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程に参加していく」１）ことを意味している。そのために
は利用者がプロセスへ「主体的」に参加していくこと

ソーシャルワークのプロセスは、一般的にインテー

が必要であり、ワーカーと利用者の「パートナーシップ」

クから始まりターミネーションまでのフィードバック

の形成が問題解決への重要なポイントとなる。

のプロセスとして理解されている。（図１参照）

しかし、実際のソーシャルワークの展開過程の場面
で、具体的にはどのようにワーカーと利用者の「協働」

（図１「援助展開のフィードバック」）

関係や「パートナーシップ」の形成、各プロセスへの
利用者の主体的参加が可能となるだろうか。ワーカー
が一方的にパートナーシップを意識していても、また
は言葉でいくらそれを利用者に説明したとしても、そ
れをもってその関係が実現したことにはならない。

『新版社会福祉士養成講座8

そこで本稿では、母子生活保護世帯の自立支援プロ

社会福祉援助技術論Ⅰ』ｐ206

グラム策定を通じてソーシャルワークプロセスの基本

より

となるアセスメントの在り方について検討した。次に
ソーシャルワーク関係はソーシャルワーカー (以下

ソーシャルワークのプロセスにおける利用者の参加＝

「ワーカー」という。)と様々な社会福祉サービスの利用

当事者参加の実現とそのためのツール開発について検

者（以下「利用者」という。）との間の援助関係であり、

討した。

このプロセスの実施において展開される関係では、①

なお、本稿は、東洋大学森田明美教授による千葉県

ワーカーと利用者との「対等」性、② 対等性の上に成

八千代市における母子生活保護世帯自立支援プログラ

り立つ「協同」関係を基礎として成り立つ。

ム策定のための研究会での検討結果に基づいている。

①の対等性は、ソーシャルワークの最も基本的な価
値の実現として考えられるが、これはワーカーの働き

２

かけに対して、利用者が「受け身」となるのではなく、

アセスメント項目の科学的根拠

あくまで自らの抱える問題や課題の解決にむけた利用
者自身の主体性を意味するものである。②の「協働」

ソーシャルワークのプロセスは、一般的にインテー

関係は、①の対等性を前提として成り立つものであり、

クからターミネーションまでの一連のプロセスである

「ワーカーは専門的知識と技術を用い、クライエントは

ことは述べたが、実際には、この各プロセスひとつひ

生活状況の中で得た知恵や経験を生かし、双方がそれ

とつにワーカーだけではなく、利用者自身がどのよう

らを駆使することにより、問題解決に取組み、解決過

に主体的に関わっていくかということを明らかにしな
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ければならない。

アセスメントで取り扱うデータは、利用者や利用者

PROJECT 1

援助過程の最初のプロセスはインテークであるが、

を取り巻く環境についてのものであるが、各施設、機

その主たる目的は利用者の主訴の確認であり、ワーカー

関の目的によって視点が異なるため、収集するデータ

と利用者との関係づくりの第一歩となる。この場面で

項目等は施設や機関によって異なる部分をもつ。

は、ワーカーはあくまで利用者の語る内容に対して受

また、中村は「アセスメントという言葉や視点の重

容と傾聴が求められる。その意味では、ワーカーがい

要性は認められてきた」といえるが、「一方では、アセ

かなる機関や施設に所属していても、その対応方法に

スメントに関しての具体的内容や作業方法については

大きな相違はない。

共通の認識が得られているとは言い難い」５） 状況があ

インテークの後、当該機関や施設での対応が決定す

り、「アセスメントの方法や具体的展開の明確化につい
ては模索段階といえよう」６）という指摘をしている。

ると、次に「アセスメント」を実施することになる。
中村によると、アセスメントは「非常に広範な領域で

先述したように、アセスメントが他のプロセスに及

かつ責任を有する援助プロセスの局面」２）であり、特徴

ぼす影響は大きく、どのようなアセスメントを実施す

として「他の局面どうしのかかわり方以上にアセスメ

るかがその後の援助展開を左右することになるといっ

ントと他の局面との関係性が深い」３）という点をあげて

ても過言ではない。つまりアセスメントは、実際の援

いる。また、「ソーシャルワーク援助プロセスのなかで

助方針の設定やその後のプロセス全体の起点となる。

アセスメントの担う機能が重要」であり、「ソーシャル

だが、その客観的根拠が担保できなければ、アセスメ

ワークにおいて客観的かつ正確に問題・環境・能力・

ント自体がワーカーの恣意的判断に委ねられることにな

４）

資源などを理解していく視点」 を持つものであるとし

り、アセスメント場面への利用者の参加もワーカーの求

ている。

める範囲となる。現状のワーカー養成や現任訓練の実情

実際の援助場面では、ワーカーの属する施設、機関

では、アセスメントを的確に実施し、それを他のプロセ

の提供するサービスは、その施設、機関の目的達成の

スに適切に反映させていくだけの個々のワーカーの技術

ためのものであり、アセスメントもそのサービス提供

や知識が一定の水準にあるとは言い難い。アセスメント

を前提として行われることが多い。全く白紙の状況か

ではデータを収集することが主な作業のひとつであり、

らアセスメントを実施し、ワーカーの属する施設、機

それを分析し解釈することによって意義をもつことがで

関等でそのアセスメントから導き出された利用者の問

きる。だが分析し解釈するためには「ワーカーの知識、

題やニーズに対して、対応可能かどうかの判断を下す

７）
判断力、
仮説の構成力や想像力」
を必要としつつ、
「ワー

ものではない。当該施設、機関が利用者の問題、課題

カーの価値や偏見・先入観などの影響」８）が生じるのは

解決やニーズ充足に適当であるかどうかの判断はイン

避けがたい現状がある。この点を「減じるための方法を

テークにおいて検討される課題である。

９）
考えておかなければならない」
というのが、
現在の「ア

そのため、アセスメント段階で、実はすでにその後

セスメント」における最も大きな課題といえるであろう。

のプランニングやインターベンション段階を想定して

中村は、適切で正確なデータ収集を行なうためには、

いるのであり、それぞれのプロセスは重複していると

「クライエントとソーシャルワーカーの共同作業で行う

考えることもできる。つまり、アセスメントとプラン

ことが必要であると指摘している。特に、クライエント

ニング、インターベンションを理論的には峻別するこ

とともにチェックできるアセスメントシートを発達させ

とはできても、実際の援助場面ではアセスメント自体

ることは、より正確な情報を集めるだけではなく、ク

がすでにその後のプロセスを含んでいる。そのため、

ライエント自身が積極さと責任を持って、自らの援助

アセスメント時に収集するデータも、それ自体が相互

プロセスにかかわるという点でも大きな意味をもつ」10）

に整合性を持ち、何らかの連関性を示すことにより利

としているが、アセスメント自体に当事者である利用

用者の状況を明確化するものでなければならない。

者がどのように参加していくのかという点は明確にし
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ていない。

きるものである。（図３「自立支援プログラム作成のた

八千代市における母子生活保護世帯の自立支援プロ

めの基礎シート（共同作業用）」参照）

項目を設定するための客観的根拠を社会調査によって

３

明らかにした。つまりアセスメントを単なるデータ収
集ととらえ、たまたま集めたデータの中からワーカー

当事者参加実現のための視点・方法
とツール

によって利用者の問題解決についての何かのポイント
が発見されるというワーカーの直感や偶然性に頼るの

ワーカーと利用者の援助関係全体の基礎として図３

ではなく、対象層を限定することにより、その対象層

のシートを「アセスメントシート」として使用する。

の特徴的課題を調査手法によって抽出している。そし

このシートは、常に利用者自身の次のステップと方向

てその課題を起点としつつ、それぞれの項目に示され

性、生活全体のバランスについて視覚的に客観的な理

た利用者の段階的な状態と関連づけをすることにより

解を促すことができる。

問題・課題解決の方向性を示している。その結果、ソー

ソーシャルワークのプロセス全体において利用者＝

シャルワークのアセスメント以後のプロセスにおける

当事者参加を実現するための方法を検討するにあたり、

課題がより明確になってくる。（図２「シート作成の流

その条件を次のように考えた。①全てのプロセスでワー

れ」参照）

カー、利用者ともに常に同じ情報を共有する、②情報
はできるだけ図式化し、ワーカーと利用者が同じ水準
（図２「シート作成の流れ」）

で問題・課題を認識していく、③同じ時間、空間の中
でワーカー、利用者の両者によって共通のツールを使
用する、である。
上記条件を満たすツール（各プロセスで使用するツー
ル）として図４～図８を提案する。これらの図（以下
「シート」という。）の利用によって、ワーカーと利用
者の「協同作業」を可能とし、ワーカーと利用者の状
況についての認識や意見が異なった場合に互いの相違
点を明確にすることができる。また、ワーカーによる
データの一方的な解釈を防ぐと同時に、利用者自身に
よる主体的プログラム設定も可能となる。
以下それぞれのツールについて説明していく。まず
『図４』であるが、このシートの目的は、ワーカー、利

併せて、このアセスメントシートの作成にあたって

用者共に利用者やその家族が置かれている状況を把握

は利用者、ワーカー双方が直接的にアセスメントに関

するためのものであり、「エコマップ」を簡略化したも

わり作成することを予定している。

のである。利用者自身が、地域社会等を含む生活全体

このシートでは、その結果を図式化することにより、

の中で、家族成員間の関係や社会的対人関係をどのよ

利用者自身も自分の置かれている状況を客観的に理解

うに形成しているかを視覚的に明らかにすることによ

し、主体的に関わることが可能となる。また、対象が

り、理解を促すことを目的としている。定期的な使用

母子生活保護世帯に限定されており、それ故に可能と

によって対人関係等の変化が時系列的に理解できる。

なる方法ではあるが、アセスメント項目設定の科学的

『図５』は利用者が、自分自身の置かれている現状を

根拠と当事者参加の実現を併せ持つ試みとして提案で

理解するためのシートで、アセスメントシートで示さ
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（図３「自立支援プログラム作成のための基礎シート（共同作業用）」）

れた７つの大項目に沿って、利用者がシート上での面

のシートを利用することにより、利用者自身も自分の

積比をもって現状を表すものである。

利用可能な社会資源を意識化して明確にしていくこと

言葉によって自分の抱えている問題や課題を表現す

ができる。

る場合、個々人の表現方法やコミュニケーション能力

『図８』は、目標達成のために、ワーカーがどのよう

により必ずしも利用者とワーカー間で十分な共通理解

な支援が可能であるかを明確化するために作成するも

ができるとは限らず、また利用者自身も自分の置かれ

のである。ワーカーと利用者双方で作成することによ

ている状況を整理できているとは限らない。面積比（視

り、ワーカーが問題、課題解決の主体ではなく、あく

覚的表現）を用いることにより、現状についての相互

まで利用者支援が目的であることの理解を促す。利用

の共通理解を促進し、両者の認識のズレを解消するこ

者が、このシートから自分自身が利用可能なサービス

とができる。

等を理解することにより、自分自身が問題、課題解決

『図６』は、利用者が現状を改善していくための短期

の主体であることを認識できるようにエンパワメント

的目標の設定を容易にすることを目的としている。『図

していくことができる。また、主体的に問題、課題解

５』と同じ内容のシートを使用することにより、面積

決に取り組むことにより、自分自身の努力や創意工夫

比を利用して状況改善後のイメージを視覚的に理解す

を導き出すことができると思われる。

ることができる。

全てのシートは、必ず利用者とワーカー両者の協力

『図７』は、目標達成のために利用者が利用できる社

で作成することがポイントである。この協力関係が、

会資源を明確にしていくことを目的としている。社会

両者の認識の差異を解消すると同時に、相互のコミュ

資源はワーカーが一方的に提示するものではなく、こ

ニケーションを円滑にすることを促す。その結果とし
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（図6「つぎの目標」シート）

（図5「今の状況」シート）

（図7「自立した生活をめざすためのお手伝い」シート）

PROJECT 1

（図4「いまの状況を知るためのシート」）
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て、両者の信頼関係を構築することも促進される。特

せずに、昼夜仕事をしながら生活を維持していたが、

に関係の浅い利用者とワーカーや、相互にコミュニケー

結果として母親自身が体調を崩してしまった。その後

ション上でのストレス等を感じる関係においては、文

再婚をし、それからは夫の収入で生活をしていた。2度

字情報だけでなく、図式を積極的に取り入れることに

目は突然の離婚であったため、「すぐに仕事を見つけな

より、短期間で共通の理解をつくる効果を得ることが

ければ」と市役所に就労の相談に行ったところ、生活

できると考えられる。

保護を勧められそのまま受給することとなった。
母親の健康状態は心身ともに良好であり、現在は販

㧔࿑ ߩࠄ߆ࠇߎޟᡰេౝኈ࠻ࠪޠ㧕

（図8「これからの支援内容」シート）

売関係のパート就労をしており、月額6万円前後の収入
がある。他の収入としては児童手当、児童扶養手当を
受給している。前夫、前々夫からの養育費は受け取っ
ていない。子ども達も通学・通園状況に問題はなく、

㧔࿑ ߩࠄ߆ࠇߎޟᡰេౝኈ࠻ࠪޠ㧕

健康状態も良好である。また母親自身の親族（親・きょ
うだい）との関係も良好で生活上の事柄等についてよ
く相談している。
②プログラムの試行（図9、図10参照）
本事例においては、母親とワーカーで図３、図４を
使用して作成した。（結果は図９、図10）
࿑ ⚿ⴕ⹜ޟᨐ ⥄┙ᡰេࡊࡠࠣࡓᚑߩߚߩၮ␆ࠪ࠻㧔ห
ᬺ↪㧕
ޠ

図9「試行結果(自立支援プログラム作成のための
࿑ ⚿ⴕ⹜ޟᨐ ⥄┙ᡰេࡊࡠࠣࡓᚑߩߚߩၮ␆ࠪ࠻㧔ห
ᬺ↪㧕
ޠ

４

基礎シート（共同作業用）」

試行と課題

前項のシートの一部を利用して、下記の事例におい
て試行を行った。
①事例概要
母親は30代で、中学生の子ども1人、小学生の子ども
2人、保育園入所中の子ども2人の6人家族である。母親

図9の「基礎シート」を見ると、「健康」「技能」「地

には2度の離婚歴があり、上の3人が前々夫との子ども、

域との関係」「子どもとの関係」「親族関係」がいずれ

下の二人が前夫との子どもである。1度目の離婚の際に

も高い段階にあるのに対して、「子どもの育ち」「就労

も母子世帯となっているが、その時は生活保護を受給

意欲」のみが著しく低い段階にあることが明らかであ
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る。

を主体的に選択している。

また図10については、親族との関係のみが強調され

現状での課題である「増収」という目標に対して、
母親の意向を最大限尊重しながら、ケースワーカーと

これらの結果により、現時点での本世帯の課題が「子

母親が「現在、増収を阻んでいる要因」（例えば子ども

どもの育ち」と「就労」の関係に集約されていること、

の送迎の時間など）をお互いに確認し、その要因が解

社会関係的には「親族」との関係は強いが、学校、ケー

消されるのはいつなのか、解消された場合はどのよう

スワーカー等の関係が希薄であることが明らかとなった。

な就労先を探せばよいのか、それまでどのような生活

本シートを使用することでこれらのことが視覚的に

や就労のための準備をすればよいのかなど時間軸の変

母親とケースワーカーの間で相互の共通認識となった

化をもとにして具体的・詳細な短期計画・中期計画・

と言える。

長期計画を立てることが必要と考えられる。
また子どもの成長という因子があるため、長期的支
援の必要が予想される。そのため立案した計画をもと

࿑ ⚿ⴕ⹜ޟᨐ ߹ߩ⁁ᴫࠍ⍮ࠆߚߩࠪ࠻ ޠ

図10「試行結果(いまの状況を知るためのシート)」

に長期の保護受給による意識のゆるみ（母親・ケース
ワーカーともに）を解消するため、母親・ケースワーカー
間で継続的に計画の再確認や振り返りをしていく必要
があるであろう。
④今後の展開
本事例については、母親自身が高い能力を持ってい
ると推定され、現段階においても自分の生活に対して
客観的に理解しており、かつその中で主体的に生活の
仕方を選択していることが伺える。そのため、図３（９）、
図４（10）もおそらくスムースに作成できたであろう
と思われる。
図9、図10より、母親とケースワーカー間で、現在の

③本ケースの課題

生活についての共通認識がつくられているが、今後の

本ケースでは、図９の作成により「子どもの育ち」
「就

展開としては、その内容について母親・ケースワーカー

労意欲」が低い位置にあることがわかる。これは母親

間で検討をし、「現在増収を阻んでいる要因」をより明

が子育てを優先させ、子どもの生活にあわせて仕事を

確にしていく作業が必要であると思われる。さらにそ

探した場合、就労先が限定されることを表している。

の上で図6 ～ 8を協同で作成し、今後の「増収」に向け

つまり「子育て優先

→

→

低収入

パート就労

→

仕事の限定（時間的制約）
→

た具体的な短期・中期・長期計画を立案していくこと

生活保護」とい

が望まれる。具体的にはまず図6「つぎの目標」におい

う連鎖が推測される。また一方で、本ケースでは、母親・

て短期的に目指すべき生活状況を母親・ケースワーカー

ケースワーカーともに「増収」が必要であるという点

間で検討、明確化し、図7「自立した生活をめざすため

で一致しており、ケースワーカーは、母親が現状の仕

のお手伝い」で、そのために必要となるべき社会資源

事ではその能力を十分に活かしきれていないと感じ、

を明確化し、最後に図8「これからの支援内容」におい

「増収」を目指すことの必要性を感じている。母親自身

て短期目標を視覚化し、時期的な目標を明らかにする

はこれまでの経験から「現在は『育児』を優先させる。

とともに、その時期ごとに合わせてどのような支援が

子どもの成長に伴って増収を目指す」という生活設計

必要かを検討していくことが必要であると考えられる。
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【引用注】

一部の試行ではあるが、実際にツールを使用するこ

PROJECT 1

とで利用者の抱える問題や課題を明確にすることもで

１） 太田義弘・秋山薊二編著（2000）『ジェネラル・ソーシャ
ルワーク』光生館,p158
２） 中村佐織(1995)「ソーシャルワーク援助プロセスのアセス
メント」『ソーシャルワーク研究』20 (4),p12
３） 同 上, p12

きることがわかった。

５

４） 同上, p12
５） 同上，p11
６） 同上，p11
７） 同上，p17
８） 同上，p17
９） 同上，p17
10） 同上，p17

ツールからプログラム開発へ

ソーシャルワークプロセスにおける当事者参加は、
利用者が自らの生活上の問題や課題を明確にし、問題
解決の主体としての自覚と解決にむけての動機づけを
維持することを可能とする。
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かねない。
図３「自立支援プログラム作成のための基礎シート」
では、対象層を限定することにより、対象層間で基本
的に共通する生活課題については大項目として７項目、
ステップとして各項目に対して５段階を設定している。
ステップは、具体的な到達目標と方向性を示したも
のであるが、それぞれのステップを表す各セルを次の
目標とみなし、その達成のためのプログラムを明確に
していくことが必要となる。これは利用者が「今」と
いう現状から、短期的であっても次の「将来」を自分
の中でイメージしていくことに役立つと思われる。
今後の課題として、セル間の移動＝ステップアップ
を図るための、より具体的なプログラムを作成してい
くことがあげられる。
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