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　社会福祉とは、身体的・精神的・社会的に困難をもつ人に対して、その不利益をカバー
し、人間らしい最低限の生活を保障する目的を持って行われる社会福祉実践であり、社会
福祉制度である。
■社会福祉という言葉
　 現代における私たちの生活にとって、社会福祉はなくてはならない「必需」となって

いる。出産をしても働き続けるようにするには児童福祉施設である保育所が存在し、失業

やリストラによって生活の糧を失えば、社会保障制度である失業給付や生活保護によって

経済的保障を受ける場合もある。高齢社会において老齢期の介護問題は、誰にでも起こり

うる問題であるが、在宅での介護サービスをうけたりあるいは介護施設に入居することも

あるであろう。イギリスのチャーチルが、社会保障制度の充実した福祉国家を、「ゆりか

ごから墓場まで」と表現したが、まさに今日、私たちの生活にとって社会保障・社会福祉

は生まれてから死ぬまで一生関わる、なくてはならない存在であるといえる。

　ここでは、社会福祉という言葉の意味について考えながら、現代社会における社会福祉

の役割について考えていきたい。

　社会福祉について説明する場合、主に二つの考え方

に基づいてされる場合が一般的である。すなわち、一

つは、「目的概念」として社会福祉である。これは、

社会福祉を「幸せな状態をつくること」だとか、「人

間らしい生活」という漠然とした意味で用いる目標や

理念として表す場合である。例えば「社会福祉」とい

う言葉は、英訳すると “Social Welfare” となる。この

“Welfare” は、元々の語源は、“well” と “fare” とい

う言葉に分かれると言われており、「良い状態を保つ」

だとか、「良い生活状態にむける」などの意味である

とされている。つまり、人々の生活が人間らしい「良

い」状態を保ち続けることという意味であろう。もう

一つは、「実体概念」としての社会福祉である。こち

らは、何らかの問題を解決するための方策や技術を指

し、例えば障害者の人への様々な福祉サービスやお年

寄りのための介護施設やその中で行われる援助という

ことになる。現在社会福祉には、様々な法律や制度が

あり、また福祉施設や在宅での福祉サービスなどに携

わる福祉従事者もたくさん存在している。

社会福祉とは何か1
☆日本の社会福祉研究における「社会福祉」のとらえ方と、国際的な「社会福祉」
のとらえ方のポイントを押さえておく。
☆社会と社会福祉の関係などにも目を向けること。
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出典：一番ヶ瀬康子著『新・社会福祉とは何か』
ミネルヴァ書房、1990年より作成。
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■わが国における社会福祉研究
　わが国の社会福祉は、歴史的にひもとけば聖徳太子の時代までさかのぼるが、社会福祉

が実体としても、また理念としてもまとまったのは 1900 年代、つまり２０世紀に入って

からであろう。この頃から、社会福祉の概念も飛躍的に発展していったと言える。ここで

は、わが国の社会福祉に大きな影響をもたらした人物の考え方を見ながら、社会福祉の意

味について考えていく。

・孝橋正一

　社会事業とは、資本主義制度の構造的必然の所産である社会的問題にむけられた合目的・

補充的な公・私の社会的方策施設の総称であって、その本質の現象的表現は、労働者＝国

民大衆における社会的必要の欠乏（社会的障害）状態に対応する精神的・物質的な救済、

保護および福祉の増進を、一定の社会的手段を通じて、組織的に行うところに存する。

・竹内愛二

　個別・集団・組織社会事業とは、個人・集団・地域社会が有する社会（関係）的要素を、

その他の種々なる要求との関連において、自ら発見し、かつ充足するために、能力、方法、

社会的施設等あらゆる資源を自ら開発せんとするのを、専門職業者としての個別・集団・

組織社会事業者が、その属する施設・団体の職員として、側面から援助する、社会福祉事

業の一専門領域を成す過程をいう。

・岡村重夫

　社会福祉は人間の社会生活上の基本的要求が全体として調和的に充足せられることを前

提条件として、個人が社会的役割を果たすうえでの援助、すなわち個人のもつすべての社

会関係の主体的側面の欠陥の調整をおこなう個別的援助の方策を直接的に個人になすとと

もに、個人の集団や地域社会に対しても、彼等が集団作用を通じて個人の発達をはかった

り、個人の社会的役割を容易にするような機関・施設・サービスをつくりだす活動を効果

的に援助する技術である。

・一番ヶ瀬康子

　社会福祉とは現在資本主義の下において、国民の生活問題（現代的貧困）に対する生活

権保障の制度・政策として個々の生活者あるいは家族、地域社会の生活要求に対して貨幣・

現物・サービス機能の分配を即時的に実施あるいは促進する人権保障の社会的実践であっ

て、関連諸政策を代替または補完する機能をもつものであり、社会福祉政策発展の契機は

国民の社会福祉要求運動にある。

　孝橋正一の社会福祉（孝橋自身は「社会福祉」という用語を用いずあえて「社会事業」

と呼んでいる）の理解は、社会政策研究における大河内一男の生産力説の批判的継承から

きている。

　大河内の場合、社会政策を「労働力の保全」のための「総資本」による「生産政策」で
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あって、「資本制経済の順当な再生産の一条件」として欠かすことのできない存在として

位置づけた上で、社会事業（社会福祉）の対象を「生産要素」たりえない「経済秩序外的

存在」に求めた。すなわち労働者などへの社会政策は、資本主義を成り立たせていくため

に資本家あるいはその代表である国家がすすんで行う政策であるが、社会事業（社会福祉）

はそうした経済活動の外に置かれた存在であるために、社会政策を周辺から補充する役割

を果たすとした。

　孝橋はこうした大河内の「生産力説」を批判した上で、社会事業（社会福祉）も社会政

策を補充・代替することによって資本主義制度の維持・存続にとって不可欠なものとなる

ととらえた。すなわち、社会政策には一定の限界性をもち、それが「十分に」機能しえた

としても「社会的諸問題」のすべてに対応することはできない。そのため社会政策が対応

するのは「社会的諸問題」のうちの「基礎的・本質的課題」である「社会問題」のみであ

り、それを超えた部分である「社会的問題」に対しては社会事業が「補充的・代替的」に

対応せざるをえない、とした。そして社会事業（社会福祉）は、「資本主義制度の恒久持

続性の前提と目的をもって、その構造的合目的性の要請を実現しようとする社会的保護の

一形態である」として、社会事業の「合目的性」を説いた。こうした孝橋の社会事業（社

会福祉）の「合目的性」や「補充・代替性」の議論は、後に社会福祉研究における「政策

論」と呼ばれた。

　一方、竹内の社会福祉理解は、社会事業（社会福祉）を専門職業者である「専門社会事

業者がその属する施設・団体の職員として側面から援助する過程」としてとらえるところ

に特徴がある。竹内の場合、アメリカで発展したソーシャルワークの概念をわが国に紹介

し、定着させよう試みたという役割をもっており、社会事業（社会福祉）の独自性と主体

性を、「人間関係の問題」を独自の取り扱う対象としてもっているところにあるとした。

そのため、社会事業（社会福祉）も、もっぱらケースワークをはじめとする専門社会事業

を人間関係技法として理解している。こうして竹内の社会福祉理論は、後に「技術論」と

呼ばれるようになる。

　また岡村の社会福祉理解は、孝橋らのような社会経済体制の理解とは無関係に、人間が

生活する上で必然的に生じるものとして福祉問題を把握するところに特徴がある。岡村に

よれば、人間は社会生活を営むうえで、経済的安定、職業的安定、家族的安定、保健・医

療の保障、教育の保障、社会参加・社会的協同の機会、文化・娯楽の機会、という７つの

基本的要求をもっており、それを保障する社会制度との間に社会関係を取り結びながら生

活をしている、とする。そして、こうした基本的要求が充足されない状態を調整するのが

社会福祉であるとした。岡村の場合、「社会関係の客体的側面だけに着目する一般的な政

策だけでは不充分であって、社会関係の主体的側面を問題とする個別化援助の方策がなく

てならない。それはすべての個人が社会制度から要求される役割期待への適応過程を援助

する方策であって、同じく社会生活上の基本的要求の充足に関わるものであるが、一般的

『政策』と立場を異にするものである。これが社会福祉固有の視点である」として、「社会

関係の主体的側面を問題とする個別化的援助の方策」を自らの視点として求めた。そのた

め岡村の議論の特徴を、社会福祉の「固有性」として理解するのが一般的である。こうし

て岡村の社会福祉研究は、後に「固有論」と呼ばれた。

　ところで、一番ヶ瀬の社会福祉理解は、孝橋の「政策論」を批判するところから出発し

ている。孝橋の社会事業（社会福祉）理論は、これまでのもっぱら人間関係の調整に力点

の置かれたわが国の社会福祉理解に対し、「社会科学的な視点」に基づき社会福祉を解明

しようとした点で積極的な役割を果たしたが、一方で社会事業（社会福祉）の本質規定の「科

学性」を追求すればするほど、現実との乖離をもつ矛盾と一面性をもっていた。これに対
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し、一番ヶ瀬康子や真田是、あるいは高島進らによって、こうした「政策論」の一面性へ

の批判が行われた。これらの論者によれば、社会福祉は資本主義体制の所産であることは

確かであるが、その発展は単に資本の体制維持のための側面だけではなく、国民の社会福

祉要求を解決・改善しようとする民主主義の力量が側面の両者の視点が必要であるとした。

そのため、一番ヶ瀬ら３人の社会福祉理論は、後に「新政策論」（「運動論」）と呼ばれた。

　また近年では、こうした「政策論」、「技術論」、「新政策論」などの社会福祉研究とは別に、

社会福祉の「経営論」あるいは「管理・運営論」などの研究が盛んである。代表的な論者には、

三浦文夫や京極高宣などがいる。例えば三浦は、「ニーズ論」と呼ばれるイギリスのソーシャ

ル・ポリシーの議論を参考にした理論展開を行っている。具体的には、「福祉ニーズ」とは、

「貨幣的ニーズ」と「非貨幣的ニーズ」に分けられ、戦後の国民生活の豊かさを反映して、

ニーズも「貨幣的ニーズ」から次第に「非貨幣的ニーズ」へと比重を移していくようにな

るというものである。そして、社会福祉の本質規定に時間をさくのではなく、こうした「福

祉ニーズ」に対していかに的確に対応していくかの「経営論」や「管理・運営論」の必要

性を説いた。こうした議論は、政策を所与のものとしてとらえる「政策科学的」手法であ

るとして、度々批判の的にされている。

■国際的な社会福祉の考え方
　社会福祉はわが国固有のものではなく、他の諸国でもそれぞれの発展段階はあるものの、

国民の生活問題、福祉問題を解決・改善するための諸サービスとして同じように発展して

きている。社会福祉は、前述のように “Social Welfare” と言われている。他にも類似した

用語として、社会福祉を対人社会サービスを “Socal Services” と言う場合もある。

　国際的な社会福祉の考え方は、歴史的な経緯もふまえ少しずつ発展しているが、ここで

は代表的なものをいくつかあげておく。

・国連の定義

　「社会福祉は、人々が個人として、また家族やその他の社会集団の一員として、あるい

は全体社会との関連において、その社会人としての機能（social functioning）を改善する

ような活動にかかわるものである。保健や教育のような社会福祉以外の部門も、人びと

の社会人としての機能の改善向上に貢献するものであるが、しかし社会福祉は次の点に

おいてそれらとは異なる。すなわち社会福祉は、人間の行動問題の解決、生活要求の充

足、そして個人と制度との関係問題の処理において採用するところの全体的、総合的接近

（holistic and integrated approach）という点において、他の関連分野と区別される。」（第

５回国際社会福祉教育調査報告書、1971 年）

・国際ソーシャルワーカー連盟による定義

　「ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、社

会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を

促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、

人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャ

ルワークの拠り所とする基盤である。」（モントリオールにおける国際ソーシャルワーカー

連盟総会、2000 年７月 27日）
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社会保障と社会福祉

１．社会保障と社会福祉の概念
　社会福祉とよく似た言葉に、「社会保障」という言葉がある。同じようにも思えるこの「社

会保障」と「社会福祉」は、実はそれぞれ概念が様々あり、重複していたり、捉え方が違っ

たりする。

 社会保障と社会福祉には、それぞれ時代的な背景や制度・政策の発展などに応じて、意
味や定義も変化している。社会保障にも社会福祉にも広狭両方の定義が存在し、それぞれ
異なって概念や範疇が存在する。

◎社会保障
 「社会保障」という名称が歴史的に最初に使われたのは、1935 年アメリカの「社会保障
法」であるといわれている。しかしアメリカの社会保障法は、今日の社会保障の考え方か
らすれば不十分な点が多かった。本格的に社会保障という言葉が名実ともに発展するのは、
1942 年にイギリスで時のベヴァリッジ卿を委員長とした委員会によって出された「社会
保険および関連サービス」( いわゆる「ベヴァリッジ報告」) が出された頃からであろう。
この「ベヴァリッジ報告」は、社会保障を次のように定義した。
　ここでいう「社会保障」とは、失業、疾病もしくは災害によって収入が中断された場合
にこれに代わるための、また老齢による退職や本人以外の者の死亡による不要の喪失に備
えるための、さらにまた出生、死亡および結婚などに関連する特別の支出をまかなうため
の、所得の保障を意味する。
 この「ベヴァリッジ報告」は、その後の世界の社会保障制度に大きな影響をもたらした。
ベヴァリッジ報告では、こうした国民生活における社会的事故を予防し、救済するために、
3つの方法を用いた。すなわち、①基本的なニードに対する社会保険、②特別なケースに
対する国民扶助 ( 公的扶助 )、③基本的な措置に付加するものとしての任意保険、である。

( １ )「狭義の社会保障」と「広義の社会保障」
 　「狭義の社会保障」とは、社会保障を「所得保障」として理解するものである。社会保
障の目的を、国民生活の経済的保障としてとらえ、医療・保健・福祉などは経済的保障の
補完的役割を果たすものとして理解する考え方である。
　一方、広義の社会保障とは、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生から構成される
包括的概念とする考え方である。社会保険は、国民に対する強制的な拠出制に基づく保険
制度を用い、生活困窮の原因となる「社会的事故」が起こった場合に、約束された拠出に

☆社会保障と社会福祉の共通性や違いについて把握しておく。
☆関係性の図は、よく見ておくこと。

2
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みあう給付を支給する制度である。わが国の場合、具体的な制度にあたるものとしては、
年金保険制度、医療保険制度、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度 ( 労災 )、介護保
険制度の 5つがこれにあたる。一方公的扶助は、生活困窮状態にある者に対し、国・地
方公共団体が対象者の資力や資産、扶養の有無などを調査 ( ミーンズテスト ) し、利用者
の負担なしに一般財源から支出される経済給付を行う制度である。日本では基本的に生活
保護制度がこれにあたる。公衆衛生 (public health) は、人々の健康を保持・増進・回復
するための組織的対応であり、それを可能とする諸制度ということができる。公衆衛生は
歴史的にはコレラや黒死病・梅毒などの疫病の流行を防止することに始まり、当初は個人
の健康保護よりも社会防衛的な側面が強かった。その後世界保健機構 (WHO) 憲章が、「到
達可能な最高水準の健康を享受することは、人種、宗教、政治的信条、経済的・社会的条
件にかかわらず、すべての人間の基本的人権の一つ」であるとしたように、「人権として
の健康」理念へと発展していった。わが国では公衆衛生という場合、地域保健法や老人保
健法、感染症法などが存在し、公衆衛生行政としても、一般衛生行政、労働衛生行政、環
境保全行政、学校保健行政などの 4つの活動領域に分かれている。特に公衆衛生行政で
大きな役割を果たしているのが保健所といえる。
　社会保障制度はこのように、何らかの社会的諸事情により、健康で文化的な最低限度の
生活が営めなくなることを予防するため、あるいは既にその状態に落ち込んだ場合に、最
低生活保障として金銭給付やサービス給付を行うことにより、国民の生存権を保障するた
めの制度といえる。さらに厳密に述べるならば、「社会保障は、国が中心となって、生活
保障を必要とする人に対して、一定の所得ないしサービス ( 医療および社会福祉サービス )
を公的に提供することで、これらの生活上の困難・危険を回避し、軽減するために準備さ
れた制度」( 西村健一郎『社会保障法』有斐閣、2003 年 ) ということができる。
　社会保障制度は、歴史的にも所得保障から医療や社会福祉サービスをも含む総合的なも
のへと発展してきているが、近年ではさらに教育、雇用、住宅、都市計画などを含めたさ
らに広い概念へと社会保障 ( イギリスにおける社会サービスのとらえ方がこれにあたる )
をとらえる場合もある。

( ２)「狭義の社会福祉」と「広義の社会福祉」
　社会福祉にも広狭それぞれの概念が存在する。「狭義の社会福祉」という場合、児童・
障害者・女性・老人・生活困窮者などを対象にした社会福祉制度・社会福祉事業を指す。
わが国の場合、社会保障制度審議会による「50年勧告」による定義を基本とし、1960 年
代に制度体系がおおむね整備された「福祉 6法体制」がこれにあたると考えて差し支え
ない。この場合の「6法」とは、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、母子及び
寡婦福祉法、老人福祉法、知的障害者福祉法である。ただし障害分類からみれば、精神障
害の分野がこの 6法の中には入っておらず、精神保健福祉法を含めた「福祉 7法」とい
うのが今日では妥当といえる。
　他方、「広義の社会福祉」という場合には、「広義の社会保障」よりもさらに広く、教育
や住宅などの「公共一般施策」や雇用政策、最適賃金制、労働時間制などの「社会政策」
も含む広い概念と考えられている。この「広義の社会福祉」は、先に述べたイギリスの社
会サービスなどの考え方に近い。こうした「広義の社会福祉」は、「社会の幸せをめざす」
制度・政策としての「目的概念としての社会福祉」ということができ、今日では一般的に
「福祉」(well-being) という言葉のみで表すこともある。
　本テキストでは、社会保障を「広義の社会保障」、社会福祉を「狭義の社会福祉」とし
て把握しておく。
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日本国憲法第２５条は、わが国の社会福祉の基本的な根拠を示す条文であるが、以下の

ように言っている。

・日本国憲法第 25条（生存権保障）

第一項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならない。」

　ここでは、社会福祉と社会保障は並列の扱いになっている。一方、戦後社会保障や社

会福祉の基本的考え方をわが国においてしめした社会保障制度審議会の勧告によれば、

社会保障は以下のように考えられていた。

・社会保障制度審議会勧告（「５０年勧告」）による

　社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の

原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済的保障の途を講じ、生活困窮に

陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生

及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活

を営むことができるようにすることをいうのである。

（中略）

社会保障制度は、社会保険、国家扶助、公衆衛生及び社会福祉の各行政が、相互の関連

を保ちつつ総合的一元的に運営されてこそはじめてその究極の目的を達成することがで

きるであろう。

（中略）

　ここに、社会福祉とは、国家扶助の適用をうけている者、身体障害者、児童、その他

援護育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生補導、

その他の援護育成を行うことをいうのである。

（社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」1950 年）

　このように社会保障制度審議会では、社会保障を社会保険、国家扶助、公衆衛生、社

会福祉の４部門に分けてとらえ、社会保障を社会福祉の上位概念としている。

　こうした点をふまえ、社会保障と社会福祉の関係性について図示しておく。
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■生存権保障
　わが国の生存権保障の最も基本的な拠り所といえば、日本国憲法第２５条であろう。

　1947 年５月３日に施行された日本国憲法は、第２５条第１項で、以下のように述べて

いる。

　すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

　これは、単に生きるか死ぬかのギリギリの生存が保障されていればよいというような、

文字通り「最低限度」の生活という意味ではなく、人が人たるに値する生活、すなわち「健

康で文化的な」人間らしい生活を営む権利を持っているという意味である。そのために同

条第２項で、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなければならない」と規定しているように、国はすべての国民が人間ら

しい生活を送るための社会制度の整備・向上に努めなければならないと明記している。

　こうした生存権保障の思想は、第２次世界大戦による戦争の惨禍への深い反省のうえに

たった世界的な平和と民主主義の一翼を担うことを決意した考え方が根底にある。1948

年 12 月 10 日の第３回国際連合総会において採択された「世界人権宣言」でも社会保障

の権利を明確に位置づけている。

第 22条　すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的
努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳
と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的
権利を実現する権利を有する。

第 25条　すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健
康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配
偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利
を有する。

　　２  　母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出
であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

社会福祉の理念と思想3
☆　生存権保障としての、日本国憲法第２５条の条文は必ず覚えておくこと。
☆　ノーマライゼーションは特に大事なので、欠かさず理解しておく。
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　国際的な潮流においても、すべての人が人間らしい生活を営む権利を基本的人権とし

て生まれながらにして平等にもち、かつ、国がその保障を行うことをかかげている。日

本は世界人権宣言の具体化として、法的拘束力を持つ国際規約である「国際人権規約」を

1966 年からしばらく批准してこなかったが、1979 年にＡ規約（社会的・経済的・文化

的な権利に関する規約）とＢ規約（市民的・政治的な権利に関する規約）の両規約を、い

くつかの留保条件を残して批准した。

■人権保障の思想の具体化
　こうした国連による人権保障の国際的取り組みは、単なる理念や宣言にとどまらず、国

際規約の制定へと進むが、同時に個別具体的な領域への具体的な人権保障の追求もされて

いった。

　例えば、1959 年の国連総会では、「児童権利宣言」（子どもの権利宣言）を採択し、二

つの大きな大戦による戦争が、子どもたちに大きな犠牲をもたらした反省にたち、子ども

たちが「幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言にかかげる権利と

自由を享有することができるよう」に、両親や大人、政府や社会が「守るよう努力する」

ことを求めている。その 20周年にあたる 1979 年には「国際児童年」とし、国連人権委

員会のもとで条約策定が準備された。

　その 10年後の 1989 年、国連総会において「子どもの権利条約」（日本の批准名は「児

童の権利に関する条約」）が採択された。

　この「子どもの権利条約」は、それまでの国際条約や宣言が、子ども（児童）を「特別

な保護及び世話を必要とする」（「児童の権利に関する宣言」）＜客体的な存在＞から、「固

有の人格主体、権利主体としての子ども（児童）という＜主体的な存在＞への子ども感の

転換がはかられた。例えば、子どもは大人と同じように「意見を表明する権利」（第 12条）

や「表現の自由」（第 13条）、「思想、良心及び宗教の自由」（第 14条）や「結社及び集

会の自由」（第 15条）などをもつ権利主体として位置づけられている。

　日本は 1994 年５月にこの条約を批准した。

　その他、障害者分野では、1975 年の「障害者の権利宣言」による障害者に対する差別

や不平等の是正、そして 1981 年の「国際障害者年」が「完全参加と平等」をスローガン

にし、その後 1983 年から 1992 年までの 10 年間を「国連・障害者の 10 年」とし、国

際的な障害者の権利保障の取り組みが世界的に行われていった。また、高齢者分野では

1948 年の「高齢者の権利宣言」に始まり、1982 年の「高齢者に関する世界会議」による「高

齢化に関する世界行動計画」が策定され、1991 年の「高齢者のための国連原則」の採択、

そして 1999 年の「国際高齢者年」の決定へとつながっていく。

　こうした国際的な人権保障の取り組みは、わが国にも大きな影響をもたらし、例えば

1981 年の「国際障害者年」の決定とその後の国際的取り組みは、日本におけるノーマラ

イゼーションの普及に大きく貢献した。

■利用者の自己決定

（１）自己決定の意義

　「自分の体のケアを他人に依存することは個人の自治権を大幅に放棄すること」という

ことまで言われる。これは、従来の援助者中心から利用者自身の選択権や自己決定権を中

心に据えるべきであることにつながる。

　自己決定は、すべての人間は持つ基本的人権である。
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（２）自己決定を支える専門職の役割

　しかしここで問題になるのが、介護者と利用者の意識のギャップである。糖尿病の人が

お酒や甘いものをがぶがぶ飲み食いすれば、健康上好ましくないことは明らかである。

　知的障害児施設の重度化・高年齢化が指摘されているが、地域や施設が十分でないと成

人を越えても児童福祉施設にいることはある。こうした成人期を迎えた知的障害を持った

人たちは、暴飲・暴食の「問題行動」がある場合、肥満や生活習慣病が心配されることが

ある。そういう場合、例えばおかわりを制限したりしていることがある。しかし、本当の

意味での自己決定権とは、こうした周りからみて「望ましくない」と思われるものでも個

人の選択として認めようとするものである。障害者運動のひとつであるＩＬ（自立生活）

運動の中では、「リスクを起こす行為」「失敗に挑む行為」も認めている。失敗のリスクを

恐れていては、本当に自分自身が主体的に生きると言うことにはならない。失敗も自立へ

の道として認めようと言うことである。

では専門職である社会福祉の援助者の役割は何か。それはその人の生き方を尊重して、

自己決定を支えることである。他者からみれば失敗や間違ったことと思えても、その人自

身には大きな意味を持っている場合もある。よって、そのとき専門職の役割は、自己決定

がしっかりと行えるように情報をきちんと提示すること、また福祉サービスの利用者が見

通しを持って生活できるように促すことではないだろうか。自立するのはあくまでも利用

者・対象者で、援助者はそれを側面的に支えるにすぎない。

医療の分野では、インフォームドコンセントということが議論されている。十分な説

明による患者合意の治療という意味である。医療のような専門性が高く、ちょっとした病

気もその原因や解決の手だてというのはなかなかわかりにくいのが現状である。こうした

場合、援助者と利用者の間に「情報の非対称性」が存在する。従来の医療の場合、医師の「価

値観」などが存在するなどして、患者の「思い」や心情は、軽視されがちであった。しか

し例えば、終末期をむかえるガン患者への延命治療が批判されるのも、こうしたことを背

景としている。このことから導き出されるのは、自分の病気（受ける福祉サービス）は専

門的な医師（援助者）からわかりやすく説明を受けた上で、その治療（援助）方法にも個

人の選択を認めようと言うことである。治療（援助）行為に患者（利用者）が参加してい

く。あくまでも主人公は、利用者自身なのである。

　「自己決定権」を尊重すると言うことは、利用者と援助者が問題の解決を協働の営みに

よって解決していく、ということであろう。

■ノーマライゼーション理念の普及
　ノーマライゼーションは、障害者分野で普及した思想であり、その後社会福祉の各分野

に広まっていった国際的な社会福祉の理念である。

　ノーマライゼーション（あるいはノーマリゼーション）とは、たとえ障害を持っていて

も可能な限り「ノーマル」（正常）に近い社会生活を送ることができるようにすることを

意味する。

　ノーマライゼーションはもともと北欧諸国における知的障害者の施設改善運動に端を発

している。1940 年代の知的障害者に対する福祉は、「隔離・収容型施設」へ追いやられ

るというのが一般であった。ノーマライゼーションは、1953 年に知的障害者の親の会の

依頼でバンク－ミケルセンが社会大臣宛に作成した要望書のタイトル「ノーマリセーリン

グ」が語源であると言われている。
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　それはかつてこの国を支配していたナチスのユダヤ人に対する「隔離・収容・絶滅」と

知的障害者の「隔離・収容・断種」政策との思想的共通性があることをミケルセンは指摘

し、これに対する批判・抵抗概念として「ノーマリセーリング」（デンマーク語）が使用さ

れるようになった。

　その後、ノーマライゼーション理念は北欧からヨーロッパ諸国、北米などにひろがり、

世界的規模で障害者政策と運動に大きな影響を与えた。国連でも「精神遅滞者の権利宣言」

（1971 年）、「障害者の権利宣言」（1975 年）、「国際障害者年行動計画」（1980 年）、「障

害者に関する世界行動計画」などにおいて、基本的理念の一つに位置づけられるようになっ

ていった。

　ミケルセンによれば、ノーマライゼーションとは「精神遅滞者（今日では知的障害者

と呼ぶ－引用者）にできるだけノーマルに近い生活を提供すること」（1969 年）である。

またスウェーデンのニーリエによれば、「精神遅滞者の日常生活の様式や条件をできるだ

け社会の主流となっている規範や形態に近づけるようにすること」であり、「１日、１週間、

１年間のノーマルなリズム」を具体的な目標として提示している（1969 年）。

　ニーリエは、ノーマライゼーションの原則を、(1) 日常、週、年単位の正常な生活リズ

ムの確保、(2) 一生涯における正常な発達の保障、(3) 知的障害者の無言の願望や自己決定

の尊重、(4) 男女両性における世界で暮らすこと、(5) 正常な経済的水準の保障、(6) 家族

との共生を含む正常な住環境水準の保障、であるとした。

　このノーマライゼーション理念は、二つの側面がある。第一の側面は、障害者に通常

の、障害を持たない市民と同様の生活条件を提供し、人間としてふさわしい生活を営み得

るようにすべきであるという、実質的平等の実現を提起していること。第二の側面は、「障

害者など少数者をしめだす社会は、不毛で貧しい（弱くてもろい）社会である」（「国際障

害者年行動計画」）と表現されるように、人権主体の側から社会のあり方を問う点である。

すなわち個々人の能力のちがいを認め、それを受容する福祉社会づくりへの指向、という

ことである。

　その後ノーマライゼーションの思想原理は、それを母体としながら、実践的な方法論に

おいて、脱施設化（Deinstitutionalization）、統合化（Integration）、主流化（Mainstreaming）

などの理念に引き継がれていった。


