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は し が き

　法律の執行が行政であり，その行政として，いわゆる社会福祉の実践（現場）
がある。社会福祉の実践は人々の福祉ニーズに対応することであり，またその
ニーズは人ごとに異なるものでもある。これらのことは図として描けば一目瞭
然のことでもある。また本来，人々の福祉ニーズは法律ごとにあるのではな
く，たまたま故あって（内閣法や国家行政組織法，その他の社会福祉関係法令など
を参照），それぞれの所管省庁ごとに法律の執行の受け皿が規定されているも
のであり，社会福祉が福祉ニーズに対応しようとした福祉サービスの法体系
（一群）とされる所以でもある。社会福祉の実践において，福祉サービスは本
来，生活のニーズに対応して（ニーズごとに包括されて）提供されることが目標
とされている。社会福祉相談援助職（ソーシャルワーカー）は，その福祉サー
ビス提供にかかわる最前線のところに位置しているといえよう。これらのこと
を承知ならば，社会福祉相談援助職の養成に際しての法学教育の必要性は自ず
と首肯されるであろう。
　本書は，法学（または法の基礎）としての基本的な項目を残しながら，社会
福祉専門職のための法学知識を扱い，一般教養と専門教養との双方の教育的機
能を意図したものである。本書の旧版にあたる『社会福祉選書　法学』（建帛
社）の目次項目，記述内容を引き継ぎながらも，時代に即した項目の追加や内
容の修正・改訂など全面的に見直し，新たに『福祉ライブラリ　福祉法学』と
して刊行することとした。その訳の詳細については，第 1章を参照していただ
きたい。

　2018年 4 月
� 志田民吉
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「第 2版」にあたって

　2017（平成29）年 5月に，120年ぶりともいわれる民法（債権法）の改正が
成立し，2020（令和 2）年 4月にいよいよ施行となることから，本書第 4章
「民法」の記述を大幅に改め，「第 2版」とした。

　2020年 4 月
� 編者
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第 1 章

　　1

社会福祉専門職（主として相談援助職）と法学
　社会福祉士や精神保健福祉士は，福祉に関する相談を受け，必要な援助を行
う社会福祉行政，すなわち福祉サービスに関する法律の執行にかかわる専門職
である。この章では，社会福祉の相談援助の専門職の仕事に関する法律分野に
ついて，総論的な記述を試みている。

第 1 節  社会福祉士と法学

1 　社会福祉士（精神保健福祉士）のための法学とは何か

　社会福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年法30），精神保健福
祉士は「精神保健福祉士法」（平成 9 年法131）により，それぞれ国の資格とし
て制度化されたものである。これらの法律の規定する手続きにより資格を取得
し，それぞれの「相談・援助」の業（仕事）に就くことになる。
　社会福祉士（精神保健福祉士）のための法学とは，社会福祉士および精神保
健福祉士が福祉サービス事業にかかわる人材であり，それらの者の職務のため
の法学であり，日本社会で生活をしている市民のニーズに対応した相談援助の
職務に関する資格制度に対応するものである。これらの事柄を前提に「法学」
の教材が編纂される必要があろう。

2 　何をどの程度において考慮されるべきか

　この点を考えるためには，いくつかの判断材料がある。先に述べたように，
「社会福祉の人材」，「日本で生活する市民のニーズ」，これらの語句から導かれ
るものとしての，種々の専門職養成のための法学であるが，少なくとも法律の
専門職を目指すものではないこと，わが国の諸制度の仕組みが欧米社会と同根
のものであっても，そこには自ずと異なる「文化」が前提に存在しているこ
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と，等も考慮される必要があろう。「日本の文化」的特色の下で，市民の日常
生活において発生したニーズを対象とする相談援助が行われるのであり，その
ために必要とされる法学的知識の修得を，どのような範囲と深さにおいて求め
られるべきかである。

3 　考慮の手がかり

（ 1）専門職の基礎知識として求められる法学
　具体的に社会福祉士（精神保健福祉士）の法学テキストを考えるための手が
かりとしては，次の 3 つが挙げられるであろう。
　第 1 は，「厚生省・福祉専門職の教育課程などに関する検討会・社会福祉士
班報告」（注 1 ），第 2 は，社会福祉士資格制度などをめぐるシンポジウムにおけ
る厚生労働省社会福祉専門官の発言（注 2 ），第 3 は，社会福祉士養成施設等にお
ける授業科目の目標および内容に関する「通知」である（注 3 ）。
　第 1 の資料は，「（社会福祉人材養成における）基本的人権・権利擁護（理解に

ついて）の要請は常態化」しており，「平成 7 年以前の大学・短大における一
般教養課程の法学などについて（は），一般教養科目から専門関連科目への変
更が必要である」と報告し，第 2 の資料は，「社会福祉士はソーシャルワー
カーの基礎資格である」と報告している。第 1 および第 2 の報告から，社会福
祉士のための法学は，単なる一般教養課程で行われている法学ではなく，社会
福祉のニーズに対応した相談援助の専門職としての法学教育であり，かつソー
シャルワーカーの基礎資格としてふさわしい内容を含む法学である。ソーシャ
ルワーカーと社会福祉士との関係が，現段階では，少なくとも制度としての社
会福祉士がソーシャルワーカーと同義ではなく，ソーシャルワーカーとしての
実態（実力）を伴う場合に，ソーシャルワーカーである社会福祉士，または社
会福祉士資格をもつソーシャルワーカーである。第 3 の通知では，社会福祉士
養成のための法学として，社会生活における法の作用や役割，憲法，民法，行
政法の基礎（注 4 ），それらに基本的人権，権利擁護，成年後見制度，行政手続，
情報公開が追加されていた（注 5 ）。
　以上の第 1 から第 3 までを総合して社会福祉士のための法学とは何かを考え
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た場合，少なくとも通知に掲げた事項は，社会福祉専門職の養成科目としてふ
さわしい法学の内容として考慮されなければならない。さらに，ソーシャル
ワーカーの基礎資格である社会福祉士の法学の知識であるから，法学教育に
よって修得される知識が，どのような場面で，どの程度の活用が期待されるの
かを考慮することが必要である。
　第 2 の報告から，社会福祉士の資格取得の段階で求められる法学知識の内容
は，職務に熟達したソーシャルワーカーとしてのものではなく，まずは社会福
祉士（精神保健福祉士）の資格取得後において，それぞれの福祉サービスの対
象の属性別（児童，高齢者，障害者など）に，それぞれの領域で専門職として仕
事を始める上で必要と考えられる種類の専門的な法学知識が求められている，
ということである。あくまでも基礎である。たとえば，社会福祉士が成年後見
人となり，その仕事を行うのに必要な程度の法学知識は，社会福祉士養成の法
学教育とは別立ての研修制度が予定され，現に社会福祉士会では別立ての研修
が実施されている。社会福祉士の資格取得時とその後における法学研修のあり
方は，別の次元として扱われるべきものである。同様に，児童虐待に始まる児
童相談業務や，高齢者，障害者などの人権擁護にかかわる専門的な事例では，
弁護士などの法律領域の専門家との共同作業を通じて，それぞれの人権を擁護
する必要がある。その際に裁判所に提出する文書の作成技術の習得なども必要
であるが，これはソーシャルワーカーとしての基礎資格の取得段階に求められ
る程度を超えたものであろう（注 6 ）。
（ 2）厚生労働省および文部科学省のかかわる資格としての法学
　（ 1 ）で述べたように，社会福祉士や精神保健福祉士などの社会福祉の相談
援助職をソーシャルワーカーのための基礎資格であるという位置付けを，「ソー
シャルワークの専門職養成教育」とし，通年で週 1 ～ 2 日の実習を義務付ける
学部教育カリキュラムの見直しを提案する立場もある（社会福祉士養成校協会

等の団体，組織を引き継いだソーシャルワーク教育学校連盟）。その可否や是非は
別論として，近時，養成のためのカリキュラムが改訂されている（注 7 ）。しかし
ながら，社会福祉士及び介護福祉士法 7 条に規定する「受験資格」として「文
部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目（指定科目）を修め
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て卒業した者……」のように，資格それ自体は厚生労働省所管の資格にもかか
わらず，「社会福祉に関する科目を定める省令」は「文部科学省令・厚生労働
省令」の共同所管の扱いになっている。これは，当該資格については，どこか
で「文部科学省」がかかわっていなければならないことになる。
　では，文部科学省はどこでどのような形で，社会福祉士などの厚生労働省所
管の資格や専門職養成にかかわっていることになるのであろうか。大学学部教
育それ自体は文部科学省所管であり，資格は厚生労働省所管である。
　結論として，従来（本来）の学部教育は保証された上で，資格の部分の養成
教育がある，ということである。これらのことから，当該資格は文部科学省が
かかわる部分を基礎とした厚生労働省所管の資格である事実に気づかなければ
ならない。

　以上の経過など諸般を考慮すれば，少なくとも社会福祉の専門職のための法
学教育カリキュラムとしての「法学」としては，上記（ 1 ）の内容を変更しな
ければならないほどの特別な事情（たとえば，従来の一般法学の履修を義務付け

た上での社会福祉の専門職のための法学教育カリキュラムなど）になるのでもなけ
れば，本書の「はしがき」にあるように，一般教養と専門教養との「法学教
育」が必要である。

（注 1 ）日本社会事業学校連盟主催「厚生省・社会福祉専門職の教育課程などに関する検討会・社
会福祉士班報告」（1999.5.1実施）参照

（注 2 ）平野方紹「社会福祉士資格制度等の現状と課題」『社会福祉士資格制度などをめぐるシン
ポジウム報告書』，日本社会事業学校連盟，pp.12-15（2002）

（注 3 ）最終改正は平成11年社援2667
（注 4 ）昭和63年社庶26
（注 5 ）平成11年社援2667の追加部分
（注 6 ）志田民吉「福祉サービスの現任者人権擁護研修・教育に関する研究」，高齢者痴呆介護研

究・研修仙台センター研究年報，No.2，17-31（2002）参照。Jenny Thompson, Social Workers 
and Law, Legal Aid Commission of NSW（1991）では，裁判所制度の理解と裁判所に提出す
るレポートの作成について，主として項目を起こしている。

（注 7 ）関係法令としては，社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法30，最終改正平成28年法
21），社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚令49，最終改正平成28年厚労令21），
社会福祉に関する科目を定める省令（平成20年文科・厚労令 3 ，最終改正平成23年文科・厚
労令 5 ），精神保健福祉士法（平成 9 年法131，最終改正平成28年法65），精神保健福祉士法施
行規則（平成10年厚令11，最終改正平成28年厚労令121），精神障害者の保健及び福祉に関す
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る科目を定める省令（平成23年文科・厚労令 3 ，最終改正平成27年文科・厚労令 5 ）がある。

第 2 節  社会福祉と人権

　人権については，アメリカ独立宣言（1776年）は「創造主によって与えられ
た権利」とし，フランス人権宣言（1789年）は「自然権」，世界人権宣言（1948

年）は「固有の権利」としている。日本国憲法は「憲法が付与した」（11条）

と規定し，憲法は国民が制定した（する）ものと前文などでは謳っている。そ
れぞれの記述の違いには，それぞれに背景となるものがある（注 1 ）。
　また，「人権」の単語の用例については，一見すれば多様な用い方があるよ
うにも受け取られよう。たとえば後述「人権擁護制度」で示すが，人権擁護委
員会とか人権擁護委員などの例である。憲法が保障する基本的人権＝人権であ
り，憲法の性格上，国民が国家権力を行使する立場にあるものに対して，人と
しての基本的な保障されるべき利益であると位置付けられれば，後述するよう
に法務省・人権擁護局の職務内容は内閣・行政である。そのまさに国家権力を
行使する立場である法務省が国民の人権を擁護する構図になるのは，用法にお
いて矛盾するのではないか，という危惧を抱くものもあろうか。
　この辺の理解が後述の「人権擁護法案」が廃案に至った経緯あるいは背景を
物語ることになろう。ただ，人権は，「市民法（個人的利益を中核とする近代私

法で，これと対比されるのが社会福祉などの社会法）」にその源泉がある，という
ことになれば，法務省が人権擁護局を設けることも理にかなわない訳ではな
い。ここで大切なことは，どのような用法として扱われていくのだろうか，と
いう蓋然性（確率）の問題である。一筋縄ではいかない立法と解釈，運用と
いった主権者である国民の自覚がテーマの一つではあろう。「人権」の用語が
いろいろな意味を付けられてさまざまな場面で用いられている。「人間として
の尊厳性」が人権の中身である，といった抽象的な表現をあてがい，その都
度，人間としての尊厳性について考えることが，むしろ大切なことではなかろ
うか（注 2 ）。

（注 1 ）志田民吉編『臨床に必要な人権と権利擁護』，弘文堂（2006），志田担当箇所（p.19以降）


