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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
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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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