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本研究の目的

• 「地域における公益的な取組を実施する責務」
については，社会福祉法人に公益活動を義務付
けるものであり、各地で独自の取組が行われて
いる。本研究では新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、臨時休校となった小中学校におけ
る支援対象児童への社会資源が社会福祉法人の
公益的な取組として開発された。本研究では緊
急時の支援システム開発の成立要因の探索を目
的とするものである。
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本研究の必要性と意義①
背景

平成28年3月31日に「社会福祉法等の一部を
改正する法律」が公布された．社会福祉法人制
度改革の柱として，①経営組織のガバナンスの
強化，②事業運営の透明性の向上，③財務規律
の強化（適正かつ公正な支出監理・いわゆる内
部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉
事業等への計画的な再投資），④地域における
公益的な取組を実施する責務，⑤行政の関与の
あり方がある．
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本研究の必要性と意義②
先行研究

関川(2016)は，兵庫県老人福祉事業協会が平
成24年度に高齢者施設等を対象に実施した『地域
包括ケア時代における老人福祉事業所の地域貢献
事業の取り組みについて』という調査を概観した
上で，「現在は業所ごとに地域貢献が展開されて
おり，職員配置や財源確保にも制約があり，本来
問われている制度外のニーズに十分対応できてい
ない」としている．

・ 兵庫県老人福祉事業協会(2012)『地域包括ケア時代における老人福祉事業
所の地域貢献事業の取り組み』

・関川芳孝(2016)「社会福祉法人による地域公益的な取組について―大阪の
社会貢献事業を中心として―」日本地域福祉学会第33回発表資料．
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本研究の必要性と意義③
先行研究

• 山東(2019:41)は、ソーシャルアクションの2
類型について示し，インダイレクトアクション
の特徴として，交渉や調整に代表される水面下
での行動を伴うもの」としている．そして成果
を当事者に還元するために戦略的に協働するこ
とする。（山東 2019：43）

• 鶴田（2019：61）SSWへのインタビューで，
「問題が起きている子どもに対応することも大
切だが，問題が起きる前の未然防止や予防に力
を注ぐことの大切さが語られた」とする．
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調査概要

調査期間 2020年3月～6月

調査対象 大牟田市における新型コロナウイルス感染防止のた
めの臨時休校中の食糧提供の取組。

調査方法 対象となる取り組みの実践やその会議、打ち合わせ
等への参加。また記録の収集。

分析方法
対象となる取り組みやその会議へ参加し、状況を観
察する。またその記録を概観する。その2点から本
研究に必要な「成立要因」となる点を抽出する。

倫理的配慮
日本社会福祉学会研究倫理指針を遵守し、取り組み
の対象となった家庭が特定されることのないよう配
慮した。
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■コロナによる生活への影響

仕事

• 休校で仕事に出

れない

• 売上減少や休業、

残業減等による

給与減

• 在宅ワークなど

働き方の変化

家計

• 休校による支出

増（食費・教材

費）

• 収入減による生

活費の切り詰め

• 家賃や光熱費、

電話代の滞納。

心理

• 休校による家事

負担

• いつまで続くか

わからない不安

• 仕事（役割）が

ない不安

• 家族との関係

（虐待等含）

事例概要

活動期間 2020年3月～6月
（新型コロナウイルス感染拡大防止臨時休校期間中）

対象者 食に困るもしくは見守りが必要な子ども
（スクールソーシャルワーカーによるスクリーニング）

対象者数 約55世帯

依頼方法 要保護児童対策地域協議会→社会福祉法人協議体

実施方法

・社会福祉協議会に集合し、教育委員会、市・児童部局、
スクールソーシャルワーカー、児童家庭支援センター、
社会福祉協議会で分担して各学校へ食料を配布。

・学校から児童へ届けられる。
・支援が必要な家庭の状況やこの活動の活用されている
状況はスクールソーシャルワーカーからフィードバッ
クされる。

・春休み期間中も特に必要な家庭には個別に食料提供。
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□取組の全体像

食料提供協力事業者（キリスト者奉仕会）

12：00 50食拠点へ（弁当・パン）

12：30 各学校へ（弁当・パン）

12：30 学校で提供
（弁当）

12：30 各家庭へ
（パン）

事業所

連携機関で協力

学校

取組概要①

10

取組内容

①スクールソーシャル
ワーカーより提案

臨時休校が決まった際に、臨時休校中に起こるニー
ズを想定し、支援の必要性を認識しているスクール
ソーシャルワーカーより支援の提案があった。

②組織から組織への正
式な依頼

組織的な活動を明確化するため、要保護対策児
童地域協議会より社会福祉法人の協議体への正
式な依頼があった。

③運営システムの構築
のための協議

食料の提供による食の確保とともに、学校と支援対
象の家庭が接点を持てるよう、どのような運営システ
ムで食料を提供するかについて関係者の協議の場
があった。

④食糧供給先との調整
食料については数の調整や供給する協力事業者を社会
福祉法人に依頼し、急な発注への対応を依頼した。
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取組概要②

11

取組内容

⑤社会福祉法人協議会
内の合意

社会福祉法人の協議体の活動で実施することから依頼
を受けた事務局より、役員に説明し、依頼から2日間で決
定した。

⑥財源の確保
社会福祉法人の協議体が持つ財源の予算決定とともに
助成金申請を同時に行った。

⑦分担して活動実施

運営については各学校へ連携機関で食糧を運び、学校
から児童へ届けられる仕組みで運営した。支援が必要な
家庭の状況やこの活動の活用されている状況はスクール
ソーシャルワーカーからフィードバックされた。

⑧運営しながら微調整

家庭の状況に合わせて、食料の数や内容について微調
整を行った。またスクールソーシャルワーカーの案でできるだ
け学校で提供することで子どもが学校と接点を持てるよう
配慮されていた。

⑨個別ニーズの春休み対
応へ

特に支援が必要な家庭については、スクールソーシャル
ワーカーのモニタリング結果を踏まえ、個別に継続した支援
を実施した。

スクールソーシャルワーカーの動
きと活用ツール
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スクールソーシャルワーカーの視点
～臨時休校の際に考えられるリスク～

登校時に安否を確認していた子どもがいる

給食で栄養を担保していた子どもがいる

経済的に長期の休みは食事代確保が厳しい子どもがいる

閉鎖的な環境の中虐待リスクが高まる

非常時であり子どものメンタルヘルスに影響が出る

経済的に変化する家庭が増加する

学習環境の担保

情報発信や共有の工夫

リスク
高

リスク
低

スクールソーシャルワーカーの動き①
～教育委員会等との意識すり合わせ～

学校の休校が決まり、その日に教育委員会およびＳＳＷが打合わせ

①登校することで安否を確認しているケースがある。
②閉鎖環境における虐待リスクが高まる家庭が多く存
在する。
③長期休業中に体重が減って登校する子どもへの手当
について。

などいくつかを共有し協議。

また子ども未来室へ出向き、担当課長やケースワーカーと
共に、要保護児童が置かれている状況、リスクの確認・情
報・関わりなどについて、学校と連携することが必要であ
るとについて提案協議を行った。
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スクールソーシャルワーカーの動き②
～支援対象の検討と対象者への提案～

要保護児童

•子ども支援ネットワーク進捗

管理ケースの中から、栄養確

保・安否確認の点で心配な

ケース、それに準ずるケース

をスクリーニング（家児相Ｃ

Ｗ、ＳＳＷ）

その他の児童

•週に１回程度の家庭訪問または

電話での安否確認

⇒訪問時チェックシートの活用

⇒一週間の気持ちシートの活用

⇒ＩＣＴを活用した学習の提案

•リスクが高まった際の相談に関

するフローチャート

①スクリーニング「要保護児童またはそれに準ずる者」

②保護者への提案（家児相ＣＷ、ＳＳＷ、学校から各ケース適任者が行う）

スクールソーシャルワーカーが提案したツール
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本研究の考察（成立要因）

17

要因 詳細

発
信
側
要
因

ニーズを把握している
人からの提案

社会福祉法人の協議体はニーズを直接把握できな
いことが多い。本事例ではスクールソーシャル
ワーカーがニーズを把握し、必要性についても直
接、共有を図った動きがあったことがあげられる。

正式な依頼と組織での
連携体制があったこと

対象の市全域での活動にするためには組織対組織
での合意があり、学校との協力体制が不可欠であ
る。この活動は正式依頼により組織レベルでの連
携体制ができていることがあげられる。

受
け
入
れ
側
要
因

既存の協議体があるこ
と

社会福祉法人の協議体がすでに制度の狭間の解決
のために存在しており、依頼する窓口と実績が
あったことがあげられる。

財源の準備があること
社会福祉法人の協議体が財源も準備してあったこ
とがあげられる。

食の提供という社会福
祉法人の資源があった
こと

社会福祉法人の協議体の一つの法人に普段から食
料支援で協力している事業所があったことで迅速
な対応が実現できたことがあげられる。
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