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【論文】

リハビリテーション規範は生活期 の高齢障害者の
多様な生を包摂しうるか
－生活行為を支 援する作業療法 に焦点をあてて－
Can Rehabilitation Norms Include Diverse Lives of the Disabled
Elderly？
： Focus on occupational therapy that supports daily performances
朝 日 ま ど か （ 北 海 道 医 療 大 学 ､北 星 学 園 大 学 社 会 福 祉 学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 ）
要旨：
リハビリテーションの中でも作業療法は，医学的側面だけではなく，生活行為といった
私 的 領 域 を も 支 援 す る 職 種 で あ る ．本 研 究 で は ， 生 活 支 援 と い う 側 面 に お い て ， リ ハ ビ リ
テーション規範を体現する作業療法に焦点を当て，生活期にある高齢障害者にどのような
リハビリテーション規範をもち支援を行っているのか，作業療法における論考や事例研究
等から明らかにしつつ，作業療法のリハビリテーション規範が高齢障害者の多 様な生を包
摂しうるか，障害学や老年期の適応理論から考察した．分析結果から作業療法のリハビリ
テーション規範は，障害の原因を個人に帰属する医学モデルを基本的視座とした規範であ
ることや，老年期の適応理論からみた時，老いの在り方が活動理論をのぞましいとする規
範であると考察された．作業療法士はエビデンスに基づく権限をもちながらも，自らのリ
ハビリテーション規範に反省的である姿勢がまず必要であると考えられた．
Key Words：作 業 療 法 ，リハビリテーション規 範 ，生 活 期 ，高 齢 障 害 者

Ⅰ.本研究の背景と目的

く多様であることが分かる．
老年期は多様な生き方が尊重されやすい時期であ

老年期は，育児や仕事など生産的活動から解放さ

るが，その一方で，高齢者は加齢に伴う生理機能の

れることで（岩崎 2011：337）
，自由な時間が増え，

変化を基盤に機能障害を起こしやすいことから（大

これまでの人生を振り返り今後どのように過ごして

内 2014：11）
，国は“健康長寿”を延伸する取り組み

いくかを見つめ直すことができる時期である．その

や（厚生労働省 2011）
，介護予防推進のなかで，社

ため，退職後も社会に積極的に参加することを望む

会参加と介護予防の効果に関係があることを示唆し

のか，そうではなく人との関わりを少なくし静かに

ている（厚生労働省 2014）.このような国の取り組

余生を送るのかは，個々の人生の在り方でありどち

みは，高齢者がどのように老いると良いのか，理想

らが正しいとは言えない．また，老いにどのように

的な老いの在り方を国家が規範として示すものであ

適応していくのかについては活動理論や離脱理論，

る．

継続性理論，老年的超越

1）

といった理論があるが，

我が国は超高齢社会に向けて 2000 年に介護保険

理想的な適応パターンは存在しないと言われており

制度が施行され，福祉事業における市場を規制緩和

（Deeken1977：81）
，ここからも老年期は個別性が高

し，競争原理を導入した．また介護保険サービスを
1

利用するにあたり要介護認定を導入し，介護保険サ

モデルの発想であるとの指摘や（倉本 2007：282）
，

ービスを利用せずに暮らせる高齢者と利用しなけれ

リハが捉える環境への働きかけが住宅の改築等のミ

ば生活できない高齢者の線引きを明確にした．これ

クロなものであり,社会全体への働きかけという発

2）

は高齢者に制度を通し，健康 であり続ける規範を

想に欠けるとの批判が聞かれている（杉野 2007：6）

内面化させるきっかけを与えたとも言うことが出来

3）

.

る．また健康における規範は高齢者自身が内面化す

2018 年には，社会学者である立岩から，リハは障

るだけではなく，高齢者と関わりをもつ医療専門職

害を治そうとするものの,治らなかった時の損失
（痛

が政策を具体化する媒介役となり，健康における規

み，お金，時間，空間など）を反省しないとの批判

範の内面化を促す役割を果たす．高齢障害者を支援

が聞かれている（立岩 2018：341-4）.これらの批判

する医療専門職は，専門知をめぐり高齢障害者との

からはリハのなかに，
ある価値や規範があることや，

間にパワー関係が生まれやすく，それを回避するた

それを障害当事者らに強要する権力があり，リハは

めに，
「患者中心」や「当事者主体」の支援が重要と

それを反省していないことが伺える．

されてきた（Stewart＝2002，児島 2015）
．しかし，

専門職には，価値や価値に誘導され行為を規整す

医療社会学を専門とする松繁は，患者中心の理念が

る規範があり（濱嶋 2005：108）
，また規範には，法

医療のなかに誕生してもなお，知の格差により医療

律やルールなどの「約束事としての側面」と，当為

専門職の権力が拭いきれず対等に向き合うことの根

や正義の観念と関連し，善きこととされる「のぞま

源的な難しさを示唆している（松繁 2010：145）
．医

しさとしての側面」があるとされている（友枝 2002）
．

療専門職の権力に関する問題は，どの専門職におい

リハに向けられていた批判からは，リハには健常者

ても共通する課題であるが，
リハビリテーション
（以

の身体をのぞましいと捉える価値があり，健常者の

下，リハ）においてもそれは例外ではない．

身体に向けて行為を規整するリハの規範があると考

これまで，リハに対しては，障害当事者や障害学

えられる．これは健常者の身体に向けた支援を促進

また社会学者や他職種から様々な批判がされてきた．

する一方で，障害がある身体を否定することにもな

1960 年代には,日常生活動作の自立を自立と捉える

りかねない．そのためリハにおける価値や規範を再

ことに対し「障害者の自立生活（IL）の運動」から，

考することは，多様な生のあり方を尊重する上で重

その見直しが迫られた（上田 2011：26）.

要であると考えられた．

1975 年には，第 72 回日本精神神経学会総会にお

特に，高齢者は前述したように多様な生が尊重さ

いて，
「生活療法」と「作業療法（以下，OT）
」が表

れやすい一方で，健康長寿や介護予防の必要性が叫

裏一体ものと捉えられ，生活療法の思想が患者を抑

ばれていることから，患者中心の支援をする上で価

圧し，適応を強制する技術体系を生むと「OT」の点

値や規範を内省する必要に迫られる．また様々な病

数化が反対された（鎌倉 2013：61）.

期の中でも生活期は，疾病や障害が一定レベルにほ

1982 年には，アメリカの障害学を創設した Zola

ぼ固定する安定した時期であり（日本作業療法士協

（杉野 2007：1）から,リハが障害を治すべきものと

会 2013：12）
，リハは生活の再構築を支援するが，

捉えることで,車いす利用の提案がなされず，
社会的

医療が生活を支援することについては「生活の医療

心 理 的自 立 が絶 た れたこ と が批 判 され て いる

化」が起きているのではと，懸念する声もあること

（Zola1982：394）.このような批判は 2007 年の日本

から（杉野 2007：102）
，生活期のリハは特に専門職

の障害学でも聞かれており,治療やリハそのものは

としての価値や規範を再考する必要があると考えら

否定しないものの,問題解決のためには必須ではな

れる．

く障害当事者が必要に応じ選択するオプションであ

そこで本研究では，以上の問題意識を踏まえた上

ると言われている（倉本 2007：283）
．また障害が治

で，生活期にある中途障害の高齢障害者に，作業療

らない時に環境に介入していくリハの順序性が個人

法士（以下，OTR）がどのようなことをのぞましいこ
2

とと判断し支援をしているのか，
リハの規範
（以下，

いった時期であることから，本研究の目的を明らか

リハ規範）を明らかにしつつ，OT のリハ規範が高齢

にする上で，妥当な期間であると判断した．

障害者の多様な生を包摂しうるか，社会モデルを基

コンピュータ検索は，北医療 search（医中誌ウェ

盤とする障害学や老年期の適応理論から，リハ規範

ブ，PubMed 等をまとめて検索ができる）を用い「作

を再考することを目的とする．

業療法 and 老人」
「作業療法 and 高齢者」
，
で検索し，

OT に焦点を当てた理由は,OT が生活行為といった

上記の 2 誌に掲載されているもの，また生活期の高

私的領域を支援する職種であり（日本作業療法士協

齢障害者を対象にした OT のみを選択した．また OT

会 2018）
，医療という立場から生活を捉える専門職

のリハ規範を広く把握するために，規範が研究論文

であるためである．また，障害学は OT の学問基盤で

だけではなく実践報告や総説などにも内在している

ある医学モデルとは対極的な社会モデルに位置する

と考え，これらに関しても分析対象にした．会議録

ことから，OT のリハ規範を再考する上で必要な学問

に関しては分析の対象から外した．

であると考えた．さらに OT のリハ規範が画一的な

また本研究での生活期は，発症から 6 カ月以降と

老いの在り方を求めてはいないか，老年期の適応理

し，疾病や障害が一定レベルにほぼ固定する時期と

論を用いて再考することが可能であると考えた．

した．発症が明確に記載されていないものに関して
も，介護老人保健施設での OT や訪問 OT に関する論

Ⅱ．研究方法

文は，生活期であると判断した．
以上を踏まえた結果，研究対象は『作業療法』誌

1．研究対象

では 92 件，
『作業療法ジャーナル』誌では 97 件，計

研究対象は，生活期の高齢障害者に対する OT に

189 件となった．

関する論文や資料とした．論文や資料を対象とした
2．分析方法

理由は，過去から現在にかけて通底している OT の
リハ規範を広く調査することができるためである．

本研究では，規範の「のぞましさとしての側面」

また臨床実践を記した論文等は，OTR がどのような

に着目し，OTR が生活期の高齢障害者のどのような

狙いで治療を行い，効果をあげているのかを知るこ

状態を，のぞましいと捉えているかを分析した．

とができ，OT におけるリハ規範を明らかにする上で

分析の手順は，まず文献の中から，OTR が捉える

適した資料であると考えられた．具体的な資料とし

生活期の高齢障害者の「のぞましさとしての側面」

ては，OT でメジャーな『作業療法』
『作業療法ジャ

をデータとして抽出し，それを解釈し定性的コード

ーナル』の 2 誌とし，これらのなかの研究論文や実

化した．次に，類似するコードを集めカテゴリーと

践報告，総説を分析対象とした．

して生成し，カテゴリー間の関係性について図解化

研究対象は，コンピュータ検索や雑誌から直接選

した．

定し，1982 年から 2017 年を対象とした．この期間

Ⅲ．結果

を対象とする理由は，1982 年は国民の老後における
健康の保持と適切な医療の確保をはかる目的で「老
人保健法」が公布され（松房 2010：37）
，高齢者の増

生活期の高齢障害者に対する OT のリハ規範を分

加に伴う医療費の財政負担に見直しがされた年であ

析した結果，14 のカテゴリーと 41 のサブカテゴリ

り（坂上 2008a：27）
，この法律が制定されたことで，

ーを生成した．
これらは，
「のぞましい心身の状態」
，

保健所に OTR のポストが確保されたことや（花村

「のぞましい姿勢」
，
「のぞましい生活」の 3 つの側

1987）
，1986 年には老人保健法の改正に伴い老人保

面に大きく分けられた．生活期の高齢障害者に対す

健施設が創設されたことで，OTR が施設に配置され

る OT のリハ規範について，3 つの側面やその関係性

生活期（維持期）の高齢者に対する OT が本格化して

から述べていく．本文中の≪ ≫はカテゴリー，＜
3

＞はサブカテゴリーを示す．表には各々の結果を示

ている＞が抽出された．

し，表の下記に表に掲載した文献を載せた．

OTR は，生活期の高齢障害者の「のぞましい心身
の状態」として，＜心身ともに落ち着いている＞こ

1．OTR が捉える生活期の高齢障害者の「のぞまし

とや，筋力等の身体機能が改善すること，注意力等

い心身の状態」
（表 1）

の精神機能が改善すること，言語的なコミュニケー
ション等，コミュニケーションが改善することを良

「のぞましい心身の状態」では，2 つのカテゴ

い状態としていた．

リー≪心身機能の維持・改善≫≪介護予防・要介護
度の改善≫と，≪心身機能が維持・改善≫では 5 つ

また OTR は心身機能の改善が難しい時には，維持

のサブカテゴリー＜身体機能の維持・改善＞＜精神

されることや廃用症候群が予防・改善されること，

機能の維持・改善＞＜コミュニケーションの改善＞

また介護予防・要介護度が改善することを「のぞま

＜廃用症候群の予防・改善＞＜心身ともに落ち着い

しい心身の状態」としていた．

表 1．生活期の高齢障害者に対する OT のリハ規範 ： のぞましい心身の状態
カテゴリー

心身機能の維
持・改善

サブカテゴリー

文献内容

身体機能の
維持・改善

・身体的活動（中略）あるいは精神的活動（中略）の症状改善,維持を目的とした対象群と,残存機能を利用し作品完成を目標として趣味活動
の拡大から自己実現，達成感，充実感などを図る対象群に分けられる（長倉 1997：463）
・作業療法では，デイケア利用時から「立位や移乗，歩行能力の維持」を目標に四肢関節可動域運動と杖歩行練習を行っていた（中山ら
2016：409）

精神機能の維持・改
善

・認知・高次脳機能については歩行時に指示動作を理解でき,動作に注意を持続できることを目標とした（武藤ら 2014：722）
・心理評価では Kohs テストの成績が 7 点(IQ 45)から 15 点(IQ 54)に向上（浅海 1986：44）

コミュニケーションの
改善

・意味のある言語や身振りによるコミュニケーションが可能になった（村田 1986：27）
・コミュニケーシヨン技能に問題はなく,意志を伝えることができた（工藤 2015：473）

廃用症候群の予防・
改善

・離床を積極的に促し,関節拘縮や心肺機能の低下など廃用性症候群の予防を第 1 の目的としている（高木ら 1993：698）
・介護老人保健施設における訪問リハの役割：廃用性症候群の予防と改善（小林ら 2004：265）

心身ともに落ち着い
ている

・ホームという生活の場で,できる限り老人に心身ともに安定した生活を送ってもらう（村上 1989：41）
・E さんは痛みや痺れを訴えて泣くことはなくなった（村上 1985：35)

介護予防・要介護度の
改善

・介護予防リハの目的：1 つ目は「いつまでも健康でいよう」である.健康でいれば要介護状態にならない．2 つ目は,（中略）要介護状態をそ
れ以上に悪化させない．3 つ目は「生きがいを持ち続けよう」である（藤原 2005：794）
・A 氏.要介護 3.（中略）A 氏の介護度は,要支援 1 となった（都甲 2016：1094）
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2．OTR が捉える生活期の高齢障害者の「のぞまし

心がある＞＜目標をもち生活する＞＜集中して物事

い姿勢」
（表 2）

に取り組む＞＜拒否せず活動する＞＜笑顔が増え表

「のぞましい姿勢」では，5 つのカテゴリー≪障

情が明るくなる＞，≪自己表現や自己決定ができる

害受容をする≫≪意欲的に前向きに生きる≫≪自己

≫では，3 つのサブカテゴリー＜自己表現する＞＜

表現や自己決定ができる≫≪主観的 QOL が向上する

日常生活における自己決定＞＜将来における自己決

≫≪健康意識の高まり≫が抽出された。≪意欲的に

定＞，≪主観的 QOL が向上する≫では 3 つのサブカ

前向きに生きる≫では 9 つのサブカテゴリー＜挑戦

テゴリー＜達成感や満足感を感じる＞＜自信や自己

する姿勢＞＜努力する姿勢＞＜主体性や積極性があ

効力感を感じる＞＜QOL の向上＞が抽出された．

る＞＜意欲をもち前向きに生きる姿勢＞＜興味や関

OTR は障害が固定された時にはそれを受容し,
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表 2．生活期の高齢障害者に対する OT のリハ規範：のぞましい姿勢
カテゴリー

サブカテゴリー

障害受容をする

意欲的に前向きに
生きる

挑戦する姿勢

・機能訓練に励む一方で,自宅での生活は,動作獲得のための挑戦をせず妻に依存していた（倉澤ら 2004：259）
・現在は妻として,夫へ手紙を書くために新たな挑戦を行っている（工藤 2015：473）

努力する姿勢

・発症から長期間が過ぎた時期においても,「もう一度頑張る」,「もう一度練習する」という気持ちをもつこと（宇田 2014：716）
・OT も PT も利用者が主体性を持って活動に取り組めるよう援助してゆくのが主眼となる．つまり,利用者が（中略）準備後片付けに至るまで自己の
意志を反映させ,自ら行なおうと努力すること（岩﨑 1985：29）

主体性や積極性
がある

・N さんの生活空間は次第に広がりをみせてはいたが,今度は洗い場まで出て自分で洗濯をしだしたのである（村上 1985：35）
・リハビリテーション全般にいえることであるが,受け身的訓練に安住する障害者を作らず,生活を積極的に行う障害者にするような働きかけが大切で
あることを実感している（加福ら 1991：164）

意欲をもち前向き
に生きる姿勢

・作業療法は,老人が少しでも前向きに,積極的に,しかも生産的に生きていくために,有効な治療手段の一つであることも証明されてきつつある（田
村 1989：46）
・詩吟を通じて I さんが残された人生に前向きになったことが伺えた（小川ら 2006：523）

興味や関心がある

・レクに対する興味や関心が低いケースが多く（坪井ら 1998：403）
・OT に対しては，集団作業療法（ネット手芸，箱作り，等）に興味を持っている様子で（中略）過去に作成した作品の自慢話をしていた（澤田ら
2008：672）

目標をもち生活す
る

・介護予防リハでは,人生の目標,生活の目標,明日どう過ごすかの目標から,明後日どうするか,さらにその先どうするか, といった目標を自覚してい
ただくアプローチである（藤原 2005：794）
・生活に目標ができること（馬場ら 2013：390）

集中して物事に取
り組む

・集中して activity にとり組んでいる（寺内 1986：747）
・活動時は手本を見ながら非常に集中して行われた（上田 2015：703）

拒否せず活動す
る

・発症後，拒否していた活動を拒否しなくなること（馬場ら 2013：390）
・その後,毎日ではないが散歩に応じることが増え,30 分程度の散歩を行う（竹内ら 2004：1261）

笑顔が増え表情が
明るくなる

・笑顔が一日中みられ穏やかに過ごすようになった（竹内ら 2004：1261）
・介入中は笑顔が多く,毎日コーラスグループ時代の話などを聞かせてくれた（齋藤ら 2013：55）

自己表現する

自己表現や自己
決定ができる

主観的 QOL が向
上する

文献内容
・個別訓練に馴れ親しんだ入所者は身体機能面の回復に執着し, 自己を“患者”としてのみ扱うばかりで,障害を受容し,できる活動を自分で行う“生
活者”として生きていくことができない（加福ら,1991,164）
・最近では「仕事(職場への復帰)は無理だろうな…」などの発言もあり,障害受容への兆しがうかがえる（倉澤ら,2004,259）

・具体的な生活行為を表現できる患者は,主体性に基づく作業療法の第一歩を踏み出せたといえる（中村 2016：977）
・寮母と老人との関係は主従関係であるが, OT では老人が主役となりホームとは違った自我が表出できること,また,自由な選択権があることがいえ
る（田村 1989：46）

日常生活における
自己決定

・余暇活動としてのテレビを見る行為も自己の意思決定はなく,家族の介入が必要となった（長倉 1998：833）
・筆者は，患者が自らの意志によって決定する活動をより多く促すことが，OT アプローチの一つであると考えた（田原ら 1996：207）

将来における自己
決定

・リハは全人間的復権である．それは,自分らしく生きていけるように自らが決定し選択する生き様ができるようになることに他ならない（藤原 2005：
794）
・今後の生活の場を自己決定できる（浅野 2005：564）

達成感や満足感を
感じる

・対象者自身が作業の遂行能力の向上や満足感を感じること（福田 2015：70）
・一つ一つのささやかな充足感，達成感，成功感の積み重ねにより生まれてくる心の張りである．その気力で個々人は夫々の生き甲斐をみつけ出
してゆくことであろう（岩﨑 1985：29）

自信や自己効力
感を感じる
QOL の向上

健康意識の高まり

・自分の役割を遂行することにより自信につなげていく（高木ら 1993：698）
・一連の取り組みと結果を通して自己効力感が高まり主観的 QOL も向上することをねらった（森ら 2014：423）
・老人の処遇目標は生活の質の向上を図ること（藤田 1992：835）
・訪問リハは,単なる「出前の機能訓練」ではなく,生活の再建,QOL の向上を目的とする（百留ら 2005：815）
・脳卒中後遺症者らの日常生活の自立を助ける機能訓練事業は,単に動作上の問題を解決するだけでなく,より健康な生活を送るためにはどうすれ
ばよいのかを認識し実行してもらう,いわば重要な教育の場でもある（辻 1998：925）
・wellbeing（ウェルビーイング）を高める（白井ら 2011：52）
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何かに＜挑戦する姿勢＞や＜努力する姿勢＞がある

上＞が抽出された.

こと，また受身的な姿勢ではなく主体性や積極性が

≪無為な生活ではなく活動的な生活を送る≫で

あり，＜意欲をもち前向きに生きる姿勢＞を「のぞ

は,5 つのサブカテゴリー＜無為な時間が減る＞＜

ましい姿勢」としていた．さらに，色々なことに＜

臥床しない生活になる＞＜活動的な生活になる＞＜

興味や関心がある＞ことや目標をもち生活していく

活動範囲や行動範囲が拡大する＞＜社会参加する＞，

こと，また＜集中して物事に取り組む＞ことを「の

≪作業することが習慣化し生活が再構築される≫で

ぞましい姿勢」としていた．さらに，それまで拒否

は 3 つのサブカテゴリー＜作業をすることが継続し

していたことを＜拒否せず活動する＞ようになるこ

習慣化する＞＜生活リズムの獲得＞＜生きがいのあ

とや，＜笑顔が増え表情が明るくなる＞ことを≪意

る生活が継続する＞が抽出された．

欲的に前向きに生きる≫姿勢として捉えていた．

OTR は，生活期の高齢障害者が自身の能力を生

また，高齢障害者が何をしたいのか＜自己表現す

活の場で発揮し，他者に依存せず＜出来る限り自分

る＞ことや，＜日常生活における自己決定＞＜将来

でできる＞こと，
また＜できることが増える＞こと，

における自己決定＞ができること，さらに，何かを

所謂≪他者に依存せず出来る限り自立した生活を送

することで達成感や満足感を感じ＜自信や自己効力

る≫ことを「のぞましい生活」としていた．また，

感を感じる＞こと，また QOL が向上していくこと，

高齢障害者が孤立するのではなく他者と交流し＜良

≪主観的 QOL が向上する≫ことを
「のぞましい姿勢」

好な対人関係を築く＞こと，さらに対人交流が拡大

としていた．さらに，高齢障害者自身の≪健康意識

していくことを「のぞましい生活」としていた．さ

の高まり≫を「のぞましい姿勢」としていた．

らに，役割がない生活ではなく＜役割の獲得・再獲
得＞がされ，＜他者の役に立とうとする＞ことを

3．OTR が捉える生活期の高齢障害者の「のぞまし

OTR はのぞましいことと捉えていた．

い生活」
（表 3）

また，高齢障害者にとって≪意味のある作業をす

「のぞましい生活」では，7 つのカテゴリー≪

る≫生活が OTR は
「のぞましい生活」
であると捉え，

他者に依存せず出来る限り自立した生活を送る≫≪

病前に行っていた＜作業を再獲得する＞ことや，個

他者と交流する≫≪役割をもつ≫≪意味のある作業

人にとって意味のある作業に従事すること，またそ

をする≫≪無為な生活ではなく活動的な生活を送る

のような＜作業が拡大する＞ことを望んでいた．ま

≫≪作業することが習慣化し生活が再構築される≫

た作業が効率的に行え，高齢障害者自身も満足する

≪その人らしく生活する≫が抽出された．

など＜作業の遂行度と満足度の向上＞を期待してい

≪他者に依存せず出来る限り自立した生活を送る

た．これらを通し生活期の高齢障害者は無為な時間

≫では,4 つのサブカテゴリー＜他者に依存しない

が減り，臥床しない生活を送ることが出来ることで

＞＜出来る限り自分でできる＞＜できることが増え

＜活動的な生活になる＞こと，さらに活動範囲や行

る＞＜能力を生活の場で発揮する＞，≪他者と交流

動範囲が拡大し＜社会参加する＞こと，所謂≪無為

する≫では 3 つのサブカテゴリー＜孤立せず他者と

な生活ではなく活動的な生活を送る≫ことを OTR は

交流する＞＜良好な対人関係を築く＞＜対人交流の

「のぞましい生活」としていた．また，OTR はその

拡大＞が抽出された.

ような生活が一時ではなく，＜作業をすることが継

≪役割をもつ≫では,2 つのサブカテゴリー＜役

続し習慣化する＞ことや，そのような生活を送るこ

割の獲得・再獲得＞＜他者の役に立とうとする＞，

とで生活リズムが獲得されること，また生きがいの

≪意味のある作業をする≫では 4 つのサブカテゴリ

ある生活が継続し作業することが習慣化し生活が再

ー＜作業を再獲得する＞＜意味のある作業への従事

構築され，≪その人らしく生活する≫ことを「のぞ

ましい生活」としていた．
＞＜作業が拡大する＞＜作業の遂行度と満足度の向
表 3．生活期の高齢障害者に対する OT のリハ規範：のぞましい生活
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カテゴリー

他者に依存せ
ず出来る限り
自立した生活
を送る

他者と交流す
る

役割をもつ

意味のある作
業をする

サブカテゴリー
他者に依存しな
い

・それまで家族に全て依存していた当該行為が 1 人で効率的に行えるようになった（千田ら 2013：151）
・主体性を発揮出来るように援助してゆかない限り,家庭の中でいつまでも依存的な存在になってしまう（岩﨑 1985：29）

出来る限り自分
でできる

・できる限りの身のまわりの動作の自立が,老人の主体性のある生活を取り戻すための必要条件（村上 1989：41）
・軽度の痴呆があり,掃除当番や洗濯などできなかった老人が,一人でできるようになった（田村 1989：46）

できることが増え
る

・老人保健施設における作業療法は，老人ができることを増やしたり（中略）することが重要である（小山内ら 1997：209）
・ADL では,少しでも要介助から自立できる範囲を増やすように援助する（衣川ら 1991：172）

能力を生活の場
で発揮する

・「できる」能力があるにもかかわらず,実際に実行していない ADL が多いという報告が多数みられる（能登ら 2012：61）
・「できる更衣」が「している更衣」になる（高橋ら 1999：253）

孤立せず他者と
交流する

・デイルームの席に孤立して座っている場面が多く見られた（猪股ら 2014：451）
・デイケアでは，新規の利用者に自ら声をかけ，（中略）他利用者の中心となって取り組んでいた（中山ら 2016：409）

良好な対人関係
を築く

・協調性がなく同室者とのトラブルが絶えず寮母の手のかかる老人（田村 1989：46）
・表情も穏やかになり,他者とのコミュニケーションも良好である（高木ら 1993：698）

対人交流の拡大

・より多くの仲間との交流がもて,行動の広がりがみられた（堀口ら 1992：920）
・介護老人保健施設における訪問リハの役割：対人・社会交流の維持拡大（小林ら 2004：265）

役割の獲得・再
獲得

・中途障害者が（中略）,家庭での役割をもてるようになるには,（中略）多面的なアプローチが必要である（野崎ら 1992：929）
・趣味人としての役割を再獲得する（有田ら 2016：74）

他者の役に立と
うとする

・E さんのように OT 室で自分で作った作品を何か人の為に役立てようとする老人は多い（村上 1985：35）
・役立つことをしたという本人の満足感により,（中略）,自信を得るきっかけとなった（堀口ら 1992：920）

作業を再獲得す
る

・デイケアの目的と効果：趣味などの再獲得（長倉 1993：1228）
・高齢者が継続したいと思っている「意味のある作業」を再び行えるよう（中略）（村井ら 2011：535）

意味のある作業
への従事

・その対象者が意味ある作業を行えるように援助する（大平ら 2005：29）
・作業療法士は，(中略)心身機能が低下しても，意味のある作業へ従事できるよう支援していく職種である（森ら 2004：64）
・趣味の将棋を導入．これをきっかけに家でも将棋をさす．（中略）日記をつけるようになり（山口ら 1996：363）
・従事・参加する作業が増えていくこと（村井 2005：1177）
・「ぬり絵」（中略）作業遂行能力が向上し，動機づけされた活動として継続できることが示唆された（上島ら 2004：530）
・クライエント自身が，問題があるとした（中略）作業（中略）の遂行度と満足度がともに向上すること（望月ら 2013：367）

作業が拡大する
作業の遂行度と満
足度の向上

無為な生活で
はなく
活動的な生活
を送る

無為な時間が減
る

・現在,テレビの前に座っているものの,無為に過ごしていることが多い（田部井 1996：369）
・施設生活でよく見られる日中を無為に過ごすような状態は，痴呆発症の危険因子として注目される（坪井ら 1998：403）

臥床しない生活
になる

・集団訓練は,①臥床時間を短縮し単調な生活に変化を与える（加福ら 1991：164）
・臥床することはなくなり,日中は新聞を読んだり,他者と談笑しながら過ごす時間が増加した（上田 2016：878）

活動的な生活に
なる

・日中寝室中心の生活から居間や食堂で過ごす時間も増え活動性が向上した（橋本 2005：131）
・1 日 24 時間をどのように過ごしているかをみていけば（中略）活発であるか不活発であるかを判定できる（藤原 2005：794）

活動範囲や行動範
囲が拡大する

・閉じこもり・引きこもりからの生活の拡大（藤田 1992：835）
・徐々に行動範囲を拡大するなり,外出の目的や内容を変えるようなアプローチをしていく必要がある（設楽 1996：172）

社会参加する

作業すること
が習慣化し生
活が再構築さ
れる

文献内容

・生活空間の拡大から社会参加へ（二神 2005：17）・通所系サービスの利用や地域活動への参加（小野ら 2002：445）

作業をすることが継
続し習慣化する

・介入終了後も（中略）通所事業にはほぼ毎回参加し,継続して自宅での体操や散歩,登山に取り組まれている（坂東 2016：836）
・コーラス教室通いも疲労が出ることもなく習慣化され,発表会にも参加できるようになった（都甲 2016：1094）

生活リズムの獲
得

・野菜づくりの活動は習慣化し,生活リズムも確立されつつあった（長倉ら 2012：81）
・デイヘの通所は日課となり,生活リズムを整える意味で有効な環境因子となっているように思われる（寺内 1986：747）

生きがいのある生活
が継続する

その人らしく生活する

・利用者の（中略）生きがいのある生活を探すことで，（中略）前を向き歩み始めるための支援ができる（中山ら 2016：409）
・生きがいのある生活の継続を目指すことは，(中略)活動・参加を目標としたリハビリテーションに相当（駒井ら 2006：423）
・生活に障害があってもその人らしい生活を獲得していく（村井 2004：252）
・死を迎えるそのときまで自分らしく生きようとすることはまさに全人間的復権（藤原 2005：794）
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4．
「のぞましい心身の状態」
「のぞましい姿勢」
「の
ぞましい生活」の関係性
OTR が捉える生活期の高齢障害者の「のぞましい

性化させ，介護予防に繋がるとされていた．

心身の状態」
「のぞましい姿勢」
「のぞましい生活」

A さんは移動能力に自信がつき家族との行事に参加

には相互関係がみられた．例えば，
‘施設生活でよく

することができ，
活動の範囲が広がったといえる
（大

見られる日中を無為に過ごすような状態は，痴呆発

平ら 2005：31）
’と，心身機能の改善が自信や意欲

症の危険因子として注目される（坪井 1998：406）
’

を生み，生活の活性化をもたらすとされていた．

また，
‘これらは，A さんにとって重要な意味をも
つ「歩く」という活動への働きかけであり，結果，

とあるように，無為に過ごすことが認知症のリスク

これらから，OTR は活動的な生活即ち「のぞまし

をもたらすと，無為な生活と心身機能の低下が関係

い生活」は，心身機能の維持や向上といった「のぞ

づけられていた．
このような状態を改善するために，

ましい心身の状態」を生む要因になると捉えている

‘レクリエーション（以下，レク）を日中の無為な

こと，また「のぞましい生活」は主体性などの「の

状態をなくし，対人交流や活動場面を増す精神社会

ぞましい姿勢」を生む要因となり，このような姿勢

的活動の一環として位置づけるならば，レクは知的

が「のぞましい生活」をさらに活性化させ，心身機

機能の維持に有効であることが考えられる（坪井

能の維持や介護予防等の「のぞましい心身の状態」

1998：406）
’と，レクに参加することで無為な状態

を生む，という循環をもたらすと捉えていた．また

をなくし，心身機能の低下を予防できると考えられ

「のぞましい心身の状態」が訓練等から得られるこ

ていた．また，
‘役割や楽しみをもち，地域に参加し

とで，自信や意欲といった「のぞましい姿勢」が生

ていくことは，生活に主体性をもたせ，日々の活動

まれ，さらにそれが「のぞましい心身の状態」や「の

性を向上させる．生活圏が拡大し，人との交流が増

ぞましい生活」を生むという循環をもたらすと OTR

し，結果として介護予防につながる（百留 2005：815）
’

は捉えていた（図 1）
．このように OTR は「のぞまし

と，社会参加をする生活が主体性を生み，活動性の

い心身の状態」
「のぞましい姿勢」
「のぞましい生活」

向上や行動範囲の拡大，他者交流など生活全体を活

の相互作用を意図した支援をしていた．

図 1．OT のリハ規範 「のぞましい心身の状態」「のぞましい姿勢」「のぞましい生活」の関係性
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Ⅳ．考察

障害や老いの否定観が内在することを認識すること
や，老いや障害による生きづらさを，個人モデルで

分析結果から OTR は，生活期の高齢障害者に対し

はなく社会モデルの視点から捉え直すことも必要で

て「のぞましい心身の状態」
「のぞましい姿勢」
「の

はないかと考えられた．

ぞましい生活」という側面から，さまざまなリハ規

害学や老年期の適応理論の観点からみたときに，ど

2．個人モデル的「自立生活」を求める OT のリハ規
範の再考
OTR が捉える「のぞましい生活」の一つに，≪他者

のように捉えられるものなのだろうか．考察では，

に依存せず出来る限り自立した生活を送る≫がある

これら二つの視点から，OT のリハ規範を再考してい

が，これは個人モデル的な「自立生活」を目指す規

くこととする．

範とも言うことが出来る．

範を持ちあわせていることが分かった．このような
生活期の高齢障害者に対する OTR のリハ規範は，障

この規範を星加が述べる社会性の明示化，
即ち
「で
1．健常な心身機能を求める規範や介護予防・要介護

きなくさせる社会（disabling society）
」
「できるよ

度の改善を求める OT のリハ規範の再考

うに強いる社会（ableistic society）
」
（星加 2013：

生活期の高齢障害者に対して OTR がのぞましいと

36）から考察すると，OT は自立生活に向けた支援を

捉えていた心身機能の状態は，やはり健常者の心身

することで「できなくさせる社会」に貢献する一方

機能であり，そこに向けた改善であった．また改善

で，
「できるように強いる社会」を促進する専門職で

を求める一方で，
改善が難しい場合は障害を受容し，

もあることが分かる．OTR は自立生活を目指した支

機能が低下しないよう維持されることがのぞましい

援をしながらも，自立生活であるようにそれを強い

ことと判断されていた．さらに介護を要する要介護

る権力性があることを把握する必要があるだろう．

の状態は否定的に捉えられ，介護予防の必要性が言

また老年期の適応理論から見た時，日本の老年的

われており，要介護状態となった場合は要介護度が

超越における特徴を調査した研究では，老いの適応

改善されることがのぞましいこととされていた．こ

の過程において，高齢者が他者への依存を肯定し非

れらから，OTR はあくまで障害がない状態，さらに

活動理論的な志向性を示すとの報告がされているこ

は介護を受けない状態をのぞましいこととし，低下

とから（増井 2016：210）
，他者に依存する生活を肯

した状態はそれを解決すべきものと捉えていた．こ

定的に受け入れていく過程そのものが老いへの適応

のことから,改めて OT のリハ規範は，
障害を社会的・

に繋がっていることが分かる．そのため他者に依存

政治的問題として捉える障害学とは異なり,障害を

する生活を否定的に捉える OT のリハ規範は，この

個人の問題とする「障害の個人モデル」を基本的視

ような老いへの適応を阻害する可能性があるとも言

座としていることが分かった.

えるだろう.特にリハ専門職は国から介護予防や自

また老年期の適応理論から,OT のリハ規範を再考

立した生活への支援が期待されているが，老いへの

した時,離脱理論では,老年期の心身機能の低下は避

適応という多角的視点から高齢障害者を捉え支援す

けがたいものとされており，老年的超越では身体的

ることも必要ではないかと考えられる．

な健康に対するこだわりが低下するとされているこ
3．意欲的に活動的に過ごすことを求める OT のリハ
規範の再考
OTR は，生活期の高齢障害者が≪その人らしく生

とから（増井 2016：210）
，このような老いの在り方
を求める高齢障害者は,健常な心身機能を求める規
範や介護予防・要介護度の改善を求める OT のリハ

活する≫ことを「のぞましい生活」としながらも，

規範とは相克すると考えられた.

意欲的に活動的に過ごす生活を求めていた．これは

OTR が多様な高齢障害者の老いの在り方を尊重す

老年期の適応理論では活動理論に当たると考えられ，

るためには，
OTR 自身がまず OT のリハ規範のなかに，
9

離脱理論を望む高齢障害者にとっては異なるリハ規

ことを国から指摘されたが，それに対し生活行為向

範である．OTR が活動的な生活をのぞましいと捉え

上マネジメント

る背景には，エビデンスが関係していると考えられ

専門性を打ち出そうとしている（村井 2013：390）
．

るが，例えば，坪井らの研究では，週 2 回程度レク

このような OT 業界における問題は，支援にも影響

に参加する生活が日常生活活動（以下，ADL）能力の

を及ぼし，OT のリハ規範を支援の中で押し付ける恐

維持には有効であり，週 1 回以下の参加でも，主体

れも考えられる．猪飼は，生活とは評価や効果，効

的活動がある高齢障害者は ADL 能力が維持され，知

率などとは相いれないものであると述べているが

的能力に変化がなかったと，レク参加頻度と ADL 能

（猪飼 2016：45-6）
，OT は私的領域である生活に対

力の関係について述べている（坪井ら 1998：403）．

して，医学的視座からそれを数値化しある基準で捉

これはレクに参加するという活動的な生活を送るこ

え,支援しようとするが，
そこに暴力性が伴うことを

とで，ADL 能力が維持されるということであり，ど

改めて認識する必要があるだろう．エビデンスに基

のような生活を送るかが ADL 能力にも影響を及ぼす

づく OT の支援は必要ではあるが，三島が「専門家

ことを示唆している．OTR はこのようなエビデンス

は，一方の手に反省的学問理論，もう一方の手にデ

に基づき，活動的な生活となるよう支援をするが，

ータに基づく権限をもって実践に臨んでいる」と述

その一方で OT には≪その人らしく生活する≫とい

べているように（三島 2008）
，OTR は生活期の高齢障

うこともリハ規範として持ち合わせていることから，

害者の多様な生を尊重する上で，自身のリハ規範に

これらのリハ規範が時に対立する可能性がある．こ

反省的な姿勢を持つことがまず必要であると考えら

のようなリハ規範の対立は，支援の葛藤を生むと予

れる．

4）

を考案し，生活の側面から OT の

測されるが，それをどのように OTR が捉え支援を行

Ⅴ．おわりに

っているのかについては，今後の研究の中で明らか
にしていきたい．
また OTR が活動的な生活をのぞましいと捉える背

OTR が生活期にある高齢障害者に対し，どのよう

景には，国の施策との一致が考えられる．国は慢性

なリハ規範をもち支援を行っているのか分析した結

期疾患中心の高齢化社会に対応するために，
「21 世

果，OT のリハ規範は，医学モデルを基本的視座とし

紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）
」を

た障害の規範であり，障害の原因をまず個人に帰属

推進することで，一次予防に重点を置き，病気にな

させる規範であること，また老年期の適応理論から

らないために生活をコントロールすることの必要性

みたとき，老いの在り方が活動理論をのぞましいと

を謳っているが（松原 2000：81）
，このような施策

する規範であると考察された．OTR は高齢障害者の

は，OT のリハ規範とも合致しやすい．そのため，OT

多様な生の在り方を包摂するという点で，エビデン

のリハ規範は国の施策に支持されることからより強

スに基づく権限をもちながらも，自らのリハ規範に

化されやすくなると考えられる．

反省的であろうとする姿勢がまず必要であると考え

さらにこのような国の方針に専門職として成果を

られた．

示すことは，専門職の存在価値を示すことにも繋が

今回の研究では，OT のリハ規範を明らかにしたが，

るが，健康日本 21 が提示された際には，OT は作業

その規範がどのように生活期の高齢障害者に適用さ

活動をすることで健康に繋げられることを示し啓蒙

れるのかまでは明らかにしていない．今後は事例研

をはかろうとする意見が出され（藤原 2000：508）
，

究などから，OT のリハ規範の適用方法について明ら

また効率的に高齢者の活動性を高められることを示

かにしたいと考える．また，障害当事者からのリハ

すことで OT の専門性を明確化しようとした（村井

批判はリハ専門職全体に向けられていることから，

2004：255）
．

OT 以外のリハ専門職においてもリハ規範を調査し，

さらに OT は専門職としての国民の認知度が低い

障害学や老年期の適応理論から，反省的に捉えるこ
10

とが必要であると考えられる．
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積雪寒冷地に居住する高齢者の
健康の維持・増進及び QOL 向上への取組みの検討
～季節による変化に着目して～
Consideration of efforts to Health maintenance and QOL improvement for elderly
people in snowy cold region.
棚橋嘉美(北海道科学大学保健医療学部理学療法学科
北星学園大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻 博士[後期]課程)
要旨：
超高齢社会を迎えた我が国において、高齢者の健康維持増進に対する取り組みが重要となる。その為には
身体機能の維持・向上のみでなく QOL や社会環境にも着目した取り組みが必要であり、特に積雪寒冷地では
季節の変化による影響が考えられる。本研究では、地域に居住する高齢者に対する関わり方について、積雪
寒冷地特有の気候・住環境を踏まえた提案を行うことを目的に、4 名の高齢者を対象に夏季と冬季での QOL 調
査・身体機能調査とインタビュー調査を実施した。調査・分析の結果、転倒予防を強く意識して活動するこ
とにより冬季の身体的 QOL が高くなっている可能性がある一方、身体的 QOL と実際の身体機能に差が生じて
いる傾向も見られた。また、自宅内の環境整備についてはあまり意識していない様子が見られ、屋外活動時
のみでなく自宅内の環境にも意識を向けてもらうための取り組みが必要だと感じた。
Keywords：積雪寒冷地、在宅高齢者、QOL、健康維持、医療・福祉

Ⅰ．背景・目的

省 2017）。さらに、高齢者の事故発生場所が「住宅」で
ある割合は 77.1%となっており、事故のきっかけで多い

2018(平成 30)年 10 月 1 日現在、我が国の総人口

ものは「転落」「転倒」であった(独立行政法人国民生活

1 億 2,644 万人のうち 65 歳以上の高齢者人口は

センター 2013)。

3,459 万人、高齢化率は 28.1%となっている（内閣府

また、日常生活に制限のない期間(健康寿命)につ

2019）
。また、2017(平成 29)年の高齢者のいる世帯

いて、
2001(平成 13)年～2016(平成 28)年までの延び

数は全世帯数の 47.2%を占め、そのうち夫婦のみ・

が、同期間による平均寿命の延びと比べて小さいこ

単独世帯が 58.9%となっていることから（内閣府

とが報告されているが(平均/健康：男性 2.91/2.74

2019）
、高齢者の 6 割近くは自分自身で日常的に身

年、女性 2.21/2.14 年)（内閣府 2019）
、
「健康日本

の回りのことを行い生活していることになる。

21(第 2 次)」では、基本的な方向として「生活の質

高齢者が要介護状態に至る原因として、認知症

(Quality of Life：以下 QOL)の向上」
「社会環境の

(18.7%)、脳血管疾患(15.1%)、高齢による衰弱(13.8%)、

質の向上」から「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」

骨折・転倒(12.5%)があげられている（内閣府 2019）。こ

を実現することをあげている（健康日本 21 企画検

の第 4 位の骨折・転倒にかかわるものとして、2017(平

討会他 2000）
。

成 29)年の転倒・転落による死亡者数にも着目すると、

これらのことから、超高齢社会を迎えた我が国に

その数は高齢になるにつれて増加し、特に 65 歳以上

おいて、高齢者が要介護状態にならず日常生活に制

では交通事故による死亡者数を超えている（厚生労働

限なく暮らすための健康状態を維持ないし獲得する
13

ためには、転倒予防も含めた身体機能維持・向上だ

どのようにかかわっていくべきか提案を行うことを

けでなく QOL や住宅環境、社会コミュニティ等の社

目的とする。

Ⅱ．方法

会環境にも着目した取り組みが必要であると言える。
また、これらの取り組みは「現在生活が自立してい
る高齢者」にも行っていくことが重要となるが、生

本研究では、市内某区在住の高齢者に対し、QOL に

活が自立した高齢者に対して医療職が積極的にかか

関するアンケート調査(以下 QOL 調査)・身体機能調

わることは難しく、QOL や社会環境にもアプローチ

査を夏季・冬季・夏季と計 3 回実施し、3 回の調査

するためには地域との連携が必要不可欠となる。そ

のうち 2 回以上かつ夏季・冬季での調査結果を得ら

の為、医療職と在宅支援を担う福祉職が各地域に居

れた方のうち、インタビュー調査への同意を得るこ

住する在宅高齢者(以下地域高齢者)の健康維持増進

とが出来た 4 名を対象に住宅環境や生活状況等につ

のためにどのように連携しかかわっていくべきか考
特に北海道のような積雪寒冷地では、冬季はそれ

いてのインタビュー調査を実施した。
１．対象者
市内某区の地域包括支援センターが後方支援して

以外の季節と比較して気候の変化から生活環境が大

いる自主体操グループ参加者のうち、認知機能に問

きく変化し、QOL および社会環境に影響を与える可

題がなく外出が自立可能な身体機能を持つ 65 歳以

能性や、路面の凍結や除雪作業の必要性から転倒の

上の方かつ、QOL 調査・身体機能調査およびその後

危険性も高くなる可能性が考えられる。

のインタビュー調査の両方の調査に対して同意を得

えていくことが重要となる。

られた方 4 名を本研究の対象者とした。

先行研究では、積雪寒冷地に在住する高齢者につ
いて夏季と比較して冬季でバランス能力に低下を認

２．調査方法
１）QOL 調査・身体機能調査

めたが認知機能には変化が見られなかったとするも
の（林ら 2018）
、積雪寒冷地の独居高齢者で転倒恐

自主体操の会場に伺い研究についての説明を行っ

怖感と気象の生活への影響に関連を認めたもの（鳥

た後、下記①～③の調査を実施した。①・②は調査

谷ら 2006）
、などがあった。

用紙を配布し後日記入・返送してもらうこととし、

しかし、高齢者の転倒予防・健康維持増進のため

③はその場で直接検査を実施した。

に高齢者の身体機能や QOL、医療・福祉専門職の連

①基本情報調査

携等複数の要素に着目し、更に積雪寒冷地独自の特

年齢・家族構成、既往・現病歴、1 週間の平均外出

徴・問題も含めて行われている研究は少なく、超高

状況、過去 3 か月間の転倒状況、について調査用紙

齢社会を迎えた我が国にとってこれら複数の要素の

を用いて実施した。

着目した研究を行うことは、これから先の時代高齢

②QOL 調査

者が住む地域や季節を問わず健康な暮らしを送るた

「SF-36(verion2)」
、
「WHOQOL26」の 2 種類の自己

めには重要となる。

記入調査用紙を用いて実施した。

以上の点から、本研究では、積雪寒冷地である北

SF-36 は、世界で最も広く使用されている自己報

海道某市在住の高齢者数名を対象に、積雪の無い時

告式の健康状態調査票であり、下位尺度 8 項目(PF：

期(以下夏季)とある時期(以下冬季)における QOL・

身体機能、RP：日常役割(身体)、BP：体の痛み、GH：

身体機能の調査を実施した後、生活状況・転倒予防

全体的健康感、VT：活力、SF：社会生活、RE：日常

への意識・住環境等に関するインタビュー調査を実

役割(精神)、MH：心の健康)と、それを 3 つにまとめ

施する。得られた調査結果から、夏季と冬季の QOL・

たサマリースコア(PCS：身体的健康度、MCS：精神的

身体機能の変化と生活環境やご本人の意識等の関連

健康度、
RCS：役割／社会的健康)で構成されている。

性について分析を行い、積雪寒冷地に居住する高齢

得点は下位尺度 8 項目とサマリースコア 3 項目の合

者の転倒予防・健康維持増進のために、地域全体で
14

計 11 項目をそれぞれ 0～100 点で算出し、高い方が

月間の状況を回答するものとなることから、調査時

QOL が高いという解釈になる（Fukuhara ら 1998）

期は夏季を 9 月・冬季を 3 月とし、2018 年 9 月(以

（福原ら 2004,2015）
。

下 18 夏)、2019 年 3 月(以下 18 冬)、2019 年 9 月(以

WHOQOL26 は、Ⅰ身体的領域、Ⅱ心理的領域、Ⅲ社

下 19 夏)の 3 回実施した。

会的関係、Ⅳ環境領域の 4 領域 24 項目に全体を問

なお、QOL 調査・身体機能調査については、18 夏

う 2 項目を加えた 26 項目から構成されている。こ

と 18 冬の調査が終了した時点で得られた 18 夏 15

れら 26 項目について「過去 2 週間どのように感じ

名・18 冬 17 名分の結果をもとに季節による身体機

たか」
「過去 2 週間どのくらい満足したか」
「過去 2

能と QOL の変化について考察を行い、
「積雪寒冷地

週間どのくらいの頻度で経験したか」を 5 段階で回

に居住する高齢者の転倒予防・健康維持に対する取

答してもらう。回答に応じて 1～5 点で計算し、領域

り組みの検討～季節による身体機能・QOL の変化に

ごとに合計・平均点を出した後全ての得点を足して

着目して～」というタイトルで「日本転倒予防学会

26 で割ることで QOL の平均点を算出、平均点が高い

第 6 回学術集会」にてポスター発表を行った(棚橋

ほうが QOL が高いという解釈になる（田崎ら

ら 2019)。

1997,2015）
。
股関節～足関節の関節可動域・筋力測定、バラン

２）インタビュー調査
2020 年 2 月に、4 名のうち承諾をいただけた 2 名

ス能力調査 2 種類：片脚立位時間、重心動揺検査を

はご自宅に伺い、他 2 名は自主体操グループ活動終

実施した。

了後に会場に伺い、下記内容について 30 分程の時

③身体機能調査

間でインタビュー調査を実施した。

関節可動域は、対象者に背臥位をとってもらった

①基本情報

状態で検査者が他動的に関節を動かし、著しい可動
域の制限や運動時の疼痛の有無などを確認した。筋

アンケート調査で回答していただいた内容をもと

力測定は、対象者に椅子に座ってもらい、理学療法

に、家族構成、既往・現病歴、1 週間～1 か月単位で

士が用いる徒手筋力検査法に基づき、検査者による

の外出状況(目的・頻度・距離・移動手段等)、転倒

徒手抵抗にどの程度抵抗が可能かを 5～0 の 6 段階

歴(転倒歴があった場合は時期・場所・状況等)、に

で評価した。

ついて調査を実施した。
②家屋状況

バランス能力検査のうち、片脚立位時間は開眼状
態で左右の脚それぞれで片脚立位を実施出来た秒数

高齢者の自宅内での事故発生原因として転倒・転

を計測し、最大 30 秒間とした。歩行時に必ず片脚立

落が多いという報告(独立行政法人国民生活センタ

位となる時間が生じ、歩行時のバランス獲得・転倒

ー 2013)から自宅内での転倒リスクに着目し、対象

予防のために片脚立位能力が必要となることからこ

者の方のご自宅の間取り、段差、照明の位置や使用

の検査を実施した。重心動揺検査は開眼静止立位 30

状況、ご本人が自宅環境で転倒リスクとして気にな

秒間での動揺を測定し、総軌跡長、X 変位、Y 変位の

る部分等について実施した。また、積雪寒冷地であ

3 つの数値で示した。重心動揺が大きいということ

ることから、冬期間の暖房の使用状況や除雪作業に

は、まっすぐ立っている状態でも体が前後左右に揺

も着目し、暖房の位置・使用状況と除雪作業の実施

れており動作時には更にふらつきが生じる可能性が

についても調査を実施した。

あることからこの検査を実施した。片脚立位時間・

③生活状況

重心動揺検査時は、転倒の危険が無いよう検査者が

夏季と冬季での生活環境の変化を調査するため、

すぐ体を支えられる位置に立った上で計測を実施し

夏季・冬季それぞれの起床・就寝時間、屋内外で使

た。

用している履物、健康維持・転倒予防のために意識
していること・生活の中で工夫していることについ

①の転倒状況調査と②の QOL 調査が過去 1～3 か
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て調査を実施した。

能調査結果のうち、関節可動域と筋力については、
著しい可動域制限や筋力低下がある方はおらず、季

３．分析方法
対象者 4 名のデータについて、まず QOL 調査・身

節による大きな変化も見られなかったため、バラン

体機能調査で得られた結果はそれぞれの数値を表に

果のみを図 3・４に示す。また、重心動揺検査の総

まとめた後グラフ化し、季節による変化の比較を行った。

軌跡長・X 変位・Ｙ変位それぞれの数値が示す意味

次に、インタビュー調査で得られた結果は、文献（佐藤

について図 5 にて示す。

ス能力検査である片脚立位時間・重心動揺検査の結

2008）を参考に聞き取った内容を要約した上で 9 つの

以下、対象者 4 名の数値の変化についてまとめた

項目に分類し、共通点や関連性を分析した。

ものを記載する。

最後に、QOL 調査・身体機能調査結果とインタビュ

１）A さん

ー調査結果を合わせて、季節による QOL と身体機能

SF-36 では PCS が冬に低下・MCS・RCS が 18 夏→18

の変化と住環境や生活環境、ご本人の心身機能への

冬と 18 冬→19 夏いずれも低下、WHOQOL26 ではⅠ・

不安や転倒予防への意識等の要素がどのように関連し

Ⅱが 18 夏→18 冬と 18 冬→19 夏いずれも低下、Ⅲ・

ているか、比較・検討を行った。
４．倫理的配慮
本研究は、北海道科学大学倫理委員会及び北星学

Ⅳが冬に低下している。身体では片脚立位時間が冬
に低下、重心動揺は 18 夏→18 冬で低下し、18 冬→
19 夏で総軌跡長は少し上昇したが 18 夏より 19 夏で

園大学倫理委員会の承認を得て実施した。調査対象

低下しており、Y 変位も低下している。

者には、同意説明書を用いて本研究の目的、方法、個

2）B さん

人情報の取り扱いについて、研究への参加はいつでも

SF-36 のＰＣＳと WHOQOL26 のⅠは冬に上昇し、

取りやめることが出来ること、などについて口頭で説明

SF-36 の MCS は 18 夏→18 冬と 18 冬→19 夏で上昇、

を行い、同意書に署名を得た上で調査を実施した。

WHOQOL26 のⅡとⅣは冬に低下が見られたが、いずれ
も変化はわずかであった。SF-36 の RCS が 18 夏→18

Ⅲ．調査結果

冬で大きく低下し 18 冬→19 夏でわずかに上昇、WHO
QOL26 のⅢは変化はなかった。また、片脚立位は左

１．QOL 調査・身体機能調査

が 18 冬⇒19 夏にかけて上昇、重心動揺は冬季より

QOL 調査の結果について、図 1・2 に示す。身体機

も夏季のほうが大きかった。

図１．QOL 調査① SF-36 結果
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3）C さん

長が 18 夏→18 冬に大きく低下し、18 冬→19 夏で少

SF-36 の PCS が 4 名の中で最も低かった。
冬に SF-

し上昇が見られた。

36 の PCS が上昇したのに対して WHOQOL26Ⅰは低下、

４）D さん

SF-36 の MCS が低下したのに対して WHOQOL 26Ⅱは

18 冬→19 夏で SF-36 の PCS・WHOQOL26Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ

上昇と SF-36 と WHOQOL26 で逆の結果が見られた。

が若干低下し、SF-36 の MCS・RCS が上昇した。片脚

SF-36 の RCS と WHOQOL26Ⅲは冬季に上昇していた。

立位は 18 冬→19 夏で若干低下し、重心動揺は 18 冬

片脚立位時間は左が大きく低下、重心動揺も総軌跡

→19 夏で若干上昇した。

図 2． QOL 調 査 ②
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WHOQOL26 結 果

図 ３．身 体 機 能 調 査 ① 片 脚 立 位 時 間 結 果

図 ４．身 体 機 能 調 査 ② 重 心 動 揺 検 査 結 果

図 5． 重 心 動 揺 検 査 各 項 目 が 示 す 数 値 に つ い て
総軌跡長：重心の移動距離
X 変位：重心が左右に移動した最大幅
Y 変位：重心が前後に移動した最大幅
18

２．インタビュー調査結果

ら旦那さんに手伝ってもらっている。ソックスエイ

インタビューで得られた回答内容について項目ご

ド(靴下を履くための自助具)があることは知らなか

とに分類したものを表 1 に示す。聞き取った文章を

ったとのこと。

そのまま書き出すのではなく、内容を要約した上で

週 1 度の自主体操グループへの参加の他、介護保

対応する項目に分類していくＫＪ法の形式で実施し

険を利用しての運動にも通っており、外出・運動の

た。

機会は多く持つよう意識している様子だった。冬季

項目は、自宅環境、同居の有無、履物(自宅内およ

は夏季よりも転倒に気を付けて歩行するようにして

び屋外での履物)、睡眠(就寝時間・起床時間)、外出

おり、遠くへの外出は避けるようにしている。2 年

(一週間の外出状況)、転倒歴、生活の工夫(日常生活

前の冬に杖を使用していて杖に引っかかって転倒し

の中で転倒予防等のために気を付けていること・工

てしまったことがあり、杖を使うのは怖いという言

夫していること)、冬場の雪かきについて、体調や転

葉が聞かれた。

倒に関する不安等、の 9 つとした。以下、A さん～D

４）D さん

さんそれぞれの結果について、表に記載した内容の

4 名の中で唯一仕事に就いており(週 6 日パート)、

補足も含め、簡単にまとめる。

活動性が最も高かった。月に 1，2 度は公共交通機関

１）A さん

を複数乗り継いで外出しているが、冬季の遠出は控

転倒歴は無いが、独居であることもあり入浴時等

えている。

日常生活で常に転倒を意識して生活している様子だ

自宅内には夫が使用していた手すりがトイレ・居

った。分譲マンションであるため、浴室の扉を蛇腹

間の壁際に設置されているが、ご本人が使うには位

式に付け替えることも考えたが、工事費用の問題も

置が少し高くなっている。台所から脱衣所無しで直

あり付け替える予定は今のところ無い。徒歩圏内に

接浴室に入る間取りになっており、浴室から出た後

娘さん一家が居住しており、平日はほぼ会いに行っ

は床にバスマット代わりにバスタオルを敷き、その

ている他、週に 2 度の買い物や週に 1 度の体操等活

上で軽く体を拭いた後居間に移動してきてから着替

動性は高い。19 年秋頃から特にはっきりとした理由

えている。

や原因無く遠くへの外出が億劫に感じること、それ

独居ではあるが市内にお子さんが 3 人おり、会い

までＪＲを利用して通っていた週 1 度のプールに行

に行ったり連絡を取り合ったりしているほか、ご近

かなくなってしまったこと、身体機能が落ちてきて

所の方とも普段から交流がある様子。利き手である

いる気がする、という言葉が聞かれた。

右手の薬指に、ばね指による手術の既往がある。

２）B さん

3 年前の冬、通勤途中にしりもちをついて尾てい骨

昨年は夏季に自宅内で 1 度、冬季に屋外で 1 度の

を骨折したことがあり、それ以来転倒予防を強く意

ほか時期は不明だが冬季にゴミ捨ての際に 1 度転倒

識しているとのことだが、自宅内での転倒予防はあ

があった。夏季よりも冬季の方が屋外歩行時転倒予

まり意識していない様子で、入浴後にバスタオルを

防を意識している。インタビューを実施した 4 名の

敷いてマット代わりにしている件についても、滑り

うちもっとも転倒歴が多かったが、そのことについ

やすくて危ないという意識はない様子だった。

て不安に感じていたり気にしたりしている様子はあ
まり見られず、A さんのように身体機能や気分の低
下があるといった言葉は聞かれなかった。
３）C さん
関節の持病(リウマチ)があり、さらに今年の冬は
体調が悪く動くのが億劫に感じている。股関節に若
干の可動域制限があり、靴下の着脱が難しいことか
19

表１．インタビュー調査結果
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Ⅳ．考察

方で同じ身体的 QOL である WHOQOL26Ⅰは冬に減少し
ている。インタビュー中もご自身に持病があり身体機

QOL 調査・身体機能調査結果とインタビュー調査結果

能が低いことを意識している様子があり、バランス能

について、まずＡさん～Ｄさんそれぞれについての考察

力は 18 夏⇒18 冬に低下が見られ、その後 19 夏で少し

を行い、その後全体についての考察を行う。

上昇するが 18 夏より低い数値となっていた。
社会的 QOL が冬に上昇しているが、インタビュー中
に季節の変化によって社会とのかかわり方に変化が

１．A さん
身体的 QOL を示す SF-36 の PCS は冬のみ低下してい

あるような発言はなく、詳しい原因は不明である。体

るが、WHOQOL26Ⅰは 18 夏→18 冬と 18 冬→19 夏で続

操教室でも慣れない方への気遣い等率先して行って

けて低下している。片脚立位時間と重心動揺も冬季に

おり、とても社交的な印象を受けた。

低下が見られており、身体的 QOL と身体機能が同様の
MCS と WHOQOL 26Ⅱがともに 18 夏→18 冬と 18 冬→19

４．Ｄさん
身体的 QOL である SF-36 の PCS と WHOQOL26Ⅰが 18

夏で続けて低下しており、18 夏→18 冬の季節変化で

冬→19 夏で低下しているが、インタビュー調査による

低下したものが 18 冬→19 夏にかけて上昇せずさらに

と D さんも B さん・C さんと同様冬の屋外歩行時は転

低下してしまった可能性と、季節に関係なく時間経過

倒予防を強く意識しているとのことであり、これによ

によって低下している可能性が考えられる。

り冬季の方が身体的 QOL が高くなっていると考えられ

変化を示していた。精神・心理的 QOL を示す SF-36 の

る。バランス能力では片脚立位は冬季の方が若干高く、

インタビューの結果、昨年秋以降明確な原因や理由
無く身体機能・気分低下の自覚と外出意欲の低下が出

重心動揺は夏季の方が若干高かった。また、身体的 QOL

現しているが、自覚症状が出現する昨年秋よりも前の

の高さや活動頻度の高さに対して片脚立位時間が短

18 冬の調査時から精神的・社会的 QOL の低下が見られ

くなっている。
精神・社会的 QOL である SF-36 の MCS・RCS が冬季

ていた。

で低下している。D さんについては最初の夏季調査を
行えていないため、18 冬→19 夏の変化でしか考察を

２．B さん
冬に身体的 QOL が若干上昇、重心動揺が上昇してい

行えていないが、冬は娘さんの自宅に行くのを控える

る。インタビュー調査の結果、夏よりも冬の方が転倒

等夏より外出頻度が減少していることや、右手薬指の

に気を付けて屋外歩行をしている・冬のみ杖を使用し

術後の影響でここ 1 年ほど趣味活動への意欲が低下し

ている、とのことであった。この、
「夏よりも転倒に注

ていることなどが影響していると考える。

意して歩行している」ことが、実際の冬の身体的 QOL
や身体機能の上昇に影響を与えている可能性がある。
一方で、
片脚立位時間がいずれも 10 秒以下と短く、

５．全体を通して
QOL と身体機能の関連について、SF-36 の PCS や
WHOQOL26Ⅰが高い＝バランス能力が高い、片脚立位時

重心動揺の数値も大きい。転倒回数も今回対象とした

間が長い＝重心動揺が少ない、という結果はみられな

4 名の中で最も多いことから、徒手筋力検査の結果で

かった。また、筋力検査で著しい筋力低下が無くても

は著しい筋力低下は認められなくてもバランス能力

バランス能力が低い方や、身体的 QOL や活動頻度が高

の低下があることが考えられる。

くてもバランス能力が低い方もいた。これらのことか
ら、積雪寒冷地に居住する高齢者の季節による変化を

３．C さん

見るためには複数の調査を実施することが重要であ

B さんと同様に、冬の方が夏よりも転倒に気を付

ると言える。

けて歩き、遠方には行かないようにしているとのこと

QOL に関しては、SF-36 の MCS と WHOQOLⅡの 18 夏→

であった。また、夏季の方が屋外歩行時に足が引っか

18 冬、18 冬→19 夏での変化には大きな違いがなく、

かる気がするという言葉も聞かれた。これは SF-36 の

特に 18 冬→19 夏については 2 つの評価方法で同様の

PCS が冬に上昇している結果と関連が見られるが、一

変化が得られていた。また、WHOQOL26 のⅢとⅣは上昇
21

／低下が揃っており、
今回対象とした 4 名については、

転倒予防への意識付けといった取り組みが重要と考

社会的 QOL と環境 QOL の変化は関係しているという結

える。

果になった。

今回の調査では、居住形態や独居/同居については

インタビュー調査の結果、4 名とも冬季は長靴も使

はっきりとした傾向や共通点等は見られなかったが、

用するが歩きにくいのでスパイクや滑り止め付きの

A さんのみ冬季の身体的 QOL の低下が見られた。同じ

靴やブーツを使用する等、冬道で滑らない・転倒しな

マンション生活の C さんとの違いは同居家族の有無、

いための靴選びは気にかけていた。自宅内は季節問わ

同じ独居の D さんとの違いは就労の有無、があったた

ず裸足か靴下で、屋内での転倒リスクとなる可能性の

め、独居で外出する機会や周囲の方(特に家族以外の

あるスリッパを着用している方はいなかった。4 名と

方)とかかわる機会の少ない方については、冬季の

も入眠後朝までの間に、1，2 度目が覚めたりトイレに

QOL・身体機能の低下を特に注意して見守る必要があ

起きたりしており、起きた時のために照明は少しつけ

る。また、自宅内の環境整備についてはあまり意識し

ておくもしくは紐を長くする等すぐにつけられるよ

ていない様子も見られたことから、屋外を歩行する時

うにしておく工夫をされていたが、より安全に起床時

だけでなく、自宅内の環境にも意識を向けてもらうた

に点灯可能なセンサー感知で点灯するライト等を使

めの取り組みが必要だと感じた。

用している方はいなかった。冬季、夜間の室温低下に

一方で、自宅の改修を考えたが諦めてしまった A さ

よる入眠や起床時間への影響を調査するために季節

んや、使い慣れない杖につまずいて転倒してしまった

ごとの睡眠時間や暖房の使用状況を伺ったが、1 名冬

り靴下をはくための自助具の存在を知らなかったり

季の方が起床時間が少し遅くなっている以外は、冬季

した C さんのように、現在生活が自立しているからこ

の方が寝付けない・朝起きられない、という言葉は聞

そ、介護保険サービス等へのアクセスが難しいという

かれなかった。

問題点が見られた。A さんも C さんも、介護保険サー

冬季の除雪作業については、マンション居住の A さ

ビスを利用することへの抵抗感があるといった様子

ん・C さんは実施の必要性なし、戸建ての 2 名につい

はなく、どのようなサービスがあるのか、誰に相談し

ては、B さんは同居の娘さんが実施してくれていると

たりどのように利用したりしたらよいのかがわから

のことで、D さんは市内居住しているお子さんがたま

ない、という様子だったことから、大きな病気や怪我

に来て行ってくれるとのことで自分では最低限のみ

等無く生活が自立しているうちから、介護保険サービ

実施するとのことで、除雪作業は可能な限り避けるよ

スの利用方法や、日常生活で使用できる自助具等福祉

うに気を付けている様子だった。

用具の案内等を周知徹底していくことが課題となる。

全体的な印象としては、冬季の方が転倒予防を強く

Ⅴ．結語

意識して活動しており、それにより冬季の身体的 QOL
が高くなっていることが考えられる一方、転倒予防の
ために冬季の外出を制限している方が多く、身体的

今回の調査の結果、積雪寒冷地に居住する高齢者に

QOL が高くても実際の身体機能が低下している傾向が

対して、夏季と冬季での主観的 QOL・身体機能変化を

見られた。夏季の方が身体的 QOL が低いという結果に

ご本人にも意識していただくための定期的な調査の

対しても、冬は転倒予防を強く意識するが夏はあまり

実施と結果のフィードバックを行うといった取り組

意識していない、という傾向が見られた。

み、自宅内の転倒予防にむけた環境整備のための取り

以上の点より、積雪寒冷地に居住する高齢者に対し

組み、介護保険サービスや福祉用具等の案内等の取り

ては、季節ごとの主観的 QOL と身体機能の変化をご本

組み、等が必要になる可能性が示された。これらの実

人にも意識してもらうための継続的な調査と調査結

現のために具体的に必要な取り組みについて、今後さ

果のフィードバックの実施、特に冬季については転倒

らに調査・研究を進めていく。

予防への意識だけでなく実際の身体機能の維持・向上
のための取り組み、夏季については積雪が無いからと
いって気を抜いてしまわないよう夏季だからこその
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【論文】

貧困当事者を包摂する参加型貧困調査実施上の課題
The challenges in conducting participatory approaches to poverty inquiry that include poor people
陳 勝（北海道大学大学院教育学院博士課程）
要旨：
本研究の目的は，方法論の視点から貧困当事者を包摂する参加型貧困調査実施上の課題を検討する
ことである．具体的には，これまで行われてきた代表的な調査実例を紹介し，その課題を「参加者の
募集」
「調査の進行」
「調査結果のアウトプット」に分けて，調査実例ではどのように対応したのかを
論じた．結果は，参加者を募集する段階で，貧困当事者が制約を受けずに各種の支援やサポート，整
った参加の環境，詳細な情報伝達が不可欠であること．調査進行の段階で，貧困当事者が調査の議題
設定や展開を可能にすること，そのうち，貧困当事者間や他の専門家などとの権力格差からの影響を
避けるべきであること．調査結果をアウトプットする段階で，より正確な結果を発信できるように貧
困当事者の確認やコメントが必要であること．以上から，調査実施上「貧困当事者が調査参加にあた
って制約がなく，調査過程に関与ができるようにすること」が重要であると分かった．
Key Words：参加型貧困調査，参加，貧困当事者

Ⅰ．はじめに

& Green & Lister et al. 1999: 24），貧困当事者
の意見や反応それ自体とは言えない．なぜなら，ア

これまで，貧困の実証研究において，主に用いら

ンケート調査でもインタビュー調査でも，いずれに

れてきた実証方法はアンケート調査とインタビュー

せよ調査者があらかじめ用意しておいた調査項目に

調査である．それぞれの特徴は次の通りである．ア

沿って，貧困当事者に質問し，回答を求める形で行

ンケート調査については，特定集団のある意識や行

うものであり，貧困当事者にとっては外部から持ち

為の割合などの量的なデータをもとに，人間の生活

込まれるものだからである．そのため，貧困当事者

の諸側面を把握することができる．ただ，人間の生

自身が貧困について語ることによって貧困研究を進

活を形づくる意識や行動は複雑なもので，量的なデ

展させることが求められる．

ータだけで捉えにくい部分がある．他方，インタビ

これに対して Lister は，1980 年のユネスコ会議

ュー調査は，それぞれの調査対象の言葉から貧困当

で Wresinski が「貧困の現実については，最高の研

事者の貧困経験や行為動機をより詳細に把握するこ

究者であってもほとんど想像がつかない」と指摘し

とができ，貧困の様々な要因が重なり合って浮かび

たことに賛同した上で（Lister=2011:244；Bennett

上がる貧困当事者の生活の諸側面を統合的に理解し

& Roberts 2004:9）
，「貧困の理論化と調査に貧困経

やすい．しかし，これにも限界がある．確かに貧困

験者の視点を取り入れること」，そして「それを参

当事者の貧困に対する見解はさまざまな質的調査の

加型の手法を通じて行うこと」を提起している

中に含まれているが，多くの場合は研究者らの論点

(Lister=2011:15)．本論文では，このような Lister

や分析の証拠として使われるにとどまり
（Beresford

の提起を重視して行われる調査を「貧困当事者を包
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摂する参加型貧困調査（以後，参加型貧困調査）1)」

してきた（Laderchi 2001:5-6）
．これらの方法は

とする．参加型貧困調査は，貧困研究にとって 2 つ

「人々の知識を重視し，平等な環境のなかで行う」

の大きな意味がある．一つは，直接的な貧困経験が

ことが重要課題として示されてきた（Bennett &

ある人が貧困を「語る」ことで，貧困当事者の主体

Roberts 2004:19）
．その影響を受けて，1990 年代末

側から貧困を理解し得ることである．もう一つは，

から 21 世紀初頭にかけて，イギリスをはじめとし

従来，
貧困をめぐる議論や調査から排除/周辺化され

た先進国では，参加型アプローチを開発の文脈を超

てきた貧困当事者たちが，
そうした調査や議論に
「参

えて貧困研究に応用し，参加型貧困調査を実施して

加」できるようにすることで，民主的な貧困議論の

き た （ Bennett & Roberts 2004:19-20 ， Lis-

実現につながることである．特に，後者は“手続き

ter=2011:15）．本論文で取り上げる 5 つの参加型貧

的な”正義に関わることであり 2)，最も注目すべき

困調査は，いずれもイギリスの初発の段階で中心と

ところと考えている．そのため，このような「参加」

なった貧困研究者たち（Beresford，Lister，Bennett

の手続きが大事とされている参加型貧困調査を実施

など）が連携しながら行ってきた調査研究である．

するにあたり，課題となる点をさしあたり確認する

このような連続的に繋がりのある調査から，問題意

必要がある．

識及び研究方法がどのように引き継がれ，参加型貧

本論文は，上記のような問題意識をもとに，参加

困調査を発展させてきたのかを確認することができ

型貧困調査について，方法論の視点から調査実施上

る．以下，これらの代表的な調査の概要を表 1 と合

の基本課題を検討することを目的とする．
そのため，

わせて述べる．

本論文は 5 つの代表的な参加型貧困調査を研究対象

まず，Poverty First Hand(1999 年公表)3)につい

とする．
その際の研究視点は，
調査実施にあたって，

てである．PFH は，従来の貧困議論や調査から貧困

貧困当事者の「参加」をどのように担保するか，そ

当事者が排除/周辺化されてきたことに対して，
貧困

の方法に注目していきたい．具体的には，第Ⅱ節で

当事者自身も一つのエイジェントとして既存の貧困

は，研究対象である 5 つの参加型貧困調査を紹介す

議論に組み込もうという意図のもとに行われた．具

る．第Ⅲ節では，調査過程において「参加」を実現

体的には，貧困の定義，原因，影響，イメージ，反

していくうえでの課題を提起する．第Ⅳ節では，こ

貧困運動といった 5 つの主題について，貧困当事者

れらの課題に対して，調査実例ではどのように対応

の間で議論が行われた．PFH では，従来の貧困調査

していたのかを論じる．最後に，全体をまとめて今

のように貧困当事者がただインタビューされて個人

後の課題を述べる．

的な貧困経験を提供するだけではなく，グループデ
ィスカッションの形式で進められた．そのことによ

Ⅱ．研究対象とする参加型貧困調査

って，個人的事例的な分析を避けると同時に，貧困
当事者は主体的に貧困を議論することを通して当事

「参加」は南半球の国における開発の文脈で貧困

者自身による分析，見解，提案を提供することがで

と結び付けられて言及されてきた（Bennett & Rob-

きた．そのことは，新たな貧困理解を探るうえで重

erts 2004:34）．その方法は，1970 年代には，当初

要な知見を示した．

「迅速農村評価」
（rapid rural appraisal）と呼ば

次は，
Commission on Poverty, Participation and

れていたが，これは地域社会の人々自身が分析，計

Power(2000 年と 2002 年公表)4)についてである．

画，行動をするため「参加型農村評価」

COPPP は，調査プロジェクト Voices for Change(以

（participatory rural appraisal）とも呼ばれてき

後 VFC)の調査報告書を出すためのフォローアップ

た．これを踏まえて，1990 年代初頭に，世界銀行は

として行われた．VFC は，政策の立案・策定に貧困

参加型貧困アセスメント（participatory poverty

当事者が参加するうえで障害となることを探るため

assessment）を開発し，量的なデータの補完に寄与

25

26

イギリス全土において貧困
経験があるひとり親，障害
者，福祉受給者，低所得者，
失業者，高齢者，若年犯罪
者，ホームレスなどの計 20
グループ．
Beresford, P. and Green,
D. and Lister, R. and
Woodard,
K.
(1999)
Poverty first hand, poor
people
speak
for
themselves.

参加者

Loughborough University,
Center for Research in
Social Policy, Dept of
Social Sciences（ラフバラ
大学，社会科学研究科社会
政策研究センター）
貧困地域で援助サービスを
受けている子ども 19 人と，
比較的裕福な私立学校の子
ども 23 人，計 42 人

A child's-eye view of
social difference
2005～2006
イギリス

Women’s Budget Group（女
性予算グループ）

Engaging and empowering
women in poverty
2006 年
イギリス

The hidden dimensions of
poverty
2016～2018
イギリス，アメリカ，フラ
ンス，バングラデシュ，ポ
リビア，タンザニア
ATD Fourth World-Oxford
University（ATD 第 4 世界
とオクスフォード大学）

貧困経験がある 6 人（草の
イギリスのバーミンガム， 6 ヵ 国 の 参 加 者 の 合 計は
根委員）と，政治家，教会
カーディフ，ロンドンの 3 1901 名．うち，貧困当事者
関係者，研究者，公共サー
都市からの貧困状態で暮ら 665 名，支援者 262 名，学
ビス関係者，地域開発関係
す女性 50 人（ただ，調査の 者 164 名．
者，メディア関係者の 6 人
最後の段階に政策策定者も
（公共生活委員），計 12 人．
議論に参加した）
．
出典（公表）
Commission on Poverty, Loughborough University, Women’s Budget Group. Bray, R. and De Laat, M.
Participation and Power. Centre for Research in (2008)
Women
and and Godinot, X. and
(2000), Listen hear, the Social Policy, Dept of poverty,
Experiences, Ugrate, A. and Walker, R
right to be heard, report Social Sciences. (2007) empowerment
and (2019)
The
hidden
of the commission on A child’s-eye view of engagement.
dimensions of poverty.
poverty,
participation social difference.
and power. Tufo, S.D. and
Gaster,
L.
(2002)
Evaluation
of
the
Commission on Poverty,
Participation and Power.
注 1 Child Poverty Action Group（略称：CPAG）は，子どもと子どもを持つ家族の貧困を緩和するために運動を展開している組織である．イギリスの反貧困運動団
体の中心的存在である．
注 2 UK Coalition Against Poverty（略称：UKCAP）は，イギリス反貧困組織連盟であり，貧困経験者と政策策定者との連携を図り，反貧困戦略や政策を促進する
ことを目指している．
注 3 Women’s Budget Group（略称：WBG）は，イギリスの研究者，政策専門家，キャンペーン活動家等から成る独立した機関で，適切な経済政策を通してジェンダ
ー平等を促進することを目的としている．
注 4 ATD Fourth World は，長期的に貧困状態で暮らす人々と一緒に活動する国際的なボランティア組織である．

Child
Poverty
Action UK
Coalition
Against
Group（チャイルド・ポバテ Poverty（イギリス反貧困連
ィ・アクション・グループ） 合）

Commission on Poverty,
Participation and Power
1999～2001
イギリス

実施主体

表１ 参加型貧困調査実例の概要
調査プロジェ
Poverty First Hand
クト名
実施時期（年） 1994～1995
実施地域（国） イギリス

に，イギリスの 6 地域で行った調査プロジェクトで

ような課題があるのかを検討する．ここでは，調査

ある．COPPP は VFC の調査内容をもとに，貧困当事

過程を (1)参加者の募集，(2)調査の進行，(3)調査

者が研究者など専門家と一緒に議論し，VFC の地方

結果のアウトプットと便宜的に分けて，それぞれ論

参加者や政府・政策関係者との面会を経て，調査報

じていく．

告書を作り出した．このように，COPPP は PFH では
触れられなかった貧困当事者と関係他者とが共同し

(1)参加者の募集に関する課題

てプロジェクトを推進する際の難点を教えてくれた．

調査参加者を募集する際には，参加者が制約を受

PFH と COPPP 以後，貧困の社会的区分に焦点化し

けることなく参加できるようにしなければならない．

特定の貧困問題を検討する調査が行われてきた．例

ただ，貧困当事者の場合は実際の生活上に様々な困

えば，子どもの目線で異なる社会背景にある子ども

難や実情を抱えている．そのため調査参加上，貧困

の生活を比較した調査 A child's-eye view of so-

当事者にとってどのような制約があるのかを検討す

5)

cial difference（2007 年公表） ，貧困状態で暮ら

る必要がある．具体的には，まず，参加には時間や

している女性たちを対象とした調査 Engaging and

お金などのコストが掛かり，これらは貧困当事者に

6)

empowering women in poverty（2008 年公表） など

とって負担となり，参加を困難にする原因となる

がある．これらの調査は，参加者や検討課題は異な

（Bennett & Roberts 2004:47-48, Chambers & May-

るが，基本 PFH と COPPP（主に専門家たちとのイン

oux 2003:17）
．また，参加の環境に関して，参加し

タラクティブな部分）が示したフレームワークを利

やすい会場であるか，仕事と調整しやすい時間設定

用していると見られる．

であるか，子どもの世話や障害者のサポート体制が

そして，直近では The hidden dimensions of pov-

あるか，
参加に求められるスキル
（読み書き能力等）

7)

erty（2019 年公表） という調査がある．前述の調

は何であるか，そして，調査に関する情報伝達など

査はいずれも一か国内（イギリス）に限定した調査

も参加に影響すると考えられる．

である．ただ，グローバル化が進んでいるなかにあ
っては，貧困に関する国際レベルの理解や課題を探

(2)調査の進行に関する課題

8)

求することが求められる ．THDOP はこのような背

これは，主に参加者が調査においてどのように主

景をもとに北半球と南半球の 6 ヶ国にわたって実施

体的，そして民主的に貧困を議論し調査を進行して

された調査プロジェクトである．THDOP は国別に現

いくかを意味している．具体的には，次の 2 つに分

地の貧困当事者，支援者，研究者ごとのグループで

けられる．

会議を行い，
「隠された貧困の次元」を考察した．調

第一に，
「調査の議題設定と展開」の課題．参加型

査範囲は数か国に拡大したため，調査結果は各国か

貧困調査では「貧困経験がある人が，貧困議論にお

ら集合した代表者の統合作業を経てからアウトプッ

いてもっと発言権を持つようにするべき」である

ト（本論文では，調査データを整理したり，文章化

（Bennett & Roberts 2004:5）．そのため，貧困当

することで，調査結果を得ることを指す）された．

事者が主体的に調査の主題や内容の形成に関与 9)し，
自分の関心を調査に組み込んでいくことができるか

Ⅲ．調査実施上の課題

が問われている．
第二に，
「調査参加者の権力関係」の課題．調査を実

以上では，これまで行われてきた代表的な参加型

施するにあたっては，参加者の間に権力の強弱・不

貧困調査を紹介した．それぞれの調査内容は異なる

均衡の有無が問わなければならない（Chambers &

が，どれも貧困当事者の実質的な「参加」を保障す

Mayoux 2003:12，17）
．権力のアンバランスが生じて

る工夫が見られる．本節では，その「参加」の手続

いると，参加者である貧困当事者の発言が抑制され

きを実現していくうえで，調査過程に具体的にどの

るなどの恐れがある．
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(3)調査結果のアウトプットに関する問題

まず，コストの問題について，PFH では参加者で

これは調査で得られた貧困当事者の「声」と最終

ある貧困当事者が参加のためで発生する時間や金銭

的な調査結果のアウトプットとの関係に関わること

的などのコストをできる限りに抑えるべきであり，

である（Laderchi 2001:13）
．つまり，調査結果を文

またそれに対する金銭をはじめ適切なサポートが必

章化する際に，如何に編集者の恣意的な判断を避け

要であることを繰り返して主張していた
（
「PFH」
:41，

て，調査で得られた参加者の「声」を発信できるか

202）
．そして，COPPP では特に参加のために発生す

ということである．

る交通費やホテル代などの大きな費用を事前に参加
者に渡すことが特に重要だと強調した
（
「COPPP」
:29）
．

以上では，参加型貧困調査実施上の基本課題を

次は，環境の問題についてである．貧困当事者に

提起した．次節では，これらの課題について，調査

参加しやすいような環境の設定については，PFH で

実例では実際にどのように対応してきたのかを具体

は配布資料を大きめに印刷したり，それを読み上げ

的にみていく．

たりなどの努力が実際にあった(「PFH」:49，117）
．
COPPP では貧困当事者が探しやすい且つ安心感があ

Ⅳ．調査実例における対応

る会場の設定，会場への案内，参加者の子どもの世
話などを対応した．会議が始まる前に参加者がお互

ここでは，まず本節での分析に用いられる素材を

いに知り合うための時間を設けることの重要性も強

説明しておきたい．それは，前述した「PFH」を主要

調した（
「COPPP」:29，59，31，4）
．

な分析資料，
「COPPP」や「THDOP」などを補足資料と

そして，調査に関する情報伝達も貧困当事者の参

する．その理由は次の通りである．初期の調査であ

加に影響する．貧困当事者はどのような調査である

る PFH の最も評価できる点は，次のことを実現した

か（上記のコストや環境に関する内容を含めて）を

ことである．すなわち，調査過程において，多様な

十分に理解できないと，参加するか否かを判断しに

貧困当事者を調査に参加できるようにしたこと，貧

くい．そのため，PFH では，最初に各反貧困組織に

困当事者が主体的に調査の議題設定や展開に加わる

コンタクトし，調査の目的，方針，どのように調査

ことを可能にしたこと，貧困当事者は調査レポート

を進行するか，貧困当事者に求めること，議論する

の編集プロセスに関与できるようにしたことである． 内容などを各組織を通して，事前に貧困当事者に伝
いずれも参加型貧困調査を構成する基本的な課題で

えていた（
「PFH」:1999）
．

あり，貧困研究における参加型貧困調査の基本的な
フレームワークを提供してくれた．COPPP は，如何

(2)調査の進行に関する課題

に貧困当事者と専門家との関係を等しくし調査を進

1)調査の議題設定と展開

めてきたのかを示しており，これは上記の PFH が示

参加型貧困調査で最も重要なのは，貧困当事者が

したフレームワークに補足したという点で評価でき

自らの関心を調査のなかに持ち込み，それについて

る．THDOP に関しては，国際レベルで参加型貧困調

自由に発言や議論できるようにすることである．そ

査を行う際の調査結果のアウトプットに関わる対応

のため，調査の進行において貧困当事者が議題設定

手法を示していることが評価できる．一方，Child と

や調査自体の展開に主体的に関与できるようにしな

Women は，新たに取り組んだ方法論上の課題は特に

ければならない．この課題に対して調査実例では以

見当たらないため，以下では必要に応じて部分的に

下のように対応している．

参照する程度にする．

まずは，調査の議題設定についてである．PFH で
検討した議題は，1990 年に行われた貧困当事者を主

(1)参加者の募集に関する課題―コスト，環境，情報

要参加者としたヨーク市の会議から生まれた．その

伝達

会議では，
参加者の合意によって貧困の定義，
原因，
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影響，イメージ，反貧困運動の 5 つが決められて，

権力関係から受ける影響は比較的小さいと考えられ

貧困の全体像を描くためのプラットフォームを作成

る．ただ，PFH では，高齢者，ひとり親，若者などの

10)

した ．Child では，子どもたち自身が自分にとっ

多様な貧困当事者がいるので，そこでの権力の差異

て重要と考えることを話してもらうことで，4 つの

はやはり無視できない．一方，COPPP のような異な

共通議題を特定できた（
「Child」:4）
．Women では，

る集団の人たちが参加する場合には，集団間に利害

調査の初期段階で参加者全員に
「貧困は私にとって，

関係が生じやすい．そのため，より弱い立場にある

それは○○の意味である」というセンテンスを考え

貧困当事者が「声」を出しにくい，議論を展開しに

てもらい，3 つの都市から 132 部無記名の文章を収

くいなどの問題が考えられる．それぞれに関する対

集することができた（
「Women」:7）
．この文書をラン

応を以下で見てみる．

ドリーで再配布し，参加者に読んでもらい，それに
ついて話し合ってもらった．その結果，貧困に対す

①貧困当事者間の権力関係（PFH）

る共通の理解，定義，共有された経験などが浮かび

PFH では，グループディスカッションで対応した．

上がり，8 つの主要なテーマを特定できた．

議論はひとり親や高齢者などの属性の異なる 20 グ

次は，調査の展開についてである．PFH では，調

ループが別々で議論を行ったため，各グループが互

査実施者である研究者はできるだけ発言を抑えて，

いに権力の影響を及ぼし合うことはなく，一つの議

貧困当事者が影響されずに主体的に積極的に発言で

題に対して多様な，そして時には対立的な見方や見

きるように意識していた．
これに対しては，
Laderchi

解を得られた．例えば，貧困のイメージに関する議

によれば，参加において貧困当事者は正しい情報や

論の際には，ある低所得の母親が低所得の割に潤沢

知識を持って適切な意見表明ができるのかと疑問視

に買い物していることを暗に非難するようなタブロ

する見解もあるという（Laderchi 2001:13）
．確かに，

イド紙の記事に対して，シングルマザー2 名はこの

PFH でも，貧困当事者自身が既存の貧困定義につい

記事の筆者には発言する資格がないと強く反論し

て議論するのは難しいと感じている．しかし，貧困

た：

当事者が自身の経験に基づいて貧困を定義する際，
多くは自分なりの見解を持っていた．結果として，

彼女はそのような立場にあったことないの

貧困は「経済的・物質的」
，
「制限された行為」
，
「心

で，そんな非難する権利はないと思う．

理的・精神的」と 3 つの側面から定義された

彼女は直接に経験しないと，それがどんなも

（
「PFH」:59）
．貧困当事者は，普段，貧困について

のなのかを知らない（ひとり親グループ，

の考えや意見などを聞かれることはほとんどない．

グラスゴー）
．
（
「PFH」:122）
．

そのため，学術的な貧困の定義についての見解や感
想などをたずねられてもすぐに答えるのは難しいか

一方，高齢者のグループでは同じ記事を読んで，

もしれないが，より身近で具体的なテーマから議論

シングルマザーが自分たちよりも多くの給付金を受

をはじめれば，貧困当事者は積極的に議論に加わっ

給していることを妬んで，不満を表明していた：

ていく様子がうかがえる．
私が知っている自分より多くの給付金をも
2)調査参加者の権力関係

らっている人のことを教えるよ．彼女は 28 歳

参加型貧困調査には多くの形式がある．例えば，

の女性，未婚，(子どもの)父親がもう亡くなっ

貧困当事者だけが調査対象として参加したもの

た．彼女らは俺より政府から多くの給付金をも

（PFH）
，貧困当事者と専門家などが一緒に調査に参

らっている．私はこの国のために海外で 5 年間

加したものもある（COPPP）
．前者は，同じ貧困当事

働いたのに，毎週 60 ポンドしかもらえていな

者集団であるため，意見を表明するにあたり互いの

い．彼女らは俺より多くもらっているというこ
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とを考えると腹立つよ．彼女らは無料のミルク

と考えられる「公共生活委員」に対して以下のよう

ももらえるし，
市政税もない
（高齢者グループ）
．

に対抗した：

（
「PFH」:125）
．
私は学者に怒っていた．
なお，属性が近似しているメンバーで議論するこ

私は自分の役割が全く理解できない―彼ら

とにより，話題が遠くずれたり，特定の人物のみが

は私の言葉で話していない（「草の根委員」）

話題をリードしたり，発言が過大あるいは過小に評

（
「COPPP」:33）
．

価されることに対して一定程度の是正効果が考えら
れる．例えば，イギリスにおける生活必需品に関す

このような緊張関係を克服するには，参加者は互

る議論では，以下のような場面が見られた：

いが持っている専門性を承認・尊重するうえに，互
いに理解し合い，各自が従来慣れ親しんできた仕事

A：えっと，もしアフリカの貧困当事者が彼ら

の仕方を変えることが求められる．ただ，
“各自”と

の基準を設定すると…

はいえ，その努力は研究者など専門家の側に求めら

B：アフリカのことを心配するより，私たちの

れることが多い．これらが実現すれば，結果として

問題を考えましょう
（ひとり親グループ ヨーク

ポジティブな感覚や価値がある経験となる

シャー市）
．
（
「PFH」:54）
．

（
「COPPP」:6，73）
．

そして，著者たちがコメントしたように「時には

私は会議をこれまで通りの方法で行うべき

一人が示した見解に周囲が賛成する」場合もある．

ではないことに気付いた…(公共生活委員)

そのような見解は他の貧困当事者の「うなずきやつ

（
「COPPP」:37）
．

ぶやき」で賛意が示された（
「PFH」:41）
．
自分と数光年離れた経験がある人たちの話
②貧困当事者と専門家との権力関係（COPPP）

を聴くのは非常に難しい…それは大きな急流が

PFH と違って，COPPP では貧困当事者と専門家な

自分に向かって来ているようである．その経験

どが一緒に調査に参加した．その際に，専門家の文

と共感がないから，話を聴いても意味を十分に

化と習慣で参加の実践が（貧困当事者にとって）排

捉えられない…それを聴く方法を見つけなけれ

除的なものとなってはいけない
（Lister=2011:246）
．

ばならない．そうじゃないと，その人が言った

そのため，貧困当事者が調査の形式や進行に対して

内容の解釈はただ自分（公共生活委員）の見解

見直しを要求できる権力を持たせるように，参加者

からの翻訳となってしまい，語る人のそれ自体

間で権力のシフトが求められている．

ではない
（
「公共生活委員」
たち）
（
「COPPP」
:37）
．

例えば，COPPP では，調査の初期段階では「草の根
委員」
（貧困当事者）と「公共生活委員」
（専門家）

最初はね，うまくいかなかった，それは避け

の間で緊張関係が生じていた．
一人の
「草の根委員」

られないもんだ，文化が違うから．その

は
「会議の議題と使われる資料には専門用語が多い，

後も緊張関係はあるが，よくなってきた．委員

内容も長くて細かすぎ」と指摘した．

会の中に，権力がシフトした…対抗は空気を綺
麗にした，今はお互いに尊重している（
「草の根

私は話すのは得意だけど，重い資料を読むの

委員」
）
（
「COPPP」:38）
．

は下手なんだよ
（
「草の根委員」
（
）
「COPPP」
:28）
．
一部の会議は非常に挑戦的だった．時には難
さらに，
「草の根委員」は正式な会議に慣れている

しかったが，
高いエネルギーがあった．
結果は，
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とてもポジティブでした．私はいつも疲れたの

ここまでは，参加型貧困調査実施上の課題につい

ではなく，
“チャージ”されたと感じていた (公

て，調査実例では具体的にどのように対応したのか

共生活委員)（
「COPPP」:41）
．

を検討してきた．その結果をまとめたのが表 2 であ
る．

(3)調査結果のアウトプットに関する問題
現場から得られたさまざまな議論の「声」を最終

Ⅴ．おわりに

に文章化に向けて，編集作業が必要である．より正
確に発信できるように，PFH では次のことを留意し

本稿では参加型貧困調査の実例をレビューし，方

た．まず，編集者 4 名のうち，3 名は貧困の経験が

法論の視点から調査実施上の課題とその対応のあり

あり，もう 1 名の Lister は CPAG で長年の勤務経験

方を検討してきた．その結果，第一に，調査参加者

がある．著者たちは「このような異なる背景と経験

を募集する段階で，貧困当事者が制約を受けること

は，貧困に対する『ファーストハンド』からの視点

なく参加できるように，金銭的な支援や各種のサポ

と専門的な視点との違い，そしてそれぞれが貢献し

ート，そして参加の環境を整えて，参加しやすくな

なければならないことを認識するのに役立っている」 るような調査設計が求められる．なお，これらを含
とコメントし，また「これらの異なる視点で互いに

めた調査の詳細を十分確認できるような情報伝達も

学び，互いに得ることができる」と評価した（
「PFH」
：

大事である．第二に，調査を進行する段階で，貧困

x-xi）
．そして，調査結果の記録や編集に関して，PFH

当事者の関心を調査の主題や内容の形成に組み込ま

では最初に参加者の同意を得て録音した議論の音声

なければならない．そのため，調査を展開していく

に基づいて，逐語録を作成し，それを参加者に送付

なかでできるだけ貧困当事者が自由に発言できるよ

してコメントをしてもらった．その後は，参加者の

うにし，議論する内容も彼らの日々の生活と遠く離

コメントを参考したうえに作成した調査結果の草稿

れないようにする必要がある．同時に，調査の参加

を参加者に再送し，
改めて確認や修正してもらった．

者である貧困当事者間で互いに権力の影響をなるべ

一方，THDOP は 6 ヶ国で行ったものであるため，

く避けるべきである．その場合に，属性が近似する

調査結果を参加者全員に確認をもらうのは無理があ

人たちで構成してグループディスカッションを行う

る．そのかわりに，貧困当事者，支援者，研究者が

ことは有効と見られている．ただ，貧困当事者と専

構成した 6 ヶ国の研究チームから 32 人の代表者が

門家などの異なる集団が共同作業する場合，貧困当

一堂に会し，１週間の共同作業を行った．作業の最

事者の主体性と専門的な知見を承認・尊重する意識

初には，代表者を各自が属している北半球と南半球

は参加者に価値があると認められる調査の実現につ

の 2 組で別々に（隠された貧困の次元の）リストを

ながる．第三に，調査結果をアウトプットする段階

作成した．その後，その 2 組は合流し 2 つのリスト

で，参加者を調査結果の編集のプロセスに含めるこ

を１つのリストに統合した．また，それだけではな

とでより正確なアウトプットに繋がる．多くの場合

く，研究チームの代表者たちは帰国後も，補足資料

では，貧困当事者が直接執筆することはないが，調

を提出した．コーディネーターはそれを最終のリス

査結果についての確認や内容について賛否を表明す

トに反映し調査報告書を作成した．

る権利があることを（特に調査実施者は）認識しな

以上のように，調査が行われた具体的な状況に応

ければならない．以上をまとめると，それは「貧困

じて，対応の仕方は多少異なるが，いずれであって

当事者が調査過程―調査参加にあたって制約がなく，

も貧困当事者を調査結果の編集や確認に包摂するこ

調査の議題設定や展開から調査結果のアウトプット

とで，彼らの「声」をより忠実に発信できるように

まで―に関与ができるようにすること」といえるだ

していた．

ろう．
このような課題を克服した参加型貧困調査は，
今後継続的に行われることで貧困に対する理解を深
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青少年センターと私立学
校の協力で，子ども本人に
対する口頭と書面での説
明を行い，そして，調査に
関する説明が書かれた書
面資料を子どもの親にも
届け，子ども本人と親の同
意を得たうえで募集した．

参加者の合計は貧困当事
者と専門家で半数ずつと
する原則に基づいて，VFC
の地方グループや指導グ
ループの推薦や任命を経
て，参加者を募集した．

Engaging and empowering
women in poverty

まず，調査を取りまとめるために，コ
ーディネーター2 人とリサーチアシ
スタント 1 人がいる．そして，各国で
は貧困当事者，支援者，研究者を含む
9～15 人の研究チームも立ち上げた．
さらに，研究チームのアレンジで，各
国で議論を行うために貧困当事者，支
援者，研究者を募り 13～38 のグルー
プを作った．
3 段階．①国別で同属性ごとのグルー
プ会議を行い，貧困の特徴を議論し
た．②各国の研究チームの貧困当事者
は，自国の貧困当事者グループの議論
の内容を 1 つのリストに統合した．支
援者と研究者も同様．その後，貧困当
事者，支援者，研究者それぞれが統合
したリストを１つにまとめた．③国別
で各グループの代表者は研究チーム
がまとめたリストについて検討した．
最後に，研究チームは各グループの代
表者の検討結果をリストに反映させ
た．
6 か国の研究チームの代表者が一堂
に会し，各国のリストから共通項目を
抽出し，最終的に１つのリストに統合
した．

The hidden dimensions of poverty

結 果のア
ウ トプッ
ト におけ
る 貧困当
事 者の関
わり方
注 1 上記のいずれも貧困当事者にとって参加しやすい場所と時間で行うように配慮した．そのうえで，適切な支援やサポートも行った（本文で紹介した PFH と COPPP
での対応以外に，Child では，子どもの特性に合わせて，写真撮影，絵や文章での表現，ゲーム，ロールプレイなどを利用して調査を進めた．そのほか，調査
参加の謝礼として子どもにプレゼントを渡した．Women では，経費の都合で謝礼はないが，調査に参加している間に子どもの世話を頼むための費用や，調査参
加のための旅費などを貧困当事者に支払った．THDOP では，貧困当事者が安心して調査に参加できるよう付き添いなどを行った）
．

調 査の進
行 プロセ
ス におけ
る 貧困当
事 者の関
わり方

A child's-eye view of
social difference

Commission on Poverty,
Participation and Power

地方の反貧困組織の協力
を得て募集した（地方の反
貧困組織は当地の貧困当
事者と長期的な関係を築
いており，調査中にも丁寧
なサポートを行った．それ
は，貧困当事者の調査参加
に大きな役割を果たし
た）．
1990 年のヨーク市で開催 調査目的と期待する調査 各グループの子どもが自 3 段階．①都市別で検討会
された会議で決まった議 結果の確認と議論，そして 分の生活の中で最も重要 を行い，自分の貧困経験を
題について，属性が近似す 適切な作業方法の開発，証 なことを話してもらい，教 話し合い，
「女性」として
る貧困当事者（ひとり親や 拠の収集，最終のレポート 育，好きなこと（持ち物）
， の集合的なニーズを取り
若者など，別々のグループ の作成などについて，
10 回 自由時間（活動），家族と 上げる．②女性 50 名が一
に組んだ）で構成したグル の会議を行った．それ以外 友だち，4 つの共通議題を 堂に会し，政府の政策決定
ープごとのディスカッシ に，VFC の調査内容や政策 確定した．そして，各グル や基本構造，政策決定に影
ョンを通して進められた． 策定に関する内容をよく ープの参加者はどのよう 響するファクターなどを
理解するため，VFC の地方 な背景にあるか，どのよう 学習する．状況を改善する
参加者と政策策定者への な話をしたかを共有し，各 ためのアイデアを開発・組
訪問会議も各 7 回行った． 議題についての考えを表 み合わせ，洗練させた．③
明した．
考えたアイデアについて
政策策定者と議論した．
議論内容の逐語録，調査結 調査結果をまとめる専門 調査実施者は調査結果を 参加者は第②段階で第①
果の草稿について，貧困当 編集者が書いた草稿をも まとめて，子どもに説明 段階の議論内容を見直し
事者の確認やコメントを とに調査委員の確認や修 し，確認や訂正をしてもら ながら第③段階で提出す
反映した上でアウトプッ 正を加えた．
った．
るアイデアを作り上げた．
トした．

表 2 調査実施上の詳細
調 査プロ
Poverty First Hand
ジ ェクト
名
参 加者の イギリス全土において，
募集方法 250 の反貧困組織やグルー
プに協力をお願いし，調査
の趣旨や詳細については
各組織を通じて貧困当事
者に伝えてもらい参加者
を募った．

め広げていくこと，そして貧困の政治における民主

公的意思決定での公正な代表を付与している

主義の実現に貢献することが期待できる．

か」ということと関係し，
「公的な論争のプロセ

なお，本論文では参加型貧困調査実施上の課題と

スを組み立てる手続き」の問題であると考えら

して，
「参加者の募集」
，
「調査の進行」
，
「結果のアウ

れる（Fraser=2013:26）
．

トプット」の 3 つを論じたが，今後は調査の参加者

3) 以下，調査プロジェクト名と出版物名が出てく

である貧困当事者の代表性や既存認識の影響などの

る．PFH はプロジェクト名 Poverty First

課題についても検討したい．

Hand，
「PFH」は出版物名『Poverty first hand:
Poor people speak for themselves』を指す．

注

4) 以下，COPPP はプロジェクト名 Commission on
Poverty, Participation and Power，
「COPPP」

1) Bennett & Roberts(2004)は「Participatory

は 2002 年に公表されたレポート「Evaluation

approaches to research and inquiry into

of the Commission on Poverty, Participation

poverty」と表記している．本論文では，調査を

and Power」を指す．

行う際にそこで最も重視されている貧困当事

5) 以下，Child はプロジェクト名 A child’s-eye

者を包摂することを強調するために「貧困当事

view of social difference，
「Child」は公表レ

者を包摂する参加型貧困調査」と称する．そし

ポート「A child’s-eye view of social dif-

て，本論文で論じている「包摂」は「これまで

ference」を指す．

の貧困議論を主導してきた研究者や政策策定

6) 以下，Women はプロジェクト名 Engaging and

者などが，貧困当事者の主体性を承認・尊重し，

empowering women in poverty，
「Women」は公表

貧困当事者を貧困議論や調査実施の過程に組

レポート「Women and poverty, Experiences,

み込むこと」を指している．また，ここでの「参

empowerment and engagement」を指す．

加」とは，Bennett と Roberts（2004）による「貧

7) 以下，THDOP はプロジェクト名 The hidden di-

困状態にある人々には，自分自身の状況と，そ

mensions of poverty，
「THDOP」は公表レポート

の状況にどのように立ち向かうかに関する分

「The hidden dimensions of poverty」を指す．

析に参加する権利があるという信念を実行に

8) Novak（1995）は，貧困をプロセス的関係的に見

移すこと」
（Bennett & Roberts 2004:6）という

ることによって，一か国内の貧困はもちろん，

解釈と同様に用いている．

異なる国家間の貧困についても有意義な比較

2) Beresford & Croft(1995)，Beresford & Green

ができると主張している（Novak 1995:71-73）
．

& Lister et al.(1999)は，貧困当事者が貧困

そして，このような貧困の見方に対して，参加

議論から排除されていることを論じている．そ

型 貧 困 調 査 は 特 に 有 効 で あ り

のうち，さまざまな貧困当事者の見解が含まれ

（Lister=2011:21）
，国際レベルの貧困理解に

た貧困調査でも，多くのは「セカンドハンド」

も用いられている．

的なもの（非貧困者は貧困当事者の発言を選

9) 本論文で「関与」とは「貧困当事者が調査に参

択・処理・解釈し，直接の貧困経験がある貧困

加する際，平等的に権力を持つように調査に関

当事者から発せられた貧困解釈ではない）と指

わっていくこと」であると考えている．

摘した(Beresford & Croft 1995:78；Beresford

10) 会議に関する公表レポートは次である．
Lister,

& Green & Lister et al. 1999:4-21)．そして，

R. and Beresford, P. (1991) Working to-

このような Beresford らが指摘した従来の貧困

gether against poverty, involving poor peo-

調査を，Fraser（2005）の「正義論」からみる

ple in action against poverty.

と，その実際は「公的熟議での平等な発言権と
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【論文】

ヤングケアラーをめぐる議論の構造
―貧困の視点を中心に―
Issues and Discussions in Young Carers Studies
―From the Perspective of Poverty―

亀山 裕樹（北海道大学大学院教育学院修士課程）
要旨：
本研究の目的は，
日本におけるヤングケアラーをめぐる議論において，
どのように貧困が言及され，
どのような点で貧困の視点を抜け落としやすい議論の組み立て方が取られているかを明らかにするこ
とである．まず，貧困への言及という観点から議論の展開を整理した．続いて，「日本ケアラー連盟
ヤングケアラープロジェクト」の澁谷らによる議論を一例として取り上げ，文献資料に基づき，いか
にして貧困の視点が抜け落ちるかを検討した．
澁谷らは，ヤングケアラーと貧困に応じてケアを担う子どもの混同を懸念し，ケア経験を肯定的に
意味づけていた．これらに焦点を当てる際，一方で貧困の視点の抜け落ちを防ぎにくい．それゆえ，
貧困などによりケアの担い手が不足し子どもがケアを担うという構造が議論から結果的に抜け落ちる
と示唆された．この結果を踏まえたうえで，家族に障害や病気がなくとも貧困に応じてケアを担う子
どもをどう捉えるかという課題を提示した．
Key Words：ヤングケアラー，ケアを担う子ども，貧困

Ⅰ. 研究目的

において「ヤングケアラー young carer」として社
会的注目を集めた．のちに日本にも紹介され（三富

本研究の目的は，日本におけるヤングケアラーを

2000），2014 年には支援団体「日本ケアラー連盟ヤ

めぐる議論において，どのように貧困が言及され，

ングケアラープロジェクト」1)の活動が始まった．こ

どのような点で貧困の視点を抜け落としやすい議論

れを受けて，主に介護に関連する問題として認知や

の組み立て方が取られているかを明らかにすること

調査が広がりつつある（松﨑 2015；澁谷 2018）2)．

である．

一方で，ケアを担う子どもを議論する際，家族が

現代の日本には，家族の障害や病気，貧困やひと

障害や病気をもつかどうかにかかわらず，貧困を念

り親などを背景として，家族に代わって家事を担っ

頭に置く必要がある．なぜなら後述するように，子

たり，きょうだいの世話をしたり，家族への介護や

どもがケアを担う構造のなかに，貧困が重要な要因

情緒的なサポートをしたりといった，過重なケア役

として組み込まれていると考えられるためである．

割を担う子どもが存在する．このようなケアを担う

しかしながら，ヤングケアラーをめぐる議論にお

子どものうち，特に障害や病気をもつ家族がいる場

いて，貧困の視点が抜け落ちているように見える．

合に家族のケアを担う子どもについて，教育や社会

例えば，2018 年にはヤングケアラーを概説する新書

参加の機会の制約，健康や発達への影響を問題とす

が国内で初めて出版された．そこでは貧困との関連

る議論が起こっている．彼らは，1980 年代イギリス

が深いひとり親や不登校について検討されているも
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のの，ヤングケアラーやその家族が経験する貧困に

問わないまま，
『より介護者らしくなるための施策』

ついてはほとんど論じられていない（澁谷 2018）．

を主張することにもなりかねない」
（森川 2008：48）

したがって，日本のヤングケアラーをめぐる議論

と指摘する．子どもと家族がケアの担い手と受け手

における貧困への言及を整理したうえで，どのよう

として固定化されないためには，ケアを代替・分有

な点で貧困の視点を抜け落としやすい議論の組み立

しつつニーズを満たすだけの資源を実際に利用でき

て方が取られているかを明らかにしたい．

ることが求められる（森川 2008）．

Ⅱ. ヤングケアラーをめぐる議論における貧困の

（２）子どもがケアを担う構造と貧困

視点の意義

それでは，子どもがケアを担う構造とはどのよう
なものか．

（１）ケアにかかわる権利の保障

先述の森川がわずかに触れるように，子どもに支

なぜ，子どもがケアを担うに至るのか．この問い

援を求めざるを得ない状況に家族を追い込む「病気

は，主にヤングケアラーをめぐる議論を批判的に取

や障害それ自体よりも重要ないくつもの要因」

り上げる研究において，権利保障の文脈から取り組

（Keith & Morris 1995:45）があり，Keith & Morris

まれてきた．

はその筆頭に貧困 poverty を挙げている．Keith &

日本におけるヤングケアラーをめぐる議論は，
「ケ

Morris によれば，障害や病気をもつ家族がいるとき，

アの社会化」
についての議論から派生して出発した．

就労や稼働収入が制約され，より高い生活コストが

井口（2017）や保田（2013）の整理によれば，主に

生じる．ひとり親世帯では，ほかにケアを提供でき

介護を問題とする「ケアの社会化」をめぐる議論を

る大人がいない．これらが低所得と結びつき，障害

契機に，ケアを誰がどのように担い遂行していくの

をもつ親は子どもに頼らざるを得なくなる（Keith &

かが課題となり，ケアの担い手の社会的支援や権利

Morris1995）．

保障，さらにはケアにかかわる市民権を考える政治

澁谷（2012）は，森川や Keith & Morris を含む先

哲学的議論にまで発展しつつある．このような文脈

行研究を踏まえつつ，子ども期にケアを担った人と

のなかに，イギリスとの比較を通してケアの担い手

担わなかった人の語りを分析し，家族のもつ資源に

に対する日本の支援政策の不備を指摘し，ヤングケ

応じた家族役割の調整や子どものケア負担を軽減す

アラーを日本に初めて紹介した三富（2000）の研究

る要因について検討している．子どもがケアを担う

がある．次章にて整理する，三富に続く一連のヤン

ことは，多くの場合「その家族が存続するために使

グケアラー研究は，ケアの担い手への公的支援や権

える資源が不足していたこと」（澁谷 2012：13）と

利保障のあり方をめぐる議論の系譜に位置づくもの

かかわり，病気の発症そのものよりも，ケアの担い

と評価されている（井口 2017）．

手が別居や就労によりケアを担えなくなったために，

このような議論の文脈に対し，「権利保障」の内

子どもがケアを期待された．

実が問われている．「ケアする権利」と「ケアしな

実際に，現在の「ヤングケアラー」の定義に該当

い権利」について論じた森川（2008）は，三富など

する，障害や病気をもつ家族がいてケアを担う子ど

の日本の介護研究が，ケアの担い手の権利保障を直

ものなかには，
少なからず貧困の子どもが存在する．

接扱うのではなく家族介護者の支援に焦点を当てて

従来のヤングケアラー調査では，障害や病気をもつ

きたが，そのこと自体がかえってケアの担い手を固

家族がおらず貧困などに応じてケアを担う子どもが

定化しかねないと危惧する．そのうえで，1990 年代

含まれる可能性もあるが（澁谷 2017），40%前後が

イギリスのヤングケアラー支援に対するLois Keith

ひとり親世帯で生活し（ヤングケアラープロジェク

と Jenny Morris の批判を紹介しつつ，「現に介護を

ト 2017；渡邊・田宮・高橋 2019；濱島・宮川 2020），

になっている家族がなぜ介護者となっているのかを

要保護児童対策地域協議会で把握されたヤングケア
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ラーに限れば，約 30%が生活保護世帯に属する（三

のうち最終的に 15 文献を対象に，要約表にまとめ

菱UFJ リサーチ＆コンサルティング2019）
．
さらに，

たうえで，5 つの時期に区分し時期ごとの特徴と内

国民生活基礎調査における「同世帯の介護が必要な

容を検討した．文献検討から得られた今後の課題と

人に対して主介護者として介護を行っている 18 歳

して，ヤングケアラーの認知拡大やヤングケアラー

未満の子ども」に限定した場合でも，そのような狭

を含む家族介護者支援の必要性を指摘している．

義のヤングケアラーのいるひとり親世帯の 1 月あた

本研究の整理は河本（2020）と重なる部分がある

り家計支出総額は平均世帯人数 2.7 人で 18.0 万円

が，次の点で大きく異なる．河本は文献上の時系列

であり，
生活保護世帯の支出額と同水準であった
（渡

的な動向を検討するにとどまるが，本研究では，ヤ

邊・田宮・高橋 2019）．

ングケアラーをめぐる議論の文脈や主体を踏まえた

ヤングケアラーの貧困を示唆するこれらの先行研

うえで，貧困への言及や議論の組み立て方について

究や実態を踏まえ，子どもがケアを担う構造と貧困

整理している．例えば，後に検討するように，澁谷

のあいだの関係を次のように仮説的に考えておきた

や松﨑の文献を，河本のように個別の研究者による

い．すなわち，貧困やひとり親など経済的・時間的

個別の研究とみるのではなく，ヤングケアラー議論

3)

資源 が不足しており，かつ，場合によっては追加

についてある程度一定の方向性を共有した「ヤング

的なケアニーズのある家族状況において，ケアの担

ケアラープロジェクト」の論者による一連の議論と

い手が就労などにより不足し，子どもがケアを担う

して捉えている．

と考える．この仮説に基づけば，貧困の視点を議論

このようにして本研究では，日本のヤングケアラ

に取り入れることは，子どもがケアを担う構造を捉

ーをめぐる議論における貧困への言及の変化を整理

えるとともに，ケアの代替・分有に必要な資源を確

する．そのうえで，
「ヤングケアラープロジェクト」

保し，ケアにかかわる子どもと家族の権利を保障す

による議論を一例として取り上げ，同プロジェクト

るための基礎になる．

やその論者による文献資料に基づき，どのような点
で貧困の視点を抜け落としやすい議論の組み立て方

（３）研究課題

が取られているかを検討する．

ではなぜ，ヤングケアラーをめぐる議論のなかで
貧困の視点が抜け落ちているのか．その背景には，

Ⅲ. ヤングケアラー議論の展開にみる貧困への

ケア一般の議論において貧困の視点が少ないという

言及の変化

ほか，前節で取り上げた Keith & Morris（1995）が
議論したように，1990 年代イギリスにおけるケアラ

資料の検討を踏まえて，貧困への言及の変化とい

ー支援がかえってケアの担い手を固定化しかねない

う観点から，ヤングケアラーをめぐる議論を次の 3

ものであったことなどを想定できるだろう．だが，

つに仮説的に分ける．

支援団体「日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジ

（1）
ヤングケアラーをめぐる議論の起こり
（2000-）

ェクト」の活動を受け，2014 年からにわかにヤング

(2）「ヤングケアラープロジェクト」による認知

ケアラーが社会的注目を集めたことや，同時期にい

拡大と貧困の周辺化（2014-）

わゆる「子どもの貧困」に関する議論がさかんにな

（3）
多様な主体の参入と貧困への再接近
（2017-）

ったことを踏まえれば，これまでのヤングケアラー

以下，この議論の区分に沿って分析を進める．本

に関する日本国内の議論を丁寧に検討する必要があ

章では，ヤングケアラーをめぐる議論の時系列的な

る．

展開と，そこにみられる貧困についての言及の変化

日本のヤングケアラー研究の動向について文献検

を検討する．言及の変化の検討を通して，従来の議

討を行った主な先行研究に，河本（2020）がある．

論がどの程度，子どもがケアを担う構造を捉える貧

河本は，データベース検索を中心に収集された文献

困の視点をもっていたのかを見ることができる．
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（１）
ヤングケアラーをめぐる議論の起こり
（2000-）

てはいない．
貧困とケアは直接的にかかわらないか，

先に触れたように，
ヤングケアラーは三富
（2000）

あるいは何らかのかたちで結果的にかかわるものと

によって初めて日本に紹介された（柴崎 2005；土屋

して曖昧に理解されている．

2006）が，2000 年代ではヤングケアラーがほとんど
社会的に認知されておらず，国内の研究は限られて

（２）「ヤングケアラープロジェクト」による認知

いる．

拡大と貧困の周辺化（2014-）

三富（2000）は，イギリスのケアの担い手に対す

2014 年以降，支援団体「日本ケアラー連盟ヤング

る支援政策を検討するなかで，
ヤングケアラーを
「在

ケアラープロジェクト」の活動によって，ヤングケ

宅介護を担う児童」
として体系的に整理し紹介した．

アラーの社会的認知がにわかに拡大してきた 6)．同

子どもがケアを担うことの影響として，家族生活に

プロジェクトのなかで，早くから中心的にヤングケ

おける親子関係の逆転，不登校などの教育問題，社

アラー研究に取り組んできた論者が，澁谷や松﨑で

会的な孤立に象徴される社会生活および友人関係，

ある．澁谷らは前節の三富（2000）や柴崎（2005），

低所得と貧困による経済生活，人格の形成と就職問

土屋（2006）といったヤングケアラー研究の系譜を

題の 5 点を挙げている．「低所得と貧困は，親の疾

踏まえつつ議論を行っているが，それまでの議論が

病や障害に端を発する問題」（三富 2000：434）であ

不十分ながらも貧困の視点をもっていたのとは対照

って，「めぐりめぐって児童の教育や社会生活に暗

的に，貧困の視点が議論から抜け落ち，貧困が周辺

い陰を落とす」（同上：434）としつつ，貧困とケア

に置かれていると見える 7)．

のあいだの関係性については「児童が在宅介護を担

まず，国内で初めてヤングケアラーの現状を概説

うことに直接かかわるわけではない」（同上：434）
4)

と述べる ．

した新書である澁谷（2018）において，貧困につい
ての言及をみてみたい．澁谷はその冒頭で子どもの

柴崎（2005）は，ラフバラ大学ヤングケアラー研

貧困の見えにくさを述べ，ヤングケアラーという枠

究グループによる「2004 年児童介護者調査報告書

組みとの共通点を見出しているが，あくまでヤング

Young Carers in the UK: the 2004 report」を取

ケアラーとは異なる問題として貧困に言及している

り上げ，ヤングケアラーの生活状況を検討した．家

（澁谷 2018：2-3）．また，ヤングケアラーの生活状

族の雇用の欠如と低所得により貧困や社会的排除の

況について貧困との関連が深いひとり親や不登校を

リスクが大きいことや，ひとり親世帯や少数民族で

取り上げているほか，イギリスのヤングケアラーに

はその生活に課題を抱えやすいことが報告されてい

よる語りを紹介したなかに経済的な余裕のなさが現

る．

れている（同上：190）ものの，このようなヤングケ
アラーの貧困について澁谷は分析を加えていない 8)．

ほかに，ALS（筋委縮性側索硬化症）患者をケアす
る子どもに注目し，子どもとしての経験を描いた土

「ヤングケアラープロジェクト」，あるいはその

屋（2006）の研究がある．土屋は，ヤングケアラー

論者である澁谷が中心となり実施された調査の報告

についてのイギリスの先行研究を参照し，「経済問

書においても，資料内の調査結果や事例からヤング

題については，
親が非就労であることによる低所得，

ケアラーの貧困が少なからず示唆されるものの，貧

貧困，サービス利用による家計の圧迫の問題が指摘

困について踏み込んだ分析は行われていない．

されている」（土屋 2006：110）と述べる．

例えば，南魚沼市と藤沢市の教員調査では，ヤン

このように，2000 年代半ば頃までの初期の研究や

グケアラーと思われる子どもの家族構成が検討され，

5)

その流れを汲む研究 においては，ヤングケアラー

ひとり親と子どものみからなる世帯がそれぞれ

が経験する特徴的な不利として貧困に言及されてき

32.3%，44.9%を占めた（ヤングケアラープロジェク

た．ただしこれらの議論は，いくらかの貧困の視点

ト 2015；ヤングケアラープロジェクト 2017）．教

をもちつつも，子どもがケアを担う構造までを捉え

員が出会ったヤングケアラーのケースや教員からの
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意見の一部にも，貧困（ヤングケアラープロジェク

このように，2014 年以降の「ヤングケアラープロ

ト 2015：20, 30）や経済的問題（同上：24）を指摘

ジェクト」による議論では，貧困の視点が抜け落ち

する議論があった．一方で，貧困についての詳細な

ている．より具体的に言えば，同プロジェクトにか

分析には至っていない．

かわる資料のうち，新書や報告書，報道などの比較

ほかの例として，澁谷が検討委員会の座長となっ

的広く読まれると想定される資料では，貧困にほと

て進められた三菱東京 UFJ リサーチ&コンサルティ

んど言及されないか，あるいは言及があってもヤン

ング（2019）による調査の報告書を取り上げる．そ

グケアラーとは異なる問題として周辺に置かれてお

こでは，全国の要保護児童対策地域協議会で把握さ

り，子どもがケアを担う構造とそこに組み込まれた

れたヤングケアラーの家族のうち，ひとり親と子ど

貧困が見えにくくなっている．

もからなる世帯が 48.6％（三菱東京 UFJ リサーチ&
コンサルティング 2019：22）
，
生活保護世帯が 29.6％

（３）多様な主体の参入と貧困への再接近（2017-）

（同上：27）に上った．「関係者の意見」の列挙の

「ヤングケアラープロジェクト」は，2016 年前後

なかにも，ヤングケアラーの要因として貧困に言及

まで国内で唯一の支援団体として議論の中心を占め

する議論があった（同上：20）．しかしながら，報

た．一方で 2017 年前後から，同プロジェクトとは異

告書の「考察」という項では，「登録の種類として

なる，
「ヤングケアラー」の表記を採用する主体が，

は，半数が虐待（ネグレクト），生活保護受給世帯

貧困とケアのあいだの関係性を積極的に論じている

は約 30％となっている」（同上：89）とごく簡潔に

（横山・蔭山編 2017；斎藤 2019；安部 2019；山村

述べられている．

2019）．

最後に，ヤングケアラーをめぐる報道について確

とりわけ貧困の視点が現れている議論に，「公益

認したい．特に 2014 年頃の報道におけるヤングケ

財団法人京都市ユースサービス協会」にて「子ども・

アラーの語られ方は，澁谷や「ヤングケアラープロ

若者ケアラーの実態にかかわる事例検討会」発起人

ジェクト」の影響を受けている．ヤングケアラーが

を務める，斎藤による論考がある．斎藤（2019）は，

マスメディアによる注目を集めたのは，2014 年 2 月

子どもの貧困とケアのあいだに「きわめて強い相関

に澁谷の研究室と日本ケアラー連盟が主催したシン

関係」（斎藤 2019：44）を見出し，「生活困窮の解

ポジウムを契機としており，同プロジェクトもこの

消のためには，必然的に，働き手の数を増やすこと

反響を受け 2014 年 8 月に発足した（澁谷 2018）．

が求められ，それは結果的にケアの担い手の減少に

マスメディアによる 2014 年の報道 10 件を分析した

至る」（同上：44）といった，子どもがケアを担う

松﨑（2015）は，「家族を介護する若者」について，

構造に組み込まれた貧困にまで接近している 10)．

ライフコース選択機会の制約や孤立が問題として報

加えて，精神疾患の親をもつ子どもの支援団体で

じられたとし，
ジェンダー差異や社会的排除の構造，

ある「こどもぴあ」を挙げたい．「こどもぴあ」は

介護の社会化のあり方について検討の必要があると

「ヤングケアラープロジェクト」
とかかわりをもち，

する（松﨑 2015）．

2019 年2 月には同プロジェクトが主催するシンポジ

その一方で，貧困の視点からヤングケアラーを取

ウムに代表の坂本氏が登壇するなど，現在ではヤン

り上げる報道はほとんど見当たらない．「若年介護

グケアラーの 1 つのかたちとしての位置を占めつつ

者」が介護を担うことで抱える不利に機会の喪失，

ある（こどもぴあ 2020）．「こどもぴあ」に参加す

孤立，貧困の 3 つを挙げた武田（2016）は，報道の

る研究者によって編集された横山・蔭山編（2017）

分析に取り組んではいないものの，「マスメディア

は，精神障害のある親に育てられた子どもの語りを

に登場する彼ら／彼女ら〔筆者注――
「若年介護者」

通じて，その生活上の困難を明らかにした．そこで

9)

は，「病気の親と暮らす子どもには，貧困の問題が

どない」（武田 2016：55）と指摘する．

出現しやすくなる」（横山 2017：110）傾向や，「ヤ

〕の語りには，経済的な問題に触れることがほとん
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ングケアラーとなり，炊事や洗濯，掃除などの家事

抜け落としやすい議論の組み立て方が取られている

を担う」（同上：108）傾向が指摘され，生活保護や

かを検討する．続いてその結果を踏まえたうえで，

貧困を取り上げるために 1 節が割かれている．

家族に障害や病気がなくとも貧困などによるケアの

なお，「ヤングケアラープロジェクト」の論者か

担い手の不足に応じてケアを担う子どもをどう捉え

らも，ヤングケアラーの貧困を取り上げる研究が提

るかという，議論枠組みの課題を提示する．

示されている．高齢者介護を担う家族の社会的孤立
と貧困について論じた濱島（2019）は，そのなかで

（１）「ヤングケアラープロジェクト」による議論

身体の弱い母親や高齢の祖母をケアするヤングケア

の組み立て方

ラーの事例を紹介している．母親や祖母が社会的孤

１）貧困に応じてケアを担う子どもとの混同に対す

立や貧困といった問題を抱え，それが子ども世代に

る懸念

も引き継がれることを踏まえ，「『ケアによる生活

「ヤングケアラープロジェクト」
の澁谷や松﨑は，

問題が世代間で連鎖したもの』として，とらえる必

その論者としてある程度共通した考え方をもち，一

要がある」（濱島 2019：52）と指摘する．ただし，

定の方向性をもって議論を組み立ててきたと読み取

後述の論点と関連して，濱島はヤングケアラーの貧

れる．

困を取り上げつつも，同プロジェクトのほかの論者

その 1 つが「ヤングケアラーについての社会の意

とある程度共通の立場を保っていると読み取れる11)． 識を高めていくこと」（澁谷 2018：132）である．同
これらの議論は，ヤングケアラーの貧困を必ずし

プロジェクトは 2014 年に発足したが，
「子どもの貧

も中心に据えていないが，「ヤングケアラープロジ

困や虐待への関心は高まってきているものの，子ど

ェクト」とは対照的に，再び貧困に注目し貧困の視

もがケア役割を担うことへの支援はまだなされてい

点を取り入れているという点で特筆に値する．

ない」（澁谷 2012：3）という状況で，特に同時期に

とはいえ，ヤングケアラーをめぐる議論のこれま

注目を集めた「子どもの貧困」との混同が懸念され

での展開を通して，貧困の視点を十分にもち続けて

ていたと示唆される．

きたわけではなく，それは現在においても同様と言

ここで，子どもがケアを担うに至る家族のケアの

える．ヤングケアラーの概説書である澁谷（2018）

あり方を，議論の整理のために，いったん次の 2 つ

の登場や，澁谷が検討委員会の座長となった三菱東

に分けて考えてみる．1 つは，障害や病気をもつ家

京 UFJ リサーチ&コンサルティング（2019）によるヤ

族がいて，特別なケアニーズがある場合である．こ

ングケアラー調査の実施，さらに 2020 年 3 月，日本

のとき，障害や病気をもつ家族を直接的に介護する

ケアラー連盟の活動を受け，国内初のケアラー支援

子どもに加え，直接的な介護はしないが家事やきょ

条例が埼玉県にて成立したこと（日本ケアラー連盟

うだいの世話を担う子どもも含まれる．
もう 1 つが，

2020b）などを踏まえれば，「ヤングケアラープロジ

障害や病気をもつ家族はおらず，一般的な子育て世

ェクト」は依然として議論の中心的な位置を占めて

帯と同程度のケアニーズがある場合である．この場

いる．

合でも，貧困研究から提示されるように（Millar &
Ridge2013；林 2016；熊谷 2019），特に貧困やひと

Ⅳ.ヤングケアラー議論の組み立て方による貧困の

り親など経済的・時間的資源の不足した家族状況で

視点の抜け落ち

は，親をはじめとするケアの担い手が就労などによ
り不足し，不足分の家事やきょうだいの世話を子ど

本章では，まず，支援団体「日本ケアラー連盟ヤ

もが担うと考えられる．

ングケアラープロジェクト」の論者による議論を一

ヤングケアラーをめぐる議論では，このうち前者

例として取り上げ，同プロジェクトやその論者によ

のみを「ヤングケアラー」とみなす考え方が中心的

る文献資料に基づき，どのような点で貧困の視点を

であり，「ヤングケアラープロジェクト」も同様の

40

考え方を示している．澁谷（2017）の脚注からは，

している」というのがヤングケアラーの本来の定義

同プロジェクトのあいだで，家族に病気や障害がな

になっていますので，もし一時的な病児保育が利用

くとも貧困に応じてケアを担う子どもと，ヤングケ

できれば，きょうだいの子どもが学校を休む必要が

アラーの混同が懸念されているものと読み取れる．

無い，といったケースは，そのヤングケアラーの定

この議論は，先述の藤沢市ヤングケアラー教員調査

義からは外れます〔下線筆者〕（ソーシャル・ジャス

の報告書にも一部記載されている（ヤングケアラー

ティス基金 2017）．

プロジェクト 2017：6）．
このように，澁谷らは子どもがケアを担う要因と
この数字〔筆者注――家族のケアを担っているの

して貧困を理解しており，貧困の視点をもってはい

ではないかと思われる児童や生徒と接したことがあ

る．ところが，ヤングケアラーと貧困に応じてケア

るかを問う質問に対して肯定的に回答した教員の

を担う子どもの混同が懸念されるとき，貧困の視点

数〕に関しては，実際よりも多めに出てしまってい

が抜け落ちるのを防ぐことは難しく，結果的に抜け

るのではないかとの見方もプロジェクトメンバーの

落ちてしまうのだと考えられる．この点は，次に述

間でなされている．すなわち，家族に病気や障がい

べる議論の組み立て方においても同様であった．

がなくてもきょうだいの日常の世話をしている子ど

２）ケア経験に対する困難な表象の回避と肯定的意

もなども，この数に含まれているのではないかと推

味づけ

測されている．しかし，必ずしも家族の病気や障が
いによらないケースでも，貧困等の理由で，子ども

松﨑（2020）は，ヤングケアラーの支援にあたり

が年齢の割に重いケアを担いその学校生活等に影響

留意すべきことの整理を行っている．いかにヤング

が出てしまっているという事実はあり，それを学校

ケアラーを議論すべきかについて，松﨑や澁谷が共

の先生たちが認識していることは，今日子どもたち

有する基本的な観点をみることができる．この内容

が置かれている状況を改善していく上でも重要であ

は，澁谷の提示するヤングケアラー支援の第 1 の方

ると思われる〔下線筆者〕（澁谷 2017：18-19）．

向性「ヤングケアラーがケアについて安心して話せ
る相手と場所を作ること」（澁谷 2018：132）にも相

松﨑は，2017 年 4 月，認定 NPO 法人「まちぽっと」

当し，特に重点が置かれていると読める．

によるイベント「アドボカシーカフェ」にてヤング

松﨑や澁谷の記述からは，ヤングケアラーの不利

ケアラーについての講演とパネル対話を行った．そ

と支援の意義を認めると同時に，ヤングケアラーの

の質疑応答において，澁谷と同様に教員調査の回答

困難が過剰に表象されることでケア経験を語りにく

結果に触れつつ，貧困に応じてケアを担う子どもと

くなるのを懸念し，ケア経験を肯定的に意味づけて

ヤングケアラーの切り分けの難しさを述べている12)． いるものと読み取れる．松﨑によれば，ヤングケア
ラーは苦しい経験をした「被害者」
（松﨑 2020：30）
それ〔筆者注――子どもがケアを担うことに関し

として表象されやすい．すると，ヤングケアラーの

て教員が敏感になったこと〕はいい点もあれば少し

家族に責任が帰せられるか，あるいは家族のケアを

難しい点もあります．というのは，子どもの貧困の

担ってきた経験を否定されかねないという理由で，

ケースとの切り分けが難しくなってくるからです．

ヤングケアラーがケアの経験を語りにくくなる．ゆ

病気や障害のケアが理由で，つまり介護が想定され

えに，「困苦という言葉に回収しきれるものではな

る事情だけでそういう子どもに気づいたのではなく， い」（同上：29），「家族をケアする経験の中で何
貧困が理由となっている……ケースもあります．こ

を得ているのか，どう考えているのかといった当事

れをヤングケアラーと呼ぶのかは微妙です．「慢性

者の経験の複雑さや置かれている状況の両義性」
（同

的な疾患や障害，加齢による要介護状態などをケア

上：31）についても耳を傾けるべきだと主張されて
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いる．松﨑が引用するように（同上：27），澁谷も

か

また，家族責任が強調されヤングケアラーがケアの

先にみた例のように，ヤングケアラー議論の組み

経験を語りにくくなることを危惧する（澁谷 2018：

立て方によっては，貧困の視点の抜け落ちを防ぎに

90）．澁谷（2018）でも，ヤングケアラー支援を考

くく，したがって子どもがケアを担う構造に組み込

えるための観点として年齢の割に高い生活能力など

まれた貧困を捉えることも難しくなると考えられる．

の「プラスの影響」（同上：5）を評価しようとする

これはすなわち，先に整理した家族のケアのあり方

姿勢が明示されている．

の 1 つである，家族に障害や病気がなくとも，貧困

そして，このような議論の組み立て方は貧困の視

やひとり親などによるケアの担い手の不足に応じて

点と葛藤があるため，貧困の視点を抜け落としやす

家事やきょうだいの世話を担う子どもを取りこぼす

くなっているという可能性を指摘できる．松﨑はヤ

ことにつながる．

ングケアラーの被害者性が強調される理由として，

このような家族のケアのあり方をどう捉えるかと

「ケアに取られる時間や労力，その代わりに失う

いう論点は，主にヤングケアラーの定義をめぐる議

様々な機会，稼得できた可能性のある金銭，そして

論のなかで示唆されてきた．澁谷によれば，「いわ

感情的・精神的に傷つく経験など」の「ペナルティ」

ゆる『お手伝いをよくする子ども』とヤングケアラ

（松﨑 2020：28）を挙げる．しかし，これらへの注

ーはどう違うのか……という点は，学校でヤングケ

目を懸念し，子どものケア経験を肯定的に意味づけ

アラー調査をする際などにもよく訊かれる質問であ

るとき，子どもがケアを担う構造に組み込まれた貧

る」（澁谷 2017：2）という．この問いに対して，澁

困を捉える視点は抜け落ちやすいと考えられる

13)

．

谷はイギリスの Saul Becker による 2000 年の定義

以上見てきたように，「ヤングケアラープロジェ

を引用し，家族が抱える障害や病気，子どもが担う

クト」は，ヤングケアラーと貧困に応じてケアを担

ケアの頻度や量，重要性によってヤングケアラーが

う子どもの混同を懸念し，また，ケア経験を肯定的

定義されるとする（澁谷 2017）．一方で，イギリス

に意味づけていると読み取れる．これらに焦点を当

の「2014 年子どもと家族に関する法律」における定

てる際，一方で，貧困の視点の抜け落ちを防ぎにく

義もよく知られている．この定義は，ヤングケアラ

い議論の組み立て方になっており，結果的に貧困の

ーが社会で認知されている状況を踏まえてあえて広

視点が抜け落ちるのではないかと示唆される 14)．

く設定され（澁谷 2017），家族が「疾病，障がい等

ここで取り上げた
「ヤングケアラープロジェクト」
の議論はあくまで一例である．とはいえ，貧困に応

を有していなくてもケアをしている場合ヤングケア
ラーに含まれる」（濱島・宮川 2020：63）．

じてケアを担う子どもとの混同に対する懸念や，ケ

この論点を真正面から取り上げて整理した数少な

ア経験への肯定的意味づけを，議論を組み立てる際

い先行研究として，ALS 患者を親にもつ子どもの経

の視点の 1 つとして想定することは難しくない．こ

験を分析した土屋（2006）が参考になる．土屋は，

れらの点は，例えば，前章にて取り上げた斎藤の論

ヤングケアラー研究を批判的に検討するなかでヤン

考でも示唆されている（斎藤 2019：41-42, 44）．

グケアラーの定義の難しさに注目し，「たとえば大

さて，
これらの点は議論において留意すべきだが，

家族のなかで幼いきょうだいの面倒をみている子ど

前提として，ケアを担う／担わないという選択肢が

もや，1 人親家族で家事などを一手に引き受けてい

子どもに開かれているかどうかを忘れるべきではな

る子どもと，ヤングケアラーと呼ばれる子どもが行

い．したがって，議論から抜け落ちてしまった貧困

うケアや家事には，どのような違いがあるのか．…

の視点を改めて取り上げ，子どもがケアを担う構造

…区別は困難である」（土屋 2006：102）という論点

に組み込まれた貧困を捉え直す必要がある．

を提示する．
土屋はこれに続けて，ヤングケアラーとほかの子

（２）貧困に応じてケアを担う子どもをどう捉える

どもとの境界を明確にするためには，「障害の親」
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と「非障害の子ども」の関係性という軸を立てて検

は
「ヤングケアラーと見なすかどうか判断が難しい」

討すべきとする．その関係性に特有の子どもの経験

（埼玉県 2020：2）という理由で除外されている．

として，患者の身体機能の衰えとそれに対する患者

一方で，貧困とケアのあいだの関係性を取り上げる

本人のいらだちを見聞きする経験や，子どもたちが

近年の論考や報告の中には，この論点に明示的に踏

「障害」と「非障害」の境界線上から「障害」の領

み込んではいないが，貧困などに応じてケアを担う

域へ追いやられるというカミングアウトをめぐる困

子どもを含みつつヤングケアラーを論じるものも登

難を挙げている（土屋 2006）．言い換えれば，障害

場している（斎藤 2019；三菱 UFJ リサーチ＆コンサ

や病気をもつ家族がいて特別なケアニーズがある場

ルティング 2020）15)．

合と，障害や病気をもつ家族がおらず一般的な子育
て世帯と同程度のケアニーズがある場合とで，前者

Ⅴ. まとめ

の子どもは特殊な困難を経験しうるという主張であ
る．

本研究の目的は，日本におけるヤングケアラーを

しかし，このような主張が，議論の範囲を前者の

めぐる議論において，どのように貧困が言及され，

みに限定すべき十分な根拠たりうるかはあまり明瞭

どのような点で貧困の視点を抜け落としやすい議論

でないと思われる．その経験が異なるにせよ，ケア

の組み立て方が取られているかを明らかにすること

を担う構造とケイパビリティの制約という 2 点で両

であった．貧困の視点は，子どもがケアを担う構造

者の子どもは共通点をもつと考えられるのである．

を捉えるとともに，ケアの代替・分有に必要な資源

ケイパビリティ・アプローチを提示した Amartya

を確保し，ケアにかかわる子どもと家族の権利を保

Sen によれば，貧困は「経済的手段が不足している

障するための基礎になると考えられる．

ために福祉を追求する能力がないことである」
（Sen

まず，ヤングケアラーをめぐる議論の展開と，そ

=2018：194）と定義される．このような貧困の視点

こにみられる貧困への言及の変化を整理した．2014

は，家族の障害の有無にかかわらず，ケアを担う子

年以降，支援団体「日本ケアラー連盟ヤングケアラ

どもの困難を射程に収める．例えば，障害のある親

ープロジェクト」がヤングケアラーをめぐる議論の

のもとで育つ子どもの生活を貧困の視点から整理し

中心的な位置を占めてきた．そこでは，2000 年に始

た山村（2019）が述べるように，ヤングケアラーに

まる初期のヤングケアラー研究や，「ヤングケアラ

みられる「親子関係の課題は，親に障害のない場合

ープロジェクト」とは異なる主体による 2017 年以

であっても低所得世帯で暮らす親子の場合にも指摘

降の議論とは対照的に，貧困の視点が抜け落ちてい

される」（山村 2019：87）．ほかにも，学校生活の

ることを浮かび上がらせた．

機会と役割のあいだの葛藤，役割を内面化しており

続いて，「ヤングケアラープロジェクト」の論者

離れるのが難しいといった側面
（林 2016；澁谷 2018） による議論を一例として取り上げ，同プロジェクト
において，子どものケイパビリティは制約を受ける

やその論者による文献資料に基づき，どのような点

と示唆される．

で貧困の視点を抜け落としやすい議論の組み立て方

従来のヤングケアラー議論のように家族が障害や

が取られているかを検討した．「ヤングケアラープ

病気をもつ場合に限定するのか，あるいは，貧困な

ロジェクト」は，ヤングケアラーと貧困に応じてケ

どによるケアの担い手の不足に応じてケアを担う子

アを担う子どもの混同を懸念し，ケア経験を肯定的

どもを射程に入れるのか，この点は制度設計ともか

に意味づけていると読み取れる．これらに焦点を当

かわって検討すべき課題である．2020 年 11 月に公

てる際，一方で，貧困の視点の抜け落ちを防ぎにく

開された「埼玉県ケアラー支援計画のためのヤング

い議論の組み立て方になっていると考えられた．そ

ケアラー実態調査結果」では，家族に障害や病気が

れゆえ，貧困やひとり親など経済的・時間的資源が

なくとも幼いきょうだいの世話を担っている子ども

不足しており，かつ，場合によっては追加的なケア
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ニーズのある家族状況において，ケアの担い手が就

「YC〔筆者注――ヤングケアラー〕の原因がそれ

労などにより不足し子どもがケアを担うという構造

らの事象にあるのではなく，こうした複雑な事象

が，議論から結果的に抜け落ちるのではないかと示

の一端が YC という形となって現れていると考え

唆された．この結果を踏まえたうえで，家族に障害

る方が妥当である」（北山・石倉 2015：28）と述

や病気がなくとも貧困などによるケアの担い手の不

べている．

足に応じてケアを担う子どもをどう捉えるかという， 6）「ヤングケアラープロジェクト」の活動経緯やそ
議論枠組みの課題を提示した．

の影響については，澁谷（2018）に詳しい．
7）2 章にて先行研究を取り上げたように，澁谷も「ヤ

注

ングケアラープロジェクト」の発足以前には，家
族資源に応じた役割の調整や子どものケア負担を

1）以下，「ヤングケアラープロジェクト」と適宜

軽減する要因について考察を行っていた（澁谷

表記する．

2012）．

2）「ヤングケアラー」の定義は未だ確立していない

8）これは，澁谷（2018）がケアの要因として貧困を

が，日本でしばしば採用されるのは，「ヤングケ

紹介しているとする安部の見解（安部 2019：106）

アラープロジェクト」による定義である．すなわ

とは異なる．
語りにみられる貧困について澁谷自

ち，ヤングケアラーとは，「家族にケアを要する

身は分析を行っていない．

人がいる場合に，大人が担うようなケア責任を引

9）ここでの「若年介護者」とは「18 歳以上 30 代ま

き受け，家事や家族の世話，介護，感情面のサポ

での介護者」（武田 2016：53）を指し，ヤングケ

ートなどを行っている，18 歳未満の子ども」（日

アラーとは区別されるが，ヤングケアラーの報道

本ケアラー連盟 2020a）を指す．本研究でも，この

にもこの議論が当てはまると示唆される．ヤング

定義に則りつつ議論を進める．

ケアラーを含む家族を介護する若者が社会的注目

3）
時間的資源の不足については仮説にとどまるため，

を集めたきっかけは，澁谷と日本ケアラー連盟の

今後の検討課題としたい．障害児のきょうだいは

主催する 2014 年のシンポジウムにあると武田は

しばしば手軽なケア資源として機能し，制度の対

述べる（同上：52-53）．なお，武田は「ヤングケ

応できない隙間時間を柔軟に埋めることで，母親

アラープロジェクト」の論者ではない．

の就労を促進すると示唆されている（田中 2020：
106）．

10）ただし斎藤（2019）は，ヤングケアラーを貧困
や虐待に還元しないというねらいから，あえて子

4）三富はのちの研究において，貧困よりも社会的排

どもが担うケアの様態に注目する．一方で，ケア

除に注目している．その論考によれば，相対的剥

を担う子どもの貧困を，従来のようなヤングケア

奪の視点を発展的に継承した社会的排除の分析が，

ラーの議論に還元しないこともまた重要であろう．

イギリスのケアの担い手を可視化してきたという

11）濱島（2019）は，子どもがケアを担う構造とし

（三富 2016）．貧困に替えて社会的排除の枠組み

て貧困に言及しているわけではない．さらに，濱

を用いる是非については別に検討する必要がある

島らによる大阪府立高校の生徒・教員を対象とし

だろうが，ここでは踏み込まない．

た一連の調査では，家族に障害や病気がなくとも

5）
これらの流れを汲む先行研究に，
北山・石倉
（2015）

幼いきょうだいの世話を担っている子どもについ

などがある．北山らは日本語文献として三富と柴

て，「ヤングケアラー」に含めるか否かは議論が

崎の研究のみを参照しており，「ヤングケアラー

あるとしつつ，除外したかたちでの集計を志向し

プロジェクト」の影響が小さいと見える．北山ら

ている（濱島・宮川 2020）．

はヤングケアラーにひとり親や貧困などが複雑に

12）なお，この議論は講演中に松﨑が自ら提示した

関わると指摘するが，
それらの関係性については，
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ものではない．「子どもの貧困との関係」につい

ての問いが参加者から提示され，それを踏まえて

安部計彦（2019）「ヤングケアラーと子どもへの権

の議論となっている．

利侵害―ネグレクト調査の再分析から」『西南学

13）
貧困の視点は子どもの不利や困難に注目するが，
被害者として表象するわけではない．貧困の視点

院大学人間科学論集』15(1)，75-117．
濱島淑恵（2019）
「家族介護者の社会的孤立と貧

は，貧困にある人々の不利を家族の責任に帰さず

困」
『貧困研究』23，46-57．

社会的な不平等として捉えるとともに，声をもつ

濱島淑恵・宮川雅充（2020）
「高校教員のヤングケ

主体として人々を尊重する（松本 2019）．この点

アラーに関する認識」
『生活経営学研究』55，55-

はヤングケアラーをめぐる議論の方向性と両立す

64．

るのであり，すなわち松﨑が Keith & Morris の

林明子（2016）
『生活保護世帯の子どものライフス

議論を紹介するなかに言及される，「貧困や適切

トーリー―貧困の世代的再生産』勁草書房．

なサポートの欠如といった要因があるにもかかわ

井口高志（2017）「ケアの社会学と家族研究」藤崎

らず，……家族はまっさきに責められる安易な標

宏子・池岡義孝編『現代日本の家族社会学を問う

的になる」（松﨑 2020：28）といった課題に対し

―多様化のなかの対話』ミネルヴァ書房，57-

ては，貧困の視点からヤングケアラーを捉えるこ

84．

とが有効である．

河本秀樹（2020）「日本のヤングケアラー研究の動

14）本研究をまとめるにあたり，成蹊大学文学部 澁

向と到達点」『敬心・研究ジャーナル』4(1)，

谷智子先生，松﨑実穂先生との議論の機会を頂い

45-53．

た．その際，「ヤングケアラープロジェクト」の

Keith, L. and Morris, J. (1995) Easy targets:

論者は独自に研究を行っており特に方向づけをし

a disability rights perspective on the

ていないという旨，また，貧困を議論から切り分

‘children as carers’ debate, Critical So-

ける意図はなく，当時日本でヤングケアラーとし

cial Policy, 15(44-45), 36-57.

て経験を語った方々が経済的困窮家庭の出身でな

北山沙和子・石倉健二（2015）
「ヤングケアラーに

いために，手元のインタビューデータに基づき貧

ついての実態調査―過剰な家庭内役割を担う中学

困とのかかわりを示す段階にはまだなかったとい

生」
『兵庫教育大学学校教育学研究』27，25-29．

うほうが実態に即している，という旨のご指摘を

こどもぴあ（2020）「これまでの活動」

頂いた．本研究では，実態を直接検討するという

（https://kodomoftf.amebaownd.com/pages/8330

よりも，
あくまで文献資料の読み方の 1 つとして，

83/page_201702042127, 2020.11.24）．

そもそも議論の組み立て方自体が貧困の視点の抜

熊谷良介（2019）「母子生活支援施設を退所した子

け落ちを防ぎにくいものになっているのではない

どもの生活」『北海道社会福祉研究』39，15-

かという議論を行っている．

27．

15）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングの報告に

松本伊智朗（2019）
「なぜ，どのように，子どもの

ついて，2018 年度の報告では澁谷が検討委員会の

貧困を問題にするのか」松本伊智朗編集代表，松

座長を務めたが，2019 年度の報告では検討委員会

本伊智朗・湯澤直美編『シリーズ子どもの貧困 1

に参加せず，座長は安部に代わっている．そこで

生まれ，育つ基盤―子どもの貧困と家族・社会』

は，貧困に応じてきょうだいの世話を担う子ども

明石書店，19-62．

が「ヤングケアラー」の事例として提示された（三

松﨑実穂（2015）
「メディアにみる『家族を介護す

菱UFJ リサーチ＆コンサルティング2020：13-17）
．

る若者』―日本における社会問題化を考える」
『ジェンダー&セクシュアリティ』10，187-201．
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【論文】

救護施設利用者の入所経緯
―家族に集約される生活困難の諸相―
Admission history of public assistance facility users
―Aspects of life hardships concentrated in the family―

福間

麻紀（北海道医療大学）

要旨：
本研究の目的は，地域での生活困難から施設入所に至った本人や家族に必要な支援を検討するた
めに，家族がとらえる入所までの経緯の分析から，困難の諸相と救護施設が果たした役割を明らか
にすることである．家族を対象としたインタビュー調査の結果，直接的な入所理由は本人の心身上
の問題による地域生活の継続困難，入院治療終了後や親亡き後の生活の場の確保であった．地域生
活において家族は最も身近な援助者として問題に対処していたが，本人も家族も極限といえるよう
な状態を経験するなか，地域生活の可否が家族支援の提供の有無に委ねられることによって，多く
の家族が介護負担や経済的負担，本人の生活と家族自身の生活などの葛藤のなかで苦悩している実
態があった．救護施設は緊急避難的かつ心身を整えながら安定した生活を送ることができる居所と
して機能しており，それが入所後の家族関係の肯定的な変化にも影響を与えていた．
Key Words：救護施設，入所経緯，家族

Ⅰ．研究目的

の数値はあくまでも全国の利用者の集計値であり，
所在する地域や各施設によって利用者の傾向が異な

救護施設は生活保護法第 38 条に規定されている，

ることも救護施設の特徴である．それは救護施設が

「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生

他福祉法の補完・代替的役割により，地域の障害福

活を営むことが困難な要保護者」を入所による生活

祉施設の整備状況に影響を受けるためであり，各時

扶助の対象とする施設である．その入所要件には「あ

代や各地域によって入所者の傾向が異なることが確

いまいさ」が伴い，要件となる障害の範囲が，高齢

認されている（江口 2003；江口 2008）
．このニーズ

者施設の要介護度や障害者施設の障害支援区分など

対応的入所形態 1)により，既存の障害に規定されな

のように厳密ではないことが特徴となっている．入

い「生活障害」ともいうべき人々の受け入れ（加藤

所者の現状を 2013 年度に実施された全国救護施設

1994；江口 2003）など，入所対象者の幅の広さが施

実態調査にみると，重複障害を含む入所対象者の約

設の役割として評価されてきた．一方でこれらの柔

5 割に精神障害があり，知的障害（重複を含む）が約

軟な対応は新生活保護法施行時の保護施設の位置づ

3 割，身体障害（重複を含む）が約 2 割，
「生活障害」

けとして，施設の専門化・分類化が生活保護の基本

と「障害なし」がそれぞれ 1 割弱となっている（全

理念である包括性と無差別性と対立することのない

国救護施設協議会 2014）
．この障害種別からも，他の

ように，あえて残されたあいまいさと非専門性であ

福祉法の施設に比べ，さまざまな状態にある人々が

ったという指摘からは（岩田 1985）
，政策当初から付

救護施設を利用していることがわかる．ただし，こ

与されていた救護施設の役割や機能の一部であった
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といえる．
「救護施設は社会政策の矛盾をうつしだす

介している 3)．その家族との接点をつくる支援のな

鏡」
（松木 2008：70）と言われるように，他法では解

かで家族会結成の契機となった「自分たちで世話で

決されないさまざまに存在する困難が集約される場

きずに施設に預けていることが申し訳なくて」とい

所である救護施設の特徴を知ることは，わが国の社

う家族の発言を取り上げ，
「施設入所ということは，

会保障や社会福祉の矛盾や不足をとらえるものとし

利用者だけでなく家族にとっても大きな決断であり，

ての意義がある（江口 2003；松木 2013）
．その救護

感じなくてもいい負い目まで感じさせてしまう出来

施設利用者の入所経緯をとらえることは，地域生活

事だったのです．ぎりぎりまで家族が面倒をみるの

から施設利用に至る，現代社会における潜在的な課

があたりまえという，日本の家族制度の中で，家族

題をとらえることにもつながるものである．

自身が悩み，傷つき，孤立していたのです」
（浅田・

このような状況にある救護施設の利用者の入所に

畑・岡田ほか 2003：142-143）と家族自身の葛藤につ

至る状況について，前述の全国調査の結果をみると，

いて取り上げている．また，加美・松木（2019）は，

「入所前の状況」としては精神科病院が最も多く

利用者本人の精神症状の対応が難しくなり入所を決

34.8％，ついで在宅が 31.0％，一般病院 10.4％とな

断した事例や介護者である子どもの介護放棄により

っている（全国救護施設協議会 2014）
．入所経緯につ

施設入所となった事例から，入所に至る前後におい

いては，福間・青木（2009）
，福間（2009）が行った

ても家族への想いや家族の思いがあるが，現実的に

入所に至る利用者の生活状況の調査結果をみると，

生活を共にすることができない状況であったことを

人生早期からの障害と貧困の重なりにおける不利の

解説している．

累積が入所の理由と関連していることが指摘されて

以上のことから，家族との関係性や家族からの支

いる．

援は入所後の利用者の生活にも影響を与えるという

救護施設利用者家族についてみると，直近 4 回の

ことが示されながらも，多くの利用者が入所後に交

全国調査においては家族に関する調査項目は設けら

流を持てていない状況がある．多くは家族が本人の

2)

れていない ．前述の全国調査における家族に関連

生活を支援するなかで関係が悪化し，入所と同時に

する内容としては，
「利用者の今後の進路（施設長の

家族と本人の関係を断ち切ることになっていると推

考え）
」の「家族（両親等）と同居して居宅生活」が

測される．現行さまざまな制度やサービスがあるな

0.4％，前年度の退所者の進路で「家族（両親等）と

かで，何がそこまで本人と家族を追いつめることに

同居して居宅生活」が 1.5％とする 2 項目だけであ

なっているのか．そのような状況の中で救護施設が

り，全体における割合としても少ない．松木（2009）

果たした役割とはいかなるものあるのか．この点を

は救護施設利用者に特有の問題の一つとして，家族

明らかにすることが，地域で困難を抱える本人と家

関係の希薄さと入所までの経過のなかで関係がきわ

族に必要な支援を検討する上での一助になると考え

めて悪い場合が多いことをあげている．入所後の家

る．しかし，上記のような実践報告以外には救護施

族との関係性の回復については，それを主とした研

設利用者の家族に焦点を当てた研究や調査はほとん

究ではないが，渡辺（2008）が利用者主体の個別支

どない．また，入所に至る経緯において家族関係の

援計画作成のプロセスに家族が参画するモデルプロ

悪化に至る状況を家族側からとらえた調査や研究は

ジェクトにおいて，結果として本人と家族との交流

管見の限り見当たらない．

が再開し，家族がさまざまな支援を提供するととも

そこで本研究では，本人の抱える問題や家族の支

に，利用者の生活を再形成するための基盤となると

援，家族の関係性がどのように入所に結び付いてい

指摘している．

ったのか，救護施設の入所が本人と家族に与えた影

実践報告では浅田・畑・岡田ほか（2003）が施設の

響は何かについて，家族への調査をもとに具体的な

事例として，
「家族探し」や「ふるさと訪問」
「墓参

経緯から明らかにすることを目的とする．

り」など家族との接点を大切にした支援について紹
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Ⅱ．調査の概要

族の心境や考えの変化，⑧現在の生活についての評
価，⑨今後についての見通し（希望・要望）⑩救護施

１．調査・分析方法

設への評価に分類し，内容の重なるものを複数のカ

本調査は A 県救護施設協議会が 2013 年にＡ県内

テゴリーにまとめた。

の全救護施設を対象とした調査の一環として実施し
た．元となる調査は概ね 5 年おきに実施されており，

２．全体調査の結果

「施設に関する調査」
「利用者に関する調査」
「利用

全体調査では，利用者 974 名についての回答が得

者に対する面接調査」
「福祉事務所への調査」から構

られた．入所者全体の障害種別を同年に実施された

成されている．筆者は面接調査を担当し，利用者家

前述の全国救護施設調査の結果と比較したところ，

族を対象とした本調査を実施した．

おおむね同様の傾向であった（表 1）
．年齢について

調査の対象者である利用者家族については，事前

は 65 歳以上が約半数を占め，ほぼ 9 割が 50 歳以上

の施設関係者へのヒアリングにおいて，施設が協力

であり，中高年者の割合が高かった（表 2）
．

を依頼できる家族は多くはないということであった

表1

救護施設入所者障害種別

ため，利用者の特徴等の条件の設定は行わずに，A 県

n=974

Ａ県

n=16950

全国

にあるすべての救護施設に調査協力者の紹介を依頼

身体障害

9.1%

7.9%

知的障害

19.1%

14.5%

した．
結果，
12名の家族から調査協力の同意を得た．

精神障害

34.2%

37.7%

調査実施期間は先行調査も含めて 2012 年 9 月か

身体・知的(重複)

6.9%

5.1%

身体・精神(重複）

5.9%

5.0%

ら 2014 年 2 月までである．調査内容は「現在の状況

知的・精神(重複)

8.7%

10.8%

（基本情報，本人との関係）
」
「入所時の状況（入所

身体・知的・精神(重複)

1.8%

2.5%

生活障害

9.9%

7.2%

のきっかけ，当時の状況）
」
「入所後から現在までの

その他

0.5%

0.6%

生活評価」
「今後の見通しと要望」
「救護施設に対す

障がいなし

3.3%

8.1%

無回答

0.6%

0.5%

る評価」の 5 つの項目についてインタビューガイド

合計

100.0%

100.0%

を作成し，半構造化面接法を用いて項目を書面で提

※ 全 国 の 数 値 ： 『 平 成 25年 度 全 国 救 護 施 設 実 態 調 査 報 告 書 』
（ 全 国 救 護 施 設 協 議 会 ,2014）

示しながら行った．調査は施設内の個室を借り 1 時

表2

救護施設入所者年齢

間から 1 時間 30 分を目安に行い，
同意を得た上で IC

n=974

Ａ県

レコーダーに録音した．
本調査は北海道医療大学看護福祉学部看護福祉学

n=16950

全国

20歳未満

0.0%

0.0%

20歳以上30歳未満

0.3%

0.6%

30歳以上40歳未満

1.3%

2.0%

研究科倫理委員会で承認を得ている(2013 年 8 月 20

40歳以上50歳未満

6.3%

7.1%

日)．調査協力については調査開始前に調査担当者が

50歳以上60歳未満

14.2%

18.2%

60歳以上65歳未満

19.1%

23.1%

65歳以上

58.6%

49.0%

調査の目的と調査内容および倫理的配慮に関する文
章の提示と口頭説明を行い，調査同意書への署名を

無回答

もって確認した．なお，本論で用いるデータについ

合計

0.2%

0.1%

100.0%

100.0%

※全国の数値：『平成25年度全国救護施設実態調査報告書』
（全国救護施設協議会,2014）

てはプライバシー保護の観点から，個人が特定され
る属性やエピソードについては本質を損なわない範

入所の直接的な理由については，
「一人暮らしが困

囲で変更を加えている．

難（加齢や障害のため）
」が 66.5％，
「家族の介護が

分析は録音データから逐語記録を作成し，回答を

困難（障害や疾病のため）
」が 22.1％となっており，

短い文章に分け，①入所のきっかけ，②入所時の本

約 4 分の 1 が入所前に家族の介護を受けていた．入

人の様子，③入所時の家族の状況・気持ち，④入所

所前の状況としては，在宅が 40.8％，精神科病院が

直前の生活状況，⑤入所に至るまでの生活状況，⑥

31.4％，一般病院が 12.7％となっており，在宅と病

入所から現在までの生活，⑦入所から現在に至る家

院からの入所はほぼ同程度であった．
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表3

調査協力者（回答者）の基本属性と施設利用者の状況

ID

回答者

施設利用者

利用者との続柄

性別

入所期間

性別

A

きょうだい

女性

10年以上20年未満

男性

B

きょうだい

女性

10年未満

男性

C

子

女性

10年未満

女性

D

子

女性

10年以上20年未満

女性

E

子

女性

10年未満

女性

F

きょうだい

男性

10年未満

男性

G

きょうだい

女性

10年未満

女性

H

きょうだい

男性

10年以上20年未満

男性

I

きょうだい

男性

10年未満

女性

J

きょうだい

女性

10年未満

男性

K

きょうだい

女性

10年以上20年未満

男性

L

その他

女性

20年以上

男性

Ⅲ．入所に至った理由
３．利用者家族面接調査の回答者の特徴
（１）基本属性

インタビュー調査で得られた回答の中から，入所

回答者である施設利用者の家族の属性と施設利用

に至る理由を取り上げ分類した結果，次の 3 つの特
徴が見られた．以下，各分類について確認する 4)．

者本人の状況を表 3 に示す．調査に複数人が同席し
た場合は中心となった家族の属性を記している．表
記以外の属性として，家族の年齢は 30 歳台 3 名，50

１．疾病・障害等による問題行動と地域生活の破綻

歳台 2 名，60 歳台 2 名，70 歳以上 5 名である．利用

入所理由の一つとして，精神疾患や内科疾患に伴

者本人の年齢は，50 歳台 2 名，60 歳台 5 名，70 歳

う職業生活や家族生活，地域生活の破綻があげられ

以上が 5 名であった．

る．利用者本人が地域生活を営む上での問題を抱え，
家族が解決を試みているが，結果として状況の改善

（２）回答者である家族と利用者との関係性

に至らず，病院や施設の利用につながっている．こ

入所前から身元引受人として入所手続き等を行い

の間，在宅での福祉サービス等につながっていなか

現在も継続している家族（いわゆるキーパーソン）

ったことも共通しており，家族の支援が限界であっ

が 7 名，入所時は別の家族が中心に関わっていたが，

たことが語られている．

現在の身元引受人あるいは一番関わりをもっている

具体的な生活状況についての回答を以下に示す．

家族が 4 名，現在，主に関わっている家族の身内が
1 名であった．

A「家族みんなで相談して（家族の住む地域に）呼
び寄せたんですけど，やはり一人で生活するこ

（３）施設利用者本人の障害と疾病

とができなくなって病院に入院しまして．
（中略）

調査協力者の家族である利用者の主たる障害・疾

うちも決して昔は豊かな家では余裕のある家で

病は，精神障害 7 名，知的障害 2 名，脳疾患 2 名，

はなかったので，もちろん引き取ることは絶対

内科疾患 1 名であった．重複している障害としては，

できないという状況でしたので」 B「一人で暮

内科疾患と精神障害，脳疾患と精神障害があり，認

らしていて倒れてて，水もないストーブもない

知症を含むと精神疾患・障害に罹患している割合が

石油もない何もないってところで．その地主さ

高い．なお，これらの障害・疾病は家族が把握して

んが見つけて私に連絡してくださって．それか

いる内容であり，医療機関による診断・未診断を区

ら救急車呼んで，病院に入院して，病院のお世

別していない．

話でここへ入ったんです．
（中略）近くなんです．
近くなんですけど行っても居ないし電話かけて
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も通じないし，手紙をみてきてもあれだから，

２．入院治療終了後の行き先

どうにもならないでいたら矢先にそういうこと

理由の二つ目として，病院で入院治療を受けた後

になって．
（中略）その地主さんに私に電話かけ

の転帰先としての施設の選択があげられる．入所直

てくださいって言ったんですって」

前の居場所が病院であったのは 5 事例であり，うち

E「
（病気）独特の人の迷惑を考えないんですよ．

4 事例は退院勧奨されたが，在宅生活に戻るには難

仕事していても平気で（家族の）会社に何回も

しい状態にあり施設の利用となっている．2 事例は

電話よこしたりだとか．そうすると私も立場的

単身者であり，別居による家族の支援では生活が困

にそこに居づらくなるんですよね．それで仕事

難な状態であった．他の 2 事例は入院前には家族と

を転々としながら仕事をしないと私も食べれ

同居していたが，就労や未成年者であることから，

ないので．でも家に帰ってもご飯支度もしない

介護を担うことが難しい状況であった．別居家族に

でそういう状態で．
（中略）働きながらやってい

よる介護も検討されているが，育児や経済的負担の

たんですけど，ここにいたんじゃ私はまともに

ために断念している．

仕事にならないと思って市外に出てって．本人
には居場所も教えないっていうか，この先人生

C「
（自分が）初めてだったので子どもが．
（親の介

邪魔だったから覚悟決めて出てって」

護を引き受けると）たぶん共倒れかなと思って

J「お金の無心．お酒買ってしまう．
（渡さないと）

たんで．こっちに残ったのは男連中しかいない

じゃあ死んだっていいって．もう何回もそれの

んで看るっていっても絶対無理なんで」

繰り返し．病院の先生のところにも行って，警

E「とっても育児しながらだと持たないものですか

察でも半日くらい絞られたけどもうそれでも

ら，こちらの方にお願いした形になるんですよ

治らないよね」

ね」
F「きょうだいだって（自分の）家庭をもっていろ

また，単身生活を別居の家族が支えていたが，金

いろしていかなきゃならないのにと」

銭的な支援や病気に伴うさまざまな対応の負担が限
界に達し入所となった場合もあった．地域における

退院勧奨について詳しくみていくと，入院治療は

家族以外の支援の乏しさや医療機関とうまく連携が

終了したが，在宅において服薬継続や再発予防のた

出来ていない等の家族の孤立もうかがえる．

めの治療継続などの医療的な管理が必要な状態であ
り，
「独居は難しい」との病院側の見解から施設入所

D「家事もできなくなって．とにかく毎日のように

の検討に至っている．

自分の実家に行って朝も昼も夜も関係なく行
っていたみたいなんです．祖母は祖父を看ない

A「病院に入ってもらって治療の段階で一人では暮

といけないし自分も高齢なのになんでこんな

らせないという．兄も（離婚して）一人になり

に来るんだと．
（本人は）お金とかもあんまりな

ましたので暮らせないということで，こちらの

かったんじゃないですかね．計画的に使ってな

施設を探してもらいました」

くて．きっともう祖母が限界に達したんだと思

B「病院の方からもう退院してくださいみたいなこ

う」

ともちょこちょこ言われていてどうするか話

J「3,4 カ月の間に病院の窓口で騒いだり暴れたり

をしていたんですよ．
（障害手帳と障害年金の

して．先生に呼ばれてもう病院出入り禁止だっ

該当に）ならないって言うので，もしそうであ

て．
（中略）家族の気持ちまで追いつめるような

れば家で看るしかないねって言っていたので」

感じだったの」

E「転院して落ち着いて 3 年半ほど面倒見てもらっ
たんですけどやっぱり退院っていうか，そうい
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う話が出て来るんですよね」

どもが，本人の生活の維持と継続，提供できる介護
力や経済的負担と自らの生活との両立を検討した結

また，退院勧奨による家族の先行きへの不安が，

果であった．救護施設を選択する理由には，介護が

終の棲家として施設を利用することにつながってい

必要な心身の状況に加え，経済的負担が家族に課さ

た．

れないこともあげられており，その両方の解決を考
えると選択の余地はなかったといえる．

C「病院だといつか出て行かなきゃいけないという
ことがあるので」

Ⅳ．救護施設に関する情報の入手経路
―救護施設との接点―

３．知的障害者の「終の棲家」
三つ目の理由としては，知的障害者の終の棲家と

ここでは，救護施設を知るに至った経緯を確認す

しての利用である．主介護者である親の加齢や病気

る．救護施設に関する報告書や論文でも指摘されて

治療を理由として本人の生活の場を施設に求めてい

いるとおり，救護施設は世間一般によく知られた施

る．F さんの場合はいわゆる「親亡き後の問題」とし

設とは言い難い．本調査の回答者である家族は，全

て，G さんは限界まで在宅での同居を希望していた

員が今回の入所をきっかけとして救護施設を知った

が親自身が要介護状態になり施設利用に至った．

ということであった．情報の入手経路としては「病
院からの紹介」が 5 名，
「生活保護担当者等の行政機

F「母親が心配していた．こんな子をわたしは（自

関からの紹介」が 3 名，
「家族・親族が自分で探した」

分が亡くなるときに）連れていけないとかそれ

が 3 名，
「民生委員等」が 1 名であった．なお，
「民

ぐらい心配して．兄ちゃんだって家庭をもって

生委員等」については，回答者が直接関わっておら

うんぬんしていかなきゃならないのにと悩ん

ず詳細が不明であったため分析から除いている．

でいた．こういう施設があったということで，
それで母親は安心したわけ」

１．病院からの紹介

G「私が仕事を辞めて一緒に生活保護をいただきな

病院から施設を紹介された場合には，退院勧奨と

がら面倒をみるか，施設に預けるか，
（介護者で

ともに行われることが多かった．

あった母の）回復を待ってとか色んな選択が確
かにないわけではなかったんですが，
（中略）方

A「
（病院で）紹介してくれて，こういうふうに年

向としては 2 人（本人と母親）を施設にやるの

金をもらっていて，一人暮らしでということを

がお互いのために一番いい方法だということ

勘案してくれて．一人暮らしは大変だしという

で（生活保護担当者と病院の相談員が）動いて

ことで病院と市役所の方との話し合いでここ

くださったんですよね．私も二人をみるという

をというルートです」

のはだんだんと年老いていきますし 20 年先を

B「
（病院が）ここをみつけてくれて．カウンセリ

みたら無理だろうということで」

ングっていうんですか，あの方が一生懸命探し
てくれて」

４．小括

I「病院からよくなったっていうことで退院するっ

入所に至る理由として共通しているのは，地域で

てことになったんですけど．家の方には帰せま

の生活の可否が家族の介護や支援に委ねられていた

せんよってお医者さんがそう言われて．じゃあ

ということである．問題行動による地域生活の破綻，

どうしようかなって皆さんに世話してもらっ

入院治療終了後の生活の場の確保，親亡き後の問題

てここにいる」

について，今回の調査協力者であるきょうだいや子

G「市役所の人と病院のソーシャルワーカーさんに
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相談したんですよね．
（中略）ソーシャルワーカ

（親族から）入院中に（救護施設が）あるよっ

ーさんがものすごく{福祉事務所（原文は固有

ていうのを聞いて，手続きとかなんかそういう

名詞）}の方と熱心に動いてくださいまして．私

のも全部やってくれて．正直，金銭面の意味で

の今後のことを含めて考えてくださって．施設

すごいほっとした部分もありますけど．
（中略）

が見つかるか見つからないは別として（中略）

病院にいる間はいいですけど，一応施設も探し

動いてくださって．{福祉事務所（原文は固有名

てはみたんですけど，やっぱり何年も待ったり

詞）}の方で探していただいたのがここなんで

入院してる時よりも高い金額」

すよね」

D「親戚とかおばあちゃんが動いて入れたんですね」
E「病状からいって長期入院のタイプに入らないと

２．福祉事務所等の行政機関の紹介

思うという話と精神科病院では長期入院とい

入所前に生活保護を受給していた者は，福祉事務

うのが社会的入院をするような状態にないと

所から救護施設を紹介されたということであったが，

思うという話だったんですよ．それで『ご家族

地域生活が立ち行かなくなり家族がかなり追いつめ

の方で探してください』と．じゃあ次の所にと

られた状況になってからの紹介であった．他に役場

いうとき私も本当に悩んじゃって．もう真っ暗

（部署不明）の対応もあった．

なトンネルに一人で抜け道がないような状態
なんですよね．それで困っちゃってネットで調

J「結局病院も置けないから退院させたと思うんだ

べて電話してみたんですよ．そしたら，電話が

よね．
（中略）病院で騒いだり暴れたりして病院

つながって，もう私は不安感でいっぱいだった

出入り禁止だって．
（中略）10 何年間そんなこ

しすごく質問して『こういう状態にあるんだけ

との繰り返しだったんですよ．生活保護を受け

れどどうしたらいいでしょう』ということを相

ていたから保護係の人がこういう施設あるけ

談したら『こういうところがあるよ』って．
『相

どどうだいって．
（本人が）まともな時に『こん

談の内容を聞いていたらおそらくはここだと

なことばかりしていたらみんなに迷惑かける

思うからちょっとつなぐからって』いうので，

から』と言ったら『入るかな』って言い出した

ここの施設との面会の日時を設定してくれて」

んだよね．これはしめたと思って，すぐ役所行
って手続きしてもらって連れて行ったんです

４．小括

よね」

救護施設に関する情報の入手経路については，そ

F「役場に話をしたりしていて役場の方で見つけて

の当時の関係機関との関わりに大きく影響を受けて

くれたみたいなんだね．役場の方というか病院

いた．医療機関からの情報提供は，入院治療は必要

を通じての話か」

ないが病状管理や生活管理の面から一人暮らしが困
難かつ家族の支援が難しい場合に行われている．地

３．家族・親族が自分で探した

域生活からの入所の場合は，福祉事務所（役場）か

関係機関等からの紹介がなく，親族からの情報提

らの情報提供であった．一方で，親族からの情報提

供や家族が自ら探したという場合もあった．見つか

供や家族自身が探さなければない場合もあった．福

るまでの過程は，キーパーソンとなっている家族が

祉事務所の積極的な関わりがあったことで十分な検

家族介護や経済的負担による大きな不安を伴うもの

討をしてから入所を選択した例もあったが，多くの

であった．

事例は他の福祉法の施設との比較検討はほぼ行われ
ておらず，提示された救護施設以外を選択できる状

C「きっかけはうちの親戚がこういうところがある

況ではなかった．

よというので調べてくれた方がいたみたいで．
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Ⅴ．本人との関係性と家族の心情

羽詰まった家族の状況が表れている．

ここでは救護施設の入所前から現在に至るまでの

A「
（本人は）死んでいたでしょうね．お互いが鬼

利用者家族と本人との関係性と家族の心情について，

になっていましたね．もうみんなきっと鬼にな

家族から見た入所に至る経緯とともに確認する．

って兄のことを責めて．恐らく何回忌かやって
いると思います」

１．入所時の本人の状況と家族の心情

B「死んでたと思いますよ．だから，ホームレスっ

施設入所までの本人の生活困難への支援，入所に

ていうんですか．ああいうふうになっていたか

至った経緯とその際の家族の心情についての回答か

もしれません」

ら，以下の 3 つの特徴を確認した．

C「もう（自分が）死んでしまっているかもしれな
い（笑）
．
（中略）
（育児と介護の）両方は絶対無

（１）追いつめられた家族

理だと思う．ましてや子どもが初めてだったの

利用者本人の疾病等によるさまざまな問題行動に

で．たぶん共倒れかなと思ってたんで」

対応してきた家族は心理的に追いつめられており，

G「きっとこの穏やかなところにはたどり着けなか

その解決手段としての施設入所は家族に安堵をもた

ったかもしれません．数年間は（一緒に）そう

らすものであった．

やって暮らしてたとしても色んな病気もあり
ましたから．どこまで対応できたかって言った

C「すごいほっとしましたよ．
（中略）たぶん私が

ら施設にいるのと違ってできなかっただろう

看てたとしてもだいぶ前につぶれていると思

なって思います」

うので，きっと．そういう意味ではやっぱりこ
こに入れて良かったんだなと思います．育児と

このように心理的に追いつめられる背景には，家

介護だとたぶんもう（自分が）いないかもしれ

族が長期間にわたって問題への対処を担ってきたこ

ない」

とがある．解決の見えない繰り返される問題への対

E「すごく大変だったんですよ．もうどうしようも

応による疲弊が本人と家族との関係性の悪化につな

ならなくてここにもう最後はお願いにあがっ

がっていた．

た形なんですね．
（相談の人に）30 分以上にわ
たって不安感を抱えているんだっていうこと

C「10 年くらい（前）からが一番大変でしたね．
（中

を訴えたわけですよ」

略）働きながら家のことをやりつつ，家に帰る

J「本当にここに入るときはぎりぎり．自分もぎり

と何もしないでただ酔っ払っているのを見る

ぎりになっちゃって．
（中略）私ももう自分の気

のも嫌で．かといって家をでるわけにもいかな

持ちの中でもう精いっぱい追いつめられてた

いっていう．もう誰かがやらないといけないっ

しどこでも良いから入るとこあったらもう入

ていうので．その辺が一番きつかったですかね」

れたいって．もう本当にそう思ってたから」

J「巻き込むの．私や夫．夫も自分だけならいいっ

L「家族としては安心したとは言ってました．
（中

ていうわけ．それをうちの子どもとかね，結局

略）街に出てこう騒いで歩いたりとかはなんか

知っている人みんなでしょ．私の友達でしょ．

あったようなんですよ．だからそういうのもな

そうやってお金貸してって言ってみたりとか．

くて安心したとは言ってたんですけど」

もう本当に死んでくれればいいって思ってた
んだよね．
（中略）十何年間そんなことの繰り返

「この施設がなかったら」
「施設に入所しなかった

しだったんですよ．
（中略）本当気の休まる暇が

ら」どうしていたかについての回答には，さらに切

なかったんだよね」
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いう気持ちと，これで間違いないんだよなって
（２）生活の場を確保できたことによる安堵

いう気持ちと結構戦っていました」

家族が介護を担うことが難しく，次の生活の場所

I「ここに入りたくないようなことも言ってたよず

を確保しなければならないという逼迫した状況のな

っと．慣れたってことでね．最終的にはここし

か，入所できる施設があったことが家族の安堵につ

かいるとこないんだよって私も言ってはいる

ながっていた．

んです．そしたら納得してもらったんですけど
も．
（落ち着いてきた様子をみて）ほっとしてま

A「うちはこういう施設を利用した人がいないので

すね．ほっとしてます」

まったく分からなかったですけど，でも何か話

F「それこそ経済の面でも俺は大変なことなんだけ

を聞いているうちに『ああ大丈夫なんじゃない

れども，こういうようなことで国でこうやって

か』というか．それよりもうとにかく藁をもつ

みてもらえるというか申し訳ないなと思うけ

かむような気持ちで．病院には置いておけない

れども，うちも貧乏だったのさ．
（親も）大変だ

し，かといって一人では生活させられないし．

ったんだ」

かといって生活保護を受けたって何したって，
もうそんな状態ではなかったので」

２．入所後の家族の心情と本人との関係性の変化

B「
（病院のスタッフが）一生懸命探してくれて．

入所前には心情的に追いつめられ本人との関係も

本当にありがたいと思った．このままどうする

悪化していた家族であるが，入所による本人の心身

のかって思ってね．本当に感謝しています」

面での落ち着きや施設の対応によって安心感を得て

J「私ももう自分の気持ちの中でもう精いっぱい追

いた．本人との関係性については，心理的な距離を

いつめられてたし，どこでも良いから入るとこ

保てることが関係性の継続を可能としていた．

あったらもう入れたいって．もう本当にそう思
ってたから．どこでもいいやと思って（笑）
．本

（１）本人の安定した生活と家族の心情の肯定的変

当正直ね．近いから良いなって気持ちも半分あ

化

ったんだけど，まあ近くなかったら近くないど

入所時点では，施設に入れるしか選択肢はないと

っか遠くでも本当は連れてってくれればいい

決断した家族であっても，それが本当によかったの

のにっていうくらいの」

か，本人にとってどうだったのかという思いをもち，
複雑な心情ではあったことを語る家族は少なくなか

（３）家族の葛藤

った．それが入所による本人の心身面の回復や安定，

利用者本人あるいは関わる他の家族の意向との食

本人からの肯定的な言葉を聞くことで安心に変化し

い違いや家族が引き取れないことに対する負い目な

ている．

ど，家族が施設入所に際して葛藤を抱えていたこと
が語られている．そこからは施設入所に対する家族

A「もうすっかり（病気も落ち着いて）
．今までは

の複雑な心情がみえる．

何しろ人生捨てたみたいになっちゃって，いつ
死んでもいいみたいな感じだったんですが．今

A「兄をみんな見てあげられないというのもあった

は逆に長生きしようと励まされています．だか

し，やっぱりみんな心は痛んでいたんですけど，
ここにお願いしても」

ら本当にありがたい施設です」
C「
（一番いい時期は）今ですね．看てもらえるし．

G「
（本人の主介護者であった）親には申し訳ない

自分のことだけではないですけど，何も問題

気持ちもあったし．だから（本人）に対しても

なく過ごせているのが一番いいですね．
（中略）

本当に最後の最後までこれでいいのかなって

病院だといつか出ていかなきゃいけないとい
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うことがあるので．
（中略）もう会えないわけ

E「
（前は面会に来ていたが）ちょっと距離を置こ

ではないですし．
（中略）
（病院との違いは）

うかなあって思ってて．本人がなんか今まで

金銭面ですかね．最後の方は高額医療でもか

の人生の中でこういう所だめだったでしょと

かってましたね」

か問いかけても，全く反省の色がないという

G「今まで割と無事に過ごして来れましたからね．

か．やっぱりいまだに私の中でも許せないと

心配することなく今のうちは過ごせてますし，

ころがあるんですね．ストレスが溜まるんで

お互いに安心感はありますよね」

すね．
『なんでこの人はわかってくれないんだ

J「
（本人は）入所した時は，こんなぼろなところ

ろう』と」

とか汚いところとか言って結構嫌がっていた
んだけど，そのうち半年ぐらい経ったら病気

３．小括

が落ち着いたんだね．
（中略）ここ連れてきて

死を意識するような入所前の家族の追いつめられ

よかったなって．本人も良かったって言って

た状況が複数の家族から語られていた．多くの家族

るし．やっぱりたぶんここの周りの人の介護

は施設入所が決まった段階で，本人の問題への対処

って言うか関わり方がたぶんうまく接してく

の必要がない生活や本人の今後の行き場で奔走する

れてるんだなって」

ことがない生活への安堵がうかがえる．一方で，施

L「本人は不満もあるのかもしれないですけど，私

設入所という決断をしたことへの葛藤や迷いを入所

たちとしては落ち着いて暮らしているし一人

後も少なからず抱いていた．それが入所後の本人の

部屋だし気楽にやっているみたいで．それな

生活の安定によって徐々に肯定的な評価に変化し，

りに暮らしているんじゃないかって安心はし

適度な距離感が本人との関係性を保つことにつなが

てますよね」

っていることがわかった．

（２）入所後の家族関係の変化

Ⅵ．考察

入所後の家族間の距離感の変化が関係性の変化に
影響を与えていた．家族が本人との適切な距離を保

１．利用者本人を支える家族の困難

つことができることで，家族の関係性を保てている

－入所前の家族支援と関係性への影響－

ようであった．

本調査における救護施設利用者家族は，本人の生
活困難に対し最も近い援助者として生活を支えてい

D「うちにいたときは，けっこうケンカっていうか

たが，本人も家族も極限の状態となり救護施設の利

とにかく争い・・・私も病気だっていうのを

用に至っていた．地域生活の可否が家族支援の提供

思いながらも言っちゃうのがあって，すごい

の有無に委ねられることによって，多くの家族が介

衝突をしてたりもしてたんだけど．うちの

護負担や経済的負担，本人の生活と家族自身の生活

（本人）には申し訳ないけど，このスタイル

などの葛藤のなかで苦悩している実態があった．

の方がお互いにいいのかなとは思いますね」

一番ケ瀬は 1988 年の著書で，救護施設が当時増え

J「
（施設に入れたときにもう関わらないと）もう

続けていた理由の一つとして家族制度の名残が強く

ほんとうはそう思ったけど，でもこの施設の

存在している点を挙げている．それは，限界まで家

人良くしてくれてるから．良くしてくれてる

族が抱え込むしかない状況にありながら，その家族

の分かってるし本人もそうやって言ってるし，

が扶養や介護ができなくなったときには，結局，家

まあここに来たときの雰囲気も悪くないから

族から遠く離れたところに分断・隔離されてしまう

呼ばれた時くらいはと思って来てるんですけ

ということであった（一番ケ瀬 1988：22）5)．時代が

どね」

進み，障害福祉においては在宅福祉の充実や家族か
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らの自立が議論されるようになり，救護施設も収容

家族関係の断絶に至る状況まで追いつめることはな

保護から生活支援へと移行してきている現在におい

くなると考える．本人にとって施設入所はゴールで

て，一番ケ瀬の指摘は現状とそぐわない部分もある．

はない．前述の渡辺（2008）や浅田・畑・岡田ほか

しかし，今回の調査対象者が経験した入所に関する

（2003）の指摘にあるように，本人が入所後にどの

一連の経過をみると，家族が限界まで抱えなければ

ように生きるかということにおいて，家族の存在や

ならない状況はいまだ残っている．本人の抱える問

支援は重要な意味をもつ．本人と家族が互いに経済

題が社会資源による援助の枠組みに収まりきらない

的，精神的な側面を含む生活の自立があればこそ，

場合，それを補完するのは最も身近な援助者として

その関係は成り立つということを念頭におく必要が

の家族であり，家族を中心とした支援を前提とする

ある．

構図は変わらず存在しているといえよう．
本人を中心としてみた場合，家族は有効な社会資

２．救護施設が果たした役割

源であり援助者であるが，家族自身も自身の生活の

今回の調査結果をみると，救護施設への入所は本

主体者であると考えたとき，社会資源としての家族

人と家族が生命と生活を維持するための緊急避難的

の線引きがどこであるのかは難しい．しかし，施設

手段としての利用が主であった．施設に入所してい

を利用したことによる，家族と本人の関係性の肯定

なかったら「死」を意識していたという家族の言葉

的な変化をみると，それまでの「問題を起こす本人」

は，それほどまでに追いつめられていた状況を示し

とそれを「援助する家族」という構図から，違う精

ており，家族が本人を含めて安心して暮らせる方法

神的なつながりをもつ存在へと変化していることが

を施設入所に求めていたことがわかる．しかし，そ

うかがえる．利用者本人の QOL としても，関係を断

こには家族の葛藤があり，入所を肯定的にとらえら

つことになるような状況に家族を追い込むのではな

れるようになったのは，入所後の本人の回復や生活

く，家族が支援の担い手としてだけではない，精神

の安定を実感してからであるということもわかった．

的な紐帯としての存在であることの意義を見直す必

本調査結果において明らかになった家族にとって

要がある．本調査においても家族は最も身近な援助

の救護施設の役割は，入所条件の柔軟さによる危機

者であったが，本人も家族も自身の生活の主体者で

的状況を回避するための緊急入所（措置入所）
，入所

あると考えたときに，
「家族だから」
「利用できるサ

後の本人の心身の安定のための対応，本人や家族の

ービスがないから」という理由で，本人たちの積極

経済的負担のない利用，期限が決まっておらず場合

的な合意なしに行われている家族の援助により，
「死」

によっては終生にわたる利用が可能であることであ

を意識する状態まで追いつめられている状況は看過

った．一方で，先に述べたような「最後の受け皿」と

できないことであろう．そして，家族を対象とした

称され，補完的・代替的といわれる機能を家族のニ

本調査では把握することはできなかったが，本人自

ーズ（本人の生命や生活を守る庇護的ニーズも含ま

身が家族に対して何を望んでいるのかについても含

れる）を満たす施設として積極的に評価することに

めて検討されることが必要であるだろう．

はリスクもある．今回の調査において，家族が「入

本調査結果に示された状況を回避するためには，

所の選択は間違っていなかった」と肯定的に評価で

生活に困難を抱えた本人を支える家族を支援すると

きたのは，入所後の本人の生活面の安定や健康の回

いう構図ではなく，個としての本人を対象とした支

復，いきいきと生活している様子を実感したからで

援制度やサービスが第一義的に考えられる体制にす

ある．そのことからも入所によって利用者本人がど

ることが求められる．支えることの限界を感じなが

のような生活を送ることができるのか，本人の主体

ら「家族だから見離せない」という葛藤状態にある

的な選択や生活が充分に保障されているのか，入所

家族の心情を受け止め，直接的な支援だけが家族の

後にも入所以外の生活を検討することができるのか

役割ではないということを周囲が理解することで，

等の入所後の本人主体の支援と本人の評価も含めて
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考えられる必要がある．

２） 直近４年の全国救護施設実態調査報告書は平

本研究では，救護施設が地域の社会資源として，

成 15 年度，17 年度，22 年度，25 年度である。

生活困難の解決方法の 1 つとなっていることを確認

３） 浅田他（2003：140）は，高槻温心寮における

した．一方で本来は社会や地域で検討されるべきさ

利用者と家族の関りについて次のように紹介して

まざまなニーズへの対処を救護施設が補完・代替す

いる．
「玄関で首を長くしながら面会を心待ちに

ることによって，そのニーズが社会全体の課題とし

している利用者の姿や，
『面会きたら言うてや』

て顕在化し議論される機会を逸ししてしまう側面も

の言葉に象徴されるように，利用者にとって月日

ある．それは本人の生活困難を家族であることを理

が経ち歳を重ねても，面会を待つ思いは強いもの

由に家族のなかで対処してしまうことによって，そ

があります．
（中略）入所までの困難な事情や

のニーズが社会からは見えなくなり議論の俎上にあ

（中略）地理的なことなど，さまざまな理由で，

がらない構図と同じである．救護施設が最後のセー

面会や帰省はほんの一部の利用者に限られていま

フティネットとしての役割を果たしているのであれ

す（面会のある方は約 30％，帰省は約 2～

ば，最後のセーフティネットに至る理由について，

3％）
」
．

社会的な仕組みや制度への要求も含めて社会に発信

４） 回答者が入所のきっかけとなった理由がわか

していくことで，救護施設の機能を含めた地域社会

らなかった 1 ケースを除き 11 事例の理由であ

や社会全体での支援体制の構築に貢献できるのでは

る．

ないかと考える．そして施設自体の課題として残る

５） 一番ケ瀬（1988：22）は特に身体障害者と精

施設基準の問題，同じような支援を必要とする人が

神障害者を指して次のように問題を指摘してい

入所する施設種別によって受けられるサービスや環

る．
「障害者は“家の恥”として長く隠されてい

境に差が生じる制度間格差の問題についても継続し

ながら，いよいよ家族で扶養あるいは介護ができ

た検討が必要である．

なくなると放り出される．ことに，親が老化ある
いは亡くなると，即座にホームレスになる．そし

３．本研究の限界と今後の課題

てそのときには，早期発見・早期治療・早期教育

本研究は救護施設の利用に至る家族の困難の諸相

が不可能となっている場合が少なくない．結局，

についての実情をとらえたという点において意義が

救護施設にしかも“家族”から遠くはなれたとこ

あると考える．一方で調査対象者の人数や地域性か

ろに，
“いわゆる廃人”として，分断・隔離され

ら今回の結果がすべての救護施設利用者に当てはま

てしまうのである」

るとは言い難い面がある．また，本人が家族との関
わりをどのように考えているのかについても重ねて
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【研究ノート】

高齢寡婦世帯の年金受給と家計状況に関する考察
Studies of Pensions Received and Economic Status of
Elderly Former Single Mother
張 思銘（北海道大学大学院教育学院博士課程）
要旨：
本研究の目的は、母子世帯の母本人の高齢期（以下、
「寡婦」とする）の生活状況及び課題について
明らかにすることである。具体的には、寡婦の年金受給状況、並びに年金と組み合わせたお金の「やり
繰り」から生活状況を明らかにし、生活課題を提示する。その結果として、以下の諸点が確認された。
①寡婦世帯は年金だけで生活を送れない。②高齢期においても、就労を余儀なくされるものが多く、ワ
ーキング・プアの状態が続いている。③稼働能力・ストック・子どもの扶養がない場合は、年金のみに
頼った生活を余儀なくされ、年金が低額の場合には、生活保護を受ける必要も出てくる。④子に扶養さ
れるとは限らず、子を扶養する寡婦も多い。
Key words：高齢女性の貧困、高齢寡婦世帯、ライフコース、年金、家計

Ⅰ はじめに

の母子世帯は、就労率が高い一方、非正規雇用率も
8 割以上で、多くの場合はワーキング・プア状態に

（1）研究の目的と問題の所在

ある。

本研究の目的は、母子世帯の母本人の高齢期（以

もう一つは、子育て後の母は社会保障の対象から

下、
「寡婦」とする）の生活状況及び課題について明

漏れやすいことにある。ケアを担う女性は労働市場

らかにすることである。具体的には、寡婦の現在の

において不利を負っているが、特に、母子世帯の母

年金受給状況、
並びに年金と組み合わせたお金の
「や

はひとり親としてより多くの不利を負う。しかし、

り繰り」から生活状況を明らかにし、高齢寡婦の生

末子が成人（ないしは 18 歳）になった母子世帯は、

活課題を提示する。

母子世帯向けの制度が利用できなくなり 1)、他の社

近年の母子世帯に関する研究は、
「子どもの貧困」

会保障制度上の優遇もなくなる 2)。母子福祉政策は、

の視点から、子育ての担い手である母親としての女

歴史的にも子どもを中心に設計されてきたため、母

性の貧困を可視化しようとしている。しかし、子育

本人に重点が置かれておらず、母である女性自身の

て後の母本人を対象とする研究は蓄積が少ない。高

福祉が見過ごされがちである（吉中 2018b）
。とりわ

齢寡婦世帯に注目する理由は以下の二点である。一

け、子育て後の母への「切れ目のない支援策は未整

つは、子育て期の母は子育てと両立するために、時

備なままである」
（湯澤 2018）
。

間の調整が利きやすい非正規雇用を選び、賃金が少

それゆえに、寡婦は経済的不利を抱えており、高

なく、貯金を始めとする老後準備が不十分なことに

齢期の生活の質への影響が深刻である（大矢 2018）
。

ある。母子世帯の母は、一度退出した労働市場に、

このような背景に基づき、子育て後の母本人の高齢

子育てと両立が可能な形で再参入することに困難が

期に注目し、
「母子世帯から寡婦世帯へ」関心を移し

あり、貧困のリスクも高い（湯澤 2018）
。また、日本

て研究することが重要である。
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以上の問題意識を踏まえて、本研究は、高齢寡婦

離別・死別した寡婦の高齢期貧困が想定される。

世帯の生活状況及び課題を明らかにすることが目的

しかし、
ひとり親として子育てしながら仕事した経

とする。具体的には、実際の年金受給状況、並びに

験のある母子世帯の母が、どのような老後生活をし

年金と組み合わせたお金の「やり繰り」の様子を分

ているのかに関する実証研究の蓄積が少ない。数少

析していく。

ない研究のうちの一つは、当事者団体であるわくわ
くシニアシングルズ（2017）3)による、中高年齢シン

（2）先行研究

グル女性の生活状況に関する量的調査がある。この

高齢者の貧困問題をジェンダーの視点から捉える

結果から寡婦世帯の生活状況を概観する。まず、50

先行研究は一定の蓄積がある
（阿部 2018、
稲垣 2018）
。

歳以上の母子世帯の母 279 人のうち、子と暮らす女

高齢期は女性のライフコースの中で、最も貧困リス

性 148 人の結果では、就労率は 8 割を超えている。

クが高い時期である。高齢期の貧困を緩和する制度

また、
「暮らしの見通し」に関連して、
「就労収入を

として、公的年金が重要な役割を果たしている。し

除いて、貯金や年金だけで暮らしたら、今の生活が

かし、現行の公的年金制度は、男性稼ぎ手がいる世

出来る期間はあとどのくらいですか」への回答は、

帯を標準モデルとして想定されている。ひとり親世

「5 年未満」が 6 割弱を占め、
「10 年以上」は 14.5％

帯や共働き世帯が増えることにより、現在の年金制

のみであった。高齢期以降にも、ワーキング・プア

度で対応しきれない問題が起きている。その中で、

状態が続くと感じていることが示されている。
次に、

よく指摘される問題は、女性が結婚出産等で退職す

65 歳以上のシングル女性 148 人（有子・無子とも）

ることで勤務年数が減少し、被用者年金の加入期間

の結果では、年金額は月額 5 万円未満 8.3％、5 万円

が相対的に短くなることである。そのため女性、特

～10万円未満40％である。
年金月額10万円未満が、

に母子世帯の母は年金加入において不利な立場にい

半分近くになっている。

る（高木 2009）
。

このほか、田中（2019）は寡婦世帯を対象に行っ

女性の年金額は就労状況よりも、むしろ配偶者関

たアンケート調査の結果に基づき、貯金なしが 3 割

係によって大きく異なる。婚姻中の女性の場合、年

以上と指摘している。特に、年齢が低く、死別以外

金額の低さが見えにくい。吉中（2018a）は妻と夫の

の寡婦の方が貯金なしが多い傾向がある 4)。二つの

経歴別に世帯の年金受給額を考察した。
結果として、

アンケート調査を通して、寡婦世帯はワーキング・

夫婦二人世帯の年金受給額は夫の就労状況に大きく

プア状態が継続し、年金額が少なく、貯金が少ない

影響される。夫婦で高齢期を迎え、男性が現役時代

といった厳しい経済的状況が見られる。

に正規労働だった場合は、2 人分の年金として世帯

以上のことを踏まえて、本論文では、質的調査か

内で合算されるため、女性一人の年金の低さは見え

ら、寡婦世帯の経済的状況を年金受給とお金の「や

にくい。しかし、女性が離婚等により単身で老後を

り繰り」から検討する。

迎える場合は、公的年金は低位となる。
また、
単身女性の高齢期貧困に関する研究にも一定

Ⅱ 調査説明と分析枠組み

の蓄積がある
（藤森 2018、
山田ら 2011）
。
濱本
（2019）
は「国民生活基礎調査」
（2013 年）を用いて、配偶者

（1）調査概要と調査協力者の基本属性

関係別に高齢単身女性の貧困リスクを統計的に考察

本研究が用いるインタビュー調査データは以下の

した。結果として、
「離婚・死別の単独世帯にいる」

ように得られた。X 市の母子福祉団体 Y に協力の依

65 歳以上の女性の貧困率は、有配偶者の 3 倍以上で

頼をし、所属している会員 16 人を紹介してもらっ

あることが分かった。また、離別女性の等価年金所

た。一人当たり約 1 時間半の半構造化インタビュー

得は有配偶女性の半分以下であり、単身世帯の女性

調査を実施した。調査協力者は、現在年金を受給し

は高齢期に貧困に陥るリスクが高い。
このことから、

ており、かつ過去にひとり親として子育てしながら
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就労した経験のある寡婦世帯の女性である。現在年

活状態、子との関わりである。調査期間は 2019 年の

金受給し、要介護の状況にはない。調査内容は以下

10 月中旬から 11 月末日である。なお、調査の実施

の三つである。①寡婦本人の現在：年金受給状況、

にあたり事前に「北海道大学教育学研究院における

現在の家計のやり繰り状況、②寡婦本人の過去：職

人間を対象とする研究倫理審査」の承認を受けた。

歴・年金加入歴、③お子さんのこと：子の現在の生

表 1 は調査協力者の基本属性である。

表１ 調査協力者の基本属性（年金額順）
協力者

年齢

①

健康
状況

年金

就労状況④

就労収

②

額

入③

住い
住宅状況

同居人

家賃⑤

Nㇱ

70 後半

健康

13

―

―（60 歳、定年退職）

持ち家

独身の子

子支払

Pㇱ

70 後半

健康

12.1

3

パート・支援員、たまに

賃貸

別居の子

8

Kㇱ非

70 前半

健康

11.8

7

パート・清掃、週 5 回×3h

持ち家

離婚の子

0.6※

Aリ

60 後半

健康

10.3

3.5

パート・清掃、週 2 回×3h

持ち家

独身の子

0.7※

Jㇱ

70 前半

通院

10.1

0

―（65 歳、定年退職）

持ち家

一人暮ら

0

Lㇱ非

80 前半

持病

9.9

―

―（65 歳、定年退職）

持ち家

一人暮し

0.3※

Iリ

70 前半

健康

9.7

3.6

パート・キッチン・週 2 回×4h

公営住宅

一人暮し

2.6

Fリ

70 後半

健康

9.5

―

―（60 後半まで、心身の疲れ） 持ち家

一人暮し

1※

Oㇱ非

70 前半

通院

8

7

パート・清掃、週 5 回×5h

賃貸

独身の子

子支払

Hリ

60 後半

持病

7.6

6

パート・清掃・週 4 回×3.5h

公営住宅

独身の子

1.1

Cリ

70 前半

通院

7.3

―

―（60 後半まで、膝の具合）

賃貸

一人暮し

3.6

Mㇱ

70 後半

通院

7.1

―

―（65 歳、定年退職）

持ち家

独身の子

子支払

Eリ

70 後半

通院

6.5

―

―（70 後半まで、手の骨折）

公営住宅

独身の子

4.2

Dリ

70 前半

通院

5.6

7.5

パート・事務とレジ、週 4 回

賃貸

一人暮し

4.9

Bリ

60 後半

通院

5.5※

15

パート・介護、週 4 回×8h

賃貸

一人暮し

5.2

Gリ

70 後半

通院

1.3

―

―（去年まで、委託なくなる） 賃貸

一人暮し

4

注：①「シ」は遺族年金を受給している死別者。
「シ非」は遺族年金非受給の死別者。 「リ」は、離別者のことを表す
（以下同じ）
。調査協力者が現在受けている年金の種類や生活歴の違いを表すために、離別か死別かを表示して
いる。
②「年金額」は介護保険料を引いた後の金額である。月額で、単位は万円。※B リは 70 歳まで掛け続けており、表
に記載している金額は現在受けている年金額である。
③「就労収入」は月額で、単位は万円。
④「就労状況」について、
「―」とは現在就労していないことを表す。
（）の中で、退職年齢と、退職の原因を明記
している。
⑤「家賃」について、※は持ち家の固定資産税の月額を表す。

調查協力者 16 人（死別 9 人、離別 7 人）は年齢が

している程度である。

60 代後半～80 代前半である。その中、60 歳代が 3

年金の月額については、最高が 13 万円で、最低が

人、70 歳代が 12 人、80 歳代が 1 人である。健康状

1.3 万円である。そして、現在の就労状況に関して

態は、全員良好で、
「健康」か「お薬貰い」の通院を

は、
「就労している」のが 8 人である。この 8 人の年
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齢は 60 代後半から 70 代前半に集中している。
「就

る。

労していない」の 8 人のうち、4 人が健康や失業等、

まず、年金と収入源 6)の構成に基づき、調査協力

やむを得ない原因で仕事を辞めるまでの期間、
「働け

者を「年金+就労収入」
、
「年金+ストック」
、
「年金+子

るまで働いていた」
。他の 4 人は死別者で、定年退職

の扶養」
、
「年金+生活保護」
、
「年金だけ」の五つの類

後に就労した経験がない。

型に分ける。そして、各類型について、①現在に至

住居については、持ち家が 7 人、賃貸が 6 人、公

る経緯と条件、②年金と組み合わせたお金の「やり

営住宅が 3 人である。また、子 5)と同居しているの

繰り」の様子について、支出の状態、生活のどの部

が 8 人である。

分を我慢したのか、家計に対する悩み等から考察す
る。
最後に、
今回の調査結果からの考察をまとめる。

（2）分析枠組み
近年、貧困問題を考察する際に、ライフコース・

Ⅲ 年金受給の詳細

アプローチが用いられることがある（WBG、2018）
。
このライフコース・アプローチにおいては、貧困を

この節では、まず今回の調査協力者の年金受給状

一時的な生活状態ではなく、中長期的に捉え、それ

況を確認する。具体的には、年金受給年齢、年金額

によって、貧困の累積的な性質を見出そうとする。

等の年金受給状況、年金への思いからまとめる。

各ライフステージの貧困の原因と結果を探り、複合
的な困窮状況や課題の個人への影響を検討しようと

(1）年金額と現在に至る経緯

するのがこのアプローチの特徴である。本研究はこ

総務省統計局（2020）の家計調査 7)によると、65

のアプローチを参照し、母子世帯の母の高齢期の経

歳以上の高齢単身女性世帯の一か月の平均消費支出

済状況を描こうとする。現在の高齢期の状況だけで

は 146,036 円である。
また、
日本年金機構によると、

はなく、過去の子育て期とミドル期のことも遡って

夫婦二人世帯の老齢基礎年金の標準額は 220,724 円

考察し、ライフコースを通じての経済的不利に関す

で、単独世帯の等価モデル年金が 156,075 円である

る累積性とその結果を明らかにする。

8)

。表 2 に示した通り、今回の調査協力者の年金額

具体的には、高齢期の寡婦の経済的状況を明らか

は、すべて平均消費支出以下であり、単独世帯の等

にするにあたり、現在の年金額、年金と組み合わせ

価モデル年金にも満たない。月額が 10 万円を上回

たお金の「やり繰り」の二つについて考察する。そ

るのは 5 人で、A リ以外はすべて死別者である。月

れぞれについて、現在の状況を明らかにする上で、

額 6.6 万円～10 万円の範囲が 7 人で一番多い。月額

過去の子育て期とミドル期を振り返りながら、現在

6.6 万円

の状況に至る原因と条件を探る。それにより、ケア

（X 市の国民年金満額）を下回るのが 4 人で、全員

役割・就労市場・社会保障の三つの場面における、

離別者である。この 4 人の中で、3 人は厚生年金も

ライフコースを通じた経済的な不利の累積性を考察

受給しているが、総額が国民年金満額を下回る。ま

することができる。

た、遺族年金受給者の J シ・M シ・N シ・P シの 4 人

詳細な分析は、以下の流れに沿って進める。第一

は、10 万円以下が 1 人いるものの、いずれも国民年

部は、年金受給について考察する。現在の額に至る

金満額より高い。遺族年金を受けることで、年金額

経緯、及び年金に対する本人の思いと工夫の二つの

が相対的に安定していることが見えた。

部分から考察する。

年金受給前の労働市場における不利として、転職

第二部は、年金と合わせたお金の「やり繰り」の

回数から現在の金額になる原因を簡単にまとめる。

様子を見ていく。本研究の「やり繰り」とは、
「年金

表 2 において、
「10 万円以上」である 5 人のうち、4

を中心としたお金をどのような形で使い、生活を成

人の死別者はいずれも安定した仕事に 20 年以上従

り立たせているのか、及びその際の工夫」と定義す

事していた。
離別の１人は、
経理の資格があるため、
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表２ 年金受給に関する基本状況と転職回数（年金額順）
協力者

年金額①

母子世帯に

年金受

なった時期②

給年齢③

年金の種類

転職回数④

Nシ

13

30 代後半

65

遺族年金＋厚生年金

0

Pシ

12.1

30 代前半

60

遺族年金＋厚生年金

1

K シ非

11.8

30 代後半

65

国民年金＋厚生年金

0

Aリ

10.3

20 代後半

60

国民年金＋厚生年金

4

Jシ

10.1

30 代後半

65

遺族年金＋厚生年金

1

L シ非

9.9

40 代前半

60

国民年金＋厚生年金

1

Iリ

9.7

30 代後半
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国民年金＋厚生年金

2

Fリ

9.5

40 代前半

69

国民年金

0

O シ非

8

50 代前半

65

国民年金＋厚生年金

3

Hリ

7.6

30 代前半

65

国民年金＋厚生年金

2

Cリ

7.3

30 代前半

60

国民年金＋厚生年金

2

Mシ

7.1

30 代前半

65

遺族年金

1

Eリ

6.5

30 代前半※

65

国民年金＋厚生年金

3

Dリ

5.9

40 代前半

60

国民年金＋厚生年金

4

Bリ

(5.5)

40 代後半

(70)

国民年金＋厚生年金

1

Gリ

1.3

50 代後半

70

国民年金

1

注： ①「年金額」は介護保険料を引いた後の金額である。月額で、単位は万円。また B リは現在年金を受けながらか
かけ続けており、
（）の中は現在受けている年金額である。なお、X 市の国民満額は月額 6.6 万円である。
② ※は別居を始めた時期である。
③「年金受給年齢」は満額の受給年齢である。
（）の中は B リの受給予定年齢である。
④「転職回数」は、母子世帯になってから、年金を受給するまでの転職回数を表す。

4 回転職したが、約 30 年間正規雇用されていた。

め、年金が低額になる。以上を通して、転職回数

また、
「6.6 万円～10 万円」の 7 人は転職回数がや

が多く不安的な職歴、母子世帯になったからの期

や多くなる。そのため、ひとり親として子育てし

間が短いこと、更に、安定した遺族年金がないこ

ながら従事した仕事が不安定であったことが考え

とは、母本人の高齢期の年金受給に対しても影響

られる。加えて、母子世帯になる時期も 40 代と 50

が大きい。また、本人たちは年金額が少ない理由

代になる事例があり、母子世帯になってからの期

に対して以下のように述べている。

間がやや短くなる。結婚している間に夫に扶養さ
れ、国民年金のみ加入したため、現在の年金受給

D：
「何も貯金ができないですよ、子が小さい時

額がより少なくなる。更に、
「6.6 万円を下回る」

にはね、保育園の送り迎えに間に合うような仕

4 人は、E リと D リの転職回数が多く、仕事が不安

事で、土曜日はともかく、日曜日や祝日だった

定であった。また、B リと G リの転職回数が少な

ら、のところを探したら、最低賃金でしか働け

いが、母子世帯になる時期が 40 代と 50 代後半で

ない。…給料が少なかったから、
（年金の）金額

あり、母子世帯になってからの期間が短かったた

少ない。
」
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るものを十分に購入できない状態である。
D は子育て期に子育てとの両立ができるように最
低賃金で働いたため、
高齢期の年金の金額が少ない。

O シ非：
「やはり、年金だけで暮らせない。贅沢

そのため、老後のための貯金もできず、現在も仕事

もしない、人と交際もしないで、じっとしてい

をせざるを得ず、ワーキング・プア状態が老後まで

れば、その中でいけるのよね。食べるものだけ

続いている。

で。余裕がない。
」

G：
「結局、息子が大学に行っている時に、免除

O シ非にとって現在の年金受給額は、
「食べるもの

してもらっていたから、自分でかけていなかっ

だけ」には足りるが、交際費支出ができなく、生活

た分で、少ないから。…私は払いに行ったんで

の「余裕がない」金額である。

すよ、年金 10 年間（未納）はどれくらいあるか

以上、年金に対する二種類の思いがある。そもそ

って。だけど三ヶ月過ぎていたね。それで、ダ

も生活ができない人、または、食費が賄えるが、交

メだったんだね。
」

際費や娯楽費を賄うことはできない人がほとんどで
あった。いずれの思いも、老後生活には「余裕がな

G は子の大学進学のため、お金を子に優先して回

い」と感じられている。

し、自分の年金保険料支払い免除の手続きを長期間

また、少ない年金を増やすために、年金受給年齢

にわたり取っていた。母子世帯の支援は子どもの高

を遅らせる等の工夫をした寡婦もいる。表 2 による

校卒業までで、大学進学までサポートしていない。

と、5 人が 60 歳、7 人が 65 歳で年金受給を開始して

ここでは、子が進学した場合に母本人にとっても、

いる。一方、B リ（予定）
、G リが 70 歳で、I リが 62

後の人生にも深刻な影響を及ぼすことが G の事例を

歳、F リが 69 歳で年金を受給した。この 4 人は年金

通して見られた。

受給開始年齢を遅らせていることになるが、その理
由について、F リは以下のように述べた。

(2）年金受給状況に対する思いと工夫
今回の調査協力者は、現在の年金額に対して、

F リ：
「国民年金も払えなくて、何年間も免除を

全員が「金額が少ない」
、
「足りない」と感じてい

受けていた。そして、払えるようになってから

る。例えば、年金額が 10 万円以上の J シ、6.6 万

は、満額ではないでさ、…普通は 60 歳からもら

円～10 万円の M シと O シ非、一番少ない G リのい

えるよね、それをね、寝かせたんだわ、ちょっ

ずれも年金だけでは生活ができないと述べた。

と増えるということになって。だが、68 くらい
から、
（仕事が出来なくなり）
、私の生活が大変

J シ：
「
（年金は）多少はお役には立っています

で、それで、国民年金だけを 69 からもらえるよ

よね、でも、お小遣いですよね。100％じゃ、生

うにしたんだわ。
」

活ができていないよ。
」
M シ：
「結局自分一人じゃ、生活できませんよね、

4 人とも F リのように現役時代に国民年金に加入

年金がないから。
」

する余裕もなかった。現役の時に年金を掛けた金額

G リ：
「仕事がなくなって、年金も少ないし、ほ

が少なく、年金保険料の不足を補うため、65 歳以降

んとにどうしようもなくて。
」

に「掛けられるまで掛ける」戦略を取った。結果と
して、I リ、F リは X 市の国民年金満額を上回り、10

J・M・G にとって、年金は「お小遣い程度」
、
「生活

万円近くの金額になる。

ができない」
、
「どうしようもない」というように、

一方で、G リは増額にはならず、現在は生活保護

年金だけでは生活が成り立たず、生活に必要とされ

を受けている。現役時代に自分の年金保険料を払う
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ことを後回しにした場合は、このように年金額が極

を我慢しているのか、家計に関する悩みは何なのか

めて低くなる可能性がある。

について、事例を用いながら分析を進める。なお、
岩田（1989：105）は子と同居の有無によって、
「老

Ⅳ お金の「やり繰り」―収入形態別に考察

後生活費」の支出における子と共同する部分が大き
く変わると指摘した。本研究は子との同居がどのよ

ここまで見たように、多くの調査協力者は「年金

うに寡婦世帯の家計に影響するのかを把握するため、

が足りない」と評価している。この状況において、

同居世帯と単身世帯に分けて考察を行う。各類型の

年金以外の収入をどのように捻出し、どのようにお

生活状況は表 4 の通りである。以下事例の提示の際

金を使っているのかについて、
以下、
確認していく。

はアルファベットのみとする。

表 3 収入の組み合わせの類型

（1）
「年金+就労収入」の場合
このグループには 6 人（離別 5 人、遺族年金非

世帯類型
単身世帯

収入の

受給の死別者 1 人）がいて、人数が一番多い。年齢

同居世帯

は 60 歳代後半から 70 歳代前半に集中し、相対的に

①

組み合わせ類型

年金+就労収入
年金+ストック②

B リ、D リ、 A リ、H リ、K

若く、まだ働く体力がある年齢帯である。就労状況

Iリ

は全員パートで、体力の必要な「清掃・介護・キッ

C リ、J シ、
L シ非

年金+子の扶養③

―

シ非

チン・レジ」等の職種である。合計収入は、高齢単

Nシ

身女性世帯の一か月平均消費支出（146,036 円、総

E リ、M シ、P

務省統計局 2020）に近いか、超えている。しかし、

シ、O シ非

今後の加齢とともに、体力等の制限で仕事の継続が

年金だけ

Fリ

―

年金+生活保護

Gリ

―

できなくなり、収入を失う可能性も高い。

注：①収入の組み合わせの類型に区分する基準は、調査協

１）現在に至る経緯と条件

力者自身の申告である。例えば、
「ほぼ年金だけ」と回答した

①単身世帯
B、I、D が退職後に仕事する理由は、
「年金が足り

人は「年金だけ」のグループにする。

ない」ことや「貯金がない」からである。また、持

②「ストック」の中には貯金、不動産収入が含まれる。
③「子の扶養」とは、同居世帯において、子が世帯主で

ち家がなく、家賃も高い故に、就労が重要である。

あ

子育て期を振り返って、その理由について本人は以

り、子の扶養に入っていることを意味している。

下のように述べている。
調査協力者 16 人を、家計の収入源の組み合わせ
に基づき、五つの類型に分けた（表 3）
。それは、
「年

D：
「
（仕事する理由は）年金だけじゃ、食べてい

金+就労収入」
、
「年金+ストック」
「年金+子の扶養」
、
、

けない。…貯金もできないし、子が小さい時に

「年金+生活保護」
、
「年金だけ」である。

はね、保育園の送り迎えに間に合うような仕事
で、…、最低賃金でしか働けない。
」

以下、まず、各類型になる経緯・条件について、
事例から確認する。特に、それぞれの経緯・条件に
関連して、ケア役割・労働市場・社会保障の三つの

D はケア役割と両立するために、長い期間最低賃

側面において、前のライフステージに累積されたも

金で働くしかなかった。現在貯金が無く、年金も少

のが何かをまとめる。

ない。その結果、老後には自分の年金で「食べてい

そして、現在のお金の「やり繰り」の様子を確認

けない」
、
「貯金ができない」ため、現在の就労収入

する。具体的には、支出内容は何なのか、どの部分

が極めて重要である。子育て期の労働市場における
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表 4 収入の組み合わせの類型ごとに見た生活状況
収入（合計金額順）②

支出③

組み合わせ

年金

就労

合計

家賃

の類型

額

収入

収入の

年齢

協力者

就労状況①

住宅状況

世 帯
類型

年金＋

60 後半

Bリ

パート・介護、週 4 回×8h

5.5

15

20.5

5.2

賃貸

単身

就労収入

70 前半

K シ非

パート・清掃、週 5 回×3h

11.8

7

18.8

0.6※

持ち家

同居

60 後半

Aリ

パート・清掃、週 2 回×3h

10.3

3.5

13.8

0.7※

持ち家

同居

60 後半

Hリ

パート・清掃・週 4 回×3.5h

7.6

6

13.6

1.1

公営住宅

同居

70 前半

Iリ

パート・キッチン・週 2 回×4h

9.7

3.6

13.3

2.6

公営住宅

単身

70 前半

Dリ

パート・事務とレジ、週 4 回

5.6

7.5

13.1

4.9

賃貸

単身

年金＋

70 後半

Nシ

―（60 歳、退職）

13

貯金

0

持ち家

同居

ストック

70 前半

Jシ

―（65 歳、退職）

10.1

不動産

0

持ち家

単身

80 前半

L シ非

―（65 歳、退職）

9.9

貯金

0.3※

持ち家

単身

70 前半

Cリ

―（60 後半、膝の具合）

7.3

貯金

5.2

賃貸

単身

年金＋

70 後半

Pシ

パート・支援員、たまに

3

12.1

15.1

8

賃貸

同居

子の扶養

70 前半

O シ非

パート・清掃、週 5 回×5h

8

7

15

3

賃貸

同居

70 後半

Mシ

―(65 歳、退職)

7.1

0

7.1

0

持ち家

同居

70 後半

Eリ

―(70 後半まで、手の骨折)

6.1

0

6.1

4.2

公営住宅

同居

年金だけ

70 後半

Fリ

―（60 後半、心身の疲れ）

9.5

0

9.5

1※

持ち家

単身

年金+

70 後半

Gリ

―（70 後半、委託なくなる）

1.3

10

11.3

4

賃貸

単身

生活保護
注：①「就労状況」に、
「―」とは現在未就労を表す。
（）の中は、退職年齢と、退職の理由を明記している。
②「収入」は月額で、単位は万円。年金と就労収入だけ把握できる。
③「支出」はは月額で、単位は万円。今回の調査では「家賃」だけ把握している。※が持ち家の固定資産税の月額を表す。
「0」に
なる N シと Mㇱは家賃が子負担である。J シは家賃が不動産の収益で相殺するため「家賃がない」と述べている。

不利を負い、貯金をする余裕がなくなり、また比例
報酬が低いまま、払う年金保険料が少ない状態が高

K：
「いま娘がね、離婚して、孫と一緒に住ん

齢期まで累積し続けた。結果として、D は働くこと

でいるのです。だけどもう、娘うつ病で、パ

ができない場合には、
生活保護を受けざるを得ない。

ートしか働けなくて。そうしたら、ほとんど
私が払っている。年金だけじゃどうしようも

②同居世帯

なく、働かなきゃって。7 万ぐらい、いまお給

K、A は持ち家で、H は公営住宅に住んでいる。同

料もらって、それ全部娘たちに行っているの

居人は、A と H が独身の子、K は子と孫である（K の

さぁ。健康だからいいけど、…80 過ぎまで働

子は離別している）
。この 3 人はいずれも家計の「大

かなきゃと思って。
」

黒柱」で、家計を維持するため働き続けている。そ

H：
「皆は死ぬまで働かなきゃいけない、私み

れは、子の就労状況が不安定であることや、
「子に貯

たい母子家庭の人ね。余裕がないというか。
」

金させたい」等の理由がある。
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3 人とも、実質的に子を扶養している。K は子が病

のことにしか使いません。うちにお金を入れる

気で稼働能力に支障が出たために、年金と就労収入

ことは、たまに、一万ぐらい借りるみたいな。
」

で子と孫を養わなければならない。このように、生

H：
「そうですね、お財布が一緒に、どっちかと

活費節約のために、子がやむを得ず、母と同居する

いうと、私の方が食べさしているんじゃないの

こととなった。しかし、貯金も年金額も少ない寡婦

かな。雑貨品は買ってくれるけど、私は家賃を

は、成人の子を扶養することに対応する経済的能力

払って、全部、公共料金を全部している。
」

が限られ、就労せざるを得なくなる。

K：
「娘うつ病でパートしか働けなくて、6 万く

以上のように、
「余裕がない」状態が継続している

らいだけ。そうしたら、ほとんど私が払ってい

中、
「ケア役割」を担い続けることが、寡婦の高齢期

るよ、生活が。そうしたら、年金だけじゃ、ど

の生活に影響を与えることが見られる。

うしようもなく、働かなきゃ、7 万ぐらい、いま
お給料もらって。それ全部、娘たちに行ってい

2）お金の「やり繰り」

るのさぁ。
」

①単身世帯
D：
「
（就労収入と）年金と全部合わしたら、12 万

3 人とも、住居費・公共料金・食費等の生活固定

前後くらいで暮らしていますけど。年金は 5 万

費 9)はすべて母が賄っている。子が不定期的に、娯

6 千円くらいでしょう、それに働いた分で、だ

楽費・雑貨の形で、家計にお金を入れている。K は

いたい 7 万くらいあるから、月に 12 万円くら

今回の調査協力者の中では年金額が高い方である。

いから、生活保護費と大した変わりがない。…

しかし、家計を支えるため、就労せざるを得ない。

年金が家賃だけで何もなくなる、光熱費までも

制度上は、子が成人すると、母のケア役割も終わ

出ないですもん。どうして食べていくことにな

ると想定している。しかし、今回の調査を通して、

るでしょう。どうしても、食費分は働かなけれ

高齢期にも子の扶養をする事例も見られた。
まるで、

ばならない。冬になったら、燃料費もいるし、

子育ての延長である。高齢期に実質的な子の扶養が

だから、何も貯金ができないですよ。
」

継続する場合、寡婦は一生ワーキング・プア状態に
ある可能性がある。

D は子育て期から現在まで貯金をする余裕がなか
った。現在は年金と就労収入で月に 12 万円の家計

（2）
「年金＋ストック」の場合

収入で生活し、
「生活保護費と大した変わりがない」

このグループに当てはまるのは 4 人（死別 3 人、

状態である。具体的な支出面では、家賃と光熱費だ

離別 1 人）である。今回の調査協力者の中では年金

けで年金の 5.6 万円がなくなり、冬季の燃料費や食

額が高い層である（表 2）
。死別者 3 人は退職した後

費は就労収入の 7 万円で賄っている。そのため、D は

に就労せず、離別者 C は体力の許す限り働いた。死

「年金だけじゃ食べていけない」状態で、仕事がで

別者は全員持ち家に住み、C は賃貸で、家賃が相対

きなくなると、生活保護を受けるしかない。

的に高い。ストックは、夫や自身の親から相続した
ものが多い。このほか、現役時代の貯金や退職金も

②同居世帯

ある。

K、A、H は、持ち家や公営住宅に住むために、賃貸
よりも家賃負担が小さい。しかし、3 人とも子を養

1）現在に至る経緯と条件

い、家計のやり繰りをしなければならない。

①単身世帯
J・L・C の貯金は前のライフステージで累積され

A：
「今は子と一緒に生活している。でもね、あ

たストックもあり、それ以外の不動産は親から相続

の人の収入が少ないので、
（子は）どんどん自分

したものである。
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L：
「実家のアパートに住んで、30 年間、毎月 5 万

C：
「食べるのは自分で全部作るので、最低限の

円が貯まっていたはず。それだと、一年間 60 万貯

食費ですね。その年金額で、やはり、食費で切

金できるでしょう。それを 30 年、1800 万ね、一

り詰めていくしかない。家賃が仕方ないでしょ

銭も家賃払っていなかったから。それをまとめて

う。光熱費もある程度仕方がないでしょう。だ

いたのは、
（貯金が）3000 万円くらいだった。自分

から、どこで抑えるかというと、食費で抑えな

の家がね、もともと、私の親が建てた家だから、

いといけないので。
」

それを私が相続して、…実家の方が売ったから、
それで、今は自分のところで、家、マンションを

C は膝の痛みにより、仕事を辞めてから、月に 7.3

買って。
」

万の年金額と貯金の取り崩しで生活している。支出
としては家賃の 3.6 万円に光熱費が固定費用であり、

L は親から相続した不動産があり、家賃支出がな

これらについては調整する余地がなく、
「仕方がない」

く、仕事も安定したため、貯金ができた。それ故に、

出費であると感じている。その代わりに、
「食費で切

60 歳で退職以降に働かず、高齢期の経済的状態も相

り詰めていくしかない」ため、食費の支出を我慢し

対的に安定している。

ている。また、貯金がどんどん少なくなり、これか
らの生活費に不安を抱えている。

②同居世帯
N は現在、夫から相続した持ち家に未婚の子と住

②同居世帯

んでいる。子は仕事が不安定なため、N の扶養に入

前述の「年金+就労収入」のように、N は子と同居

って一緒に生活している。

し、一家の「大黒柱」のように家計管理を行ってい
る。

N：
「夫が亡くなった時に、生命保険が降りたの
で、4 千万を 34 年前に。それを子の教育費と、

N：
「今は年金と同居している子から貰うお金、

老後の資金に貯金しといた。皆私立で、教育費

後は貯金から引き出すね。…収入は 26 万、3 人

がしんどかったんですね。…子は今一緒に暮ら

家族で。年金が 13 万くらい、子から 6 万、残り

していますけど、その子が（安定した）収入が

が貯金を引き出しで。食費が 5 万円、3 人で。

ないか、…私の扶養になっていたので、そのま

後は、電気代とか、光熱費、家の修理だとか、

まずっと外していない。
」

衣服類は自分の服とタオルとかが月に 4 千円く
らいだから年間 5 万ない感じで、
後は交際費ね。

N は夫の生命保険で貯金ができたが、子の教育費

…夫が残した生命保険と、
ちょっとした貯金を、

でその多くを使ったことがわかる。また、子は収入

80 まで生きていくために、年間いくらで暮らせ

が不安定で、扶養を続けており、成人後も独立でき

ば、大体予算を立てて。けど、どんどん貯金が

ていない状態にある。

目減りして、80 まで貯金が大丈夫かなと今不安
です。
」

2）お金の「やり繰り」

N は夫の生命保険の長年のやり繰りで、子たちを

①単身世帯

成人させ、老後資金もできていた。3 人家族の家計

ストックがある一方で、
「いつ使い切るか」という

収入の中で、N 自身の年金と貯金が家計収入の 7 割

不安も抱えている。C は自分の親から相続した土地

以上を占めている。更に、家計のやり繰りも N が行

売買金から貯金ができたが、使い切る寸前にある。

い続けている。それは、子育て期の生活習慣の延長
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だと考えられる。

前述の子と同居する寡婦の中にも、子を扶養する
状況が生じて、
それが不利の累積につながる。
逆に、

（3）
「年金＋子の扶養」の場合

母は扶養され不利が累積せず、子との関わりが支え

このグループには 4 人（離別 1 人、死別 3 人）い

にもなり得る。

る。
「子の扶養」とは、子が世帯主で、母が子の扶養
家族のことである。
それ故に、
全員同居世帯である。

2）お金の「やり繰り」
このグループは、年金額が少ない上に、貯金がな

1）現在に至る経緯と条件

い為、生活費のすべてを子が負担している。母本人

このグループになるには、
いくつかの条件がある。
まず、現在子は、独身（又は夫と別居）で、寡婦と

の年金や就労収入で、自己裁量できる部分があり、
自分の「趣味」にお金を使い、生活に余裕がある。

同じ市に在住し、正社員として、安定した収入があ
るなどの特徴がある。一方で、寡婦にはストックが

M：
「今は家賃とか、電気代とか、そういうのは

なく、単身での生活が成り立たない事情もある。そ

一切子が払ってくれるので、私は自分の生活だ

れに、母が子の扶養家族になれば、子に税制上の優

けの、食べることと自分の趣味に自分の年金を

遇もある等の理由で、E、M、P、O は子に養われてい

使っている。外食に行っても、私は一切払いま

る。

せん。それで、たま旅行に連れて行ってもらう
から、全部子持ちです。自分は自分のお小遣い

M：
「結局自分一人じゃ、生活できませんよね、

だけで。
」

年金がないから…貯金もないですよね、する余
裕がないです。…やはりある程度扶養になった

M は現在年金額が 7 万円程である。家賃と光熱費

方が、娘も税金の方で助かるから。うちの子が

等の生活固定費は子が負担し、
食費は子と合わせて、

ね、結婚できるようなタイプじゃないのよ、仕

生活している。年金は「自分の趣味に使っている」
。

事一本だから。
」

このグループに限り、
「余裕がある」と語った事例が
ある。

M の子が移動のない正規の仕事をし、また「結婚
できないようなタイプ」であるため、これからの生

（4）
「年金だけ」
、
「年金+生活保護」の場合

活にも変化はないと考えられている。しかし、子の

前のライフステージに累積されたストックもなく、

生活の状況が変われば、本人の生活に変化をもたら

就労が出来なくなり、子の扶養も難しい場合は、年

す可能性もある。このように現在の生活にはある程

金額が相対的に多ければ、
「年金だけ」で生活をする

度、安定しているように見える部分もあるが、不安

が、低額であれば「生活保護」を受けざるを得ない。

な部分もある。

各グループに該当するのは 1 人ずつで、この 2 人は
いずれも単身世帯の離別者である。

E：
「もし、
（子が）結婚するとしたら、やはり、
向こうに行っちゃうのかな。私は一人になるか

1）現在に至る経緯と条件

ら、寂しいですよね、慣れたところに住みたい

F と G は仕事が出来なくなるにつれて、家計収入

ですよね。
」

の源泉に変化があった。F は仕事を辞めた年齢と理
由について、以下のように述べた。

E は子が未婚で、結婚に伴う移住もあるかもしれ
ないが、E 自身は一緒に行きたくないため、今後の

F：
「もう、68（歳）で他の人に気を遣うのが嫌

生活に変化がもたらされる可能性が高い。

で、心身とも。
（仕事を辞めたため）私の生活が
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大変で、それで、国民年金だけをもらえるよう
にしたんだわ、70（歳）まで寝かせなかった。
」

F はこの他の詳しいやり繰りを述べていないが、
年金だけでの生活について
「きちんとしている」
「だ
、

F は現在持ち家で一人暮らしをし、60 歳代後半に

らしないことはしていない」と述べている。持ち家

仕事を辞めて以来、年金だけで生活をしていた。自

の固定資産税は多く、月額換算で 1 万円になる。ま

営業をしていたため、60 歳代後半から心身の疲れに

た、
食材は田舎の知合いに送ってもらうことが多く、

より、仕事を辞めた。元々、現役時代に猶予した年

電気ガスを節約しながら、
年金だけで生活している。

金保険料は 70 歳まで払い続けるつもりだったが、

一方、G は生活保護を受けながら、生活費を切り

仕事を辞めてから国民年金を受給し、生活費も年金

詰めている。

だけになっていた。
G は子の教育費に支出のために、自分の年金に回

G：
「国からもらえるの（生活保護）は、一ヶ

せるお金がなく、年金の支払を免除した期間が長か

月 10 万円くらいです。それに、家賃が 4 万く

った。その為、年金額が少なく、生活保護で生活し

らいかな、だから、生活できるのは大体 6 万

ている。

円ですよね。だけど、その中から、電気代水
道代、これから寒くなるから、灯油代、やは

G：
「仕事がなくなって、ほんとにどうしようも

り 2～3 万かかりますよね。だから、ほんと

なくて、
今は国の世話になっています。
（年金は）

に、生活できるのは、3 万くらい。その中か

結局息子が大学に行っている時に、免除しても

ら、食費代をやり繰りします。だけど、私は

らっていたから、自分でかけていなかったし、

お年寄りだから、そんなに食べられないから

少ないから。
」

ね。服はほんとに昔のもの、
（自分の身に着て
いるものを指して）こんなのは全部自分で編

G は生活保護を申請するにあたり、持ち家を子名

んだんですよ。
」

義に変更し、賃貸住宅に引っ越し、一人暮らしをし
ている。在宅の仕事を続けていたため、厚生年金の

G は一人で生活している。生活保護を受けている

対象ではなく、
また、
国民年金の免除の期間も長く、

が、家賃・光熱費と食費等の生活固定費で使い切っ

年金額が少ない。しかし、最近になって仕事を辞め

て、衣服類への支出を我慢している。

ることとなり、生活保護の受給を開始した。子の大

F と G はいずれも、限られた収入の中で、生活を

学進学のために、お金を子に回したこともあって、

している。生活固定費以外の支出を我慢し、
「ぎりぎ

自分の年金を長く免除していたため、現在の年金額

り」の生活を送っている。

が少なくなっている。
Ⅴ 寡婦世帯の生活状況に対する思い
2）お金の「やり繰り」
収入源が年金だけの F は、現在の家計状況につい

寡婦世帯の年金受給額が、夫婦二人世帯より少

て以下のように述べている。

ないことは先行研究において指摘されている（濱
本 2019）
。寡婦は子育て期に労働市場で不利を負

F：
「生活費は年金だけで、きちんとしているか

うことや、子育てへお金を優先的に回したことに

らね、
だらしないことはしていない。
この中で、

より、経済的な不利がライフコースを通じて累積

やり繰りできるから。
今も固定資産税は多くて、

され、高齢期の年金加入や貯金額に影響をもたら

（年間）12 万以上ある。一か月の 1 万の家賃（に

した。
インタビューでは、
自分の体験を踏まえて、

相当する）
。それでやり繰りしている。
」

寡婦世帯の生活状況に対する思いと要望が語られ
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た。
N は寡婦世帯としての経験を踏まえて、寡婦の年
D：
「…（生活保護は）11 万ちょっと出るよ。…

金額が少ないことへの解決策として、子育て中のひ

私たちよりいいかもしれない。ほんとに、…医

とり親に対する、年金の上乗せという要望を持って

療費がただでしょう、これ（国民健康保険料）

いる。しかし、この「本音」を世間に発信すると「た

を払わなくていいんで。実際は、頑張って働い

たかれる」とも考えている。

ている人よりはいいはず。…実質的な中身が、
生活保護の人はゆとりがあるかもしれない。
」

Ⅵ 考 察

D は子育て期に最低賃金で働いたため、貯金が出

本研究は、年金受給と年金と組み合わせたお金の

来なかった。現在は、生活固定費の為にも就労せざ

「やり繰り」から寡婦の高齢期生活を考察し、そこ

るを得ない。働けなくなると現在の年金額では生活

における課題を提示する。まず、年金と組み合わせ

できないため、生活保護を受けるつもりである。ま

たお金の「やり繰り」の特徴を確認した。寡婦世帯

た、年金だけの生活との比較を通して、生活保護の

の高齢期の主要な収入源は公的年金である。年金だ

方が「ゆとりがある」と考えている。しかしながら、

けが不十分な中で、
ほかの収入源と組み合わせても、

G の事例で確認されたように、生活保護での生活も

制約のある中で生活していることが見られた。

様々な我慢を強いられる
「ぎりぎり」
のものである。

また、過去のことを振り返ってみることにより、
ライフコースを通じての不利の累積という視点から、

B：
「年金をもらえるのは、せいぜい 8 万円くら

寡婦世帯の特徴は以下のように整理できる。

い、掛けているのに、これくらい。だからさ、

まず、労働市場における不利の累積である。元母

離婚だってそうだなと思わなかったからさ。…

子世帯の母であるがゆえに、子育て期においてはケ

夫婦だったら、夫婦の合算収入があるし、寡婦

ア役割と両立せざるを得ず、働きの形態に制限があ

はやはり一人じゃないですか、年金って 2 人分

った。現在の年金に至る経過から、非正規雇用であ

があるし、一人だったら一人しかないから。だ

りながら転職回数が多いことで、高齢期の年金額が

から、収入に応じての寡婦控除とか、家賃の控

低くなる可能性が高いことが分かった。

除もあるのもいいんじゃないのかと思う。
」

そして、
「ケア役割」における累積である。制度上
は、子が成人してから、母のケア役割も終わると想

B は年金を拠出しているが、最大月額 8 万円しか

定している。しかし、
「年金+就労収入」と「年金+ス

貰えないことについて、離婚後の生活に対する経済

トック」の両グループの同居世帯のように、母は一

的不安を指摘した。
寡婦世帯は夫婦二人世帯よりも、

家の「大黒柱」になり、成人の子を扶養し続けてい

年金受給額が少ないため、収入に応じた寡婦控除や

る事例も見られた。高齢期になっても、寡婦はひと

家賃控除を望んでいる。

り親として稼働役割と経済的な面の「ケア役割」を
担うことが持続する可能性がある。

N：
「本音を言えばね、…子を育てた親にはそう

以上の結果から、寡婦世帯の女性たちは老後にお

いう（年金の上乗せ）をあってもいいんじゃな

いても不利な経済的状況にあることが分かった。子

いかなと思います。上乗せみたいに、ご苦労様

育て期から高齢期にかけて、女性は「余裕がない」

みたいのはね、あってもいいんじゃないかな、

経済的状況を継続している。子育て期から高齢期に

寡婦世帯の親、ひとり親の年金ね。でも、そん

かけて、年金額が少ない、貯金ができにくい、ワー

なことを言ったらたたかれますね。本音はそう

キング・プア状態が持続する等の課題が見られた。

だけど。
」

これは、現行のひとり親支援世帯制度が、子を中心
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に作成され、子育ての担い手である女性本人の福祉

収入を「就労収入」
、社会保障給付を「年金」と「生

より、女性の「母親役割」だけに対する支援を与え

活保護」
、
財産収入と事業・内職収入を
「ストック」
、

ているからだと考えられる。母子世帯に対して、子

送り金を「子の扶養」として扱って考察する。

への手当は勿論のこと、子育て役割を担う女性本人

7）総務省統計局（2020）
『家計調査 2019 年（令和

に、年金を上乗せする等の社会保障や税制上の優遇
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【調査報告】

COVID-19 によるソーシャルワーク実習教育への影響
―実習内容・方法と学生の認識の変化をもとに―
The impact of COVID-19 to social work practicum
―Focusing on changes of the practicum content, method, and student's recognitions―

松本 望（北海道医療大学）
巻 康弘（北海道医療大学）
近藤 尚也（北海道医療大学）
片山 寛信（北海道医療大学）
要旨：
本研究は，COVID-19 の感染拡大に伴うソーシャルワーカー養成校における実習教育の変化と，学生
のソーシャルワークに対するイメージや就職などの認識の変化を明らかにし，課題について検討する
ことを目的とした．研究方法としては，養成校一校を対象に，2020 年度の実習方法等の変更点と感染
症対策，および 2018～2020 年度に実施した学生の認識調査の結果を年次ごとに Kruskal-Wallis 検定
により比較し，学生のイメージ・認識の変化を明らかにした．
研究の結果，対象となった養成校では学外実習に代わる教育の導入など，様々な工夫を行っているこ
とが明らかとなった．また学生のイメージは著しく低下したり，ソーシャルワーカーとしての就職希望
者が著しく減少してはいないことが分かった．今後は実習方法等に関する情報を集約・共有すること，
より効果的かつ効率的な実習教育の在り方を検証すること，長期的な影響にも注視していくことが課
題として明らかとなった．
Key Words：COVID-19，ソーシャルワーカー，養成校，実習教育，認識調査

Ⅰ．はじめに

2020 年 2 月 28 日付で文部科学省・厚生労働省の関
係部局から「事務連絡」
（文部科学省・厚生労働省

１）COVID-19 の実習教育への影響

2020a）が発出された．その後，2020 年 4 月 16 日に

2020 年，わが国における新型コロナウイルス感染

出された全国の都道府県に対する緊急事態宣言が，

症（以下，COVID-19）の流行に伴い，社会福祉士・

2020 年 5 月 14 日から順次解除されたことを受け，

精神保健福祉士を養成する学校（以下，養成校）に

再度 2020 年 6 月 1 日付で「事務連絡」
（文部科学省・

おいても多くの混乱が生じ，その対応に追われた．

厚生労働省 2020b）が出された．これらの中では社

遠隔授業（以下，オンライン授業）の導入をはじめ，

会福祉士などの医療関係職種の養成校等に対し学生

従来の教育方法や教育内容，教育計画を大幅に変更

に不利益が生じないよう，運営や受験資格に関する

せざるを得ず，特に実習教育に関しては感染症の収

取り扱いについて示されており，実習施設等の確保

束が見通せない中，学内だけでなく実習先との調整

や代替が困難な場合の学内実習等の実施についても

にも例年以上に苦労を要した．

触れられている．

実習教育にかかわる全国的な動向としては，まず

また全国の社会福祉士等の養成校が加盟する「日
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本ソーシャルワーク教育学校連盟」
（以下，ソ教連）

においても，授業の内容理解など多くの項目におい

からは，2020 年 4 月 3 日付で「会長声明」
（日本ソ

て，対面授業を行っていた 2019 年度までの得点よ

ーシャルワーク教育学校連盟 2020a）が，2020 年 5

りも，オンライン授業を導入した 2020 年度の得点

月 26 日付で「新型コロナウイルス感染症に伴う社

の方が高い傾向にあり，一定の教育効果があったこ

会福祉士・精神保健福祉士養成の対応について」(日

とが明らかになっている（立正大学 2020）
．

本ソーシャルワーク教育学校連盟 2020b)が発表さ

こうした大学における調査結果はいくつかみられ

れた．これらの中では「6 月末まで実習の実施を控

るが，技術や実践力の獲得・向上を目指す「実習教

えること」
「感染が収束に至っていない状況を鑑みた

育」が必須の分野の場合，実習内容や方法の変化と

慎重な対応」
「最大限の感染予防策を講じること」
「学

その影響について独自に検証する必要があるといえ

内実習等を行う場合は教育内容を養成校で十分に検

る．例えば看護の領域の研究として平岡は，演習科

討したうえで実施すること」などが示されている．

目や実習科目のオンライン化の具体的な方法として，

各養成校ではこうした全国的な動きと，各地域に

ペーパーペイシェント・模擬患者の活用，動画やイ

おける感染症の状況をふまえつつ，実習生・実習先

ラストの活用などを提案している（平岡 2020）
．ま

の意向を随時確認しながら，実習先の確保，実習期

た医学の領域では，学生の学習や生活の状況等の把

間や実習内容・方法の調整などを行ってきた．それ

握を目的としたオンラインミーティングを行い，そ

でも，養成校や実習先の状況の変化，実習生自身の

の開催方法やミーティングに対する学生による評価

体調の問題等により，実習が中止になったりオンラ

結果などを報告している（木村ら 2020）
．その中で

インでの実習や学内での実習の導入など，臨機応変

は，学生から実習の再開や延期に関する質問が寄せ

な対応が今もなお求められている．

られ，ミーティングがそうした学生の心理的な不安
を解消する取り組みとして有効であること，また一

２）COVID-19 の学生への影響

方でオンラインツールの活用にあたって，教員向け

COVID-19 の感染拡大により養成校や実習先が混

の FD（Faculty Development）の実施やトラブルシ

乱する中，実習教育を受けた学生にも，例年以上に

ューティング対応など，教職員の負担などの課題も

多くのストレスや負担がかかったことは言うまでも

指摘されている．

ない（全国大学生活協同組合連合会 2020）
．ただ，

しかし 2020 年 11 月現在，ソーシャルワーカーの

こうした状況下で教育を受けた学生を
「コロナ世代」

養成校に焦点を当てた研究は少なく（灰谷 2020）
，

などと称して哀れむのではなく，学習状況や理解度

ソ教連による養成校を対象とした実習実施の方針や

など学生への影響を明らかにし，今後の教育実践に

実習代替プログラムなどに関する実態調査が一部み

いかすことこそが教育関係者の責務だといえる．

られる程度である（日本ソーシャルワーク教育学校

先行研究の動向としては，2020 年 11 月現在，

連盟 2020c）
．実習開始時期を遅らせた養成校など

COVID-19 によるオンライン授業の導入に伴う教育

もあることから，今後，徐々に様々な調査結果等が

効果や学生の認識について，一部の大学で調査結果

公表されるものと思われるが，COVID-19 の感染拡大

が公表されている．
例えば茨城大学による調査では，

が続いている現状をふまえると，できるだけ速やか

オンライン授業の導入によって授業の理解度，満足

に実習教育の変化や学生への影響を明らかにし，次

度の平均値がいずれも 2019 年度よりも向上し，予

年度以降の教育に活かす必要があるといえる．
特に，

習・復習の時間も全体的に伸びていた一方，自由記

ソーシャルワーカーが活躍する福祉・介護・医療現

述の回答では肯定的な意見と否定的な意見の両方が

場においては，
従事者も含めた COVID-19 の感染者や

見られ，オンライン授業に向いている学生と向いて

クラスターの発生が連日のように報道されており，

いない学生に分かれていたことなどが明らかにされ

こうした報道等は養成校の学生の進路希望などにも

ている（茨城大学 2020）
．また立正大学による調査

ネガティブな影響をもたらしている可能性がある．
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したがって，学生の認識の変化に着目することは，

など，2020 年度とそれ以前の技術や実践力に関する

実践者の質的・量的確保を図る観点からも重要だと

比較可能なデータが存在しない．
また COVID-19 の影

いえる．

響は，例えば入学したばかりの 1 年次と，約 1 か月

以上をふまえ本研究では，ソーシャルワーカーの

間のソーシャルワーク実習を経験した 3 年次の学生

養成校である，
北海道医療大学臨床福祉学科
（以下，

とでは異なると考えられ，年次ごとの実態と課題に

北海道医療大学）を対象に，①2020 年度の実習教育

ついて明らかにする必要がある．

の内容・方法の変更点と，②学生のソーシャルワー

そこで，本稿では研究の限界もふまえつつ，2018

クに対するイメージや，就職希望などの認識の変化

～2020 年度の認識調査の結果をもとに，
COVID-19 の

について明らかにする．その上で，学生のイメージ

影響を受けたと考えられる 2020 年度に実習教育を

や認識に影響を与えた要因・背景について考察する

受けた学生と，それ以外の年度の学生について年次

とともに，今後の教育現場が取り組むべき教育・研

ごとに比較し，学生のイメージ・認識の違いを明ら

究上の課題について検討することを目的とする．

かにする．

Ⅱ．研究方法

２）認識調査の概要
北海道医療大学では毎年，各年次の実習を経験し

１）調査概要

た直後に認識調査を実施している．この調査の従来

本研究では北海道医療大学の 1～3 年次における

の目的は，実習後の学生のソーシャルワークに対す

ソーシャルワーク実習を対象に，2020 年度の「実習

るイメージや，実習（先）に対する評価，将来の進

内容・方法の変更点」と「学生のイメージ・認識の

路希望等を調査し，次年度以降の実習先や実習内容

変化」の主に二点について調査する．
「実習内容・方

の検討に活かすことである．

法の変更点」に関しては 2019 年度までの実習教育

調査項目は毎年同じものを使用しており，①「今

の主な内容と，2020 年度の変更点，および実習にお

回の実習先を，後輩に勧めても良いと思いますか」
，

ける感染症対策について整理する．

②「あなたが 3 年生のソーシャルワーク実習に行く

「学生のイメージ・認識の変化」に関しては，2016

場合，今回の実習先を実習先として選択しても良い

～2020 年度の 5 年間，1～3 年次の学生を対象に実

と思いますか」
，③「実習を通じてソーシャルワーク

施した，ソーシャルワークに対するイメージや関心

や社会福祉実践に対するイメージが具体化したと思

の広がり，将来の進路希望等に関する調査結果（以

いますか」
，④「実習を通じてソーシャルワークに対

下，認識調査）のうち，2018～2020 年度分のデータ

する魅力を感じることができたと思いますか」
，⑤

を用いて，イメージや認識の変化を明らかにする．

「現時点で，あなたは将来ソーシャルワーカーにな

教育内容・方法が変化したことによる学生への影響

りたいと思いますか」の 5 問と，次年度以降の実習

は本来，学生による満足度など主観的な評価だけで

で希望する実習先，
自由記述などで構成されている．

はなく，学生，教員，実習先などの複数の関係者に

②「あなたが 3 年生のソーシャルワーク実習に行く

より客観的に行う必要がある．特にソーシャルワー

場合，今回の実習先を実習先として選択しても良い

ク実習の場合，
その主な目的が技術や実践力の獲得・

と思いますか」に関しては，3 年次の調査では「あ

向上にあることから，
実習生の実践力について調査・

なたが就職をする場合，今回の実習先に就職をして

検証する必要がある．

も良いと思いますか」に文言を一部変更し調査して

しかし後述するように，本稿でとりあげる北海道

いる．

医療大学では COVID-19 の影響により，例年，実習前

本研究では，このうち全ての年次で共通して調査

に行っていた技能試験（Objective Structured

している，①～⑤の項目のみ分析に用いた．各項目

Clinical Examination，以下，OSCE）が中止となる

は「全く思わない」
（1 点）～「とてもそう思う」
（5
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点）の 5 段階で評価してもらい，1～5 点で得点化し

①1 年次の実習教育（必修科目）

た．また 1 年次に関しては後述するように，2020 年

1 年次の実習教育では主に，①8 月に 2 日間の学

度は実習を中止したことから，
設問のうち実習
（先）

外実習（ソーシャルワーク入門実習）と，②2 か所

に対する評価にあたる①，②は除外し，質問も「実

の施設見学，③9～12 月に外部講師（専門職）によ

習を通じて」を「前期の講義を通じて」に変更した．

る講話，④11 月下旬に 2，3 年次による実習報告会

調査の実施時期は，1 年次は後期の初回講義時（9 月

への参加，を行っている．これらを通じ，社会福祉

上旬）に実施し，2 年次・3 年次は実習期間終了後の

実践の専門性を知り，社会福祉実践に対するイメー

初回の講義時に実施した．質問紙は実習指導などの

ジを形成することを目的としている．2020 年度は先

講義時間中に配布し，講義終了後に手書きで記載し

行きが不透明な状況下における受け入れ先施設・機

提出するか，Google フォームでの回答を求めた．

関の負担，さらに大学においても 4～8 月の間は原
則的にオンライン授業を実施していたことから，学

３）分析方法

生の特性等を十分に把握できない状況で実習や見学

認識調査に関しては，各設問について 2020 年度

に送りだすことは困難と考え，2020 年度は①学外実

の 1～3 年次までの学生と，2019 年度，2018 年度の

習，②施設見学を中止とした．

当該年次の学生の調査結果を比較した．つまり 1 年

そして，これらに代わるものとして，各分野の特

次の実習教育に関しては，2020 年度に 1 年次だった

徴や魅力などを伝えることを目的に
「児童」
「障害児・

学生，2019 年度に 1 年次だった学生，2018 年度に 1

者」
「高齢者」
「医療」
「精神保健」の各分野を専門と

年次だった学生の調査結果を比較する，といった具

する教員によるオンライン授業を実施した．具体的

合である．

には，講義時間中に実践現場とオンラインで繋いだ

分析は，まず各項目の平均値と中央値，標準偏差

り，ソーシャルワーカーにインタビューを行い撮影

を算出した．
次に Kolmogorov-Smirnov の正規性の検

した動画の視聴などにより，各分野の仕事の内容や

定により各項目が正規分布ではないことを確認した

やりがいを伝えたり，教員自身の実践現場での体験

上で Kruskal-Wallis 検定を行い，
帰無仮説が棄却さ

や事例を紹介し，オンライン上で学生同士のグルー

れた場合はペアごとに比較した．なお有意水準は

プワークを実施するなど，様々な工夫を行った．

5％未満とし，全ての分析は，SPSS26.0 を用いた．

また例年，実習・見学前に，施設・機関の特徴や
関連する法制度について調べる機会を設けていたこ

Ⅲ．倫理的配慮

とから，夏季休業期間中の課題として，学生自身が
関心のある福祉関係の施設・機関をとりあげ，施設・

調査の実施にあたり口頭と書面にて，学生に調査

機関の概要や法制度について自己学習し提出するよ

の目的や方法，研究成果を発表する際は個人が特定

う求めた．なお，③外部講師の講話は 9 月以降に大

されないよう配慮することを説明した．また，調査

学全体が対面での授業が開始されたことから例年通

への協力は任意であり調査に同意をした場合のみ回

り実施した．④2，3 年次による合同の実習報告会へ

答すること，回答した内容が成績に影響することは

の参加については，例年は 1～3 年次の学生が 1 つ

ないことを説明した．なお，本研究は所属機関の倫

の教室に集合し，午前中に 2 年次が，午後に 3 年次

理委員会の承認を得た上で実施した（受付番号：

が実習に関する学びなどを報告し，その様子を 1 年

18N024024）
．

次の学生は終日見学するという方法で実施していた
が，
感染症対策の観点から学年ごとに教室を分けて，
Ⅳ．研究結果

教室間をオンラインで繋ぎ実施した．

１）実習内容・方法の変更点（表 1）

②2 年次の実習教育（必修科目）
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2 年次は主に，①8 月に 5 日間の学外実習（ソーシ

（Computer Based Testing）をそれぞれ実施し，8～

ャルワーク基礎実習）
，②11 月下旬に 2，3 年次合同

10 月の間に③23 日・180 時間以上の学外実習（ソー

の実習報告会の開催の主に二つを実施している．こ

シャルワーク実習）を行い，④11 月下旬に 2，3 年

れらを通じて，ソーシャルワークを必要とする人々

次合同の実習報告会を開催している．
これらを通し，

のニーズやソーシャルワーカーの業務内容等を知り，

基本的知識の理解・習得，実践技術・技能の習得な

イメージの明確化や理解を深めることを目的として

どを目指している．

いる．2020 年度は先行きが不透明な状況下における

2020 年度は感染症の収束が見通せず，また 4～8

受け入れ先施設・機関の負担等を考慮し，①学外実

月の間は大学全体が原則的にオンライン授業を実施

習の実習日数を 5 日から 3 日間程度に短縮し，実習

していたことから，評価者との対面を要する①OSCE

時期も 9 月〜11 月の期間で，できるだけ分散するよ

は中止とし，②CBT はオンライン上で実施した．

う調整し実施した．

②CBT は，事前に問題集を学生に配布していること

また実習配属先に関して，例年は学生の希望を聞

もあり，カンニングなどのリスクを軽減するため，

き調整を行っているが，2020 年度はできるだけ 1 年

成績評価における CBT の割合を例年よりも下げると

次の実習・見学先と重複しない分野で，なおかつ感

ともに，試験結果については 2019 年度の結果と比

染症対策の観点から公共交通機関をあまり利用せず

較し平均点に有意な差がないか確認し，さらに 2019

に通勤できる地域での実習先を教員が選定し，配属

年度と 2020 年度の両方で出題した設問については，

した．さらに実習前の教育に関しては，例年は 4～8

その正答率を比較し妥当性についても確認した．

月までの間に実習先に関するグループ指導を行って

③学外実習に関しては，実習先と実習時期や実習

いるが，2020 年度は実習配属先が決定していなかっ

方法を調整し，一部学内や在宅でのオンライン実習

たため，その間は北海道医療大学がある当別町の地

を取り入れながらも，原則的に学外実習として実施

域課題等を調べ，オンライン上でグループワークを

した．オンラインでの実習においては，
「日本ソーシ

行い，ICT を活用したコミュニケーションや地域の

ャルワーク教育学校連盟北海道ブロック」の「相談

特性・地域課題もふまえたソーシャルワーク実践の

援助実習評価表」
（北海道医療大学看護福祉学部臨床

重要性について学習する機会を設けた．

福祉学科 2020：226-230）に沿って，学習内容や質

感染症対策としては，
「
『社会福祉実習』における

が大きく変わることがないよう，実習先と協議しな

新型コロナウイルス対策指針」を作成し，学生，教

がら課題を設定した．またオンライン上でもカンフ

員，実習先に周知するとともに，前期・後期それぞ

ァレンスや面接場面に参加・見学をしたり，学内で

れ 1 回ずつ学内の感染対策委員による講話を行った．

オンライン実習を行っている場合は教員や事務職員

また，実習に向けた学生の不安なども事前にアンケ

を対象に電話や面談のロールプレイを行い，録画し

ートで調査し，
実習配属先の決定などにも活用した．

た映像を実習指導者と共有するなど，できる限り実

②2，3 年次合同の実習報告会の開催に関しては，

践力も身に付けられるよう工夫した．

対面授業からオンライン授業への移行の可能性や飛

感染症対策としては「
『社会福祉実習』における新

沫感染の防止などを考慮し，事前に発表グループご

型コロナウイルス対策指針」を作成し，学生，教員，

とに動画で撮影して報告会当日はその映像を視聴す

実習先に周知するとともに，学生には前期・後期そ

る方法をとった．また，先述したように感染症対策

れぞれ 1 回ずつ学内の感染対策委員による講話を行

の観点から学年ごとに教室を分けて実施した．

った．また感染症対策に関する自由記述式のアンケ
ートをとり，学生の理解度や課題を教員間で共有し

③3 年次の実習教育（選択科目）

た．さらに実習先施設・機関からの，教員と実習生

3 年次は主に実習前教育として，5 月下旬～6 月上

等が対面することによる感染症リスクを指摘する声

旬に技能試験として①OSCE，知識試験として②CBT

を受け，例年は対面で実施している週に 1 回の帰校
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日指導は原則，オンラインで実施するとともに，教

性や飛沫感染の防止などを考慮し，事前に発表グル

員による実習先への訪問指導も実習先と相談し，一

ープごとに動画で撮影して報告会当日はその映像を

部オンラインで実施した．

視聴する方法をとった．また，先述したように感染

④2，3 年次合同の実習報告会に関しては 2 年次と

症対策の観点から学年ごとに教室を分けて実施した．

同様，対面授業からオンライン授業への移行の可能

表1： 各年次における主な実習教育の内容の変化
1年次（必修科目）
2年次（必修科目）
～2019年度
2020年度
～2019年度
2020年度
4～8月：オンライン
中止し、各領域を
4～8月：実習先
でICTを活用した
8月上旬：
専門とする教員に
施設・機関に関す
コミュニケーション、
施設見学（2か所）
よる講義、課題で
るグループ指導
地域課題について
代替
学習
中止し、各領域を
9～11月：
8～9月：
8月：ソーシャル
専門とする教員に
3日間程度に短縮
ソーシャルワーク
ワーク基礎実習
よる講義、課題で
し、感染症対策を
入門実習（2日間）
（5日間）
代替
行い実施

9～11月：
外部講師の講話

変更なし

11月下旬：実習
報告会への参加

教室など一部変更

11月下旬：実習
報告会の開催

教室など一部変更

表2： 各年次における認識調査の対象者の属性
男性
女性
1年次
12
21
2018年度の1年次
（36.4）
（63.6）
18
20
2019年度の1年次
（47.4）
（52.6）
11
24
2020年度の1年次
（31.4）
（68.6）
2年次
18
28
2018年度の2年次
（39.1）
（60.9）
12
22
2019年度の2年次
（35.3）
（64.7）
16
21
2020年度の2年次
（43.2）
（56.8）
3年次
16
18
2018年度の3年次
（47.1）
（52.9）
15
23
2019年度の3年次
（39.5）
（60.5）
10
19
2020年度の3年次
（34.5）
（65.5）

名（％）

合計
33
（100.0）
38
（100.0）
35
（100.0）
46
（100.0）
34
（100.0）
37
（100.0）
34
（100.0）
38
（100.0）
29
（100.0）

81

3年次（選択科目）
～2019年度
2020年度

5月下旬～6月
上旬：OSCE

中止

5月下旬～6月
上旬：CBT

オンラインで実施

8月下旬～10月：
ソーシャルワーク
実習
11月下旬：実習
報告会の開催

感染症対策を行い
実施
教室など一部変更
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1.08
1.00
0.73

3.58

4.00

SD

3.67

平均値

4.00

4.00

4.00

中央値

0.50
0.51

4.73

0.89

SD

4.76

4.48

5.00

5.00

5.00

中央値

4.61

4.38

2019年度の3年次
（ｎ＝38）

2020年度の3年次
（ｎ＝29）

*ｐ＜0.05、**ｐ＜0.01

4.71

2018年度の3年次
（ｎ＝34）

平均値

1.08

0.86

0.63

SD

5.00

5.00

5.00

中央値

今回の実習先を、
後輩に勧めても良い

4.17

3.47

3.67

平均値

0.86

1.03

1.08

SD

3.51

3.91

3.35

4.00

4.00

3.50

3.59

3.84

3.71

平均値

1.12

1.10

1.09

SD

4.00

4.00

4.00

中央値

今回の実習先を就職先と
して選択しても良い

1.33

1.22

1.45

**
3.94

3.61

3.73

平均値

0.71

0.77

0.74

4.00

4.00

4.00

4.28

4.53

4.33

平均値

0.88

0.65

0.82

SD

4.00

5.00

4.00

中央値

ソーシャルワークや
社会福祉実践に対する
イメージが具体化

4.22

4.21

4.37

4.00

4.00

4.00

中央値

0.83

0.81

0.79

SD

4.00

4.50

4.00

中央値

4.24

4.50

4.06

平均値

1.06

0.73

0.95

SD

4.00

5.00

4.00

中央値

ソーシャルワークに対す
る魅力を感じた

4.24

4.32

4.22

平均値

ソーシャルワークに対す
る魅力を感じた

1.16

1.13

1.15

SD

将来ソーシャルワーカーに
なりたい

ソーシャルワークや
社会福祉実践に対する
イメージが具体化
平均値
SD
中央値

4.00

4.00

4.00

中央値

ソーシャルワークに対する
魅力を感じた

今回の実習先を3年生の
実習の実習先として選択
しても良い
平均値
SD
中央値

表5：3年次の学生の認識（平均値、標準偏差、中央値）

*ｐ＜0.05、**ｐ＜0.01

2018年度の2年次
（ｎ＝46）
2019年度の2年次
（ｎ＝34）
2020年度の2年次
（ｎ＝37）

平均値

今回の実習先を、
後輩に勧めても良い

表4：2年次の学生の認識（平均値、標準偏差、中央値）

*ｐ＜0.05、**ｐ＜0.01

2018年度の1年次
（ｎ＝33）
2019年度の1年次
（ｎ＝38）
2020年度の1年次
（ｎ＝35）

ソーシャルワークや社会福祉
実践に対するイメージが具体化

表3：1年次の学生の認識（平均値、標準偏差、中央値）

1.22

1.16

0.77

SD

4.00

4.00

4.00

中央値

*

3.62

4.05

3.85

平均値

1.27

0.87

1.02

SD

4.00

4.00

4.00

中央値

将来ソーシャルワーカー
になりたい

3.51

3.62

4.24

平均値

将来ソーシャルワー
カーになりたい

２）学生のイメージ・認識の変化

Ⅴ．考 察

学生の認識調査の結果について，調査対象者の属
性については表 2 のとおりである．

１）学生のイメージ・認識の変化とその背景
先述したように 2020 年度は，福祉・介護・医療現

①1 年次のイメージ・認識の変化（表 3）

場における COVID-19 の陽性者に関する報道や，
例年

1 年次では，2020 年度の学生の平均点が，③「実

にはない感染症対策も考慮した実習教育が，学生の

習（講義）を通じてソーシャルワークや社会福祉実

ソーシャルワークに対するイメージや進路希望等に

践に対するイメージが具体化したと思いますか」
，
④

も少なからず影響を与えたと思われた．だが本研究

「実習（講義）を通じてソーシャルワークに対する

の結果，2020 年度に実習教育を受けた学生のソーシ

魅力を感じることができたと思いますか」
，⑤「現時

ャルワークに対するイメージが著しく低下したり，

点で，あなたは将来ソーシャルワーカーになりたい

ソーシャルワーカーとしての就職希望者が著しく減

と思いますか」の全ての項目で，もっとも高い傾向

少するような傾向はみられないことが分かった．

がみられた．特に，④「実習（講義）を通じてソー

唯一 2 年次の学生の，⑤「現時点で，あなたは将

シャルワークに対する魅力を感じることができたと

来ソーシャルワーカーになりたいと思いますか」に

思いますか」に関しては，Kruskal-Wallis 検定の結

おいて，2018 年度と 2020 年度の得点の間で有意差

果，2020 年度（平均値 4.17 点，中央値 4.00）と 2019

がみられ，2020 年度の得点が有意に低かった．しか

年度（平均値 3.47 点，中央値 4.00）の学生との間

し，中央値はいずれの年度も同じ値を示し，標準偏

で有意な差がみられ（ｐ＜0.01）
，2020 年度の学生

差に関しては 2020 年度の値がもっとも大きかった

の得点が有意に高かった．

点をふまえると，2020 年度の 2 年次の外れ値の影響
が考えられる．さらに 2020 年度の 2 年次が 1 年次

②2 年次のイメージ・認識の変化（表 4）

だった時（2019 年度の 1 年次）の同項目の平均値等

2 年次では，⑤「現時点で，あなたは将来ソーシ

も，もっとも低かったことから，もともとソーシャ

ャルワーカーになりたいと思いますか」の項目につ

ルワーカーとしての就職希望者が少ない年次とも考

いて，2020 年度の 2 年次の学生の平均点がもっとも

えられる．したがって，各学年，学生個人の特性な

低く，Kruskal-Wallis 検定の結果，2018 年度（平均

ども考慮しながら，
今後も引き続き COVID-19 による

値 4.24 点，中央値 4.00）と 2020 年度（平均値 3.51

学生への影響について継続的に検証していく必要が

点，中央値 4.00）の学生との間で有意な差がみられ

ある．

（ｐ＜0.05）
，2018 年度の学生の得点が有意に高か

そして，この 2 年次以外の学年に関しては，いず

った．ただ，中央値に関しては全ての年度で 4.00 と

れの項目も 2020 年度の学生の得点が有意に低い傾

同一の値を示しており，また標準偏差については

向がみられなかった．これらの結果は，感染症が拡

2020 年度が±1.22 ともっとも大きい傾向がみられ

大する最中においても奮闘する実践者・教育者の姿

た．

から，学生がソーシャルワークの価値や意義を見出
すことができた成果として，前向きにとらえても良

③3 年次のイメージ・認識の変化（表 5）

いのではないだろうか．特に 2020 年度の 1 年次の

3 年次では，④「実習（講義）を通じてソーシャル

学生に関しては，実習や施設見学が中止されたにも

ワークに対する魅力を感じることができたと思いま

かかわらず，その認識が例年よりも高かったという

すか」以外，2020 年度の学生の得点が他の年度に比

結果は興味深い．実習や施設見学の代わりに実施し

べもっとも低い傾向がみられた．ただ，Kruskal-

た教員によるオンライン授業後のコメントでは，
「実

Wallis 検定の結果，全ての項目で有意な差はみられ

際に働いている方からいろんな話が聞けて良かった

なかった．

です」
「動画で観て少しイメージが変わりました」な
83

どの感想がみられ，動画などを活用した授業でも，

ーの養成校においては，これまで「学内実習」とい

ソーシャルワークの魅力等を伝える効果があったも

う概念がなく経験してこなかったことから，その具

のと思われる．

体的な進め方や内容について共有し，より効果的な

ただし実習等が中止となったことに対し，
「残念」
といったコメントも複数寄せられており，本研究の

実習教育の在り方について議論することで，次年度
以降に備えていく必要がある．

結果が実習や施設見学が不要であることを意味する

既に，
例えば福祉系大学経営者協議会では，
COVID-

わけではない．実習等の中止はあくまでも COVID-19

19 に伴う実習・演習教育への対応に関して情報交換

によるやむを得ない場合の措置であることを前提に，

会が開催されている（福祉系大学経営者協議会

オンライン教育の在り方や影響については引き続き

2020）
．このような取り組みや，他職種の実習教育な

考えていく必要がある．

ども含め，具体的な実習・演習教育の方法やその効
果について検証・共有し，持続的かつ効果的な教育

２）教育現場が取り組むべき今後の教育・研究上の

の在り方を探っていくことが求められる．

課題

また COVID-19 の感染者数をはじめ，
その影響は地

オンライン等を活用した実習教育が，必ずしも学

域によって異なり，また児童，障害児・者，高齢者，

生のソーシャルワークに対するイメージや認識をひ

医療など各分野や各施設・機関によっても影響は

どく低下させるものではなかったという本研究の結

様々である．本研究はソーシャルワーカーの養成校

果は，視点を変えると教育の幅や学習の機会の拡大

一校のみを取り上げた研究結果であり，一般化には

にもつながる重要な結果だといえる．例えば，オン

限界があるため，今後は対象を拡大し調査するとと

ラインや IT 技術を活用した教育の効果が担保でき

もに分野ごとに分析するなど，より詳細に検証して

るのであれば，海外や地理的に実習・見学が困難な

いくことが課題である．

地域の施設・機関がその選択肢になり得るなど，実

さらに，COVID-19 による学生への影響は，当然の

習教育の可能性を広げることもできるだろう．

ことながら今年度に限ったものではない．次年度以

一方で，ソ協連から示されている実習に代わる演

降もこうした調査を継続的に行い，進路等への影響

習・学内実習の「教育プログラム（例示）
」の中にも，

や学生の認識の変化に着目し，長期的な影響も注視

例えば「VR（ヴァーチャル・リアリティ）機器・教

していく必要がある．その際は先述したように，本

材の活用」が挙げられているが（日本ソーシャルワ

来教育への影響や学習状況の変化は，学生の認識だ

ーク教育学校連盟 2020b）
，現時点で活用できてい

けではなく実習先や教員など様々なステークホルダ

る養成校は少ないのが現状である（日本ソーシャル

ーが客観的に評価し，多角的に検討すべきことを忘

ワーク教育学校連盟 2020c）
．今後はオンラインや，

れてはならない．とりわけ実習教育においては，実

こうした IT 技術・機材の実習教育における活用方

践力や技術を客観的に測定し，教育効果を明らかに

法と，その効果の検証が求められる．

する必要がある．しかし，ソーシャルワークの技術・

また，こうしたオンライン等を活用した教育も含

技能を客観的に測定する方法が十分確立されている

め，
本研究で取り上げた北海道医療大学では，
COVID-

とは言えないことから（巻ら 2014）
，まずはその方

19 の状況もふまえつつ，各年次で様々な工夫を凝ら

法の確立が望まれる．

しながら実習教育を行っていることが分かった．当

さいごに，COVID-19 の感染拡大に伴う教員の負担

然，他の養成校においても同様に様々な取り組みが

の増加なども既に指摘されている（日本ソーシャル

行われていることから（灰谷 2020）
，今後はより具

ワーク教育学校連盟 2020c）
．そのため，効果的な教

体的な実習内容や方法について情報を集約し，養成

育の在り方だけではなく，より効率的な教育実践の

校や実習先，実習生と共有していくことが重要であ

在り方や，教員や実習先，学生の負担軽減に向けた

る．とりわけ他領域とは異なり，ソーシャルワーカ

取り組みについて検討していくことも重要な課題だ
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といえる．

上委員会主催；新型コロナウイルスに伴う実習・
演習等の対応に関する情報交換会を開催」
（https:
Ⅵ．おわりに

//fdkk.jp/wp-content/uploads/2020/08/2020071
7.pdf,2020.11.18）
．

本研究では，COVID-19 による実習内容・方法の変

灰谷和代（2020）
「E16-09 オンライン活用によるソ

化と，
学生のイメージ・認識の変化を明らかにした．

ーシャルワーク実習プログラムの検討；新型コロ

その結果，養成校における工夫や取り組みの現状と

ナウイルス感染症の発生に伴う実習対応から」
『日

ともに，様々な制約やストレスがある中で実習教育

本社会福祉学会第 68 回秋季大会』
（E-ポスター発

に取り組んだ学生のイメージ・認識が，例年と比べ

表）
（https://www.jssw.jp/conf/68/pdf/E16-09.

て大きく低下していないことが確認できた．

pdf,2020.11.18）
．

2020 年 11 月現在，COVID-19 の再拡大が懸念され

平岡斉士(2020)「新型コロナウイルスの影響と教育

ており，依然として感染症の収束が見通せない状況

の展望；看護教育におけるオンライン授業のつく

が続いている．こうした状況の中，経済的困窮者へ

り方と教授法」
『看護教育』61（8）
，724-732．

の支援や，感染者等に対する差別などの人権侵害へ

北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科（2020）

の対応，DV や虐待，自殺の問題への対応など，ソー

『2020 年度版；北海道医療大学社会福祉実習要綱』

シャルワーカーの役割や需要はますます高まってお

北海道医療大学．

り，その養成への社会的期待や責任は大きいといえ

茨城大学（2020）
「遠隔授業に関する学生アンケート

る．また COVID-19 に限らず，その他の自然災害や感

を実施対面中心の昨年度と比較」
（https://www.i

染症の発生等により，今後も様々な状況下において

baraki.ac.jp/news/2020/08/07010917.html,202

も持続可能で効果的な教育実践が求められる．

0.11.15）
．

社会情勢が変化し混乱する状況の中でも，ソーシ

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
（2

ャルワークの意義や価値が低下することはない．そ

020a）
「新型コロナウイルス感染拡大傾向に伴う社

のため，いかなる状況下においても学生がソーシャ

会福祉士及び精神保健福祉士養成教育に対する考

ルワークの価値を理解し，高い知識や技術，実践力

えについて；会長声明」
（http://jaswe.jp/novel

を習得できるよう，
教育方法や内容を工夫すること，

_coronavirus/doc/20200403jaswe_kaicho_seime

そしてその効果や影響について検証することの重要

i.pdf,2020.11.20）
．

性も含め，本研究は一定の意義ある結果を示すこと

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
（2

ができたといえよう．

020b）
「新型コロナウイルス感染症に伴う社会福祉
士・精神保健福祉士養成の対応について」
（http:

謝 辞

//jaswe.jp/novel_coronavirus/doc/20200526_co
rona_taiou.pdf,2020.11.20）
．

先行きが見通せず，混乱する状況の中でも実習に

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
（2

ご協力いただいた実習先関係者の皆さま，様々な不

020c）
「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会

安やストレスがある中でも真摯に実習教育に臨んだ学

福祉士及び精神保健福祉士養成教育への影響につ

生，その他，実習教育に関わる全ての皆さまに敬意を

いて；社会福祉士・精神保健福祉士養成課程への

表するとともに，心より感謝申し上げる．

第 3 次緊急調査：集計結果（速報値・暫定版）
」
（h
ttp://jaswe.jp/novel_coronavirus/doc/3rd_cor

文 献

ona_tanshu_20200929.pdf,2020.11.18）
．
木村友和，鈴木英雄，讃岐勝・ほか（2020）
「COVID

福祉系大学経営者協議会（2020）
「研究活動・教育向

-19 感染拡大による自粛下における臨床実習中の
85

学生と医学部長とのオンラインミーティングの効
果」
『医学教育』51(3)，219-221．
巻康弘，川勾亜紀奈，福間麻紀・ほか（2014）
「相談
援助実習における OSCE(客観的臨床能力試験)の
開発；実施結果と学生アンケート調査から」
『北海
道医療大学看護福祉学部紀要』(21)，1-11．
文部科学省・厚生労働省（2020a）
「新型コロナウイ
ルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校，
養成所及び養成施設等の対応について」
（https:/
/www.mhlw.go.jp/content/000603666.pdf,2011.1
1.18）
．
文部科学省・厚生労働省（2020b）
「新型コロナウイ
ルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校，
養成所及び養成施設等の対応について」
（https:/
/www.mhlw.go.jp/content/000636146.pdf,2020.1
1.18）.
立正大学
（2020）
「オンライン授業に一定の教育効果；
対面授業時のスコアと比較分析『オンデマンド配
信型』は大幅にスコア上昇」
（http://www.ris.ac.
jp/pressrelease/2020/press_001.html,2020.11.
15）
．
全国大学生活協同組合連合会，広報調査部（2020）
「
『緊急大学生・院生向けアンケート大学生』結果
速報」
（https://www.univcoop.or.jp/covid19/en
quete/pdf/link_pdf01.pdf,2020.11.15）
．

86

機関誌「北海道社会福祉研究」編集規程
１．
（名称）本誌は、北海道社会福祉学会の機関誌『北海道社会福祉研究』と称する。
２．
（目的）本誌は、原則として本会会員の社会福祉研究の発表にあてる。
３．
（発行）本誌は、原則として１年に１号を発行するものとする。
４．
（投稿規程）原稿の投稿は、所定の規程に従う。
５．
（編集）本誌の編集は、編集委員会が行う。編集委員は、理事会において選出する。
６．
（掲載）原稿の掲載は、審査結果に基づき編集委員会が決定する。
７．
（事務局）編集委員会事務局は編集委員会委員長の所属機関におく。
８．
（著作権）本誌に掲載された著作物の著作権は一般社団法人日本社会福祉学会に帰属する。
機関誌「北海道社会福祉研究」投稿規程
１．共同研究者も含め、投稿者は北海道社会福祉学会会員であること、または、学会への会員登録を
申請中であること。ただし、機関誌への掲載は、学会入会承認後であることとする。
２．論文、研究ノート、調査報告、実践報告、資料解題は、原則として本会会員による自由投稿とす
る。
３．投稿する原稿は未発表のものに限る。日本社会福祉学会研究倫理指針「F 二重投稿・多重投稿」
を参照し、同じデータ・事例・資料等に基づいて投稿者及びそのグループが執筆した別の論文・報
告書等（共同執筆も含む）があれば、投稿時に添付すること。なお、添付する資料には、既発表論
文・報告書等のみならず、現在査読中であるものも含む。
４．投稿原稿は、１編ごとに独立、完結したものと扱い、審査過程に挙げる。したがって、表題に「上、
下」
「１報、２報」
「Ⅰ、Ⅱ」等をつけない。
５．投稿の締切りは、3 月、7 月、11 月末日の年 3 回とする。
６．印刷した原稿および USB メモリあるいは CD-R 等の提出媒体を、北海道社会福祉学会機関誌編集
委員会事務局宛てに送付する。
７．投稿論文掲載の可否は、一般社団法人日本社会福祉学会「社会福祉学」における「投稿受領から
掲載までのフローチャート」に準じる審査の上、編集委員会が決定する。
８．投稿された原稿は２年間保存のうえ、廃棄する。
９．投稿論文の審査結果に不満がある場合には、文書にて編集委員会に申し立てることができる。ま
た、編集委員会の対応に不服がある場合には、北海道社会福祉学会理事会に不服を申し立てること
ができる。
10．研究動向欄は、社会福祉に関連する研究動向のレビュー・紹介にあて、掲載については編集委員
会が依頼を行う。
11．書評欄は、国内外の社会福祉研究に関する批評にあて、その依頼は編集委員会が行う。
12．なお採用された投稿論文は電子化のうえ北海道社会福祉学会 HP へ WEB 登録される。また、J-STAGE
での閲覧が可能となる。その著作権は一般社団法人日本社会福祉学会に帰属する。
13．本規程の改廃は、編集委員会で検討し、理事会の承認を経て行う。
（附則）
１．本規程は、2009 年 02 月 28 日より施行する。
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２．本規程は、2013 年 04 月 01 日より施行する。
３．本規程は、2017 年 04 月 01 日より施行する。
４．本規程は、2020 年 12 月 10 日より施行する。
機関誌「北海道社会福祉研究」執筆要領
１．共同研究者も含め、投稿者は北海道社会福祉学会会員であること、または、学会への会員登録を
申請中であること。ただし、機関誌への掲載は、学会入会承認後であることとする。
２．本誌には、論文、研究ノート、調査報告、実践報告、資料解題、研究動向、書評などの欄を設け
るが、原則として研究動向及び書評以外は本会会員による自由投稿とする。
３．投稿する原稿は、未発表のものに限る。もし同じデータ、事例、資料等に基づいて投稿者が執筆
した別の論文、報告書等（共同執筆を含む）があれば、投稿時に添付すること。また、投稿原稿
は、1 回ごとに独立・完結したものとして扱い査読を行うので、表題に「上、下」「１報、２報」
「Ⅰ、Ⅱ」等をつけない。
４．投稿原稿は、図表・注・引用文献を含めて２万字（400 字詰原稿用紙換算で 50 枚）以内とし、
図表は１点につき 600 字換算とし、図表込みで２万字以内を厳守すること。ただし１頁全体を使
用する図表については 1600 字換算とする。
５．投稿の締切りは、３月、７月、１１月末とし、末日消印有効とする。
６．投稿論文掲載の可 否は、編集委員会による審査の上、投稿者に結果が通知される。
７．投稿する原稿の執筆にあたって
・原則としてワープロまたはパソコンで作成し、縦置Ａ４版用紙に横書きで、1600 字（40 字×40
行）で印 字した原稿２部と CD-R を提出する。
・投稿に際しては、印字した原稿に２枚の表紙をつけ、本文にはタイトル（英文タイトル併記）
のみを記載し、所属、氏名、会員番号を記載しないこと。
・表紙の１枚目には、①タイトル、②原稿の種類、③所属、氏名（連名の場合は全員）、④連絡
先を記入する。なお、掲載時には読者からの問い合わせを可能にするために、原則として連絡
先（住所または電子メールアドレス）も掲載するが、希望しない場合はその旨明記すること。
また、原稿の種類は①論文、②調査報告、③実践報告、④資料解題、⑤書評から選択する。
・表紙の２枚目には、和文抄録（400 字以内）とキーワード（５語以内）を記載する（無記名）
・掲載決定通知後の最終原稿は次のとおり作成する。
① 本文・注・引用文献は、ワードかテキスト形式で保存したファイル（添付ファイル送付可）お
よび縦置 きＡ４版用紙に編集委員会の指定による様式（40 行×23 字の２段組み）、タイトル
はゴシック 16 ポイント、著者名は 12 ポイント、本文は 10.5 ポイント明朝で印字した原稿を１
部提出する。
②図表は、本文とは別に１葉ごとにＡ４版にコピーして提出する。図表の挿入箇所は、本文に明
記する。なお、特別な作図などが必要な場合には、自己負担を求めることがある。
８．原稿および記録媒体等は、北海道社会福祉学会編集委員会事務局に送付する。
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９．文章の形式は、口語体、常用漢字を用いた新かなづかいを原則とする。注や文献引用の記述形式
は、「日本社会福祉学会機関誌『社会福祉学』投稿規定〔引用法〕」によるものとする。
10．投稿原稿に利用したデータや事例について、研究倫理上必要な手続きを経ていることを本文また
は注に明記すること。
11．投稿論文の査読は、著者名等を匿名にて行っているため、文献等の標記の際には、本人の著であ
っても「著者」「拙稿」とはせず、筆者名による表記とする。また、査読に対する回答の必要が
ある場合は編集委員会宛てにこれを行う。
12．国内外の研究動向欄は、社会福祉に関連する研究動向のレビュー・紹介にあて、掲載については
編集委員会が依頼を行う。
13．書評欄は、国内外の社会福祉研究に関する批評にあて、その依頼は編集委員会が行う。

（附則）
１．本要領は、2017 年 4 月 1 日より施行する。
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