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第６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抄録 

 

 

Ⅰ．日  時 平成１９年２月１３日（火）  午前９時３０分～ 

Ⅱ．場  所 千葉県庁議会棟３階第１会議室 

Ⅲ．出 席 者 小木曽宏委員 佐藤眞理委員 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６名 （五十音順） 

Ⅳ．議事次第 １．開 会 

       ２．議 題  （１） 「家族関係支援調整のためのアセスメント」試案前 

試用（アンケート集計結果）について 

              （２） プログラム試案について 

              （３） その他 

       ３．閉 会 

≪配布資料≫ 

 資料１   「家族関係支援調整のためのアセスメント（案）」の試案前 

試用について（アンケートまとめ） 

 資料２   子どもと家庭の支援のために～家族関係支援調整プログラム（試案）～ 

資料３   家族再生支援事業について 

資料４   今後のスケジュール（案） 

 

 

◇司会 

ただいまから、第６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。 

本日は澁谷委員が所用により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、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１～資料４）資料に過不足等ございませんでしょうか。 

本日の委員会においては、本年度中にとりまとめ３月１９日（月）開催の社会的養護検討部会に報告

することとなる、「子どもと家庭の支援のために～家族関係支援調整プログラム（試案）～」及びその

中に含まれる「家族関係支援調整のためのアセスメント」の内容等について議論いただきたいと存じま

す。よろしくお願いします。 
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◇議長 

それでは、議題１について、事務局の方から説明をお願いします。 

◇事務局 

 資料１「家族関係支援調整のためのアセスメント」試案前試用（アンケート集計結果）について説明

いたします。 

 この使用感にかかるアンケートは、昨年８月２２日の第４回委員会で議論いただいた版を用い、１０

月に各児童相談所長あて依頼し、１１月中旬から１２月上旬にかけて各児童相談所を廻り具体的な記載

法等の講習を事務局が行い、それをもってして、年末年始の帰省を踏まえ、１月１０日を提出の期限と

して実施したものです。委員の皆さまには１月２９日付けでＡ３版の拡大版で事前に送付させていただ

いたものです。本日は事前に送付させていただきたものと同様のものを、文字フォントが小さくて申し

訳ありませんが、Ａ４版として資料を用意させていただきました。 

 表紙をめくって、Ｐ１を開いてください。回収アンケート数は９７で、ケースとしては５８ケース分、

ケースを異にして同一職員がコピー添付等でアンケートを提出したものを省いた有効アンケート数は

８０でした。 

 評価者は児童相談所の福祉司（50 名）、心理司（17 名）、それから、施設の指導員（13 名）でした。

施設の指導員には児童相談所から、アセスメントの付け方等について説明いただきました。 

 Ｐ１～Ｐ３は、アセスメントを使ってみての大雑把な感想を評価者の感覚で記入していただいたもの

をまとめたものです。なり得ると回答した人が５０％、どちらとも言えないとした人が４０％となって

います。アセスメントシートはそれまで無意識的にやってきた認識をあえて言語化する作業のため、効

果等に関しての実感が得られない中では、つける煩わしさがストレスとなり、どちらとも言えないとし

た人が多く占めたのではないかと思われ、今後、どちらとも言えないとした人の層がどう変わっていく

のか、試行の中でフォローアップできればと思います。 

 自由記載の部分は、指標として「なり得る」と評定した人の意見等、評価に応じて、並べて記載しま

した。 

Ｐ４～Ｐ９は各視点、各項目の感想、自由記載をまとめたものです。 

 Ｐ１０はその他必要と思われる視点等の自由記載です。 

 Ｐ１１は複数人で１つのケースを評定した場合と、一人で１つのケースを評定した場合に差があるか

どうかを見たもので、Ｐ１２は評価者の職種によって、児童相談所の福祉司（50 名）、心理司（17 名）、

施設の指導員（13 名）によって評定に差があるかどうかを見たもので、Ｐ１３は虐待の告知によって評

定に差があるかどうかを見たものです。 

 これらの意見・結果を反映したものが、前の方、資料１の耳がついているペーパーの裏面、Ａ４横書

きにしてある別紙となります。前回の委員会で意見をいただいたもの、今回のアンケート指摘事項から、

反映させた方がよいと思われる、８項目について、改編を加えたものが、今回のアセスメントとなりま

す。このアセスメントを「子どもと家庭の支援のために～家族関係支援調整プログラム（試案）～」の

巻末にも入れてあります。 

今回は、このアンケートにより、全体から大雑把な使用感を得ようとしたものです。本日は、これか

ら、アセスメント試行版を固めるため議論いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

◇議長 

 それではアセスメントを固めるための意見をお願いします。 
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◇藤井委員 

このケースを帰していいというケースに対して実施するのか、それとも、例えば施設入所した３年目

のケースに一斉に実施するのか、見直しのために全部するのか、このケースはそろそろ帰すことを考え

た方がいいかなというケースに対して実施するのか、もし、そうであれば、誰が言い出しっぺになるの

か、施設からそろそろと言い出されているのか、親が言ってきているのか、福祉司等がこの人たちは大

丈夫そうかなということで言い出しっぺになるのか、その辺が少し分からなかったので、どのようにさ

れるのか、ということですが。 

◇事務局 

このアセスメントは、これから帰そうとすることを検討するケースを対象として実施します。帰すこ

とを決定するための、措置解除のためのアセスメントは、今はない状況にあります。措置解除に関する

アセスメントは、１月２３日に出た児童相談所運営指針及び虐待対応の手引きの改正通知によると、国

の方で今夏を目途に作成するとのことですので、それを成案に取り込めるかどうかということを来年度

のこの委員会で検討できればと考えております。 

このアセスメントは、これから親子交流等を実施していくにあたって、そのようなことが適用可能な

のかどうかということを含めてアセスメントして、支援計画を立てていく材料としてあるものです。 

どこが主体となってやり始めるのかというところですが、児童相談所が主体となってやり始めること

もあるでしょうし、施設が言い出しっぺになることも考えられますし、支援者間で、このようなアセス

メントがあること理解共有できるようになってくれば、支援者間の意見交換の中で、アセスメントをし

て、そろそろその支援計画を立ててみようか、ということにもなってくると思われます。また、今は保

護者も一緒にアセスメントを付ける書式にはなっていませんが、初期の段階から保護者も支援計画作成

に巻き込みながらといった活用を心がけることもできるかと思われます。 

◇藤井委員 

児童相談所には転勤があります。自分が入所させたケースが引き取られないまま転勤になってしまう

と埋もれていってしまって引き継いだ人が分からなくなってしまう。知らないので、どうしても長期化

してしまうという部分が以前にはありました。そうすると帰してもいいんじゃないかということは福祉

司側からはなかなか難しいのではないかと感じます。であるならば、一律に何年か後にやるとか、施設

の側からどんどん上げてほしいとか、何かきまりがないと、シートを作っても使う人がいなくなっては

意味がないかなと思いました。 

◇小木曽委員 

今のは非常に大事なポイントだと思います。ツールについて現場のためにと思って協議しても、実際

なかなか現場の実践の中で使われないことが往々にしてある状況によく遭遇します。部会に報告すると

いうこともあるので、その連動の中で、使う場面というのをきちんとしていきたい。本日は各児童相談

所の所長さん達もいらっしゃいますが、施設入所すると長期に及んでしまうという現状がある中で、こ

れをどのようにきちっと定着させるかということが、試行の中で、施設側からも意見が上がり、ケース

を扱う中で、きちんと位置づけていく作業が次に移行していかねばと思いました。どちらかが手を挙げ

てとか、その辺は、状況的に判断が難しい部分がありますし、逆に、施設の方からも、ファミリーソー

シャルワーカーを活用して、問題の意識を児童相談所に上げるのも必要かと。どの機関の誰が声を上げ

るのかを形として落とし込んでいく方向性も今後重要と思いました。まさにそのところをきちんと確認

しておかないと、何かまたそんなアセスメントができてきたけど、児童相談所と施設の現場は、それを

何時どう使っていったらいいんだみたいなことが必ず起きてくるかなと思います。まず、いろいろな場
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面で、これからこちらの委員会としても、どこかできちんと活用についてアピールしていかなくてはと

思いますので、これはまた、３月１９日に是非、声高くして伝えていきたい大事なポイントだと思いま

した。 

◇徳永委員 

 この指標は、帰せない根拠となるための指標でもあるのではないでしょうか。だから、一時保護して、

そのあと施設に入れる判断をした時に、今、親の状況とか子どもの状況とかがこうこうだから、という

アセスメントをひとつして、それでその後施設に入って、親のプログラムするとか子どももセラピーを

受けるとか、そういうことがあって評価というのがあると思うんです。ですから、入口と出口のところ、

その出口のところをどの時点でするかというのを少し明確にしておいた方がいいと思います。あと、や

はり、途中途中で評価をしなくてはいけないのではないでしょうか。自分のケースは今、施設や児相や

保健所や医者などの関係者を全部集めたネットワークミーティングで評価をしています。親の治療状況

はこうで、行動はこうで、言っていることはこうで等、子どもは施設でああでこうで、それで、まあ、

もうちょっと分離しておいた方がいいとか、帰すにあたってはもう少しこの辺をというアセスメントを

していますので、やはり、その辺のところを明確にしておかないと、やる人がいないと、絵に描いた餅

になってしまうのではないかなと思います。だから、どの時点でやった方がいいのかということをもう

少し明確にする。入所して３か月なのか半年なのか、その事例にもよると思いますが、緊急度・重症度

が高い事例だったら、そういうふうなのがないと、あまりやりたくないですよね、現場としては忙しい

から、でも、経験すれば見えるようになってくると思うんですね。 

◇議長 

 今後帰そうとするそのためのものでもあり、また、状況等ケースによって、帰さないためのものでも

ある。その両方が考えられることでもありますし、入口と出口というお話しもありましたけれども、こ

のアセスメントを使うためのマニュアル、そういうようなものを別に考えてみるというようなことはど

うなのでしょう。 

◇事務局 

 資料２「子どもと家庭の支援のために～家族関係支援調整プログラム（試案）～」の中に具体的にこ

のアセスメントをどの段階で行って、どれぐらいの頻度で実施するのか、また、具体的なつけ方をどう

するのかというところを入れさせていただきました。また、今年度、児童相談所業務改善のためのプロ

ジェクトを立ち上げており、児童相談所で使う共通のフロー図の中で、家族関係支援調整のためのアセ

スメントを決め事として業務進行管理の中で行うことを入れ込んであります。従って、児童相談所にお

いては３か月なり半年なりにアセスメントをしているかどうかのチェックが業務としてその中に入っ

ているというシステムにしています。それから、このアセスメントは、親子分離するケースに対して実

施することになりますので、施設で自立支援計画をつくる前段階に各支援者が集まってこのアセスメン

トをつけてその結果を踏まえて自立支援計画にも反映していくという使い方もできるかと思います。従

って、入口のところでも実施する。ケースの態様にもよりますが３か月なり半年なり等、中間中間でも

適宜実施する。回数を重ねれば、アセスメントシートの１ページの折れ線グラフにより変化も視覚的に

把握できるかと思われます。それから、これはホチキスで綴じてあるので構成が分かりにくいかと思い

ますが、本来はＡ３で見開くとアセスメントの１ページ目が右ページに、６ページ目が左ページにくる

形になります。２ページから５ページのアセスメントの結果を折れ線グラフに落としこんでいただいて、

客観的な事実を把握し、６ページの細かなパーツを参考としながら、１ページ目に支援者で合意した方

針を書き込んでいく構成としております。 
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◇議長 

 今、事務局からあったように、本日いただいたご意見も反映されているところもあり、今後も成案に

向けて更に検討を加えていくということでよろしいでしょうか。 

◇事務局 

 アセスメントシートの旧版と改訂版の大きな違いなんですが、旧版の場合だと、評価ポイントによっ

てプログラムでどういうものを取り入れていくのかという判断に導かれるようになっているんですが、

改訂版ではそれを全く外しました。そのあたりが大きく違っていると思うのですが、それについての委

員の方々のご意見ありましたら伺いたいと思います。次のステップに行くには４ポイント以上とってい

ないといけないとかという形でガイドされていたんですが、改訂版ではガイドされておらず、あくまで

プロフィールとして描いて、そこからプログラムをどうするかは支援者が読み込んで決めていくという

形をとっています。 

◇光元委員 

 何ポイント以上とかいう基準を外したということでよろしいのですか。 

◇事務局 

 ポイントをつけてやっていくという方法は横浜市が当初やっていたやり方ですが、追随した神奈川県、

愛知県などのチェックリストには基準で見ていく方法は採用されず、話し合いで支援のプログラムを考

えていくという方法をとっています。また、横浜市も新たなアセスメントシートでは基準を設けずに支

援計画を立てていく方向になっています。また、この基準は妥当性の検証はされておらず、ケースの態

様、虐待種別や子どもの年齢等によってはチェックできない項目もあり、チェックされた個数で次のプ

ログラムをガイドするといっても、そのまま当てはめにくいところもあります。今回の使用感アンケー

トでもその辺の使いにくさというのが多くしてきされており、本来的なこのアセスメントの目的である

支援者間での話し合いに基づく支援計画の共有、合意ということを考えると、ポイント基準は外したほ

うがよいととらえ、改訂版にはこの基準を外しました。 

◇光元委員 

 ポイントの根拠というか妥当性が分からないので、アイデアとしては分からなくもないのですが、外

す方が非常に妥当性があると思います。 

◇徳永委員 

 やはり、面会をいつやった方がいいとか、外泊をどうするかというのは、このアセスメントだけでは

なくて、関係者がディスカッションをして決めていくのが一番妥当性があるのではないかと思います。

数で評価というのは私も難しいと思います。 

◇徳永委員 

 つけ方のところで「子どもへの愛着や子育てへの意欲があること」等についてはマニュアルがあるん

ですよね。親は大体こういうことは言うので、中味をきちんと見ていかないと、マニュアルがないと、

騙されてしまい、親の言いなりになってしまう。 

◇藤井委員 

 意欲はあるし意思もあるんだけど実践能力がない。実行能力が非常に乏しいというのが割と虐待の親

御さん達に多い。気持ちや思いは非常にあっても実行能力が・・・というのが、今、グループやってい

ても結構休んだり欠席したり途中まで来たけどパニックになったり、寝坊しましたとか、結構、なかな

か大変だと。施設の行事などでもそう。 
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◇徳永委員 

意欲があり行動もというふうにしておかないと騙されてしまう。意欲だけは皆持っていますよね。 

◇藤井委員 

 そこを少しポイント的には行動をいくらか電話を入れてくるとか行事に関わろうとするではなく関

わるとか、関わってくれないと困ります。事情はいろいろあるのでしょうけど。実行はどれぐらいでき

るのかと、それは非常に大きいのかなと思います。 

◇徳永委員 

そうです。もう少し、ここは具体的にはっきりさせておいた方がいいと思います。 

◇光元委員 

 意欲に沿う実行能力がある、とか。 

◇徳永委員 

行動は多少は変わらないと。意欲は最初から持っていますよね。意欲、行動の改善というか、行動変

容があるとか、しっかり見ると。 

◇藤井委員 

引き取り意欲とか皆そうです。虐待する親だって一生懸命育てようとするから虐待になっている可能

性もあるわけだから、意欲はあるんだけど。面接・面会はきっちり来てもらわないと。 

◇徳永委員 

 文言は検討した方がいいと思います。「怒りのコントロールができること」というのも難しいんです。

「自分の怒りの対処方法を身につける」とか。コントロールができるというのは高度なことなんです。

「対処の仕方が分かる」とか、もう少しヒラなことばというか、高度なことばではなくて。分かりやす

いことばを入れたほうが、現場では付け易いのではないかと思います。 

 それから、客観的事実の整理という欄ですが、心配されるリスクと安心できることとあるんですが、

ここに親のいい面を出しながらやっていること、例えば、親がカウンセリングに通うようになったとか、

プログラムに通うようになったというのを書くのでしょうか、ここに。そうすると、それを書くところ

がないとダメですよね。そしたら、ここの表現をもう少し変えたほうがいいと思います。 

◇佐藤委員 

 １ページ目のグラフの親欄にはカッコを入れた方がいいと思うが。 

◇藤井委員 

 基本的に親というのは母親と子どもとか父親と子どもという関係ではないじゃあないですか。この前

も話し合いの時にあるお母さんが、私と子どもの問題じゃあないんですよ、夫婦の問題だったんですと。

夫婦でトラブルがあって私は思わずやっちゃったんですよと。虐待の裏には夫婦関係なんだと私は思い

ます。やってしまった方の親に余程の何らかの病理がない限り、夫婦セラピー、カップルセラピーなり

が絶対必要なんだけれども、ここは親というだけで、加害者との子どもの関係だけを見ているのか、Ｄ

Ｖがまだ在るのか無いのかとか、夫婦関係の上下関係がどのようになっているのかとか、主張がきちん

とできるようになっているのかどうか、その辺がよくわからないなあと、私は夫婦関係がどれだけ安定

しているのかといいうのは基本だと思います。 

◇佐藤委員 

 ただ、アセスメントだから全部入れるわけにはいかなくて、ポイントはどこかということだと思いま

す。先生がおっしゃっていることは非常に重要なことだと思います。 
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◇徳永委員 

 それはアセスメントスキルというかアセスメント能力になるわけです。心配されることに、夫婦関係

の支配があるとか、そういうところまで読み取れば、ここに書いておけばいいと思うんです。 

◇藤井委員 

あと、面会に両親が来るかどうかですね。一方の親だけじゃあなくて。やっていると夫婦で参加して

くれるんです。でも、ぜんぜん目を合わせない。何でこの夫婦のところに帰せるの。この夫婦もう少し

何とかできないのかと。手当てしてあげないと。また、帰せる家というのは正直少ないと思います。だ

けど、再発は絶対させたくない。帰すからには再発させないという、数は多ければいいというのではな

くて、少なくても再発させないというあたりがポイントかなあと思っているんですが、ぜんぜん夫婦が

目を合わせない。夫が何かをいうと奥さんはこんな顔をしていますし、これで何で帰そうとしているの

と思うんです。ですから、その辺りの面接技術だけでいいのかどうかというのは少し気にはなっていま

す。だから、どこかで、もう少し入れてもいいのかなと思っています。 

◇徳永委員 

 夫婦セッションとかそういうところまでやれる資源もないですよね。 

◇佐藤委員 

 アセスメントの３ページというのは親カッコ誰々ということで、必要に応じてコピーだから、各人に

ついての評価はできる。でも、本来戻っていく関係性について触れて評価されているところはない。し

かも、親とは限らず、同居者であったり、ぜんぜん関係ない人であったり、とにかく親役割をしている

と考えられる人達というのは全部ここに評価し、各ページ、何枚重ねてもいいわけで、評価しなくては

いけないし、その関係性を。 

◇徳永委員 

 でも、いちいち各人を評価することは余計にややこしくなるから、主な人については書きますけど、

視点は夫婦、家族の親となっていても、ここにコメントを書いておけばいいんですよ、「親が精神的に

安定していること」ってあるじゃあないですか。その時に、「通常は安定しているが子育てに影響する

ほどの不安定な状態になるおそれもある」とあったら、ここに○をしますよね、評価者が。それで「母

親の方は少し安定しているが、父親の方の性格は変わらずちょっとしたことにイラつく」というふうな

ことをコメントを書いておけばいいんですよ。親といっても、父親母親、あるいは、おばあちゃんとか

もいたりするし、それぞれ違うかもしれないけれど、家族として、ここの見方を相対的に評価して、こ

こにコメントを書いておけばいいんじゃあないですか。 

◇佐藤委員 

 ここは一番問題な人なんですよ。でも、問題のある人の裏にはいろいろなのがあるわけですよね。た

だ、先生がいうようなことは、きちんとマニュアル化されていないと、いくらそう思っていても、反映

されないかも。 

◇徳永委員 

 だとすればそれをマニュアルに書けばいい。ただ、ここに○をするだけではないと。 

◇藤井委員 

 関係性をもう少しきちんと考慮できると。 

◇佐藤委員 

 基本的にはどういうプランになっているのでしょうか。 
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◇事務局 

 ここにはアセスメントシートの限界というものがあると思います。アセスメント技能を高めていくた

めには別途講習等は必要かと感じています。８月版ではメモする欄も小さい。改訂版では文字は小さく

なったがスペースを広くとり、客観的事実メモをここにとれるよう工夫したつもりです。各項目でメモ

した重要な事項を１ページの欄にも落としていく。そして、その中で、夫婦関係や家族全体をアセスメ

ントできるようなことに持っていけるといいなということを含めて資料２、試案の中にはその辺のとこ

ろも含めて説明書きをしているつもりですが、その説明を読み取って、そこまで含めてつけてもらえる

かどうかというのは分かりません。ですので、今後、普及させていくプロセスの中で、委員会から発信

していかねばと考えております。 

◇藤井委員 

 なぜそのような心配があるかということですが、送ってきていただいた資料の中に、プログラムを開

始すると「じゃあこれを受ければ返してくれるのか」と声の大きな加虐者を断れなくなる際の留意は何

か。例えば、乳幼児等の場合、交流プログラムのみを進行していると、次第に母子に愛着が形成されて、

親の引き取り要求が強くなる。養育環境調整のためのソーシャルワークと保護者支援プログラム等をバ

ランスよく融合させながら支援を展開していくことが必要であり、その具体的に工夫する視点等につい

てノウハウがほしいと書いてあるのですが、じゃあ、プログラムを開始すると「じゃあこれを受ければ

返してくれるのか」と大きな声で言ってくるような人自体をプログラムに乗せること自体が私は問題だ

と思います。この辺のアセスメントが既に混乱している人達なんですよね。だからなおさらきちんと作

っていってほしいなというのがあります。実際プログラムをやっていて、この人達帰せないのにどうす

るんだろう、やれば帰してくれるっていうのをずっと信じて疑わない人もいますから。それを帰せない

というのはどれほど大変なことなんだろうと、部外者で参加させてもらっているならいいんだけれども、

ここのプログラムに乗せること自体が問題っていうケースが結構あるように思われます。こういう状態

でやっていくとそうなることがきちんと分かっていない人も評価者にはいるのではないかという気が

します、こういう意見がでてくるということは。だから、どうせ作るならしっかりとしたものをきちん

と作ってほしいなと思います。そういう意味で、かなり具体的にするのであれば、もう少し具体的な盛

り込みをしていただいた方がいいのではと思ったものですから。 

◇事務局 

 アセスメントの限界があるのだけれども、そのアセスメントの限界を超えられるようなアセスメント

になるような工夫を成案の中で反映できるよう、試行を通して具体的にしていきたいと。 

◇事務局 

 今、すごく難しいことをしようとしているんですが、藤井先生が言われたことであれば、例えば、関

係者が顔を会わせることによって、この親御さんは、これこれこういう理由で家庭引き取りは難しい、

あるいは、ここまでプログラムに乗せることも難しいですよねという合意がディスカッションの中でさ

れていくことで、保護者に対する枠組みを示すというのでしょうか、そういったことが可能になる材料

になるのかなと、そういう使い方もありなのかなというふうに思いました。 

◇議長 

 それでは議題２について、事務局から説明をお願いします。 

◇事務局 

 資料２、プログラム試案について説明させていただきます。 

 この「子どもと家庭の支援のために～家族関係支援調整プログラム（試案）～」は、家族関係支援調
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整のための流れと、アセスメントの記入の仕方について、具体的な説明を加えたものです。 

 表紙をめくって、目次をごらんください。はじめにの項では、検討の背景や作成にあたっての考え方

等について記載しました。 

 Ｐ４からＰ３１までは、家族関係支援調整の流れについて説明記載しました。 

そのうち、Ｐ４～Ｐ１４は初期介入段階で必要な姿勢について記載しています。初期アセスメントに

ついては千葉県が作成したマニュアルを参考としていただくことになりますが、ここには、家族関係支

援調整につながる視点として初期アセスメントから続く、重要な３つのポイント、（１）保護者タイプ

による理解の試み、（２）直面化の意義、（３）世代を超えて連鎖することを防止する視点について特記

しました。（１）保護者タイプによる理解の試み、では、相談への意欲と虐待の認知状況に基づくタイ

プ分けと、虐待する者の心理･行動特徴に基づくタイプ分けの２つの類型について記載しました。 

続いて、Ｐ１５～Ｐ１６は、支援の全過程を通して配慮すべき事項として、Ｐ５のＡ３版流れ図のオ

レンジ色の中程の矢印と下段の矢印である、養育環境調整のためのソーシャルワークと支援者間のネッ

トワーク・連携について記載しました。 

Ｐ１７からは、支援の各ステージで配慮すべき事項として、親子分離による支援の流れ、永続的・恒

久的な人間関係が保障できる環境の整備、在宅支援の流れの３つの局面について記載し、親子分離によ

る支援の流れの中において、家族関係支援調整のためのアセスメントの記載法について説明しています。

Ｐ２３では支援を受け入れることへの勧奨について、Ｐ２４からは援助プランの立案～家族関係支援調

整コアプログラム～について、Ｐ２７ではコアプログラム展開後の家族関係支援について記載しました。 

Ｐ３１に今後の取り組み、Ｐ３２に参考引用文献、Ｐ３４に委員名簿、Ｐ３５に検討経過を記載し、

そして、巻末に家族関係支援調整のためのアセスメント試行版を挿入してございます。 

 以上が試案の構成になっておりますが、それでは、本年度中にとりまとめ３月１９日（月）開催の社

会的養護検討部会に報告することとなる「子どもと家庭の支援のために～家族関係支援調整プログラム

（試案）～」を固めるため議論について、タイトル「子どもと家庭の支援のために～家族関係支援調整

プログラム（試案）～」は適当か、全体の構成は適当か、各項目の内容は適切か、その他について、よ

ろしくお願いします。 

◇小木曽委員 

 今更というところはあるのですが、家族関係支援調整プログラムということでやってきたのですが、

このタイトルなんですが、「子どもと家庭の支援のために」というところでなく「家族関係支援調整プ

ログラム」というところなんですが「関係支援調整」というのは、一般的にも現場的にも、ちょっと理

解しがたい。文言的に分かりやすくして、本来は、家族関係調整を支援する、児童相談所や施設などで

支援するプログラムという意味では、本来は、家族関係調整というものに対して支援をするプログラム

をここに提示しているというような方が分かり易いのではないかと思います。委員会自体の名称ではな

くて、実際にこのプログラムを使用する段階での副題といいますか、具体的なプログラムの名称として

検討いただければと思います。 

◇議長 

 「家族関係支援調整」という文言にご意見がありましたらお願いします。 

◇光元委員 

 私はこの「家族関係支援調整」ことばは馴染まないんです。殆ど中国文学研究会というような感じで、

まず、自分が言えないんです。「家族再統合」というのはパッと言えるんだけれども。だから、このこ

とばというのは使えないことばだと思います。だから「家族関係調整」がギリギリで、一層「家族調整」、
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でもこれだと厚かましいですね。やはり「支援調整」ということばがゴロとして馴染まないなと。いわ

んとすることはよくわかりますけれども。これは使えないですよね。 

◇議長 

 もしも変えるとすればどんなふうな形がよろしいんでしょう。 

◇小木曽委員 

 委員会の連動なり、その辺の絡みもあると思いますが、タイトル、プログラムそのもののイメージと

いうのもあるので、「子どもと家庭の支援のために」これはまあ、最近、厚生労働省がつけるものとか

も、昔は硬かったけれど、最近はソフトなイメージのものが多いので、そこはいいんですけれども、じ

ゃあ、具体的には、これは何を提示しているんだろうかっていうと、やはりプログラムだと思うんです

ね。それで、ほかの県のものも、事務局の方で検討していただいたと思うんですが、そこら辺を見てい

ますと、やはりサブタイトルはきちんとその辺のところを明示しておかなきゃいけないと思う。もとも

と検討委員会の名称がこのようになっているので、そこのところのすり合わせみたいなことをしたうえ

で、使う側がこれはどういうことでというところがきちんと中味とフィットする必要性があるなと思っ

ています。今後、試行から実施というところでやはりもう一度検討していただけるのなら、ここの部分

だけでも検討していただけないかなという提案です。 

◇光元委員 

 前回もこだわったんですが、プログラムという名称は馴染まないんですね。というのは、この５ペー

ジの流れ図ですが、とりわけ、下の段のコアプログラムと赤で囲んである部分ですが、これは用意され

ていないというのは言いすぎでしょうが、殆ど用意されていないのに等しい状況で、これをプログラム

というのはあまりにも厚かましいっていうふうに私は思っています。つまり、レストランに行ってメニ

ューが出てきて、このビフテキをくれって言って注文したら、いや、ビフテキは用意してありませんっ

ていう、殆どそういう状況だと思うんです。だから、プログラムというからには、それは用意されてい

ますっていうものがないと、大嘘つきだと思うんです。それが私の思いです。だから、これはあえてい

うならば、家族関係支援調整プログラムプラン、まさに試案でしかなくて、まだ、そういう願いを持っ

ている夢を持っているということであって、具体的には何もしていない。何もっていうのは言い過ぎで

すけれども。まさにコアがないわけですから。コアプログラムを用意してこそプログラムに値するので

はないかというのが私の率直な感想です。でも、まあ、プログラムとつけなきゃまずいというのであれ

ばそれでいいんですけれども。あえて大嘘つきだと思いますので。 

◇徳永委員 

 全くプログラムがないっていうわけではないんじゃあないですかね。 

◇光元委員 

 そうだとうれしいんですけれど。 

◇徳永委員 

 昔とは随分変わってきていますよね。養護施設でも子どものセラピーを始めたりとか、けっこう私も

施設に行って、熱心にやってらっしゃるし、私のケースもトラウマセラピーをやったりとか、それから、

親についても少しずつ、プログラムは開発されつつある。 

◇光元委員 

 千葉県内で。 

◇徳永委員 

 千葉県内というか全国的には。 
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◇光元委員 

 全国的にそういうのが進んでいるのは私も了解しているんですが、千葉県内でどれだけプログラム化

されているのかというのが疑問だなと。 

◇徳永委員 

 少しは児童相談所でもやっているんじゃあないですか。県の保健所はダメですけれど。そのようなプ

ログラムというか親のグループなどは全くやっていないですけれど、千葉市なんかは熱心にやってらっ

しゃったりとか。格差があるんです。 

◇光元委員 

 まあ、私の思いです。 

◇藤井委員 

 まあ、個人レベルでは結構やったりとかしていると思うんですけれど。それをやっぱりプログラムと

して共通化していく。 

◇徳永委員 

 だからプログラム化していかなくてはいけないの。 

◇光元委員 

 そうです。まさにプログラム化してほしいんですけれど、まだ、プログラムされていない。それをプ

ログラムというのは厚かましいだろうと。 

◇藤井委員 

 今、それを作っているということですよね。私達。違うの。 

◇光元委員 

 そうです。だから、試案だということで。 

◇小木曽委員 

 プログラムと名がつく以上はということも含めて、委員会のスタートのところで手続き的なこともあ

ったでしょうし、委員としてこういう意見があるということで、事務局としてもこの段階で修正が可能

なのかとか、３月にはこの形で報告されたりということにもなるので、名称については、今、代案があ

れば出していただいて、名称変更の筋道が無理、修正が利かないということもあるとすれば、今、せっ

かく議論しても反映されないということになりますと、あまり、時間的にどうなのでしょう。 

◇議長 

 聞いていて、あえてプログラムという文言を含めていうならば「家族関係調整支援プログラム」とい

うのはどうなんでしょう。 

◇佐藤委員 

 これは読者層というのはどの辺りを対象としているんでしたか、虐待に関わる市町村レベルの「虐待

されている子どもと家庭の支援だ」ということが分かっている人が対象なんでしたか。 

◇議長 

 今までの話しでは、市町村、施設、児童相談所と考えてよろしかったですか。 

◇佐藤委員 

 子どもと家庭というのはあまりに漠然としている。虐待されているというのを出してはまずいのでし

ょうか。とすると「家族関係支援プログラム」とか入れれば分かり易いんで。 

◇光元委員 

 「子どもと家庭支援プログラム」というのでは広すぎるのでしょうか。「虐待」は入りませんが。 
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◇佐藤委員 

 私は子どもが全て虐待されているわけではないので特定すべきだと思うんですけれど。ある特定の家

族に対して支援するプログラムなんだと。やはりきちんとうたっていいんじゃあないかと思うんですけ

れど。プログラムができつつあるんですけれど「試案」ではなくて「プログラムの試みについて」とか。

プログラムはまだできていないと。確かに皆さんのすごい努力で随分変わってきているというのは虐待

に関わっていても、児童相談所に人たちにも一生懸命関わっていただいているし、数年前とはぜんぜん

ちがう。ぜんぜんないとは思わないし、そのあとも一生懸命やってくださっているので、プログラムと

いうのはあると思うんですよ。ただ、それは個人レベルで、各児童相談所でそれぞれのケースについて

一生懸命努力しているので、それを全体的なまとまりにしていくのがこれからなんだろうと思うので、

プログラム自体が落っこちているという意味あいの方がよりわかるし、また次の年度できちんとしたも

のを作っていくことなのかなとおもったんですけれど。 

◇藤井委員 

 多分東京都で再統合という事業にしていると思います。再統合というと、帰さないと、何ケース帰し

たんだというふうになってしまう。帰せる家というのはそんなにないわけなんですね。それほど。たぶ

ん再統合というと誤解を招き易いということがあったりして、もう少しやわらかいことばがいいという

ふうに思われたんじゃあないかなと、そういう感じもします。 

◇徳永委員 

 再統合は人によっていろいろ考え方が違うから危ないことばですよね。私は「再構築」を使っている。 

◇藤井委員 

 リフォームとか修復とか何なんでしょうね。 

◇光元委員 

 「子どもと家庭支援プログラム～子ども虐待を超えて～」とつければ明解かなと。「家族関係支援調

整」はかんべんしてほしい。 

◇小木曽委員 

 コモンセンスペアレンティングなどもインストラクターとなり個人のレベルで業務の中でやってい

らっしゃる方達がかなり増えてきていますし、サインズオブセイフティアプローチなどもワークショッ

プも催されたりしていまして、すごいなという、取り込もうとしている。プログラム化に向けてという

ことは、そこを後押しする、家族の再統合、家族関係支援調整の方向に必要なんだという、やっている

方達がそこをこう確認し、県としても、委員会としても、そういうものを位置づけて、方向性としてあ

るんだということを、応援・バックアップができるような、そういうものにしていけたらなと、お話し

を聞いていて思いました。そこをうまく、プログラムというとプログラムがあるというように見てしま

う方達が多くいるわけで、特に、関係者に向けてても、例えば、これが家族の目に触れたとき、無いの

に何をまたこんなの作りやがってという人も出てくる可能性があるわけで、「プログラムに向けて」あ

るいは「プログラム化に向けて」ということ明記して、今、取り組みはこっちの方でこう始まっていて、

こういうものはこれからの課題だということを少し分けて整理していく中で、じゃあ何をこれからコア

プログラムと書かれた部分でできていない部分を、少し整理をするということで、やはりそちらの方向

に向けて、今度は、こちらの、まあ、来年どうなるか分かりませんが、進んでいくんだというような、

少しこれからそんなふうなことが、修正されるのであれば、タイトルも含めてやっていけたらなと思い

ました。 
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◇事務局 

 「子どもと家庭の支援のために」というのはあまりに対象を広げすぎるような標題になっているので、

虐待なりもう少し対象を絞れるようなタイトルにしたらいいのではないかということをご意見として

いただいたということと、光元委員から具体的な案がでましたので、それを案とさせていただいて、最

終的にまた事務局で練ったものをまたそれぞれの意見をききながら１９日までに標題を決めていきた

いと考えております。来年度またこの中味はつめていく形となりますが、それを先取りをした名称とし

ておくのか、その辺りも含めて考えながら部会までに固めていきたいと思います。 

◇議長 

 今、タイトル等々についての文言は室長の方からお話がありましたが、そんなふうにこれからさせて

いただくということをですね、ご了解賜りたいというふうに思います。じゃ、元に戻しまして内容の方

についてですねまだ時間もございますのでご意見を頂戴したいと思います。 

◇徳永委員 

 すみません。８ページのですね、虐待する者の心理というところ。タイプで分けてるんですけど、西

澤先生のタイプを採られてるんだと思いますが、私も今回本を出しまして私の考えてるタイプと似てい

るところもあるんだけどちょっと違うところもあって、対応がちょっと違うんでまあ一言言っておきた

いと。これじゃ駄目だろうというような対応も書いてありますので、ここら辺はもうちょっと検討して

もらった方がいいんじゃないかなと思うんです。例えばですね、こういう育児不安だったっていうと漠

然としてますし、それから愛情欠如に育児スキルをコーチして肯定的、これなかなか難しいですよね。

さっき藤井先生がおっしゃったようにどうしても駄目な人いるんですよねっていうこのタイプになっ

たりとかしますし、精神障害と依存症を一緒くたにするというのはちょっと如何なものだろうかと。対

応が全く違いますし、いろいろこの辺については、私は文句を言いたいと思ってます。 

◇佐藤委員 

 そうですね。この辺りの精神障害、この辺りの受け方がどういう根拠なのかというのはちょっと分か

らないんですけどね、西澤先生からのを引用してらっしゃるのかということですよね。ただ、例えば最

後の知的障害と多子貧困型を一緒にしちゃっていいのかどうかっていうのはちょっと。 

◇徳永委員 

 これも一緒にしないですよね。私もこれは作ってません。差別するようなあれですから。 

◇佐藤委員 

 これもくっ付いている場合もないわけじゃないんですが、これをこのまま載せちゃうと、これはちょ

っと・・・。 

◇徳永委員 

 ちょっとねえ。 

◇佐藤委員 

はい、問題が大きいんではないでしょうか。 

◇藤井委員 

 これは何の為にこれこういうふうに、理解の心、理解する為に、ああ、そうかそうか。はい、分かり

ました。 

◇議長 

 ここら辺は徳永先生それから佐藤先生からですね、かなり専門的なご指摘もありました。で、これは

是非この場でっていうことも難しいかと思うんで、もう一度事務局で内容についてですね検討していた
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だくということでお願いしたいと思うんですが。どうですか。 

◇事務局 

 あとの方の「虐待する者の心理･行動特徴に基づくタイプ分け」は、これ、もし異論が多いというこ

とならばカットしてしまうということもあるかなと思うんですが。 

◇藤井委員 

 うーん、別にいらない。 

◇佐藤委員 

 整理した方がいい。 

◇徳永委員 

 カットするか、あとは勉強してくださいと書いておけばいいんじゃないですか。これで安易にやると

危険です。これだけ見てマニュアル化しちゃって、児童相談所やらの人が対応すると危険ですから。ま

あ、ここはもうちょっと検討した方がいいと思いますね。 

◇事務局 

「相談への意欲と虐待の認知状況に基づくタイプ分け」これは一つの例としてこれでいいでしょうか。 

◇徳永委員 

 これはよろしいんじゃないですか。 

◇事務局 

 じゃ、後の方のタイプ分けについてはカットするか或いは内容を変えるかちょっと検討させていただ

いて、これは事務局と委員長との間で決めてよろしいでしょうか。 

◇議長 

 それじゃ、今お答えいただいたような形で更に検討するということでご了解いただきます。他にいか

がでしょうか。 

◇徳永委員 

 あの、ちょっと気づいた事を書くというのもここに、マニュアルに書いてあるんですか。 

◇事務局 

 アセスメントの記入法について書いてあります。 

◇光元委員 

 １３ページの世代を超えて連鎖する事を防止する私見というのを文章化していただいてとても個人

的にうれしいですということを言いたい、それだけです。大変だったんではと思います。 

◇議長 

 文言、内容、大丈夫ですか。 

◇光元委員 

 はい。大丈夫です。この表現がまだ、ちょっとその何て言うか、表現の仕方がデコボコがあって、そ

こがすごくいいです。滑らかになるとリアリティが無くなりますのでね、こういうのが好きです。 

◇議長 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

◇小木曽委員 

 ３１ページ。さっきのところに戻るんですけども、この要するに今回の新たに指摘された「子どもと

家庭の支援のために」という今の段階でのプログラム試案というところで、やはり先程からのご指摘が

あるように、実際にはその現場で試行されていてある程度それが、現場の、何ていうんですかね、スキ
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ルになってきているというふうなものと、今後こういうものを取り入れていく方向に今あるという、ま

あ確かに先程の全体のカラー刷りのやつの中になんか実施中、試行中とかって書けないと思うんで、こ

こでちょっとそこは先程なんか光元先生の言い方で言えばメニューがあるのに実際そこに書いてある

ものが出せないということは、やっぱり非常に利用者の側に立ってないんじゃないかというのはごもっ

ともな話しで、実際現場でもこんなの使ってないのにこんなの書いてあったってどうやってやるんだよ

って話しになっちゃうんで、両方に看板に偽りありになっちゃうから、実質的にここはもうかなり現場

でやってますよと、そういうものに取り組んで実施しているところもあるということと、これはこうい

ったものを今後スキルとして検討して行きたいというふうなとこを分けて書かれた方が、やっとタイト

ルとですね中身が少し例えば一致しているのではないかなと、ちょっとその辺を感じました。 

◇佐藤委員 

 すみません。細かい事で。すごく綺麗に流れが出来てるんですけど、この一番下の黒いところで永続

的・恒久的な人間関係が保障できる環境整備ってありますよね。あそこのところで（養子縁組・里親等

生物学的家族（バイオロジカルファミリー）以外のパーマネンシーの保障）ってありますよね。これ、

なんだろう、ちょっと、環境整備の保障ってしたいんですか。永続的・恒久的な人間関係が保障できる

環境整備っていうのはひとつですよね。一段ですよね。で、その下のカッコの保障なので、養子縁組・

里親等での保障ですよね。パーマネンシーの以外の。だから、このカッコいらないんですよね。それと、

赤ペン先生やってるみたいであれですけど、これ出回るから。養子縁組、どうしてもバイオロジカルフ

ァミリー入れたいんだったら、養子縁組・里親等でカンマ付けて生物学的家族（バイオロジカルファミ

リー）で、ちゃんと。なんかちょっとこれ見難いですよね、何て言ってるのか。 

◇光元委員 

 この生物学的家族っていう言葉は違う。 

◇徳永委員 

 日本はほとんど使わない。 

◇光元委員 

 いらないんじゃ。 

◇佐藤委員 

 使わないでいいんじゃない。使わないで、必ずしも父親がＤＮＡ的に生物学的かどうか、母親はわか

りますけど。まあそれは別として。 

◇事務局 

 生みの親。 

◇藤井委員 

 生みの親とかね。日本語で言うと生みの親。 

◇佐藤委員 

 そうそう、そうなんだけど、すごくこれ、なんだろうなと。 

◇藤井委員 

 血縁によらない、養子縁組・里親でいいんじゃない。 

◇佐藤委員 

 里親とか養子縁組とか、問題ではパーマネンシーの状況としてということを言いたいんだと思うんだ

けど。 
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◇事務局 

ここは杉山先生の言葉をそのまま使ったんだと思います。 

◇佐藤委員 

 ああ、そうですか。ちょっと、これね、違う。違うでしょう、これ。 

◇議長 

 あの、ちっちゃくて見えないって気がしませんでしたか。 

◇佐藤委員 

 一所懸命見ました、ここは。なんだろうなと。ここをわかりやすく。 

◇議長 

 ご指摘の点、ひとつここのところは、改善をしていただいて。他には、いかがでしょうか。 

◇藤井委員 

 あの、感想なんですけどね。この間まあグループがあって、３月から帰りますと、帰ることになりま

したっていう。もうどんどん不安になってるんです親が。その子がはっきり言うんですね。その子がい

ないことで家族が成り立っちゃってる、数年、３年、４年。そこに例えば月に１回２回帰って来る。正

月に１月帰って来ただけでへとへとになっちゃったとかね、いろんな問題、ものすごく不安になってる

んですね。うれしいんだけども不安で不安でたまらない。その不安をどこも聞いてくれない。話せる場

所がないっていうようなことがあったんですね。だから、帰してほしい、帰すんだからいいだろうじゃ

済まない。本当にいったん引きあげた後の、帰すってものすごい大変なことなんだなと。その親をやっ

ぱりきちっとサポートしていかないと、不安が不安を呼んで、また「やっぱり私は駄目だわ」っていう

ふうになりかねない。その不安を、なんていうかな、出来るだけ、聞くだけでもいいと思うんですけれ

ども。それが、本当に、何人かの親御さんから不安でたまらないと。 

◇徳永委員 

 そういうシステムはないの。 

◇藤井委員 

 ないんですよ。ないんですよね。それから、でも親も聞いて欲しいっていうことで療育センターとか

子どもなんとかセンターに行ったら、子どもが施設に居る間は相談に乗れませんって言われたとかね。

なんか、ちょっとそれは違うだろうとか思うんですが。そういう子はやっぱりネットワークがきちっと

本当に出来てることってものすごく大事で、あるお母さん、安定している人はもうあっちこっちに相談

の人脈を作ってるんですね。ＡＤＨＤのお母さんだから、すごく行動力あるからワーッと作っちゃうん

でしょうけど。その人はすごく楽になりましたって言ってるんですけど、そういうことが、決して引き

取れてうれしいだろうじゃ済まないっていうことを、この辺でね、もうきちっと考えていかなきゃいけ

ないんだろうなと思って、まあ、感想ですけど。 

◇徳永委員 

 だから、子どもが家に帰って来ると、やっぱり今度は地域になりますよね。そうすると、地域、引き

取った後の私の相談者が欲しいと、私のケースはね。そう言うから、じゃあ地区の保健師さんに紹介す

るわねっていうふうには言ってるんですけど、一番いいのはね。だけど、そういうふうにね、その意識

があるかどうかですよね。特にあの保健所とか。市町村の人がメンタルな対応が出来ればいいですけど、

なかなか市町村は仕事がいっぱいあってね、そんなに個別に丁寧にっていうのは。それだけでも、子ど

もを保護して一緒に動くだけでもすごく一所懸命やってくれてるのに、子どもが帰って来てからのフォ

ローなんて市町村の人にはなかなか厳しいだろうなとは思うんですけど。そういった時の受け皿ってい
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うのを、やっぱり千葉県は無い。まあ、どこも無いですけど。 

◇藤井委員 

 まあ、児童相談所がやるしかない。 

◇徳永委員 

 児童相談所がやるしかない。児相の人も可哀相ですよね。 

◇藤井委員 

 それにしても、忙しいのに可哀相ですよね。もう本当に可哀相ですよ。本当に。 

◇徳永委員 

 そりゃあまあ、忙しく飛び回ってるからね。お母さんのどうしよう、どうしよう、子育てどうしよう

っていうところはね、児相の役割でもうなくなってきてるんですよね。子どもとどう関わるかっていう

ことだから。 

◇藤井委員 

 またそれを言えないんですよ。福祉司さんには言えないんですよ、不安だって。じゃあ引き取らない

で、じゃあ帰さない方がいいかって言われちゃいそうで、福祉司さんには言えないんですよね。 

◇徳永委員 

 そう。言えない、そんなこと。それはもうね、地域の他の職種がやんなきゃいけない。 

◇藤井委員 

 やんなきゃいけないんだと思うんですけどね。 

◇徳永委員 

 やんなきゃいけないけど、そのね意識が無い、はっきり言って千葉県は。千葉県の保健所の人達って

いうのはね。はっきり分かりましたから、そこをね、意識改革をしてください、県として。 

◇藤井委員 

 すいません。なんかちょっとこれには関係ない。 

◇徳永委員 

 出たついでに言いたいこと言って帰りましょう。 

◇藤井委員 

 でも最終的にはやっぱりね、親のケアはもう絶対必要だっていうところなんですけども、はい。ごめ

んなさい。なんか横道にそれさせたみたいで。 

◇議長 

 貴重なご意見として。 

◇事務局 

 来年度事業の計画の中にも市町村レベルで親指導をしていくという人を育てる研修っていいますか、

そこでそういうことを指摘していこうかなと考えているんですけども。 

◇徳永委員 

 そうですか。 

◇藤井委員 

 指導っていう考え方をやめてください。親指導。 

 

◇徳永委員 

 考え方からしてまずいわよ。指導じゃ駄目ですよ。 
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◇藤井委員 

 駄目ですよ。絶対に駄目です。 

◇徳永委員 

 支援。 

◇藤井委員 

 ごめんなさい。逸れてすいません。 

◇議長 

 いえいえ。笑いも最後出ましたんで。あの、もうちょっと時間もございます。あのご意見もう少した

まわりたいと思いますが。 

◇小木曽委員 

 保健の方は私ちょっとわからないんですけど、先週お世話になりました立場で東京都の方に聞き取り

に行くことがありまして。それは、実は虐待と考えると、非行の対応が非常に今児童相談所も大変だし、

特に要保護の協議会のほうに降りて対応可能なのかということで、ちょっとその調査でずっと周ってた

んですけど。東京都から自立支援のサポート事業というのが去年から予算が付いて、主任児童委員さん

をかなりそこに巻き込んでいくということで予算付いた。先生方もご存知なんですが、東京都の児童セ

ンターと３つくらいかな、今やってないんですけど、かなり大変なんですけど、担当の福祉司さんと地

域の主任児童委員さんが帰る、戻すよという時に行事とか親の面会に必ず同席していただくという、ま

あなかなか全部は難しいんですけど、半年前からそれをやって、一応、何ケースかな、帰してるんです

ね。帰してるっていうか帰ってるんですけど。その結果についてまだ出て来てないんですけど、そうい

うのを虐待の中で、今現状で新しい社会資源なかなか獲得するの難しいと思うので、結局その主任児童

委員さんクラスでそういう研修と実際の、あまり使いたくないけどプログラムというふうな形で千葉県

の中でも、まあ非行の方もそうなんですけど、検討出来ないかなあなんていうこと思って、ちょっとや

ってらっしゃる児童福祉司さんから是非そういうようなことも提言してみたらと話しがあったんで、こ

れもひとつの可能性として、主任児童委員さんとか民生児童委員さん、どんどんどんどん役割が大事で

すよ、法律変わりますよと言っても、どこでなにしたらいいのっていうのも多々あるような気がするの

で、そういうのもきちっと明確にしてあげると動いてくださる方も随分、まあそうじゃない方もいらっ

しゃるかもしれませんが、プログラムがあればね、やっていただけるかなあなんていうの思いながら、

まだまだいろんなハードルがあるかもしれませんけど、福祉的なサポートとしてなんかその辺やっぱり

今後、虐待の家族再統合なりというようなところでも生かせるかなあと、ちょっとイメージとしてね思

って帰って来たんで、またそれが。 

◇徳永委員 

 まあ、あれですよね。こういう家族再統合のケースというのは、まあいろいろありますよね。これが

あんまり身近な人だとやっぱりちょっとね、プライバシーの問題もあるからやっぱり主任児童委員さん

は主任児童委員さんの役割と限界があるから、なんでもかんでもね、地域にいるからお願いすればいい

ってものでもないと思いますけどね。 

◇小木曽委員 

 必ず児童福祉司さんとペアでということが条件になってて、何ケースだったかなあ、まだ７～８ケー

スしかやってないって言ってましたけど。でも一応なんかそういうことも今後、ただ非行の場合ですよ

ねこれ、特に。まあ、虐待の方でもなんかその辺糸口があるのかな、なんて思ってちょっと、まあ、東

京都はさすがにその辺のところすすんでいるなあって思ったんですけど。 



 

 - 19 -

◇藤井委員 

 これ千葉県の実態はわからないですけど、まだまだ民生委員さんって名誉職的なところがあって、私

が昔いる頃は絶対協力したくない、かえってマイナスになるって人が多かったですよね。で、やっぱり

すばらしい民生委員さんとはやっぱりいい仕事が出来たんだけれども。だからすごくその辺がね、やっ

ぱりね、人の問題なんです、よねって言いたくなっちゃうんだけど。千葉は民生委員に対する意識がど

のくらいになってるのか、どういう人を委嘱しているのかちょっとよくわかりませんけどね。やはり民

生委員がどういう、ひとりひとりみていかないと、この人とはやれる、この人とはちょっと勘弁みたい

な。それも転勤みたいなものがコロコロコロコロあったら、そういう人間関係も作れないんですよね。

本当に体制の問題というのはものすごく大きいといろいろな意味で大きいと思っているんです。やっぱ

り虐待したっていうふうに見られちゃう負い目はすごくありますよね、地域に対して。だから、なかな

かその辺も難しいかなと、実際的には、思いますね。 

◇小木曽委員 

それも結局、親と本人が施設出た後のことを頼むと、必ず同意がなければプログラムを外すというこ

とで、ただ、今までは、あまりにもそういうものが無かったので、親御さんも施設に居る間につながり

がついた段階で、ぜひ、戻ったあとお願いしますよということであればやっているみたいです。 

◇徳永委員 

 非行の場合ならね。自分を守るということもあれですけれどもね。 

◇藤井委員 

本当に受け皿づくりが。 

◇徳永委員 

 受け皿がなくてもあまり困っていない地域もあるんですよね。虐待なんか少ないですっていう。発見

するっていうのができていないから困らない。いっぱいフォローしていって、いやこれは大変だわって

ことになるとグループっていう頭になるんですけど。何か２人ぐらい保健所で虐待ケースが出たらとっ

ても大変で仕事が回らないって言われたんで、それだったら給料を返してほしいと、私は思ったんです。

２人で大変だって言っているようじゃあね。もう少しこう考えて仕事をしてもらえるようにならないと

受け皿づくりの段階じゃあないですよね。 

◇佐藤委員 

 前回の試案前試用のアンケートをやっていただく時に、告知をしていたかどうかを併せてやっていた

だいて、本当にありがとうございました。 

◇議長 

 今後の検討のことなんですけれども、本日のように報告をしご意見を伺うというような手続きは踏ん

でまいりますが、報告をまとめるに際して、委員長それから事務局に一任をさせていただいてとりまと

めていくという方向でまいりたいと思いますけれども、よろしうございますでしょうか。 

◇各委員 

 よろしくお願いします。 

◇議長 

 ありがとうございます。それではそういう方向でまいりたいと思います。それではその他の議題につ

いて事務局の方からお願いします。 

◇事務局 

 本年度はそのような形で３月１９日の部会に向けてとりまとめをすすめさせていただきます。 
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来年度はこのプログラムをもう少し具体的に試行して、その成果を踏まえ具体的な留意事項やノウハ

ウ等を加えるとともに、市町村や児童相談所で既に実践しているコアプログラム、たとえばＣＳＰなど

の取り組みも反映し成案として完成させます。 

試行に際して、具体的な手法を集中的に検討し、また、実際の個別ケースを扱っていくためのワーキ

ンググループを委員会の中につくりたいと考えております。 

資料３の家族再生支援事業について（案）の４．位置づけの図をご覧ください。この事業の実施にあ

たっての細かな点、目的、対象者・対象ケースの選定法、実施方法の検討、等について、委員会の中に

委員３～４名で構成するワーキンググループを作成し、検討を重ねたいので、ワーキンググループ設置

について承認願いたいと思います。また、設置に承認いただけましたら、このワーキンググループでは

個別の事例も扱っていくこととなるため、ワーキンググループは非公開とさせていただいてよろしいか、

併せて、承認いただければと思います。ここでの検討を委員会に挙げていく構造をとらせていただきた

いと存じます。よろしくお願いいたします。 

◇議長 

 ワーキンググループの立ち上げについて、また、ワーキンググループの作業中というか検討している

中では非公開にするという２点について、ご承認をいただきたいと存じます。 

◇各委員 

 （承認） 

◇議長 

 ワーキンググループのグループ長については私の方から恐縮ですが指名という形で副委員長の小木

曽委員にお願いしたいと思います。ご賛同いただきたいと思います。 

◇各委員 

 （よろしくおねがいします。） 

◇議長 

 ありがとうございます。では、先生ひとつよろしくお願いいたします。 

◇小木曽委員（グループ長） 

 今後、実際、試行を始めるということで、始めは１か所なんですが、また、全体の集約を含めて、現

場もいろいろ大変だと思いますが、ご協力をということで、この場でお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

◇議長 

 今日は中央の所長さんはお見えになっていませんが、連絡協議会の会長さんですから、よろしくご協

力いただけるようお願いしたいと思います。それから、グループ長は小木曽委員にお願いをしましたが、

あと、何人かの委員に入っていただくということでお願いをいたしたいわけでありますが、これは小木

曽グループ長にご一任ということでご指名いただいて編成をするというふうにしたいと思うのですが、

よろしいでしょうか。 

◇各委員 

 （承認） 

◇議長 

それでは、そういうことでよろしくお願いします。その他のスケジュール等について、事務局からお

願いします。 
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◇事務局 

 スケジュールについて、資料の４をご覧ください。本日、委員長、事務局に一任とさせていただいた

試案を３月１９日の社会的養護検討部会に報告させていただきます。来年度はワーキンググループを開

催し、随時、全体の委員会を開催し検討していただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

◇議長 

 ありがとうございました。なお、部会への出席についてお願いしたいと思うのですが、３月１９日に

社会的養護検討部会があり、この委員会の報告をすることを申し上げましたが、実は委員長の私は当日

所用があり出席できないので、代わりに小木曽副委員長にご報告をしていただきたいということで、よ

ろしくひとつお願いしたいと思います。なお、委員の先生方にも、ご都合がつけば、私が出られないの

にそのようなことを勧めるのは心苦しいのですが、出ていただけると大変ありがたいということでお願

い申し上げます。 

それでは、これで第６回委員会を終了とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 


