
1

現代社会と福祉
佐賀女子短期大学

社会福祉士

古川隆幸

科目全体の対策 P１３４

現代社会とそれに対応した政策「社会政策」についての出題

・単なる年代や人物の暗記だけでは対応できない。

・相互の出来事についての関連も問われる。

・日頃からの社会への関心が問われる。
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１ 現代社会における福祉制度と
福祉政策 P135

概要 P130-１

・福祉制度の概念と理念、総論にあたる分野

・ここ数年は出題は少ないと思われていたが・・・

P135～ 福祉制度・政策の理念と概念

（出題頻度は低いが基礎を押える必要がある）

・社会福祉の最近の動向 ５

・政策とは・・・こうしたいという目標

・制度とは・・・目標を達成する手段

※政策と制度は異なる

・社会福祉政策（狭義の福祉政策）8

・公共政策 １２・１３

・経済政策 １４

・社会政策 １５
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P138～（出題頻度は低い）

・福祉制度と福祉政策の関係

政策と制度の違いを再確認

・福祉政策と政治との関係

国の考え方で大きく異なる

・福祉政策の主体と対象

地方分権

対象者は？

過去問研究

第33回

問22

社会福祉法で規定された福祉サービスの基本的理念に関する問
題
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２ 福祉の原理をめぐる理論と哲学P137

概要 P131-２（後ほど読んでください）

ポイント

人名と何をしたか？（他の分野でも出題がなされている）を覚
えること。過去問の文章が多く流用される傾向があるため、過去
問で覚えておくのもよい。

このテキストは過去問の文書をそのまま使っている場合が多い
のでこれを使って覚えるのもよい。

福祉の原理をめぐる理論

大きく４つに分類

１.政策・制度について（福祉をどうとらえるか）

岡村重夫・・・固有論 27～

大河内（おおかわち）一男・・経済秩序外的存在 34

孝橋正一・・社会問題と社会的問題について 35
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2.技術論（福祉の実施について）

竹内愛二 ・・ソーシャルワークの紹介 37

仲村優一 ・・公私共同の多元供給論 38

3.中範囲論（福祉の対象範囲について）

木田徹郎 ・・制度体系と行動体系の統合 39

嶋田啓一郎・・力動的統合理論 40

4.現代の研究者（現代社会に対応した福祉）

一番ヶ瀬康子・・運動論 42

三浦文夫 ・・要援護性 43

古川孝順 ・・社会福祉の拡大 44
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福祉の原理をめぐる哲学と倫理P142

ロールズ ・・ 『正義論』・格差原理 49

ベーシックインカム

セン ・・ 潜在能力（ケイパビリティ）理論とは 50～

※個々人が獲得する自立的な機能、個々人の行いや豊かさのあり
ようをとらえる概念

福祉の原理をめぐる哲学と倫理

ジョンソン・・ニューパブリック・マネジメント（NPA）55

民間企業における経営手法を公的部門に適用するという

考え方

ルグラン ・・準市場化 56

疑似市場・・例）介護保険の市場など

※以降のテキストの人名についてもしっかりと学んでおくことを
お勧めします。
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３ 福祉制度の発達過程P145

概要 P132-3

ポイント

日本と海外の福祉の歴史的変遷について問う問題が多い

ここも過去問の研究が有効

前近代社会と福祉

最近の出題はほとんどないが、他分野での出題がある。

産業社会と福祉～

出題傾向が高い。また、前近代社会と福祉と同様他分野での出題も多い。

当時の社会情勢を確実に理解し、それに対応した福祉制度の流れを覚え
ておくこと

人名の出題、歴史的出来事（戦争）の出題なども多く、きちんと覚える
こと

例）日清戦争（1894-1895）78 小河滋次郎（おがわしげじろう）76・82
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諸外国の福祉P153

ブース・ラウントリーといった基礎的な人名などもきちんと把握
すること。

例）だれがロンドンの調査を？

第1次、第2次貧困線の考え方はだれが？

社会運動と、イギリスにおける報告書なども覚えておく

（地域福祉）

過去問研究

第33回

問25

イギリスの新救貧法について問う問題

・・・最も適切・・・の表現

「劣等処遇」は正しいが・・・それだけ覚えてもダメ
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マーシャルのシティズンシップ 補足（143.144）

• ある共同社会の完全な成員である人々に与えられた地位身分で
あり福祉国家においては次の３つとされる。

•市民権（公民権）18世紀・・人身の自由、言論・思想・信条の
自由、財産を所有し正当な契約を結ぶ権利、裁判に訴える法的
権利、自由な職業選択の権利

・参政権 19世紀・・政治権力の行使に参加する権利

・社会的権利＜市民権＋政治権の成立後＞
経済的福祉と安全の最小限を請求する権利
社会的財産を完全に分かち合う権利
社会の標準的水準に照らし、文化的な生活を送る権利
公教育を受ける権利

現代社会と福祉P156

社会福祉のパラダイム（構造）転換

・市場原理の導入

・質の評価・権利擁護・苦情解決

ここで特に重要なのは社会福祉法の改正について

このテキストの項目をすべて覚えるつもりで学習したほうがよ
い。重箱の隅をつつく出題が多いです！！

※32回では3問出題、33回は1問出題
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過去問研究

第３３回

問23 「令和元年度版高齢社会白書」（内閣府）

についての出題

高齢者の人口・健康寿命・高齢化率・就業・所得について

４ 福祉におけるニーズと資源 P163

概要P１３２－４

必要と、需要の違い 195

例えば・・・

「○○手当がほしい」という需要は多いが、実際に手当を支給す
る必要性は低い場合もある。
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ニード論

・三浦文夫 205

・ブラッドショー 207

資源の概念

・ラショニング（配当、割り当て）209

過去問研究 4章

第33回

問題26

※ 負の所得税・・フリードマンによる政策提案

ある世帯の所得が所得税の課税最低額を下回る場合に

その差額分について現金給付を行う仕組み



12

５ 福祉政策の課題P167

概要P132-5

ポイント

現代の社会が抱える問題に対し、どのような福祉政策があるか
が出題されている。

日本以外の国についても出題される

ニュース、新聞など、受験勉強以外の幅広い教養が求められる。

福祉政策の現代的課題

・国が実施している各種調査についての出題がある。
調査から見えてくる日本人の暮らしや考え方を理解してい
るか？（ヘイトスピーチ等） 229

・ソーシャルキャピタル（Social capital 社会関係資本）
人々が持つ信頼関係や人間関係（社会的ネットワーク）のこと
235

・SDGS 237
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福祉政策の課題と国際比較 171

・スウェーデン

・アメリカ

・ドイツ

・イギリス

等については必ず押さえておく、他の分野での出題もある。

※アジア諸国に関する出題もたまにあるので

余力があればできる範囲で調べておく。

・相対的貧困率と各国の社会保障に関する考え方の関係など

福祉国家の３類型については
後ほど説明を行う。

ジニ係数 245

所得の格差や不平等の指標として使われる。

ジニ係数は０と１の間の数値となる。

数値が大きければ大きいほど（１にちかいほど）格差が大きく、
数値が小さいほど（０に近いほど）、格差が小さいことを表して
いる。

例）ジニ係数が０・２６３から０・５７４に上昇したら、格差が
拡大したことを意味する。
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・相対的貧困状態って？
・・・その国の多くの人々と比べて、

特に所得が低く、平均的な生活が難しい状態のこと。

・相対的貧困率（貧困率）の算出方法

「世代の可処分所得を世代人員の平方根で割っ
て調整した等価可処分所得の中央値の半分」

(^-^)？

（例）

５０万 １００万 ３００万 ５００万 １０００
万

中央値

３００万（等可処分所得の中央値）÷２＝１５０万（貧困線）

↓貧困状態
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過去問研究 ５章

33回

問24 「人間関係報告書」238 の内容

人間開発格差がテーマ

問27 「各国の社会福祉や社会保障の現状」

補完性の原則

６ 福祉政策の構成要素 P175

概要P133-6

・選別主義や、普遍主義に代表される福祉政策のとらえ方 278

・それぞれの国の福祉政策における政府の役割

例）エスピン-アンデルセンの福祉国家の3類型など 293

聞きなれない経済学者の人名や、考え方が出てくる。

暗記が必要となる。P177～179
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福祉政策の手法と政策決定過程と、政策評価 ｐ180

・市民参加とチェック機能 314 315

・市場メカニズムの活用方法 317

※PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）

※インクリメンタリズム 339

与えられた予算を使い切ろうという考え方

前年度使った予算をもとに次年度の予算が決められやすい

ため

過去問研究 6章

第33回 29
「政策評価法」319 に基づく行政機関の政策評価

例年解答者の社会への関心が問われる問題も多い
例）日本における性同一性障害や性的思考・性自認（第３１）

福祉サービスのプログラム評価（第30）
より良い暮らし指標 （第29）
社会保障制度改革 （第29）
福祉サービスにおける準市場化 （第28） など
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７ 福祉政策と関連政策 P185

概要P133-7

・福祉政策と教育、住宅、労働の各政策について

・その他、社会保障、医療保険制度、人権擁護政策

などからも出題

福祉の対象を幅広く捉えていくと、その人たちを支える関連施
策の知識も必要となる。新聞やニュース等からの情報を大切に！

過去問研究 ７章

第32回

問30 住宅政策や住居支援

問31 働き方改革とも関連する「労働施策総合推進法」



18

８ 相談援助活動と福祉政策の関係P189

概要P134-8 （開かなくていいです）

出題実績なし

※他の科目の学習をすることが対策となる分野です


