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１．問題と目的

児童虐待における家族支援については各分野で模索され、多くの実践が試みられているが、全体と

しては試行錯誤の段階である。特に児童養護施設等、児童福祉施設（以下、施設と略記）に入所した

事例では、家族が深刻な問題を抱えている場合が多く、各現場では家族支援に困難をきたしている。

したがって施設における家族支援の実践報告を重ね、その現状を明らかにした上で効果的な援助のあ

り方を模索することが必要だろう。

本研究は、平成19年度から継続して行っている児童福祉施設における家族支援の研究である。19年

度においては、施設における家族支援についての現状を把握すると同時に、良好な経過をたどった事

例、援助が困難であった事例、気になる事例それぞれについて５つの施設からの報告を受け、検討・

分析を行った。これらをふまえ、19年度には、入所前および入所時のアセスメントの重要性、家族と

の関係作りのための工夫、家族の変化を促すための関わり方、家庭復帰のための支援などに関する視

座を提示した（川﨑ら，2008；以下19年度報告書と略記）が、報告書の最後は以下の文章で締めくく

られている。「なお、今回の研究では施設における家族支援をテーマに取り上げたものの、当然のこ

とながら、家族支援が施設の中だけで完結するわけではない。特に、施設に入所するまでには児童相

談所でのソーシャルワークが前置され、措置決定という手続きが経られているのであり、入所中も児

童相談所は家族と子どもに深くかかわりを持っている。ここで児童相談所のソーシャルワークについ

て論じる余裕はないが、施設入所児童に対する支援、その家族に対する援助は、児童相談所側からも

多くが語られなければならないのであり、施設における家族支援と児童相談所が行うソーシャルワー

クとは重なり合い、協同し、深く連携しなければならないはずである」（60p）。

そこで今年度は、施設における家族支援についてさらに深めるため、家族支援における児童相談所

と施設との連携を本研究のテーマとして取り上げることとする。

（１）先行研究の概観

そもそも「連携」とはいったい何を指すのだろうか。「連携」の辞書的定義は「連絡をとって、一

緒に物事をすること」（大辞林第二版）であるとされる。とするならば、情報の共有とそれに基づく

共同作業のことを「連携」と呼ぶのであろう。では、児童相談所の適切な運営及び相談援助活動の円

滑な実施について定めた国のガイドラインとも言える「児童相談所運営指針（以下，運営指針）」（厚

生労働省雇用均等・児童家庭局，2009a）は、連携についてどのように述べているであろうか。そこ

では「地域にある各種相談機関、施設等の実情について十分把握」し、「児童相談所の業務や役割に

ついて理解を促す」ことが重要であり、児童相談所は各機関が「共通の認識に立って一体的な援助活

動ができる」ように「調整機能」を果たすことが重要であるとされている（同，14p）。またわが国に

おける子ども虐待対応の公的ガイドラインの１つである『子ども虐待対応の手引き（平成21年３月31
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日改訂版）』（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室，2009）にも「共通の認識に立っ

て同じ方向を目指さねばならない」（328p）と記載されている。「連携」とは、情報を共有することに

よって互いの認識を一致させ、同じ方向に向かって各機関が各々の役割を果たすことを指すと言えよ

う。

さて、児童相談所と施設との連携が重要であることは言うまでもない。上記の『子ども虐待対応の

手引き』では、子ども虐待対応において、施設と児童相談所は「車の両輪のようなもの」であり、「双

方とも電話連絡、相互訪問による面接や連絡会議、援助内容検討のための会議」といった手段や機会

を用いて、「共通した認識で同じ方向を目指さねばならない」（257p）とされている。そして「虐待を

受けた子どもとその保護者に対する援助は、一施設だけでは良い結果を得られない」（同）と明記して、

児童相談所と施設の連携の重要性を強調している。

特に家族支援に関しては、「（親子関係の再構築は）基本的には、児童相談所の示す援助指針とそれ

に基づく自立支援計画に基づいて行うこととなるが、保護者イメージの修正と親関係の再構築は正比

例しており、時間の経過と共に両者の変化、また、その関係性に変化が起きるので、家庭支援専門相

談員（ファミリーソーシャルワーカー；以下FSWと略記）等が児童相談所と連絡を密にして方針を共

有する中で、電話、面会、帰宅等の機会をとらえ、あせらず慎重にすすめることが肝要である」（210p）

と記されている。さらに「連携の基礎は情報の共有である」とされ、特に虐待事例については、児童

相談所は措置時に施設に対して、「当該家庭の経済状況、保護者の就労状況」「虐待をする保護者の性

格や児童相談所に対して示した態度」「保護者への対応上の留意点」「虐待をする保護者以外の家族メ

ンバーの性格と施設入所する子どもとの関係」「虐待が家族内で起こり、継続したメカニズム」「子ど

もや家族の特徴を端的に著しているエピソード（出来事）」「家庭復帰の見通しと子どもへの説明内容」

「施設（里親）と児童相談所との役割分担」等に関する情報の提供が必要だと述べている（256-257p）。

また入所当日は、児童相談所と施設双方が協力して、子どもと保護者を歓迎している気持ちが伝わる

ように心がけるべきであるとされ、入所後も、児童相談所と施設は情報交換を続け、児童相談所は施

設を定期的に訪問し、施設は、親子面会時に得られた情報を児童相談所に伝えるなどの連携が必要で

あると記されている（259p）。

施設との連携の重要性は、運営指針でも強調されている。児童相談所は施設長との連絡会議を適宜

開催し、相互理解、相互信頼を深めておく必要があると明記され、施設から子どもの養育状況に関す

る報告を年２回程度聴取し、また定期的に訪問したり、合同で会議を行う等相互の連携を十分に図る

必要があるとされる（132p）。

このように、児童相談所と施設の連携が不可欠であるということは、さまざまなかたちで提示され

ており、その重要性は各実践現場においても十分に理解されていると思われる。ところが、両機関の

連携に関する先行研究・報告はきわめて限られている。その中で、いくつか貴重な論文や研究がある

ので以下に概観する。

児童養護施設の管理職であった福島一雄は、早くも1977年に「児童相談所と施設の連携協働をめざ

して」という小論を記している。そこでは、「両者の連携不足がいかに子どもの生存権、発達権をお
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びやかし、また子どもの心を傷つけているか」が３つの事例を通して提示されている。すなわち、入

所時の連絡不徹底が子どもの生命を脅かした事例、入所児童の母親の死が施設に通知されなかった事

例、児童の引き取りをめぐる連携協働の不足により再入所となった事例である。これらを通して見え

てきた児童相談所と施設を乖離させている要因について、第一に、入所時の協働の欠如、すなわち「イ

ンテーク・ワークが形式的、機械的な電話連絡、児童票の送付、措置決定通知書などで手軽に取り扱

われること」をあげている。第二に、担当ワーカーの「措置のしっ放し」とワーカー交代時の「引き

つぎの不完全さ」も要因としてあげられている。「措置のしっ放し」は、児童相談所担当者の量的貧困・

質的貧困の帰結として起こることであるが、同時に、施設側の意識によって助長されている面がある

と福島は指摘する。それは、施設養護は施設のみの手で行い、口出しを阻むという、施設側の「誤っ

た専門家意識」である。「措置のしっ放し」は、両者の量的貧困、質的貧困の帰結であり、措置後の

連携不足の克服が協働に必要であるとされた。第三に、日常の連携不足によるケースの認識度、理解

度のずれが、措置の節目（家庭引き取り時）にきて噴出することがあることをあげ、児童相談所ワー

カーの養育観、児童観、施設観の影響についても指摘している。これらをふまえ、福島は、１人の児

童の受ける施設養護の全過程（入所前からアフターケアまで）にわたって、児童相談所と施設の両者

で計画的な一貫性の保障を確認すること、施設から児童相談所の処遇会議へ参加することも含めた相

互学習のもとに、連携の基盤である信頼関係を築くことを提案している。すでに30年以上前の論考で

あるが、今なお、大枠で変わらぬ現状と提案が垣間見られ、意義あるものとして再考されるべきであ

るが、同時に積年にして改善されない課題であることも伺えよう。

さて、連携の際にしばしば課題となるのは、各機関が役割をどのように分担するかということであ

ろう。この点について藤田（2004）は、児童福祉司の立場から、施設のファミリーソーシャルワーカー

の業務と児童相談所の家庭復帰支援員の業務を整理し、両者の連携の一例を、家庭復帰を目指した事

例を通して提示している。ファミリーソーシャルワーカーは、保護者の最新の状況と子どもたちの状

況をつねに把握し、最良のタイミングで働きかけることができる点が特徴であるとし、児童相談所か

ら施設のファミリーソーシャルワーカーへの期待を論じている。

一方で、「連携」の重要性はわかっていても、実践ではとまどいも生まれ、調整の困難さに遭遇す

ることも多い。こうした状況もふまえ、松原（2000）は「顔と名前が一致をする」ようなネットワー

クの重要性を指摘している。その上で、１つの事例を一緒に考え、その事例に当たっているキーパー

ソンを支えることによってネットワークを作ることが出来ると発言している。また山口（2007）は、

児童相談所と児童養護施設の心理職の連携のあり方について、２つの事例における被虐待児への治療

的かかわりを通して考察している。そこから、両者が出席するケースカンファレンスや、児童相談所

心理職が施設心理職に対して行うスーパービジョンが有効であると示唆している。いずれにせよ、直

接顔を合わせて、ともに事例に具体的に関わることが、よりよい連携を可能にする基盤となることが

示唆されている。

児童相談所と施設が丁寧に関わりを持ったにも関わらず、支援が困難であった事例の報告もある。

村田ら（2001）は、「児童養護施設に入所措置した、施設と児童相談所との連携が重要なケース」を
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担当児童福祉司が提示し、事例検討を行う中で、両者の連携の課題について論じている。提示された

のは身体的虐待を受けた小学生女児の事例である。この事例では、児童福祉司による入所時の丁寧な

関わりや、入所後の月１回の施設訪問、さらには児童相談所の期待に応えた保育士の子どもへの献身

的な関わりによって、当初は上手く連携が進んでいるかに見えていた。しかし親の強い引き取り要求

や子どもの不適応行動の中で、施設職員の疲弊は度合いを増していった。担当福祉司は、定期的に施

設側と協議をしていたが、児童相談所のケース理解（親の引き取り要求の背後にある、親の複雑な感

情や子どもの問題行動の持つ意味）を伝えきれなかった。最後は施設が入所継続を不可とする意向を

児童相談所に伝えて家庭引き取りとなった。事例検討で明らかになったのは、児童相談所の丁寧な入

所時の情報提供によって、一見、援助方針が共有されているかに見えていたのだが、実際は、児童相

談所が施設や保育士に期待することと、施設や保育士が提供できる援助内容とが一致していなかった

こと、そのずれが本児の不適応行動や保護者からの引き取り要求によって明確になったにも関わらず、

施設と児童相談所それぞれが、生じている現象面への対応に追われてしまい、修正できなかったこと

であった。事例への援助プランを作成する際には、何が出来て何が出来ないかという具体的な内容を

加味した検討が必要であろう。文中では、福祉司が、「施設を『教導』する」という思いが強く現れ

ており、施設のやり方に「ついて行く」態度がもう少しあれば良かったことや、「施設は理解してい

るはず」という思いこみもあっただろうことが指摘され、互いを「パートナー」として意識し、自覚

することの必要性が論じられている。実のある連携の困難さ、適切な連携なき支援の予後の困難さが

明らかにされると同時に、振り返りの事例検討を行うこと自体が、発表者である児童福祉司の意識の

変化（「施設の理解が得られずに家庭引き取りさせられた事例」から「連携の重要性と困難さを提示

している事例」へ）を生んでおり、事例検討そのものが援助者の学びの機会となっていることを示し

ている。

以上のように、児童相談所と施設の連携では、①児童相談所と施設が、互いの職域や専門性をよく

理解し、援助のパートナーとして尊重すること、②援助方針を互いに理解し、共有すること、③これ

らの点を、実際に一緒に事例に関わり、ケースの話し合いをする中で実現していくこと、が大切であ

ることが先行研究において示唆されている。

（２）本研究の目的

児童相談所と施設の連携を主なテーマとした文献は、調べうる限り、ほぼ以上であった。先行研究・

報告においては、重要で本質的な指摘がなされているものの、きわめて数限られていることがわかる

（ちなみに、児童相談所と市町村等地域の諸機関との連携に関する論考はある程度の数が見られる）。

しかし、「児童福祉施設としては、措置入所である以上、児童相談所との密接な連携は当然のこと」（厚

生労働省雇用均等・児童家庭局，2009）であり、施設に入所する子どもとその家族にとっても、この

両機関がもっとも身近なものであろうことは疑いない。おそらく両機関は、日々の業務の中で多くの
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事柄について共に考え、意見を交わして協働していると思われ、その積み重ねを報告していくことが

必要だと考えられる。そこで本研究では、（１）児童養護施設と児童相談所との連携の現状を把握し、

有効な取り組みや困難な点、課題等を分析すること、（２）支援を受ける家族にとって有益な連携に

必要な視点やシステム、連携の方法についての検討を行うこと、を目的とする。

（３）方法

平成19年度から引き続いて本研究に参加した児童養護施設所属の研究者４名と、20年度新たに参加

した児童相談所所属の研究者２名によって報告された「児童相談所と児童養護施設の連携がテーマと

なっている事例」を対象とした。研究者の所属する児童養護施設・児童相談所はいずれも、児童虐待

における家族支援について、長年丁寧な取り組みをしていたり、先駆的な支援を試みている機関であ

る。事例の中から、①連携が上手くいった事例と②困難をきたした事例をそれぞれ１つずつ選び、研

究会で詳しく検討した。

研究会には６機関７名の報告者とともに、児童福祉領域の実践経験豊かな研究者や児童福祉施設の

ベテラン職員らが参加した。職種は、児童福祉司（あるいはその経験者）が３名（うち２名は児童心

理司経験者）、児童養護施設の児童指導員が２名、ファミリーソーシャルワーカーが１名、心理療法

担当職員が２名、情緒障害児短期治療施設の児童指導員やセラピスト経験者が２名の計10名であり、

大半は主任級以上の役職にあり、児童福祉領域における熟達した実践経験や研究歴を有していた。

研究会は２回行われ、計12事例が約20時間にわたって討議された。検討された内容はすべて録音し、

逐語記録を作成して資料とした。なお、事例報告においては事例の個人情報の保護と匿名性を第一に

考え、報告・検討ともクローズドで行った。

分析はKJ法（川喜田，1967）を用いた。すなわち検討会の内容を意味ごとのカテゴリーに分けて内

容を端的に表すラベルをつけ、内容の関連する小カテゴリーを集めて大きなカテゴリーを作り、カテ

ゴリー間の関連を見ていく方法である。まず研究者２名でカテゴリーの検討を行い、仮に出来たもの

を共同研究者全員で再び検討して修正を加えた。報告された事例の簡略な概要は表１である。プライ

バシー保護の観点から、改変・創作がなされていることを付記しておく。
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２．結果と考察

児童相談所と施設の連携について、子どもの支援と家族支援は不可分なため（19年度報告書）、両

方の視点を交えて分析した。

（１）役割分担の観点から：児童相談所の役割 

（a）　調査

児童相談所は、児童福祉法第11条第1項及び第12条第２項によって、調査権限が付与されている（「児

童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の

判定を行うこと（下線は本論筆者による）」）。したがって、子どもや家族に関する調査は、基本的に

は児童相談所が担うものであると言えよう。本研究の事例分析の中から浮かび上がってきた調査に関

するテーマについて、検討する。

児童相談所から児童福祉施設への入所措置が取られると、児童の入所に合わせて児童記録票が施設

へ送られる。ここでの連携において留意すべきことは、児童相談所が入所のために必要と考える情報

と児童福祉施設が求める情報に若干の違いがあるという点である。児童相談所は虐待の態様や家族状

況など、入所の是非を検討するための情報をまずは必要としているが、児童福祉施設がただちに必要

とするのは、子どもの健康や日常生活の具体的な様子など、受け入れた子どもをその日から養育して

いく上で不可欠な情報である。もちろん両者は重なり合う部分も多いし、それらの情報はいずれの機

関でも共有しておかねばならないものではあるが、立場が違えば、また目的が違えば必要な情報も異

なってくる。したがって、児童福祉施設は情報の不足を批判するのではなく、得られた情報を精査し、

施設として必要と思われる情報については、あたらめて児童相談所に調査を依頼することが大切であ

ろう。

また、入所後の援助経過の中で、さらに詳しい情報を必要とする状況も生まれてくる。平成19年度

の研究においても、児童福祉施設における家族支援の困難さを示す指標として「的確なアセスメント

が困難である」という項目があげられ、その例として、入所に至るまでの親や家族の言動に一貫性が

ない事例や、面接や調査を繰り返しても家族の事情が見えてこない事例があげられている（19年度報

告書）。これらの例では、親の語り以外からの客観的な情報を得ることが必要であるとされ、児童相

談所の持つ調査機能の発揮が期待されるとまとめられている。

施設は、子どもの処遇困難な状況に何とか活路を見いだそうと、児童相談所に調査を依頼する。他方、

児童相談所は、調査の必要性を判断し、その調査に際して起こり得るさまざまな事態をも検討する。

調査自体が個人情報を扱うことをふまえれば、援助にとって真に必要かどうかについても検討してお

く必要があろう。

ところで、児童相談所が行う調査については、調査する法的根拠はあっても、調査対象となる側が

それに応じる義務はないという特徴がある。そのような状況の中で、施設と児童相談所の連携にズレ

が生じる可能性がある。したがって、施設側には、子どもの現状とその調査を希望する理由をきちん
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と伝えていく努力が求められ、児童相談所は調査権限が付与されていることを十分自覚した上で、入

所させた子どもの状況を把握し、積極的に調査活動を行い、施設での援助を支える努力が求められる

だろう。そのような努力を双方が怠り、結果的に適切なアセスメントのための情報が不足するなどし

て、子どもや家族への援助が困難に陥るような事態になれば、もっとも不利益を被るのは子どもであ

る。　

以下では児童相談所の調査機能が期待された幾つかの事例を示してみたい。いずれの事例からも、

子どもと家族への支援の重要な局面で、両者の連携がいかに重要であるかが見て取れるだろう。同時

に、重要かつ困難な局面でこそ、平素からの連携が活かされるとも言えるだろう。

①施設から外泊中に虐待が生じた場合

外泊中に虐待を受けたと子どもが訴えた場合、児童相談所もしくは児童相談所と施設が子どもや家

族と面談をして、虐待にいたった経緯やその程度などの事実をきちんと確認する必要がある。そして

両者が連携して子ども本人のケアと家族への指導を行い、今後の家族交流のあり方を決定する必要が

あるだろう。

【事例１】　外泊中に子どもが父親から性的なふるまいを受けたと訴えがあった。施設は児童相談所に連絡したが、そ

れ以上の事実確認は行われず、本人の希望もあって外泊が継続してしまった。以前から落ち着かなかったが、その後

さらに施設内での子どもの暴力が激しくなり、施設での生活が困難になっていった。（性的虐待に関する認識が現在

ほど高まっていなかった時代の事例であることを付記しておく。）

【事例２】　外泊中に子どもが父親から蹴られたと訴えがあった。子どもは「親には黙っていて欲しい」と言ったが、「今

後繰り返し暴力があってはいけないから大人が話をする必要がある」と伝え、子どもの了解を得た上で、児童相談所

に連絡した。児童福祉司が施設に来所し、施設職員と共に親と面談し、事情を聞き取った上で指導をした。子どもに

はその内容を伝えて、「今後同じようなことがあったら、必ず話すこと」と伝えたことで、子どもは逆に親との交流

に安心感を持つようになっていった。

上記２事例は、いずれも外泊中に虐待が再発した場合の対応であるが、児童相談所と施設が連携し

て対応できたか否かがその後の流れを決める大きなポイントであった。事例１では、児童相談所の調

査が必要だったであろうし、施設においてもより丁寧に子どもへ関わることや、継続的に児童相談所

に伝え、危機感を伝えていく努力が必要であっただろう。性的虐待が疑われるケースの場合、基本と

して児童相談所が施設から報告を受けた場合、専門的な事実確認を行うことが求められる。施設から

調査の必要性を伝えてもそれが通らない時、施設はがっかりして諦めてしまい、その後必要なことを

伝える努力を怠ってしまう事態になりがちであり、児童相談所はそのことでますます調査の必要性に

対する認識を欠くことになる。こうした連絡の失敗を子どもの権利を擁護すべき福祉機関はくり返し

てはならない。児童相談所と施設の協議と連携の重要性を示す一例である。
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②戸籍や住民票等の行政関連の情報、親の犯罪歴、あるいは服役中など司法関連の情報

戸籍や住民票等の情報は、親権者や保護者の事情を知る基礎資料として重要である。これらの情報

は児童相談所の調査によって集めることが可能である。また、親が服役中の場合、親の犯罪の内容や

出所の時期を調べるなどして、親に関するアセスメントを行い、必要に応じて服役中の親との交流を

行うことは、ケースワーク上、重要である。以下の事例が検討された。

【事例３】　虐待加害者の親が他の罪状で服役中であった。子どもは施設で保護されているが、出所したら子どもの行

方を探す可能性がある。出所の日時を確認したいのだが、方法がなく困っている。

【事例４】　入所中の子どもの保護者が逮捕され、服役することとなった。今まで面会に来ていたのに、理由もわから

ないまま急に来なくなったため、子どもたちは不安がっている。施設としては、今後の見通しを立てるためにも保護

者の状況の調査を児童相談所に依頼するが、なかなか進まず、子どもたちにどう説明して良いのか迷ってしまった。

犯歴は高度のプライバシーに位置づけられ、当人や関係者が話さない限り、情報を得ることはきわ

めて困難である（特段の事情がない限り、児童相談所が本籍地の市町村に犯歴照会をしても開示され

ることはない）。服役中の親に関しても、どの刑務所に服役しているか、いつ出所予定なのかを調べ

ることは難しい。ただし、服役している刑務所が分かっている場合は、子どものことで面会をしたい

と申請すれば、可能なこともある。したがって面会等が必要な場合には、児童相談所が刑務所に連絡

をとるなどして確認し、実施に向けた手続きをとることが必要である。その上で、児童相談所と施設

がそうした情報を共有しておくことが重要であろう。

（b）　子どもの援助にあたっての重要事項に関連する事柄への対応

子どもの援助に当たって、監護、教育及び懲戒に関わる日常的な事柄についての判断や子どもへの

説明などは、児童福祉法47条に基づき、施設長の判断で行われている。一方、重要な事柄に関する判

断などは、基本的には親権者の同意のもと、施設長と児童相談所との協議によって行われることが多

い。しかし、予防接種や精神科受診等の医療問題、高校進学や特別支援学校への進学等の学校問題など、

どこまでを“日常的な”監護の範囲とするか明確でない点も多い。この点については、法務省が主体

となって平成21年６月に「児童虐待防止のための親権制度研究会」が立ち上げられ、入所中の児童に

かかる親権を巡る問題等を検討し、報告書も公表されている。

本研究で検討された事例においては、以下のようなテーマが挙げられた。いずれも児童相談所と施

設が協議して判断していくことが必要な事例と考えられる。

①本人に障害を説明すること

子どもに自分の特性としての障害を説明しなければならない場合がある。親権者の同意も得ながら、

子どもに伝えることによって、特別支援学校への進学や療育手帳の取得、自立支援ホームなど、障害

へのサポート資源を利用出来る。このような説明が丁寧になされなければ、やみくもに自尊心を下げ、
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資源を使うことに抵抗を示すようになるかもしれない。児童養護施設にも何らかの障害を持つ児童が

多く入所している現状をふまえるならば、彼らが成人していくプロセスの中で、児童福祉と障害福祉

とを統合した援助が必要となってくるだろう。

【事例５】小２の頃より機会をとらえて何回か障害の説明を重ねてきた事例。「あなたは○○障害というものを持って

いて、そのせいでいろいろな事を理解する力が弱かったりするけれど、これからもいろんな人が助けてくれるから、

安心していいんだよ」と伝えてきていた。そのため進路選択にあたっても本人は納得して、特別支援学校への入学を

受け入れることが出来た。

②入所理由の説明について

子どもが育つ中で、「どうして自分は施設に居るのだろう？」と疑問に持つことが当然ある。特に

幼い頃に入所していれば、その点について十分に説明されていない場合も多い。成長にあわせて、あ

るいは子どもが疑問を持った時などをとらえて、分かりやすく説明することが重要である。子どもへ

の説明は、措置を決定した児童相談所と保護者が一緒になってなされることがもっとも良いだろう。

大人がどういう判断をして、子どもを守ろうとしたのかが伝わる機会になるよう配慮したい。

【事例６】プレイセラピーの中で「どうして自分は施設にいるのだろう」と疑問に思っている様子が表現された。無

断外出をして実家に戻ることもあったため、担当福祉司と保護者からあらためて入所の理由を説明してもらった。こ

の事例では、入所の際に関わった担当福祉司が異動を経て再び担当になっていたため、子どもは昔から知っている人

に説明された感じを持ったようで、今ある疑問には納得したようだった。

しかし、性被害やその他の事情による出生などで、子どもにとって知らないほうが良いと思われる

事実があった場合、援助者はそれをどう扱うのかが、つまり伝えるのか否か、伝えるとすれば、どの

ように伝えるのかが問われることとなる。

【事例７】生後すぐに乳児院に措置され、児童養護施設で自立を迎えた子どもの事例。特別な事情で生まれた子ども

であった。児童相談所、施設が協議した結果、子どもにとっては知らない方が良いだろうと判断され、伝えないとい

う方針で経過してきていた。退所前に伝えるべきかどうか議論された。

このような情報は、ふとした拍子に親族・知人などから漏れ伝わってしまう可能性があることも考

慮しなくてはならない。本人が事実を聞きたいと言ってきたら、仮に施設として一定の事情を把握し

ていたとしても、第一義的な説明責任は措置をした児童相談所にあると考えられる。したがって、施

設は子どもが事実を知りたいと言ってきた経緯や、そう思うようになった理由などを詳しく伝え、そ

の時点での子どもの様子や家族の面会状況なども説明し、どのように対処するか両者で十分協議する

ことが大切である。その上で措置にまつわる事実に関しては原則として児童相談所が伝え、事実を知っ

て子どもが苦しんだり、動揺した場合には、それを支える役を施設が担う必要があるだろう。
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（C）　他のサポート資源とのつながり（家庭復帰を目指して）

児童相談所から施設に措置されると、ほとんどの事例で子どもは元々住んでいた地域から離れて生

活をすることとなるが、それまで暮らしていた地域には子どもが入所するに至るまで関わっていた機

関（学校や幼稚園・保育園、病院や保健所、市町村など）があり、子どもと家族を支えてきた機関や

援助者もいる。子どもがいずれ家庭復帰をすることを目指すのであれば、あるいは家庭復帰しなくて

も子どもの育ちの連続性を保障する意味でも、子どもが元いた地域の機関とつながり続け、子どもの

成長を共に見守るネットワークを構築、維持することが重要だろう。

しかし、子どもが入所してその地域を離れてしまうと、元々いた学校や地域の機関に子どものその

後の情報が伝わることは少なくなってしまう。これらのネットワークを維持する役割も、地域を抱え

る児童相談所の役割と言えるだろう。施設入所中の子どもも要保護児童対策地域協議会などでの検討

事例に含めるといった取り組みも必要であろう。そして、こうした場に施設からも出席し、入所後の

子どもや家族の様子を伝えていくことが重要である。また条件が合うならば、学校の運動会や施設の

行事などの際に招待状を出す等のことを考えても良いだろう。

（２）役割分担の観点から：施設の役割 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化につ

いて」が、平成16年４月に発出されて以後、各施設でFSWが配置されるようになり、さまざまな実践

が積み重ねられてきている。しかし、児童相談所の役割に比して、家族支援において施設が果たす役割、

またFSWが行うべき業務内容等は、必ずしも明確に定まっているとはいえないのが実情だろう。もち

ろん施設においては、それ以前から児童の家族との関わりが続けられているが、その内容は施設の考

え方やそれを実践できる人材によるところも大きい。とはいえ、施設における家族支援は、児童相談

所に比して有利な点も多い。この点について、新版乳児院養育指針（2009）は次のように述べている（新

版乳児院養育指針p203より以下引用）。

①�保護者が来院することにより、そのときに話し合いの機会を持つことの方が児童相談所への来所より保護者

にとって負担が少ない。

②�保護者が子どもへの愛着を深めることは家庭引き取りにとって重要なポイントとなるが、そのプロセスを面

会時の様子などを通して乳児院では見ることができやすい。

③�保護者の状況は子どもに対して影響を与えやすいが、保護者からの働きかけから生じた直接的な子どもの影

響をみながら家庭調整を行うことができる。

④�子どもの分離を直接決定した措置機関である児童相談所とは異なり、保護者とともに子どもを養育する立場

からのアプローチを行いやすい。

　�　乳児院が子どもの家庭とのかかわりをもつ場合には、保護者又は親族を尊重して受け入れ、生みの親が子

どもにとって一番大切な人として接することが重要です。また親権や措置などに関しては保護者との関係の

あり方に関する重要な内容なので、子どもの権利条約、児童福祉法や民法などの基本的な法律の枠組みをふ

まえておく必要があります。
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これらの点は乳児院に限られたものではなく、児童養護施設等においても多くが当てはまると考え

られる。

施設入所後は、子どもはもちろん家族との日常的な関わりも施設が担う部分が大きくなる。日々の

子どもや家族との関わりは施設が担い、節目の関わりなどを児童相談所が担うことが多くなるだろう。

分離措置するまでに児童相談所が丁寧な関わり、良好な関係が築けた家族とは、施設もその流れを引

き継いで援助関係が作れるであろうし、逆に対立的になってしまった家族とは、児童相談所とは別の

機関ということで新たな関係を作れるというメリットが施設にはあるだろう。また児童相談所での面

接には来ない家族も、子どもとの面会には来ることもあるだろうし、子どもを預かり育てているとい

う面が家族との関係作りにプラスに働くこともある。一方、子どもが施設で育っている姿や職員に懐

いている姿は、自分で育てられなかったという家族の傷つきを刺激することもあるので、家族の心情

に思いめぐらせた丁寧な関わりが求められるだろう。

家族支援における、児童福祉施設の役割として考えられたものを以下に整理した。

（a）　面会・外泊を支える

子どもと別れて暮らすこととなった親が、親としての喜びを味わったり、親としての責任を果たす

ことは決して簡単なことではない。したがって電話や手紙、面会などを通じて親と連絡を取り合う機

会が多い施設は、親に対して子どもの運動会やお遊戯会などの行事への参観を呼びかけ、進路選択の

際にはともに相談し、子どもの問題行動への対応を一緒に考え、医療受診などの際には付き添って貰

うなど、親が親役割を取れるよう機会をとらえて工夫することが大切である。親と施設が、共同養育

者として一緒に子どもの成長のために動く関係ができれば、子どもにとっても家族にとっても有意義

である。一方施設と家族が対立的になれば、その狭間で過ごす子どもたちの心理的負荷は大きいもの

になってしまう。以下の事例のように、家庭復帰の可能性の可否に関わらず、定期的な面会や外泊を

支えること（それが望ましくないと判断される場合を除いて）が重要である。

【事例８】　親が知的障害を抱え、サポート体制も乏しく家庭復帰は難しかったが、学校行事への呼びかけ、施設での

面会を支え続けた事例。面会場面で子どもを叩いてしまうなど上手くつながりが持てない時期もあったが、職員が同

席したり、心理士が子どもの行動の意味を分かりやすく伝えるなどして、親と子どものつながりを支えていった。

またこのような面会時の家族の表情や言動、親と子どもが一緒にいる時の様子、面会や外泊の後の

子どもの様子等を通じて、施設は子どもと家族の細かな変化や状況を把握しやすいという利点がある。

そのようにしてキャッチした情報を適宜適切に児童相談所に伝え、関係機関（援助ネットワーク）に

つないでいくことは、施設のFSW機能の重要な役割だろう。

【事例９】　面会の際に施設心理士が同席し様子を観察。親から妄想的な発言が聞かれ、統合失調症の悪化の可能性が

感じられたので児童相談所へ報告。協議の上、施設のFSWと保健師が同行して親を精神科へ受診させた。受診によっ

て、知的障害がベースにあることがわかり、親への支援体制が拡がった。
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（b）　子どもと家族の日常的な実態の把握と援助

面会・外泊のない家族についても、行事のお知らせや予防接種等日常的なことで家族と連絡しなけ

ればならないことが多い施設は、家族の状況の変化に気づきやすい。例えば、連絡がつかない状況に

なっている（携帯電話が止められている）、知らない男性が電話に出た等、家族の状況の変化が推測

できる場合もあるだろう。そのような際には、児童相談所に連絡し、情報を共有しておく必要がある。

19年度報告書においても、「親が訴えてきたり、子どもが激しい問題行動を起こすわけではないので、

他の困難事例に紛れてしまって、積極的・効果的な支援が出来ていない事例」が「気になる事例」と

して各施設にあることが報告されている。児童相談所への情報伝達に躊躇することは、避けなければ

ならない。

また、親が日々の生活を送る上での細やかな援助も施設の方がやりやすいだろう。以下のような事

例が報告された。

【事例10】　ゴミ出しなど日常的なことが苦手で家が不衛生になりがちな母親に対して、施設職員がゴミ出しの日の朝

に携帯へメールするなど細やかな声かけをして、状況が改善されていった。

【事例11】　親の就労支援として、施設のFSWがハローワークに同行した。

家族の状況によっては、家族が自分たちで全部出来るようになることを目標とするより、手を借り

ることが上手になることを目標とする場合も少なくない。具体的で日常的な手助けがケースに有効で

あることが多い。面接を中心とした言葉による援助に偏りすぎず、一緒に何かをする、具体的に手を

貸す援助も重要である。このような援助は、日常生活が具体的に把握しやすい施設職員や、児童委員

のように地域を共にする人の方が行いやすいだろう。施設と児童相談所が、さらには地域の関係機関

が、誰がどのような援助をすれば有効かをしっかり協議することで、困難と思えた状況が改善するこ

とも可能となると言えよう。

（３）児童相談所と施設の連携がうまくいかない事態と改善の工夫

これまで、児童相談所と施設の役割分担について述べてきた。しかし、現実の場面では児童相談所

と施設の連携がうまくいかない事態も生じ得る。本節では、事例検討の中であげられた項目を列挙し、

うまくいかない事態を例示して、改善の工夫をまとめる。

（a）　援助指針をめぐって：児童福祉施設等への入所措置の見直しについて

運営指針には、「児童福祉施設等又は里親等に措置する場合には、援助指針（里親等への措置の場

合は自立支援計画）を策定し、それに基づき行われた援助について定期的に検証を行い、必要に応じて、

方針等の見直しを行うこと。」とある（11p）。ここでは、援助指針の中でも特に児童福祉施設入所措

置の見直し、特に措置変更に関わるような問題をめぐって、児童相談所と施設との見解が異なった事
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例を示す。

【事例12】　激しい暴力を受けて育った男児の事例。同じ施設に入所している兄から、「しつけ」と称して暴力を受け

ており、兄を強くおそれていた。ところがある時からその兄を尊敬し始め、施設内で職員に対して激しい暴力をふる

うようになった。施設での処遇が困難となり、児童相談所に措置変更を願い出たが、児童相談所は保護者との関係も

あって措置変更をせず、問題が深刻化し、やがて本児は精神科入院となった。（虐待防止法施行前の事例であること

を付記しておく。）

施設内での子どもの暴力は、多くの施設が抱える困難な事象の一つである。子どもの虹情報研修セ

ンターが行った、児童養護施設入所児童195事例を分析した研究の報告では、男児の問題行動として

は「ささいなことでのイライラや暴力」が20.0％と５事例に１つの高頻度で見られ、「けんか・トラブ

ル」は男女とも20〜25％の割合で見られることが示されている（増沢ら，2008）。施設内での子ども

の暴力は、「被虐待児童に通有する激しい攻撃性と衝動性（自己コントロールの低さ）」の現れであり、

「極端に不備で偏った、しばしば暴力的な養育体験からもたらされたものである」ため、「力でもって

禁圧すれば解消に向かうものではない」（滝川ら，2007）。滝川らは子どもの攻撃性が過度に暴力的・

破壊的なものへと至らないために施設に必要な留意点や改善点をまとめており、入所前から退所後に

いたるまでの一貫した視点を提示、施設ケアの本質ともいえる論考を記している。

事例12の検討でも複数の課題があげられたが、本児が最初に暴力をふるったときに、児童相談所と

の話し合いが必要だったこともあげられた。たとえば、両者が協議し、もう一度暴力をふるった場合

は措置の変更を行うなどの枠組みや限界を設定して、その内容を児童相談所から伝える等の方法もひ

とつではなかったかという意見も話された。

この際重要となるのが、本児の暴力に対するアセスメントであろう。本児は生後まもない頃から家

族内暴力に曝露し、その被害は本来守られるべき施設に入所してからも、兄からの暴力という形で継

続していた。本人自身の衝動制御が十分に育っていない上での暴力的対処法の取り入れは、暴力行動

の制御を取りにくい状態を形成したと思われる。児童相談所と施設がしっかり協議し、問題の深刻さ

を共有した上で、保護的・治療的な施設への措置変更も含めて、その後の援助方針をしっかり検討す

る必要があるとのコメントが出された。

措置をめぐっては、上記の事例とは逆に、児童相談所の依頼に施設が応え（られ）ないという事例

も検討された。

【事例13】　養育困難で、きょうだいとともにＰ児童養護施設へ入所となった事例。入所時は２歳未満の乳児であった

が、就学後学習面の遅れ、口の悪さによる対人関係のトラブル、登校しぶり等が見られた。本児の希望により、数年

後に本児のみ親戚宅に一度家庭引き取りとなる。Ｐ施設は家庭引き取りに懸念も感じていたが、その思いが十分に児

童相談所に伝えられたとは言えなかった。そして家庭引き取り後まもなく、再び身体的虐待が生じて一時保護となっ

た。本児がP施設へ帰りたいと希望し、ケアの継続性を重視した児童相談所はP施設への再入所を依頼するが断られ、

結果的に本児は別の施設に入所することとなる。その後紆余曲折があったが、施設内不適応が強まり、児童自立支援

施設に入所するに至った。
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本事例は、児童相談所による再入所の依頼に施設が同意しなかったというものである。その背景に

は、それまでに少なくとも２つの点で、児童相談所と施設との間で認識のずれがあったと議論された。

まず第一に、最初の入所時点に関して。この事例は、平成16年児童福祉法改正以前のものであり、こ

の当時児童養護施設において乳児の受け入れはまだ行われていなかった。１才を過ぎていたとはいえ、

またきょうだい事例であることを考慮したとはいえ、施設においてこのような年齢の子どもの発達を

保障する環境および人手があるかどうかを児童相談所と施設は十分に検討する必要があった。本児は

２歳未満という幼少時に児童養護施設に入所しており、その後種々の問題行動が出てきたこともふま

え、施設としては、また措置をした児童相談所も、そのケアのあり方や、子どもが育つ環境がどのよ

うだったかを真摯に顧みる必要があっただろうと議論された。もちろん、きょうだいとともに入所を

することには大きなメリットもあると思われる。平成16年児童福祉法改正をふまえ、児童養護施設と

して乳児の措置を受けた場合、どのようなケアが必要であり、どのような点に留意すべきなのかをさ

らに詳しく検討していくことが課題であると論じられた。

連携について考慮すべき第二の点は、親戚宅への家庭復帰の時点であろう。施設が家庭引き取りに

際して懸念を持っていたならば、それを伝えることは、子どもに対する施設の責務といってもよい。

数ヶ月後に再度保護されている点から見ても、施設の懸念は妥当だったと考えられよう。最終的な判

断は児童相談所が行うとしても、関係諸機関からの様々な情報に児童相談所は耳を傾け、慎重に検討

する必要がある。

これらの連携不足の積み重ねが、再度子どもを分離する事態を生み、さらには同じ施設に戻りにく

くする状況も生じさせてしまう。連携のあり方が子どもの育ちに影響する可能性を例示した事例で

あったと言えよう。

一方、児童相談所と施設が連携することで、困難な状況を乗り越えていった事例も提示された。

【事例14】　不特定多数の寄り合い所帯の中で、アルコールの問題と犯罪歴を持つ親から身体的虐待を受けて育った事

例。親が逮捕されたためにきょうだいとともに施設入所となったが、本児は入所前から攻撃性・衝動性が非常に高く、

凶器を持ちだしてのきょうだいケンカが見られた。そこで児童相談所と施設は何度も検討を重ね、緊急時には児童福

祉司が素早く対応することを確認した。入所後、他児や職員に対して大きなケガを負わせたり、自分も大けがをする

など、さまざまな問題を起こし、警察沙汰になるようなことが何度もあった。そのため一時保護や精神科入院を繰り

返したが、本児の「やり直したい」という気持ちは強く、高年齢時までは児童養護施設で暮らし、その後本児の特性

にあった施設に措置変更となって退所した。

【事例15】　両親が不和で経済状態が悪い中、万引きが主訴で施設入所となった小学生女児の事例。入所時にあらかじ

め児童相談所と施設が相談をして、児童相談所は親の就労指導と夫婦関係の調整を担うこととした。また３ヶ月に１

回、家族との面接を児童相談所と施設が合同で行い、現状の確認と今後の目標を検討する場を持つことにした。また、

児童相談所の心理司が本児の担当となり、本児の万引きに対する指導を行うことになった。入所後、児童福祉司と施

設職員と本児は定期的に交換日記をしていたが、本児の万引きはおさまらず、施設内では友人とも職員とも関係不調

となり、協議の結果、児童相談所は一時保護を行った。一方、施設はその間に本児を受け入れる体制を作り直し、も

う一度本児を施設に迎え入れた。親の協力も得ながら本児の万引きに対応した結果、万引きは軽減していった。
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これらの事例から、児童相談所と施設の連携がうまくいく視点として、次の点が確認された。

①･入所前協議の重要性。入所前に児童相談所と施設がよく協議し、子どもと家族に対して出来る限

り共通理解の上に立って、それぞれが取るべき役割を具体的に取り決め、きちんと実行すること。

②･入所時の限界設定。施設で子どもを支えていく上で起こりうる困難な事態を予想し、それに対す

る具体的な対応と相互の役割分担を決めておくこと。

③･一時保護を建設的な目的とタイミングで実施すること。子どもが施設内で不適応状況を呈するよ

うな場合、子どもが今後も施設で暮らしていくための重要な資源として一時保護を利用する。具

体的には、施設の環境を再調整したり、子ども自身がもう一度仕切り直していくためのものと感

じられるように実施されること。言いかえれば、問題行動を起こしたにも関わらず、施設にもう

一度迎え入れられたという感覚を子ども自身が持てるように、一時保護の機会を利用すること。

④児童相談所と施設の連携のみならず、家族にも子どもの支援に協力してもらうこと。

（b）　保護者への対応をめぐって

児童相談所と施設が特に緊密に連携をとる必要があるのは、入所そのものに対して否定的であると

か過度な要求をするなど、援助の難しい保護者への対応であろう。虐待事例などでは保護者の意に反

して子どもが保護されることも多く、そうした場合、親は児童相談所に対して対峙的になることも珍

しくない。そこまで対峙的でなくとも、対人関係において課題を抱えているような場合だと、自分の

思いが通りやすいところには頻繁に、そうでない場合は関わりを避けたり被害感を強くし、批判をく

り返すなどで問題がこじれるケースは少なくない。したがって児童相談所と施設とは、こうした時に

適切な対応が取れるよう、日頃から連携を密にしておくことが求められる。事例検討では以下のよう

な事例があげられた。

【事例16】　娘への干渉が強い母親の事例。児童相談所と施設の協議も十分にされないまま、入所になっていた。母親

に行方不明の時期があったりしたため、児童相談所も分からないことが多いままであった。入所後、母は毎日のよう

に児童相談所・施設に電話を掛けてきて、娘の生活の細々したことに干渉した。「今家に帰ってこなかったらもう縁

を切る」などと言うため、娘は心理的に揺さぶられ、施設での生活も安心できるものでなくなっていった。次第に子

どもの精神的な症状も出始める。児童相談所と施設が事前に協議をし、面会通信の制限をかけておくべきだったと議

論された。

一方、施設と児童相談所が連携をして、援助的な関係を取りにくい親への支援を行った事例も提示

された。

【事例17】　子どもの保護に一応は同意はしたものの、実際には十分に納得できていなかった保護者の事例。親は児童

相談所に対して著しい悪感情を持っており、児童相談所の担当者が親と話をすることすら困難であった。一方施設は、

面会時などを利用して時間をかけて親と話をしながら、機会を見ては児童相談所の意図をさりげなく伝えていった。

そして施設は親が話した内容を児童相談所に伝え、児童相談所はそれらの情報を得る中で、保護者が何を求め、何を

必要としているかを判断し、ソーシャルワーク（保護者への援助）を行った。そのおかげで親は少し楽に生きること
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ができるようになり、やがて児童相談所とも直接話が出来るようになった。時間をかけて家庭復帰への道が整っていっ

た。

援助者は多くの場合、まずは自分と相手との良好な関係の構築を考える。これは当然のことである

が、同時に、自分と相手のみならず、相手にとって益となる人々との関係がよりよく紡げるような視

点を持つことも大事である。例えば、施設職員と親との間に良好な関係があり、今まで言いにくかっ

た事柄を伝えてくれたとしよう。「それは大事なことだから児童相談所の先生にも伝えてよいか」と

尋ねて許可をもらい、児童福祉司に伝えることが出来れば、児童相談所も独自のソーシャルワークを

展開する可能性が広がっていく。もちろん同様に、児童相談所が施設と親との関係作りをサポートす

ることもあるだろう。上記の事例のように、児童相談所と施設が保護者とそれぞれどのような関係に

あるかを認識し、意味ある役割の違いとして位置づける必要がある。施設が児童相談所に気を使いす

ぎて、児童相談所と同じような役割を取ろうとしたり、役割の違いが相互批判を生むようであるなら、

本末転倒である。異なる役割を担った上で、互いが互いをサポートするような連携関係を作り出すこ

とが、こうした保護者への援助にとって大きな意味をもつと言えよう。

（c）　制度上・体制上の困難さが連携の困難さに結びつくもの

今すぐには変えられないものではあるが、制度上・体制上の問題が連携を困難にするケースも複数

あげられた。児童相談所の担当者は、虐待被害のリスクを抱える子どもへの在宅支援をしながら、必

要な調査を行い、分離保護が必要かどうかを判断することに多くの労力を割かねばならない状況にあ

る。そのような中で、保護した子どもが無事施設に入所することによって、入所先で安全と発達を保

障されれば、児童福祉司としては、どうしてもホッとしてしまい、「一区切りがついた」という感覚

になることもあるだろう。実情として、入所後は児童福祉司の意識が変わることもありうる。加えて、

•･･施設と児童相談所の距離が非常に離れている事例

•･･複数のきょうだいが同じ施設に保護されているが、保護された時の居住地が異なるために担当児

童相談所が異なっていて、連携が煩雑になっている事例

•･･担当児童福祉司が頻繁に交代するため、一貫した連携をとりにくい事例

など、物理的条件を含めて連携が困難になる事例も多くある。

特に担当児童福祉司の交代は、複数の事例でテーマとしてとりあげられた。担当福祉司が頻繁に交

代することが弊害となった事例が提示され、一方、同じ福祉司が長く関わることで援助が上手く行っ

た事例があげられた。　

【事例18】　３年間で担当福祉司が３回変わっている。子どもに暴力の問題があり、入所当初は、子どもの大変さを予

測したり、生じた暴力に対して担当福祉司と共に対応することができたが、福祉司の交代によって新しい担当者にそ

の内容が生々しさをもって伝わりきらなかった。いよいよ施設での対応が困難な状態になった時にも、リアルな子ど

もの姿や施設が苦慮していることが伝わらず、問題発生時の素早い対応ができなかった。



−17−

【事例19】　一人の児童福祉司が５年間以上ケースを担当。施設側も何らかの事件があるとすぐに報告し、担当福祉司

は入院や一時保護の調整を行った。施設内でのケースカンファレンスに担当福祉司も参加し、援助方針が共有されて

いた。

【事例20】　一人の児童福祉司が３年にわたりケースを担当。節目や問題発生時には児童相談所と施設で合同面接を

行ったり、施設内でのケース検討会にも参加するなどして、ケースに関する情報が刻々と共有されていた。

一方で、児童福祉司の交代が援助の仕切り直しのきっかけとなった事例もあげられた。

【事例21】子どもが保護されたことに強く抗議している親の事例。分離保護を行った担当者には対峙的であり、話し

合いの場を持とうとしても怒鳴り合いになってしまって関係作りが困難であった。担当児童福祉司が交代することに

より、仕切り直しの機会となり、話し合いの場が持てるようになった。

分離措置に関わった福祉司の交代という事態を、援助の仕切り直しの契機とすることも大切であろ

う。

長期の入所が必要な場合、最大18年間という期間にわたって措置される子どももあり得ることを考

えれば、担当児童福祉司が交代する事態は避けられない。現実問題として、自分が施設入所措置を判

断した子どもに関しては、その後も気にかかるものだろうが、担当児童福祉司が交代した段階で、入

所後の子どもや家族への関わりは少なくなってしまいやすい。このような事態をより良くするために、

すでになされている幾つかの取り組みについて議論された。

【児童相談所の取り組み】

•･･入所後の子どもを専門に担当する「措置児童支援チーム」を作って対応している児童相談所がある。

•･･年に２回、必ず担当の子どもに会うというルールを作った。すると保護者にも会うようになり、

遠隔地に居住していたり、例えば服役中であっても手紙で連絡を取ったり、面会に行くようになっ

た。子どもの顔がすぐに思い浮かばないうちに担当を次へ移すということもなくなり、引き継ぎ

事例についての理解も、従前に比べて確実に深まった。

•･･児童相談所の福祉司、心理司、施設職員、市町村の担当者らが「○○さんを応援するチーム」といっ

た名称で、サポートチームを作って支援を行った。このため、交代した福祉司を、そのチーム全

体が新しいメンバーとして受け入れる形となり、援助の一貫性が保たれることになった。

•･･本来なら、担当児童福祉司が能動的にすべてのケースに関わることが望ましいが、たくさんのケー

スがある中で、担当ケースが増えれば増えるほど難しくなる。だから、施設から調べて欲しい事

柄やして欲しいケースワークを提案することで、児童福祉司は改めてその事例について積極的に

考え、関わることができる。何かアクションを起こすためにはその事例を深く理解しておかねば

ならないから、福祉司は必然的にこれまでの記録を読み返すなどケースに意識を置くようになり、

ケース理解が進み、本当の意味で「そのケースの担当者」になっていく。
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【施設の取り組み】

•･･担当児童福祉司が代わったり、他の児童相談所に異動になったりしてからも、他のケースで施設

に来た時に、元の担当の子にも少しでも会って貰うようにしている。

•･･入所後、施設内でのカンファレンスに来て貰う。

•･･福祉司に、担当の子どもに年賀状を出してくれるようにお願いしている。

•･･施設から送付する養育状況報告書に、子どもの顔写真を添付して送っている。

•･･担当児童福祉司が変わる度に、これまでの経過をA4用紙１〜２枚にまとめた報告書を渡すことに

している。

児童相談所の中には、援助ネットワークを構築し、担当福祉司をその一人として位置づけることに

より、交代の影響を最小限に留める工夫をしているところがあった。また施設としては、児童相談所

の担当者が代わったときに、ケースの情報が滞りなく伝わり、継続した支援がなされるような工夫や、

新しい担当者と子どものつながりを作りやすくする工夫をしている。直接的なケースワークではない

が、担当が代わってしまっても子どもとのつながりが続くようにすることで、子どもの人生に少しで

も切れ目ない応援をすることができるような工夫がされていると言えよう。児童福祉司の交代は避け

られないものと捉えれば、その現状に対する工夫をそれぞれの機関が考えるべきであろう。

（４）地域の関係諸機関への引き継ぎ

これまで、児童相談所と施設の連携について述べてきたが、以下では、子どもの家庭復帰を視野に

入れながら、学校・市町村等他の関係機関と連携する場合について、事例とそのディスカッションか

ら見えてきたものをまとめる。

家庭復帰が見込まれる事例では、家庭復帰が見えてきたら、家族との面接の場に地域の支援機関ス

タッフにも同席してもらい、施設入所中から親と支援機関とをつなぐ工夫が必要であるという指摘が

なされた。

（a）　家庭復帰前からの取り組み

【事例22】　児童相談所の強制的介入に対して著しい反発をしていた父親だったが、施設の根気強い関わりによって信

頼関係が構築され、やがて児童相談所に対しても穏やかな対応が可能になった。ところが施設や児童相談所との関係

が強くなったことで、家庭復帰後に援助の中心となる地域のサポートネットワークとの関係作りに困難が生じること

が予想された。

家庭復帰が見込まれる場合、関係が出来ている施設と親が面接をしている場面に、要保護児童対策

地域協議会メンバーなど地域の支援員も参加し、スムーズに移行するための工夫が必要であると議論

された。

児童虐待が生じた家族の特徴として、近隣や親族から孤立しやすい点があげられる（東京都福祉保
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健局，2005）。これは、家族が家族外の人との関わりを拒否したり、家族外の人への信頼感を持ちに

くいことを意味している。こうした家族は、援助機関とも関係を築きにくい上、たとえあるひとつの

機関やある援助者との援助関係ができたとしても、そこで生まれた信頼感が他の人へと広がって支援

のネットワークが自然発生的に生まれる、ということは稀である。したがって、児童相談所や施設が

丁寧に時間をかけて築いた関係を、家庭復帰後にその家族をとりまく機関や人々へ手渡せるように、

時間をかけて準備をする必要がある。家庭復帰後に支援の資源となるであろう機関の人々には、入所

中から関係者会議や事例検討会に参加してもらい、児童相談所や施設から家族に紹介をして、つなが

りを作り始めると良いだろう。またそもそも、前述のように（10p）家族はもともと地域に住み暮ら

しており、入所前はそこで支援を受けていた場合も多い。入所前にあったつながりを入所後も引き続

き保つよう、入所中であっても、関係者会議や事例検討会に、地域の機関が引き続き参加することも

大切だろう。

関係機関につなぐ際には、いくつか心がけるとよい点がある。例えば、人を信用しづらい親に、他

機関でも相談できるシステムを伝えたところ、逆に見捨てられ感が高まって不安定になった事例が提

示された。見捨てられ感の強い人に次の機関を紹介する際に、自分の機関での相談も継続できるとい

う点をきちんと伝えておくような配慮も大切であろう。

（b）　子どもの所属機関との連携

また、保育所・幼稚園・学校との連携は鍵となることも多い。保育所や教育機関は重要なモニター

機関のひとつなので、家庭復帰の前から学校等としっかり協議することが大切である。加えて、虐待

事例などで家庭復帰後に子どもの安全が脅かされることも考えられるような事例では、子ども本人に

対して、自分でも保育所や学校の先生に相談することができる旨を、年齢に応じた言い方で伝えてお

くことも大切であろう。その他にも以下のような工夫が提示された。

【事例23】　家庭復帰後も身体的虐待の再発が懸念される事例。子どもに、もし親に叩かれたら学校の先生に言うよう

に伝え、さらにハガキを３枚持たせた。ハガキにはあらかじめ施設の住所と「先生お元気ですか？」という文面を書

いておき、何かあったらポストにそのまま投函するよう、子どもに伝えた。

【事例24】　家庭復帰後も教育ネグレクトや身体的虐待が懸念される小学生の事例。子どもに、もし学校に行けなくなっ

たり、親に叩かれたりしたら、施設にハガキを送るか、電話するように言い、施設の電話番号を書いて10円玉を貼っ

たカードと、施設の住所を書いたハガキを封筒に入れて渡した。

家庭復帰が見込まれる場合、保育所や教育機関との連携は大切である。連携の基礎となる情報の伝

達や関係者会議の開催、教育機関等に求められる役割の分担などは、児童相談所が中心に行うことに

なるだろう。

ところで、児童虐待が生じた家族の中には、保護者自身が、生育歴の中で、教育機関、特に「学校」

に対してよいイメージを持てなかった事例も少なくない。したがって、施設入所中も子どもが在籍し
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ている機関と家族との関係を円滑にすることが重要である。行事への参加はもとより、保護者会や面

談での教員との橋渡しなどをすることは、単に子どもの学校生活を豊かにしたり、離れて暮らす子ど

もの様子を親に見てもらう機会である以上の利点があるといえる。それは、学校との関係の持ち方を

練習してもらう機会ともなり、家庭復帰後も学校に相談できるような土台を作る可能性を広げること

にもつながると言えよう。
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３．総合考察

児童相談所と施設の連携をめぐって、これまで述べてきたポイントについて、以下にまとめる。

（１）入所前のアセスメントの共有

どのような事例であっても、児童相談所と施設との連携は、入所前の協議、アセスメントから始ま

ると言ってよい。施設と児童相談所は、なぜこの子どもが施設に入所するにいたったのかを、腑に落

ちるまで話し合うことが必要である。「父親による身体的虐待」「母親によるネグレクト」「親の入院」

など、直接の原因のみでよしとするのではなく、たとえば「なぜ父親が身体的虐待をするにいたった

のか」を様々な視点から理解する必要がある。親および子ども個人の生得的要因、育ちの中で培われ

た信念や認知、行動のパターン、父親と母親、親子、きょうだいの関係性、家族と拡大家族（祖父母

や親戚など）との関係、家族を取り巻く社会状況、家庭の経済的状況など、家族や個人が抱える資質

のレベルから、夫婦・親子・家族内の関係性、そして家族を取り巻く地域・社会・文化全体が家族に

与える影響まで、多要因を視野に入れる必要があるだろう＊1。この作業はすなわち、施設に入るまでの

その子の人生を、ひとつのストーリーとして、関係者が一致して理解することにつながる。

子どもと家族の全体的な理解に続いて、入所前のアセスメントでは、入所後に生じるであろう出来

事や事態を予測し、その対応を考えておくことが必要である。多くあげられていた事例は、暴力に関

してであった。暴力が生じる可能性が予測できる場合は、どのような事態になったら児童相談所が介

入し、一時保護や措置変更を行うのかという枠組みを明確にしておくことが必要であり、そのことを

家族や子どもと共有しておくことが大切であるとされた。暴力以外にも、万引きや無断外出・外泊、

不登校、自傷など入所後に子どもが表現するであろう行動を、子どものそれまで生きてきた物語の流

れから想像し、表現された「問題行動」を子どもへの援助のきっかけとして見逃さない姿勢を、児童

相談所と施設がともに持つことが必要であろう。そして、「問題行動」が生じた際には、すみやかにケー

スカンファレンスを開くことが重要である。

（２）ケースカンファレンス・関係者会議の開催

施設入所中の連携のあり方として、施設と児童相談所の担当者の両方が参加するケースカンファレ

ンスや関係者会議の重要性があげられた。これは、入所前の申し合わせ事項として定期的に開催する

場合もあるし、検討すべき事態が生じた時に、すみやかに開催される場合もある。ケースカンファレ

ンスや関係者会議は、担当者が互いの顔を見知ったり、児童相談所と施設が協働してケースに関わる

ための大切な機会である。連携とは、ともに事例に関わる経験を通じて築かれるものであろう。援助

を困難にした多くの事例で共通しているのは、児童相談所と施設が率直に情報を伝え合うことができ

＊1････この家族理解は、平木（2003）が“関係療法中心の統合的観点”としてまとめている。家族療法家の平木は、
①個人の心理内力動、②個人システムの言動、③対人間力動、④集団システム間力動を時間の流れの中で捉え、
これらの階層を成すシステムの複雑な循環的変化の中で家族を理解することを提案した。
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ず、適宜適切な協議がなされていないことであった。その意味でも時宜にかなった連絡協議を怠らず、

困難な事例では特にケースカンファレンスを重視することが重要であろう。

（３）援助者の交代について

担当者が交代するのは、それが業務として行われている以上、どの国であっても、またどのような

分野であっても避けられない。ただ、現在の我が国の現状は、児童相談所の体制や都道府県全体の人

事システムに組み込まれていることなどから、あまりにも頻繁な異動があるということであろう。こ

の点に関しては、個々の担当者に「また代わったんですか？」などと不満をぶつけても解消するわけ

ではない。体制そのもののあり方を問う姿勢は大切であるものの、現状の中で工夫をしながら、子ど

もと家族への支援をいかに丁寧に継続するかが重要であろう。児童相談所側の工夫としては、施設入

所児童に対する支援専門チームを作ったり、複数の担当者が関わることによって、誰かが異動などで

交代してもチーム全体としての援助が継続できるような取り組みが紹介された。それは、単なる事例

の引き継ぎに留まらない、内容の濃いものである。施設側も、児童相談所の担当者の交代が生じた際

には、それまでの経緯を施設側からも伝えるようにしたり、交代した担当者にも子どもに関わった1

人の大人として、見守って貰うよう依頼するなどの工夫を凝らしていた。

重要なことは、丁寧なケースワークなどを通じて、児童相談所や施設の担当者は、誰であれ自分の

ことをよく知ってくれ、理解してくれると、家族や子どもが感じられるような体制を作ることである。

複数のメンバーでチームを組みながら、息の長い援助を続けることが大事だろう。

（４）ニーズをめぐって

児童相談所と施設の連携が難しくなる事態の１つの特徴は、どちらか一方に強い求めがある場合で

ある。再入所ケースの依頼を施設に断られた先の例のように（事例13）、児童相談所にとっては何と

しても措置先を見つけなければ、子どもの援助が出来ないと考える際に施設に対して強い意向が生ま

れやすい。一方施設にとっては施設内で対応できなくなって措置変更を依頼する際のように、対応困

難な状況になっている時に児童相談所に対して強い意向が生まれやすい。このような強い意向がある

場合、その意向に応えるか、断るかという伸るか反るかということだけに焦点化してしまうと、緊張

感が強まり関係悪化を招くことにもなりかねない。逆にこのような事態に陥らなかった例を見ると、

日頃から情報共有が出来ており、一緒に子どもと家族を支えるような連携が出来ている場合であった。

（５）あらためて連携とは

精神科医の熊倉伸宏（2004）は、著書『メンタルヘルス原論』の中で、連携について以下のように

述べている。

　連携とは関与している多くの人の意見を取りまとめ新しい決断を産み出すことである。（中略）求められて

いるのは個人の疾病治療ではない。「場」の問題解決なのである。（中略）大事なことは、あくまでも関係した



−23−

人達がすべて納得する解決を探ることである。この不可能に見える課題に綱渡りのように挑む。現場にいるメ

ンタルヘルスの専門家達は日常的に不可能に挑戦している人たちである。（105p）

熊倉は、生活の中で営まれる「心」の健康サービス（メンタルヘルス）において専門家がなすべき

ことは、場に応じたストーリーを読み取ることであると言う。そのストーリーは人の数だけ無数にあ

る。連携とは、参加する人が合意して、そのストーリーをひとつのものにするよう協議することを指す。

ちなみに、「参加」とは、「同じ問題をシェアする者たちがともに考えるために相互的で対等な関係で

場に関わること」である。

別の箇所で熊倉は「連携とは人と人とを繋ぐことである。それは集団における合意形成のプロセス

である。連携によって「場」のストーリーが明確になる（106p；強調原文のママ）。」とまとめている。

児童相談所と施設はしっかり協議・検討を行って、子どもと家族をめぐる１つのストーリーを紡ぐ

ことが大切である。そのストーリーは、子どもや親個人のもののみならず、両者の関係性、家族をと

りまく環境を含み込んだものであることが必要である。連携とは、児童相談所、施設、それから家族

自身によって合意された、援助可能性に開かれたストーリーが、時宜に応じて継続的に作られること

である。本論でまとめられた各機関の細かな工夫は、このストーリーに基づいた実践的・経験的な示

唆だと言えよう。
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４．おわりに

平成19年度から２年間にわたって行ってきた「児童虐待における家族支援に関する研究」は、以上

を以ていったん区切りとする。

考えてみれば、児童養護施設をはじめとした児童福祉施設での家族支援が重要性を増し、不可欠と

されるようになった事情には、児童虐待を理由とした入所、あるいは背景に虐待が潜んでいる児童の

入所が急増していることがある。

こうした事例では、施設や児童相談所に対して攻撃的であったり、非協力的な姿勢を示す保護者も

多く、約束が守られないとか連絡がとれなくなってしまう保護者も珍しくない。また、服役している

保護者、精神的に不安定な保護者、知的障害がある保護者、さらには若年で未熟な保護者等もいて、

保護者自身の生活が安定しなかったり、そもそも謎が多くて家族の状況が把握できないといった事例

に遭遇することもしばしば経験させられる。ところが、家族との安定的な関係なくして入所している

児童が日々の生活を落ち着いて過ごすことは難しく、健全な成長を遂げることも困難となる。

本研究で取り上げられた事例にしても、それぞれの家族に特有の問題、それも一つ一つの事例が途

方もなく大きな困難を抱えている家族の事例ばかりだったとさえ言えるが、施設の職員も児童相談所

の職員も、大変な努力をし、正面から子どもと家族の支援に当たっていた。

とはいえ、施設と児童相談所相互の連携が円滑に行われていたかと言えば、本報告を読まれた方に

はおわかりのとおり、両者は多くの事例において、時には対立し、時には情報共有の不十分さが浮き

彫りになり、時には問題の認識にズレが生じるなど、決して一直線に連携が進んだとばかりは言えな

い。

これらの中には、互いの努力不足が指摘される場合もあろうが、ほとんどの事例において、先に述

べたような保護者の抱える問題が、つまりは援助を難しくする種々の要因が、その背景に横たわって

いた。私たちは、ともすれば困難を前にしてたじろぎ、施設は児童相談所に、児童相談所は施設に過

度に期待し、依存し、思うような結果が出なければ落胆し、時として他を責めたくなることもある。

加えて、実は現在の制度そのものの持つ矛盾が、家族への支援やそのための連携を難しくする一因

となっている点も見逃せないだろう。すでに本文中でも少し触れたが、本研究での討議が終了した後

の平成21年、法務省が音頭をとって「児童虐待防止のための親権制度研究会」が立ち上げられ、今般（平

成22年１月）、その報告書がまとめられた。この研究会では親権にまつわるさまざまなことが議論さ

れたが、中でも焦点の一つになったのが、児童福祉法第47条第２項に関わることであった。本条項は、

「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第６条の２第８項に規定する厚生労働省令で定め

る者又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、

監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる」と定められている。

しかし、よく読めばわかるように、施設長の権限と親権者の権限の優劣は必ずしも明確ではない。

そのため、保護者の意向と施設長の判断が異なる場合、児童にとって重要な内容であればあるほど、

決定に際して施設は苦慮せざるを得ない。言ってみれば、法制度自体が現場での家族支援の枠組みを
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不鮮明なものにしているのである。本条項の基本的な内容は、細かな表現の改定はともかく、長年に

わたって変化していないのだが、上述したような入所理由の変化、児童虐待事例の急増といった近年

の動向が、法律そのものの見直しを求めていると言えよう。

とはいえ、児童福祉施設も児童相談所も、現に目の前で生活している子どもたちのことを考えれば、

それらの課題や現実的な困難を拱手傍観するわけにはいかない。施設、児童相談所を問わず、それぞ

れの担当者は、まさに地を這うような努力を続け、対立を乗り越えて協働し、家族と子どもたちに援

助するよう努めている。それらの取り組みを、本研究においては事例に即して詳細に分析し、現場に

役立つと思われるポイントを抽出するよう努力した。もちろん、それらが十全であるとは言えないが、

少なくとも、さまざまな困難を克服する上での方向性は示唆されたのではないかと考えている。

本研究に参加した研究者は誰もが、家族支援の大切さと難しさを骨身にしみて感じている。そして、

有効な家族支援を行うための第一歩は、施設と児童相談所それぞれが自らに与えられた使命を忠実に

果たすことを前提としつつ、両者が時機を得た情報交換や率直な討議を行い、緊密な連携をはかるこ

とだと感じていることを最後に述べて、締めくくりとしたい。

　＊なお、本研究の共同研究者の所属は平成21年３月31日付のものである。
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表１　検討された事例の概要と連携のポイントおよび課題

№ 事例概要 連携に関するポイントや課題

１

特殊なタイプの虐待事例。地域の様々な関係諸機関がもともとネット
ワークで支援しており、子どもの状態に気づいて、分離保護にいたっ
た。分離後も、親との交流が頻繁に行われた。親の心理的ケアをどう
するかがテーマとなった。

日頃から、児童相談所、施設、市町村、教育機関、病院、警察など、
地域の関係諸機関が日常的に話し合い、連携をとっているため、特殊
な事情が生じても、スムーズに対応されていた。

２

若年両親によるネグレクト事例。経済的困難さや育児スキルの不足に
よりネグレクト状態となって分離保護。児童相談所に対する両親の思
いは対峙的だったが、市町村や施設は具体的に生活支援のアドバイス
や子育てスキルを伝授し、経済問題も整理して、家庭復帰にいたった。

家族に関わる際の役割分担を明確にした。子どもとの接し方や家事へ
のアドバイスは施設と市の家庭児童相談室、経済的問題への助言は市
の家児相、情報を集約し、調整する役に児童相談所があたった。

３

パーソナリティ障害の母親が子どもに身体的虐待を行ったために分離
保護となった事例。児童相談所や母親の病院、保健センターなどが継
続的に母親と関わりを持ち、相談相手、話し相手となることで、母親
は周囲の人への信頼が高まったと語り、養育意欲が高まった事例。

子どもが家庭復帰する際には、援助機関が市町村などの新しいところ
に引き継がれることがある。親の見捨てられ感が高い場合、しばらく
の間新旧の援助者が同席して面談するなどの工夫が必要になる。

４

乳児期より施設で育っている事例。障害を抱えており、本人に対して
何度か説明を行っている。生活スキルを伝えるために市町村の福祉課
と連携が予定されている。また、子どもが知らなくてもよいと思われ
る出生の経緯があり、子どもへの告知に慎重な検討がなされた。

市町村の福祉課との連携は、家庭復帰の時期よりもずいぶん前に始め
ておくとよい。出生の経緯などは、親権者と措置権者である児童相談
所、子どもを直接養育する施設が、何をいつどの程度伝えるかを協議
する。

５

精神障害の発症リスクが高い小学生の事例。発症前に通常級での生活
を送らせてやりたいとの熱意を医療・児童相談所関係者が持ち、定期
的で頻回なカンファレンスと危機対応を条件に施設入所となった。結
果的には入所継続が困難となったが、児童相談所・医療・学校・施設
が連携をとって、しばらくの間だが、通常学級での生活が出来た事例。

困難事例の場合には、施設、児童相談所などの関係機関が、子どもの
入所経緯やその意義についてのストーリーを共有し、それをサポート
する機会（検討会など）を保障し、入所継続が可能となる条件と、逸
脱した場合の方針を、入所前に決定しておくことが大事である。

６

子どもの万引きが主訴で入所となった事例。親を含む複数の大人が同
居する混乱した家族関係の中で暮らしていた子どもであり、その整理
が必要だった。入所前に、３ヶ月に１回、家族、児童相談所と協議会
を開く約束をしており、家族の変化を促した。また子どもの問題行動
が悪化した時には児童相談所と連携し、仕切り直しのための一時保護
を行った。

連携のための会議を定期的に開くことを、入所前に決めておき、実施
することが大切である。子どもの不適応行動が激しくなった時に、児
童相談所が一時保護をして、その間に施設が支援体制を作り直すとい
う、一時保護の利用法が有効であることが示唆される。

７

物質依存症の親に深刻な暴行をうけていた小学生の事例。施設入所後
もきょうだいより暴力が継続した。ある時から自分が施設職員に暴力
をふるうようになり、施設職員のチームが分断された。施設は児童相
談所に措置継続の困難さを訴えたが、親戚が入所継続を希望。しばら
く施設で生活したが、本人の混乱が増し、精神科入院となった。

被虐待体験が本児に与えた影響の深刻さに関する入所前のアセスメン
トが不足し、危機的状況を予測できなかったため、児童相談所との連
携が後手にまわった。ケースの特質から施設内の連携も分断されたこ
とに加えて、児童相談所との情報交換も不十分であった。

８

不特定の複数の大人が寝起きする居所で育ち、犯罪歴のある親から身
体的虐待を受けていた幼児の事例。衝動性が高く、施設や学校で暴力
が頻発したが、医療機関と連携して早期に服薬を開始。講師を招いて
カンファレンスも行った。精神科入院を繰り返しつつ、ある程度の年
齢まで施設で暮らし、児童相談所が本児の特性に適する施設を探して
措置変更となった。

入所前に、子どもの生育環境の悪さが子どもに与えた影響について、
児童相談所と施設で一致した見解が得られており、入所後に生じ得る
事態の予測も共有されていた。入所後に子どもの暴力が頻発した時も
素早く対応が可能だった。一時保護や入院を、支援体制の仕切り直し
の機会として利用した。

９

再婚家庭で生じた小学生きょうだいの身体的虐待事例。実父母からも
虐待を受け、きょうだい間の扱いに差別があった。入所理由は児童相
談所と親とで共有されていなかった。入所後も子どもに対する過干渉
や差別的な関わりが継続、家族との交流の遮断が必要と判断して子ど
もを守ろうとしたが、児童相談所の担当者が変わる度に方針が変わり、
児童相談所と施設の関係も悪化した。

児童相談所と家族で入所理由が共有されていないことが最初の問題
だった。エネルギーをかけて関わってくる親ならば、こちらも、途中
で合同のカンファレンスを開くなどして、主担当や方針、ケースワー
クの見直しをするべきだった。

10

再婚家庭で生じた小学生への身体的虐待。親の衝動性が高く、児童相
談所には対峙的だったが、施設は面接を継続。児童相談所と施設が情
報交換を密にし、ケースワークのポイントとなる箇所では児童相談所
と施設が合同面接をしたり、児童相談所がケースワークを行うなどし
た。施設では親のトラウマケアや衝動性のコントロール、養育スキル
を伝える面接を展開した。

児童相談所と施設が頻繁に連絡を取っており、ケース上、核となる時
には速やかに合同で面接を行ったり、協議が可能になっていた。親と
子どもそれぞれの課題を児童相談所と施設が共通認識しており、児童
相談所と施設で役割の分担が出来ていた。

11

養育困難で入所となった事例。乳児期の養護施設入所で、適応状態は
不良だった。親と本児の唐突な家庭復帰の希望に応じる形で親戚宅に
帰るが、まもなく虐待が生じて再入所。元の施設が再入所受け入れを
拒否したため、別の児童養護施設に入所。家庭復帰と再入所を繰り返
す間に暴力や無断外泊などが生じ、児童自立支援施設に入所となった。

一時保護を経ずに即日施設入所に至っているので、児童相談所と施設
のアセスメントが共有されていない。外泊・面会をめぐって、どこも
情報を把握していない。家庭復帰をめぐって、考えや懸念が互いにき
ちんと話し合われないまま、家庭復帰がされた、などが課題としてあ
げられた。

12

親からの身体的虐待で入所した小学生の事例。入所時に親が虐待行為
を認め、子どもも両親も定期的に児童相談所に通所し、プレイセラ
ピー、個別面談の実施に合意。家族合同面接、親子プレイセラピーな
ども取り入れた。施設からは詳細な情報を伝え、援助指針通りの面接
が展開した。

入所時に、児童相談所・施設・家族の間で、今後の方針が共有され、
その通りに面接が展開された。施設と児童相談所が近かったため、情
報交換が頻回出来、状況がその都度細かく共有された。
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