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Abstract 

 

In recent years, problems faced by primary and secondary school students have been on the rise in 

both number and gravity. At the same time, it has become increasingly evidentthat these problems 

exist against a backdrop of environment-related issues. For this reason, we understand the necessity 

of fully implementing a system of social work to engage with students’ environments and connect 

schools with other relevant institutions. In 2008, the Ministry of Education established the School 

Social Worker Utilization Project, which was rapidly implemented on a national level. The present 

reality, however, is that School Social Work (SSW) is generally not understood, nor is there a general 

awareness of School Social Workers’(SSWr)roles. The aim of this paper is first to communicate the 

meaning of SSW,SSWr duties, the realities surrounding Japan’s policies and school students, the 

significance of SSW,and tasks performed by SSWr, and then to elucidate future issues and consider 

the direction that SSW needs to take in order to put down roots in Japan. 

 

Keywords ; school，School social work，School social worker，School social worker utilization 

business，The actual situation surrounding children and students 

 
１.はじめに 

近年，児童生徒を取り巻く問題が増加傾向にあ

り深刻度を増している．さらにその背景には，環

境の問題が複雑に絡み合っていることもわかりつ

つある．そのため児童生徒の置かれている環境に

働きかけてその対象の子の最善の利益のため，学

校と関係機関を繋ぐソーシャルワークの充実が必

要であることが理解されてきた．そのようなこと

から文科省（2008）によって 2008 年度都道府県・

市町村対象の委託事業である「スクールソーシャ

ルワーカー活用事業」が創設され，急速に全国へ

広まった．同事業の趣旨は「いじめ，不登校，暴力
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行為，児童虐待など，児童生徒の問題行動等につ

いては，極めて憂慮すべき状況にあり，教育上の

大きな課題である．こうした児童生徒の問題行動

等の状況や背景には，児童生徒の心の問題ととも

に，家庭，友人関係，地域，学校等の児童生徒が置

かれている環境の問題が複雑に絡み合っているも

のと考えられる．したがって，児童生徒が置かれ

ている様々な学校の枠を越えて，関係機関等との

連携をより一層強化し，問題を抱える児童生徒の

課題解決を図るためのコーディネーター的な存在

が，教育現場において求められている」と明記さ

れている．そのため問題を抱えた児童生徒の最善

の利益に配慮し，学校を拠点として社会福祉等の

専門的な知識や技術を有するスクールソーシャル

ワーカー（以下，引用以外は「SSWr」とする）が

関係機関等とのネットワークの活用など多様な支

援方法を用い，課題解決を図ることの重要性が認

知されつつある．同事業の広がりとともに，SSWr

が，それまで学校に欠けていた関係機関との連携

に関する業務を担うことが周知され，そのニーズ

が高まってきている．このニーズの高まりを背景

に 2009 年度からは，都道府県・政令指定都市・中

核市を対象とする補助事業が開始された．本稿で

は，スクールソーシャルワーク（以下，引用以外は

「SSW」とする）がどのように規定されているも

のか，また SSWr の職務内容を確認し，国の施策

や児童生徒を取り巻くいじめなど諸問題の実態，

SSW の意義と SSWr の実践活動，今後の課題を取

り上げる．それらにより SSW 及び SSWr の基礎

的理解をした上で，そこから見えてくる課題の確

認とともに SSW が日本に着実に根づいていくた

めの方向性を探索するものである． 

 

２.SSW とは 

SSW について述べるにあたりその前提として

ソーシャルワークそのものの定義や主な取り組み

について確認しておく． 

日本におけるソーシャルワークは独自の文化や

欧米のソーシャルワークから学び発展してきた．

2014 年 7 月国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）

及び国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）総

会において採択されたソーシャルワーク専門職の

グローバル定義には「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．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．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．この定義は，各国および

世界の各地域で展開してもよい」1)と定められてい

る． 

現在の日本の社会は，少子高齢社会となり，個

人・家族から政治・経済など様々な分野において

課題を抱え，かつ多発する自然災害や環境破壊，

感染症などへのさらなる対応が要請されている．

そのような状況の下に日本ソーシャルワーカー連

盟（JFSW）（2020）では「ソーシャルワーク専門

職のグローバル定義」を踏まえて主に 4 つの取り

組みを重要視して展開している．第一に，人々と

環境の相互作用する接点に働きかけ，日本に住む

すべての人々の健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を実現し，ウエルビーイングを増進する．

第二に，差別や抑圧の歴史を認識し，多様な文化

を尊重した実践を展開しながら，平和を希求する．

第三に，人権を尊重し，年齢，性，障がいの有無，

宗教，国籍等にかかわらず，生活課題を有する人々

がつながりを実感できる社会への変革と社会的包

摂の実現に向けて関連する人々や組織と協働する．

第四に，すべての人々が自己決定に基づく生活を

送れるよう権利を擁護し，予防的な対応を含め，

必要な支援が切れ目なく利用できるシステムを構

築する． 

SSW とは，そのようなソーシャルワークの考え
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方を基盤として主として学校において展開するこ

とである．文科省の教育相談などに関する調査研

究協力者会議（2017：11）によると「スクールソ

ーシャルワークとは，不登校，いじめや暴力行為

等問題行動，子供の貧困，児童虐待等の課題を抱

える児童生徒の修学支援，健全育成，自己実現を

図るため，ソーシャルワーク理論に基づき，児童

生徒のニーズを把握し，支援を展開すると共に，

保護者への支援，学校への働き掛け及び自治体の

体制整備への働き掛けを行うこと」と定めている． 

 

３．SSWr の職務内容 

ここで，SSWr とはどのような人を対象として

いるのか，その職務はどのようなことなのかにつ

いて確認しておく．文科省（2020）「スクールソー

シャルワーカー活用事業実施要領」によると「社

会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門

的な資格を有する者から，実施主体が選考し，ス

クールソーシャルワーカーとして認めた者とする．

ただし，地域や学校の実情に応じて，福祉や教育

の分野において，専門的な知識・技術を有する者

又は活動経験の実績等がある者であって，次の職

務内容を適切に遂行できる者のうちから，実施主

体が選考し，スクールソーシャルワーカーとして

認めた者も可」として対象を定めている．「次の職

務内容」とは「①問題を抱える児童生徒が置かれ

た環境への働きかけ，②関係機関等とのネットワ

ークの構築，連携・調整，③学校内におけるチーム

体制の構築，支援，④保護者，教職員等に対する支

援・相談・情報提供，⑤教職員等への研修活動」を

指している．また，先の「スクールソーシャルワー

カー活用事業」には「問題を抱えた児童生徒に対

し，当該児童生徒が置かれた環境へ働き掛けたり，

関係機関等とのネットワークを活用したりするな

ど，多様な支援方法を用いて，課題解決への対応

を図っていく」と明記されている．さらに，先の文

科省の教育相談などに関する調査研究協力者会議

（2017：11－14）によると①不登校，いじめ等の

未然防止，早期発見及び支援・対応等として㋐地

方自治体アセスメントと教育委員会への働きかけ，

㋑学校アセスメントと学校への働きかけ，㋒児童

生徒及び保護者からの相談対応（ケースアセスメ

ントと事案への働きかけ），㋓地域アセスメントと

関係機関・地域への働きかけ，が必要とする．ま

た，②不登校，いじめ等を学校として認知した場

合又はその疑いが生じた場合，災害等が発生した

際の援助として，㋐児童生徒及び保護者との面談

及びアセスメントから見直しまで，㋑事案に対す

る学校内連携・支援チーム体制の構築・支援，㋒自

治体における体制作りへの働きかけ，などが重要

としている． 

 

４.国の施策および児童生徒を取り巻く実態，SSW

の意義と SSWr の実践活動 

ここでは SSW における国の施策と児童生徒を

取り巻く実態，SSW の意義と SSWr の実践活動は

どのような状況かを確認しておく． 

 

４.１ 国の施策 

 SSW に関する国の施策としては，まず既述の文

科省（2008）による 2008 年度都道府県・市町村

対象の委託事業の「スクールソーシャルワーカー

活用事業」が創設されたことによって全国に波及

した．山野（2009:47－48）はそれに至るまで児童

虐待問題への対応，不登校問題，国会の議論があ

ったことの 3 点を指摘している．ここではそのう

ちの児童虐待問題への対応と不登校問題について

取り上げる．まず児童虐待問題への対応について，

文科省（2006）は 2005 年に「学校等における児

童虐待防止に向けた取組に関する調査研究会議」

を発足させ，各自治体で行っている SSW の実態

調査に加えてシカゴ市及びトロント市での調査も

実施して報告書にまとめている．それにより同省

では SSW のことを詳細に理解した．次に，不登校

問題について，文科省（2004）は，不登校生徒の

早期発見・早期対応をはじめ，より一層きめ細か
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な支援を行うため，教員や教育支援センター指導

員の研修，家庭への訪問指導など，不登校対策に

関する中核的機能（スクーリング・サポート・セン

ター）を充実させ，学校・家庭・関係機関が連携し

た地域ぐるみのサポートシステムを整備する「ス

クーリング・サポート・ネットワーク整備事業

（SSN）」を 2003 年に創設した．そのような経過

を経て文科省（2020）は様々な課題を抱える児童

生徒への早期支援，不登校状態にある児童生徒へ

の手厚い支援に向けた相談体制の充実が必要であ

ることと，学校における児童虐待の未然防止・早

期発見や，児童虐待発生時の迅速・的確な対応に

向けた相談体制の充実も喫緊の課題としている．

そこで「スクールカウンセラー・スクールソーシ

ャルワーカーによる教育相談体制の充実」のうち

「スクールソーシャルワーカー活用事業」として

2020 年度は 1,806 百万円（前年度 1,722 百万円）

と前年度より 84 百万円増額し，SSWr を全中学校

区に対して配置（10,000 中学校区）することとし

ている． 

 

４.２ 児童生徒を取り巻く実態 

 国としては主に以上の施策を施行しているが，

児童生徒を取り巻く実態はどのような状況にある

だろうか．ここではいじめ，不登校，暴力行為につ

いて文科省（2019）の「平成 30 年度 児童生徒の

問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査結果の概要」，児童虐待については厚労省

（2020）の全国の児童相談所における児童虐待に

関する相談件数等を参考に確認しておく． 

第一に，いじめについて 2018（平成 30）年度の

小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじ

めの認知件数は 543,933 件（前年度 414,378 件）

で，前年度より約 1.3 倍増加していた（表 1，図 1

参照）．過去 5 年間の傾向として，最も顕著だった

のが小学校における認知件数で 2013(H25)年度は

118,748 件だったものが，2018(H30)年度には

425,844 件と約 3.6 倍に増加していた．また，児童

生徒 1,000 人あたりの認知件数は 2018(H30)年度

は 40.9 件（前年度 30.9 件）で，前年度より約 1.3

倍に増加していた（表 2，図 2 参照）．過去 5 年間

の傾向として，最も顕著だったのがこれも小学校

における認知件数で 2013(H25)年度は 17.8 件だ

ったものが，2018(H30)年度には 66.0 件と約 3.7

倍に増加していた． 

第二に，不登校については小・中学校における

不登校児童生徒数を取り上げた．その結果，不登

校児童生徒数は 2018（平成 30）年度 164,528 人

で，前年度の 144,031人より 20,497人（約 1.1倍）

増加していた（表 3，図 3 参照）．また，同年度の

小・中学校の不登校児童生徒数はいずれも最多を

記録しているが，比較すると中学生が小学生の約

2.7 倍となっていた．さらに，1,000 人あたりの不

登校児童生徒数は 2018（平成 30）年度 16.9 人（前

年度 14.7 人）であり，10 年間で最多となってい

た（表 4，図 4 参照）．加えて，同年度のそれを小・

中学生で比較すると，中学生の方が小学生の約 5.2

倍であった． 

第三に，暴力行為について，小・中・高等学校に

おける暴力行為の発生件数は 2018（平成 30）年

度 72,940 件（前年度 63,325 件）で，前年度より

9,615 件（約 1.2 倍）増加していた（表 5，図 5 参

照）．過去 5 年間の傾向として，最も顕著だったの

が小学校における暴力行為が 2013(H25)年度は

10,896 件だったものが，2018(H30)年度には

36,536 件と約 3.4 倍に増加していた．また，児童

生徒 1,000 人あたりの発生件数は 2018（平成 30）

年度 5.5 件（前年度 4.8 件）であった（表 6，図 6

参照）．これも過去 5 年間の傾向を見ると，中学校

の発生件数が多いが，2013(H25)年度の 11.3 件か

ら 2018(H30)年度には 8.9 件と若干減少傾向を示

していた．それに対し小学校の発生件数は

2013(H25)年度は 1.6 件だったのが，2018(H30)年

度には 5.7 件と約 3.6 倍に増加していた。 

 第四に，全国の児童相談所における児童虐待に

関する相談件数については，2009（平成 21）年度 
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表 1 いじめの認知件数の推移 

 

 

※ 認知件数． 

※ 平成 25 年度から高等学校通信制課程を調査対象に含めている． また，同年度からいじめの定義を変更している． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，3 ページを 

参考に筆者作成． 

表 2 いじめの認知率(1,000 人あたりの認知件数)の推移 

 
 

※ 学校 1,000 人当たりの認知件数． 

※ 平成 25 年度から高等学校通信制課程を調査対象に含めている． また，同年度からいじめの定義を変更している． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，3 ページを 

参考に筆者作成． 

 

 

図 1 いじめの認知件数の推移 

 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，3 ペー

ジを参考に筆者作成． 

 

 

 

図 2 いじめの認知率の推移 

（1,000 人あたりの認知件数） 
 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不

登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，

3 ページを参考に筆者作成． 
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表 4 小･中学校における不登校児童生徒数の推移(1,000 人あたりの不登校児童生徒数） 

 

 

※平成 10 年度調査より不登校児童生徒として調査を行っている． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，13 ページを

参考に筆者作成． 

表 3 小・中学校における不登校児童生徒数の推移 

 

※平成 10 年度調査より不登校児童生徒として調査を行っている． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，13 ページを 

参考に筆者作成． 

 

 

図 3 小・中学校における不登校児童生徒数の 

推移 

 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不

登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，

13 ページを参考に筆者作成． 
 

 

 

図 4 小・中学校における不登校児童生徒数の推

移（1,000 人あたりの不登校児童生徒数） 
 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，13 ペ

ージを参考に筆者作成． 
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図 5 小・中・高等学校の学校管理下・管理下

以外における暴力行為発生件数の推移 
 

※平成 25 年度から高等学校に通信制課程を含める． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結

果の概要」，9 ページを参考に筆者作成． 

 

 

表 5 小･中･高等学校の学校管理下･管理下以外における暴力行為発生件数の推移 

 
 

※平成 25 年度から高等学校に通信制課程を含める． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，9 ページを

参考に筆者作成． 

 

 
 

表 6 小・中・高等学校の学校管理下・管理下以外における暴力行為発生率の推移 

（1000 人あたりの暴力行為発生件数） 
 

 
※平成 25 年度から高等学校に通信制課程を含める． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」，9 ページを

参考に筆者作成． 

 
 
 

図 6 小・中・高等学校の学校管理下・管理下

以外における暴力行為発生率の推移

（1,000 人あたりの暴力行為発生件数） 

 
※平成 25 年度から高等学校に通信制課程を含める． 

出典：文科省（2019）「平成 30 年度 児童生徒の問題

行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査結果の概要」，9 ページを参考に筆者作成．   
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は 44,211 件であったが，2018（平成 30）年度に

は 159,838 件となり，約 3.6 倍に増加していた（表

7，図 7 参照）．その内訳は，厚労省（2017）によ

ると 2017(H29)年度（速報値）は，心理的虐待

（72,197 件：54.0％）が最も多く，次いで身体的

虐待（33,223 件：24.8％）が多かった（表 8･9，

図 8･9 参照）．その 5 年前の 2012(H24)年度は身

体的虐待（23,579 件：35.4％）が最も多く，次い

で心理的虐待（22,423 件：33.6％）であった．2013

（平成 25）年度からの 5 年間の内訳を見ると心理

的虐待の増加が顕著で，特に直近の 2 年間は 50％

以上となっていた． 

 

 

  

表 7 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数

 
出典：厚労省（2020）「１．社会的養護の現状（３）虐待を受けた児童の増加」『社会的養育の推進に向けて』，5 ページを参考に

筆者作成． 

 

 

図 7 全国の児童相談所における児童虐待に

関する相談件数 

 
出典：厚労省（2020）「１．社会的養護の現状（３）

虐待を受けた児童の増加」『社会的養育の推進

に向けて』，5 ページを参考に筆者作成．  
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表 8 児童相談所における児童虐待の内容別件数の推移 

 
 ※ 平成 22 年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である． 

 ※ 平成 29 年度の件数は、あくまでも速報値である． 

出典：厚労省（2017）「平成 29 年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数＜速報値＞」，3 ページを参考に筆者作成． 

 

 

表 9 児童相談所における児童虐待相談の内容別割合の推移 

 

※ 割合は四捨五入のため、100％にならない場合がある． 

※ 平成 22 年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である． 

※ 平成 29 年度の件数は、あくまでも速報値である． 

出典：厚労省（2017）「平成 29 年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数＜速報値＞」，3 ページを参考に筆者作成． 

 
 

図 9 児童相談所における児童虐待の内容別

割合の推移 

※ 平成 22 年度は、東日本大震災の影響により、福

島県を除いて集計した数値である． 

※ 平成 29 年度の件数は、あくまでも速報値である． 

出典：厚労省（2017）「平成 29 年度 児童相談所での

児童虐待相談対応件数＜速報値＞」，3 ページを参

考に筆者作成．  

 

 

 
 

 
 

図 8 児童相談所における児童虐待の内容別 

件数の推移 

※ 平成 22 年度は、東日本大震災の影響により、福島県を

除いて集計した数値である． 

※ 平成 29 年度の件数は、あくまでも速報値である． 

出典：厚労省（2017）「平成 29 年度 児童相談所での児童

虐待相談対応件数＜速報値＞」，3 ページを参考に筆

者作成．  
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４.３ SSW の意義と SSWr の実践活動 

 ここでは SSW の主な意義と SSWr の実践活動

として先駆的な取り組みをしてきた大阪府の例と

青森県の例について取り上げる． 

 

４.３.１ SSW の主な意義 

はじめに SSW の意義に山野（2010）は小中学

校が義務教育のため児童生徒の状況を全数把握が

できること，学校は児童生徒にとって身近な場所

であることの 2 つを挙げている．1 つ目の児童生

徒の状況を全数把握できるということは，児童相

談所等いわゆる公的機関が対象とする子どもは一

部に過ぎないが，学校は全児童生徒を視野に入れ

ることが可能で早期発見ができる可能性がある．

2 つ目の学校は児童生徒およびその保護者にとっ

て身近な場所であることから SSWr が存在するこ

とで相談することが身近になり，支援の範囲が広

がることである． 

 

４.３.２ 青森県および大阪府の SSWr の実践活動 

ここでは主に文科省（2019）「平成 30 年度 ス

クールソーシャルワーカー活用事業実践活動事例

集」をもとに青森県と大阪府の顕著な相違点に注

視しながら述べる．青森県では 2018 年度現在①

SSWr の推進体制について，SSWr の配置人数は

30 人(TS 地域 5 人，SH 地域 4 人，KK 地域 5 人，

SK 地域 3 人，SP 地域 3 人，TN 地域 5 人，H 地

域 5 人)で、所有資格は教員免許所有者＝20 人，社

会福祉士＝5 人，精神保健福祉士＝4 人で，勤務形

態は非常勤で 1 日 5～6 時間，1 週間 3 日となって

いる．②SSWr の資質向上に向けた研修体制につ

いて，研修回数（頻度）は年 3 回，スーパーバイ

ザー（以下「SVr」とする）は設置していない．下

記は青森県での SSWr の実践活動の事例である． 

 

【事例】不登校対応のための事例 

（1）本人及び家族の状況等 

 家族構成は両親，本人（中 3），兄である．小学

4 年頃から登校を渋り，6 年の時に引っ越し自分の

部屋ができ，ゲームに夢中になった．小学 6 年の

3 月から中学 2 年まで不登校．母親が毎朝担任教

師に欠席の連絡をしていた．朝は起きられず，学

校の話しをすると顔つきが変わって睨む，などが

あった．母親は本人の今後をたいへん心配してい

た． 

（2）主な対応、経過、変容 

 中学 2 年の時に校長から SSWr に相談があり，

両親との面談や小学校に出向いて情報収集を行っ

た．SSWr は両親との面談で，生活リズムを取り戻

すことなど短期的中期的な目標を確認した．SSWr

の働きかけにより本人の好みを生かした作業を一

緒にできるようになった．やがて，担任教師や校

長とも関わりを持てるようになり，適応指導教室

へと活動範囲を広げていった． 

 SSWr の働きかけにより，家庭と学校，適応指導

教室の連携が促進され，ひきこもり状態から適応

指導教室へ通えるまでに改善できた．両親，学級

担任の表情も明るくなった． 

（3）考察 

 SSWr の実践は，まず情報収集により本人とそ

の環境の問題をアセスメントし，本人の生活課題

に着目して両親や教師等とのつながりや適応指導

教室を含めた連携を促進し，本人のウエルビーイ

ングに向けた働きかけを行っている．また，本人

が興味（ストレングス）のある作業を共にするこ

とによりエンパワメントを引き出している．さら

に，両親の表情も明るくなったことからその支援

も行っていたことが理解できる． 

 

大阪府では 2018 年度現在①SSWr の推進体制

について，SSWr の配置人数は 39 人で，所有資格

（複数所有あり）は社会福祉士＝28 人，精神保健

福祉士＝9 人，臨床心理士＝6 人，教員免許所有者

＝10 人で，勤務形態は非常勤となっている．②

SSWr の資質向上に向けた研修体制について，研

修回数（頻度）は○ア SSWr 連絡会（兼研修）年 6 回，
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○イ SSWr 育成支援研修（1～2 年目の SSWr が対象

の研修）年 7 回，○ウ SSWr 課題別研修（課題に即

した講義や協議を通して専門性を高める研修）年

4 回，○エグループスーパービジョン＝年 6 回．SVr

の設置の有無と活用方法について，弁護士，臨床

心理士，社会福祉士，小・中学校の管理職経験者が

担っている．その活用方法は事業の運用に関する

助言や調整，専門性を活かしたグループスーパー

ビジョンでの助言や連絡会議での講義，となって

いる． 

大阪府での SSWr の実践について山野（2010）

の提示を参考にさらに掘り下げて述べる．大阪府

では 2005 年に SSW 事業を開始した時は 14 市町

村の参加であったが，約 5 年後には 41 市町村に

広まった． 

ミクロ実践では，児童生徒の心に向き合うだけ

でなくその環境にも着目し，制度やサービス，法

律等を活用して生活の改善を目指す．不登校への

対応を目的に始まったため当初その件数が多かっ

たが，その後虐待相談，非行相談の増加が見られ，

今日的ニーズに対応している．その結果，当事者

がサービス利用を希望しない（虐待，非行などモ

チベーションのない）相談が増加した．それはア

ウトリーチによって学校内の問題意識の開拓やそ

れによる発見機能を果たしてきた結果といえる．

関係機関との連携については，環境への働きかけ

が活発になり地域における活動が増えつつある． 

メゾ実践では，学校全体の社会福祉的視点の導

入と学校組織の変革を試みている．研修として何

種類かのケース会議のパターンがあり，その回数

は年々増加している．効果としては SSWr が学校

に情報共有の視点と組織の変革をもたらしている．

SSWr は，学校を社会福祉の立場から変革の対象

とする．学校の組織が変われば児童生徒の問題の

早期発見や予防などが可能になる． 

マクロ実践では，例えば，スクールカウンセラ

ーと協働することによって対応力を強化し，機能

的に事例を展開させることができた．ソーシャル

ワークのチームアプローチ，協働の理論を活用し

て様々な実践を進めている．その結果，大阪府下

約半数の市町村において国予算とは別に独自予算

で SSWr の配置を拡充している．このマクロ実践

は都道府県教委，市区町村教委，学校，SSWr，SVr

の 5 者を構造化してきた協働の成果である． 

 

５.今後の課題 

以上，そもそも SSW とは何かということを端

緒に，ソーシャルワーク専門職のグローバル定義

を基盤として学校を拠点に SW を展開するもので

あること，SSWr の職務内容，国の施策および児童

生徒を取り巻く実態，SSW の意義と SSWr の実践

活動について青森県と大阪府の例を挙げて確認し

た．そこで，それらを踏まえて今後の課題を明ら

かにしたい． 

 第一に，山野（2016：229-230）は「SSWr の配

置は週 2 日くらいの雇用が半数で，1 自治体に 1

人の配置にもなっていないところが多い」と指摘

する．さらに，児童相談所では全校児童数の 1％し

かつながっていないが，すべての子どもの最善の

利益につなげるためには，学校を様々な制度やサ

ービスなど資源を視覚化する学校プラットフォー

ムによる実践を実現することであり，それには教

育行政との協働は必須である，と述べている．し

かし，SSWr の保証された勤務時間数の少なさや

配置数の不足によりそれができずにいるのが課題

である． 

第二に，SSWr は一人で学校現場に配置され，迅

速かつ的確な支援活動を求められる．そのため強

い責任と緊張の中で張り詰めた精神状態を強いら

れることも少なくなく，過剰なストレスや疲労の

蓄積によりバーンアウト（燃え尽き症候群）に陥

ることもある．このような状況に陥らないように

予防の意味でもスーパービジョンは必要である．

実際に黒田・古関（2017：126－128）は自らの実

践に基づき SSWr を支える SV（スーパーバイズ）

体制が重要と主張している． 



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.22, No.1, 1-14, September, 2020 

12 
 

第三に，山野（2015：40）は現状の SSWr には

枠組みの課題と内容の課題が生じている，とする．

枠組みとしては，概ね予算の出し方が，国の補助

金と合せて多くの自治体は時間給で概算要求を出

している．先の大阪府や青森県の例でも非常勤で，

特に青森県の場合は 1 日 5～6 時間，1 週間 3 日勤

務となっている．さらに，同県（2020）の報酬は

1 時間あたり 1,800 円となっており，SSWr の身

分保証が十分とはとてもいえない．山下（2009：

57）は「賃金面での身分保証は，活動の質を担保

するうえで重要な課題」と主張している．このよ

うな身分保証の不安定さは若い学生に SSWr にな

ることを勧められない，という人材養成の面でも

決定的な支障をきたしている．さらに，多くの

SSWr は事務所がなく記録ができる時間と場所が

確保されていない．内容的にも，雇用する側もさ

れる側も SSWr とはどのように動く職種なのか理

解していないのが実態である．その例として山下

（2009：56）は「元警察官を雇っている教育委員

会もある」と痛烈な批判をしている．また，青森県

の場合 30 人のうち 20 人が教員免許所有者，すな

わち退職教員が担っている．そのような状況でど

れほど SSW 実践を行っているのか疑問を呈さざ

るを得ない． 

第四に，第三に挙げた点を正していくところか

ら始めなければならないが，そこまで実践できる

可能性のある福祉人材は不足している．この点に

ついても山下（2009：56－57）が SSWr の人材確

保の難しさを指摘している． 

第五に，SVr の配置を文科省は「SSWr 活用事

業」の趣旨に明記し推奨している．しかし，それが

大学教員等の外部者であるなど活動した日に確認

できる組織的対応にはなりにくい状況である．ど

のように本来あるべき組織機能をこの事業にもた

らすかが課題となっている． 

以上のような課題が山積する中でも SSWr の実

践活動は一定の評価を得つつある．例えば，青森

県においても 2018 年度に SSWr が継続的に支援

した事例は，623 件と前年度と比較して 30％の増

加となっている．そのうちの 1 事例が本稿に示し

たものであるが，その中でも横断的な SSWr の実

践による子どもの生活の改善が垣間見える．記述

のとおりいじめや不登校，暴力行為，児童虐待な

ど増加の一途を辿っており極めて憂慮すべき状況

にある．しかし，学校という全児童生徒を把握で

きる場においてその「最善の利益」を核とする

SSWr の実践は増々必要となっていることを強調

したい． 

本稿は，SSW の理解に始まり SSWr の職務内

容，国の施策，児童生徒を取り巻く実態など文献

および統計資料等を参考に SSW に関する基礎的

研究を行った．今後は SSWr として実践されてい

る方への調査を実施しさらなる研究の深化を図り

たい． 

 

付記 

本稿は玉井が「１．はじめに」「４．国の施策

および児童生徒を取り巻く実態，SSW の意義と

SSWr の実践活動」「５．今後の課題」，藤林が

「２．SSW とは」「３．SSWr の職務内容」を

分担執筆したものです． 

 

◆注 

１）ソーシャルワーク専門職のグローバル定義は，

2014 年７月メルボルンにおける国際ソーシャ

ルワーカー連盟（IFSW）及び国際ソーシャルワ

ーク学校連盟（IASSW）総会において採択され

たものである．日本語定義については，社会福

祉専門職団体協議会と（一社）日本社会福祉教

育学校連盟が協働作業で作成し，2015 年 2 月

IFSW は日本語訳，IASSW は日本語定義として

決定した．なお，社会福祉専門職団体協議会は

2017 年４月日本ソーシャルワーカー連盟

（JFSW）に，（一社）日本社会福祉教育学校連

盟は同年同月「日本社会福祉士養成校協会」「日

本精神保健福祉士養成校協会」「日本社会福祉教
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育学校連盟」の 3 団体が合併して一般社団法人

日本ソーシャルワーク教育学校連盟（JASWE）

に改組設立に至っている． 

（文献） 

・日本ソーシャルワーカー連盟（JFSW）「日本ソ

ーシャルワーカー連盟設立までの経緯」

（ http://jfsw.org/introduction/history/,2020.5.

30） 

・一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連

盟（2020）「日本ソーシャルワーク学校連盟（ソ

教連）の概要」（http://jaswe.jp/about_jascsw.h

tml, 2020.5.30） 
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要旨 

 近年，児童生徒のいじめ等の問題が増加と深刻度を増し，その背景には環境の問題があることもわかり

つつある．そのため児童生徒の環境に働きかけ学校と関係機関を繋ぐソーシャルワークの充実が必要と

理解されてきている．2008 年度文科省により「スクールソーシャルワーカー活用事業」が創設され，急

速に全国へ広まった．しかし、必ずしもスクールソーシャルワーク（SSW）が理解され，スクールソー

シャルワーカー（SSWr）の役割が周知されていない現状がある．本稿の目的は,SSW とは何か，SSWr の

職務内容，国の施策及び児童生徒を取り巻く実態，SSW の意義と SSWr の実践活動を確認した上で今後

の課題を明らかにし，SSW が日本に根づくための方向性を探索することである． 
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