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高齢者・障害者・子どもの社会的孤立に対応する 

見守り支援・自立支援に関する総合的研究 

（平成 25-29年度 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業） 

 

子どもユニットの活動が、平成27年度厚生労働省 

「子ども・子育て支援推進調査研究事業」の補助対象事業に採択されました 

 

本センターの子どもユニットの調査研究活動が、平成27年度厚生労働省「子ども・子育て支援推進

調査研究事業」の補助対象事業に採択されました。対象事業は「被災した子どもと家庭を継続的に支

援するための当事者参加型システム開発調査研究事業」で、これまで、子どもユニットが東日本大震

災で被災した子どもたちとその家庭を支援するために取り組んできた様々な研究への高い評価が、今

回の採択につながったと言えます。 

採択決定を行った同事業の企画評価委員会は本事業について「目的と内容は被災地の子どもの健全

育成に大きく関わり、生活面の問題の把握とその支援、および学習支援と地域の連携に視点を置いた

実践的な研究活動であり、被災地が直面した様々な困難性の中で子どもの育成を図る方法を検討する

という重要な課題に焦点を置いたものである」（採択通知より抜粋）とし、研究の意義に高い関心と

期待を寄せています。 

同ユニットの森田明美ユニット長は「高い評価をいただき大変嬉しく思っている。子どもの視点に

たったシステム開発にむけ、緊張感をもって、詳細な実施計画策定画とスケジュール管理を行ってい

きたい」と語っています。 

 

 

速 報 



 

 

 

 

2015 年度 センター上半期活動報告 

   

2015年度の 4月から 10月にかけて、センター合同、各ユニット・グループで実施・参加した活動の

中から、主なものをご報告します。 

 

         

       

  本学研究科と本センターの主催で韓国大邱大学校との合同セミナーが7月13日（月）に開催され、 

 約30名の日韓の大学院生が参加し講演と交流会が行われました。以下、２つの講演内容を中心に 

 その概要をご報告します。 

 ●「韓国における地域福祉の動向について」 朴泰英先生（大邱大学校教授） 

韓国は2003年に社会福祉事業法の改正により〝地域福祉の時代“が始まり、2014年には「社会保 

 障給付の利用・提供及び受給権者の発掘に関する法律」が制定されました。韓国の地方自治体組織は、

中央政府の下に市道、市郡区、邑面洞がありますが、2015年に市郡区の地域福祉協議体を地域社会保

障協議体に変更し、邑面洞に地域社会保障協議体を設置しました。これにより、従来は保健医療及び

社会福祉サービス中心だったものが、保健医療及び社会福祉だけではなく、雇用・住居・教育・文化・

環境などの領域にまで範囲が拡大しました。さらに、市道に社会保障委員会、市郡区に地域社会保障

協議体、邑面洞単位に地域社会保障協議体、福祉委員が設置され、民間の協力を得ながら、地域住民

主体のシステムをどう動かすかを重視した連携体系に変わりました。今年から第３期地域福祉計画が

スタートしましたが、その特徴は、邑面洞の機能強化、まちづくりの活性化及びまちリーダーの養成、

社会サービスの拡充及び質向上、生命尊重及び医療システムの強化等です。今後の課題としては、民

と官の協力システムの構築、邑面洞単位のソーシャルワーカーの力量強化、住民・利用者の参加の活

性化をあげることができます。住民及び利用者の「自分らしい」「地域らしい」ことをどう地域の中

で活性化させ、社会的経済（社会的企業、協同組合、まち企業）の活性化を通した住民参加の活性化

等が求められています。 

 

●「地域福祉の概況と課題」加山弾先生（東洋大学・准教授／本センター・高齢ユニット長） 

  日本では2000年に社会福祉法の改正があり「地域福祉」という言葉が初めて法律用語として規定さ

れました。2008年には、厚生労働省「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」の中で、

「新たな支え合い」の重要性を提起しています。そして2015年には①介護保険法の改正②生活困窮者

自立支援法の施行がありました。①では「地域包括ケアシステム」（日常生活圏域の範囲で医療・介

護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み）が本格導入されることになり、②では自立相談支

援事業というアウトリーチ型の問題の発掘、相談、地域ネットワークの強化などにより、居住や就労

の支援を受けながら経済的な自立生活を可能にしようという目的が掲げられました。 

こうした政策的動向の一方で、従来の社会福祉制度の枠だけでは括れない、支援対象の拡大という

状況が生まれています。例えば、制度外ニーズを持つ人や社会的孤立者、いじめや虐待・DV被害者、

災害被災者、支援拒否者等の増加で、支援の必要な層は量的・質的に拡大し、且つ、支援対象が見え

にくくなっています。こうした方々への支援の担い手として、地域福祉コーディネーター（コミュニ

ティソーシャルワーカー）が注目され、コミュニティソーシャルワークといわれる手法が重要になっ

てきています。これは、個別支援と地域支援を不可分のものとして立体的にやっていこうというもの

ですが、それを可能にするためには、総合相談窓口が必要であり、分野を横断的に捉え、アウトリー

チ型の対応でなければなりません。今後の課題は、あらゆる層の問題を見つけていく必要があるとい

うこと、研究上の理論（個別支援と地域支援のバランスをとること等）と実践には乖離もあり、その

点を研究者は分析していく必要があること、多様なインフォーマル主体（住民、民間事業者、コミュ

ニティビジネス等）が多様な受け皿（参加形態）を用意すること、専門機関やボランティア等が有効

的につながり地域包括的ケアを実現できるようにすること等です。こうした課題をクリアしながら、

様々なリスクに強い地域になっていくのだと思います。 
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◆ 大邱大学校との合同セミナー 



 

   

 

 

 

 

 

 7月12日（日）13：00～17：00東洋大学白山キャンパス 8号館7階125記念ホールにおいて、東洋

大学福祉社会開発研究センターシンポジウム『子ども支援と子どもにやさしいまちづくり―アジア

の取り組みの交流』（【協力】アジア子どもの権利フォーラム、NPO法人/子どもの権利条約総合研

究所）を開催しました。 

今回のシンポジウムでは、当研究センターの子どもユニットが展開する地域における子ども支援と

子どもにやさしいまちづくりについて、アジアで積極的な取り組みを展開するインドネシアから学び

つつ日本で先進的な取り組みを展開する自治体からの報告をうけ、日本の課題を検討しました。 

  東洋大学の竹村学長より開会挨拶を戴いた後、Ms. Lenny N. Rosalin氏(インドネシア女性エンパ

ワーメント・子ども保護省副大臣）にインドネシアにおける子どもにやさしいまちづくりと子ども参

加（CHILD-FRIENDLY DISTRICT/CITY(CFC) IN INDONESIA）という題目でご報告いただきました。 

  インドネシアでは2009年以降にインドネシア女性エンパワーメント・こども保護省が設置され、

その後子どもの権利条約の指標に対する優先課題を設けました。その際に、重点を置いた取り組み

がChild Forumの設置です。これは村レベルから国レベルにまで設置されており、子どもが当事者

として参加できるしくみをつくっています。子どもにやさしいまちづくりといっても、人々の意識

を変えるまでには時間がかかりましたが、その働きが多くのセクターが関わることになりシステム

として機能するようになりました。そしてコメンテーターとしてMs. Rini Handayani氏（同 子ど

もにやさしいまち担当局長）にコメントをいただきました。ここで議論された内容は、子どもにや

さしいまちづくりをつくる上で重要な点は、すべての関係者が責任の共有を図ること、子どもの権

利を保障するシステムをつくることです。そして、強いリーダーシップの存在も重要になります。

そして一番大事なことは、子どもにやさしいまちづくりの鍵となるものは、子どもの権利に対する

考え方が普及することにあります。 

その後は、安 東賢氏（漢陽大学校教授/アジア子どもの権利フォーラム共同代表）に「韓国の子

どもをめぐる現実と子ども支援の課題」についてご報告頂きました。安氏には主に第1次（2015～

2019年）児童政策基本計画案を中心にお話頂きました。 

最後に、日本側として岡田 篤氏（世田谷区総務部長/〔前〕子ども・若者部長）に「世田谷区

における子ども支援の取り組み」についてご報告頂きました。岡田氏には、世田谷区の子ども施策

に関する内容に焦点を当て、世田谷区子ども計画について説明して頂きました。 

コーディネーターは内田塔子氏（東洋大学准教授/センター研究員）、荒牧重人氏（山梨学院大学教

授/センター評価委員アジア子どもの権利フォーラム共同代表）が担われ、インドネシアの状況につ

いての理解が深まったとても充実したシンポジウムとなりました。 

日本においてインドネシアのように総合的に行えるようにするためには、子どもたちへの見方や

関わり方を大人たちが変えていく必要性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【森田センター長とシンポジスト】          【会場の様子】 

 

③                          News Letter 2015 Vol.２                               

 

◆ 子どもユニット国際シンポジウム

ループ公開研究会 



 

 

 

 

 

 

日時：2015年 9月 10日（木）  18：30～20：00 

場所：東洋大学白山キャンパス 9号館 2階第 4会議室 

担当：秋元 美世 

  （東洋大学社会学部教授・理論・歴史グループ長） 

内容：社会福祉と権利擁護  

1.報告概要 

権利擁護の対象となる権利とは何かという問いから、権利・利益を 4区分（特定の個人の主観的利益・ 

特定多数の客観的利益／直接的・間接的）に分けて説明されました。その後、利益・権利の保護が直接の 

目的になっているものに限定し、権利擁護を直接の目的にするという文脈やバリアフリーとユニバーサル 

デザインの違いについても触れられました。また、主観的利益と客観的利益とを区分することの意義とし 

て、社会福祉の営みの根拠を権利とするのか責任とするのかをめぐる２つのアプローチがあることが議論 

されました。 

さらには、権利擁護を権利に基礎づけるのかまたは責任に基礎づけるのかという点に関しては以下の内 

容に関する報告がありました。 

◆権利と責任には必ずしも対応関係があるわけではない。主観的利益に関わる権利と責任には対応関係が

あり、客観的利益に関わる権利と責任には対応関係はない。これは個人の法的権利の問題として論じる

ことが難しいためである。 

◆主観的利益となる問題は、権利の問題を個人のニーズやリスクの問題として扱える。 

◆客観的な利益となる問題は、個人の利益の問題として扱えないため責任の問題にも繋がる。 

見守り活動についても以下の内容に関する報告がありました。 

◆一般的な客観的利益の問題として位置づけることが適切かどうか。 

◆〇〇さんとの関係の問題についてはどう捉えればよいのか。 

◆私的な関係なのか社会的な関係なのか。 

◆社会的な関係の問題とした場合の範囲とは何か。1）基礎的自治体、町内会、団地自治会など 2）コミ

ュニティ、アソシエーションの問題など触れるべき事柄はいくつもある。 

また責任の問題として関与を検討する場合、責任の果たし方はどうあるべきか、公害行政と同じような

アプローチが可能なのかといった点にも触れられました。 

最後に議論の一部を紹介します。バリアフリーは、障害のある人に対するバリアを取り除くことを直接

的な目的にした仕組みであり、したがってバックグラウンドで間接的に作用するような仕組みではない。

それに対してユニバーサルデザインの方は、障害者のバリアを取り除くのが直接の目的ではなく、市民一

般が暮らす都市環境というバックグラウンドを問題にすることによって間接的に保護機能を果たしてい

る。一方、合理的配慮はバリアフリーなどの客観的利益を主観的利益へと転換した点に意義がある。そし

てこれらのように、社会福祉に関わる利益に関しては、主観的・客観的と分けて考えることができるので

はないだろうか。 

その他にも様々な議論が展開されましたが、書面の関係上省略いたします。昨年度より、理論・歴史グ

ループでは、「見守り」を「義務・責任・権利」という概念に絡めて検討を図ってきました。引き続き、こ

れらの議論を深めていきたいと思います。 
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◆ 理論・歴史グループ公開研究会 



 

 

 

理論・歴史グループと障害ユニットの合同研究会が以下の要領で開催されました。 

 

【日時】2015年 7月 18日（土） 16:30～19:00 東洋大学白山キャンパス 1608教室 

【報告者】田中耕一郎先生（北星学園大学：教授） 

【テーマ】権利擁護に係る当事者からの原理的発議 ―「社会モデル」と「ケアの倫理」について 

 

【報告内容】 

1960年代の後半から 1970年代半ばにかけて、世界各国でいわゆるラジカルな障害者運動が多く組織

されました。これらの障害者運動は、当然各国の文化的なあるいは政治的な背景の下で多様な展開を見

せますが、そこで共通していたのが、障害者問題を個人のインペアメントに関する医療的な問題から、

社会的・政治的な問題として捉えようという思考や実践に共通性が見られました。報告者はこれを「帰

属の転換」という言葉で捉えています。つまり、障害者問題の原因を障害者個人から社会に帰属先を転

換するという意味です。社会モデルは多くの研究者が様々な角度から研究していますが、そもそもこの

社会モデルの起源にあった UPIAS に関する研究は、世界中見回しても皆無に等しいです。イギリス社会

モデルの起源には UPIAS という組織があったということはよく知られていますが、その UPIAS という

組織そのものについての研究は、日本はもとより本家のイギリスの障害学界の中でも誰もしていません

でした。それは UPIASに関する一次資料の入手が極めて困難だったということが挙げられます。そこで

報告者は、UPIASの結成から終結に至る組織内外のさまざまなコミュニケーションをたどりながら、後

に社会モデルと称されることになるアイデアの生成とその練成の過程の検証を始められました。 

研究は大きく 2つのパートに分かれています。第 1部は主に UPIASのコアメンバー、中心的なメンバ

ーであった人達のライフヒストリーの研究、第 2部は UPIASという組織の研究になります。社会運動組

織における形態的な構造化というのは、単なる組織の形の整備過程を意味するだけではなくて、その組

織のよって立つ価値やあるいはその存在理由に関する問いを繰り返しながら組織の形態が作られてい

きます。報告者は、UPIASの組織としての形態的な構造を捉えるということは、彼らの思想形成やフレ

ーミングを捉える上でとても重要な足掛かりになると考えられ、組織の形態的な構造化という部分を検

証されています。 

研究会終盤には、社会モデルとケアの論理に関する内容や現在の日本が抱える現状に対しての質問等

が挙がりました。そして最後に、「社会モデルのインパクト」「社会モデルが取りこぼしたもの」「社会

モデル・正義の規範とともにケアの論理を」についてまとめて頂きました。                                  
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◆ 歴史・理論グループ・障害ユニット合同研究会 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢ユニットでは、今年度より隔月で研究会を開

催し、各回2名ずつ研究の進捗状況ならびに成果に 

ついて報告をし、意見交換を行っている。 

本稿では、前期に行った3回の研究会の概要を報告

する。5月16日に開催された第1回の研究会では、加

山弾研究員と山本美香研究員から報告をしてもらっ

た。 

まず、加山研究員は「社会福祉協議会による支援

困難ケースへの介入－コミュニティソーシャルワー

クの視点からみた実践課題－」をテーマとし報告を行った。既存の社会福祉の制度枠組みでは把握・対

応困難な事象が増えており、個別的にアセスメントを行うこと、支援ネットワークをコーディネートす

る機能、社会的孤立や社会的排除の問題としてそれらを構造化することが必要であると述べた。しか

し、実践上にも課題があることを指摘し、それについては、①個別支援への偏重、②ソーシャルワーク

の統合的活用に関する課題、③より広範な対象規定をあげていた。 

 次に、山本研究員は「生活困窮者に『住まい・生活支援・就労支援』を提供する民間支援団体の現

状把握と課題」をテーマとし、大都市を中心に生活困窮者に対して『住まい・生活支援・就労支援』を

提供する支援団体（NPO法人、社会福祉法人、企業）の現状と課題を明らかにすることを目的として行っ

た『住まい・生活支援・就労支援』を提供している７ヵ所の支援団体へのヒアリング調査の結果報告を

行った。調査から得られた結果及び課題としては、地域に居住できていない層への住まいの提供と同時

に、相関会社との連携、入居する地域の町内会・自治会との連携、それ以外のサービス、就労支援が必

要であること、制度外の「生活支援」に対して、今後どのように予算措置するか、住宅セーフティネッ

トをどう作るかが課題であるとした。また、支援団体の課題としては、行政との連携、対象者の特性の

変化、財源の確保等があげられた。 

 

 7月3日に開催された、第2回研究会では、小林良二研究員と門美由紀研究員による報告が行われた。 

小林研究員は「実践記録を用いた名寄せデータ作成の意義について－文京区社会福祉協議会の事例か

ら－」をテーマとし、文京区社会福祉協議会の地域支援コーディネーター（以下、ＣＷＣと記す）の活

動記録を見える化（可視化）する作業の中で見えてきた知見について報告を行った。組織・事業・実践

の可視化、地域福祉活動における「記録」のあり方への関心が高まっている中、コミュニティーソーシ

ャルワーカー（以下、ＣＳＷと記す）には、個別支援、ネットワーク支援、地域支援の三つの内容が含

まれており、この３つを含む資料の作成が必要であると述べた。また、見える化の作業を行う際には、

データを収集する意味や目的、公表する場所などを考慮に入れておくこと、見える化情報の作成にあた

っては、図示情報、文字情報、数値情報等を考慮する必要があると述べ、ＣＳＷの活動は、個別の支援

から地域の支援まで繋げていくという考え方が主流になりつつあり、文京区のＣＷＣは地域に出向いて

問題を吸い上げて事業化していく取り組みが行われているが、従来のコミュニティワークとの関連でど

のような記録を作成するかは今後の課題であるとした。 

 門研究員は、「地域を基盤とした多文化ソーシャルワーク実践のためのプログラム及び支援体制の

検討に向けて」をテーマとし、埼玉県を中心事例に外国人住民を取り巻く支援の現状と課題について、

自身のこれまでの研究・実践と博士論文を整理した報告であった。日本における外国人住民への生活支 
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◆高齢ユニット 研究会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援に必要とされる多文化対応力の要素の類型化と指標化すること、外国人住民への生活支援にあたって 

の社会福祉相談援助専門職の関与の在り方と求められる相談援助の知識・技術を類型化すること、外国

人の生活支援ニーズの解消を図る文化的多様性に配慮した社会福祉援助実践を多文化ソーシャルワーク

として位置づけること、多文化ソーシャルワークを地域で展開するためのプログラム及び支援体制の検

討を行うことが課題であると述べた。 

 

 第3回研究会は9月4日に開催され、熊田博喜客員研究員と野﨑瑞樹客員研究員による報告が行われ

た。 

 熊田客員研究員は「『制度の狭間』を支援するシステムとコミュニティソーシャルワーカーの機

能」をテーマとし、地域で展開される社会福祉の諸制度やサービス、地域とのつながりを失った「奇妙

な住民」問題、いわば「制度の狭間」を支援するシステム、それに参加する専門職の内実や機能につい

て、西東京市の事例を通して分析を試みた報告であった。西東京市では、ほっとするまちネットワーク

システムを持っており、地域福祉コーディネーターとほっとねっと推進員（地域福祉推進員）を配置し

ていた。さらに、地域福祉コーディネーターを支援するための諸会議も設けており、地域福祉コーディ

ネーターが「つなぐ」という役割を果たせるために多層名ネットワークシステムを有していた。しか

し、「制度の狭間」を支援するシステムを展開する上で重要なのは、ワーカーによって課題を解決する

のではなく、ワーカーが中心となってシステムで解決すること、当事者本人よりむしろ地域住民から持

ち込まれるケースが多いことから、そのような住民の力をどのように位置づけるのかであると述べた。 

 野﨑客員研究員は「ネットワーク再考－見守りから考える日常、活動、支援－」をテーマとし報告

を行った。地域包括支援センターやコミュニティソーシャルワーカーなど、“ネットワークづくり”が

求められる専門職が配置されつつあるが、それぞれが指す“ネットワーク”は同じものではなく、それ

ぞれを作る手法はよくわかっていないと指摘した。これまで見守りからアプローチしたネットワークづ

くりに関わる専門職の取り組みのうち、住民が行う見守りを中心に、住民、住民組織やボランティア、

専門職が関わるネットワークについて検討を行った。 
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