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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） 

 

 
◆ 子どもユニットが和光市と研究協定を締結しました 
 

本センターの子どもユニットは、2015年11月に埼玉県和光市と協働研究の実施に関する協定書 

を締結しました。 

そのねらいは、地域の中で多様な状況にある子ども・子育て家庭に対し、社会的孤立への支援 

や生活の自立への支援を視野に入れつつ、地域で暮らす子ども・子育て家庭を支える支援プログ 

ラムの構築を目指し、本センターの子どもユニットと和光市が協働で研究を進めることにありま

す。 

  具体的な協働研究の内容としては、○和光市における子ども・子育て地域包括ケアシステム 

 構築に向けた検討 〇和光市における子ども・子育て家庭自立支援プログラムの開発及び実証 

 〇和光市コミュニティケア会議への支援 〇事例検討の分析及び聴取調査 〇関係職員への研 

 修プログラムの開発及び実施となっています。 

  本研究は平成29年度まで行い、研究の成果を和光市の地域支援システムづくりに生かすと共 

 に、子どもユニットの研究実績として、地域支援システムに関する提言とする予定です。 

 

 

 



 

      

 

 

 

      東洋大学福祉社会開発研究センター 2015年度前期シンポジウム報告        

 

  2015年 10月 3日（土）に、岡山県総社市と東京都世田谷区で権利擁護と地域支援システムづくり 

に係る関係者の方々を講師・報告者としてお招きし、「社会的に孤立する人たちの権利擁護と地域支 

援システムを考える」をテーマに基調講演とシンポジウムを開催しました。 

基調講演は「地域支援システムを通底する権利擁護の理論と 

 めざすべき支援のあり方」―岡山県総社市権利擁護センター 

「しえん」の実践を通して－と題して、西田 和弘氏（岡山大学 

大学院法務研究科教授／総社市権利擁護センター運営委員会委 

員長）にご講演いただきました。 

以下、講演概要をご報告します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私は「総社市の権利擁護の仕組みづくりに関する検討委員会」 

委員長（現在は運営委員長）の立場で平成 24年 9月からの議論 

を開始しました。仕組みをつくるにあたって、各対象別の縦割りは避け、多問題ケースにも対応でき 

るような仕組みをめざしました。当時は、平成 22年の障害者自立支援法の改正等、成年後見制度の利 

用環境や体制整備について、「公」の責任と役割が強化されるという背景がありました。 

検討する上での基本コンセプトを「公的責任」（総社市が財政及び運営に一定の責任を負う体制と

すること）、「総合的・ワンストップ」（人的対象別・法制度別ではなく、法制度横断的に対応できる態

勢とすること）、「市民生活の支援（成年後見制度に特化することなく、「市民サービスとしての権利

擁護」を行いうる体制とすること）の３つとし、成年後見制度など既存の法定システムをうまく使い

ながらも、法的な支援、制度的な支援プラス「事実行為」の支援ということをできる体制とすること

を重視しました。 

平成 25 年 4 月にセンターが開設されましたが、運営は市社会福祉協議会に委託し、運営委員会、

支援検討委員会には、市保健福祉部長ほか関係課課長が全員委員として参加しています。虐待対応委

員会等の専門委員会は現在ワーキング・グループに再編しています。市社協に委託する際の条件は、

市内に拠点があること、総社市と密接な連携がとれること、組織に権利擁護ソーシャルワークを行え

る人材がいること、組織に安定性・継続性があること、でした。また、岡山大学法科大学院と総社市

が連携協定を結び、同大学法科大学院出身の若手弁護士が社協の非常勤職員として、職員からの法的

相談に応じています。 

現在の仕組みに関する評価としては、○丸投げ委託ではなくて、総社市が設置して、金を出して、

人を出して、運営に責任を持ち、支援検討委員会の方針を尊重して役所としても動くという「公的責

任」の果たし方ができていること、○多問題重複ケースに迅速に対応できる「総合的・ワンストップ」

の取り組みが一応できていること、○成年後見などの「制度」や高齢者などの「人的対象」の枠を超

えた「市民生活の支援」が実現できたこと、○生活困窮者支援と相まった地域生活、市民生活の支援

としての権利擁護の実践ができていることです。財源的にも市の理解・協力が得られ、同センターは

順調に運営されています。   

総社市でこうした仕組みができた理由としては、行政の担当者にやる気があったこと、総社の市役

所の職員の方々が社協の職員を非常に信頼しておられること、人口規模（総社市の人口は約 6万 8,000）

がこうした仕組みづくりに適していたということで、支援の仕組みと人口規模とは密接な関係がある

と言えます。岡山県内で総社市が今一番先行しているかと思いますが、他地域へも広げていく必要性

を感じ、平成 27 年 5 月に岡山大学法科大学院の弁護士研修センターの中に「岡山権利擁護研究会」

を設置しました。今後も関係者と連携を取りながら、研究と実践に取り組んでいく考えです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

  シンポジウムは「社会的に孤立する人たちの権利擁護と地域支援システムをめぐる実践課題と論

点― 実践課題から見えてくる課題を明らかにし、今後の社会福祉研究につなげるための論点を探

る―」をテーマに総社市・保健福祉部長の平野悦子氏、総社市権利擁護センター「しえん」センター

長の吉岡亨祐氏、世田谷区世田谷総合支所・副支所長の渡邊裕司氏、世田谷区社会福祉協議会・権

利擁護支援課長の田邉仁重氏からご報告いただ、地域支援システムづくりへの取り組みと課題につ

いて貴重なご指摘をいただきました。本シンポジウム内容は資料集としてまとめる予定です。 
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高齢ユニット研究会・シンポジウム報告                     

 

  

 【 研 究 会 】 

2015年 11月 6日（金）に東洋大学白山キャンパス第４会議室にて高齢ユニットの研究会を開催 

 しました。 

  荻野剛史研究員（東洋大学社会学部・准教授）からは、「滞日ベトナム難民高 齢化者の見守り・ 

 サポートニーズに関する研究－神戸市在住のベトナム難民を例に―」と題して、日本で生活してい 

 るベトナム難民の高齢者の見守り・サポートニーズを満たすために必要な支援体制を明らかにする 

ことを目的とする研究計画の報告が行われました。 

 山本美香研究員（東洋大学ライフデザイン学部・准教授）からは「生活困窮者の居住に関する支 

援に至る履歴とその社会関係の実態に関する研究－東京都 A区における生活困窮支援対象者の事例 

から」と題し、社会的排除の概念を用い、社会関係・社会制度・権限等から疎外されている生活困

窮者の排除に至るプロセスとその要因を明らかにすることを目的として行った、東京都 A 区の生活

困窮支援対象者の事例を検討した結果が報告されました。 

 

 

【 シンポジウム 】 

  2015年 12月 12日（土）に東洋大学白山キャンパス 6218教室にて、「社会福祉協議会による支援 

 困難ケースへの対応－支援方法・記録・見せかたについて－」をテーマにシンポジウムを開催し、56 

名の参加者がありました。 

  最初に、加山 弾高齢ユニットリーダー（東洋大学 准教授）から、「高齢ユニットにおける社協の 

事例検討の経過報告」が行われました。シンポジウムでは、丸木 敦氏（西東京市社会福祉協議会福 

祉活動推進課長）と梅澤稔氏（千代田区社会福祉協議会地域協働課長／本センター研究協力者）から、 

テーマ内容に関する社協での現状と課題について報告があり、研究者の立場から、川島 ゆり子氏 

（花園大学・教授）が発言しました。コメンテーターは、小林 良二研究員（東洋大学 教授）と熊田  

博喜客員研究員（武蔵野大学 教授）、コーディネーターは加山 弾（前掲）が務めました。 

  成果としては、制度的解決の困難なケースに対す 

る社協のコミュニティソーシャルワークのあり方に 

ついて議論できただけではなく、高齢ユニットに通 

底するテーマに対する示唆を導くことができました。 

また、参加者の 9割が社会福祉協議会・地域包括 

 支援センター等の実践現場の方であり、困難ケース 

の記録化・見せ方に関心が高いことが確認できまし 

た。さらに、共同研究を通して汎用性のあるツール 

開発を試みている本ユニットが取り組んでいる研究 

の必要性を再確認することができました。  
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ご案内 

   

 

    

■テーマ：社会福祉研究と実践をつなぐ「見える化」「見せる化」の課題 

    ■日 時：2016年 3月 11日（金）13:30～17:00 

■会 場：東洋大学白山キャンパス 2号館 16階 スカイホール 

   ■プログラム 

 □基調講演：研究と実践をつなぐ「見える化」「見せる化」の意義と課題 

－高齢者の孤立と地域の見守りネットワークの形成をめざして－ 

講師：小林 良二（福祉社会開発研究センター高齢ユニット研究員／東洋大学・教授） 

□シンポジウム：市民目線で考える社会福祉実践の「見える化」「見せる化」の課題 

     （シンポジスト） 

     ＜行政・施策の立場から＞川手 智子氏（調布市役所高齢者支援室支援センター係長） 

     ＜社協・実践の立場から＞佐藤  寿一氏 (宝塚市社会福祉協議会常務理事・事務局長) 

     ＜政策・研究の立場から＞岩名 礼介氏（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング主任研究員） 

（コメンテーター） 

岩崎  晋也氏（法政大学・教授）・小林 良二（前掲） 

（コーディネーター） 

秋元 美世（理論・歴史グループリーダー／東洋大学・教授） 

 

 

 

 

■テーマ：見守りと権利擁護 

   ■日 時：2016年 3月 2日（水）17:00～19:00 

■会 場：東洋大学白山キャンパス１号館 3階 1309教室 

   ■報告者： 

    平田 厚 氏（明治大学法科大学院・教授） 

西田 和弘氏（岡山大学法科大学院・教授） 

    秋元 美世研究員（東洋大学・教授） 

 

 

  

   ■テーマ：障害者自立支援協議会のあり方について 

   ■日 時：2016年3月20日（日）15：00～17：30 

   ■会 場：東洋大学白山キャンパス1号館2階 1201教室 

   ■内 容：自立支援協議会のあり方について、障害者当事者委員より意見を聞く 

        機会とします。 
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● 2015年度年末シンポジウム開催 

● 障害ユニット拡大研究会の開催 

● 理論・歴史グループ公開研究会の開催 



 

  

    

 

 

 

 

 

今回の公開研究会は、「犯罪から子どもを守る」司法面接法の開発に携わってこられた 

北海道大学大学院教授の仲真紀子先生をお招きし、講演と演習を行います。 

 

   ■日 時：2016年 3月 25日（金） 

13:00～15:00 （ 講演・質疑応答 ） 

15:00～17:00 （ 演習 ） 

■会 場：東洋大学白山キャンパス 8号館 ⒎階 125記念ホール 

   ■講 演：仲 真紀子氏（北海道大学大学院・教授） 

        「福祉領域で役立つ こどもへの司法面接：出来事を聞くための面接法」 

        

 

 
2016年 2月    東洋大学福祉社会開発研究センター発行    

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20  

E-mail:cdws20813@yahoo.co.jp ℡：03-3945-7504（Fax兼用） 
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● 子どもユニット公開研究会の開催 


