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特集論文（『社会分析』38 号, 2011, 25～42 頁） 

社会調査と遺族支援活動 

―家族政策と家族福祉の観点から―

浅利 宙 

1. はじめに

 ケアの社会学について、矢原隆行は、社会学的観察の立場からケアの領域を研

究対象とする方向性とケア領域の実践のなかで社会学的な視点を積極的に活用す

る方向性の２つがあると述べ、この両者の相互更新を研究領域とする「ケアのケ

アの社会学」を構想している（日本社会分析学会のニューズレターより）。

 筆者が主に関心を寄せている家族社会学の領域でも、特に保育・育児や扶養・

介護等の具体的なテーマにおいてケアのあり方が強く問われている。近年の家族

社会学は、対象となる家族のみに視野を限定するのではなく、支援に関わる社会

資源をも含めて視野に入れることが多くなっている。その際に有効な概念として

「家族福祉」を挙げることができる。

本稿では、家族政策の動向と家族福祉における支援活動のなかで社会学的視点

を活用する方法例を整理・検討した上で、社会調査と調査対象の活動実践が同時

並行的、かつ相互更新的に生じる過程としてどういうものがありうるのか、遺族

支援グループに対する調査で収集したデータを踏まえて考察を加える。

まず、家族政策研究について、対象を家族におくべきか個人におくべきかとい

う制度設計上の伝統的な問題を抱えつつ、規制だけでなく支援の側面を強めてお

り、だからこそ家族福祉との接点が高まっていることを指摘する。また、家族福

祉については、こちらも議論の焦点を集団に合わせるか個人に合わせるかが問題

となっているが、それとともに家族が活用できる社会資源の整備という側面、な

らびに、それらの社会資源がどのように家族に関与していくかという側面に目を

向ける必要性を高めていることを指摘する。
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次に、社会学研究者が支援の実践と調査活動が密接不可分の関係を形成してい

る点に目を向ける方法について、社会学的カウンセリングとアクション・リサー

チの方法を検討する。その上で、家族福祉のひとつの事例として遺族支援活動を

取り上げ、その活動における社会学的ケア実践のあり方について、インタビュー

調査や郵送調査、参与観察などの一連の調査活動のデータの活用を通して検討を

加えたい。 

 

2. 家族政策の動向と家族福祉 

 

2.1 福祉の担い手と社会変動 

家族と福祉との関係を考える上で参考になるものとして、木下（2001）の議論

がある。そこでは福祉と社会福祉の概念について、それぞれ広義と狭義の意味が

あることを指摘している。広義の福祉は生活問題に対してフォーマル・インフォ

ーマルな社会資源による支援のすべてを含むのに対し、狭義の福祉は支援の担い

手が家族・親族・共同体に限定される。広義の社会福祉は歴史上のすべての生活

支援に関する社会的な制度を含むのに対して、狭義の社会福祉は戦後の社会福祉

制度に限定される。戦後、生活を支援する社会的な仕組みは次第に社会福祉制度

の領域が拡張していくことになるが、その背景には狭義の福祉の担い手（家族・

親族・共同体）の機能縮小という理解がある。 

このような福祉の担い手をめぐる趨勢認識は多くの研究者に共有されていると

いえるだろう。染谷（1992）は親族関係、地縁関係の縮小によって生じた家族の

孤立化と家族機能の変化を踏まえつつ、家族周期ごとの福祉ニーズについて現状

と課題を整理している。具体的には、子どもを抱える家族に対する政策（特に母

子・父子・未婚の母に対する支援政策）、働く女性に対する政策（育児休業制度等）、

要介護老人を抱える家族に対する政策について、それぞれ 90 年初頭当時の日本の

現状とスウェーデンの政策展開とを比較し、わが国における家族ニーズに対する

社会政策の不十分さを指摘していた。また、野々山（1992）は家族機能の自律的

遂行を支援する社会制度とサービスの体系として、家族福祉という概念を提示し

た。 
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2.2 家族政策研究への関心と家族福祉概念への問い：家族か個人か 

現実レベルでの政策の不十分さの一方で、研究面でも検討が不十分との指摘が

なされた。下夷（1998）は 1970 年代から 1990 年代にかけての社会福祉・社会保

障政策の展開とともに家族政策研究が活発化していく動向を確認しつつも、政策

研究という点では不十分という認識を示している。こうした現状に対して、総論

としての国家が家族と個人を支援するという家族福祉政策のモデルの提示と、各

論としての育児支援政策、介護支援政策の動向を踏まえながら、今後の課題とし

て「集団としての家族」と「個人」の二つの視角が双方とも必要であること、国

家と家族・個人の関係の検討、家族メンバー間の利害調整への視点の必要性、家

族機能の社会化に関する検討、家族の多様化をめぐる社会的コンセンサスの検討

を挙げている。なお、この議論における「集団としての家族」と「個人」の二つ

の視角が双方とも必要であるという主張について、落合（1998）は家族福祉の概

念自体に家族のなかの弱者を抑圧する可能性があり、家族政策モデルを考える際

の両立の難しさを指摘している。 

   

2.3 家族政策の分類：国家、家族、個人の関連を探る 

家族政策に対する国家のあり方を検討したものとしては、藤崎（2000）の議論

を挙げることができる。この論考では社会福祉政策における家族の位置づけにつ

いて、家族への関与を抑制する方向性をもつ「（国家／家族）－個人」の考え方（家

族を福祉の担い手として考える面が強い）と、家族を支援する方向性をもつ「国

家－（家族／個人）」の考え方（家族を支援の対象として考える面が強い）の２つ

があることを指摘し、90 年代に前者から後者へのシフトしていることを確認して

いる。その上で、政策対象を個人におくべきか家族におくべきかで議論が分かれ

ていること、社会福祉サービスを利用する際に自己決定の考え方が浸透している

が、家族内で葛藤が生じた場合や高齢者や障害者、子どもなど当人の意思決定が

難しい場合への対応に課題があること、しかしそれでもなお、基本線としては政

策単位の個人化を取るべきであると主張している。 

また、海外との比較から家族政策の方向性を探る議論もある。渥美（2008）は

わが国と欧米の家族政策の動向について、家族政策への積極性－消極性の軸と社

会の基本単位を家族におくか個人におくかの軸によって構成された福祉国家観の
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違いから、積極・保守的福祉国家観（フランス語圏）、普遍的福祉国家観（北欧諸

国）、消極・保守的福祉国家観（ドイツ語、南欧圏）、市場重視型福祉国家観（米

国、英国）の４つに分類している。日本は消極・保守的福祉国家観（家族政策へ

の消極性と社会の基本単位を家族におくグループ）に属しており、性別役割分業

を基盤におきつつ母親が家庭で保育することを前提にした家族政策であると述べ

ている。その上で、今後の方向性として「世帯」、すなわち同居家族集団を支援の

単位とする積極・保守的福祉国家観への方向が動きやすいと主張している。 

このように理念や現実可能性を考慮しながら、政策のあり方を探っているのが

現状である。 

  

2.4 家族政策の目的：規制か支援か 

家族政策の目的という点からの議論もある。田淵（2009）は家族政策という言

葉について「一般に、中央政府や地方政府によって講じられる、家族や家族生活

に変化を生じさせることを目的とした施策や立法」と述べ、家族を規制する政策

と家族を支援する政策に区別される分類や、政策の目的や国家の関心に基づく分

類がみられるように、家族政策の多面性に目を向けるべきこと、そして、現代日

本では、人口変動（少子高齢化の進展）のインパクトのもと、支援型の家族政策

のニーズが高まっている一方で、福祉の供給における家族への期待（＝福祉の担

い手としての家族への期待）も高まるだろうという予測を示している。 

 

2.5 家族政策と家族福祉の現代的課題：支援という点からの展開 

家族政策の展開から導き出される現代的動向は、対象を家族におくべきか個人

におくべきかという制度設計上の伝統的な問題を抱えながらも、規制だけでなく

支援型の政策ニーズが高まっているということである。支援型のニーズに対応し

ていくということは、具体的な支援のあり方が問われてくることを意味しており、

家族への支援を論じてきた家族福祉との接点が強まると考えられる。その家族福

祉についても、支援の対象を集団におくのか個人におくのかという問題を抱えな

がら、家族が活用できる社会資源の整備という側面とともに、それらの社会資源

がどのように家族に関与していくかという側面に目を向ける必要性を高めている。

その際には社会制度も含めた当該分野の専門職が中心となるフォーマルな社会資
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源と、非専門職が多くを占めるインフォーマルな社会資源が連携しつつ、いかに

当事者の力を引き出すことができるかに力点がおかれる。 

 以上の動向を踏まえるならば、支援活動を研究していく際に社会学研究者が支

援の実践と調査活動が密接不可分の関係を形成していく側面や、社会調査につい

て現状把握や分析だけでなく関与のあり方に目を向ける議論にも現代的な意義が

あるといえるのではないだろうか。 

 

3. 家族福祉における支援活動と社会調査 

 

3.1 社会学的カウンセリング 

支援活動のなかに社会学的視点を取り入れる方法は多様であるだろうが、本稿

では次の 2 つを取り上げたい。ひとつは「社会学的カウンセリング」という、ケ

ースワークに社会学的な視点を活用するという主張である。 

畠中宗一は家族福祉における「社会学的カウンセリング」を議論しており、そ

れはカウンセリング過程に社会学の概念を応用するものであるという。社会学的

カウンセリングの過程はインテーク（問題の受理）と導入、事前評価と事後評価、

介入とフォローアップの 3 つからなっており、行動療法のようなプログラムに基

づくアプローチよりも主題アプローチを指向していると述べている。主題アプロ

ーチとは「クライエントがより能率的で効果的に生活が送れるように臨床医とと

もに努力するアプローチ」であるという。 

 こうした社会学的カウンセリングの実践のなかで臨床社会学者は、「クライエン

トが自分がどうすることもできない経験の状況や主体性をどの程度、どのように

持ち合わせているかを判断できるように支援する」と述べている（畠中編, 2006: 

186-189）。 

この議論で取り上げられている臨床社会学者とはどのような立場なのかが不明

確であるが、本文ではセラピストや臨床医が登場しており、そうした職種の人に

社会学的視点の重要性を主張しているようにみえる。また、一連の過程はケース

ワークと同じであり、この点について「（臨床社会学は）介入プロセスそれ自体は、

臨床心理学、社会福祉学、看護学、保健学などにも存在しますが、事前評価にお

いて社会学的認識を動員するところにその特徴をもちます」と記述されている。
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しかしながら、そもそも介入する（カウンセラーでもなく、ソーシャルワーカー

でもない）社会学者や社会調査への言及はみられない。家族福祉における社会学

者の関わりや社会調査のあり方としてはどのようなものが考えられるのだろうか。 

 

3.2 アクション・リサーチ 

本稿で取り上げるもう一つの方法であるアクション・リサーチは、当事者の実

践活動と社会調査の過程が一体的に推移していく面を自覚的に記述する点に特徴

がある。家族福祉に関する議論から出てきているわけではないが、社会調査を実

施する社会学者の関与という点では、上述した社会学的カウンセリングよりもは

っきりしている。 

近年、社会調査士の資格認定課程制度の整備を背景に、量的研究法だけでなく

質的研究法に関するテキストが増加してきており、そのひとつとしてアクショ

ン・リサーチに関する概説も出てきている。谷富夫・芦田徹郎編（2009）による

と、アクション・リサーチは「調査者が対象集団と共同して、具体的な問題を解

決したり、状況を改善することを目的に行動（アクション）を起こし、そのプロ

セスを通して実践的な成果をめざす調査方法である。集団のメンバーに加わる点

は参与観察法と同じだが、参与観察法が調査者の知りたいことを調査する一方的

な方法であるのに対して、アクション・リサーチは、問題解決に向けた対象集団

との共同作業であるところに特徴がある」（谷・芦田編, 2009: 19） 

 また、ケミス＆マクタガート（2006）は「参加型アクション・リサーチ」とい

う方法を議論している。彼らは参加型アクション・リサーチの主な種類とそれに

対する批判を整理し、多くの批判は社会変革（社会運動）を志向している点への

脅威や視野が狭くなる点にあるという。その上で参加型アクション・リサーチの

特徴について「現場で働いている隠れた要因を「暴く」ないしは「さらす」こと

を目標として現場に臨むこと（現場について、特別な洞察を得ることを求める部

外者の態度）と、現場の諸要素のあいだの相互関係や緊張関係を、当事者たち自

身が真正であると見なす表現で主題化して明確化すること（これは、当事者たち

が以前には無視したり軽んじていたような関係をより重要だとみなすことも含み

うる）とのあいだの、細い線の上を歩くことである」（236 ページ）と表現してい

る。調査対象者との対話を組み込むことの意義と難しさの指摘といえるだろう。 
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参加型アクション・リサーチは「変化を計画しつつ、行為し、その変化の過程

と結果を観察しながら、これらの過程と変化について内省し、その上で、計画を

立て直しつつ、行為し観察しながら内省し……（257－258 ページ）」という一連

の社会過程であり、参加的、実践的で共同的、人びとの解放に役立つ、批判的、

再帰的（内省的、弁証法的）なものであり、理論と実践の両方を転換することを

目指しているという。そしてこのような取り組みの効果として期待されることは、

社会資源による支援のあり方やそれを支える政策への問いを生じさせる点にある。 

以上のような社会学的カウンセリングやアクション・リサーチの議論について

は、理念としても、また現実的な点からも、もう少し慎重に検討すべき部分があ

ると考えられるが、社会調査と調査対象者の関係形成に目を向けているという点

ではいくらかの参考になるだろう。 

 

4. 「ケアのケア」が展開される場：遺族支援グループの研究から 

 

4.1 遺族支援グループの動向 

 本稿では家族支援の具体的な研究対象として遺族支援グループを取り上げる。

その理由は、筆者のこれまでの研究との接続のほかに、がんや自死、犯罪被害の

遺族支援など、近年、多様なかたちで遺族支援（家族支援）が展開されており、

社会的にも重要性を高めていると考えられるからである。 

遺族支援グループは、遺族間の支えあいによる悲嘆心理や生活問題、家族問題

の解決・解消を目的としている。遺族支援グループの動向や本調査の対象となっ

ている支援グループの特徴、調査の経緯については、浅利（2009）にて述べてい

るが、議論を進める上で必要と考えられるため、本稿でも記しておきたい。 

遺族支援グループは大きく当事者主導によるもの、医療関係者主導（特に緩和

ケアの一環）によるもの、その他の実施主体によるものに区別することができる。

これらのグループのリストについて「公式」のものはないが、有志によるリスト

作りの動きはみられる。そのリスト（http://grief.fubuki.info/SHGs/profile.cgi）には、

2009 年 1 月 7 日現在で 212 団体が掲載されている。多くは当事者主導の団体であ

るが、自治体の機関主導の団体、大学等の研究機関や医療機関（遺族外来）も掲

載されている。リストに掲載されている遺族支援グループのなかには、参加者の
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死因を限定していたり（例：犯罪被害、事故、自殺、がん）、対象を限定している

（例：子どもを亡くした親、ペット）ところも多い。日本死の臨床研究会の年次

大会では、医療従事者主導で形成された遺族支援グループの活動事例報告や参加

者への調査報告がみられるようになっている（2007 年～2009 年で計 9 事例）。 

筆者が調査を継続している遺族支援グループは、夫をがんで亡くした A さんが

2003 年に代表として立ち上げた組織であり、当事者である遺族によって運営され

ている。活動にかかる費用は年会費＋実費によってまかなっており、スタッフは

無給のボランティアである。現在は定例会（2009 年は 4 回実施）とレクリエーシ

ョンを中心に活動を展開しており、それ以外に年に 1 回、総会を開き、規約の確

認、決算報告と監査報告、予算案の審議、役員の承認を行っている。会員数は 30

～40 名程度で推移している。 

 

4.2 調査の経緯と遺族支援グループへの研究関心 

 調査の経緯は以下のとおりである。社会学研究者である筆者は、2000 年 7 月に

夫を看取ったホスピス内で立ち上げた遺族会に参加していたAさんにインタビュ

ー調査を行い、それを契機に活動状況への参与観察の機会を得ることができた。

その後、A さん自身がホスピス内の遺族会から離れ、自ら遺族支援グループの活

動を開始し、筆者もまた遺族支援グループの事例調査の対象としてこのグループ

に関わっていく。調査を継続していくなかで、会の活動報告や総会時の資料作成

の手伝い等、少しずつ会の運営に関わるようになり、現在は役員会や総会時の資

料作成といった事務作業の手伝いと定例会の司会進行役、さらに医療系の研究会

にて活動内容を報告する際の資料と報告原稿の作成等を引き受けている。 

 遺族支援グループに対する主な研究関心をいくつか挙げておきたい。ひとつは

グループに参加することによる効果に対する関心である。グループでは参加者が

抱えている困難をお互いに語り合うことで解決・解消を図る。それは悲嘆に対す

るケアとして、あるいは具体的な生活支援の糸口、ならびに語ることによるカタ

ルシス効果などとして指摘されている。また、グループの形成・展開に関する議

論も多く、成立から定着に至るまでのプロセスをモデル化する試み（成立→展開

→確立）や活動を継続する上で問題化しやすいこと（馴染めない人を排除してし

まうことがある、少数の中心メンバーの負担が過剰になりやすいなど）が指摘さ
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れている。活動を継続していく上では支援活動をしている人（たとえば、会の中

心メンバー）を支援する仕組みが不可欠なのである。 

さらに近年、遺族支援ネットワークの形成に関する議論が出てきている。遺族

支援グループを支える体制が必要とされており、特に医療・保健・福祉領域の諸

機関による支援が求められている。研究者のなかには「情報集約センター」を設

立して、遺族支援に関する情報を共有化する提案が出す人もいるが、一方で遺族

支援グループ自身が、関係機関との連携を探る動きもある。 

 以下では、遺族支援グループへの調査活動と遺族支援活動との関連や支援活動

に携わる人への支援との関連について、いくつか例を出して検討してみたい。 

 

4.3 個別インタビュー調査と子育て期の人たちの相互支援活動 

 ケア領域におけるケアのひとつとしての社会学的ケア実践について、本稿では

社会調査による遺族支援活動への貢献というかたちで把握することができる。 

 まず、参加者に対する個別インタビューの例と遺族支援活動との関連について

取り上げる。遺族支援グループへの参加者に対する個別インタビュー調査では、

看取りまでの経緯と死別後から現在までの心境や環境変化を尋ねている。そのな

かで特に死別後のケアについて、支援活動として取り組むべき課題が出てくるこ

とがある。次のインタビュー記録は、子育て期に夫を亡くした女性に対する個別

インタビューの記録である。なお、インタビューは病気の発覚から死別後の現在

までの経緯を聞いているが、ここでは主に死別後の経緯を取り上げ、またプライ

バシーに配慮し、一部、情報を削除している。 

 

インタビュー調査記録：B さん（2004 年 2 月実施） 

＜基本事項＞ 

B さんは、インタビュー時 40 代の女性。40 代の夫と死別後、約 5 年、経過し

ていた。高校生から小学生までの 3 人の息子との 4 人で生活しており、収入は職

業からの給与と遺族年金によるものが半々くらいで、日々の生活を送るには十分

だと記されていた（年齢や家族構成、居住環境、収入については、あらかじめ調

査票に記入してもらっている）。夫の病気が発覚した当時は、夫の母と同居してお

り、夫自身は単身赴任中だった。また、夫には弟と妹、本人には兄がいる。夫の
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闘病生活は約 10 ヵ月であり、看取った場所はホスピス・緩和ケア病棟だった。 

 B さん自身は薬剤師をしていたが、夫の病気が判明して仕事をやめた。看取っ

てから 1 年間は何もしなかったという。その後、前の職場でパートのかたちで仕

事を再開し、1 年くらい経ったあと正規社員になったそうである。 

 

＜夫との死別後の経過について＞ 

死別の悲しみに対しては、とにかく寝たという。そのときだけは忘れられるか

らだそうである。 

日常生活上で困ったのは、車がないので子どもの送り迎えや外出の範囲が縮小

したこと、父と母の両方を演じなくてはならないのに苦労しているという。逆に

新しくはじめることができたこととしては、薬剤師の仕事のなかで患者の家族（特

に家族を亡くされた方）の相談を受けるようになったことだという。 

支えてもらっている人としては、友人、主人の身内（いろいろあったが）。一方、

傷ついたこととしては、主人の身内はみんな主人に目が行ってしまったことで、

自分や子どものことが目に入っていないんだと思ったとのことである。夫の闘病

時に、「倒れるまで看病しろ」「看病してたら眠れないのは当たり前だ」と言われ

たという。 

 家族・親族関係の大きな変化としては、夫との死別後、10 年間同居していた義

母と別居し、義母は妹夫婦と同居するようになったことである。葬儀や納骨のと

き、夫の親族の横槍がすごかったという。「法名をもってきたのにはびっくりした。

相談してもかき回されるので、あるときから自分でまず決めて、事後報告という

形にするようになった」そうである。夫が亡くなる直前にもかかわらず、妹一家

が旅行に出て行ったことが、とても許せなかったとのこと。義母も、止めてくれ

るかと思いきや、それについて行ってしまい、このことを許すのに 2 年かかった

という。その後、義弟と義妹の仲が悪くなったせいか、義母と会うことが増えて

きたそうで、最近はとても良くしてもらっているという。 

 看取ってから 1 年くらいの間については、茶碗を洗っているときに泣いていた。

夫の闘病中、ホスピスで付き添っていたときは子どものことをほったらかしにし

ていたせいか、子どもの様子が変だったそうで、特に真ん中の子は、スイミング

からの帰り、2 時間も歩き回っていたようだ。自分が戻ってきてからは落ち着い
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たが、子どもたちに１年分返さなくてはと思い、父兄会やクラブなどに出席した

という。 

 落ち着いて思い出せるようになった時期については「ここまで、あっという間

の 5 年だった。他の人に言われて、そうかと思った。とにかくいろいろなことに

追われていたが、泣く回数は知らず知らずのうちに減った」という。知人に以前

は、「電話もしないでくれ」と言っていたらしい（あまり覚えていない）。仕事を

始めたことを知り、とても驚いていた。そうしてみると、落ち着いてきたのは 2

年くらい経ってなのだろうか。遺族支援グループの会合には 2、3 度行ったくらい

だったが、自分と同じ経験をした人がいることによってほっとしたという。 

 亡くなる前に十分に話ができたかについては、10 ヵ月の闘病期間のときには自

分からは聞けなかった。向こうから言われたことを聞くだけ。病気になる前に話

しておくべきことがあったと思う。ただ、臓器提供を嫌がっていたので、原発を

明らかにするための解剖はしなかった。お墓の話をしたことはあったという。 

 夫はとても真面目で融通が利かない感じ、仕事重視の人。長男が間にはいって

しっかりしてくれた。当時、長男はものすごく落ち着いていたが、そのときの反

動が今、来ているのではと思う（学校に行けなくなった時期があったそうだ）。子

どもの傷つき方が分からない。子どもの問題を抱えたときには、仏壇に向かって

想いをぶつけるという。 

 

この記録からは、夫との死別をきっかけに生じた自分自身の悲しみの気持ちや

家族課題（夫の親族との関係や子どもとの関係上の課題）とそれらへの対応の過

程を読み取ることができるが、本稿の関心から指摘しておきたいのは、このイン

タビューがひとつの契機となり、支援グループが新しい活動を行うことになった

という点である。当時、支援グループの参加者は中高年が多く、子どもがいた場

合も成人しているケースがほとんどであった。子育て期に配偶者を亡くした場合

の課題は、子どもが成人した状況にあったケースとは異なっており、両者の間に

ズレが感じられたのである。 

 具体的な展開としては、子育て期の人たちで会合を開いたり、また、回覧ノー

トを作成して交流を深める活動を開始した。その活動内容は、会報に随時報告す

ることで、他の会員にも知ってもらうようにしている。 
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4.4 在宅療養調査における会員からのコメント 

次に、遺族支援グループが自らの会員を対象に実施した在宅療養調査（郵送調

査とインタビュー調査を実施）を取り上げたい。なお、この調査の報告について

は、浅利（2009）でまとめており、以下の記述も重なる部分が含まれることをあ

らかじめお断りしておく。 

簡単に調査結果を述べるならば、在宅療養に関する情報提供については、医師

や看護師といった医療従事者だけでなく、むしろ、ソーシャルワーカーなどの福

祉職やボランティアが関与する余地がある。また、在宅療養の場合、家族による

病状把握や終末期の認識が入院時よりも難しくなることがあり、それがうまくい

くかどうかが看取りのあり方を左右する。さらに、この調査結果では直接的には

言及できなかったが、実際には看取りの過程にとどまらず、看取り後の遺族の立

ち直り過程にも大きな影響を与えているということであった。これらの結果はそ

れほど意外なものではないが、遺族支援グループ自身が調査研究を企画・実施し、

自らの声を集約しようとした点で特徴的と考えられる。 

 本稿のテーマである、この調査による支援活動への影響として指摘したいのは

調査の実施によって一種の副次的効果がみられたということであり、調査実践の

効果とあわせて、以下の記述に示されている。 

 

「たとえば、調査実践の効果として、インタビュー調査を通してグループの中心

メンバーとインタビュー対象者との間にいくらか深い関係を形成できたことが指

摘できる。また、郵送調査で回答を寄せてくれた方のなかには、調査票の欄外に

簡単な近況報告をしてくれたものがあり、さらには、このグループに対するコメ

ントを寄せてくれたものもあった。たとえば、「同世代で同じ体験をした人が集う

のはとてもよいことだと思います。過去を振り返るのではなく、これから先のこ

とを考えて楽しく生きていきたいと思います。それが亡くなった人の供養になる

と信じているので・・この会でも楽しい企画を考えていきましょう」「皆さんとコ

ミュニケーションをとることで大変参考になり、また癒されます」といったもの

である。これらのコメントが遺族支援の活動を継続していく際に、とても大きな

力になっていることを中心メンバーの多くが語っていた。 
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以上のことから調査実践の効果として、①在宅療養の実態を把握し、遺族の立

場からの情報を発信する（個々の経験をグループ活動を通して集約する）こと以

外に、②インタビュー自身の効果としての対象者の感情の表出や経験の整理、そ

して、③支援グループのメンバーとの関係を構築する面があることを指摘できる。

②と③は、「調査」活動がケア活動となっている（グループの中心メンバーは、②

や③を特に意図しているわけではないが、しかし、まったく気づいていないわけ

でもない）。ただし、注意すべき点もある。それは、小規模のグループであるがゆ

えに、中心メンバーに対して批判しづらいことが考えられる点である。このよう

な支援グループの場合、批判的な人びとは「退出」していくのかもしれない。ま

た、そもそも通常の活動のなかで一定の良好な関係性が出来上がっていたからこ

そ、この調査が可能だったということもある」（浅利, 2009: 34） 

 

4.5 組織運営に関する参与観察と支援活動の振り返り 

 最後に取り上げるのは組織運営に関する参与観察のデータである。筆者は中心

メンバーによって構成される「役員会」の資料作成を担当しており、運営面でも

多少、参加することになっている。以下では役員から寄せられた今年度の活動内

容の振り返りと来年度に向けての提案を集約するとともに、筆者自身が参与観察

を通して気づいた意見、提案を含めた資料を作成し、2010 年 9 月の役員会にて報

告した際の経過を取り上げる。 

 役員から寄せられた意見を分類してみると、今年度の個別の活動に関するもの

と組織運営に関するものに大きく分けることができた。 

 

まず、今年度の個別の活動に関するものは、「定例会について」「レクリエーシ

ョンについて」「その他の活動について」に区別することができた。 

(1) 定例会の振り返りと提案に関する記述 

・隔月開催で会そのものは定着してきたが、新聞の掲示板に掲載されるときと掲

載されないときがあった。 

・事前に、どんな人が何人来るのか分らないまま進行している。 

・集まってくる人が少ないなら少ないなりに、多ければそれはそれで毎回、意義

のある会になっていたと思う。 
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・2 度 3 度来られる人は会によって支えられているという声も聞かれる。1 度だけ

で来なくなった人はどんな風に思ったのか。 

・時間とともにおおむね癒えた人には、分かち合いの会よりレクリエーションや

その他の活動のほうが気軽という人もいる。 

・進行役や記録、受付の役割が決まっていたが、やや硬直化しているように感じ

る（該当する役割の人が欠席のときは、柔軟に対応していたが）。特に進行や記録

はいろいろな方が担当してみてもいいのではないか。一般の会員にも、定例会の

運営に少し参加してもらえたらいい。 

・初めて来た人がどんな気持ちで参加し、帰りには気持ちがどのように変化した

のか、少しだけアンケートに答えてもらってはどうか。 

 (2) レクリエーションの振り返りと提案に関する記述 

・会の主旨に沿った企画をすることはレクリエーション担当だけでは難しいかも

しれないけれども、よく頑張ってお世話いただいたと思う。 

・当日の進行では、参加者が癒しの時間をもてたかどうか、和やかさに欠け、雰

囲気が固くはなかったか振り返ることも必要。 

・この会は単なる仲良しグループや趣味のグループとは違う。会の性質、趣旨を

考慮すべきではと思うときがある。 

・レクリエーション係については 1 期 2 年としているが、もっとフレキシブルに

してはどうか。 

・行事消化に終わらないよう、担当だけでなくみんなで盛り上げる、癒しのムー

ドや楽しいと思ってもらえる創意がいるような気がする。 

(3) その他の活動についての意見・提案に関する記述 

・会報の発行について代表に任せてしまっているが、よく頑張っていただいたと

思う。寄稿だけでなく巻頭言にグループの主張や活動の経過、報告なども入れて

いくといいのではないか。催しのお知らせはダブっても丁寧にして参加を促して

いくほうがいいように思う。 

・子育て期の遺族への支援活動について：回覧ノートはおおむね好評（ノートに

参加している人たちには）のようだが、該当する方以外の人にも活動がみえるよ

うになるといい。 
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組織運営に関するものとしては、役員会に関すること、事務作業の役割分担に

関することが挙げられる。 

(1) 役員会の運営について寄せられた意見・提案 

・年度代わりや役員の会合はできるだけ定例会の会場や代表の自宅を使って、極

力、意思疎通に時間をかけたい。 

・定例会の前の役員会はゆっくり話せない、事務報告程度にしなければいけない

のかなと思う。 

・役員の連絡先リストは共有していた方がいいのではないか（現在は、ほとんど

代表の A さんを通して連絡している） 

(2) 事務作業の役割分担について寄せられた意見・提案 

・代表の A さんの負担軽減を図り、組織としての確立を深めていく必要があるの

ではないか。これまでは代表が主導していたが、役割の分担を細分化することが

望まれる。事務作業としては、資料作成に加えて、会員情報・入退会の管理（事

務処理）、各種書類の発送といった事務連絡・調整が挙げられる。 

(3) その他の意見、提案 

・活動に積極的に参加しない人も大事な会員であるという認識をもつ（会費を納

めることで支えてくれている）。 

・会員と役員の関係性、会員同士の関わりなどについて検討した方がいい。 

・率直に意見交換ができる場をもつことが大事ではないか。 

・会員同士の交流をはかるため、名簿の開示を検討したらどうか。 

・入会へのルートが不明確という印象がある。入会の案内文（グループの活動紹

介と一緒に配布する）を作ったり、入会申込書の様式を確認し、定例会の参加者

に渡したらどうかと思う。 

 

上述した資料をもとに、役員間で協議した結果を記録としてまとめたものが以

下の内容である。 

(1) 定例会についての協議結果 

・今年度は年 4 回だったが、隔月開催とする。 

・ひとつの新聞社だけでなく、複数の新聞社、放送局に告知の依頼をする。 

・定例会の参加者に感想等、かんたんなアンケートをする。 
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・会場費、飲み物代を定例会の費用としてあらかじめ予算化する。 

・進行役や記録、受付を交代制にする。進行役、記録は役員を中心に、受付は一

般の会員からも協力してもらう。 

・定例会の実施ごとに振り返りを行うようにする。 

・事前の問い合わせ人数や内容について、定例会前の役員会にて報告する。 

(2) その他の活動についての協議結果 

・レクリエーションの企画は世話人会と連携して進めるようにする。レクリエー

ションの担当は 1 名おくが、実際の取り組みは企画ごとに協力者を募って進めて

いく。また、レクリエーションの際にも守るべき「約束事」を配布し、説明する。 

・会報の冒頭に、代表による会の趣旨説明に関する文章を毎回いれるようにする。 

・子育て期の遺族支援の活動について、総会や会報で今以上に詳しく説明する。 

(3) 役員会の組織、事務作業の分担、名簿の開示、入会案内についての協議結果 

・役員の数を増やし、特に事務に関する業務を細かく分担できるようにする。 

・名簿の開示について、次の総会に諮る。 

・今年度の入会者数、退会者数、総会時点の会員数を総会にて報告する。 

・入会の案内文、入会申込用紙の様式を作成する。定例会の参加者に後日、会報

に同封するかたちで配布する。 

 

以上の経緯・記録は、役員会に対する調査という側面をもっているが、主にな

っているのは会の運営への関与である。本稿の関心（調査と支援活動との関連）

から特に指摘しておきたいのは、役員会において、遺族支援グループの趣旨の再

確認を通して活動の再考を図ることに貢献している点と、代表である A さんへの

負担軽減の具体策を探ることに貢献している点である。趣旨の再確認というのは、

あくまで支援活動の中心は、身内を亡くしたことによって悲嘆の状態にある方へ

の支援であり、この点から定例会やレクリエーション、会報の内容等、グループ

のすべての活動を位置づけるということである。 

代表である A さんへの負担軽減の具体策というのは、文字通り、代表が担って

きた業務を他の役員や会員に分担しようとすることである。現状のままでは会の

運営に支障が生じるという危機感が役員のなかにあって、そのことへの対応策な

のだが、しかしこのグループの遺族支援・遺族ケア活動における A さんの役割が
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非常に大きいことには変わりなく（たとえば、電話や E-mail の最初の窓口は、ほ

とんど A さんが担当している。電話で問い合わせがあった場合など、そのまま悲

嘆の気持ちを聞くことも多く、１件あたり１時間以上かかることも珍しくないと

いう）、今後、A さんが退くような状況になった際に、スムーズに業務の引き継ぎ

ができるのかどうかはまだ不透明な部分が多い。 

 

5. まとめと今後の課題 

本稿では、家族政策が規制だけでなく支援の傾向を示しつつあるなかで、支援

（あるいはケアといってもいいかもしれない）が展開される具体的な様相に目を

向ける必要性が高まっているという問題意識のもと、社会調査と支援活動の関係

のあり方を探るために、遺族支援・遺族ケアを展開しているグループに関する 3

つの調査を取り上げた。対象への介入・関与の積極性という点で、本稿の事例は、

社会学的カウンセリングやアクション・リサーチに比べると低く、意図的なコン

トロールをあまりしていないが、それでも、3 つの調査と支援活動との関係につ

いて、それぞれ特徴を指摘することができる。最初のインタビュー調査について

は、遺族の抱える家族課題がライフステージによって異なっていることの理解を

促し、新しい支援活動を引き起こす契機のひとつとなったという点に特徴がある。

次の在宅療養調査については、終末期の家族課題の提示とともに遺族支援活動の

中心メンバーのモチベーションの維持に貢献した点に特徴がある。そして最後の

参与観察については、遺族支援の活動内容の整理と死別によって生じる悲嘆や困

難を抱えている人びとを支援するという活動趣旨の再確認、ならびに、支援組織

の再編に対していくらか貢献している点に特徴があるといえるだろう。その一方

で、活動の新たな展開によって支援グループそのものに対する調査を継続するこ

とが可能になっているという面もある。 

 最後に今後の課題について 2 点、挙げておきたい。ひとつは、知見の一般化の

ためには、複数の組織、あるいは大規模な組織との比較が求められるが、このよ

うな関与はそれなりに時間がかかるし、必ずしもうまくいくわけではないという

ことである。多くの質的な調査と同様、中長期的な関与が必要であると考えられ、

その際には適切なラポール（調査対象との距離感）が模索される。 

 もう一つは、社会学的な知見の活用によるグループ活動への影響はある程度、
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示すことができるが、一方で遺族支援・遺族ケアに携わる人びとや組織の調査研

究が政策の方向性に関与する経路については、在宅療養調査で遺族の立場から情

報を発信したこと以外はほとんどみえてこないという点である。これについては、

たとえば、ダニエル・H・フット（2009）が法社会学の立場から法曹養成改革の

審議会に参加しながら調査研究を実施しているが、家族政策についても、その検

討場面の調査研究と関連づけながら議論を蓄積していくことが必要であろう。こ

れから取り組むべきテーマとして明記しておきたい。
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