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第２回 

千葉県社会福祉審議会児童福祉専門分科会社会的養護検討部会 

家族関係支援調整プログラム調査研究委員会議事録（要旨） 

 

Ⅰ．日  時 平成１８年５月３０日（火）  午前１０時００分～ 

Ⅱ．場  所 千葉県庁中庁舎３階第１会議室 

Ⅲ．出 席 者 小木曽宏委員 佐藤眞理委員 澁谷昌史委員 徳永雅子委員 土川峰仙委員 

藤井和子委員 光元和憲委員 計７名 （五十音順） 

Ⅳ．議事次第 １．開 会 

       ２．議 題 

           （１）児童相談所における援助状況について 

           （２）その他 

       ３．閉 会 

 

◇司会 

ただいまから、第２回家族関係支援調整プログラム調査研究委員会を開催させていただきます。 

◇議長 

 おはようございます。議長を務めさせていただきます土川です。 

議事に入る前に、本日配布されている資料の確認と説明を事務局からお願いします。 

◇事務局 

 《配布資料確認》 

 前回の委員会では「取り組み方針について」『基本姿勢』や『方法』について討議していただきまし

た。 

 討議を踏まえ、事務局側としては、児童相談所における援助および支援の現状を客観的にとらえる必

要があると考え、施設入所・親子分離ケースについて「虐待を理由として施設入所した児童に係るその

後の援助状況について」調査いたしました。 

 本日はその単純集計結果についてお示ししまして、大雑把な集計ではありますが、この結果から見え

てくるものを通して、プログラム作成にあたって必要な視点について討議いただければと思います。 

 それでは資料に沿って説明させていただきます。 

《配布資料説明》 

ご審議をよろしくお願いいたします。 

◇議長 

 それでは議題（１）児童相談所における援助状況について検討してまいりたいと思いますが、先に事

務局からも説明があったが、本日の委員会では、この調査結果から見えてくるものを通して、プログラ

ム作成にあたって必要な視点を御討議いただきたい。 

◇佐藤委員 

質問をしてもよろしいか。 

平成１５年度を選んだのは時間的な経過がみれるからか。この年度は市町村にはまだ行ってなくて殆

どが児相が関与しているということですね。 

この中で結果として重症な人は告知しているけど、重症ではない人には告知していないということ、

なのだが、平成１５年度の時点で、告知するしないというのは誰がどういう形で判断しているのか、現

在も、どのような判断基準で告知するしないということをしているのか？ 

退所の判定については、児相の判定は誰が、判定会議みたいなものがあってやっているのか。その判

定会議の内容は各児相がほぼ同じ内容でやっているのかそうではないのか。 
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今回のアンケートの調査にあたっては、誰が判断しているのか、担当者がひとりで回答しているのか、

それとも担当者の上にもう一回見直しをしたうえでの回答なのか。 

◇事務局 

回答は担当者や主席等、複数でペーパーを埋めている。担当の異動等もあり、その際には当時からそ

のケースについて流れを知りうる福祉司も回答に当たっている。 

退所の判断を一般的には誰がしているかということでよろしいか。 

◇佐藤委員 

疑問に思った。入所やインテークのところは会議でやっていて、複数の目で見ていると思う。それか

ら、退所にあたって、どういう判断をしているのか。非常に危なっかしい時期に、例えば、乳児期に退

所している方が結構いるが、そのあたりの判断というのは、どのような基準で行われて、幸い、今、フ

ォローアップした段階では、問題がないようなのだが、どのような基準で行われているのか、平成１５

年に。現在はそのあたりを踏まえて、変化があるのかどうか、乳幼児期の、半年以内に帰すというのは、

親子関係をもう一度作り直すということでは大事だけれども、子どもの側からいくと、３歳未満という

のはかなり危険な時期であると思う。それが比較的多く帰されているというのは、判断がどうなのかな、

ということを、どのような判断基準なのかな、というところ。 

◇事務局 

退所の判断等を誰が決めているかに関しては、子どもの状況、親の状況、家庭環境、家庭を支える資

源がどうなのかというところを見た上で決定することになるので、担当の児童福祉司や心理判定員、今

回の調査は施設入所中のケースなので施設の職員も、子どもや、子どもの面会の時の親御さんの状況、

親子関係の状況等を、児童相談所の担当職員等と把握した上であわせ、最終的には援助方針会議の検討

を踏まえて児童相談所の判断として決定している。 

 それぞれの子どもや親や家庭の要因の中で総合的に見て帰せるかどうかの判断をしているので、ひと

つずつ、基準というものができているわけではない。むしろ、その基準的なものに関しても、この委員

会で検討していただく中で、見出していきたいという目的がある。 

 乳児は、乳児院に入所していると思うが、乳児院の入所ケースがどういう理由で家庭に帰ったかとい

うところは、今回の調査では分けて見ていないので、明確には言えないのだが、一般的には虐待者が居

ない親元に帰るとか、祖父母のもとに引き取られたとかの家庭引取りもかなりあるのではないかとも思

う。 

告知については、１５年度と今とどのくらい違うかについては、告知の重要性は年々児童相談所とし

ては感じている。それは、施設に入ることそのものが何のために入るのかという児童相談所側の姿勢を

親御さんにはっきり示して、子どもの側の理由で施設入所したということになると、子どもの状況が安

定すれば引き取りということになるので、児相としては親御さんの方にも、こういうふうに家庭環境、

親御さんがこういうふうに改善していただけたら、帰せますということを、伝えていくためにはその前

提として、虐待であるとか不適切な養育であったということを伝える必要性を感じている。 

◇佐藤委員 

１５年度は分からないということか。告知するしないは担当で決めているということか。特に会議で

決めていたというわけではないのか。 

◇事務局 

告知については、施設入所を検討する会議の中でも検討する。今後の親子関係や子どもの支援を考え

ていくうえで必要性がある際には、一時保護の直後や施設入所時にもう一度時期を変えて適宜告知する

こともある。組織として実行しているとご理解いただければと思います。 

◇藤井委員 

今の佐藤先生の質問にそって、質問ですけど、告知するということはわかるんですけど、告知しない

という決定も児童相談所全体の決定としてなさっているのかということを確認させてください。 
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◇事務局 

ケースによっては告知しないで様子をみようということもあります。児相の援助方針会議において、

検討して、職権で保護する際には告知は必要になりますが、中には当然いろいろなケースがありますの

で、それはケースケースによって個々に対応します。告知がマイナスになる場合もありますので。 

◇小木曽委員 

いま佐藤委員の方からも出たんですが、乳幼児期のひきとりとかそういう部分で愛着形成の問題と、

再発などを配慮しなくてはいけないという微妙な問題です。告知の問題もかなり児童相談所としての両

面というか、親との関係をとりつつ施設養護につなげていくべきなのか、きちんと告知して親に自覚を

うながすかという部分で、個別のケースをヒアリングというような形で、きちんと聞き取りを開くべき

ではないか？もしくはそういったかたちでこのデータを暗に深め、なおかつ家族関係調整の現状、浮き

彫り、課題、更にこれをある意味プログラム化していくわけですので、そういった意味で、ぜひ、そう

いうようなヒアリング調査の方向で今後、前回の委員会でもそういうご提案もあったが、ぜひ、そうい

った形で進めさせていってほしいなと思います。 

◇議長 

ヒアリング調査によって補っていく必要があるというご提案であったと思います。ヒアリング調査に

ついて具体的にどうするか。 

 《ヒアリング日程・チームについて調整》 

◇光元委員 

ヒアリングにも絡むと思いますが、子ども虐待の問題は 2点あると思います。まず虐待の否認という

こと、虐待の世代間連鎖ということ。この２点がポイントだと考えております。虐待の否認ということ

に対しては告知ということが非常に大きなポイントになると思います。告知をする理由というのは、虐

待の問題というのは親と子の間の合意で進めるのではなくて、親と子と社会の代表、さしあたり児童相

談所の 3者の合意で事態は進むという枠組みを作る必要があると思います。親が希望するからとか、子

どもが希望するからたとえば入所する、退所するわけではなくて常に児童相談所がそこに関与する。私

は実は児童相談所ではないほうがいいという考えもありますが、それはおいておきます。社会が関与す

る。そのためには告知が欠かせない。ただしケースバイケースで告知をするほうがいいのかどうかはも

ちろんあると思います。 

もう一点はヒアリングにたぶん絡んでくると思いますが世代間連鎖ということを射程におくことが

できるかどうか？おそらくできない。残念ながら今回の調査でも 1年後の経過で虐待が続いているとい

うのはないということですけれども、私に言わせれば虐待が潜行しているだけでの話で虐待は何らか出

てくるだろう。虐待された子どもがいつか親になってわが子に虐待する形で出てくる率は非常に高いと

思います。この調査は暫定的な調査はできても、非常に長期的な調査をしないかぎりは虐待へのこの対

応、施設に入れる、一時保護を含めた対応が適切かは、言えないと思います。これはかなり難しい問題

で 1年、2年でのフォローアップではとても届かないことであろうと、そんな風に考えています。 

◇小木曽委員 

告知については児童相談所のタッチのところで抱えている困難性と思います。私もそれを両面対峙し

つつ関係をとりつつ家族再統合というのは、非常に矛盾を担いながらやっていかなくてはならない。そ

の現状の中できちんと果たすべきものだと思います。また、世代間連鎖の問題というのはどう断ち切る

か、断ち切ることで虐待を根絶していくという関わり。ある意味長いライフスタイルの中で支援してい

かなくてはならない。簡単に家族関係を調整する、支援するというのはある意味人間の一生、もしくは

世代を超えてということでいろんな機関との連携という部分でのそのへんのことも視野に入れた方向

でつなげていく、もしくはこの委員会も 1年ないし 2年でプログラムを出して終結ということではなく

て、また次につながっていくということで、その点で御協力を頂きたいと思います。 
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◇藤井委員 

児童相談所は、直ぐ、今、命に関わるということもあって、有無をいわさず、パッと引き離さなくて

はならないことも結構あって、それまでに調査できないこともある。そういうことが結構多いだろうと

思う。なかなか、引き揚げるまでの家族との関係を構築するのはとても難しい。告知の問題と関連する

と思うが、今の報告を伺っていて、初期介入の重大さを感じる。ここでケースワークの熟練さというも

のが要求される。初期介入を徹底的にする、検討する必要性を感じました。 

また、少々話しが散ってしまうが、退所形態が“やむなし”というのがある。“やむなし”が合意と

いうのはまあまあある。“やむなし”というのは“しゃあないな”というケースも出てくると思うが、“や

むなし”の内容が少し気になる。“子どもが希望したから”ということの内容の細かいものをつかんで

ほしい。 

◇徳永委員 

 データの感想といいますか、一時的な調査ですので表面的なところしか出てきていない。このデータ

をみると千葉県は“そんなに問題もなく子どもを帰しても大丈夫なのかしら？”というような感じ。表

面的にはね。本当はそうではない。すごい大変なんですよね。難しいわけですよね。分離ケースですか

らね。親自身のいろんな問題、病理性もあるのではないかと思うのです。どのように親が改善するよう

な努力、プログラムがあって、改善したのかしないのか。よくわからないわけですよね。そうとう突っ

込んだ聞き方をしないと難しいのではないかと思います。 

 虐待の重症度によってカウンセリングを 11 ケース受けているが、重症なケースでどのような問題が

あって、カウンセリングをどのくらいの期間受けたのか、それでどうなったのかを知りたい。親はなか

なかカウンセリングにはいかない。どういうふうにしていったのか？どれくらいの期間続けたのか？ど

んなふうになって子どもとの関係が変わってきたのか、変わらなかったのか？どういうカウンセリング

をしたのか？ここらへんはプログラムになると思います。 

 各機関が関わっているという報告がありましたけど、電話での経過観察というのがありましたが、こ

れで分離ケースが果たして上手くいくかは疑問。従来の保護者等への関わり方なども見直しをする必要

があると思います。 

 先程、佐藤先生のご質問のところで退所の判断をどうするかというのがあったが、特に乳児期。答え

として児童福祉司、心理判定員、施設職員で援助方針会議を決めて出しているということでしたが、そ

ういうふうな決め方でいいのかということについては非常に疑問をもちますので、いろいろそこらへん

を話し合っていくといいのではないか。 

◇光元委員 

 親御さんが自分が虐待をしてしまった。それに告知をして認知しているということが前提になるが、

虐待をしてしまったという事実を認めたとしても、それに対して反省するというのはまったく無価値で

あると思う。反省をいくらしてもほとんど無意味である。なにが大事かというと、なぜ虐待という形で

しか出せなかったのかという自分の内面、具体的には自分自身が親から虐待されてきたという歴史がだ

いたい多いので、自分が我が子を虐待している背景に自分自身が親から虐待されたという歴史への認知

が非常に大事である。自分の心の動きをまるで人の心の動きであるかのように見ていく。裏返せば人の

心をわが心のように見ていく。私は内省と呼んでいます。反省というのはその行為の結果に関して悪い

ことをしたと反省しているだけで、裏にどのような心理的メカニズムがあるのか？心の動きがあるのか

ということを見ていく力、これを内省、あるいは内省力と呼んでますが、この内省力が親御さんにどれ

だけ育っているか？それがカウンセリングのポイントだと思います。自分が手を挙げたと、その時にど

ういう心が動いているのか、自分が生い立ちの中で苦しい思いをしたと、それの苦しみを思い知れと我

が子にぶつけている。例えて言うとそういうことです。ですから虐待は親御さんにとっては治療法であ

る。自分のかつての心の傷あるいは現在の非常に多きストレス。親御さんの中ではかつての虐待された

というトラウマです、PTSD 状態ですし、そして現在の非常に大きなストレス状況、トラウマとストレス
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で虐待は発生すると考える。現在のストレス要因、かつての生い立ちのなかでのトラウマ、そのことに

関しての親御さんの認知がどのくらい進んでいるのか、これは非常に難しいと思う。実際児童相談所で

関わっているケースでも、これまで関わったケースでもそうであるが、私からみれば親が虐待されてき

たというのはみえみえであるが、それを自覚するまで相当の年数がかかる。そういう意味では１～２回

のフォローで自分の生い立ちに気づいて、そのときの痛みを癒すなどは到底不可能である。 

 長くなって恐縮だが、経過観察をできなかった理由の中に転居があり、転居があるとフォローアップ

ができないということで、これは世代間連鎖という視点がないから、転居したら後は知らないよ、それ

では無責任と考える。 

 たまたま知った例で言うと、生実学校で知り合った男女が、生実を出て、子どもができて、予想通り、

その子が生実に入ってきた、まさに、完璧な世代間連鎖だと思う。そういう意味での世代間連鎖をどう

見極め、できれば、断ち切るか、そういうことの視点がない。そういう意味では内省ということがない

限りは断ち切れないだろうと思っているから、そうすると、そもそも内省の難しい親御さんが居ると思

う。ですけれども、それがない限りは、連鎖するだろうと思う。そうなると、それなりのフォローアッ

プの体制がいるだろうというふうに考えています。 

◇事務局 

プログラムとヒアリングの視点の両方が含まれるような内容がいくつか出ていたかと思う。全部は網

羅できないが、ひとつ、キーワードとしては告知の問題で、これは虐待の問題で親と子どもと関係機関

がどういう枠組みで関わっていくのかというスタートラインに立つ意味では重要な関わりの問題では

ないかという御指摘があったかと思う。そのあたりをプログラムにどういうふうに組み込んでいくのか、

あるいは、ヒアリングの場合には児相では実際どういうような判断で告知する事例と告知しない事例を

区別しているのか、あるいは、どんなかたちでやっているのか、こういうあたりを突っ込んで聞いてい

ただけたらプログラムの中に盛り込んでいくのには役立っていくのではないかと考えております。 

それから、委員の先生には、２割も家庭に帰っているという状況、こんなに帰っていいのか、こんな

に早く帰っていいのかという驚きがあったのではないかと感じている。その時に、どのようなプログラ

ムを行って関わった結果、そういう判断がなされているのか、そのキーワードとしては、内省の部分に

目を向けたプログラムで関わっていくことによって、ひとつの判断が出てくるのではないか、あるいは

そういう必要性が出てくるのではないかという意見も出ました。 

もっとその他いろいろな意見が出ていましたけれども、もう少しこのあたり、キーワード・視点を委

員の意見を出していただきながら、事務局が取りまとめていく材料にしたいと思いますので、いま少し

委員の方々の意見を伺えればと思います。 

◇佐藤委員 

 先ほどの最初の質問が誤解されてしまったかと思うのだが、虐待について、子どもの側をどう保護す

るのか、親の側にどう働きかけるのかというのがありまして、親の側に働きかけるに際して、児童相談

所は親から見れば、裁判所と検察官と弁護士が一緒になっているような得体の知れない組織である。そ

の中で親の方に援助しますよと言われても、子どもはとって行っちゃうし、とても信じられないという

のが実際の状況だとは思うんです。今後、それはもっときちんと分けていくべきだと思うんです。しか

し、始まりとして、親は決して虐待を認知していないわけではない。それは病気についても以前は医療

者側がすべて患者の親代わりではないけれどもすべて引き受けて、全部治してあげますみたいな、万能

的な治療者というのをやっていたわけです。今はかなり殆ど全ての病気については告知をして、そのう

えでどうしていくか、相手側の選択の問題もありますし、相手側が選択の余地が無い場合もあるけれで

も、ただ、問題は告知した後どうやってフォローアップするか、心理的な面、いろいろな面でのフォロ

ーアップをしなければ告知っていうのは、単に傷つけるだけになることは確かだと思います。それでも

やっぱり、告知というのはきちんとすべきだと思う。一回で何か言って納得できる問題ではないと思う

のですが、まず、同じ認識をしたうえで、少なくとも相手はそう思っているんだよという、曖昧な形で
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なく、話し合っていく場を作っていくという意味では、告知をするしないとケースを分けるのではなく

て、どうやって告知をしていくか、そのあとのフォローをどうしていくか、というのが大事だと思う。

児相の方々の大変さというのも分かっているつもりではある。一方で、病院で告知してくださいという

要請もある。患者、親御さんに告知してほしいという要請があって、児相の方が結構していないんだと

この調査で思ってしまったところがある。やはり第一歩は告知して、同じ認識を、相手がどういう認識

をしているのかということを分かった上で、虐待に対して、ともにやっていける第一歩あるいは半歩が

築けるのではないかと思っています。 

◇議長 

 施設側の人間として、告知の問題について、きちんとしてくれていると、日常のケースの中で、やり

やすいことが沢山あるのかなあと思うところがある。 

◇徳永委員 

 告知について、少しディスカッションをして、ヒアリングする時は、告知して引き上げたのかどうか

というのは大きなキーワードですよね。ですから、やはりヒアリングする時に告知については必要だ必

要だと言っているんじゃなくて、まあ、必要なんですけど、だいたい児童相談所の福祉司さんは告知し

たがらないところがありますよね。なんとなく、避けてきたっていうような経過もあるわけですよね。

それで、告知というのは児童福祉司が全てする必要はないと思います。虐待の種別によっては医師にき

ちっとしていただく場合もあるし、あるいは、保健師もやることだってありますし、ですから、引き上

げるっていうケースについては、誰が、どの時点で、どのように、伝えて、親はそれをどう了解したの

かしないのか、というところは具体的に把握する必要があるのではないかと思う。告知の仕方は個別だ

けではなくて、セッションで告知するということも、できないことはない。今後、プログラムを考えて

いくのだったら、何回も何回もヒアリングというのは無理ですので、先のプログラムのことまで考えら

れるようなヒアリングをしたほうがいいのじゃないかと思います。 

◇藤井委員 

 内省がどこまですすんでいるのかということをどこで判断するのかというのがひとつある。児童相談

所に長くいて、今も児相の再統合に関わっているのだが、内省して自分がこうだと分かっちゃいるけど

行動が止められない、分からなくても、私は、虐待という行動が止められればいいのではないかという

割り切り方をしている。要するに、いろんなものを抱えて人間は生きてきているわけだし、そのうえで、

要するに行動してくれなければいいというふうに割り切らないと、洞察だとかは大事だとは思うのだが、

そこまで児相はやっていられない、というふうに思います。要するに行動してくれなければいいじゃな

い。行動しないようになってくれればいいというぐらいに、私は割り切っちゃっている。そうじゃない

と見極めがつかないですよ。虐待をするかしないか、まだ、帰した時にやるかやらないか、というあた

りの見極めは、何かその辺の方がし易いかなと思っているものですから、もしかしたら、逆の考え方も

あるというふうにちょっと述べたかった。 

 それと、実際、児童相談所が全部抱えなくてはならないというシステムそのものが問題だとは思うん

ですが、センターに各児相から帰したいケースを、もう帰してもいいだろうというケースを送ってきて、

センターがやっている。だから、直接担当した児相はあんまり関連していないのです。そういうことで、

しかも、帰してほしい、もう帰してもいいかなというのは１２回のセッションに必ず参加するというや

り方をしてきて、３種類のやり方、親子のグループと父親のグループ、カウンセリングと、母親のカウ

ンセリングと、３つ、ここに資料に入ってますけれども、別の機関にちょっと、別の機関なんですね、

だから、児相の職員でない私が関わっているということで、親達がいろんな児相に対する不満もむしろ

良かったということもいっぱい自由に話せる。だから先ほど私が全部児相がやることないと言ったのは

そうだと思うんです。例えば、光元委員のカウンセリングルームに帰してほしい人は１２回通いなさい

とか、グループセッションに行きなさいと、その参加する光元委員のカウンセリング料は県で持ちます

とか、そういうエージェントを沢山作って、児相がみんな抱え込まなくたっていいんじゃないかってい
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うサポートのプログラムをもっと広く考えてみてもいいのではないかと思っているところもある。 

◇澁谷委員 

かなり重複するところはあるかとも思うのだが、ひとつはやはり告知からの援助の仕方で、家族関係

調整の場合、全般的には対立関係だったり、あるいは、消極的な援助関係を、どう、共通の目標を見な

がら歩んでいけるかというところが、ひとつ大きなプログラムを作っていくときのポイントになるのか

なと思うのだが、叩かないようになったら帰しますよとかいうレベルではなくて、そこで、何らかの形

で目標設定というものが行われているのだなと、それはまあ、カウンセリングの技法を使う場合もある

だろうし、あるいは、もう少し行動理論に基づいて、何か、どんなときにどういうふうにしてしまうの

かという課題を明確にする方法もあるだろうし、あるいは、家族療法とか短期療法の技法を使うという

プログラムも他の自治体ではやっているというふうに聞きますけれども、その辺の、実際、児童福祉司

さん、児童相談所の方たちが、やられているものをもう少しこううまく、言語化していく、それをまた

修正していくというか、何かこう現実的に使えるような形にできればいいのかなというイメージを持っ

ています。いずれにしても目標、告知からどういうふうに援助を展開していくのかというのはすごく関

心があります。他機関との関係というのは重要になってくると思う。今回のヒアリングにはならないの

かも知れないが、データを見ていても、外泊をしなくてはいけないというわけではないのだが、外泊を

しないままに帰っているというのは、非常にやっぱり、家族の関係が大きく変わる時に一体何をやって

いるのだろうというのが、老婆心ながらちょっと心配になってくる。その時にやはり、関係機関の方た

ちとどういう話し合いをしているのかとか、あるいは、関係機関の方ではどういう受け止めをしている

のかなというのがちょっと今回のヒアリングにはのらないのかもしれないが気になったところがあり

ます。それと合わせて、児童福祉司指導の効果的なかけ方とか、どのくらいの期間をかけるのがいいの

かとか、個人的には私はかなりストレスをかけてもいいのかと、長い期間をかけてもいいのかと思うの

だが、それのうまいかけ方みたいなものがあれば、目安みたいなものにはなるかなというのを感じてい

ます。 

◇光元委員 

藤井委員のおっしゃるところに賛成のところがあります。先ほど少し言いましたが、実際に内省の難

しい方がいらっしゃると思います。じゃあ、その人たちにどうするかということになりますと、内省だ

けではとても無理だということで、そういう意味では具体的な親子の関わりの、巷でいう親業あるいは

ＭＣＧのプログラムなり、そういうプログラムを経験していただく、その効果がどの程度かという評定

にもよると思いますけれどもそういう何らかのプログラムに関与していただくことを、できれば義務づ

けたいと思います。その判断を児童相談所がする。そして民間も入ってやる。私は虐待の告知は基本的

には家庭裁判所がやるものだと思っているがそうはなっていません。通告をする、検察の立場、あんた

は虐待をしているよという裁定の立場つまり裁判の立場、そして援助という立場、検察と裁判所と援助、

これらすべてを全部児相がやってますから、これは行政がかなりいろんなものを過剰に担っている“行

政の過剰”これは“独裁”だということで、児相は今独裁体制にある。しかも、これは非常に不本意な

独裁ですから、これは解消すべきだと。そういう意味では何らかのそういう裁定機能、入所の判定、あ

るいは、退所の判定をする機関を別に立てるというのは基本的に賛成です。その前提の上でのプログラ

ム。それは障害児の親の会の類だが、やはり、わが子を虐待すること、そのことに苦しむ親達の会、理

想的に言えば自助グループですけれども、そういう親達の会が必要不可欠だろうと思っている。個別の

指導が何らかなされたとしても、親達がお互いに体験を共有していくということがない、つまり、孤立

ですね。虐待がなぜ起こるのかというとやはり親御さんたちが孤立しているからだというふうに考えて

います。ですから、親御さんたちが少しでも孤立しない環境を提供するということもプログラムに必要

だろうと考えています。 

◇小木曽委員 

到底一回のヒアリングでは無理だなというのがわかりました。まあ、先ほども話しましたけれども、
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本当に事務局の方が大変だなと思うのですけれども、ある意味、事業としてきちっとつなげていく、も

しくは、今まで千葉県の状況の中では作れなかったものも、今後、作っていけるようなものにしていき

たいなと、今、あらためて思いました。先週、沖縄の方で学会がありまして、たまたま、前の日、沖縄

の中央児相の所長さんが２５年ぐらい現場にいた方で、お話をしたのをちょっと今思い出したものです

から、お話しをさせていただきますけれども、沖縄の“ゆいまーる”という非常に助け合いで、わりと

１０年ぐらいまでは、虐待等含めても、さほど他県とは違うのかなというふうなことで、通り過ぎてい

た部分も、沢山、まあある意味、その、地域でですね、支えてくれていたようなケースが結構あったん

ですよという話しをしてくれたんですが、ここ最近やっぱり、沖縄でもかなり酷い状況が起こってきて

いて、非常に児童相談所が先ほども出ましたけれども以前は、相談所に来ていろいろ相談したいことが

あるんだけれども、ちょっと相談にのってくれませんかというふうな、わりとこう対等関係もしくは非

常にあの相談所に期待をして来てくれるケースが殆どだった。ところが今はやっぱり介入的にその関わ

らなければいけないというところで非常に苦慮をしている。これはどこも同じだと思うんですけれども、

そこでその所長さんがお話ししていたんですけれども、本当にこれは嫌なことなのかもしれないけども

虐待防止法の、やっぱり虐待は人権侵害であるという、本当に子どもは適切な養育を受ける権利を有し

ていてそれを侵害しているのはあなたですよというところを、所長自らやっぱりそれを打って出て、そ

れをやっぱり引き受けるんだということで児童福祉司に叱咤をしなきゃいけない若しくはそれをする

ことが今、児童相談所の役割なんですよと。光元委員もおっしゃっていたが、まさに最前線での状況を

お話ししてくださったんですが、ちょっと、今回の聞き取りのところできちっと整理をしていかなきゃ

いけないなと。最初に佐藤委員がおっしゃったように、これは１５年のということなので、今だったら、

その児童福祉法、児童虐待防止法、若しくは児童福祉法改正の時点での虐待の捉え方、千葉でもそうだ

と思うんですが、児童相談所の児童福祉司さんの取り組み方もかなり法的な部分できちんと、思われる

段階での通告というとこで、相当、対峙、若しくは介入的になってきていますので、そこの時間差の問

題を少し整理をして、まあ、そういった状況ではこうだったという、先ほど、徳永委員からもありまし

たように、カウンセリングだけつなげて、はい次にということではないとは思うんですが、きちっとそ

の質であるとか、最終的にはその具体的なプログラムをですね、東京みたいな形で、どこがやるべきで

あって、きちっとしたプログラムを親の方に提示をできるような、そういった仕組み、若しくはシステ

ムを作っていくというようなところでのプログラムを策定していくという風な方向に持っていくべき

だなと思いました。それから流れ的にその告知の話しが出てきたんですが、親がそれを拒否する、それ

が１回でなかなか認められないからということではなくて枠組みなんだと。つまり、児童相談所が子ど

もを含めてそこにきちっとそういう風な虐待という問題というのをやっぱり自覚して、本当にそこから

親も気づくことが必要なんですよ、若しくは、施設に行くということはそういうことなんですよという

ひとつの枠組みを作っていくことが一番大事なんだっていうことをすごくお話しを聞いていて分かり

ましたし、そこはプログラムの段階で明確化していく必要があるのかなと。告知するしないという問題

ではないという風に私も理解をさせていただきました。それからこれは、次にまた施設に委託をして、

特に児童養護施設ですけれども、そういったところが、単に自立支援計画を受け取ってそれに対して施

設のほうで自立に向けての支援を行った若しくは面会、外泊を行ったということではなくて、きちんと

そこはどういう意味があるのか、それからなぜそういったものがきちっとできないのかと、面会がある

からないからということではなくて、そこにきちっと児童相談所での責任、これも大変だとは思います

が、関わって、その、質的なものとか、本当に大事なのは家庭復帰に向けての判断が、どういった時点

で行われていたのかということをやっぱり遡って解除若しくは家に戻る場合・時の親子がもう一度出会

うということの質について児童福祉施設の方もどういうふうに考えていかなければいけないのか、とい

うふうなことも含めてきちっとそこもおさえていかなきゃいけないなというふうに思いました。それか

ら、統合に向けてのプログラムがあるのかという、東京とかいくつかの県で行われていますが、そうい

ったものも参考にさせていただきながら、具体的なものも、それぞれのそういったものに関わっていら
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っしゃる委員の方、若しくは、実際に臨床に関わっている委員の方がいらっしゃいますので、是非ここ

も踏み込んで、試行的にでもなるかと思いますけれども策定をし、若しくはそういったものを実際に行

っていけるような今後の方向として必要であるなと。いくつか、そういったこともご提示いただきまし

て、これも少しまた、事務局の方が相当、整理をする意味でもそれからまあ本当に今回１回きり、まあ

これも充分できません、本当にそれを入り口としてですね聞き取りとして今後つなげていくと今後２か

所、みなさんのご協力、短い時間ですので有意義に使って、児童相談所の方、それから、施設の方に行

かしてもらって、これをひとつのモデルとしてまた広げていきたいというふうにお話を聞いていて思い

ましたので、重ねて御協力をお願いしたいと思います。 

◇議長 

今後のスケジュールについて事務局の方からお願いしたい。 

《次回以降のスケジュールについて確認》 

ヒアリングの結果は個別のケースが含まれるため、次回は非公開とする。 

特に無いようですので、本日の議事を終了させていただきたいと思います。長時間に渡りまして大変

ありがとうございます。 

◇司会 

 以上をもちまして、第２回家族関係支援調整プログラム調査研究委員会を閉会いたします。本日は、

ありがとうございました。 


