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入口支援を考える 
〜フォレンジックソーシャルワーク

としての入口支援〜

南海福祉専門学校	

原田　和明	
社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・介護支援専門員	

　　　福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２級	

E-mail sw.kazuaki.harada@gmail.com	

司法手続とソーシャルワーク	
触法障がい者や高齢者を対象とするソーシャル
ワークは，刑事司法手続のステージごとに対応
していく必要がある．	

特にそれぞれのステージにおける，司法と福祉
との連携は重要である．	

司法と福祉が連携することで，支援体制を構築
していく．「再犯を防ぐ」点では全員同じ．	

あくまでも連携であって司法の下請ではない．	

「入所施設に入れるようだったら不起訴にする 
 （なる）」「刑を軽くするための支援」がいいのか？	

	

	

　	

フォレンジック・ソーシャルワーク	

フォレンジック（forensic)には「法廷の」「法医
学の」といった意味がある．	

Forensic Socialwork は刑事司法におけるソー
シャルワークである． 
英米等ではソーシャルワークのひとつのジャン
ルであり，専門教育がなされている国も多い．フ
ォレンジック・ソーシャルワーカーは，刑事裁判
だけではなく，薬物依存の自助団体，更生保護
などの場面でも活動している．	

平成２２年犯罪白書	平成25年犯罪白書	
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検察庁ＨＰ 

平成２２年犯罪白書	
平成25年犯罪白書	

支援チームによる対応 	

できる限り支援チームで対応する方が望ましい 
メンバーの例	

障がい者相談支援事業所の相談支援専門員や社
会福祉士→計画相談，一般相談，地域相談 
障がい者の権利擁護に熱心な弁護士 	

行政の障がい福祉担当部署，保健所，時に生活保
護担当部署など	

利用する福祉事業所があればその職員	

知的障がい者の場合は知的障害者更生相談所な
どの判定・相談機関，発達障がい者の場合発達障
害者支援センター等	

必要に応じて医師　特に精神科医　　　　　その他	
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・処分の後再犯しないようするための対応。累犯障が
い者になってしまわないようにするための支援が重要．	

・支援チームは，弁護士や権利擁護センター等の権利
擁護機関，行政等をメンバーとした状態を可能な限り
維持し，さらには保護観察官や保護司といった更生保
護関係者も含めて，本人の自立支援を担っていく事に
なる．	

・チームで支援することで負担が分散する．支援する
者のケアにもつながる．	

・ソーシャルワークであるのでダイバージョンを目的と
しない（結果としての刑罰の軽減）→判決前調査と治
療的刑事司法	

行政（生保等）	

相談支援 
（計画・一般）	 保護観察官	

弁護士	
サービス提供者	

成年後見人	

保護司	

本人	

医療機関	

輪型支援の例	

定着支援センター	

逮捕等警察により検挙された時の取調等への危機的介入 	

送検	

送検された際，検察への取調等への介入  	

裁判	

裁判になった場合，	
弁護側情状証拠として	

更生支援計画書を提出する	
必要であれば作成者の	

情状証人尋問	

釈放	

釈放 
在宅	

略式命令や送検のみで	
不起訴の場合	

執行猶予付き判決や	
罰金刑等で釈放された場合	

更生支援計画に基づく	
居住型サービス	

利用を含めた自立支援	
よい生活環境がある事で	

累犯を防ぐ	

釈放	

実刑	

実刑判決の場合 	
一審二審の場合は控訴，上告するか否かの判断	

	
支援チームがあればそれを維持する	

釈放を目指した更生支援計画の見直しか新規作成	
釈放時の帰住場所確定→入所施設等の居住型サービス含む	

実刑	

釈放	

　　　　　　　　　　　　　　　　→よい生活環境がある事で累犯を防ぐ	
居住型サービス利用
も含めた自立支援	
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逮捕等警察等により検挙，補導された時の取調等への危機的介入 	

送検・通告	

送検された際，検察・児相への取調等への介入  	

家裁送致	

少年審判になった場合，	
意見書（更生支援計画書） 

を提出する	
必要であれば付添人 

に選任されて出廷	

釈放・在宅	

釈放 
在宅	

審判不開始・不処分の場合	
保護観察処分（１号）等の社会 

内処遇の場合，更生支援計画に 
基づく居住型サービス利用を 

含めた自立支援 
児童自立支援施設等措置も同様	

よい生活環境がある事で	
再非行を防ぐ	

処分 
決定	

少年院送致 
児童自立支援施設等 

送致	

施設内処遇の場合 	
 

支援チームがあればそれを維持する	
退院・退所を目指した更生支援計画の見直しか新規作成	

退院退所時の帰住場所→自宅か居住型サービスか 

退院・退所	

　　　　　　　　　　　　　　　　→良い生活環境がある事で累犯を防ぐ	
居住型サービス利用
も含めた自立支援	

少年院送致 
児童自立支援施設等 

送致	

あたりまえの生活ができているのならば，社会モ
デルでの要援助者ではない．しかし，刑務所生
活はあたりまえの生活ではない．触法行為をす
ることそのものが生活支障であるととらえる．	
　 
自らの障がい（生きづらさ）を認知をしてもらう事
が大切である。生きづらさの認知を働きかける福
祉の支援の役割は重要である． 
 
当たり前の生活の心地よさの認知．犯罪をしない
生活が当たり前の生活という認知をすることが自
立更生につながる．　	

更生保護としての地域ケア	

・犯罪をしてしまうリスク 
入所施設→GH→家族と居住→一人暮らし 
　低い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高い 
 
・集団生活が難しい人 

刑務所で単独室処遇．他者とのトラブルか
ら犯罪へ．集団生活が難しい人は居住型サ
ービスでよいのか． 
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裁判支援と地域の支援の連携	
行政，地域の障がい者相談支援，地域包括支
援センターや更生支援計画の中で予定される
地域の支援と連携した上で，更生支援計画
作成，証人出廷等の裁判時支援にあたる支援
者と実際の支援を担う支援者を分けておく． 
そして，原則として裁判中から実際支援を担う
支援者に関わってもらい，処分が確定後は，
実際に支援を担う支援者が連携して支援を継
続するといった方法が現状としては，もっとも
現実的である． 
裁判時支援を担う支援者＝フォレンジック・ソ
ーシャルワーカー	

事例①	

同胞１名，３０歳代女性　２歳時に母と父が離
別したが，父が養育できなかったため兄ととも
に児童養護施設に措置となる．８歳時に父が
兄と共に引き取るが，ネグレクトや身体的虐待
有り．従兄弟や兄からも虐待を受ける．隣家
の叔父夫婦からもネグレクトされる． 
中学入学時位から従兄弟やおじによる性的虐
待も始まる．結婚し１児をもうけるも離婚の後，
２回目の結婚をしたが，夫の自慰行為を見て
性的虐待がフラッシュバックし，夫との性交渉
ができなくなった． 
　	

その後夫が無理に性交渉をした時点で，男
性人格がいくつか現れ，ある人格が彼女を強
姦から守るために夫を絞殺した．（解離性同
一性障害） 
懲役12年の有罪判決，控訴せず服役．	

事例②	

同胞無し，３０歳代男性 父母離婚，母親が育
てていたが幼少時母親が行方不明となり，父
も仕事の関係で養育できず児童養護施設へ
措置される． 
中学時施設のお金を盗むという非行が有り．
その後，父が引き取るがシンナー吸引等の
非行が続き，たびたび検挙され複数回の少
年院送致を含む保護歴が有る． 
シンナー吸引は大人になっても続き，結婚し
て１児をもうけたがシンナー吸引は続いて
いた． 
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１児をもうけた後すぐに離婚している． 
前科前歴は多いがすべて，シンナー（毒物及
び劇物取締法違反）かシンナーを手に入れる
ための窃盗や住居侵入などであった．しかし，
２０歳代後半で強姦致傷事件をおこして服役
した．出所後２ヶ月ほどで本件の強姦，わい
せつ目的誘拐，監禁事件をおこしている． 
この２件の強姦事件の犯行現場は同じトンネ
ル内の自動車，また，被害者は制服を着た
女子高生．シンナー吸引していて，かつ解離
状態で犯行時の記憶が曖昧である．	

前回の事件では出てこなかった事実として，
児童養護施設に在籍時，小学生の頃から年
上の女児から性的な行為を強制されていて，
この女児が高校を卒業して施設を退所するま
で続いたことが分かった． 
 
求刑懲役12年，判決は懲役８年． 
	

事例③	

同胞兄３人　３０歳代女性　精神保健福祉手
帳２級　３０歳代で結婚したが夫は飲酒，DV
を繰り返していた．そのことが引き金となって
統合失調症を発症，通院のみで入院歴はなし． 
その後，妊娠するも夫のDVは一時的にしか
おさまらず，結果，追い出されるようにして離
婚に至る．DVシェルターに入るが出産期と
なり，生活保護法の助産施設で男児を出産
する． 
出産後は，養育の意思を強く示し，母子生活
支援施設で子育て相談やサークルなどの 

支援を受けて子育てをしていた．この間に，
子ども家庭支援センターから本児の発達障
害疑があるとの指摘があった． 
母親は子育ての合間をぬって，週に３日ほど
作業所に通所していた．また，居宅介護も利
用していた． 
 
本児が多動であったり，ミルクを飲んで嘔吐
するということにこだわったりするため，母親
は疲弊していた．事件時も本児がミルクをし
つこく要求し，与えたところ嘔吐した．その
ため，母は子育てについて疲れて行き詰まり， 
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本児をベランダから落としてしまった．幸い，
途中の屋根に落下したため，骨折等の重傷
で命には別状が無かった． 
本児に対する愛情は，勾留中から強く，服役
中の現在も維持されている． 
懲役４年の実刑． 
	

少年事例①	

強姦致傷　ADHD　犯罪少年　中等少年院送
致（医療少年院）	 

 
少年審判までに，家庭訪問し母親，少年鑑
別所にて本人と面接アセスメントを行い，
ソーシャルワーカーの意見として弁護士か
らの意見書内に内容を盛り込む． 
 
少年院送致後も複数回面接を行ない，さら
に母親とも電話などで連絡を取り合う． 
	 	 

少年事例②	
強制わいせつ　ADHDと軽度知的障害	 	 触法
少年　児童自立支援施設送致（強制的措置
有） 
 
少年審判時にソーシャルワーカーが付添人
に選任される．少年鑑別所にて面接し，審
判に意見書を提出する． 
 
保護者である母親も勾留中であり，また，
虐待加害等の理由で保護者とは面接してい
ない．	 

	 

医療観察法対応について	

医療観察において，福祉関係者としては審判で意
見書や更生支援計画書を証書として提出し，社会
復帰調整官の調整について，意見を申し立て，本
人の社会復帰計画に係わっていく必要性がある． 
更生支援計画書≒生活環境調査報告書	

特に通院処遇ではケア会議参加，入院処遇では
本人との係わりを断たないようにして退院後の支
援につなげていく． 
 
医療観察ケースに調査支援委員会モデルで対応
できるだろうか？	
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最近の事件から	
佐世保市高１少女同級生殺人事件	 

	 

神戸市小１女児バラバラ殺人事件	 

	 

守秘性，事件の特殊性，重大性などを考えると，
これらの事件に福祉的支援が必要とすれば，調
査支援委員会などといった組織としての関わり
で対応できるのだろうか？ 
 
フォレンジック・ソーシャルワークの展開が必
要ではないか？	 

	 

n  更生を目指すためのソーシャルワークである． 
n  従って，ダイバージョンを図ることが目的ではな

い（結果としてダイバージョンとなっても）→すな
わち，「矯正施設よりも福祉施設の方がよい」では
ない． 

n  特に，検察側から「福祉施設が調整できれば，不
起訴に出来る」だから，ソーシャルワーカーが福
祉施設を調整するのは，福祉を司法の下請化す
るものであってソーシャルワークではない． 

n  あくまでも，本人意思に基づく地域社会での生活
環境調整を優先するべきである． 

n  生活モデルのアプローチの重要性． 

少しまとめると	

フォレンジック・ソーシャルワーカーの養成→調査支援
委員会といったクライエントと直接向き合わない公的に
権威付けされた機関がソーシャルワークの一環となるこ
とがよいのか？本来は１対１のソーシャルワークである
べき． 
 
被疑者国選ソーシャルワーカー，当番ソーシャルワーカ
ー制度の導入→悉皆的な判決前調査 
入口から出口までの一貫した支援の制度的な担保 
ソーシャルワークの一環としての更生支援計画書＝社
会学（社会福祉学）的情状鑑定という位置づけの確立と
中立性の担保	

おわりに①	
フォレンジック・ソーシャルワークは，限られた組織だけ
が行うものではない．地域の障がい者相談支援，地域
包括支援センター，独立型ソーシャルワーカー，依存症
当事者団体などに所属する様々なワーカーが輪型支援
の一環として行うべきである． 
 
そもそもフォレンジック・ソーシャルワークは，あらゆる障
がい者，高齢者，ホームレスなど生活支障があって自
立更生に支障があるものすべてを対象とするべきであ
って，なおかつ，どのような重い犯罪をした人も対象とす
るべきものである．その点からも，いわゆるケースワー
ク中心のソーシャルワークがなされるべきである． 

おわりに②	
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