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Ⅰ．はじめに
日本で早期療育は、地域療育システムとして整備されてきた。また発達障害者支援法にお
いて、「発達障害者の家族への支援」（第十三条）として初めて家族支援が明記されるに至っ
ている。しかし、果たして早期療育におけるソーシャルワークは何をしているのか。実践で
は多くのソーシャルワーカーたちが、他の専門職と連携して活躍している。しかし、研究レ
ベルでは、早期療育におけるソーシャルワークの視点をどこまで明確に打ちだせたのか。ま
ず、子どもの発達支援ということが最大限に優先され、保護者や家族は援助されるべき対象
として扱われてこなかったのではないか。さらに、障害児の家族研究は多く認められるもの
の、それをソーシャルワークの視点から提起したものは乏しい(一瀬, 2012)。2000 年ごろか
ら盛んになる社会学の立場からの障害児家族研究に接し、一瀬(2012)は「ソーシャルワーク
は何をしているのかという焦りにも似た危機感を覚えた」と、述べている。
本稿では、台湾の外国籍のメンバー（特に母親）がいる家族（以下、外国籍家族と記す）
Received

の早期療育ソーシャルワーク研究を分析して考察を加える。それは、後述するように台湾の
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ソーシャルワーク研究では、家族支援という視点・エンパワメント・ストレングス・ケアマ
ネジメントという視点が提起されているためである。これは障害をまさに社会的障壁との相
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互作用として捉えた上でのソーシャルワーク研究と言えよう。
障害者（児）に対する支援において、本人の機能障害のみではなく、社会的障壁との相互
作用による側面も重視しなければならないという認識は、まさに世界的な潮流である。日本
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も例外ではなく、障害者基本法にはその趣旨が明文化されている。しかし、本当にその精神
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を反映した研究が日本にどこまでされてきたのであろうか。多分に疑問がある。日本でも自
立支援法（現障害者総合支援法）改正により障害児の相談支援体制が法制化されるに至った。
ケアマネジメントシステムが制度化されたと喜ぶべき一面もあるが、ともすると現実的には
制度化された福祉サービス利用の手続きに終始してしまいかねない、という懸念がある。そ
こでは、本来ソーシャルワークが着目すべき社会と個人との関係性に十分に介入する可能性
が見過ごされてしまうのではないだろうか。
上記の日本の早期療育におけるソーシャルワークの発展や変化を鑑みるに、台湾の外国籍
家族の早期療育におけるソーシャルワーク研究について、社会的障壁との相互作用に着目し
て検討することは、極めて有意義であると考えられる。
またここに本稿の分析対象の選定方法を示す。台湾の国家図書館にある博士・修士論文の
データベース「National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan」およ
び「中華民国出版期刊指南系統」のデータベースにキーワード“早期療育”と“発達に遅れ
がある”でアクセスしたところ、その結果計 1253 件の文献があった。そのうち、外国籍家族
に言及している文献を抽出し、31 件の文献が認められた（学会誌・紀要は８件、博士修士論
文は 23 件である）。本研究で、学位論文も用いる理由は、研究方法に加え、徴収したデータ
の内容・分析方法・考察結果が明確であり論文としての完成度も高いと判断されたためであ
る。

Ⅱ．台湾の外国籍家族の早期療育ソーシャルワーク研究の概観
本稿では、台湾の外国籍家族の早期療育ソーシャルワークに関する研究を分析して、以下
の３つの視座から整理した。第一は台湾の早期療育のニーズがある外国籍家族の生活実態と
ニーズに関する側面、第二は台湾の外国籍家族に対するソーシャルワークの介入の方法や課
題に関する側面、第三は台湾の外国籍家族に対する支援政策に関する側面、である。以下に
各側面に関する言及について概要を示す。
１．

台湾の早期療育のニーズがある外国籍家族の生活実態とニーズに関する側面

台湾の早期療育のニーズを持つ外国籍家族の生活実態とニーズに関して、６つの研究が認
められた。以下（表１）に概要を示す。なお、筆者が重要と考えた所に下線を引いた。
表１
張・曾・賴
(2004)

台湾の早期療育のニーズがある外国籍家族の生活実態とニーズに関する側面
85 名の台湾籍と 75 名の外国籍をもつ女性配偶者を対象とした調査の分析により、下
記の結果を示している。
（１）社会経済的に、東南アジア籍の母親がいる家族全体が比較的低い。また彼らの子
どもたちが早期療育サービスを受けるには、経済的負担感が比較的大きい。
（２）家族メンバーの関係が良好であれば、家族が発達障害児の成長発達に積極的な支
持をすることが認められる。
（３）東南アジア国籍の母親は社会経済地位と資源活用能力が、台湾籍の家族に比べて
低い。
（４）東南アジア国籍の母親が教育程度の違いにより、医療、経済補助、教育資源の利
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用状況も異なることが認められる。教育レベルが高ければ、資源との関わりの程
度が強くなる。
（５）東南アジア国籍の母親は、中国語の能力が高ければ制度化された資源である経済
補助を活用する率が高い。
吳(2007)

父親(身体障害あり）
、カンボジア出身の母親、セラピスト、保育士にインタビューを
して、母親の早期療育資源の利用に影響する要因として、下記の要素を示している。
（１）文化的認識の違い（出産前の診察を受けるか否か、など）
（２）早期療育に関する知識の欠如
（３）言葉の壁
（４）交通の不便さ
（５）経済的負担によるストレス
（６）父親の非協力
（７）時間の制限
（８）子どもの成長（療育の結果が見えない場合）
（９）情報の不足
（１０）専門職の態度

劉(2005)

マレーシア出身の母親 1 名を調査し、下記の結果を示している。
（１）母親の台湾生活における否定的経験が、子どもの発達障害への取り組みの阻害要
因となっている。そこで子どもの障害の発見が遅れてしまう。
（２）母親は台湾文化に対する不信感を抱き、それが早期療育資源への考え方、意欲、
イメージなどに影響している。この時に信頼できるサポーターがいることによ
り、母親としての役割が遂行をするように支援することができる。本事例では否
定的な経験により、療育専門家に対する不信感を生じてしまった。しかし、母親
自身の精神力の強さ、積極的な性格、子どもとの良好な関係、経済的心配の不要、
母国の母親と台湾籍父親（父親は仕事の関係で土日しか一緒に生活できない事情
がある）が電話で情緒的なサポートをしたことにより、再出発することができた。
母親のソーシャルネットワークは脆弱であるが上記の人たちの支援が大きな役
割を果たした。
（３）母親は排除された環境への対処方法として、
”外国籍の嫁への呪い”
（コミュニテ
ィの非友好的でない状況が変えられない）に、泣く、文句を言う、などの情緒的
な発散、およびコミュニティから自ら距離を置いて自分を守るという対処方法を
とっている。しかし自分の子どもには、積極的社会適応に向けて整合性のある対
処をし、子どもに最適な計画を設定する。子どもを可能な限り台湾社会に適応で
きるように、特別支援教育ではなく、一般幼稚園に積極的に入園する道を選択し
た。

張(2012)

障害のある子どもをもち、親が東南アジア国籍または中国籍をもつ計 603 部のアンケ
ート調査結果を分析した。さらに障害児のいる家族、教諭、医療関係者、ソーシャルワ
ーカーなどにインタビュー調査を行った。結果の概要は下記の通りである。
（１）家族内部のサポートシステムは、親子と父母のレベルで問題を抱えている。そこ
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で、家族関係の立て直しと保護者教育又は夫婦へのガイダンスが必要である。外
国籍の母親が大部分の責任を背負っている。台湾籍の父親は機能していない（社
会的階層が低い、関心を示さない、逃げる、嫌い、など）
。
（２）家族の言語システムと文化背景は障害児の生活適応に強く関係している。それで
完全な言語の学習と文化の受容若しくは肯定することは、サポートシステムを強
化する要因となる。適応能力や教育態度等において親が中国出身の者がベトナム
やインドネシア、フィリピンなどの東南アジアの国籍のより優れていることが見
られる。
（３）家族への保護者教育は、障害児に有効なサポートになる。
（４）台湾の現行の、支援を必要とする人々に対する法制度（特別支援教育法、身心障
害者権益保護法、児童及び少年福祉法、家族教育法等）により基本的権利保障は
外国籍の親のある家族にとても有効なサポートとなっている。
（５）家族をサポートするための活動が開催されているが、参加者は少ない。同じメン
バーが重ねて参加することもある。参加度が低い理由の一つは、活動内容が母親
たちに有意義であると認識されていないことにある。
王(2006)

「台北市外国籍（東南アジア）配偶者家族内児童、少年生活状況及び福利服務需求調
査」より０～６歳児童 52 人のデータを抽出して分析し、また６名の東南アジアの国籍（イ
ンドネシアとベトナム出身）の母親の家族に面接調査を行った。面接対象は母親または
両親である。結果は下記の通りである。
（１）52 人のデータから見出された家族の特徴は：１）主な養育者は母親である。２）
台湾籍の父親の教育程度は４割が高校卒、３割は中学卒、そして２割弱に障害が
ある。東南アジア国籍の母親の半数は教育程度が小学校である。７割の母親は就
職していない。３）家族の経済状況は、半数以上の家族は収入より支出が多い。
そして子どもの支出に負担や困難を感じる家族が半数近くある。家族の経済状況
は政府の助成を受けられる低所得者ではないが貧困階層に近い状態である。４）
生活適応に関して、半数以上の主要な養育者は子どもの言語の学習とコミュニケ
ーション能力が他の子どもより劣っていると感じている。また家族内において４
分の１の家族は子どもの養育・教育上言葉によるコミュニケーションの困難を感
じている。
（２）サービス利用の阻害要因：１）家族の経済状況、２）言語・文化の壁、３）交通
機関の不便さ、４）家族の不支持（子どもの送迎ができない。障害の受容ができ
ない。
）
、５）サービスの利用時間の制限、６）サービスの資源が足りない、７）
サービスの利用条件の制限。上記の阻害要因に対し、社会福祉制度とサービスの
提供をはじめ、専門職（ケアマネジャー、医療職員、保育士や幼稚園の教諭など）
のサポート、家族・友人によるインフォーマルなサポートが有効である。
（３）サービス利用成果のフィードバック：サービスや資源の利用経験が、今後のサー
ビス・資源の利用決定に影響する。

張(2007)

ベトナム出身の母親がいる家族を調査し、下記の結果を示している。
（１）調査事例の言語の発達状況：本児の言語の発達障害の要因は後天的環境要因によ
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るものである。本児の知的、健康状況、個性などによるものではない。
（２）家族全体の要因：家族の社会経済的地位と学習資源が本児の言語発達との関係：
両親の教育程度は低い。本児の発達成長に関して十分な認識がない、そのため教
育のプロセスにおいて本児の発達障害に気づくことができなかった。母親は”外
国籍配偶者識字コース”の学習修了後、少し中国語を理解できるようになった。
父親は全ての教育責任を母親一人に負担させた。母親は教育上の課題に関しても
誰に助けを求めて良いかわからなかった。
（３）両親の要因：１）母親の言語能力と事例の言語発達との関係：母親は本児への学
びの支援に困難を感じている。本児が幼稚園の入園までには母親がよくベトナム
人の友人の集まりに参加しており、その時に母親が使用した言葉は母国語であっ
た。そのため、本児が中国語の学ぶのに多くの課題があった。２）母親の家での
役割と本児の言語発達との関係：母親は家では嫁と母親の立場にあり、加えて下
請けの内職も行っていた。本児にはほとんどの時間はテレビを見させていた。３）
父親と本児の言語発達との関係：父親は構音障害を持っており、父親は本児との
コミュニケーションや教育に極めて消極的である。
（４）社会的抑圧：マスコミの報道により、社会は外国籍女性に対し、結婚詐欺や性風
俗にかかわっているイメージが社会的にある。そのため、本事例でも母親は、外
出時間が長くなると、性風俗の仕事をしたりギャンブルをしたりしているのでは
ないかと、父親と姑が母親の行動を疑った。母親は DV の被害者でもあった。し
かし台湾国民の身分証明書がないと、台湾で働き続けて母国の親に仕送りができ
ないことや、子どもの今後の生活を心配して、離婚を断念した。

２.

台湾の外国籍家族に対するソーシャルワークの介入の方法や課題に関する側面

ソーシャルワークの介入の方法や課題に関して以下の６つの研究が認められ、概要は表２
の通りであった。
表２ 台湾の外国籍家族に対するソーシャルワークの介入の方法や課題に関する側面
張・曾・賴
(2004)

前出の調査結果より下記の提言をしている。
（１）東南アジア国籍の母親の家族機能を強めることを処遇の目標にすべきである。
（２）ソーシャルワーカーは文化の多元化に対するセンシティビティーを高める訓練を
受けるべきである。
（３）早期療育ケアマネジメントセンターは、東南アジア国籍の母親の特徴の把握を重
視すること。
（

１）年齢、語学力、教育程度が資源の利用に影響している。
；２）

東南アジア国籍の母親の家族は家族外との関係性に乏しいため、アウトリーチの
アプローチを行うべきである。
）
張(2012)

前出の調査の結果、下記の通り述べている。家族外部のサポートシステムは地域に普
遍的に存在している。しかし、それが十分に整理した上で広報・啓発されていないため、
家族は知らないしまた活用方法もわからない。そのためケアマネジメントシステムの介
入が重要である。

153

Human
Services

Asian Journal of Human Services，VOL.6
曾(2008)

149-160

ベトナム出身の母親１名に対して面接調査をおこなった。結果概要は下記の通りで
ある。
（１）母親の子育ての負担は生理的側面、心理的側面、経済的側面、社会参加の４つの
側面から見ることができる。
（２）母親へのソーシャルサポートについて
１）ソーシャルサポートの内容：
（ア）ツール（道具）的サポート（ケアの負担を
軽減する、家事の手伝い、経済的支援、物質の供給、病院に行くことの支援、就
学と経済的補助の申請の支援）
。（イ）情報的サポート（養育の情報、医療関係の
情報、教育の情報、福祉の情報）。（ウ）情緒的サポート（思いやり、励まし、慰
め、受け入れ、傾聴）
。
２）ソーシャルサポートの種類とその提供者：
（ア）ツール（道具）的サポート（イ
ンフォーマルなシステム：家族、友人、近隣住民、フォーマルなシステム：政府、
役所職員、ケースマネジャー、医療スタッフ、幼稚園園長、幼稚園教諭、発達セ
ンタースタッフ、ソーシャルワーカー）、（イ）情報的サポート（インフォーマル
なサポートシステム：家族、友人、同僚、教会の信者、フォーマルな支援システ
ム：役所職員、医療スタッフ、幼稚園園長、幼稚園教諭、巡回指導者、発達セン
タースタッフ、ソーシャルワーカー）、（ウ）情緒的サポート（インフォーマルな
サポートシステム：家族、友人、近隣住民、職場同僚、教会の信者仲間、フォー
マルな支援システム：医療スタッフ、幼稚園園長、発達センタースタッフ）

呉(2007)

前出の調査結果より下記の提言がされている。
（１）発見とスクリーニングを着実に実施すること。
（２）多元的なサービスを提供すること。
（３）サービス提供者が積極的に療育のプロセスを説明すること。
（４）専門職のコンピテンスを強化する。
（５）家族のニーズを把握する（ニーズの変化に敏感かつ迅速に把捉できるケアマネジ
ャーの存在の重要性）
。

張(2012)

前出の調査結果より下記の提言がされている。
外国籍をもつ親は、文化の異なった環境に適応しなければならない上に、障害のある
児童への世話・教育を同時にしなければならない。そこで家族支援システムと親の役割
支援において、保護者教育を提供することによって、家族のエンパワメントを促進し問
題を改善できる。

李(2011)

６名の東南アジア国籍（国籍がそれぞれベトナム、ミャンマー、インドネシア、タイ）
の母親の家族。母親、父親、他の家族メンバーそして特別支援クラス教諭に対しイン
タビュー調査とアンケート調査を行い、右記の提言が挙げられている。
（１）母親に関する事項：１）文化に適応するための教育機会への参加を促すこと、２）
手当の申請条件とプロセスへの理解、３）保護者教育セミナーや活動の参加を促
すことによって人間関係を広げる、４）自分自身の役割を肯定的に捉えるように
する、５）障害児対応の保護者教育への参加を促すこと。
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（２）家族に関する事項：１）東南アジア国籍の母親の母国文化を理解し学ぶこと、２）
母親たちの経済的自立を促すこと、３）家族メンバーの障害児童と一緒にいる時
間を増やすこと、４）伝統的な考え方を変えること、５）家族が障害児童を受け
入れて教育参加を促すこと。
（３）特別支援教育教諭に関する事項：１）積極的に母親たちの文化を知って学ぶこと、
２）家族の生活と経済の側面を深く理解すること、３）保護者教育セミナーの開
催を行い、他の親との交流活動を促すこと、４）親にアドバイスとサポートを提
供すること、５）子育てに必要な情報と方法を積極的に提供すること。

３．

台湾の外国籍家族に対する支援政策に関する側面

台湾の外国籍家族に対する支援政策に関して４つの研究が言及しており、概要は表３の通
りであった。
表３ 台湾の外国籍家族に対する支援政策に関する側面
張・曾・賴
(2004)

前出の調査結果より下記の提言がされている。
（１）早期療育のサービスシステムを東南アジア国籍の母親の家族のニーズに合わせて
提供し、その家族を取り巻く支援的環境を補強し、障害児の成長発達を肯定的に
サポートする。
（２）政府は積極的に NPO 組織と協力し、東南アジア国籍の母親に社会に馴染むような
教育を提供する。

呉(2007)

前出の調査結果より下記の提言がされている。
（１）療育に関する知識の周知を強めること。
（２）サービスの情報提供力を強めること。
（３）社会の外国籍の配偶者に対する偏見を取り除くこと。
（４）総合アセスメントの機能を着実に行うこと
（５）関係支援対策を着実に実施することである。

張(2012)

前出の結果より下記の提言をしている。
保護者教育は家族の処遇の重要なプログラムである。強制的な保護者教育政策をとる
べきである。

李(2011)

前出の調査結果より右記の提言がされている。
（１）文化の側面に対して：１）自己学習できる中国語の教材の作成、２）識字教育、
３）識字教育のための育児サポート。
（２）経済の側面に対して：１）子どもの放課後サポート、２）教育手当の助成手続き
を支援する、３）家族の経済状況に応じた医療手当の提供。
（３）人間関係の側面に対して：１）母親のための女性グループの成長団体の開催、２）
ソーシャルワーカーが積極的に情報提供・連絡をすること。
（４）役割の側面に対して：母親たちは家族内で様々な役割をもっている。その役割を
果たす一助として母親たちに関係する政策・福祉・資源の情報などを提供するこ
と。そして、児童の教育ボランティアなどの派遣により、母親に教育スキルの学
びを支援すると共に、休息時間を確保させる。
（５）児童の障害の側面に対して：通報システムの確保、予防的な医療措置、保護者教
育の教材の作成
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Ⅲ．考察
以上の研究より示唆される知見として、下記の６点が挙げられる。ソーシャルワーカーの
役割に関する事項に限定して述べる。
１．ソーシャルワーカー自身が、外国籍の者がいる家族に関する認識について自己覚知する
必要がある。文化的多様性のある家族について、果たして自分はどのように捉える傾向があ
るのか、再確認が求められる。
２．児童の障害についてアセスメントする力が求められる。一見発達障害があっても前出の
事例のように、後天的環境によるものもある。障害について正確にアセスメントする力も求
められる。
３．家族の状態や相互関係についてアセスメントする必要がある。東南アジア国籍の女性配
偶者と配偶者の実態として、教育レベルの低さ、社会経済的地位の低さが指摘されている。
外国人籍の母親がすべての家事、子育ての責任を担わされており、ストレスがたまっている。
それに対して、家族の不理解、夫の不支援がみられる。それを踏まえた上で、家族関係の改
善の支援を目的とした、家族を中心としたソーシャルワークの重要性が求められる。
４．制度があれば、支援を必要とする家族に活用されるとは限らない。資源があるにもかか
わらずアクセスできていないという現実も指摘されている。資源が当事者に届くように、ア
クセスする力をアセスメントすることが求められる。早期療育サービスの利用に影響する要
因として、①女性配偶者の教育程度②女性配偶者の中国語の語学力③経済的要因などが挙げ
られている。具体的には、文字の情報の理解が困難、交通機関利用が困難、コミュニケーシ
ョンの困難、母親の就労による参加制限、また家計の経済要因が挙げられる。それを踏まえ
た上で積極的アウトリーチが求められる。
５．上記の研究で社会の偏見等により、不当に抑圧されている人々の存在が示されていた。
東南アジア出身の嫁に対する偏見や報道が存在している。この不当な社会的障壁に挑戦して
いくことの重要性を認識していくことが求められる。即ちエンパワメントの思想である。エ
ンパワメントの中には同じ背景を持つ人々のグループワークやセミナーも一つの方策として
挙げられる。
６．経済的支援、制度の利用支援を含む、多元的な支援が必要となり、それを有機的・総合
的に提供するケアマネジメントが求められる。
上記概要の中で、特に筆者が注目した、下記の２点について述べたい。
１．家族を中心としたソーシャルワークの重要性
先行研究では主に東南アジア出身の母親を取り巻く環境や早期療育の実施上の課題などの
研究が中心となっている。しかし、前章の結果を見ていくと、父親また他の家族メンバーの
理解や支援が得られずに母親一人に任せる家族もあるし、対照的に父親また他の家族メンバ
ーの理解と支援が得られている家族もある。
別稿で陳(2013)が取り上げた「自発的に援助を求めない家族」のサービス利用しない・で
きない要因は東南アジア出身の母親の家族に共通する項目が多い。要するに母親自身への支
援のみならず、その母親の家族を含めた家族を中心（family-centered）とした支援が不可欠
なのである。しかし外国籍の母親の家族状況はさらに複雑で困難な場合が上記の研究より示
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唆されている。
そこでソーシャルワーカーは、その家族の経済状況をはじめ家族関係、子育てシステムな
どを総合にアセスメントをし、計画的・戦略的に支援を計画し実施しなければならない。そ
の支援内容は子どもの療育ニーズのみならず、その家族の経済状況を助けるような資源の連
携、他職種の専門家との連携によるサポート、さらに家族間関係に介入することもあるであ
ろう。前章の調査結果が示すように夫婦システムの支援、姑や他の家族メンバーの外国籍の
母親への理解そして良きサポーターになるような支援などの必要性が挙げられた。外国籍の
母親にとって家族の理解と支援は心強いサポートであるが、しかしそれを実現するには、ソ
ーシャルワーカーには多くの困難があるであろう。外国籍母親の家族を支援する際、ワーカ
ーは家族メンバーから敵視された研究報告(吳, 2010)もある。ワーカーは外国籍の母親の家族
に介入する時に、児童の発達支援の必要性のみならず、その家族の背景も理解しなければな
らない。その上で、個々の家族全体のニーズに応じた多元的な支援を展開していくことが求
められよう。
２．ダイバーシティ・ソーシャルワークにおけるエンパワメント
言語、文化の課題に加えて、東南アジア出身の母親が台湾人の嫁になった背景や社会のこ
の母親たちに対する偏見などから生じた家族関係問題や支援の必要性が、上記の研究結果か
ら示された。これは、内政部(2003)と游(2009)と城本(2012)の研究結果とまさに軌を一にし
ている。ダイバーシティ・ソーシャルワークとは、多様な文化を受容する社会の創出に向
けて橋渡しとなるソーシャルワーカーの役割を示している。多様な人材が社会に仲間として
受け入れられ、その人材が実力を十分に発揮できて、正当な評価を受けることを目標として
いる。ここで軌を一にする全米ソーシャルワーカー協会の動向を挙げる。多民族国家である
アメリカの全米ソーシャルワーカー協会(NASW)倫理綱領前文（2008）では、以下のように示
されている。「支援が必要で、抑圧され、貧困生活をしている人々に注目すべきである」と
した上で「ソーシャルワーカーは文化や民族の多様性を十分に認識し、差別・抑圧・貧困・
その他の社会的不正義をなくすために努めなければならない」としている。さらには、NASW
は「ソーシャルワーク実践におけるカルチュラルコンピテンスに関する規準」を制定してい
る(NASW, 2001)。そこではカルチュラルコンピテンスについて、「個人やシステムが敬意を
持って効果的に、全ての文化・言語・階層・民族的背景を持つ人々に対して対応していくプ
ロセスである。そこでは個人・家族・コミュニティを肯定し、価値・尊厳を認識していく」
としている。その上で、「倫理と価値」「自己覚知」「異文化理解」「エンパワメントとア
ドボカシー」「ソーシャルワーカーがカルチュラルコンピテンスを促進するように学習に励
むこと」「ソーシャルワーカーが文化に即した支援アプローチや技術を持つこと」などを挙
げている。
ここで、台湾の外国籍家族に論を戻す。前章の結果に示されたように、外国籍の家族、特
に母親には社会的障壁による抑圧が認められる。そしてそれに挑戦することは、NASW の倫理
綱領にも示されている通り、まさにエンパワメントが課題としてきたことである。ここには
多様な次元があり、個人の精神的次元に留まるものではない。Solomon、Rappaport、Gutierrez、
Lee などが提起してきた通りであるが、要約すれば、
「エンパワメントは社会構造的に抑圧さ
れてきた社会的存在のクライエントが社会関係の中で自分の強さを認識するとともに、正当
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な役割を遂行し、自己決定権（サービス利用含む）を行使していくべく、力（個人的・社会
的・政治的・経済的）を獲得する（権利として認識していく）事を目的とした援助実践の過
程である。これは個人レベル・社会レベルの変化をもたらすことになる」（星野, 1999）、と
なる。これは単に母親の技術的・精神的支援に留まらず、社会的障壁への挑戦の支援という
視点が求められる。カルチュラルコンピテンスの発想は、けっして当事者を弱者として依存
的なものとして捉えない。多様性を踏まえた上で、ストレングスを見いだそうとしている。
前述の研究でも個々の東南アジア出身の母親は厳しい台湾での家族生活（子育て・家計の助
け・夫を含む家族のケア）を営むための強い忍耐力で、努力をしているストレングスが多く
の面接調査(黃, 2012; 游, 2009）から認められる。個々の母親に寄り添うサポートができる
ように、台湾人の発想で母親に接するのではなく、個々の母親の考えを理解し、信頼関係を
築くためには母親の語りを傾聴することが前提である。そして母親の心情や置かれた状況を
理解するために母親の文化への理解とリスペクトが必要である。そこには異文化に対するワ
ーカーの自己覚知も求められる。他方で、同じ出身国の母親の協力を得ることも、母親のよ
り深い意味での支援をする上で有効である。言語上の問題を解決するという次元に留まらず、
自己効果性の回復など支援の意義を高めるために、時には必要であろう。そこでソーシャル
ワーカーも支援を得ながら、母親に客観的に現在、置かれた状況を見、語れるように導くこ
とが、母親へのエンパワメントには欠かせない。前述の結果にもあるように、同様の背景を
持つ母親たちのグループを対象にするソーシャルワーク（同国の母親の自助グループの育成）
により、権利意識の醸成が側面より支援される
さらに人材育成、コミュニティソーシャルワーク（地域住民の理解を促す啓発活動など）、
社会の理解、マスコミの影響、政策（教育、経済）も視野に入れるべきことは、前述の結果
に認められる。要するに、個人・家族・グループ・コミュニティ、社会、政策という、ミク
ロ・メゾ・マクロの視点を有機的に統合した支援が求められる。前章の研究は、社会的障壁
を視野に入れた挑戦がソーシャルワーカーに求められていることを示唆している。

Ⅳ．おわりに
「日本は同質を重んじる文化」であると言われている。現に日本社会で「異なるものへの
抵抗」という姿勢が潜在している。とすれば、異なるものにリスペクトを持って受け入れる
というダイバーシティを、日本人が真に理解、賛同し、推進するのは簡単ではないと言えよ
う。しかし本稿で取り上げた、ダイバーシティを視野に入れたソーシャルワークの検討はき
わめて示唆に富むものと思われる。
本稿では限られた先行研究を論じたという限界があり、またソーシャルワーカーの現場で
の実践に十分に立ち入ることができなかった。今後の課題としたい。
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SHORT PAPER

A Study on Social Work Support of the Early
Intervention to the Families Whose Members
are the Foreign Residents in Taiwan
−Focusing on the Interaction with the Social Barriers−
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ABSTRACT
In this paper, I considered social work support of the early intervention to the families
whose members (especially mothers) are the foreign residents in Taiwan.
At first I reviewed the researches on this subject in Taiwan. And I could find the
importance of the following elements in the social work practices.
1

Self-awareness of the social worker himself or herself to the importance of the
multi-cultural identities

2

Assessment of the interactions of the family members

3

Assessment of the disability of the children

4

Assessment of the accessibility of the people in needs to the resources and positive
out-reach

5

Recognition of the importance of the challenge to the social barriers around the
family
Finally, I could recognize that the researchers suggest the social workers should pay

attentions not only to the disability of the children but also to family-centered social work
approach and empowerment approach to challenge the social barriers. And they also
show these approaches should integrate micro, mezo and macro view points.
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