関、そしてその支援に公的サービス
の導入をともなうのであれば、法令（を通した官僚）があるだろう。それぞれが考えるニー
ズ、意向、要請の一致をみたところ、すなわち支援課題あるいはニーズの同意が得られたと
ころで、具体的な支援の検討（プランニング）の開始となる。
具体的な支援の開始のスタート地点に至るまでには、ソーシャルワーカーには 2 つの役割
が存在すると考える。1 つ役割は、
諸アクター間の合意形成の促進である。もう 1 つの役割は、
諸アクターのうちの１つとしての役割、すなわちソーシャルワーカーなりのニーズを考える
ということである。ここでは、前者で導かれるニーズを「合意ニーズ」
、後者を「
（ソーシャ
ルワーカーによる）仮説ニーズ」と呼ぶこととする。一般的には、行きつ戻りつはあるにせ
よ、仮説ニーズを立てた後で、合意ニーズを生成することになるだろう。
もし、ソーシャルワーカーが仮説ニーズを考えることなく単にクライエントや家族の示す
オーダーに応じるだけであれば、特に資源配分にかかわる点については、社会から要請され
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る期待に応えていないといえるだろう。
資源配分をともなうソーシャルワークにおいて、ニーズあるいは支援課題はどのようなプ
ロセスを経て生成されるのか。また、その際の課題は何か。ソーシャルワーカーから見た、
という限定つきではあるが、このことについて、インタビュー調査をとおして明らかにする
ことを本稿の目的としたい。

Ⅰ

研究目的

介護保険制度下でソーシャルワーカーが、①資源配分をともなうソーシャルワークにおい
て、ニーズはどのようなプロセスを経て生成するのか、また、②その際の課題は何かという
こと明らかにすることを目的とする。

Ⅱ

調査方法

1. 調査の方法
調査項目を書いた紙を被調査者に示したうえで、インタビュー調査をおこなった（半構造
化面接）。なお、調査にあたっては、調査者から被調査者に調査趣旨を説明し、協力の了解
を得たうえでおこなった。また、分析方法は KJ 法とした。

2. 調査対象
調査は、一定の相談実務経験をもつ社会福祉士で、かつ介護保険制度下でその資源配分に
関る 5 名を対象とした。
5 名はいずれも社会福祉士の資格を有し、相談業務に従事した経験は 10 ～ 20 数年である。
なお、5 名のうち大学で社会福祉を専攻した者が 3 名、そうでないものが 2 名である。
また、5 名の現在の勤務先・職種は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が 3 名、介護
老人保健施設の生活支援員及び地域包括支援センターの社会福祉士が各 1 名である。5 名は
いずれも介護保険制度下でその資源配分に関る仕事に従事している。彼らは、クライエント
とは契約にもとづく関係であり、利用者の意向や法の要請が対立するなどといったディレン
マにさらされ得ることも少なくなく、そのためニーズ設定の重要性がより大きいと推測され
る。

Ⅲ

調査結果

1. 仮説ニーズ構築の状況
クライエントやその家族等と合意ニーズを構築する前に、ソーシャルワーカー（社会福祉
士）なりに意識的にクライエントのニーズを考え、そうして導きだされたものを「仮説ニー
ズ」と仮に呼ぶこととする。この仮説ニーズの構築について確認した。
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(1) 意識的な仮説ニーズの検討
5 名の社会福祉士いずれもが「仮説ニーズを意識的に考えている」と答えた。
一人は、
「そのとき（介護職をしていたとき）は、あえて仮説ニーズを立てている実感は
なかったが、振り返ってみると介護をしながらも仮説ニーズを考えていたと思う。どんな人
間でもしているんだと思う。人間は誰でも仮説ニーズを立てていると思う」と、ごく自然に
おこなっているようだが、介護職のときは、今思えば仮説ニーズを立てたものの「そのとき
は…実感はなかった」としている。
(2) 仮説ニーズの設定頻度
仮説ニーズを設定する頻度については、
「一回つくって終わりということはないですね。
入ってくる情報の重要性によっては、そのたびに組み立てなおしていると思います」
、
「その
場、その場で考えていますね。相談内容の濃淡によって、仮説ニーズを考える回数も変わっ
てくる」
「常に考えていますね。新しい情報が得られるたびに、
、
ガラッと変わることもある」、
というように、何度も仮説ニーズを練り直している。また「初回にまずは一回は考えてるか
な。ある程度関りながら、
最初、
その人を知るまでは繰り返していると思う。
（利用者等との）
会話の中で、自分の仮説を検証していく…初回の仮説ニーズも外れることもあるし…」とい
う話からは、そのクライエントと関り始めた初期や重要な情報が入ってくる際には、頻度高
く仮説ニーズの練り直しがおこなわれることが多いことがうかがえる。
一方、
「予防（ケアプランで関る人）の場合は、
（仮説ニーズを練り直すことが）少ないで
すね。本人の変化がなければ、
（要支援）認定期間に対して 1 回であることが多いです」と
いうのは、対象者や制度の特性、社会福祉士個人のスタンスのいずれの理由からかは特定し
づらいが、頻度高くは仮説ニーズの練り直しをおこなわない場合もあることがうかがえる。

2. 仮説ニーズ構築の思考プロセス
ソーシャルワーカーは、仮説ニーズを構築するとき、何を根拠に、またどのような思考プ
ロセスで構築しているのかを確認した。
(1) 根拠
“仮説”に限らず、ニーズを考える際は、クライエントに関するさまざまな情報が根拠に
なることは間違いないが、その情報として、クライエント・家族から直接に得られる言語・
非言語のメッセージが大きいことがうかがえる。
例 「出てくる言葉、表情、雰囲気、服装なんかも。女性の介護者であれば、化粧、髪の
手入れ具合からも見ていく」
「話をしている人の印象が大きい（本人にしても、家族にしても）在宅に戻すと言っ
ても、戻らないだろうな、という雰囲気はよく見ているつもり」
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クライエント等から直接得られる情報のほか、
他の職員から得られる情報も重視している。
特に、医療や介護など他の専門領域に関する情報の妥当性の吟味については、慎重な面がう
かがえる。
例 「自分だけの判断では、医療面とか、苦手、弱いところがあるから、専門の人に意見
なり、確認を（聞いて）
、根拠をはっきりさせる。介護をしないで相談（業務）に入っ
たから、細かい介護や医療のことは正直よくわかんないんだよね。おむつの変え方
１つにしても。仮説を、引き出しをもったりするが、それを絞るために、他の人に
確認するかな」
「（家族に関する情報に比べ）情報量が弱いのは本人に関することなんですよ。介護
のスタッフとかは（本人が）思っていることをポロッと（出したのを）聞いたりす
るし…介護やリハビリのスタッフに相談しますね」
そして、クライエント本人、家族が考えるニーズ、要望、希望を大きな拠りどころとして
捉えている。
例 「同居家族のニーズ、要望が大きいですね」
「本人と家族がどう生きたいのか」
「本人の希望というより、本当に必要かどうかをよく考える、吟味してみます」
(2) 影響を受けているもの
仮説ニーズ生成の際、影響を受けていると自覚しているもののなかで大きいものは、これ
までの「経験」である。
例 「経験かな。ケースの積み重ねとか、その都度、勉強してきたこととか…」
「これまでの経験ですね。利用者本人から得たものが大きい。嘆き、喜びなど言葉や
行動とか…」
「経験値が大きいです。前にもこういう家（家族）ってあっただろうなって」
なお、社会福祉士の倫理綱領について聞いたところ、5 人全員が「正直、ふだん特に意識
していない」ということだった。
ただし「普段は特に意識していないが、
もともと自分が持っていたものと（重なる部分が）
多かった。（読み返したとき）そんなに外れていないと思った」
、
「学生のころはもちろん読
んだが、卒業してからは読んでなかったです。平成 19 年に実習（実習生）を受けるにあたっ
て読み返しました。ただ、それにのっとってやってきたんだとは思いました」という自己評
価である。
また、仮説ニーズの生成への影響という視点からは外れるが、
「職場の中で、
（社会福祉士
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の倫理にもとづく）発言をしなくてはならない」というコメントがある一方で、
「他の医療
職からは『理想が高すぎる』といわれるので、実務では出さないようにしている」というよ
うに、社会福祉士の倫理を組織に対して影響を与えようとしているか否かは、異なる見解が
出た。
(3) 資源配分に関するとらえ方
先に述べたように、今回の被調査者は、いずれも介護保険の資源配分にかかわる社会福祉
士である。その彼らに対し、資源配分に関して社会という視点を意識するか否かを尋ねたと
ころ「意識する」という者が 4 名であった。
例 「制度として（ケアマネジャーは）役所の代わりを務めているは思っていますね」
「
（社会的なるものは）意識しているね。介護保険であってもなくても、制度をつかっ
て支援をしていくのであれば、社会から見てこれはどうなんだという考え方ではみ
るかな。この人が希望しているから、というだけでなく…介護保険…効率的な利用
としなければならないことが求められているでしょ」
「保険と税で運営されている…全体でみると、莫大なお金を動かしている。包括にし
ても、居宅にしても、お金を動かしている」
一方で、社会的な要請よりも、クライエント個人が考えるニーズを優先させたいと考える
被調査者もいた。
例 「個人的ニーズと社会的ニーズがあるとしたら、介護保険は個人的ニーズだと思いま
すよ…介護保険は契約だから…介護保険のニーズと社会福祉のニーズは違う…財源
の問題ではないと思う…行政は型にあてはめようとする、法律にあてはめようとす
る…型にはまらないものを、ソーシャルワーカーやケアマネジャーが隙間をうめて
いくものだと思う」
(4) 気をつけていること
仮説ニーズの構築およびその後の取り扱いについて、
「バランス」に留意し、自らが立て
た仮説ニーズに固執することのないように配慮していることがうかがえる。
例 「昔は、
『こうあるべきだ』というものがありました。法令とか、社会規範とか、社
会通念とか…今は、
『法令』に関しては、明らかな違反は論外として、許容範囲を見
るようにしています。
『社会通念』は意識的に、後ろにおいておくようにしています」
「
（親族が誤診を受けたという被調査者の個人的な経験を踏まえて）軽はずみ、軽率
な支援はしない」
「偏りがないように、ケアマネやサービス提供者などいろんな人に聞くようにしてい
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ますね」
「もし、すでにサービスに乗っかっている人、ケアマネのいる人は、自分（社会福祉士）
が思うニーズとは違うことがあるので、そこは聞くようにしている。相対的にいろ
んな情報を集めていて…」

3. 記録について
仮説ニーズの根拠となる「情報」に関しては、基本的に全員書いているが、
「仮説ニーズ」
やそれを導く「思考プロセス」については、一人を除くと「書かない」
「あまり書かない」
であった。
書く理由としては、
「万が一、誰かが自分の代わりにその利用者に関らなければならなく
なったときのため、共有するため、方向性がぶれないように書きます」というほか、
「
（書か
ないことが多いが）仮説ニーズと本人や家族の考えの違が違うものを書くよね。その時点の
事実を残しておくために書くかな」というものであった。
一方書かない理由としては、
「書いているヒマがない」
、
「業務量の問題」があげている。
仕事に占める記録の比重について、
「3 ～ 4 割。下手したら 5 割」
、
「60％くらい」
、
「7 割くら
いなか」と、記録に関する負担感は少なくないものがあると思われる。
そのほか書かない理由としては、
「
（クライエントや家族に）同意を得ているものではない
から、記録に残すべきではないと思ってます」とし、その理由は「開示請求あったとき困る
ので控えています。実際には、開示請求を受けたことはないですが。もし開示請求を受ける
のは、それは訴訟を起こされるような対立するときだと思います。そのとき、悪意をもって
捉えられかねないものは控えています」とし、クライエント側からの記録の開示請求があっ
た場合、仮説ニーズや思考プロセス記載がマイナスに働く可能性があると考えていることを
うかがわせる。これは、
「根拠＝情報」についても、
「客観的なものは書くようにしているが、
“印象”は強くなりすぎないようにしています」ということともつながっている。
そのほか、「インテーク時に書くフェイスシートには、利用者本人や家族が望んでいるこ
とは各々書く欄があるが、ソーシャルワーカーとしてとらえるニーズを書くというような欄
はない」「（ソーシャルワーカーが考えるニーズを）書く項目がない。サービス計画書にも、
ケア記録にもない」
「証明が求められていない」と、規定の書式にソーシャルワーカーの仮
説を書くような欄が盛り込まれていないことを挙げている。

4. 合意ニーズに対する仮説ニーズの取り扱い
仮説ニーズはあくまでソーシャルワーカーとしての仮説である。実際に支援の起点となる
のは、クライエント、家族、関係者（ソーシャルワーカーも含む）間の合意がとれたニーズ
となる。仮説ニーズから合意ニーズに至る生成プロセスを追った。
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(1) クライエント側に対する仮説ニーズの提示について
ソーシャルワーカーが考える仮説ニーズについて、クライエントや家族に伝えるか否かに
ついては、
「伝える」が 4 名、
「伝えない」が 1 名であった。
「伝えない」とする社会福祉士は、
「自分の意見も出せて、
判断もできる家族でない限り、
（社
会福祉士が考える仮説ニーズの提示は）しないですね」という。それには、
「介護保険でか
かわった感じだと、明確に生き方のビジョンというか、こうしたいというものが、若い障害
者と比べるとない気がします」
「
『どうしたいんですか』と聞いてもなかなか出てこない。本
人も家族も」
「一緒に考えましょう、一緒にやりましょう、というようにならない」
「話をし
ている間に変わっていくことが多い」と、クライエント・家族の自律性・主体性が十分確立
しているとは思えないため、社会福祉士が仮説ニーズを提示することが与える影響が過大と
なってしまうことを懸念していると推察できる。では、合意ニーズはどうやってつくってい
くのか、と尋ねたところ「事実を挙げて確認をしていく」という。
一方、仮説ニーズを「伝える」とした社会福祉士についても、その方法は、
「仮説ニーズ
が本人の希望と近ければ『本人の希望だから』といいやすい」
「本人意向がはっきりしない
場合は、
『施設の決まりごとだから』とか『法的に決まっているから』ということが多い」
という。つまり、社会福祉士が「私はこのような必要（仮説ニーズ）があると考えます」と
はっきりと提示するのではなく、本人の意向やルールといった衣を着せて、仮説ニーズを伝
えていると解釈することができる。
もちろん、
「仮説ニーズが本人の希望と違ったり、本人が希望を言えないような場合でも、
仮説ニーズを『提案』という形で伝えます」
、
「仮説ニーズと家族が訴えるニーズを対比させ
て、選択を求めるようにしています」のように、明確に社会福祉士の考えとわかるように伝
えているケースもある。
ただし、
いずれの場合でも「仮説ニーズは出してみて、
（それに対する家族等の受け入れが）
ダメなようなら、引っ込める」
、
「仮説ニーズの押し付けにならないように気をつけている」、
「本人がノーなら、仮説ニーズとして（そのとおりに）おこなったほうがよいと思っても、
行かせない。後々、本人の敵になってしまうから」
、
「柔軟に。仮説ニーズを前提としすぎな
い、とらわれすぎない」と、あくまで、仮説ニーズの取り扱いには慎重である。
(2) 仮説ニーズとクライエント等が考えるニーズが異なる場合
仮説ニーズとクライエント等が考えるニーズが異なる場合、
「仮説ニーズを押し付けもで
きないので、自分の中にとっておく。それを、常にタイミングを見ながら、検証していく」
ことを基本としている。
しかし、ときには「ある程度、強引でも押さなきゃダメだと思うときがある…（それは）
自信があるとき…（具体的には）認知症の人のデイで、本人は週 1 回しか希望していないの
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だけれども、週 2 ～ 3 回いった方がよいと説明して…『騙されたと思って行ってみて』と言っ
て…」、「仮説ニーズと本人が考えるニーズが大きく異なる場合は、反対はしないが、後押し
はできない」と、仮説ニーズあるいはそれに基づく起点を鮮明にする場合もある。
もっとも、仮説ニーズとは異なる内容を主張する家族等に対しても、最終決定を出すに至
るプロセスにおいて、何度も話し合いを持つよう努めているという。その理由について「後
悔しているお家の方をたくさん見ているので…あのときああしておけばよかった、というの
を一つでも減らしてあげたい」からだとする。
また、仮説ニーズを表出しない場合でも、
「
（社会福祉士の）心の中では、
『これでいいの
かな』というのは常にあります」という。
(3) 合意ニーズの形成に向けた各アクターが考えるニーズ表示の促進
クライエント本人、家族、関係者の意向については、
「
『発言してもらうしかない』と常に
思っています。なるべく発言してもらうよう心がけてますね」
、
「自由に言ってもらっていま
す」という一方、
「本人、家族も（意向が）あるのかもしれないが、表立ってこない」という。
「担当者会議の場で、一応、ニーズを説明するが、逐一読んでいない。ケアマネも細かく説
明しない。『どうでしょうか』と一応提起するが、何の意見も出てこない。空しくなる」と
いう。ただし、サービス担当者会議に提示するニーズ等の原案は、アセスメントの段階で、
利用者や家族の意向は確認したものを記載しているという。
また、クライエント本人と家族の意向が異なるだろうという場合、あえて各々の意見の表
出を促進しているかという点に対しては、
「家族間の対立を促すような聞き方はしない。あ
とで電話をして意見を聞くというようなデリケート…把握には努めている」
、
「デイに行って
いる人だったら、デイに行って本人だけに会ったり、逆に、デイのときに家族に電話をかけ
たり…」と、社会福祉士はそれぞれの意向の把握には努めているが、それを関係者間、特に
家族間で表出を促進することには躊躇があるように見受ける。その理由として、
「家族の人
間関係が壊れることがある。ケアマネとは関係が壊れれば（ケアマネを）代えればいいが、
家族間はそうはいかない…小さい頃の恨みつらみがある場合がある。言わせることがいい結
果を生むとは限らない…論理的にはいかない話がある…ひどい虐待があれば別だが、積極的
にどこまで進めていくべきか…本人も家族も、自分のニーズを自分でわかっていないことが
ある」と、家族間の問題が促進されるかもしれない働きについては避けている傾向が見られ
る。
また、「仮説ニーズは本人にとってよいと思って立てている…本人あるいは家族の意向は、
仮説ニーズに合いそうなときは表出させるが、沿わなさそうなときは、表出させない」とし
ている。
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Ⅲ

研究結果

1. ニーズの生成プロセス（図 1 参照）
ソーシャルワーカーは、
「仮説ニーズ」を考える際の根拠は、観察を含む「クライエント、
家族から直接に得られる言語・非言語のメッセージ」
「他の職員からの情報」
「クライエント、
家族が考える希望」などとしている。
これらの情報をもとに、ワーカーの判断（解釈・評価）がなされるが、そのとき大きな影
響を及ぼすものはこれまでの「経験」である。但し、自身の判断の妥当性を吟味するため医
療・介護職あるいは他のソーシャルワーカーの意見を求めている。
また、4 人は介護保険の資源配分という社会的視点も意識している。ただし、法令や社会
規範については、一方で仮説ニーズ生成においてそれらに固執することのないようにバラン
スを取っているという。
以上を踏まえてソーシャルワーカーは「仮説ニーズ」を生成する。ただし、仮説ニーズは
一回立てて終わりということではなく、その後何度も繰り返されるが、それは入ってくる情
報に依存し、特にその情報が重要であればあるほど仮説ニーズを練り直している。なお、対
象者や制度の特性、社会福祉士のスタンスのいずれの理由かは特定しづらいが、頻度高くは
仮説ニーズの練り直しをおこなわない場合もある。
仮説ニーズの次は、合意ニーズ生成に向けたプロセスが始まる。ソーシャルワーカーは仮
説ニーズをクライエントや家族に伝える場合、
「本人の意向」や法令等の「ルール」といっ
た衣を着せて伝えている場合がある。また、
「提案」等という形でソーシャルワーカーの考
えということが明確にわかる伝える場合もあるが、その場合、特に押し付けにならないよう
慎重な取り扱いをしている。そのほか、
「伝えない」とする社会福祉士もいる。それは、ク
ライエント・家族の自律性・主体性が十分確立しているとは思えないため、社会福祉士が仮
説ニーズを提示することによって与える影響が過大となってしまうことを懸念してのようだ
が、その場合、
「事実を挙げて確認をしていく」ことにより合意ニーズの生成を図っている。
仮説ニーズとクライエント等が考えるニーズが異なる場合、ときに強引に押すことはあっ
ても、基本的には押し付けは控え、タイミングを見計らうこと基本としている。また、仮説
ニーズとは異なる内容を主張をする家族等に対しても、最終決定を出すに至るプロセスにお
いて、何度も話し合いを持つよう努めているという。
クライエント本人、家族にはその意向について、なるべく発言してもらうよう心がけてい
るものの、それが表明されないことがある。逆に、クライエント本人と家族の意向が異なる
ような場合、
家族間の対立を促してしまような聞き方にならないよう慎重にしているという。
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【図 1：ニーズ生成のプロセス】
᰿ᣐࡉࢀࡿ

᰿ᣐࡉࢀࡿ

ࠕᮏேࡢᕼᮃࠖ

ࠕᐙ᪘ࡢせᮃࠖ

ࠕࡑࡢࡢゝㄒ࣭

ࠕ་⒪࣭ㆤ⫋ࠖ

㠀ゝㄒࡢሗࠖ
ࡢ᰿ᣐ

ࡼࡿ
ពぢ  ሗ
ྫྷ

ពぢ⾲᫂ᑐࡍࡿ
ៅ㔜࡞ಁ㐍

SW ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕ⤒㦂ࠖࡶ࡙ࡃ࣭ホ౯

SW

SW ࡢ⪃࠼ࡿࠕ௬ㄝࢽ࣮ࢬࠖ

♫ࡢせㄳ

⧞ࡾ㏉ࡋ

ἲ௧➼
࣮ࣝࣝ

ៅ㔜࡞ྲྀࡾᢅ࠸
⾰ࢆ╔ࡏࡿ

ᥦ
♧

⾰ࢆ╔ࡏࡿ

ពぢ
⾲᫂

ᮏேࠊᐙ᪘ࠊSW
࡞ࡢヰࡋྜ࠸

ពぢ
⾲᫂
ពぢ
⾲᫂

ྜពࢽ࣮ࢬ
ྜពࢽ࣮ࢬ

2. ニーズ生成プロセスにおける課題
「仮説ニーズ」やそれを導く「思考プロセス」については、1 人を除き、ほとんどが記録
をしていない。理由は、業務量が多いため書いている時間がない、フォーマットに書く項目
がない、情報開示を考えると仮説ニーズ等を書くことにためらいがある、ということであっ
た。
筆者は仮説ニーズおよびそれを導く思考プロセスを記載できるシートを、看護・介護領域
で使われているシートを参考に提唱し、また、現在、社会福祉士の養成課程で使用している。
しかし、現場においては、重要な情報が入るたびに書き換えるものであるならば（少なくと
も頭の中では書き換えている）
、固定的なフォーマットに記載するよりも、経過記録（一般
的には罫線）に自由に書けたほうがよいのではないかと考える。しかし、
他方で、
フォーマッ
トに書く項目がないから書かない、ということであるとすれば、専門性の証明、すなわちそ
の思考（プロセス）の専門的妥当性の証明はどのようにするのかという問題が生じる。また、
情報開示の問題を理由として記載をしないのならば、その点についても課題と考える。
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Ⅳ

考

察

1. 仮説ニーズの構築とソーシャルワーカーの専門性
クライエントの自己決定を強調するポスト・モダニズムにおいても、
「ソーシャルワーク
の知は捨て去るべきではない」としている（三島 2007：177-178, 201）
。リッチモンドの社
会診断を祖とするアセスメントは「専門的判断をおこなう認識の過程」
（中村 2002：92）で
あり、それによって導かれるニーズ（仮説ニーズ）は「ソーシャルワークの知」といっても
過言ではないと考える。
もっとも、
看護師も介護福祉士も、
その教育課程のなかでアセスメントは入っている。よっ
て、アセスメントや仮説ニーズを立てること自体がソーシャルワーク独自のものではないの
は明らかである。
では、何を根拠にして、あるいは、何に重きを置いているのか、またその点に専門性を見
出すことはできるだろうか。
根拠や重きを置くものとして、
「言語・非言語によって発せられる様々なメッセージ」「本
人や家族の希望」
「他職種連携をベースにして吟味された情報」
「社会的要請」
「経験」が挙
げられた。
ニーズに対しては「排他的で、基準からの逸脱をいささかも許さない専門家の権威で決定
される」
（イリッチ 1996：144）という批判的見解がある。だからこそ、
「本人の希望」を仮
説ニーズの生成に織り込むことは、客観的判定が誤謬に陥らない保証がないこと、専門性に
もとづく判定は権威的なものになりがちであることを踏まえ、そのマイナスの克服のために
活かすべき（武川 2001：69-76）ということがいえる。
ただし、
「本人の希望」と「社会的要請」
（制度の要請、社会的規範）は対立するときがあ
る。法令上禁止するルールがなくても、社会通念上過剰と思えるサービスを導入することに
否定的である社会福祉士とは逆に、
「個人的ニーズと社会的ニーズがあるとしたら、介護保
険は個人的ニーズだと思いますよ…」という社会福祉士もいる。この点は、いくつかの議論
を提示してくれる。すなわち、①何をもって、社会的要請ととらえるかは議論の余地がある
としても
（制度の要請≒社会的要請とは捉えない、
という考えもあるかもしれない）
、
ソーシャ
ルワーカーが専門職であるならば、なにがしかの社会から権限の委任／要請を受けていと考
える。すなわち、ソーシャルワーカーはどのような社会的要請を受けているのだろうか、と
いう点の議論の精緻化である。これには、ポストモダニズムの捉え方の影響も加味する必要
があるだろう、②社会福祉士の養成教育の問題である。国家資格を保有するということは、
ソーシャルワークのみならず、社会福祉に関する一定水準の価値・知識・技術を有するとい
う前提に立つが、
「社会的要請」や「社会的ニーズ」を理解することはそれに含まれるのか
否かである。この点については、より詳しい調査が必要かと思われる。
また、仮説ニーズを考える際、
「経験」の影響が大きいと挙げられた。今回の調査では、
「ど
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のような経験から」
「何を」
「どのように」学んだのかについては詳らかにすることはできな
かった。エビデンス・ベースド・ソーシャルワークを目指すためにも、この点について明ら
かにすることが今後の課題と考える。
加えて、社会福祉士の倫理綱領については 5 人全員が「正直、ふだん特に意識していない」
と答えた。仮説ニーズの構築をおこなうとき、
「価値実現への実践活動がソーシャルワーク」
（太田 2004：1）であるなら「ソーシャルワーカーの倫理」を踏まえる必要があるだろう。
社会福祉は「人権尊重」と「社会正義」に何よりも価値を置くとして（原理）
、
そうであれば、
何をしたらよいのか、何をしてはいけないのか、ということをもう少し明示化したものが倫
理（綱領）である。倫理綱領を意識しないということと、人権尊重や社会正義を意識しない
ということは必ずしもイコールではないだろう。綱領を見なくても、その価値が内在化し、
それにもとづいた行動（仮説ニーズの構築も含む）をとることができればよいといえる。し
かし、この社会福祉の価値の具現化について、果たしてどこまで実行できているかは、さら
なる調査が必要と考える。

2. 合意ニーズの生成について
上野千鶴子らは、
「当事者主権」とは「
『わたしのニーズはわたしがいちばんよく知ってい
る』、だからわたしのニーズがいつ、いかに、誰によって、どのように満たされるかはわた
し自身が決める、という権利」だとしている。もっとも上野も、
「ニーズの成立には、三浦
が言うように「社会的承認」が必要だが、それは「社会的承認」を求める諸アクター間の協
調、協同、対立、葛藤を生む生成過程となる」ともしている。
しかし、今回の調査で浮かんできたのは、少なくともソーシャルワーカーたちが「わたし
のニーズはわたしが知っている」わけではないと捉えるクライエントや利用者像である。特
に、障害者への支援の経験がある社会福祉士は、その点を高齢者や高齢者家族の特性と指摘
している。
また、「諸アクター間の協調、協同、対立、葛藤を生む生成過程」についても、ソーシャ
ルワーカー自身、協調、協同は意識していても、対立、葛藤は極力避けようとしている過程
とみることができる。すなわち、
「利用者の希望だから…」
「ルールだから…」として、ソー
シャルワーカーの見解であるとは明確には言わないときがある。これは、専門性の弱さとい
えるかもしれない。
一方で事実を挙げて確認をしていきながら合意ニーズを作ろうとするのは、考えるべき材
料を明確に提示するやり方であると考えられ、
利用者の主体性を促すきっかけになるだろう。
また、本人の意向よりも、家族の意向を重視する点も読み取れた。ならば、利用者自身が
ニーズを考えたり、それを表現できるようにすること自体が、ソーシャルワーカーの設定す
べき支援課題ともなりえるだろう。そう考えると、ケアマネジャーであっても、ソーシャル
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ワーカーであるならば、狭義のサービス・ニーズにばかりとらわれるのではなく、ソーシャ
ルワーク自体がそれに応えなくてはならないという課題を見落とさないようにすることが求
められる（副田 2009：67-68）
。
今回、ソーシャルワーカーが検討する仮説ニーズからクライエント等と形成する合意ニー
ズの生成プロセスについて検討をしたが、利用者が抱える充足あるいは解決・緩和すべき
「ニーズ」とは別に、ソーシャルワーカー自身はどのように支援していくのかという支援課
題について、現場のソーシャルワーカーたちはどの程度意識し、どのように捉え、検討して
いるのか、という面について明らかにしていくことも今後の課題としたい。
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Making of Social Worker’
s“hypothetical － needs”
and Client’
s“agreement － needs”
HARADA, Seiko
How to making client’
s needs? “Needs”in Social work, we know it recognized in
society. But“making-needs process”are the process of some conflicts of various factor,
for example client, family, social worker. therefore ,Social worker make effort to define
client’
s needs.
In this article, we called the former“hypothetical － needs”by social worker, the latter“
agreement － needs”.
“Hypothetical － needs”connect with“raison d'etre”of social worker. Because if social
worker accept everything client and their family’demand, In particular, Rationing of
resource mismatched demand of society.
The purpose of this study is to clarify the problems that in social work with rationing
recourses, how to making the client’
s needs. This study based only on social worker’
s
judgment by their interview.
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