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◇司会 

それでは定刻になりましたので、ただいまから、第５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。 

本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

本日は徳永委員・藤井委員の２名が欠席されております。 

また、本日は傍聴希望の方、報道機関の取材はございません。 

それでは時間も限られておりますので、早速議事に移りたいと思いますが議事の進行は、本委員会の

委員長でいらっしゃいます土川委員にお願いしたいと存じますので、このあと、よろしくお願いいたし

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。御協力よろしくお願いいたします。

それではまず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）資料に過不足等ございませんでしょうか。 

前回の委員会では県乳児院の事例を含めたヒアリングを実施し、その後、「家族関係支援調整の流れ」

や「家族関係支援調整のためのアセスメント」についてご意見をいただきました。 

本日は「家族関係支援調整プログラム試案について」に基づいて、１８年度内に委員会が報告書とし

てまとめることになる「試案」の骨格についてご意見をいただきたいと考えております。 

本年度作成する「試案」では「家族関係支援調整の流れ」と「家族関係支援調整のためのアセスメン

ト」の説明が中心となるため、イメージとしては数ページの「試案」になるよう、まとめていきたいと

考えます。 

そして、この「試案」に基づいて、児童相談所や施設、あるいは地域の相談担当者が、「家族関係支

援調整の流れの（図）」に沿って、そのおおまかな流れを理解し、「アセスメント」により視点の共通化

が図られ、試行できるよう、内容を書き込むことになろうかと思います。 

「アセスメント」に関しては、その使用感について児童相談所に調査をかけているところで、その結

果は次回の委員会において報告させていただくことになろうかと思います。 



 

本日は、後ほど、「アセスメント」の視点・表現等について前回に引き続きご意見をいただきたいと

思います。 

本日の討議で御意見をいただき、骨格に了解が得られれば、次回の委員会前に試案を作成し、次回の

委員会で今年度委員会が報告する試案の内容を固めたいと考えます。 

従って、不足する視点や追加すべき事項、あるいは書き込むべき内容の詳細等について、具体的なご

意見をいただきたいと思います。 

それでは、「家族関係支援調整プログラム試案について」ですが、流れを試案に書き込むにあたって

の骨格をまとめたものです。 

家族関係支援調整プログラムとは、今回の家族関係支援調整プログラム試案は、子どもと家庭に関わ

る支援者すべてを対象とし、家族関係支援調整の流れについて、総合的な体系をふまえ、各ステージに

おける対応を明確に示すものです。 

このプログラムの目標は、家族の態様に応じた、被虐待児のケア、虐待を行った保護者への指導、虐

待を行った保護者と児童の関係のあり方などの家族関係支援調整であり、“分離した全ての子どもを家

に帰す”ということではないため、“再統合”という文言を“関係支援調整”に換え、検討のための委

員会の名称も「家族関係支援調整プログラム調査研究委員会」としています。 

作成にあたっての考え方ですが、支援者側が、虐待が発生した子ども家族に提示する援助プランの“大

きな枠組み”や、ケースマネジメントの“流れ”について、家族関係支援調整の視点を明確に付加した

うえで支援者間で共有できるようにして、“今”行っている子ども家庭の自立支援に向けた個々の援助

が、支援全体の流れの中でどのあたりのところを行っているのか、どの辺まで課題解決できていて次の

支援プラン・設定目標が何であるか等、その位置づけ・役割が支援者自身で認識できることで支援の一

貫性を保ち、あわせて、統一のアセスメントを使用することで、支援者間の視点・認識の共通化を図る、

ということを基本的な考えとして持っています。 

ここまでのことについて、御意見をいただければと思います。 

◇議長 

 それでは、ここまでについて、意見をお願いします。 

◇澁谷委員 

 後の資料２～３等に関わってくるとこではあるが、要は、どういう文面にするかとうことになるが、

ただのリスクアセスメントではなくて、家族関係支援調整のためのアセスメントである、それからまた

援助計画を作るためのものであるということで、資料２以降に出てくるストレングスの視点というのが、

リスクアセスメントとの違いでは大きくなってくるのかなというふうにイメージしています。特にリス

クアセスメントは児相においては大事なのだけれども、「対応」ということばが多く使われているんで

すけれども、その辺をもう少し「目標」というか「家族関係をよりよくするためのストレングス」とい

うことばを使ってもいいと思いますし、その辺の視点というのをどう盛り込んで、何か違う織り込み方

をすればもう少しリスクアセスメントとは違う、もう少し今までとは違う実践の枠組みに移るんだとい

う方向づけみたいなものが少し出るのかなという感想を持っているところです。少し文章上の問題にな

ると思いますが。 

◇議長 

ありがとうございます。今、渋谷委員の方から意見が出ております。これについてまた皆さんの方で

何かあればお伺いしたいと思います。類似した関連したご発言でもけっこうでございますので。ござい

ましたらどうぞお願いしたいと思いますが。はい、どうぞ。 



 

◇事務局 

ありがとうございます。結局この今年度出す試案は、この委員会が報告をする際に対象を誰に対して

出すかということになると、子ども、家庭を支援する支援者全般に対して出すと。当然その中には児童

相談所が中心としてコーディネイトしていく機関として入ってくると思うんですけどもそこに児童相

談所だけではなくてやはり虐待対応に対しては重層的な支援と言われていまして一機関だけでは対応

しきれないことがある。そういう風に考えれば、当然施設も対象となってきますし、そこには市町村の

窓口や相談担当者っていうものも入ってくると思うんですね。そういった子ども、家庭を支援する方々

に対して委員会が試案として報告書を出すという形になるのでその視点にストレングス、強みというも

のを入れた表現を織り込む事によってまた打ち出していくという事で、なんかちょっとフレッシュな感

じがして良いかなという風に感じました。 

◇議長 

ありがとうございます。事務局としてはそういう考え方を持っているということで、作成にあたって

の考え方の１つであろうと思いますけどね。他にいかがでしょうか。 

それではこの問題につきましては最後に総括的にご意見を頂戴することになると思いますので、続け

てまいりたいと思います。資料の１－２ですか、事務局の方からご提案うかがいます。 

◇事務局 

 流れの共有に向けて各ステージで配慮すべき事項、初期介入段階で必要な姿勢。親タイプの理解につ

いては、親のタイプについて支援者間で類型理解・情報を共有することは援助の有効性等を見通すうえ

で役に立つので、こういうことを踏まえて初期の段階では臨んでいくのが良いとの指摘があったため提

示します。直面化の意義についてはこれなしでは支援が先に進まない現状があるため、その必要性・重

要性について提示していきます。虐待の重篤度については生命に関わる視点と世代間連鎖を起こすかど

うかの視点を盛り込んで提示します。家族関係支援調整の前提条件としては、虐待を認めることや改善

への意欲を持つこと、支援者との関係が築けること、多職種によるチーム体制の構築については、地域

の実情を含めて考慮すべきことについて提示していきたいと考えております。ここまでのことについて、

御意見をいただければと思います。 

◇議長 

今、事務局の方からご説明いただいたこと、流れの共有に向けてのそれぞれのステージで配慮すべき

ことはどういうことがあるだろうかということでご説明をいただきました。これらにつきましてご意見

をいただきたいと思います。これでは不足しているとかあるいはもっと違う視点があるではないかと

色々ご意見がございましたら伺いたいと思います。ご発言をいただきたいと思います。 

◇澁谷委員 

少しこの先でというか、初期介入時の配慮すべき事項は、具体的には何か文章化をしてその趣旨みた

いなのをみんなで共有できるようにイメージしているんですか。 

◇事務局 

そうです。そのような形で若干の文章化をして試案の中に入れ込みたいなと考えております。 

◇澁谷委員 

わかりました。色々市町村レベルで研修していると、直面した時に、やっぱり市町村レベルで戸惑っ

ているようで、もちろん今虐待のことはすごく重要ですし、特に直面化したくないあまりに、通告しな

いという市町村レベルの機関が多いので、ここはすごく必ず入れといた方が良い視点だと思うんですけ

ども、多分市町村レベルにいったときにずっと寄り添いながら保護者と寄り添いながら支援している人



 

にとっては何がなんでも通告しないといけないのかという所ですごく直面化の仕方とかあるいは直面

化した後の見通しという所ですごく不安を持たれているので、そこの加筆があるといいかなと思います。 

◇議長 

他にはいかがでしょうか。 

◇事務局 

私どもも直面化については支援者の中で誰が告知をするのかという話は委員会の中でも出てきたと

思うんですね。やはりどうしても児童相談所が権限を持っているという関係上、中心となって告知的な

役割をしていっているというのもあるでしょうし、あとは一転、乳幼児等で外傷などがある場合に明確

な判断についてはその科学的な知識に基づいてじゃないと中々難しいという場合には、医療機関の協力

を得ながらお医者さんにそういった告知をしていただかなければならない場合もあろうかと思います。

いずれにしろ、なぜ告知、告知かというとこれは皆さんもご存知だと思うんですけども、虐待の支援と

いうことに対して、それを問題をずらして提示してしまう。要は、保護者が育てづらそうで大変でお子

さんに問題があるからじゃあ施設入所しましょうっていうのじゃそれは本末転倒な話になってしまう

ので、従来はそういうやり方もあったかもしれないですけど、虐待を告知して虐待そのことがあるから

その問題を解決するためにこういうことをやっていきましょうねという提案につながっていくという

のが前提にあると思うので、その告知というものが欠かせないということをさらっと明記したいなとい

う風に感じております。 

◇議長 

ありがとうございます。直面化の意義ということで告知の問題というのは非常に大事な欄ですけども、

ある施設であったケースのことをご参考まで話しをさせていただきたいと思います。中学生の男の子で

その母親が再婚をしてその再婚相手に虐待を受けたというケースです。元々その子の父親というのは別

にいるわけです。小さい時に離婚をしたため、祖父母に育てられた経緯があって、祖父母には馴染んで

いるんですが、母親にはあまり馴染んでいないという状況です。その中で施設入所して、祖父母の元へ

学校の帰りに、祖父母の所に帰っちゃうというようなことがしばしば起きてました。児童相談所は母親

との接触流を少し差し控えようかとなっていたんですが、最近、子どもが祖父母の元へ度々無断外出す

るということで母親にも施設からそういう状況があることを説明したり連絡するという事がありまし

た。将来的には母親と祖父母等と話し合っていこうという話の状況流れだったんです。それがある日、

友達の家に泊まりこんで施設に帰ってこない日があって、祖父母の所へ行ってないか連絡をし、母親の

方にも連絡をしたりすることがあったのですが、あるとき母親と再婚相手が施設に乗り込んでくること

がありました。理由は、母親は親権者であるのに何でだまって友達の家に泊り込んでいたんだというよ

うなことで、それが怒り心頭に来てんだというようなことで大変怒っていたと。それを聞いたその子が

怖がって、窓を開けて逃げてしまうと飛び出してしまったとこういうような状況があって、すると今度

はそれについて、何で鍵を職員が開けたんだというようなこと、いやそうじゃなくて、中から開けてい

つでも出られる状態だというような説明をしても中々聞き入れない。要は色々話を聞きますと、その子

がいわゆる言う事を聞かないので注意をした。それでも言う事を聞かないので、親の言葉を借りれば「言

う事を聞かなければ俺は殴るぞ」と言って「俺は殴った」とこう言う。そういうような状況を盛んに申

し立て始めるということです。とにかく子どもは嘘ばっかり言ってこうであると。施設はその事を聞い

て厳しくやってんのか、一つ二つぶん殴ればというような話をですね盛んにしているわけです。要はお

そくら入所の時点であまり祖父母と母親の関係を施設が詳しく知らされてなくて、再婚相手が暴力を振

るったというような程度だったんですが、その母親も実は私はもらい子だと。つまり祖父母、おじいち



 

ゃんおばあちゃんに育てられたが実子ではないんだということで、その後色々やっとなだめて話を聞い

てみると、自分もあまり良い育てられ方をしなかったと。つまり、自分もおじいちゃんから虐待を受け

たんだと言わんばかりの主張をしまして。ですから、この今出てきた告知の問題は大変重要な問題であ

りますし、告知をしてもですね今申し上げたケースのように中々認知しないというような事も出てまい

りますので。これは本当に大変重要な課題だと思います。参考までにお話をさせていただきました。 

◇事務局 

初期介入段階で、この家庭にどういう支援をしたら良いかを整理する段階だと思うんですが、このと

きにあと保護者の意思、子どもの意思、意向といいますか、その上でもここの段階でどうように考えた

らよいのかこういう視点が必要なんじゃないかというのがあればお伺いしたいのですが。一般的には施

設は子どもの意向、親の意向を受けて、それを一旦バックし受けとめながら提案していくわけなんです

が、虐待の場合はそれをストレートに受けていいとはいえない場合がありますので。その辺については

どういうふうに取り扱って行けばいいんでしょうか。 

◇議長 

えっと今そういう風なご提案というかお話があったんですがそういうことを含めてもう少しこの辺

ご意見をいただきたいと思いますが。はいどうぞ。 

◇光元委員 

直接うまくお答えできないと思いますが、何らかの形で親御さんに告知をしたとしてもそれを親御さ

んが中々認めないということもあるだろうし、確かに虐待をしましたと認めたとしても、いずれにして

もその親御さんへのその後のケアというものがなければ、言葉上たしか虐待しましたとかいやそんなこ

とはしてないってそうだとしても、またどっかで今のように子どもがおじいちゃんおばあちゃんの所に

行ってしまうとか、あるいは何らかの形で親御さんと接触すると、つまり何のそういう意味での親御さ

んへの親側への援助がないままにそういう接触が発生してトラブルが発生する。つまり入所前に虐待が

起こっていたと非常に似たような形が再燃してしまう、結果的にその子がどんな思いをして過ごしてき

たのかってことが改めて援助者側に見えてくる。つまりこの子が家に帰る、親とお母さんと一緒に暮ら

すことは中々難しいだろうし、それともう一つは先程、事務局の方からも言っていただきましたけども、

この子が虐待を連鎖させないためには何が必要なのかってことで。今の経過を聞いていると残念ながら

この子が虐待を連鎖しないでいられる可能性というのは非常に乏しいんじゃないかと思いますね。今現

象的には支えられていますけども、でもやっぱり施設に帰ってこない、友達の所へ行く、おじいちゃん

おばあちゃんの所へは行きづらいと結局本人のケアは施設の方でしてても周りの環境へのそれこそ支

援調整ということが非常に不十分な、そういう中でプログラムが提示されているだから内実が不安だな

ってことがあるんですね。プログラムを提示するからには、こういうもっと支援のプログラムがありま

す。親御さんはこのプログラムを受けてください。その上で合議しましょう。そういうのを含めた告知

なのか、そういうものはほとんど何もなくて単に告知なのかっていうのがそれが一貫して不安です。直

接の答えではないんですが、だから私は一貫してすごく不安なプログラムです。これを提示しても、例

えばこのプログラムを親御さんにもお見せしたいと思うんだけども、あぁなるほどこれで我が家は救わ

れると親御さんが思えるかなと思うと、何にも思えないんじゃないか。確かに援助者側への援助プログ

ラム提示なんだけれども、これを親御さんに提示しても親御さんはこれで救われるとは思わないだろう

ねとそれが一貫して不安です。ちょっと直接の答えではなくて申し訳ないですけど。援助プランが具体

的な内実がプログラムを持ってないままのプログラム提示のような感じがして非常に不安ですね。 

◇議長 



 

確かに今までの状況から見ると親が認知をしてない、しないというケースが非常に多いんですね。そ

れがために先程の例もそうですけど、周りでの支援体制がもちろんありませんでしたし、組めないとい

うこともあって、これは今のことで先生の方からご指摘があったわけですが、やはり今後こういうプロ

グラムが作られてくる事で、確かに親がこれを見て納得するかというのは別にありますが、少なくとも

支援に向けての体制を組む上で大変重要なことになってくるのかなぁとは思います。ご指摘を頂いたと

ころ、どうなんでしょうか先生。その親が見て納得できるのかというご指摘があるんですが、 

◇小木曽委員 

今のその辺の所がいつも作るんですが、中々実態として活用できてないんじゃないかと。まぁまさに

これが一つ形として出来上がることがやっぱりそれを固定化してしまうという不安というものあるん

ですけど、そこ逆に今年一年目で明らかにできたと言いますかね、正直私も児童相談所のヒアリングで

不十分でしたけども色々なご意見を率直にいただいてそれから富浦学園さんの方に行かせていただい

てということで、実態として法律的な不備もあると思うんですが、親への指導と言っても基本的にアメ

リカとかこの間カナダにも行かせてもらったんですけども、きちっとそういった物があって初めて親に

提示されてケアが成り立つというところが前提的に成り立っている所、あとは司法的なものや、色んな

問題があってですね、まさに根幹的な部分で果たしてこういう風な物は実効性があるものなのかという

ことを含めて議論をまだ十分される必要があると思いますし、逆に法的な部分に対しての働きかけとい

うのものですね、ある意味こちら側から投げ掛けていかないと根本的な問題が迫れないというかですね、

逆に言えばですね土台の所がきちっと整理されないで、ツールとかそういう風なものだけ作っていって

も、プログラムだけ作っていってもですね、そこに絶対壁が来るよという提案をいただいた上で、それ

はどの部分で委員長がおっしゃったようにきちっと投げ掛けていくかと社会的養護のあり方検討会な

りこういったものをもうちょっとプログラムを作っていく段階で明らかになったという形でリンクし

ていく事で問題提起していくという形に持って行かざるを得ないんじゃないかなと単なるプログラム

を作成する委員会ではありませんというのですね、この理念の中で共有していただいて具体化して、来

年度はどうなるかわかりませんがやはりここから発信するようなものっていうのを作っていく必要が

あるなという風に思っています。 

◇佐藤委員 

これは、聞いてなかったのかもしれませんが初期介入段階で必要な姿勢で書いてあるんですけど、こ

れは虐待の疑われるあるいは虐待をされた人すべての初期介入段階で必要なことでしょうか。そうであ

るとこの時点で虐待を認めるということで家族支援調整の前提条件が最初に入ってるんですが、家族 

自体が虐待を認めている人たちがどのくらいいるものなのか、あるいはある程度落ち着いた段階で家族

関係支援調整が入れる段階になったところで虐待について話しができる関係性になってる、あるいはそ

れを一つの働きかけを目的としてしてこういう物を考えていらっしゃるのかわからないのですが。最初

から虐待という形で介入する段階から再統合というかこういうのを考えていく様に考えられているの

か。 

◇議長 

その点について事務局の方からお話いただければありがたいんですが。 

◇事務局 

この直面化とかそういうことの一連の流れ全体というのは最初の段階ですべてそれが出来るかどう

かというのは難しいと思うんですね。最初の段階では親のタイプを理解する試みになるでしょうし、そ

れとかあとの前提条件というのは支援者側が頭に入れといてその辺の理解というのが十分じゃなけれ



 

ば、じゃあ今後そういったことをどの段階でやっていこうかということをまた繰り返し繰り返しケース

によってはやっていかなければいけないと思いますし、それぞれ適切な段階というのは来るかと思いま

すがいずれにせよ今までのここの段階っていうのはいわゆる家族関係支援調整プログラムの前段階と

いう形になるので、大きな切り口前提条件としてその辺の所を時期を見て含めて支援者側の方で共有で

きるような姿勢、体制として必要なこととして記載しておくといった形になるかなという風に考えてお

ります。 

◇佐藤委員 

全ケースについて始めからこういうことを考えながらやっていきましょうということを市町村レベ

ルに徹底していくって事ですよね。 

◇事務局 

そうですね。ですので先ほどの直面化の話であったと思うんですけども、要は今までが全部そうであ

ったとは限らないと思うんですけど、虐待のケースで必要に応じて親子分離したと。分離した後の子ど

もというのは施設の中で育って大きくなっていく。ただ一方で親に対する支援とかそちらのほうに対し

てどういう支援をするかという部分については中々出来きれないということがあったかもしれないけ

れども、こういったプログラムを出す事によって分離したらケースがそれで終了という時代じゃないと

いうことだと思うんですよね。今、その分離を始めてその後これは虐待であると、虐待であるとすれば

その虐待のないような形でやっていけるように親御さんもこれから一緒にやって行きましょうねとい

う支援の前提を考えたいと思いますけどね。そういうことの切り口としてこのプログラムというのが全

体を提示して、支援者間で共有できて、そこからさらにできることというのを肉付けしていけるような

ものの最初の礎になればといいと考えております。 

◇議長 

ありがとうございます。告知をするそして認知をするということが家族支援調整の前提だという風に

これまではなしてきたのですが、色々今のお話に出てきましたようにいかに認知をさせるか、認知の度

合いもどうなのかというのは課題としてやはりもう一つ残ってるんじゃないかなと思います。今回はそ

の問題についてまでですね触れることができればよろしいんですけど、先程の支援者全体で共有するた

めにということでプログラムを考えていますので、それは一つ課題として残すということでもう少しこ

の内容について議論をしていただきたいと思いますが。はい、どうぞ。 

◇事務局（児童相談所） 

前提条件のところですけど、児童相談所としてですね、保護者への指導、保護者が虐待を認めた場合

と書いてありますけども、裁判所の方でですね児童相談所に対して保護者指導をしなさいという指導が

入る場合もあるんですけども、家裁の介入というのは前提条件の中に入れた方が良いのかどうかという

ことをですね。 

◇事務局 

一つの権限として児童相談所が持っている、それと家裁の方から保護者に対して勧告するようにと、

そのことだと思うんですが、そういこともあるよということも内容に入れ込んだ方がいいよ、というこ

とでしょうか。 

◇事務局（児童相談所） 

じゃあこの前提条件の中に入れなくていいわけですね。 

◇事務局 

入れた方が良いという意見やそう部分も含めてこういった所に入れた方がいいということであれば、



 

そういう部分も付加して考えていかなくてはいけないと思うんですが、いかがでしょうか。 

◇事務局 

ここに書いてある項目は初期の段階でこれを整えるという意味ではなくて、アセスメントの視点とし

てこういうものがありますということで挙げたんじゃないかなと思うんですが、28 条を適用するかどう

かというのはその次の具体的な方策によるもので、ここではこういう視点でまず家庭を見て、何が欠け

ているのか何が整っているのか、そういうものを整理しようという項目で挙げたんじゃないかなと思い

ますけれども。 

◇議長 

今、補足していただいたようなそういう考えでよろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。それで

はただいまの点については事務局の方で検討していただいて項目に付加するか検討していただきたい

と思います。では続けて次に行きたいと思います。 

◇事務局 

養育環境調整のためのソーシャルワークについて説明します。従来のソーシャルワークを全体の支援

段階を通して意識することの重要性を書き込んでいきたいと考えております。ソーシャルワーク過程で

家族関係に属する外的な様々な出来事、個々の手続きや外的なことを取り扱いながらやっていくという

基本姿勢を頭においてすすめていくことの必要性。例えば、医学的治療継続のための体制の工夫を念頭

におくことや、アセスメントの中に入れ込んだつもりである支援すべき事項、どこの機関がどのように

関わるか整えながら、全体の支援の中で一本筋を通してやっていくことの必要性を記入していきたいと

考えています。ここまでのことについて、御意見をいただければと思います。 

◇議長 

はい、養育環境調査のためのソーシャルワークについてご説明いただきました。これらについてもう

少し補足する必要があるとかですね、付け加える必要があるとかのご意見がございましたらお伺いした

いと思いますが。もう少し書き込みなさいというような事とかよろしゅうございますか。それでは次に

移らせていただきます。 

◇事務局 

分離保護プログラムについてですが、この中にアセスメントを入れ込みたいと考えています。それが

「家族関係支援調整のためのアセスメント」です。このアセスメントは在宅支援の際に活用するアセス

メントとは異なります。これを支援者間で共有し共通に使っていきたいと考えております。アセスメン

トは４つの大きな視点から成っております。子どもや親を見る視点、家族がおかれている社会的状況の

視点、親子の関係性の視点を挙げ、それぞれ１ページづつ、合計１９項目で標記しています。これらを

支援者間で共有するために、支援者それぞれでこのアセスメントをつけ、つけたものを持ち寄って協議

することが非常に重要なプロセスであると考えております。項目は２ページから５ページに記載してあ

りますが、１ページと６ページをＡ３版となるよう見開いて、１９項目の評点結果を 1ページ目のグラ

フに落としていきます。６ページ目は支援で考えられるパーツを入れ込み、支援者はそれらを参考とし

ながら、それぞれの支援者が主体的にどういったことができるのかということを具体的に共有していき

ます。後ほどこのアセスメントについても御意見をいただければと思います。また、この段階でも家族

関係支援調整の前提条件を確認しながら、ケアプランを更に具体的に立案していきます。保護者支援プ

ログラムや子どもケアプログラム、親子交流プログラムの立案の際に、そのツールとしてこのアセスメ

ントを活用し、支援者間でアイデアを出し合ってプランを共有していければと思います。親に対するプ

ログラムの提供の主体は現状は児童相談所になると思われますが、暴力的な対応を無くす、叩かないで



 

子どもをしつける具体的な方法として治療的教育援助を行っていくその手法の一つとしてＣＳＰ（コモ

ンセンス・ペアレンティング）や、子どもと分離した親へのグループ支援や、あるいは実施できる資源

は少ないかもしれないけれどケースによっては個別カウンセリングなども想定しながら援助プランを

たてていくことの必要性があるように思われます。子どもへのケアプログラムについては、分離の場合

は施設入所しているということになるので、施設の中で愛着促進的な関与を行ったり、達成感等を経験

していく中で自己肯定感が養われていく等の支援があろうかと思いますし、交流プログラムも場所や方

法を工夫して面会、外出、外泊と段階を追っていくことの必要性について若干の書き込みをしたいと考

えております。ここまでのことについて、御意見をいただければと思います。 

◇議長 

はい、ありがとうございます。分離保護プログラムということで、家族調整のためのアセスメントと

いうことでご説明をいただきました。これらにつきましてご意見を頂戴したいと思います。 

◇事務局（施設） 

先程の直面化の問題と大きく関係してくると思うんですけども、分離･施設入所した場合、施設入所

の理由ですね、何のために子どもが施設に入ったかという理由が、保護者と子どもと児童相談所と受け

取る施設側ですごくずれている。すごくというか微妙にずれているケースがかなりあると感じています。

例えばネグレクトなんかのケースだと、親が育てられなくなって自分が困ったから施設にお願いします

という形で入ってきて、児童相談所はそういう家庭環境に子どもを置いておくことがよくないから引き

上げるという形で、施設入所は一見、親と児相が一致していると。先程の先生のケースもそうだったと

思うんですけど、先程のケースで言えば子どもが大変だから家では見れないから預けたい。預けたいと

いう意向は、親と児童相談所と一致しているんですけどその理由は、かたや親は自分達が困っているか

ら施設に預ける、児童相談所側はそうではなくて、その家庭環境に子どもを置いておけなから預かるん

だというずれがですね、施設入所の時にですね、今私は乳児院におりますから、親が自分の状態が例え

ば精神障害のお母さんの場合だとパニック障害があって子どもを預けたんだけども、病院に通って良く

なったから子どもを引き取りたいというケースも出てくる場合があるわけですね。ところが児童相談所

の判断としては別にお母さんの病状だけではなくて、夫との関係とか経済状態とかいろんなことを含め

て乳児院入所という決定をしているんだけども、一部一致しているけど一部ずれているんです。そうす

ると、引取りをめぐっての指導が非常に難しくなってくることがあるので、前提として分離をした理由

ですね、何のために分離をしたのかという目的とか理由について当事者と児童相談所側と受け取る施設

側での共有化というのが是非必要だと思うんです。ここの所をどこかで触れてもういっぺん分離した段

階でそこを確認しとかないと、一見施設入所という事では全部が一致するんですけど、理由が微妙にず

れていることによってプログラム自体に持って行き方がすごく違ってくると思うので、そこの部分の確

認を是非するっていうことをどこかに入れていただきたいと思います。 

◇議長 

はい、ありがとうございます。今のご提案の件ですけども、私自身も施設の立場から申し上げれば全

く同感ですのでこれは是非そういう項目を入れていただきたいなと。やはりそれもさっきの、私、余計

なことを言いましたけれども、言い分の件につながるとね、親がどの程度認定しているかということで

すから大事なことだと思うのでお願いしたいと思います。他にいかがでしょうか。 

◇小木曽委員 

今の非常に前提に戻るんですが、逆にですね色々プログラムを提示していって先程の光元委員の意見

とも合うんですけど、こういうことがありますこういうことがありますっていう前提が前提に、要する



 

にまぁ一つの土俵にですね中々意識が乗っていないということもあるんでしょうけど、そこに根拠とな

るものが、逆にこちら側がじゃあ我々はやっていることは不適切なのか、虐待、しつけだってやってい

るのに何が悪いんだという時に、それは虐待ですよってこう水掛け論的になるんですけど、じゃあ適切

な養育というのはどういうことなんですかという本当にどう教わったらいいんですかという所に対し

て、なんだかんだプログラムというわけではなくて前提であるこちら側のきちっとした養育観っていう

んですかね、本当に前提的な話なんですけどね。だから適切な養育、不適切な養育って何ですかと言わ

れたときにこうなんですよっていうある程度示せるようなものとしてのプログラムがあるんだという

ね。そこがある意味今回の人権侵害として虐待を位置づけたっていうことで、この間吉田先生と話をし

たのですけども、やっぱり人権侵害だという場合の裏づけとして単なる生命の危機じゃなくて適切な養

育権があるんだとね。まぁそれは日本の憲法のどこに載っているんだっていう話じゃなくて、児童相談

所とかも含めてなんですけども、適切なる養育を受ける権利を有するんだということをきちっと明確に

していくことが今の日本の法律の中でも根幹になるものじゃないのかっていうお話をされてたんです

けど、まさにそうだなと思うんですけどね。本当にそこをですねきちっと共有化していくということは、

そちらに対抗できるようなものっていう以前にやはり本来、養育を受ける権利があるということをどう

具体化して、親に対しても、常に提示していけるのかみたいな、前提としてあるのかなという、やはり

ここがある意味作り上げていく事のプロセスなのかなと。プログラムを色々提示していく中にそれがつ

ながっていくのかなというふうに思っています。まだまだそこが十分、日本の中でも色々な意見があり

ますし、適切な養育というのはよく言われますけど。何が適切なのかっていう事を示せない現状の中で

は、そこのところを一番、告知でのところを含めて求められているんじゃないかなと思ったりするんで

すけど。本当に大前提の話ですみません。 

◇議長 

小木曽先生の話は大変難しい話になってきますのでちょっと置かせていただいて、水鳥川先生からの

お話もあったように、これは私の施設の立場から申し上げたいと思いますが、おそらく告知、認知の面

ですね、児童相談所は緊急に親から分離をさせなければならないというような判断がどうしてもでてく

る。そうすると、親がそれに対して中々認めないという状況はよくあるわけで、便宜的に親が認めてな

いけども親が承知する、何というですか、しつけの一環だということを伝統的に受け入れてしまうとい

うケースが今までにあったと、施設としては大変そのようなケースが多いと思います。ただ、今後こう

いうような形のプログラムが出来て、していくということは少なくともさっきも問題がありましたけど

も告知、認知、直面化という問題は大きな問題としてあるわけですから、告知がある、それに対して認

知をどのようにさせていくかというこの辺も従来と違った形でですね、やっていく、もらえるんではな

いかと私は、期待をしているんです。まぁそんな風にも思えます。従ってさっきの所に戻りますけども、

是非ご提案のあったことについてはこの中に入れていただくというような方向をお願いしたいなと思

います。他にいかがでしょうか。 

◇光元委員 

蒸し返すようですが、先程の小木曽委員の言われた、言ってみればこのプログラムを不適切な養育へ

の対応が書いてあるわけで、これをすかして見ると適切な養育が向こうに見えるというようなそういう

ものを今、一緒に考えているんだなということを改めて認識させていただいてとても納得いたしました。

それだけです。 

◇議長 

ありがとうごいざます。では他にはいかがでしょうか。ないようですのでそれでは次に進めさせてい



 

ただきます。 

◇事務局 

 施設入所の理由等について共有できていない、親御さん、施設、児相が考えることの共有ができてい

ない・ズレているということを共有するようなことが大切と感じます。そういった時に家族関係支援調

整のためのアセスメント等を活用ができると良いかと思う。 

◇事務局（施設） 

よろしいですか、アセスメントの中で子ども側には家庭復帰の意思という項目があるんですが、親の

側の子どもを引き取りたいという意思みたいな項目がないんですよ。乳児院で見てみると客観的には非

常にこのままでは育てられないなと思える親で、だけど非常にいわゆる愛着というか、子どもを本当に

引き取りたいんだとそれに嘘はないっていうケースがかなりあるんですね。そういうケースは現実的に

そういう指導が難しいんで、その項目がですね、親の養育意思というか例えばネグレクトしちゃって全

く乳児院に面会に来ない親と全然養育能力はないんだけど頻繁に面会に来る親とどっちが子どもにと

って良いのかというとやっぱり来てもらった方が、でも返せない。そういう場合は正直、来ない方が楽

なんです現場からすれば。ただ子どもにとってはどうかなと。親の養育意思という所をもっとチェック

した方がプログラムを考える時に、一番先に親の意向と言いましたけど、子どもを将来引き取りたいと

思っているのか、それとも預けたいと思っているのか早く引き取りたいのかっていう親自身の意思です

ね。それは、我々が外側から見て知的障害がある精神障害あるという視点とは別にやはり大事にしなけ

ればいけない視点かなと思いました。 

◇議長 

まぁその点も少し項目として考えていただきたいなと思います。では次に行きましょう。 

◇事務局 

 今現在の家族関係支援調整のためのアセスメントは支援者側で共有する段階でありますが、将来的に

は当事者・親御さんを含めてこのようなものを一緒に共有できるようなのもになっていけると良いなと

考えております。そうではないと当事者を巻き込んでの合意形成というのは今の段階では難しい状況で

す。今は支援者間で共有することの大切さを認識し、周知･徹底するレベルなのではないかと考えてお

ります。 

◇議長 

今事務局の方から補足があったんですけども、それについては異論はありませんね。 

◇光元委員 

はい。異論はないです。賛成です。 

◇事務局 

アセスメントの内容ですが、これについてもこの場でご意見をいただければと思います。 

◇佐藤委員 

アセスメントは各段階でやっていって経過を見ていく事が前提になっているんですよね。その場合、

この子ども、親、社会、親子っていう括りがちょっと、あまりにね、どうなんでしょう。例えば親って

いうことに対して、親に対しての恐怖心が軽減している軽減していないっていうのは、父親母親がいま

すよね。それに対して具体的にもっとあったほうがいいと思います。親っていう所が全部、親になっち

ゃっているんですけど、親って言うのは必ずしも一人の親が虐待してるわけではなくて、同居している

親が止むを得ず加担している場合とか色々あるわけですよね。それはそうすると親については一人ずつ

別々のアセスメントにしていくということなんでしょうか。 



 

◇事務局 

親はその子どもが所属している家族を評価していくという形になると考えております。 

◇佐藤委員 

親機能として見ていくというわけですか。両親を。 

◇事務局 

そこまで細かくはこの項目ではチェックできるような形ではないと思いますけども、その家族を大き

く見ていくための素材としてこういった切り口からはどうかというとこですね。ですので、もしそれ以

外の視点としてここに設けた方が良いとことであれば、当然その虐待をしている方の親の難しさもある

と思うんだけれど、一方でそれを止められない親というのもそれはそれで問題があろうかと思いますの

でそこの所は細かな情報を共有していく段階で1ページ目のリスクになるのかどうかはわからないです

けども、リスクの所にそういった特記すべき事項を書いていく。どうしても父親が虐待しているという

ケースの場合に母親がそれを見ているむしろ見ている母親に対してその子がいやな感じを抱いている

とかそういうようなことがあれば、そういった家族の細かな状況の所をこの客観的な事実の整理の欄、

1 ページの欄にそういった特記で記入していくというような使い方でこれを活用していただければいい

かなと考えております。 

◇佐藤委員 

これを書く人というのはどういう人を想定しているんですか。 

◇事務局 

書く人は、その家族に関わる支援者ですので児童相談所であれば、福祉司は福祉司としてこれを書く

と、心理は心理で書くと、そういったものを情報として共有するときにまたこれをみんなで持ち寄って、

もう一つのペーパーに落としていくという形で。あと当然、関わっている機関というのは児童相談所だ

けでなければ、施設というところがあれば、施設の中の主任の担当の保育士さんであったり、あるいは

児童指導員なりという方もこういった資料に基づいてつけていってもらうという形になると思います。 

◇佐藤委員 

さっきストレングスという言葉出てきたんで、誰が書くのかなって。もうちょっと日本語らしく危険

度とか強みとおっしゃっていたけど、コンセンサスとか合意を得たでいいし、シェアは分担でいいだろ

うし何でこう、アセスメントツールなんて言うからなのかもしれないんですが、もうちょっとみんなが

共有できるというね、同じアセスメントができるというような内容にしたほうが良いと思うのが一つと、

私はやはり父親母親じいちゃんばあちゃんぐるみのそれで亡くなった方もいますよね。それを親ってい

う形で代表して良いものなのかどうかね。あの袖ヶ浦の事件だって、誰が加害者かわからないとなって

ると思うんですよ。そういうようなのが世代間連鎖も含めて相当あると思うんですね。そうすると初期

にこういうような誰が対象なのかわからないアセスメントではなくて、本人と誰についての関係性なの

かというのを個別的に作っていって問題がないということがわかればその人についてはもう記入して

いかないということで、初期から、初期介入からやっていくのであれば、主だった大人というのは当然

アセスメントの対象にしていって見ていく必要があるんじゃないかと思います。 

◇事務局 

そうすると佐藤委員のご提案であれば、親というのを考えた時には親ごとにわけてこのアセスメント

をしていくという。 

◇佐藤委員 

そうですよね。だから先程聞いたんですけど、初期介入段階から必要であるということを言ってるん



 

だからほぼ全部記入できるということが前提なんでしょ。ほぼこれができる前提で、なんか感触を得て

家族関係支援を開始できるっていう前提から始めるというわけではないですよね。初期段階の段階では

誰がどう関わっているのかってのは、わからないというところがあるかなと思うんですけど。 

◇事務局 

ここの初期というのは、分離保護施設入所して何らかの交流プログラムを開始しようとする段階で、

家族関係支援調整のためのアセスメントをつけていこうという形になってきます。 

◇佐藤委員 

では全員ということではないんですか。初期の段階である程度わかっているということですね。 

◇事務局 

介入の初期段階では別のアセスメントツールを使います。親子分離した場合にこの家族関係支援調整

のためのアセスメントを使用します。 

◇佐藤委員 

ただ実際に、やっぱり虐待のケースを見ていると主たる虐待者がいたとしてもそれを見過ごしていく

あるいは結果としては加担していく親というのはかなりいるし、初期介入、分離された後、ああそうで

すかって、まぁ相互依存的な関係になってますよね。だから私は親については、一人一人についてきち

んと起こしておく必要があると思いますし、さっきの土川委員の例で例えば言えば、でおじいちゃんお

ばあちゃんだって今後、家族関係支援の対象になっていける人たち、まぁ年齢とかもあるでしょうけど、

なのかなと思うと、親とした漠然としたことではなくて、ある個人についての誰なのかっていうことは

必要なんじゃないかなと思います。それでその中で全体の家族関係の親子関係っていう仲が相互的な関

係を評価していくものかなと思いますけどね。 

◇事務局 

具体的な家族関係支援調整のためのアセスメントへの工夫としては、どのようになってくるのでしょ

うか。親（○○）、あるいは、養育者（○○）とか。 

◇佐藤委員 

養育者、誰々って父親なりなんなり、だから、その親ってところが養育者、誰々と色々な人が対象に

なる可能性があると思います。継父であるとか同居人であるとか。 

◇事務局 

実際につけていくとなると、例えば、父親は怒りへのコントロールができていないけど、母親は怒り

へのコントロールができている、というような記載になるということですね。 

◇佐藤委員 

そうですね、それと父親は相変わらず怒りのコントロールをできないと母親はそういうことはないと、

パッシブな関係というのがずっとあるわけで、それが全然変わってないのかどうかってのはこの夫婦間

の問題とかそういうの出て、チェックされるのかなと思いますけどね。そういうのがなければ戻せるか

どうかってのは難しいんじゃないですかね。あるいは単身のお母さんがどっちかの親であって、誰かサ

ポートおじちゃんおばあちゃんなりがいて、その人達との関係性はどうなのかっていうは、家族関係支

援、再統合ってことを考えれば、そういう個々に対するアセスメントというのは十分じゃなくても必要

なんじゃないかと思いますよね。 

◇事務局 

具体的な事実については、家族によってバラバラ・別になってくると思うので、1 ページに記載する

と考えていました。親・養育者を細かく分けてアセスメントする必要があるとすれば、親という文字の



 

うしろにカッコを入れる等の工夫をすると捉えてよろしいでしょうか。 

◇佐藤委員 

両親とも精神障害で別々の病気だということもあるし、片方だけということもありますし、本当に

様々なんじゃないかなと思うんですけども。あるいは子どもが施設に入っている間に離婚、再婚、最再

婚、同居その後どういう家庭を経て行くのかというのは。それはいるんじゃないかなと思いますけどね。 

◇議長 

今ご提案いただいてそれを整理していけばですね、いわゆるここで出てくる、親、親子というな区切

りですから親も補足いただいたように父親も母親も色々ありますから、その辺の所をもう少し見やすく、

わかるような形でやっていくほうがよろしいかなと思いますが。はい、どうぞ。 

◇事務局 

今のに付け加えてなんですが、児童相談所で今使っていただいて、使用感を確かめているんですが、

その中で一番最も心配な親ってのを想定してつけていただいているというようです。それでもやはり虐

待をしていなかった方でも佐藤委員がおっしゃったように、やはりある意味で加担していたということ

はあるんですが、あくまでもここは子ども側の立場からどう親を、虐待してなかった親の場合でもどう

認識するかという視点で捉えるという事で、個別で表現することの意義が強いものについてはどこかに

記載するべきだと思いますけど、全部をこれに入れ込む事で、ちょっとこのアセスメント表自体が何て

いうんですが見ずらくというか煩雑なものになってしまうとかえってちょっと全体像がわかりにくい

なということもあるので、今後そういった点も検証して行きたいなと思います。 

◇議長 

いずれにしても事務局の方で説明があった、いわゆる情報を共有するということがまず第一義的にあ

るわけですから、そういう視点から考えていただくということでどうでしょうか。それと後一つ質問さ

せていただきます。さっきの説明を私が聞き違ったのかもしれませんが、このアセスメントを、それぞ

れを作る中でですね、児童相談所の担当の方がつける、あるいは施設の側で担当の方がつくるというふ

うですが、これは別々でこれが作られるんですか。 

◇事務局 

第一段階でそれぞれの担当が担当職種の専門性で別々につけていただきたいと考えております。次に

各自がつけたアセスメントを持ちよって、つけた理由等について討議し、そのプロセスを通して、当該

ケースの情報を共有していく重要な段階だととらえております。 

◇議長 

一番大事ですよねそこが。そうするとどこのどなたが、コーディネートしているのかという問題があ

ると思うんですが、この辺はどうなんでしょうか。今おっしゃったようにミーティングをする場合です

ね。どこかのどなたかがそういう（コーディネーター）働きをしていただかないと、そこに集まらない

だろうし。集まってやる上でもその辺の機能というかその辺は大事になってくると思うんですけども。

その辺は。 

◇事務局 

児相が主となってコーディネートしなければいけないケースが多いと思います。しかし、家族関係支

援調整のためのアセスメントがあるということが支援者間で周知されるようになれば、施設側からも声

かけで集まれるようにしたり、場を持つことが必要と思った人たちから声かけがなされるようになるこ

とがいいのかと思います。 

◇議長 



 

その部分というのも機能させるためには大事なものになってくると思うんですね。他にいかがでしょ

うか。 

◇事務局 

その他、細かなこと含めてのご指摘を、次回、委員会の前までにお願いできればと思います。 

◇議長 

それでは全般的に、通してご意見のある方お願いしたいと思います。 

◇事務局 

それでは続けて補足させていただきます。永続的な人間関係が保障できる環境の整備、在宅支援プロ

グラム、児童相談所とネットワークとの連携、について説明させていただきます。 

 永続的な人間関係が保障できる環境の整備については、虐待の重篤度のところでも触れたような、子

どもの成育史の中でその子どもに関心をもって良い愛着形成を行おうと関わった誰かを存在させるこ

との支援をどういうふうに入れ込めるかについて書き込みたいと考えております。 

 在宅支援の流れですが、分離の場合のプログラムと同じような支援のメニューが記載されております

が、在宅の場合なので、子育て支援プログラムのことについても触れていきたいと考えております。 

 児童相談所とネットワークとの連携ですが、タイトルも含めてどうしたらよいか考えているところな

のですが、全体の流れについて、要保護児童対策地域協議会での役割分担を明確にし、主体となり関わ

る機関がどこになるか隙間に落ちないような工夫、位置づけを書き込めればと考えております。 

◇議長 

今、ご説明いただいた部分と、それに限らず全体的な面でご意見等ございましたらお願いします。 

◇小木曽委員 

今試行しているのは児童相談所の方でやってるんですか。実際にお願いしていくつかの児童相談所で

やってもらってるんですか。それは何箇所やってもらってるんですか。 

◇事務局 

すべての児童相談所でやってもらっています。5箇所です。 

◇小木曽委員 

全部で。それでやってみての結果はいつくらいに返ってくるんですか。 

◇事務局 

年末年始をはさんで１月１０日までに使用感を提出してもらいます。 

◇議長 

そうするとね、これは後の説明になるんだろうと思いますが、この後の委員会の開催にからんできて、

当然、次回にはこの使用感というのはある程度、説明をしていただけると思うのですが、それで間に合

うかな。試案をまとめるのに。 

◇事務局 

とりまとめて、アセスメント試案としてに反映したいと思います。また、試案は、その骨格が大きく

ブレないようなものとしたいと考えています。 

◇議長 

例えばそのまとめる、この次の委員会でみなさんの意見を頂戴するんでしょうけども、前もって使用

感について特記して皆さんに情報を提供できるようであれば、前もって提供していただければと思いま

す。それでは他にご意見はいかがでしょうか。ありませんようでしたら事務局の方から連絡事項を含め

てお願いします。 



 

◇事務局 

本年度に骨格が大きくぶれない試案を作成して、来年度は、この試案にいろいろな肉付けをして完成

させていきたいと考えております。それにあわせて随時、成案作成のための委員会を開催させていただ

ければと思います。 

また、家族関係支援調整プログラムの名称について、あらためてみなさまにお伺いしたいことがあり

ます。試案の名称について、委員会の名称そのものとして「家族関係支援調整プログラム試案（報告書）」

とするのか、それとも、あるいは、「家族関係の支援にむけて」「家族関係の調整・支援をするために」

「子ども家庭への支援のために」等のタイトルとするのか、具体的なタイトル名を含めたご意見をいた

だきたいと思います。これについては、後日、ＦＡＸ等でご意見をお寄せいただきたいと思います。 

「今後のスケジュール（案）」をご覧ください。本日検討いただいた意見をもとに、年明けに次回の

委員会を開催し、委員会開催前に「試案」をお渡しをして、ご意見をいただけるよう準備をしたいと思

います。そして、今年度３月の「社会的養護検討部会」にて委員会が報告することとなる「試案」を確

定したいと思います。 

なお、１９年度については、「試案」の試行実施状況を踏まえ、修正を行い、完成させていきたいと

考えております。従って、委員会については、随時、必要に応じて、成案作成のため、開催させていた

だければと思います。 

次回第６回委員会開催日についてですが、３月の部会前に「試案」を完成させたいので、１月２２日

から２月１３日までの間で開催できればと考えます。事前にお渡しした、「開催日程調整表」をこの後

回収させていただき、調整のうえ、早めにみなさまに第６回委員会の開催日のお知らせをしたいと考え

ます。よろしくお願いいたします。 

◇議長 

他に委員の先生から何かありましたらまだ時間ももう少しあるようですから。お願いしたいと思いま

すが。 

◇光元委員 

付け足しというか、さきほどの佐藤先生からもありましたが、できるだけカタカナを漢字なりひらが

なにしてほしいなという願いです。アセスメントという言葉も私は一貫して引っ掛かっているんですけ

ども。見立てでいいんじゃないかと思っているんですけども。まぁ個人的な願いです。 

◇議長 

あの前々回も用語についてお話、ご意見があったですが、中々事務局とするとですね、適当な翻訳が

あればそれを使うんでしょうけど。中々そのようなものがないということで、使っているのかなと私は

同情しているんですが。まぁそんなことで共有するということが大事ですから。 

◇佐藤委員 

すみません、あと今、児童相談所で５児童相談所でこれを使ってアセスメントしているんですか。そ

の場合、誰がどんな形で告知しているのか、さっきの委員長や施設長のおっしゃるように告知の有無を

きちんと書いてもらってそこで差がでるのだろうか、その辺をチェックしてもらいたいと思うんですけ

ど。今から追加で。まず告知しているかどうかって基本ですよね。そのことを聞かないでやったってど

うなんでしょう。今からで十分間に合います。ここに児童相談所長がいるんだからみんな。 

◇事務局 

ということで、各児童相談所長の方々、よろしくお願いいたします。追って、依頼文をお出しします。 

◇事務局 



 

ただ、告知の問題は非常に重要な問題ですから、それについては、おっしゃるとおりなんですが、あ

るその時点、入所をめぐっての親とのやりとりをする時点では一貫しているんですが・・ 

◇佐藤委員 

だからその経過を児童相談所が書いていればいいんでしょ。だから児童相談所が言ったつもりだじゃ

なくて親が聞いてない。だって児童相談所の説明によっては親がそうとらない場合だってあるわけでし

ょ。だからどうだったかという時間経過をチェックすればわかりやすいでしょ。今困っているんですよ。

施設とか乳児院とかね。実際に受けているね。あるいは病院だってそうですよ。困っちゃうんですよ告

知告知って言われたってね。だからどういう内容でどうやっているのか、児童相談所はどう関わってい

るのかを含めてそれは書くべきでしょう。だってそんなたくさんないでしょう。きちんとそこは調べて

いただきたいと思います。 

◇事務局 

すみません、あと一点よろしいでしょうか。事務局としては、語彙が足りなくてもうしわけないので

すが、例えば、外来語のアセスメントということばをどういうふうに変えるのがよいとか、お気づきの

ことばを一覧表等で頂戴できるとありがたく思います。 

◇事務局 

あとそれに付け加えるとアセスメントという言葉はどうしてもケースマネージメントという概念か

らそこで使われている用語なんですね、だからアセスメントも見立てという意味だけではなくてケース

マネージメントという継続的に再評価していくという流れの中の一つの評価の部分をアセスメントと

言っているので、意味がないことはないんですが、ただ言葉だけ使うと本来のケースマネージメントの

意味みたいなのも失われて一人歩きしてしまうという心配があるということで、先生のご指摘もごもっ

ともなので是非それに見合う日本語をご提示願うところです。 

◇議長 

色々と前からもそういうご意見があることですから極力ですね、その辺のところはくみ取っていただ

きたいなと思います。まだ時間が少しあるようですけども、議論も尽きたようでございます。以上を持

ちまして今日の議事は終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 


