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資料１．ソーシャルワーカーの「価値」と「コンピテンス」とは何か？
ソーシャルワーカーの「倫理綱領」とは何か？
最初に、
「ソーシャルワーカーの「価値」とは何か？」を考えてみましょう。すると、こ
の「価値」を考えるためには、この「価値」が最初に出てくる「ソーシャルワーカーの『倫
理綱領』とは何か？」を考える必要があります。つまり、この『倫理綱領（Code of Ethics）
』
こそが、
「価値（Values）
」と「倫理原理／原則（Ethical Principles）」、そして「倫理基準
（Ethical Standards）
」と「倫理行動（Ethical Conducts）
」から構成されているからです。
そして、その最初に、
「価値」が置かれているのです。我が国の『倫理綱領』の「価値」と
しては、“人間の尊厳（Human Dignity）”、“社会正義（Social Justice）”、“貢献（Service）”、
“誠実（Integrity）”、“専門的力量（Competence）”があります。では、何故、この『倫理綱
領』の最初に、日本人にはなじみの薄い言葉である「価値」が置かれているのでしょうか。
そもそも「ソーシャルワーカー」とは何か？
このことを考えるために、ソーシャルワーカーの『倫理綱領』の原点である、専門職とし
ての“ソーシャルワーカー”の発祥の地と考えらえるアメリカに目を向けてみる必要があり
ます。そもそも、現在の意味での“ソーシャルワーカー”という言葉が、最初からあったわけ
ではありません。すると、ここで「“ソーシャルワーカー”とは何か？」という疑問へと導か
れていくことになります。また、その“ソーシャルワーカー”の起源を探ろうとすると、もっ
と歴史を逆もどりし、中世以降のヨーロッパの中で発展してくるキリスト教信者による「慈
善組織協会（Charity Organization Society (COS)）」で働く「友愛訪問員（friendly visitor）
」
の活動にまでさかのぼってみることになるでしょう。ただし、歴史を振り返るのはここまで
にしておいて、２０世紀初頭のアメリカに目を戻してみましょう。
その「慈善組織団体」で働く「友愛訪問員」が、アメリカという新大陸に移入され、その
一つの慈善組織団体で働きはじめた、メアリー・リッチモンドは、サイエンティフィック・
チャリチィという考えをもとに、１９１７年、「診断」という医学用語を用いた『社会診断
（Social Diagnosis）
』をまとめ出版します。その後、『ソーシャル・ケース・ワークとは何
か』を１９２２年に出版しました。ここでは、“ソーシャル・ケース・ワーク（social case
work）”という“ケース”と“ワーク”が分離していて、“ケースワーク（casework）”として定
着するには、その後の発展が必要でした。ここにあらたな造語として、“social caseworker”
という言葉が使われるようになっていきます。その後、“social group worker”, “community
worker” と呼称され、それぞれの専門職団体が誕生します。
「ソーシャルワーカー」の乖離と統合
その後、各専門職団体は、ソーシャルワークの＜方法＞や＜分野＞の違いにおいて、それ
ぞれの“専門性（profession）”を主張し、“乖離”がおきてきます。特に、
「ソーシャル・ケー
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スワーカー」は、本来、その対象者の多くは、自分では声をあげられない、あるいはやって
これない“貧困者”の人たち（インボランタリィ・クライエント）への“友愛訪問（home visit）”
であったものが、社会機関や施設の中の「面接室での一対一の“面接・相談”」が主流となり、
経済的、身体的、精神的にも、その面接（セラピー）にやってくることができ、あるいは、
精神的問題（神経症等）で自分から求めてやってくる“ボランタリィ・クライエント”に対す
るものへと、その対象を特化（専門化）する傾向が現れてきます。“ソーシャルワーク・プ
ラクティス”が、面接室の中での“相談”、“面接”、“セラピー”と同一視されるようになってい
きます。パールマンは、
「ケースワークは死んだ！」という論文を発表し、本来の「ソーシ
ャルワーカーの専門性（professional identity）」に対し警鐘を鳴らしたこともあります。
その後、全米ソーシャルワーカー協会の中に、検討委員会が立ち上がり、バートレット
が代表して、ソーシャルワーカーの“共通基盤（common base）”として、
「知識（knowledge）
」
とともに、
「価値（value）
」の重要性を再評価し、それを『ソーシャルワーク・プラクティ
スの共通基盤』として出版することになったのです。その「価値」を最初においた『全米ソ
ーシャルワーカー協会倫理綱領』がまとめられ、“social worker”という呼称へと統一され、
“National Association of Social Workers (NASW)”（全米ソーシャルワーカー協会）として
発展していくことになります。国際的には、国際ソーシャルワーカー協会（International
Association of Social Workers (IASW)）
、国際ソーシャルワーク学校連盟（International
Federation of School of Social Work (IFASW)）が設立され、
「ソーシャルワークの定義（２
００４年）
」の中に、
「人権（人間の尊厳）と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所
とする基盤である」と謳われることになります。
「価値」とは何か？
これまで、ソーシャルワーカーにとって、「価値」とは何か？わたしたちは、その“答え
（ answer） ”を 求め、その “答え ”を 教えてほ しいと 、 “（価値と は何か）問 い続け る
（ask/question）”こと、その“（正しい）答え”を求め続けてきました。では、ここで「「価
値」とは何か？」を考えてみましょう。その「価値」という言葉は、日本人に比較的なじみ
が薄いかもしれません。しかし、わたしたちも、
「あるもの（こと）が“価値がある”、とか、
“価値がない”」と言うことは、よくあります。それは何を意味しているのでしょうか。たと
えば、あるとき、あなたが「リンゴが好きですか、ミカンがすきですか？」と聞かれたとき、
どのように答えますか。
「リンゴがすきです」、
「ミカンが好きです」、あるいは「どちらも好
きです」
、
「どちらも嫌いです」と答えるかもしれません。おそらく多くの人は、
「どちらも
好きです」と答えるでしょう。
では、あなたが「クラッシクが好きですか、ヒップホップが好きですか」と聞かれたらど
うでしょう。今度は、おそらく、その答えは人によって分かれるでしょう。
「クラッシクが
大好きです。ヒップホップなんてくだらないよ」と言うかもしれません。つまり「わたしに
とって、クラッシクが大好きです（非常に価値／意味があります）、ヒップホップは大嫌い
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です（まったく価値／意味）がありません）
」という意味でしょう。あるいは「もちろんヒ
ップホップだよ、クラッシックなんてクールじゃないよ」と言うかもしれません。つまり「わ
たしにとって、ヒップホップが大好きです（非常に価値／意味があります）
、クラッシック
は大嫌いです（まったく価値／意味）がありません）」と言うかもしれません。
その「価値」
（以下、ここでは「価値（values）ある」と「意味／意義（meanings）ある」
という語句が同じもの・ことを指しているとします）については、以下のような二つの考え
方があります。一つは、人の考えや好みにかかわらず、すべての人にとって、そのもの・こ
とに「“絶対的”な価値」がそなわっているという考え方があります。つまり、人がなんと言
おうと、ある・ことものの“価値”は、すべての人にとって、“絶対的”“普遍的”なものである
という考え方です。二つ目は、あるもの・ことの“価値”は、人によってちがいがあり、
「“相
対的”な価値」であるという考え方があります。
ローエンバーグ他（Loewenberg 他、２０００年）は、
「価値（value）
」とは「良いこと、
あるいは望ましい行いを選択する基準あるいは指針となる好み（preferences）である」と
定義しています。すると、
「価値」とは人によってそれぞれ、
「あるもの（こと）」がその人
にとって“好き”であったり、“嫌い”であったりと、異なっているのが当然だとということに
なります。つまり、あるもの・ことに対する、その「価値／意味」は、ひとそれぞれ“相対
的（選択基準）である”ということになります。ある人にとっては、
「クラッシクが大好きで
す（非常に価値／意味があります）
、ヒップホップは大嫌いです（まったく価値／意味）が
ありません）
」と言うでしょう。また、他の人にとっては、
「ヒップホップが大好きです（非
常に価値／意味があります）
、クラッシックは大嫌いです（まったく価値／意味）がありま
せん）
」というかもしれません。つまり、クラッシクとヒップホップのうち、どちらのほう
が、“価値が高い（意味がある）か、低いか”は、“すべての人にとって絶対的”というより、
“人によって相対的”な価値があると言えるでしょう。
ソーシャルワークの価値はどうなのでしょうか。ソーシャルワークの定義は、「人権（人
間の尊厳）と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である」と言い、そ
の「価値」として“人権（人間の尊厳）”と“社会正義”をかかげています。やはり、ある人か
らみれば、それに賛同する人もいるでしょうし、他の人からみれば、そうでないかもしれま
せん。その意味で、ソーシャルワークの二つの「価値」も“相対的”なものであると言えるの
でしょうか。つまり、それは「相対的価値」であり、どちらでもよいもの（こと）なのでし
ょうか。
「価値を問い、その答えを求めていくこと」対「価値を選び、それに答えていくこと」
先に、人々の“好み（preferences）”によって、あるもの・ことの「価値」は、“相対的
（価値）”であることを示しましました。しかし、そのうち「どの価値が正しいか？」、（教
え欲しいと）“問い続ける”のではなく、つまり、
「正しい価値は何か」を“問う（question）”
ことをひとまず止め、立ち止まります。そして、自らからが「価値」を“選び”“決定し”、そ
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して“覚悟する”、その時、
「
「わたし（I）」が、その「価値（『倫理綱領の原理／原則』）」を選
び、実現していく」
、つまり、自らが、その“問い”に“答える（answer）”ことから出発する
という態度に変わるとどうなるでしょうか。
「価値を問い、その答えを求めていくこと」か
ら、
「価値を選び、それに答えていくこと」に自分をおいてみるのです。つまり、その“問う”
ことをひとまず止めて、それに“答える”ことは、その自らが「選ぶ価値（ソーシャルワーカ
ーの価値と原則）
」の実現を約束し（遵守）
、実践していくとき、その「相対的価値」は、自
分にとって、“人権（人間の尊厳）”と“社会正義”は「絶対的価値」へと変身します。
また、
『ソーシャルワークの倫理綱領』において、その「価値と原則」として、「“社会正
義”とは何か」と、私たちが“問う”ことをもとめているのではありません。
「
「社会正義」とは
何か？」かを、ソーシャルワーカーが問うのではありません。現実の“社会不正義”が、社会
の中の「差別」
「排除」等として、すでに定義されて、それを価値・原則として、ソーシャ
ルワーカー（私）が、
「社会変革」を実現しようとすることで、“答えていく”ことが求められ
ているのです。わたしたちに“問いかけられている”のです。
「“人間の尊厳”とは何か」と問う
ことをもとめられているのではありません。ソーシャルワーカー（わたしたち）が、
「人を
尊重する」ことによって、ソーシャルワーカーは“答えつづけていく”のです。
そのとき、
「私（I）
」は、“ソーシャルワーカーである”と自らを名乗ることになるのです。
そして、その「価値」を選び、それを“遵守”することを宣言し、“約束”し、そこから「ソー
シャルワーカー」になっていくのです。しかし、なを、ソーシャルワークが“できる”ところ
の「ソーシャルワーカー」であるかどうかわかりません。
その態度を変え、その“遵守”を約束することはできます。ソーシャルワーカー協会の会員
になり、“わたしはソーシャルワーカーである”と“名乗る（業務独占ではなく名称独占）”こ
とができるようになります。それが終点ではありません。それは、出発点に立ったことにな
ります。その「
（プロフェショナル／専門職）としての価値（ソーシャルワーカーの価値と
原則」の実現へのプロフェッショナルとして、その価値・原則に「誠実（インテグリティ）
」
に、研鑽を積み重ねて「専門的力量（コンピテンス）」を養い、専門家としての「貢献（サ
ービス）
」を開始します。
つまり、専門家（プロフェッショナル・アイデンティティ）として、人々の差別や格差や
排除等の無い、その社会に対し「社会変革（social change）」
「社会開発（social development）
」
「社会的結束（social cohesion）
」
、対人にたいして「エンパワメント（empowerment）
」
「解
放（liberation）
」を目指し、“答え続けて”いくのです。我が国の「ソーシャルワーカーの価
値と原則・原理」である、
「人間の尊厳（human dignity）」
「社会正義（social justice）」
（
「貢
献（service）」「誠実（integrity）」「コンピテンス（competence）」）、そして「集団的責任
（collective responsibility）
」と「多様性（diversity）」が加えられ、その「価値・原則」と
して、自らが選び、遵守し、実行していきます。
また、ソーシャルワーカーの「価値」の一つである「コンピテンス（専門的力量）」とは、
“できる能力”を示しているのではありません。“できない”かもしません、あるいは“できない”
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からこそ、“できるように努力すること”、
「研鑽をつんでいこうとすること」を“価値”とし、
それを“遵守”し、“研鑽につとめる”、これを「コンピテンス」というのです。たとえば、
「わ
たしは、ソーシャルワークがうまくできます」と自信をもつことというより、「わたしは、
ソーシャルワーカーなのでしょうか？」
「わたしは、ソーシャルワークをやっているのでし
ょうか？」と問う人に、わたしは「あなたは、すばらしいソーシャルワーカーです」と言い
ます。なぜなら、“できない”かもしれない、あるいは“できない”からこそ、“できるように努
める（プロフェッショナル・サービス）”ことを「コンピテンス」というからです。この人
は、「コンピテンス」を価値として自らが選び、それに答えようとしているから“悩む”ので
しょう。
「コピテンス」を価値としている証拠なのです。もし、この「コンピテンス」を価
値・原則としてもっていないと、“悩む”ことはないからです。最後に、最初の“問い”であり、
ここでのテーマでもある「ソーシャルワーカーの「価値」と「コンピテンス」とは何か？」
に対し、自らが“問いつづける”ことから、自らが“答えつづける”ということなのではないで
しょうか。
（日本ソーシャルワーカー協会会報に記載された原稿から）
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資料２．ソーシャルワーカーは「スピークス（発言）」し、「サービス（貢献）」する
ソーシャルワーカーとソーシャルワーカー協会は誰のため？
自分自身に問うてみました。
「ソーシャルワーカーと、そのソーシャルワーカー協会は誰
のため？」すぐに、
「それは、ソーシャルワーカー協会の会員のため」と、自分の中に答え
が返ってきました。ところが、もう一つの声が、自分の中に出てきたのです。
「それは本当？」
このことをあらためて問い直してみたいと思います。といいますのは、最近、テレビや新聞
で見たいくつかの“事件”において、その画面や紙面に、“ひきこもり（者）”という言葉がお
どっていました。この“ことば（名称）”は、ひとつの“ラベリング”なのでしょう。英語には
“ひきこもり”にあたる語句はないと思われますが、英字新聞には“socially recluses”という
語句があてられ、それを和訳すると「社会的隠遁者」ということになるでしょう。
過去には「こじき」
、
「狂人」
、
「精神薄弱（者）」、
「頼病（者）
」等々と、その“ラベリング”
は数え切れません。現在においても、「社会的不適応（者）」、
「社会的落伍（者）」、
「薬物中
毒（者）
」等々と、このインタネットが普及した世界である現代社会の中に流布し、跋扈し
ています。ある一人の“人（者）／人間（person/human-being）”を、たとえば、年齢、性別、
出自、人種等の違いにより、特定のカテゴリー（社会的、文化的、医学的、福祉的カテゴリ
ー）に入れ、そこに名称をつけることで、他の人と区別し、ときには差別し、排除するとい
うことは、古今東西、いつの時代にも、どこの国や地域でも行われてきました。
専門職であるソーシャルワーカーのなかにある差別と排除
それは、専門家（プロフェショナル）であると自負する人たちにおいても例外ではないで
しょう。わたし自身も、その“カテゴリー化”と差別と排除に参画してきたことを思いだしま
す。ソーシャルワーカーとして働き始めたころ、人生の途中で、“身体障害”や“慢性疾患”を
かかえる人たちと“相談”にのってきました。その頃に、ソーシャルワークの「面接技法」の
中に“障害受容（acceptance）”というのがありました。つまり、その“障害”や“疾病”を、そ
の人や家族に“受け入れさせる”ようにすることが、専門家の使命であり任務だと思って援助
してきました。
その頃、日本は高度経済成長に突き進んでいました。また、大きな福祉施設（コロニー）
が建設される時代でもありました。そこへ“入所”し、その中で“適応していく”ためには、“障
害”を自らが受け入れること、“（自己）受容（セルフ・アクセプタンス）”が必要であるし、
そこで“一生生活する”ことが幸せなことであり、その施設はその人たちの“天国”だと思って
いました。その後、“ノーマライゼーション”や“ディ・インスティチューショナリゼーション
（脱施設化）”という言葉が、ひとつの理念であり理想として掲げられてきました。“普通（ノ
ーマル）の人”と同じになること、“普通の生活”を送れるようになることを目標とし、ソーシ
ャルワーカーは“援助（ヘルプ）”する。“普通の人”との違いがあると、その“普通の人”のよ
うに、たとえば、“普通の仕事”につけるよう“就労支援”に向けて“支援”し、その人が“就職で
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きる”と、自分が行った“支援”は「成功（good practice）
」であり、“就職できない”、あるい
は、“就職しても、すぐに止めてしまう”と、「失敗（bad practice）
」だったとがっかりしま
した。
「主張（スピークス）
」と「サービス（貢献）
」
その頃のある日、車いすに乗った人たちが街頭で、「駅に、エレベータをつけろ！」と大
きな声で叫んで、ビラ配りをしているのに出会いました。それを見て、わたしのこころの中
に、
『なぜこのような人たちが、駅にエレベータをつけろ、と主張できるんだろう。そのよ
うなことができるわけないし、そんなお金がどこにあるというんだろう。そんなことを主張
する権利なんてない』という思いが浮かんできたのを、今でもはっきりとおぼえています。
今の多くの人たちは知らないかも知れませんが、駅にエレベータがつくようになったのは、
最初は、一般の人の便利さのためではなく、その人たちの長く苦しい、その“主張（スピー
クス）”と“運動（集団ムーブメント）”があったからだということを・・・。それを「障害者
（ディスアビリティズ）」の人たちを“当事者”といって、その当事者による運動ということ
で、“当事者運動（当事者家族運動）”や“障害者運動”と呼んでいました。その“障害”を持た
ない“普通の人々”は、その人たちの“主張（スピークス）”や“集団運動”を、私自身が感じた
“奇異な目”で見ながら、多くの人たちはそのそばを通り過ぎていく光景がありました。
その頃、そういたった“運動のうねり”は、日本の外では大きく変わってきていました。た
とえば、国連において『人権宣言』にもとづく、人種、年齢、性別、障害等の“違い”にかか
わらず、すべての人々の“尊厳と価値（dignity and worth）”が謳われるようになりました。
その人々の“あるがままの存在（being）”として、その人々を“尊敬”し、“尊重”する。アメリ
カでは、“人種差別”への“（市民権／人権）運動”があり、その余波は世界に広がっていきま
した。その『人権宣言』や“市民権／人権運動”の精神を受け、全米ソーシャルワーカー協会
は、専門職としての専門性を、
『倫理綱領』としてまとめ、それは「前文」
「価値」
「倫理原
則」
「倫理基準」
「行動基準」から構成されています。
ソーシャルワーカーの専門職としての、その６つの「価値」の最初に「サービス（貢献）
」
が掲げられているのです。このソーシャルワーカーとしての「サービス service（貢献）」
は、日本語の“援助／支援（ヘルプ）”を意味しているわけではありません。ソーシャルワー
カーは、人の病気の治療や、人格や行動や考えの変容や、そして身体の機能の回復を目的と
する“援助（ヘルプ）”はできません。そうではなく、その人の“あるがままの存在（being）”
として、その人を“尊敬”し、“尊重”し、差別や排除のない“社会（正義）”を、その人々とと
もに“つくりだす（social change）”専門職として、その時間とエネルギー（いのち）を“サ
ービス（貢献）”するのです。
「ソーシャルワーカーと、そのソーシャルワーカー協会は誰のため？」
：“中核となる任務”
ここでもう一度、最初の自問にもどってみます。
「ソーシャルワーカー、あるいはソーシ
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ャルワーカー協会は誰のため？」
、
「それは、ソーシャルワーカー協会の会員ため」、
「それは
本当？」つまり、ソーシャルワーカーの“任務”、あるいは、そのソーシャルワーカー協会の
“使命”は何か、を自問していることに気づきます。その“任務”については、今回、国際ソー
シャルワーカー協会と国際ソーシャルワーク教育学校連盟が改正した『ソーシャルワーク
専門職のグローバル定義』の中で、詳細に述べられています。その改正の全体の枠組みは、
「定義」
、
「注釈」
、
「中核となる任務」、
「原則」、
「知」、
「実践」から構成されています。その
中の『中核となる任務（core mandates）』の中において、
「不利な立場にある人々と連帯し
つつ、この専門職は、貧困を軽減し、脆弱で抑圧された人々を解放し、社会的包摂と社会的
結 束 を 促 進 す べ く 努 力 す る （ In solidarity with those who are disadvantaged, the
profession strives to alleviate poverty, liberate the vulnerable and oppressed, and
promote social inclusion and social cohesion.）
」と書かれています。つまり、ソーシャル
ワーカーとして３つの“中核となる任務”を謳っているのです。
ソーシャルワーカーの３つの“中核となる任務”
１．貧困を軽減する（alleviate poverty）
２．脆弱で抑圧された人々を解放する（liberate the vulnerable and oppressed people）
３．社会的包摂と社会的結束を促進する（promote social inclusion and social cohesion）
また、
「ソーシャルワーカー、あるいはソーシャルワーカー協会は誰のため？」につぃ
ては、その人々を以下のように明記しています。
「ソーシャルワーカー、あるいはソーシャルワーカー協会は誰のため？」
１．
「社会の周辺においやられている人々（marginalized people）
」
２．
「社会的に排除されている人々（socially excluded people）
」
３．
「社会的に脆弱な人々（vulnerable people）
」
４．
「危機に瀕している人々（people at-risk）
」
そして、ソーシャルワーカーは、
「何について、ソーシャルワーカーはスピークスする
か」については、以下のようなことで事柄を上げています。つまり、“社会変革（social
change）“として何をスピークスし、社会の中の何を変革しくかをしめしています。
「何についてソーシャルワーカーはスピークスするか」
１．
「社会参加への壁（barrier）
」
２．
「不平等（inequality）
」
３．
「
（社会的）不正義（injustice）
」
４．
「ウェルビーイング（well-being）」
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５．
「問題解決能力（problem-solving capacity）
」
６．
「人権（human rights）
」
７．
「構造的条件（structural condition）
」
「ソーシャルワーク・スピークス」
そして、
「誰に向けてスピークス（発信）していくか」については、“社会のすべてのひと
びとへ”、ということになるでしょう。たたえば、
「全米ソーシャルワーカー協会」は、Social

Work Speaks（ソーシャルワークからの提言）を社会に向けて発信しています。その項目の
幾つかを書き出してみました。

Social Work Speaks（ソーシャルワークからの提言）（第１１版、２０１８－２０２０年）
からの抜粋
*Aging and Well ness, *Capital Punishment and the Death Penalty, *Child Abuse and
Neglect, *Civil Liberty and Social Justice, *Community Development, *Crim Victim
Assistance, *Disaster, *Early Childhood Care and Service, *Education of Children and
Adolescents, *Family Violence, *Foster Care and Adoption, *Genetics, *Health Care,
*Homelessness, *Immigration and Refugees, *International Policy on Human Rights,
*Racism, *Workplace Discrimination, *Women’s Issues, *Family Violence, *Lesbian, Gay,
and Bisexual Issues, *Transgender and Gender Nonconforming People, *Mental Health,
*People with Disabilities, *Substance Use Disorder Treatment, *Social Work in the
Criminal Justice System, *School Violence, *Youth Suicide.
ソーシャルワーカーの専門価値：
「サービス」「コンピテンス」「インテグリティ」
最後にあらためて、ソーシャルワーカーの“任務”のエッセンスが凝集され、まとめられて
いる『倫理綱領』の中の「価値」と「倫理原則」を、ここで再確認して[おわり]とします。
たとえば、全米ソーシャルワーカー協会の『倫理綱領』の最初に掲げられている「価値」の
最初は、
「サービス（貢献）
」です。我が国の『倫理綱領』は３番目に書いてあります。１９
９７年、日本ソーシャルワーカー協会の国際委員会が全米ソーシャルワーカー協会の『倫理
綱領』を翻訳し出版しています。その「協会」の設立の理念を示す７つの「価値」は、２０
１９年現在も変わることなく引き継がれています。その価値「サービス」の箇所を見ますと、
その説明としての倫理原則は次のように書かれています。
「ソーシャルワーカーの第一義的
目標は生活上の問題をもつ人々を援助し、社会の問題について発言することである。
」
ソーシャルワーカーの専門価値としての「貢献（サービス）
」と、その倫理基準
全米ソーシャルワーカー協会
Value: Service
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Ethical Principle: Social worker’s primary goal is to help people in need and to address
social problems.
日本ソーシャルワーカー協会
価値：貢献（サービス）
倫理基準：ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。
つまり、我が国のソーシャルワーカーの“中核となる任務”は、二つの基本的価値である「人
間の尊厳」と「社会正義」を“実現することに貢献する”ことと謳われているのです。そこで、
我が国のソーシャルワーカー、そして、そのメンバーとするソーシャルワーカー協会の“中
核となる任務”は、二つの基本的価値を書き加え、“貢献（サービス）する”を、最後につけて
一つの文章にしたものだといえるでしょう。
我が国のソーシャルワーカーの“中核となる任務”としての「貢献（サービス）」
ソーシャルワーカーは、すべんの人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗
教的文化的背景、社会的地位、経済的状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在とし
て尊重し、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づ
く社会正義の実現をめざすことに貢献する。
同じように、我が国のソーシャルワーカーの“中核となる任務”としての他の二つの「価値」
である、
「コンピテンス（専門的力量）」、
「インテグリティ（誠実）
」においても、基本的価
値（
「人間の尊厳」
「社会正義」
）に対し、「常に誠実である」
、そして「専門性を発揮し、そ
の専門性を高める」ということが、我が国のソーシャルワーカーの“中核となる任務”として
謳われているのです。
最後に、
「ソーシャルワーカーと、そのソーシャルワーカー協会は誰のため？」、
「それは、
ソーシャルワーカー協会の会員ため」、
「それは本当？」という先の自分自身への問いに、“こ
とばによる回答や説明”をしていくのではなく、ソーシャルワーカーとしての実際の実践（プ
ラクティス）
、行動（アクション）
、活動（アクティビティ）、社会への主張（スピークス）
によって、社会の中の人々の“貧困を軽減する”、“脆弱で抑圧された人々を解放する”、“社会
的包摂と社会的結束を促進する”ために、自分の“時間と命”をかけて貢献（サービス）し、専
門的力量（コンピテンス）を高め、人の尊厳と社会正義とする基盤からぶれることなく『倫
理綱領』に誠実（インテグリティ）でありつづけるということなのではないでしょうか。
（日本ソーシャルワーカー協会会報に記載された原稿から）
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資料３．我が国のソーシャルワーカー倫理綱領と全米ソーシャルワーカー倫理綱領の比較
１．ソーシャルワーカーの専門性と倫理綱領
かなめ

専門性の 要 としての価値
先の第２章において、ソーシャルワークの専門性を定義し、その構成要素としてソーシャ
ルワークの専門価値、専門機能、専門知識、専門技術の４つを挙げ、概略図として図（ ）
を提起した。以下、第４，５，６、７章において、専門性の４つの各構成要素を詳述する。
先ず、本章の第３章ではソーシャルワークの専門価値について説明を加える。ソーシャルワ
ークの専門価値は、多様なソーシャルワーク実践の方法や分野におけるソーシャルワーカ
かなめ

ー専門職同一性の共通基盤としての専門性の 要 の中の要となる。
第２章において、
「ソーシャルワークの３つの方法の乖離」で述べたように、ソーシャル
ワークの３つの方法が発展することによって、ケースワーカー、グループワーカー、あるい
はコミュニティ・オーガニゼッション・ワーカーとして教育を受けた実践者は、専門的力量
( competence )として、自分が習ったその一つの方法だけを用いることにこだわるようにな
った。ソーシャルワーカーが提供できる特定の種類の援助に適合するクライエントを、ソー
シャルワーカー達が求めるようになった。その結果、特定のソーシャルワークの方法や技術
によって援助可能なクライエントを限定的に範疇化し、クライエントがその範疇に対応し
ているかどうかによって、クライエントからの申請を受け入れ、あるいは拒否することが起
きるようになった。保健医療機関で働く医療ソーシャルワーカーあるいは精神科ソーシャ
ルワーカーは、問題を理解して言語化することができ、クライエント－ワーカー関係を建設
的に利用できるほどの十分な自我の強さを保持しているクライエントを求めることとなっ
た。
クライエントに応じて、ソーシャルワーカーの専門力量を発揮し、クライエントに応じて
ソーシャルワーカーの力量を発展させようとするのではなく、ソーシャルワーカーがあら
かじめ特定の方法と技術におけるソーシャルワーカーの専門性を限定し（the method-and-

skill model）、そのワーカーの専門知識と専門技術に適合するクライエントをソーシャルワ
ーカーの方が選別することが起きるようになった。ソーシャルワークの３つの方法や技術
に応じて専門職化や専門分派化し、その３つの方法に応じて別々の専門家へと分化、あるい
は分派し、ソーシャルワーカー専門職間に乖離が生じ、クライエントの多様な問題やニーズ
に応じて、ソーシャルワーカーの専門性を発展させてきたという本来一つの専門性と専門
家であるべきソーシャルワーカーが、その専門的同一性（professional identity ）を失うこ
ととなった。図（2.5）を用いて示すと、以下の図（１）となる。
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図（１）ソーシャルワーク専門性
[ Profession 専門性 ]

[ Professionals 専門職 ]

Professional Knowledge
ソーシャルワーク専門知識

Social Worker
ソーシャルワーカー

Professional Skills
ソーシャルワーク専門技術

ソーシャルワーカー間の専門分化と分派化は、ソーシャルワークの理論や技術を専門性
として極度に強調し、その理論と技術の深まりを、ソーシャルワーカーの専門性が高いと判
断する基準とした結果でもあった。ソーシャルワーク専門性の＜知識・技術中心
（knowledge-skill centered）＞と考えることができる。一方において、ソーシャルワーク
の方法と技術においてソーシャルワーカー間で乖離が生じた、他方では、ソーシャルワーク
の専門分野（settings）において、家族福祉ソーシャルワーカー、司法ソーシャルワーカー、
生活保護ソーシャルワーカー等の特殊の分野（the particular field）のソーシャルワーカー
が専門分化や専門分派し、ソーシャルワーカーの専門的同一性を失い、ときに利害を争い、
拮抗することもあったことも第１章で指摘した。
ソーシャルワークの“共通基盤”の重要性を指摘したのが、１９７０年、全米ソーシャルワー
カー協会（National Association of Social Workers (NASW)）から出版されたバートレット
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（Bartlett）の『ソーシャルッワーク・プラクティスの共通基盤（The Common Base of Social

Work Practice）』である。この本の重要なことの一つは、ソーシャル・“ケース”・ワーク、
あるいは、ソーシャル・“グループ”・ワーク、あるいは、“コミュニティ”・ワークといった、
「ソーシャル」と「ワーク」の間にある、ケース（個別）、グループ（集団）、コミュニティ
（地域）といった文言を取って、
「ソーシャルワーク」と一字にし、ひとつの専門性であり、
専門職であることを示そうとしたことにある。その“共通基盤（the common base）”を共有
するかぎり、それは一つのまとまった方法であり、一つの専門性であり、一つの専門職であ
り、それを「ソーシャルワーク」
、
「ソーシャルワーカー」と呼ぶことができるとしたことに
ある。ひとつの専門家である「ソーシャルワーカー」の、その実践を、それぞれ“ケース・
ワーク”“グループ・ワーク”“コミュニティ・ワーク”と呼ぶのではなく、
「ソーシャルワーク・
プラクティス（Social Work Practice）
」と一言で呼ぶことに統一したのである。次に重要な
ことは、その共通基盤に、
「
（専門）知識（（Professional）Knowledge）
」とともに、
「（専門）
価値（
（Professional）Values）をソーシャルワークとソーシャルワーク・プラクティスの原
理／原則（Principle）とすることとし、その重要性を指摘したことである。
『ソーシャルワーク実践の共通基盤』の付録において、
「ソーシャルワーク実践の定義に
関する起案」を提示している。その定義の起案を提示するにあたって、その序文において、
次のように述べている。
ソーシャルワーク・プラクティス（social work practice）は、他の専門職の実践と同じよう
に、
価値
（value）
、目的（purpose）
、認可
（sanction）、知識（knowledge）
、そして方法（method）
の総体（constellation）として理解されるものである。その一部からだけでは、ソーシャル
ワーク実践の本質を示すことはできない。しかし、ここで述べられるそれぞれの部分はソー
シャルワークに不可欠なものである。
つまり、“ソーシャルワーク・プラクティス”を構成する部分、たとえば、“方法”、“理論”、
“技術”“分野”等のひとつを取り出し、“・・・理論がソーシャルワーク・プラクティスである！”、
“・・・技術がソーシャルワーク・プラクティスである！”、あるいは“・・・分野がソーシャ
ルワーク・プラクティスである！”というとことはできない。ソーシャルワーク・プラクテ
ィスは、幾つかの部分からなる“総体（constellation）”である。その部分は、ソーシャルワ
ークにとって、それぞれ不可欠である。部分だけをとりだし、定義しようとすると、その本
質からかけはなれたものとなる。ソーシャルワーク・プラクティスの定義をするための、そ
の複合的な側面とは以下の６つであると述べている。
１．価値（Value）
２．目的（Purpose）
３．認可（Sanction）
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４．知識（Knowledge）
５．方法（Method）
６．教育、研究、管理（Teaching, Research, Administration）

ソーシャルワーク実践（バートレット）

ソーシャルワーク実践の要素

価値の体系

知識の体系

介

入

ケーワーク専門家である「ケースワーカー」、グループワークの専門家である「グループ
ワーカー」
、コミュニティ専門家である「コミュニティワーカー」といった、その＜方法＞
によって“乖離”する専門家ではなく、あるいは、
「児童ソーシャルワーカー」
「医療ソーシャ
ルワーカー」
「学校ソーシャルワーカー」
「高齢者ソーシャルワーカー」といった＜分野＞で
“乖離”する専門家ではなく、つまり、その方法や分野における「スペシャリスト」として専
門性（プロフェション）
）を“乖離”するのではなく、その＜方法＞や＜分野＞にかかわらず、
その「専門価値」
「専門機能」
「専門知識」
「専門技術」を共通基盤（common base）とする
「ジェネラリスト」としての“ソーシャルワーク専門家（プロフェショナル）”という考え方
が発展してきたのである。その新たな“ソーシャルワーク専門家”を図（ ）として示してお
こう。
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図（ ）ソーシャルワーク専門性の共通基盤
[共通基盤としての専門性]

[ 専門家 ]

ソーシャルワーク専門価値

ソーシャルワーク専門機能
専門家
ソーシャルワーカー
ソーシャルワーク専門知識

ソーシャルワーク専門技術

そこで、新たな“ソーシャルワーク専門家”は、専門家としての「技術」や「知識」の専門
性とともに、専門家としての「価値」と、その価値に基づく「機能」を共通の基盤の原則と
しようとするものである。その専門家の同一性（アイディンティティ）とらえ方の違いを図
（ ）で示してみよう。
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図（ ）専門家同一性（アイデンティティ）の捉え方

[専門家同一性]

[専門家同一性]

[専門性]
専門価値

Ａ

Ｂ

専門機能

[専門性]
専門知識
専門技術
「専門性」の基盤である「知識」と「技術」の側面（下から）から見ると、その専門家は
同じ（○）として見えてくる。ところが、「価値」と「機能」の側面から見ると、二人の専
門家は違って見える。左は、□であり、右は△である。つまり、その二人を全体から見ると、
それぞれ違ったもの（者）である。つまり、全体としての専門職アイデンティティは異なっ
ている。
以上の二人の専門家の違いを理解するために、ある“原子力”に関して広い「知識」と高い
「技術」をもっている二人の科学者を考えてみよう。一方の科学者は、“多くの人を一度に
殺すことのできる原子爆弾をつくるために、その広い知識と技術をつかりたい”と考えてい
るとしよう。他方の科学者は、“人びとの平和と幸福のために、その広い知識と技術をつか
いたい”とかんがえているとする。つまり、その二人の科学者では、
「知識」と「技術」は広
く高いのもをもっているが、その科学者の知識や技術をつかう、その“使命”や“意義”は異な
っている。つまり、その科学者の専門家としての基盤である「価値」と「機能」がことなっ
ているのである。特に、この「価値」の重要性が、専門性を考えるうえで重要になることが
わかる。
ソーシャルワーク・プラクティスにおける、この違いは、“児童虐待”のソーシャルワーク・
プラクティスの理論（知識）とその技術に関すると違いとなって、あらわれてくる。それを
図（ ）に示しておこう。
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図（）二人のソーシャルワーカーのソーシャルワーク・プラクティスの違い
[専門性]

[専門家]

専門価値
親の人格と行動に問題

専門機能
親の人格と行動を変容する治療者

専門家Ａ

専門知識
カウンセリングと人格理論

専門技術
共感技法、傾聴技法、面接技法

専門価値
児童の人権

専門機能
人権擁護、通報システム整備、保護

専門家Ｂ

専門知識
基本的人権、社会資源、制度

専門技術
共感技法、評価技法、政策策定
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一方は、
「親の人格と行動」の変容をもとめるための、その知識と技術をもちいるが、他
方は、
「児童の人権」をまもるための、その知識と技術をもちいることになる。

価値・倫理とは何か
ソーシャルワーク専門価値が専門性における要であることを述べてきた。では、ソーシャ
ルワーク専門価値とは何か、この疑問に答えることが次の課題となる。そこで、ソーシャル
ワーク専門価値を考える前に、先ず、価値・倫理とは何か、を整理しておこう。
あるデパートのオモチャ売り場でのことである。突然、小さなこどもが
握っていた母親の手をはなして駆け出した。あでやかな青色のドラエモン
のオモチャを手にとって、小さな手で胸にだきかかえた。「いけません！も
のを盗っちゃいけないでしょう！」母親の大きな叱責の声が聞こえた。は
じけるようにその子供は大きな声で泣き出した。
お金を払わないでオモチャを盗み、法律に反し罰を受けるという理由から、母親は子供を
叱ったのであろうか。おそらく法律や規則以前のこととして、やってよいこと、やっていけ
ないことを、その母親は子供に教えたかったのではないであろうか。法律があり、規則があ
り、それに反すると罰せられるから、あるいは自分にとって得だから、損だからということ
で、人は自らの考えや行動をすべて律しているわけではない。法律・規則遵守、損得勘定以
前に、人間としての基本的なこととして、やってよいこと、やっていけないことを、自らが
判断し行動するようなところが人間にはある。
ローエンバーグ他（２０００年）は、価値（Values）とは「良いこと、あるいは望ましい
行いを選択する基準あるいは指針となる好み( preferences )である」と述べている。つまり、
価値は論理的思考や合理的判断といった客観的に言葉で説明できるというより、思考や言
葉以前のものとして、自らの中から湧き上がってくる主観的で、その個人特有の衝動、欲求、
感情に近いものであると言えよう。ある人は『うまく言えないけれども、どうしてもそうし
なければならないと、自分の中で何かが叫ぶんです！』という。また、ある人は『それをし
なければ、わたしでなくなってしまう！』と、自分自身が何者であり、何を使命とすべきか
といった、価値は自らのアイデンティテーとも深くかかわっていることを推測させる。言葉
では表現することが難しいが、あるいは言葉以前のものとして、人間の中に存在する根源的
なもの、それをエートスとも呼ぶこともある。個人の考えや行動を導くとともに、人々から
構成される社会から湧き上がってくるとき、その社会を大きく変革するエネルギーとなる
ことがある。人間のその強力なエネルギーは、文明や国家を大きく変え、新しい社会をかた
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ちづくり、歴史的社会変革を成し遂げてきたとも言える。
個人価値と専門価値
ソーシャルワークの価値は専門家の保持する価値であり、専門価値を意味する。個人が抱
く価値観と、ソーシャルワーカーである専門職として保持する価値とは同じものであろう
か。ある社会福祉施設で働く人が、
「人に対して、やさしくあたたかい心で接しなければな
りません」
「おたがいにあいさつをし、笑顔を絶やさず、きちんとしたマナーを守って行動
することが必要です」
「ことば使いは丁寧に、礼儀をわきまえて話すようにこころがけてい
ます」と言われたことがある。この方が言われるように、正しいマナーをまもり、すべての
人に対しやさしく接しようとするパーソナルで個人的な価値観や倫理的、道徳的行為は美
しいものであり、賞賛されてよいことであろう。しかし、ここで議論しようとしていること
は、すべての人にたいする日常的行為に関する個人的道徳観・倫理行為としての個人価値に
ついて議論しようとしているわけではない。
（下図（左図））。
個人価値・個人倫理

専門価値・専門職倫理

専門職組織

不特定の人々

専門関係

特定の利用者

専門家

ここでは、一人の専門職、プロフェッショナルとしての専門価値、専門職倫理を考える。
専門価値は個人価値とどのような違いがあるのであろうか。専門機関や専門施設で働く専
門家として対象とする特定の個人や人々である「患者（ペイシェント）」や「利用者（クラ
イエント）
）
」に対し、その個人や人々に対して行った自らの専門実践行為（サービス）に関
し、その特定の個人や人々にたいして、自らの専門倫理責任を取るとことになる専門価値に
ついてである（上図（右図）
）
。専門家がすべての人に対してこころやさしい人であるか、礼
儀正しいかといったことが問題とされているわけではない。
たとえば、医療の専門家である医師は、病気をかかえるすべての人に対し、病気を治療し
専門治療を行うべきであるという倫理的責任を負っているわけではない。病気をかかえる
人が、その医師のところに来て、その人がその医師の「患者（ペイシェント）」となったと
き、その「患者」に対し専門治療を行い、その治療経過と結果に対し、その医師は責任をと
ることとなる。基本的に、専門価値・専門倫理とは、医師が治療を行う「患者」であり、
「ペ
イシェント」にかかわることで成立する。同様に、ある個人あるいは人々が、社会福祉専門
職が提供する専門サービスを利用する人となり、相互に専門関係が成立するとき、その人は
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「利用者」であり、
「クライエント」と呼ばれることなる。その「利用者」あるいは「クラ
イエント」に対して、社会福祉専門家は専門倫理的責任を負うこととなる。ときに、
「クラ
イエント」を取り巻く両親や関係者に対し、あるいは、同僚や他の専門職に対し、専門倫理
的責任を負うこととなる。
生命倫理と社会倫理
ソーシャルワーク専門価値は、医療分野で働く専門家の保持する価値と同じものであろ
うか。人間は生物のひとつの種として、自然の中で命を与えられた生命体であるとともに、
人々によってつくりあげられた現実の社会の中で生活する社会的存在でもある。医学とそ
の医療は前者を主に対象とし、身体の高齢化や病気といった生命にかかわる価値と倫理に
関する生命倫理を問題とする。社会福祉は後者を主に対象とし、社会の中で生活する人の尊
厳と社会の中の貧困、差別、隔離等の社会の中における不正義といった価値と倫理に関する
社会倫理を問題とする。医療の専門家は、人間を含めたあらゆる生物にそなわった命である
その生命を守り、その生命を奪うかもしれない病気を治療し、その生命と健康を維持するこ
とを第一の使命とする。社会福祉の専門家は、社会の中で生活するすべての人をかけがいの
ない存在として尊重し、貧困、差別、隔離等のない社会の実現に向けて貢献することを使命
とする。
生命倫理と社会倫理を理解するため、
『保健医療ソーシャルワーク実践』
（２００４年）の
中で、ソーシャルワーカーの価値と倫理について説明したときの例をここでも引用する。小
学校３年生の春に教室で発作で倒れたＡ君の例を考えてみよう。近くの病院で診察を受け、
てんかんと診断を受け、服薬治療が開始された。診断名を聞いた母親はショックを受け、父
親も、子どもの病気に自分に責任があるのではないかと自分自身を責めた。学校の先生に知
らせるべきか、両親は悩んだ。学校に知らせるとクラスの中でいじめを受けるのではないか、
将来の就職、結婚はどうなるのか、と両親の悩みは広がっていった。Ａ君と両親は、
「病気」
のことを心配するとともに、学校、就職、結婚といったＡ君と家族の今後の「社会生活」に
ついても悩むことになった。
人間は生物的存在として、この世に生（生命）を受けるとともに、社会的存在として現実
の社会の中に生（社会生活）を与えられる。人間の生命、他の生物の生命も含め、その“生
命”は普遍的な事柄である。人間は、生物に普遍的な“生命”を与えられるとともに、“社会”の
中でその“生命”を生き抜き、その命を全うする存在でもある。しかし、その“社会”は、その
人の生を受けた国、制度、文化、宗教等において多様な現実のものとなる。たとえ、同じ“社
会”に生を受けても、個々人の「社会生活」は千差万別となる。裕福か貧困か、都会か地方
か、教育、職業、風習等、限りなく、その社会的存在としての現実の社会生活は個別的なも
のである。ある「病気」は、裕福か貧困か、都会か地方か、教育、職業、風習等の違いにか
かわらず罹る。その同じ「病気」であっても、その「病気」の患者・家族の生きる「社会生
活」の中では、個々人にとって全く異なった意味をもつことになる。たとえば、治療代を困
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難なく支払える人、治療代の支払いに苦悩する人と、その社会生活の様は異なったものとな
る。
「病気」は、生命体として同じ病態であっても、その人の「社会生活」の中では個々人
によってまったく異なった意味をもちうる。また「病気」を抱える患者の家族への影響は計
り知れない。「病気」に対する社会の反応としての“社会的偏見”は、その問題が患者の生命
体の中にあるのではなく、患者・家族を取り巻く社会の人々や社会制度の中に“病巣”が存在
することもある。その“病巣”を取り除くため、その患者の「病気」の医療的な治療だけでな
く、その社会の人々や社会制度のかかえる“病気”に対し働きかけ、その“治療”に取り組まな
ければならないときがある。医療における人間の「生命に関する価値・倫理」と社会福祉や
ソーシャルワークにおける人間の「社会に関する価値・倫理」の両者が求められる。“人間
の生命”に関わる「医の価値・倫理」と“人間の社会”に関わる「ソーシャルワークの価値・倫
理」があり、以下は後者に焦点を当て議論をすすめる。
ソーシャルワークの価値と倫理
２０００年１０月 日、カナダ、モントリオールにおいて、国際ソーシャルワーカー協会
と国際ソーシャルワーク学校連盟は、共同国際会議を行い、
「ソーシャルワーク専門性の定
義」と「ソーシャルワークの価値」を採択した。２００４年１０月、オーストラリアにおい
て、国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校協会(IASSW)共催、
Global Social Work Congress 2004（ソーシャルワーク国際会議２００４）が開催された。
その総会において、
「ソーシャルワークの定義」と「ソーシャルワークの価値・倫理原則」
の最終案１）が提起され、採択された。国際ソーシャルワーカー連盟（ＩＦＳＷ）と国際ソ
ーシャルワーク学校協会（ＩＡＳＳＷ）との合同によるソーシャルワーク国際会議(Global
Social Work Congress)が 2004 年 10 月にアデレードで開催され、従来の倫理綱領（１９９
４年、スリランカにおいて採択）を破棄し、新たにより簡潔となった「ソーシャルワークの
価値・倫理原則(Proposal for a new Ethical Document, Agenda Item 11.1)」１）を「ソー
シャルワークの定義(Definition of Social Work)」とともに採択した。Human Rights and
Human Dignity と Social Justice の二つの価値としてまとめられた。
わが国においても、４専門職団体（日本ソーシャルワーカー協会、日本社会福祉士会、日
本精神保健福祉士会、日本医療社会事業協会）が共通のソーシャルワーカー倫理綱領（価値・
倫理原則）制定に向け協議を重ね、2004 年、日本ソーシャルワーカー協会、日本社会福祉
士会、日本精神保健福祉士会、日本医療社会事業協会、４団体が最終案としてソーシャルワ
ーク倫理綱領をまとめた。我が国は、「貢献」「社会正義」「人間の尊厳」
「誠実」
「専門的力
量」をソーシャルワークの価値とした。そこで、諸外国とわが国のソーシャルワークの価値
と倫理原則を比較し、その構成と内容を明確にする。
ひとつの例として先ず、全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領（Code of Ethics of the
National Association of Social Workers（ＮＡＳＷ））の構成を見ておこう。ＮＡＳＷ倫理
綱領は大きく４つの部分から構成されている。前文、倫理綱領の目的、価値と倫理原則、倫
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理基準と行動基準である。価値として、１．サービス、２．社会正義、３．人の尊厳と価値、
４．人間関係の重要性、５．誠実、６．専門的力量の５つである。倫理基準において、ソー
シャルワーカーの倫理責任として、１．クライエントに対する倫理責任、２．同僚に対する
倫理責任、３．実践現場に対する倫理責任、４．ソーシャルワーカー専門職に対する倫理責
任、５．ソーシャルワーカーの専門性に対する倫理責任、６．社会に対する倫理責任の６つ
である。倫理綱領の項目は表（４）で示される。
表（４） 全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領の項目
Ⅰ. 前文 （Preamble）
Ⅱ. 目的（Purpose of the NASW Code of Ethics）
Ⅲ. 価値（Values）と倫理原則（Ethical Principles）
1. サービス（Service）
2. 社会正義（Social Justice）
3. 人の尊厳と価値（Dignity and Worth of the Person）
4. 人間関係の重要性（Importance of Human Relationships）
5. 誠実（Integrity）
6. 専門的力量（Competence）
Ⅳ. 倫理基準（Ethical Standards）と行動基準（Ethical Conducts）
１．ソーシャルワーカーのクライエントに対する倫理責任
２．ソーシャルワーカーの同僚に対する倫理責任
３．ソーシャルワークの実践現場に対する倫理責任
４．ソーシャルワーカーの専門職に対する倫理責任
５．ソーシャルワーカーの専門性に対する倫理責任
６．ソーシャルワーカーの社会に対する倫理責任
原文[付録（ ）]
つまり、ソーシャルワーカー倫理綱領とは、先ず簡潔な単語で宣誓される６つの言葉から
なる価値が最初にくる。次いで、その各価値を文章で説明した６つの倫理原則がある。次ぎ
に、その価値と倫理原則に則り、クライエント、同僚、実践現場、専門職、専門性、社会に
対するソーシャルワーカーの倫理責任として倫理基準が説明されている。その倫理基準に
則ったソーシャルワーカーの具体的行動が行動基準として詳述されている。以上のように、
倫理綱領は体系化され、その全体構成を総合的に理解する必要がある。その全体構成を概略
化したものが図（５）である。
図（５）全米ソーシャルワーカー協会倫理綱領の構成
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価値
（Values）
倫理原則
（Ethical Principles）

倫理基準
（Ethical Standards）
行動基準
（Ethical Conducts）

ソーシャルワークの使命と価値の関係
全米ソーシャルワーカー協会倫理綱領の前文（Preamble）の中で、ソーシャルワークの
使命と価値の関係について次のように述べている。まず、ソーシャルワーク専門職の使命と
は何かを明記している。
全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領の前文の一部
ソーシャルワーク専門職の基本的使命は、社会的に弱く、抑圧され、貧困の中で生きている
人々のニーズとエンパワメントを特に配慮しながら、すべての人々の基本的ニーズに対応
する援助を行い、ウェル・ビイーングを高めることである。
その使命と価値については、
「ソーシャルワーク専門職の使命は、核となる価値に基づく
ものである。
」と述べている。
ソーシャルワークの専門価値の４カ国比較
ソーシャルワーク専門価値に関し、全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領、英国ソーシ
ャルワーカー教会の倫理綱領、わが国専門職４団体倫理綱領を比較したものが表（６）であ
る。
表（６）４カ国のソーシャルワーカー倫理綱領における価値の比較
アメリカ

イギリス・オーストラリア

日本

Service

Service to Humanity

貢献

Social Justice

Social Justice

社会正義

Dignity and Worth of the Person

Human Dignity

Importance of Human Relationships
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人間の尊厳
--

Integrity

Integrity

誠実

Competence

Competence

専門的力量

全 米 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 協 会 倫 理 綱 領 は ６ つ の 価 値 か ら な り 、「 人 間 関 係 の 強 調
（Importance of Human Relationships）」に関する価値が、他の３カ国（イギリス、オー
ストラリア、日本）の５つの価値から構成される倫理綱領より、１つ多い。友愛訪問員から
リッチモンドの「ソーシャル・ケース・ワークとは何か」に至り、その後のケースワークの
発展を経て、そのケースワークにおける“関係性の強調”が伝統的に強いからであろうと推測
する。５つの価値（
「貢献」
「社会正義」
「人間の尊厳」
「誠実」
「専門的力量」
）は４カ国共通
である。ただし、５つの価値に関する表現に多少の違いが見られる。たとえば、アメリカは
Service、イギリスとオーストラリアは Service to Humanity となっている。また、イギリ
ス・オーストラリアは人間の尊厳（Human Dignity）と表現されているが、アメリカは人
間（Human）という言葉が避けられ、人（Person）という言葉に変更されている。アメリ
カの方が、性別（ジェンダー）用語に関してより敏感であり、たとえば、近年、会議等にお
いて「議長ありがとうございます」というとき、“Thank you, chairman!”とは言わないで
“Thank you, chairperson!”と言うことがある。議長は男性（man）とは限らないからであ
る。そこで、性別の差別感を配慮し、倫理綱領の中では、「人間（Human）
」という言葉に
ある“man（男性）”という言葉を避け、
「人（Person）」という言葉が使用されていると推測
できる。
わが国のソーシャルワークの価値に関する日本表現として、たとえば、Service

を「貢

献」
、Integrity を「誠実」
、Competence を「専門的力量」となっている。ソーシャルワー
カーの価値と倫理について、
『保健医療ソーシャルワーク実践』
（２００４年）の中で、日本
人にとってこの３つの英語（Service, Integrity, Competence）を日本語に翻訳することは
困難が伴うことを指摘した。その説明をこころみてみよう。
① Service（
「貢献」
）
全米ソーシャルワーカー協会倫理綱領において、ソーシャルワークの価値の最初に「サー
ビス( Service )」が掲げて有る。日本人にとって、“サービス”とは「顧客サービス」を意味
することが多く、売り手が買い手に良い印象を与えることを目的としたものであると理解
する傾向があり、ソーシャルワークの価値としての「Service」の本来の意味を理解するこ
とが困難となることがある。ソーシャルワークの価値としての英語の意味する「Service」
は、顧客サービスとは関係がない。北米の文化とわが国の文化の源が異なり、外国の社会や
文化の底に流れる基本的価値に関することを理解することでは困難が伴うときがある。
「サ
ービス」についての戸惑いも、西洋の文化的背景とヨーロッパやアメリカの歴史を振り返る
ことが必要であろう。過去のヨーロッパとアメリカ合衆国においては、個人の利害を超えて、
自らの生命を投げ打って、人間の「平等 (Equality)」や「自由 ( Liberty )」といった普遍
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的な“価値”を守るため、市民が戦い抜いたという歴史がある。個人の利害を超えて、目に見
えない“価値”のため、自ら命を賭して、その価値を実現してきたというヨーロッパや北米の
歴史は、日本とは多少異なっている。また、キリスト教におけるミサを“Service（サービス）”
と呼ぶことがある。人間の基本的人権や社会正義といった価値は、“現実の社会”（国、地域、
学校、職場等）の中で、人々自らが、その現実の社会で勝ち取り、守り抜き、実現していく
ものであるということを欧米の歴史は物語っている。
ソーシャルワーカーが、個人の利害を超えて、目に見えない“価値”である基本的人権や社
会正義の実現に、自らの時間と活動をささげる（貢献する）こと、これを「サービス（Service）
」
という。イギリスとオーストラリアの倫理綱領では、「人間性へのサービス( Service to
humanity )」と表現されている。その倫理原則において「仕事の中では、個人的目標、個人
的考え、個人的優位さを考慮する前に、ソーシャルワーカーは人間性へのサービスを優先す
る」
、
「人間のウエル・ビーイング( human well-being )と社会正義( Social Justice )へのサ
ービスを、ソーシャルワーカーはなによりも優先する」と明記している。倫理綱領の倫理原
則の一部を紹介すると、価値である「サービス」に関する倫理原則として、
「ソーシャルワ
ーカーは、実践においてソーシャルワーカーの個人的目的、考え方、ワーカー自身の特技に
よるのではなく、利用者とクライエントへのサービス目標を最優先にすることに努める。
（豪州）
」
「ソーシャルワーカーの第一の目標は、援助を必要としている人々に手を差し伸べ、
社会問題を人々に提起していくことに努める。（米国）」
「ソーシャルワーカーは、自国の倫
理綱領と国際社会の倫理綱領を考慮し、その実行に努める。
（英国）」がある。
② Integrity（
「誠実」
）
「インテグリティ ( Integrity )」という言葉はアメリカ社会の中ではよく聞かれる。
「あ
の人はインテグリティのある人だ」
「あの人の行動はインテグリティが疑われる」といった
ように。専門家（プロ）として、その人の専門性（プロフェッション）に対する“信頼性が
あるか”“信頼性がないか”といたことを表現する。専門家としての品格を表現するときの言
葉である。この言葉は日本人には分かりにくいところがある。Integrity を日本語で「誠実」
と翻訳することがある。しかし、
「誠実」と訳すると、“その人の性格”や“その人の心理的な
特質”として理解し、その人のパーソナルなものとして捉える傾向がある。
「インテグリティ」
は、人間として身に着けていた方がよいとされる“徳”や“道徳観”といったパーソナルなもの
を意味しているわけではない。“よい人”“徳の高い人”といった意味ではない。
「インテグリテ
ィ」は、教育、訓練、体験等によって培われる専門家（プロ）として、人々と社会に対して
使命と責任を担い、現実の実践の中で発揮される専門性（プロフェション）に関する言葉で
ある。先に述べたパーソナルな価値、個人価値として捉えると、
「インテグリティ」の意味
が分からなくなる。
利用者やクライエントに対して“やさしく”“あたたかく”“親切に”接し、社会福祉やソーシ
ャルワークを実践する“良き人”“徳の高い人”として、徳や道徳や“良き性格”といったその人
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のパーソナルなものに帰してしまう傾向が、日本の文化と人々の中にある。しかしながら、
ソーシャルワーク専門価値としての「インテグリティ」は、その人が“良き人”、“親切な人”、
“誠実な人”か、を聞いているのではない。専門家としての使命、価値を保持し、人々と社会
に対して責任をとることができる“プロ”か、“プロでない”か、を問うている言葉である。全
米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領の中で、「インテグリティ」を単純明快に説明してい
る。
「ソーシャルワーカーは、専門家としての使命、価値、倫理原則、倫理基準に常に気を
配り、その内容をいつもかわらぬ態度で実践する。
」つまり、
『全米ソーシャルワーカー協会
の倫理綱領』に常に気を配り、その内容をいつもかわらぬ態度で実践することが、ソーシャ
ルワークの価値であり、それが「インテグリティ」であると言う。
北米のソーシャルワークの歴史において、「ケースワーカー」
「グループワーカー」
「コミ
ュニティワーカー」といったようにある特定（スペシフィック）の方法でそれぞれの専門性
ができあがり、それぞれのアイデンティティを主張し、それぞれの専門家として乖離し始め
たことがあることは本書第２章「ソーシャルワークの歴史」でも指摘した。また、分野別に
おいても、一般医療分野、精神保健分野、児童分野、学校ソーシャルワーク等といったよう
に、それぞれの分野にわかれた専門家としての乖離も経験した。その反省に基づいて、１９
８０年代に北米において、ソーシャルワーカーとしての「共通基盤」が確認されるようにな
った。方法や分野においての違いがソーシャルワーカーの間にあるが、
「ソーシャルワーク」
「ソーシャルワーカー」の専門家アイデンティティは一つであるとする。ソーシャルワーカ
ーの専門性を一つとするのは、
「共通基盤 ( Common Base )」をもつからであり、その“共
通”の“基盤”とは、ソーシャルワークの「専門価値」
、
「専門役割」
「専門知識」
「専門技術」で
あり、特に、わが国の扇子の要のように、ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを
まとめているものが「ソーシャルワークの価値」であり、それに基づいた「倫理原則」「倫
理基準」であると考えるに至った。
共通基盤のひとつとして、全米ソーシャルワーカー協会の『倫理綱領』に集約され、その
倫理綱領に対し常に気を配り、その内容をいつもかわらぬ態度で実践する。そして、その時、
その人は「私はソーシャルワーカーです」と言えると考えるようになった。その倫理綱領、
その中でも「価値」に対して常に気を配り、それをいつもかわらぬ態度で利用者やクライエ
ントに対し実践する。その価値に、
「インテグリティ（Integrity）
」を加えることにより、方
法や分野に相違があるとしても、一つの倫理綱領を共有し、その倫理綱領に対し“常に気を
配り”、“いつも変わらぬ態度で利用者やクライエントに対して実践を行う”。そのとき、利用
者とクライエントに対して統一され、誠実（インテグリティ）なソーシャルワーカーであり
続けることができる。
同じ専門価値や倫理綱領を共有しないで、それぞれが異なった価値で実践するならば、利
用者やクライエントからも、そのソーシャルワーカーは信頼のある「インテグリティ」をも
った専門家として見えないであろう。他のソーシャルワーカーに対しても『倫理綱領』とそ
の価値を共通基盤とし、
「あなたも、わたしも、同じ専門家（“プロ”）であり、同じソーシャ
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ルワーカーです」と確信を持って言えるようになる。「インテグリティ」は、倫理綱領が有
って、その意味をもつし、ソーシャルワーカーの専門家アイデンティティの確立にとっても、
ソーシャルワーカーが共通の『倫理綱領』をもつことの重要さを強調しすぎるということは
ない。このことはわが国の社会福祉の専門家にとっても重要なことである。わが国の社会福
祉の専門家は各種考えられ、一般医療分野、精神保健分野、障害分野、児童分野といたよう
に、各種の分野で活躍する専門家は、それぞれの分野で、専門家としてのアイデンティティ
を守り続け、発展させてきたという歴史がある。（後述するが、日本の４職能団体により、
共通の専門価値、倫理原則、倫理基準からなるソーシャルワーク倫理綱領が実現した。）
「インテグリティ」という価値に基づいた倫理基準の例として、
「ソーシャルワーカーは、
専門家としての使命、価値、倫理原則、倫理基準に常に気を配り、その内容を常に変わらぬ
態度で実践する。
（米国）
」
「ソーシャルワーカーは、行ってきたサービス内容、コンピテン
ス、経験、実績、資格について正確であり、正直である。
（英国）」
「ソーシャルワーカーは、
尊厳と責任をもって、高い質の専門的態度と行動を維持する。（豪州）
」がある。
③ Competence（
「専門力量」
）
Competence を英和辞典で引いてみると、
「能力」
「適性」とあり、Competent は「能力
のある」
「有能な」
「資格のある」といった言葉が見られる。この英語の単語も日本人には分
かりにくい言葉である。以下その困難さを考察すると、封建時代を得て、明治以降の政府に
よる外来文化や制度の急速な導入を進めてきた日本の中で、プロフェション（専門性）やプ
ロフェショナル（専門家）と、その“専門家の気構え”や“専門家意識”が歴史的に、人々の中
に自然発生的に熟成したわけではない。たとえば、ヨーロッパにおいて、軍人、医師、教師
等は、専門性や専門家としての意識が先に成立し、その使命感や価値に基づいて、軍隊、病
院、学校といった社会的「施設 Institution」や「制度 System」を、そのプロフェショナ
ル（専門家）が創出し確立してきた。反対に、日本の場合は、「施設」や「制度」が立法に
より、法律となり、その行政として、その制度の中で働く人の“資格制度”や“資格試験”、“受
験科目”等として法律によって枠付けられ、その資格試験を“受験”し、“合格”するものと考え
る傾向がある。それはライセンス( Licensed )であり、コンピテンスとは言えない。
わが国の場合、「措置」といった画一化された基準に基づいて、施設や機関として“決定”
する、いわゆる組織決定になる傾向がある。また、“上司に確認をとってからでないと、わ
たしが決めることはできません”ということも起きる。医師やその他の専門性の高い専門家、
いわゆるコンピテンスを保持している“プロ”が、上司に伺いを立て、その組織決定によって、
患者を前にして臨床を行っているわけではない。しかし、制度化された社会福祉施設や機関
において、その決定責任は“組織”や“集団”にあり、だれが責任をとるか、明白でなくなるこ
とがある。
コンピテンスとは、専門家（プロフェショナル）が自らの専門性（プロフェション）にも
とづいて、自らの責任のもとに、専門家として判断し決定する、その能力を意味する。専門
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家として、自らの決定に誤りがあれば、その専門性が疑われ、その専門家が責任をとらなけ
ればならない。コンピテンスは、専門家と、その専門性が確立していないところでは、理解
が困難となる。資格制度や資格試験（ Licensed ）の確立は重要なことであるが、コンピテ
ンスとは、外から枠付けられ、資格証明書や免許証として外から与えられるものではない。
その人の独自の努力により、その人自身の中に確立し、自分自身の中に確立した使命、価値
に基づき、外へと働きかけ、
「制度」や「施設」を創出し、実践を通して具現化することを
意味する。そのコンピテンスにより、その人は「能力のある」
「有能である」、あるいは「能
力のない」
「有能でない」と他者から評価され、その評価に対し、プロフェショナル（専門
家）として責任を取ることになる。資格（ライセンス）は、前提にはなりえても、専門家と
してのコンピテンスとはなりえない。
コンピテンスが先に確立され、プロフェッション（専門性）にもとづいて、プロフェショ
ナル（専門家）としての独自の“場”“言語”“手段”“方法”等を発展させてきた。コンピテンスの
中身は、プロフェショナル（専門家）としての“意義”や“使命”のもととなる「専門価値
values」
、他の人には出来ない“役割”としての「専門機能（役割） functions」、他の人が知
らないことを“知っている”という「専門知識（理論、モデル等） knowledge」、他の人では
できないことを“できる”という「専門技術 skills 」等からなっている。ソーシャルワーカ
ーのコンピテンスは、ソーシャルワークの専門価値、専門機能、専門知識、専門技術を明確
にしていく姿勢、ソーシャルワークの価値、機能、知識、技術をより発展させ、より質の高
いソーシャルワーク実践を行い、信頼される実践とサービス向上に努力する人の中にこそ
存在する。具体的にはオーストラリア・ソーシャルワーカー協会（ＡＡＳＷ）の倫理綱領の
中に、
「コンピテンス」という価値に基づく倫理原則が簡潔にまとめられているので、それ
を参考にして以下に述べる。
「ソーシャルワーカーは、ソーシャルワーク実践に関する知識、
理論、技術を明らかにし、拡大し、発展に努める。
」
「ソーシャルワーカーは、継続的に専門
教育を受講し、スーパービジョンを受け、個人的の努力を傾け、実際の活動に参加するなか
で自らの実践を磨く努力を行う。
」
「ソーシャルワーカーは、社会ニーズと社会問題の根源と
性質を分析し、現状のニーズと新たなニーズに対処する方策や技術の発展に努める。」
「ソー
シャルワーカーは、人間の福祉に関する政策や活動を発展させ、それらを実現するための専
門性の確立に努める。」ソーシャルワーカーは、「実践者 Practitioner 」であり、「研究者
Researcher 」であることを、コンピテンスに基づく倫理原則として、イギリスの倫理綱領
は明記している。
ＮＡＳＷ倫理綱領の２つ専門価値
Human Dignity「人の尊厳」
、Social Justice「社会正義」に関しては、以下に議論する。
全米ソーシャルワーカー協会（ＮＡＳＷ）倫理綱領の中の２つの価値である「人の尊厳と価
値」
「社会正義」の価値と倫理原則を図（ ）に示す。
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図（ ）全米ソーシャルワーカー協会（ＮＡＳＷ）倫理綱領の２つ価値と倫理原則
価値( Value )：人の尊厳と価値(Dignity and Worth of the Person )
倫理原則( Ethical Principle )：ソーシャルワーカーは、人の尊厳と価値を尊重する。
ソーシャルワーカーは、個人の違いと文化的そして倫理的多様性を考え、人間ひとりひと
りに対する関心と尊敬をもってかかわる。ソーシャルワーカーは、クライエントの社会的責
任ある自己決定を促進する。ソーシャルワーカーは、クライエント自身のニーズを変更し、
主張することができるようクライエントの能力と機会を強化することを追求する。ソーシ
ャルワーカーは、クライエントと広く社会に対する二重の責任を負っていることを認識し
ている。ソーシャルワーカーは、価値と倫理原則と倫理的基準に基づく社会的責任をもちな
がら、クライントの利害と広い社会の利害との間の矛盾を解決していく。
価値( Value )：社会正義(Social Justice )
倫理原則( Ethical Principle )：ソーシャルワーカーは社会正義にかかわる。
ソーシャルワーカーは社会変革( social change )を目指し、特に、社会的に弱くそして抑
圧を受けている( vulnerable and oppressed )個人とその集団の人々のために働く。ソーシ
ャルワーカーの社会変革への努力は、貧困、失業、差別、その他の社会不正義に関する事柄
を最優先する。このような活動は、抑圧を受けた人々への理解と文化的・倫理的多様性に関
する感受性をたかめることを追及する。ソーシャルワーカーは、人々が必要な情報、サービ
ス、そして社会資源を得られるよう、機会均等が与えられ、意味ある決定に参加できるよう
努力する。
原文：[付録（ ）]
国際ソーシャルワーク学校連盟の価値の強調
国際ソーシャルワーク学校連盟（ＩＡＳＳＷ）の An International Community of Schools
and Educations in Social Work: Global Qualifying Standards２）は、Proposal for a new
Ethical Document の中で、二つの価値を以下のように明記している。
人権と人の尊厳

社会正義

１．自己決定の権利を尊重する

１．否定的差別に対抗する

２．社会参加の権利を促進する

２．多様性を認める

３．その人の全体として、人に接する

３．資源の平等な配分

４．人の強さを認め、強さを促進する

４．不正な政策と実践に対抗する
５．連帯して働く

Global Qualifying Standards において、ソーシャルワーク教育の核となるカリキュラム
の一つである「ソーシャルワーク実践」に関するものとして、ソーシャルワークの価値と倫
理の必要性を強調している。
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ソーシャルワークの倫理基準と行動基準
価値に基づく倫理基準は、ソーシャルワーカーの倫理責任を説明したものである。その対
象は、６つからなる。ソーシャルワーカーのクライエントあるいは利用者、同僚、実践現場、
専門職、専門性、社会に対する倫理責任である（表（７））。
表（７）倫理基準の項目
１．ソーシャルワーカーの＜クライエント（利用者）＞に対する倫理責任
２．ソーシャルワーカーの＜同僚＞に対する倫理責任
３．ソーシャルワークの＜実践現場＞に対する倫理責任
４．ソーシャルワーカーの＜専門職＞に対する倫理責任
５．ソーシャルワーカーの所属する＜専門性＞に対する倫理責任
６．ソーシャルワーカーの広い意味の＜社会＞に対する倫理責任
英文[付録（ ）]
わが国のソーシャルワーカー倫理綱領
我が国の社会福祉専門職の団体である日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士会、日本医
療社会事業協会、日本ソーシャルワーカー協会の４団体は、２００３年３月に「倫理綱領」
の改訂に向けての委員会を設置し審議を行った。２００４年「ソーシャルワーカーの倫理綱
領」改訂最終案を委員会がまとめ、４団体は２００５年にそれを採択した。その倫理綱領は、
５つの価値と倫理原則、そして、利用者、実践現場、社会、専門職としての倫理責任を説明
した４つの倫理基準からなっている。ただし、行動基準は、各団体別に作成することとなっ
た。
価値４
１．人の尊厳
２．社会正義
３．貢献
４．誠実
５．専門的力量
倫理基準
Ⅰ．利用者に対する倫理責任
Ⅱ．実践現場における倫理責任
Ⅲ．社会に対する倫理責任
Ⅳ．専門職としての倫理責任
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わが国の専門職４団体が採択したソーシャルワーカーの倫理綱領を以下に掲げる。
わが国のソ－シャルワーカーの倫理綱領
価値と原則
Ⅰ．（人間の尊厳）ソーシャルワーカーは、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、
身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、
かけがいのない存在として尊重する。
Ⅱ．
（社会正義）ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊など
の無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をみざす。
Ⅲ．
（貢献）ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義を実現に貢献する。
Ⅳ．
（誠実）ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。
Ⅴ．（専門的力量）ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。
倫理基準
Ⅰ．利用者に対する倫理責任
１．
（利用者との関係）ソーシャルワーカーは、利用者との専門的援助関係を最も
大切にし、それを自己の利益のために利用しない。
２．
（利用者の利益の最優先）ソーシャルワーカーは、業務の遂行に際して、利用
者の利益を最優先する。
３．
（受容）ソーシャルワーカーは、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるが
ままに受容する。
４．
（説明責任）ソーシャルワーカーは、利用者に必要な情報を適切な方法・わか
りやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する。
６．
（利用者の意思決定能力への対応）ソーシャルワーカーは、意志決定能力の不
十分な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。
７．
（プライバシーの尊重）ソーシャルワーカーは、利用者のプライバシーを最大
限に尊重し、関係者から情報を得る場合、その利用者から同意を得る。
８．（秘密の保持）ソーシャルワーカーは、利用者や関係者から情報を得る場合、
業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務の退い
た後も同様とする。
９．
（記録の開示）ソーシャルワーカーは、利用者から記録の開示の要求があった
場合、本人に記録を開示する。
１０．
（情報の共有）ソーシャルワーカーは、利用者の援助のために利用者に関する
情報を関係機関・関係職員と共有する場合、その秘密を保持するように最善の
方策を用いる。
１１．
（性差別、虐待の禁止）ソーシャルワーカーは、利用者に対して、性別、性的
指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。
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１２．
（権利の侵害の防止）ソーシャルワーカーは、利用者を擁護し、あらゆる権利
の侵害の発生を防止する。
Ⅱ．実践現場における倫理責任
１．
（最善の実践を行う責務）ソーシャルワーカーは、実践現場において、最良の
業務を遂行するために、自らの専門的知識・技術を惜しみなく発揮する。
２．
（他の専門職との連携・協働）ソーシャルワーカーは、相互の専門性を尊重し
他の専門職と連携・協働する。
３．
（実践現場と綱領の尊守）ソーシャルワーカーは、実践現場との間で倫理上の
ジレンマが生じるような場合、実践現場が本綱領の原則を尊守するように働
きかける。
４．
（業務改善の推進）ソーシャルワーカーは、常に業務を点検し評価を行い、業
務改善を推進する。
Ⅲ．社会に対する倫理責任
１．
（ソーシャル・インクルージョン）ソーシャルワーカーは、人々をあらゆる差
別、貧困、抑圧、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すように
努める。
２．
（社会への働きかけ）ソーシャルワーカーは、社会に見られる不正義と改善と
利用者の問題解決のために、利用者や他の専門職等を連携けいし、効果的な方
法により社会に働きかける。
３．
（国際社会への働きかけ）ソーシャルワーカーは、人権と社会正義に関する国
際的問題を解決するため、全世界のソーシャルワーカーと連帯し、国際社会に
働きかける。
Ⅳ．専門職としての倫理責任
１．
（専門職の啓発）ソーシャルワーカーは、利用者・他の専門職・市民に専門職と
しての実践を伝え社会的信用を高める。
２．
（信用失墜行為の禁止）ソーシャルワーカーは、その立場を利用した信用失墜行
為を行わない。
３．
（社会的信用の保持）ソーシャルワーカーは、他のソーシャルワーカーが専門職
業の社会的信用を損なうような場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促
す。
４．
（専門職の擁護）ソーシャルワーカーは、不当な批判をうけることがあれば、専
門職として連帯し、その立場を擁護する。
５．
（専門性の向上）ソーシャルワ－カーは、最良の実践を行うために、スーパービ
ジョン、教育・研修に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。
６．
（教育・訓練・管理における責務）ソーシャルワーカーは教育・訓練・管理に携
わる場合、相手の人権を尊重し、専門職としてのよりようい成長を促す。
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７．
（調査・研究）ソーシャルワーカーは、すべての調査・研究過程で利用者の人権
を尊重し、倫理性を確保する。
ソーシャルワークの価値と倫理原則
『倫理綱領』の価値と倫理原則のみを取り上げ、以下議論する。価値は、ソーシャルワー
カーである専門家の使命であり、ソーシャルワーク実践の意義（意味）であり、その目的（目
標）となるものである。この２つの基本価値を実現するため、ソーシャルワーカーである専
門家は、貢献、誠実、専門力量という３つの手段価値を有すると考えることができる。図示
すると以下のようになる。以下、基本価値である「人間の尊厳」と「社会正義」について述
べる。
基本価値

手段価値
貢献

人間の尊厳
誠実
社会正義
専門力量
①人間の尊厳
資本主義社会においては、利潤追求を目的とした経済活動を価値あるものとし、富を得る
ものを社会の“成功者”とし、貧困に陥るものを社会の“失敗者”とし、人の価値を金、家、車
等、どれ程多く「持っている( having)」か、で判断する傾向がある。現代社会において、そ
れは重要なひとつの価値観である。社会福祉専門家は、その「持っている」という価値観を
大切にするとともに、
「持っていない」人に対しても、その人をかけがえのない「存在とし
て( Being )」尊重する、あるいは尊重しようとする専門家としての価値観を大切にしようと
考える。たとえ、その人が、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背
景、社会的地位、経済的状況等を異にしようとも、その人を一人のかけがえのない存在とし
て尊重することを専門価値とする。現代世界において、この思想は世界人権宣言の第１条と
第２条として結実していると言える。（Universal Declaration of Human Rights, 1948.）
世界人権宣言
第一条：すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等
である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなけれ
ばならない。
第二条：すべての人間は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的
若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別を
も受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と事由とを共有することができる。
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英文[付録（ ）]
ソーシャルワークの価値として、「人間の尊厳」（後述する「社会正義」）を考える前に、
知っておかなければならないひとつの大前提がある。先述した生命倫理と社会倫理のとこ
ろで指摘したように、“人間（存在） ( human-being )”は、この自然界（世界）に存在する
生命体の一種である動物であり、その動物として“自然 ( natural )”の中に生命を受けた「生
命・生物的存在 ( natural-being )」であるとともに、現実の“社会 ( social )”の中に生命を
受け、その命を全うする「社会的存在 ( social-being )」でもあるということである。そこ
で、人間と他の生物を対象とする「生命価値・倫理」を問題とするばかりでなく、人間とそ
の人間からなる社会を対象とする「社会的価値・倫理」、ひいては「ソーシャルワーク価値・
倫理」を問題としなければならないのは、人間がこの社会的存在であるというところにある。
ソーシャルワークの価値として、最初に「人間の尊厳」が明記されている。この専門価値
「人間の尊厳」に関すると専門倫理原則を書き出し、文章中に下線を引いた一字一句の意味
するところを考えてみよう。
ソーシャルワーカーは、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、
宗教的文化的差異、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがいのない存在とし
て尊重する。
専門価値：
「人間の尊厳」のキーワード
１）ソーシャルワーカー
２）すべての人間
３）出自
４）人種
５）性別
６）年齢

社会的存在

７）身体的精神的状況
８）宗教的文化的差異
９）社会的地位
１０）経済状況
１１）かけがいのない存在
１２）尊重する
つまり、図中において、ソーシャルワーカーは、すべての人間（ここでは、Ａ君とＢ君）
を、社会的存在（出自・経済状況等）
」の“違いにかかわらず”、かけがえのない存在として
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“尊重する”。これが、
「人間の尊厳」というソーシャルワークの専門価値である。
②社会正義
ある人が正義感のある人であるか、正義感の無い人であるか、ということは理解しやすい。
しかしながら、社会が正義であるか、不正義であるか、と問われると分からなくなることが
ある。専門価値のひとつで社会正義とは、個人の正義感を問うているのではない。社会が正
義であるか、そうでないかを問うている。そして、社会の中に不正義があれば、社会を変革
していくことを使命とし、そのことを専門価値とするという意味である。社会が不正義であ
るとは、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊が有り、人々の自由、平等、共生が失わ
れている社会を言う。その差別( discrimination)について、Popple と Leighninger (3rd. Ed.,
1996)) は次のように述べている。
「偏見( prejudice )という言葉は、態度( attitudes )を意味
し、差別( discrimination )は行動( behaviors )について用いられる言葉である。偏見をもつ
ということは、ある特定の集団、あるいはその集団に属するある特定の個人に対し、良くな
い感情をもち、その感情は一般的な考え方というより、ステレオタイプな考えにもとづく。
差別は、ある特定の集団や社会的範疇に属する人々に対し異なった（多くは否定的な）扱い
をすることである。」（１０３～１０４頁）排除( segregation )については、Lineberry
(1986:563-584)が Public Policy and Equality の中にまとめて述べている。その社会に「隔
離 Segregation」が存在するということは、学校、住宅、労働、軍隊、他の社会活動におい
て、ある特有の集団を分離しようとする社会習慣や社会政策が存在することである。その
人々の間に「差別 Discrimination」が存在するということは、ある個人を、その人の特性
(trait)（たとえば、人種、性別、階級、障害・病気等）に基づいて、他の人々から区別しよ
うとする対応の仕方が人々の間に存在することであると、定義している。
専門価値のひとつで社会正義とは、個人の正義感を問うているのではなく、社会が正義で
あるかを問い、その社会に不正義があれば、その社会を変革していくことを使命とし、その
ことがソーシャルワークの専門価値とすると先に指摘した。そこで、その社会の成り立ちに
目を向けてみよう。たとえば、テレビをみていると、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、とい
う武将に関するドラマを良く見る。いわゆる、“天下取り”にいたる、ある個人の「出世」物
語であり、
「天下統一」物語である。それはまた、戦を通して、封建体制と身分制度が整備
されていく社会変革の時でもあった。人間と社会の歴史を見るとき、為政者の活動、あるい
は、社会の統治・支配体制、国家形成の過程として捉えることは大切なことである。この見
方でもって、わたしたちは、社会の中で“成功”し、“富”を得るために、その為政者と、その
活動に自分を写し、その“功なしとげた人”の価値観と、その方法を学ぼうとするかもしれな
い。それは、それで価値があり、大切なことである。その社会をもう一方の見方でとらえる
こともできる。その見方を、糸賀一雄（昭和４３年）は、「社会福祉の思想」の中で次のよ
うに説明している。
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「人間は長いあいだその歴史のなかで、いろいろな格差と差別を経験してきた。社会的な差
別による人間的自由の抑圧をも同時に味わってきた。社会的、経済的な差別、つまり身分制
度や貧困のなかで味わったこの自由の抑圧は、しばしば極端な限界状況のなかで爆発した。
それは差別観の克服のためのたたかいであったともいえよう。こんにち私たちは、人間の価
値が、本質的にその属している階級や貧富によって左右されるものではなくなったという
ことを知っている。
」
（５６頁）
文明の発展とともに、社会の統治により、人々は社会的秩序と経済的富を獲得してきた。
他方では、同じ人間の中に、いろいろな格差と差別が生じてきた。その格差は、過去から現
在の歴史的発展過程の中で、身分の高い者と身分の低いもの、富める者と貧しき者、といっ
たように、また差別は、人種、性別、病気、障害等においても見られるようになった。その
格差と差別という社会の現実の中で、同じ人間として、人間の本質に関する考え方と、その
考え方に基づく社会的な活動が発展してきた。その考え方と活動に関して、糸賀は「社会福
祉」ということばを使って、以下のように述べている。
「社会福祉ということばは、英語のソーシャル・ウエルフェア(social welfare)のことである
が、それはあくまでも「社会」という集団のなかにおけるひとりひとりの「幸福な人生」
（福
祉）を指すものである。社会福祉といっても、社会という集団が全体として「福祉的」であ
りさえすればよいというのではない。つまり社会が豊かであり、富んでいさえすれば、その
なかに生きている個人のひとりひとりは貧しく苦しんでいるものがいてもかまわないとい
うのではない。社会福祉というのは、社会の福祉の単なる総量をいうのではなくて、そのな
かでの個人の福祉が保障される姿を指すのである。
」（６７頁）
ソーシャルワークの価値として、
「社会正義」が明記されている。この専門価値と専門倫
理原則を書き出し、文章中に下線を引いた一字一句の意味するところを考えてみよう。
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ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平
等、共生に基く社会正義の実現をめざす。
専門価値：
「社会正義」のキーワード
１）ソーシャルワーカー
２）差別
３）貧困
４）抑圧

社会不正義

５）排除
６）暴力
７）環境破壊

などの無い

８）自由
９）平等
１０）共生

に基く

１１）社会正義
１２）実現をめざす
つまり、図中において、ソーシャルワーカーは、社会不正義（ここでは、学校内の差別・
排除等）などの無い、
（自由、平等、共生に基く）社会正義の実現をめざす。これが、
「社会
正義」というソーシャルワークの専門価値である。
価値と倫理の意味
専門価値と専門倫理は、価値を実現し、倫理的行動を達成しているかどうか、専門家を他
者が評価するために利用するためのものではない。価値・倫理は、
「法律」
「規則」
「定款」
、
「罰則」と区別しなければならない。価値・倫理は「すべき」ことを意味してはいない。
「罰
則が与えられから、しなければならない」ということでもない。価値と倫理は、
「できてい
る」
「できていない」
、
「実現している」「実現していない」を問うてはいない。むしろ、
「で
きていない」
「実現できていない」からこそ、実践上の判断や行動を自らが自らに問いなお
し、自らの方向を指し示してくれるもの、それが価値であり、倫理原則である。方向を指し
示してくれる価値と倫理をコード化し、まとめたものが『倫理綱領』である。価値と倫理は
守るべき規則や罰則ではない。専門家であろうとするとき、実践の中で迷い、矛盾に悩み、
自らの専門性を疑い、真の専門性を確認したいと感じたとき、自らの傍にあるもの、これが
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専門価値であり倫理原則であり、それをまとめた倫理綱領である。実践を通して、「これは
おかしい」
「これをしないと、専門家ではない」
、あるいは「これでよし」と、自らの声がこ
ころの中から聞こえてくるようになるとき、専門価値や倫理原則が自らの中に内在化され、
専門家へと近付いていると言えよう。実践の中で、自らが自らに問い続けること、これが専
門価値であり、倫理原則である。これが専門職に求められる価値であり倫理である。
[付録（ ）]The Two Values in the Code of Ethics (N.A.S.W.)
Value: Dignity and Worth of the Person
Ethical Principle: Social workers respect the inherent dignity and worth of the person.
Social workers treat each person in a caring and respectful fashion, mindful of individual
differences and cultural and ethical diversity. Social workers promote clients’ socially
responsible self-determination. Social workers seek to enhance clients’ capacity and
opportunity to change and to address their own needs. Social workers are cognizant of
their dual responsibility to clients and to the broader society. They seek to resolve
conflicts between clients’ interests and the broader society’s interests in a socially
responsible manner consistent with the values, ethical principles, and ethical standards
of the profession.
Value: Social Justice
Ethical Principles: Social Workers challenge social justice.
Social workers pursue social change, particularly with and on behalf of vulnerable and
oppressed individuals and groups of people. Social workers’ social change efforts are
focused primarily on issues of poverty, unemployment, discrimination, and other forms
of social injustice. These activities seek to promote sensitivity to and knowledge about
oppression and cultural and ethnic diversity. Social workers strive to ensure access to
needed information, services, and resources; equality of opportunity; and meaningful
participation in decision making for all people.
[付録（ ）]

Ethical Standards

1. Social Workers’ Ethical Responsibilities to Client
2. Social Workers’ Ethical Responsibilities to Colleagues
3. Social Workers’ Ethical Responsibilities in Practice Settings
4. Social Workers’ Ethical Responsibilities as Professionals
5. Social Workers’ Ethical Responsibilities to the Social Work Profession
6. Social Workers’ Ethical Responsibilities to the Broader Society
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[付録（ ）] 全米ソーシャルワーカー協会倫理綱領の構成（Code of Ethics of the National

Association of Social Workers. Approved by the 1996 NASW Delegate Assembly and
revised by the 1999 NASW Delegate Assembly.）
Ⅰ. Preamble
Ⅱ. Purpose of the NASW Code of Ethics
Ⅲ. Ethical Principles
1. Service
2. Social Justice
3. Dignity and Worth of the Person
4. Importance of Human Relationships
5. Integrity
6. Competence
Ⅳ. Ethical Standards
1. Social Workers’ Ethical Responsibilities to Client
2. Social Workers’ Ethical Responsibilities to Colleagues
3. Social Workers’ Ethical Responsibilities in Practice Settings
4. Social Workers’ Ethical Responsibilities as Professionals
5. Social Workers’ Ethical Responsibilities to the Social Work Profession
6. Social Workers’ Ethical Responsibilities to the Broader Society

[付録（

） ] 世 界 人 権 宣 言 （ Universal Declaration of Human Rights Adopted and

proclaimed by General Assembly resolution 217A (III) of 10 December 1948.）
Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are
endowed with reason and conscience and should act towards one anointer in a spirit of
brotherhood.
Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration,
without distinction of any kind, such as race, colour, sex. Language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
参考文献
（
『保健医療ソーシャルワーク実践』日本社会福祉士会・日本医療社会事業協会編集、中
央法規、２００４年）
「社会福祉の思想」糸賀一雄著、ＮＨＫブックス６７、日本放送出版会、昭和４３年２
月（第一版）
An International Community of Schools and Educations in Social Work: Global
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Qualifying Standards. The Global Minimum Qualifying Committee was set up as a joint
initiative of IASSW and IFSW at the Joint Conference in Montreal, Canada in July
2000.(http://www.iassw.soton.ac.uk//Generic/Global Qualifying Standards/)
ASSW Code of Ethics (1999). Australian Association of Social Workers (AASW).
Code of Ethics of the National Association of Social Workers. Approved by the 1996
NASW Delegate Assembly and revised by the 1999 NASW Delegate Assembly.
The Code of Ethics for Social Work: Principles and Standards. British Association of
Social Workers (BASW).

Code of Ethics of the National Association of Social Workers (NASW). Approved by the
1996 NASW Delgate Assembly and revised by the 1999 NASW Delegate Assembly.
IFSW General Meeting 2004 in Adelaide in September 2004, Proposal for a new
Ethical

Document,

Agenda

Item

11.1.:

International

Federation

of

Social

Workers,(http://www.ifsw.org/GM-2004/GM-Ethics.html)
Philip R. Popple and Leslie Leighninger (3rd. Ed., 1996). Social Work, Social Welfare,
and American Society. Allyn and Bacon.Lineberry,
Robert L. Lineberry (1986). Government in America: People, Politics, and Policy. Little,
Brown and Company.

Universal Declaration of Human Rights Adopted and proclaimed by General Assembly
resolution 217A (III) of 10 December 1948.
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資料４．我が国のソーシャルワーカー倫理綱領

我が国のソーシャルワーカー倫理綱領
（２００５年）
２００５年１月２７日 最終提案
社会福祉専門職団体協議会・倫理綱領委員会
２００５年５月２１日 日本ソーシャルワーカー協会承認

前 文
われわれソーシャルワーカーは。すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在で
あり、平等であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に
則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社
会福祉のめざす専門職であることを言明する。
われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらす
ことに着目する時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠の制度であることを
自覚するとともに、専門職ソーシャルワーカーの職責についての一般社会及び市民の理解
を深め、その啓発に努める。
われわれは、われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟が採択した、次の「ソーシ
ャルワークの定義」
（２０００年７月）を、ソーシャルワーク実践に適応され得るものとし
て認識し、その実践の拠り所とする。
ソーシャルワークの定義：ソーシャルワーク専門職は、福利（ウェルビーイング）の増進を
目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメント
と解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用
して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソ
ーシャルワークの拠り所とする基盤である。
（IFSW;２０００．７．
）
われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職
責であるだけでなく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを
認識し、本綱領を遵守することを誓約する者により、専門職団体を組織する。
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価値と原則
Ⅰ（価値：人間の尊厳）
原則：ソーシャルワーカーは、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神
的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済的状況等の違いにかかわらず、かけがえ
のない存在として尊重する。
Ⅱ（価値：社会正義）
原則：ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、
自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。
Ⅲ（価値：貢献）
原則：ソーシャルワーカーは、人間の尊厳と社会正義の実現に貢献する。
Ⅳ（価値：誠実）
原則：ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。
Ⅴ（価値：専門的力量）
原則：ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。

倫理基準
Ⅰ 利用者に対する倫理責任
１． 利用者との関係
２． 利用者の利益の最優先
３． 受容
４． 説明責任
５． 利用者の自己決定
６． 利用者の意志決定能力への対応
７． プライバシーの尊重
８． 秘密の保持
９． 記録の開示
１０．情報の共有
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１１．性的差別、虐待の禁止
１２．権利侵害の防止
Ⅱ 実践現場における倫理責任
１． 最良の実践を行う責務
２． 他の専門職との連携・協働
３． 実践現場と綱領の遵守
４． 業務改善の推進
Ⅲ 社会に対する倫理責任
１． ソーシャル・インクルージョン
２． 社会への働きかけ
３． 国際社会への働きかけ
Ⅳ 専門職としての倫理責任
１．

専門職の啓発

２．

信用失墜行為の禁止

３．

社会的信用の保持

４．

専門職の擁護

５．

専門性の向上

６．

教育・訓練・管理における責務

７．

調査・研究
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資料５．全米ソーシャルワーカー倫理綱領（邦訳）
（邦訳）

全米ソーシャルワーカー協会倫理綱領

NASW Code of Ethics, 1996. (邦訳)
日本ソーシャルワーカー協会訳『全米ソーシャルワーカー協会

ソーシャルワーク実務基

準および業務指針』
（日本ソーシャルワーカー協会発行、相川書房、１９９７年）からの抜
粋。

前 文
ソーシャルワーク専門職の第一の使命は、人々の幸福を増進し、すべての人の基本的ニー
ズが満たされるようにすることであり、特に、傷つきやすい人、抑圧された人、貧しい人び
とのエンパワーメント（能力強化）に留意する。歴史的にも、この専門職は、社会との関連
のなかで個人の幸福を求め、社会そのものの幸福を追求することが、その特徴であるとされ
てきた。アオーシャルワークの基本は、生活上の諸問題を生み出す原因となり、解決策とな
る環境要因に留意することである。
ソーシャルワーカーはクライエントと共に、クライエントに代わって、社会正義を増進し、
社会変革を進める。
「クライエント」という用語は、個人、家庭、グループ、および地域社
会の総称である。ソーシャルワーカーは、文化的、人種的多様性を感じ取り、差別、抑圧、
貧困、その他の社会的不公正をなくように努力する。これらの活動は、クライエントの直接
サービス、地域組織、スーパービジョン、相談助言、運営管理、権利擁護、社会的政治的活
動、政策の企画実現、教育、調査、および評価の形で行われるだろう。ソーシャルワーカー
は、人々のニーズに立ち向かう彼ら自身の能力を増進させようと努める。ソーシャルワーカ
ーはさらに、個人のニーズｙ社会的問題の責任能力を高めようと努力する。
ソーシャルワーク専門職のこの使命は一群の中心になる価値観に基づくものである。
これらの中心的価値観は、この専門職が生まれて以来、ソーシャルワーカーが守り育てて
きたもので、ソーシャルワーク本来の目的と観点の基礎を成すものである。すなわち、
・サービスの精神
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・社会正義
・人の尊厳と価値
・人間関係の重要性
・誠実
・適任性
が、これである。
このように構成された中心的価値観はソーシャルワーク専門職に独特のものである。中
心的価値観とそれから派生する原則は、複雑に関連する人々の生活経験のなかでバランス
を取れたものでなければならない。

倫理原則
以下に解説する倫理原則はソーシャルワークの中心的価値観、すなわち、サービスの精神、
社会正義、人と尊厳と価値、人間関係の重要性、誠実、および適任性に基づく・これらの行
動原則は、すべてのソーシャルワーカーが熱望する理論を示す。
価値観：サービスの精神
倫理原則：ソーシャルワーカーの第一義目標は生活上の問題をもつ人々を援助し、社会の問
題について発言することである。
ソーシャルワーカーは他の人々に対するサービスを自己の利益に優先させる。ソーシャ
ルワーカーは生活所の問題のある人々を援助し、社会の問題について発言するために、自己
の知識、価値観と技術を活用する。ソーシャルワーカーは、自発的に自己の専門職技術の一
部を、相当の経済的見返りへの期待なしに活用する（善意のサービス）ことを奨励される。
価値観：社会正義
倫理原則：ソーシャルワーカーは社会的不正義に挑戦する。
ソーシャルワーカーは社会変革を、特に、傷つきやすい人、抑圧された人やグループに代
わって、彼らと共に、変革を追及する。ソーシャルワーカーの社会的変革の努力は。第一義
的には貧困、膣業、差別や他の形態の社会的不正義の問題に向けられる。これらの運動は抑
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圧や文化的人種的多様性を感じ取り、その知識を増進することを求める。ソーシャルワーカ
ーは、必要な情報、サービス、資源への接近と機会の均等と、すべての人のために、決定へ
の意味ある参加を確保しようと努力する。
価値観：人の尊厳と価値
倫理原則：ソーシャルワーカーは人の本質的な尊厳と価値を尊重する。
ソーシャルワーカーは、それぞれの人に対して、個人的な差異や文化的人種的多様性に留
意して、優しく尊敬の念をもって接する。ソーシャルワーカーはクライエントの社会的に責
任ある自己決定を増進する。ソーシャルワーカーは、クライエントの変革への能力を高め、
自身のニーズを申し出る機会を増させようと努める。ソーシャルワーカーはクライエント
に対する責任と一般社会の利益との葛藤を解決するに際して、専門職の価値観、倫理原則、
倫理基準と矛盾しない、社会的に責任ある仕方で、処理しようと努力する。
価値観：人間関係の重視
倫理原則：ソーシャルワーカーは人間関係の枢要性を認識する。
ソーシャルワーカーは、専門職の使命、価値観、倫理原則、倫理基準をいつもよく知って
おり、これらと矛盾しないように、実践する。ソーシャシャルワーカーは誠実に責任をもっ
て行動し、自分の所属する組織を代表して倫理的実践を増進させる。
価値観：適任性
倫理原則：ソーシャルワーカーは自分の能力の範囲内で実践し、専門職の知識技術を発展さ
せ高める。
ソーシャルワーカーは絶えず自己の専門職知識と技術を向上させ、それを実践に適用し
ようと努力する。ソーシャルワーカーは専門職の知識水準に貢献しようと願望すべきであ
る。

倫理基準
１． クライエントに対するソーシャルワーカーの倫理的責任
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1.01

クライエントへの関わり方

1.02

自己決定

1.03

インフォームド・コンセント（説明に基づく同意）

1.04

適任性

1.05

文化の力と社会的多様性

1.06

利益の対立

1.07

プライバシーと秘密保持

1.08

記録の閲覧

1.09

性的関係

1.10

身体的接触

1.11

性的いやがらせ

1.12

品位を傷つける言葉

1.13

サービスに対する支払

1.14

意思決定能力のないクライエント

1.15

サービスの中断

1.16

サービスの終結

２．同僚に対するソーシャルワーカーの倫理的責任
2.01 尊敬
2.02 秘密保持
2.03 学際的協働
2.04 同僚をまきこんだ争い
2.05 相談助言
2.06 サービスの紹介
2.07 性的関係
2.08 性的いやがらせ
2.09 同僚の損傷
2.10 同僚の不適任
2.11 同僚の非倫理的行動
３．ソーシャルワーカーの実践現場における倫理的責任
3.01 スーパービジョンと相談指導
3.02 教育と訓練
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3.03 仕事の評価
3.04 クライエントの記録
3.05 公示
3.06 クライエントの移転
3.07 運営管理
3.08 継続教育と職員研修
3.09 雇用主への誓約
3.10 労使紛争
４．専門職としてのソーシャルワーカーの倫理的責任
4.01 適任性
4.02 差別
4.03 私的行為
4.04 不正、詐欺、ごまかし
4.05 損傷
4.06 誤った説明
4.07 懇請
4.08 記録作成者明示
５．ソーシャルワーク専門職自体に対するソーシャルワーカーの倫理的責任
5.01 専門職の統合性
5.02 評価と調査研究
６．一般社会に対するソーシャルワーカーの倫理的責任
6.01 社会福祉
6.02 住民参加
6.03 公共の緊急事態
6.04 社会的政治的活動
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資料６。全米ソ－シャルワーカー倫理綱領（英文）
（英文）

Code of Ethics of the
National Association of Social Workers.
(2017)
Approved by the 1996 NASW Delegate Assembly and revised by the NASW Delegate
assembly in 2017.

Preamble
The primary mission of the social work profession is to enhance human well-being and
help meet the basic human needs of all people, with particular attention to the needs
and empowerment of people who are vulnerable, oppressed, and living in poverty. A
historic and defining feature of social work is the profession’s dual focus on individual
well-being in a social context and the well-being of society. Fundamental to social work
is attention to the environmental forces that create, contribute to, and address problems
in living.
Social workers promote social justice and social change with and on behalf of clients.
“Clients” is used inclusively to refer to individuals, families, groups, organizations, and
communities. Social workers are sensitive to cultural and ethnic diversity and strive to
end discrimination, oppression, poverty, and other forms of social injustice. These
activities may be in the form of direct practice, community organization, supervision,
consultation, administration, advocacy, social and political action, policy development
and implementation, education, and research and evaluation. Social workers also seek
to promote the responsiveness of organization, communities, and other social institutions
to individuals’ needs and social problems.
The mission of the social work profession is rooted in a set of core values. These core
values, embraced by social workers throughout the profession’s history, are the
foundation of social work’s unique purpose and perspective:
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・service
・social justice
・dignity and worth of the person
・importance of human relationships
・integrity
・competence
This constellation of core values reflects what is unique to the social work profession.
Core values, and the principle that flow from them, must be balanced within the context
and complexity of the human experience.

Ethical Principles
The following broad ethical principles are based on social worker’s core values of
service, social justice, dignity and worth of the person, importance of human
relationships, integrity, and competence. These principles set forth ideals to which all
social workers should aspire.
Value: Service
価値：貢献
Ethical Principles: Social worker’s primary goal is to help people in need and to address

social problems.
倫理原則：ソーシャルワーカーの基本的目標は、ニードをかかえ、社会的問題に対処しよう

としている人びとを援助することである。
・Social workers elevate service to others above self-interest.
ソーシャルワーカーは、個人的利益を超えて他の人びとへのサービスを優先する。
・Social workers on their knowledge, values, and skills to help people in need
and to address social problems.
ソーシャルワーカーは、ニードをかかえている人びとを援助するために、自らの知識、
価値、技術を活用する。
・Social works are encouraged to volunteer some portion of their professional skills
with no expectation of significant financial return (pro bono service).
ソーシャルワーカーは、幾らかの報酬を期待することなく、ある程度の自らの専門技
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術を提供することが望まれる。
Value: Social Justice
価値：社会正義
Ethical Principles: Social workers challenge social injustice.
倫理原則：ソーシャルワーカーは、社会不正義に立ち向かう。
・Social workers pursue social change, particularly with and on behalf of vulnerable
and oppressed individuals and groups of people.
ソーシャルワーカーは、脆弱で、抑圧されている人びとである、その個人、あるいは
その集団のために、社会変革に努める。
・Social workers’ social change efforts are focused primarily on issues of poverty,
unemployment, discrimination, and other forms of social injustice.
ソーシャルワーカーの社会変革への努力は、貧困、失業、差別、そして他の社会不正
義に関して、優先的に焦点化される。
・These activities seek to promote sensitivity to and knowledge about oppression and
cultural and ethnic diversity.
これらの活動は、抑圧と、文化的、民族（人種）的多様性についての感受性と知識を
ひろめていくことである。
・Social workers strive to ensure access to needed information, services, and
resources; equality of opportunity; and meaningful participation in decision making
for all people.
ソーシャルワーカーは、必要な情報、サービス、そして社会資源が利用できることを
確かなものにするよう努力する。
Value: Dignity and Worth of the Person
価値：人の尊厳と価値
Ethical Principles: Social workers respect the inherent dignity and worth of the person.
倫理原則：ソーシャルワーカーは、人の生まれ持っている尊厳と価値を尊重する。
・Social workers treat each person in a caring and respectful fashion, mindful of
individual differences and cultural and ethnic diversity.
ソーシャルワーカーは、思いやりと尊敬する態度をもって、個人の違いと文化的、そ
して民族的（人種的）多様性を心に留めて、ひとりひとりにかかわる。
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・Social workers promote clients’ socially responsible self-determination.
ソーシャルワーカーは、クラエントの社会的責任ある自己決定を促進する。
・Social workers seek to enhance clients’ capacity and opportunity to change and to
address their own needs.
ソーシャルワーカーは、クライエント自らのニーズを求め、そして、クライエントが
変化していく能力と機会が高められるように努める。
・Social workers are cognizant of their dual responsibility to clients and to the broader
society.
ソーシャルワーカーは、クライエントに対することと、広く社会に対する二重の責任
を認識している。
・They seek to resolve conflicts between clients’ interests and the broader society’s
interests in a socially responsible manner consistent with values, ethical principles,
and ethical standards of the profession.
ソーシャルワーカーは、ソーシャルワーク専門職の価値、倫理原則、倫理基準を遵守
した社会的責任ある態度をもって、クライエントの利益と広く社会の利益の間の対立
を解消していくことを追究する。
Value: Importance of Human Relationships
価値：人間関係の重視
Ethical Principles: Social workers recognize the central importance of human

relationships
倫理原則：ソーシャルワーカーは、人間関係の中核的な重要さを認識している。
・Social workers understand that relationships between and among people are an
important vehicle for change.
人びとの二者関係と、それ以上の間の人間関係は、変革のための重要な車であること
を認識している。
・Social workers engage people as partners in the helping process.
ソーシャルワーカーは、援助過程において、パートナーとして人びとにかかわる。
・Social workers seek to strengthen relationships among people in a purposeful effort
to promote, restore, maintain, and enhance the well-being of individuals, families,
social groups, organizations, and communities.
ソーシャルワーカーは、個人、家族、社会集団、組織、地域のウエル・ビーイングを
見い出し、とりもどし、維持し、そして高めるように、目的をもった努力のもとに、
人びとの間の関係を強化していくことに努める。
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Value: Integrity
価値：誠実
Ethical Principles: Social workers behave in a trustworthy manner.
倫理原則：ソーシャルワーカーは、信頼される態度をもって行動する。
・Social workers are continually aware of the profession’s mission, values, ethical
principles, and ethical standards and practice in a manner consistent with them.
ソーシャルワーカーは、専門職の使命、価値、倫理、原則、そして倫理基準を常に思
い、人びとに変わらぬ態度でプラクティスを行う。
・Social workers act honestly and responsibly and promote ethical practices on the
part of the organizations with which they are affiliated.
ソーシャルワーカーは、任用されている組織の一員として、誠実に責任をもって倫理
的なプラクティスを行う。
Value: Competence
価値：専門的力量
Ethical Principles: Social workers practice within their areas of competence and develop

and enhance their professional expertise.
倫理原則：ソーシャルワーカーは、ソーシャルワーク領域におけるプラクティスを行い、専
門職としての専門性を発展させ強化していく。）
・Social workers continually strive to increase their professional knowledge and skills
and to apply them in practice.
ソーシャルワーカーは、専門知識と専門技術をプラクティスに応用し、その専門知識
と技術を高めるよう、常に努力する。
・Social workers should aspire to contribute to the knowledge base of the profession.
ソーシャルワーカーは、専門性の知識基盤に貢献していく志をもたなければならない。

Ethical Standards
The following ethical standard are relevant to the professional activities of all social
workers. These standards concern (1) social workers’ ethical responsibilities to clients,
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(2) social workers’ ethical responsibilities to colleagues, (3) social workers’ ethical
responsibilities in practice settings, (4) social workers’ ethical responsibilities as
professionals, (5) social workers’ ethical responsibilities to the social work profession,
and (6) social workers’ ethical responsibilities to the broader society.
Some of the standards that follow are enforceable guidelines for professional conduct,
and some are aspirational. The extent to be exercised by those responsible for reviewing
alleged violations of ethical standards.
1. SOCIAL WORKERS’ ETHICAL RESPONSIBILITIES TO CLIENTS
1.01 Commitment to Clients
1.02 Self-Determination
1.03 Informed Consent
1.04 Competence
1.05 Cultural Awareness and Social Diversity
1.06 Conflicts of Interest
1.07 Privacy and Confidentiality
1.08 Access to Records
1.09 Sexual Relationships
1.10 Physical Contact
1.11 Sexual Harassment
1.12 Derogatory Language
1.13 Payment for Services
1.14 Clients Who lack Decision-Making Capacity
1.15 Interruption of Services
1.16 Referral for Services
1.17 Termination of Services
2. SOCIAL WORKERS’ ETHICAL RESPONSIBILITES TO COLLEGUES
2.01 Respect
2.02 Confidentiality
2.03 Interdisciplinary Collaboration
2.04 Disputes Involving Colleagues
2.05 Consultation
2.06 Sexual Relationships
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2.07 Sexual Harassment
2.08 Impairment of Colleagues
2.09 Incompetence of Colleagues
2.10 Unethical Conduct of Colleagues
3. SOCIAL WORKERS’ ETHICAL RESPONSIBILITES IN PRACTICE SETTINGS
3.01 Supervision and Consultation
3.02 Education and Training
3.03 Performance Evaluation
3.04 Client Records
3.05 Billing
3.06 Client Transfer
3.07 Administration
3.08 Continuing Education and Staff Development
3.09 Commitments to Employers
3.10 Labor-Management Disputes
4. SOCIAL WORKERS’ ETHICAL RESOPONSIBILITES TO PREOFESSIONALS
4.01 Competence
4.02 Discrimination
4.03 Private Conduct
4.04 Dishonesty, Fraud, and Deception
4.05 Impairment
4.06 Misrepresentation
4.07 Solicitation
4.08 Acknowledging Credit
5. SOCIAL

WORKERS

ETHICAL

RESPONSIBOITIES

TO

SOCIAL

WORK

PROFEESION
5.01 Integrity of the Profession
5.02 Evaluation and Research
6. SOCIAL WORKERS’ ETHICAL RESPONSIBILITIES TO BROADER SOCIETY
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6.01 Social Welfare
6.02 Public Participation
6.03 Public Emergencies
6.04 Social and Political Action

（邦訳は日本ソーシャルワーカー協会発行『全米ソーシャルウェアーカー協会ソーシャル
ワーク実践および業務基準おやび業務指針』日本ソーシャルワーカー協会国際委員会、１９
９７年）
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資料７．社会福祉と社会保障の定義とソーシャルワークの専門分野
表（ ）ソーシャル・ワークとソーシャル・ウエルフェアとソーシャル・セキュリティの定
義（フリードランダー（１９５５年））
“Social welfare” is the organized system of social services and institutions, designed to
aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health. (Page 4.)
“ソーシャル・ウエルフェア（social welfare）／社会福祉”とは、生活と健康において十分な
基準を達成するよう個人や集団を支援するソーシャル・サービスと制度からなる組織化さ
れた体系（the organized system）である。
“Social work” is a professional service, based upon scientific knowledge and skill in
human relations, which assists individuals, alone or groups, to obtain social and personal
satisfaction and independence. It is usually performed by a social agency or a related
organization. The term “social welfare” has a broader implication than professional
social work. (Page 4.)
“ソーシャル・ワーク（social work）”とは、人間関係に関する科学的知識と技術に基づき、
社会的、そして個人的な満足と自立を達成するよう個々人、個人、あるいは集団を支援する
ところの一つの専門職サービス（a professional service）である。
By “social security” we understand a program of protection provided by society against
those contingencies of modern life-sickness, unemployment, old age dependency,
industrial accidents, and invalidity – against which the individual cannot be expected to
protect himself and his family by his own ability or foresight. This general goal of social
protection, as rule, is secured through the various forms of public assistance, social
insurance, and frequently preventive health and welfare services.
“ソーシャル・セキュリティ（social security）／社会保障”については、個人的能力や予測
によって、個人やその家族を守ることができない現代社会の不慮の出来事－病気、失業、高
齢、労災、障害－に対し、社会によって提供されるひとつの保護プログラム（a program of
protection）であると、我々は理解する。社会的保護の一般的目標は、規則として、公的給
付（public assistance）
、社会保険（social insurance）、そして、その繰り返し行われる保護
的な保健と福祉サービス（health and welfare services）の各種の形態によって保障される
と、我々は理解する。
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つまり、“ソーシャル・ウエルフェア（social welfare）／社会福祉”とは、ソーシャル・サ
ービスと制度からなる組織化された体系（the organized system）であり、“ソーシャル・ワ
ーク（social work）”とは、専門職サービス（a professional service）を意味し、“ソーシャ
ル・セキュリティ（social security）／社会保障”とは、保護プログラム（a program of
protection）であると定義している。これら三者の関係を、一台のバスにたとえると、“ソー
シャル・ウエルフェア（social welfare）／社会福祉”という車体を、二つの車輪である専門
職サービス（a professional service）と保護プログラム（a program of protection）で動か
していると考えることができる。そこで、社会福祉は、各種の制度とともに、ソーシャルワ
ーカーの専門職サービス（professional service）であるプラクティス（practice）から成り
立っていると言える。次は、このプロフェッショナル（サービス／プラクティス）としての
“ソーシャルワーカー”について考えてみよう。
ソーシャルワーカーと専門分野
「ソーシャルワーク」とは“何か”と問われた時、それを言葉で説明をしようとすると難し
い。ところが、「ソーシャルワーカー」とは“誰か”と問われたとき、その説明を言葉で説明
することはやはり難しいが、今度は、その人たちが実際にいるので、
「この人がソーシャル
ワーカーです」と示せばよい。また、「ソーシャルワーク・プラクティス」においても、ソ
ーシャルワーカーが“どのようなことを行っているか”と問われると、やはり言葉で説明する
ことは難しいが、ソーシャルワーカーが実際に行っていることを見てもらえばよい。抽象概
念（内包）を言葉で説明することは難しいが、現実にある対象（外延）を示すことは比較的
容易である。そこで、
「ソーシャルワーク」を言葉で説明するのではなく、実際の「ソーシ
ャルワーカー」を示し、そのソーシャルワーカーが行っているソーシャルワーカーの「専門
分野」を見てみよう。
１．
「ソーシャルワーカー」とは“誰か”
まず、「ソーシャルワーカー」とは“誰か”を示す。そのため、実際のソーシャルワーカー
を、今ここで見ることができないので、現実のソーシャルワーカーの写真を見てみよう。フ
ァイアーストン（Firestone）
（２００２年）は、ソーシャルワーカーはどのような人で、ど
のようなことをしているかということを、子供たちにわかりやすく示すために写真集の薄
い本を出版している。ソーシャルワーカーたちのいるその場の写真を左ページに大きく見
せ、その右ページには、大きな文字で簡単な説明が書かれている。その一部である写真の４
つを提示されている。その写真１，２，３，４に添えられている文章を邦訳し、表（ ）に
書き出してみた。
表（ ） 写真１，２，３，４に添えられている文章
写真１：ソーシャルワーカーは、どのように人を援助しているのでしょうか。
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問題を自らが解決できなくなっている人々を援助しています。ソーシャルワーカーは、住む
ところ、たべるもの、着るもの、そして働くところを、その人々が、みつけだしていけるよ
う援助しているのです。多くのソーシャルワーカーは、人々が安心できて、健康的なところ
で生活し、はたらいていけるよう援助しています。
写真２：ソーシャルワーカーは、なにをしているのでしょうか。
人々はときに、仕事を失うことがあります。ソーシャルワーカーは、その人々が新しい仕事
や訓練するところをみつけられるよう援助しています。ソーシャルワーカーは、葛藤を家族
が解決していけるよう援助します。ソーシャルワーカーはまた、安心して、健康的な家庭に
おいてこどもたちが、まちがいなく生活できるよう援助しています。
写真３：ソーシャルワーカーは、どこではたらいているのでしょうか。
ソーシャルワーカーは、おおくの場所ではたらいています。ソーシャルワーカーは、あると
きは、病院で、学校で、あるいは、ナースイング・ホームではたらいています。あるいは、
ソーシャルワーカーは警察署や刑務所ではたらいています。ソーシャルワーカーは、国のた
めにもはたらいています。
写真４：ソーシャルワーカーと学校
ソーシャルワーカーは、学校に通います。そこで、いかに人々から話を聞き、どのように話
しをするかを学びます。また、人々を援助するための制度を勉強します。ソーシャルワーカ
ーは、人々が問題を解決していけるよう援助する方法を学びます。
ブリンカーホッフ（Brinkerhoff）
（２００３年）の本の中では、ソーシャルワーカーがは
たらく専門分野のいくつかの例を挙げている（表 ）。
表（ ）ソーシャルワーカーのはたらく専門分野の例
1. Clinical social workers
臨床ソーシャルワーカー
2. Child welfare or family services social worker
子ども福祉・家族サービス・ソーシャルワーカー
3. Child or adult protective services social workers
児童・成人保護サービス・ソーシャルワーカー
4. Mental health social works
精神保健ソーシャルワーカー
5. Health care social workers
医療ケア・ソーシャルワーカー
6. School social workers
スクール・ソーシャルワーカー
7. Criminal justice social workers
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司法ソーシャルワーカー
8. Occupational social workers
就労ソーシャルワーカー
9. Gerontology social workers
高齢者ソーシャルワーカー
10. Social work administrators
ソーシャルワーク・アドミニストレーション
11. Social work planners and policy-makers
ソ－シャルワーク・プランナーとポリシー・メイカー
（原書：１０－１１頁）
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資料８．ソーシャルワークのグローバル・スタンダード成立の経緯
国際ソーシャルワーカー協会と国際ソーシャルワーク学校連盟は、４つの公式文書を国
際会議において承認し、インターネット上に提示している。承認された年とともに、表（ ）
に示す。
表（ ）４つの公式文書
１．
「ソーシャルワークにおける倫理、原則の表明」
（２００４年）
（Ethics in Social Work,
Statement of Principles）
２．
「グローバル・スタンダード」（２００４年）（Global Standards）
３．
「グロ－バル・アジェンダ」（２０１２年）（The Global Agenda）
４．
「ソーシャルワークのグローバル定義（改訂）」
（２０１４年）
（Global Definition of the
Social Work）
これら４つについて、以下、説明する。我が国において、その邦訳として『ソーシャルワ
ークの定義、ソーシャルワークの倫理：原理についての表明、ソーシャルワークの教育・養
成に関する世界基準』
（相川書房、２００９年）が出版されている。
１．
「ソーシャルワークの倫理：原理についての表明」
「ソーシャルワークの倫理：原理についての表明」は、アデレード、オーストラリア、２
００４年の国際会議において採択された。その内容は大きく４つの部分からなりたってい
る（表 ）
。
表( ) ソーシャルワークの倫理：原理についての表明（Ethics in Social Work, Statement
of Principles）の内容
１）ソーシャルワークの国際定義：２００１年（Definition of Social Work）
２）国際規約（International Conventions）
３）原理（Principles）
4.1 人権と人間の尊厳（Human Rights and Human Dignity）
4.2 社会正義（Social Justice）
４）専門職としての行動（Professional conduct）
以上の、１）ソーシャルワーク（旧）国際定義（２００１年）
、２）国際規約、３）原理
を、以下に説明する。
１）ソーシャルワークの（旧）国際定義（２００１年）
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２００１年採択の「定義」を、表（ ）に英文と邦文を併記して示す。３つの文章から構
成されている。
表（ ）Social Work / Social Work Profession の国際定義（２００１年採択）
1. The social work profession promotes social change, problem solving in human
relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being.
ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーイング）の増進を目指して、社会
の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促
していく。
2. Utilising theories of human behavior and social systems, social work intervenes at
the points where people interact with their environments.
ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその
環境と相互に影響し合う接点に介入する。
3. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.
人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。
最初の文章において、“ソーシャルワーク・プロフェション（Social work profession）”の
目的は、「人間の福利（ウエルビーイング）を目指す」ことである。この目的を達成するた
め、
「社会の変革」
、
「人間関係における問題解決を図る」
、そして「人々のエンパワーメント
と解放を促進する」とある。ソーシャルワークに“プロフェション（profession）”という言
葉が付き、“専門性（profession）”をもった“専門職（家）
（professional）”であることを明記
している。医療の“専門家”が「医師」であり、「看護師」であるように、ソーシャルワーク
は、ソーシャルワーク・プラクティスにおいて、あるいは社会福祉の実践において、プロフ
ェショナル・アイデンティティをもった“専門家”であることを示している。
次に、ソーシャルワーカーの目的、あるいは使命は、「人間の福利（ウエルビーイング）
を目指す」ことにあるとして、“well-being”という言葉が使われている。“良い（well）”と
“Being”という言葉は、「より多くのお金」「りっぱな家」「美しい服」といった“良い”“物
（material）”と対置した言葉である。現代社会において、どれだけ多くのお金、どんな良
い家に住んでいるか、りっぱな服を多くもっているか、といった“所有（Having）”が、人の
“成功”や“立派さ”を判断する重要な価値判断となる。この“所有（Having）”することができ
ないもの／こと、それがその人の“存在（Being）”である。たとえば、
「人間」を“human-being”
と書く。人間が持っているもの、
「人間所有（human-having）」をすべてはぎとったとき、
そこに残るもの／こと、それが「人間存在（human-being）
」である。つまり、“Well-being”
とは、その人、あるいはその人々の“存在（Being）”のありかたが“良い（well）”ことを意味
する。ソーシャルワーカーは、その“人の存在（Being）”の“良さ（well）”を“目指す”。そこ
で、第３番目の文章にある「人間の尊厳（human dignity）」、あるいは「人権（human rights）
」
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へとつながり、その「人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤であ
る」
。この実現が、ソーシャルワーカーが存在する意味であり、使命であり、ソーシャルワ
ーク・プラクティスの共通基盤にある専門価値である。
２）国際規約
この国際規約の綱目において、次のように述べられている。「国際的人権宣言や条約は、
共有する達成する水準となり、グローバルな社会で受け入れられている権利を承認するも
のである。
」その上で、関連する７つの文書を列挙している。
・ 『世界人権宣言』

Universal Declaration of Human Rights
・ 『市民権・政治的権利に関する国際規約』

The International Covenant on Civil and Political Rights
・ 『経済的・社会的・文化的権利に関する国政規約』

The International Covenant of Economic Social and Cultural Rights
・ 『あらゆる人種差別の撤廃に関する国際条約』

The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
・ 『あらゆる女性に対する差別撤廃に関する条約』

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
・ 『子どもの権利に関する条約』

The Convention on the Rights of the Child
・ 『先住民や部族民に関する条約（ＩＬＯ条約１６９）』

Indigenous and Tribal People Convention (ILO convention 169)
４）原理
この原理の項目において、価値である「人権と人間の尊厳」と「社会正義」に関する原理
について説明されている。
① 人権と人間の尊厳
人権と人間の尊厳（the inherent worth and dignity of all people）について、「ソーシャ
ルワーカーは、すべての人について固有の価値と尊厳の尊重、およびここから派生する諸権
利に基盤を置く」こと、そして「ソーシャルワーカーは個々の人間の身体的、心理的、情緒
的、そして精神的な統合と福祉（ウエルビーング）を増進し、そして守らなければならない」
と明記している。そして、次のように説明している。
1. Respecting the right to self-determination – Social workers should respect and
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promote people’s right to make their own choices and decisions, irrespective of their
values and life choices, provided this does not threaten the right and legitimate
interests of others.
自己決定に関する権利を尊重すること－ソーシャルワーカーは人びとが、彼らの価値観
や人生の選択がいかなるものであるかに関わりなく、その決定が他者の権利や利益を侵
害しない限りにおいては、自分で選択し検定する権利を尊重しなければならない。
2. Promoting the right to participation – Social workers should promote the full
involvement and participation of people using their services in ways that enable
them to be empowered in all aspects of decisions and actions affecting their lives.
参加への権利を促進すること－ソーシャルワーカーは、サービスを利用する人々の生活
に、あらゆる面から考察して影響を及ぼす決定と実施において、力を発揮できるような
方法で、彼らの完全な関与と参加をすすめるべきである。
3. Treating each person as a whole – Social workers should be concerned with the whole
person, within the family, community, societal and natural environments, should
seek to recognize all aspects of a person’s life.
個々の人間を全体として捉える－ソーシャルワーカーは、家族、コミュニティ、社会環
境や自然環境の中で、全体としての人間に関心を払うべきであり、そしてその人物の生
活のあらゆる側面を明確に理解しようとするべきである。
4. Identifying and developing strengths – Social workers should focus on the strength
of all individuals, groups and communities and thus promote their empowerment.
ストレングスを見出し伸ばすこと－ソーシャルワーカーは、すべての個々人、グループ。
コミュニティについてストレングス（力）に傾注し、そのエンパワメントを進展させる
べきである。
② 社会正義
社会正義（social justice）について、「ソーシャルワーカーは、社会全般に関して、また
自分たちが対象にしている人々に関して社会正義をすすめる責任がある」とし、次のように
説明している。
1. Challenging negative discrimination – Social workers have a responsibility to
challenge negative discrimination on the basis of characteristics such as ability, age,
culture, gender or sex, marital status, socio-economic status, political opinions, skin
color, racial or other physical characteristics, sexual orientation, or spiritual beliefs.
不利な差別に立ち向かうこと＊－ソーシャルワーカーは、能力、年齢、文化、ジェンダ
ーまたは性別、婚姻の地位、社会経済的状況、政治的見解、皮膚の色、人種もしくはそ
の他の身体的特徴、性的指向、あるいは精神的信条などの特徴を理由にした不利な差別
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に立ち向かう責任をもつ。
2. Recognizing diversity – Social workers should recognize and respect the ethnic and
cultural diversity of the societies in which they practice, taking account of individual,
family, group and community differences.
多様性を認識すること－ソーシャルワーカーは、個人、家族、グループ、コミュニティ
に違いがあることを考慮して、自分たちが実践する社会の民族と文化の多様性を認識し、
尊重するべきである。
3. Distributing resources equitably – Social workers should ensure that resources at
the disposal are distributed fairly, according to need.
資源を公正に分配すること－ソーシャルワーカーは、自分の裁量権のある資源が、ニー
ズに応じて配分されるのを確実にするべきである。
4. Challenging unjust policies and practices – Social workers have a duty to bring to
the attention of their employers, policy makers, politicians and general public
situations where resources are inadequate or where distribution of resources, policies
and practices are oppressive, unfair or harmful.
不公正な方針や実践に対して立ち向かうこと－ソーシャルワーカーは、資源が不適切で
ある場合、あるいは資源配分、方針、実践が酷であるか、不公正である、有害である場
合、自分たちの雇用者、方針策定者、政治家、そして一般的公衆の眼をそういう状況に
向けさせる義務がある
5.

Working in solidarity – Social workers have an obligation to challenge social
conditions that contribute so social exclusion, stigmatization or subjugation, and to
work towards an inclusive society.
団結してはたらくこと－ソーシャルワーカーは、社会的排除、スティグマ化あるいは奴
隷化の一因となる社会状況に立ち向かい、包含的社会に向けて働く義務がある。
そして最後に、この文章は２００４年、オーストラリア・アデレードで開かれたＩＦＳＳ

Ｗ，ＩＡＳＷの両総会において採択された最終文書であることを記している。
２．
「グローバル・スタンダード」
ここで、
「グローバル・スタンダード」とは何かを理解しておこう。グローバル化がすす
む世界的な潮流の中で、
「ソーシャルワーク」
「ソーシャルワーカー」とは何か、そのソーシ
ャルワークの定義、ソーシャルワークの目的・使命、そして、ソーシャルワークの教育・訓
練について、各国、各地域を超えて、共通に目標となしえる基準を、国際ソーシャルワーク
学校連盟（ＩＡＳＷ）と国際ソーシャルワーカー協会（ＩＦＳＳＷ）の合同による会議にお
いて定めておこうというものである。そこで、その文章の内容は、次の項目からなっている
（表 ）
。我が国においても、
『ソーシャルワークの定義、ソーシャルワークの倫理：原理に
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ついての表明、ソーシャルワークの教育・養成に関する世界基準』（国際ソーシャルワーク
学校連盟（ＩＡＳＳＷ）
，国際ソーシャルワーカー協会（ＩＦＳＷ）
（相川書房、２００９年）
として、日本語訳が出版されている。
表（ ）ソーシャルワークに関するグローバル・スタンダードの項目
１．ソーシャルワークの国際定義
International Definition of Social Work
２．ソーシャルワークの基本目的
Core Purposes of the Social Work Profession
３．ソーシャルワーク専門性の教育と訓練のためのグローバル・スタンダード
Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession
1) 大学・学校の基本目的／ミッション・ステートメントに関する基準
Standards regarding the school’s core purpose or mission statement
2) 教育プログラムの達成目標と成果に関する基準
Standards regarding program objectives and outcomes
3) 教育プラオグラムのカリキュラム（実習教育を含む）に関する基準
Standards with regard to program curricula including field education
4) コア・カイキュラムに関する基準
Standards with regard to core curricula
5) ソーシャルワーク専門教員・指導者に関する基準
Standards with regard to professional staff
6) ソーシャルワーク学生に関する基準
Standards with regard to social work students
7) 組織、運営、管理及び資源に関する基準
Standards with regard to structure, administration, governance and resources
8) 文化的・民族的多様性の保証と両性平等の扱いに関する基準
Standards with regard to cultural and ethnic diversity and gender inclusiveness
9) ソーシャルワークの価値と倫理綱領に関する基準
Standards with regard to values and ethical code of conduct of the social work
Profession

（これは、２００４年、オーストラリア、アデレードにおけるＩＡＳＳＷとＩＦＳＷのジェ
ネラル・アセンブリにおいて最終文書として採択されたものである。）(This is the final
document adopted at the IASSW and IFSW General Assemblies in Adelaide, Australia,
2004.)
この中の「２．ソーシャルワークの基本目的」と、「３．ソーシャルワーク専門性の教育
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と訓練のためのグローバル・スタンダード」の中の“４）コア・カイキュラムに関する基準”
のみを説明しておこう。
ソーシャルワークの基本目的
ソーシャルワークの目的、ソーシャルワーカーの使命、そしてソーシャルワーク・プラク
ティスの対象とする人々を明確に示すため、
「ソーシャルワークの基本目的（Core purposes
of the social work profession）
」の部分を引用し、英語と邦訳を並べて示す(表( ))。議論を
進めていくうえで、英語表現と日本語表現が異なると、意味の整合性が失われる。重要な専
門語において、英語表現と日本語表現とを併記し、それを合致させることで、原著と邦訳の
両者の意味の整合性を確認できる。
表（ ）「ソーシャルワークの基本目的（Core purposes of the social work profession）
」
1. Facilitate the inclusion of marginalized, socially excluded, dispossessed, vulnerable
and at-risk groups of people
社会の周辺に追いやられている人々、社会的に排除されている人々、貧困にある人々、
社会的に脆弱で、危機に瀕している人々が社会に参加できるように支援する。
2. Address and challenge barriers, inequalities and injustices that exist in society.
社会に存在する社会参加への壁、不平等、不正義に対して立ち向かう。
3. From short and long-term working relationships with and mobilize individuals,
families, groups, organizations and communities to enhance their well-being and
their problem-solving capacities.
人々の福祉と問題解決能力を高めるよう、個人、家族、集団、組織、コミュニティと短
期的及び長期的な関わりをもち、働きかける。
4. Assist and educate people to obtain services and resources in their communities.
コミュニティのサービスと社会資源の活用ができるように、人々を支援し教育する。
5. Formulate and implement policies and programs that enhance people’s well-being,
promote development and human rights, and promote collective social harmony and
social stability, insofar as such stability does not violate human rights.
人々の福祉を向上し、発展と人権尊重を推進し、社会の調和と安定を－他の人の人権を
侵害しない限りにおいて－促進する制度政策を立案し、実行する。
6. Encourage people to engage in advocacy with regard to pertinent local, national,
regional, and/or international concerns.
該当する地方、国、
（国際）地域、世界の問題に取り組み努力する人々に働きかける。
7. Act with and/or for people to advocate formulation and targeted implementation of
policies that are consistent with the ethical principles of the profession.
専門職としての倫理原則に則った政策の立案と、その実現を図り、人々とともにあるい
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は人々のために行動する。
8. Act with and/or for people to advocate changes in those policies and structural
conditions that maintain people in marginalized, dispossessed and vulnerable
positions, and those that infringe the collective social harmony and stability of
various ethnic groups, insofar as such stability does not violate human rights.
人々を社会的弱者の（社会の周辺の、
「略奪された」
「傷つきやすい」）地位に置き続ける
政策と構造的条件を、また多様な民族間の社会的調和と安全を妨げる政策と構造的条件
を－それら安定が人権を侵害しない限りにおいて－変えるために、人々とともにまたは
人々のために行動する。
9. Work towards the protection of people who are not in a position to do so themselves,
for example children and youth in need of care and persons experiencing mental
illness or mental retardation, within the parameters of accepted and ethically sound
legislation.
例えば子どもやケアを必要とする若い人々、精神障害や発達障害をもつ人々な φ、自ら
行動を起こしにくい人々の援護にむけて、社会に受け入れらかつ倫理的に認めうる法律
の枠内で働きかける。
10. Engage in social and political action to impact social policy and economic
development, and to effect change by critiquing and eliminating inequalities.
不平等を批判し無くすことによって、社会政策や経済発展に影響を与え、また社会に変
革をもたらすよう社会的・政治的活動に従事する。
11. Enhance stable, harmonious and mutually respectful societies that do not violate
people’s human rights.
人々の人権を侵害することのない安定し、調和のとれた、そしてお互いが尊重しあえる
社会を実現していく。
12. Promote respect for traditions, cultures, ideologies, beliefs and religions amongst
different ethnic groups and societies, insofar as these do not conflict with the
fundamental human rights of people.
異なる民族集団、社会の中にあって、人々の基本的人権を侵害しない限り、お互いの伝
統、文化、思想、信条、宗教を尊重する。
13. Plan, organize, administer and manage programs and organizations dedicated to any
of the purpose delineated above.
以上の諸目的を実現するための制度及び組織を計画し、組織化し、運営し、管理する。

以上の「ソーシャルワークの基本目的（Core purposes of the social work profession）
」
の文章において、以下の１２の重要なキーワードとなる言葉を確認しておく。
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＜キーワード＞
１）marginalized people：
「社会の周辺に追いやられている人々」
２）socially excluded people：
「社会的に排除されている人々」
３）dispossessed people：
「貧困にある人々」
４）vulnerable people：
「社会的に脆弱な人々」
５）at-risk：
「危機に瀕している」
６）barrier：
「社会参加への壁」
７）inequality：
「不平等」
８）injustice：
「不正義」
９）well-being：
「福祉」(『ソーシャルワークの定義』においては、
「ウェル・ビーイング」
とカタカナが使われた。)
１０） problem-solving capacity：
「問題解決能力」
１１） human right：
「人権」
１２） structural condition：
「構造的条件」

コア・カリキュラムに関する基準
コア・カイキュラムに関する基準を表（ ）に示す。大部になるが、ソーシャルワーク・
プラクティス理論に関する議論を進める上でも、重要なことであるので、以下に英文と和訳
とともに示しておく。
表（ ）コア・カリキュラムに関する基準
In respect core curricula, school should aspire toward the following:
大学・学校は、コア・カリキュラムにつて、以下の基準を達成するよう努めなければなら
ない。
4.1 An identification of and selection for inclusion in the program curricula, as
determined by local, national and regional/international needs and priorities.
教育プログラムのカリキュラムに含まれるものは、それぞれの地方、国(国際)、地域・
世界のニーズとその優先順位により決定され、選ばれなければならない。
4.2 Notwithstanding the provision of 4.1 there are certain core curricula that may be
seen to be universally applicable. Thus the school should ensure that social work
students, by the end of their first Social Work professional qualification, have had
exposure to the following core curricula which are organized into four conceptual
components:
４．１の規定はあるものの、全世界共通とみなされる一定ノコア・カリキュラムもある。
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ソーシャルワーク学生は、最初のソーシャルワークし資格基礎課程を終えるまでに、以下の
４つの枠組みに体系化されたコア・カイキュラムを学習する機会を与えられるべきである。
4.2.1 Domain of the Social Work Profession
ソーシャルワークに関する領域
1. A critical understanding of how socio-cultural inadequacies, discrimination,
oppression, and social, political and economic injustices impact functioning and
development at all levels, including the global.
社会構造上の欠陥、差別、抑圧、社会・正義・経済上の不正義がどのように世界レベル
を含むすべてのレベルにおいて人間の機能と発達に対して影響を与えているかを批判
的に理解できるようになるものでなければならない。
2. Knowledge of human behavior and development and of the social environment, with
particular

emphasis

on

the

person-in-environment

transaction,

life-span

development and the interaction among biological, psychological, socio-structural,
economic, political, cultural and spiritual factors in shaping human development and
behavior.
人の行動と発達に関する知識と社会環境に関する知識にいて、特に、人―環境の相互関
係、生涯にわたる成長、そして、人の発達と行動を形作る生物的、心理的、社会・構造
的、経済的、政治的、文化的、霊的・精神的・宗教的要因に特別の強調が置かれ、教授
されなければならない。
3. Knowledge of how traditions, culture, beliefs, religions and customs influence human
functioning and development at all levels, including how these might constitute
resources and/or obstacles to growth and development.
伝統、文化、信条、宗教、数館が、すべてのレベルで人間の機能と成長にどのように影
響するのか、これらがどう成長と発達への資源となりあるいは障害となるものかを含め、
教授されなければならない。
4. A critical understanding of social work’s origins and purposes.
ソーシャルワークの起源と目的について、批判的に理解することができりょうになるも
のでなければならない。
5. Understanding of country specific social work origins and development.
それぞれの国に特有のソーシャルワークの起源と発達について、理解することができる
ようなものでなければならない。
6. Sufficient knowledge of related occupations and professions to facilitate interprofessional collaboration and teamwork.
各専門職関の協力とチームワークを促進するため、関連する職業と専門職について十分
な知識を得ることができなければならない。
7. Knowledge of social welfare policies (or lack thereof), services and laws at local,
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national and/or regional/international levels, and the rolls of social work in policy
planning, implementation, evaluation and is social change processes.
地方、子に、
（国際）知識／世界レベルの社会福祉政策（及びその欠落）
、サービス、法
律に関する知識と、政策の立案、実行、評価及び社会変革の過程におけるソーシャルワ
ークの役割についての知識を得ることができるものでなければならない。
8. A critical understanding of how social stability, harmony, mutual respect and
collective solidarity impact human functioning and development at all levels,
including the global, insofar as that stability, harmony and solidarity are not used to
maintain a status quo with regard to infringement of human rights.
社会の安定、調和、相互の尊敬、集団的連帯がどう世界レベルを含むすべてのレベルで
人間の機能と発達に影響を及ぼすかについて、その安定、調和、連帯が人権の侵害に関
する現状を維持するために用いられない限りにおいて、批判的・批評的に理解できるよ
うになるものでなければならない。
4.2.2 Domain of the Social Work Professional:
ソーシャルワーカーに関する分野
1. The development of the critically self-reflective practitioner, who is able to practice
within the value perspective of the social work profession, and shares responsibility
with the employer for their well-being and professional development, including the
avoidance of ‘burn-out’.
ソーシャルワーク専門職としての価値に則った実践を行い、“燃え尽きる”ことなく自ら
の健康と福祉専門職としての力を増進させるという責務を雇用主側とともに果たして
いく、自ら考え、判断し、自省しながら進むことできる実践家が育成されなければなら
ない。
2. The recognition of the relationship between personal life experiences and personal
value systems and social work practice.
個人の生活や個人的価値観とソーｓｈルワーク実践との間の関係が理解できるように
なるものでなければならない。
3. The appraisal of national, regional and/or international social work codes of ethics
and their applicability to context specific realities.
国、
（国際）地域、世界それぞれにおけるソーシャルワーク倫理綱領を理解し、それらを
それぞれの具体的場面へと適用できるようになるものでなければいけない。
4. Preparation of social workers within a holistic framework, with skills to enable
practice in a range of contexts with divers ethnic, cultural, ‘racial’7 and gender groups,
and other forms of diversities. (7. Concepts ‘racial’ and ‘race’ are in inverted commas
to reflect that they are socio-structural and political constructs, wherein biological
differences amongst people are used by some dominant groups to oppress, exclude
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and marginalize groups considered to be of minority status.)
多様な民族、文化、“人種”７、性、及びその他の形態の多様性を内に含んだ広範囲の内
容について実践ができる技能をもった、しかし全体論的[＝生物的、心理的、社会構造的、
経済的、政治的、文化的、霊的・精神的・宗教的]枠組みの中に置かれたソーシャルワー
カーが養成されるものでなければならない。
5. The development of the social worker who is able to conceptualize social work wisdom
derived from different cultures, traditions and customs in various ethnic groups,
insofar that culture, tradition, customs and ethnicity are not used to violate human
rights.
多様な民族集団の異なった文化、伝統、習慣に根ざしたソーシャルワークの「知」をそ
の文化、伝統、慣習及び民族性が人権を侵さない限りにおいて、概念化することができ
るソーシャルワーカーが育成されなければならない。
6. The development of social worker who is able to deal with the complexities, subtleties,
multi-dimensional, ethical, legal and dialogical aspects of power.
権力の複雑さ、曖昧さ、多面的、倫理的、法的、対話的な側面を扱うことができるソー
シャルワーカーが育成されなければならない。
4.2.3 Methods of Social Work Practice
ソーシャルワーク実践の方法
1. Sufficient practice skills in, and knowledge of, assessment, relationship building and
helping processes to achieve the identified goals of the program for the purposes of
social support, and developmental, protective, preventive and/or therapeutic
intervention – depending on the particular focus of the program or professional
practice orientation.
社会的支援及び発達・用語・予防・治療的介入を目的としたプログラムの設定目標―そ
れは当該プログラムの特定のねらい又は専門的実践が目指す方向性に応じて異なる－
を達成することができるアセスメント、関係構築、援助過程についての十分な実践技能
と知識が教授されなければならない。
2. The application of social work values, ethical principles, knowledge and skills to
confront inequality, and social, political and economic injustices.
不平等及び社会的・政治的・経済的不正義と闘うためにソーシャルワークの価値、倫理
原則、知識及び技能を用いることができるようになるよう教授されなければならない。
3. Knowledge of social work research and skills in the use of research methods,
including ethical use of relevant research paradigms, and critical appreciation of the
use of research and different sources of knowledge about social work practice.
ソーシャルワーク研究調査及び研究調査法の用い方・技法についての知識が教授されな
ければならない。そこでは、関連研究調査の枠踏みを用いる場合の倫理性及びソーシャ
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ルワーク実践に関する調査研究や各種の文献等を用いる場合の批判的理解が含まれな
ければならない。
4. The application of social work values, ethical principles, knowledge and skills to
promote care, mutual respect and mutual responsibility amongst members of a
society.
社会の人々が他人を気遣い、相互に尊重し合い、互いに責任をもちあえるよう促すべく、
ソーシャルワークの価値、倫理原理、知識と技術を用いることができるようにならなけ
ればならない。
4.2.4 Paradigm of the Social Work Profession:
ソーシャルワークのパラダイム
1. Of particular current salience to professional social work education, training and
practice are the following epistemological paradigms (which are not mutually
exclusive), that should inform the core curricula:
以下に示すような認識の仕方（それらはお互いいオーバーラップもする）が、現在のソ
ーシャルワークの教育、養成、実践の特徴であるが、これらはコア・カリキュラムに反
映されるべきである。
2. An acknowledgement and recognition of the dignity, worth and uniqueness of all
human beings.
すべての人間の尊厳、価値、個性を理解し、認める。
3. Recognition of the interconnectedness that exists within and across all systems at
micro, mezzo and macro levels.
みくろ、メゾ、マクロにおいて、すべてのシステムが相互に関連しあっていることを理
解する。
4. An emphasis on the importance of advocacy and changes in socio-structural, political
and economic conditions that disempower, marginalize and exclude people.
人々を社会的に無力化し、周辺化し、排除する社会構造的、政治的、経済的状況の中に
おけるアドボカシーと変革の重要性を認識する。
5. A focus on capacity-building and empowerment of individuals, families, groups,
organizations and communities through a human-centered development approach.
人間を中心に据えた発達的アプローチを通して、個人、家族、組織、コミュニティの能
力向上とエンパワメントに焦点をあてる。
6. Knowledge about and respect for the rights of service users.
サーイビス利用者について理解しかつその権利を尊重する。
7. Problem-solving and anticipatory socialization through an understanding of the
normative development life cycle, and expected life tasks and crises in relation to
age-related influences, with due consideration to socio-cultural expectations.
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社会文化的な期待があることに十分配慮しつつ、標準的ライフサイクルにおける発達過
程の理解を通して問題解決志向の社会化や予期的社会化、及び年齢に伴う影響との関連
において予期される課題や危機を認識する。
8. The assumption, identification and recognition of strengths and potential of all
human beings.
すべての人間の強さと潜在可能性を信じ、それらを見出し、認めていく。
9. An appreciation and respect for diversity in relation to ‘race’, culture, religion,
ethnicity, linguistic origin, sexual orientation and differential abilities.
“人種”、文化、宗教、民族、母語、性、性的指向、障害の有無の多様性を評価しｈ、尊
重する。

75

資料９．
「グローバル・アジェンダ」
この「グローバル・アジェンダ」は、各国支部で翻訳され、それらが併記されインターネ
ット上に掲載されている。日本支部の「グローバル・アジェンダ」（２０１２年３月）も提
示されている。
写真
その邦訳において、この中の「私たちのコミットメント」に、次のように述べている。
豊富な社会的取り組みや社会運動を基に、変革・社会正義・人権の普遍的な遂行のために、
あらゆるレベルで一致協力するのは今であると、私たちは確信している。私たち、国際ソー
シャルワーカー連盟（ＩＦＳＷ）
，国際ソーシャルワーク学校連盟（ＩＡＳＳＷ）
、及び国際
社会福祉協議会（ＩＣＳＷ）は、特定の背景の中で形成された過去及び現在の政治・経済・
文化・社会秩序が、世界・国・地域コミュニティに不平等な影響を与え、人々に悪影響をも
たらしていると認識している。
そして、
「２０１２年―２０１６年の間、私達は以下の点に重点を置く」と述べ、４つの目
票を列挙している。
―社会的及び経済的平等の促進
―人々の尊厳や価値の促進
―環境の持続可能性に向けた取り組み
―人間関係の重要性への認識強化
また、
「私達の組織」の中で、
「国際ソーシャルワーカー連盟（ＩＦＳＷ）は、７５０，０
００を超えるソーシャルワーカーを代表する９０カ国のソーシャルワーク全国組織の世界
連盟である。国際ソーシャルワーク学校連盟（ＩＡＳＳＷ）は、ソーシャルワークの理論と
実践・社会的サービスの運営・社会政策の制定における質の高い教育・研修・研究を促進す
る、ソーシャルワークの大学及び５００，０００の学生たちの利益のために発言している」
と説明している。
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資料１０．ソーシャルワーク／ソーシャルワーク・プロフェッションの国際定義の枠組み
２０１４年採択の「定義」を、表（ ）に英文と邦文を併記して示す。４つの文章から構
成されている。
表（ ）Social Work / Social Work Profession の国際定義（２０１４年採択）
1. Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes
social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation
of people.
ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメント
と解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。
2. Principle of social justice, human rights, collective responsibility and respect for
diversities are central to social work.
社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核
をなす。
3. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous
knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and
enhance wellbeing.
ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、
ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウエルビーイングを高めるよう、人々やさま
ざまな構造に働きかける。
4. The above definition may be amplified at national and/or regional levels.
この定義は、各国及び世界の各地で展開してもよい。
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ソーシャルワーク国際定義（２０１４年）
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１）
『ソーシャルワーク専門職のグローバル定義』
（２０１４年採択）の枠組み
『ソーシャルワーク専門職のグローバル定義』の枠組みは、定義（definition）、注釈
（commentary）
、中核となる任務（core mandates）、原則（principle）、知（knowledge）
、
実践（practice）から構成されている（図（ ）
）。最初に、
『定義』が示され、次に、その「注
釈」の中で、
『グローバル定義』の文章を説明するため、“ソーシャルワーク専門職（the social
work profession）”を、その「任務」
「原則」
「知識」
「実践」に分け、それぞれについて詳述
している。
図( )『ソーシャルワーク専門職のグローバル定義』の枠組み
Global definition of the social work profession
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義
COMMENTARY
注釈
CORE MANDATES
中核となる任務
PRINCIPLES
原則
KNOLEDGE
知
PRACTICE
実践

２）ソーシャルワーカーの「中核となる任務（CORE MANDATES）
」
ソーシャルワーク専門職であるソーシャルワーカーの「中核となる任務」の説明がある。
英文と邦訳文を併記する。理解を深めるため、各文章のあとに、そのキーワードを添付する。
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（１）任務としての社会変革（social change）とエンパワメント（empowerment）
The social work profession’s core mandates include promoting social change, social
development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people.
ソーシャルワーク専門職の中核となる任務には、社会変革・社会開発・社会的結束の促進、
および人々のエンパワメントと解放がある。
＜キーワード＞
ソーシャルワーカーの中核となる任務（core mandate）
・社会変革（social change）
・社会開発（social development）
・社会的結束（social cohesion）
・人々のエンパワメントと解放（empowerment and liberation of people）

（２）実践者（a practice profession）であり、研究者（an academic discipline）
Social Work is a practice profession and an academic discipline that recognizes that
interconnected historical, socio-economic, cultural, spatial, political and personal factors
serve as opportunities and/or barriers to human wellbeing and development.
ソーシャルワークは、相互に結びついて歴史的・社会経済的・文化的・空間的・政治的・個
人的要素が人々のウエルビーイングと発展にとってチャンスにも障壁にもなることを認識
している、実践に基づいた専門職であり学問である。

（３）社会の中の構造的障壁（structural barrier）としの不平等（inequalities）・差別
（discrimination）
・搾取（exploitation）
・抑圧（oppression）
Structural barriers contribute to the perpetuation of inequalities, discrimination,
exploitation and oppression.
構造的障壁は、不平等・差別・搾取・抑圧の永続につながる。
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＜キーワード＞
ソーシャルワーカーが変革しようとする社会の中の構造的障壁（structural barrier）
・不平等（inequality）
・差別（discrimination）
・搾取（exploitation）
・抑圧（oppression）

（４）社会の中の不平等／差別／搾取／抑圧（構造的障壁）の構造的原因（structural source）
となる人種（race）
、階級（class）
、言語（language）、宗教（religion）、ジェンダー（gender）
、
障害（disability）
、文化（culture）、性的指向（sexual orientation）
The development of critical consciousness through reflecting on structural sources of
oppression and/or privilege, on the basis of criteria such as race, class, language, religion,
gender, disability, culture and sexual orientation, and developing action strategies
towards addressing structural and personal barriers are central to emancipatory
practice where the goals are the empowerment and liberation of people.
人種・階級・言語・宗教・ジェンダー・障害・文化・性的指向などに基づく抑圧や、特権の
構造的原因の探求を通して批判的意識を養うこと、そして構造的・個人的障壁の問題に取り
組む行動戦略を立てることは、人々のエンパワメントと解放をめざす人の中核をなす。
＜キーワード＞
ソーシャルワーカーが取り組む構造的・個人的障壁（不平等／差別／搾取／抑圧）の構造
的原因／要因（structural source）となるもの
・人種（race）
・階級（class）
・言語（language）
・宗教（religion）
・ジェンダー（gender）
・障害（disability）
・文化（culture）
・性的指向（sexual orientation）
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（５）脆弱な人々（vulnerable people）抑圧された人々（oppressed people）
In solidarity with those who are disadvantaged, the profession strives to alleviate poverty,
liberate the vulnerable and oppressed, and promote social inclusion and social cohesion.
不利な立場にある人々と連帯しつつ、この専門職は、貧困を軽減し、脆弱で抑圧された人々
を解放し、社会的包摂と社会的結束を促進すべく努力する。
＜キーワード＞
ソーシャルワーカーが目標とすること
・貧困を軽減する（alleviate poverty）
・脆弱で抑圧された人々を解放する（liberate the vulnerable and oppressed people）
・社会的包摂と社会的結束を促進する（promote social inclusion and social cohesion）

（６）ソーシャルワーク・インターベンションのレベル
The social change mandate is based on the premise that social work intervention takes
place when the current situation, be this at the level of the person, family, small group,
community or society, is deemed to be in need of change and development.
社会変革の任務は、個人・家族・小集団・共同体・社会のどのレベルであれ、現状が変革と
開発を必要とするとみなされる時、ソーシャルワークが介入することを前提としている。
＜キーワード＞
社会変革のソーシャルワーク・インターベンションのレベル
・個人（person）
・家族（family）
・小集団（small group）
・共同体（community）
・社会（society）
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（７）社会の中の周縁化（marginalization）
・排除（exclusion）
・抑圧（oppression）を
うけている人々
It is driven by the need to challenge and change those structural conditions that
contribute to marginalization, social exclusion and oppression.
それは、周縁化・社会的排除・抑圧の原因となる構造的条件に挑戦し変革する必要によって
突き動かされる。
＜キーワード＞
ソーシャルワーカーが変革の対象とする社会の中につくられた構造的条件（structural
condition）
・社会の中の人々の周縁化（marginalization）
・社会の中の人々の排除（social exclusion）
・社会の中の人々の抑圧（oppression ）

（８）人権（human rights）と経済的（economic）・環境的（environmental）・社会的
（social）正義（justice）
Social change initiate recognize the place of human agency in advancing human rights
and economic, environmental, and social justice.
社会変革のイニシアティブは、人権および経済的・環境的・社会的正義の増進において人々
の主体性が果たされる役割を認識する。
＜キーワード＞
ソーシャルワーカーが原則とする価値（value）／使命（mission）
・人権（human right）／人間の尊厳（human dignity）
・社会的正義（social justice）
・経済的正義（economic justice）
・環境的正義（environmental justice）
文献
『ソーシャルワークの定義、ソーシャルワークの倫理：原理についての表明、ソーシャルワ
ークの教育・養成に関する世界基準』（相川書房、２００９年）
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資料１１．ソーシャルワーク・プラクティスの統合化の発展
１９７０年から１９８０年まで、“ソーシャルワーク・プラクティスの統合化
（integration）”が進み、その統合化のための多くの多様な理論、モデル、アプローチ、パ
ースペクティッブ等が提案されることとなった。たとえば、システム理論やエコロジカル
（生態学的）
・モデルに基づくソーシャルワーク・プラクティスが提案され、その後の大き
な発展がみられる。そのことを年代順にして、付録（ ）「１９７０年～１９８０年のソー
シャルワーク・プラクティスの発展」に示す。１９７６年、メイヤー（Meyer）の『ソーシ
ャルワーク・プラクティス（Social Work Practice: The Changing Landscape）
』は、その
発展の路に立つひとつの金字塔であろう。１９７３年、ピンカス（Pincus）とミナハン
（Minahan）は、
『ソーシャルワーク・プアクティス：モデルと方法（Social Work Practice:

Model and Method）』を出版する。そして、エコロジカル・モデルを取り入れたジャーメイ
ン（Germain）とギッターマン（Gitterman）の『ソーシャルワーク・プラクティスのライ
フモデル（The Life Model of Social Work Practice.）』をあげることができる。
１９８１年、全米ソーシャルワーカー協会は、“ソーシャルワーク・プラクティスとは何
か”を示す基準として、
『ソーシャルワーク・プラクティスの分類のためのＮＡＳＷ基準：方
策４（NASW Standards for the Classification of Social Work Practice、Policy statement
4）
』を策定した。
『基準』の骨子である「ソーシャルワーク・プラクティスの定義」(表（ ）)
と「ソーシャルワーク機能のまとめ」（表（ ））を示す。
表（ ）ソーシャルワーク・プラクティスの定義（ＮＡＳＷ，１９８１年）
ソーシャルワーク・プラクティスは、以下、４つの目標を実践する専門的責任あるインター
ベンション（professionally responsible intervention）からなる。（１）人々の成長、問題
解決、対応力（coping capacity）を強化する。
（２）人々へ社会資源とサービスを提供して
いる効果的で、人間的な多数のシステム／制度の活動（operation of systems）を促進する。
（３）社会資源、サービス、そして機会を人々へ提供している多数のシステム／制度と人々
を結びつける。そして、
（４）社会政策（social policy）の発展と改善に貢献する。
インターベンションは、個人、家族、小グループ、組織、近隣、そしてコミュニティに対し
て行われる。
それらは、人々のウェル・ビィーイングに直接、あるいは間接に影響している問題の広い範
囲に対する知識と技術の訓練を受けた応用を含んでいる。
専門職として、そして社会の承認から課される倫理的規範の範囲内において、専門職のソー
シャルワーカーの組織的ネットワークを通して、それぞれ異なったレベルに応じた知識と
技術が用いられる。
これらの規範の中で、インターベンションは、ヒューマン・サービスの一部として、他の援
助専門職や組織と協同して行われる。
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表（ ）ソーシャルワーク機能のまとめ
目標（１）人々の成長、問題解決、対応力（coping capacity）を強化する
機能（Functions）
アセスメント（Assessment）
ダイアグノシス（Diagnosis）
発見／確認（Detection/Identification）
支持／支援（Support/Assistance）
助言／カウンセリング（Advice/Counseling）
アドボケイト（Advocate）
エネイブリング（Enabling）
目標（２）人々へ社会資源とサービスを提供している効果的で、人間的な多数のシステム／
制度の活動（operation of systems）を促進する
機能（Functions）
依頼（Referral）
組織化（Organizing）
動員（Mobilization）
交渉（Negotiation）
取り交わし（Exchange）
目標（３）社会資源、サービス、そして機会を人々へ提供している多数のシステム／制度と
人々を結びつける
機能（Functions）
アドミニストレーション／マネージメント（Administration/Management）
プログラム開発（Program Development）
スーパービジョン（Supervision）
コーディネーション（Coordination）
コンサルテーション（Consultation）
エバリュエーション（Evaluation）
スタッフ・ディベロップメント（Staff Development）
目標（４）社会政策（social policy）の発展と改善に貢献する
機能（Functions）
ポリシー・アナリシス（Policy Analysis）
プランイング（Planning）
ポリシー・ディベロップメント（Policy Development）
レビュー（Reviewing）
ポリシー・アドボカシー（Policy Advocacy）
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以上をまとめたものを、図（ ）
、図（ ）に示す。
図（ ）ソーシャルワーク実践の定義（ＮＡＳＷ、１９８１）
ソーシャルワーク実践は、以下の４つの事柄（目標）に対する専門的責任ある援助（介入
intervention）からなる。
（１）人々( people )に対しては、その成長、問題解決、対処能力を強化する。
（２）制度( system )に対しては、人々に社会資源やサービスを提供する効果的で人道的
な制度を発展させる。
（３）社会資源、社会サービス、社会的機会を与える制度と人々を連携する。
（４）政策( social policy )に対しては、その改善と発展に貢献する。

図（ ）ソーシャルワーク実践 ( NASW, 1981 )

ソーシャルワーク実践 ( NASW, 1981 )

人々（ People ）

（１）
（３）
専門家

（２）

制度（ System ）

ソーシャルワーカー
（４）

政策（ Social Policy ）
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以上の議論のまとめとして、上で述べてきた「ソーシャルワーク専門性の共通基盤」
（図 ）
と「ソーシャルワーク実践 ( NASW, 1981 )」
（図 ）をまとめて「ソーシャルワークの専門
性とソーｓｈルワーク・プラクティス」として、図（ ）に示す。

図（ ）ソーシャルワークの専門性とソーシャルワーク・プラクティス

ソーシャルワークの
専門価値（Values）

ソーシャルワーカー
（専門家）
（１） 人々（ People ）

ソーシャルワークの

（３）

専門機能（Functions）

（２）

制度（ System ）

ソーシャルワークの
専門知識（Knowledge）

（４）

政策（ Social Policy ）

ソーシャルワークの
専門技術（Skills）
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資料１２．ストルクチュラル・アプローチのソーシャルワーク・プラクティスと価値
ルンディは、以上のストルクチュラル・アプローチを用いたソーシャルワーク・プラクテ
ィスについても触れている。
「いくつかの抑圧的要因（oppressed factor）があっても、その
女性の強さ（woman’s strength）と、いかにこれらの力の衝撃から生きのこるか（survive）
ということを見出していくことが重要である。」そして、
「彼女に、制限を与えている、ある
いはチャンスをあたえることになる彼女の特異な状況（particular situation）と社会的要因
（social factor）を理解することで、われわれ（ソーシャルワーカー）は、彼女が必要とす
る専門的サポートを与えることができる（原書、ｐ６０）」と述べている。
ソーシャルワーク・プラクティスにおいて、クライエントに対することだけでなく、他の
人びととの関係をつくりあげていくことの重要さも指摘している。
「ソーシャルワーカーと
してのわれわれの活動（our action）と、多くの他の人びと合同（in conjunction with many
other people）することによって、われわれは、それぞれの相互関係（interaction）、争い
（conflict）
、そして矛盾（contradiction）のある社会構造を保持し、あるいは変革していく
ことが、社会の弁証的理解（a dialectical understanding of society）の仕方の一部である。
」
（原書、ｐ６０）
５．社会正義（Social Justice）と人権（Human Rights）
ストラクチュラル・ソーシャルワーク・プラクティス理論を考える上で、そのソーシャル
ワーク・プラクティス理論の基盤にある専門職としての使命であり原則、そしてその価値と
倫理を考えなければならない。ルンディは、
「社会正義と人権」
（原書、ｐ６０－６２）の中
で説明を加え、その重要性を指摘している。ルンディは、「不正義（injustice）と不平等
（inequality）は、人びとの基本的人権（the basic human rights of people）を侵害するも
のである」と述べ、１９４８年、国連において『人権宣言（The United Nations “Universal
Declaration of Human Rights”）
』が、経済的、文化的、社会的権利のための共通基準とし
て採択されたことを記している（[付録１]）。全米ソーシャルワーカー協会（The National
Association of Social Workers (N.A.S.W.)）は、この人権宣言を支持し、その倫理綱領の中
の価値として明記されている（[付録２]）
。基本的人権の内容を要約して示している（表

）
。

表( ) 基本的人権の内容
1) The right to a standard of living that is adequate for the health and well-being of all
2) people and their families, without exception, and the essential resources to meet such
a standard
例外なく、すべての人びととその家族の健康と幸福が充たされるスタンダード・オブ・
リビングの権利
3) The right to adequate food and nourishment
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食料と栄養状態が充たされる権利
4) The right to adequate clothing
衣服が充たされる権利
5) The right to adequate housing
住居が充たされる権利
6) The right to basic health care
基本的な健康的ケアを受ける権利
7) The right to an education
教育を受ける権利
8) The right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood,
old age, or other lack of livelihood beyond one’s control
失業、病気、障がい、寡婦となるときの社会的保障の権利
9) The right to necessary social services
必要な社会サービスを受ける権利
10) The right not to be subjected to dehumanizing punishment.
非人道的刑罰を受けない権利
（原書、ｐ６１－６２から作成）
以上は、
「基本的人権」と「社会正義」とは何か、ということが示された。次に、ソーシ
ャルワーク・プラクティスにおいて見られる、クライエントが直面する「人権侵害」と「社
会不正義」について、ルンディは範疇化し、それを説明している。表（ ）にして示してお
こう。
表（ ）人権侵害と社会不正義
Poverty（貧困）
Homeless（“ホームレス”）
Social exclusion（社会的排除）
Battering（暴力）
Discrimination（差別）
Exploitation（搾取）
（原書、ｐ６２から作成）
６．不平等と社会的事由（The Importance of Inequality and Social Location）
社会構造としての“人権侵害”と“社会不正義”について述べてきた。その社会構造の中に、
上に述べた“貧困”“社会的排除”“差別”“搾取”等が、なぜつくりだされてくるのであろうか。
次に、原因や要因を考えてみよう。社会構造としての“人権侵害”や“社会不正義”としては、
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（一般の）人びとの（意識／こころ）中にうまれてくる“差別（感／意識）
（discrimination）”
と 、 社 会 制 度 と し て 法 律 や 条 例 と し て 明 記 さ れ る “ （ 社 会 的 ） 排 除 （ social
exclusion/segregation）”がある。
この考えをすすめるうえで重要になる『世界人権宣言』の第１条と第２条を見ておこう。
第１条において「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにつ
いて平等である」と記され、第２条に「すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、
政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類す
るいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由と
を享有することができる」ことが明記されている。
裏を返して言うと、この人権宣言が示していることは、“現実”の人間社会においては、
「す
べての人間は、
・・・尊厳と権利とについて平等である」とは言えないし、
「・・・いかなる
事由による差別をもうけることなく、・・・権利と自由とを享有することができる」状況に
はない、ということである。つまり、「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の
意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地（出自）その他の地位又はこれに類する事由」
によって、“貧困”“社会的排除”“差別”“搾取”等が、人間社会を構成する現実の人びとの間に
生まれ、“人権侵害”と“社会不正義”の社会構造が形づくられていくことを示唆している。
ルンディは、
「不平等と社会的事由の重要性（The Importance of Inequality and Social
Location）
」
（原書、ｐ７１－９０）の最初に、次のように述べている。
「構造的不正義と不
平等（structural injustice and inequality）についての批判的気づき（a critical awareness）
は、多様な人びと（diverse population）への配慮、そして、不平等、搾取、そして差別に
対抗することを我々が理解するたすけとなる。日常の個々人に影響している複合する社会
的要因を理解することからはじめよう。」
（原書、ｐ７１）そして、“複合する社会要因”につ
いて、その例として、“ソーシャルワーカーが、その社会の中でパワー（power）をもつ人と
関係を持っている人びと（powerful people）はだれか？（あるいは、パワーを持っている
人と関係を持っていない人びと（powerless/oppressed people）はだれか？）”を見出すため
の「“パワー・フラワー（flower power）”・演習」を例として示している。
その“花”は次のように説明されている。
「“パワー・フラワー（flower power）”・演習は、
最初、人種差別をしないようになるための訓練として開発されたものであり、“ソーシャル
ワーカーが、その社会の中でパワー（power）をもつ人と関係を持っている人びと（powerful
people）
（あるいは、powerless/oppressed people）はだれか？”を見つけ出すための道具（花
の図）である。」そのカテゴリーである社会的事由の項目だけを、表（
表( )“パワー・フラワー（flower power）”の社会的事由となる項目
0. A Person/Human Being/People（人（間）／人々）
1. Sex（性別）
2. Race（人種）
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）に示しておく。

3. Ethnic Group（民族）
4. Language（言語）
5. Religion（宗教）
6. Family (single? nuclear?) （家族形態（未婚？既婚？））
7. Social Class（社会階級）
8. Age Group（年齢）
9. Education（教育）
10. Human/Non-human
11. Ability/Disability（障がい）
12. Relationship to the Natural World
13. Geographic Region (origin)（出身地／出自）
14. Geographic Region (current)（居住地）
15. Sexual Orientation（性的指向）
その“パワー・フラワー（flower power）”を簡略化して作成したものが、図（ ）である。
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図（ ）“パワー・フラワー（flower power）”の簡略図
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ルンディは、
「演習」の例をあげている。
「参加者は、対象となる人（人びと）は、どの花
びら、つまり、社会の中の他のメンバーの経済的、政治的、社会的参加をコントロールして
いる社会のドミナント・グループ（dominant group）
、と関連があるかと問われる。一般的
には、ドミナント・グル－プは、白人（white）、男性（male）、ヘテロセクシャル（異性愛
者）
（heterosexual）
、上流クラス（upper class）、中年（middle-age）、そして健常者（ablebodied）の人びとである。
」
（原書、ｐ７１）つまり、それ以外の花びらに属する人びとは、
たとえば、白人ではなく、女性で、同性愛者、下層の人、子どもや高齢者、そして、障がい
や病気がある人びとは、少数者（minority）であり、パワーレス（powerless people）であ
り、オプレッスド・ピープル（oppressed people）におちいる傾向があると、この演習を通
して理解することができるようになることである。
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７．ストラクチュラル（構造的）
・ソーシャルワーク・プラクティスの原則
以上の議論を通し、ルンディは次のようにまとめている。
「ソーシャルワーカーは、人び
とが直面している貧困（poverty）
、ホームレス（homeless）
、社会的排除（social exclusion）
、
暴力（battering）
、差別（discrimination）、そして搾取（exploitation）という非道を、最
初に目撃することになる。そこで、社会正義と人権にコミットメントすることが、ストラク
チュラル（構造的）
・ソーシャルワークのプラクティスに情報をあたえてくれることになる。
」
（原書、ｐ６２）
先に、ルンディは、従来のソーシャルワーク・プラクティスとコンストラクチュラル（構
造的）
・ソーシャルワークとの違いについて述べている。伝統的なソーシャルワーク・プラ
クティスは、二つに大きく区分けされる（原書、ｐ６２）。
伝統的ソーシャルワーク・プラクティス
直接サービス（direct service）
・個人へのプラクティス（individual practice）
・家族へのプラクティス（family practice）
・集団へのプラクティス（group practice）
・地域へのプラクティス（community practice）
・他のサービスの紹介・依頼（providing referral）
・アドボケイト／代弁（advocating）
間接サービス（indirect service）
・ソーシャル・ポリシーの分析と開発（social policy analysis and development）
・プログラム開発（program development）
・ソーシャル・ポリシーとアドミニストレーション（social administration）
伝統的ソーシャルワーク・プラクティスにおけるこの二分割性（division）についてルン
ディは疑義を唱えている。
「ソーシャルワークへのストラクチュラル・アプローチは、この
分割を人工的(artificial)なものであると考える。 ほとんどのソーシャルワーカーにとって、
知識と専門的技術（expertise）は、そのように簡単に二極化（polarized）できるものでは
ない。
」
（原書、ｐ６２）そして、二つの具体例をあげている。
一方では、児童保護ワーカー（child protection worker）として、直接サービス役割（direct
service role）に、専門の介入技術（intervention skill）をもってソーシャルワーカーが従事
していくともに、他方では、そのワーカーは、クライエントのことに関連している、あるい
はワーカーのかかわり（intervention）への機会を制限することになる政策や法律について
の考えをはたらかせると同時に、危機におかれている児童と若者について、頭の中で考え
（conceptual understanding）をめぐらすことになるであろう。
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地域健康センター（community health center）の管理主任（executive director）は、政策
作成の専門技術を用いるとともに、社会福祉と社会正義への配慮に対応して、地域への関心
とダイレクト・プラクティスへの関心と方策をも用いるであろう。
次に、伝統的ソーシャルワーク・プラクティスに対して、「コンストラクチュラル（構造
的）
・ソーシャルワーク・プラクティスの原則とプラクティス（Principles and Practices of
Structural Social Work）
」
（原書、ｐ６２－６７）を提示している。先ず、その５つ目標／
原則を表（ ）に示し、それぞれを説明してみよう。
表（ ）コンストラクチュラル（構造的）・ソーシャルワークの目標／原則とプラクティス
（Five Goals of Structural Social Work Practice (Colleen Lundy (2004, pp. 62-67))
1. クライエントの権利を守る（Defense of the Client）
ソーシャルワーカーは、クライエントの資格と権利を守る援助を行い、“ほとんどの場合
そうであるが、その困惑し非友好的な制度に対して、自ら防衛する”よう、クライエント
を促す。クライエントとの同盟とアドボケイトとして、ソーシャルワーカーは、資格と
権利、そして機関が持っている社会資源とその組織に関する情報を与え、考えを訴え、
手紙を書き、会合にクライエトを同伴し、そして、時には、抑圧的な機関の政策と提案
を覆し、反対する。
2. クライエントが他の人びととつながりをもてるようにかかわる（Collectivization）
この目標は、いかにクライエントの困難を他の人と共有し、孤立と阻害をできるだけ減
少させるか、ということについて、クライエントに情報を提供することである。このこ
とは、クライエントをサポート・ネットワークにつなげていき、孤立を減少することに
よって、問題を正常化していくことで成し遂げられる。それと同時に、ソーシャルワー
カーはまた、協同行動をとおしての社会変革の必要性がある場合、個人的解決の限界に
クライエントが疑問をもてるよう、そのことを認識し援助する。
3. 目に見えるかたちの具体化を行う（Materialization）
具体化分析は、ストラクチュラル・ソーシャルワークの基本的考え方であるが、人びと
が生活しているもと、そして、自分自身の知覚に影響を与え、そして、人びとが経験す
る問題ともなる具体的状況に関する一つの理解の仕方である。クライエントの状況や特
殊な問題に関するアセスメントは、できるだけ多くの社会資源を得ることによっておこ
なわれる。それらは、シェルター、お金、食糧、ソーシャル・サービスといった“ハード”
な資源と、たとえば、尊敬、ケアー、社会的に認められることといった“ソフト”な資源
がある。
4. ワーカー－クライエント関係を通し、クライエントが自らパワーを高めていけるように
かかわる（Increasing Client Power in the Worker-Client Relationship）
クライエントとワーカーのパワーの違いを少なくしていくために、また、“クライエント
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の尊厳と自主性を尊重すること、もっているストレングスを評価すること、専門的役割
の範囲を表明すること、明確な契約を行うこと、距離を近づけること、介入における合
理性を享有すること、自助を奨励すること、グループを利用すること、そして、自己開
示を行うことは、援助関係に不可欠であり、そのことによって援助関係を深めていくこ
とができる。この過程に、クライエントのファーストネームを用いること、そして、雇
い入れることでソーシャルワーカーの役割を分ってもらうこと、クライエントについて
何が語られ、何が記録されているか、クライエントが見ることができことを保証するこ
と、そして、秘密保持を守ることを、つけ加えることができる。目的、目標、課題を明
確にする契約書の利用は、関係を的確に位置付けることになる。クライエントのエンパ
ワメントを、あるソーシャルワーカーは次のように表現している。
・・・それらの問題を解決しているのは私ではありません。クライエント自らが解決
しているのです。ただし、わたしはエネルギーをつないでいくひとつの触媒（catalyst）
であることで、クライエント自らが理解を深めていっているのです。他の人びとの問
題を、わたしが背負ってあげようとしているのではありません。わたしは、クライエ
ントが問題を引き受け、また、クライエントが解決を見い出せるようクライエントを
エンパワーしたいです。
（原書、ｐ６６）
5. 個人変革をとおしてクライエントのパワーを高める（Enhancing the Client’s Power
Through Personal Change ）
クラインエトの個人変革のソーシャルワーク・プラクティスは、
「・・・社会的文脈（the
social context）からの（クライエントへの）強い影響をワーカーは認識してはいるが、
クライエント個人の自己破壊的であり、そして／あるいは他の人を破壊しようとする考
え、感情、そして行動を変えていくためのクライエントの潜在的力（ポテンシャル（the
client’s potential）
）を最大化（maximize）することを目的とするものである。」
（原書、
ｐ６６）クライエント自身の個人的問題を、社会的文脈の中で関係付ける批判的判断力
（a critical understanding）を身に着けるようにクライエントをアシストし、その個人
的目標の解決に向けてクライエントを支えていくことで、クライエントのストレングス
を見つけ出し、そのクライエントの強さとコミュニケーション（会話）していくことに
よって、この５つ目の原則／目標は達成される。また、クライエントの環境
（circumstance）を変えていく可能性をひろげる人びとと結びつくことによって、クラ
イエントの状況（situation）について、その人びとが理解していけるよう、ソーシャル
ワーカーは、その人びとにはたらきかけることができる。
（原著から文章を邦訳し作成した）
８．ストラクチュラル（構造的）
・ソーシャルワーク・プラクティスの援助過程：アセスメ
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ントとインターベンション（The Helping Process: Assessment and Intervention）
ルンディは、第６章においてストラクチュラル（構造的）
・ソーシャルワーク・プラクテ
ィスの「援助過程：アセスメントとインターベンション（The Helping Process: Assessment
and Intervention）
」
（原書、ｐ１１－１２７）について説明している。その項目を、表（ ）
に示しておこう。
表（ ）援助過程：アセスメントとインターベンション（The Helping Process: Assessment
and Intervention）
1. 機関に所属する専門職としてのプラクティス（Agency Context）
2. 個人的、政策的チューニング・イン（Personal and Political Tuning-In）
3. 専門的援助関係（The Helping Relationship）
4. アセスメント（The Assessment）
5. ヒューマン・ニーズと人権（Human Needs and Human Rights
6. アセスメント様式（Assessment Format）
7. アセスメント・ツール（Assessment Tools）
8. コンタクト（The Contract）
9. 終了インタビュー（Ending Interview）
以下、以上の項目の中の、１）「機関に所属する専門職としてのプラクティス（Agency
Context）
」
、２）
「個人的、政策的チューニング・イン（Personal and Political Tuning-In）」
、
３）
「専門的援助関係（The Helping Relationship）」、４）
「アセスメント（The Assessment）
」
について説明する。
１）機関に所属する専門職としてのプラクティス（Agency Context）
ソーシャルワーカーは、慈善組織（ＣＯＳ）の中ではたらく友愛訪問員を源として専門性
を確立してきたという経緯がある。現代の多くのソーシャルワーカーは、プライベイト・プ
ラクティスもあるが、公的、あるいは私的な社会機関（social agency）に所属し、その中で
のプロフェッショナル・サービスであり、プロフェッショナル・プラクティスを行うように
なってきた。上述してきたように、クライエントが社会構造の文脈の中で理解される必要が
あるように、ソーシャルワーク・プラクティスも、社会構造の中で、また、所属する社会機
関の枠組みにおいて理解する必要がある。
ルンディは次のように述べている。
「ソーシャルワーカーは、たとえば、家族機関、病院、
刑務所、グループホーム、シェルター、そして、コミュニティーセンターといった多彩で多
様な機関においてプラクティスを行っている。ソーシャルワーク・プラクティスの場所にか
かわらず、ソーシャルワーカーは、個人と家族への専門的援助過程にかかわり、多くの場合、
その状況、社会資源、そしてサポート・ネットワークに関するアセスメント行い、行動計画
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（a plan of action）や治療的契約（therapeutic contract）を話し合ってきたし、ソーシャ
ルワーク・プラクティスに向けての事前のサポートをおこなってきた。」
（原書、ｐ１１１）
自分自身の困難に対応するに必要な人的、あるいは物質的な資源をもっていないとき、あ
るいは、法律的な命令によって、あるいは個人の意思で専門的支援を求めるとき、その個人
や家族はソーシャルワーク機関を訪ねてくる。かれらが援助を求める決心することは容易
なことではないし、決心して機関を訪ねてきたときには、その多くの人は緊張して不安であ
る。そのために、受付を行う人（receptionist）は、個人とその家族との最初の出会い（contact）
となるので、彼、あるいは、彼女は歓迎され（welcoming）尊敬され（respectful）なけれ
ばならない。
２）個人的、政策的チューニング・イン（Personal and Political Tuning-In）
ストラクチュラル・ソーシャルワーク・プラクティスにおける“チューニング・イン（波
長合わせ）”の重要さを指摘するともに、ルンディは次のように定義している。
「その人（人
びと）と問題状況に関する個人的な先入観、気持ち、関心に、ソーシャルワーカーがふれあ
うことによっておこなわれる準備過程の一つである。（Tuning-in is a preparation process
by which the social worker gets in touch with personal biases, feelings and concerns
regarding the person(s) and problem situation.）」（原書、ｐ１１２）また、シュワルツ
（William Schwartz）を引用して、
「準備的共感をつくりだしていく一つのアプローチとし
ての“波長合わせ”（“tuning-in” as an approach for developing preparatory empathy）
」と
述べている。面接（インタビュウ、interview）で明らかにされていくことへの予期、ソー
シャルワーカーをして、より感受性ある傾聴者であり、効果的プラクティショナーであるよ
うに準備することが求められる。
３）専門的援助関係（The Helping Relationship）
すべてのソーシャルワーク援助は、ソーシャルワーカーとクライエントの治療的関係（a
therapeutic relationship）の枠内で展開する。積極的な関係を最大限発展させるソーシャ
ルワーカーは、“尊敬、関心、興味、思いやり、信頼、親しみ、謙遜、同情、温かさ、感心、
共感、受容、哀れみ、理解、支持、元気づけ、忍耐、慰め、気遣い”をする人である。初回
の会合の最初の数分が関係を発展していことで、最も重要なことである。挨拶と紹介をして
いる間、クライエントは、ソーシャルワーカーが自分を援助するために信頼できる人である
かどうか、クライエントは綿密に観察するでしょう。そこで、むしろ秘書によって、クライ
エントと家族が部屋に案内されてくるのを待っているより、ソーシャルワーカーが待合場
所に出て行って、自ら紹介し、あたたかくクライエントを迎え、そして、招き入れることの
方が望ましい。家族と会っているソーシャルワーカーは、呼んでほしいと思うひとりひとり
の名前を聞き、正しい発音を覚える時間をとり、そのひとりひとりとつながることによって、
開始していくことができる。その目標は、話し合いの基礎となる関係を築くためであり、援
97

助関係を気軽なものにしていくことで、ソーシャルワーカーのパワーは減少し、クライエン
トのポワーは高まる。
一般的に、最初の面接において、紹介の後、機関についてと、サービス利用者が利用でき
るものが何であるか、ソーシャルワーカーは、次のようにクライエントにつたえることであ
る。
「あなたのことについてお聞きする前に、この機関についてと、どのように援助してい
くか、わたしたちから何が期待できるか、といったことを話す時間をとりましょう。
」それ
から、ソーシャルワーカーは、機関の中でのソーシャルワーカー自身の役割、そして、必要
であれば、この機関のこと、利用できる資源のこと、そして、クライエントの権利と資格に
ついての情報を提供する。サービス契約（the service contract）は、その機関の義務と機関
とクライエントの関係を明確にする最初の両者の同意（the initial agreement）である。ク
ライエントは、面接（アポイントメント）の長さ、サービス料、そして、機関が開いている
時間と関連する機関の方針について知らされる。サービス契約は、一般的にインテイクの時
か、あるいは初回面接に先立って行われる。一度、これらの初期手続きが議論されると、ア
セスメントの過程を開始する。
４）アセスメント（The Assessment）
ソーシャルワーク・アセスメントは、契約の最初の数分から始まっているし、電話で行わ
れるかもしれないし、日程が決められた面接（アポイントメント）の一対一面談において、
あるいは、危機の状況において、それは１５分から一時間以上の時間をとって行うことがで
きる。アセスメント過程は、プラクティスの場面によって違うであろうし、ソーシャルワー
カーが会っている人が、一人なのか、カップルなのか、あるいは家族なのかによっても異な
るであろう。面接は、援助を受ける人のために開始するものであって、援助している人のた
めのものではない。そして、ソーシャルワーカーは、“クライエントがいるところから始め
る（begin where the client is）”ことであり、クライエントの関心に対応することが重要な
ことである。援助の過程（the of helping）は、アセスメントそして行動（assessment and
action）
、行動そしてリフレクション（action and assessment）
、そして、ふたたび、アセス
メント（assessment）からなりたっている。アセスメント場面において、“その問題（the
problem）”の経緯（a history）を得ることに焦点化しやすいということがある一方で、強
さ（strength）を見出し、解決策（solution）への焦点化、過去に成功したこと、そして将
来にも可能であると思われることに焦点化することが、同じように重要である。
[付録１] 世界人権宣言
Universal Declaration of Human Rights（世界人権宣言）
Article 1:
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with
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reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならな
い。
Article 2:
Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this Declaration, without
distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, property, birth or other status.
すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社
会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けるこ
となく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
Article 3:
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

（以上、これら「資料」は、筆者の『ソーシャルワーク論』）
、『ソーシャルワーク・プラク
ティス』
、その他の原稿から構成したものです。）
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