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１．はじめに：問題と目的

子どもの虹情報研修センターは、平成14年に設立されて以後、我が国で児童虐待に直接かかわって

いる児童相談所や児童福祉施設の職員等を対象にして数多くの研修を実施してきた。

参加者は年々増加しており、研修プログラムについては、可能な限り現場の実態に即したものとな

るよう努力しているが、その中で重視してきたことの一つは、参加者が現に直面している問題に焦点

を当て、現状のどこに困難性があり、何が課題で、どのような解決の道筋があるのか、その方向性を

示唆するということであった。

しかしながら我が国においては、児童虐待に対して本格的な対応を開始してからの歴史がまだまだ

浅く、多くの現場で試行錯誤しながら取り組んでいるのも事実である。したがって、研修プログラム

においても、今目の前にしている事例を取り上げ、困難点や工夫している点、あるいは議論してほし

いと考えていることなどを、事例提出者から提起してもらい、それを受けて参加者で討議することが

不可欠であった。

そこでセンターでは、さまざまな研修で、なるべく事例検討の場を設け、積極的な討議の場を用意

しているのだが、こうして事例検討を重ねてみると、一つひとつの事例に関する議論がそれとして意

味を持つだけでなく、年間をとおして見たとき、多くの事例で共通したテーマが出現すると同時に、

現場で抱えている問題がほぼ網羅されていることがわかってきた。いわば、センター研修で検討され

たこれらの事例全体が、図らずも現在の我が国の児童虐待の縮図なのであり、最先端の現場実践の内

容をリアルに示しているということに気づかされたのであった。

ならば、子どもの虹情報研修センターの研修で行われた事例検討についてもう一度整理し、分析す

ることで、我が国の児童虐待対応の現状や取り組むべき課題などが浮かび上がってくるのではないか、

また多忙な中、苦労を厭わず事例をまとめ提出していただいた方々に多少とも報いる道ではないのか、

そんな問題意識から始めたのが本研究である。

－1－



当センターの事例検討では、児童虐待に関連した各分野で顕著な活躍をされている専門家が助言者

として参加し、事例に対するコメントを加えたり、発表者とフロアの参加者との質疑応答を整理した

り、時には事例検討会そのもののあり方についてコメントをする。フロアの参加者は、日々児童虐待

の最前線の現場で対応を重ねている職員たちであり、研修の種類によって児童相談所や市町村の虐待

２．方法

（１）対象

平成18年度・19年度に子どもの虹情報研修センターで開催された研修において事例検討された事例

のうち74事例（平成18年度・19年度各37事例ずつ）を対象とした。当センターの事例検討会には30人

～50人の多数の参加者が検討を行う大グループ事例検討会と10名前後の少数の参加者によって検討さ

れる小グループ事例検討会があるが、現在の児童虐待に携わる多くの人々の意見を集約するために、

対象となった事例は大グループ事例検討会による全事例と、事例の独自性を鑑みて対象に加えた小グ

ループによって検討された事例であった。

全74事例の基礎情報（機関種別、性別、年齢群、相談・入所理由）および事例検討会で討議された

ポイントの概要を一覧表にまとめたものが巻末資料の表７（児童相談所等）と表８（児童福祉施設）で

ある。事例の内容が特定されないように変更を加え、大幅に省略をした点があることを付記しておく。

74事例のうち、児童相談所・市町村の虐待対応に関する事例（以下、児相事例と略記）が37事例

（50.0%；平成18年度＝19事例（すべて児童相談所の事例）、平成19年度＝18事例（17事例が児童相談

所、1事例が市町村））、児童福祉施設の事例（以下、施設事例と略記）も37事例（50.0％；平成18年度

18事例、平成19年度19事例）であった。児童福祉施設の年度別・種別内訳は表２に記した。
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表１　年度別・機関別内訳　（事例）

＊（ ）は市町村の事例数を示す。

表２　児童福祉施設の年度別・種別内訳　（事例）
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対応に携わる職員であったり、児童福祉施設の職員であったりする。

発表者の職種は以下の通りである。１事例で複数の発表者がいる場合もあるため、必ずしも事例数

とは一致しない。

次に対象となった事例の属性については以下の通りである。きょうだい事例があるため、必ずしも

事例数とは一致しない。母子生活支援施設の事例では、母子ともに援助の対象となっているため、子

どもの性別で分類せず“母子”群とした。

ケース終結時もしくはケース記述時点での子どもの年齢の分布は以下の通りである。

表３　対象事例の発表者の職種・役職別人数　（名）

＊施設長は２名いたが、他の職種と兼任していたため、職種の当該カテゴリーで主にカウン

トした。

表４　対象事例の性別　（事例）

表５　対象事例の子どもの年齢　（事例）

＊母子事例は子どもの年齢のみを対象とした。子どもが複数いる場合もあるため、総計にずれがある。
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対象事例の虐待種別は以下の通りである。

（２）分析方法

研究の１年目は、児童福祉分野で熟達した臨床家・研究者である本研究の研究者が事例検討会に複

数名陪席し、すべての発話内容を逐語的に記録した。その後、研究者２名の合議によって、記録され

た内容をカテゴリーごとに小見出しをつけ、さらに小見出しをまとめて大見出しをつけ、発表者、フ

ロアの参加者、助言者の事例検討会での発言内容をまとめて一覧表にした。２年目は、１年目の内容

を踏まえて、事例検討会に陪席した研究者複数名が、検討会の内容を聞き取りながらその場で小見出

しをつけてカテゴリー化を行った。事後に再度、内容を検討してカテゴリー化を行い、一覧表にした。

巻末資料の表７及び８はその抜粋である（個人情報の特定が出来ないように内容を改変あるいは抽

出・省略した）。次に、このようにしてできた事例検討会ごとのまとめが複数蓄積される度に、児童

福祉施設および児童相談所での臨床経験をもつ本研究の研究者全員が集まって、複数の事例に共通し

て検討されている視点を抽出し検討した。例えば、現在の児童虐待の諸問題に関する現状および課題、

また、児童相談所等における児童虐待への介入と援助に関する課題や、示唆的な取り組みや視点、さ

らに児童福祉施設における被虐待児とその家族への援助の課題や取り組みの視点、工夫等について、

ディスカッションがなされ、各事例に共通するエッセンスを抽出した。ディスカッションは１回につ

き約90分～360分（平均約140分）、平成18年度は８回、平成19年度は７回、計15回行われた。

表６　対象事例の虐待種別　（事例）

＊当該種別の虐待の疑いも含む。分類は基本的に発表者が報告した相談受理事由や入所事由に沿っているが、事例

の内容から他の種別にも分類することが妥当だと判断した場合は種別を追加したものもある。また、相談受理種

別や入所事由が“非虐待”（養育困難や親傷病、非行等）であっても、事例の内容から明らかに虐待の存在が疑わ

れるものは当該種別に数えている。また、母子生活支援施設の事例では、入所理由が夫婦間暴力（DV）からの保

護等となっていることもあるが、これらは心理的虐待と分類されている。



３．結果と考察

第１部　児童相談所・市町村等37事例の検討より

（１）整理にあたって

平成18・19年度の２年間に、児童相談所および市町村の児童虐待対応担当から提出された事例は、

合計37事例で、児童福祉司や児童心理司に加え所長や医師なども事例を提出している。検討された内

容のすべてを報告するのは不可能であるため、比較的多く取り上げられたテーマや、話題となってい

る今日的な課題を含むテーマを中心に報告することとしたい。

なお、本来であれば家族状況や主訴などを含む事例の具体的な内容や経過を示した上で、検討され

た結果について示すべきであるが、事例提出の目的やプライバシーの関係その他から、事例の内容に

ついては基本的に一切触れず、そこで述べられたコメントであるとか、抽出された意見などを紹介し、

考察を加えることとしたい。

（２）法的対応を行った事例

全国の児童相談所が、児童福祉法第28条による申立を行った件数は、平成16年度が186件、平成17

年度176件、平成18年度では185件となっている。児童虐待の全対応件数からすれば決して多いとは言

えないものの、児童相談所設置数（平成19年度196ヶ所）とほぼ同じかそれに近い件数が申し立てら

れていることを考えると、法28条申立てにかかわる事例の検討は重要なものと言えよう。

平成18年度、19年度２年間のセンター研修において、児童相談所から提出され検討された事例の中

で、28条申立てがなされていた事例は合計６件であった。以下では、28条申立てに絡んで議論された

いくつかの面について、整理しておきたい。

なお６件のうち、家庭裁判所で申立てが却下された事例が2例あり、そのうちの１例は高等裁判所

で承認、他の１例は高等裁判所でも棄却という結果となっている。また家庭裁判所で承認されたもの

の、保護者側が高等裁判所へ抗告し、そこでも敗訴して最高裁判所へ特別抗告したものが１件（最高

裁判所でも保護者が敗訴）、申立て中に保護者が児童相談所の対応をめぐって所長などを刑事告発、

児童相談所側も保護者の虐待を理由に刑事告発し、家庭裁判所の審判が長く保留状態となっている事

例が1例あった。こうした点をふまえると、子どもの虹情報研修センターで検討された28条申立ての

事例は、全国の多くの事例の中でも特に困難であったり、複雑なものであったと考えられる。

１．28条申立ての際の申立て事由について

28条申立ては、言うまでもなく「保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保

護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において」「第27条第１項第３号の措置

を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するとき」に行うものであるが、これら
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６事例の多くは、施設入所等に同意するか否かという以前に、児童相談所が事実と考えた虐待行為そ

のものを保護者が全面的に否認していた。

そのため児童相談所としては、「保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保

護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する」ものであるかを、明らかにすることに、苦

心していることがわかる。

まず、児童相談所側の申立てが家庭裁判所、高等裁判所いずれにおいても認められず、却下、棄却

された事例からみていきたい。事例の具体的な内容は省略するが、家庭裁判所は、「申立人の主張は、

医師の意見を有力な根拠としており、その意見は重要」としつつ「28条の入所承認は、結果として親

子を分離し、その限度で親権を制限することになることから考えると、その要件である虐待の存否に

ついての証明は、証拠の優越では足りず、合理的な疑いを容れる余地がない程度にまでなされる必要

があり、本件では、そこまでの立証がなされたとは認めがたい」として申立てを却下したのであった。

児童相談所は、「事実認定に必要な資料の収集は家庭裁判所の責任である」「家事審判手続きにおける

事実認定は、刑事裁判における事実認定と同程度の心証が必要という根拠はなく、高度の蓋然性の程

度の心証が形成されれば十分」「本児が家庭に帰ることを望んでいるが、直ちに引き取りとする状況

ではない」として即時抗告したものの、高等裁判所は、法医学者に調査を依頼して意見を求めた上で、

「保護者が本児を虐待したとの事情を認めることはできず、監護が適切を欠く事情も認められないの

で、原審判の結論は相当」との見解であった。なお、高等裁判所の見解として「家事審判手続きにお

ける事実認定は、高度の蓋然性の程度の心証が形成されれば十分」とされたとのことで、児童相談所

の抗告は却下されたものの、この点に関しては児童相談所側の主張が認められたものと考えられ、重

要な判断であると言えるのではないだろうか。

本事例に対して助言者からは、「法28条の申立てが法医学所見に立脚した論理構成となっているが、

児童相談所は、児童の養育環境に関する総合的な所見を出し、この家庭で養育するのは総合的にみて

不適切であると主張することが重要である」とのコメントがあった。

このコメントに合致した取り組みを行った事例がある。児童が性的虐待を訴えた例で、その行為を

認めないまま施設入所に同意した保護者が、1ヶ月も経たないうちに「措置解除要求」の通知書を出

してきたため、一旦措置解除して一時保護委託し、28条の申立てを行った事例である。本事例では、

申立ての際に性的虐待にかかる事実だけに絞らず、本児の心理面なども含めて分離の必要性を述べて

承認されている。ただし、虐待の被害が心理面に強く表れていることを強調すると、かえって「それ

は本児自身の問題ではないのか」といった解釈にもつながりかねないのではないかとの意見も検討会

で出され、議論されている。

次に、児童相談所の申立てが家庭裁判所で却下され、高等裁判所で承認された事例を見てみたい。

この事例は、裁判所で何が争われるのか、あるいは児童相談所が何を重視して申立てを行えばいいの

かを示す事例として教訓的であろう。以下では、①家庭裁判所の却下理由、②それに対する児童相談

所側の主張、③高等裁判所の判断という順で、ポイントとなったいくつかの点についてみていきたい。

まず第一は、家庭裁判所の審判で「保護者が傷害を負わせる意図を持って暴力をふるったとは認め
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られない」とされた点について。児童相談所は、「虐待の判断は、保護者に虐待の故意があったか否

かという点ではなく、客観的に児童の福祉を侵害しているかどうかで判断すべきである」「本児の痣、

傷の中に、保護者の暴力によるものではないものが混じっていたとしても、それは保護者の監護能力

が欠けていたために本児の安全を確保できなかったものである」と主張したところ、高等裁判所も、

「本児の傷害は、少なくとも保護者の不注意ないし無思慮な行為が原因と推認するのが相当」と述べ、

保護者に虐待の積極的な意図があったかどうかはともかくとして、結果として傷害を負ったというこ

とを重視する見解を示したのであった。申立ての上での留意点として記憶しておいてよい点であろう。

第二に、家庭裁判所は、「今回の一時をもって著しく本児の福祉を侵害するとまでは判断できない」

と述べていた。児童相談所はこれに対して、「家庭裁判所は深刻な危険行為であることを看過してい

る」と反論している。高等裁判所は、まず「保護者の不注意ないし無思慮な行為を、虐待と形容する

のは必ずしも適当でない」と述べつつ、「子を監護し、安全を確保する上で必要な基本的注意ないし

思慮を欠いている」として、今後についての危惧を示唆した。ここでは、仮に故意でなくとも、（偶

発的、偶然的で、単なる一時的な事故であるならばともかく）思慮を欠いた結果としての傷害などで

あれば、積極的にその点について指摘することが重要であることが示されたのではないだろうか。

第三に、家庭裁判所が「（保護者の）状態がさらに悪化した場合には、今回と同様のことが生じる

ことが危惧される」と認めた上で、「定期的に児童相談所等に、相談、助言を受けることを強く期待

する」と述べている点について。児童相談所はこれを批判し、「虐待の再発を危惧していながら、再

発防止をもっぱら保護者が自ら（児童相談所等へ）相談することに求めているのはきわめて危険であ

って無責任である」と指摘していた。この点に関しては、「子ども虐待対応の手引き」が「子ども虐

待が生じる家族は、保護者の性格、経済、就労、夫婦関係、住居、近隣関係、医療的課題、子どもの

特性等々、実に多様な問題が複合、連鎖的に作用し、構造的背景を伴っているという理解が大切であ

る。したがって、単なる一時的な助言や注意、あるいは経過観察だけでは改善が望みにくいというこ

とを常に意識しておかなければならない」と指摘している点も踏まえるならば、児童相談所としては

当然の主張とも言えよう。これに対して高等裁判所は、「保護者自身に体調の悪化などが生じた場合

には、再び危険な行動を衝動的にとるおそれがあると認めざるを得ない」と判断し、「家族関係、生

活形態や児童相談所等の助言を未だに十分受け入れていないことから、本児の身に直ちに危難が及ぶ

という状況であることは明らかである」と、児童相談所の主張を認めている。

いささか説明が長くなったが、本事例は、今後児童相談所が申立てを行うに際して、どのような点

に留意すればよいかを示唆するところが大きいのではないかと感じられた。

他事例で、児童自身が知的障害を有しているなどのため、受傷について十分な説明ができず、児童

相談所としても虐待者を特定できないというものがあった。そうした事情も手伝って、保護者側が、

一時保護への不服申し立てや法務局への権利侵害の訴えを行い、自らに有利な診断書や反論書を次々

に提出していた。この事例では、児童相談所は受傷原因を特定するために、法医学者の協力を得て家

庭裁判所での承認を得ている。法医学者などの活用は有効と思われるが、児童虐待に関与する法医学

者がまだ少ない現状があり、今後の課題ではないかと思われた。
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２．保護者側の抗告への対応

次に、職権での一時保護や28条申立て、また家庭裁判所の申立て承認に対して、保護者側から法的

対応を行っている（法的な対抗手段を講じている）場合について、その状況等を見ていきたい。

28条申立てを行う事例では、その前に職権での一時保護を加えている例がほとんどであるが、今回

検討した28条事例においても、一時保護を不服とする申立てや、法務局への児童相談所による人権侵

害の訴えなど、保護者として取り得る法的な対応が繰り返されている事例があった。また、一時保護

を不服とする申立て、個人情報の開示請求、児童相談所職員等に対する刑事告発など、あらゆる対抗

手段を行使する事例や、高等裁判所への抗告、さらには最高裁判所への特別抗告を行い、敗訴しても、

「法を度外視するんだ」などと述べ、面会を求めて保護者が児童の居所に現れるなどの事例もあった。

こうした状況に直面した児童相談所は、いずれにおいても通告者を保護する配慮を行いながら、法

的対応を毅然として行うなどの取り組みをしているが、担当職員が予測のつかない保護者の行為に底

知れない不安を感じたり、心身ともに疲労の極みに達しながら業務に従事している面も見られ、日常

の相談業務に支障を来すような場合も生じていた。また、法的な手段ではないが、「インターネット

に書き込んでやる！」といった捨て台詞を吐く場合もあり、討議の中では、実際にネット上で攻撃を

されたこともあるとの発言があった。こうした点への対応も、今後の新たな課題となっていると言え

よう。

３．28条事例における保護者への援助

ところで、司法の場でこのような激しい対立を行いながらも、児童相談所は子どもの安全を第一に

しつつ、児童虐待をする保護者に対して可能な限り援助を行わなければならない。

裁判所で最終的に決着して、保護者が児童相談所の指導に従う姿勢を示す例もあった。そうした場

合には、児童相談所は面会の都合なども勘案して保護者の住居に近い施設に措置変更したり、保護者

の同意を得て主治医と連絡を取り合う、児童との交流を段階的に増やしていくなどの取り組みが行わ

れていた。他の事例で、保護者が敗訴した時は援助のチャンスになり得ることが助言者から指摘され

ていたが、示唆を与えるコメントであろう。

逆に、裁判所の決定を受け入れることができず、保護者の行動に懸念がもたれるような例もある。

ある事例では、児童相談所の守秘義務との関係も検討しつつ、保護者が信頼している機関に相談する

ことを決意して情報の提供と情報の収集を行い（守秘義務を尊重することと予測し得る危機とのかね

あいを検討し、総合的な判断のもと情報を伝えて協議したもの）、危機を未然に防ぐような取り組み

もされていた。

しかし、対立関係が最後まで続き、何らの援助関係も結べないまま推移する事例も珍しくない。そ

れらの事例は、児童相談所の努力だけで解決できるものではなく、助言者からも、「児童相談所と保

護者の間に入る何らかの調整機関が必要」「保護者が代理人を立てることの出来る制度の創設なども

検討課題ではないか」といった発言があった。今後の虐待対応を考えると、具体的な事例が提起して

いる大きな課題であると思われる。
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（３）立入調査の事例

知事（権限を委任された児童相談所長）は、「児童虐待が行われているおそれがあると認めるとき

は、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、

必要な調査又は質問をさせることができる」。しかし、具体的な立入調査の方法となると、その実施

時期や実施体制、実施時に子どもの保護を行うのか否かなど、細かな点に渡っての検討が必要となる。

平成18年度に全国で行われた立入調査件数は238件であり、全国的に見れば、経験の蓄積はまだ不足

していると思われ、具体的な事例に基づく検討を続けていくことが重要だと思われる。当センターで

の事例検討で、実際に立入調査を行ったとして検討された事例は２例であった。以下ではその特徴な

どを述べてみたい。

あるネグレクトの事例では、訪問に保護者が拒否的な態度をとるということで、立入調査を実施し、

必要があれば一時保護するとの方針で臨んだが、写真撮影などは行ったものの一時保護には至らなか

った。この点に関しては、討議の中で、「調査の上、その場で保護の是非を判断するのはかなり難し

いのでは」といった意見が出されていた。なお、この事例では、本児を保護した上で２回目の立入調

査を実施し、本児のきょうだいである乳児を保護しようとしたが、保護者が強く抱いていたため、保

護できなかったとのことであった。家庭内へ立ち入って子どもを保護することの難しさを示すと同時

に、保護が必要と考えている場合は、事前に具体的な取り組み、段取りを詳細に定めておくことが重

要であることを示唆したものといえよう。また、立入調査を繰り返すことで保護者の警戒感が増し、

子どもの保護を実施するハードルが高くなることも考えられることから、立入調査については、より

慎重な検討としっかり下準備が求められているのではないだろうか。以下の事例は、そうした点で教

訓とすべき事例である。

従前から虐待の危惧を抱いていた幼児が保育所を休むようになったが、保護者が明らかに虚偽とわ

かる説明を行って児童の安否が確認できないという状況の中で、立入調査と子どもの保護を行った事

例である。この事例では児童相談所職員10名以上に警察官なども加えて16名の体制をとって臨んでい

る。また、保護者が鍵を開けない場合の対策もあらかじめ検討しておくなど、万全の体制をとって実

行している。立入調査は、緊急性が要請されると同時に、他方では、成功裏にことを運ぶための用意

周到さも求められる。さらには多数の職員が家庭内に立ち入ることで子どもの保護ができたことなど

に見られるように、一定の人数を確保して行うことが必要であることを、本事例は示していると思わ

れる。

（４）子どもの生育歴などの把握に関して

子どもの見立てに関しては、さまざまな事例で常に話題となり、取り上げられている。以下では、

子どもの見立て、生育歴の把握などにかかわって、事例検討の中で語られたことを述べていきたい。

通告後、ただちに職権保護などを行って保護者と対立する場合などでは、生育歴の丁寧な把握ができ

ない場合もあるだろうが、そうした状況の中でも、可能な限り子どもの正確な見立てをすることは、
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援助方針を考える上できわめて重要と言えるだろう。

小学校低学年までは特に問題がなかった児童が、会社の倒産と失業、転居などが重なり、小４にな

って不登校や万引き、性的ないたずらを起こす事例があった。この事例でも子どもの見立てが話題に

なり、「子どもの生育歴で“問題がなかった”と言われているが、そのような子が突然問題行動が起

こすということは想像しづらい。本当に問題がなかったのなら、よほどのことがこの時に起こったと

いう見立てになるだろうし、そうでないなら『特に問題はなかった』と語る保護者のありようが見え

てくるだろう。その点をもう一歩詳しく聞いて情報を重ね、確認していくのが児童相談所の課題だ」

との発言が助言者からなされている。

４歳で父と離別以降、ADHD様の症状や盗み食い、過食などの問題行動が現れ、それに対して母が

身体的虐待を行った事例にかかわっては、「子どもの症状は、状況依存的な所が多いので、本児の持

っているものと状況によるものとを区別することが大事だろう」と、子どもの見立ての際の留意点が

述べられた。

虐待通報のあった児童が、以前から療育相談室などで関わりがあって、ADHDの診断が出されてい

た事例があった。本事例の検討では「ADHDという見立てだけでは明らかに何かが抜けている」との

指摘があったが、見立て、アセスメントは医学診断のように診断名を確定させる行為ではなく、子ど

もや家族固有の特徴をわかりやすく説明できるものでなければならないだろう。本事例では、「本児

の多動という症状は、関わりを求めているサインとも考えられる。ADHDの背後に深刻な虐待が見ら

れることもあるので、子どもを理解するのに助けとなる情報を大切にしていきたい」という助言があ

った。

父による母へのDV、本児への身体的・心理的虐待、本児自身の万引き・家出などがあった事例の

検討会では、助言者から「生育歴は膨大にあれば良いというわけではなく、何が大事かを絞り、援助

者もそこから何を感じているのかを明確にしておくことが重要」との指摘があった。

同級生に対する暴行によって児童自立支援施設に入所した事例の検討では、助言者から非行児につ

いてのアセスメントをする際の基本的な視点があらためて示された。具体的には、以下のような点で

ある。

「初発年齢」「神経心理学的な評価」「知的レベル」「非行のパターン」などを明確にしておくこと。

ここで言う「非行パターン」とは、非行の種類（盗みなのか、暴力なのかなど）、対象（大人か子ど

もか、あるいは動物虐待などはないかなど）、単独の非行か仲間と一緒になってのものか、範囲（家

庭内だけ、学校だけ、両方、地域でなど）、頻度（どれくらいの回数、その間隔、エスカレートして

いるか否か）などを指す。

また「非行をその子どもの表現形と考えた場合、それを詳しく把握することが、その子を理解する

ことになる。グループでの非行の場合、現在の非行グループの状況やグループ内の人間関係のアセス

メントも重要である」との指摘もあった。

「きょうだいに対する虐待歴がある家族に生まれた子どもを、未然の虐待リスクで保護できるか」

という点が問題となった事例が検討された。上の子どもが虐待によって施設に保護されているところ
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へ、新たに妊娠・出産した乳児の事例であったが、こうした事例は決して珍しくなく、多くの児童相

談所で対応に苦心しているものであろう。本事例では、現に虐待が確認されていないということで在

宅支援を行っていたが、結果的には、その後に虐待が発生して保護していた。助言者からは、「現行

法では、虐待発生以前に保護するのは難しいと判断する弁護士が多いが、どういう場面で、どういう

メカニズムで虐待が起こっているのかという、虐待発生のメカニズムを考える視点が必要ではないか」

との意見が出された。以下の保護者へのアセスメントとも重なることであるが、生活場面を具体的に

把握すること、たとえば食事場面に関して言えば、いつ頃、誰が、どんなものを与えているのか、そ

のとき保護者は飲酒しているのかどうかといったことをビジュアルに把握することがたいせつで、そ

の上での見立てが重要との意見が出された。

（５）保護者の生育歴などの把握に関して

親支援は、児童相談所においてだけでなく、市町村や児童福祉施設においても大きな課題として立

ち現れている。児童虐待への対応、保護者への援助を行うにあたっては、子どもの状況だけでなく保

護者自身の生育歴にまでさかのぼって理解することが重要であるのは言うまでもないことであろう。

事例検討では、そうした点での議論が繰り返し行われている。いくつか紹介していきたい。

母親が受け入れやすいよう「子どもの問題行動」という母親の認識の枠組みに沿って援助をしてき

たが、一向に母親自身の問題に目が向かないという事例があった。この事例に対しては、「親は虐待

行為を行うことで自分の問題・大変さを訴えているようなところもあるので、親の立場に立ち、親自

身の大変さと向かい合っていく援助者が必要である」「その方法として、子育てのありようには、自

分の子ども時代が重なってくることも多いので、『お母さんはどうでした？』などと母の生育歴を聞

き、母自身への援助に繋げることが出来たかもしれない」という意見や、「親の問題ばかりに焦点を

当てず、趣味や生活の楽しみなどを含めてその人全体を理解すること」「子どもの成長において親が

果たした役割を伝え、親として自信を持ってもらうことが重要である」「自分の出来なかった子育て

を施設にやってもらっている傷つきへの配慮も重要」といったいくつかのポイントが述べられた。

事例発表に対して「虐待の加害者とされた母の、子どもに対するの否定的な思い、イライラ感だけ

が前面に出て、活き活きとした全体像が見えづらくなっている」との意見が出された事例があった。

その中で、親の生育歴を聞く意味が話題となり、①子育てには親自身の育ちが関連しているために情

報を収集するという意味、②生育歴を聞いていく中で、親自身の大変だった経験に対して遅ればせな

がら声をかけることもできる、③親の全体像をとらえて支援を行うことができる、といった点が指摘

されている。

保護者の見立てを丁寧に行うことがとても大切であるということが強調された事例もあった。たと

えば、「母自身が幼い時に自分自身の母を亡くし、その後すぐに父が内縁の女性と同居を始め、ほど

なく別れた後も、母はその女性に会いに行ったりしていた」というエピソードが語られた事例では

「この母は、ずっと母親のような人を求めていた人だと思う」といった見方が助言者から示され、母
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が「この子はいろんな人に関わってもらって、私よりマシ」という発言があった点からも、「大変な

人生を歩んできた人だったと思う」とのコメントがあった。そして、「おじいちゃん、おばあちゃん、

お父さん、お母さんがどう育ってきた人で、今どういう人で、その中で子どもが育ったらどうなるの

か、今後どうなるのかまで含めて見立てるのが重要。流れの中でケースを見ることが大事」と多世代

の家族の情報と生育歴に基づく見立ての重要性が指摘された。また、子どもや親の具体的な言葉まで

聞き、生活全体を把握することが重要で、そこからどんな人か、何に困っていて、何を訴えているの

か、なぜこういう状態になっているのかを考え、だから今度どういう援助が必要で、どういう内容の

治療が必要かまでを含めたものが“見立て”であり、それは「子どもの一生が掛かっている大変な仕

事なんだ」との助言があった。援助者から「もっと“見立て”を大切にするように」という点が強調

された検討会であった。

28条による措置から保護者との関係を作り、家庭引き取りに至ったものの再度一時保護した事例が

あった。この事例では、実母の価値観や人となりを知るために具体的なエピソードを聞くことの重要

性が指摘されている。たとえば、母は定時制高校を中退しているが、なぜ定時制に行ったのか？　な

ぜ中退したのかなどは、母の価値観や人となりを知ることができるエピソードなので、具体的に聞い

ておきたいところだとのコメントがあった。また、自分自身や身内が施設入所経験を持つ場合、その

点についてどのように感じているのかを確認することも大切であるとの指摘がなされている。

虐待の加害者である父はまじめに仕事をしており、児童相談所との面接の機会も持てているが、子

どもに対しては０歳から身体的虐待が続き、数時間にわたる叱責などもあるという事例では、適切な

援助を行うためにも、父母の“本音”や思い、父母の生育歴を聞いていく必要があるというコメント

が出された。また、父母の状況もふまえて個別の面接を行って聞いていく必要もあるのではないかと

いう意見も出されている。

スパルタ的な教育観、生活の厳密なルールを課し、守れないと暴力や懲罰を与えるため子どもを保

護、施設入所させた事例では、虐待加害者を理解するために、「子育て観がどこから来たものか（誰

の影響のものか）」を家族や個人の歴史から理解する視点が必要との意見が出されている。しかしな

がら、保護者と対立してしまったため、保護者の生育歴なども十分には把握が難しいとの実情が話さ

れた。この事例では、緊急事態にも直面して必要と思われる機関に情報提供を求めて対応したとのこ

とであるが、保護者の理解をどのように進めるのか、そのための情報をどのように得ていくのかは、

今後の課題と言えよう。なお、議論の中では、「児童相談所と対立的になると、その人を理解したい

という姿勢が欠けてしまう場合もあり、それは大きな問題だと思う」といった意見も出されていた。

注意すべき点であろう。

家族への援助を考える際には家族の歴史を把握しておきたいと考えるのは当然であろう。ただし、

職権保護などを行うと、保護者と対立的になって、落ち着いて家族の歴史をたどる面接を行うことも

難しくなる。ある事例の検討では、こうした状況の中では、家族援助の可能性を知るために、一時保

護した時の保護者や他の家族メンバーの反応を丁寧に確認していくことも、アセスメントの上では重

要ではないかとの指摘がなされていた。
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また、「分からない部分が多い」家族の事例では、たとえば「（関係機関が関わりのある）祖父母か

ら情報が取れないか」等々の意見が出され、家族のアセスメントをするに当たって情報が不足してい

る場合には、どこから情報を得ていくのかについても十分検討し、対応することが必要であることが

指摘されていた。

（６）家族に対する支援に関して

児童相談所が行う家族支援については、どのような事例においても、常に議論されているが、ここ

では、精神障害を抱える母親が家庭で子育てをする場合の支援方法について討議された事例等につい

て紹介してみたい。

事例検討の中で、精神疾患を抱える養育者については、「医療の果たす役割が大きいので、自分に

あった所を探して治療を続けられるように」することが先決であろうとのコメントが助言者から出さ

れた。その上で、「何に困っているのか探す」「したいけど出来ないこと、生活の中で困っていること

を探す」ことが重要だと指摘された。

また、精神障害を抱える保護者の場合、親族をキーパーソンにして支援ネットワークを構築する場

合が多いが、そのキーパーソンが「どこまで我慢して、どんなときに人の手を借りられる人なのか」

「閉鎖的になりがちな人かどうか」といった観点からキーパーソンのアセスメントをしておくことが

重要であるとのコメントも出されている。

子どもを見守るところは保育所や学校が中心となるだろうが、家の中での様子を確認することも大

切であり、保健師が家庭訪問するなどして、家の中での子どもの様子、子どもと祖父母、実母との関

係性をみていくことが大切であろうとの助言もなされている。

以下は、精神障害の事例ではなく、本児が万引き・家出などの問題を呈していた事例についてのコ

メントである。「援助は、問題点を指摘するばかりではなく、本人や家族の力や工夫に焦点を当て、

それがさらに発揮されるようにすることが重要である」。こうした視点は、他の事例においても、し

ばしば指摘される点であるが、困難さに目を奪われるときにこそ、ストレングスにも着目した視点を

忘れずに援助の全体を考えていく必要があるだろう。またこの事例では、「気持ちにばかり焦点を当

てるのではなく、現実的な目標（たとえば中３であれば具体的な進路の決定など）について、家族と

一緒に作業していけるとよいのではないか」といった意見が出されていたが、援助目標をどのように

定めるか、家族にもわかりやすい目標のたいせつさが指摘されており、援助の一つのポイントと考え

られるのではないだろうか。

以上、いくつかのテーマについて、事例検討の中で浮かび上がったポイントなどを示してきたが、

検討されたテーマは、もちろんこれだけではない。たとえば、「一時保護の判断をどのように行うか」

「児童福祉施設措置解除の場合のアセスメントはどのようになされるべきか」「ケース移管についての

留意事項」「きょうだい事例への対応のあり方」「医療機関との連携について」「介入とケアをいかに
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両立させるか」「性的虐待への対応」「ネグレクトの在宅支援の方法」「スーパーバイザーシステムに

ついて」「市町村との連携に関する事項」等々である。

これらについては、今回の報告では割愛しているが、いずれも引き続き議論され、話題となるテー

マばかりであろう。今後とも事例検討を積み重ね、また検討を深めていく中で、機会を見つけ、整理、

報告していくこととしたい。
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第２部　児童福祉施設37事例の検討より

ケースの概要および事例検討会中で、フロアやコメンテーターから中心的な課題として取り上げら

れた内容をまとめたものが巻末資料の表８である。ここでは、フロアから投げかけられた問題点、繰

り返し討論された点やコメンテーターからの指摘など、特筆すべき要素等を取り上げて考察する。

（１）児童養護施設

児童養護施設から提出されたのは、平成18年度で10事例、平成19年度では７事例であった。

１．児童養護施設でその対応に困難さを感じている問題

事例検討会で、事例の報告者や参加者から、児童養護施設の現状の中で、困難を感じていることが、

提示されている。以下が話し合われたことである。

①知的に低い子どもの増加とその対応：近年、知的に低い子どもの入所が増えている。背景として、

人生早期から虐待を受け続けるなどの結果で遅れが生じている場合もあるが、知的障害児施設が、

主に契約入所になったことで、措置児童として知的な遅れの子どもが児童養護施設に入所してき

ている現状もある。知的な遅れは施設生活や学校生活を送る上で支障となり、子どもの自己評価

を低下させるなど、二次的な問題のリスクとなる。

②性的な問題行動：２事例で性的な問題行動が報告されたが、性の問題は、なかなか見つけにくい

ことや、把握したとしてもどう対応したらよいのか分からず、対応に苦慮している。近年性被害

にあった子どもや、年齢不相応な性刺激に過剰に触れてきてしまった子どもたちが増加しており、

大きな問題となっているが、帰省中などでの性被害が疑われるケースにどう対応すべきかの疑問

も出された。こうした議論を踏まえると、事実確認をどのように行うか、被害を受けた子どもを

どのように守るか、そして被害に対してどのような治療的援助を行うかなど、児童相談所も含め

た、児童福祉全体の喫緊の課題といえよう。

③高年齢児への対応：中学生高学年や高校生年齢の子どもの入所については、子どもの問題行動が

大きくなっていることに加え、それまでの生育歴が分からない事例も多く見られた。それまでに

十分な援助の手がかけてこられず思春期年齢に至ったケースであり、行動化も激しく、多くの問

題に振り回されがちである。その一方で進路を考えなくてはならない年齢でもあり、非常に難し

いことが指摘された。

④繰り返し入所しているケース：家族への思いが強く、家庭復帰したい子どもは多い。しかし家族

への充分なアセスメントを行わず、家族の抱えた問題解決に大きな進展がなく帰してしまうと、

再び入所に至りやすい。この場合、子どもの大人に対する不信感はさらに深くなり、対応も困難

なものになる。家族再統合が積極的に進められる流れの一方で、こうしたケースも増えてきてい

ることが指摘された。
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２．養護実践の中で、検討すべき課題

次に、日々の援助過程で、施設や職員が見落としがちな点や新たに取り入れるべき視点など、フロ

アやコメンテーターから指摘された、あるいは討論された点を取り上げ検討する。

∏ 入所に際して留意すべきこと

児童相談所の措置によって児童養護施設に入所する際、親権を行う者又は未成年後見人の意に反し

て行うことはできない旨が児童福祉法に定められている。しかしここで問題となるのは、通り一遍の

司法的手続き以上に、子どもの立場に立ち、その後の成長につながるよう、援助そのものの過程とし

て位置づけられることが大切であることが指摘された。この手続きには、児童相談所だけでなく、こ

れから共に過ごす施設職員も一緒に担って初めて意味を持つことになる。多くのケースで、入所時の

対応に関する記述や説明が乏しく、コメンテーターから繰り返し質問される場面や、質問に対しての

回答が充分でない場面も少なくなかった。これについては、入所までは児相の役割あるいは施設管理

職の役割で、入所以降は直接子どもに関わる援助職員の役割という分担意識があることがうかがわれ

た。入所時点ですべきことの重要性を充分に認識すべきことがコメンテーターから指摘されている。

入所にあたって必要な視点やすべきことについて、事例検討会で指摘、討議された点は以下の通り

である。

①子どもと家族のアセスメントを児童相談所とともに充分に行い、子どもが抱えている本質的な課

題の理解に努めること。その上で、施設生活で懸念される事柄を整理し、それらが少しでも軽減

できるよう配慮、工夫をすること。

②施設見学や施設のオリエンテーションなどを丁寧に行い、子どもと家族が、施設入所後の生活に

ついてイメージできるよう心配ること。その上で、入所の動機を確認し、子どもにとってポジテ

ィブな援助目標を共有すること。

③その子を歓迎する気持ちが、さりげない具体的な行動として表現されていること。例えば、その

子のために作られた手作りの名札が、その子の引き出しに貼っておかれているなど、である。

④その子が暮らしていた地域について理解し協働すること。このために家庭訪問や地域の機関を訪

問することは意義ある試みとして評価された。学校、保育園、友人、近隣の人々など、子どもと

の良い関係を築かれていた人たちからの情報は、子どもを理解する上で、極めて有用である。か

つ施設職員が地域とつながることは、子どもの過去と現在をつなげることに通じ、子どもの人生

が施設入所によって分断される事態を避けることを可能にする。自分の過去をも含めて自分をよ

く理解してくれる援助者に支えられることは、自分の人生を連続したものとして捉えることを可

能とし、そのことがやがては未来を展望する力となる。

π より適切なアセスメントのために

子どもの行動の背景要因も含めて子どもを理解し援助方針を立てることは重要である。しかし、こ

れらは常に仮説であり、新たな情報や変化に応じて、より適切なアセスメントに修正していく必要が

－16－



ある。ほとんどの事例検討会で、アセスメントに関する質問や、子どもの理解に向けての論議が繰り

返された。各事例検討会で指摘、討議されたことを整理すると以下のようになる。

①生育歴、特に乳幼児の頃の家族状況や親子関係等の情報が重要。すなわち子どもの発達のレベル、

損なわれた課題などを理解し、これからの援助過程に何が必要かを検討することの重要性。こう

した情報を得るために児相への情報収集の依頼は必須であり、地域や家庭への訪問は極めて有効

であること。

②過去の分離体験など、子どもの短い人生の中での喪失体験を把握し、それらが子どもの中でどの

ように受け止められているかの理解を深めること。

③家族へのアセスメントとして、どの程度機能できる家族か、できることとできないことは何か、

母子共生関係など家族力動の理解等が必要であること。

④家族についての思いや親のイメージなど、その子の抱いている親像、家族像を理解すること。そ

れは年齢と共に大きく揺れ動くものであることを踏まえ、職員が抱くイメージとは随分とかけ離

れるものでありその子の眼差しに立って想像していく共感的理解が必要となること。

∫ 情報を伝えること、記録を残すこと

事例検討会などで子どもの情報を伝えることや日々の様子を記録に残すことは非常に重要である。

これによってチーム内で共通認識を持つことができ、同時に家族や関係機関に子どもの状況を伝える

ことを可能にする。さらにケースを振り返って子どもの成長を確かめようとしたとき、記録がなけれ

ばあいまいな記憶に頼るしかないし、その時に関わっていた職員がいなくなれば、全く分からないと

いう事態になってしまう。

ケースを報告する際に、自分が担当を担う以前の情報が伝えられない場面が少なくなかったが、理

由として、前担当者との引き継ぎが不十分であることや、それまでの記録が残されていないなどがあ

げられていた。もう一つは、記録や引き継ぎがなされても、自分の担当であるときのみに焦点化され、

その期間のみの経過報告になっている場合である。担当や施設が変わっても、生まれてから連続する

人生を把握し、経過としてまとめ、今できることは何かを考えるスタンスが重要であることが指摘さ

れた。

ª より良い援助のための工夫

事例報告の中で、有効な取り組みとして、報告者から紹介されたもの、及び参加者やコメンテータ

ーから、こうしてみたらどうかなどの提案がなされた事柄を以下に示す。

①子どもの自己評価が高まるような、自分を価値ある存在と思えるような関わり。それは日々、そ

の子の良いところや潜在的な可能性を見出し、その子の存在を価値あるものとして見つめる援助

者の眼差しが基本である。そのことが子どものリジリアンスにつながっていく。

②その子が必ずできて、かつ皆に喜ばれるような役割を与えるなどの工夫。

③生活スキルや学校の課題など、同年齢児と比べて見劣りすることが多い。そのすべてを早急に獲

－17－



得するなどは無理なことで、それを強いることは更なる失敗体験を積み、自己評価を下げる結果

に陥ってしまう。できることからスモールステップで、できたことをきちんと評価すること。息

の長い支援であるが、確かな方法となる。

º 家族への支援、家族再統合をどのようにとらえるか

この点については、２つの側面がある。一つは、家族を支援し子どもが家庭復帰できるよう進めて

いくことであり、もう一つは、子どもの心の中にある家族像や家族に対する思いを受け止め、良い家

族像を育み、様々な思いに折り合いをつけていけるような支援をすることである。

前者については、その家族に何ができるか等、家族機能のアセスメントと、そのときのリスク状況

を把握するリスクアセスメントが重要であることが指摘された。家族再統合を焦り、家庭復帰したも

のの再び虐待を受け、傷ついて施設に戻るケースは決して少なくない現状が示された。そうしたケー

スでは、１の④で述べたように、さらに対応困難なケースに発展する可能性が大きいという感想がフ

ロアから繰り返し指摘された。

後者については、その子が親や家族に対してどのような思いやイメージを抱いているのかを想像す

ることが大切であることが指摘された。その上で、子どもの出自の問題や抱えた境遇を、子どもと共

に受け止めていく援助が必要となる。極めて個別的な問題であり、マニュアルなど存在しない。その

子への深い理解に基づき、扱うべき時期や方法が選ばれるとのコメントがあった。また、たとえ悲劇

的な境遇であっても家族との良い思い出、良いイメージは必ずあるはずとの指摘もあった。そうした

親イメージを大切にして膨らませていけるような、あるいは家族についてのよい思い出を紡ぎ、物語

を作っていけるような関わりが意味を持つと指摘された。

３．児童養護施設での心理職の役割

児童養護施設の心理職のケース報告では、次の点が指摘、議論された。

①心理療法の位置づけ：なぜこの心理治療をするのかについて、心理職自身が明確でなくてはなら

ないという指摘である。またそれは生活から全く切り離されたものであってはならず、日常生活

で起こる様々な事象を把握し、アセスメントに基づいて、その子に適した形で工夫された心理療

法を行う必要がある。心理治療の開始にあたっては、目的や約束等を、子どもに分かるように説

明すること、併せて生活担当の職員にも、治療の意味や狙い、予測される変化等も含めて、丁寧

に説明する必要がある。

②心理援助が生活から切り離されないこと：要は、子どもにとって毎日の生活がより豊かなものと

なりそこで関わる援助職員と子どもとの間に良い関係が育まれるようサポートすることが心理的

援助の大きなねらいであることが指摘された。時に、心理面接場面での心理職と子どもの営みだ

けに焦点化されたケース報告があるが、生活全体を含めたトータルな支援の中に心理的援助が位

置づけられなくてはならない。子どもの心理所見は、施設の職員に役に立つ形で伝えられて初め

て意味を持つ。心理職でなければ分からない専門用語で伝えるのは禁忌である。
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③援助チームの一員としての心理職：子どもの援助は生活担当の職員を中心に、様々な職種の協働

で成り立っている。心理職のみ単独で動くことはあってはならない。むしろチームワークが良好

に機能できるように、心理的知見が利用されるといった姿勢が必要であることが指摘された。

（２）乳児院

乳児院から提出されたのは、平成18年度で２事例、平成19年度では４事例であった。

１．愛着形成についての理解を深める

事例検討では、身体発育と共に愛着や情緒発達について理解を深める必要性が共有された。一般的

な乳児の心身の発育について学び、理解しておくことは不可欠で、月齢相応の発達状況を的確にとら

える眼差しで乳児をみていくこと、及び乳児の愛着や情緒発達のあり様をおさえ、その背景について

理解を深め、援助方針を検討することである。大切なポイントは、その場が安心できる場となること

である。そこで交流する対象との間で、愛着が形成されるという視点が指摘された。また誰かと愛着

が形成されることは、それまでの愛着の対象を失うことや、新たな対象との愛着形成を妨げるもので

はないこと、一緒にいる時間の長い担当保育士と愛着が形成されるのは当然のことで、だからと言っ

てそのことで母親との愛着形成が阻害されるわけではないことが併せて指摘された。安全で安心な場

で母親と交流することが重要であると指摘された。

２．愛着や情緒発達をうながすために

本来、愛着形成や情緒発達は、特別なプログラムによって培われるものではないという点が指摘さ

れ、普通の日常が安全であり、安心できること、食事や入浴、遊びなどを通してのささやかな関わり

の蓄積がこれらを育んでいくことが事例検討を通して共有された。例えば、一緒に景色を見ていて、

「きれいだねー」などと、同じものを見て共に同じように感じ合う体験は、情緒発達を育む契機とな

るといった視点である。従って保育士は、毎日の生活を大切にするとともに、自分が感じている感覚

を子どもも同じように感じていると自覚し、それをその場で言葉にして表現する養育スキルを磨くこ

ともとても大切であると指摘された。

３．心理職と保育士の役割分担

心理職と保育士との役割分担として、心理職は発達のアセスメントを中心に心理的所見を継続して

提示し、保育士は専門職としてそうした所見を援助の場でどのように生かすかを一緒に検討すべきと

の指摘があった。乳児は言葉を持たず、発熱など体で表現する。こうした身体化の意味を知ることの

重要性が指摘された。
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４．親への対応

乳児院では、乳児を通して親と三角関係になりやすいことが話題となった。乳児の担当とは別の者

が親担当を担うことが望ましいとの意見があった。養育の力が拙い親に対しては、安心して子どもと

関われる場の提供とともに、養育の成功体験を積んでいくこと、うまくできた関わりに対して、肯定

的に評価することが重要との意見が多かった。

５．外泊や帰省について

家族や帰省先として選ばれがちな親族宅など、そこが十分に機能できる状況かどうかのアセスメント

の必要性が指摘された。帰省や面会が子どもにどのような影響をもたらすかを見極める必要がある。た

だ外泊などの環境の変化にも影響を受けやすいので、それを全て母親のせいに考えてはならない。帰省

中の家での刺激を減らすなど、環境が安心できるよう設定されることが大切であるとの指摘があった。

一方、施設側が家庭復帰について危機感を感じていても、児相の判断で家庭復帰に至るケースが複

数報告された。家族状況は極めてハイリスクであり、家庭復帰に疑問を感じざるを得ないケースであ

った。家庭引き取りの判断については、家族との接触や帰省後の子どもの様子を目の当たりにしてい

る施設の判断は重要であり、児相などの専門家に依存するのでなく、保育士の主体性、施設の主体性

が大切で、児相に働きかけることが必要とのコメントが出された。

６．措置変更に際して

２、３歳という低年齢で、生活環境が大きく変わってしまうというのは、幼児にとって大変過酷な

体験であることが共有された。もし措置変更が必要な場合、なるべくその変化が大きくならないよう

に、緩やかなものになるように配慮し、手助けすることが重要であることが指摘された。乳児院では、

「良し」とされていた生活習慣が、児童養護施設へいったとたん、「だめ」と言われてしまうことが少

なくなく、それだけで大きな混乱であるとの指摘がなされた。まず施設間の生活習慣や文化がどのよ

うに違うのかを、施設同士で点検し、認識する必要があるとの指摘があった。異なる点については、

徐々に慣れていけるよう、乳児院ではそのための準備を子どもと一緒にし、変更後の児童養護施設は

少しおおめに見て、待ってあげられるような、それぞれが配慮することの必要性が認識された。変更

先の施設に何度も通うなどの慣らし保育も必要で、大変な労力であっても、子どもの身に立てば、と

ても大切なことであるとの指摘がなされた。

（３）情緒障害児短期治療施設

情緒障害児短期治療施設から提出されたのは、平成18年度が３事例、19年度が４事例であった。

１．アセスメント

全ての事例検討会で、子どもと家族の理解を深めるための質問が様々な角度からなされた。それら
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を整理すると、家族状況を理解し虐待発生のメカニズムをつかむこと、親の死の影響など、深刻な喪

失体験に対する家族の受け止めと子どもの受け止め、さらにはその相互作用を理解すること、悲惨な

過去の状況の中にもリジリアンスにつながるその子の力を見出すことなどにまとめられる。また近年、

施設内での暴力の問題が深刻になっており、後述する対応の枠組みも重要であるが、なぜ怒るのか、

例えば、見捨てられないための必死の方法である場合など、怒りの背景にあるものを理解することか

ら始める必要があるとの指摘がなされた。

またアセスメントを共有するにあたって、情報を記録したり伝える際に、例えば診断名でくくった

り、症状を専門用語で伝えるなど、練り込まれた抽象的な言葉にまとめてしまうのでなく、子どもの

様子や思いがイメージできるよう、そこにある事実を忠実に伝えることを基本とすべきとの指摘がな

された。

２．受け入れ時

入所時に留意すべき点として議論された点は、児童養護施設で述べた点と重なるものが多い。さら

に留意すべきこととして事例検討会で明らかになった点は、入所にあたって親との協力関係をいかに

築くかであった。28条ケースなど、協力関係を築くのが非常に難しいケースもあるが、子どもの予後

を左右する重要なことであるとの指摘がなされた。児相との協働の上進めるべき課題であるが、施設

のソーシャルワーク機能の強化がますます重要であることが示唆された。

子どもの入所日など、子どもを受け入れる際にどのように迎え入れるか、そのあり方には、施設の

雰囲気や子どもに対する援助チームの基本的姿勢が表れているとのコメントがあった。子どもはそれ

を感じ取っており、そのことを職員は理解する必要性が共有された

３．治療的枠組み

情緒障害児短期治療施設における治療的枠組みの重要性については、平岡ら（2008）が「被虐待児

に対する臨床上の治療技法に関する研究」に明らかにしている。事例検討会でも以下の点においてそ

の重要性が強調された。特に激しい暴力など自他に対する破壊的行動が繰り返される場合、対象、時

間帯、きっかけ等を整理し、背景を理解するとともに、整理された状況に合わせて対応の在り方や枠

組みを検討することの必要性である。また、過去に大人からの優しい関わりに触れる体験の少なかっ

た子どもは、施設入所後、柔らかな雰囲気や柔らかく優しい関係の持ち方に戸惑ったり、しんどさを

感じやすい点が指摘された。日々のプログラムや約束等を、子どもと話し合いの上できちんと伝え、

距離を意識した関わりをすることの必要性を再認識した。

４．子どもの居場所、寄り添う援助者の支えるチーム

事例検討会では、人生早期から喪失体験を繰り返し、家族との良い関係が築けないなど、自分の居

場所が見出されないケースが複数報告された。これについて寄り添い続けられる人がいるかどうかが

要であることが指摘されたが、いずれのケースもその経過には大変な困難が伴っており、寄り添い続
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けることの難しさを痛感させられた。援助にあたっては、援助者の相当の覚悟が必要であるし、それ

を支える施設長を含めた援助チームの覚悟が必要である。援助者相互を支え合うチームワークが非常

に重要となり、チームの支えが不十分であれば援助者はつぶれてしまうだろう。そこには子どもとチ

ームの動きを客観的にみて判断できるスーパーバイザーが必要でもある。またチームワークは施設内

にとどまらず、施設を支える他機関とのチームワークにも広げた、重層的なサポート体制の必要性が

認識された。この点については滝川（2007）が指摘した点と重なるところである。

また子どもの居場所に関わることとして、問題行動ばかりでなく、その子の良い面を見ようとする

援助者の姿勢があることや、生活場面のみならず、学校場面でもその子の得意なことに注目した役割

や課題が与えられることが必要との指摘がなされた。

（４）母子生活支援施設

母子生活支援施設が提出した事例は、平成18年度は3事例、平成19年度は4事例であった。

１．母子生活支援施設で抱えている課題

母子生活支援施設は児童福祉施設の一つであり、従来から母子家庭の就労支援を柱に展開してきた

施設である。近年ドメスティックバイオレンス（以下、ＤＶ）の被害母子等の入所が増加し、これま

でと違ったニーズをもって入所するケースが目立っている。それゆえに課題も多い。以下が、事例検

討会の中で明らかにされた課題である。

∏多様な問題を抱えた家族の増加

貧困の問題に加え、若年出産、外国籍、虐待の世代間連鎖のあるケースなど、これまであまり見ら

れなかった難しい課題を抱えたケースが増加している。多様なニーズに応えなくてはならない状況が

生じているが、そのための体制は不十分である。

π子どもと家族に関する情報の不十分さ

児童福祉施設の一つであるが、措置機関は児童相談所でなく、福祉事務所である。近年ＤＶのケー

スが増え、虐待の影響を受けた子どもたちが増加している。しかし、入所児点での児童相談所の関わ

りが薄いため、子どもの生育歴や家族の状況などの情報や心理的所見など援助のために必要な情報が

ほとんどない。

∫県外からの入所や緊急に入所するケースが増え、入所時の手続きが十分に行えない

ＤＶによる県外からの入所もあり、事前の見学やオリエンテーションが充分に出来ない。このため

施設側と利用者（母子）との間で誤解や齟齬が生じてしまうことがある。
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ª虐待通報の難しさ

母子間で子どもが虐待されていることが疑われるケースは少なくない。親を援助している立場から、

親との関係悪化が脳裏をかすめ、躊躇しがちである。一方で、児相に通報しても、「施設の中だから大

丈夫でしょう」となかなか動いてもらえない。母子生活支援施設は施設であっても、各母子世帯は別々

の家として設定されている。よほどの緊急時でなければむやみに家庭の中に入ることはできない。一般

家庭と同様に、権限を持った機関が調査すべきだが、そうならないケースが非常に多い。母子生活支援

施設内での児童虐待事件も発生しており、児相の対応も含めた喫緊の課題であるとの意見が出された。

∏からªまでは、事例検討会の中で指摘された内容を整理したものだが、こうした課題が存在する

こと自体、児相をはじめとして、関係機関に充分理解されていない現状があるといえよう。

２．リスクアセスメント

複合的な課題を抱えた母子世帯は、児童虐待の視点から見れば、それだけでハイリスク家庭という

ことができる。従って、家族や子どもの様子を丁寧に把握し、緊急時には早急に対応することが望ま

れる。どういった子どもの様子が危機的状況につながるかのリスクを読み取る力を養っておく力が必

要との指摘があった。例えば、子どもの身長や体重が伸びていかない状況等は、背景に虐待の可能性

が潜んでいる場合がある。援助者はリスクアセスメントについて学ぶ機会も必要と認識された。

３．情報を整理して伝える力

多問題を抱えている家族への援助は、施設の援助のみでは困難との指摘が多かった。児相や医療機

関等との十分な連携と協働が不可欠となる。その際に、状況を整理しまとめて、具体的なことばで正

しく伝える力が重要となる。誰がどのようなことで困っているのか、現在懸念される状況は何か等、

相手がイメージしやすいように伝える力を養うことが重要であることが指摘された。

４．母親への支援

子どもに対する養育力の乏しい母親が増えている現状が報告された。子どもの年齢にそった発達状

況などを具体的に伝えることや子どもが熱を出したらどうしたらよいかなど、援助者が実際に見本と

して示すなどの支援の必要性が指摘された。早期に養育力が向上するわけではない。できるところか

ら始め、評価を与え、徐々にスキルアップしていけるような関わりが重要とのコメントがあった。

５．母子生活支援施設の可能性

母子が一緒に生活する場に職員が関われる施設はこの施設をおいて他にない。母子分離を図る前で

の支援や、母子分離後の家族再統合を図る際の利用など、母子臨床の場として機能することができれ

ば、日本の児童虐待対応の中で極めて重要で大きな役割を担うことになろうとのコメントがなされた。

そのためには職員体制など抜本的な見直しも必要であるが、まず他機関との協働の中で、母子生活支

援施設でこそできる援助機能を見出し、磨きをかけていくことが望まれる。
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４．おわりに

センター研修の事例検討会では毎回生々しく我が国の虐待対応の実状が示される。

その焦点は提出された当該事例の検討ではあるが、全国から参集された研修参加者は自ら関わって

いるケースと照らし合わしそれぞれが現場で抱えている問題点の解決を目指して質疑し議論が交わさ

れる。従って、一つの事例検討会は貴重な質の深さと広がりを持つことになる。センターの事例検討

会は我が国の虐待対応の実状を知るための宝庫といっても過言ではないだろう。

センターでは、事例検討会での情報を分析する必要に気づき、若手研究員の着任により18年度から

記録の蓄積を行い、漸く今回報告書にまとめることが出来た。

事例報告は現場の生の実状であるだけに、プライバシーの保護という課題に抵触しないように努力

したため、若干具体性を欠きまとまりすぎの報告になったきらいはあるが、この報告書に表現された

課題が最先端で活躍されている方々の実践にお役に立つことを願っている。また、今後の我が国の虐

待対応の取り組みを検討するための基礎資料の一つとして役立つことを期待している。

虐待対応の現場においては、恒常的にその対応を巡って職員の苦悩と葛藤が続いている。関わって

いる方々は安堵と充実感をもって明日を迎えられることは少ないだろう。児童相談所においても、ま

た児童福祉施設においても、人的資源・社会的資源の問題を始め、虐待対応システム、対応スキルな

ど多くの見直しが必要な課題を抱えている。

そういった現場の厳しさの中で事例をまとめ提出していただいた方々には深く感謝したい。そして

事例検討に登場された当の児童と家族の少しでも明るく幸せな未来を祈りたいと思う。

本研究は沢山の課題を提起しているが、分析が不完全なところも多々あり、また不透明で踏み込ん

で分析できず取り残した課題もある。多くの方々のご批判ご意見をいただきたいと願っている。
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