同志社女子大学生活科学

Vol . 48, 1〜12（2014）

≪原著論文≫

台湾の社会福祉
──思想，制度，実践──
Introduction of Social Welfare in Taiwan : Its Thought, System, and Practice

宮 本 義 信
（Yoshinobu MIYAMOTO）

Abstract : The purpose of this article is to present detailed information about social welfare in Taiwan
based on the result of fieldwork. This paper is constructed from three parts. The first part discusses in
detail characteristic patterns of the social welfare thought. Taiwan is a multiethnic society. The religious
volunteer’s activity exceeded the ethnic barrier, and the role for people to tie was played. The second part
is about the current state of social welfare system and policy. To prepare for an aged society with fewer
children, the government founded Ministry of Health and Welfare. Privatization of social welfare was
promoted by this ministry, and, in addition, it brought the market opening and the liberalization of social
welfare. The third part is about the current dimensions of specialized licensed social workers, Also, the
importance of the ethnic-sensitive practice in the multiethnic society is described. The history of social
welfare in Taiwan is process of replacement of old theory and practice by new one.
Key words : social welfare in Taiwan, welfare thought of Taiwan, welfare system of Taiwan, welfare
practice of Taiwan

史や文化，社会状況に即応させる形で再構成した米国ソ

はじめに
筆者の

ーシャルワーク実践の「台湾的」展開を目指すものであ

台湾社会福利 （日本の社会福祉に相当）と

った。

の最初の出会いは，今から 15 年前に，米国北東部ニュ

これを契機に，筆者は，米国の移入の域を超えない日

ーイングランド地方でソーシャルワークの資料収集を続

本のソーシャルワーク実践の理論・方法にとって，学ぶ

けていたときのことであった。現地踏査の過程で，多く

べきものがあるのではないかと考え，台湾の社会福祉最

の台湾出身の人々から協力を得ることになるのだが，そ

前線で現地踏査を行った。彼（彼女）らの多くは，その

のことを今も深く感謝している。彼（彼女）らは，社会

後台湾に戻り，現在，教育・研究者あるいは公務員，民

福祉大学院の留学生，あるいは州認定の臨床ソーシャル

間団体のリーダーとして

ワーカーとして保健医療・福祉現場の第一線で活躍して

躍している。筆者の台湾での現地踏査をめぐって，多大

いる人々であった。筆者に対して，彼（彼女）らは常に

な支援を受けたことは言うまでもない。そして，その過

次のことを強調していた。「台湾は東アジアのなかで最

程で，台湾のソーシャルワーク実践を理解するために

も米国型のソーシャルワークを導入している。」もちろ

は，台湾の社会福祉の歴史・思想，制度・政策を含む社

ん，そっくりそのままの移入ではなく，それは台湾の歴

会福祉の全体を理解する必要があることを痛感し，総合
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的な観点から資料収集を続けてきた。本稿はそのまとめ
である。
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一般的に，社会福祉は多岐にわたって展開され，大き

値や原理・原則は全く違ったものとなる3）。それは，親

く次の三つに分けることができる。第一は，思想の体系

族組織，死者祭祀や先祖供養，自己の宗教的，文化的態

としての社会福祉，第二は，制度・政策の体系としての

度，信念の知覚，あるいは居住空間の構成や，人間観，

社会福祉，そして，第三は，実践の体系としての社会福

生命観，自然観などの伝統的な生活様式や習慣と深くか

祉である。筆者はこれまで，台湾の社会福祉の実際を総

かわるものである。

合的に理解すべく，第一線の現場において以上の三点観
測を続けてきた。本稿では， 台湾社会福利

をめぐる，

台湾は 17 世紀から約 300 年にわたり，オランダ，ス
ペイン，清国など次々と幾つかの外国の勢力下におかれ

Ⅰ．「思想・価値」，Ⅱ．「制度・政策」，Ⅲ．「実践・方

てきた。日本も，1895 年から 1945 年までの 50 年間，

法」について，その全体を総括して課題を含め大要を述

台湾を植民地として支配したことを忘れてはならない。

べる。

また，台湾は，大陸から渡台した漢人だけでなく，そ
こに国境という概念ができる前から住んでいるマレー・

Ⅰ 「思想・価値」

ポリネシア語系の先住民族という軸が加わる。台湾の
人々は，14 族の先住民，そして戦前から台湾に住んで

1．台湾の複雑なエスニック関係
筆者は，訪問先の高齢者施設で，日本のことばで友好

いる漢人（本省人）と，1949 年の中華人民共和国が成

的に語りかける高齢者に出会うことがよくある。彼ら

立する前後に移住した漢人（外省人）から成っている。

は，日本語で話すことを心底楽しんでいるようであり，

本省人も，大別して閩南（びんなん）系の人々（主に福

このとき，酒井充子が，「かつて日本人だった人たち
（ 日本語世代

の老人たち）
」に寄り添い描いた，「日本

建省南部を出身地とする）と客家（はっか）系の人々
（主に広東省を出身地とする）がいて，前者が多数派で

と台湾の解けない関係性」が不思議な感覚で迫ってく

ある4）。2012 年の人口約 2,330 万人の内，閩南が 70％，

る1）。その一方で，筆者が日本からの余所者（よそも

客家が 13％，外省人が 13％，先住民が 2％ という割合

の）であると分かると，急に冷たい視線を投げかけ無視

である5）。こうした四つに大別されるエスニシティ，す

を決め込む高齢者にも又多く出会う。

なわち，「四大族群」の民族性や言葉，文化の違いが，

こうした体験は筆者一人だけではい。台湾でフィール

さまざまな難しい社会・政治問題を生み出した。

ドワークを続けてきた中嶋聖雄は『台湾のエスニシテ
ィ』のなかで次のように述べる。「日本時代は，今でも

2．「多重族群社会」の社会福祉

流暢に日本語を操る本省人老人たちにとってアイデンテ

台湾エスニシティの複雑さは，族群を類別（分類）す

ィティ表出の一つの拠り所となっている。他方で，中国

るための条件尺度を変えることによって（用いる尺度が

大陸において抗日戦争を経験したであろう外省人の同世

変わることによって），人々の自己意識のための立ち位

代の人々の，このような状況に対する思いは複雑であろ

置がその都度コード変換（スイッチング）していくとこ

う。好むと好まざるとに関わらず，戦後 50 年余りを経

ろにある。

た今日でも，日本の統治時代は必ずしも過去形ではな

例えば，本省人，外省人のカテゴリー（範疇）は，先

く，時にはアクチュアルなかたちで現代台湾の社会状況

述のように漢人が台湾に移住した時期が戦前か戦後かと

に関係しているのである2）。」実際，利用者が行く先を

いう相対的な時間的差違にしか過ぎない，とも言える。

主体的に選択できる営利有償型の施設であるほど，本省

1945 年，台湾は国民党政府によって台湾省として中華

人，外省人と呼ばれる人たちが別々に分かれて入居する

民国に編入され，ついで翌年の行政院（日本の内閣に相

傾向は否めない。いわば

坩堝（melting pot） ではな

当）訓令により，戦前から台湾で暮らしていた人々に国

サラダボウル（salad bowl） のように，さまざまな

籍と共に本籍（「籍貫」
）として「台湾省籍」も付与され

人種や民族，文化などが，融合しないで独自性を持った

た。「この台湾省籍という籍貫を持った人が本省人であ

まま激しくぶつかり合い，そして，それが高齢者福祉の

り，この訓令によらず中華民国国籍を持ちかつ他省の籍

第一線の現場でもリアルに噴出してくる。こうした多民

貫を有して台湾に居住している人々が外省人である6）。
」

族社会の社会福祉においては，その複雑な歴史や社会・

ところで，この籍貫とは，父子関係を単系的にたどる

政治情勢を理解することが重要であり，また，福祉を担

（父子関係の世代的連鎖に基づき特定先祖へ系統的に帰

う人が誰であり（属性），その人がどのような世界観

属する）ものであることから，その人の出生地であると

（思想性）にたって支援するかによって，対人援助の価

は限らず，また，その父親の出生地とも限らない，とい

く
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う曖昧なものである。さらに，父子関係の世代的な連鎖

（それぞれ一つの国）をめぐる複雑な政治関係を反映し

でみれば外省人となるが，母子関係（母系出自）の世代

たナショナル・アイデンティティ（「台湾人であるこ

的な連鎖でみると本省人であることも起こり得る。そし

と」）の探求と，多重族群社会の複雑な族群関係を反映

て，この「台湾省」という概念は，1997 年の憲法改正

したエスニシティの探求が折り重なって進行した16）。

7）

により，事実上廃止されている 。また，一口に客家と

「台湾人であること」
（国民という単一共通のアイデンテ

いっても，移住者の本籍，移住の時期，移住地の地形に

ィティの獲得）と民族性との双方の関係をいかに調停

よって言葉も宗教信仰も，生活様式も考え方も異なり，

（仲介，取り持ち）させ，解釈してつないでいく（折り

それぞれ別のアイデンティティを持つ（出自集団によっ

合いをつける）か。多重族群社会にあっては，社会福祉

て，本省人の客家もいれば，外省人の客家もいる）。先

もこの課題（アイデンティティ探究）と無関係ではいら

住民族は，山間部に居住するグループ（高山族），平地

れない。

に居住するグループ（平埔族）に分けられ，さらに部族
ごとに分類される8）。先住民の総数は，2000 年が 40 万

3．族群中心の相互扶助ネットワーク

8 千人（人口比 1.8％），2013 年が 53 万 4 千人（人口比

清領有の時代を含めて歴史的に，出自（原籍地）を単

2.3％）と増加している。山地先住民は先住民総数の

位に（異なるごとに）村（同郷の者同士）や宗族（父系

53.0％ を占める9）。

親族集団）で群れ集まり，権益をめぐって双方が大勢で
かいとう

若林正丈は，こうした歴史的経緯と性格を異にした集

武器や凶器をもって争う「械闘」は，台湾の深刻な地域

団間の境界が重層する複雑な台湾社会のあり方をエスニ

問題であった。さらに，南部はオランダ人，北東部はス

ックな構成の面から捉え，「多重族群社会」と呼んでい

ペイン人，西部は漢人，山間中部は先住民と，多くの支

る10）。今日では，台湾の多民族社会のあり方をめぐっ

配者が各地で勢力をふるい，対立する群雄割拠の時代に

て，1997 年に憲法条文が追記されたことにより，法制

あっては，人々は公権力による保護を期待できず，民衆

11）

度として民族の多文化性が明確に保障されている 。し

はみな自力で身を守り生きることを余儀なくされた。民

かし，今日でも族群の対立は台湾に根深く潜在する社会

族が言葉や文化に違いを持ちながらせめぎ合う社会にあ

問題の一つであり，その解決が難しい主な要因（背景）

っては，親戚や同族の利益は自力で守るしかない。家族

を以下に述べる。

や地域に生活上の問題が起きると互いに助け合って解決

①歴史的に，これまで台湾を支配した政権（為政者）

を図ったが，他の土地から来た余所者（よそもの）が持

が，閩南系と客家系，内省人と外省人，漢人と先住民，

ち込んでくる問題は協力して自分とはかかわりのない他

高山族と平埔族の反目を利用し，あるいは差別的待遇や

所（よそ）へと排除・除外した。
こうした歴史的な背景から，台湾では，今日に至るも

優遇措置により対立を煽ることによって，専制的に管理
12）

体制を徹底した 。

自助・自立や権利擁護，啓蒙運動等を繰り広げる地域住

②戦後の国民政府によって，個人の身分証や各種の免許

民団体の活動が活発である。「人民団体法」（1942 年）

・資格に「籍貫」（省籍）が記載され，また上級公務員

の規定に基づいて，主管機関（中央が内政部，地方が直

試験の合格者数も，この籍貫に基づいて省ごとに設定さ

轄市，各県・市）から認可を受けた「社会団体」（公益

れる，という独特の差別的な類別方式が族群の対立関係

を目的とする，文化，芸術，医療保健，宗教，慈善，体

に拍車をかけた13）。この規定は 1992 年に法制度として

育，社会サービスなどに関する団体で，日本の特定非営

は廃止されたが，今日でも社会的な慣習として根強く残

利活動促進法に規定された NPO（非営利活動）法人に

り，それによる差別や格差が社会のなかに根深く潜在し

相当する）の総数は約 3 万 8 千団体で，そのうち社会サ

ている14）。

ービス及び慈善に関する団体が約 1 万 2 千団体あり，全

③従来の四大族群に，婚姻移民とその子女，さらに東南

体の 3 割を占めている17）。これらの団体の活動は，地域

アジアからの外国人労働者が「第五族群」として加わる

住民主体の自力救済・分散型運動を特徴として，その範

とともに，それが単に足し算の問題に止まらず，従来と

囲も地縁・血縁的，局地・狭域的であり，生活に密着し

は違った複雑な族群関係を反映した異民族間の紛争が，

た環境問題，例えば，ごみ焼却場，河川汚染等の問題解

相乗的に派生することによって，さらに複雑なものとな

決が中心となるなど，排他性や共同性が全成員の間に強

る15）。

調される自律的な抗議・要求型の住民運動団体としての

台湾の人々の間には，「一つの中国」と「一辺一国」

要素が強い18）。

―３―

同志社女子大学生活科学
また，台湾には，日本の社会福祉協議会に相当する

Vol . 48（2014）

祉活動が知られている。

「社区発展協会」（地域活動推進協議会）が，「社区発展

慈済功徳会は，「佛光山」，「法鼓山」，「中台禅寺」と

工作綱要」
（地域活動推進対策要領，1991 年）の規定に

並んで「四大改革仏教」
（特に 1960 年代以降に勢いが盛

基づいて，郷（鎮，市，区）の地方行政府ごとに設置さ

んとなり，積極的に教育・慈善などの社会活動を行った

れている。同協会は地域住民の組織化からなる公益性の

仏教団体）と称される仏教団体の一つである。1996 年

高い民間団体で，地域ボランティア・サービスチームの

に結成され，慈善，医療，教育，文化の四大志業（ボラ

設立や連絡調整などの役割を担っている。しかし，主管

ンティア活動）の実践を掲げて，海外を含むボランティ

機関の指導の下で（行政主導により）行われる官制ボラ

ア・ネットワークを構築し，貧困者の生活支援，病院の

ンティア（行政委嘱ボランティア）であることから，活

創設，無医村の無料巡回診療，災害への救援活動などを

動のすそ野が広がらないのが現状である。

活発に繰り広げている。これらの団体は，北法鼓，中中

歴史的に族群内部で張り巡らされた相互扶助（隣保相

台，南佛光，東慈済と称され，それぞれ個々の地域に基

扶・親族扶養）や，1970 年代以前の政府が優遇施策と

盤をもち，独自に活動している22）。慈済功徳会は，「東

して推し進めた外省人中心の「軍公教福祉」（軍人，公

慈済」と称されるように，花蓮県が位置する東部地区を

務員，教師に対象を特化させた福祉）等のネットワーク

拠点として活動をスタートさせた。そこは古くから「後

（救済の網の目）から溢れ出た人々をどうするか。民衆

山」と呼ばれ，北部内陸に位置する標高 3 千 700 メート

（一般の人々，庶民，大衆）は，これを

ル超の南湖大山が人の往来を遮り，高雄や台南などの南

台湾社会福利

が取り組むべき重要課題として設定し，課題解決に向け

西部や首都台北の位置する北部に比べて著しく開発が遅

たさまざまな取り組みを行った。

れた地域であった。歴史的にも「花蓮住民の多くが自ら
を『第二次移民』と称するように，一度目の移民として

4．宗教系組織による

溢れた人たち

の救済

中国大陸から台湾へと渡り，そこからさらに中央山脈を

台湾では，さまざまな宗教団体が人々の心の救いや生

越えて花蓮へと二度目の移民を経験している住民やその

活の安らぎのために，社会活動を積極的に行った。人々

子孫が多いため，血縁を中心とした伝統的な社会連帯に

の宗教は，儒教・道教，仏教，キリスト教を中心とし

」
も恵まれていない人が多かったようである23）。

て，さらにより土着的な信仰も内包した混合宗教が特徴
である19）。行政院主計総処の「各宗教教教務及社会服務

5．「多重族群社会」を超える（繋ぐ）
「福祉」
台湾の人々が「志願服務」（ボランティア活動）に参

概況」によれば，2013 年，寺廟の総数が 1 万 2 千か所，
教会が 3 千 300 か所，そして，信徒の総数が 158 万 1 千

加しようとする動機の一つは，先住民族，新移民，外省

人となっていて，そのうち，道教が 51.5％（81 万 5000

人，本省人であることを超え，共にひとりの人としてま

人）
，プロテスタントが 25.1％（39 万 7000 人），カソリ

ごころ的な行動を自然と表現できるところにあり，その

ックが 11.4％（18 万 1000 人）。仏教 9.7％（15 万 3000

参加動機の傾向は，とりわけ宗教ボランティアの活動に

人）
，その他 2.3％（3 万 5000 人）となっている20）。

おいて顕著にみられる24）。

王順民はその著『宗教福利』のなかで，民間社会福祉

先述のように，台湾基督長老教会は，民衆を対象に社

の発展に大きく貢献した代表的な宗教系団体として，キ

会事業に取り組んだ長い歴史があり，今日でも民衆キリ

リスト教団体・台湾基督長老教会と仏教団体・慈済功徳

スト教として地域に浸透して人々はこれを受け入れ活動

会の二つを挙げる21）。

に参加している。慈済功徳会は，民衆への分かりやすい

台湾基督長老教会はプロテスタント系で最も大きな勢

伝道と，学校，病院の建設や慈善事業などを積極的に行

力を持つ教会で，その活動は，日本の統治よりも早い

うことによって，多くの人々をより世俗社会の現実に即

1860 年代にはじまる。台湾を南北に区分し，南部を英

した形で仏教へ関心を向かわせることに成功した25）。こ

国基督長老教会が，北部をカナダ基督長老教会が宣教を

うした宗教団体のボランティア活動は，組織自体の規模

担い，魂の救いと社会事業を一体のものとしてとらえ独

が大きく，全国的，あるいは広域的に展開され，階層や

自の社会活動を展開した。特に，山地先住民への宣教の

エスニシティに関わりなく幅広い人々の参入を観察する

働きや，台南新桜医院（1865 年）
，彰化基督教医院（1985

ことができる。また，取り組む課題が福祉（人々の安

年），馬偕医院（1912 年），及びハンセン病者療養施設

寧，幸福）と普遍的で，海外ボランティア活動が行われ

・楽山園（1934 年）等の医療施設を拠点にした医療福

るなど国際的でもある26）。
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筆者は台北市の馬偕記念病院（財団法人台湾基督長老

体にではなく，その両者の中から，ボランティア個人が

教会馬偕記念社会事業基金会馬偕記念医院）において，

主体的に自身の問題解決や課題達成への方向性に即応さ

あるボランティアから話しを聴く機会を持った。そこ

せる形で，いくつかの要素を選択し，組み換え，独自な

は，カナダ基督長老教会最初の海外宣教師として台湾へ

方法で構成化していくところの主体の側のアイデンティ

渡った馬偕（George Leslie Mackay 1844−1901 年）の功

ティ獲得の過程それ自体に当てられる。

績を称え台北市に設置された病院であり，彼が 1880

広井良典は，上記のコミュニティの形成原理の二つの

（明治 13）年に台北市郊外の淡水に開設した偕醫館を前

タイプには，常にある種の両義性ないし肯定・否定の両
方のニュアンスが伴うことを指摘する29）。これに関し，

身とする。
その人は，台湾基督長老教会から派遣された 60 代の

個人（主体）の側から独自の社会関係論を展開するジョ

女性ボランティアで，「志願者」
（ボランティア）と書か

アン・シュナイダー（Jo Anne Schneider）は，強固で閉

れたたすきをかけ，介添えと案内を主な役割として 1 階
ロビーを持ち場に忙しく絶えず笑顔で患者に寄り添って

鎖的な集団が外部に開かれた集団への「橋渡しの技術」
（bridging skills）を生み出すための

safe space （信頼，

いる。彼女から聴いた話のなかで，次の話しは筆者にと

間合い）として機能（貢献・役立つ）していることに着

って特に印象的であった。「ボランティアのなかには，

目し，「この二つは個人や組織にとって等しく大切であ

わざわざ遠く離れて，近づくと離れていってしまう人た

る」と指摘する30）。彼女の理論は，広井の言う両義性に

ちや，また，顔が割れそうになると来なくなり，さまざ

着目する視点と同じであり，この二つのコミュニティの

まなところにある病院を転々として活動する人たちが多

形成原理を，「対峙・峻別」という相互排他性からでは

くいる。彼らは，閉鎖的に付き合いを避けようとする人

なく，むしろ「相補・浸透」という互酬性の概念におい

では決してなく，ちゃんと帰る先を持っていて，地縁や

て捉える必要性を強調しているものと考える。

血縁で結ばれ一体化できる仲間達がいる。だから，縛り

筆者が目撃した病院ボランティアの活動は，族群を否

を強くするような呼びかけは，団体側からはしていな

定し，その問題を乗り越えるための活動では決してな

い。この団体には，私たちにとって，出入りの自由な，

い，と言える。閉鎖的な集団の排他性は開放的な集団の

制限のない居心地の良さがある。私たちは，他のボラン

協調性へと繋げ転換していく可能性を持っている。両者

ティアに『いつ来てもいいよ』と言っている。
」

は対立する概念ではなく，ときに両立したりしながら，

こうしたボランティア相互の関係のあり方にみる特

共同体の体験が公共性への橋渡しを推進する重要な要素

徴，すなわち，「集団中心」に対して，「個人中心」
，「地

となり，ボランティアへの意識的，無意識的な参加への

域を基盤に」に対して，「地域を越えて」，「内向・内閉

動機（生み出す契機）となっているのかもしれない。内

的」に対して，「外向・開放的」という関係の持ち方を，

部志向（内向・内閉的）と外部志向（外向・開放的）と

「共同体」と「公共性」，あるいは「農村型コミュニテ

は個人のなかでは相補的な関係となっていて，求心的で

ィ」と「都市型コミュニティ」という言葉に置き換え説

あるほど逆に遠心的に反作用していく関係にある，と言

明することができるのかもしれない。共同体とは，等質

えるのではなかろうか。

な価値に満たされた空間で一元的・排他的な帰属を求め

1987 年の戒厳令の解除を契機として，1990 年代以降，

る閉じた領域のことである。これに対して公共性とは，

民主化が急激に進展するに伴い，市民ボランティアが拡

複数の集団や組織に多元的にかかわることが可能な誰も

大する。ボランティア総数は，2000 年には約 5 万 7 千

がアクセスしうる空間を指して言う27）。「農村型コミュ

人であったのが，2013 年には約 20 万 3 千人へと 3.6 倍

ニティ」とは，「 共同体（コミュニティ）に一体化する

に増加している31）。

（ないし吸収される）個人

ともいうべき関係のあり方」

Ⅱ 「制度・政策」

を，「都市型コミュニティ」とは，「 独立した個人と個
人のつながり

ともいうべき関係のあり方」を指して言

1．民営化，そして市場化する福祉
筆者は，民間が運営・管理する各種の社会福祉施設・

い，「以上のような二つの対比は，『共同体』と『公共
」
性』の対象とも基本的に重なっている28）。

機関を訪ねるたびに，福祉を担う人々が，「制度の枠組

いわば「共同体」と「公共性」を行き来する病院ボラ

みのなかだけで，あるいは制度の壁があるというところ

ンティアのあり方を通して，筆者の関心は，族群（エス

で，終わらせたくない」という強い気持ちと仕事に対す

ニシティ）の集団特性やボランティアの組織特性それ自

る意気込み・自負心，高い自律性やプライドというもの
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に触れ感動する。このように，台湾の社会福祉は，膨大

民間非営利団体に制限され，財団法人を設立しようとす

な非営利民間組織・団体に働く人々の貢献を抜きにして

る者は，主管機関から設立許可を受け，法人設立登記を
行わなければならない（民法第 59 条）
。財団法人は，衛

語ることはできないのである。
台湾では，憲法第 15 条において，国民の生存権，労

生福利部主管（衛生福利部審査社会福利業務財団法人設

働権，財産権が保障され，社会福祉は，慈善や相互扶助

立許可及監督要点）の公的規制の下で，助成が受けられ

ではなく国の責任として行われることとなっている。し

る特別な法人であり，「財団法人社会福利慈善基金会」

かし，台湾の社会福祉政策は，家族成員相互の助け合い

として登録している団体は現在約 700 団体ある。そのう

の仕組みを通じた自助努力を強調するところが特徴であ

ち，「全土性」
，すなわち，全国的，広域的に事業を展開

る。台湾の家族は，文化的に保守的養老観念（「孝道」

する団体の多くが宗教系の財団法人であり，中華民国佛

倫理＝漢人の儒教道徳）が強く，家族による扶養をうた

教慈済慈善事業基金会，佛光山慈悲社会福利基金会，天

う「伝統的」側面と結合させる形で法制度が整備されて

主教善牧（よき羊飼い）基金会，励馨社会福利事業基金

いる。例えば，親権（監護権）をめぐる親子関係につい

会，台湾児童曁家庭扶助基金会，伊甸（エデン）社会福

て，民法には次のような規定がある。「父母が離婚の場

利基金会等が代表的な組織である。こうした全国レベル

合，協議により単独（一方）または共同（双方）で親権

の財団法人が，政府から委託された公的社会福祉事業を

（監護権）を行使することができる」（第 1055 条），「子

担う民間団体（受託団体）として，独占的に公的助成を

は，父母を敬い，孝行に努めなければならい」（第 1084

受けている。

条），「父母は必要な範囲で子女を懲戒することができ

財団法人社会福利慈善基金会として登録している団体

る」
（第 1085 条）
，「父母に親権（監護権）濫用があると

は，公的機関に並ぶ福祉事業の担い手として位置づけら

き，裁判所は，その全部又は一部の停止を宣告すること

れ，その独自性，自立性を失うことなく公的助成を受け

ができる」
（第 1090 条）
，「父母は，婚姻の無効，離婚に

ることができる。また，制度の枠を超えたところで独自

かかわらず，未成年の子に対して扶養の義務を負う」

に開発した任意のサービスを有償で提供することも自由

（第 1116 条の 2）。そして，この家族（親子）の紐帯を

であり，それは，単に公的サービスに上乗せするだけで

重視する諸規定が，父母に対して，社会的養護などの公

はなく，それぞれ団体の設置目標・理念，対象の受け入

的支援を受ける条件を制限し，加害者処遇計画や親業訓

れ方針，事業内容・方法等に沿って教育，医療，保健，

練，罰金などの厳しい規制を課していく。

心理など独自のサービスを展開し，これらの領域でパイ

また，憲法増補条文第 10 条 8 項では次のように定め

オニアとして先駆的役割を果たしている。以上のことか

ている。「国は，社会救助（生活保護），社会福祉事業，

ら，民間社会福祉事業は，保護救済中心の公的な援助シ

就労，社会保険，医療・保健等の社会的施策を実施する

ステムと比較して，開発促進的および治療的なより上位

ことを重視するべきである。そして，その実施に際して

の援助システムとして位置づけられている，と言える。
蔡漢賢（編集代表）
『社会工作辞典第 4 版』によれば，

は，社会救助と就労（自立支援）への財政支出を優先的
に行うものとする。」この規定が，国が孤立無援で雨露

「社会福利民営化」とは，「福祉の供給を公から民へ移す

しのぐ場が無い緊急性が高い人々に対象を制限し，最低

こと，非営利団体を中心とした公設民営，民間委託だけ

限の所得を中心とした介入しか行わない根拠ともなって

でなく，福祉サービスの市場化（市場開放，自由化），

いる。「公」は，画一的な算定の方式によって給付され

すなわち営利企業の参入が可能となるよう，公の完全不

る最低限の物的・経済的なサービス及び危機介入（早期

参加の下で市場にその門戸を開放・拡大することを含む

発見・早期対応）を中心に対応する。一方，「民」は，

概念である33）」としている。このように民営化は市場化

利用者−援助者の直接的な対面関係を前提にカウンセリ

を随伴させるが，それは政府の社会福祉政策をめぐる基

ングや治療的サービスを個別の状況に応じて提供する対

本方針・方向と一致する。政府や公的部門による福祉供

人福祉サービス（継続的，発展的な治療・支援）を中心

給のなかに民間市場部門を位置づけようとする考え方

に対応することによって，両者の間には棲み分け（公私

は，台湾最初の普遍化された社会保障計画（公的医療保

連携）がなされている。

険制度）
，全民健康保険（1995 年）が民間によって供給

ところで，民間団体が社会福祉施設・機関を設置しよ

されたことを起源としている。医療の普遍化を市場化の

うとする場合，財団法人格を有していることが原則とさ

下で展開したことにより，今日では，診療機関・病院の

れる32）。この資格の取得は，ある一定の基準を満たした

97％，医師の 76％，病床総数の 69％ が民間セクターに
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より占められる34）。そして，この医療制度改革はその後

保険司（医療保険，年金保険などを主坦），④社会及家

の福祉政策の理念，基本方針，方法の基盤となった35）。

庭署（女性福祉，心身障害者福祉，児童及び少年福祉，

こうしたサービス供給の民間組織への委託による自由化

高齢者福祉，家族福祉などを主坦）等の部局である。
これは，少子高齢社会への対応策としての機構改革で

の流れのなかで，競争原理が作動して委託先が非営利か
らより低コストの営利組織へと移行していく。さらに，

あると言える。すなわち，高齢者福祉をめぐっては，介

この市場化が，競争売買の原則，消費者の購買力，受益

護保険制度の創設を前に，政府は介護サービスの普遍化

者負担，コストの適正化と業務の効率性を優先させ，市

への対応を迫られている。生活に困窮した特定の高齢者

場的個人主義や商業的利己主義を強めていく。

だけでなく，すべての高齢者を対象に施策の範囲を拡大

「老人福利機構設立標準」
（老人ホームの設備及び運営

・拡充させるとともに，サービス資源の開発やサービス

に関する基準）に定められた老人福祉系の施設「安養機

供給システムの開発を多元的に推進していくことが求め

構」（日本の養護老人ホームに相当）は，公費負担原則

られ，旧衛生署主管の医療局，看護・保健局，精神・口

に基づき公的性格（公益，利他）が強い福祉施設である

腔保健局，中医薬局などと施策を一体的に運営する方向

が，今日，「自費」
（自己負担）入居者の受け入れを拡大

で機構改革を実施した。一方，子ども家庭福祉をめぐっ

させ私的性格（利益，利己）を強めている。それは，法

ては，教育部との間で業務を再編することによって，教

制度的に公費負担対象の入居条件が厳しく制限されるこ

育部（文部科学省に相当）主管で，幼児教育・保育，放

とによって，大幅な定員割れが生じているためである。

課後児童，健全育成対策，教育環境づくりへの対応を，

2012 年では，「安養機構」の定員充足率は，66.9％ であ

そして，衛生福利部主管で，乳児保育，家庭的保育，要

った（施設数 34 か所，入居者定員 7,456 人，入居者実

保護児童対策・虐待防止，ひとり親家庭，母子保健・思

36）
数 4,985 人）
。民間施設の場合，公費補助が入居者の

春期保健などを中心に対応をしていく方向で機構改革を

定員ではなく実数により算定されていることから，各施

実施した。また，従来，社会工作師（政府公認ソーシャ

設は経営上から定員を埋めるために，本来対象外の自己

ルワーカー）は内政部社会司，臨床心理師（臨床心理

負担枠の入居者を受け入れざるを得ない状況に置かれて

士）や諮商心理師（心理カウンセラー）などの心理師は

いる。しかし，それでもなお利用者にとって入居費用が

行政院衛生署と主管が分かれていたが，これも衛生福利

高いため，定員割れの状態が続いている。各施設は，政

部として一つに再編・統合された。

府財政支出の削減や人件費の高騰も相まって，施設運用
資金の捻出方法をめぐって，低価格化と代価に対する最

3．迫られる「第五族群」へのさらなる対応

大限のサービス効果を作り出すコスト効率性を重視した

若林正丈は，従来の四大族群を中心とした多文化主義

経営努力を余儀なくされている。この結果，社会福祉系

が「台湾史の連続植民の経験の上に展開した脱植民地化

の施設において，従来，標準化・均質化されていた処遇

の産物」であるとするのなら，1980 年代以降の外国人

が，同一施設内で差別化される問題が拡大している。福

労働者の流入や「婚姻移民」の拡大に伴うグローバル化

祉の公共性と営利性の調和を如何に図るか。台湾社会福

を背景としたもう一つの多文化傾向は，「トランスナシ

利が早急に取り組むべき大きな課題となっている。

ョナルなコンテキストにおける多文化主義」であるとし
て，性質の基本的な違いを指摘する37）。

2．中央政府の機構改革−福祉と保健，
教育の組織再編−

台湾の第五族群の問題は，国の枠組みを超えて送出国

2013 年 7 月，中央政府の機構改革が行われ，行政院

と受け入れ国の社会や制度上の問題が相互に関連して相

（日本の内閣府に相当）衛生署（医療保健庁）を主軸に，

乗的に生じてくる。これに関して，奥島美夏は，外国人

内政部（内務省）から社会司（社会局），児童局，家庭

介護労働者の拡大が「技能より気質・同質性を売りとす

暴力防治委員会の業務を移管統合する形で，衛生福利部

る『弱者の戦略』のうえに築いた成功」であるとして，

（厚生省）に再編昇格させた。

次のように指摘する。「インドネシアでは劣悪な環境で

内政部より組織名称を変え業務移管したのは，①社会

も本国送金のために黙々と働く自国労働者を『従順』で

救助及社工司（ボランティア活動，地域活動推進，ソー

『勤勉』であると売り込み，当人たちにも『口答えをし

シャルワーク，生活保護，災害救助などを主坦），②保

ない』『残業や休日出勤などの雇用主の依頼には可能な

護服務司（家庭暴力防止，性侵害犯罪防止，児童及び少

範囲で応じる』などの振る舞いを事前研修で身に着けさ

年保護，児童及び少年性交易防制などを主坦），③社会

せた。ベトナムも概ね同様で，労働者たちが勤務熱心で

―７―
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持つ。専科社工師とは，社工師資格を基礎資格として，
「医務社工」（医療ソーシャルワーク），「心理衛生社工」

国際社会福祉という概念が，「国境の間に（または国

（心理・精神科ソーシャルワーク）
，「児少婦家社工」
（子

境を越えて）派生する社会福祉問題の解決へ向けての国

ども家庭ソーシャルワーク）
，「心身障害社工」
，「老人社

39）

境を越えた努力を扱う社会福祉 」であるとするのな

工」の五類のなかから，特定分野に専門性を特化させた

ら，この視点の導入，すなわち，①国内（台湾にとっ

社工師を指して言い，制度としてその能力が公的に認証

て），②二国間（相手国からみて），③多国間（国際的

される。第 1 回審査で 217 名の社工師が認証され，その

に））の三観測点から一体的なものとして構想し，国益

内訳は，医療領域 36.0％，心理・精神科領域 30.4％，子

と併せアジア全体の地域益を目指した政策立案を試みる

ども家庭領域 23.0％，高齢者領域 5.5％，心身障害者領

視点は，台湾の第五族群問題の解決にとって必須であ

域 5.1％ と，医療，心理・精神保健などの臨床的要素が

る。

強い領域の社工師が全体の約 7 割を占めている43）。この

馬英九政権の外交政策は，「両岸関係の緩和と国際社

制度は日本の「認定社会福祉士」（2011 年開始）と高

会との関係発展」であり，大陸中国との間に自由貿易協

齢，障害，児童・家庭，医療，地域社会・多文化など分

定の一つである「両岸サービス貿易協議」（2013 年）を

野ごとに認定を行う点で類似するが，日本のそれは認定

締結し，さらに TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）

社会福祉士認証・認定機構という民間団体が認定するの

への参加を目指す方針を出している40）。また，FTA（自

に対し，台湾の場合は 2007 年に社工師法を一部改正し

由貿易協定）と EPA（経済連携協定）についても，台

てこの制度を成立させ，「専科社会工作師分科甄審及接

湾は世界貿易機関（WTO）に「地域」（台湾・澎湖・金

受継続教育辦法」（専科社工師認定に係る審査方法と継

門・馬祖個別関税領域）としての扱いで加盟しているこ

続教育の受講に関する規則）の規定に従い公的資格とし

とから，国交を持たない国とも今後締結される可能性が

て制度的に認証している点で違いがある。

高い。こうした状況の下，第五族群の問題はさらに拡大
していく。

その動因として，社工師は他系列の専門職との関連
で，独自な専門職業的アイデンティティを確立する必要
に迫られている，という現状がある。それを怠ったと

Ⅲ 「実践・方法」

き，他系列の隣接専門職種との関係は，対等な関係とし

1．「専精化」するソーシャルワーク

てではなく，序列化されたり，ときには吸収されてしま

現在，台湾に個人・グループ開業の「社会工作師事務

うことも起こり得る。社工師は，決して安泰ではない，

所」
（ソーシャルワーカー・オフィス）が 11 か所設置さ

ということが制度化の背景にあるのだろう。しかし，こ

れている41）。かつて，筆者はそのうちの一つを訪ねたこ

の「専科社工」の制度をめぐって，ソーシャルワークの

とがある。事務所の壁面には，大学卒業証書（大学院修

教育や実践に関わる専門家の間で，ソーシャルワーカー

了証書），社工師登録証，開業許可証などが所狭く並ん

の「階層分化」を招いている，との批判が出ている。こ

でいた。社会工作師（以下社工師という）の業務内容

れに関して，2013 年，『台湾社会研究季刊』において政

は，個別の相談面接が中心で，米国の個人・グループ開

治大学社会工作研究所教授の王増勇を編者に，「批判

業型の臨床ソーシャルワーカー（Licensed Clinical Social

『専科社工師』（The So-called Specialized Licensed Social

Worker or Licensed Independent Social Worker）との高い

Worker : A Critique）」を主題として台湾のソーシャルワ

近似性を実感している。それは，MSW（ソーシャルワ

ークの第一線で活躍する 5 名の教育・研究者と実践家に

ーク修士）以上のソーシャルワーカーを対象にした各州

よる論文が掲載された。その批判の要点は次のとおりで

の最上位ランクのライセンスであり，ソーシャルワーカ

ある。

ーは主に精神保健領域で精神的，情緒的な問題を抱えた

①セクショナリズムの浸潤：「更上層楼的専科社工師」，

家族や個人に治療サービスを提供する。米国では，精神

すなわち，社工師の間で「屋上屋を架す」ことによっ

保健問題はサイコロジスト，精神科医，ソーシャルワー

て，他分野への排他的な態度や既得権益への執着，隣接

カーのような個人（グループ）開業者によって私的実践

専門職との対立関係が深まった44）。

42）

（private practice）のなかで扱われる 。

②ミクロレベル（小領域）実践教育への傾斜：養成教育

個人・グループ開業をして臨床的なサービスを中心に

の在り方を，相談援助など直接（個別）援助中心の教育

実践する社工師の多くは，「専科社工師」の資格を併せ

へと偏向させ，国や自治体の政策立案，実施，評価など

―８―

台湾の社会福祉
マクロレベル（大領域）の教育が大幅に削減された。こ

会工作師法」では，7 項目から構成された社工師の役割

れによって，臨床的色彩の強い社工師が養成される反

・機能のなかで，「人間行動，社会関係，婚姻（夫婦）

面，ソーシャルワークの学びの範囲（教育課程）が狭め

関係をめぐる社会適応上の問題への社会・心理アセスメ

られ，社会問題を構造的な観点から分析する力や社会環

ントと治療（処遇）」を冒頭に置いている（第 12 条）。

境の変革を実践に基づいて行う社工師のミクロとマクロ
を接合する力を低下させた45）。

このため，臨床心理師（臨床心理士）や心諮商心理師
（心理カウンセラー）との競合が予測され，両者の機能

③全体として利用者・家族を捉え支援する視点の欠如：

的な重なり（オーバーラップ）が，とりわけ個人や家族

社工師業務を特殊専門化（専門職業的分化）させ利用者

の保健医療分野の対応（処遇）など臨床的要素の強い分

・家族を区分・分割することによって，人間への全体的

野でより顕著に見られるようになっている。こうした実

（対象者の生活全体への）関与を特徴とするソーシャル

践のあり方は，隣接の職種が互いに独自の権限の範囲内

ワークの対人援助専門職としての本質を度外視すること

で，独特の理論と技術を活用して補完しあう，という枠

となった。高雄市栄民総院（退役軍人病院）精神科で社

組みを崩してしまう。隣接の専門領域との間が学際化，

工師として働く王美懿は，自らの実践を踏まえ，専門分

ボーダレス化するほど，社工師の存在意義や力量などが

化的な職業訓練にしか対応できない大学（養成機関）

問われていく。

と，幅広く他領域の専門職種と関係性を繋ぎ引き出す力
のあるソーシャルワーカーが必要な現場とが乖離する現

3．土着性への視点

状を次のように指摘する。「クライエントは，退役軍人

台湾のソーシャルワーカーのなかには，社工師以外に

であり，老人，家庭内暴力の加害者，アルコール症患

「社会福利工作者」
「社会工作人員」
，「社会服務員」と呼

者，病人，心身障害者である。
」
「専科社工師の多くが中

ばれる非専門職あるいは准専門職の扱いで働く人たちが

間層以上のクライエントに照準を合わせる一方で，精神

多くいる。採用（任用）の要件（資格）は，児童福祉施

科病院から退院しても自宅やアパートで暮らせない人々

設の生活補導員（日本の児童指導員に相当）では，「短

が増えている。それらの多くは貧困者でありマイノリテ

大以上の学部，学科，専攻で家政学，看護学，児童・少

ィなのである46）。
」

年福祉学，ソーシャルワーク，心理，更正保護，教育，
社会福祉もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業し
た者，生活補導員を補助する業務に 3 年以上従事した

2．隣接専門職種とのボーダレス化
今日，多くの社工師に，ボーダレス化の現象が起こっ
ている。それは，第一に，一人の社工師の内側で起こっ

者」となっていて，大学卒業の資格は必ずしも求められ
ない。

ているボーダレス化であり，第二に，各種の隣接専門職

これらのソーシャルワーカーのなかには，例えば，DV

種が互いの境界を越えることから生じるボーダレス化で

被害者シェルターの生活補導員が新移民あるいは先住民

ある。

と呼ばれる人であったり，また，高齢者福祉施設の社会

一人の社工師の個人内におけるボーダレス化は，例え

工作人員がその地域の民間伝承や風習，しきたりなどの

ば，学校教諭，看護師，心理職など他系列の複数の免許

土地柄に精通する人であったりするなど，当事者と社会

（資格）を同時に保有して活動する重複免許の社工師に

的な階層や人種・民族などにおいて近似性が高く，また

典型的に現れる。こうした複免社工師は，それぞれ自己

当事者と類似の問題を抱え込み，その土地に古くから住

内部（個人という枠のなか）で専門職相互間アプローチ

んでいる人びと（土着の地域住民）が含まれる。

を多様に実践している。こうした社工師の活動は，従来
から言われてきた，異職種間連携の方法を超えている。

こうした社会福利工作者，社会工作人員，社会服務員
と呼ばれるソーシャルワーカーは，米国のヒューマンサ

つまり重複免許というあり方は，既存の専門分野の境界

ービス・ワーカー（human service workers）と極めて近

線上に新しい専門性を模索しながら，新しいタイプのソ

似性が高い職種であると言える。それは，ヒューマンサ

ーシャルワーク実践を試みようとする動きである，とも

ービス・アシスタント（エイド）とも呼ばれ，対人援助

いえる。

サービスに関する初級レベルの職種（ジェネラリスト）

一方，各種の隣接専門職種が互いに境界を越えること

を指して言う47）。1960 年代を誕生の契機とするヒュー

から生じるボーダレス化は，近似性が高い方法・技術を

マンサービス・ワーカーの歴史的な発展過程は，貧困に

共通して用いる場面で典型的に現れる。たとえば，「社

あえぐ人々の側に立って有資格ソーシャルワーカーの排

―９―
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他的な独占領域に踏み込もうとした過程であり，それは

い難い。外から移入された思想への物分かりのよさと

ソーシャルワークへの「対抗性」と「越境性」の歴史で

は，主体性の無さの裏返しである，とも言える。丸山真

もあった48）。米国のヒューマンサービス・ワーカーの社

男の次の言葉，すなわち，「ちがったカルチュアの精神

会的認知度はまだ低く，また彼らを一括りとする免許・

作品を理解するときに，まずそれを徹底的に自己と異な

資格認定・登録等の公的制度はまだ無い。しかし，彼ら

るものと措定してこれに対面するという心構えの希薄

は「土着のワーカー」（indigenous worker）として地域

さ，その意味でのもの分かりのよさから生まれる安易な

の福祉課題の達成を目的に活動する地域住民であり49），

接合の『伝統』が，かえって何ものをも伝統化し な

さまざまなエスニックグループに属する人々の特別な才

い51）」という指摘は，日本の社会福祉の思想をめぐって

能，特有の文化的な歴史，固有のニーズに徹底して寄り

多くの問題提起をしてくれる。

添 い な が ら ， 民 族 性 へ の 感 受 性 が 高 い 実 践 （ ethnicsensitive practice）を展開する50）。

台湾の民間社会福祉は，公的機関に並ぶ福祉施策の担
い手として，それぞれ固有の目標・理念，職員組織，事

こうしたソーシャルワーカーは，中間層以上の高学歴

業内容・方法などに沿って独自性や自立性を失うことな

ソーシャルワーカーである「社会工作師」や「専科社工

くサービスを展開し，これらの領域でパイオニアとして

師」には望めないであろう隣人が暮らす路地裏レベルの

先駆的役割を果たしている。また，台湾の福祉政策は，

知識や情報を持っている。彼らは治療者側の熟練した学

人々の市民的不服従に基礎を置く地域的性格の強い運動

問的な介入方法よりも，問題の共有体験，仲間関係を強

が相互に絡み合い重層的に蓄積され発展してきた。戦後

調する援助関係をとおした当事者自身の思考，感情，欲

の国民党独裁体制の瓦解と戒厳令の解除（1987 年），そ

求などに重きを置いて実践している。こうした彼らの実

れに伴う対抗勢力としての民主進歩党の創設と民主化の

践から，ソーシャルワークは，人格関係に基づいたその

進展のなかで，1995 年，台湾最初の普遍化された公的

人の宗教的，文化的態度や，生命観，自然観，あるいは

医療システムとして全民健康保険が創設され，以降の福

伝承的な生活様式などと深くかかわる方法・技術であ

祉政策の理念，基本方針，方法に大きな影響を与えたこ

る，ということを強く実感する。人々の身体的，心理的

とは，その証左である52）。
今日の日本では，地域特性を反映した施策の構築（規

ニーズのみならず，文化的多様性の影響に留意しなが
ら，社会経済的，宗教的，文化的ニーズにも多面的に，

制の緩和）の名の下で中央政府への地方や民間の追従が

しかも迅速に対応することは，
「多重族群社会」のなかで

進んでいる。2011 年，地方分権改革一括法（「地域の自

対人援助を展開していくうえで強く問われることにな

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

る。

関係法律の整備に関する法律」）が公布され，地方が事
業の設備・運営に関する基準を策定し条例（基準条例）

おわりに
台湾社会福利

で定めるに当たって，「従うべき基準」「標準」「参酌す

の思想は，複雑な政治関係を反映し

べき基準」の 3 類型が示された。参酌すべき基準とは，

たナショナル・アイデンティティ（「台湾人であるこ

国基準に拘束される程度が弱い基準で，この基準によっ

と」）の探求と，多重族群社会の複雑な族群関係を反映

て，地方が十分に参酌（参考に）したうえで，地域の実

したエスニシティの探求が折り重なったところで醸成さ

情に応じて，国基準と異なる内容を定めることができる

れた。異質を徹底して峻別し差違に対峙しながら，葛藤

こととなった。しかし，厚生労働省令で定める基準（国

のなかで双方の関係を調停し（仲介，取り持ち），解釈

基準）によって，国がサービス量の見込みや提供体制の

してつないでいく（折り合いをつける）ところから，台

確保等の基準及び算出等のための手引きを示すことか

湾固有の土着的な思想・価値が生み出された。この観点

ら，地方と民間は，そのあと（国基準）につき従う傾向

に立つのなら，社会福祉の思想とは，我々の日常的な体

がいよいよ顕著になっている。

験の上に蓄積されるものだと言える。そこから，社会

台湾のソーシャルワーカーは，社会工作師，専科社工

的，文化的に固有の福祉援助の方法が組み立てられてい

師と社会福利工作者，社会工作員，社会服務員との二層

くのであり，それを飛び越え，いきなり欧米諸国から移

構造となっている。筆者は，それを米国の臨床ソーシャ

入された思想・価値だけで実践しようとしても，できる

ルワーカーとヒューマンサービス・ワーカーとの対比に

ものではない。日本の社会福祉の思想，とりわけ対人援

よって概念化を試みた。そして，これを踏まえ，ソーシ

助の方法は，近代西欧型の移入の域を超えているとは言

ャルワークの土着化（「台湾的」展開）を考えるうえで，
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台湾の社会福祉
ヒューマンサービス・ワーカーについて体系化する必要

語及び文化を維持し発展させる責務がある。国

性を述べるとともに，人為的にこしらえられた専門職業

は，民族の意思に基づき，原住民の地位と政治参

的な境界を発展的に突き崩す可能性を持つことを指摘し

加を保障しなければならない。国はまた，原住民

た。日本のソーシャルワークの理論・方法は，社会福祉

の教育，文化，交通水利，保健医療，経済活動，

士や精神保健福祉士，あるいは病院や学校，児童相談所

土地，社会福祉などにつて法律の定めに従い保

や福祉事務所等の公的な相談機関で働くワーカーを中心

障，提供する義務を負う。
」
（中華民国憲法増修条

に想定してきたことは否めない。併せて，生活施設で働

文

第 10 条第 9 項）

く児童指導員，生活相談員，生活支援員の実践を科学化
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