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岡

知史

伊藤冨士江教授は、2003 年 4 月、本学科にソーシャルワーク論および司法福祉論を専門と
する教員として着任されました。2008 年に 4 月からは教授として、また 2015 年 4 月から 2 年
間、そして 2018 年度からさらに 2 年間、合計 4 年間にわたって専攻主任として本学科の教育
と研究の推進のために多大な貢献をされました。
本学科の教育への伊藤先生の貢献として、特にここで例として紹介するとすれば、さまざ
まな社会福祉分野で活躍されている本学科の卒業生の寄稿を編者としてまとめ、2017 年 8 月
には「福祉が世界を変えてゆく：社会の課題に取り組む現場の声」という一冊の本として上
智大学出版から出版されたことです。この書は上智大学社会福祉学科の理念を展開する具体
的な実践活動を記したものであり、いまでは社会福祉学科新入生の必読書となっています。
本学科は、そのカリキュラムのなかで福祉政策運営管理系科目群と福祉臨床系科目群をお
いていますが、教員もまた福祉政策運営管理系、福祉臨床系に分けられます。伊藤先生は、
その福祉臨床系教員の中核としてリーダーシップを発揮されました。たとえば大学院の主要
科目の一つである福祉臨床研究法基礎演習（2018 年度より「福祉臨床研究法基礎」に名称変更）
のコーディネーターを長く勤められ、福祉臨床の研究をどのように進めていくのか明確なヴィ
ジョンを示し、大学院生だけではなく福祉臨床の研究に携わる教員も導いて下さいました。
福祉臨床系教員として、伊藤先生は、本学科の実習教育についても中核的な役割を果たさ
れました。毎年出されている実習報告書に載せる実習教員のコメントに、新しい形式を提案
されたのも伊藤先生でした。前任校からの長い実習指導経験をもとに多くの貴重な提言をさ
れ、それに従い本学科の実習教育はますます充実したものとなったと思い、感謝しています。
また伊藤先生は多くの学生から敬愛されていました。特に女子学生が男性の教員には相談
しにくい問題をかかえたときに、先生は、よく学生の言葉に耳を傾け、学科会議でも、その
女子学生の代弁をされていたように思います。卒業しても先生とつながりを持ちたいという
卒業生は多く、それは冒頭で紹介した書籍（「福祉が世界を変えてゆく」）の誕生につながっ
ていきました。

2 年前から社会福祉学科は大きな変動の時期を迎えています。2017 年度をもって藤井達也
教授が定年退職、2018 年度には大塚晃教授が特別契約教授として退職され、新しい専任教員
としては 2018 年度から笠原千絵准教授、2019 年度から新藤こずえ准教授が就任されました。
小さな学科で多くの業務を遂行していかなければならず、そのため伊藤先生には、ご自分の
退職記念特集号を研究紀要担当者として企画してもらうという非常に変則的なことをお願い
することになってしまい、たいへん申し訳なく思うとともに、学科のために献身的に働いて
くださったことを心から感謝したいと思っています。
なお末尾になりましたが、2019 年度 1 年限りの短期間ではありましたが、本学科で教鞭を
とられた吉武民樹特任教授にも感謝の言葉を捧げたいと思います。吉武先生には「ワークルー
ル論」
「消費生活論」
「若者たちにとっての社会保障」といった従来の社会福祉学科には無かっ
た科目を開講していただきました。特に「若者たちにとっての社会保障」では、大きな 10 号
館講堂が「若者たち」の熱気でいっぱいになったと聞いております。社会福祉学科の学生だ
けではなく、全学の学生にむけて今日的な難しい社会保障の問題をわかりやすく講義してく
ださったことは、学生たちにとって非常に貴重な学びにつながったと確信しています。
お二人の先生の今後のご活躍とご健勝をお祈りし、これからもご指導、ご鞭撻をお願い申
し上げる次第です。
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ソーシャルワーク研究・教育への（小）道
伊藤冨士江（社会福祉学科教授）
はじめに
上智大学に職を得てから 17 年が経った。幸いなことに自分では気力・体力ともまだまだ、
と思える 2020 年 3 月 31 日に定年退職を迎える。本号に寄稿の機会を与えていただき、何を
書こうか迷ったが、私が社会福祉の世界に入るようになってから今までの歩みをまとめるこ
とにした。
題名は表記のとおりで構成についても、恩師・小松源助先生のご著書に倣っている。小松
源助先生は戦後の社会福祉の礎を築き、ソーシャルワーク実践理論の研究を開拓され続けて
きた方である。小松先生の学恩については後述するが、先生は日本社会事業大学を定年退職
されるにあたって『ソーシャルワーク研究・教育への道

日社大退職記念随想録』を刊行さ

れた。その著書は活動の年代ごとに学術論文以外の記録（随筆、小論、講義録など）をまと
められたもので、読み返す度に小松先生のソーシャルワーク研究・教育への熱い思いに触れ
ることができる。
それに比べると、拙稿は個人史的側面が強く読者の方々の参考になるものがあるか心許な
いが、下記のような年代ごとに私がソーシャルワークに目覚めた経緯、研究者として打ち込
んできたこと、そして教育者として力を注いだことをまとめたいと思う。
（１）出発

1988 〜 1993 年（小松源助先生との出会い、アメリカ留学）

（２）発展

1993 〜 2003 年（聖カタリナ女子大学、新潟医療福祉大学時代）

（３）展開

2003 〜 2020 年（上智大学時代）

①ソーシャルワーク実践理論・モデルの展開
②司法福祉の広がり
③傾注した研究：犯罪被害者支援と Restorative Justice（修復的司法／正義）
④学生との学び
⑤社会活動
（４）統合

2020 年〜 （これから）

（1）出発

1988 ～ 1993 年（小松源助先生との出会い、アメリカ留学）

私のキャリアは警視庁の心理職から始まる。人事課に配属されおもに警察官の心理適正テ
ストの業務に携わったのち、警察庁科学警察研究所に異動となり心理技官として少年非行に
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関する研究に 5 年間従事した。少年非行に関わる仕事は大学生のころから希望していた分野
だったので、全国規模の調査研究ができる職場は充実していた。しかし、やがて調査の実施・
分析より非行に走った少年たちの支援の方に関心が移り、ケースワークに目覚める。
本格的にケースワークや社会福祉のことを学びたいという気持ちが強くなり、公務員とし
ての 10 年間の仕事に終止符を打つことにした。「公務員をよく辞めましたね」と言われたり
もしたが、30 代半ばの私にとって新たなチャレンジへの迷いはなく、どうせ学ぶならソーシャ
ルワーク発祥の地であるアメリカに留学しようと夢は広がった。
まず社会福祉の基礎を学ぶため、日本社会事業学校（専修科、現在は専門職大学院に改組）
に入学、そこで小松源助先生（1927 〜 2006 年）に出会った。小松先生はケースワーク論を担
当されており、背筋をすっと伸ばして立ったまま授業されていた。そのケースワーク論の内
容は、定義、発展経緯、過程、記録の取り方といった基礎的なことから多問題家族の事例検討、
アメリカのソーシャルワークの動向など、勉学の意欲をかきたてられる中身の濃いものだっ
た。当時の私は小松先生がソーシャルワークの大家だとは知らず、初歩的な質問をする生徒
の一人だったが、そこに私の将来を決める、大変幸せな出会いが潜んでいたことになる。
日本社会事業学校を卒業後、1989 年 9 月アメリカのウィスコンシン州立大学マジソン校の
ソーシャルワーク大学院（University of Wisconsin-Madison, School of Social Work）に留学した。
当時この大学院にはソーシャルワーク・インタビュー、コンサルテーション等で著名な Alfred
Kadushin 名誉教授、 Social Work Practice: Model and Method （システム論を導入した画期的な
本）を著した Allen Pincus 教授、グループワークの研究で有名な Sheldon D. Rose 教授などが
在籍しており、全米でも高いソーシャルワーク研究の水準を維持していた。Kadushin 教授は
ウイットに富み私の英語力に合わせて話をしてくださる方、Pincus 教授は学生たちを自宅に
招いて半日討議をするようなユニークな先生だった。
留学して間もなく小松先生が特別研修を利用して私の留学先まで訪ねてくださった。大学
院の国際交流担当教員が、小松先生のためにソーシャルワークの研究者や実務家、福祉の現
場などさまざま訪問先をアレンジしてくれ、私はその訪問にご一緒するという貴重な機会を
得た。先生はカメラご持参で自らシャッターを切り、訪問先ではにこやかに会話を交わされ
ていた。
そのときの訪問先の 1 つがファミリー・サービス（Family Service）という家庭福祉機関だっ
た。小松先生から「ファミリー・サービスはケースワークの発祥となった機関だから、ぜひ
ここで現場実習をさせてもらいなさい」と助言され、フィールドワークできるよう交渉した。
その後 1 年半にわたってファミリー・サービスへ実習生として通い、いわゆる多問題家族と
呼ばれる接近困難なケースに対する刷新的なソーシャルワーク・プロジェクトにかかわるこ
とができた。先生の一言で、アメリカでの勉学の方向性が定まったことになる。
そのプロジェクトの 1 つは、Encyclopedia of Social Work（現・電子版）でも紹介されている
Families and Schools Together（以下、FAST）である。1980 年代後半のアメリカでは児童虐待
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の問題はすでに深刻化し社会に蔓延しており、事後策からいかに早期に虐待の「芽」を発見
し家族全体を支援していくか、虐待予防に関心が移っていた時期だった。この FAST は子ど
もの問題を察知しやすい小学校を巻き込み、家族全員をエンパワーするためのプログラムで、
州政府からも多額の助成を得て効果検証がきちんと行われていた。私は実習生としてスタッ
フのソーシャルワーカーとともに小学校やさまざまな家庭を訪問し、プロジェクトの活動を
担った。アメリカ社会の構造的問題を垣間見る好機でもあった。こうしたプロジェクトに携
わるスタッフは、支援の視点が明晰でつねにクリエイティブ、ソーシャルワーカーの姿勢を
学ぶこともできた。
留学中は学生寮で 1 セメスターを過ごしたあと、Sophie Zermuhlen という女性の家に下宿し
た。キャンパス内ではなく Madison 西部の小さなコミュニティで生活できたことは忘れ難い想
い出である。Sophie 宅は花の絶えない庭がありいつもオープンな雰囲気で、子どもからお年寄
りまで多くの人たちの出入りがある家だった。Sophie からはたくさんのこと―

料理や家事、

ガーデニングはもちろん、どのように人に配慮すべきか、人生を楽しむかを教わった。Sophie
との出会いがなければ、私のアメリカでの生活はもっと単調なものになっていただろう。
私の短い、それも 30 代になってからの留学生活ではあったが、アメリカでの多くの出会い
は今も色褪せない、かけがえのない経験である。今の若い人たちは「内向き」
「慎重派」が多く、
なかなか日本から飛び出そうとしないと言われるが、一生のうち 1 度は自分から選んで海外
で生活してみることを強く勧めたい。
1992 年 5 月同大学院ソーシャルワーク修士課程を修了して帰国。ソーシャルワーカーとし
て働きたいと思っていたところ、日本社会事業学校で教えていただいた石井哲夫先生（1927
〜 2014 年）から、先生が関わっておられる障がい者福祉施設で働かないかと声をかけていた
だいた。石井先生は日本社会事業大学教授であるとともに、おもに自閉症のある障害児・者
のための福祉施設を理事として運営しておられた。「よい研究者になるには実践を経験しなけ
ればダメ」というのが持論で、私にソーシャルワーカーというポジションを与えてくださっ
たのは大変有難かった。半年余りの短い期間だったが、重度の自閉症や知的障害、発達障害
を抱える方々の家族を含めた支援を経験することができた。

（2）発展

1993 ～ 2003 年（聖カタリナ女子大学、新潟医療福祉大学時代）

この 10 年間は大学教員として新たな経験を積むとともに、ソーシャルワーク研究に乗り出
した時期である。
1993 年 4 月から愛媛県松山市にある聖カタリナ女子大学（現在、聖カタリナ大学）で教鞭
を執ることになった。聖カタリナ女子大学は聖ドミニコ宣教修道女会によって 1988 年に設立
された、中四国地方で初めて出来た社会福祉の大学である。社会福祉を学びたいという意欲
ある女子学生が集まっていた活気ある時期に私は赴任した。授業はケースワーク、家族福祉論、
社会福祉実習にかかわる科目を担当した。
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東京で生まれ育った私にとって、はじめての小さな地方都市での暮らしはとても新鮮だっ
た。海も空も美しく、気候は温暖で人々は穏やか―

別天地のようだった。瀬戸内海を見な

がらマイカー通勤したこと、残業して見上げた夜空の星の美しかったこと、5 月ミカンの花が
いっせいに咲き街全体が甘い香りに包まれたこと、大学からの帰路によく足を延ばした道後
温泉、そして何といってもドミニコ会のシスターたちの細やかな心配りに支えられ、伊予で
の 7 年間はどこを切っても心地よい香りに包まれている。
学生との関わりでは、私もまだ 30 代で学生たちと年齢が近かったせいか、一緒にいろんな
ことを企画した―

学園祭での国際協力の催し、日本社会福祉学会大会（岡山、京都、東京、

千葉など）に参加したゼミ合宿、私の小さなアパートで開いたホームパーティなど。学生と
教員との距離が近い、地方大学ならではの楽しい思い出だったといえる。
研究としては、1995 年に小松先生が「Task-centred Social Work」という英国で出版された本
を翻訳されるのをお手伝いしたことがきっかけで、ソーシャルワーク実践モデルに関心をも
つようになった。課題中心モデルはアメリカのソーシャルワーク研究者の William J. Reid（1928
〜 2003 年）が中心になって体系化した短期の実践モデルである。クライエントが明確にした
問題の解決に向けて、タスクという一連の具体的行動を通して取り組んでいく。ソーシャル
ワーク実践における実証性、実用性、倫理性のいずれの面にも適った明確な体系を有しており、
欧米では広く導入されていたが、日本では 1960 年代後半に紹介されたもののなかなか実践に
結びつかなかった。
こうしたソーシャルワーク実践モデルについてさらに研究を深めたいという思いから、博
士後期課程に進むことを決意し、1999 年東洋大学大学院の社会学研究科社会福祉専攻に入学
した。3 年間にわたって山手茂先生（1932 年〜

）、久保紘章先生（1939 〜 2004 年）らの指

導を受け、『ソーシャルワーク実践における課題中心モデルに関する研究―わが国における適
用をめざして―』と題する博士論文を仕上げた。
課題中心モデルは他の実践モデルと異なり、創設（発案）者が一人でありその源泉を
たどることが容易であった。研究を進めるなかで 1999 年にニューヨーク州立大学（State
University of New York at Albany）の Reid 教授を訪ね、直接教示を受けることができた。Reid
教授は実直な人柄という印象で、課題中心モデルの発展経緯や特質に関する質問に答えてい
ただいたばかりでなく、日本では入手できなかった文献をその場で提供してくださった。
幸いなことにこの学位論文は東洋大学井上円了記念研究助成（出版助成）を得て、
『ソーシャ
ルワーク実践と課題中心モデル―わが国における適用をめざして―』というタイトルで川島
書店から刊行することができた。この本には小松先生が心温まる序文を寄せてくださってい
る。同著刊行により 2003 年度日本社会福祉実践理論学会（現・日本ソーシャルワーク学会）・
学会奨励賞を受賞することができたが、今読み返すと課題中心モデルのメゾ・マクロレベル
での展開の分析などが不十分だったと思う。
2000 年から山手茂先生が関わっておられた新潟医療福祉大学の開校を手伝うことになり、
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2001 年 4 月新潟市内に設立された同大学社会福祉学部に赴任した。新設の大学とあって地元
や近隣県からの注目度は高く男子学生が多く集まっていた。中には学習意欲の高くない学生
も目立ち、いかに分かりやすくソーシャルワークに興味をもってもらえる授業にしていくか、
大いに工夫した時期でもあった。地方大学にはその地域の福祉の需要があり、学生たちの多
くは福祉の現場に職を得て巣立っている。今でも連絡をくれる学生がおり、現場で活躍して
いる様子を知るとうれしくなる。

（3）展開

2003 ～ 2020 年（上智大学時代）

2003 年、上智大学での就職が決まり東京に戻る。アメリカでカトリックの洗礼を受けてい
たので、カトリックの大学で働けることは導きであり大きな恵みでもあった。ただ、人口の
少ない地方での暮らしを満喫していた身にとっては、大混雑の大都会に再適応するのは苦労
した。上智での授業はソーシャルワーク論、司法福祉論、社会福祉実習にかかわる科目、大
学院科目を担当することになった。司法福祉論はそれまで長く担当されていた江幡玲子氏（非
常勤）が退任され、その後を引き継ぐ形だった。上智大学での 17 年間についてはつぎの 5 点
からまとめていきたい。
①ソーシャルワーク実践理論・モデルの展開
②司法福祉の広がり
③傾注した研究：犯罪被害者支援と Restorative Justice（修復的司法／正義）
④学生との学び
⑤社会活動
①ソーシャルワーク実践理論・モデルの展開
わが国のソーシャルワークはアメリカのソーシャルワーク理論や実践から多くを学んできた
経緯がある。小松源助先生や久保紘章先生はそうした理論や実践モデルを積極的に紹介されて
きた研究者の代表格といえる。とくに小松先生は Mary E. Richmond のケースワークから始まっ
て、機能派ケースワーク、危機介入、課題中心モデル、ライフモデル、エンパワメント、スト
レングズ視点など 2000 年代はじめまでの理論・実践モデルについて、そのほとんどをいち早
く体系的に紹介されるとともに、わが国での発展について論考されている。
久保先生は 1960 年代後半に Florence Hollis の心理社会的アプローチに関心をもたれ、Hollis
と直接交流をもつなどして詳細な論考をまとめられている。その後 Robert W. Roberts and
Robert H. Nee 編の『ソーシャル・ケースワークの理論 : 7 つのアプローチとその比較 』を翻訳
されている（原著は 1970 年、翻訳は 1986 年刊行）。同書は、Charlotte Towle（ Common Human
Needs

を著したことで知られる著名なソーシャルワーク理論家）の没後を記念したシンポジ

ウムにおいて選び出された 7 つのケースワーク・アプローチを比較検討したものである。久保
先生はこの本を手にしたときの興奮を述懐され、学生たちと丁寧に読み進めていったという。
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このシンポジウム自体がケースワーク理論の歴史の中で「ミルフォード会議に匹敵するも
の」といわれた集いで（久保

1986：185）
、各理論の代表的論者が参加している。選ばれた 7

つの理論・アプローチは、心理社会的アプローチ、機能派アプローチ、問題解決アプローチ、
行動修正とケースワーク、家族療法の理論、短期処遇としての危機介入、社会化とソーシャル・
ケースワークであった。1960 年代の終わりから 70 年代はじめ頃のアメリカで中心的位置を占
めていたケースワークの理論・実践が網羅されているといってよい。
後年、久保先生は編著者として『ソーシャルワークの実践モデル : 心理社会的アプローチ
からナラティブまで』（2005 年）を刊行されたが、1970 年代後半以降の動向として生態学的
アプローチ、ジェネラリスト・アプローチ、ケースマネジメント／ケアマネジメント、ソーシャ
ルサポート・ネットワーク、エンパワメント、ナラティブを取り上げている。
ソーシャルワーク（ケースワーク）の流れを概観すると、精神分析に依拠していたケースワー
クが機能派アプローチ、心理社会的アプローチと分かれ、問題解決アプローチによって統合
された後、危機介入、課題中心モデルといった短期の実践モデルが生まれてきた。以後は学
習理論に基づく行動療法や、生態学的視点の導入によって体系化されたライフモデル、ジェ
ネラリスト・アプローチなどさまざまなアプローチが台頭してきた。さらに近年ではエンパ
ワメントやストレングス視点が主流を占めるようになり、社会構成主義に基づくナラティブ
も注目されるようになって久しい。
近年のソーシャルワーク実践の特色として指摘できるのは、認知行動療法のようなエビデ
ンスに基づく実践の定着、専門家主導から当事者主体へのパラダイムシフト、当事者の力（ス
トレングス）を信じ引き出そうとする大きな流れである。
授業科目「ソーシャルワーク論Ⅳ」でソーシャルワーク実践モデルを教えてきたが、1 セメ
スター 14 回の授業の中で、問題解決アプローチ、心理社会的アプローチ、認知行動療法、危
機介入、課題中心アプローチ、ソリューション・フォーカスト・アプローチ、ストレングスモ
デル、エンパワメント・アプローチを取り上げている。いずれもソーシャルワーカーとして
働くうえで重要であり、適用しやすい実践アプローチだと考えているからである。
各実践理論の歴史的変遷を踏まえたうえで、実践アプローチの特色を説明し事例をもとに
検討し、実践に即した形で学習できるようにしている。学習目標としては①ソーシャルワー
ク実践モデルの体系、つながりについて理解する、②さまざまな実践アプローチの特徴と限界、
適用の仕方等を習得することを挙げている。社会福祉実習に出ている学生が実習内容と結び
つけられるような工夫もしている。
社会福祉士養成課程のカリキュラムの見直しをみると「社会福祉援助技術」は「相談援助」
として括られるようになり、たとえば傾聴、受容、要約といった相談面接におけるスキルの
習得が重視される傾向にある（2021 年度導入の新カリキュラムでは「ソーシャルワーク」は
復活する）が、援助専門職の基盤にはソーシャルワークが必須であることを強調したい。ソー
シャルワークの歴史的変遷を踏まえ、多様なニーズに応えるためダイナミックに発展してき
ていることを学ぶことによって「援助・支援」の本質をつかめると思う。
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②司法福祉の広がり
上智大学での教育の柱としてはもう 1 つ、司法福祉を挙げたい。前述したように司法福祉
論は前任者の定年退職に伴って、2003 年度より私が担当することになった。本学科では他大
学に先駆けて開講した経緯もあり、大事にしている特色ある科目の 1 つである。
科学警察研究所での勤務経験があるので司法福祉論の担当を、とのことだったが、少年非
行の研究をしていたのは 20 年近く前のこと。慌てて勉強し直すなかで、突き当たったのは犯
罪被害者の問題であった。加害者側の更生が中心だった時代は過ぎ、犯罪のもう一方の当事
者である被害者や遺族の支援が注目され始めていた。私は司法福祉論の授業の中でこの犯罪
被害者支援のことを盛り込んでいこうと決めた。
司法福祉は少年司法をはじめ、加害少年・加害者の矯正（施設内処遇）
、更生保護（社会内処遇）
などをカバーする幅広い分野で、「今日の社会問題を前にして国民の権利を実質的に実現する
ような、より高い次元での司法的実践＝司法福祉を求めるもの」（山口 1991）とされ、行政機
関や民間団体などで幅広く展開される実践でもある。
従来の司法福祉分野に、私なりに犯罪被害者の問題を含めるため、被害当事者の団体や民
間支援団体である被害者支援都民センターなどに出かけて勉強を積んだ。なかでも「全国犯
罪被害者の会（あすの会）」との出会いは大きかった。あすの会は被害者の権利獲得のために
全国的な運動を繰り広げ、刑事司法上の改革を実現させた代表的な被害当事者団体であるが
（2000 〜 2018 年まで活動）、毎月の関東集会に大学院生とともに参加させていただいた。岡村
勲代表幹事（当時）をはじめ被害者の方々の声を直接伺い、被害者としての権利が守られな
いばかりか支援体制も不十分であることに愕然とした。この出会いが今の私の被害者研究の
原動力の 1 つとなっている。
司法福祉論を学ぶためのテキストを作ろうという構想は着任当初からもっていたが、結実
したのは 2010 年、拙編著『司法福祉入門―非行・犯罪への対応と被害者支援』として上智大
学出版より刊行することができた。同書は培ってきたネットワークを活用して、司法福祉の
研究者、司法・法務行政に携わる中堅職員の方々、当事者の方、大学院生などの協力を得て
まとめたものである。少年司法を取り巻く情勢、加害者の処遇から被害者支援、修復的司法
まで取り上げた本がほとんどなかったこともあり、多くの読者を得て 2020 年 3 月には第 2 版
〈増補〉第 3 版を発行予定である。編者としてはとくに共著者（実務家）の方々から、自分の
実践を振り返る機会となった、少年／刑事司法の流れの中で自分の仕事を見通すことができ
たといったフィードバックをもらうことができ、編者冥利に尽きると感じている。
現在、司法と福祉のシステムの連携が求められる分野は確実に広がっている。ニーズの把握、
アセスメント、社会資源の活用、多機関連携など社会福祉におけるキーワードは、司法分野
でも頻繁に用いられるようになり具体的な実践の形を取ってきている。刑務所・少年院では
社会福祉士の配置が進み、受刑者等の社会復帰の支援を担うようになった。
社会福祉士養成課程をみると、2007 年の教育内容の見直しによって
「更生保護制度」が加わっ
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たが、2021 年度導入の新たなカリキュラムでは「刑事司法と福祉」という科目に変更となり
被害者支援も入り、時間数も「更生保護制度」の倍の 30 時間になる。司法福祉にかかわる制度・
施策の知識の習得のみでなく、現場でソーシャルワーカーとしての専門性が発揮できるよう
価値・倫理も踏まえた体系的な教育内容になることを望みたい。
③傾注した研究：犯罪被害者支援と Restorative Justice（修復的司法／正義）
上智大学に着任してからの研究テーマとしては、「被害者支援」と「Restorative Justice（修
復的司法／正義）
」が挙げられる。上述したように、司法福祉論の授業担当がきっかけで犯
罪被害者の問題に取り組むようになったが、その時期はわが国の被害者支援が大きく動き出
した時期と重なる。欧米諸国と比べて大幅に遅れていた犯罪被害者に対する施策・支援が、
2004 年の犯罪被害者等基本法（以下、基本法）の成立、翌年の犯罪被害者等基本計画の策定
によって急速に整備され始めた。
犯罪被害者の支援というと、まず心のケア、司法手続上のサポートが思い浮かぶが、被害
直後の危機状態を乗り越え、住み慣れた地域で生活を立て直していくには、ソーシャルワー
クの視点からの中長期的支援が不可欠である。適切な支援が得られず孤立無援に陥り、
「回復」
が遅れてしまう被害者や遺族の方は多い。どのような支援を提供したらよいか、行政と民間
団体等との協働体制をつくるには何が必要か、多機関連携を促進しケアマネジメントの手法
を導入するには何が必要かなどについて調査研究を進めてきた。
2012 年度から科学研究費助成を受けるようになったが、私が研究代表者として取り組んだ
／取り組んでいる研究は以下の 3 件である。Ⅱ．以降は、社会福祉、精神保健を専門とする
研究者とともに研究を進めている。被害者支援については社会福祉の観点からの研究はまだ
限られているのが現状だと思う。
I. 「平成 24 〜 27 年度科学研究費助成事業

基盤研究（C）犯罪被害者支援のための総合的支

援システムの構築―官民の協働体制を目指して」（課題番号 24530728）
II. 「平成 28 〜 31 年度科学研究費助成事業

基盤研究（C）犯罪被害者支援におけるケアマネ

ジメント・モデルの構築と検証」（課題番号 16K04185）
III.「平成 31 〜令和 3 年度

科学研究費助成事業

基盤研究（C）犯罪被害者の『回復』過程

を促進する要因に関する研究」（課題番号 19K02221）
こうした被害者支援の研究にかかわる想い出としてはいくつもあるが、つぎの 3 つを挙げ
たい。まず 2007 年 6 月、総合人間科学部の主催で「犯罪と社会」をテーマとする公開講演会
を開いたこと。授業「総合人間科学入門」の一環で実施したが、本村洋氏（1999 年山口県光
市母子殺害事件のご遺族）をお招きして「犯罪被害者遺族になって思うこと」と題する講演
をいただいた。被害に遭ったことで陥る苦境、被害者の権利を擁護するために社会が考える
べきことなど分かりやすくお話しいただき、非常にインパクトのある内容だった。上智関係
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者のみならず一般にも公開したので、会場の 10 号館講堂は立ち見が出るほどの満員であった。
準備にあったっては荻野美佐子学部長（当時）が心を砕いてリードしてくださり、私の大学
院ゼミ生と時間をかけて進めていったことも忘れ難い。
つぎに、警察庁主催の 2017 年度「犯罪被害者週間」の中央イベント・パネルディスカッショ
ンに、伊藤ゼミとして企画から加わり登壇したこと。これは、警察庁から過去の中央イベント
では若い人たちの参加があまり得られず苦慮している、ついては上智大学の学生に協力しても
らえないかという依頼があったことによる。私のゼミでは司法福祉をテーマにしており（後述）、
ゼミ生にその依頼を伝えると「面白そう！」「やってみたい」と二つ返事で参加が決まった。
同年度のパネルディスカッションのテーマは「途切れることのない支援のために〜犯罪被害者
に対する中長期的な支援の在り方を考える〜」であった。発表に向けてゼミ生全員で意見を出
し合いスライドを作成、当日はゼミ生代表として 2 名が登壇した。私自身は学生の発表が心配
でいつになく緊張したが、事後のアンケートでは「学生が元気よく、しっかり話していた」「学
生がまとめたことで一般にも分かりやすくなった」など好意的な評価をいただいた。
3 つ目の想い出は 2019 年 12 月、基本法制定 15 周年の節目の年に科研費研究よるシンポジ
ウムを本学 6 号館 101 教室（講堂）で開催したことである。テーマは「被害者の声を聴こう
〜よりよい支援のために〜」とし、法務省、警視庁、東京都、日本弁護士連合会等からの後
援を受け、「被害者が創る条例検討会（以下、条例検討会）」との共催で実施した。条例検討
会は被害者のための条例を全国に広げようと精力的に活動している団体である。このシンポ
ジウムでは地方公共団体による犯罪被害者支援の充実、日本のどこで被害に遭っても等しく
適切な支援を受けられる社会の実現に向けた提言を行うことを目的とした。プログラムは被
害者ご遺族 3 人の方へのインタビュー、包括的支援体制に関するパネルディスカッション、
総括という構成であった。
私にとって初めての一般向けのシンポジウムであり、準備、集客の点で不安もあったが、
条例検討会の働きが大きく当日は 250 名以上の来場者があった。何よりご遺族の方々の話は
心揺さぶられる内容であり、今後の支援体制について多くのヒントをいただいた。マスメディ
アの取材も複数あり新聞、テレビ等で取り上げられ、シンポジウムとして成果があったと考
えている。
もう 1 つの研究テーマである Restorative Justice は、これも小松源助先生とのつながりで得
たテーマである。小松先生から Marie Connolly, with Margaret McKenzie(1999) による Eﬀective
Participatory Practice: Family Group Conferencing in Child Protection を紹介され下訳を任された。
その本で取り上げられているファミリー・グループ・カンファレンス（以下、FGC）は、ニュー
ジーランドで法制化されているアプローチで、問題を抱える家族が主体となり拡大家族も含
めたカンファレンスを開き、問題解決策を探ろうとするものである。小松先生は、家族福祉
領域における当事者参加型実践に共感を覚え日本に紹介したいと考えておられた。
FGC は児童虐待と非行問題を対象とするが、私は非行問題における FGC に関心をもち、調
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べていくうちにその基盤をなす考え方に Restorative Justice（以下、RJ）があることを知った。
RJ は、1990 年代から国際的レベルで理論的・実践的に展開されている「犯罪その他の紛争
一般に対応するための考え方」である。犯罪・非行や紛争、コミュニティにおける対立など
について法律に照らして裁くのではなく、人々やその関係に対する侵害と捉らえる。そして、
被害者側、加害者側、コミュニティも含めて、回復や和解を促し解決策を探っていこうとする。
RJ は Justice ということばから理念的なものと捉えられがちだが、コミュニティでの小さな
実践から始まり、多数のアイデアと経験の中で育ったきわめて実践的なものでもある。関係
者のニーズに対応し、そのエンパワメントを促すなどの点でソーシャルワーク実践としての
要素を強く持っている。非行・犯罪分野の RJ 実践形態の 1 つには当事者同士が対話の機会を
もつ「被害者加害者対話（Victim Oﬀender Dialogue）
」がある。
RJ の生みの親（祖父）として知られる Howard Zehr 教授が 2006 年に来日し、そのさいの講
演を聞いて、私は RJ に強く惹かれるようになった。Zehr 教授は講演の中で、現在の刑事司法
は加害者に責任を取らせることになっていないこと、被害者には多くのニーズがあるが、法的
手続きだけではそのニーズが満たされない、満たされないために加害者に対する憎悪が募るこ
と、被害者が立ち直るためには自身のことを語る場が必要であることなど分かりやすく語った。
例示された、犯罪被害に遭った人々の体験は、わが国の被害者の置かれる現状とぴたり重なっ
ており、被害者支援の 1 つとして RJ 実践を取り入れることはできないか考えるようになった。
さらに RJ について研究を深めようと、2009 年度のフルブライト交流事業による研究員
プログラムに応募した。フルブライト研究員として採用され、在外研究を利用して東部メ
ノナイト大学・正義と平和構築センター（Eastern Mennonite University, Center for Justice and
Peacebuilding）
の Zehr 教授のもとで研究することになった。Zehr 教授はプロの写真家でもあり、
どちらかというと芸術家肌で自由な発想を大事にされる方だった。RJ について実践的な教示
を多く得ることができた。
研究としては、Zehr 教授から RJ の実践プログラムを紹介していただき、加害者との対話を
経験した被害者や遺族の方にインタビューしその結果を分析した。インタビューにご協力い
ただいたのは、事件から 10 数年経て悩み抜いた末に、民間の RJ 実践機関の働きかけで対話
を選択した方である。大半の方が対話を通して生じた自分の中の変化を肯定的に語っていた。
インタビュー結果から、RJ 実践は対話進行役や被害者支援員などのサポートを受けながら時
間をかけ慎重に準備して対話に至る、そして対話後のサポートを受ける、そうした一連のプ
ロセスであることを理解できた。そして、十分な準備とサポートのもとで実践されるなら、
被害者側にとって新たな気づきやパワー、解放感、自己変容感、達成感など得るものが大き
いことも実感した。またコミュニティに、RJ 実践のような選択肢があることは、被害者支援
の幅を厚くすることにつながると思った。
わが国では、2001 年に初めて「NPO 法人被害者加害者対話の会運営センター」（現在は「対
話の会」）が千葉に設立され、少年事件を対象とした修復的対話が実施されるようになった。
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いじめなどの教育分野や、高齢者虐待予防の分野でも RJ 実践の試みが始まっている。公的分
野としては、矯正施設での「被害者の視点を取り入れた教育」プログラムや、更生保護の犯
罪被害者等施策における心情等伝達制度なども RJ 実践の萌芽につながるものとみることがで
きよう。
しかし、RJ 実践の先進諸国と比べると、わが国での発展はやや停滞している。たとえば、
私は司法福祉論や大学院の授業で RJ について力をいれて解説し、コミュニティも巻き込んだ
問題解決プロセスとして魅力を感じる学生が多いものと期待するのだが、そうした反応は少
数派である。被害者と加害者の対話は理念的には賛成だが当事者が傷つくことにならないか、
うまくいかなかった場合誰が責任をとるのかといった慎重論が多く聞かれる。こうした反応
は、新しいことを導入するのに慎重な、大方の日本人の傾向を映し出しているのかもしれない。
当事者の方をはじめ、まだまだ RJ についての正確な理解が進んでいない現状を踏まえると、
RJ は私にとってライフワークとなるテーマだと考えている。
④学生たちとの学び
上智での 17 年間を振り返るとき、学生たちとの学びは外すことができない。私の演習（ゼミ）
では一貫して司法福祉分野のテーマを取り上げてきた。「犯罪という社会現象にどのように取
り組むか―ソーシャルワークの視点から考える」というのがメインテーマで、おもに春学期
は加害者側、秋学期は被害者側の問題に焦点を当てた。ゼミの進め方としては、共通理解を
得るための文献講読、学生が定めたテーマについてのグループプロジェクト、そしてフィー
ルドワークを行い、学生たちの興味・自発性を引き出していくことを大事にした。
今までのフィールドワークで参観した施設・団体は、向陽学園（児童自立支援施設）、国立
武蔵野学院、愛光女子学園（少年院）
、八王子少年鑑別所、喜連川社会復帰センター、府中刑務所、
横浜刑務所、立川拘置所、東日本少年矯正医療・教育センター、NPO 法人千葉「対話の会」など、
被害者側の団体としては公益社団法人被害者支援都民センターである。列記してみると長年
にわたって多数の施設等を参観でき、受け入れていただいたことに感謝している。やはり文
献を通して知るのと実際訪れて感じ考えるのとは大違いで、学生たちにとって得ることが多
かったと思う。4 年生によれば「就職面接（一般企業）で、刑務所をゼミで参観したと言うと
即反応が返ってくる」そうだが、私の HP の「ゼミ紹介」のコーナーには学生たちの参観感想
文（抜粋）を載せている（http://fujie-ito.com/seminar/index.html）
。
被害者遺族の方をゼミにお招きし直接話を伺うことができたのも、大変貴重だった。ここ
数年間はオープンキャンパスの体験授業で、伊藤ゼミとして受験生のために「司法福祉」の
プレゼンも実施してきた。こうしたゼミでのさまざまな経験が、卒業後もつねに社会問題に
アンテナを張り、考え行動する姿勢につながることを願っている。
ゼミからは家庭裁判所調査官、法務教官、民間支援団体の犯罪被害相談員として働く卒業
生が出たこともうれしい。司法福祉分野で働く卒業生はまだ少ないので、ソフィアンとして

上智大学社会福祉研究

12

2020. 3

の気概をもって活躍してほしいと思う。
大学院で私が研究指導した学生との想い出も多いが、年に 1 度の集まり（研究報告会）を
続けている。福祉の現場で働いている卒業生がほとんどであり、互いに刺激を受ける機会、
私自身も 1 年間の研究を振り返る機会となっている。
また、学生のために社会福祉学科ミサを続けたことも記しておきたい。これは上智大学を
卒業するのに 1 度もミサに出たことがない学生が少なくないことを知り、ぜひとも上智が大
事にしているものを伝えたいという思いから始めた小さな学科行事である。着任してから中
断することはあったが、ほぼ毎年 12 月か 1 月にクルトゥルハイムで行ってきた。司式は神学
部の瀬本正之神父様が引き受けて下さり、最近はカトリック・イエズス会センターのサポー
トもあり上智聖歌隊による美しい歌が入る「豪華」なミサとなっている。参加する学生数は
年によって増減があり、残念ながらごく少数の年もある。瀬本神父様は「参加が一人でもい
いですよ」と言われるが、実施時期や学生の協力などを考慮して社会福祉学科ならではのミ
サを続けていってほしい。
もう 1 つ、卒業生とともに本を出したことも忘れ難い。2016 年に社会福祉学科が創設 40 周
年を迎えたことを記念して、翌年さまざまな福祉の現場などで働いている卒業生 20 名ととも
に上智大学出版から本を刊行した。タイトルは『福祉が世界を変えてゆく―社会の課題に取
り組む現場の声―』。寄せられた文章はどれも大変面白く卒業生の成長・活躍ぶりがよく分か
り、しかもみんなが期日を守って原稿を提出―

今までで最も楽しく心弾む編集作業であっ

た。この本の印税は執筆者の賛同を得て、「上智大学社会福祉学科奨学基金」に寄付すること
としたが、残念ながら今のところまだ印税が入ったとの連絡はない。この本がまだまだ多く
の人の手に触れるように、そしてこうした本の第 2 弾、第 3 弾が出ることを願ってやまない。
⑤社会活動
60 歳前後から、内閣府、警察庁や法務省など行政府の会議、検討会や懇談会、協議会等の
委員就任の依頼が舞い込むようになった。私事だが、母が他界した時期と重なっていたこと
もあり、天国の母が私のことを心配し仕事を回してくれているのではと思ったほどだ。
大学教員としてはいささか遅い本格的な「社会貢献」となったが、社会福祉の知見や福祉
的視点が求められている社会の流れを感じた。ソーシャルワークでいうところのミクロ、メ
ゾレベルの仕事しか知らなかった私にとって、大局的な視点に立ちマクロレベルの作業に携
わるのは大変勉強になっている。優秀な行政職員の方々に支えられ、大学内の仕事では味わ
えない刺激を経験することも多い。
今年度は東京都の犯罪被害者等支援条例案の策定に携わったが、
「世界に開かれた国際都市」
を掲げる東京都に、ようやく被害者支援のための根拠法ができた意味は大きい（この条例は
2020 年 4 月 1 日に施行）。この流れが全国の府県に広がっていくことを願っている。そのほか、
法務省「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方に関する検討会」に関わった。私がかねてよ
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り関心を持っていた施策であり、7 回の会合を通じて収穫の多い検討会だった。加害者の処遇・
更生に重心を置く更生保護において、被害者のための施策をどのように充実させることがで
きるか突っ込んだ議論をし、改善のための提言をまとめることができたと思う。
現在は警察庁犯罪被害者等施策推進会議、東京都再犯防止推進協議会、世田谷区犯罪被害
者支援検討委員会などに関わっている。警察庁の推進会議では 2021 年 4 月から始まる第 4 次
犯罪被害者等基本計画の策定に専門委員として携わっている。基本法制定以降、着実に進展
してきた被害者支援だがまだまだ改善点は多い。地方自治体における被害者の総合的対応窓
口の充実、中長期にわたる生活支援のための福祉専門職を活用したシステムの構築などが課
題だと考えている。

（4）統合

2020 年

～

（これから）

2020 年 3 月四谷の土手の鮮やかな緑が目に飛び込んでくるようになった。新宿の自宅から
地下鉄丸ノ内線に乗ってせわしなく四谷に向かう日々も終わりに近づいている。
本稿では自分の成し遂げてきたことを中心に書くことになり、個人的な「自慢話」になっ
ていないか懸念している。力不足で成し遂げられなかったことも頭をよぎる。書きながらい
ずれのピースが欠けても今の私はなかった、とつくづく感じている。とくに上智大学時代を
支えてくださった教職員のみなさまには「ありがとう」と声を大きくして伝えたい。
これからしばらくはまだ丸ノ内線に乗って、霞が関まで通う日々が待っている。研究も続
ける予定である。法務省の仕事と今後の研究は私にとって「統合」の意味をもつものと位置
づけている。教育については庭のある小さなわが家を開放して、卒業生たちといっしょに学
ぶスペースを提供したいと考えている。
敬愛する辰濃和男さん（元朝日新聞記者・エッセイスト）が『歩けば、風の色』で書いて
いる―「目標にこだわってせわしげに歩いていては、見えるものが見えない。出会えるもの
に出会えない。」
これからは楽しみながら歩き、こころを開き、風の色を感じるような暮らしをしたいと思っ
ている。
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福祉の思想
吉武

民樹（社会福祉学科特任教授）

福祉の歴史を辿ると、困難な時代にこそ、卓越した思想家を見出すことが出来ます。
ベヴァリッジ（W.H..Beveridge）は、チャーチル（W.L.Spencer-Churchll）首相の下で、第 2
次世界大戦の最中の 1942（昭和 17）年に、完全雇用の維持等を前提に、全国民を対象とし、
ナショナルミニマムを保障する、
普遍的（ユニヴァーサル）な社会保障の実現を提言しました。
英国は、ベヴァリッジ報告にそって、
社会保障制度を基礎とした国家体制、いわゆる「福祉国家」
の実現に努め、この
「福祉国家」は他の先進国に大きな影響を与えました。ベヴァリッジ報告は、
英国の国民に、過酷な戦争を戦う意味を伝え、戦争の後に希望を持って築いていくものを示
したと言われています。
デンマークのバンク ‐ ミケルセン（Neils

Erik

Bank-Mikkelsen）は、大学生であった第

2 次世界大戦中、ドイツに占領されたデンマークで、レジスタンスの地下組織の記者となりま
したが、逮捕されて強制収容所に送られます。同僚の編集長は銃殺されましたが、彼は生き
残りました。戦後、デンマークの社会省に入り、知的障害者の施設を担当します。当時のデ
ンマークでは、数百人から 1500 人以上の規模の巨大な入所施設で知的障害者が生活していま
した。ナチスと戦って勝利したのに、これらの施設は、自分が入っていたナチスの強制収容
所と雰囲気が似ていると感じた彼は、1950 年代初めに、巨大隔離施設に疑問を持つ親達とと
もに、親の願いを「ノーマライゼーション（デンマーク語では、ノーマリセーリング）」と表
現し、法制化しました。「ノーマライゼーション」は、今日では、障害福祉の分野だけではなく、
広く福祉、医療、介護サービスの基本理念となっています。
日本の糸賀一雄は、戦前、戦中に滋賀県庁に奉職し、若くして秘書課長などの要職を歴任
しますが、戦後の混乱期の中で、戦災孤児や知的障害児の入所、教育、医療を行う「近江学園」
を創設し、園長となります。あらゆる困苦と戦いながら、学園の充実を図って行く中で、「こ
の子らに世の光を」ではなく「この子らを世の光に」と唱え、コペルニクス的転回によって
人間の新しい価値観を創造することを目指しました。「ノーマライゼーション」の先を視てい
たのではないかと思います。
この 3 人は、第 2 次世界大戦を、それぞれ違った立場で体験しながら、戦争の後の世界の
再生に希望を持って取り組みました。その思想や理念は、戦後 75 年を経過する今日でも、社
会保障や福祉の基本となっています。失われた十年や東日本大震災を経験し、今新型コロナ
ウィルスに直面する私達も、厳しい社会状況や政治経済状況にありますが、このような先達
の足跡を良く見ながら、私達自身の課題に希望を持って取り組んで行きたいものです。
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児童養護施設における貧困経験のある子どもの非認知的スキルと支援
新藤

こずえ（社会福祉学科准教授）

要旨：貧困状態を経験した子どもに不足している非認知的スキル（社会情動的スキル）を養
成するために、児童養護施設においてどのような支援が有効かを検討することを目的として、
全国の児童養護施設にアンケート調査を行った。その結果、
「自分を信じる力」
「他者を頼る力」
「立ち直る力」など「苦境に立ち向かう力」が不足している子どもたちに対し、子どもの生活
施設としての根幹である衣食住を提供することをベースとして、「1 対 1 のサポート」や「多
様な経験が機会を提供する」など多岐にわたる支援を行い効果を上げていることが明らかに
なった。特に「自分を信じる力」を高めるにあたっては、「強みを伝える」などのあらゆる支
援が関連しており、子どもの様子に前向きな変化をもたらしていた。また、「他者を頼る力」
を高めるための支援としては「衣食住の提供」や「1 対 1 のサポート」との関連がみられ、ネ
グレクト状態を経験した子どもの援助希求力を高めていると考えられる。これらの支援の多
くは、施設で暮らすすべての子どもたちに対して実施している支援でもあり、児童養護施設
での支援は貧困状態を経験した子どもの非認知的スキルを全般的に高めていると言える。
キーワード： 子どもの貧困、非認知的スキル（社会情動的スキル）、児童養護施設、スクール
ソーシャルワーク

Ⅰ．研究の背景・目的
近年、
「子どもの貧困」は社会問題として喫緊の政策課題となっている。子ども期の貧困
が成人後の生活困難に与える悪影響はこれまでも指摘されてきたが、社会的不利益層におい
て貧困の世代的連鎖がみられることが明らかになっている（阿部 2008,2011, 埋橋 2015, 道中
2016）。こうした貧困の世代的連鎖を解消することが、子どもの貧困対策の推進に関する法律
（2014 年施行）の基本的な方針として明記されている。一方で、貧困の世代的「連鎖」という
言葉は「親の貧困と子どもの成人後の貧困が直線的につながっている印象を与え、貧困は絶
えず作り出させる（再生産される）社会的過程から関心をそらす危惧がある」（松本 2019:49）
という指摘もなされている。経済的困窮を中心とした子どもの貧困は、社会で通常得られる
モノや経験が得られないという状態を生み出し、複合的困難・累積する不利となって、次世
代の子どもの貧困すなわち「貧困の世代的再生産」を引き起こす（小西 2016）。つまり、社会
で通常得られるモノや経験が得られないという子どもの状態を社会が許容しているというこ
とこそが、貧困が作り出されるメカニズムの背景にあり、親が貧困であるからその子どもも
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将来は貧困になるという直線的なものではない。ただ、貧困が二世代以上にわたって続く現
象は確実に存在しており、その現象を食い止めるためには、「未来の親（大人）」の育成を見
据えた子どもへの支援策の検討が必要である。
OECD（経済協力開発機構）による縦断的データの実証分析と OECD 加盟国とそのパートナー
諸国の政策・実践・研究のレビューにもとづいた国際的なエビデンスによると、認知的スキル
とともに、非認知的スキル（社会情動的スキル）が、子どもが人生において成功を収め社会進
歩に貢献するために重要な役割を果たすと結論づけられている（OECD 2018）。認知的スキル
とは、「知識、思考、経験を獲得する心的能力や、獲得した知識をもとに解釈し、考え外挿す
る能力」つまり IQ や学力として測定される能力が中心であるのに対し、非認知的スキルとは、
「(a) 一貫した思考・感情・行動のパターンに発現し、(b) フォーマルまたはインフォーマルな
学習体験によって発達されることができ、(c) 個人の一生を通じて社会経済的成果に重要な影
響を与えるような個人の能力」（OECD 2018:52）である。「教育を受ける機会は著しく向上し
ているが、良い教育だけでは就職を保証することはできない」というように、認知的スキルは
依然として重要であるものの、非認知的スキル（社会情動的スキル）は、健康やウェル・ビー
イングなどの社会的成果を推進するために特に重要な役割を果たすことが研究により示されて
いる（OECD 2015:9）。また、非認知的スキルは、特に幼児期から青年期の時期に伸ばしやすく、
人生の初期段階における小さな能力の差がライフサイクルにおいて重要なギャップに至る可能
性があり、これらのギャップが経済的、社会的格差を悪化させる要因になる場合もあると指摘
されている（OECD 2018:21-22）。そのため、乳幼児期の家庭教育、幼児教育や学校教育を通し
て非認知的スキルを育むことが重要であるとされている。日本の学校教育では、2017 年度告
示の学習指導要領において「生きる力」を育むという目標とともに、子どもたちに必要な力と
して、「学びに向かう力、人間性等」、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力など」の 3
つの柱を示した。そのうちの「学びに向かう力、人間性等」が非認知的スキルだとされ（中山
2018）、エビデンスに基づく教育政策が求められる今日において非認知的スキルは教育政策上
の課題となっている（OECD 2018）。研究上においては心理学の領域を中心として海外では研
究の蓄積があり、日本においても非認知的スキルに関する基礎的研究や、子ども、保護者、教
師などを対象とした研究がなされている（遠藤 2017）。
日本における貧困状態にある子どもを対象とした非認知的スキルに関する研究では、基本
的な非認知的スキルは小学校低学年時点から差が大きいことが明らかにされているが、社会
経済的背景が相対的に低い場合に非認知的スキルを高めることによって学力を一定程度高め
る可能性も示唆されている（日本財団 2018, 山田 2018）。また、生活保護世帯の場合、小学校
低学年の時点から、家の人への相談の可否、がんばっていることの有無、朝食を摂る習慣といっ
た基礎的な項目が、非受給世帯に比べ低水準である一方で、貧困世帯（生活保護世帯、就学
援助世帯、児童扶養手当世帯）のうち、学力が高い子どもと学力が低い子どもを比較すると、
学力の高い子どもは、生活習慣や学習習慣、思いを伝える力などが高水準にあることも明ら
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かになっている（日本財団 2018）。このように、基礎的信頼や生活習慣など、学習の土台とな
る非認知的スキルの育成が重要であるという指摘はなされているものの、日本における貧困
状態にある子どもに欠如している非認知的スキルを具体的に明らかにしたものは見当たらな
い。また、学力および非認知的スキルが不足している子どもへの対応として、学習支援や子
ども食堂での支援が行われているが（松村 2019）、社会福祉領域の専門職による具体的な支援
に関する研究は管見の限り見当たらない。
そこで本研究では、スクールソーシャルワーカーおよび児童養護施設の施設長へのインタ
ビュー調査によって明らかにされている、貧困状態を経験した子どもに不足している非認知
的スキル（社会情動的スキル）を養成するために、児童養護施設においてどのような支援が
有効かについて検討することを目的とする。

Ⅱ．研究枠組みと研究方法
1．調査対象と研究枠組み
貧困状態を経験した子どもに不足している非認知的スキルを養成するために、どのような
支援が有効であるのかを検討するため、全国の児童養護施設を対象に入所前の乳幼児期に貧
困状態を経験したと考えられる子どもを想定したアンケート調査を行い、児童養護施設に入
所した頃に不足していた非認知的スキルと一定期間施設での生活を経た（支援を受けた）現
在の状況がどのように変化しているのかを分析する。乳幼児期に貧困状態を経験した子ども
を対象とする理由は、これまでの研究でも明らかにされているとおり、初期教育や家庭にお
いて養成されやすい非認知的スキルを貧困のために家庭で高めることが困難であったと考え
られる子どもだからである。こうした子どもに対する支援と子どもの変化を明らかにするこ
とにより、児童養護施設においてどのような支援が貧困を経験した子どもの非認知的スキル
を高めるために有効であるのかを考察する。
なお、本調査における「貧困」とは、子どもが人間らしい生活を営むにあたって必要な資
源が欠如、不足している状態を指し、経済的困難を伴うことを想定する。具体的な調査項目
としては、
「生活保護を受けていた」
「経済的困難があったが、生活保護は受けていなかった」
「な
んらかの経済的困難があった」を選択肢とした。
また、貧困状態にある子どもに不足しているスキルとそれに対する支援の項目は、貧困状
態にある子どもへの支援の実績があるスクールソーシャルワーカーおよび児童養護施設長を
対象としたインタビュー調査（高良 2020，福間 2020）1）の分析結果（図 1 は結果を整理した
もの）から見出された概念にもとづき、OECD の非認知的スキルのフレームワークである「目
的達成力」
「協調力」
「苦境に立ち向かう力」の 3 つカテゴリーにそって分類したものを用いる。
まず、貧困状態にある子どもに不足しているスキルについては、①自分を知る力、②継続
する力、③マネジメントする力、④将来を見通す力の概念で構成される「目的達成力」、❶他
者を信じる力、❷関係をつくる力、❸自分を表現する力の概念で構成される「協調力」
、ⅰ挑
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戦する力、ⅱ立ち直る力、ⅲ自分を信じる力、ⅳ問題を解決する力、ⅴ他者を頼る力で構成
される「苦境に立ち向かう力」を調査項目として用いる。ただし、「目的達成力」のうち「マ
ネジメントする力」は、児童養護施設の学齢期の子どもを対象とした調査には馴染まない表
現であると考えられたため、「感情をコントロールする力」とした。また、「協調力」の「他
者を信じる力」と、「苦境に立ち向かう力」の「他者を頼る力」は統合して「他者を頼る力」
とした。これらの力は、これまでの非認知的スキルに関する先行研究で明らかになっている「自
己知覚・自己覚知」「動機づけ」「社会的スキル」「レジリエント・コーピング」
「情緒的な健康」
（高橋ら 2017:210）に該当していたが、④将来を見通す力とⅴ他者を頼る力に関しては、貧困
状態にある子どもへの実践経験のあるスクールソーシャルワーカーおよび児童養護施設長を
対象とした調査（高良 2020，福間 2020）において新たに把握された力だと考えられる。
また、不足しているスキルに対する支援については、
「個別サポート」
「他者からの評価」
「ロー
ルモデルとの出会い」
「多様な人々との交流」が「目的達成力」を、
「感情の言語化の促進」
「地
域へのつなぎ」は「協調力」を、「第三者からの認め」「安心できる場の提供」「継続的つなが
り」は「苦境に立ち向かう力」を高めるものとして整理された。また、こうした力の育成の
前提となるのは、生理的欲求と安全欲求の充足（Maslow=1987）である。まず、このようなニー
ズを充足できる状態を確保したうえでなければ、非認知的スキルを育むことができないため、
児童養護施設を対象とした本調査では、これらの支援をふまえて具体的には次の 10 項目を支
援項目として設定した。「生理的ニーズ・安全のニーズ」および「安心できる場の提供」は「衣
「個別サポート」および「感情の言語化の促進」は「1 対 1 でサポートする」、
食住を提供する」、
「他者からの評価」および「第三者からの認め」は「子どもの強みを伝える」、「地域へのつな
ぎ」は「地域活動への参加を促す」、
「多様な人びととの交流」は「多様な大人との交流を促す」
および「同世代の交流を促す」、「ロールモデルとの出会い」は「お手本になるような人々と
の交流を促す」および「多様な経験ができる機会を提供する」とした。また、
「継続的つながり」
は現在、施設入所中の子どもには適していない項目であると考え支援項目には入れていない。
一方で「保護者をサポートする」2）と「学校の教員と連携する」は、社会福祉領域の専門職と
して学齢期の子どもを支援するうえで必要な項目であると考え支援項目に加えた。
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多様な人びととの交流

目的達成力
個別
サポート
他者からの
評価

協調力
感情の言語
化の促進

①自分を知る力
❸自分を表現する力

❶他者を信じる力
❷関係をつくる力

地域へのつ
なぎ

ロールモデル
との出会い

②継続する力
③マネジメントする力
④将来を見通す力

ⅲ自分を信じる力

苦境に
立ち向かう力

ⅰ挑戦する力
ⅱ立ち直る力
ⅳ問題を解決する力
ⅴ他者を頼る力

第三者から
の認め
安心できる
場の提供
継続的つな
がり

生理的ニーズ（食物、水、空気）の充足
安全のニーズ（暴力による苦痛と身体的損傷の除去）の充足

出典：高良（2020）
図1

貧困状態にある子どもに不足する非認知的スキルと育成支援

2．調査手続き
全国児童養護施設協議会のリストに掲載されていた 602 施設のうち、601 施設に調査票を郵
送し、221 票を回収した。回収率は 36.8％であった。221 票のうち、該当する児童がいないた
め施設情報のみ提供して頂いた 10 票と欠損値の多い 2 票を除いた 209 票を今回の分析対象と
した。なお、社会的事件のあった 1 施設については郵送を控えた。調査実施時期は 2019 年 3
月〜 5 月である。
調査手続きとしては、調査票を送付した全国の児童養護施設に対し、次の 3 つの条件：①
施設入所時点で小学生、②施設入所期間 1 年以上（上限なし）、③経済的困難などの貧困状態
にあった家庭からの入所（生活保護世帯を含む、乳児院からの入所は除く）を満たす子ども
を「想定する子ども」として、担当していた中堅職員 1 名を選んでいただき、その職員を対
象にアンケート調査を実施した。こうした条件づけをすることにより、乳幼児期に貧困状態
を経験した子どもの入所した頃の状況と、児童養護施設で一定期間の生活を経たあとの現在
の状況を比較することが可能であると考えた。調査内容は、5 領域 49 項目で、①施設概要、
②回答者の基本属性、③「想定する子ども」の状況、④「想定する子ども」への支援、⑤施
設全体の支援である。
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3．研究組織と倫理的配慮
本調査は、文部科学研究費補助による調査研究「子どもの貧困と学習の社会的成果に関す
る理論的実証的研究」（基盤研究 A17H01023）における社会的養護ユニットの研究の一環とし
て実施した。なお、研究組織は、岩田美香（ユニット代表、法政大学）、高良麻子（東京学芸
大学）、新藤こずえ（上智大学）、栗田克実（旭川大学）、福間麻紀（北海道医療大学）、大竹智（立
正大学）で構成されている。
なお、本研究を実施するにあたっての倫理的配慮としては、日本社会福祉学会の研究倫理
指針を踏まえるとともに、本研究ユニット代表者の所属する法政大学研究倫理委員会に研究
倫理審査を申請・承認を受けている。

Ⅲ．結果
1．回答者および「想定する子ども」の概要
回答者 209 人の属性は、性別では男女ほぼ同数であり（男性 49.8％、女性 50.2％）、年齢は、
「30
代」が 93 人（44.5%）とほぼ半数を占め、次いで「20 代」が 54 人（25.8%）と続いた。40 代
は 2 割いるものの、50 代以上は少ない（表 1）。勤務年数は、「6 〜 10 年」が 77 人（37.0%）
と最も多く、「1 〜 5 年」が 56 人（26.9%）、「21 年以上」の長期勤務年数は 14 人（6.7%）と
少なかった。このことから、本調査が意図していた中堅職員に調査協力が得られていると考
えられる。
保有資格（複数回答）は、「保育士」が 88 人（42.7%）と最も多く、次に多いのが「教員」
42 人（20.4%）である。「社会福祉士」は 38 人（18.4%）であり、
「社会福祉主事」は 22 人（10.7%）
である。「特にない」回答者も 16 人（7.8%）いた。なお、以降の結果分析では回答した 209
人の調査票の有効回答項目を分析対象としているため、必ずしも合計が 209 とならない項目
もある。
表1
20 代
男性
女性
合計

回答者の年齢と性別（単位：人、％）
30 代

40 代

50 代

60 代以上

合計

18

49

25

10

2

104

17.3%

47.1%

24.0%

9.6%

1.9%

100.0%

36

44

15

9

1

105

34.3%

41.9%

14.3%

8.6%

1.0%

100.0%

54

93

40

19

3

209

25.8%

44.5%

19.1%

9.1%

1.4%

100.0%

子どもの基本的属性をみると、まず、入所時の学年は「小 1・2」が 98 人（47.3%）とほぼ
半数を占めており、次いで「小 3・4」が 72 人（34.8%）、
「小 5・6」は 37 人（17.9%）であった。
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また、現在（2019 年 3 月）時点での学年は、
「高校生」
「中学生」が共に 61 人（29.8%）であり、
「小
5・6」が 56 人（27.3%）と、入所が長期にわたっていることが推測できる（表 2）。性別は男
子が 130 人（62.2%）、女子が 79 人（37.8％）であり、入所期間は、
「5 年未満」が 104 人（50.7%）
、
「5 年以上」が 101 人（49.3%）とほぼ半数ずつであった。
表 2 「想定する子ども」の入所時の学年と現在（2019 年 3 月）の学年（単位：人、％）
現在の学年
小 1・2
小 1・2
入所時の
学年

小 3・4
小 5・6

合計

小 3・4

小 5・6

中学生

高校生

合計

4

21

29

17

26

97

4.1%

21.6%

29.9%

17.5%

26.8%

100.0%

0

2

26

28

15

71

0.0%

2.8%

36.6%

39.4%

21.1%

100.0%

0

0

1

16

19

36

0.0%

0.0%

2.8%

44.4%

52.8%

100.0%

4

23

56

61

60

204

2.0%

11.3%

27.5%

29.9%

29.4%

100.0%

入所時もしくは現在の学年が不明 =5
入所前の家庭の経済的困難の状況では、
「生活保護を受けていた」が 105 人（51.0%）であり、
「経済的困難があったが、生活保護は受けていなかった」の 70 人（34.0%）を大きく上回って
いる。「なんらかの経済的困難があった」は 31 人（15.0%）であった。これらのことから、本
調査が意図していた、入所前に経済的困難を抱えた家庭で養育された経験のある子どもを「想
定する子ども」として回答が得られたことが示されている。
入所理由（養護問題発生理由）では、「放任・怠惰」が 64 人（33.2%）と最も多く、次いで
「虐待・酷使」が 41 人（21.2%）であった。「破産等の経済的理由」が 32 人（16.6%）であり、
「父または母の精神疾患等」は 31 人（16.1%）であった。また、被虐待経験の有無では、
「あり」
が 166 人（79.8%）と約 8 割にも及んでいた。虐待経験の種類（複数回答）では、「ネグレク
ト」をあげた回答者が 132 人（80.0%）で最も多かった。また、
「身体的虐待」も 58 人（35.2%）
の子が経験している。「心理的虐待」は 48 人（29.1%）であり、「性的虐待」は 12 人（7.3%）
であった。これらのことから、経済的困難だけでなく、ネグレクトを中心とした被虐待経験
のある子どもが「想定する子ども」として回答されていることがわかる。
療育手帳（知的障害）の有無では、「なし」が 180 人（86.5%）であるが、職員からみた知
的障害や発達障害の可能性を問うと、75 人（42.4%）が「可能性がある」と答えた。
また、入所した頃の子どもの学校への通学状況では、「毎日通っていた」が 147 人（70.3%）
であり、7 割の子どもが毎日通学していたことがわかる。次いで、「休みがちだった」は 41 人
（19.6%）と 2 割おり、「不登校だった」は 10 人（4.8%）であった。加えて、入所した頃の学
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校の成績は、
「悪い」が 97 人（46.9%）、次いで「ふつう」が 84 人（40.6%）であった。「良い」
は 10 人（4.8%）と非常に少ないことがわかる。「わからない」も 16 人（7.7%）いた。これら
のことから、学校生活に困難を抱えていた子どもが少なくなく、学習面でも課題を抱えてい
たことがわかる。

2．不足している力（非認知的スキル）と力を養成するための支援
以上のような状況におかれていた「想定する子ども」が「入所した頃、不足していた力」と「現
在、不足している力」を比較したものが図 2 である。入所した頃、不足していた力として最
も多かったものは「問題解決力」の 140 人（68.0%）であった。次いで「自分を表現する力」
が 131 人（63.6%）、「感情をコントロールする力」が 124 人（60.2%）、「将来を見通す力」が
123 人（59.7%）と続いている。反対に「立ち直る力」については 79 人（38.3%）であり、他
の項目に比べ不足しているという指摘が少なかった。一方、現在、子どもに不足している力
については、最も高いのは「将来を見通す力」であり、58.5％の子どもに不足していると捉え
られていることがわかる。また、「問題解決能力」（53.7%）、「継続する力」（44.9%）、「感情を
コントロールする力」（39.5%）も不足している傾向が高かった。しかし、入所した頃と比べ
て現在を比較すると、11 項目すべての項目について不足している力が減少している。とりわけ、
入所した頃と比べて差が大きいものとしては、「自分を表現する力」「自分を信じる力」「関係
をつくる力」があげられており、いずれも 20 ポイント以上の差がみられる。
では、すべての項目で改善がみられたその背景にはどのような支援が行われていたのだろ
うか。入所した頃に不足していた子どもの力を高めるために行った支援を示したものが表 3
である。最も多かったのは、「衣食住を提供する」が 162 人（79.4%）であり、次いで、「学校
の教員と連携する」が 160 人（78.4%）であった。また、
「1 対 1 でサポートする」149 人（73.0%）
や、「多様な経験ができる機会を提供する」130 人（63.7%）も多かった。貧困状態に加えて
被虐待経験やネグレクト状態など複合的な困難を抱えて児童養護施設入所に至った子どもが
多いことから、衣食住の提供や学校に通うという、子どもの生活の基盤を整えることを重視
していることがわかる。
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表3

入所したころ

現在

(N=206)

(N=205)

子どもに不足している力（入所した頃と現在の比較）（％、複数回答）

入所した頃に不足していた子どもの力を高めるために行った支援（複数回答）
支援項目

回答数

％

衣食住を提供する

162

79.4

1 対 1 でサポートする

149

73.0

子どもの強みを伝える

107

52.5

保護者をサポートする

87

42.6

学校の教員と連携する

160

78.4

82

40.2

130

63.7

85

41.7

同世代の交流を促す
多様な経験ができる機会を提供する
地域活動の参加を促す
多様な大人との交流を促す

70

34.3

お手本となるような人々との交流を促す

37

18.1

その他

21

10.3

次に、子どもに不足している力と「子どもの力を高めるために行った支援」の関連をみる
ためにクロス集計後、カイ 2 乗検定をおこなった。その結果を表 4 に示した。この結果をもとに、
「入所した頃、子どもに不足していた力」と支援との関連、「現在、子どもに不足している力」
と支援との関連をカテゴリーごとに確認する。
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表 4 「入所した頃、子どもに不足していた力」（上段）・「現在、子どもに不足している力」
お手本になるような

人々との交流を促す

を促す

多様な大人との交流

促す

地域活動への参加を

機会を提供する

多様な経験ができる

同世代の交流を促す

学校の教員と連携する

**

*
*

*

**

②継続する力
a. 目的達成力

保護者をサポートする

①自分を知る力

子どもの強みを伝える

概念

衣食住を提供する

カテゴリー

１対１でサポートする

（下段）と「子どもの力を高めるために行った支援」

**

③感情をコントロール
する力
***

④将来を見通す力
❷関係をつくる力
b. 協調力

**

❸自分を表現する力
❶＆ⅴ他者を頼る力

***

**

**

**

*
**
*

ⅰ挑戦する力

***

***
**

c. 苦境に立ち ⅱ立ち直る力
向かう力
ⅲ自分を信じる力
ⅳ問題を解決する力

**

**

**

**

**

***
***

**

*

**
*

**

**

*
*

有意差判定

***

*p< .10 ** p< .05 *** p< .01

a. 目的達成力
入所した頃の「目的達成力」の不足に関して最も強い関連がみられたのは、「④将来を見通
す力」が不足していることに対する「多様な経験ができる機会を提供する」支援であった。また、
「①自分を知る力」に対する「衣食住を提供する」および「お手本になるような人々との交流
を促す」、「②継続する力」に対する「1 対 1 でサポートする」および「同世代の交流を促す」
にも関連がみられた。入所した頃の「目的達成力」が不足していることに対する支援は、ま
ずは安心・安全な生活環境を整えながら、家庭では得られなかったさまざまな経験ができる
機会を提供することによって、ロールモデルとなるような人との出会いや自分自身を知ると
いう力を高めるためのものであると理解できる。
現在、子どもに不足している力に関しては、「①自分を知る力」に対して「子どもの強みを
伝える」および「地域活動への参加を促す」との関連がみられた。「想定する子ども」の現在
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の年齢が中学生・高校生である子どもが半数を超えることから、将来の進路を考えるうえで、
子ども自身が自分の強みを理解しながら自分自身を知るための支援が意識されていると捉える
ことができる。一方で「③感情をコントロールする力」と関連のある支援項目はなかった。
b. 協調力
入所した頃の「協調力」の不足に関して最も強い関連がみられたのは、
「❶＆ⅴ他者を頼る力」
に対する「衣食住を提供する」であった。また、
「衣食住を提供する」は「❷関係をつくる力」
とも関連がみられ、貧困のなかでネグレクト状態を経験した子どもたちにとって、家庭を離
れて施設での暮らしを築いていくにあたって重要な支援になっていることが窺える。「❸自分
を表現する力」に対しては「1 対 1 でサポートする」および「多様な経験ができる機会を提供
する」との関連がみられた。「多様な経験ができる機会を提供する」は「❶＆ⅴ他者を頼る力」
とも関連がみられ、児童養護施設においてさまざまな経験をするなかで、貧困状態を経験し
た子どもたちが自分の気持ちを表現したり他者を頼る力を培っていくことが意図されている
と理解できる。
現在、不足している力に関しては、「❶＆ⅴ他者を頼る力」に対して「お手本となるような
人々との交流を促す」との関連がみられた。これは、施設でともに暮らしている子どもたち
や施設職員をはじめ、ロールモデルとなるような存在ができるよう支援していることがわか
る。全体として、「想定する子ども」は施設での生活が長い子ども（5 年以上が約半数）であ
ることから、施設でさまざまな年齢層の子どもとともに暮らすことや、職員との関わりのな
かで協調力が備わっていくということも推察される。
c. 苦境に立ち向かう力
「苦境に立ち向かう力」に関しては、入所した頃および現在、子どもに不足している力とし
て、「ⅲ自分を信じる力」に対するさまざまな支援との関連がみられた。入所した頃の「自分
を信じる力」との関連がみられる支援としては、
「衣食住を提供する」「1 対 1 でサポートする」
「子どもの強みを伝える」「保護者をサポートする」「学校の教員と連携する」「同世代の交流を
促す」
「地域活動への参加を促す」があり、子どもが入所した頃は、ほとんどすべての支援が「ⅲ
自分を信じる力」を育むこととの関連がある。また、
「ⅳ問題を解決する力」の不足に対しては、
「衣食住を提供する」「お手本となるような人々との交流を促す」「1 対 1 でサポートする」「学
校の教員と連携する」との関連がみられた。本調査で回答が得られた「想定する子ども」の約
半数が小学校低学年時で施設入所に至っていることから、児童養護施設で衣食住が提供される
ことによって安定的な生活が保障されるなかで、職員との 1 対 1 のサポートを得ながら、ロー
ルモデルとして同じ施設で暮らす子どもたちの生活スタイルを学び、施設での生活に慣れてい
くことが考えられる。施設入所はもともとの保護者との居住地を離れ、転校を余儀なくされる
ことが多いため、生活環境の変化等、学校の教員との連携は、子どもに起こるさまざまな問題
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を解決するための支援として関連があるものと理解できる。
現在、子どもに不足している力として、「ⅲ自分を信じる力」に対しては、「子どもの強み
を伝える」支援が関連している。入所した頃よりも現在のほうがよりいっそう「ⅲ自分を信
じる力」と「子どもの強みを伝える」支援は強い関連がみられる。また、「地域活動への参加
を促す」ことも関連がみられ、子どもが施設での暮らしを基盤として地域活動に参加し、地
域に自分の居場所をみつけることが、子ども自身が自分を信じる力を培うことになると捉え
た支援が行われているのではないだろうか。現在、子どもに不足している力に対しては「多
様な経験ができる機会を提供する」や「多様な大人との交流を促す」ことも「自分を信じる力」
を養成する支援として関連がみられる。また、「ⅰ挑戦する力」に対しては「多様な大人との
交流を促す」との関連がみられた。「ⅱ立ち直る力」と関連がみられた支援はなかった。
d. 3 つのカテゴリー（a. 目的達成力、b. 協調力、c. 苦境に立ち向かう力）の前提となる力
本調査で非認知的スキルと位置付けている 3 つのカテゴリー「a. 目的達成力」「b. 協調力」
「c. 苦境に立ち向かう力」それぞれの力を高める前提になるのは、生理的欲求や安全欲求の充
足である。子どもの力を高めるために行った支援のうち、とりわけ入所した頃に子どもに不
足していた力を高めるための支援として、「衣食住を提供する」が 3 つのカテゴリーすべてに
関連がみられたことからも、貧困状態を経験した子どもの不足している非認知的スキルを高
めるためには、生活基盤を整えることが重要であると言える。

3．子どもの変化
次に、児童養護施設でこれまでみてきたような支援を行った結果、入所した頃と現在の子
どもにみられた様子を比較したものが図 3 〜図 10 である。各カテゴリーを構成する概念と関
係する子どもの様子については、「大人が指示しなくても、自らの学校の準備、宿題、手伝い
などができる」「将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、嫌なことでも実
行することができる」は「a. 目的達成力」に、
「他人にきちんとあいさつをすることができる」
「必
要な時には適切にアドバイスを求めることができる」は「b. 協調力」に、「自分のベストを尽
くそうとする」「馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく対処することができる」
「将来に
ついて明るい面を言うことができる」「自分が分からなかったことを知るために、質問するこ
とができる」は「c. 苦境に立ち向かう力」に関係する項目として位置づけた。これらの項目
にある子どもの力を高めるための支援を行うことによって、職員からみて子どもの様子がど
のように変化したのかを確認する。
a. 目的達成力
「目的達成力」に関する項目としては、
「a-1. 大人が指示しなくても、自らの学校の準備、宿題、
手伝いなどができる」「a-2. 将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、嫌な
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ことでも実行することができる」がある。「a-1. 大人が指示しなくても、自らの学校の準備、
宿題、手伝いなどができる」については、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合
わせると、入所した頃と現在との差が 33.8 ポイントとなっている。一方で、「できる」と「だ
いたいできる」を合わせると、入所した頃と現在を比べると 38.2 ポイント増加している。また、
「a-2. 将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、嫌なことでも実行すること
ができる」については、入所した頃と現在を比べると、「ほとんどできない」と「まったくで
きない」が約 40 ポイント減少し、「できる」と「だいたいできる」を合わせると、26.7 ポイ
ント増加している。
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将来良い結果となるように、今ほしいものをあきらめたり、
嫌なことでも実行することができる（％）

b. 協調力
「協調力」には、「b-1. 他人にきちんとあいさつをすることができる」「b-2. 必要な時には適
切にアドバイスを求めることができる」がある。「b-1. 他人にきちんとあいさつをすることが
できる」は、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると、入所した頃と現在
との差が 23.5 ポイントとなっている。「できる」と「だいたいできる」が入所した頃よりも
27.7 ポイント増加している。また、
「b-2. 必要な時には適切にアドバイスを求めることができ
る」については、入所した頃は、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると
67.2％にのぼっていたが、現在では 15.4％にとどまっており、入所した頃と現在との差が 50
ポイント以上となっている。この差は子どもの様子の変化を尋ねる 8 項目のうち、もっとも
差が大きいものとなっている。
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c. 苦境に立ち向かう力
「苦境に立ち向かう力」には、「c-1. 自分のベストを尽くそうとする」「c-2. 馬鹿にされたり、
悪口を言われてもうまく対処することができる」「c-3. 将来について明るい面を言うことがで
きる」「c-4. 自分が分からなかったことを知るために、質問することができる」がある。「c-1.
自分のベストを尽くそうとする」については、入所した頃は「ほとんどできていない」が
45.6％を占め、「まったくできない」と合わせると 6 割以上がネガティブな状況であったが、
現在は、こうした状況の子どもは減少している。現在は「自分のベストを尽くそうとする」
ことについて、「だいたいできる」と「できる」を合わせると 4 割以上を占めている。
また、「c-2. 馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく対処することができる」については、
入所した頃は、「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると 77.4％にのぼって
いたが、現在は 27.2％にとどまっており、約 50 ポイントの差がある。現在、うまく対処する
ことが「できる」と「だいたいできる」を合わせると 35.5％であり、入所した頃との差は 26.9
ポイントあり、うまく対処することができるように変化した子どもが増加したとみられる。
「c-3. 将来について明るい面を言うことができる」については、入所した頃は「ほとんどで
きていない」という状況であった子どもが 45.4％であり、「まったくできない」も合わせると
6 割以上を占めていたのに対し、現在は「だいたいできる」が 40.6％を占めている。「できる」
と合わせると、将来について明るい面を言うことができる子どもが 30 ポイント以上増加して
いる。また、
「c-4. 自分が分からなかったことを知るために、質問することができる」については、
「ほとんどできない」と「まったくできない」を合わせると、入所した頃と現在とでは 35.5 ポ
イントの差があり、
「できる」と「だいたいできる」については、両方を合わせて 57.0％になっ
ており、入所した頃と比べて現在は 33.9 ポイント増加している。

児童養護施設における貧困経験のある子どもの非認知的スキルと支援

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

35.7

37.2

1.5

7.7

15.0

45.6

40.0

20.9

15.9 17.0
3.4

20.0
10.0

入所したころ

現在

(N=206)

(N=207)

（右）図 8

1.0

1.4 3.9

7.2

43.3

34.1

21.4

13.9

5.8

入所したころ

現在

(N=208)

(N=206)

自分のベストを尽くそうとする（％）

馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく対処することができる（％）

40.6

9.2

37.4

31.6

30.0

0.0

（左）図 7

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

50.0

31

36.2

45.4

20.5

13.7

12.1

入所したころ

現在

(N=205)

(N=207)

（左）図 9
（右）図 10

19.5
1.9

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

39.1
17.9 17.8

31.3 32.9 32.7
6.8

5.3

入所したころ

現在

(N=208)

(N=207)

13.0
3.4

将来について明るい面を言うことができる（％）

自分が分からなかったことを知るために、質問することができる（％）

以上の変化をまとめたものが表 5 である。入所した頃と現在を比べて「できる」「だいたい
できる」「少しできる」ようになった変化が 50 ポイント以上あったものは、「b-2. 必要な時に
は適切にアドバイスを求めることができる」「c-2. 馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく
対処することができる」「c-3. 将来について明るい面を言うことができる」であった。このこ
とから、「❶＆ⅴ他者を頼る力」「ⅱ立ち直る力」「ⅲ自分を信じる力」が高められていったと
理解することができる。
一方で、「b-1. 他人にきちんとあいさつをすることができる」は、もともと 66.8％の子ども
が「できる」「だいたいできる」
「少しできる」状態であったため、それほど変化が大きくな
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いように見える。「a-1. 大人が指示しなくても、自らの学校の準備、宿題、手伝いなどができる」
も同様の傾向であると捉えることができる。
これらはあくまでも職員からみた変化であるが、児童養護施設での暮らしのなかでの支援
を通して、入所した頃は不足していた力が現在は高められていると認識されていることがわ
かる。
表5

入所した頃と現在の子どもの様子の変化（％、ポイント）
「できる」「だいたいできる」

カテゴリー

概念

子どもの様子に関する項目

①自分を知る力

該当項目なし

②継続する力

a-1. 大人が指示しなくても、自らの

「少しできる」の合計
入所した頃（B)

現在（A)

（A)-(B)

-

-

-

③感情をコントロール 学校の準備、宿題、手伝いなどがで
a. 目的達成力

する力

ポイント差

51.7%

85.5%

33.8

34.0%

78.7%

44.8

66.8%

90.3%

23.5

きる
a-2. 将来良い結果となるように、

④将来を見通す力

今ほしいものをあきらめたり、嫌な
ことでも実行することができる

b. 協調力

❷関係をつくる力
❸自分を表現する力
❶＆ⅴ他者を頼る力
ⅰ挑戦する力

c. 苦境に立ち ⅱ立ち直る力
向かう力
ⅲ自分を信じる力
ⅳ問題を解決する力

b-1. 他人にきちんとあいさつをする
ことができる
該当項目なし
b-2. 必要な時には適切にアドバイス
を求めることができる
c-1. 自分のベストを尽くそうとする
c-2. 馬鹿にされたり、悪口を言われ
てもうまく対処することができる
c-3. 将来について明るい面を言う
ことができる
c-4. 自分が分からなかったことを
知るために、質問することができる

-

-

-

32.9%

84.5%

51.7

37.4%

80.7%

43.3

22.6%

72.8%

50.2

35.1%

86.0%

50.9

54.3%

89.9%

35.5

Ⅳ．考察
以上の結果から、次の諸点が明らかとなった。まず第 1 に、貧困状態を経験した子どもに
不足している非認知的スキルは、特に「自分を信じる力」「他者を頼る力」「立ち直る力」な
どの概念を中心とした「苦境に立ち向かう力」であった。本調査に先行して実施されたスクー
ルソーシャルワーカーを対象とした調査では、貧困状態にある子どもが獲得することが難し
いスキルとして、これまでの非認知的スキルに関する研究で把握されてきたスキルに加えて、
「将来を見通す力」と「他者を頼る力」の不足が明確になっていた（高良 2020）。それらの力
も含めた概念として「子どもに不足している力」を設定したが、本調査においては、児童養
護施設に入所した頃の子どもの状況としてもとりわけ、
「将来を見通す力」と「他者を頼る力」
に加え、
「立ち直る力」や「自分を信じる力」、
「挑戦する力」も不足しているという結果であっ
た。ただし、「将来を見通す力」については、本調査で「想定する子ども」の入所した頃の年
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齢が小学校 1 〜 4 年生が約半数を占めていたため、こうした年齢層の子どもの「将来を見通
す力」の有無を把握することは難しいと考えられる。現在の年齢が中学生・高校生を合わせ
ると 6 割にのぼっていることから、年齢とともに子どもが成長する過程で「将来を見通す力」
を培うに至ったと考えられる。
第 2 に、貧困状態を経験した子どもに不足している非認知的スキルを養成するための支援
としては、児童養護施設では、「衣食住を提供する」をはじめ、
「1 対 1 のサポート」や「多様
な経験が機会を提供する」ことなど、子どもに不足している力に対して多様な支援を行って
いた。特に「自分を信じる力」を高めるためには、あらゆる支援が関連しており、結果とし
て子どもの様子に前向きな変化をもたらしている（入所した頃と比べて現在は「できる」「だ
いたいできる」「少しできる」を合わせると 50.9 ポイント増加）。こうした「自分を信じる力」
を高めることの必要性は、児童養護施設をはじめとする社会的養護での生活経験のある子ど
もたちが退所後のその後の人生においても「生の不安定さ」（永野 2017）を抱えていることが
明らかにされていることからも支持されるものである。同時に、「1 対 1 でサポートする」と
いう個別支援は「他者を頼る力」を高めるための支援との関連がみられ、入所した頃と現在
では「必要な時には適切にアドバイスを求めることができる」が 51.7 ポイント上昇していた。
本調査に先行して実施された児童養護施設長調査からは「関係をつくる力」や「他者を頼る力」
の不足が明確になっており、特定の職員による個別支援や愛着対象を形成するための支援が
行われていたが（福間 2020）、こうした取り組みは子どもの援助希求力を高めていると考えら
れる。
第 3 に、すべての力を高めるための前提として、生活基盤を整えることが重要であるとい
うことである 3）。子どもの生活施設としての根幹である「衣食住を提供する」支援は、3 つの
カテゴリー（a. 目的達成力、b. 協調力、c. 苦境に立ち向かう力）のすべてに含まれる概念と
の関連がみられた。本調査では乳幼児期に貧困状態を経験した子どものうち 1 年以上（上限
なし）施設で生活している子ども 1 人を具体的に「想定する子ども」として、その子どもの
非認知的スキルを高めるために行われた支援について回答を得たが、「想定する子ども」のう
ち、79.2％に何らかの被虐待経験があり、そのうちネグレクトを経験した子どもが 80.0％に達
していた。つまり、入所する前は適切なケアを受けられず、ネグレクト状態からの脱出とし
ての施設入所であることが推察されるため、入所した頃も現在においてもいずれのカテゴリー
においても「衣食住の提供」や「多様な経験ができる機会を用意する」支援が子どもの力を
高めるために重視されていると考えられる。一方で、そういった支援は施設で暮らすすべて
の子どもたちに対して実施している支援でもあり、児童養護施設での支援は貧困状態を経験
した子どもの非認知的スキルを全般的に高めていると言える。
第 4 に、3 つのカテゴリー（a. 目的達成力、b. 協調力、c. 苦境に立ち向かう力）のうち、職
員の支援との関連がもっとも多くみられたのが「苦境に立ち向かう力」への支援である。子
どもの様子の変化として、
「馬鹿にされたり、悪口を言われてもうまく対処することができる」
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は入所した頃と現在では 50.2 ポイント上昇している。このような子どもの様子について本調
査では「立ち直る力」という概念に位置づけたが、こうした「苦境に立ち向かう力」は、近年、
レジリエンスとして注目されているものでもある。フレイザーはレジリエンスを「逆境にも
かかわらず、うまく適応すること」と定義づけ、それが個人の特性としばしば関連している
ものの、個人と環境の両方のさまざまな資源との力動的な相互作用によってもたらされるも
のとしてのほうが、性格的な特性よりも大きいと指摘している（Fraser=2018:33）
。貧困を経
験した子どもたちに不足している力を高めるために行っている支援として有意差がみられた、
児童養護施設の子どもたちへの「1 対 1 のサポート」（個別支援）や「多様な経験ができる機
会の提供」、「地域活動への参加」は、非認知的スキルの養成のみならず子どものレジリエン
スを高める効果が期待できると考えられる。「子供たちのやり抜く力やレジリエンスや自制心
を高めたいと思うなら、最初に働きかけるべき場所は（中略）環境なのである」
（Tough=2017:27）
というタフの見解に則るならば、児童養護施設において、こうした機会や経験を子どもに十
分に保障できる体制であるのか、また、より充実させるためにはどのような仕組みが必要な
のか、養育環境の再検討が求められるだろう。

Ⅴ．まとめ
本稿では、先行調査で明らかにされている、貧困状態を経験した子どもに不足している非
認知的スキル（社会情動的スキル）を明らかにし、具体的にどのような支援が子どもに不足
している力を養成するために有効であるのかを、児童養護施設職員へのアンケート調査結果
をふまえて考察した。
本研究では、乳幼児期に貧困状態を経験した、児童養護施設で生活をしている（した）子
どもを「想定する子ども」として、こうした子どもたちの支援に直接的に携わっている職員
を対象として調査を行った。しかし、社会的養護の対象として児童養護施設に措置された子
どもの困難は、経済的困難だけでなく、虐待、親の精神疾患や子ども自身の障害、ドメスティッ
ク・バイオレンスなどさまざまである。そのため、回答者である児童養護施設の職員の方々
に子どもの「貧困状態の経験」のみを条件として「想定する子ども」を選択いただいたものの、
子どもに不足している力やそれに対する支援は、こうした複合的困難の影響を免れず、本研
究では十分に考慮しきれていないという側面もある。一方で、こうした複合的困難はこれま
でも実証的に研究されており、その基底には経済的困難があることも指摘されている（松本
2013）。いずれにしても「想定する子ども」の困難は貧困のみならず複合的な困難を背景とし
ており、職員の支援もそういった複合性を念頭に行われていると考えられる。
OECD（2018）の調査 では、特に乳幼児期に非認知的スキルを獲得できなかった子ども
が、その次の段階（学齢期以降）で積み上がるべき土台が形成されておらず学習で不利にな
ることが指摘されており、「スキルがスキルを生む」というエビデンスとともに、認知的スキ
ルを高めるためには非認知的スキルが重要であることが示されている。本調査で明らかにさ
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れた児童養護施設の支援は、施設入所までに子どもがおかれていた困難な状況をリカバーす
ること、すなわち乳幼児期に十分に形成されなかった積み上がるべき土台をつくることであ
り、その土台（非認知的スキル）なくしては認知的スキルを高めることは困難であることも
推察される。ただ、非認知的スキルを発達させる余地は児童期後期や青年期にもあることか
ら（OECD 2018）、子どもの非認知的スキルを高められるような環境を保障することが社会経
済的不平等を減らすという認識にもとづいた福祉・教育政策が取られるべきであろう。
一方で、非認知的スキルの概念は、「労働市場における成功を予測する要因として登場」し
たという指摘にみられるように、社会的成功を予測する因子として紹介されてきたものであ
る（西田ほか 2019）。ノーベル賞を受賞したヘックマンの研究は、非認知的スキルが認知ス
キルを発達させ、非認知的スキルを高める親から子ども（とくに 8 〜 9 歳の時期）への「投
資」が将来の所得に最も大きな影響を与えることで知られており（Heckman 2008）、日本にお
いても、非認知的スキルの養成を教育投資として位置づける論調もみられる（千葉 2019, 菅原
2015）。だが、非認知的スキルの重要性が学力（認知的スキル）向上のためだけに重要である
という意味に矮小化して捉えられているのであれば、子どもらしい生活を剥奪されてきた貧
困状態にある子どもたちが、教育投資の名の下で子どもらしく生きることをむしろ妨げるこ
とにつながりかねない。そういった意味では、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援の学
びが、「単なる学力のみならず、将来の自立に資する生活力など、非認知能力を含む多元的能
力と理解される」ようになり（松村 2019）、法の改正（2018 年）に伴い、「子どもの学習支援
事業」が「子どもの学習・生活支援事業」（2019 年）となって「学習支援と生活支援」を「結
実」させる（松村 2019）ことは、子どもの認知的スキルと非認知的スキルの関係性をふまえ
た効果的な支援となる可能性が期待できる。このような施策は、児童養護施設で暮らす子ど
もたちが、施設入所することによって生活基盤を整えることができたように、貧困状態にお
かれた家庭で暮らす子どもたちも在宅で生活支援を得られることにつながると考えられる。
最後に、本調査は児童養護施設の職員すなわち支援者側からみたものであった。本調査で
は、児童養護施設で行われている支援を非認知的スキルの枠組みを用いて整理し、どのよう
な支援が子どものどのような力を高めるのかを明らかにしたが、社会的養護における支援に
ついて、支援者側である職員の評価と子どもの評価はしばしば食い違うことが明らかになっ
ている（たとえば新藤 2017,2018）
。また、子ども自身の声が十分に聴かれていないこと（長
瀬 2019）や、社会的養護の当事者参画の機会が不十分であること（永野 2019）も指摘されて
いる。本調査においても職員が行ったと考えている支援であっても、子どもの視点からはまっ
たく異なった結果になることも考えられる。今後、非認知的スキルのフレームワークにもと
づいた子どもへの関わりや支援を社会福祉領域の専門職が検討するにあたっては、当事者で
ある子どもの意見や視点を取り入れるための方策が検討されるべきであろう。
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（注）
1） 社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格を有するとともに、スクールソーシャルワー
カーとしての実践経験が 5 年以上ある者のうち、貧困状態にある子どもへの支援の経験が
豊富だと考えられるスクールソーシャルワーカー 7 人への調査（2017 年 8 月から 2018 年
1 月に実施）および経験年数 25 年以上の児童養護施設長 3 人への調査（2017 年 12 月から
2019 年 3 月に実施）。なお、先行研究で明らかになっている非認知的スキルに限定するこ
とを避けるため、インタビューでは非認知的スキルとは伝えず、学校の教科教育では養成
が難しく、家庭や地域で養成することが必要だと考えられる力に注目してお話しいただい
た。また、「スキル」という言葉に違和感を抱くスクールソーシャルワーカーが多かった
ため、「スキル」ではなく「力」としてインタビューを実施した。すべてのインタビュー
は IC レコーダーで録音した。録音したデータをすべて文字に起こし、佐藤（2008）の質
的データ分析法をもとに分析を行った。詳細は高良（2020）、福間（2020）を参照のこと。
2） 不足しているスキルに対する支援のリスト設定のもとになっているスクールソーシャル
ワーカーを対象とした調査においても、貧困状態にある子どもに不足している力の背景で
ある家族への支援については、その必要性をすべてのスクールソーシャルワーカーが認
識していたが、支援には時間を要することがほとんどであるため、家族への支援を継続し
ながらも、家族の機能を多様な大人との交流等で補完することが目指されていた（高良
2020）。児童養護施設の子どもに対する支援においても、家族再統合の観点から保護者の
サポートは重要課題になっている。
3） 近年、全国の自治体で実施されている子どもの生活実態調査からも、低所得層であること
から生活困難に陥っている家庭において、すべての生活の基盤である衣食住を確保するこ
ともままならない状況があることが明らかにされている。たとえば、子どもの貧困調査研
究コンソーシアムに参加している研究機関が関わった調査だけでも、東京都では、首都大
学東京子ども・若者貧困研究センター（2017）「東京都子供の生活実態調査報告書（小中
高校生等調査）」、北海道では、北海道保健福祉部・北海道大学大学院教育学研究院「子ど
もの生活実態調査」研究班（2017）「北海道子どもの生活実態調査結果」、沖縄では、沖縄
県（2016）「沖縄子ども調査 調査結果概要版」（一般社団法人沖縄県子ども研究所に委託）
や沖縄県（2019）
「平成 30 年度沖縄県小中学生調査報告書」（大阪府立大学に委託）、大阪
府では、大阪府立大学（2017）「大阪府子どもの生活に関する実態調査」などがある。コ
ンソーシアムでは、子どもの貧困に関する調査における推奨調査項目を設定している。ま

児童養護施設における貧困経験のある子どもの非認知的スキルと支援

37

た、こうした調査で用いられている剥奪指標を用いて測られ明らかにされた結果からは、
経済的理由で子どもの経験や所有物に関して剥奪状態がみられることも示されている。本
調査においても、施設における子どもへの支援として、剥奪指標を用いた項目を設けてい
るが（例：毎年新しい洋服・靴を買う、クリスマスのプレゼントや正月のお年玉をあげる、
1 年に 1 回程度旅行やキャンプに行く、など）、児童養護施設では剥奪状態はほとんど起
きていなかった（10 項目のうち 8 項目は 93.2％〜 100.0％の実施率であった。残りの 2 項
目は習い事に通わせる 74.5％、学習塾に通わせる 84.2％であった）。詳しい結果は、本調
査の報告書（岩田美香編 2020, 栗田・新藤・岩田 2020）を参考にされたい。
（文献）
阿部

彩（2008）『子どもの貧困−日本の不公平を考える』岩波新書 .

阿部

彩（2011）「子ども期の貧困が成人後の生活困難（デプリベーション）に与える影響の
分析」『季刊社会保障研究』46（4）356-367.

千葉聡子（2019）「教育投資としての幼児教育無償化の社会的意義は実現されるのか：幼児期
における非認知的能力の育成と初等教育との接続で求められる教育環境」
『教
育学部紀要』52( 別集 ), 211-221.
遠藤利彦（研究代表者）（2017）『非認知的（社会情動的）能力の発達と科学的検討手法につ
いての研究に関する報告書』国立教育政策研究所 .
Cunha, Flavio and Heckman, James J.(2008)Formulating, Identifying and Estimating the Technology of
Cognitive and Noncognitive Skill Formation. J. Human Resources43, 738-782.
福間麻紀（2020）「貧困状態にある子どもの非認知的スキルと支援―児童養護施設長調査から
―」笹井宏益編『子どもの貧困と学習の社会的成果に関する理 論的実証的研
究報告書』玉川大学学術研究所（印刷中）
Fraser, Mark W.(2004)Risk and resilience in childhood（＝ 2009 門永朋子ほか訳『子どものリスク
とレジリエンス―子どもの力を活かす援助』ミネルヴァ書房）
岩田美香編（2020）『貧困を経験した子どもへの支援に関する調査〜児童養護施設全国調査〜
報告書（概要版）』法政大学現代福祉学部岩田美香研究室
経済協力開発機構（OECD）（2015）『家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの養成
−国際的エビデンスのまとめと日本の教育実践・研究に対する示唆』ベネッ
セ教育総合研究所 .
経済協力開発機構（OECD）編著、ベネッセ教育総合研究所企画・制作（2018）『社会情動的
スキル−学びに向かう力』明石書店 .
小西祐馬（2016）「乳幼児期の貧困と保育」『貧困と保育』かもがわ出版、26-52.
高良麻子（2020）
「貧困状態にある子どもに不足している非認知的スキルと支援―スクールソー
シャルワーカーへの調査から―」笹井宏益編『子どもの貧困と学習の社会的

上智大学社会福祉研究

38

2020. 3

成果に関する理論的実証的研究報告書』玉川大学学術研究所（印刷中）
栗田克実・新藤こずえ・岩田美香（2020）「貧困状態を経験した子どもへの支援に関する調査
報告〜児童養護施設全国調査〜」笹井宏益編『子どもの貧困と学習の社会的
成果に関する理論的実証的研究報告書』玉川大学学術研究所（印刷中）
Maslow, Ablaham H.(1970)Motivation and personality, second edition（＝ 1987 小口忠彦訳『（改訂版）
人間性の心理学―モチベーションとパーソナリティ―』
松本伊智朗編（2013）
「子ども虐待と家族―重なり合う不利と社会的支援」明石書店 .
松本伊智朗（2019）「なぜ、どのように、子どもの貧困を問題にするのか」『生まれ、育つ基
盤―子どもの貧困と家族・社会』明石書店 , 19-62.
松村智史（2019）「生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業の成立に関する一考察―国の
審議会等の議論に着目して―」『社会福祉学』60(2), 1-13.
道中

隆（2016）『貧困の世代間継承−社会的不利益の連鎖を断つ（第 2 版）』晃洋書房 .

永野

咲（2017）『社会的養護のもとで育つ若者の「ライフチャンス」―選択肢とつながりの
保障、「生の不安定さ」からの解放を求めて―』明石書店 .

永野

咲（2019）「日本における当事者参画の現状と課題」『子どもの虐待とネグレクト』
21(1),8-14.

長瀬正子（2019）
「子どもの「声」と子どもの貧困」
『生まれ、育つ基盤―子どもの貧困と家族・
社会』明石書店 .
中山芳一（2018）『学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす』東京書籍 .
日本財団（2018）『家庭の経済格差と子どもの認知能力・非認知能力格差の関係分析―2.5 万
人のビッグデータから見えてきたもの―』
西田季里・久保田（河本）愛子・利根川明子ほか（2019）
「非認知能力に関する研究の動向と課題 :
幼児の非認知能力の育ちを支えるプログラム開発研究のための整理」
『東京大
学大学院教育学研究科紀要』58, 31-39.
佐藤郁哉（2008）『質的データ分析法：原理・方法・実践』新曜社．
新藤こずえ（2017）「児童自立支援施設で暮らす子どもからみた『家庭的支援』」（公募シンポ
ジウム 児童相談所一時保護所における「家庭的養育」を考える）」日本子ど
も虐待防止学会第 23 回学術集会プログラム抄録集 , 138-139.
新藤こずえ（2018）「子どもにとっての生活のしやすさとは―職員による支援評価との比較―
（シンポジウム：社会的養護における具体的な家庭的支援のあり方とは ―児
童自立支援施設入所児童・職員への全国調査から―）」日本子ども虐待防止学
会第 24 回学術集会プログラム抄録集 , 96-97.
『週刊東洋経済』
菅原直子（2015）
「幼児期の教育費を考える 子どもへの投資は長期的な視点で」
6624, 66-67.

児童養護施設における貧困経験のある子どもの非認知的スキルと支援

高橋

翠・渡邊茉奈美・石井

悠（2017）「第 5 章

39

社会情動的コンピテンスに関する長期

縦断研究」 遠藤利彦研究代表者（2017）『非認知的（社会情動的）能力の発
達と科学的検討手法についての研究に関する報告書』国立教育政策研究所 ,
201-233.
埋橋孝文・矢野裕俊編著（2015）『子どもの貧困 / 不利 / 困難を考える−理論的アプローチと
各国の取組み』ミネルヴァ書房 .
Tough, P(2016)Helping Children Succeed: What Works and Why（＝ 2017, 高山真由美訳『私たちは
子どもに何ができるのか−非認知能力を育み、格差に挑む』英治出版）.
山田哲也（2018）「第 3 章家庭の社会経済的背景・『非認知スキル』・子供の学力」国立大学法
人お茶の水女子大学『保護者に対する調査の結果と学力等との関係の専門的
な分析に関する調査研究』お茶の水女子大学 , 23-27.

上智大学社会福祉研究

40

2020. 3

Non-cognitive skills and support of children with experience of poverty
in residential children's homes
Kozue Shindo
Summary : The purpose of this study was to examine what kind of support is available in residential
children's homes to develop the non-cognitive skills (socio emotional skills) that are lacking for children
who have experienced poverty. As a result of conducting a questionnaire survey of o children's homes
across the country, it was found that, based on providing food, clothing and shelter, which are the basis
of living facilities for children, to children who lack "power to believe in oneself", "power to rely on
others", "resilience", etc., various forms of support are provided for the ability that children lack, such
as "One-to-one support" and "A variety of experiences provide opportunities". In particular, all forms
of support have been linked to increasing "ability to believe in oneself" resulting in positive changes
in children's behavior. In addition, support for enhancing "ability to rely on others" is associated with
"Provision of food, clothing and housing" and "One-to-one support" which may increase the desire to
assist children who have experienced neglect. Much of this support is also provided to all children living
in children's homes, and institutional support generally enhances the non-cognitive skills of children
experiencing poverty.
Key words : child poverty, non-cognitive skills (socio emotional skills), residential children's homes,
school social work
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The Current Status and Issues in Crime Victim Support in Japan (2)
ITO Fujie (Sophia University)
ISHII-TAKIGUCHI Ryoko (Victim Support Center of Tokyo)
Abstract : This study is based on a paper, The Current Status and Issues in Crime Victim Support in
Japan (Sophia University Studies in Social Services, No37, 31-41) that was published in 2013, which
was revised to include the recent state of aﬀairs. Under the Basic Act on Crime Victims enacted in 2004,
Japan has steadily implemented speciﬁc measures to meet the needs of crime victims, key among them
being drawing up the Basic Plan for Crime Victims (referred to below as the "Basic Plan") of 2005, the
Second Basic Plan of 2011, and the Third Basic Plan of 2016 (running from April 2016 to the end of
ﬁscal 2020). This paper, based on the results of several surveys on crime victim support, discusses the
progress that has been made in supporting crime victims, with special emphasis on the milestones that
have been achieved and the challenges that remain unresolved.
Key words : Crime victims, Victimization, Victim support system, Private victim support
organizations, Restorative justice, Restorative dialogue, Victims' feelings conveyance
system

The Trends of Support Systems and Measures for Crime Victims
In Japan, there were no formal support systems for crime victims and their families until 1967,
when Asaichi Ichinose, a father whose son was murdered by a phantom killer, founded the Association
of Families of Homicide Victims Promoting the Eradication of Homicide. When left-wing terrorists
bombed the Mitsubishi Heavy Industries Building in Tokyo in 1974, causing 384 causalities, the
need for national compensation for victims became highly recognized. After this attack, Ichinose's
association joined an activist group led by Minoru Oya̶a professor of law at Doshisha University̶,
victims, and surviving families to form the Association for the Promotion of a Victim Compensation
System. This association's work facilitated the institutionalization of victim compensation and resulted
in the enactment of the Act on Payment of Beneﬁts for Crime Victims (Oya 1982). However, after this
enactment, the movement to develop support measures for crime victims fell by the wayside while
public interest waned (Segawa 2000).
In the 1990s, both private organizations and criminal justice institutions started building systems
for victim support. The Symposium Commemorating the 10th Anniversary of the Implementation
of the Benefit System for Crime Victims, which was held in 1991, led to an extensive fact-finding
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survey on crime victimization being conducted in1992. Also, a speech at the symposium by Emiko
Okubo, a mother whose son was killed by a drunken driver, served as a catalyst for launching the
Counseling Service for Crime Victim Assistance in 1992 (Yamagami 2008). This was the ﬁrst service
that specialized in victim support. This service was led by Dr. Akira Yamagami of the Tokyo Medical
and Dental University. In 1996, the National Police Agency issued the Basic Policy Concerning the
Measures for Supporting Crime Victims and sought to improve its systematic response by establishing
the Oﬃce for Crime Victims. The Public Prosecutors Oﬃce also initiated the Victim Support Oﬃcers
System and the Victim Notification System, which were implemented nationally. Bar associations
also started offering legal support for victims. In the private sector, the Mito Victim Support Center
(MVSC), which is the present Ibaraki Victim Assistance Center, was established in 1995.

The

MVSC provided victims with comprehensive services such as information services, referrals to related
organizations, counseling, legal advice, and support for victims' self-help activities. It also established
volunteer training programs (Nagai 2004). In 1998, eight private victim support organizations came
together to form the National Network for Victim Support (NNVS) (Yamagami 2008). Meanwhile, the
victims themselves founded grassroots advocacy organizations, developed mutual help activities, and
campaigned for advancing the status of victims and improving the judicial system.
Since 2000, various laws regarding crime victimization have been adopted. In 2000, various
measures were undertaken to reduce the burden on victims and their families when giving testimony
during trials. Key among them was the enactment of laws commonly known as "The Two Laws for the
Protection of Victims of Crime." In addition, victims and their families were also allowed to express
their feelings and opinions in court1). As far as juveniles are concerned, the Juvenile Act was amended
in 2000 and procedures were introduced in juvenile cases to allow victims and their families to inspect
and photocopy juvenile oﬀense case records, have their opinions on the cases heard in Family Courts,
and be notiﬁed of the court's ﬁnal decision. Among private victim support organizations, a system of the
Prefectural Public Safety Commissions2), which has the ability to designate a non-proﬁt organization
as an Early Assistance Organization for Crime Victims (EAO), was established in 2001. In this new
system, the EAOs are allowed to access and acquire information about particular victims from police
departments with the direct consent of the victims. As of 2009, private victim support organizations
involved in the NNVS were established in all 47 prefectures. Additionally, these organizations were
designated as EAOs as of 2015. In 2018, the Crime Victims Telephone Support Center was opened at
the NNVS to facilitate telephone consultations during early mornings, evenings, and on public holidays.
Meanwhile, the number of victim advocacy organizations has continued to increase since 2000.
The National Association of Crime Victims and Surviving Families (NACVSF) was founded by
bereaved family members in 2000. It was led by Isao Okamura, a lawyer whose wife was killed by a
person holding a grudge against him. Since Okamura belongs to judicial circles, the NACVSF led the
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victims' movement that sought to establish the rights of crime victims in the criminal justice system.
This movement involved gathering and collecting signatures in support of systemic reform around the
country. As a result, it encouraged the enactment of the Basic Act on Crime Victims (BACV) in 2004.
In 2005, based on the BACV, the Basic Plan for Crime Victims was formulated. This plan incorporated
258 concrete measures, which rapidly advanced the development of laws and institutions to protect the
rights of crime victims. Some outstanding developments facilitated by this plan include the creation of
National Crime Victims' Week (2006), the enforcement of the Oﬀenders Rehabilitation Act (2007), and
the enactment of the Act Related to the Support of Crime Victims by Payment of Beneﬁts for Crime
Victims (2008).
If the NACVSF had not been formed and Okamura had not been a lawyer, Japan's crime victims
would have been left out of the criminal justice system. One of the benefits of the development of
the crime victims' support system in Japan is that victims and bereaved family members themselves
have made great eﬀorts to call for their rights. In June 2018, the NACVSF achieved its original goals,
which, on the basis of it having signiﬁcantly improved the situation facing victims of crime, led to its
dissolution (NACVSF 2018). In particular, the NACVSF played a signiﬁcant role in securing the rights
of victims in criminal proceedings. Therefore, its disbandment can be considered an end to one of the
stages of the crime victims' movement.
In the recent past, local governments have also promoted support measures for crime victims by
emphasizing the need to provide them with seamless support in the networks of diﬀerent institutions
and programs, which is one of the basic requirements of the BACV. Regarding victim participation
in criminal procedures, which was pursued in the movement by victims themselves, the Victim
Participation System and the Compensation of Damages Order System were initiated in 20083). A 2008
amendment to the Juvenile Act allows victims of certain crimes perpetrated by juveniles to sit in on
judicial hearings4). In 2010, the statute of limitations for the prosecution of crimes, including homicide
and murder-robbery, was abolished while that of crimes such as forced sexual intercourse causing death,
injury causing death, and dangerous driving causing death was extended. This change was greatly
inﬂuenced by the movement of victims and their bereaved families. The progress of the Basic Plan for
Crime Victims was examined and then the Second Basic Plan was developed in 20115).
In the process of developing the Second Basic Plan, victims and their supporters strongly advocated
the enhancement of support for sexual assault victims (Cabinet Oﬃce 2012). The national government
prepared a guide for starting and administering one-stop support centers for victims of sexual crimes and
assaults in 2012. In 2018, one-stop support centers were established nationwide. For victims of sexual
violence, the establishment of one-stop centers, where they could receive medical, psychological, legal,
and livelihood support within the same location, was a major milestone in advancing and protecting
their rights.
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In 2016, the Third Basic Plan for Crime Victims was formulated. This plan aimed to encourage local
governments and private support organizations to provide both medium- and long-term support for
crime victims. It included a proposal to expand the crime victims' support system so that the cost of
counseling services provided to the victims is borne by police through public funds. It also proposed
the training of social workers, mental health workers, and clinical psychologists so as to equip them
with specialized knowledge and skills relating to crime victims and making use of social workers to
provide eﬀective livelihood support in local governments. In the same year, the Act on the Payment
of Condolence Money to the Victims of Crimes Overseas was established to protect citizens who fall
victims to crimes overseas. This allowed the payment of condolence money to bereaved families and
compensation to victims who suﬀer severe and lasting disabilities. In addition, the same year also saw
the jurisdiction of the government's policy measures for crime victims transferred from the Cabinet
Oﬃce to the National Public Safety Commission (National Police Agency).
In 2017, the penal code on sex crimes was revised for the ﬁrst time in 110 years, allowing prosecutions
without the need for victims to press charges, so as to reduce the mental burden on victims. The scope
of the law was also expanded to include anal and oral intercourse while the crime of "rape" was revised
to "forced sexual intercourse," with the gender of the victim becoming immaterial. The lower limit
of the statutory punishment for forced sexual intercourse was increased from three years to ﬁve years
in prison, and the lower limit of the statutory punishment for forced sexual intercourse causing death
or injury was increased from ﬁve years to six years in prison. In addition, the crimes of indecency by
person having custody of person under 18 and sexual intercourse by person having custody of person
under 18 were newly established, allowing punishment for the sexual abuse of children under the age of
18 by custodians even if not accompanied by assault or intimidation or by situations where the victims
are unable to resist. In addition, a supplementary resolution called on the government and courts to
give more consideration to victims and to understand their actual situations. It also pointed out that the
revisions would be examined further in 2020. These amendments emphasize the importance of the sexual
violence survivors speaking out. For instance, Spring, which is made up of sexual assault survivors as its
core members, is currently working to advance the following demands (General Incorporated Association
Spring 2018), and it will pay attention to the kind of revisions that are likely to take place in 2020.
(1) Eliminate the statute of limitations in prosecution for sexual oﬀenses (10 years for forced sexual
intercourse, 7 years for forced indecency)
(2) Make non-consensual sexual intercourse (sexual activity not based on sincere consent in an equal
relationship) a sexual oﬀense6)
(3) Increase the age of consent for sexual intercourse from 13 years to 16 years of age
(4) Establish sex crime regulations that take into account social status relations, such as those relating to
workplace superiors, teachers, religious leaders, or siblings and relatives of diﬀerent ages.
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Comprehensive Response Desks for Local Government Organizations
Under the Second Basic Plan, local government organizations were requested to put in place a
comprehensive response desk for victims, and these have now been established in every municipality
in the country. In addition to providing information and consultations, the response desks, which have a
support system in place, provide temporary housing, livelihood support, support funds and beneﬁts, and
assistance and accompaniment in various procedures. In recent years, the need for ordinances that form
a legal basis for promoting this kind of victim support has increased, and such ordinances have been
enacted at the prefectural and municipal levels. As of April 1st, 2019, 17 prefectures, six governmentdesignated cities, and 272 municipalities (out of 47 prefectures, 20 government-designated cities,
and 1,721 municipalities) had enacted ordinances to support victims (National Police Agency 2019).
Further, Tokyo is prepared to enact another ordinance in April 2020. It is hoped that this will encourage
support for livelihood, ﬁnancial, mental, and physical issues that only local governments, as familiar
presences to residents, can provide.
In this way, local governments have been working to support victims. However, there are still many
issues that need to be addressed. According to a national survey conducted by Crime Victim Support
Study Group in 2016, about 90% of the people working at the comprehensive response desks were
doing so concurrently with other duties, most of the desks had one or two people assigned to them, and
those with qualiﬁcations in interpersonal support work only made up about 10% of the total. In the past
year, only about 20% of the desks had inquiries. A signiﬁcant tendency for those desks with qualiﬁed
interpersonal support professionals assigned to them to receive more inquiries was also observed. The
results of the survey suggest that it is necessary for the support desks to have two or more members of
staﬀ who are qualiﬁed or have experience in consultation assistance.

Services Provided by Private Victim Support Organizations
The private victim support organizations affiliated to the NNVS provide support to victims and
surviving families affected by crimes such as murder, assault, sexual offenses, and traffic incidents.
The support consists of provision of information, consultation by telephone and in person, counseling
by professional psychologists, direct support, and self-help groups. In addition, the organizations also
conduct public awareness activities, counselor training, and research on victim support. Direct support
also includes conducting home visits to victims as well as accompanying victims to police stations,
public prosecutors, courts, lawyers, hospitals, and administrative oﬃces. In direct support, the counselor
promotes communication between the victim and the relevant organizations, provides mental support
for procedures, and gives practical support such as securing spaces to take breaks in and conﬁrming
schedules. This kind of support ensures that victims are taken into consideration, given respect, and
actively involved in the series of procedures.
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More than 20 years have passed since the NNVS was founded, and the number of consultations
handled by private support organizations across the country has also increased. The total number of
consultations handled in 2010 was 16,244. This figure increased to 39,891 in 2018. Out of all the
consultations handled in 2018, 32,783 were related to crime victimization. The number of direct support
cases increased by about 1.4 times̶from 5,931 in 2010 to 8,288 in 2018. Excluding 1,133 cases of
coordinating contact with related organizations, the remaining 7,155 break down as follows: 37.2%
court-related support (such as accompanying victims to trials or proxy hearings to take court records on
behalf of victims), 18.3% accompaniment to legal consultations with lawyers, 7.8% public prosecutorrelated support, 5.9% accompaniment to hospital, and 4.1% police-related support. These statistics
imply that about two-thirds of the direct support is justice-related support.
Looking at the breakdown by type of the crime, out of the 32,783 crime victim consultations, sexual
violence cases made up the majority, with 17,689 cases (53.9%), and that proportion is trending upward
year-by-year. In addition, there were 4,317 cases relating to homicide and injury causing death, 2,808
relating to assault and injury, 2,469 relating to traﬃc deaths, 1,136 relating to traﬃc incidents, and 1,511
relating to domestic violence. As mentioned above, the Crime Victims Telephone Support Center was
established in 2018, enabling telephone consultations during early mornings, evenings, and on public
holidays. The number of telephone consultations in 2018 was 1,545, and the consultations between
16:00 to 22:00, outside of the consultation hours of regional private support organizations, made up
52.8% of these (NNVS 2019).
The advantages of private support organizations include the ability to provide both medium- and
long-term support, convenience and ﬂexibility, meticulous support, and in addition to free services, the
ability for victims to regain trust in society and human relations in the context of an equal relationship
with support staﬀ (Ito 2016：143).
In terms of challenges, the first is the weakness of the financial foundation. The main sources of
funding are local government subsidies and corporate and individual donations. Therefore, the operating
funds are limited and increase at a slow pace. According to the NNVS, the total expenditure of its
48 member organizations nationwide in fiscal 2018 was about 1.3 billion yen, and 23 of those were
running a deﬁcit (Yomiuri Shimbun). With the increase in the number of consultations, public ﬁnancial
assistance is essential in facilitating appropriate support.
The second is the fact that private support organizations basically have only one location in each
prefecture, making it difficult to provide wide-area support (Ito, 2018). In addition, the criterion for
deciding the type of support to oﬀer is based on the area where an incident occurred and the victim's
place of residence. Notably, the criteria used to arrive at the decision on whether or not to provide
support are not standardized between the organizations. When the location of the incident and the
victim's place of residence span prefectural boundaries, it is not clear which organization will be in
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charge of what, and as such it is necessary to enact rules providing for wide-area support.
There is also a shortage of full-time and part-time staff in most organizations. Moreover, the
organizations are made up of ageing staﬀ, with the NNVS's 2018 activity report showing that those over
60 make up over 62% of the total staﬀ in the victim support organizations (NNVS 2019). Therefore,
it is necessary to train young professional staﬀ, secure expertise, and prepare the ground for the use of
volunteers.

The Possibility of Restorative Justice Practice
In order for the victim to "recover" from the damage they have suﬀered, it is often important to obtain
information and apologies related to the incident directly from the perpetrator. Restorative justice can
be given as a conceptual background for the practice of seeking a point of contact between the victim
and perpetrator. Restorative justice began to attract attention in the 1970s and provides a complementary
perspective to traditional retributive justice (Zehr 1995).
Its basic principle is to involve all parties and the community in the process of: (1) focusing on the
needs of victims and meeting them, (2) making perpetrators take responsibility, and (3) improving
the situation. It is characterized by taking up the needs of victims that cannot be met by traditional
retributive justice and involving the community in trying to correct the situation. It is characterized
by direct dialogue between the injured party and the perpetrator, a conference in which families and
supporters also participate, and circles in which even more stakeholders are involved (Ito 2015).
For instance, in the United States, dialogue between inmates and victims is conducted in correctional
facilities, not only for minor cases but also for serious crimes such as murder and manslaughter. Prior
to the dialogue, both the victim and the perpetrator conduct careful preparations and clarify their needs.
This approach has achieved a certain level of success, including a high level of satisfaction from the
participants. There are many practicing organizations, not only public institutions but also private
organizations, which are involved in developing various programs for each case and community. Welltrained community volunteers are often involved as facilitators in such dialogues.
In Japan, professionals in the legal field have shown a high level of interest in restorative justice
and theoretical discussions are ongoing. However, in terms of practice, restorative justice is still
insuﬃcient. One of the pioneering organizations in restorative justice is Chiba's Taiwa no Kai ("Dialogue
Association"). Taiwa no Kai was founded in 2001 and it conducts dialogues between victims and
perpetrators in juvenile cases. Through face-to-face discussions between the parties, it provides a
platform to talk about how victims can recover and how perpetrators can reform. By 2019, Taiwa no
Kai had received 86 applications, out of which 32 dialogue meetings took place. The breakdown of
cases spans from serious cases, such as attempted murder and manslaughter, to relatively light cases,
such as theft, and also crimes such as indecent assault. Even in cases where a dialogue meeting between
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the parties does not take place, there are instances where, indirectly, the perpetrators' apologies are
conveyed to the victim and facts about the injury that the victim suﬀered conveyed to the perpetrator
(Yamada 2015).
In addition, Taiwa no Kai is also involved in "education that incorporates victims' viewpoints" at
juvenile detention centers. Through group work, the boys think about the feelings of the victims and
their experience of injury, strengthen their resolve to apologize, and are given guidance so that they can
work on their own rehabilitation. These eﬀorts can also be described as restorative justice practices.
One of the restorative justice practices by undertaken by the public sector is the establishment of
Japan's Victims' Feelings Conveyance System (one of the four measures undertaken to support crime
victims in facilitating oﬀenders' rehabilitation). This system was introduced in 2007 as an expansion
of victims' involvement in criminal proceedings, which is one of the priority issues of the Basic Plan
for Crime Victims. This system is positioned as the final point of contact for crime victims within
the criminal justice process; i.e., it enables victims to communicate their feelings to perpetrators on
probation and to acquire information on the results of this notiﬁcation.
The results of a 2014 questionnaire survey given to the probation oﬃcers in charge of this system
showed that in order to make this system more effective, further investigation is necessary to better
grasp the victims' satisfaction and needs, to incorporate the perpetrators' probationary treatment, and
to assess the necessary methods of cooperation of the organizations concerned (Ito 2016). In addition,
the continuous development of the system as a practical exercise in restorative justice will require close
cooperation with the correctional sector in the future.
Participation in the practice of restorative justice is entirely at the discretion of the victim, and the
availability of such an option contributes to comprehensive victim support. It is hoped that a full-ﬂedged
path to the practice of restorative justice will be established as an aid to victims' "recovery."

A New Direction in Victim Support
Victims of crime have long been a "forgotten" presence in terms of human rights and social justice.
While for perpetrators, the costs of being arrested, detained, tried, and punished are covered by public
funds, the costs incurred by victims as a result of the crime, including medical and nursing care expenses,
moving expenses, and living expenses, are all borne by the victims themselves. Within the judicial
process, their only role was to provide "evidence" so as to facilitate the conviction of the perpetrators.
Although Japan has seen great progress in systems and policies for crime victims since the enactment
of the BACV in 2004, there are still many victims who have not beneﬁtted from the support oﬀered or
who are struggling to rebuild their lives.
The approach to crime victims' support mainly focuses on mental care after the damage suﬀered and
securing the victims' rights in criminal procedures. Currently, in the lead-up to the formulation of the
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Fourth Basic Plan for Crime Victims, which will be implemented in April 2021, both medium- and longterm livelihood support is attracting attention.
Consequently, the following points are important in this livelihood support:
① It is essential to have a system that enables collaboration among multiple organizations in various
fields of service, such as finance, housing, medical care, employment, and education. In order to
achieve this, it is necessary to establish a victim support council, hold regular meetings, and clarify
and conﬁrm the role of each organization on a daily basis.
② It is also desirable that the comprehensive response desk for victims in local governments forms the
center of this multi-organizational cooperation. Specialists in the ﬁeld of health and welfare should
be assigned to this desk and the services (social resources) of each institution be coordinated and
monitored using care management methods.
③ In the future, it is hoped that these response desks will be developed as a one-stop service that allows
victims to seek various consultations and coordinate their services in a single place.
There are many diﬃculties and absurdities that crime victims face. We should aim to create a system
that allows victims to receive prompt and appropriate support and rebuild their lives regardless of where
they live within the country.

Footnotes
1) Previously, victims in Japan were not allowed to express their feelings and opinions in court.
2) Japan is divided into 47 prefectures which encompass municipalities. Each prefecture has an
assembly as a legislative organ, a governor as an executive agency, and officials as subsidiary
organs. The Prefectural Public Safety Commission is an agency which directs the prefectural police.
3) The Victim Participation System applies only to certain crimes such as homicide, injury causing
death, forced sexual intercourse, forcible indecency, negligence in vehicle driving causing death
or injury, unlawful capture and confinement, and kidnapping and buying or selling of human
beings. The Compensation of Damages Order System applies only to certain crimes such as
homicide, injury causing death, forced sexual intercourse, forcible indecency, unlawful capture and
conﬁnement, and kidnapping and buying or selling of human beings.
4) This amendment applies only to certain serious crimes such as homicide, traﬃc case causing death
or injury, and injury causing a signiﬁcant danger of a victim's life.
5) The revision of the Basic Plan was scheduled for 2011 because the planning period was set to ﬁve
years. However, victims and their supporters had demanded that the national government promote
more measures for victims before the revision of the Basic Plan because there were some measures
that had not yet been realized or thoroughly implemented.
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6) Currently, even if a victim over 13 years of age did not consent to a sexual intercourse, the
perpetrator cannot be charged without proving the existence of suﬃcient assault or threats that made
the victim incapable of resisting.
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日本における犯罪被害者支援の現状と課題（2）
伊藤

冨士江（社会福祉学科教授）

石井（滝口） 涼子（公益社団法人被害者支援都民センター）
要 旨： 本 稿 は 2013 年 に 発 表 し た 論 文 The Current Status and Issues in Crime Victim Support in
Japan (Sophia University Studies in Social Services, No37, 31-41) をもとに、近年の状況を加え構成
し直したものである。わが国では 2004 年制定の犯罪被害者等基本法に基づき、2005 年には第
1 次犯罪被害者等基本計画（以下、基本計画）、2011 年に第 2 次基本計画、2016 年に第 3 次基
本計画（2016 年 4 月から 2020 年度末）が策定され、被害者のニーズに応えるための具体的施
策が官民挙げて着実に実施されてきている。本稿では被害者支援においてどのような進展が
あり、改善されてきているか、また現在どのような課題があるか等について調査結果も踏ま
え論じている。
（前回 2013 年の論文は、わが国の犯罪被害者支援に関する英語論文がほとんどなかったことも
あり、海外の研究者を含め問い合わせが多く活用していただいた。それから 7 年近くが経過し、
内容をアップデートする必要性を感じていた。不十分な箇所もあるかと思うが、ご指摘いただ
ければ幸いである。）
キーワード： 犯罪被害者 , 被害 , 被害者支援システム , 民間被害者支援団体 , 修復的司法（正義）,
修復的対話 , 心情等伝達制度 , 更生保護における犯罪被害者等施策
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東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する比較研究
─中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆─
王

蔚（社会福祉学専攻博士前期課程）

要旨：本研究では、定性的歴史的な分析に基づいて東アジアの日本、韓国、シンガポールを
座標軸にとることで四カ国間の比較研究を行った。住宅アセットベース福祉の基盤である持
ち家社会の形成、危機を分析し、住宅アセットベース福祉に関する三段階モデルに基づき、
新たに国家、市場、世帯を含む 3 つの主体をモデルに組み入れて再検討した上で、「保障性安
居工程」と住宅積立金制度を含む住宅保障と社会保障改革の課題と方向性への示唆を指し示
した。
キーワード： 住宅アセットベース福祉、中国、持ち家社会、住宅制度改革

1

研究背景
2018 年 12 月に発表された「中国家計資産調査報告書」1）によれば、住宅資産が世帯の家計

資産の最も重要な部分であり、都市部における世帯が所有する住宅資産が家計資産の 69.7％
を占めている。2017 年の住宅資産価値の増加率は 15.56％に達し、家計資産の増加速度より
も速い。住宅の資産価値の上昇は世帯の富の成長を促進する。また、恒大研究院が発表した
2019 年の「中国の住宅システム：レビュー、実績、反省と改革」によれば、現時点では中国
都市部における持ち家率は 1978 年の 22％から 79％までに上昇している。住宅制度の市場化
改革の恩恵を受けて、持ち家社会が基本的に形成され、大多数の世帯は持ち家取得を通じて
キャピタルゲインを実現してきた。
国務院（日本の内閣府に相当）は 2013 年に「关于加快发展养老服务业的若干意见」（サー
ビス産業の発展を加速することに関するいくつかの意見）を発表した。その後、国家発展改
革委員会（国家発展改革をリードする国務院の一つの部門）と民政部（日本の厚生労働省に
相当）は共同記者会見で高齢者養老サービス産業の発展を促進するための関連政策と条件を
紹介し、高齢者向けリバースモーゲージの導入を明言した。中国保険監督管理委員会は 2014
年に「中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见」（高齢者向けリバー
スモーゲージ型養老保険 2）の試行に関する意見）を公布し、リバースモーゲージを北京、上海、
広州、武漢に試験的に実施することを決めた。さらに、2018 年 7 月の「关于扩大老年人住房
反向抵押养老保险开展范围的通知」（高齢者向けリバースモーゲージ型養老保険の範囲拡大に
関する通知）により、リバースモーゲージは全国的に拡大されるようになった。このように、
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中国政府による一連の施策はリバースモーゲージを推進する積極的な姿勢を示している。高
齢社会に突入する目前に、社会保障制度が完全に整備されていなかった中国において、政府
は個人に対して住宅に蓄積された価値をリバースモーゲージの方式で引き出し、高齢期に自
身の福祉ニーズを満たすことを奨励し、住宅アセットベース福祉の役割を期待している。
このような住宅アセットベースの福祉アプローチは、住宅が潜在的な福祉リソースになる
ことを考慮し、主にイギリスなどの欧米国家で行われている。欧米の政策決定者は、少子高
齢化、労働力の減少、およびその結果としての公的資金と投入できる資源の減少に向けた文
脈で、既存の民間手段を最大限に活用する方法に関する議論を行ってきた。
東アジアの観点から見ても、住宅アセットベース福祉は斬新なアイデアではない。20 世紀
第二次世界大戦後、日本をはじめとする東アジア国家の政府は住宅不足を解消するために、
新規住宅建設、住宅融資支援などの政策を通じて、持ち家社会を推進してきた。そして、東
アジア政府が持ち家へのアクセスを拡大することが、家族の機能を高めるだけでなく、住宅
アセットベース福祉へのアクセスをも可能にする。
ただし、近年のグローバリゼーションによる不安定な経済成長、人口の少子高齢化などの
社会・経済変化が東アジアにおける持ち家社会に多大な影響を及ぼしている。持ち家社会に
基づく住宅アセットベース福祉の持続性も疑問視され始めた。そのため、今一度東アジア諸
国における住宅アセットベース福祉の共通点や相違点、問題点を検討する必要があるだろう。
特に、中国政府では住宅アセットベース福祉の可能性を意識し始めたばかりであるため、日
本、韓国、シンガポールと比べて中国における住宅アセットベース福祉の条件が揃っている
のか、位置づけが異なるのか、将来も持続できるのかなどの問題も明らかにしなければなら
ない。本研究は四カ国の比較研究を通じて、中国における住宅アセットベース福祉に関する
発展の方向性を検討する。住宅アセットベース福祉に関する研究は中国ではあまり見受けら
れず、このような研究は学問的にも、また政策的にも大きな意味があると言える。

2

本研究の目的と方法
以上の研究の背景と問題意識に基づき、文献研究と歴史研究を行う。
本研究では、定性的歴史的な分析に基づいて東アジアの日本、韓国、シンガポールを座標

軸にとることで四カ国間の比較研究を行う。ただし、単に住宅アセットベース福祉に関する
比較だけではなく、住宅アセットベース福祉の根本である「ハウジング」から研究を展開する。
また、先行文献を踏まえて住宅を巡る諸関係を明らかにした上で、アセットベース福祉から
住宅アセットベース福祉への潮流を考察する。さらに、東アジア四カ国における持ち家社会
の形成と危機を歴史的な視点から検討し、住宅アセットベース福祉に関わっている国家、市場、
世帯を含めた三つの主体に目を向け、四カ国における住宅アセットベース福祉の特性と問題
点を明らかにする。最後に、以上の研究結果を踏まえて中国の住宅制度と社会保障の改革へ
の示唆と、そして今後の課題を指し示す。
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3

先行文献
ま ず、 シ ャ ラ ー デ ン は 20 世 紀 90 年 代 に 初 め て「 資 産 効 果 」 を 中 心 に ア セ ッ ト ベ ー

ス福祉が社会福祉政策への新しいアプローチとして貧困問題に寄与することを提唱した
（Sherraden1991）。しかしながら、住宅アセットベース福祉の議論は 2007-2008 年の世界金融危
機をきっかけにハウジング学者よって本格化されたため、住宅アセットベース福祉もまだ十
分に検討されていない新しいテーマである（Groves et al. 2007；Waston2009；Doling & Ronald
2010, 2012；Hirayama 2010；Lowe 2011=2017；Lowe et al.2012；Prabhakar2019）
。
そして、初期の研究は主にイギリスを対象にその前提条件、変遷、とくに限界などを議論
してきた。その後、一部の学者は、東アジア諸国に目を向け始めており、東アジア諸国の経
験と教訓を学び、これに基づいて英国を中心とする西欧諸国の住宅アセットベース福祉のあ
り方を再検討している（Groves et al. 2007; Doling & Ronald 2010; Ronald & Doling 2010）
。今まで、
東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する研究はそれほど多くとはいえない。
ロナルドとドーリングは東アジアにおける持ち家とプラパティーベース福祉 3）がどのよう
に発展し、どのような結果をもたらしたのかという問題に着目し、年金制度の評価に広く使
用されている、「妥当性」、「持続可能性」、「アクセス」を含む三つの基準に基づき、日本とア
ジア NIEs（シンガポール、台湾、韓国、香港）におけるプラパティーベース福祉を考察して
いる。彼らによれば、東アジアにおける持ち家の拡大は福祉国家の未発達に照らして住宅サー
ビスの面だけでなく、家族の福祉基盤を支援することでも多くの世帯を支えている。また、
持続性については、持ち家を福祉の「クッション」として機能するために、住宅価値の安定
上昇が求められているものの、これは若年層の住宅市場への参入を困難にすると指摘されて
いる。アクセスについては、住宅に蓄積された価値を引き出すのはまだ困難であるとしてい
る（Ronald & Doling 2010）
。
さらに、ドーリングとロナルドは 2012 年の論文で日本、韓国、シンガポールと台湾を研究
対象とし、収斂理論の視点から東アジア諸国における高齢者の所得、介護などの問題に対応
するための政府による対応策の共通点を発見している。共通点について、1 つ目は家族の幸福
の物理的、感情的、経済的基盤としての持ち家へのアクセスの拡大を通じて、社会保障制度
の不足を補うこと、二つ目は、政府が持ち家政策により家族支援の地理的制約を緩和すること、
三つ目は、高齢者が持つ住宅エクイティ（住宅の市場価値からローン債務を差し引いた実質
価値）の一部またはすべてのリリースを可能にするメカニズムが導入されることである
（Doling
& Ronald 2012）
。
中国においては、アセットベース福祉に関する研究に温度差が感じられる。香港の一部の
学者を除いて中国大陸の学者はアセットベース福祉についてほとんど論じていない。聶は自
身の論文で、東アジア諸国政府の介入によるアセットベース福祉の促進に関する研究が中国
では無視されていると明言し、自身が第一人者として東アジア諸国における住宅システムの
確立と発展の 2 つの時期、およびアセットベース福祉の入口、プロセス、およびアウトプッ

上智大学社会福祉研究

56

2020. 3

トの 3 つの側面からアセットベース福祉の経験と教訓をしてきしている。聶によれば、住宅
所有に基づくアセットベース福祉には限界と脆弱性があり、政府の政策は、「入口をより包括
的にする」必要があり（若年層、低所得層もアセットベース福祉にアクセスできるように）、
プロセスについては住宅市場の安定性を確保するために「継続的な介入」が求められ、さら
に住宅エクイティのリリースなどのニーズを満たすように「アウトプットメカニズムの改善」
が必要とされる（聶 2017：54）。それを踏まえ、彼は中国でのアセットベース福祉の有効性を
検討し、アセットベース福祉による不平等などの問題点に懸念を表明している（聶 2017）。残
念ながら、聶の研究は中国の住宅システムと社会保障制度の現状を検討せずに、住宅オブザー
バーの視点から他の東アジア諸国の例を考察している。また、アセットベース福祉に関わっ
ているもう一つの主体である世帯とその外部にある人口構造の変化が考慮されていない。
一方、日本人の学者である平山とイズハラ（ブリストル大学の海外日本人学者）は日本に
おける持ち家社会とアセットベース福祉に焦点を当てており、とくに高齢社会を背景とした
現在の日本における問題を議論している。平山は、経験的証拠に基づき、「日本の持ち家社会
が世代間および世代内の両方で不平等が拡大することによって徐々に挑戦され、高齢化の進
展によって悪化している」という結論に至っている（Hirayama 2010：175）。また、イズハラ
はアセットベース福祉の失敗と政策主導の市場の失敗を巡って議論を展開しており、日本住
宅市場のボラティリティと不動産システムにおける土地と住宅の分離、未発達の中古住宅市
場などの問題点から、政府による住宅の供給、消費、投資とトランザクションへの介入が不
十分だと主張している。さらに、イズハラはより国際比較的な視点を持ち、シンガポール政
府のより強力な介入と中国の中古住宅市場の成熟を、日本と比べて優れていると評価してい
る（Izuhara 2016）。
以上の先行研究をまとめると、欧米の学者はアセットベース福祉に関する研究を主導して
いるが、基本的には日本とアジア NIEs に注目しており、研究の対象として中国を検討して
いない。理由としては、他のアジア諸国と異なる政治体制、都市と農村の格差、関連データ
の入手の難しさ等が考えられるだろう。現時点で、本格な研究は始まったばかりであるため、
中国のコンテクストに基づいたさらなる研究が求められている。そのため、本研究では日本、
中国、韓国とシンガポールを比較対象とし、発展主義福祉システム、経済の低成長、グロー
バリゼーション、少子高齢化などを含む複合的な影響を受け、住宅アセットベース福祉が東
アジアにおいてどのように変化してきたのか、加えてその特性と課題を考察する。

4

ハウジング研究と住宅アセットベース福祉

4－1

ハウジング研究

「ハウジング」（Housing）というキーワードは住宅アセットベース福祉の根本であり、最初
にその本質を明らかにする必要がある。まず一般的な視点から見るとどのように捉えればい
いのだろうか。「ハウジング」という言葉は名詞でもあり、動詞でもある。松村明編『大辞林
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第四版』において、「ハウジング」は「土地・住宅・家具・インテリアなどを含む総合的な住
宅の供給。また、その関連産業の総称」となっている。また巽和夫編『現代ハウジング用語
事典』においても、「ハウジング」は「ハウスの動名詞として、住宅を企画する、供給する、
管理する」というような意味がある。
さらに、住田は「ハウジング」の概念を説明する際に、「住宅を供給する」という概念がそ
の 1 つであり、もう 1 つには、「住まう」という概念があると述べている。住田によれば、そ
の語源は、「住む」であり、「dwell」あるいは「live」とみなしていい。
（住田 2015：3）
しかしながら、より深い視点から「ハウジング」とは何かを問おうとすれば、ハウジング
研究を日本国内外に取り巻く様々な分野、学問に検討されてきたことを考察することも求め
られる。
日本において、ハウジング研究に牽引してきた学問は建築学（住居学と都市工学も含む）
である。財団法人住宅総合研究財団編『現代住宅研究の変遷と展望』の 9 割の執筆者が建築
学者であり、それも証拠の 1 つである。一方、社会科学者や人文学者がハウジング研究に対
して関心が薄かった故に、日本では建築学によるアプローチで研究が大きな割合を占める、
ということは他の諸外国と異なる日本特有の発展の経緯だと言える。建築学の分野では、『建
築大辞典』によれば、「ハウジング」とは「空間的に人間が住むに足る住居とその環境の質を
持ち、社会的にどの地域や階層の人にも空間の質を確保するための目的と手段を持ち、居住
者がこれらを背景にしながら、近隣関係を含め住みやすい居住環境につくりあげていくこと
などを統合した有機的な概念」とされている。それは、住宅の供給と「住まう」の概念を超
えて、空間的、社会的、人間的な側面から「ハウジング」を定義されている。
社会学において、フランスの都市社会学のパイオニアであるローヴェは、住宅の定義や家
族の定義についての諸問題とその関係を再検討するために、都市社会学以外に「住宅社会学」
を創設すべきだと述べっている。ローヴェによれば、一般的に住宅は私的空間と認識されるが、
あらかじめ公的空間として再認識されることは有意義である。さらに、ローヴェは、住宅に
ついて考察する際に「生活空間すなわち居住環境の中で、ある社会上の物理的な枠組みから
切り離されることができない」と主張している（Lauwe 1970=1973: 85）。彼によれば、家族を
庇護する建築物であることに加えて、住宅は 1 つの社会単位に対応し、家族の構造をも反映
する存在である。したがって、住宅について研究するということは社会及び家族をも研究す
るにほかならないと言える。
また、日本の都市社会学者である三浦も、ハウジングは「われわれの生活を物理的に防御
するシェルター」であるとし、また、「家族以上に人間社会に普遍的な社会現象」であると定
義している（三浦 1989：53）。人々や家族はハウジングを介して地域社会あるいは社会全体と
の関係を持つことになり、居住者の階層的地位も住宅によって規定される。つまり、ローヴェ
と三浦が着目したのはハウジング、家族、社会の間に存在した重要かつ不可分な関係とその
間の潜在的な相互作用である。
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経済学において、浅見が「現代経済学は、経済人の合理的行動仮説とパレートの意味での
効率性の追求にその基礎を置いている」と述べている（浅見 1997：289）。このような体系を「住
宅経済」に適用すれば、住宅を買うもまたは賃借する消費者と住宅を供給する開発者は、経
済人として、それぞれの立場で合理的行動を選ぶ、ということになる（王 2003）。経済人の行
動という視点で見ると、住宅は消費者によって買われるまたは賃借されるものであり、した
がって、住宅は「資本資産（capital asset）」と「サービス（service）」という二重の意味を持っ
ていると言える。「資本資産」について、ソーンズによれば、「住宅所有は労働市場以外で富
を蓄積する効果的な方式である」（Thorns1995：8）。一方、個人や世帯は、市場から住居を購
入し、「持ち家の帰属家賃」の概念で捉えられた影の取引を通じて実際には家賃の受払を伴わ
ずに通常の借家と同様のサービスが生産され消費される。エコノミストは、住宅のこの「サー
ビス」の側面を基本的なものとして認識している。しかしながら、この点が、社会政策の観
点から書かれた住宅文献ではめったに認識されていないとファヘイとノリスは批判している
（Fahey & Norris 2011：439）
。
そもそも、消費者はその選好を効用関数の最大化を求めて住宅を選択し、生産者は、主に
自身の利潤関数の最大化を実現できるように行動する。つまり、双方とも自らの最も効率的
な道を追求するのである。加えて、供給と需要が競争均衡の状態となると、効率的にもなる。
ただし、経済学という学問は様々な価値観に基づいたものであり、効率性だけではなく、公
平性の問題も重要だろう。それ故に、経済学者、とくに都市経済学者は「より効率性（そし
て次に公平性）の高い住宅市場を改善していくには、すなわち市場機能が正常に働くために
はどのような条件が障害となっているかを検討する、それを除去・補正する手段として、住
宅政策のあり方」を考える（浅見 1997：291）。
以上のように、各学問分野において「ハウジング」に関する概念的基盤が発展してきたこ
とがわかる。このような多様な領域におけるハウジングの概念をめぐる考察を踏まえ、ハウ
ジング学者がいかに「ハウジング」を認識しているのか、「ハウジング」研究がなにを対象と
しているのか、あるいは「ハウジング」研究の実体的焦点が何にあるのかについて検討する
ことが重要だろう。
ケメニーは、ハウジング研究について、
「住宅（dwelling）の供給と利用を構成する社会、政治、
経済、文化等々の制度・関係についての研究である」と定義している（Kemeny1992 ＝ 2014：
24）。ケメニーは、1992 年の時点で既存のハウジング研究が主にハウジングを「レンガとモル
タル」（＝建築物）として定義していたことを批判しており、また、アブラマが提唱した「シェ
ルター」の視点と、ソーンダースとウィリアムズが注目した「ホーム」4）の視点については、
ハウジング研究の研究範囲を拡大した試みとして評価している。彼自身も「住宅」（dwelling）
の概念のみならず、「世帯」（household）に着目すべきだと提唱し、しかしながら、ハウジン
グが「住宅」と「世帯」という二つの項目のみに関するものではなく、「住宅と世帯の間の相
互作用に限定されるもの」でもなく、ハウジング概念の再構築が求められると主張した。こ
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こで、一つの新しい概念「居住」が提唱され、それは「地域」
（locality）という意味と結びつき、
より幅広い視点をハウジング研究の実体的焦点に与えた。
居住は、その場所（＝立地）と形態の双方、及びそれらの相互作用の点から、ハウジン
グの社会的編成を強調する。それは、都市形態という問題、それが都市のリストラクチャ
リングに与える制約、ハウジングと福祉の間の関係、そして直接、間接に居住の問題に作
用する制度的・組織的配置に関わるありとあらゆるものを含む。したがって、社会構造の 1
つの次元としての居住は、近代社会の社会的編成の重要な次元とみなしうる。それはまた、
巨大スケールのマクロな社会過程と、個体レベルでのミクロな相互作用の間を媒介するメ
ゾ・レベルを構成するものである。（Kemeny1992 ＝ 2014：28）
ケメニーによるハウジング概念の再構築はハウジング研究の範囲をも拡げることになっ
た。それゆえに、ハウジング研究は様々な学問分野が発展してきた理論などに根ざし、加え
て学問分野を横断してより広い視野を持ちながら進むべきだと数多くの学者は提唱している
（Kemeny1992 ＝ 2014；由井 1997；小林 2009）。
最後に、これまでの考察を踏まえて「ハウジング」という概念を再定義すると、
「ハウジング」
とは家族を地域と社会と繋げる媒介および富を蓄積する効果的な方式であり、家族を庇護す
る機能を有し、家族の福祉の基盤であると定義する。

4－2

住宅を巡る諸関係—福祉国家、福祉、所得

「ますます競争が激化するグローバル経済のもとで、マクロ経済運営上の要請」に応じて、
今、イギリスでは、新しい福祉国家のパラダイムへの転換が求まられるようになったとロウ
は指摘している（Lowe2011=2017：226）。その方向性の 1 つは「アセットベース型福祉国家
（Asset-based welfare state）」である。ロウはその著書『The housing debate』で「金庫としての
住宅」を「アセットベース型福祉国家」の核心としている（Lowe2011=2017）。本節では、先
行研究を踏まえて住宅と福祉国家、住宅と福祉、住宅と所得などの関係を考察することを通
じてなぜ住宅が福祉国家改革の新たな方向になり得るのかという問いを明らかにする。
住宅と福祉国家の関係は長年議論されてきたが、この問題は刻々と変化する時代の中で学
者の関心を集めている。トルガーセンによれば、福祉国家は四つの柱があり、住宅は福祉国
家の「ぐらついた柱（The wobbly pillar）
」である（Torgersen1987)。ほかの三つの柱は社会保障、
教育、医療である。しかしながら、21 世紀以降、多くの学者はハウジングを新しい福祉国家
の「コーナーストーン（Cornerstone）」と主張している（Malpass 2005 ; Ronald & Doling 2012 ;
Hirayama 2010）。一見同じ領域に関する論争に見えて、ただし、まったく異なる認識を示して
いるのはその領域への視座やそれぞれの議論の射程が異なるからだとマルパスは主張してい
る。マルパスによれば、前者の焦点は公的賃貸部門にあり、彼らにとって最も肝心なのは社
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会保障などを含めるほかの公共サービスと比べる際に、住宅はどのような特別な性質や役割
を持っているのかという点である。後者の焦点は住宅市場と住宅資産にあり、比較の視点と
いうより福祉国家の公共サービスの外部にあるものとして捉え、住宅所有が福祉国家を支え
るほかの三つの柱にどのように関係するかという点に着目している（Malpass 2008）。具体的
には、世帯は民間住宅市場から住宅を購入して、資産形成が可能になる。さらに、住宅資産は、
世帯が所有する資産の大きなシェアを占めている。市場価値が上昇するにつれて、個人は住
宅エクイティを引き出し、公的サービスに依存するだけでなく、民間サービスをも購入する
ことができる。そのため、住宅は福祉のコーナーストーンとして、より重要となるのである。
マルパスはその論文において、高レベルの持ち家社会の中、積極的な公共サービス改革を
実施している英国の現状を参照し、21 世紀初頭の社会的文脈において住宅と福祉国家の関係
を再検討している。彼は「現在の社会的文脈において福祉国家における公共サービスとして
の住宅の役割と、住宅市場が福祉サービスの分配と消費に影響を与えること、さらに支援す
る役割を視野に入れる必要がある」と主張している（Malpass 2008：16）。様々な学者によっ
てすでに展開してきた住宅と福祉国家の関係ついての議論を振り返り、その関係を捉え直す
ことが必要だろう。
また、住宅の保有形態を考慮した場合の、持ち家と福祉給付とのトレードオフ関係につい
ては、ケメニーによれば、退職に起因する所得の減少と政府による高齢期の福祉給付の不十
分さは、世帯が住宅を購入するインセンティブになる。退職者の大部分が高齢期の貧困を防
ぐために住宅を保有する場合には、政府に対して福祉給付の引き上げを求める圧力が弱まる。
同様に、高齢期の福祉給付のレベルが高い社会では、持ち家を選ぶインセンティブが少なく
なり、政府が高いレベルの福祉給付を維持することが求められる。（Kemeny 1980：384）。ま
た、住宅を購入した場合のコストに関係するライフサイクルパターンは賃貸の場合と比べて、
通常非常に前倒しである。住宅購入希望者の場合若い頃から将来の返済に向けて貯金する必
要があり、また住宅ローンの返済期においては、その返済額が収入の低い時期に全体の支出
のかなりの割合を占める。ただし、住宅に係る負担は住宅ローンが返済された後に緩和され
る。一方、賃貸の場合には、基本的に家賃は生涯にわたって支払うことになる。賃貸と比べ
て、住宅を所有する人が高齢期になって払うべき住宅に係る費用は比較的に少ない。そのため、
政府による福祉給付への依存度も低下している（Kemeny 1995）
。
マルパスとケメニーの理論を踏まえて、公営住宅の側面から見ると、住宅が残余化してお
り、同時に民間住宅市場の側面から見ると、個人にとっては持ち家による住宅所有、資産形
成が高齢期のニーズを満たし、民間サービスの購入を可能にし、政府にとっては福祉給付の
福祉給付の引き上げを求める圧力が弱まる。したがって、住宅は「アセットベース型福祉国家」
の核心として大きな役割を果たすことが期待されている。
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図1

恒常所得、変動的な労働所得、資産価値の変化

出典：Ansell（2014：386）Figure1. をもとに、筆者加筆
注： 実線は生涯にわたる変動的な労働所得を示し、黒い点線は生涯にわたる恒常所得を示す。変動的な労働所
得は変動的所得（賞金などの一時的な所得を指す）と異なり、恒常所得である。灰色の点線は住宅資産価
値の変化に応じて個人の恒常所得も上昇するまたは低下しする可能性を反映する。実線に示すように、生
涯にわたる労働所得は就業中に上昇し、失業と退職により労働市場から出るとゼロに下がる。

さらに、住宅資産の視点から住宅所有と所得の関係を見てみよう。まず、フリードマンの
恒常所得仮説を紹介する。彼は現実の所得を給料などの長期的に稼得可能な所得（恒常所得）、
賞金などの一時的な所得（変動的所得）に分け、消費は、変動的所得ではなく、生涯にわた
る恒常所得に依存するとしている（Friedman1957）。それに対して、資産（Wealth）は「売却
または担保としての借入によって所得に変換できる」ため、アンセルはフリードマンの恒常
所得仮説を踏まえ、資産を個人の恒常所得の中核部分とみなすべきだと主張している。さらに、
ほとんどの市民が所有する「資産の中核は住宅資産である」が、「多くの分析は住宅資産の役
割を無視している」とアンセルは指摘している（Ansell2014：385）。したがって、彼は住宅資
産を考慮に入れて資産と所得および消費の関係を検討している。図 1 に示すように、生涯に
わたる労働所得は就業中に上昇傾向を示し、しかしながら、景気変動、雇用調整などによっ
て大きく変化する可能性がある。
一方、アンセルによれば、住宅資産は、「生涯労働所得を反映しているだけでなく（より裕
福な市民はより高価な住宅を買うことができる）、遺贈または労働市場に関係なく、資産総体
的な変化からもたらされることもある」。したがって、住宅資産は、「変動的な労働所得と労
働市場の平均所得から独立しているものである」。（Ansell 2014：385）。
つまり、住宅資産が上昇するのは労働市場の影響をそれほど受けずに個人または世帯の所
得を安定化させることができる。そのため、持ち家は、理論的には、個人の福祉を構築する
手段であり、年金と公共サービスの不足を補完する可能性がある。逆に言えば、住宅資産は
通常、個人や世帯の富の最も重要な部分を構成しており、そのため、住宅の資産価値が下落
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するにつれて、個人や世帯に大きなインパクトを与える。したがって、所得を安定化させる
ための前提である資産価値の増加に関しては、好景気と住宅市場の安定が求められる。

4－3

アセットベース福祉から住宅アセットベース福祉へ

アメリカの学者シャラーデンは 1991 年の著書『Assets and the poor: A new American welfare
policy』で貧困と資産を結びつけ、年金や貯蓄などの資産の個人所有の支援を従来の中間層か
ら貧困層にまで拡大することを提唱し、貧困問題に取り組んでいく姿勢を示している。シャ
ラーデンによれば、貧困層向け社会政策は、従来の所得、支出、消費の概念だけではなく、
部分的に貯蓄、投資、資産蓄積の概念によって導かれるべきであるとされる。つまり、所得
再分配の政策にとどまらず、資産再分配の政策も必要である。それを踏まえ、彼はこの著書
で「アセットベース福祉 (Asset-based Welfare)」という新たな概念を提唱した（Sherraden1991）
。
そして、1992 年にジョンソンとシェラデンはアセットベース福祉を巡って新たに「資産効
果 (asset-eﬀect)」という中心的な概念について検討している。
資産は所得ショックに対するクッションとしての機能を果たし、家計を安定させる。また、
資産が人的資本を含む他の資本の開発に刺激を与える。さらに、資産も人の専門化とリス
クテイクを可能にし、個人のセルフ・エフィカシーと社会的影響力を高め、政治参加とコ
ミュニティへの関与を増加させ、子孫の福祉を高めることができる。おそらく最も重要な
のは、資産が資産を保有する人々に認知的および感情的なステークをもたらすことである。
（Johnson& Sherraden 1992：67, 筆者訳 )
それゆえに、政府は個人資産の蓄積を奨励する方式を通じて「資産効果」を発揮させる
ことで、もともと福祉に依存する多くの貧困者の観念を変えることができ、自助努力が必要
とされる観点を普及した上で、貧困問題を解決することもできる。これは新しい視点から
社会政策のあり方を考える試みの 1 つである。具体例を挙げると、アメリカの個人開発口座
（Individual development accounts, 略称 IDA）、イギリスのチャイルド・トラスト・ファンド（Child
Trust Fund, 略称 CTF）のような「税制優遇措置やインセンティブを持つ貯蓄」制度がある（斎
藤 2006：259）。しかしながら、ドーリングとロナルドが指摘したように、シャラーデンの着
想の多くは住宅から得られたものだが、資産としての住宅より他の金融資産について彼は注
目している（Doling & Ronald 2010；Ronald & Doling 2012）
。実際、シャラーデンだけではなく、
多くの学者は住宅資産を軽視する点で共通している。
しかしながら、2007 年―2008 年の世界金融危機の後に住宅資産を重要視して住宅アセット
ベース福祉を中心とする議論がハウジング学者をはじめとする学者の間で活発に行われてい
る（Groves et al. 2007；Waston2009；Doling & Ronald 2010；Hirayama 2010；Lowe 2011=2017；
Lowe et al.2012；Prabhakar 2019）。では、そもそも、なぜ 2007 年―2008 年の世界金融危機がアセッ
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トベース福祉から住宅アセットベース福祉への分岐点になったのだろうか。
まず 2007―2008 年の世界金融危機の原因から考える。周知のように、世界金融危機は米国
住宅市場におけるサブプライム市場の崩壊に起因する。アメリカでは 2006 年以前に住宅価格
の五年連続上昇と超低金利政策を背景に、期待キャピタルゲインが高まった。また、住宅購
入用のサブプライムローン 5）は主に不動産担保証券（MBS）の形で証券化 6）され、金融商品
としてグローバルな金融市場で販売されていた。ただし、もともと信用格付けが基準を満た
していない人々（低所得世帯が多い）を対象とするサブプライムローンは比較的にリスクが
高い。そして、2007 年から住宅価格が下落し始め、継続的な住宅価格の上昇が起こると、想
定されていたサブプライム層が返済不能に陥り、結果サブプライムローンが不良債権化し、
その後のクレジット・クランチ、さらに世界金融危機を引き起こした。
このようなサブプライム住宅ローン危機の背景には金融規制緩和、住宅ローン市場の開放、
資本のグローバル化がある。以上の要素は住宅アセットベース福祉と密接な関係があり、イ
ギリスをはじめとする資本主義社会にも多大な影響を及ぼしている。1970 年代からグローバ
リゼーションの影響を受け、激しさが増している国家間の競争に勝つために、より効率的な
経済政策だけではなく、より効率的な福祉政策も求められるようになった。イギリスにおい
ては高齢化が顕著で、年金支出の圧力がより一層強まる中で、高度に成熟した持ち家社会に
新たな道を探し始めた。
しかし、住宅ローン市場が開放される前に、エクイティー引き出しは一般的に特定の時点
での住宅転売、余分な住宅の貸し出しといった方式で行われる。90 年代のグローバリゼー
ションのさ らなる進展に伴い、住宅ローン市場の開放と資本のグローバル化は住宅資産の
ファイナンス化を可能にし、住宅所有者がより便利な方式でキャッシュ・フローを得られる
ようになった。主要な方法の 1 つは、リバースモーゲージあるいはリ・モーゲージ（Reverse
mortgage or Remortgage）というものである。イギリスではエクイティー・リーリース（Equity
Release）と呼ばれる。それは融資制度の一種として、所有する住宅に住み続けたまま、自宅
を担保として金融機関から借金し、その借金を月単位または年単位で借り手に支払うもので
ある。図 1-7 に示すように、20 世紀末から世界金融危機までイギリスにおけるエクイティ・
リリースの融資額が大幅に増えた。
そして、世界金融危機後、信用収縮と住宅価値の下落を背景に住宅アセットベース福祉の
持続性が疑問視され、学者による住宅アセットベース福祉への関心がより一層高まった。多
くの研究で注目されているのは金融資産を中心とするアセットベース福祉ではなく、住宅資
産を中心とするアセットベース福祉、いわゆる住宅アセットベース福祉となっている。
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エクイティ・リリースの融資額と契約件数

出典：明野 (2011) P.11 により

また、多くの学者は、20 世紀後半から持ち家社会に焦点を当てている東アジア諸国に注意
を向け、東アジア諸国の経験を分析することを通じて、住宅アセットベース福祉の他の可能
性を見出そうとしている（Ronald& Doling 2010,2012; Groves et al. 2007; Izuhara 2016）
。

5

東アジアにおける福祉モデルと持ち家社会

5－1

東アジアの福祉モデルと住宅

20 世紀 90 年代の後半から、アジア経済危機をきっかけとして急速な経済成長を遂げた韓国、
台湾をはじめ東アジア諸国では社会保障制度の目覚ましい発展を遂げている。それを背景に
「東アジアの福祉」についての議論が活発化し、世界銀行などの国際機関を含む東アジア内外
から注目されるようにになった（上村 2004；李 2011）。
周知のように、エスピン・アンデルセンの福祉レジーム論は先進福祉国家を類型化し、「社
会民主主義レジーム」、「自由主義レジーム」と「保守主義レジーム」という福祉資本主義の
三つの世界を表す概念を提出した（Esping-Andersen1990 ＝ 2001）。彼の研究は比較福祉国家
論に多大な影響を及ぼした一方で、多くの学者から批判的な意見も挙げられている。その中に、
南欧、オセアニア、アジアなどの諸地域が検討されなかったことについての批判がある。こ
の類型論は日本をはじめとする東アジア諸国にも当てはまらず、「東アジアの福祉モデル」構
築の必要性が検討されつつある。
例えば、「東アジアの福祉モデル」に関する初期の分析では、社会的および文化的価値観に
焦点を当てて親孝行と連帯の文化を含む儒教主義の影響を重要視し、「儒教主義福祉国家」が
取り上げられている（Jones 1993）。それ以外には、グッドマンとホワイトは経済に重点を置

東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する比較研究

65

─中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆─

いた顕著な「発展主義福祉システム」（Developmental welfare systems）を持つ東アジア諸国に
言及している（Goodman ＆ White 1998）。また、ホリデーによれば、東アジア諸国では社会
政策における経済成長の中心性が見られ、いわゆる「生産主義的福祉資本主義」(Productivist
welfare systems) であるとされる（Holliday 2000）。それぞれの理論は欧米との対比から東アジ
アの福祉モデルを一括する試みとして権威主義体制の下で経済発展に重点を置いたまま、福
祉ニーズへの対応が遅れているという共通点が見られる。ただし、一部の学者はアジア福祉
システムの「未発達」に対して若年層が多くの割合を占めているため「未発達」とはいえな
いという結論を示している（上村 2004：27）。
しかし、否定できないのは東アジア諸国が経済発展を優先し、家族または企業が国家のか
わりに一部の責任を負っているということである。東アジアの福祉システムにおける家族の
存在は特別で、大きな役割を果たしている。福祉の供給については国家または地方自治体よ
り家族に依存しているという特徴がある。そもそも、「世帯がケアと福祉サービスを提供する
能力の中心は、住宅である」（Ronald & Doling2010：236）。住宅取得を通じて住宅をシェルター
とするだけではなく、ライフコースにわたってキャピタルゲインをも実現するものとして捉
えるべきである。一方、東アジア諸国は、イギリスなどの国々と比べ、住宅に蓄積された価
値を引き出す金融商品が限られているため、世帯は主に住宅転売、余分な住宅を貸し出すな
どの方式を利用し、キャッシュフローを得て限られた公的保険の条件の下で福祉ニーズを補
完し、住宅アセットベース福祉にアクセスしている。
新自由主義とグローバリゼーションの影響を受けてより効率的な福祉政策を探索するため、
欧米諸国がアセットベース福祉に注意を払うようになったことと異なり、東アジア諸国では
他の原因がある。それは多様な投資商品が開発されなかった経済成長初期には、大多数の世
帯にとって住宅という資産の購入が唯一の選択肢であるからということである。

5–2

東アジアにおける持ち家社会の形成と危機

本節では東アジア諸国における持ち家社会の形成と危機を単に歴史的な視点から考察する
だけではなく、より大きな経済・社会開発の文脈に入れてそれに関わる組織の変化をも検討
する。また、持ち家社会の形成については、持ち家促進の主要な時期における各国の政府が
用いた政策を中心に検討を行う。
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東アジア四カ国における持ち家率の推移（％）

出典：平山（2011）、総務省統計局（2018）、Phang & Kim(2013), DOS (2018)
Ronald & Jin(2010), KOSIS（2019）、REICO（2012）、恒大研究院（2019）
注： 1) 日本：1968 年から 2018 までのデータは総務省統計局の「平成 30 年住宅・土地統計調査」から引用し、
1941 年から 1963 年のデータは平山の著書「都市の条件 : 住まい、人生、社会持続」から引用する。
2） 韓 国：2010 年 前 の デ ー タ は Ronald & Jin(2010) か ら 引 用 し、2010 年 後 の デ ー タ は KOSIS の「Korea
Housing Survey 2006~2018」から引用する。
3）シンガポール：1980 年前のデータは Phang & Kim(2013) から引用し、1980 年後のデータは DOS (2018)
から引用する。
4）中国：中国の持ち家率に関する行政統計がなかったため、2000 年の「第 5 回人口普查」( 日本の国勢調
査に相当 ) と 2010 年の「第 6 回人口普查」のデータに基づいて算出された持ち家率を利用する。加えて、
1953 年、1964 年、1982 年、1990 年の「人口普查」は住宅の保有形態別に居住状況を調査せず、持ち家
率は算出できない。計算式は以下のとおりである。
① 2010 年の「第 6 回人口普査」
持ち家率＝（合計 -「賃貸：廉租房住宅」-「賃貸：他の民間住宅」- その他）/ 合計
＝（19971345-488626-3714417-818155）/19971345 ≈ 75%
② 2000 年の「第 5 回人口普査」
持ち家率＝（合計 -「賃貸：公的住宅」-「賃貸：商品住宅」- その他）/ 合計
＝（12560248-1810625-770040-672937）/12560248 ≈ 74%
残られた 1978 年、2005 年と 2018 年のデータは民間シンクタンクの推計値である。また、中国では
都市部と農村部という二重構造がある。都市部は「城市」（都市）と「鎮」（日本の町に相当）を含む。
農村部における 9 割以上の世帯が「自建住宅」( 自分で家を建てること ) に住んでいるため、住宅市場
は基本的に存在していない。したがって、この研究では、都市部の持ち家率のみを検討する。
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表2

東アジア四カ国における主要な持ち家政策

出典： 1）日本、韓国、シンガポールにおける持ち家政策：Ronald & Doling (2010:946) Table 1 に基づき、筆者加筆。
2）中国における持ち家政策：筆者作成
注：

住宅加入貯蓄制度（Housing Subscription Savings Scheme）を参加することにより、世帯主は「5 年賃貸住宅」
の入居を申請することができる。
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表3

2020. 3

持ち家促進の主要な時期、持ち家率の変化と期間

出典：表 1 に基づき、筆者作成

5–2–1

韓国—持ち家政策の「失敗」

表 1 に示すように、20 世紀後半、東アジア諸国では持ち家率の顕著な上昇が見られる。た
だし、韓国における持ち家率が 1975 年から 2000 年にかけて 64％から 54％に低下し、1990 年
には 50％までに低下したことである。確かに、20 世紀 70 年代に政府は住宅所有を拡大する
ことを目標として取り上げたが、実際、「急速な都市化と都市における住宅の供給不足」はこ
のような持ち家率の低下を引き起こした（Ronald & Jin 2010：2369）。一方、ロナルド＆ジン
によれば、政府が個々の世帯、特に「低中所得層の住宅購入への支援ではなく、住宅供給計
画を達成するためにデベロッパーへの支援に重点を置いたことにより、高所得者が複数の不
動産を所有し、資産の二極化が生じた」（Ronald & Jin 2010：2372）。その点について、韓国政
府を他の三カ国と比べれば、持家取得の促進は成功したとはいえないだろう。
5–2–2

中国—住宅制度の市場化改革による持家取得

2000 年以降、中国では持ち家率を 70％維持している。中国政府は 1978 年から 2005 年まで
に基本的に住宅制度の市場化を実現し、住宅積立金制度 7）と住宅ローン市場の開放、低中所
得者向けの「経済適用住宅」8）の供給、公有住宅の売却、「住宅分配貨幣化」9 などの手段を用
いて住宅所有の拡大と中間層の育成を促進してきた。しかしながら、住宅制度の改革が経済
発展のニーズによって駆動される。その結果、中国経済が高度成長を遂げてきたが、「経済発
展とともに、住宅価格の急騰は格差の拡大に拍車をかけ、高所得者が多大な資産を所有した」
（閻 2009：205）。低所得者向けの「廉租房保障制度」10）、低中所得者向けの「経済適用房」あ
るものの、持ち家取得の困難と資産の格差問題は依然として存在している。
5–2–3

シンガポール—政府のリーダーシップと管理システムの優位性

現在では、シンガポールの持ち家率が四カ国において最も高い。2018 年の持ち家率は 91％
（約 8 割のシンガポール国民が入居して
に達する。今までに、低中所得層向けの HDB 住宅 11）
いる）、中高所得層向けのエグゼクティブマンション 12）、高所得層向けの商品住宅を含むマル
チレベルの住宅供給体系が形成されてきた。また、中央積立金制度（Central Provident Fund,
略称 CPF）13）の下で、1968 年から強制的な個人退職貯蓄口座からの退職前引き出しを許可した。
そのため、個人は HDB 住宅を購入する際に貯蓄を利用することができるようになった。そ
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の後、CPF に基づく強制的な貯蓄を住宅の資金調達に使用できる一連のスキームが出てきた。
最後に、シンガポールにおける公的住宅の建設は政府が主導しているが、実際、政府は住宅
建設に直接関与していない。ただし、政府は、公的住宅の量と質を厳しく管理し、HDB に財
政的支援をも提供している。住宅開発庁、中央積立金局、土地管理局など主要な組織を統合
する政府の強力なリーダーシップも見られる。
5–2–4

日本—持家政策の「三本柱」と企業の役割

日本では 20 世紀 60 年代から今まで、60％の持ち家率を維持している。実際、持ち家が最
も著しく上昇した時期は戦後から 20 世紀 60 年代までである。住宅所有の拡大を支えてきた
のは 1950 年の住宅金融公庫法、1951 年の公営住宅法、1955 年の日本住宅公団法を含む戦後
の持ち家政策の「三本柱」である。さらに、1965 年に「住宅建設計画法」が制定され、住宅
の建設に関する総合的な計画である「住宅建設五箇年計画」が発足した。また、第一期の住
宅建設 5 箇年計画における住宅建設の目標が「一世帯一住宅」の実現であるため、政府は家
族を中心に持ち家取得の支援を行う姿勢を示した。一方、企業は政府の代わりに「社会賃貸
住宅の供給の少なさや住宅手当制度の欠如を代替する機能」を果たし、給与住宅の提供と従
業員の持ち家取得への支援を行ってきた（佐藤 2009：128）。
5–2–5

東アジアにおける持ち家社会の危機

東アジア四カ国における持ち家社会の形成は経済成長、政府による持ち家取得への様々な
支援策、比較的に高い持ち家志向 14）と家族主義などの要素が相互に作用した結果である。一方、
80 年代後半から持ち家社会につながっているいくつかの要素が大きく変化している。
まず、東アジア諸国で共通した住宅の市場化、住宅ローン市場の自由化は 20 世紀 80 年代
後半から 1997 年までの住宅・土地価格の高騰をもたらした。また、グローバリゼーションの
さらなる進展に伴い、住宅市場、住宅ローン市場の不安定化が見られる。日本におけるバブ
ル経済の破綻とアジアにおける 1997 年のアジア金融危機は住宅・土地価格の急落と不況をも
たらした。特に、アジア金融危機は「社会経済的発展と住宅システムの軌跡における分岐点」
である（Ronald & Doling 2012：947）。アジア金融危機後、東アジアでは、経済成長と完全雇
用がされなくなった不安定な経済時代に入った。労働市場において労働所得が減少し、住宅・
土地価格が下落し、それは購入希望者の住宅購入能力と購入意欲にも大きな影響を与えた。
また、多くの政府は新自由主義の影響を受け、持ち家取得への直接支援をも削減してい
る。平山が指摘しているように、日本の持ち家政策の「三本柱」は解体した。地方公共団体
による公営住宅の新規建設がほとんど中止し、住宅・都市整備公団の業務も 2004 年 7 月に都
市再生機構へ移管され、住宅事業を縮小していた。住宅金融公庫から業務を承継した住宅金
融支援機構は住宅購入希望者に安い住宅ローンを提供することから証券化支援業務に移行し
た（平山 2014：17）。したがって、民間金融機関の住宅ローンを利用する住宅購入希望者が増
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える。市場の変化によってもたらされるリスクも増大している。韓国では、KoMoCo（Korea
Mortgage Corporation）の設立を通じて、住宅ローンの証券化制度が導入された。主な貸し手
にとっては住宅購入に利用できる資金を増やすことが期待された一方、国内および海外市場
の影響を受けやすくなった。まとめて見ると、つまり、政府は国民に対する直接支援を削減し、
規制緩和と市場化によって持ち家取得を市場の力に任せる姿勢を示している。しかしながら、
低所得層、若年層にとって、政府による支援がなれば、持ち家を持つことがますます難しくなっ
ている。
国連経済社会局人口部が 2019 年 7 月に発表した「World Population Prospects 2019」によれば、
世界人口の 9％が 65 歳になっており、すべての地域で 65 歳以上の人口の増加が見込まれてい
る（United Nations 2019）
。特に、東アジア地域において、日本は現在、世界で類のない高齢化
を体験しており、韓国とシンガポールも非常に早いスピードで高齢化が進んでおり、中国では、
高齢化の速度は日本と同様に早く、高齢者となる人口規模が最も大きい。また、国連のデー
タを踏まえて、2017 年の合計特殊出生率を見ると、出生率の最も高い中国でも、わずか 1.683
である（United Nations 2019）。少子高齢化が急速に進行し、「引退した高齢者が生産活動や資
本蓄積へ貢献する度合いは低いため，労働力人口が減少し」、経済成長率が低下している（石
川 2010：42）。若年層の減少により、住宅需要の低下も予想される。そのため、持ち家社会の
サイクルを維持することが難しくなっている。

東アジアにおける住宅アセットベース福祉

6
6–1

住宅アセットベース福祉の脆弱性

聶によれば、住宅アセットベース福祉は少なくとも 3 つのパートから構成される。図 3 に
示すように、住宅アセットベース福祉の入口については、より多くの人の住宅所有が求めら
れる。住宅アセットベース福祉のプロセスについては、公平性を考慮しながら、住宅の資産
価値の「持続的かつ安定的な上昇」が必要とされる。住宅アセットベース福祉のアウトプッ
トについては、「必要に合わせって住宅資産から現金の引き出しを容易にするメカニズム」も
不可欠である ( 聶 2017：54)。
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図3

住宅アセットベース福祉のモデル

出典：聶（2017）に基づき、筆者加筆

また、住宅アセットベース福祉に関連している三つの主体は国家、市場、世帯である。す
でに序章で検討したように、聶は主に政府と市場を検討しているが、世帯構造の変化、家族
主義、「個人化」のトレンドを含む世帯という重要な要素が検討されていない。したがって、
本研究では上記の要素を考慮に入れて聶が提唱した理論モデルを再検討する。
入口については、個人または世帯が国家、労働市場、金融市場と住宅市場を含む市場の影
響を受ける ( 聶 2017)。つまり、多くの政府は持ち家取得への直接支援を削減し、規制緩和と
市場化によって持ち家取得を市場の力に任せる。グローバリゼーションによる不安定化は労
働市場に影響を与え、従来の完全雇用を保証できなくなり、収入の減少にも繋がる。金融市
場では金融自由化および住宅ローンの証券化がより大きなリスクをもたらす。住宅市場にお
いて、住宅価格の上昇が想定されるため、住宅購入希望者、特に低所得層にとっては入口に
進入する難易度が非常に高い。また、世帯という要素自身が変化している。宍戸によれば、
東アジアでは、離婚率と未婚率の上昇、独身世帯の増加、世帯規模の縮小に代表される「個
人化」のトレンドが生じている（宍戸 2018）
。このような影響を受けて、若年層の借家率が上
昇し、彼らの住宅の購入意欲の低下も予想される。したがって、ますます多くの人は入口に
入ることができず、入口に入りたくない人も増えている。
プロセスについて、聶は資産価値の下落と上昇の 2 つの可能性を提示している。聶によれ
ば、「住宅の資産価値が上昇するにつれて、多くの資産を所有する高所得層より、低所得層が
所有する資産価値の上昇度が低い。資産価値が下落すると、低所得層のリスクテイク能力も
比較的に低い。長期的には住宅資産所有者の間の富の不平等を増大させる」（聶 2017：54）。
聶は金融危機後、東アジアにおける資産価値の下落について検討した。住宅ローンを抱えて
いる世帯にとっては、住宅資産価値の下落が資産の蓄積に影響するだけでなく、最悪の場合
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には住宅ローン債務が資産価値を上回って、住宅資産が「負の資産」になることさえある（聶
2017：58）。
図4

住宅価格の上昇率 (2014 年 -2019 年 )

出典：Global Property Guide(2019) をもとに筆者作成

しかしながら、図 4 に示すように、東アジア四カ国では過去 5 年間の住宅価格が上昇して
いる。特に、中国における住宅価格の平均年間上昇率は 10％を超えた。資産価値が急速に上
昇する場合には、不動産バブルの恐れがある。近年、経済成長が鈍化しているものの、中国
では比較的に速いペースを維持している。それに伴い、中国の都市化がさらに拡大する余地
がまだある。短期的には不動産業は国民経済において依然として極めて重要な役割を果たし
ている。しかしながら、中国不動産バブルの崩壊の危険性は国内外に指摘されている。不動
産市場をコントロールすることは中国政府にとって大きな試練である。
最後に、アウトプットについては、表 4 を見てみれば、東アジア四カ国における家計資産
に占める住宅・宅地資産の割合が基本的に 50％を超えていることがわかる。住宅に蓄積され
た価値を引き出していれば、理論的に福祉のニーズを満たすことができる。ただし、聶は資産
から必要に合わせって、現金を引き出す効果的なメカニズムの欠如を指摘している（聶 2017：
58）。従来の方式は主に国家および地方自治体、住宅市場（中古市場）、住宅ローン市場に依存
している。伝統的な方式は主に住宅売却、より安い住宅への買い換え、余分な住宅の貸し出し
があり、住宅市場、特に中古市場を通じて行われている。したがって、中古住宅流通市場の活
性化は住宅取引に刺激を与え、住宅資産の流動化を潜在的に高める可能性がある。
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表4

家計資産における住宅・宅地資産の割合

出典：中国経済動向研究所 (2018)、DOS (2019）、KOSIS (2018)、総務省統計局 (2016）

リバースモーゲージもその主要な方式の 1 つである。それについて、民間金融機構の金融
商品を除き、国家および地方公共団体による融資制度が設けられている。シンガポールでは
HDB 住宅の買い戻す制度 (Lease Buyback Scheme) があり、日本では社会福祉協議会が実施す
る「不動産担保型生活資金」、韓国では韓国住宅金融公社が実施する「JooTaekYeonKeum」リバー
スモーゲージがある。一方、地方自治体による支援制度について、日本の例としては、武蔵
野市の「福祉資金貸付事業」、世田谷区の「シルバー資金融資制度」がある。
中国において、保険監督管理委員会は 2014 年に「高齢者向けリバースモーゲージ養老保険
の試行に関する意見」（中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见）を
公布し、リバースモーゲージを北京、上海、広州、武漢に試験的に実施することを決めた。
さらに、リバースモーゲージは 2018 年 7 月に全国的に拡大されるようになった。現時点では、
関連金融商品は幸福人寿保险股份有限公司の「幸福房来宝」と中国人民人寿保险股份有限公
司の「人保寿险安居乐」しかない。また、2019 年 9 月末、有効なリバースモーゲージ保険は
わずか 129 件があり、合計 191 人の高齢者が利用している（国務院 2019）。実際、中国だけで
はなく、リバースモーゲージは他の三カ国においても十分に普及したとはいえない。例えば、
武蔵野市は 1981 年に全国に先駆けて「福祉資金貸付事業」を実施し、2015 年に制度を終了し
た。武蔵野市福祉資金貸付制度見直し検討委員会の報告によれば、開始から平成 23 年度末ま
での利用件数は僅か 119 件だ（武蔵野市 2013）。
さらに、聶によれば、国家は初めて住宅を購入する人への支援を削減し、若年層は家族か
らの支援を求める。したがって、住宅資産を親世代から引き継ぐことが多い（聶 2017：58）。
この現象は、東アジアにおける伝統的な家族主義に根ざしている。また、すべての不動産が
担保対象となるわけではない。日本では、「対象が一戸建のみとなり、マンションを除くケー
スが多い」（斎藤 2003：248）。表 4 に示す住宅・宅地資産対家計資産の割合は 66.6% に達し
ており、住宅資産対家計資産の割合はわずか 14.1% である。住宅・宅地を所有する世帯と比べ、
単に住宅を所有する世帯の多くは融資対象から除外され、融資対象になれるとしても融資で
きる金額がかなり制限されている（Izuhara 2016）。土地公有制のある中国を除き、シンガポー
ルでは、約 8 割の国民が HDB 住宅に住んでおり、土地所有権ではなく 99 年の使用権のみを
所有するため、その問題も回避できる。それ以外に、長寿リスク、金利上昇リスク、評価額
下落リスク、法整備の遅れなどは東アジアにおけるリバースモーゲージが直面している問題
である（明野 2011）。
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聶によれば、住宅アセットベース福祉の三つのパートにおいて、政府にとっては「入口」
でより多くの人の住宅所有を促進するために適切な支援策が求められ、「プロセス」で住宅市
場の低迷と過熱を防ぐために市場への介入、さらに「アウトプット」で住宅エクイティを引
き出すメカニズムの多様化、有効化が必要とされる（聶 2017）。本節では主に入口とプロセス
に着目し、中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆を指し示した。
図5

住宅供給体系

出典：筆者作成
注：「保障性安居工程」の種類は主に 3 つある。1 つ目は「廉租房」、
「公共租賃房」、
「経済適用房」と「両限房」
（あ
るいは限価房）を含む「保障性住宅」である。2 つ目は「棚戸区改造」（都市危険住宅の改修、バラック密
集地の環境改善のため、元の住宅から立ち退かれ世帯を対象とする）であり、所得に応じて住宅供給対象
が決まる制度ではない。3 つ目は農村部に行われている「農村危険住宅改造」と「遊牧民定住プロジェクト」
である。そのため、2 つ目と 3 つ目は図に含まれない。

「改革開放」と都市化の進展と経済高度成長に伴い、20 世紀 70 年代の末から始まった住宅
制度の市場化改革はこの 40 年間で大きな成功を収めたが、解決すべき課題がなお残っている。
まず、現時点での都市住宅供給体系について、図 5 に示すように、地元戸籍の低所得層向けの「廉
租房」と同じ低所得層向け、
「廉租房」より高い所得基準のある「公共租賃房」は賃貸型の「保
障性住宅」であり、類似しているターゲットを有し、建設部、財政部、国家発展改革委員会
3 つの部門が公布した「关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知」（公共賃貸住宅と廉租
住房の一本化に関する通知）により、2014 年から総称して「公共租賃房」として知られてい
る。従来の「公共租賃房」制度は「廉租房」のような厳しい戸籍制限がなく、人材と労働力
を確保するために戸籍制限が緩和され、住宅と家賃補助金を提供している。また、分譲型の
「保障性住宅」である地元戸籍の低中所得層向けの「経済適用房」と所得水準が「経済適用房」
制度より高く、商品住宅を負担しにくい世帯を対象とする「両限房」制度は主要な持ち家取
得支援策として役割を果たしている。
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図6

全国「保障性安居工程」と「棚戸区改造」開発計画

出典：中華人民共和国住宅都市農村建設部のデータをもとに筆者作成
注： 建設部（日本の国土交通省に相当）は 2010 年から 2013 までの「棚戸区改造」開発計画戸数と 2016 年、2018 年、
2019 年の全国「保障性安居工程」開発計画戸数を公開しなかったため、以上のデータが欠落している。恒
大研究院の推計データによれば、2010 年から 2014 までの「棚戸区改造」開発計画戸数は「保障性安居工程」
開発計画戸数の 4 割に達しておらず、2016 年の「保障性安居工程」開発計画戸数はおよそ 700 万戸である
（恒大研究院 2019）。

しかしながら、国務院が 2014 年に「关于进一步加强棚戸区改造工作的通知」（棚戸区改造
のさらなる強化に関する通知）を公布したため、図 6 を参照して見れば、同年から「棚戸区改造」
開発計画戸数は大幅に増加している。一方、かつて「保障性安居工程」の中核であった「廉
租房」、「公共租賃房」および「経済適用房」の建設は減速している。「棚戸区改造」は補償と
しての性格を持ち、主に危険住宅の改修と住環境の改善を目的とし、恵まれた対象の多くは
元々持ち家であるから、
持ち家支援策とはいえない。
「経済適用房」の供給が減少するにつれて、
低中所得者の持ち家取得はより一層難しくなっている。そのため、住宅アセットベース福祉
の入口でより多くの人の住宅所有を促進するために、今後、政府による「経済適用房」と「両
限房」を継続的かつ安定的に提供することが求められている
「保障性安居工程」の変遷を振り返って見ると、1995 年の「国家安居工程実施方案」により「保
障性安居工程」が発足した。1998 年の「关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知」
（都市部住宅制度改革を深化させ、住宅建設を加速させることについての通知）は「経済適用
房をベースとする住宅供給システムを確立し、改善する」と明記した。2003 年から政府は市
場化をさらに促進するために、「経済適用房」を削減した。「保障性」住宅の供給が停滞期に
突入した。2008 年の世界金融危機と経済成長の減速を背景に、
「保障性安居工程」は内需促進・
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経済成長のための 10 大措置として復活した。2014 年から「棚戸区改造」は「保障性安居工程」
の新たな中核になっている。中国の住宅保障制度は過去 20 年間にわたって絶えずに調整およ
び変更されており、停滞期さえもあった。マルチレベルの住宅供給体系は基本的に形成され
ているが、不安定かつ未熟な段階にある。
シンガポールの中央積立金制度と比べて検討したとおり、住宅積立金制度に関しては住宅
保障制度の重要な一部として、改善すべき点がある。まず、全国的な管理機構の不在のため、
都市間の「資金のミスマッチ」が存在しており、大都市の住宅購入希望者は大都市での高い
住宅価格に直面するだけでなく、住宅積立金の残高不足により低利率の住宅積立金ローンを
も利用できない（蔡 2016: 73）。また、住宅を購入する際に住宅積立金は利用できるが、頭金
と住宅ローンの返済に使う前提は購入契約と購入請求書を住宅積立金センターに提出するこ
とである。つまり、住宅購入希望者は購入手続きが完了する前に住宅積立金が利用できず、
自己資金から頭金を用意しなければならない。しかしながら、低中所得者にとって、住宅積
立金を利用せずに頭金を用意することが困難だ。
プロセスに関しては、住宅市場の低迷と過熱を防ぐために市場への介入が求められる。中
国政府は 2002 年から現在まで、住宅市場の規制を緩和したり、強化したりする一時的な対応
を行なってきている。住宅市場は規制緩和と規制強化の循環的な調整局面に入り、市場の安
定性を維持するために、長期的なメカニズムがその基盤として必要とされる。
実際、2016 年の中央経済工作会議（毎年の年末に中国共産党と政府が開催し、当年度の経
済パフォーマンスを振り返り、翌年のマクロ経済開発計画を策定する会議）で政府は初めて「房
住不炒」（住宅は投機のためではなく、住むためのものである）という考え方を提出した。そ
れを達成するために、
「財政、土地、財政、課税、投資、および立法の手段を包括的に使用し、
国情と市場に適合する基本的な制度と長期メカニズムの研究を加速する」ことが必要である
と述べている（新華綱 2016）。
政府は 2019 年の中央経済工作会議で「房住不炒」を堅持し、不動産市場安定的・健全な発
展を促進する方針も再び強調された。また、2019 年の全国住宅都市農村建設工作会議で長期
的に「房住不炒」を堅持し、不動産業が経済を刺激するための短期的な手段としないように
する指示も出てきた。しかしながら、近年の景気減速を背景に、経済に刺激を与えるために
は不動産業に頼らざるを得ないと思われる。不動産業以外の経済成長の新しいポイントを見
つけるのは将来の課題の 1 つである。蔡によれば、「中国の地方政府は土地供給をコントロー
ルして土地使用権譲渡収入を得る一方、地方財政がこれに依存している」（蔡 2016：134）。
2017 年、土地使用権譲渡収入と不動産関連税収が地方政府財政収入の 35.4% を占めている（恒
大研究院 2019：20）。中央政府の指示が出てきたが、短期的に「土地・不動産依存型」地方財
政からの脱出は依然として難しいと考えられる。
2004 年に中華人民共和国国務院が発行した「中国の社会保障状況と政策」に基づき、図 7
のとおりに、中国の社会保障制度は社会保険、社会福利、優遇措置、社会救済と住居保障等
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を含む。社会保険は養老保険（年金）、失業保険、医療保険、労災保険と出産保険から構成さ
れている。中国の一般財政支出の項目では、「社会保障・就業」と「医療衛生・計画出産」が
社会保障関係費に該当する。
図7

社会保障制度

出典：国務院（2004）をもとに筆者作成

図 8 と図 9 を見てみれば、社会保障関係費が全国一般公共支出に占める割合はすでに
19.4％に相当する 4.3 兆元となっており（日本では 2018 年の社会保障関係費が歳出に占める
割合が 33％）、2014 年から 2018 年までの社会保障関係費の伸び率も年平均 16％増を維持して
いる。中国では、高齢化の速度は日本と同様に早く、高齢者となる人口規模が大きい、「未富
先老」( 豊かになる前に高齢化を迎える ) という特徴もある。また、「空巣家庭」15）が高齢者の
いる世帯の二分の一以上を占めるに至り、高齢者世帯の主要な形になったと予想される。高
齢化を背景に、社会保障にかかる費用が急激に増加すると予測される。
2018 年全国一般公共予算支出は前年比 8.7％に上昇した一方、表 4 に示すように、2018 年
全国一般公共予算収入の上昇率は前年比わずか 6.2％となった。財政赤字は 2018 年に 3 兆
7554 億元 16）、対 GDP 比 4.2% であり、今後さらなる拡大が見込まれている。日本と同じように、
社会保障の充実、その財源の確保と財政の健全化が求められている。
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2018 年全国一般公共予算支出（財政支出）内訳（％）

出典：財政部（2018）をもとに筆者作成

図9

社会保障関係費の推移（億元）

出典：各年の財政状況資料をもとに筆者作成

近年、中国政府は税制改革を推進している。政府が 2011 年から北京と重慶で試行した「房
産税」17）
（日本の固定資産税に相当）は投機行為を抑制し、住宅市場のコントロールを強化す
る役割を果たしながら、地方政府の税収を確保することができる。それ以外に、中国社会科
学院（国務院直属の哲学及び社会科学研究の最高学術機構）は 2016 年に「経済藍皮書」（経
済ブルーブック）を発表し、できるだけ早く相続税の実施を呼びかけ、個人所得税改革など
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の措置を積極的に推進すると提唱した。今後、贈与税や相続税を導入する可能性もある。
上述の一連の対策と意見は、部分的に財政収入を増加するという観点から導き出されたも
のである。住宅アセットベース福祉との関連について、その役割の 1 つは財政圧力を軽減す
ることである。中国の国情および社会・経済的な問題を考慮に入れると、住宅アセットベー
ス福祉を推進するのは一定の役割を果たすことができるが、住宅アセットベース福祉自身の
矛盾と 3 つのパートに求められる条件が整っていないため、その役割も限られていると考える。
表4

2018 年全国一般公共予算収入（財政収入）の構造

出典：財政部（2018）をもとに筆者作成

6

結論と今後の課題
福祉国家改革の方向の一つとしての住宅アセットベース福祉はイギリスを初めとする欧米

国家で自助努力の原則に基づき、住宅ローン市場の開放と資本のグローバル化につれて、成
熟した持ち家社会から住宅の資産価値を引き出し、福祉ニーズの自力調達を可能にし、政府
の財政圧力を軽減し、ますます激しくなっている国家間の競争で有利な地位を形成すること
に貢献する。東アジアにおける住宅アセットベース福祉のパスは欧米国家と異なる。政府は
住宅建設と開発を通じて持ち家社会を推進し、国の経済成長をも促進し、世帯は住宅所有を
通じて住宅をシェルターとするだけではなく、ライフコースにわたってキャピタルゲインを
も実現し、限られた公的保険の条件の下で福祉ニーズを補完する。
そもそも、住宅アセットベース福祉は結果平等よりも機会平等に重点を置いている。ワト
ソンによれば、「限定平等主義」（limited egalitarianism）が見られる（Watson2009）
。住宅資産
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の形成は福祉にアクセスするための重要な前提条件であるが、持ち家社会の危機に直面して
いる東アジアにおいて、一部の人々は住宅所有と資産の蓄積にアクセスできず、つまり、入
口に入れないという問題がある。ここでは、いわゆる、取り残された低所得層の社会問題が
存在し続けている。さらに、住宅アセットベース福祉は国民の意識の変化も見逃せない。少
子高齢化、世代間の相続、独身率の増加などを背景に、住宅を購入する意欲の低下が予想さ
れる。また、資産価値の増加に関しては、好景気と住宅市場の安定が求められるため、政府
による供給と需要の両面への介入も必要である。政府にとってはそのバランスをとりにくく、
巨大な試練である。最後に、東アジアにおける世代間の相続関係、中古住宅流通市場の不発
達さ、法整備の遅れ、限られた担保対象、長寿リスクなどにより、住宅に蓄積された価値を
引き出すメカニズムの有効性が限られている。
中国では、住宅制度の市場化を通じて持ち家社会がすでに形成されたが、住宅の商品化と
「土地財政」の問題によって加速する住宅価格の急騰、低中所得層向けの「保障性」住宅供給
の減少、住宅積立金制度の未熟さがあり、住宅アセットベース福祉から恩恵を被らない若年
層、低所得層が存在している。したがって、中国における住宅アセットベース福祉のアプロー
チは高まる財政圧力を軽減する対策の一つであり、住宅資産を所有する人の一部を対象とし、
特にアセットリッチ、キャッシュプア（Asset rich, cash poor）な人にポジティブな影響をもた
らすことができると考える。
本研究では東アジア四カ国における持ち家社会の形成と危機および住宅アセットベース福
祉の考察を行い、住宅アセットベース福祉の入口とプロセスに重点を置き、金融制度に関連
する住宅アセットベース福祉のアウトプットについては詳しく分析しなかった。また、中国
の持ち家率と「保障性安居工程」開発計画戸数などのデータが欠落しているため、民間機構
のデータまたは推計値を用い、信頼性に影響を与えた。最後に、住宅アセットベース福祉によっ
て引き起こされた世代内の格差、地域間の格差などを展開し検討することは今後の課題となっ
ている。
（注）
1) この報告書は、中国経済動向研究所による 25 省の合計 48,000 世帯を対象とする家庭訪問
調査データに基づき、中国における家計資産規模と構成、都市部と地方の違い、不動産の
分布、投資資金調達と資金調達チャネルなどを網羅し、包括的かつ客観的に家計資産の現
状をまとめたものである。
2）中国では一般的に「以房养老」として知られている。
3）プラパティーベース福祉は住宅アセットベースと同義である。
4）「ホーム」の観点はつまり、住宅から離し、住宅で住んでいる個人や世帯を目に向け、さ
らに、それと関連づけられる社会的過程に焦点を合わせる。しかしながら、ソーンダー
スとウィリアムズが住宅と世帯の関係を回避したのは不十分だとケメニーは指摘している
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（Kemeny1992 ＝ 2014）。
5） 標準的な住宅ローンとの違いは、サブプライム住宅ローンには貸し手の信用記録と返済能
力に対する高い要件がなく、それに応じてローン金利は通常の住宅ローンよりもはるかに
高いことである。米国のサブプライム住宅ローン市場では通常、固定金利と変動金利の組
み合わせが使用される。つまり、住宅購入者は住宅購入後の最初の数年間に固定金利でロー
ンを返済し、その後、より高い変動金利でローンを返済しなければならない。
6） 証券化とは住宅ローンを担保証券債券に束ね、銀行より投資家に売却し、キャッシュフロー
を生み出すことができる金融手法である。
7）『住宅積立金管理条例』（住房公积金管理条例）によれば、住宅積立金とは、公的機関、国
有企業、郷鎮企業（郷や鎮が興した集団または個人経営の企企業）、外資系企業、民間企
業および他の企業とその従業員が強制的に拠出する長期住宅預金を指す。雇用主と従業員
が同額的に前年度従業員の平均月収の 5% 以上の金額を拠出する。また、従業員は住宅を
購入、建設、改修、オーバーホールする際に住宅積立金を利用でき、住宅積立金ローンを
申し込んで利用できる。住宅積立金制度は、住宅資金の調達と資金の流通を促進し、従業
員の住宅購入能力を大幅に向上させる制度である。
8）「経済適用房」（Aﬀordable Housing）制度は低中所得者を対象に分譲型の「保障性住宅」を
提供する制度である。
9）「住宅分配貨幣化」はもともと住宅の実物分配の形で行われた二次分配を国民所得の一次
分配に戻し、給与に組み込まれる政策である。それにより、従業員も自分の意思で住宅を
購入するまたは借りることができるようになった。
10）
「廉租房保障制度」は、最初に政府が住宅に困窮している最低所得者に対し、実物配給の
公営住宅、補助金、賃金減免を提供する制度である。2007 年 12 月建設部などの 9 つ部門
が公布した『廉租房保障弁法』は廉租房保障制度の対象を「従来の最低所得層から低所得
層に広げた」（閻 2009：212）。2014 年からは目標対象のより幅広い「公共租賃房」（公共
賃貸住宅）と統合している。
11）住宅開発庁 (Housing & Development Board, HDB) が 1960 年に設立され、住宅不足問題を解
決するために、国有土地を利用して公営住宅の建設が始まった。HDB 住宅は住宅開発庁
に供給される住宅を指す。
12）エグゼクティブマンションは民間デベロッパーによって建てられるが、土地価格が政府に
よって補助されているため、民間住宅よりも安い価格で販売される。さらに、購入者は、
CPF の助成金を受けて開発者から購入した EC の支払いをすることができる。
13）シンガポールの中央積立金制度は 1953 年に制定され、1955 年に発足した。当初の中央積
立金制度は、従業員に退職保護を提供するために雇用者及び雇用主が強制的に拠出してい
る貯蓄プランであったが、1965 年にシンガポールが独立した後、機能を拡大し始めた。現在、
中央積立金制度は、普通口座、特別口座、メディセーブ口座があり、以前の単一の年金保
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障から、退職保障、医療保障、住宅保障などを含む包括的な社会保障システムに進化して
きた。
14）日本総研の「アジア主要都市コンシューマインサイト比較調査」によれば、7 つの都市に
おける中間層は旺盛な住宅購入意欲を示している。購入したくないという選択肢（借家の
ほうがよい）を選んだ人の割合が 10％を超える都市がない ( 日本総研 2012)。
15）
「空巣家庭」は家庭の子供たちが成長し家を離れたため（新しい家族を形成するか、子ど
もが都会に出稼ぎにするために）、一人または夫婦のみで生活する高齢者の家庭を指す語
である。もともと、これが中国の農村部において顕著な問題だが、いまの都市部はこの状
況が次第に厳しくなっている。
16）この財政赤字は繰越剰余金などの調整を除き、一般公共予算収入と一般公共予算支出の差
を示す。
17）上海の徴税対象は、すでに住宅を所有する本市居住者による新規購入住宅と非本市居住者
による新規購入住宅であり、税率は暫定的に 0.6％に設定されている。重慶の徴税対象は、
一戸建ての別荘と高級マンション、および本地戸籍を持ておらず、重慶にも投資しなかっ
た人が購入したセカンドハウスであり、税率は 0.5％ -1.2％である。つまり、「房産税」は
主に富裕層を対象とし、投機行為をも抑制できる。
（付記）
本研究は、2019 年度上智大学総合人間科学研究科社会福祉学専攻博士前期課程の学位論文
のうち、約 62000 字のものを約 31000 字に抄訳したものである。
（参考文献）
Ansell, B. (2014). The political economy of ownership: Housing markets and the welfare state.
American Political Science Review, 108(2), 383-402.
Doling, J., & Ronald, R. (2010). Home ownership and asset-based welfare. Journal of housing and the
built environment, 25(2), 165-173.
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ (2012). Meeting the income needs of older people in East Asia: using
housing equity. Ageing & Society, 32(3), 471-490.
DOS (2018). Resident households by tenancy, annual.
(https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=12309, 2019.12.01)
̶̶ (2019). Household sector balance sheet.
(https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=15312, 2019.12.01)
Fahey, T., & Norris, M. (2011). Housing in the welfare state: rethinking the conceptual foundations of
comparative housing policy analysis. International Journal of Housing Policy, 11(4),
439-452.

東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する比較研究

83

─中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆─

Friedman, M. (1957). The permanent income hypothesis. In A theory of the consumption function.
Princeton University Press.
Global Property Guide. (2019) House Price Change 5 Years in China compared to Asia. (https://www.
searchnewworld.com/search/search2.html?p=Global%20Property%20Guide, 2019.12.20)
Goodman, R., White, G. (1998). The East Asian welfare model: Welfare orientalism and the state.
Psychology Press.
Groves, R., Akan M., Christopher W. (2007). Four worlds of welfare and housing. Housing and t he new
welfare state: Perspectives from East Asia and Europe,1-13, Routledge.
Hirayama, Y. (2010). The role of home ownership in Japan

s aged society. Journal of Housing and the

Built Environment, 25(2), 175-191.
Holliday, I. (2000). Productivist welfare capitalism: Social policy in East Asia. Political studies, 48(4),
706-723.
Izuhara, M. (2016). Reconsidering the housing asset-based welfare approach: Reflection from East
Asian experiences. Social Policy and Society, 15(2), 177-188.
Johnson, A. K., & Sherraden, M. (1992). Asset-based social welfare policy: Homeownership for the
poor. Journal of Sociology and Social Welfare, 19, 65
Jones, C. (1993) The Paciﬁc challenge: Confucian welfare states. New Perspectives on the Welfare State
in Europe, 184–202, Routledge.
Kemeny, J. (1980). Home ownership and privatization. International Journal of Urban and Regional
Research, 4(3), 372-388.
̶̶̶̶̶(1995). From public housing to social market: rental policy strategies in comparative
perspective. Routledge.
KOSIS (2018). The Survey of Household Finances and Living Conditions. (http://kostat.go.kr/portal/
eng/pressReleases/6/3/index.board, 2019.12.11)
̶̶̶ (2019). Korea Housing Survey 2006~2018
(http://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ETITLE&parm
TabId=M_01_01&statId=2006087&themaId=#SelectStatsBoxDiv, 2019.12.01)
Kwon, H. J. (2009). The reform of the developmental welfare state in East Asia. International Journal of
Social Welfare, 18, 12-21.
Lowe, S. G., Searle, B. A., & Smith, S. J. (2012). From housing wealth to mortgage debt: the emergence
of Britain's asset-shaped welfare state. Social Policy and Society, 11(1), 105-116.
Malpass, P. (2005). Housing and the welfare state: The development of housing policy in Britain.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
̶̶̶̶̶(2008). Housing and the new welfare state: wobbly pillar or cornerstone?. Housing studies,
23(1), 1-19.

上智大学社会福祉研究

84

2020. 3

Phang, S. Y., & Kim, K. (2013). Singapore's Housing Policies: 1960-2013. Frontiers in Development
Policy: Innovative Development Case Studies, 123-153. Research Collection School
of Economics.
Prabhakar, R. (2019). A house divided: asset-based welfare and housing asset-based welfare.
International Journal of Housing Policy, 19(2), 213-231.
Ronald, R., & Doling, J. (2010). Shifting East Asian approaches to home ownership and the housing
welfare pillar. International Journal of Housing Policy, 10(3), 233-254.
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ (2012). Testing home ownership as the cornerstone of welfare: Lessons
from East Asia for the West. Housing Studies, 27(7), 940-961.
Ronald, R., & Jin, M. Y. (2010). Homeownership in South Korea: examining sector underdevelopment.
Urban Studies, 47(11), 2367-2388.
Sherraden, M. (1991). Assets and the poor: A new American welfare policy. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
Thorns, D., (1995). Housing Wealth and Inheritance: the New Zealand Experience. Housing and Family
Wealth: Comparative International Perspective. 8-36, Routledge.
Torgersen, U. (1987). Housing: the wobbly pillar under the welfare state. Scandinavian Housing and
Planning Research, 4(1), 116-126.
United Nations (2019). World Population Prospects 2019. (https://population.un.org/wpp/, 2019,11,25)
Watson, M. (2009). Planning for a future of asset-based welfare? New Labour, ﬁnancialized economic
agency and the housing market. Planning, Practice & Research, 24(1), 41-56.
日本語文献
Chombart de Lauwe（1970）Des hommes et des villes. FeniXX. (=1973, 林育男 , 中村忠夫共訳『人
間と都市 : 住宅社会学序説』鹿島研究所出版会 .)
Esping-Andersen, G.(1990) The three worlds of welfare capitalism, Princeton University Press.( =2001
岡沢憲芙 , 宮本太郎監訳『福祉資本主義の三つの世界 : 比較福祉国家の理論
と動態』ミネルヴァ書房 .)
Kemeny, Jim (1992) Housing and social theory. Routledge.（＝ 2014, 祐成保志訳『ハウジングと福
祉国家 : 居住空間の社会的構築』新曜社 .）
Lowe, Stuart (2011) The housing debate, The Policy Press.（=2017, 祐成保志訳『イギリスはいかに
して持ち家社会となったか : 住宅政策の社会学』ミネルヴァ書房 . )
浅見泰司（1997）「住宅政策における市場と計画」岩田規久男・ 八田達夫編『住宅の経済学』
日本経済新聞社 , 287-311
明野斉史（2011）『英国におけるリバースモーゲージに関する調査研究』(http://www.mlit.go.jp/
pri/kouenkai/syousai/pdf/kenkyuuhapyou11.03.15/siryou4.pdf, 2019.12.01)
石川達哉 (2010)「日本における少子高齢化と住宅市場」『日本不動産学会誌』23(4), 40-45.

東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する比較研究

85

─中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆─

閻和平（2009）「中国における住居保障制度と住宅政策の展開」『大阪商業大学論集』5（1）,
205-216.
上村泰裕（2004）「第 1 章

東アジアの福祉国家―その比較研究に向けて」大沢真理編『アジ

ア諸国の福祉戦略』ミネルヴァ書房 .23-65
小林秀樹（2009）「第 2 章

住宅供給」住宅総合研究財団編『現代住宅研究の変遷と展望』丸

善 .31-52
佐藤岩夫（2009）
「
「脱商品化」の視角からみた日本の住宅保障システム」
『社會科學研究』60（5）,
117 − 141.
齊藤拓（2006）
「福祉国家改革の一方向性：各国に見る資産ベース福祉への移行｣『Core Ethics』(2),
259-270
斉藤広子（2003）「第 6 章

高齢社会に対応した住宅・居住政策」伊豆宏、齊藤広子編『変わ

る住宅金融と住宅政策 : どうなる金融、どうなる住まい』ぎょうせい .225-251
蔡鵬（2016）
「現代中国都市部の住宅政策と「土地財政」に関する研究」横浜国立大学大学院
国際社会科学研究科博士論文
三浦典子 (1989)「社会学的ハウジング論序説」『社会分析』18, 53-64
宍戸邦章 .(2018)「東アジアにおける家族主義と個人化̶̶EASS 2006 家族モジュールに基づ
く日韓中台の比較̶̶」『家族社会学研究』30(1), 121-134.
彰国社（1993）
『建築大辞典』彰国社 .
総務省統計局（2016）『平成 26 年全国消費実態調査』(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/
pdf/kihon_gaiyou.pdf, 2019.12.11）
̶̶̶̶̶̶（2018）『 住 宅・ 土 地 統 計 調 査 』（https://www.stat.go.jp/data/zensho/2014/index.
html, 2019.12.15）
巽和夫（1993）『現代ハウジング用語事典 / 巽和夫編』彰国社 .
日本総研（2012）『アジア主要都市コンシューマインサイト比較調査』(https://www.jri.co.jp/
MediaLibrary/ﬁle/pdf/company/release/2012/120528/jri_120528.pdf, 2019.11.13)
中西典子（2008）
「ポスト福祉国家の公私分担をめぐる比較社会学」
『地域創成研究年報』
（3）,
31-71.
平山洋介 (2011）『都市の条件 : 住まい、人生、社会持続』NTT 出版 .
̶̶̶̶(2014)「持ち家社会と住宅政策 (< 特集 > 居住保障と社会政策 )」
『社会政策』6(1), 1123.
松村明（2019）『大辞林 / 松村明編』三省堂 .
武 蔵 野 市（2013）『 武 蔵 野 市 福 祉 資 金 貸 付 制 度 見 直 し 検 討 委 員 会 報 告 』(http://www.
fukushikosha.jp/news/02-05.pdf, 2019.12.05）
李蓮花（2011）
「社会政策における「東アジア的な道」: 日本・韓国・中国の国民皆保険体制の比較」
『社会政策』3（2）, 110-120

上智大学社会福祉研究

86

2020. 3

中国語文献
RECIO 工作室（2019）「中国房地产市場報告」
(http://www.doc88.com/p-9601741913754.html, 2019.12.01）
財政部（2018）「2018 年財政收支情况」(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201901/t20190123_3131221.
htm, 2019.12.05)
国務院（2004）「中国的社会保障状況和政策」
（http://www.gov.cn/zwgk/2005-05/27/content_1533.htm, 2019.11.25）
国務院（2019）「新聞就銀行保険業運行及服務実体経済情况举行发布会」(http://www.gov.cn/
xinwen/2019-10/21/content_5442957.htm, 2019.12.26)
恒大研究院 (2019)「中国住房制度 : 回顾、成就、反思与改革」（http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_
AP201907111338453600_1.pdf, 2019.10.11）
賈玉娇 (2017）
『新加坡社会保障制度』中国劳动社会保障出版社 .
劉毅 (2015)『中国城市住宅政策的市场化演进』科学出版社 .
聂晨 (2017）
「东亚住房模式的建立和变迁 : 对資産为本福利模式的讨论」『中国公共政策评论』
11, 49-64
王明浩・高薇（2003）「城市経済学理論与発展」『城市』1, 15-23.
新華綱（2016）「中央経済工作会議在北京举行习近平李克强作重要讲话」
（http://www.xinhuanet.com//politics/2016-12/16/c_1120133804.htm, 2020.01.01）
中国経済動向研究院（2018）「中国家庭财富調査報告」(http://www.gov.cn/xinwen/201812/28/
content_5352858.htm, 2019.12.05)

中国社会保障制度の理念と政策改革に関する考察

87

─習近平時代下の社会保障制度は如何になるか─

【論

文】

中国社会保障制度の理念と政策改革に関する考察
─習近平時代下の社会保障制度は如何になるか─
HOU MUYAO（社会福祉学専攻博士前期課程）
【本論文の構成】
はじめに

第三章習近平時代下の社会保障に関する政策

第一章中国社会保障の基礎理論に関する考察 改革
１−１中国社会保障に関する先行研究の概観 ３−１少子高齢化下での人口計画と社会保障
１−２中国における社会保障に関する概念

基金政策

１−３中国における社会保障に関する理念

３−２都市化により農民工に対する政策

１−４中国社会保障に関する古代思想

３−３格差により [ 官民 ] 年金制度の一元化

１−５中国社会保障に関する近代思想

政策

１−６中国社会保障に関する現代理論

３−４農村貧困政策

第二章中国社会保障制度の沿革

結びに

（計画経済から市場経済へ）

４−１中国社会階層の変遷

２−１中国社会保障制度の沿革に関する過去 ４−２中国社会保障制度と社会階層の関連
の研究について
２−２中国社会保障制度の開始期

４−３考察
参考文献

２−３中国社会保障制度の調整期
２−４中国社会保障制度の停止期
２−５中国社会保障制度の回復期
２−６中国社会保障制度の発展期
２−７中国社会保障制度に関する考察

1．はじめに（研究の背景と目的）
▲研究の背景
中国社会保障制度は、1949 年建国時の計画経済から、その後、変革され、市場経済への転
換期に入り、今日では「社会主義市場経済」という独自の体制を取るに至っている。ただし、
計画経済期における「単位」保障 ( 単位保障は職場や勤務先の会社という単位で保障を行わ
れている意味である。) の負の遺産も抱えながら、市場経済の導入に伴う国民所得格差が生ま
れ、一方、都市部と農村部の二元社会の貧富格差もますます拡大した。また、
「一人っ子政策」
の結果を招いた急激な少子高齢化、社会保障費用の急膨張傾向など、新しい問題にも対応し
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なければならない。中国第十二次五ヵ年計画で 2011 年以降、「適度普惠」（シィドプヒイ、経
済発展の水準に相応しい社会保障の内容と水準で、基礎レベルの社会保障を全国民に行き渡
らせようという意味）社会保障制度が今後のモデルとして提唱されるようになった。習近平
政権のもとで、社会保障に関する「小康社会（経済的にややゆとりのある社会）」を 2020 年
までに完成させ、「｢最低ラインの厳守、民生の保障網 ( セーフティーネット ) の整備、仕組み
の確立」という要求に基づいて、全国民をカバーし、都市・農村を統一的に計画し、権利と
責任が明晰で、保障が適度で、持続可能かつ多層的な社会保障体系を全面的に完成する」と
いうスローガンを打ち上げ、「全人民の共同富裕」に向けたスタートを切ることを強調した。
今後、経済を継続発展させつつ、制度の一元化と制度間の格差是正の期待がかかる社会保障
制度を完備することが重要となる。従って、計画経済時期から現代市場化社会へ転換し、制
度の経路依存（path dependence）からできる限り脱して、社会保障制度の新たなルート選択に
導くような社会保障理念の検討は研究としては重要であろう。とはいえ、社会保障制度を含
めて制度は歴史的形成体である。特定の国の特定の時代には固有の文化的、政治的、経済的
基盤があり、その上に、制度について考察を進める場合に、それだけを切り離して意義や問
題点や改善の方向を検討してはいけない。
一方で、改革後の中国社会は経済体制の変更に伴い、その中で社会構造中の基本的な人の
配置、すなわち階層構造も根本から変化した。市場経済の導入は社会流動の機会を増加させ
つつあり、計画経済体制よりは、社会階層分化の中で、戸籍、党員身分などそれまで重要で
あった政治要素の機能は弱まり、経済要素の機能が強まった（李、2002）。社会変革の過程に
おいて、制度の取り決めが社会階層の構造の変化に影響を与える。エスピン - アルデルセン
も、福祉国家の階層化について「福祉国家は、ただ不平等な構造に介入しこれを是非しうる
メカニズムであるばかりではなく、それ自体が階層化の制度などである。福祉国家は社会関
係を形作る能動的な力である」と言及し、「救貧法やミーンズテストの社会扶助は、受給者に
対して制裁を加えたスティグマ化することで、明らかに階層化を目指したものである。また、
ビスマルク型の社会保険モデルも明らかに一つの階級政治の産物であり、階層化により、様々
な階級や地位集団に対してそれぞれ独自のプログラムを立法化することで、賃金生活者を分
断して、個々の固有の地位が際だつことになる」と指摘した。この観点から、社会保障は所
得再分配を通じて貧困、格差を解消する機能が逆に社会の階層化を形成するものとなる。中
国の場合は、社会保障制度が従来から、戸籍制度で都市と農村を分離させ、また職業により、
企業職員と違い、コーポラティズム的に公務員に対して特権的な福祉待遇があるという社会
の断片化（fragmentation）が存在していた。これらは社会流動の障害をもたらす原因ともなる。
社会保障制度そのものが社会階層の秩序と双方向的に影響し合っている。中国社会保障制度
の変革と社会階層構造の変化は繋がり、これについて研究することは中国的、アジア的社会
保障の類型論を検討する上で意義があると思う。

▲研究の目的と研究意義
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１． 本論では、日本において殆ど行われていない中国社会保障思想を含め政策思想や社会主
義的市場経済の中での社会保障制度を明らかにし、社会保障についての論述がどのよう
にされているのか、特に理論基礎に関して検討する。それによって、端緒的であっても
中国社会保障の原理や基本について体系的理解を進めるための一助とする記述的研究と
なろう。
２． 現在の社会保障に関する政策改革を分析し、中国社会階層と社会保障の関連関係を論じ、
そこから、格差社会からの緩和としての「全民の共同富裕」に向けて中国社会保障の展
開を見ていく。
本論では研究目的でいうところの記述的研究に留まり、多少分析的記述を加えるという研
究であるが、これらの検討が基礎となって、今後の本格的な研究が展開されることを期待する。

２．第一章中国社会保障の基礎理論に関する考察
▲中国社会保障に関する先行研究の概観（１－１）
本節では、従来日本ではこれまで十分明らかにされていない中国社会保障の政治の中での
位置付け、そして習近平期における社会保障改革のなかで、政府や行政府の施策や計画等の「宣
言」とともに、学界においても、政府の施策に平行するかたちで、様々な議論が行われてい
ることを示したいと考え、その一端を示すことを目的にし、現在の先行研究を概観した。まず、
「中国知網」で「中国社会保障」という主題（中国知網で文献検査する時、日本のオンライン
文献検索センターの検索項目と違い、全文（その単語が用いられているすべて論文。例えば、
論文の中である単語が１回でも使われてたら、検出される。文献数が最も多く出る）、主題（テー
マもしくは領域を指す。論文名、キーワードと要約の三つから同時に検索詞を検索する）、関
鍵詞（キーワード）、篇名（論文名）、作者（著者）、摘要（要約）などの文献検索の分類項目
がある。本本論は、中国社会保障という領域に関する多方面から理解する上にレビュー研究
を行うために、中国知網の「計量可視化分析」機能を使って、主題という項目を選んだ。）で
検索し、8423 通の文献を得た。
「中国社会階層」という主題で検索し、2760 通の文献を得た。
「中
国

社会保障

社会階層」という主題で検索し、279 通の文献を得た。その後、計量可視化分

析を行って、文献数から見ると「社会保障制度」
「社会保険」
「社会公務」
「社会保障制度改革」
「労
働者」「養老保険制度」「農民工」「社会保障体系」「養老保険」「財務管理」前十位は今中国社
会保障の学術界において最も関心がある領域であることが分かる。その上に内容を分析し整
理し、「社会保障体系」
、「財務管理」と「養老保険制度」（年金制度）に関するレビュー研究
を行った。
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注：2019 年６月時点で「中国社会保障」というテーマで検索した結果
まず着目されるのは社会保障制度の体系についての考え方である。最初にインスティテュー
ショナル（institutional= 制度的）とレジデュアル（residual ＝残余的）という類型論は資本主
義社会における福祉類型論の出発点であった（ウィレンスキー＆ルボー、
1958）。「残余的福祉」
は基本的には個人のニーズが家庭と市場を通じて満たされ、家族と市場がうまく動けない場
合に国家が介入する形になる。
「制度的福祉」は国家と政府の役割を強調し、個人のニーズに
対して責任があり、法律や制度によって提供すべきである。そのあと、いわゆる福祉資本主
義としてはティトマスやエスピンーアンデルセンの基本 3 類型論がある。その中、ティトマ
ス（1968）は、スティグマが出やすい「選別主義」に対して、「普遍主義」は対象を選別する
「制
ことを回避でき、すべての人の福祉をカバーすることを強調した。彭華民（2011）によると、
度」対「残余」は政府の責任で区別し、「普遍」対「選別」は社会福祉の提供方式（ミーンズ
テストの有無）から区別しているので、これらはあくまで理念型（ideal type）であると指摘した。
その故に、国は福祉制度を建立すると福祉類型を選択する時に現実から出発、多元性が現れる。
中国もこれらの理論を参考にし、前述のように、2007 年民政部は従来の「残余型」から「適
度普恵型」へ転換するという方向を決めた 。
学界において、「適度普恵型」という社会保障体系をどのような形にするのかについての議
論も色々があるが、基本的に政府と方向性が一致しており、その代表的な学者は鄭功成と景
天魁などである。鄭功成（2002）は、中国社会保障制度改革の本質は「国家−単位」保障か
ら「国家−社会」保障への転換であると述べている。彼の意見をまとめてみると、「国家−社
会」保障の特徴としてはレベルが適度、責任共に担う、国家か政府が基本保障を担当し、基
本保障を超えた社会的ニーズは国家ではなく、社会から提供する、つまり市場や社区（コミュ
ニティ）に頼り、更に家庭の内で責任を持たせて対応すること（これについては、中国では
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「高齢者権益保障法」という法律があり、扶養義務に関する親の子に対する、この親に対す
る扶養責任を求め、そのための裁判制度を設けている。ちょうど、社会保障の発展が、家族
ではなく（家族の経済的・身体的扶養を社会的扶養に変えていく歴史があるが、そうではな
く、むしろ、社会保障ではなく、家族に扶養義務を課すという中国独自の政策である）。つま
り、これが中国において、持続可能な発展モデルであると考えている。景天魁など（2000）も、
中国の今後の深刻な老齢化に向け、所得代替率が高い（約 60％）一方で、高齢者の増加とと
もに、年金の支出が財源足りなくなる恐れがあるので、保険制度のカバー範囲の拡大と給付
水準の上げることについては慎重にし、基礎的な保障に限定すべきであると、主張している。
一方で、反対側として一番代表的なのは効率主義を主張している陳平の「短視論」である。
彼（2002）は、「中国は現在統一的な社会保障制度が存在しないが、そのことが、より良い生
活条件を目指す農村若者としての労働力の都市部への流出を促し、労働力の流動化を促進す
る。それによって、都市のコストも低くなり、国際資本の流入と労働集約型産業の移動場所
になる条件となりうるというものである。また、統一的な社会保障といっても、農村 · 都市の
地域格差の原因で経済的に実現不可能であると指摘し、更に社会保障制度が拡大したら、外
資がより労働コストが低い国家に移動し、中国の国際競争力を弱めてしまうことという認識
が重要だ」と論じている。彼の意見から見ると、統一社会保障体系の理論基礎は均衡経済学
なので、中国のように地域格差があり、極めて不均衡な国家としては、家庭式の貯蓄年金保
障を主に、民営の医療保険を補助とし、最後のセーフティーネットとして社区が社会救済の
責任を負うという社会保障体系を主張している。
従って、都市と農村の社会保障制度（2 分立制度）を統一すべきかどうかについての討論
は、中国学界において色々な意見があるが、総じて統一することに反対する学者達は、普遍
的に現在時点で都市と農村社会保障の一体化する条件はまだ未熟という理由を挙げる。例え
ば、胡晓玲 (1998) は、建国した後、建立した社会保障の発展は経済発展水平を超える時に何
が起こるかを分析し、今農村保障体系を無理に建立しても、5.7 億農村人口に関する深刻な資
金問題を招くことと考えられている。鄭功成 (2002) も一元化の制度作りは現実的な社会保障
政策の出発点としてではなく、社会保障制度政策の「目標」とすべきと主張している。それ
に対して、王思斌（2004）は、現在中国の社会保障制度は断裂がある（都市部と農村部にお
いて社会保障制度の差があることを指す）という指摘があった。詳しく言うと、まず従来か
ら、政府は都市と農村という二元社会から社会保障制度を建立し、戸籍制をベースに社会保
障制度の対象は、ずっと都市部を重心にして、農民団体が排除されていた。次に都市の社会
保障制度は単位保障から社会保障に転換する過程で、問題も生じている。例えば、企業や事
業機関に属したレイオフ者や退職者は社会保障の責任が単位から社区に移させることになる。
中国において長年に単位体制を実施したので、社区はまだ始めたばかり、補助として存在し
ている。それで、社区において生活サービスなどの提供が不完全で、従来から殆ど全方面か
ら単位福祉を恩恵した対象者は形式的には得られるという形で単位保障から社会保障という
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けれど、実際に現実に得られるサポート間に差があるのが現実である。このようにして、社
会保障によって保障されることになったといっても得るべく保障が受けられない状況がある
（王、2004）。また、杨玉民 (2002) の主張を要約すると次のようになる。理論的な角度から制
度の一元化は社会保障制度の内在要求、一元化の制度は公平だけではなく、管理も便利にな
る。市場経済の発展は、全国統一な国内市場と労働力市場を要求し、それに相応しい社会保
障制度と社会保障基金も統一すべきである。そうしないと、労働力の流動は全国範囲では必
ず妨げられる。しかしながら、これらの観点は目標を言い出したが、目標を達成する手段に
ついてあまり言及してなかった。都市と農村の一体化するために一般的な枠組みは建立しや
すく見えるが、社会保障項目など具体的には地域によって違いがあり、ステップバイステップ、
つまり段階的に実現されなければならないと考えられる。現時点から見ると、このように折
衷的な観点に多数な学者達が最も賛成した。その一例として、林毓铭、米红、涂山峰（2003、
2008、2010）などが自由裁量政策（discretionary policy）を提出し、都市と農村の社会保障体
系が繋がっていくという考え方が挙げられる。具体的には、社会保険を中心に、まず農民工
を都市居住者年金制度に入れ、後に経済の発展に従って、徐々に農村部他の社会保障項目を
カバーすることを提言した。また、王国軍（2000）は三次元社会保障体系を提案している。
この中で一次元は全国をカバーする法定基本保障、例えば最低生活保障、基本衛生保健など、
二次元は農村を含めて、年金、医療、失業と労災の強制加入のいわゆる社会保険による保障、
三次元は民間保険が主としてのプラス保障である。しかしながら、実態としては政策決定の
ネットワーク（Decision Making）には都市と農村の社会保障制度は改革が必要だという認識
もあるが、現在の政策として「都市と農村が分立し管理する」という実情がしばらく変わっ
ていない。これから、習近平が「都市と農村が統一的計画する」という目標を提出し、社会
保障制度の改革はどういうふうに進展するかについて深刻な課題になろうと指摘している。
また、老齢化に伴って中国社会保障の財務管理について関心が高まってきた。その中で、
社会保障財源としての社会保障費と社会保障税（日本で、社会保障費は社会保障給付費のこ
とを指して、社会保障税は社会保険料、労使折半などのことを指す。中国の場合は、社会保
障費は社会保険料、住宅積立金など社会保障に関する費用のことを指して、社会保障税は社
会保険税、payroll tax とも言い、雇用主若しくは従業員に課される税を社会保障基金のために
使うこと。つまり、中国の費と税は両方社会保障財源調達としての手段を指す。中国の費と
税は日本において、保険料と租税に当てはまると考えられる。）に対する研究が増えた。今ま
では中国社会保障の財源は保険料、財政補填とその他収入（基金の投資収益および社会寄付）
からなっている。なお、2019 年１月１日から、社会保障費の徴収は、従来の人力資源と社会
保障局から、税務局に変更された。そのため、社会保障費は社会保障税に変えたという声が
出てきたが、実際の状況は現在人力資源と社会保障局は従業員の給与情報を持っていないた
め、今まではあくまでも申告された給与データを基に社会保障費を徴収している。多くの会
社は従業員給与を過少に申告することで、社会保障費の負担を抑えてきたが（「中国企業社会
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保険白書 2018」によると、2018 年社会保険料をきちんと納めた企業はわずか 27.1％であった。
原因としては、企業側は社会保障費を本来の賃金や所得より引き下げた最も低い基準に基づ
いて納付する行為が横行していた）、今後税務局で社会保障費の徴収になると、納付基数を個
人所得税と照合されるので給与の過少申告が不可能になることである。これなどは、日本に
おける「マイナンバー」制度や税の捕捉と社会保険料の課徴との議論などの近似性を発展途
上の中国における議論としてではあるが同じ問題意識を感じる。
社会保障税は実は 1996 年『国民経済と社会発展

九五

計画と 2010 年ビジョン目標概要』

で、すでに「社会保障税」の徴収を始めるという意見が出ている。2010 年両会期間に、全国
政治協商会委員劉江龍は、1995 年から 2004 年までの 10 年間、45000 億元の全国年金保険基
金を損失（原因としては、死んだ人を偽り年金を受け取り続けること、職員が社会保険基金
を不正使用することなど）して、人民の年金を有効に徴収するように、社会保障費を社会保
障税に変えようと提議した。同年４月１日に、財政部部長謝旭人ははじめて政府の立場で「社
会保障税の徴収を研究する」ということを表明した。現在、中国は「社会保障ジレンマ」に
陥って、つまり、老齢化がもたらした巨大な社会保障資金に対する請求の額の乖離、企業の
社会保障費の未納、基金の不正流用、浪費、横領などである。社会保障資金の調達は国家社
会保障体系の核心であり、今の中国においてはこれをどうするのかについて根本の問題意識
として研究者間では議論されている。国家体制が異なる中で社会主義的市場経済を標榜する
中国において研究者は出来る限りの検討を制約下において行っているといえる。現在に、社
会保障費を税に変えることに対して代表な意見が 3 つである。一つは、贾康、庞凤を代表す
る政府職員と財税専門家の賛成意見である。彼らの意見から見ると、税の場合徴収効率が高
く、法律的には拘束性、公平性、互助性という特徴を持ち、従って、社会保障税は社会保障（個
別社会保険料納付）費より優れているとし、社会保障税の徴収は社会保障改革の中で制度の
不統一、保険料の徴収コストに対して効率の低さという課題を解決できるという指摘である。
二つ目は、鄭功成、鄭秉文を代表する社会保障専門家の反対意見である。彼らによれば、税
に変えることは今の「社会保障ジレンマ」を解消することはできない、むしろ社会保障基金
調達に対する立法が重要だという指摘である。また、税に変えたら、現在納めた社会保障（個
別社会保険料納付）費用は所得比例のような形にならないために将来の給付に反映しないた
め、労働者のインセンティブにマイナス影響を与え、中国社会保障制度発展の戦略方向、つ
まり完全積立方式の社会保障資金調達モデルに向いていないことになると指摘した。三つ目
は、社会民衆は社会保障税に抵抗感を持っている。今も中国の税負担は民衆が重いと考えて
おり、社会保障税の徴収は必然に更なる負担に繋がる。そして、政府が吹聴した収入格差を
縮小する目標を実現できないという声が多い。政府の動きから見ると、「社会保障税」を徴収
することがすでに確定なことなので、ただ実施時期がまだ未公開であるが、その前に民衆の
不信感に対する解消や社会保障予算の建立など課題について解決しなければならない。
具体な社会保障制度については、三大保険制度（年金、医療、失業）に関する研究の代表
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者は何平と景天魁など社会保障専門家である。また、最低生活保障制度に関する研究の代表
者は洪大用などである。ここで、養老保険制度（年金制度）を取り上げ簡単なレビューを行う。
簡単に年金制度を紹介すると、現在の中国の年金制度は三層建て（基礎年金、企業補充年金
と個人貯蓄式年金）で、この中で、企業補充年金と個人貯蓄式年金は任意加入の完全積立式
であるが、基礎年金は強制加入の賦課方式（社会プール）と積立方式（個人口座）を組み合
わせるという年金制度である。中国年金保険制度についての研究は主に資金調達など経済学
的な角度から研究されている。まず、李绍光（1998；2004）は再分配効用、経済増長効用に
ついて、賦課方式と積立方式のどちらが優位かを分析した。彼によると、年金保険は、発展
途上国にとっては単純一種類の資金調達は不十分であり、「パレート効率性」を参考にし、賦
課方式と強制貯蓄を合わせることがベストであると強調した。封進（2004）によると、厚生
経済学理論により、社会福祉（厚生）最大化を目標にし、中国の現在の賦課方式（社会プール）
と積立方式（個人口座）の混合体系の最適比率を算定し、賦課方式にウェイトを置いた年金
制度は中国にとって適切だと指摘された。そのほか、海外の学者は中国高齢化と高齢財政問
題を解決するために、積立方式が一番有効であるが、個人口座の投資収益率を良いことが前
提となるという意見もある（Feldstein、1999）。その後、年金制度の三層化により、見なし
掛金建て方式（Non-ﬁnancial Deﬁned Contribution, NDC）が、掛金建て方式（Financial Deﬁned
Contribution, FDC）と給付建て方式（Deﬁned Beneﬁt, DB）より優越性があり、中国の企業補充
年金（企業年金）に適応するという意見が多い（鄭秉文 2005；鄭伟

袁新钊 2010）。

なお、心理学、公共経済学と行為金融学の発展に伴って、マッチング掛金建て（Matching
deﬁned Contribution, MDC）も学界で注目された。その代表はアメリカの 401（ｋ）制度であ
る。研究により、この制度は従業員のインセンティブによい効果があると証明された（成、
2016）。また、企業年金への参加率を増加するために、まず税制優遇の実施から従業員の参加
インセンティブに励ませることを考えられる。個人貯蓄式年金（個人年金）については 2017
年に国務院は「商業養老保険の促進に関する意見」を公布し、この中で「個人税金繰延型商
業養老保険」の試行を実施することが正式に公表された。これから、財政などの問題により、
基礎年金から企業年金と個人年金に関する研究がますます増えると考えられる。
当然ながら、中国社会保障に対する議論は以上の内容だけではなく、学術界にしろ、行政
府にしろ、社会保障の責任主体を中央政府にするのか地方政府にするのか、そのバランスは
どちらにするのかといったことや、かつて日本でも良く議論された社会保障制度の充実と国
民貯蓄率に与える影響などについて研究が多数ある。これらの討論は中国社会保障研究が次
第に深化していることの反映でもあるが、中国が抱える社会保障制度の改善すべき点を示し
ているとも言え、未だ制度が発展途上であることを示している。中国国内で現在社会保障に
関する研究は特に経済の拡大成長との関係が重要であることから、経済学の角度から研究す
ることが多い。ただし、社会保障は同時に論理学、社会学、心理学、政治学など他学科も関
連する領域である。学際的研究も必要という指摘がされている（徐、陈 2004）。また、研究対
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象に対して、日本においてはすでにその観点からの研究が多数行われているが、ジェンダー
（女性というグループ）が軽んじられやすい（例えば、男性が 60 歳、女性は 50 歳（女性幹部
は 55 歳）という定年年齢の違いに関する研究が少ない）ということも注意する必要があると
考えられている。
以上、中国において社会保障研究の関心の範囲や議論について、その一端（年金制度を中
心に）だけではあるが紹介した。なお、医療制度ついても賦課方式と積立方式の組み合わせ
であるが、制度の仕組みや供給体制など多岐にわたることから取り上げなかった。なお、近
年は学術界で計画経済時期から現代市場化社会へ転換し、制度の経路依存（path dependence）
から脱出して、社会保障制度の新たなルート選択に導く社会保障理念（図の第十五位の思想
体系に当たる）の重要性を再認識し、研究も増加した。
また、
「中国社会階層」に関する文献数の前十位は「階層構造」「社会階層」「階層分化」「当
代中国社会階層」
「社会階層化」
「知識分子」
「中間階層」
「中間等級」
「社会階層分化」
「中産階級」
である。これらについて今中国社会階層について、特に学界では、社会の階層化と中間階層（中
産階級）に対して最も関心があることが分かる。これは社会保障システムとの関係で極めて
重要であるし、中国の社会の変化についての学界の問題意識でもある。
本論の位置付けとしては、まず、日本であまり吟味されていない中国社会保障制度につい
ての概念、理念など理論基礎を整理し、歴史に合わせて分析する。また、新時代に中国社会
保障制度に関する動向を紹介し、ついでに、中国の社会階層と社会保障の関連を論じ、社会
保障制度の政策によって、社会構造の中で中間階層に対する調節機能も多くなるという仮説
が考えられる。

注：2019 年６月時点で「中国社会階層」というテーマで検索した結果

96

上智大学社会福祉研究

2020. 3

▲中国社会保障制度に関する概念（１－２）
社会保障（social security）という言葉は漢字で「社会の保障」と書くならば、そして、セキュ
リティは安全という意味でもあることから、
「社会の安全」や「国民の生活の安定を維持する」
ための社会政策を実行に移す最重要な社会の存続のための社会制度としての意味ともなる。
また、古代ではこういう現代的な言葉は使わずとも、民衆の生活安定維持システムとしても
存在する（ローマのアリメンタや、日本の恤救規則など）。従って、社会保障思想や理念は源
流をたどるならば古代から存在している。１− 4、5、6 ではそのような観点から通観した。
一方、現代的立法上の用語としてその言葉を冠したのは、1935 年アメリカの社会保障法が
最初である。中国では 1986 年４月 11 日の第六期全国人民代表大会第四回会議において、「国
民経済と社会発展の第七次五カ年計画」で社会保障という言葉がはじめて国家の公式文書で
提出され、これを契機に中国国内で一般化してきた。
社会保障の概念については 1942 年イギリスの『べヴァリッジ報告』と 1950 年日本の社会
保障制度審議会勧告において各々定義された。一方、中国において学説という意味では必ず
しも明確になったとは言えないが例えば、国家公務員試験において社会保障の定義について
の設問も設けられ、「国家もしくは政府が責任主体として、法律により、国民収入の再分配を
通じて、一時的または永久的に就労能力を喪って生活困難を致す市民に対して、物質的援助
を提供して、基本的生活水準ニーズを保障する制度であり、本質は社会公平を守って社会の
安定な発展を促進することである」と規定している（直訳）。
中国国内における学者の社会保障解釈として代表例を上げると、陳良瑾の「社会保障とは、
国家と社会は、法律に基づいて国民所得の分配と再分配を通じて社会会員の基礎生活及びそ
の権利を保障する社会安定制度である」、と鄭功成の「社会保障とは、国家または社会が法に
依拠し、国民の経済福利の性質を備えた生活及び社会化した生活を保障するシステムの総称
である」などがある。また、唐钧は、家族保障機能という点から、「社会保障とは、現代国家
社会政策と社会立法の重要内容であり、国家と社会は現代化中、弱体化された家族保障機能
の補償するために、社会メンバー全体に対して現代社会中の社会経済リスクを対応してあげ
て、社会化の保障手段を運用し、法律による社会メンバー全体の基本生活の経済福祉制度で
ある」と定義している。一点、注意しなければならないのは次の法律と制度である。中国で
は「高齢者権益保障法」という独自の法律があり、扶養義務に関する親の子に対する、この
親に対する扶養責任を求め、そのための裁判制度を設けている。このように、家族に内在す
る保障機能の重視は、社会保障の充実を国家は標榜しているものの、今まで以上に強く意識
され、そのための裁判制度や法律が存在するという極めて珍しい特徴がある。
ただし、社会保障は国家による国民の生活保障という事では共通している。
社会保障概念の違いにより、社会保障制度の枠組みも違ってくる。中国において第九次五ヵ
年計画の中で、中国社会保障概念の枠組みとして、社会保険（年金、医療、失業、労災、生育）、
社会救済、社会福祉、優遇待遇（軍人遺族など）、社会互助と「個人の貯蓄による保障」など
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を有機的に結びつけた重層的な社会保障制度というモデルを決めた。このように、中国にお
いては、日本に似て社会保障制度の中に社会福祉を包含するものであり、社会保険と現金救
済だけの機能を見指している国と異なる。しかしながら、より大きな概念、目的概念として
の福祉の実現、社会福祉というものを充実させるということでは広く福祉を捉え、制度とし
ての個々の社会保障を超えたものとして福祉という概念を見て行かなければならないという
論者もいる。例えば、劉继同（2003）は「社会保障が時代の産物であることに対して、社会
福祉が永遠に追求すべくものである」と言及し、「現在中国は社会福祉と社会保障概念に対す
る理解は直接に社会保障制度とその中の社会福祉制度の発展に影響をもたらす」と問題提起
している。これから中国社会保障に関する研究のほか、社 会福祉に関する理論基礎研究の重
要さもあると考えられる。

▲中国社会保障制度に関する理念（１－３）
劉同芗（2007）は、「定義もしくは理念が決まれば、制度の取り決めと政策の選択は理念か
ら導き出されるし、その理念も反映している。理念は、制度の構築と発展に直接的かつ効果
的な影響を及ぼす」という理念の重要性を論じた。中国においては、改革前に社会保障は社
会主義下の産物として認識され、社会主義の特質、つまり労働者中心ということを社会保障
制度の旨とした。改革後社会保障はずっと市場経済の隷属部分として認識され、自主性を失っ
ていた。このような理念の転換も社会保障制度の建立と改革に重大な影響を与えた。
社会保障に関する理念は、主に「権利と責任」、「公平と効率」、「政府と市場」からなって
いる。中国学界では、丁建定（2005）は個人自助理念、国家責任理念、国家、社会、個人共
同責任理念から、郭殿生（2006）は公平優先理念、効率優先理念、公平と効率並行理念から、
周宗順（2004）は政府主導理念、市場主導理念、政府と市場の有機的な組み合わせという理
念から各々分析した。
建国から今まで、中国の社会保障理念も歴史に伴って転換している。
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国家と政府の責任

社会保障は社会主義制度の有機的な構成部分に属し、社会主義の優

重視の平等主義

位性を具現化する機能を担うため、システムの建立と実施は均等化

（計画経済期）

を重視している。例：国家と企業が全部負担する「労働保険条例」
一方、国有企業に所属しない集団企業や農民が除外された。（狭義
の平等主義）

市場と個人の責任

改革開放で、トウ小平の「先畗論」の前頭つまり「先に豊かになれ

重視の効率主義

るものと一部の地域が先行しよう」を重視し、社会保障制度も効率

（市場経済初期）

優先で、主に経済発展、特に国有企業改革の為の社会保障制度とし
て存在した。例：国有企業の年金改革、失業保険など。
一方、農村の社会保障はまだ貧困緩和という目的である。

政府と市場の有機的な 2002 年に発足した胡錦濤政権から、今までの経済成長至上主義を修
組み合わせ、公平と効 正し、2004 年頃に「和諧社会」（調和の取れた社会）の構築を目標
率を両方重視する方向 として掲げ、普遍主義へ傾き、社会保障制度の適用対象もやっと農
へ（現在）

村住民と都市住民までに拡大した。例：「農村年金保険」「都市住民
医療保険」など。
一方、職域別社会保険を中心に、社会扶助がまだ残余主義である。

このように、中国社会保障理念は計画経済期に国家と政府の責任重視の平等主義、市場経
済初期に市場と個人の責任重視の効率主義から、今政府と市場の係合、公平と効率を両方重
視するという方向になっている。

▲中国社会保障制度に関する古代、近代思想と現代理論（１－４．５．６）
中国古代についての社会保障思想は古代政治家の学説、経済思想からできたものであり、
貧富概念、治国の理念、人口理論などの思想とも深い関わりを持っている。本論文がこの時
期の歴史研究ではないことから仔細な検討は行っていないが、本節では、古代の社会福祉思
想（主に儒教の大同思想、墨家の兼愛思想と道家の無為思想）を簡単に触れ、そして近代に
ついては中国で一般に通念としてしばしば常識的にいわれていることを簡略して通論を記載
した（ｐ 34-36）
。特に、儒教は国教として「大同思想」や「天下為公」という考え方は公有
化を主張し、社会の安定や中央集権を強化する手段として今の社会保障制度の根幹と言って
も過言でもない。
現代に入ると、建国する際にソ連型社会主義モデルを導入して、社会保障制度は労働力公
有制理論、マルクスの社会保険剰余労働理論とレーニンの国家保険理論を理論的な基礎に置
いて創設された。これらの理論から、保険費用を国と企業が負担し、労働者個人が保険料を
負担しない労働保険制度を確立した。国有企業の労働者は国家が所有する公的財産とみなさ
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れる以上、その雇用が終身的に保障され、「国家職工」として企業の主人公となった。
この三つの理論は長期に渡って計画経済期の社会保障理論の核心を占めてきた。1993 年以
降、社会主義市場経済の確立を目指すという中国の基本方針が定められてから、郭士征（1998）
は社会保障の改革で依拠する社会保障理論を以下の六つに要約した。
１． 労働力個人所有理論
２． 社会保障必要労働理論

個人が保険料を払うと個人口座の積立

３． 社会保険社会化理論
４． 社会保険のリスクを共同で分担する理論

社会保険基金の社会プール化

５． 社会保険の権利平等理論（憲法第 45 条で老齢、疾病または労働能力喪失の場合に国およ
び社会から物質的援助を受ける権利を有する。国家は国民がこれらの権利を享受するの
に必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させる。）
６． 権利と義務の結合理論（保険給付の水準は、勤続年数、貢献度合いに応じて決められている）

３．第二章中国社会保障制度の沿革（計画経済から市場経済へ）
▲中国社会保障制度の沿革に関する過去の研究について（２－１）
建国後、中国の社会保障制度はソ連の労働保険条例を模倣し建立したので、社会保障制度
に関する研究は、労働保険制度に存在する諸問題を中心に行われ、制度改革の進展に資する
研究に限られたという特徴がある。次いで、80 年代から、世界各国の社会保障制度を紹介し、
同時に中国において順次に設立している社会保障制度と結びつけて分析と比較研究が増え、
その上に経験を重ねて、ようやく中国社会保障制度のあり方を討論し始めた。その中で、特
に注目を浴びるのは周弘の『福利的解析 - 来自欧美的

示』（福利の解析−欧米からの啓示）。

周弘（1998）は、福祉制度を社会福祉と機構福祉（企業福祉）に分け、それぞれ異なる福祉
制度の基本的な概念規定、運営方法などを解説し、分析した。そして、現代福祉国家の福祉
危機について分析した。最後に、それら西洋などの福祉国家の失敗から、中国は何を学び、
参考にする必要があるのかについて論じている。これらは日本のような後発資本主義が当時
の西洋列国に対して国家の興亡から社会政策について考え、ドイツに次いで世界で二番目の
社会政策学会を創設した危機意識と相似であるとも考えられる。また、1998 年開催された「中
国社会保障国際シンポジウム」は国内だけではなく、国際的にも社会保障に関する研究が一
定の高い水準を示していることの証拠と考えられる（海外に対して門戸を広げて議論を行う
ことは中国にとって極めて重要であり異例でもある）。その内容は 1999 年に『98 年中国社会
保障国際検討会論文−中国社会保障体制改革』で論文集という形で出版された（中国国内で
も公表）。その中で、①社会保障体制の選択と中国経済改革、②社会保障基金の調達と管理、
③社会保障体制の国際比較、④中国の社会保障体制改革と人口問題、⑤中国農村社会保障問題、
⑥社会保障法の六つに分かれ、中国社会保障制度の分析を報告している。
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▲中国社会保障制度の沿革（２－２．３．４．５．６）
建国してから今まで中国社会保障の歴史は約 70 年に渡ってきた。この沿革について色々な
細かく区分の仕方があるが、すでに述べたように「改革開放」を機に中国社会保障制度が変わっ
てくるのはその改革が概ね経済政策の改革と歩調をあわせていることを示している。その中
で、沈潔は広井良典の理論を参考にし、社会保障と社会発展段階を結びつけ論じた（ｐ 49）。
また、劉暁梅は社会構造の変化に基づいて社会保障の展開を区分している。
本節では鄭秉文の意見に倣って、
「改革開放」を節目に、開始期（1949 年〜 1956 年）、調整
期（1957 年〜 1966 年）、停止期（1966 年〜 1976 年）
；回復期（1977 年〜 1992 年）、発展期（1993
年〜）、五つの段階からなっているとした。
２−２

中国の社会保障制度は 1951 年に公布された「労働保険条例」によって創設された

ものが出発点である。それはソ連型社会保障制度を参考にし、40 年代の後半から東北解放区
の企業で実施してきた労働保険制度を踏まえたうえで、中国初の本格的な社会保険制度として
制定したものである。当時、経済と財政は非常に困難であったにも関わらず、労働保険制度の
創設に政府が取り込んだということは、新政府が労働者のために尽力していることで社会主義
社会の趣旨を表すものであり、社会主義的制度そのものであることを意味すると言える。労働
保険条例は「雇用労働者の健康を保護し、その生活上の特殊な困難を軽減するために」
（第一条）
制定されたものである。当時は多種の所有制経済が共存していたから、「労働保険条例」の適
用範囲は極めて限定的で、従業員の数が 100 人以上の国営、公私共同経営、私営及び共同組合
経営の工場、鉱山及びその付属職場、鉄道、海運、郵便３産業の各企業及びその付属職場であっ
た。労働保険を実施しない企業は労働組合と共同で適当な保険待遇を決める、「集団契約」方
式を採用してもよい、とされていた。この労働保険制度の中には労働能力を何らかの形で失っ
た場合の事故に対する保障制度が含まれていた。（老齢保険、医療保険、労災保険、生育保険
など）。しかし、その対象者は都市部と国有企業の労働者とその家族のみを適用対象になって
いる。事故に遭った時に単位、企業が全額負担する仕組みであった。保険料は、従業員賃金総
額の３％とされ、納付された保険料総額の７０％を単位、企業労働組合が管理し、医療、労災、
養老、生育事故に対する費用を賄っていた。残りの３０％は中華全国総工会（全国労働組合に
相当）が管理し、全国範囲での調整基金として使われている。1952 年 11 月末までに、適用企
業数 3861 社、対象者は職員、労働者が 320 万人で、家族を含むと 1000 万人前後となった。
この段階は、社会的に安定した時代で、労働保険条例の一部に改正が加えられ、制度の充
実が図られた。国家機関、事業部門の従業員、つまり公務員について、「労働保険条例」とは
別に、
「各級政府、党派、団体および事業体の公務員で公費医療予防措置の実施に関する指示」
（1952 年）という公費医療制度、「国家機関工作人員退職処理暫定弁法」（1955 年）という退
職に関する制度など条例を公布し、公務員を対象とする「社会保険制度」を施行し、徐々に
整備してきた。しかし、労働保険制度と違って、公務員の社会保険制度はそれぞれ異なる単
独の保険法規によって創設されている。また、財政は国家からの負担で成り立っている。
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その一方、農村部の農民はこの「高福祉」から除外されて、人民公社などの集団経済主体
による「五保戸」（ 生活手段のない高齢者や孤児、未亡人、障害者などに対して、衣食住と医
療、葬儀を保障する制度で、未成年の場合、教育が加えられる）制度といった集団内の相互
扶助制度が実施されていた。医療面も農村合作医療制度を使っていた。その他、もう一つの
保障制度としては、社会優待工作（優遇配置）である。これは革命に貢献した者や軍人さら
に公務員に対して行われている生活保障である。
このように、計画経済時の中国は都市部では、終身採用雇用によって正規労働者が保障さ
れており、失業による貧困者は基本的に存在しないとされていた同時に、農村部では、農民
に土地を与え、生活に関する保障は人民公社という集団保障しかなかった。この「都市部重視、
農村部軽視」の傾向は 1990 年代まで続いていた。
２−３

1957 年から 1966 年の間に、中国の社会保障制度は調整しつつある時期である。こ

の時期の社会保障制度は国民の健康を維持し、労働者の利益を保護するために大きな役割を
果たしたものの、多くの問題が見られる。1967 年 9 月 26 日に開かれた中国共産党第 8 期３中
全会で、周恩来総理は『労働賃金と労働福利問題に関する報告』を発表し、次の問題を指摘
した：「労働保険制度の確立は基本的に正しい。しかし、スピードが速すぎた。一部の保険給
付規定が中国の実情に合わず、あまり合理的なものではなかった。もう一つは項目が混乱し、
管理が悪くて、不均衡と浪費現象を生み出した。例えば、公費医療において深刻な浪費現象
が存在する。」そのため、第二次五ヵ年計画期間中に労働保険制度の仕組みを重点的に整備し、
保険給付項目を簡素化し、管理を強化し、浪費をなくし、不合理な制度を改善する姿勢を示
し改革を行った。
まず、今までの「労働保険条例」と「国家機関工作人員退職処理暫定弁法」について、労
働者と機関職員の年金制度がそれぞれ違い、年金給付の基準も異なっているので、この制度
間の不合理な給付格差に伴う個別制度の財政基盤の不安定性、年金給付基準の不統一による
問題などがあった。これらの問題を解決するために、1958 年 3 月に「職員、労働者の退職に
関する国務院の暫定処理規定」の公布により、企業と国家機関の年金制度を統合し、職員と
労働者の定年、退職後の待遇が、全国的に統一された。
また、企業の労働保険医療制度と国家機関の公費医療制度を改革し、その管理を強化した。
1965 年に衛生部と財政部は、連名で『公費医療管理制度の改善に関する通達』を公布し、初
診料と医師の往診料について従業員本人が負担することと、医者の許可を除く栄養剤の購入
費は自己負担することなどの規定を定めた。都市部の集団企業や契約労働者を対象に「集団
労働保険契約制度」が導入された。この制度は「労働保険条例」を参考にして、確立したも
のではあるが、給付水準が国営企業のより低くなっている。
上述のように、この期間に実施した多くの改革措置は、中国の社会保障制度を整備する上
に重要な役割を果たした。しかし、これから起こった「文化大革命」の影響で、これらの措
置の多くは現実には施行することができなかったのである。
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その後、1958 年の「大躍進」の影響を受けて、1966 年「文化大革命」の十年間の

政治運動の始まりは、中国社会保障制度も大きなダメージを受けた。まず、社会福祉の事務
を担当する内務省部を取り消して、労働保険の事務を担当する工会も活動を停止された。中
国財政部は『国営企業の財務作業におけるいくつかの制度に関する改革意見』を公布して、
国有企業は一律に労働保険金の受取を停止し、定年退職職員などの費用は企業営業外の支出
に変更することを規定するとともに、「労働保険条例」は修正主義として批判され、その機能
と役割が否定された。この『意見』によって、50 年代の後半から保険料の一部個人負担とい
う改革の成果を全面的に否定され、企業は社会保険金を全額負担することになった。「社会保
険制度」が「企業保険制度」にその姿を変え、後退してしまった。企業の負担が一気に増え、
景気が悪い企業の従業員は年金の受給さえ保障できなくなる状況があり、そのため定年退職
できずに留まることとなり、企業内労働力の「新陳代謝」に悪影響を与えた。このような閉
鎖式企業保険制度は今でも中国国有企業の改革と発展を束縛している。
２−５1978 年に、
「文化大革命」が終結した背景の下で、中国は「改革開放」時代に入った。
中国社会保障制度も回復期と発展期に入った。この年は中国共産党の第 11 期三中全会が開催
され、社会保障制度の回復のための「良い政治」と社会条件を作った。具体的には新たに民
政部を設け、全国の社会救済と社会福祉、優遇措置などの事務を主管し、停止していた労働
部門業務も回復し始めた。同時に、1978 年国務院は相次いで『老人、虚弱者、病人、身障者
幹部を配置する暫定方法』
『労働者の定年退職に関する暫定方法』などの法律規定を公布し、
「文
化大革命」に破壊された定年退職者の養老制度の回復に重要な役割を果たした。1982 年 12 月
4 日に第 5 期全国人民大会第 5 次会で通った「中華人民共和国憲法」は、社会保障についてもっ
と広い範囲で規定した。例えば、第 45 条において労働者の福利、養老、医療、労働能力を喪
失する場合の物質的な援助、障害者軍人、烈士家族などに対する生活保障についての原則を
規定した。第 46 条で公民教育の権利を規定し、第 48 条で婦女の権益を、第 49 条で老人、児
童保護などを規定した。
1984 年 10 月 20 日、中国共産党中央委員会第 12 期三中全会いわゆる「三中会」で「経済体
制の改革に関する決定」が通った後、中国の都市部は正式に経済体制の改革期に入り、国有
企業の改革とともに、社会保障の社会化も始まった。1986 年 4 月 12 日に第六期人民代表大会
第四会会議で通った「国民経済と社会発展第 7 回目の 5 ヵ年計画」[ 七五計画と略称する ] の
中で、初めて「社会保障」という言葉が使われて、中国の国情に応じて「社会化管理と企業
管理の係合」の社会保障制度体系を作る方針が打ち出された。
文革によって各企業が年金などを全額負担することで、急速な高齢化を主因として国有企
業が赤字となっていったが。そのために本格的な年金改革を行う。同年の 7 月 12 日に、国務
院は『国営企業の労働契約制の暫定規定』と『国営企業の従業員の就職待ち（待業）保険の
暫定規定』を公布した。これらの変化は、明確に計画経済時代の終身雇用がなくなり、中国
失業保険制度の再建を現した。そして、1991 年６月 26 日に国務院は『企業従業員年金制度改
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革に関する国務院の決定』を公布し、保険料は国、企業に加え、個人も保険料を負担するこ
とと、保険基金の省レベルの統一管理とすることとなった。このように、改めて「企業年金
制度」を「社会年金制度」に転換させようとした。
農村部について、家庭を単位とする生産請負制度の導入が中心にし、行政と生産組織を分
離して、農業は集団生産から戸別農家による生産に移行し、従来生産手段を所有する人民公
社が解体し、これにより集団経済に依存する「集団保障」崩壊した。1990 年の人口調査によ
ると、中国農村部 60 歳以上の人が 7285 万、農村総人口の 8.2％を占めていると同時に、毎年
3％のスピードで増加している。これを解決するために、1986 年から民政部は部分農村地域で
農村年金保険を一つの項目としてテスト施行し始めた。1992 年末まで、農村年金保険を参加
者は 3500 万人に達し、養老保険基金は 10 億元になった [ 中国第三产业年鉴（1993）北京：中
国统计出版社 p578]。
これらは、国家ー単位制の終わりを暗示しており、社会保障の企業化に代わって社会化が
始まり、国家ー社会制の成長が始まったと考えられる。しかしながら、この時期の重点は、
全面的に国有企業の改革 [ 社会保障制度以外に、企業への経営権の国家からの権限授与、国
有企業の利潤が政府への上納廃止と法人課税
（利改税）など一連の政策がある。] をサポートし、
かつ農村の貧困問題を緩和することであった。このように都市の社会保障制度を改革目標と
して片面的に進めたことは経済改革と社会発展の需要についていけないという指摘もあった
（鄭、2007）。
２−６

経済体制の「計画経済」から「計画経済を主にし、市場機能を従とする」、「計画

的商品経済」に転換し、最後に 1993 年中国共産党の第 14 期第三回の中央委員会で、「社会主
義市場経済体制の設立の若干問題に関する決定」を採択し、国家のコントロールの下で、資
源配分に市場機能が働く経済体制の樹立を提起した。これにより、社会保障制度は市場経済
の正常運行のためのメカニズムであると位置づけられ、確立され市場経済体制の五大支柱の
一つであると呼ばれた。国は明確に「多層の社会保障体制の構築」[ 基本的な社会保険制度の
ほかに、企業補充型保険、商業保険業を導入し、発展させる。] と提出し、そして社会保障シ
ステムは社会保険、社会救済、社会福祉、優遇配置と社会互助、「個人の貯蓄による保障」な
どからなっていて、並びに都市従業員の養老と医療保険は企業と個人の共同負担により、社
会プール（賦課方式）と個人口座（積立方式）の結合を実行するなどの重要内容を確立した。
1993 年４月に『国有企業従業員の失業保険規定』の公布により、失業保険制度が正式に成
立した。国家統計局の「1993 年に関する国民経済と社会発展の統計公報」によると、失業保
険の参加者は 8000 万人に達し、失業保険金の徴収は 46 億元、支出は 15 億元で、77.8 万失業
者に保険金を支給した。
1994 年 1 月 23 日、国務院は『農村五保の供養条例』を公布し、農村五保の供養政策が規範
化された。同年の 4 月 14 日に、国家体制改革委員会、財政部、労働部、衛生部は共同で『従
業員の医療制度改革に関する実験的意見』を発表し、都市部で従業員の医療保険制度の改革を
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推進した。医療の社会保険は国家―企業保障制の中の公費医療や労働保険医療に代わり始めた。
1995 年 3 月１日公布の『国務院の企業従業員老齢年金改革の進化に関する通知』および、
『企
業従業員の基本老齢年金社会プールと個人口座の相互結合実施方法Ⅰ、Ⅱ』により、年金制
度における社会プールと個人口座の相互結合原則が確定した。1997 年 7 月 16 日、『統一的な
企業従業員基本的年金制度の確立に関する決定』を公布し、全国で統一な都市部企業従業員
基本的な年金制度を確立し始めた。『決定』により、国家、企業、個人の三者が共に老齢年金
の財源負担を負担することとなった。国の負担分は、保険料の減免、統一管理費用および保
険基金が財政困難に遭遇した際の充当救済となっている。企業が納入する割合は、一般に企
業の給与総額の 20％（個人口座繰りいれ部分を含む）を超えない範囲で、具体的な割合は省、
市、自治区の人民政府によって決定される。個人が納入する割合は、8％とされた。更に、個
人が終身個人年金口座を開設し、基本年金料の一部を合われて、月収の 11％を積立、15 年以
上積み立てれば退職後に毎月年金を受け取れることになった。
1997 年に、国務院は、
『全国における都市住民の最低生活保障制度の設立に関する通知』を
公布した。この創設によって、中国において体系的社会保障制度が形成された。1999 年、「都
市住民の最低生活保障の条例」が実施し、都市の最低保障制度を正式に定着した。農村部に
おいての最低生活保障は 2007 年に公布した『全国で農村の最低生活保障制度を構築すること
に関する通知』により建立された。
1998 年に行政改革で労働部をベースにして新たに労働と社会保障部を設置し、全国統一の
社会保障行政機構を建設した [ それまでは、労働部（都市従業員社会保険）人事部（政府機
関の医療保険）、民政部（農村社会保険）、総工会（労働組合の連合組織、退職した職員、労
働者の一部についての共済保険の管理業務）などの各部局に分散して社会保険を管理していっ
た。]。その後、国務院は相次いで
「都市部住宅制度改革の推進と住宅建設の加速に関する通知」
（1998）、
「失業保険条例」（1999）「住宅積立金の管理条例」（1999）、「都市部社会保障システ
ムを完備する実験方案」（2000）などの法規文書を公布した [ 中国共産党中央文献研究室编
（2002）
「新时期労働和社会保障的重要文献选集」中国労働社会保障出版社 ]。国は依然として
改革を主導し、直接的な責任を担っているが、企業、事業部門などと社会個人は共に社会保
障の責任を分担しており、社会保障は単に経済改革のサポートではなく、社会経済の安定的
な発展のために推進されるものとなっていく。2003 年国務院は「労働災害保険条例」[ 中国語は、
工伤保险条。] を公布し、2004 年１月１日に施行した労災保険制度を確立した。
2004 年 3 月の第 10 期全国人民代表大会の 2 回目の会議で通った中国人民共和国憲法の修正
案の中に、「国は経済発展水準に応じて社会保障制度を建設する」と明確に書かれている。ま
た、2005 年に年金改革により、企業による 20％の負担のうち 3％は個人口座に振り分けを変え、
20％すべてが賦課方式部分に用いられるようになった。これは高齢化が進展する将来も基礎
年金給付の年金財政が持続可能になることへ改革の重点が移ったことを反映している（雍煒 ·
金子能宏、2010）
。

中国社会保障制度の理念と政策改革に関する考察

105

─習近平時代下の社会保障制度は如何になるか─

2006 年は 3 月の第 10 期の全国人民代表大会の 4 回目の会議では、「第 11 次五ヵ年計画」を
批准し、社会保障の改革と制度の建設に更なる明確な計画をした。2007 年 7 月に「都市部住
民基本医療保険」[ 中国語は、城镇居民基本医疗保险 ] が成立され、今までの医療保険にカバー
されなかった子供や障害者などを新たに加入対象に加えた。2009 年に国務院は「新型農村社
会養老保険の試行に関する指導意見」[ 中国語は、关于开展新型农村养老保险试点的指导意见 ]
を公布し、新型農村年金保険が実施されるようになった。また、「農村五保供養の条例」は国
の老年福祉の範囲に組み入れ、国家の財政から提供することを決めた。この制度によりよう
やく「農民自助モデル」から「国家福祉モデル」に転換したと言える。更に農村地域に合作
医療制度の建設も推進してきた。
その後、2007 年末以降ずっと審議されてきた『中華人民共和国社会保険法』が 2010 年に
全国人民代表大会で可決され、2011 年 7 月１日より施行された。これははじめて立法形式で
確立された社会保険制度の包括的法律である。社会保険の原則により、各種保険の対象範囲、
社会保険の待遇項目ならびに適用条件、社会保険取扱機関、社会保険基金の監督、各種社会
保険の保険料徴収・保険金受取等について明確な規定が行なわれている。同法はまた、基本
年金保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、出産保険といった各種社会保険制度を国が
構築し、市民が老後の生活、疾病、労災、失業、出産といった状況において法に基づき国な
らびに社会から支援を受ける権利を保障すべきとしている [『中華人民共和国社会保険法』総
則の第２条に規定されている。]。

▲中国社会保障制度に関する考察（２－７）
中国社会保障制度の変遷は「国家―単位」の保障制度から「国家―社会」の保障制度への
変遷という認識が鄭功成から定義され、一般的に認められている。彼は、「中国社会保障制
度の変遷と発展」（2007）という論文の中で、「国家―単位保障制と国家―社会制の共通性は、
国が社会保障制度を主導し、政府が直接関与し、社会保障の建設と発展に主な責任を担うこ
とであり、これは変わっていないことである」と論じている。また、社会保障制度が「社会
の公共物としての内在的な要求を示し、同時に中国の国情に一致する伝統文化と国のパター
ナリズム（「父愛主義」）の選択方向も示している」とも論じている。二つのモデルの根本的
な違いはどこにあるのか。国家―単位保障制は「互いに独立した各企業が社会保障の殆ど全
分野の責任を引き受け、そして社会のメンバーは長期にわたり同じ企業に固定され、その企
業の提供する各種保障待遇を受けた。個人と企業は緊密な依存または隷属関係を構成してい
る」。しかし、国家―社会保障制は、
「社会化」や「責任を共同で負担しよう」とする制度であっ
て、従って、「新しい社会保障は各企業から独立し、国が依然として社会保障制度を主導して
いるが、政府部門、営利部門、非営利部門、社会の中の個人も、全て法定の規則に従って相
応する責任を分担する」と分析した。また、彼（2007）と鄭秉文（2009）は同じくこの社会
化制度は市場経済体制の要求と中国の社会発展の需要に適応することができると評価した。
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同時に、唐钧（2008）は「政府相関部門は政績（行政上の業績）についての自己評価が良好だが、
保障対象（利用者）は現状について不満の状態である」という現象を指摘した。つまり、「政
府は自己報告することが多いことと世界各国の社会保障制度に関する紹介、比較と示唆する
ことと、社会保障制度についてのミクロ分析と数学モデルが中心になり、政策に関する利用
者の評価と体験についての調査がまだ少ないという現状である」。原因としては、彼は「中国
の社会保障政策改革は、まだ「経済体制改革の付属部分」という経済的意義と「社会的安定機」
という政治的目的を強調しすぎ、
「保障基本生活」という民生目標を見落としやすい状況であっ
た」と分析した。
2017 年第 19 回党大会で、習近平は中国の主な社会矛盾に関する変化を今までの「物質文明
に対するニーズと、立ち遅れている社会生産との矛盾」から「生活への需要と、不均衡で不
十分な発展との間にある矛盾」に変化したと言明した。この定義は、国内の経済と社会の均
衡がとれた発展が最優先、民衆の満足度を重視する「人間中心主義」の始まりと指摘できる
だろう。このように、中国の社会保障制度はこれまで中国の経済成長と社会の安定に大きく
貢献してきたが、これからは社会保障の民生機能を重視し、国民の声を聞き、国民自身の「幸
せ」、福利厚生の向上を目指すとしている。

４．第三章習近平時代下の社会保障に関する政策改革
2012 年 11 月に開かれた中国共産党第 18 回全国代表大会を経て、習近平政権が発足した。
経済成長とともに、高齢化が進み、社会保障制度に対する関心も高まり、習近平は都市化政策
を始め、社会保障制度の一元化に向けて動き出した。例えば、2014 年に「社会救助暫定弁法」
を公布し、体系的 · 包括的な制度として従来都市部と農村部二元化した救済制度は統合され
た。また、2016 年に「都市農村部住民基本医療保険制度を統合することに関する意見」を出し、
2019 年 5 月までに北京、上海などを含む 24 省の地方政府は統合実施に向けて実施案を提示した。
本節は、少子化、社会保障財政、官民格差、農民という四つの方面から簡単に取り上げた。

▲少子高齢化下での人口計画と社会保障基金政策（３－１）
1979 年に計画出産いわゆる「一人っ子」政策の推進により、累計３億人余の出生を減らし、
人口過剰が資源と環境にもたらすマイナス要因を緩和し、経済発展を促進したが、同時に高
齢化が急激に進み、中国の家庭の基本的な形態について「４・２・１」という四人の老人、
中年の親二人と一人の子供という表現を持って逆のピラミッドを示している。このような逆
ピラミッドが続き、社会保障能力の低下をもたらすものと思われる。これに対して、2013 年
に夫婦のどちらかが一人っ子であれば、子どもを二人まで生まれることを許容する「単独二
人っ子政策」が打ち出され、更に 2016 年１月に「全ての夫婦に二人の子供の出産を認める」
という党の方針が、国策として実施されることとなった。しかしながら、データによると、
2017 年に生まれた二人目の子の数は 2016 年より目に見えて増加したが、生まれた一人目の子
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供の数が減少したことに注意すべきである。これは、全体的に出産や子育て意欲が低下して
いることを示し、出産に適した年齢に達した夫婦が一人目の子供を産める環境作りをしなれ
ばならないことも示唆していることを考えられる。
また、高齢化に伴って社会保障財政問題も深刻になってきて、社会保険基金の財源不足に
備えた準備基金としての社会保障基金に注目された。その中で、基本年金基金は、全国で統
一して管理・運営されておらず、地域の間の財源移動が動かない構造となっている。加えて、
これまでの一人っ子政策など人口抑制政策の影響により、地域間の高齢化の度合いも様々で
ある。対策としては、政府が基本年金基金の積立に国有企業の株式の売却益を充当すること、
各地域の高齢化の度合いに応じた財源移転を行うことで、今後年金支給の安定化や、積立金
の赤字化の緩和を目指すこととしている。

▲都市化により農民工に対する政策（３－２）
中国近年の急速な経済成長が「農民工」（農村から都市へ出働ぎ労働者）として低賃金労
働力のお陰でその高度経済成長を維持していると言っても過言でもない。人力資源社会保障
部門と中商産業研究院の調査によると、2017 年末に農民工の数は 28625 万人に至った。しか
し、戸籍制度やそれと一体化した諸制度による農民工達にも差別を与えてきた。人力資源社
会保障部門と中商産業研究院の調査によると、2017 年末に農民工の数は 28625 万人に至った。
《2017 年農民工监测調査報告》によると、年末までに、農民工が企業職工養老保険の参加人
数は 6202 万人、職工基本医療保险の人数は 6225 万人、労災保险の人数は 7839 万人、失業保
险の人数は 4897 万人，2012 年末より別々に 36.5%、24.6%、9.3%、81.2% の比率を増加した
が、まだカバー率が低い状況である。理由としては、まず、農民工が保険加入の意識が低くて、
自身も現金収入を多くもらうためである。二つ目は農民工を雇用する企業は高い保険料負担
（賃金の 20％）が困難であること。三つは、移動の多い農民工に対応する制度となっていな
いことである。中国独特の戸籍制度及び経済発展から生まれた「農民工」に対応するために、
2004 年に農民工を含む賃金労働者を対象とした労働保険制度が実施された。年金に関しては、
2009 年の「都市部企業従業員養老保険記録移転手続き暫定弁法」[ 中国語は、城镇企业职工基
本养老保险关系转移接续暂行办法 ] により、2011 年から保険料は全国で移転できるようになっ
た。年金に加入した農民工は、個人口座の積立金と社会統合口座のうち、企業負担の 12％を
新たな就職先に移転できるようになった。医療に関しては、医療保険の全国ネットワークを
構築し、2011 年から農民工は都市部従業員医療保険、都市部住民医療保険および農村部の新
型医療保険へのフリーアクセスができるようになった（中国年鑑 2017、351 頁を参照のこと）。

▲格差により [ 官民 ] 年金制度の一元化政策（３－３）
中国の改革開放政策の推進による高い経済成長は、総じて国民の生活水準を向上させたが、
一方でかつてないほどの地域間、都市と農村、公務員と従業員の所得格差をもたらした。こ
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の中で、特に公務員と一般従業員に対する年金制度は、「官」と「民」で違う「二重制」と
なっていて、「年金双軌制」と呼ばれている。そこで、年金額の格差を緩和するために、政府
は 2005 〜 2012 年まで 8 年連続で都市企業従業員の年金額を増額した。しかし、2013 年社会
科学院で「中国社会保障収入再分配状況調査」という報告書の中で、公務員と政府系事業組
織 [「政府系事業組織」とは、社会公益目的のため、教育、科学技術、文化、衛生といった活
動を行う、国家機関が設立する社会サービス組織などを指す。] の退職者は 90％が 4000 元以
上を受給した。一方、都市企業従業員の年金額は 75.4％が 2000 元を下回っていた。調査対象
全員のうちの年金額の最高額は 1 万元、最低額は 200 元で、その差は 50 倍にものぼった。受
給者の 40％弱が「受給額が少なく、生活費を賄えていない」と回答している。こうした措置も、
いわば通俗的に言えば、「焼け石に水」といったところである。
年金制度の格差を解決するために、政府は 2015 年 1 月 14 日に「政府系事業組織従業員年
金保険制度改革に関する決定」を発表し、年金制度の「一元化」に向ける改革を本格的に始
動させた。これにより、政府機関事業従業員に対して年金保険制度を改革し、従来の「年金
保険料免除」を取り消し、企業に勤める従業員と同様に賃金の 8％の掛金を負担することにな
る。このように、年金の「一元化」の実現により、
「官民格差」の縮小が期待されるといえよう。

▲農村貧困政策（３－４）―「ピンポイント（精准扶贫）貧困扶助」の創設
中国では、90 年時点で総人口の三分の二が、世界銀行が定義する国際貧困ライン、すなわ
ち 1 日 1.90 ドル未満で生活する貧困人口に当たり、政府は農村部を中心に貧困削減に向けた
取組が進められてきた。2014 年習近平はピンポイント（的確とも言う）貧困扶助を提出し、
2015 年に「ピンポイント貧困扶助」のさらなる配置がなされている。ピンポイント貧困扶助
とは、所得の「平均値」によって「大多数の人々」が覆い隠されることを防ぐことではなく、
基本的国民生活の保障により意を注ぎ、低所得の人々の生活により関心を払うことである。
ピンポイントな貧困対策とは、貧困人口をピンポイント的に特定し、貧困からの脱却をピン
ポイント的に手助けし、貧困対策に対するピンポイントな管理を行うことである。
国務院貧困扶助開発指導グループ弁公室のデータによると、中国で「ピンポイント貧困扶
助」政策が実施されてから 6 年、貧困人口は 2012 年の 9899 万人から 2018 年の 1660 万人へ
と 8000 万人余り減少した。しかしながら、これまで行われている貧困脱却の『戦い』は、長
期にわたって解決できなかった絶対的貧困問題を解決しているが、絶対的貧困問題を解決す
れば中国には貧困が存在しなくなるというわけではない。相対的貧困問題はこの先も長期的
に存在し続けると思われる。貧困人口の削減は、中国ではまだ長期的任務としてありつづけ
るということも政府が認識している。
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５．結び－中国社会保障制度と社会階層の連関と全体の考察と結果
１．1949 年建国初期に国旗「五星紅旗」は中国社会構造の象徴でもある（その大きな星は共
産党の指導を象徴し、四つの小さな星はプロレタリア階級、農民階級、プチブルジョア階級、
民族ブルジョア階級という人民の四つの階級を指している）。その後、色々な改革政治運動を
経て、プロレタリア階級、農民階級と知識分子階層という「二つの階級、一つの階層」とい
う階層構造が定着した（生産手段の国有化により、経済的階層対立がなくなった）
。また、パー
キンの「社会的閉鎖」理論によれば、財産所有権が「社会的閉鎖」の条件にならなくなった後、
ほかの条件に取って変わられるようになる。このようにこの時期の中国社会は、戸籍、職業、
家庭出身など財産所有権がなくなったことによる別種の社会階層が登場し、上記のことから、
従来的な経済的階層よりも政治的階層が誕生する。
1979 年改革開放以降、市場経済に伴って、就労市場が流動し、特に農民が戸籍制度の障壁
を乗り越え都市部に進出できるようなった。なお、政府と企業の結びつきが弱まることに従っ
て、政府の権力が逐次に民間に譲り渡されるようになった。その他私営経済の急成長もあり、
このように経済的階層の地位は上昇した。そのため、中国社会階層が急激な変化され、陸学
芸主編の『当代中国社会階層研究報告』（2001）での十大階層論はこの変化に対して一番代表
的理論となっている。この報告では中国の職業分類をベースに、組織、経済、文化などの資
源占有状況を基準として十個の階層を分類している。
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階層
序列

職業

資源の占有状況

所属

1 国と社会管理 政府機関、事業体、社会団体で実 組織的資源、一部の経済資源、比較的多
者

人数割
合（％）
2.1

際の行政管理職権を行使する指導 くの文化資源
幹部

当面の社会・経済発展および市場化改革
の主な推進者と組織者である。

2 経営管理職

大中型企業における業主でない中 文化的資源と組織的資源
高級管理職

1.5

市場化改革の最も積極的な推進者と制度
の革新者である。

3 私営企業主

ある程度の個人資金または固定資 経済的資源

0.6

産を擁し、投資して利潤を獲得す 先進的生産力の代表者の一つであり、社
る人

会主義市場経済の主な実践者と重要な組
織者である。

4 専門技術要員 専門の仕事と科学技術関係の仕事 文化的資源
に従事する要員

5.1

先進的生産力と先進的文化の代表者の一
つであり、社会主導価値システムおよび
イデオロギーの革新者と伝播者でもあり、
社会安定を守り、社会の進歩を励ます重
要な力でもある。

5 事務要員

部門の責任者を助けて日常の行政 少量の組織的資源若しくは文化的資源
事務を処理する専従の要員

4.8

社会の中間階層の重要な構成部分であり、
今後 10 数年は増える見込みである。

6 個人経営商工 わりに小額の個人資本を所持し、 少量の経済資源
業者

4.2

それを経営活動または金融債券市 市場経済における活発な力である。
場に投入し、それを生業とする者

7 商業サービス 商業とサービス業界において専門 上記 3 つの資源をわずかしか有していない
業従業員

12

以外の肉体の仕事とそのほかの仕 都市化と最も緊密な関係がある
事に従事する要員

8 産業労働者

第二次産業において、肉体と半肉 同上

22.6

体労働に従事する生産労働者、建 経済改革以来、この階層の社会的経済的
築業労働者およびそれと関係ある 地位が著しく低下し、その人員構成に根
要員

本的変化が生じた。
（農民工が 30％を占め
ている）

9 農業労働者

集団所有の耕地を請け負い、農業 同上

44

（林業、牧畜業、漁業）を唯一また 規模最大の階層、社会階層全体における
は主な職業と収入源とする農民

地位がわりに低い

10 無 職、 失 業、 固定した職業を持たない労働適齢 3 つの資源を殆ど有していない
半失業者

人口（在校生を除く）を指す

3.1

まだ増えている

出所：『当代中国社会階層研究報告』（2002）により筆者が作成した

レポートによると、改革開放以来、中国の社会に大きな変化が生じ、農業労働者が絶えず
その他の社会階層へ流動し、農業労働者階層が縮小しつつあり、商業、サービス業従業員と
産業労働者人数が増え、社会の中間階層が拡大され、現代化した社会に特徴的な階層の基本

中国社会保障制度の理念と政策改革に関する考察

111

─習近平時代下の社会保障制度は如何になるか─

構成要素がすでに備わったと同時に、現代化社会階層構造の理想的な状態および運営メカニ
ズムと比べると、中間層は増えたものの、まだかなり大きな格差があるという。
同時に、中国社会構造の変化も社会保障制度の発展に新しい社会変数を増加させた。韓
（2013）は社会保障制度の対象者から、主に①産業工人階層の地位を弱体化させ、②アンダー
グラスの保障がより困難になり、③上流階層が既得権益集団に集まる方向へと④農民工問題
の現れという四つの階層変化を提起した。
社会保険
（年金、医療、失業、労災、

住宅補助

職業福祉

教育手当

生育保険）
国と社会管理 ある（公費医療）

ある（一番手厚い） ある

ある

者
経営管理職

ある

ある

企業により有無

ない

私営企業主

願望があれば入れる

ある

ない

ない

専門技術要員 ある

ある

ない

ある

事務要員

ある

ある

ある

場合による有無

ない

ない

ある（一部）

ない

ない

ある（一部）

一部が社会救済を受ける資格がある（都市

ある

個人経営商工 願望があれば入れる
業者
商業サービス ある（一部）
業従業員
産業労働者

ある（一部）

部の最低生活保障、住宅救済、医療救済と
教育援助など）
農業労働者

農村部の年金と医療保険

ない

一部が社会救済を受ける資格がある

（生育、失業、労災保険がない）
無 職、 失 業、 社会救済しか受けられない（最低生活保障、住宅救済、教育援助、医療救済、法律援助など）
半失業者

出所：韩克庆 (2013)「社会结构变迁与中国社会保障制度的发展」により筆者が作成した
これらの問題について国家は一連の社会保障制度政策の実施により多少改善したが、企業
と国家機関間、国有企業と外資企業、民営企業間、違う社会グループなどにより、総体的に
は社会階層の間で資源の配置が不公平になっていることは彼も指摘している。この中で、企
業と違い、国家機関人員に対して特権的な福祉待遇があるのは中国社会の階層化をもたらす
重大な原因であると考えられる。
このために陸学芸氏は「自発性をそのままにさせてはならず、国という「目に見える手」
は役割を果たさなければならない。合理的な現代化社会階層構造を育て上げるのは今後社会
制度の確立と政策の選択の核心となり、それによって、完全な社会制度と社会政策システム
を確立すべきである」を指摘した。
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２．全体の考察と結果
政府の動きとしては、2013 年に国務院が『所得分配制度の改革の深化に関する若干の意見』
を発表し、2020 年までに都市部と農村部の個人所得を倍増させるなどの目標を掲げ、2018 年
に個人所得税修正案が可決され、基礎控除額の引き上げや中所得以下の所得層に対する減税
措置、新たな付加控除項目の追加などの改正を盛り込んだが道半ばと言える。
社会保障制度において、「官民」格差について基礎年金の一元化からメスを入れたが、公務
員の職業年金の強制性に対して、従業員任意加入の企業年金と個人貯蓄年金により、明らか
に「官民」定年退職者の階層性はまだ存在する。また、「改革開放」に伴って現れてきた膨大
な農民工団体層をめぐって彼ら老後の生活と健康の保障体制が整えられてはいないことから、
社会学学者のロバート · マートンのいう「構造的緊張」（structural strain）が生じ、社会の対立
も激化しやすくなることに注意する必要があるだろう。
一般的に言えば、中間階層が社会的な主体を占有するということは、現代社会が安定に向
かって発展する重要な構造的要因と考えられている。現代中国にとって、これから格差拡大
を是正し、中間階層を育成してくことが、政府にとっての重要な課題になると考えられる。
更には、多くの人々の職業的身分を中間階層に引き上げることによってピラミット型就業構
造に転換すること、高等教育の普及を通じて多くの人々の社会的身分を中、上層に引き上げ
ることを求められている。
以上のように、現在中国の社会保障政策は、すでに述べた、エスピン−アンデルセンの類
型によると、職域別社会保険中心な保守的 · コーポラティズム型に近似であって、かつ階層化
と結びついていることを示している。従って、習近平の政策は期せずして、アジア的な保守
的 · コーポラティズム型の生成を社会主義市場経済体制の中で実現しようと考えられる。それ
は、安定的勢力である中間層の拡大政策となっている。また家族重視や地域社会（コミュニティ
＝社区、「単位」の代わりに）をサブシステムとする構図、そして民営化（企業活用）などを
中国共産党指導体制のもとで、その思想と政治体制を堅持しつつ実現しようとするものとい
える。そのことは本論の 1 章、2 章、3 章を通じて明らかにできたと考えている。
アジアの中で日本と並んで 13 億の中国社会がこのような社会主義的市場経済圏とアジア的
コーポラティズム型社会保障を形成することの意味は、ヨーロッパ特にドイツの研究者が論
ずるように「中華帝国」の分析という研究テーマともなっていくであろう。
この論文は修士学位論文のうち、現在中国社会保障に関する先行研究のレビュー研究の概
観と習近平時代下の社会保障に関する政策改革を分析した上で社会階層と連関して考察する
ことを中心として、81390 字数のものを 31991 字数に抄訳したものである。
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【実践報告】

犯罪被害者支援にかかわる研修を実施するうえでの工夫
―研修会を実施した経験をもとに―
伊藤

冨士江（社会福祉学科教授）

大岡

由佳（武庫川女子大学准教授）

大塚

淳子（帝京平成大学教授）

１．はじめに
わが国における犯罪被害者支援は、2004 年に犯罪被害者等基本法が成立したことを契機に
大きく進展してきた。現在は第 3 次犯罪被害者等基本計画（2016 年 4 月から 2020 年度末）の
もとで、全国すべての市区町村で被害者のための総合的対応窓口が設置され、被害者や家族
のための中長期にわたる生活支援が注目されるようになった。
しかし、被害者支援を担う職員の知識やスキルなどの支援力についてはまだ課題も多い。
地方自治体に関する全国調査によれば（犯罪被害者等暮らし・支援検討会

2016）、総合的対

応窓口担当者の約 90% が兼務であり、担当の職員数は 1 名ないし 2 名が大多数で、対人援助
職の資格等を有する者は約 10% だった。過去 1 年間で相談があった窓口は約 20% にとどまっ
ていた。また、被害者支援に関する研修の機会について「研修を受けたことはない」との回
答が 47％に上った。
実際に、被害者支援にかかわる研修を実施するさい、どのようなことが求められるだろうか。
自治体、民間支援団体、司法行政の現場などで研修を実施する場合どのような工夫が必要と
なるだろうか。本稿ではそのような点について、私たちが実施した研修内容を報告し、その
内容と参加者のアンケート結果をもとに考察したことを提示する。

２．実施した研修会とそのプログラム
2019 年 7 月 6 日（土）10:00 〜 17:00

上智大学 6 号館 305 号室において、「よりよい被害

者支援のために」と題する研修会（以下、本研修会）を実施した。目的は多機関連携を中心
に検討し、今後の被害者支援を展望することであった。参加者は、地方自治体、民間支援団体、
司法行政、病院などで被害者支援に携わる職員、研究者・学生など約 50 名であった。
なお本研修会は、「平成 28 〜 31 年度科学研究費助成事業

基盤研究 (C)

犯罪被害者支援

におけるケアマネジメント・モデルの構築と検証（課題番号 16K04185）（代表研究者：伊藤
冨士江、分担研究者：大岡由佳、大塚淳子）」による研究の一環として行ったものである。
本研修会のプログラムは表 1 のとおりで、最初に被害当事者による講話の時間を設けた。
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交通犯罪でご家族を失ったご遺族をお招きし、「被害者遺族の再出発を描いた支援を 〜被害者
等による体験に基づく支援ニーズ〜」というテーマでお話（60 分）いただいた。被害当事者
の体験を直接聴く時間は貴重であり、被害者が置かれる実情や苦悩、支援に必要なことなど
具体的に伺うことができた。また、ご遺族にはその後のプログラムにも同席いただき、参加
者からの質問に対応していただいた。
つぎに、科研費研究の調査結果をもとにした講義を 2 コマ（各 60 分）実施した。講義①の
テーマは「犯罪被害者等の置かれている状況とその支援」、講義②は「中長期支援と連携にお
ける具体的方策」であった。つづいてその講義内容を踏まえたかたちで、多機関連携の現状
と連携の進め方について、参加者を対象にグループワーク（約 100 分）を行った。グループワー
クの内容については次節で詳説する。
表 1．本研修会のプログラム
10:00 〜 10:10

開会の挨拶

10:10 〜 11:10

被害者ご遺族による講話
「被害者遺族の再出発を描いた支援を 〜被害者等による体験に基づく支援
ニーズ〜」

11:10 〜 12:10

講義①（大岡由佳による調査結果報告）
「犯罪被害者等の置かれている状況とその支援」

12:10 〜 13:10

昼食休憩

13:10 〜 14:10

講義②（大塚淳子による講義）
「中長期支援と連携における具体的方策」

14:10 〜 14:20

休憩

14:20 〜 16:00

グループワーク
「被害者支援における多機関連携の現状と改善策について」

16:00 〜 16:20

研修会まとめと今後に向けて、閉会挨拶

16:20 〜 16:45

アンケート記入

解散
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３．グループワークプログラムの概要
本グループワークは正味 90 分間のスケジュー 当日映したスライド「グループワークの進め方」
ルで組み立て、以下のように進行した。グルー
プ分けは地域性や職域が偏らないように 7 つに
分け、1 グループの人数は 6 〜 7 名であった。
各グループにおけるファシリテーターの役割は
本研修会の主催者や協力者が担った。グループ
のテーブルには、付箋紙（ポスト・イット）
、数
色のマジック、模造紙を用意した。
総合ファシリテーター役からグループワーク
の全体的な進め方の説明を行った。つぎに、初対面となる参加者が多いため所属と氏名のみ
の自己紹介をしたあと「アイスブレイク（緊張をほぐすためのゲーム感覚で行える活動）」と
なるものを追加した。当日は、接続詞を記載したカードを用意し、順番に各自が趣味を披露
した後に上記カードを 1 枚めくり、そこに記載された接続詞にもう一文加えて紹介を綴じる
という形をとった。あちこちのグループで笑いも生まれ、場が温まった状態でグループワー
クに進んだ。進め方と自己紹介でおおむね 15 分、その後は 30 分ずつ区切って、2 つのセッショ
ンを行った。
グループワークでは KJ 法を活用し、まず①日頃感じている連携困難な点について、各自が
付箋紙 ( カード ) に自由に記載していった。一定数集まったところで各グループのファシリテー
ターのリードのもと、討議しながらグルーピングを行った。次に、②その困難を解決するた
めの、すなわち現場で協働を進めるための具体的方策について、①と同じようにカードに記
載し、討議しながらグルーピングを行った。ファシリテーターの存在があることで、参加者
の対等で平等な作業や発言を保障し、グループの活性化が図られた。
最終的にその話し合いの結果を模造紙にまと

当日の「グループワークの一例」

め、短いタイトル（キャッチフレーズ）をつけた。
さまざまな意見から新たな知見を見出し、可視
化していく作業自体が学びの過程であったとい
える。またグループワークを通して普段あまり
聞くことのない他の地域や機関・団体の状況
等を知り、刺激を受けて活気のあるディスカッ
ションとなり時間の不足を感じるほどの凝集性
がみられた。
グループワークの最後には、各グループの話し合いの結果について模造紙を掲示して発表
し合う時間を取った。この発表の場も重要であり、互いの経験を共有し合うとともに今後の
支援に関する情報交換の機会につながると考えられる。
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総合ファシリテーター役が各グループの進捗状況や時間管理を行い、100 分以内（休憩時間
を含む）で 2 セッションおよび発表が収まるようにした。
活発なディスカッションの様子を紙面に表すことは難しいが、各グループがまとめた内容
を以下に提示する。状況を想像しながら眺めてほしい。左の列が各キーワードで、右列には
その共通項をグルーピングしたキーワード等を記載している。本稿ではグルーピングされた
内容ごとに色分けをしている。
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＜Ａグループ＞タイトル：連携の道半ば～終わりなき旅
＜A グループ＞ タイトル：連携の道半ば～終わりなき旅
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

ネットワークの構築
インテーク会議
担当者との定期的な面談
他機関同士の日頃からの付き合い。

日頃からの信頼

書面に書けないニュアンスの相談が可能な関係性の構築

関係づくり

連携先との情報交換・共有・提供
積極的に連携先に出向く

県単位での連携協議会を定期的に開催する

会議

定期的な顔の見える会議・話し合い

情報共有・顔の

様々な期間が一堂に会する会議や研修の開催

見える関係構築

各施設のスタッフ間の話し合い

実用的な支援制度の存在

制度の充実

相
互
に
関
係
が
あ
る
項
目
同
士

各機関の内容・連絡先の一覧表作成
支援団体の HP などでもう少し詳しく案内してほしい
情報の一本化

情報共有のできるツールの作成

被害者への分かり

支援可能なメニューの提示
「ここをみれば全ての情報がわかる」という HP が欲しい

やすい情報提供

庁内あるいは他機関とのルール作り

研修への出席による理解促進

研修会

研修会の開催

（スキルアップ)

顔を合わせる研修会の開催
信頼されるためのスキルアップ

人材育成

ベテラン支援者を育てる

支援者への上司からのねぎらい・理解
部署内での日頃のコミュニケーションを促進し相談しや
すい状況づくりを行う
支援者への同僚同士の理解・声かけ
6

内部の雰囲気

上
下
に
関
係
が
あ
る
項
目
同
士
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タイトル：使えるものは何でも使おう！

＜Ｂグループ＞タイトル：使えるものは何でも使おう！
①日頃感じている連携困難な点
研究の充実

②グルーピング

支援者のスキルアップ

地道に研修を実らせる（ただし内容、対象を工夫）
被害者の当事者の声を届けよう

被害者理解
の研修

講演などを行う

個人情報を扱う際に同意書の様式を作る
個人情報

個人情報共有の

どこの機関でも使える様式づくりと共有

ルール作り

情報提供のガイドラインを決める

関係機関の実務者が定期的に（研修の企画などでもよい）

顔の見える

実務者協議会中心のケア会議の開催

関係づくり

対人援助専門職のコンサルテーションや同席支援
（声をあげられない被害者に対し）最初に被害者に背中
を押してあげられる当事者からつなぐ
対人援助職等専門

信頼関係

職の活用

（体制制度）予算
人には限界がある

自分の組織だけで対応するのは困難

専門分野は他機関に任せる
つなぐコ―ディネート

事件等の新聞の記事の近くに被害者支援センターの電話
案内をのせる
地域住民（隣人）への意識啓発
住民票などの市役所カウンターに具体的な支援の案内等
のチラシを置き、当事者の手に届くようにする
被害者に情報を

被害者の権利等を含めた教育・広報
（周知）教育：高校生くらいから

支援機関紹介

（周知）広報：関係機関に配布（直接会いにくい）
コミュニティセンターなどで出張相談会議
出産時～高齢の各ライフステージに会う職種へ向け
7

届ける工夫

犯罪被害者支援にかかわる研修を実施するうえでの工夫
―研修会を実施した経験をもとに―

＜C グループ＞

タイトル：分からないことだらけの具体的な方策

＜Ｃグループ＞タイトル：分からないことだらけの具体的な方策

②グルーピング

①日頃感じている連携困難な点
個人情報の共有

限定つき

情報の共有

被害者の同意をもらうという発想を周知

コーディネーターの全国統一配置

コーディネーター

専門知識のあるコーディネーターがほしい
教育
社会資源の活用（支援の多様化）

臓器ネットワークを例に

他機関につなぐ時担当者が同行する
周知

公共広告機構で CM
情報（メニュー）の公表・提示
裁判員裁判と同等の市民への情報提供

自治体に条例あるとメニ

周知

ューがあり豊かになる

「被害者が使える制度」の一覧表
広報

啓発

国に加害者支援と同等の犯

お金

本当に支援を必要としている人に知ってもらう

8

罪被害者支援の予算要求
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＜Ｄグループ＞
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タイトル：攻めの支援～待っていては届けられない

＜Ｄグループ＞タイトル：攻めの支援～待っていては届けられない
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

当事者の方と真摯に向き合う姿勢
積極的に被害者とつながる。
「被害者が望むこと」という
こと自体、腰が引けている
被害者のニーズも回復も個別性がある。でも本人が自覚

当事者が望むこと

できていない場合もあるので信頼づくりを行う
考えられる困りごとのリストアップとどの機関が対応で
きるかチェック表づくり

真摯に、丁寧に向き合う

被害者からの丁寧なニーズの聴取と支援の例示
定期・不定期の面談等を活用した当事者との関係づくり

連絡協議会独自の情報共有ルールを作る

個人情報扱い

児童の要対協のような仕組みの中で情報共有できないか
機関・支援グループでのルール作り
ルールづくり

情報共有に関するルールブックを作る
事例検討の積み重ね
形式的な担当者会議ではなく、実務的会議にする
各機関の見学・学習・交流ツアーを行うなど、フットワー

相互理解不足

クを軽く
会議等の積み重ねで互いに周知する
各機関による情報発信

主体的に動く

民間支援団体のコーディネート

研修の充実などの実現のため予算化を条例づくりなどを
通じて目指す
地道に研修などを実施する

内部優先の発想

仕事分担や時間づくり、時間共有などを行い底上げする
「被害者とは」のイメージの共有
研修

信頼される支援センターになる
組織内での情報共有や優先順位付けを行う

対話・プレゼン（個が分かり合えるような組織を超えた信
頼関係）
関係づくり
9

犯罪被害者支援にかかわる研修を実施するうえでの工夫
―研修会を実施した経験をもとに―

あらゆる機会を活用する
定期的にあって協働する機会を作る。同じテーブルを囲
み、その人となりを知る
人のつながりが残る形での人事異動

定例化
人と人とのつながり

日頃できるだけ、実際に出向いて話をする
精神的距離を詰める関係づくりやこまめな連絡をする
ケースの共有を行う定例会

早期に被害者とかかわる。組織を通じた紹介
パネル展等、広報や事業実施をあらゆる媒体を使い宣伝
必要な時に目に入るよう、よく見られる新聞や広報誌の
活用

広報

わかりやすい言葉選び（絵などを活用か？）
学校教育での啓発

ターゲットごとに心

マスコミや情報発信ツールの活用
市民への被害者理解の推進（メディアによる事件報道の
改善）
広報のターゲットごとにゴールと方法を変える。
心を動かす広報。見聞きしたら動くような映画、コミック

10

が動く広報の在り方
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＜E グループ＞

2020. 3

タイトル：相談数を増やすという目標を

＜Ｅグループ＞タイトル：相談数を増やすという目標を
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

加害者支援と被害者支援の接点がない
警察の認識
早期支援の警察内にも被害者支援に対する温度差があ
り、支援すべきことを知らなかったり支援先を知らない

警察・ファースト
コンタクト

ことがある

担当は素人
異動が速い（1，2 年）
知識の差がある
温度差がある
今までの知識だけで語ろうとする

組織

被害にあわれた方の立場を考えない人がいる
素人から見て各機関がなぜ縦割りに収まりたいのか、本
人のモチベーションは何なのか、なぜ連携したがらない
のか理解できない
同じ方向に理解のぶれなく見るためのより具体的かつ相
互に WINWIN な目標を設定するのは困難
福祉、ソーシャル、心理ニーズがあるが人口が少ない
コストや年数の関係から福祉関連の資格を取るのにハー
ドルが高い
センターと当事者団体の連携

被害者のニーズの把握が信頼してお話していただけるま

ご本人・当事者の

で難しい

ニーズを大切にす

複数問題を抱えている場合、誰がコーディネートするの

ることによって相

か

談ケースを増やす

ご本人の意思確認ができない

という目標を立て

誰を支援するのかが不明確。本人か、家族かが曖昧

る

所属する機関によりスピード感が違う
担当者による姿勢の違い
地域格差
11

犯罪被害者支援にかかわる研修を実施するうえでの工夫
―研修会を実施した経験をもとに―

市町村の担当者の対応に差がある
被害者の方が転居した場合の継続支援
被害者の方が他県に住んでいる場合の居住地での支援
どこまでやってくれるのかが不明
どこまで期待されているのかが不明
行政との連携ができていない。児童の性被害支援を行っ
たが児相とのつながりがなかった為に病院付き添いで終
了してしまった
県市町の「総合的対応窓口」担当者自身の認識が弱い
自治体（市町）で被害者支援に対する温度差が大きい
担当者の兼務により担当者自身の温度差もある
相談窓口につないでも、その先でどんな支援をしている
かわからない

あらゆる差
勉強会の活用を
通して顔の見え
る関係を構築し
よう

県をまたいだ事件の場合の支援者連絡
窓口に行って話・結果を聞く
顔の見える担当者同士のコミュニケーションづくりを定
期的に作っていく
今年度初めて研修会の講師として児相の課長に来ていた
だき、顔の見える化をしたことで今後つなぐことが可能
になりつつある
話し易い人からなるべくその機関についての情報を得る

情報管理

その他

12
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＜F グループ＞

2020. 3

タイトル：根拠＆ルール

＜Ｆグループ＞タイトル：根拠＆ルール
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

形式的な会議に終始している
他職種がそれぞれの専門性を通す場合、強いものに押さ

会議の在り方

れがちになる

（ルール化されて

消極的・権力争い・（押し付け合い）

いない）と関連

連携先との立ち位置の違い（連携希望しているか？）
上司が言い出さないとできないかもしれないが、他の機
関でよいと思われる事例を導入する。
外部の有識者を入れた事例検討を定期的に行う

対応策

飲み会（昼食会）をセットにして個人的に知る
民間団体と警察署のやり取りはスムーズだが、病院、行
政機関、他支援団体とそれぞれに考えており、顔の見え
ない共有になりがち
何処と連携したらいいかわからない
担当者により対応が変わる。（動いてくれる範囲など）
行政の担当者が制度を知らない
連絡の必要性のレベル感が一致していない
各機関で日頃どんな相談支援をしているか詳細知らない

ルール化されて

連携先の具体的な支援情報の不足

いない（会議の在

他機関連携がそもそもできていない

り方）と関連

紹介先でその後どうなったかを聞いていいかわからない
つなぐのみで、その後どうなったかの情確認どこまで？
関係機関の支援内容やよく受けている相談等を一覧にし
て関係する機関に配布する

対応策

申し合わせ事項を作成する

ご本人・当事者の

関係機関と同じ研修に参加してもらう。顔が見える化を

ニーズを大切にす

徹底する

ることによって相

多機関連絡について各機関が定期的に集まり連携につい

談ケースを増やす

て話し合う

という目標を立て
る

本人と親の認識が違う。
（特に未成年）
そもそも団体内で事件事案について共有されておらず、

当事者ニーズの

アセスメント等もない

把握の難しさ
13

犯罪被害者支援にかかわる研修を実施するうえでの工夫
―研修会を実施した経験をもとに―

支援メニューと機関リストが提示できるようにする
支援者自身が当事者の気持ちをもっと理解できるよう努
力する
アセスメント、フィードバック、切れ目ない支援体制で
いること

対応策

当事者に必要性を伝えること
被害者の話を聞くことを重視する。体験の蓄積
誰でも使えるアセスメントツールの作成
被害者のバックグラウンド、経済状態等を配慮し、意思
を確認しながら組織全体で方向性を決める

加害者への債権回収代行についてもっと考える必要あり
資源情報を探る。資源がなければ予算化する
上限額あっても一定金額は公共機関が代金回収をする

対被害者

加害者の資産を被害者が把握できる仕組みの構築

個人情報をどこまで共有していいか
民間団体に市町村がスムーズに情報共有してくれない
本人同意のうえで共有できるフォーマットの作成

情報共有の困難

個人情報を共有できるような例外の適用

性

資源がない
長期的支援できる機関がない？（市区町村？）
刑事手続き終了後の支援機関がない
経済的な支援についての設定が市に無い

基盤・根拠・資源

市に単独条例がなく幅広い支援ができず、情報提供のみ

がない

要望多い市管住宅数は不足。土地なく増困難、施設補助？

家事手伝いについてもう少し何とかできないか
どの程度の予算がかかるのか担当者は不安に思っている
予算化する
対応策

根拠となる条例を作り予算をつける
国が自治体に補助を出す

場所、物理的距離の問題
物理的距離

アウトリーチ。出向いていけるようにする
14
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人員不足。連携する余裕がない
連絡する時間を確保すること、連携先との時間調整困難

人と時間

市町村窓口に専門的な知識がある人が配置されていない
きめ細やかな支援を可能にする人員体制
研修会などを開催し専門性のスキル UP。
スタッフや専門職に対してバーンアウトや離職防止のた

対応策

めのサポート。

相談が来ない
そもそも犯罪被害者支援という言葉が浸透していない
福島では犯罪被害者センターに原発被害者の相談者の方

周知課題

が多く来る。周知されていない
患者という目線になってしまい被害者であるという視点
が抜けてしまう（虐待や DV ケース）
「被害者支援」というフレーズが漠然としすぎてなんだ
かわからない。具体的にわかりやすい PR が必要
広報での啓蒙（区報・警察広報・車内広告など
自治体と民間団体とが一緒に啓発を行う。

15

対応策
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＜G グループ＞タイトル：

人を動かす組織、組織を動かす（三×）百味一体

＜Ｇグループ＞タイトル：人を動かす組織、組織を動かす（三×）百味一体
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

相手の組織を知る
お互いを知る
顔が見える関係性

人間関係

↓

要望と必要性を具体化して伝える

ＭＯＶＥ

連携を図るための情報共有
こちらから具体案・具体的な支援例を提示
個別の事例を踏まえた検討会や情報交換

押してだめならひいてみる
なんでも利用する
コーディネーターが不可欠
できること、できないことをはっきりさせる
ネゴシエーション力

メディア、情報網を活用

↓

関係する機関が全員集合して議論

輪

担当者の上司と話をする
担当者の上司と話をする
ワンストップが必須

絶対ワンストップを！

相手を知る攻略をするために、自ら発信、手を伸ばす
忍耐力、挫けない心

一つの経験が次につながる
やってくれたことに感謝を伝える自分自身のレジリエン

↓

ス

心

16

上智大学社会福祉研究

130

2020. 3

４．参加者のアンケート結果から見えてくること
（１）アンケート実施の概要
参加者には研修会に関するアンケートを研修資料とともに渡しておき、研修終了後に任意
での提出を求めた。アンケートは、属性として性別、年代、勤務先に加え、職務内容、被害
者担当の経験年数を尋ね、質問内容としては本研修会情報の入手先、研修会受講による学び
の程度、研修内容の活用の有無、回答者の支援力（知識、スキル）の程度、今後の研修会へ
の期待で、さらに研修会全般にかんする自由記述欄も設けた。

（２）アンケート結果
1）属性
回答数は、計 47 名（男性 10 名、女性 34 名、無記入 3 名）であった。年代は、
「20 代」4 名、
「30 代」4 名、
「40 代」16 名、
「50 代」15 名、
「60 代」5 名、
「70 代」1 名、無記入 2 名であった。
勤務先は、「検察」6 名、「更生保護関係」2 名、「医療関係」3 名、「地方公共団体」9 名、「民
間支援団体」14 名、
「その他」7 名、無記入 4 名であった。被害者担当の経験年数としては、
「1
年未満」6 名、
「1―3 年」7 名、
「3―5 年」5 名、
「5―7 年」3 名、
「7 年以上」12 名、
「該当せず」
9 名、無記入 5 名であった。
2）本研修会情報の入手先
本研修会について大きく 2 つの方法により広報した。1 つ目は警察庁の情報メールマガジン
であり、毎月一回地方公共団体の犯罪被害者等総合対応窓口に WEB で情報配信されている。
2 つ目は研究事業に絡む報告書作成を機に、その報告書を関係諸機関へ送付する際に、本研修
会案内を同封するという形であった。また被害者支援にかかわる機関・団体にチラシを送付
した。
回答結果をみると情報入手先について、
「警察庁の情報メールマガジン」2 名、
「研修会案内
のチラシ」18 名、「職場ですすめられて」10 名、「その他（報告書、民間支援センターを通し
てなど）」17 名であった（図 1）。
図 1．本研修会を知った経緯（数字：人数）

2
17

警察庁の情報メールマガジン

18

研修会案内のチラシ
職場ですすめられて

10

その他（報告書、民間支援センターを通してなど）
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3）研修会受講による学びの程度
「この研修会に参加して、どの程度勉強になったか」について、1：
「まったく勉強にならなかっ
た」から 5：
「大変勉強になった」の 5 段階で回答を求めたところ、評価は 4：
「勉強になった」
9 名、5：「大変勉強になった」37 名であった。
4）研修内容の活用の有無
「今後の仕事に活用したい／役立てたいと思う内容があったか」を尋ねたところ、「あった」
41 名、「とくになかった」3 名、「無記入」3 名であった。「あった」との回答者に、具体的な
内容を自由記述してもらった結果を機関・団体別でまとめたものが表 2 である。機関・団体
を問わず共通して挙がった内容は「被害者の話」であった。
表 2．今後の仕事に活用したい／役立てたいと思った内容
（警察）
( 検察）

被害者のお話
被害者の話
連携のための色々な支援団体の活動内容
各（犯罪被害者支援）センター等の活躍
被害者の方への具体的な声
二次被害の捉え方
警察等の対応への不満の具体例

（更生保護施設関連機関） 連携の必要性
研修方法（ワークの取り入れ）
（医療）

被害者の話
職場近隣での被害者支援対策

（地方公共団体）

被害者の話
被害者の心情
市が行える支援
被害者と関わる際の心構え
（被害者の）置かれている状況とその支援

（民間被害者支援団体）

被害者の話
条例の必要性
地方自治体における実行力のある支援の実践
連携の大切さ
市町村等の連携の在り方
シームレスな支援
まずは話しやすい人とつながること
被害者のニーズをちゃんと聴くこと
被害者を中心とした連携
相互作用で強い支援体制の必要性
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5）回答者の支援力の自己認知
被害者支援における、現在の自分の「支援力（知識、スキル等）」について、0：
「該当せず」、1：
「まったくない」から 5：「かなりある」として 5 段階で回答を求めた。支援力の自己認知は真
ん中の「3」とする回答が 14 人でもっとも多く、
「1」が 9 名、
「2」が 7 名、
「4」が 6 名と続き、
「5」の評価はゼロであった（図 2）。
図 2．回答者の支援力の自己認知（数字：人数）
14

9
7

7
6

0
支援力認知 0

支援力認知 １

支援力認知 2

支援力認知 3

支援力認知 4

支援力認知 5

6）今後の研修会に期待すること
「こうした研修があったらまた参加したいと思うか」を尋ねたところ、無記名 4 名を除いて
43 名全員が「参加したい」との回答であった。希望するテーマについては（自由記述）、表 3
に示すとおりであった。さまざまな意見が挙がり、今後の研修会を企画するうえでヒントに
なるものが含まれているといえる。
表 3．今後の研修に希望する研修テーマ
（警察）
・思いを同じくする同志を増やすエンパワメント
・被害者のマスコミ報道について
（検察）
・具体的な成功例の紹介
・実際実施した支援について（成功例、失敗例）
・加害者（再犯防止）との関係
・支援者のレジリエンス、交流会、実務研修会
・被害者支援制度の現状
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（医療機関）
・法的な基礎知識
・加害者の更生保護をしている専門職の方との研修
（地方公共団体）
・被害者等に対する支援コーディネートの事例
・被害者等支援の具体的な流れ等を事例にもとに共有できるような研修
・今回のようなグループワーク等で、様々な方の意見や考えを共有できる研修
・個人情報の共有に関する具体的方策
・支援の連携について
（民間被害者支援団体）
・犯罪被害者支援の今後の在り方
・被害者支援の充実、そのための情報共有勉強会
・シングルマザーや子どもの支援
・調査、研究を踏まえた報告
・地域での先進的な取り組み
・連携の成功事例
・被害者の情報共有
・早期支援からつながる中期的支援
（その他等）
・被害者相談の取扱の多い自治体の工夫例
・弱者支援全般
・他職種との連携
・地域共生社会の実現に向けた取り組み
・被害者支援の現状
・支援者、当事者が一緒になって未来志向で施策、ツール、事例検討を行うような研修
・必要とする被害者 +B5:C39 に支援を適切に届けるための方策

５．考察・まとめ
（１）研修における「被害当事者の方の講話」の必要性
本研修会では初めに被害者の生の声を聴いてもらう時間を設けた。その後に、グループワー
クを実施し、参加者間で被害者の話を咀嚼しつつ、被害者支援の課題について具体的に討議
する時間を取った。アンケート結果によれば参加者の「今後の仕事に活用したい／役立てた
いと思う内容」として評価が高かったのは「被害者の話」であった。いずれの機関・団体の
参加者においても、被害者の生の声は今後の仕事に活用したいという回答が多かった。
近年の医療保健福祉分野では当事者の声の重要性が指摘されるようになったが（小林
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2017）、被害者支援の関係者にとっても今後の支援を考えるうえで被害者当事者の声を聴くこ
とは重要であり、とくに多機関を交えた研修会において共通認識をもつためには被害者の話は
必須といえる。また、参加者が被害者の置かれる実情についてリアリティーや共感、想像力を
高めながら臨むためにも、被害者の声を聴くことによって心が動くことが重要である。
一方で、たとえばある団体の職員から「被害者だけの話を研修として設けると、参加者が
その

重い

話に圧倒されてしまい、自分には支援は出来ないと感じてしまう。被害者の話

を取り入れるのは慎重にならざるを得ない」と言われたことがある。被害者の講話の後に、
その話をもとに参加者間で話し合う時間を取ったり、被害者の方に配慮しながら直接質問で
きる時間を設けたりして、講話を咀嚼していく工夫が必要であろう。
なお、研修会に被害当事者の方を招き講話いただく場合は、準備も含め細心の配慮が必要
となる。その点については大岡（2016）のコラム「ご遺族・当事者を講師でお迎えするとい
うこと」に詳しい。

（２）研修会にグループワークを活用することの有効性
研修プログラムにグループワークを組み込む第一の目的は参加型研修とするためである。
グループワークの活用により聴講形式の受動的になりやすいプログラムから、自らの地域や
所属機関・団体、また他の地域や機関の課題を認識し、参加者の現状や知見を相互に共有し、
課題の改善方法を模索するプログラムにすることが可能となる。グループワークはアイディ
アの共有、発見、開拓に結び付き、また日々の支援の現場で活かせるヒントを得る機会となり、
ひいては支援者自身のセルフケアおよび支え合いの機会ともなる。
地域性や所属機関・団体が異なるからこその効果がみられた一方、短時間に相違点を活か
した議論にまで深めることには限界がみられた。それでも、参加型研修であることに加え、
全国で同じ被害者支援に携わる者同士の交流の機会としても一定の効果があったと考えられ、
人材育成研修においてグループワークを取り入れる有効性を今回も実感することとなった。
以下にアンケートの自由記述の中からグループワークに関する内容のみ、抜粋しておく。
• 「グループワークなど、大変参考になりました。」
• 「他機関の方々とも交流できて勉強になった。」
• 「グループワークでは活発な意見交換ができて参考になりました。」
• 「グループワークは、日頃、抱える困難さを共有できて良かったです。」
• 「同じ業務（被害者支援）に携わる方との意見交換ができて良かったです。」
• 「刑事さんや行政・裁判所など、様々な立場の方のお話を伺うことができて大変有意義でした。」
• 「当事者の方の話やグループワークでの様々な方から意見等も聞くことができて勉強になり
ました。」
近年、企業やさまざまな組織において人材教育はより盛んになってきている様相だが、そ
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の方法論としてグループワークを取り入れる機会が増えている。背景には、受動的な聴講方
式の場合、参加者の満足度の低さが各種の研修結果で判明していることがある。また、成人
の学習に関するアンドラゴジー理論の普及があると考えられる。松本（2015）は、1970 年代ノー
ルズ（M,Knowles）によって確立されたアンドラゴジー理論の 4 原則について、つぎのように
紹介している。
①自分たちが学ぶことについてその計画と評価に直接関わる必要がある。
②経験が、学習活動の基盤を提供する。
③自分たちの職業や生活に直接重要と思われるような学習テーマに最も興味を示す。
④成人の学習は、学習内容中心型ではなく、問題中心型である。
ノールズによれば、成人学習・教育の機運の高まりの理由として、近年は教育という指導
者側から学ぶ側への関心が理論的に移行してきていること、生涯学習の社会的普及や教養よ
り能力開発への教育目的のシフトなどが挙げられている。成人教育の使命は、個人・組織・
社会の各ニーズの充足にあるとしている。
ノールズの成人学習に関するポイント「P-MARGE」としては、頭文字を使って以下のよう
に整理されている（中原）。
「Ｐ」…learners are Practical.（成人の学習者は実利的である）
「Ｍ」…learner needs Motivation.（成人の学習者は動機を必要とする）
「Ａ」…learners are Autonomous.（成人の学習者は自律的である）
「Ｒ」…learner needs Relevancy.（成人の学習者は関連性を必要とする）
「Ｇ」…learners are Goal-oriented.（成人の学習者は目的志向性が高い）
「Ｅ」…learner has life Experience.（成人の学習者には豊富な人生経験がある）
このように成人学習に関する理論から多くの示唆を得られるが、とりわけ「実利的である
こと」や「豊富な人生経験が生きる」ことなどは、グループワークを取り入れる有効性と結
びつくと考えられる。
また松本（2015）は、成人学習論に大きな貢献をしたフレイレー（Freire）の問題解決型教育は、
その特徴として、対話を中心にした教育の重要性を説いていると紹介する。実践と省察の関
連性を意識した言葉による対話が成人教育に求められ、信頼が対話における先駆的与件であ
るとともに、対話が信頼を構築するという相互構成的な関係を指摘している。そうした対話
には、共同探索に携わる 2 つの「極」の間の「共感」関係があると言っている。
実際にグループワークを活用した多くの研修では対話が促進され、各参加者の経験をもと
に、与えられたテーマに基づく作業課題を解決しようとする中で、信頼関係が深まる。その
経験が、今後のソーシャルサポートとしての人脈につながる契機となる場合が多く、これは
まさに対話の成果と考えられる。
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（３）グループワーク運営上の工夫
初対面の参加者がグループワークで上述の対話を重ねるためには、運営上の環境準備が欠
かせない。一つはグループのサイズとメンバー構成である。6 〜 8 人が各人の発言時間や安
全感を保障するのに適したサイズと考えられる。なるべく新たな刺激や発想を得るためには、
日頃少し遠いと思われている職域や、物理的環境の異なる地域で混成メンバーとすることが
望ましい。
初対面の緊張を和らげ討論を円滑にするためには「潤滑剤」が必要となるので、アイスブ
レイクの時間を設けるとよい。たとえば、はじめの自己紹介に加え 5 〜 10 分間程度のアイス
ブレイクの時間を取り、以下のようなテーマについて発言してもらうのも一案である。
• 出身地の有名な食べ物やお祭りなど
• 開催時期の季節にあわせ、例えば秋なら「運動会で一番嫌いだった種目と理由」、年末なら
「我が家の正月料理に欠かせない一品」など。
各グループにファシリテーターを置き、時間管理やメンバーの発言量の偏りの是正や全員
の発言の促進を図ることも大切である。ファシリテーターには、発言の活性化や方向性が一
方向に偏らないような「交通整理」のスキルや公平性が求められるが、グループワークの目
的や進行についての打ち合わせを十分に行っておくことが必要となる。さらに、各グループ
の活動を促すファシリテーターのほかに、グループ運営全体を見て助言できる役割の者を置
くとよい。

（４）参加者主体型のグループワークを取り入れることの必要性
本研修会の参加者は様々な職場（検察、更生保護関係、医療関係、地方公共団体、民間支
援団体等）からであったが、グループワークを取り入れた研修を実施している地域はまだ限
られている。参加者主体型の研修は、上述してきたように知識伝達型の研修と異なり、参加
者が互いの意見を聞く中で、自分の仕事の振り返りをする姿勢を獲得していくことにも通じ
る。他者との相互作用を通じて自己を振り返る姿勢は、「専門的な学習共同体」（Wiseman et
al. 2013）の土台となる文化を形成し得るものである。本研修会では参加者は名刺交換をして
会場を後にするなど、被害者支援を行う者としてのつながりを確認し合っていることがうか
がえた。互いの関係性を強める研修として、参加者主体型の研修を企画・開催する意義は大
きいといえるだろう。
（文献）
犯罪被害者等暮らし・支援検討会（くらしえん）(2016)「地方公共団体における犯罪被害者支
援総合的対応窓口の調査報告」.
小林 恵一（2017）「当事者の「声」を聴くこととソーシャルワーク : 母子家庭の母のアセスメ
ントを通じて 」
『ソーシャルワーク研究』43(3), 185-193.
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「上智大学社会福祉研究第 44 号」をお届けします。2019 度の学部卒業生は 65 名、大学院博
士前期課程修了者は 6 名でした。本号では修士論文をもとにした原稿を 2 本掲載しています。
2 本とも中国の社会保障制度に関わる興味深い論文です。
今年度は児童福祉がご専門の新藤こずえ先生を新しくお迎えしました。新藤先生が加わっ
たことで、本学科の教員の平均年齢がぐっと若返りました。ご専門の研究はもちろん、実習
教育、学生指導など大いに力を発揮していただきたいと思います。
また特任教授として吉武民樹先生をお迎えし、社会保障を中心とした授業をご担当いただ
きました。1 年間という短い期間でしたが、イエズス会教育に深い関心を示され、クルトゥル
ハイムで行われた 1 月の学科ミサにも参加されました。なお、急なお願いにもかかわらず本
号に「福祉の思想」と題するエッセイをお寄せいただき、お礼申し上げます。
今年度の上智大学のハイライトは、何といってもフランシスコ教皇の来校です。4 日間とい
う短い日本滞在の最終日 11 月 26 日に上智大学を訪問されました。6 号館で行われた教皇さま
の講話には 700 名の定員に多数の応募者があり、公正かつ厳しいオンライン抽選が行われま
した。私は見事に外れましたが、私の知る限り社会福祉学科からは 2 名の教職員（そのうち
の一人は吉武先生）と 2 名の学生が抽選に当たり大喜びでした。身近で教皇さまに接した学
生は温かなお人柄に感銘を受けたようです。私も学内のパブリックビューイングで、講話の
あと檀上を下りるなり学生の中に入っていかれたお姿や、学生から渡された寄せ書きを自ら
丁寧にたたまれた様子を見てオープンで誠実なお人柄を感じました。
本学での講話は、イエズス会ご出身の教皇さまならではの大変味わい深い内容でした。な
かでも「皆さんの大学全体で、若者たちが単に準備された教育の受け手となるのではなく、
若者たち自身もその教育の一翼を担い、自分たちのアイデアを提供し、未来のための展望や
希望を分かち合うことに注力すべきです。皆さんの大学が、このような相互のやり取りのモ
デルを示し、そこから生み出される豊かさと活力によって知られる存在となりますように」
と語りかけられたことが印象に残っています。「現代世界において貧しい人や隅に追いやられ
た人とともに歩」みながら、そうした開かれた大学を目指したいという思いを強くしました。
単に教皇さまのお姿を見た、お声を聞いたといった一時的な 熱狂 で終わらせることなく、
来校された教皇さまの力強いメッセージを心に留め行動に移していきたいものです。
最後になりましたが、本号は私の退職記念号となります。紀要の編集責任者を長い間務め、
本号も巡りめぐって私の担当となりました。WEB 版になって 3 年目、より中身の充実した紀
要になっていくことを願っています。多くの方に支えられこの任を終えること、すがすがし
い気持ちで定年退職を迎えることをあらためて感謝いたします。

追記：3 月 16 日現在、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で本学の学位授与式、学科・専
攻別集会がすべて中止となりました。マスク姿の 4 年生が「仕方ないですね。これも 記念に
残る 年と思うことにします」とさびしそうに話していました。晴れやかな門出を祝うことは
できませんでしたが、予見不能なことが起こるこのグローバル時代にあってたくましく生きて
ほしいと思います。正しい情報を得て自分で考え、弱者への配慮を忘れず行動できるように。
編集責任

伊藤 冨士江（社会福祉学科教授）

