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第７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２０年２月２６日（火）  午後６時～ 

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 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） 家族関係支援の手引き（案）の取りまとめについて 

              （２） 平成 20 年度家族関係支援事業について 

              （３） その他 

       ３．閉 会 

≪配布資料≫ 

資料１   家族関係支援の手引き（案） 

 資料２   家族関係支援事業（平成２０年度事業の案） 

参考資料  児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン（厚生労働省） 

 

◇司会 

ただいまから、第７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、委員の皆様、大変お忙しい中、また、夜間にお集まりいただきましてありがとうございます。 

本日の会議には、光元委員が多少到着が遅れるとのご連絡を受けております。また、澁谷委員には所

用により欠席とのご連絡を受けております。ご了承の方、お願いいたします。 

また、本日は傍聴希望の方、報道機関の取材はありませんので、すぐさま議事に入らさせていただき

ます。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。以下、

よろしくお願いいたします。 

◇議長 

 こんばんは。議長を務めさせていただきます土川です。委員会も大詰めを迎えております。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） 

◇議長 

まず、議題（１）家族関係支援の手引き（案）の取りまとめについてワーキンググループ委員が取り

まとめにご尽力いただきました。ワーキンググループを代表して、ワーキンググループ長の小木曽委員

から「家族関係支援の手引き」についてご報告をいただきたいと存じます。よろしくどうぞ。 
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◇小木曽委員５：１８～ 

それでは、私の方で簡単にご報告させていただきます。この家族関係支援の手引きの裏、８８～８９

ページのところにワーキンググループと指名を受けました。私がまとめ役をさせていただきました。徳

永委員、藤井委員、光元委員の４名で策定に当たって参りました。それから日程の方を見ていただくと

お分かりだと思いますが、平成１９年３月１９日に社会的養護検討部会で先程ありました試案の方をお

示しさせていただいて、１９年度に関しては実際の事例を、ライブスーパービジョンという形で、現状

で児童相談所が取り組んでいるケースを我々がスーパーバイズしながら、そこから抽出できるものをま

とめあげるという手法を取らせていただきました。都合１０回、毎月１回、市川児童相談所の方をお借

りしてそういった検討を重ねてまいりました。その結果から見えてきたものを今回まとめあげました。

当初のこちら側の目論見と多少実際にまとめていく中で変わってきた部分もありますので、その辺も含

めてご報告させていただきたいと思います。 

一番大きな柱とさせていただいたものが、まず当初の考えと言いますか方向では、家族再統合に関し

て親子分離した子ども、特に施設に直に入っていた子ども達というふうな施設措置された子どもと、そ

れから児童相談所が在宅支援という形での支援を必要な子どもと、２つの流れの中で見ていったんです

が、必ずしも親と離れていて生活していったとしても親子関係が構築できない訳ではないと。やはり帰

せない子ども達も現実にいる訳で、そういう子ども達にきちんと家族のモデルを構築してもらって、そ

ういう子達が自立していく中できちんと社会生活が営めるような、そういったものをきちっとこの中に

入れ込んでいく必要があるのではないかという議論。それから逆に言えば「こういう状況では帰せない

ぞ」というところで施設も含めて児童相談所の方も協力していただいて本当に帰せる環境をもっとアク

ティブに働きかけていってもらうと、そういうふうなものとしての指針というものがやはりここに盛り

込まれないと、ただ「こういう状況があれば帰せますよ」というマニュアルを作るものではないという

ことがだんだん分かってまいりまして、かなり突っ込んだポイントを示させていただきました。もしく

はお読みいただくと相当現場に関しては「こういうところまで取り組めるんだろうか」と躊躇されるよ

うなものもあるかと思いますが、逆に言えばそういった目標を掲げることで子ども達が本当に自立に向

けて家族モデルをきちんと作ってもらえるような方向を、今後、この指針に基づいて一致協力してやっ

ていただきたいという思いを込めさせていただいて、ここにも出させていただいています。従って、か

なりその辺では具体的且つアクティブなものになっているということはご承知おきいただきたいと思

っています。 

もうひとつ視点として示させていただいたのは、児童虐待の初期介入支援に関してです。まず子ども

の命を無くさない、これは県の方も含めて死亡事例検証を含めたところでの取り組みとして、まず前提

としてここがある。それから児童相談所の初期対応のところで、やはり家族再統合っていうことも大事

なんですが、まずはそこの視点を外さずに、それから一番この再統合のところで問題になりますが、切

れ目のない支援という、副題にもさせていただいてますけども、児童相談所から家庭、児童相談所から

施設、施設からまた地域と、そこの切れ目の部分でどうも抜け落ちてしまう。もしかすると抜け落とさ

れてしまう。往々にしてそんなことが多く起こってしまっている現状をまずそれぞれの立場にいる方達

が気付いていただくということ。それから気付いていただくだけでなくて、そこをどうやって切れ目な

く繋いでいったらいいのかということも含めてそれぞれの局面で検討していただくということ。それか

ら世代間連鎖の問題ですね、虐待を受けた方々がまた再び虐待を起こしてしまうという状況。それから

ケースに関してもやっぱり二世代に渡ってそういった現状が多く散見されるというところでの問題は
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どういうふうに取り組んでいったらいいのかという大きな課題がそこに浮かび上がってきたと思いま

す。それがまず視点だということでご理解いただきたいと思います。 

実際にその後、そういった問題を浮き彫りにしたのはいいんだけども、現状の中で、例えば市町村も

含めて、施設も里親さんもそうですが、そういった支援をする想定できるところが、そういったものを

実際に見て、ポイント、それから支援に対してどういった具体的な支援が可能なのかというところを、

我々の方がこういったものをお示しする中で活用していただかなければいけないので、そういった活用

のポイントも含めて、まず分かりやすいというものを加味しながら作り上げていったという経過でござ

います。 

実際に作らせていただいたものを構成的なものも含めましてご説明させていただきたいと思います。 

まず資料１の『家族関係の手引き』を繰っていきたいと思います。まず６ページをお開けいただきた

いと思います。大きな流れというものが大切だということで、視覚的にその流れを２つの視点で、先程

私お話ししましたように、施設入所・里親委託とそれから在宅支援の場合の流れというものがこういう

流れで取り組まれていくべきだと。そこで一番大切なのは支援プランの、特に今、自立支援計画という

ものが立てられておりますが、その策定に関してのポイントですね。それを後で具体的にどういったポ

イントがあって、それをどういうふうに組み立てていったらいいかということを、その括弧の中にあり

ますが、いくつか整理をさせていただきまして、具体的にいくつかのタイプ分けをしております。例え

ば施設入所に関しても、実際には支援というものは完全に家族の方が受け入れているか受け入れていな

いか、本人の同意もありますけども、支援を受ける、そういったそれぞれの状況を把握した上で支援プ

ランを立てていただくということと、それから、実際には在宅支援の中でも支援を受ける気は無いと、

受ける気が実際に態勢として整ってないというような状況も想定できますので、そういった場合には、

どういった関わり方がまず児童相談所も含めて必要であるかというところも具体的に示させていただ

いています。やはり一番大事なのは、その最後に書かれていますが、アフターケア・フォローアップの

ところでの支援、自立支援の統合ということが目指すところで、本当に入口から出口まで切れ目の無い

支援として家族関係支援というものはあるんだということで作らさせていただいてます。 

支援を立てる上での留意点を含めまして７ページから、家族関係支援の流れという私がお話をしまし

たところの視点と、それからまずはプランを立てる必要がある。これはもう当然なのですけども、見立

てとかアセスメントというものが今挙げられてますが、往々にしてアセスメントというものは非常にリ

スクの部分だけをあげつらってしまって、なかなか具体的な家族に対しての支援に対する強さとか強み

とか、それからどういう状況だっていうことを総合的になかなか見立てることが難しいという状況があ

りますので、その辺のことも含めて具体的にそういう局面に合わせて色々と解説をさせていただいてま

す。それから８ページ、９ページ、それぞれの施設入所の場合であるとか、在宅支援の局面であるとか、

その辺も細かく文章化させていただいております。 

先程私がお話ししました、１０ページのところにありますように一番大切なのはパーマネンシープラ

ンニングというふうに言われていますけれども、永続的・恒久的な、子どもが大人に成長していく段階

での人間関係の形成ですね、そういったものをどう保障していくのかというところを一番大前提に据え

て検討させていただくというふうになっております。 

それから、見立ての段階で一番大切なのは、特に保護者に対しての見立てというところで、「保護者

タイプによる理解の試み」というところで１１ページからそれを示させていただいておりますが、今回

徳永委員が実践の方からおまとめいただいたものをここに載せさせていただきながら、実際のそういっ
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たケース見立てに関しても今回事例をいくつか扱いましたけれども、その時もこのタイプ分けというも

のも使わせていただきながらまず見立ての段階できちんとそういう親、家族の状況を把握するというこ

とでこれを入れさせていただいたということになりました。 

それからあとは１７ページ、直面化の問題であるとか、この直面化に関してはこれを作るに先立ちま

して、特に現場の方ということで富浦学園、中央児童相談所の方をお借りして各実践で実際のケースに

当たっていらっしゃる職員の方達にその直面化に関しての聞き取りをさせていただいたものを改めて

また精査をして盛り込みをさせていただいております。 

スティグマの刺激であるとか、いつその直面化に関しての告知を行うかとかというふうな非常に難し

い問題もございますが、そういった点に関しても我々の方でその留意点に関してアドバイスというよう

な形でそこにポイントを入れさせていただいているということです。 

あとはいくつかございますが、それぞれのその局面に関しての大切なポイント、これも実際にケース

を抽出した中で明記したものですので、色々なものを引用してということではなくて実際に直にそうい

ったケースカンファレンスをする中で大切なものと思えるものをここに抜き出してございます。 

それからアセスメントシートのこともそうなんですが、実際にそのアセスメントシートをどう付けて

いったらいいのかというところも具体的に２４ページから記載しています。特に２７ページのアセスメ

ントシート、これは厚労省のチェックリストなども参考に改めて作成をさせていただいています。実際

にケースに当てはめる中での親子関係、それからパートナーの関係ですね、特に背景的にＤＶの問題が

かなり見えてくるということで、そういった項目も含めて改めて作らせてもらったものです。もうちょ

っと特徴というようなことで言いますと、非常にリスクアセスメントが、否定的な項目というものがど

うも往々にして出てしまうのですが、今回のシートに関しては肯定的な質問にして「はい」「ややはい」

とか、左の方が良い状況だという形で付けられるようなものにしています。後でまたご説明をさせてい

ただきますけども、他のリスクアセスメントシートのマニュアルにありますリスクアセスメントシート

との整合性というものを書かれるような作りにしているというのが特徴でございます。それから２８ペ

ージにこの使用に関しての説明であるとか、先程私お話ししました親のそれぞれのタイプ別に関しての

説明をそこに改めて加えさせていただいて、それに基づいてそのチェックをこちらのシートの方に書き

込んでもらうようにしてあります。具体的な記入方法としては、そこに細かく記入の方法を示させてい

ただいておりますし、先程私お話ししました相談態勢を受け入れる時の状況に関して改めて戻っていた

だいて、それぞれのページのところですね、タイプ別のチェックはしやすいようにということで解説を

させていただいてあります。 

それから３０～３１ページです。ジェノグラムに関しても解説をさせていただいておりますし、それ

と先程私お話ししました３２ページからはそれぞれの項目に関しての解説で、どういう状況だったら

「いいえ」、どういう状況だったら「はい」なのかということも含めて細かく解説をしてあります。そ

れと先程私お話ししました、小さい字になっておりますが、シートのところに例えば１の項目のところ

に小さく下に「１９意志気持ち」と書いてありますが、これは何かと言いますとリスクアセスメントの

項目１９に対応しているということで、それぞれのリスクアセスメントに対応した項目をそこに加えて

います。そこの整合性を合わせるのに使っていただくということでこういったものも書き込みがありま

す。またそこに戻っていただいて回答に関してのチェックを加えていただくというふうな流れになって

おります。実際にこれは試行していただいて、現場の方でも「これは使いやすい」とか「使いづらい」

とかいうご意見をあらかじめ聞いた上での改正を含めて、改めてなんとか作り変えているというものが
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最終的には完成版としてできあがっております。１８まで項目で、４２ページのところで評価後の協議

についてどういうふうに行っていったらいいかとかですね。それからそこの個別支援会議のところです

ね、そのシートに関しての書き込みであるとかも参考にさせていただいております。これがそれぞれの

アセスメント、それからアセスメントシート記入のフローチャートと解説という形でまとめをさせてい

ただいております。 

具体的にその次のスキルの部分なんですけれども、４３ページ４５ページ、いくつか載っております

けど、これは全てそれが良いということではないんですが、ひとつのスキルとして示させていただいた

のは今の児童相談所の方でも全国どこでもそういう取り組みが始まっているんですが、ひとつの手法と

してのサインズオブセイフティアプローチですね、SoSA のアセスメントアンドプランニングの方法をや

るとか、その記入の用紙を４６ページの方にも載っておりますけども実際こういったものの活用である

とか、応援ミーティングと言います実際の当事者がそこの会議に出席していただいて「そういう人達が

応援してるんですよ」という形でのセッション、これも実際千葉の方で行われているとお聞きしてます

ので是非そういったものも活用していただきたいということで資料として付け加えさせていただいて

ます。 

その後、４９ページは支援の段階での家族に対してのそれぞれの考え方といったものもありますし、

その後５２ページ以降は家族支援の中のもうひとつ大事なことが在宅の場合に非常にこれは活用が可

能であるなと思いますが、ペアレントトレーニング、色んな方式がありますけれどもそのペアレントト

レーニングのプログラムを併用させていただいておりますので、是非特に在宅の支援に関しては有効な

スキルとしても活用していただきたい。実際にかなり色々使われていると思いますが、より一層家族支

援に関してはこういったものを取り入れていただきたいということでそこに載せさせていただいてあ

ります。 

それから５９ページ以降が実際に具体的に保護者のカウンセリング、そういった家族関係の問題の歪

みであるとかそういったものの発生要因というものを臨床心理的な立場、特にこれは光元先生が、これ

に関しては先程前段でお話ししましたが、虐待の連鎖をどういうふうに次世代に引き継がれないように

食い止めるか、もしくはそういったものをきちんとフォローしていくかというところでの考え方と言い

ますか、そういった支援の視点というものが６７ページまで参考資料として掲載させていただいており

ます。 

それから具体的なツールいくつかまだ沢山あると思いますが、６８ページ以降、特に千葉県の場合は

まだ親支援というものが充分に色んなところで活動がまだまだなされていない、特に東京での実施状況

等を含めますと、そういったものがもっともっと必要じゃないかということで、それぞれの親支援、そ

れから母親支援グループの紹介、そういったものも今後家族関係支援の視点の一番重要な、予防という

部分での大切なものとして今後も取り組まれていってほしいということで掲載させていただいており

ます。あと７１ページ以降も親支援の今お話ししました具体的な効用に関しても解説をさせていただい

て、それから７３ページ、これは一番大切なところでもありますが、「子どもケアプログラム」、これに

関しては土川委員長いらっしゃいますが、児童養護施設含めて色々と大変なご苦労されているところも

あると思いますけれども、今後そういった子ども達との関係性を再構築していく上でその施設の方との

連携を図って、色んな面での先程私お話ししました家族モデル、それからなかなか家庭に帰れない子ど

も達に対しても自立が図れるように、それぞれの連携だけじゃなくて我々もそういったところでの切れ

目の無い支援として是非改めて実際の中で取り組んでいっていただきたいという思いを込めて、そうい
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ったものも加えさせていただいていますし、親子関係の交流のあり方についてそれも７９ページ、具体

的に面会の問題も含めて改めて書かさせていただいています。 

後は最終的な目標とするのが８２ページの「永続的・恒久的な人間関係が保障できる環境の整備」と

いうことで、先程も私お話ししましたように家庭環境が非常に機能不全に陥っている状況で児童相談所

が関わり在宅で支援できればいいんですが、施設の方にお願いをするというケースも多くある訳で、で

もそういう子ども達が、繰り返しになりますが、前提として社会人として自立というところでの視点で

それをどう保障していくかということを改めて最後のまとめとして書かさせていただいて、後は支援者

間のネットワークを、このプログラムによって子どもを視点とした連携のあり方というようなことを書

いています。これからこのプログラムを活用するというところで大切な、これからの課題があるのかな

ということを改めて感じさせていただいております。 

雑駁で、私の方でまとまらず舌足らずなところにはまたご質問とか、それから委員の先生方から補足

をいただいて、私の方の報告書に代えさせていただきます。本当にありがとうございます。 

◇議長 

ありがとうございました。只今、小木曽委員から取りまとめにあたってまとめられたお話をいただい

た訳でございます。只今の報告に対して付け加えていただくようなことがあればお願いしたいと思いま

すが、いかがでございますか。よろしいですか。それでは只今の報告につきまして委員の皆様からご意

見を頂戴したいと思いますので、よろしくどうぞ発言をいただきたいと思います。 

◇佐藤委員 

非常に大変な力作で、じっくり読まさせていただきました。具体的で役に立つような内容なんじゃな

いかなと思います。全体の流れとしてはとても分かりやすいと思います。ただ、やっぱり言葉や何かで

すごく硬い感じだったり、何かお役所言葉かなぁみたいな感じのこととかいくつか気になったのがあっ

たので、その辺チェックしてみました。どうしましょう、言葉ひとつひとつはちょっとどうかなと思う

んで、一応入れてみたので後で事務局の方が目を通して頂ければと思います。 

あとですね、親御さんのタイプ分けのところで、１４ページからのところなんですけれども、いくつ

か気になったところがあったものですから。ひとつはですね、１５ページの「抑うつタイプ」のところ

で特徴とメカニズムで４行目ぐらいからなんですけれども、「過去に自律神経失調症、うつ病、摂食障

害などの思春期のトラブルを抱えていたり」っていうことなんですが、例えばここは「以前に自律神経

失調症、うつ病、摂食障害などになっていたり」っていうような書き方でいいんじゃないか、摂食障害

は必ずしも思春期だけじゃなくてどっちかって言うと青年期でそのままお母さんになっちゃうって方

もかなりいますので、その辺のところがありました。 

あとですね、⑤の「易怒タイプ」っていうんですかね、怒りっぽいタイプのところで「機能不全の家

族」っていうところで説明が括弧書きでそのまま入っちゃってるんですけれども、これは下に引用みた

いな形で、もしこれが福祉司さんとかが対象であるとすればある程度勉強なさってる方だと思いますし、

それでも具体的な内容が書いてあった方が確かに分かりやすいので、その辺は別枠下の方に引用みたい

な形で付けてもらった方が良いのかなと思いました。それと同じくですね、例えば次のページの「原家

族」っていうところが７行目のところにあるんですが、原家族も当然分かるかとは思うんですが、説明

を枠外にしてもらった方が良いのかなっていうのと、あと「共依存」のところで「何の裏づけもないの

に自分の助けが必要だと思い込んでしまう人」って言うよりはもうちょっと具体的な、大事な概念だと

思うので、もうちょっと詳しくこの辺は下に入れてってもらった方が良いんじゃないかなと思いました。 
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それから、あと１８ページのところでは「スティグマの刺激」っていうところで、例えば虐待ってい

う言葉そのものがスティグマであるっていうことで、印象を与えるっていうところの次の段のところの、

「虐待は特別な家庭に起こるのではなく、普通の家庭に起こる」って本当に言いきれるのかどうかちょ

っと疑問があって、「特別な親がするのではなく」とか家庭ではなく親単位で考えた方が良いのかなぁ

って思いましたね。それから「いつ伝えるか」の上のところなんですけれども、「それでもなおかつ保

護者の態度が変わらず、虐待行為が継続したりエスカレートしたり」っていうこととか、「保護者が自

分で子育てしない方がいいというところに落としていくのも致し方ないでしょう」っていうのも何か

「伝えていくのも必要でしょう」みたいな言葉なのかなぁと思いました。 

あと後半の方になるんですが、光元先生の思いが非常に伝わるんですけれども、あまりにちょっと過

激じゃないかなと思ったんですが、６５ページの「連鎖を断ち切る３つの手立て」っていうところで「３

つの手立てが考えられます」でいきなり「子どもを産まない」「自殺する」「治療を受ける」っていう３

つの分け方は、対象があれなんですけど、これはどこか色々必ずしも内部資料っていうだけじゃなく虐

待する親御さんも読む可能性もある訳ですよね、そうした時にいきなりこの３つの過激な言葉っていう

のはどうなのかなっていうことで、思いはすごく伝わるんですけど、もともと前の方で、連鎖っていう

のは必ずしも起こる訳ではないと、三割ぐらいは一生懸命で実際に良い親になってるっていう言及もあ

ったかと思うので、ちょっとこのショッキングな、ショック療法だとはよく分かるんですが、どうなの

かなっていうのと、かなりこの中で具体的に個人が特定されるような、この方例えばクライアントの女

性の了承を得てらっしゃるのかどうか分からないんですが、「猫８匹と暮らす」とか個人特定されたら

自分のことかなぁっていうような、まぁ変えてはいらっしゃるんだと思うんですけれども、この辺少し

過激過ぎなんじゃないかと、何かもう少し色んな配慮が、個人情報とか含めて配慮が必要なんじゃない

かと思いました。気が付いたのは以上のところです。 

◇議長 

はい、ありがとうございます。 

◇佐藤委員 

事務局の方に、読みにくいんですけどチェックしたところ入れましたので。本当に、非常に熱心に読

まさせていただきました。 

≪佐藤委員チェックのテキストを事務局が受け取る≫ 

◇議長 

ありがとうございます。じゃあ事務局の方でそれを頂戴しておいていただいて、よろしくお願いしま

す。他にはいかがでしょうか。いかがでしょうか、佐藤委員の今ご指摘いただいたようなことに同感だ

ということで他にはないということでしょうか。 

それでは、よろしゅうございますか。只今のご意見、広範に渡って佐藤委員の方からご指摘をいただ

きました。今のご意見を参考に、修正の取りまとめにあたっては、文言の修正というようなことについ

ては、多方面に渡っておりますし、一応今事務局の方でチェックをしていただいた原稿を頂戴してござ

いますし、それを一度修正しまして、もう一度委員の先生方のところへお送りさせていただいて、お目

通しをいただくと。こういうことを作業として、事務局の方でやっていただくということでよろしいで

しょうか。０：３９：０１ 

◇事務局 

 ≪事務局内確認事項応対≫ 
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◇佐藤委員 

 非常に単純な話しなんですが、２７ページの「親の意識」の図を見て分かったような気がするのです

が、１２ページと２７ページは関連しているんですよね。１２ページで「相談受入姿勢があり－虐待認

識も高いタイプＤ」から書き始まるのは、何かを意図してということでなければ「相談受入姿勢がなく

－虐待認識も低いタイプＡ」から書き始めてもいいのではないでしょうか。あるいは、１２ページのと

ころに２７ページのところにあるような図を入れてもいいのではないでしょうか。 

◇徳永委員 

 始めは逆にＡＢＣＤとしていたのですが、違和感があって、ワーキンググループでは緊急度アセスメ

ントのＡＡとかＡと合わせて、逆にしたんですよね。 

◇佐藤委員 

 書く人が迷わず分かり易ければいいのですけれども。 

◇小木曽委員 

 これは書く側の違和感みたいなものも想定していただいて、図を１２ページにも持ってきた方がよさ

そうですね。勘違いしてはいけないので。 

◇事務局 

 図を１２ページに記載するようにしたいと思います。 

◇事務局 

 ≪事務局内確認事項応対、○の数の合計を記載する欄について、点数化はしないことの確認≫ 

◇徳永委員 

 重要項目は家庭復帰に際しての重みづけにもなっています。たとえばこの重要項目が「いいえ」方向

であれば復帰の方は難しいというような重みづけもしています。点数化は難しいと思いますけど、数の

評価というのは、何回かアセスメントすれば、やはり「はい」が多くなっていけば、復帰の目途という

か、そういうのも立て易くなるというのはあると思いますが、あまり点数にこだわるのはどうなのだろ

うかと、むしろ、重みづけのところの変化というのはとても大事じゃあないかという話しであったと思

います。 

◇議長 

 ワーキンググループにおいて論議されたということですので、これについても改めて出していただく

際に検討していただければと思います。 

◇事務局 

 承知いたしました。 

◇議長 

 それでは、次に、議題（２）平成 20 年度家族関係支援事業について、事務局から説明をお願いしま

す。 

◇事務局 

 ≪資料２に基づいて、「家族関係支援事業（案）」について説明。≫ 

≪「家族関係支援の手引き」をつくりっぱなしとせずに、来年度の事業化として、実践をするための

予算案を持っているということの説明で、事業（案）の覚悟でこの事業を活かしていきたいという決意

を説明する。≫ 

≪「家族関係支援の手引き」に関して出た修正意見をまとめる≫ 
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≪社会的養護検討部会までの間、意見がある際には早めに事務局に伝えていただければ、適宜、修正

反映し、委員の方々にバックさせていただいて、整えていきたい。≫ 

◇議長 

 ありがとうございました。それでは、次に、議題（３）その他について、事務局から説明願います。 

◇事務局 

 ≪児童家庭課長から、本委員会については、３月２４日開催予定の社会的養護検討部会報告の後、 

３月末日をもって解散の旨と、委員の方々への謝辞を表明。≫ 

◇議長 

 委員の皆様からも何かありますでしょうか。 

◇小木曽委員 

 ワーキンググループ委員長を勤めさせていただきました。毎月、臨床の第一人者の皆様と事例検討の

場に立ち合わせていただいて、こういう形で全部のケースを検討できたらいいなと、スーパービジョン

というのはすごいなというのを実感させていただきました。そこからみえてきたものをこのように形に

させていただくと、いろいろな場面に共通して検討できる材料がたくさんあって、事務局の方でも毎回

一字一句文言として議事録を起していただいて、それを見させていただくたびに、大切なものがちりば

められていて、もっともっと抽出すべきものがあるということで、改めて私も勉強させていただくこと

ができました。ぜひ今後も事業として実践の中でこれを広げていただくということを、私の方からもお

願いしたいと思います。私自身も感謝をさせていただきます。本当にありがとうございました。 

◇議長 

 ありがとうございました。わたしの方からも、お礼を申し上げさせていただきたいと思います。特に

ワーキンググループの委員におかれましては、お忙しい中、大変なご尽力をいただき、本当にありがと

うございました。それでは以上をもちまして本日の会議は終了とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

◇司会 

以上をもちまして、家族関係支援調整プログラム調査研究委員会の審議は終了させていただきます。 

長い間のご協力ありがとうございました。 

なお、社会的養護検討部会は、３月２４日（月）午前１０時から、千葉県庁中庁舎３階第一会議室に

て開催を予定しております。 

委員の皆様には、御出席のほどよろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 


