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１．問題と目的

平成15年度の厚生労働省社会保障審議会児童部会による報告書では、「児童福祉施設においては、

施設に入所した子どもの家庭復帰や家族再統合に向けて、子どもへの支援のみならず、児童相談所等

の幅広い関係者と連携しつつ、家族への支援や親権者との関係調整を適切に実施していくことが必要

である」とされ、児童福祉施設における家族支援の必要性が述べられている。平成11年度の乳児院に

おける家庭支援専門相談員の配置に続き、平成16年度から児童養護施設等においても常勤の家庭支援

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）の配置が可能になった。現在、そ

の役割や仕事の内容等の検討、実践の蓄積が重ねられ始めたところである。本研究を始めるに当たっ

て、わが国の児童福祉施設における家族支援に関する研究と実践報告の概観から始めたい。尚、平成

19年に改正された児童虐待の防止等に関する法律（以下、児童虐待防止法と略記）では児童虐待を行

った保護者が都道府県知事による指導に係る勧告に従わない場合に都道府県知事が講じるべき措置の

明確化や保護者支援の強化（施設入所等の措置を解除する際に保護者指導の効果等を勘案しなければ

ならないとされた）がうたわれており、児童相談所等による保護者支援の必要性が明記されている。

これを受けて児童相談所や市町村の諸機関における保護者援助に関する取り組みも報告され、情緒障

害児短期治療施設や里親家庭等における家族支援の報告も増えている。しかし本節では、児童養護施

設に関するものを中心に、FSWの配置が先行していた乳児院の報告も加えてまとめ、これまでの実

践や研究・調査から明らかになる課題をまとめることにする。

（１）問題：先行研究の概観から

国や地方自治体では、児童福祉施設における家族支援の包括的な視座を提示するために、保護者支

援・家族支援のガイドラインをまとめている（例えば愛知県，2003；庄司，2003；厚生労働省雇用均

等・児童家庭局，2008；千葉県社会福祉審議会，2008；群馬県児童養護施設連絡協議会，2008など多

数）。そこで使用される家族支援にまつわる用語には「保護者支援・保護者援助・保護者指導」「家族

再統合」「家族支援」等さまざまなものがある。これらの整理から始める。

１．用語の定義　

厚生労働省雇用均等・児童家庭局（2008）によるガイドライン「児童虐待を行った保護者に対する

援助ガイドライン」（以下、厚労省ガイドラインと略記）では、保護者指導・保護者支援・保護者援

助の３つの用語について解説している。「保護者指導」とは、児童福祉法第26条第１項２号に基づく

児童福祉司指導・児童委員指導・児童家庭支援センター指導等、又は同27条第１項２号に基づく児童

福祉司指導・児童委員指導・児童家庭支援センター指導等であり、児童相談所所長又は都道府県知事

による行政処分として行われるものを言う。行政処分であるから、保護者は不服申し立ての権利があ

る。

一方、「保護者支援」は保護者の主体性を尊重した取り組みであるとされる。保護者のニーズに応
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じて行う児童福祉法第11条第１項２号に基づく指導（11条指導）、乳児院・児童養護施設等児童福祉

施設に入所する子どもやその家族の状況等を勘案して、子どもの自立を支援するために策定される計

画（自立支援計画）に沿って実践される各施設の取り組み、並びに、その他関係機関における取り組

みを言う。

そして、上記二つを総称して虐待を行った親を対象に行われる支援を「保護者援助」と呼ぶ、とさ

れる。児童虐待を行った親に対して行政が権限を持って行う「指導」と親が主体性を持った取り組み

である「支援」が一体となってよりよい子育てを目指すためのサポートを保護者援助と言うわけであ

る。

次に「家族再統合」という用語の定義を示しておこう。冒頭に紹介した厚生労働省による15年度の

報告書に初めて登場した「家族再統合」という用語は、すなわち家庭復帰であるというように当初、

受け取られることが多かったように思われる。そもそも平成16年度に家庭支援専門相談員が各児童福

祉施設に配置できるよう予算に計上されたのは、経済的観点から「入所児童の早期家庭復帰をはかる」

（北川，2004）という目的も含んでいた。しかし現在は、「『親子が親子であり続けられる親子関係・

親子形態の再構築』であり、『親子が安全かつ安心できる状態で互いを受け入れられるようになるこ

と』で、必ずしも親子が一緒に住み暮らすことではない。『多面的な支援を提供して、子どもと家族

との関係を再構築していく過程で、最適とされる統合形態』がその家族にとっての再統合の形である。

従って、虐待の重症度、分離の有無にかかわらず、家族機能の再生・回復を広く家族再統合と考える」

（愛知県，2002）という考え方が一般的となっている。滝川（2007）は、家族再統合には、現実的に

親子が家に一緒に住み暮らすという家庭復帰の側面とサイコロジカル（心理的）な側面があると述べ

ており、どちらも分かちがたく重要であると言っている。サイコロジカルな意味での家族再統合では

「現実を子どもの中でそれなりに納得が出来るか、自分の人生として引き受けていくのか、そういう

物語が作られていくことが大事」（滝川，同）であると言えよう。

さて、本研究では「家族支援」という用語を用いている。施設における家族への取り組みの最大の

メリットは、子どもが住み暮らす施設で行うために子どもがその過程に参加でき、いつも自分の周り

でケアをしてくれている施設職員の応援がたくさんある場所で親との作業を行える点にあるだろう。

親・保護者個人への支援や、子ども本人がもつ「育てにくさ」や虐待的環境で成育したことに起因す

るトラウマへの働きかけに加えて、家族全体の関係性を調整する取り組みを含めたい、という意図を

込めて、本研究では「家族支援」という用語を用いている。上記のような「保護者援助」の活動も含

まれるし、包括的な意味での「家族再統合」と同様の概念であるが、家族全体を視野に入れ、かつ

「家庭復帰」との混同を避けるために本研究では家族支援と呼ぶことにする。

２．入所から退所にいたる一貫した支援の必要性：ガイドラインより

さて、家族関係に対する支援のガイドラインを見ながら、わが国の施設における家族支援の考え方

の概要をつかんでおこう。最初に公表されたガイドラインの案は庄司（2003）によって提示されてお

り、入所前から退所後にいたるまでの時系列に沿って支援のポイントが述べられている。これをふま
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えて、５年後に発行された厚労省ガイドラインでは、「児童福祉施設入所措置等を採る保護者援助」

がさらに詳述されている。厚労省ガイドラインには、「保護者援助は子どもが児童福祉施設へ入所す

る準備段階から開始される」と明記され、家族への援助は、まず「保護者が援助を受けることに同意

するように働きかけること」から始まるとされる。従来の福祉的・心理的援助活動では、ある一定の

相談ニーズをはっきり持った来談者がやってきて、そこに専門家が手を貸すというモデルが一般的で

あった。しかし児童虐待の分野では、潜在的には何かしらの必要性はあるもの、援助に対する明示的

なニーズをもたない家族との関係作りを試みることが多い。援助を受けることに同意するまでの過程

に援助者が丁寧に寄り添うことが不可欠であろう。

ガイドラインではこの点に関して、同意による入所では、援助内容に対する意見を聞き取るととも

に、将来の見通し等の説明を行うことで、保護者が援助を受ける動機付けが深まることがあるとして

いる。親が持っているであろうニーズを聞き取り、そのニーズに合わせた支援を行うという視点の重

要性を指摘していると言えよう。

またガイドラインでは、援助開始当初は保護者への短期集中的なカウンセリングや指導を行って、

保護者の問題点を保護者自身で整理できるように働きかけ、同時に生活が安定するように医療受診や

養育方法の学習の機会の提示を行うことが必要であるとしている。経過が良好に推移すれば、その後

面会や外出、外泊を行い、家庭復帰へといたるが、その適否の判断は子どもの安全を確保するために

慎重に行われるべきものであるとし、家庭復帰の適否を判断するためのチェックリストを添付、家庭

復帰の際および家庭復帰後の保護者支援についても別項で論じている。

一方、保護者援助の経過が順調にいかない場合は、児童福祉司指導措置等をとったり、法28条措置

をとることも考える必要があると記される。カウンセリングや心理教育、医療受診等の援助的なアプ

ローチと子どもの保護を第一に考えた、親への指導的なアプローチの両方を時々に合わせて併用しな

がら進む支援の過程が例示されていると言えよう。

付記しておくと、ガイドラインの作成は、上述のように、外出や面会、一時外泊や家庭復帰等、子

どもが家族と交流する際の安全性に関するリスクアセスメントとリンクして行われてきた。本研究で

はチェックリスト等の作成は目的としないが簡単に触れておくと、外出・外泊が可能かどうかを判断

するためのチェック項目（加藤，2004）や、家庭復帰が可能かどうかを判断するためのチェック項目

（庄司，2003；加藤，2007；厚生労働省雇用均等・児童家庭局，2008）などがある。

さて、庄司のガイドラインも厚労省ガイドラインも、入所前から退所後にいたるまでのすべてが家

族支援の過程であり、児童相談所や児童福祉施設等の関係者はその過程に併走することが支援である

という立場を示していると言える。今後の課題としては、指導的・介入的アプローチと援助・治療的

アプローチの併存に関しては様々な実務上の困難が生じていること、また子どもが施設に入所するに

至る重篤な家族機能の不全が生じている場合には、養育行動の背景にある親の生育歴等へのカウンセ

リング的接近は、短期集中というよりは長期にわたるものもあるだろう。家族や親に対するアプロー

チの制度、機関、手法等のいっそうの充実は急務であろう。近年では特に親・家族に対する支援を行

っている報告も増えてきている。後述してまとめる。
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３．ファミリーソーシャルワーカーの導入と役割　

現在、児童養護施設における家族支援の体制としては、FSWを中心としているところも多い。冒

頭に述べたように、平成16年より施設内に家族支援を専門に行う相談員が配置できるようになり、そ

れ以降専門性をもって家族支援を行うFSWについての報告が少しずつ重ねられてきている。最初に

児童自立支援対策研究会（2005）によるファミリーソーシャルワークの定義を見てみよう。「利用者

の抱える問題を解決する際に、家族全体を視野に入れて行われるソーシャルワーク」であり、「複雑

な問題を抱えた家族（多問題家族）や、援助を受け入れることに積極的でない家族（接近困難な家族）

に対する援助方法として発展してきた」ものであるとされる。ファミリーソーシャルワークを進める

際には、「家族や個人の力をより高め、将来に向けての対応能力を高めていくという視点が重要」で

あり、そのために、「家族や個人の別の内的な対処能力の向上だけではなく、活用できる社会資源の

配備などにより、問題の早期発見や社会的支援力を高めておくことも必要」であるとされる。

北川（2004）は「家庭支援専門相談員の仕事は、（略）施設において人間らしく生きる環境の創出

に努め、それを実現する方略の構築にいかに貢献するかを目指すべきであろう」と述べ、家族支援は、

①子どもを含めた家族の生活水準とライフヒストリー、②家族の構成や家族内の力（抑圧）関係、③

家族が暮らす環境や社会資源との接触状況、④親の子育て能力・態度、⑤家族意識とジェンダー・バ

イアス等々、入所児とその家族が抱える生活課題を規定する因子に着目し、分析しながら検討するこ

とが求められるとしている。これらは子どもや親個人の精神内界の心理的状態、個人間の関係性の力

動的理解、多世代にわたって家族に受け継がれる意識的・無意識的なものの見方の伝達過程、養育に

関する社会的・対人関係上の行動、社会経済的な状態といった点に触れられている。生物－心理－社

会的視点にわたる個人と家族の統合的理解の枠組みであり、家族支援の対象となる入所児の家族のア

セスメントの視点として不可欠なポイントを簡潔にまとめていると言えよう。児童自立支援対策研究

会の定義と合わせると、FSWとは、家族に対する総合的な理解を持って、家族の持つ力をより高め、

現在の問題の解消とともに問題の発生予防に関する視点を持つソーシャルワークであると言えよう。

また、中山（2008a）は児童福祉施設におけるファミリーソーシャルワークは「子どもを中心に置き、

家族との安全で適切な距離を模索し、また様々な場面での自己実現を支援していくこと」であるとし、

子ども支援を中心に据えて家庭関係調整をするという視点を明確にしている。児童福祉施設における

家族支援を考える時、子どもを中心に考えるという視点はきわめて重要であろう。

さて、FSWが導入されたことを受け、その役割の実態調査も行われている。石田ら（2007）は、

乳児院でのFSWの役割や困難性、期待される役割について、施設長とFSWに質問紙調査を行った。

全国の乳児院を対象にし、86施設から回答を得ている（回収率73.5％）。その結果、乳児院においては

全般的にFSWへの期待が高いことがわかる。従来から社会的養護の枠組みで施設が実践してきた家

庭復帰に向けた業務や施設内での職員間連携に関する項目は、施設長の期待度、FSWの実施度とも

に高く、FSWの業務として認識されている様子がうかがえた。一方で、里親支援や地域の子育て支

援に関する業務は施設での実施が困難であることが伺える。他機関との連携についてはさらに検討が

重ねられていく必要があると思われる。
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４．施設における家族支援に関する研究・調査報告

さて、これまでは施設における家族支援に関する全体的な指針を中心にまとめてきたが、ここから

は各施設が取り組む家族支援に関する報告や、研究、調査をまとめることにする。

（a）これまでの取り組み

施設の中で子どもに対する援助を行いながら、家族支援にどのようなスタンスで取り組むかは各施

設のスタンスによって様々な形が見られる。菅原（2004）は家族とのかかわりについての具体的な取

り組みについてまとめ、①入所時に家族に伝えておくべきことのリスト（できるだけ会いに来てくだ

さい、食事を一緒にしたり、添い寝や宿泊も可能です／おみやげはいりません／来園したら担当職員

と会ってください等）②在籍児童すべての家族関係を調整し、月１回以上の面会外泊を促進、③帰省

の促進、④家庭訪問（入所前に子どもが住んでいた場所を知ること／長期休暇など年１回は子ども全

員に行う）、⑤記録・研究・調査の必要性、⑥真実告知について（危機的な不安が起こる思春期以前

に行うこと、できる限り１対１で行う、など）としてまとめている。子どもが家族との交流を持てる

ように、きめ細やかな配慮をもって促している実践的工夫に満ちた報告となっている。施設全体が、

子どもと家族の関係の（再）構築を目指して取り組んでいることが伺えよう。藤川（2005）は、養護

施設は日常的に親子の交流を積み上げていく場であり、日々の取り組みの重さは、限られた時間と場

所で実施される種々の働きかけに比べて決して小さくはないだろうと述べており、施設における家族

支援の意義を強調している。竹中（1999）は親と施設職員が望ましい協力関係を持ち、「共同子育て」

を行うことができる可能性を指摘、施設と家族がともに子どもを育てるという視点を提示している。

乳児院・児童養護施設における家族支援は、親が面会や外泊の時に訪れるために通いやすく、親子が

時間をかけて日常生活に近い状態で交流を重ね、養育を学ぶ機会を得られるという利点があるととも

に、家族をよりよくするために親が努力している様子を子どもが間近で見ることが出来る点に特徴が

あると言えよう。

伊達（2004）は、長年の自施設での取り組みから安易な家庭復帰には警鐘を鳴らし、家庭復帰して

も再入所してくるケースが自施設で39事例中５事例（12.8％）に上ることを指摘、家族支援を考える

時には同時に、施設内での子どもの支援についても考えねばならないという視点を提示する。家族と

の関係は、家族再統合（家庭復帰）の取り組みをことさらに行うか否かに関わりなく、子どもの生活

に大きな影響を与えるとも指摘する。

伊達の言うように、家族との関係が子どもの日常生活の言動に大きな影響を与えることは臨床的実

感として確実であろう。菅野ら（2008）は児童養護施設において、職員が家族と児童の関係調整を行

っている小学生年齢の２事例を質的に分析し、関係調整には３つの時期があることを示している。家

族調整が可能かどうかを判断するために状況を重視する時期、外泊や面会、外出を通して交流が行わ

れる行為重視期、退所に向けた検討がなされる時期の３つである。さらに、家庭復帰の可能性の有無

によって自立支援層・中間層・家庭復帰支援層の３つの事例群があると分類し、施設における子ども

の「問題行動」は、退所に向けた時期に自立支援層と家庭復帰支援層を行き来するような不安定な交
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流パターンを繰り返していたり、中間層のように退所後の見通しがつきにくかったりする場合に生じ

やすいのではないかと仮説を立てている。子どもの問題行動と家族との関係のありようが密接に関連

していることが示唆されよう。施設の中で子どもの支援を行う際に、家族支援を重ねて行うことが不

可欠なことが伺える。柵木（2005）は東海地方の５県にある児童養護施設への家族再統合に関する調

査を行っているが、その中で家族再統合（家庭復帰）に至ったケースがあった施設では、入所時に保

護者と子ども双方を対象に面接を実施している割合が高かったとされる。家庭復帰のみが家族支援の

目標ではないが一つの望まれる結果であるとすれば、入所時に親のみ、子のみではなく、親子双方に

援助をすることが望ましいことを示唆している。

子どもが家族と共に住み暮らすためにも、施設で安心して育つためにも、施設において家族支援を

行うことは大切であると考えられる。以下に親への支援、子への支援、家族の関係性への支援の３つ

の観点から、これまでの調査・研究報告をまとめる。

（b）親への支援：その基本姿勢と治療的アプローチ

虐待を受けた子どもが親と交流を重ねながら安全安心な生活を送るためには、虐待を行った親への

援助的関わりは不可欠であろう。しかしわが国においてそれが可能な機関や手法は手探り状態である。

親への支援の基本的姿勢については諸氏の一致する点がある。例えば窪田（2004）は、保護者と向

き合う際の施設の構えについて重要な点を述べている。虐待した親としてみるのではなく、「子ども

にとってかけがえのない親」という視点で接することである。また情緒障害児短期治療施設からの報

告ではあるが、西田泰子（2006）も事例を提示しながら、子どもに対する共同治療者として親と接し、

尊重・支持の姿勢を伝えることが何よりも大切であると述べている。

これらの姿勢を踏まえて、深刻な虐待が生じた事例において、親に対してどのような心理社会的ア

プローチを行うのがよいのか、その取り組みはまだまだ蓄積の途上にある。全国児童養護施設協議会

（2003）はコミュニケーションの潤滑さや養育スキルの向上など家族への調整や家族機能の修復に加

え、親への治療的援助を含めた支援をプログラム化する必要があるという指摘をしている。本研究は

詳しくふれないが、わが国で現在、親への支援として試行錯誤しながら中心的に取り組まれているス

タイルの一つに、養育スキルへの働きかけを重点的に行うものがある。野口（2008）はアメリカで実

施されているコモンセンスペアレンティングを日本に導入し、自身の施設において実践の蓄積を重ね

ている。このようなペアレンティング・プログラムはわが国で開発されたり、諸外国で開発されたも

のがいくつか導入されており、児童相談所や児童福祉施設等で実施されている（MY TREEペアレン

トプログラム（森田，2008他）；Signs of Safety Approach（井上ら，2005）；精研式（国立精神・

神経センター精神保健研究所，2008）など）。また、近年は家族とともに支援の方向性を考える家族

参画モデル１（林，2004）も模索されている。

先述のガイドラインでも述べられているとおり、親への援助の第一歩は親との関係作りからであろ
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う。山田（2004）は乳児院と児童養護施設のFSWの必要性や意義について、事例を通して特に保護

者との関係形成について検討している。親との関係が改善された事例とされなかった事例について、

改善への要因と困難な要因について職員に尋ね、質的分析が行われた。親との関係が改善された事例

の要因としては、①親への忍耐強い関わり（親への働きかけ・子どもへの働きかけ）、②ソーシャル

サポートの構築（関係専門機関との連携・インフォーマルなサポートの存在）、③肯定的側面及び内

在する力の活用（親自身の持つ力・子どもの良好な変化）の３つがあげられている。一方、改善が難

しかった事例の要因としては、①親の課題（いい加減、無責任な態度・相手を振り回す、威嚇する態

度）、②子ども側の否定的な状況（子どもが親に否定的影響を受けている・子どもが親を否定的にと

らえてしまう）、③専門職の専門性、④生活基盤の脆弱さ（親族との関係の悪さ・経済的困難・住居

の問題）の４つがあげられている。これらの結果をふまえて、FSWの役割として、親と子を関連さ

せて捉え、入所している子どもに親の肯定的なイメージを育むことの大切さを第一にあげている。ま

た関係機関、特に児童相談所との共通認識に基づいた連携の重要さや虐待する親を取り巻くサポート

体制の構築等をあげている。なお、本研究は良好な経過をたどった８事例のうち５事例は子育て不安

が先行する軽度の虐待事例であるとされる。しかし施設で出会う事例は多くが重度の虚待が生じ、支

援の困難性を感じさせるものである。今後は良好な経過をたどった事例にはどのような転機があった

のかを分析し、困難事例の検討やその支援方法を積み重ね、詳細に検討される必要があるだろう。

また、親の歴史性・生育歴を視野に入れたアプローチも重要である。鈴木（2006）は、「（支援者と

の）良い関係作りから、面接を重ねて親自身の育ち、体験を引き出すこと」が大切であると述べ、親

自身の生育歴をたどり、その手当てをする必要性を述べている。親本人の生育歴をたどりながら、親

が親として機能できるようにアプローチしていく方向性は不可欠の視点であろう。

以上のように、これまでの親への援助に関する報告の多くは、親に出会う時の基本的姿勢や心構え、

保護者との援助関係の構築方法や有効な関わり、困難事例や改善事例の要因などに関するものであっ

た。今後の課題であるが、井上（2002）は虐待が生じた家族の援助技術についての課題として、パー

トナーシップと強制的処遇が矛盾しているため、両立が困難であるという制度上の問題を指摘すると

ともに、援助のゴールに達したことを確認するのが困難であること、また「虐待が起きないこと」を

ゴールにするよりも虐待が生じない状態を維持できることを目指す方が望ましいこと等を論じてい

る。また、事例の詳細な報告や検討はさらに積み重ねが必要であろう。今後の課題としたい。

（c）子どもへの援助　

では、家族支援に関する子どもへの働きかけはどのような視点が提示されているだろうか。

側垣（2004）は、「FSWを配置して８年」経過した施設での実践から論考を記している。ファミリ

ーソーシャルワークに求められることは、「子どもと保護者のこれまでの社会的な状況や思いの理解」

であり、「子どもの立場を理解し、親に子どもの状況を伝え、親の立場を理解し、子どもにその状況

を伝える」ことが重要であると述べる。FSWは「なぜ子どもが家族から離れ、施設で生活をするよ

うになったのか、その意味や必要性、離れていても家族であることなどを双方に理解できるように説
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明する。子どもと保護者のパイプ役」であるとしている。

増沢ら（2008）は児童養護施設における困難事例195事例を分析し、施設において適切な対応がな

され、子どもの成長が回復がなされたとしても、思春期年齢で何らかの問題が生ずる可能性は十分に

あることを指摘、その背景として、思春期が近づくにつれて子どもが自分の家族へのこだわりを持ち

始めることをあげた。一方、援助者の目は、入所当初は家族の課題等に向けられるものの、年齢が上

がるにつれて減少することを指摘、援助者の目が子どもの問題行動に向かい、その奥にある家族問題

に目が届きにくいことを明らかにしている。援助者が子どもの問題行動を理解する上で、「子どもが

捉える家族の問題や子どもの中の家族像といったものへの理解」を基盤にして、「家族の課題や問題

の解決に向けた、家族そのものへの支援の充実と、子どもの中の家族像等に焦点を当てた援助」が不

可欠なことを指摘している。

特に家庭復帰に際しても、子どもの認識を大切にする視点が大島（2006）により指摘されている。

大島は家庭復帰に対する子ども側の準備のアセスメントについて、兵庫県17か所（回収率60.7％）の

児童養護施設の質問紙調査の結果をまとめた。その結果、子どもにとっては、トラウマからの回復の

みならず、入所理由に関しての肯定的な認識の必要性が示されることが大切であると指摘している。

子どもの親・家族イメージや自己イメージの肯定的変容を現実的な家族関係、対人関係の変化を踏

まえながら追った事例の数はまだ少ない。今後の課題であろう。

（d）家族の関係性に対する援助　

家族への支援を行う際の視点として、親・子どもに対して個別的な関わりを行うものがある一方で、

親子・夫婦の関係性や家族の全体性、家族自体の歴史を視野に入れて行われているアプローチもある。

親と子ども個人の要因のみならず、家族内や家族をとりまく関係性に対する持続的な心理社会的支援

の重要性を示している報告は、数が少ないがいくつかなされている。例えば、高橋（2008）は乳児院

や児童養護施設、情緒障害児短期治療施設における家族療法の先駆的な実践例をあげている。

他にも、千葉県社会福祉審議会が2008年に発行した家族支援の包括的な指針『家族関係支援の手引

き～切れ目のない支援の実現に向けて～』は実践に即し、家族をとりまく環境全体を対象とした支援

の内容を提示している。保護者のタイプ別による理解と支援の方向性、虐待の直面化の意義、世代を

超えて連鎖することを防止する視点、家族関係支援のためのアセスメント、支援の具体的な流れ（支

援の導入から、心理教育的または心理療法的な親向け、子ども向け、親子交流のためのプログラムの

実施）、永続的・恒久的な人間関係が保障できる環境の整備等、詳細で丁寧なガイドラインが示され

ている。

家庭裁判所調査官研修所（2003）やそれを踏まえて発展させた橋本（2007）は、虐待が生じる家族

の特徴をまとめ、特に虐待が深刻化する夫婦の関係性とその子どもへの影響について類型化している。

橋本は家庭裁判月報に掲載された法28条事例22事例をメタ分析し、虐待が深刻化した事例の親のパー

トナー関係を、①葛藤不満型、②孤軍奮闘型、③同調共謀型、④支配服従型の４つにまとめ、この類

型を援助の方向性の決定とつなげている。また親のパートナー関係はその親の原家族との関係とも密
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接に影響していることが明らかになったとされる。親個人の要因のみならず、親の夫婦関係、親自身

の親子関係をアセスメントしている点が特徴であろう。

西原ら（2006）は、家庭復帰が可能になった11事例を分析し、家族ライフサイクル２（Carter &

McGoldrick, 1989）と世代間葛藤の視点から考察を加えている。虐待発生のメカニズムには、親を一

人前の親として認めない祖父母世代と子どもとして十分育ててもらっていないと感じる親世代との葛

藤があるとし、「子どもの成長のみならず親自身、祖父母自身の成長を支える場として施設が機能し、

またその成長をお互いに確認しあうための媒体的機能を果たすことがソーシャルワークに求められ

る」と帰結、家族全体をシステムと見なす家族療法の視点をもちながらも生活場面を活用した面接を

行うことの有効性を示唆している。入所している子どもと親、そのまた親たちが成長し、互いのライ

フサイクルのステージに即して機能出来るように支援することが、施設における家族支援では求めら

れると言えるだろう。

５．今後の課題

以上のように見てくると、施設における家族支援は、広範に及ぶ内容と幅を持ったものであり、

FSWが中心となりながらも、子どもの人生を支えるために施設全体が他機関と協働して成り立つ仕

事である。

これまでまとめた他にも、西田恒太（2006）は児童相談所との協働の問題をとりあげ、施設（乳児

院）における家族支援のメリットを論じている。保護者支援は児童相談所との役割分担であり、最初

にこの保護者にはどのような支援が必要かを考えて、その中で児童相談所ができることとできないこ

とを分担することが重要であると指摘、施設で家族支援を行うメリットとして、面会時に面接や家族

療法などを定期的に実施できることや親の居住地と地理的に近く通いやすいことをあげている。また

施設では、担当保育士などが面会の場で養育行動の見本を見せたり、助言をしたりすることが可能で

あるとし、施設での家族支援は、親子の交流を促すことが可能であると報告している。今後、児童相

談所をはじめとする各機関とどのように連携をとるかは大きな課題であろう。

また、堀場（2006）は少ない人員配置の中で試行錯誤しながら子どもたちのケアに熱心に取り組む

職員の姿や、それを支える職員研修や体制作りの必要性を指摘し、親の生育歴に手が届くような支援

体制を地域で整えることを提案している。中山（2008b）は施設におけるFSWの課題として、FSWの

専任化の問題と施設内の協力体制、またFSWのモデルの実践的追求をあげている。

児童福祉施設の現場が長い間かけて工夫してきた家族支援のエッセンスとしては、何より子どもと

親が安定した交流が続けられるように丁寧にサポートすること、そのために過去から現在に渡って親

の語りを聞き、施設との信頼ある関係を築くこと、児童相談所や市町村など諸機関との連携、役割分

担をきちんとはかることと言えようか。
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２　家族ライフサイクル：家族関係も、個人と同じように時間の経過とともに発達的に変化する。家族成員の心理社会的な交

わりに見られる力の関係を家族力動（family dynamics）というが、これは結婚に始まり、時とともに変化しながら家族過

程（family process）をたどることで発達するものであるとする説。家族の発達段階はおおむね６～７段階に分けられてお

り、それぞれの段階に特有の家族システムの発達課題（ライフタスク）があるとされる。（Carter & McGoldrick, 1989）



今後の課題としては、

①　児童福祉施設に入所している親・家族の実態の把握と支援の工夫の蓄積

児童福祉施設における家族支援に関する研究・実践はまだ数が少なく、さらに検討していく必要が

ある。各施設がどのような家族と出会い、困難を感じ、困難を克服するための支援の工夫を行ってい

るのだろうか。丁寧に蓄積していく必要があるだろう。

②　家族の関係性を視野に入れた家族支援研究

現在、養育スキルのトレーニングを含めた親個人への働きかけや子ども個人へのプレイセラピー等

によるアプローチは、徐々に事例の蓄積がなされてきている。一方で、親と子、夫婦、親と祖父母世

代等、関係性を視野に入れたアプローチはまだ数が少ない。児童虐待は誰か個人の要因で発生するも

のではなく、個人間、もしくは個人と環境の複合的な相互作用によって生じることは周知の事実であ

る。この視点を視野に入れた虐待が生じた家族の関係性への援助のアプローチの実践をまとめ、考え

ることはさらに必要であろう。

③　子ども側の視点に立ってなされた家族支援研究

家族支援という場合、厚労省ガイドラインにもあるように「保護者支援」という観点が中心とされ

ることが多い。児童虐待は親による子どもへの不適切な養育態度であるから親への支援が必須である

ことは一考を待たないが、子どもにとって家族支援はどのような意味があるのだろうか。今後の検討

の必要があるだろう。

④　他機関との連携を視野に入れた家族支援研究

児童福祉施設が家族支援を行う場合、児童相談所を始めとする関係諸機関との連携は不可欠である

が、この点に関する研究や実践報告はほとんど見られない。今後の検討が期待される。

⑤　様々な家族支援実践の効果に関する研究

児童福祉施設における家族支援が子どもにとって良い効果があるだろうことは、種々の報告から推

定は出来る。しかし残念ながら、児童福祉施設において家族を援助することの効果や影響を明確に証

明する研究はまだ見られない。長年にわたる実践の蓄積とその検討が強く望まれる。

⑥　職員の資質向上・体制・バーンアウトの課題

現在の施設は、被虐待児をはじめとして様々な問題行動をする子どもたちの対応に日々追われてい

るのが実感であろう。子ども・親を含めた家族支援を行うためには、施設内の体制作りを行う必要が

あるだろう。
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（２）本研究の目的

以上のように、児童養護施設における家族支援に関する研究や調査・実践報告は90年代からに発表

され、特に2003年以降、政府によるガイドラインも整備され、その成果が報告されてきている。しか

しFSWが導入されて５年を経た現在、現場における実践ではその困難さもはっきりと見え始めてき

ている。本年は本研究の初年度に当たる。その目的は、（1）児童福祉施設に入所しているケースの親

や家庭状況など現状の把握、（2）現行の支援状況や困難点・課題など現状の分析、（3）支援に必要な

視点、システム、有効な援助方法などの検討、とする。ひとまずは上記に列挙した課題の①と②に当

たる項目である。今後継続して残る課題等を検討していく予定である。
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２．方法

対象としては、長年丁寧な家族支援の実践をしていたり、先駆的な取り組みをしていたりする全国

の児童福祉施設５施設（児童養護施設４施設と情緒障害児短期治療施設１施設）をサンプルに選んだ。

本研究は複数年にわたって継続される予定であるが、その初年度としてまず、各施設の家族支援の現

状を把握するために質問紙と検討会を実施した。

研究１では質問紙を行った。各施設の家族支援に関する基本情報を把握するためのものであり、項

目は、

１．施設の概要 ５．他機関との連携

２．施設がもつ家族支援の考え方 ６．家族支援の困難性

３．現在の入所家族の支援状況 ７．家族支援の取り組み

４．家族支援の体制 ８．その他

の８項目で自由記述が中心である。特に３．現在の入所家族の支援状況では、A．支援がうまくいっ

たと思われる事例（改善事例）、B. 困難な・苦慮している事例（困難事例）、C．その他気になる事

例・特記すべき事例（気になる事例）をそれぞれ最大５事例ずつあげ、事例概要とともに、子どもの

状態像・問題、家族支援の状況について、親子の関係性、家族の状況（選択式）、支援対象（２人ま

で）等について、自由記述を中心に回答を得た。

改善事例・困難事例・気になる事例の各事例の家族支援の状況については自由記述の分析を行っ

た。KJ法（川喜田，1967）に準じて、記載された語句を意味内容ごとに分け、それぞれにカテゴリー

名をつけ、小カテゴリーから大カテゴリーにまとまっていくようにして分類した。分類は当該分野を

専門とする研究者２名によってなされ、研究協力者全員で重ねて検討している。

研究２では、質問紙に記載された基礎データを元にして、５施設から家族支援の現状について、本

研究の研究者全員が参加する研究会で詳しく報告を受け、検討を行った。事例の報告と検討は、児童

福祉の分野で長い経験を積み、指導的な立場にあるベテランの職員を中心に、児童相談所の児童福祉

司経験者や児童福祉施設のセラピスト経験者、心理療法担当職員等、多彩な構成メンバーによってな

された。幅の広いメンバーによって検討されることで、現在の児童福祉施設における家族支援の現状

が浮かび上がることをねらっている。

検討会は２回に分けて行われ、１回目は各施設の取り組みや課題、困難点等、現状の報告を中心と

した。各施設について１時間15分ずつの報告と検討を５セッション行い、内容をすべてテープに録音

した。録音した内容はすべて逐語記録とし、その記録を元に、施設における家族支援の業務や体制、

家族支援の現状と困難点・工夫、家族再統合と家庭復帰について、家族支援における多機関協働等に

ついて、ポイントとなる事項をKJ法（川喜田，1967）に準じて抽出した。抽出したポイントは全員に

フィードバックし、さらに検討を重ねた。

研究３は第２回目の研究会における事例研究に基づいている。各施設が経験した改善事例と困難事

例を選んで報告し、各施設３時間ずつの報告とディスカッションを行った。第１回目の研究会で得ら
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れたポイントを事例研究によってより深めることが目的である。全体を通して、特に関係性の視点か

ら家族や子どものアセスメントについては重点的に討議した。また改善事例では、どのような点が改

善へのきっかけとなったのか、何を持って事例の「改善」とする傾向にあるのか、困難事例ではどの

ような事例が援助者にとって困難であると感じられるのか、なぜ対応困難な事例となったのか、どう

すれば困難さを低減できたのか等の項目に従って討論を行った。２回目も１回目同様、討議内容を録

音し、逐語録を作成し、ポイントとなる事柄をKJ法に準じて取り出し、研究者にフィードバックして

再度検討を行った。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。
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３．結果と考察

研究１　児童福祉施設がとらえる改善事例群・困難事例群・気になる事例群の

実態：質問紙の分析より

１．困難事例・改善事例・気になる事例の特徴

児童福祉施設において家族支援に取り組む事例にはどのような困難さがあるのだろうか。どのよう

な変化が起これば改善にいたるだろうか。改善された事例にはどのような特徴があると考えられるだ

ろうか。研究１ではこの点を明らかにしたい。改善・困難の区分では割り切れない事例も存在すると

推測されるため、援助者にとって「何か特記すべき気にかかる事例」というカテゴリーも提示して記

述を依頼した。これも分析の対象とし、現在の児童福祉施設が取り組んでいる事例全体（改善事例

群・困難事例群・気になる事例群からなる３群）の実態を質問紙の分析を通じて明らかにする。

５施設の職員が記述したのは全63事例である。改善事例が22事例、困難事例が25事例、気になる事

例が16事例となっている。まず、本研究で扱う「改善事例」「困難事例」「気になる事例」とはいかな

る特徴を持つ事例かをまとめ、定義することから本研究を始める。

質問紙における「家族支援の状況（改善・困難・気になるに分類した理由）」に自由記述された内

容をKJ法によって分類すると、改善事例には巻末資料の表５にまとめられる特徴があげられた。

改善事例の親側の特徴として、親が児童相談所や施設等の社会的資源とのつながりをもてたこと

（社会資源との関係の構築）、親の治療・セラピーの成果があったこと（親の治療効果）、非虐待親に

肯定的な変化が見られたこと、などがあげられた。また子ども側の要素としては、子どもが医療的ケ

アを受けていることと、子どもの学校の適応が良好であることがあげられた。また、親子等関係性の

特徴としては、親子の交流の安定が見られたこと（面会・外泊・文通等の安定した実施）や、家族メ

ンバーの死、入院等を契機にした親子関係の変化や新しい援助対象者が出現したこと、があげられて

いた。すなわち本研究において改善事例とは、①親が社会的資源とつながりもつことによって援助を

受けることが容易になったり、②子どもへのケアがなされて、子ども自身が抱える課題が低減し、比

較的安定した生活が送れるようになったり、③虐待親以外の大人たちによって子どもが守られるよう

になったり、④子どもが成長して自分自身を守れるようになったこと、の４つのポイントのいずれか、

あるいは複数の特徴を背景として、親子の交流が安定し、親子関係がある程度改善した事例を指すこ

とがわかった。

また、事例が困難となる特徴については（表６）、改善事例の特徴とちょうど対をなす特徴が多く

あげられた。親の特徴としては、社会的資源との関係が出来ないこと、知的障害、精神疾患等のため

に親が子どもを適切に養育できないこと、親の婚姻関係が頻繁に変わったり、離婚、別居状態等両親

が不仲であったりするなど、親の夫婦関係に問題があること、があげられた。子ども側の特徴として

は、親と交流することでかえって子どもの問題行動が起こること、非行等、子どもを養育する際に困

難な言動が生じること、があげられた。親子等関係性の特徴としては、外泊・外出・面会等の親子の
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交流が不安定だったり、途絶したりしていること、虐待関係の継続、親子どちらか、あるいは双方が

互いを拒否するなど、親子関係の悪さが見られること、が見られた。本研究における困難事例とは、

①親が社会的資源とつながりをもたないため、援助がなされにくく、②養育を困難にする子どもの特

徴があり、③親の夫婦関係等が不安定なため、虐待親以外の親のサポートも得られないという３つの

ポイントのいずれか、あるいは複数の特徴を背景として、親子の交流が持てなかったり、安定しない

事例であることがわかった。

気になる事例とは、困難事例の特徴を多数含み、それに加えて、経済的困窮、きょうだいの障害、

両親の不和、親の精神疾患や知的障害等、複数の問題を抱える家族であること、親権等法的対応を含

む問題があること、子どもが親に攻撃的だったり要求過多で、親が対応できないこと、帰泊中の性的

虐待など虐待的環境の発覚、等が加わっていた（表７）。「気になる」事例の内容をさらに細かく見る

と、あまりにも対応が難しい、もしくは施設で対応することによって逆に子どもに不利益が生じる可

能性があるという理由で施設や児童相談所が関わりを持てなかったり、持たないように判断していた

りする事例が多い。困難事例では親の攻撃性や警戒心、言動の不安定さなどに直面しながら何とか関

係を持とうとするものの、その対応に困難を感じているのに比して、気になる事例では（親との関係

構築を行っていないため）施設が直接支援に困っているわけではないことがわかった。しかし「多問

題を抱える家族である」など極端に困難な事例であるために施設では十分関わらない／関われないよ

うになっていたり、「親が子どもに積極的に関わらない、拒否的である」こと、また、親権をめぐる

問題等法的な対応があって施設では対処しきれないと判断していたり、親子が希望しないので交流を

持てなかったり、交流をしていたが新たな虐待問題が発覚するなどして交流を停止するなどの背景を

もつことが多い。施設で対応をしない・していないため、その日その日をとってみれば困難さを体感

することは少ないが、現在や将来の子どもの生活を考えると気にかかっている事例群であると思われ

る。また次節の事例概要の集計で述べるように、気になる事例では、心理的虐待や性的虐待の割合が

他の群より多かったこと、また「親子関係が良好でない」とされる事例が困難事例群よりもずいぶん

多いことがわかっている。すなわち、「気になる事例」とは、親との関わりが持てないために事例の

アセスメントを立てる基礎となる背景情報がわからなかったり、家族を支援するための社会的資源・

心理的資源が見つからず、施設における支援の手段に限界があったりするような、事例を理解し支援

するために必要なことがらが未だ見えない困難事例であると思われる。

２．事例概要からの分析

本節では、３群の事例概要の分析からそれぞれの群の特徴を見てみたい。事例数に限りがあるので、

児童福祉施設における家族支援事例の全体的傾向を示しているとは言い難いが、今回の研究で扱う事

例の概要を示す意味で以下に集計結果を示す。

（１）入所理由

児童相談所が児童福祉施設に措置した時の理由、もしくは入所後に明らかになり、入所が継続した
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最大の要因であると思われることがらを身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待、親の行方

不明・家出、親の死亡、親の傷病・入院、親の離婚、特になし、その他の10つの選択肢から主たるも

の１つを回答してもらった。

３群における比率を算出すると、改善事例群と困難事例群では身体的虐待が一番多く、それぞれ

44％（10事例）と36％（９事例）となっている。これは児童虐待の全国統計の傾向と一致する（身体

的虐待が41.2%で第１位；厚生労働省，2007）。また改善事例群では親の傷病・入院（14％；３事例）

といった非虐待の原因も見られる。一方気になる事例群では身体的虐待と心理的虐待が同じ割合であ

る（25％；４事例）。

困難事例群では改善事例群に比べて、心理的虐待とネグレクトが多いのが特徴である（心理的虐

待；困難群20％（５事例）＞改善群５％（１事例）／ネグレクト；困難群28％（７事例）＞改善群

18％（４事例））。気になる事例群では他と比して性的虐待が多いことが特徴としてあげられる（気に

なる群；19％（３事例）＞改善群５％（１事例）＞困難群０％）。
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図１　事例分類と虐待の種別



（２）主たる虐待者　

次に主たる虐待者の比率である。３群とも実母が一番多い（全国統計でも同様の傾向。厚生労働省，

2007）。困難事例群と気になる事例群では、実父の割合が多いことが特徴である（それぞれ33％（困

難：８事例、気になる：５事例）＞改善事例９％（２事例））。また改善事例群では継父の割合が多い

（改善18％（４事例）＞困難０％）。
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図２　事例分類と主たる虐待者



（３）主たる虐待者、虐待種別と改善事例群・困難事例群の関連

主たる虐待者、虐待種別と改善事例群・困難事例群の関連について、クロス集計を行った。

実母のネグレクト、実母の心理的虐待、実父の身体的虐待では改善事例より困難事例の方が多く報

告されている（順に７事例、４事例、７事例）。実母の身体的虐待は、全６事例中、改善事例が４事

例ある。養継母・養継父が主たる虐待者の事例は虐待種別に関わらず、すべて改善事例となっている

（６事例）。入所理由が非虐待（親傷病）の場合、３事例全てが改善事例と分類されている。
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表１　実母が主たる虐待者、虐待種別と改善・困難事例群 表２　実父が主たる虐待者と虐待
種別、改善・困難事例群

表４　非虐待群と入所理由、
改善・困難事例群

表３　養継母・養継父が主たる虐待者と虐待種別、
改善・困難事例群



（４）入所期間

次に入所期間についてである。改善事例群では１～３年の割合が半数を超えて一番多く（12事例）、

５年以上の割合も32％（７事例）となっている。困難事例群では１～３年（10事例）、３～５年（８

事例）、５年以上（６事例）の順になっており、比較的均等に散らばっている。気になる事例群では

３～５年（７事例）、１～３年（５事例）、５年以上（４事例）の順となっている。改善事例群は、比

較的短期間の入所期間のものと５年以上のものに多く分類されていた。入所期間と改善率には大きな

関係はなく、事例の質による差の方が大きいようである。
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（５）親子関係

親子関係を良好・良好でない・その他の３群から選択してもらった。改善事例群では良好が80％を

超えている（18事例）。困難事例群では良好（11事例）と良好でない（10事例）が約40％とほぼ同数、

気になる事例群では、良好でないが60％を越え（10事例）、その他が５事例（31％）、良好はわずか１

事例（６％）にとどまっている。親子関係が良好であっても困難であると感じられる事例が４割ある

ことがわかる。親子関係の良さは改善率の高さに影響を与える一因であると思われるが、その一方で、

良い関係があったとしても改善に至らないケースもあり、その関係は単純ではない。
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困難事例で、親子関係が良好であるとされる約４割の事例の概要を見てみると、本児との親子関係

は良好だが、他のきょうだいと親との関係が悪い事例、施設や関係機関と保護者との関係が作れてい

ない事例、親の精神障害や知的障害により、今後の援助方針が定まりにくい事例、などがあげられて

いた。また気になる事例には、良好な親子関係とされるものはほとんどなく、良好・良好でないとい

う区分では分けきれない複雑な関係性（その他）が多く含まれることがわかった。家族の関係性も、

良い悪いという単純な見方で捉えてはいけないということがわかる。

（６）支援状況と家族の状況

改善事例、困難事例、気になる事例のそれぞれについて、入所中の家族の状況を24の状況の中から、

１事例につき最大５つまで選択してもらった。

改善事例に多かった家族状況は、「家族間葛藤（夫婦間不和・DVを除く）」（11事例；50.0％）、「ひ

とり親家庭」、「親の精神病」（ともに８事例；36.4％）、「経済的困難」（７事例；31.8％）であった。

困難事例に多かった家族状況は、「親のパーソナリティの著しい偏り」（14事例；56.0％）、「経済的困

－21－

図５　事例分類と家族の状況



難」（11事例；44.0%）、「ひとり親家庭」、「親族・近隣からの孤立」（ともに９事例；36.0％）であった。

気になる事例に多かった家族状況は、「ひとり親家庭」、「就労の不安定」（ともに７事例；43.8%）、

「子どもに嫌悪・拒否感情」、「親のパーソナリティの著しい偏り」（ともに６事例；37.5%）、「経済的

困難」（５事例；31.2%）であった。

「ひとり親家庭」はどの事例群でも共通して多く見られた（ひとり親家庭：改善８事例（36.3％）、

困難９事例（36.0％）、気になる７事例（43.8％））。「経済的困難」もどの事例にも多く見られ、特に

困難事例に多く見られた（改善７事例（31.8％）、困難11事例（44.0％）、気になる５事例（31.3％））。

虐待が生じた家庭に「ひとり親家庭」と「経済的困難」という背景を持つ事例が多く見られることは、

東京都福祉保健局（2005）による、都内の11児童相談所で児童虐待を主訴として受理した全2,481件の

相談事例に関する調査結果の傾向と一致する（「虐待につながると思われる家族の状況」①ひとり親

家庭（460件；31.8%）、②経済的困難（446件；30.8％）、③孤立（341件；23.6％））。

「家族間葛藤（夫婦間不和・DVを除く）」は改善事例に多く見られた。該当する事例の内容を検討

すると、両親のどちらかが知的障害や精神障害等のハンディキャップを持っていて、もう片方の親が

その世話に苦慮して葛藤が生じている事例や、祖父母世代と親世代との葛藤がある事例、親が子ども

に過干渉な事例等が見られ、虐待が生じる背景となっていることが伺えた。家族間葛藤を抱える家族

への支援において、改善したと区分されている事例が一定数あることから、家族間の葛藤状況へのア

プローチは、施設における家族支援の過程で可能となる事例もあることが示唆された。家族の葛藤を

援助者が把握できているということは、ある程度的確なアセスメントとそれに基づく支援が可能にな

っていることを示しているとも言えよう。

「親のパーソナリティの著しい偏り」は困難事例に多く見られた（14事例；56.0％）。子どもへの対

応が突然支配的になる、あるいは転じて拒否的になるなど、ありようの極端な揺れが見られる事例、

法28条事例による措置であり、児童相談所に対して挑戦や抗議を繰り返す事例、施設や児童相談所に

対して罵倒が続く事例、その場に合わせて言動が転導したり、嘘を重ねるために、情報が錯綜する親

の事例等があげられていた。

一方、「親のパーソナリティの著しい偏り」は改善事例にも６件（27.3％）がみられた。改善事例で

は、親のパーソナリティは著しい偏りが見られるが、祖父母と子どもとの交流を進めて祖父母宅に家

庭復帰した事例、片方の親のパーソナリティの偏りは見られるが、もう片方の親が子どもを守れるよ

うになった事例、親が子どもに対して依存しているが、子どもが高校生年齢になっているために反発

をしながらも関係を取っている事例、怒りのコントロールの悪さ等、親のパーソナリティの偏りは残

っているが、過去の心的外傷体験の手当を行って、親自身がコントロール可能になってきた事例など

があげられていた。このような改善事例では、親自身のパーソナリティの著しい偏り自体は大きく改

善しているとは言えないが、周りのサポートや子どもの成長など、それを補償する要素が生まれた事

例であることがわかる。

また「親の精神病」も改善事例、困難事例ともに一定程度見られる（改善事例８事例（36.4％）、困

難事例７事例（28.0％））。困難事例では、親のうつ病のために外泊中に心理的虐待やネグレクトが生
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じていることがわかった事例、親の精神疾患のために施設に自殺予告電話を頻繁にかけてくる事例、

重症な統合失調症で自傷他害の危険性がある事例などがあげられていた。親の病気の治療とその安定

がまずは優先されると見なされる事例であると言えよう。一方改善事例では、精神疾患を抱える親が

医者による治療や心理士による面接を定期的に受けている事例、親戚のサポート受けており、小学校

高学年の子どもも親の状態を理解している事例、親の精神疾患の治療がなされ、地域にサポートネッ

トワークが構築された事例、精神疾患の親が死亡したり離婚をして、もう片方の親や親戚が交流を続

けた事例等があげられていた。精神疾患を抱える事例でも、その治療が行われて病状が安定した事例

や、親戚や地域のサポートネットワークが構築された事例群が分類されていた。

以上のことから、親の精神疾患やパーソナリティの著しい偏りなど、通常、援助的アプローチが困

難だとされる事例であっても、サポート資源などそれを補償する要素を見つけ、つなげ、あるいは育

んでいくという視点を持つことによって、家族支援の状況が改善する可能性があることが示唆された。

子どもの年齢や性別等のデータも検討したが、きょうだいケースも多く、データ数にばらつきが大

きいため結果からは排除した。今回のデータは数にも限りがあり統計的に明確な特徴も見られないた

め、詳細な考察は出来ず、今後慎重な検討を要する。そのことをふまえながら、今後の検討課題の礎

とするべく全体の印象をまとめると、改善事例には身体的虐待が比較的多いこと（もちろん事例全体

でも身体的虐待が多いことは留意すべきである）、気になる事例群には性的虐待が一定数見られるこ

と、改善事例に継父・養父が主たる虐待者の事例が多いこと、困難事例には実父が主たる虐待者の事

例が多いこと、親子関係が良好であっても支援者にとって困難な事例は多くあること、等が見受けら

れた。また、親個人の病理的傾向（精神病やパーソナリティ障害等）があっても、サポート資源をつ

ないでいく支援を行いながら、家族状況を改善出来る事例があることや、家族間葛藤の解消を支援す

ることで、虐待的環境が調整できる可能性を持つ事例があることも示唆された。さらに事例数を重ね

て検討を行う必要性があろう。

以上、本章の結果をまとめると、改善事例群、困難事例群、気になる事例群からみた施設における

家族支援の現状としては、①親子関係が良好であると良い展開をすることが多いが、例え良好であっ

ても改善しない場合も一定程度あること、②親の精神疾患やパーソナリティの著しい偏りなど支援困

難な事例であっても、資源をつなぐ視点で関わりを続けて改善していく事例もあること、③改善事例

では、親と社会的資源のつながりが構築され、困難事例では構築されていないこと、④改善事例では

外泊・面会・外出等、親との交流が安定し、困難事例では不安定もしくは実施されないこと、⑤「気

になる事例」とはアセスメントすら立ちにくい、支援困難な事例群であると思われること、がわかった。

では、質問紙の検討によって明らかになった特徴に対して、児童福祉施設ではどのような取り組み

をしているのだろうか。児童福祉施設で「親と社会的資源のつながり」を作るにはどのような工夫が

なされ、どのような困難があるのだろうか。親子関係の「良好さ」とは何を持って判断されているの

だろうか。次章では、各施設の取り組みの検討をすることによって、児童福祉施設における家族支援

の実態をより具体的に明らかにする。
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研究２　事例概要から見る児童福祉施設における家族支援の現状：

支援に必要な体制や視点、支援の工夫の検討

第１回の研究会では、家族支援に関する各施設の取り組みと現在対応している特徴的な事例の概要

を報告し合い、それについて参加者全員で議論を行った。本章では、第１回の研究会の討論を逐語記

録した上で、論点を整理し、考察を加えてまとめた。具体的には、研究１を補完するような形で、取

り組みの現状分析や困難事例・改善事例の特徴、取り組みの工夫や有効性、困難性を提示することに

する。ただし、本研究は児童福祉施設における家族支援のガイドラインを作成することを目的にして

いるわけではないため、全体像を網羅することを主眼にするのではなく、現在現場の第一線で奮闘す

る施設職員たちが討論で取り上げ、論議した点を浮かび上がらせることをねらいとする。「 」内は

研究会での発言の逐語内容であり、［ ］内は文意を明確にするために筆者が補った言葉である。研

究会の逐語録とカテゴリー化により分類された資料は個人情報の保護のために当センターの内部資料

とする。ここで例示されている事例は内容に支障のない程度に変更を加えていることを付記しておく。

１．家族支援の目指すもの

まず、児童養護施設における家族支援が目指すものについて述べることから始めたい。討論の中か

ら提示された視点は３つあり、①親子の適切な関わりのありようを探すこと、②子どものよい親イメ

ージを形成すること、③親としての肯定的な自己イメージを育むこととしてまとめられた。

①親子の適切な関わりのありようを探す

家族・親子のあり方はさまざまである。諸処の事由がある場合、一緒に住み暮らすことが最善とは

限らない。例えば週末外泊をすることが、その親子がよい関係を築くのにほどよい会い方であるなら

ば、それを維持できるようにサポートするのがよいだろう、手紙の交換が継続されることが一番よい

ならそれが続くように支援していくのがよいだろうという視点が提示された。どのような会い方がほ

どよいかは、親のストレスマネージメントの力によって決まるのではないか、という視点も出された。

つまり親にとっては、どの程度の子どもとの関わりであれば、ストレスが高じずに無理ない養育がで

きるかということになる。（「家庭に返すことが子どもと親のプラスになるのかどうか。例えば週１回

の外泊でも子どもにとって成長につながるという視点でみることは大切だ」「長期に外泊しても、子

どもの居場所があり、自分が守れているか否かという視点も大切だ」）。家族支援の重要な柱の１つは、

子どもが家族とつながりを持ちつつ、家族と子ども双方が守られているという状況を見出せるように

支援していくことであろう。

②子どもによい親イメージを形成する

家族支援においては、現実的に一緒に住み暮らすかどうかということと同時に、子どもの親に対す

る肯定的なイメージを形成する支援が大切である。「その子の中にどういう家族像が残っているかが

重要だ。悪い家族像が残るよりは、時々会うだけだけれども、良い家族像が残っている方がその子に

とって良いだろう」。家族との協働作業の過程は同時に、子どもが自分のルーツを知る作業でもあり、
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「自分の物語」の最初のページとしての親を知ることでもあり、自分が入所にいたった理由を含めて、

親が今の状態にならざるを得なかった事情を知る作業でもある。「自分がどうして施設に入ったのか、

どうして家族が自分を施設に入れざるを得なかったのか、家族支援を通じて子どもが理解できていけ

たらよい」という視点が提示された。

③親として肯定的な自己イメージをはぐくむ

親の側からみた家族支援とは、親が自ら思うような親らしさを発揮出来るようになるための支援で

もある。親子の交流や外泊、面会、面接を通じてわかってくることは、「思い描いたような親になれ

なかった傷つきのようなものを親が持っていたり、子どもと一緒に暮らせなくなった傷つき」をもっ

ていることである。高田（2006）は、電話の前で例え５分でも良いから、良い親でいてもらうように

働きかけることが大切である、と述べているが、どのような時間やどのような状況ならば親が親らし

く子どもに接することができ、親としての自尊心を保つことができるのか、親としてのよい自己イメ

ージを持つことが出来るのかを判断して、そのような時間が増えるような交流を重ねたい。また親ら

しさのあり方が独特な場合、そのルーツとなる体験を聞き取ることも大切である。時に治療的な関わ

りが必要とされるかもしれない。しかし施設では「親を『個人』として治療するようなイメージでは

なくて、親には親の役割をとってもらい、その中でできる範囲で親自身の傷の手当てもできる可能性

がある」という発言があり、親個人の治療というよりは、子どもの共同養育者の１人、「子育ての協

力者」（四方ら，2008）としての親と出会うというスタンスを持ちたい。

２．家族支援の体制

児童福祉施設における家族支援の体制についてまとめてみよう。現在では冒頭に記述したように

FSWが中心となっている施設も多い。ここではファミリーソーシャルワークの体制とその課題、さ

らにはFSWのみならず施設全体がどのような姿勢で家族支援に取り組むかという視点が提示された。

（ア）施設における家族支援体制の現状と課題

子どもの生活の様子を肌で感じている経験豊かなベテラン職員がFSWを担当することで子どもと

家族の支援が切り離されずに行えることから、実際上もFSWは各施設で主任級以上の職員が就いて

いることが多い。「子どもの問題は家族の問題だという視点が必要」であるから、子どもと親別々で

はなく、子どもと親の関係性を捉える家族全体への眼差しは家族支援に不可欠であろう。

家族体制の課題としては、専任FSWとして家族支援に専念できる体制にある施設がある一方で、

FSWが直接処遇職員として生活に入らざるを得ず、ファミリーソーシャルワークに専念できない体

制にある施設もある。専任として働ける体制の整備が必要であるという話題が出た。「ある時までは、

すべてのセクションで起こる解決できない難しい問題がすべてFSWである私に持ち込まれるような

体制にあった。これは問題だと考えていたら、周りの配慮もあって今の体制が出来上がっていった」。

“今の体制”とは、勤務のローテーションに入らないFSWを複数人配置するというものである。この

施設ではかつて、ベテラン職員がFSWを兼任しており、現場のケアワーカーのサポートも担うこと

になっていた。家庭訪問や家族との面接、児童相談所を始めとする関係機関との連携、FSWの動き
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をケアワーカーや心理職などに伝えること、子どもに家族の状況を伝えることなどケースマネージメ

ント全般を担うFSWの仕事は多岐に渡り、それに加えて先のケアワーカーのサポートなどが重なっ

たので業務量は著しく多かった。複数人体制にしたことのメリットは多く、孤立しないで日常的に複

数で相談し合えること、目の届かないケースが減ることなど、単に業務量の減少のみならず、チーム

で対応することにメリットがあるとのことだった。

例えばイギリスにある全寮制の治療施設マルベリーブッシュ・スクール Mulberry Bush Schoolで

は、ソーシャルワーカーやファミリーセラピスト（2007年現在は都合でソーシャルワーカーのみとの

こと）からなる家族対応チーム Family Teamがあり、家族との面接や家庭訪問、ケースワークを行

い、家族のサポートを行っている（増沢，2008）。FSWが兼任である施設は全国でも多いが、専任の

FSWを複数配置し、子どもの生活を支える担当職員も含めて、チームで対応することが今後強く求

められよう。

（イ）子どもの立場に立つ人と家族の立場に立つ人の両方が必要である

FSWが家族の対応をする場合もあるが、ケアワーカーが担当児の家族と会う施設も多いだろう。

この場合、どうしても子どもの視点によりすぎて、子どものことを第一に考えてくれない家族にもど

かしさを感じ、批判的に見てしまうことが起こりがちである。それを避けるために、FSWを専任に

し、生活職員が子どもの立場に立って支援が出来るような体制にした施設や、家族を担当する専門の

職員（家族担当心理士）を導入した施設もあった。「私が心理士として初めて施設に入ったときに、

最初は個別心理療法しかできなかった。しかしだんだん家族のことを考えなくてはいけないと思い始

めた。けれども子どもの心理療法をしているために、子どもの立場に立ってしまって、どうしても親

に対して腹が立ってしまった。親と会うのがとても難しかった。それで家族担当心理士という形で新

しい心理士を雇ってもらいたいと施設長にお願いした」。家族支援は子どもの立場に立って子どもを

支える人と、親の側に立って親の眼差しを共有する人がいた方がよいだろう。また以下に述べるよう

に種々の視点からなるチームアプローチの有効性も論議された。

（ウ）様々な立場からの支援が重要である

家族支援を行う際に、ケースごとに中心になる人はいるものの、特に家族面接を行う場合には、管

理職や現場の職員、福祉職や心理職、男性や女性など様々な立場の人がケースに応じた役割を担って

支援している施設もあった。「家族支援を、施設長とFSWと各セクションの主任のケアワーカーたち

と心理士が一緒にやるという体制が少しずつ進んできた」。それぞれの役割分担は「FSWは児相との

連絡や関係者会議に参加する」「定期的に外泊等がある子の場合は、外泊後に時間を取り、子どもを

途中で居室に帰して、その後に［心理士や担当職員、管理職が入って］家族面接をする。（略） なる

べくみんなで面接に入れるようにして、（従来の相談関係で重視されてきた）『個人と親』が繋がるの

ではなく、施設と親がつながろうというスタンス」で行っているとのことだった。

心理職が心理的側面から家族支援の核となっている施設もあったが、この場合も、「FSWがいて管

理職がいて、チームを組んで初めて［心理士の存在が］生きてくる」というように、福祉職をはじめ

とする他職種との連携が不可欠であることが議論された。「親が『俺はお前となら話をする』と言う
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誰かが施設の中にいれば、それは［その相手が実際にFSWの役職をもっているかどうかに関わらず］

施設としての家族支援に一役を担っていると言えるだろう」という発言があったが、多様な立場の人

間が連携し、そのうちの誰かが対象者とつながるというスタンス、言い換えれば“施設という場”と

“親”がつながるという視点が、孤立しやすくつながりにくい親たちと関係を作るうえで重要になる

と言えよう。つながりやすく切れにくい関係を複数の人間と重層的に作っていく仕組みが有効である。

それと同時に「関わる人はそれぞれいて、全体として今どうなっているかをきちんと見る人、責任者

はいないといけない」という発言があった。全体を俯瞰する役割、事例全体の動きを把握し、情報を

集約して他機関と連携を取る役割を持つ人も必要であろう。

（エ）ハード面の体制

家族支援をするためのハード面の体制はどのようなものだろうか。「畳の部屋で、トイレもついて」

というように和室がよいという意見もあった。雰囲気がリラックスしやすく、子どもたちが遊びやす

く、目線が低いために親密な距離感で会えるという利点があるだろう。一方応接室のようにきちんと

した場所でお客様として親をお迎えするというスタンスをとっている施設もあり、親を尊重する姿勢

が表せるというメリットもある。また「施設の一室が家族のためにあって、来たときに泊まってもら

えるようなものがあるとまた違う」というように、家族が宿泊できる部屋があると、外泊の前のワン

ステップとして利用できるし、遠方から面会に来る場合も利用できるなどの点で望ましいという意見

があった。当然のことながら事例にもよるだろうが、ハード面が援助に与える影響も小さくなく、い

くつものレパートリーを持っていることが有効だと示唆された。

３．施設における家族支援の実際

家族支援の前提として「子どもたちの日常生活が保障されて初めてセラピストやFSWが活躍でき

る」というように、家族支援を行うにあたってなによりも大切なのは、子どもたちが安心・安定した

生活を営めることであるとの意見で一致した。

しかし家族支援は必要であるものの、日々の子どものケアに手が追われ、施設全体が家族支援に十

分な手をかけられないのも事実である。増沢ら（2008）が述べたように、子どもの年齢が上がるにつ

れ、施設職員は子どもの日々の生活や目に見える問題の対応に手一杯となり、その奥にある家族にま

つわる問題を見逃す傾向にある。家族支援にとって最低限するべき内容を整理し、徐々に重要な支援

の内容を付加していくような展開のあり方が必要である。つまり、家族支援を行う上でのゆとりある

体制が不可欠なのである。以下では、入所から退所にいたるまで、時系列に沿って実践の工夫を紹介

する。

（１）情報収集とアセスメント：特に入所時について

児童養護施設における家族支援とは、児童相談所から入所の依頼があった時点から退所に至り、そ

の後のアフターフォローまでのケースマネージメントとケアであるという考え方が提示された。ここ

では、入所前から退所後に至るまでの経過に沿って、各施設が行っている家族支援実践の工夫のポイ
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ントをまとめた。

（ア）情報の整理と収集

児童相談所から送られてくる児童記録票を読んで、ケ

アワーカーや心理士らとどのような点に注目するか、さ

らにどのような情報が欲しいかなどを議論して、足りな

い点を児童相談所に問い合わせる作業は必要不可欠であ

る。これらの情報を踏まえて、入所前に子ども・親・家

族の関係性のアセスメントを行うことから家族支援は始

まる。入所の前には管理職、FSW、当該児童の入るセク

ションの主任ケアワーカー、心理士が集まって入所前ア

セスメント会議を行う施設もあった。その際には、FSW

等がジェノグラム（家系図・家族相関図）（図６）や家族

年表を作成して情報の整理を行う施設が多かった。家族

年表は年号とともに、子どもの年齢を軸にし、この子が

何歳の時に家族に何が起こったのか、という視点でまとめるとよい。また、父母や祖父母に関する情

報も年表にし、可能ならば父母が何歳のときに家族に何が起こったのかという視点で、少なくても３

世代、可能であれば４世代にわたる情報を整理する施設もあった。ジェノグラム・年表を作成するこ

と自体が、家族の歴史性を踏まえた家族アセスメントにつながるだろう。情報の整理と共に、カンフ

ァレンスや児童相談所の担当者が変わった時の情報の引継ぎにも有用である。一方、ジェノグラム作

成時点でわからないこともたくさんある。重要であるのにわからない点を意識することで家族を理解

する鍵となる事情が見えてくることもある。児童相談所に尋ねるなり、家族との面接で伺うなどして、

抜けている情報を埋めていくのも的確なアセスメントに向けた重要な取り組みの一つであろう。

入所の際に集めた情報やそれに基づく見立ては、入所後にさらに情報が増えるにつれ、常に変更さ

れていくべきものである。例えば家族と外泊・外出をしたときに子どもから見た家族の様子を聞き、

それを確認し整理することは、家族支援の一部であるという発言が出された。ただし子どもから事実

を聞き取るときには工夫が必要である。ある事例では、子どもが家に外泊したときに、「お父さんが

来てたよ」と言った。FSWが「どんなお父さんだった？」と聞くと「この前のお父さん」と応えた。

Aさんのことを言っているのかなと思い、「そのお父さんの身長は先生より大きかった？小さかっ

た？」と聞くと、「小さかった」と応えた。Aさんは大柄な人だったので、別の男性が家に出入りし

ている可能性があるという情報が得られたことになる。

このように、子どもからの聞き取りに際しては具体的な例を示したり、選択肢を示したりしながら

確認していく作業が必要だろう。集めた情報は「誰がどのような状況で言ったのか」を整理し、複数

の人からの聞き取りや児童相談所とのやりとりの中で事実か否かを確認していくことが重要である。

子どもからの情報と家族や児童相談所から得た情報を統合し、精査して整理していくこともFSWの

仕事であろう。
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（イ）子どもと家族のアセスメント

集められた情報を元にして、統括的なアセスメントを行うのだが、そうしたアセスメントはいくつ

かのには下位アセスメントで構成されていると考えられる。そのうちのいくつかが議論された。「ア

セスメントには、家族力動のアセスメント、家族メンバー個々人のアセスメントや、ニーズのアセス

メントがある。それぞれのメンバーがどんなニーズを持っているかというニーズアセスメントは特に

重要だ」、「［家族を］境界づけて支援の対象者を決めるというのも１つの重要なアセスメントだ」と

いった議論がなされた。事例を通じて提示されたアセスメントの種類をまとめると、①個人のアセス

メントと家族の関係性のアセスメント（個人：親、子、きょうだい、祖父母、親戚等の生物心理社会

的アセスメント／関係性：誰が何をするとどういう影響が他のメンバーにあるか、誰のどういう思い

や感情が誰に影響を与えているかなど）、②ニーズアセスメント（誰が何をしたい、欲しいと思って

いるか）、③支援対象者のアセスメント（法的な“家族”以外にも、子どもにとって重要な人は支援

の枠組みに入れて考える）、④家族交流に関するリスクアセスメント（外出、外泊、家庭復帰等が安

全に実施できるかどうかのリスクアセスメント）、の４つが議論として取り上げられた。社会経済的

状況や地域資源、精神医学的アセスメントなど他にも精査すべき重要な視点はあろうが、ここでは討

議された以上４つについて整理する。

①家族の個人と関係性のアセスメント

アセスメントの中でも家族成員個々人のアセスメントと、それぞれの関係性や家族力動のアセスメ

ントは何にもまして重要である。パーソナリティや心身の病理性等のアセスメントに加えて、特に親

個人の生育歴を把握し、見立てをしておくことの重要性は繰り返し指摘された。

親の生育歴への着目 親自身がどのように育てられ、成長の中でどのような経験をしてきたのか、そ

のことが現在の養育行動にどのように影響をしているのかを見る視点は、虐待が起こってしまった背

景を知る上で極めて重要である。また、現在、親とそれを取り巻く人との関係性が養育行動にどのよ

うに影響しているのかを見ていくことも同様に重要である。これには前述のように年表やジェノグラ

ムの作成が有効である。祖父母世代の関わりが虐待事例にどのような影響を与えているかという視点

での報告もされたが（研究３参照）、親子それぞれのアセスメントとともに、家族を取り巻く関係性

の視点の重要性や社会状況との関連を視野に入れたアセスメントの必要性が指摘された。

家族のストレングスへの着目 また「家族のストレングス、健康な部分をどうやって引き出し、繋い

でいったら良いのか」という家族の力（健康さ）に目を向けた視点も必要であろう。家族に初めて会

ったとき、援助者が「お父さん、お母さんはこれまで一生懸命に～をされてきたのですね」とねぎら

いの言葉をかけることができる行動や思いを発見する、すなわち入所に至るまでに親の養育行動の中

にどのような工夫や努力があったのかを、児童記録票から探すとよい、との発言もあった。例えば報

告の中に、虐待に至る前に地域の相談センターに数回通った親の事例があった。数回で止めてしまっ

たことを批判するよりは、１回でも通ったことを認める姿勢が望まれるだろう。また、援助者がねぎ

らうよりは、なされた努力を他の家族メンバー同士でねぎらえるならば、その効果はずっと大きいだ

ろう。そんな働きかけをしたい。誰にどういうことを褒めてもらうとこの人のもっている潜在的な力
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が発揮されるか、逆に誰が誰にどのようなことを言うと、虐待的な関わりが増えてしまうのか、その

ような視点で家族を眺めることが、家族の関係性のアセスメントの第１歩であろう。

②ニーズアセスメントと入所時の説明の重要性

入所時には親子双方に、①入所理由、②施設についての説明（日課、子どもの部屋の様子、スタッ

フとそれぞれの役割など）、③今後どのような援助がなされるか、④今後の見通し、が伝えられるこ

とがきわめて重要である。この前提として、親子双方のニーズが丁寧に聞き取られていることが大切

である。親子が語る言葉として伝えられるニーズを聞き取り、あるいは言葉にならないニーズに思い

をはせ、不安を受け止めて、子どもと家族のために一体何ができるのかを考えることが、ニーズアセ

スメントである。

援助者によってなされたアセスメントは、その内容を親と子どもに丁寧に伝えられ、共有する必要

がある。「僕［子ども自身］はなぜ児童相談所に来て、なぜ児童養護施設に入らなくてはならないの

か、いつぐらいまで入所しているのか、どうなったら帰れるのか、といった理由や見通しを子どもに

伝えること」から施設における子どものケアは始まる。

親に対する入所時のアセスメントとその説明も重要である。例えば、小学校中学年で入所した児童

の母親に対し、「お母さん、今は～という状況だから、子どもさんを施設でお預かりすることにしま

す。小学校６年生で卒業するときに子どもを引き取れるようにしましょう。小６は区切りになります

し、お母さんも３年あったら生活も立て直して、病気もしっかり治せるでしょう。もう一度しっかり

がんばってみませんか。そのために施設も～ということもしますし、～ということもサポートもしま

すから」とように具体的に伝えていくことが大事であろう。援助を受ける動機付けや見通しの共有が

「入所の時にできる親もあれば、半年、１年もかかる親もいる。そのために必ず親と付き合う」こと

が大切であるとの示唆もあった。

中には、年に２回、家族の状況などについて個別に全児童と話す時間を作っている施設もあった。

別の施設ではこのような将来の見通しに関するやり取りを定期的に児童相談所で行っている場合もあ

った。自立支援計画の見直しの際に、児童相談所、家族とともに、その時のニーズアセスメントを重

ねることも重要であろう。

③支援対象者を決めるアセスメント

「家族メンバーの誰に対して中心的に働きかけをするか」というアセスメントも重要である。「家族

支援というときに、子ども本人にとって“家族”とは誰なのか、どんなイメージなのかというのは大

事だ。家族の誰にアプローチするのか、本人にとって誰が支えになるのかを見ていくことが必要にな

ってくる」というように、中心的に働きかけをする対象者の見極めが重要であるという指摘があった。

もちろん社会・経済的な安定や医学・心理的な健康さ等、養育を行う上で重要なアセスメントのポイ

ントはあるが、子どもの意思を一番に考えたいという意見が出された。

複数の支援対象者を視野に入れる場合は家族力動のアセスメントが不可欠であるが、子どもを応援

してくれそうな人は、例え一般的・法的には「家族」とは呼べない状態にあっても、子どものことを

一緒に考える仲間に入ってもらうという視点も提示された。「例えば母子家庭とか、内縁の男性がい
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るとか、祖父母が支援しているとか、家族には様々な形があって、誰を“家族”として捉えるのかは

線引きしにくいところがある。少しでも応援してくれる人は支援対象者として考えようという視点も

大事だろう。応援してもらう人を増やそうという考え方だと思う」。子育てを家族やその周囲の人た

ちが共同して行うという方向性は今後も重要性が増すであろう。

④家族交流のアセスメント：起こりうるリスクをふまえて

子どもと家族の交流を始める際にはどのようなことが起こりうるのかというリスクもアセスメント

される必要があることが指摘された。措置に関する決定は当然児童相談所によって第一になされるが、

施設としては子どものことを知悉している機関としての見通しや懸念を児童相談所に伝えることが重

要であろう。親のストレングスを見ることはソーシャルワークの前提であるが、同時にリスクを見る

ことが大事である（「ソーシャルワークをすればいいことばかりではない。起こりうる危機的状況を

必ず想定しておかないといけない」）。

同様に家庭復帰時には「本当に家庭復帰となって大丈夫なのか」「今後どのような支援が必要なの

だろうか」を確認するためのカンファレンスを施設内でも開き、児童相談所に伝えることが重要であ

るとの発言があった。例えば、学校における適応程度の予測や思春期に起こりそうな問題の予測は大

切である。また母親に新しいパートナーができた場合に、経済的に安定したから家庭復帰をめざそう

という視点と同時に、子どもが女児であった場合は虐待のリスク、特に性的な問題を考えることは怠

ってはならないだろうという発言があった。また「いったい何を持って家族支援の達成度を測定する

のか」というテーマも提示された。現在は「子どもが最近ちょっと落ち着いて来ているし、親子関係

もよくなって来ているから」という感覚的な尺度であるが、数値的に測定するとなると難しい、とい

う課題が提示された。

（ウ）継続的なアセスメントの重要性

家族支援の中心的役割を担うFSWの仕事の中で「児童自立支援票の作成と評価をコーディネート」

することは大きな仕事である。入所期間中はその評価を継続的にし、児童相談所と連携しながら、ア

セスメントの修正や援助の方向性の調整などを行い、一緒に子どもの支援の方向性を検討していく重

要性が指摘された。家庭復帰や自立をしたあとにも、施設を頼ってやってくるケースもたくさんあり、

その後何年もフォローしている事例の報告もあった。援助チームで仮説を立てて、状況に応じて見直

すというプロセスが、入所前から入所後、そして退所後のフォローと続くが、これこそが家族支援の

援助プロセスの鍵となるだろう。

（２）実践の工夫：家族と関係を作るために

さて、ここからは実践に際して各施設で行われている工夫をまとめていく。実践の工夫に関する議

論では、特に家族との関係作りについてのテーマに集中した。研究１で、家族と良好な関係作りが出

来たことが改善事例の大きな特徴であるとされていたことからもわかるように、施設が家族と関係を

作ることにもっとも腐心していることが伺えよう。事例に即して行われていることなので相矛盾する

事柄が列挙される場合もあるが順を追って提示したい。
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（ア）家族と信頼関係を築くための基本的姿勢

基本にあるのは「『家庭支援』というよりは親との関わりを続けるという感覚が大切だ」というよ

うに、親とともに子どものことを考えていくという姿勢を提示することが重要であるとの発言があっ

た。例えば「親と向かい合う時間だけじゃなくて、横並びで一緒に何かをする時間というのは大切だ

った。一緒に子どもの運動会を見て『速いね』と歓声を上げたりして」というように、行事などを通

して横並びの関係になることも大切であろう。

親と職員の良い関係は、子どもにとっても良い影響がある。「職員と親がつながるから、子どもも

関係が良くなる。親子だけの関係を良くしようとしても、職員と親がつながらないとうまく橋渡しは

できない」「施設と親が縁遠いと、あるいは敵対的だと、子どもは親と施設の間で忠誠心の葛藤を起

こすことがある。子どもが、今は施設にいてもいいけれど、いずれ親と住むんだ、というようなゆる

やかな適応の仕方ができるといいと思う。その体制を大人が一生懸命作るというのが仕事だろう」と

いう発言があり、親と子どもとの関係をよくするためには、まず親と職員との関係をよくすることが

大事であるとの発言が出された。

家族会を作ることで親とのつながりを深めている施設もあった。「普段は面会に来ないけれども、

生ビールを飲む会には参加する親もいる」。ともにたばこを吸うなどのインフォーマルの繋がりから

「周囲からは虐待と言われるけれども、［施設では］子どもにどう関われば良いのか教えてもらってい

ます、と親が言えるような関係」が作れた施設もあった。また職員も参加して親子キャンプを実施し

ている報告もあった。

「ここの職員なら信用しても良い」という家族との信頼関係は、やってきた家族に「［インスタント

ではなく］豆を挽いたコーヒーを出す」とか、同じ職員が毎回「いらっしゃい」と出迎えるというよ

うな、家族を歓迎する基本的な姿勢がにじみ出る中から築かれていくようである。施設が家族支援を

行う上での利点は、施設は生活の場であるという点である。親自身も幼少期からずっと安定した生活

経験に乏しい場合も少なくない。子どもにとって施設は安全に安心して暮らせる場としてある。そこ

に訪れる親にとっても、どこかほっとできて、温かさが感じられる場所となるならば、親にとっても

重要な意味を持とう。

（イ）初対面のときの工夫

親と関係を作る際に、初対面の印象や言動に気を遣っているという発言もあった。「私はファミリ

ーソーシャルワーカーですとは言わない。言うと相手が構える気がする。若手の子ども担当のケアワ

ーカーよりはお母さんと年が近いし、ゆっくり話できるかなというような態度をとる。FSWとして

の意見はこうですとか、これは困りますというやり方だとダメだと思う」というように、家族の担当

であることをあえて名乗らず、対等な人間関係であることを示す工夫をしている施設もあった。一方

で、親担当・家族担当であるということをはっきりと告げる場合もあるという施設もあった。親にも

担当者がいて、私があなたの話を聞きますよと伝えることが家族支援の第一歩であるという立場であ

る。家族を支援する立場の人間がどのように自己紹介するかは、事例にもよるだろうが、親との関係

作りはこのような一見小さな事柄も影響するのである。
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（ウ）子どもの良い面と育てにくい面の両方を伝える

施設での子どもの生活の様子を伝えることは、家族支援の基本であろう。子どもの良い面、出来る

ようになった面を伝えることは大切である。しかし子どもを他者に預けている親の心境に思いをはせ

ると、忸怩たる思いがあるかもしれない。「虐待した親だからこそ、［施設側が］一生懸命子どもに対

して関われば関わるほど、『私へのあてつけでしょう』という親もいる」。時には施設でその子と関わ

っていて難しいところ、困るところを伝え、「手が出たのはこんな時ですか？」と聞いてみると、「そ

うだ」と親が言うことがある。親と施設が同じところで困って、「大変だっただろうな」と親の気持

ちを体感したり、「この子どもは育てにくいところがあって、どのように子育てをしたらよいかわか

らないというニーズ」が親と職員で一致して、一緒に考えていけることがある。育てにくさをともに

考える、というニーズが生まれるわけである。

（エ）言葉かけの工夫

ちょっとした言葉かけの工夫で家族関係を調整することできるという発言もあった。例えば「この

間、『お父さんに早く会いたいなと言ってましたよ』と言うと、お父さんが『そうか、待っていたか』

と笑みを浮かべることがある。ちょっとした人間関係を作る手助けをすることで、親子が会った時に

気持ちがいいだろう」。子どもの良い面をそのまま伝えると前項のような葛藤を生む可能性があるが、

親についてのよい発言や言動は丁寧に拾って親に返すことが親子の関係性をよくする地道な取り組み

であろう。

（オ）家庭訪問をする　

家庭訪問には様々なメリットがある。子どもが外泊をする家を見ることによって生活の様子がかい

ま見えること、また具体的に「あの角を曲がったところに何屋さんがあって、と日常の話を親と出来

る」ことで良い関係作りに展開する可能性が増す。「親と子のホームグラウンドに出向く」といった

心持ちが必要であろう。しかし現状では虐待事例が増え、施設から家庭が遠いケースも増え、家庭訪

問も一日仕事になってしまう。「月１回家庭訪問すると、10ケースで10回の家庭訪問をしなくてはい

けなくなる」など業務量の多さも語られた。

家庭訪問に関しては、退所の段階にも重要な役割を果たすという視点も示された。例えば幼い頃か

ら長い間、施設にいると、家の中に子どもの部屋がなかったり、その子のものを置くスペースがなか

ったりする場合もある。退所の段階になって、その子が風呂に入れないケースもある（親は職場でシ

ャワーを浴びてすませていたケースも紹介された）。家の清潔さや安全性の確認とともに、子どもに

とっての住環境が整備されているかどうかを確認するためにも家庭訪問の有用性は少なくない。

（カ）親の話を聞く時間をきちんととる

親が「施設を訪れてよかった」と思えるようにすることは何よりも大切である。そのために親の話

を聞く時間をきちんと作ることは重要である。「それがないと続けて来ない気がする」という印象が

語られた。「子どもとの面会に加えて、親自身の話をきちんと時間をとって聞くというのを５、６年続

けたこともあった」との発言があった。親の話を聞き、親と施設との関係を丁寧に作ることが家族支

援の重要な要件であると考えられよう。
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（３）家族との交流がない子どもへの家族支援

家族に対する支援を行うと同時に「家族に会えない子、身元がまったくわからない子もいる。そう

いう子に、どのような家族イメージを、どのように作りあげるかは、大きな課題である」という意見

も出された。

親との直接的な交流がもてない場合でも、「ソーシャルワーカーとして、子どもに伝えるかどうか

は別にして、その親の状況をある程度定期的につかんでいく」ことはきわめて重要である。「子ども

にとって、外泊出来るか、出来ないかというような現実的な状況以外に、この家族にはかつてどのよ

うなことが起こって、今現在はどのような状態になっているのかということを知ることが必要だ。い

わば家族の物語を探る作業がいる。児童相談所とともに施設でも取り組む作業」が大切であろう。子

どもが自分の親はどのような人であるのか、今はどのような現状にあるのかを知りたいと思うのは当

然で、それが強まる時期は必ずやってくる。特に思春期の子どもにとって、自分の位置づけを確認す

る上で必要であるし、存在の原点として立ち戻れるところとしての家族が必要だろう（増沢，2006）。

親の現状が子どもにとって困難な事態であろうとも、ごまかしたりわからないと答えるのではなく

て、「厳しいけど知らせておかないといけない」こともある。例えば、親が性風俗の仕事をする間、

子どもに睡眠薬を飲ませていたというケースや、親が精神疾患のケース、父親のほうが母親から暴力

を受けて逃げていたケースなどが話し合われ、いつどのようなタイミングで、どこまで親の状態を伝

えるのが子どものためになるのか、子どもが親のイメージを大切に持って生きることが出来るかとい

う議論がなされた。どんな家族でも「全部がマイナスといった家族はないだろうし、家族としての良

い部分、健康な部分もあるので、それを子どもに伝えていく」作業が必要であり、「［子どもは心の中

で親についての関心を］ずっと持っている。何年経ってもふと思い出して、『先生、私のお母さんっ

てどんなだったの？』と聞きに来る」という発言があった。児童福祉施設の生活の中や心理面接の中

で家族のイメージを作っていく支援を考えることはもっとも重要なテーマの一つであろう。

また、事例によっては、ある時点では児童福祉施設が家族支援を積極的行わない判断をする場合も

ある。もちろん家族支援を何もしないというわけではなく、「この事例は施設では支援を行わないと

いう判断をする」という意味である。もちろん児童相談所等では地道な支援が行われるだろう。子ど

もを預かる施設としては、このような場合は「家族が全てでないし、施設の中で職員をモデルにして、

大人として、それを見本に育っていく」という道筋もあるという議論がなされた。これはきわめて慎

重に検討しなければならない微妙なテーマであり、一概に何がよいとも言えない。そのような判断を下

すこと自体に迷いや畏れが生じる。子どもの成長発達にとって何が現時点でのプラスなのだろうか、子

どもにとっての家族とはどういうものなのだろうかということを迷いながら考えていく過程であろう。

４．他機関との連携

（１）児童相談所との連携

子どもの援助方針を決定する機関である児童相談所といかなる連携をするか、またその他の諸機関
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との連携をいかに進めるかついても議論がなされた。児童相談所との連携に関しては「児相がやるべ

きことと施設がやるべきこと、お互いが話し合って、共同してやるべきことがどのように整理される

のか」との意見も出された。児童相談所側からの施設との連携の工夫として、ある県の児童相談所に

ある措置支援チームについての解説がなされた。そこでは虐待の初期対応をするチーム、地区担当の

チームとは別に、施設に保護された児童を担当するチームが設置されている。主たる担当者は地区担

当ではあるが、施設担当がいることによって施設との連絡がつきやすかったり、施設の事情に通じて

いたりといったメリットがあるとのことだった。施設の立場からは「児童福祉司に事実確認や約束を

しっかりおさえる役割を取ってもらえると、うまく連携が出来ているような感覚が持てる」という見

解があった。施設側からは事例の全体を俯瞰する役割や事実を調査・確認する役割が求められている

ようである。

児童相談所との連携に関して、児童相談所の担当者の交代をめぐる課題も提示された。例えば「担

当の児童福祉司が変わったばかりで、施設の方が親との関係が強くなってしまったため、施設が事実

確認をする場面が増え、侵襲的になっていった。すると今までのエンパワーを中心としたサポーティ

ブな援助関係がずれてきた」というようなことが起こりうるだろう。児童相談所の担当者は転勤等に

より変わっていくことがあるが、施設の家族支援担当者は変わらないことが多い。このような現状の

中で、児童相談所の担当者と施設の担当者の間でどのように情報を共有して行くか、役割を分担して

いくかは、大きな問題である。

（２）地域・警察・医療・司法等との連携

また、地域ネットワークとの連携が家族支援につながっていくという視点も提示された。「児童福

祉司にお願いして、民生児童委員、学校を含めて、子どもが保護される前にいた地域で要保護児童対

策地域協議会を開いてもらう。この子はこの施設に入所し、その施設のFSWが親とこのように関わ

ってる」と伝えておくことで、「市町村によるその家族のサポート体制が取れるようになれば、安全

に外泊できるようになる」。児童福祉施設と（児童相談所経由で、あるいは直接）市町村とが連携を

取り、子どもが保護された後に、地域に残る家族の支援体制を考えていくことが「安全な帰り方を保

障する」ことに繋がり、家庭復帰の際に子どもを地域に返すことに繋がっていくのではないだろうか

との見解もあった。また「年２回の里親の会を開いて意見調整をしたり、子どもの精神障害・発達障

害に対する理解を深める」という施設もあり、里親支援も家族支援の一環であるとして実践する施設

もあった。

事例によっては司法や警察との連携、医療との連携も課題である。ある施設では「父親、母親合わ

せて精神科通院している親が38.3％」あり、施設で出会う親が精神疾患を持っている場合が多いとの

発言があった。すると親の主治医との連携が必要となってくるわけだが、「医師は親の治療を中心に

考える場合も多く子どもの福祉までは考えてくれない」ことがある。親の立場の援助者と子どもの立

場の援助者の連携の難しさが語られた。家族支援における他機関との連携は課題が山積している。今

後の議論を重ねたい。
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以上のように、児童福祉施設における家族支援は、日々営まれる日常生活に根ざした親子へのさり

げない気配りと心遣い、また目の前の子どもをともに育てる共同養育者という発想に支えられている

ことがわかった。この上で親や子どもの心理社会的状態をアセスメントし、過去の傷跡に手を当て、

現在の苦境を整理解決する支援を行う専門性が加わって、児童福祉施設における家族支援が成り立っ

ているということが言えよう。

残された課題としては、本研究では施設と家族の関係作りの工夫については概論をしたが、関係を

作った後、虐待が生じうる家族背景の変化を促進するための工夫についてはまだ議論が足りない。現

在、児童虐待が生じた家族の関係性については生じた虐待の種別によって議論されることが多いが、

その視点だけでは家族の関係性に関するアセスメントは不十分であろう。さらに議論を深める必要が

ある。よって研究３ではより子細に事例研究を行い、特に家族の関係性に焦点を当てて検討を行うこ

ととする。また、他機関との連携についてはまだまだ多くの議論が必要である。次年度以降の課題と

したい。
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研究３　改善事例と困難事例の事例研究

第１回研究会を踏まえ、第２回研究会では改善事例と困難事例を各施設１事例ずつ提出してもらい、

更に詳細な検討を加えた。特に、第１回研究会で議論となった「虐待の４分類では分類しきれない家

族の関係性を記述し、このタイプの家族にはどのような関わりが改善に繋がったかという点を事例か

ら積み重ねていくこと」を中心に話し合った。提出された事例は、以下の９事例（改善５事例・困難

４事例）であった（巻末資料表８）。各事例を検討する中で、各施設が経験した事例が連想され、紹

介されることもあった。これらも例として、以下の考察に提示する。個人情報保護の観点から、事例

は本質に関係のない範囲ですべて大幅に省略されていたり、改変されていたりすることをご了承いた

だきたい。

改善事例５事例中４事例（事例１，２，４，５）が身体的虐待による入所事例であり、その内３事例

（事例１，２，５）が再婚家庭の養・継父母による身体的虐待であった。もう１事例は、親の精神疾患

による養育困難で入所し、その後親が自殺、親のイメージを整理しつつ、祖父母宅引き取りとなった

事例であった。研究１においても実母、養継父母による身体的虐待は、改善事例の方が多く報告され

ている（ただし、実父による身体的虐待は困難事例の方が多く報告されている）。報告された３事例

いずれも虐待に関わった非血縁親が居ながらにして（離婚などによって虐待者が不在になったわけで

はなく）関係の改善が見られている。そのため、抽出された有効な関わりは、身体的虐待の起こった

家族に適したものに限定される可能性があると同時に、変化可能性を示しうるものになるだろう。し

かし、川�（2008b）が、虐待による子どもの死亡事例の中に非血縁者（養継父母の他に、内縁関係、

交際相手も含む）が関わった事例が10件あり、その全てが暴行（身体的虐待）によるものであったと

報告していることを鑑みると、非血縁親による身体的虐待の中に非常に重篤な事例も含んでいること

を考慮する必要がある。本研究では、改善が見られた身体的虐待事例と困難を極めた身体的虐待事例

の比較検討を行っていないので、その差を生むものは明らかになっていない。

困難事例は、４事例中２事例が、親の代替機能を持つ祖父母世代（支配的な祖父母世代）と、薬物

摂取、万引き、借金、服役などの課題を抱える、養育能力の低い実母の事例だった。その他１事例は

心理的虐待で、入所後も生活の細々したことまで支配し、子どもが不安定になる事例だった。もう１

事例は、外国籍・DV・性的虐待・知的障害等多問題を抱える家族で、家族間境界の不明瞭さが特徴

の事例だった。この事例では、子どもが小学校低学年で施設入所をし、児童自立支援施設へ措置変更

となり、その後薬物依存や放火、過量服薬、親族間の性的行為など多くの問題が見られた。特筆すべ

きは、家族支援の困難な事例を、子どもが成人した後も児童養護施設でフォローし、支えている事例

が示されたことであった。未解決な家族の問題がいかに長期的に子どもに影響を及ぼすのかという点

が明らかになると同時に、資源の少ない家族に育ち、退所した子どもに、施設がどれほど拠り所であ

るかを感じさせる事例であった。

また性的虐待が起こった家族については、その背景要因や援助の方法も含めて検討するには事例の

積み重ねが少ないため、別途検討する必要性が話された。
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１．児童養護施設における家族支援の現状

はじめに、９事例の詳細な事例検討から見えてきた児童福祉施設における家族支援の現状について

まとめた。どのような困難さを抱えているのか現状を把握した上で、その中から改善へと繋がった要

因を検討することとした。

児童養護施設で家族支援を行う上での困難さは、大きく分類すると、①関係が築けない（施設、関

係機関等と）、②的確なアセスメントが困難である、③家族との関わりによって、かえって子どもが

不安定になる、④家族の変化が生じにくい：施設における家族支援の限界、が挙げられた。

（１）関係が築けない（施設、関係機関等と）

児童虐待による入所が増えたことによって、親に必ずしも相談や援助のニーズがあるわけではなく、

（児童虐待防止法をふまえ）子どもの安全を第一にして施設に入所する事例が増えている。当然、親

からしてみれば、不本意ながら子どもを預けている場合も少なくない。従って、施設が家族と関係を

作ることに非常に大きな労力を必要とする現状が報告された。以下、家族との関係作りを困難にする

条件を具体的に挙げながら、現状の詳細を検討する。

①施設・子どもに対して拒否的

施設から手紙や電話、家庭訪問などによって連絡を取ろうとするが、拒否される、或いは応答がな

い家族に対しては、施設からのアプローチが次第に減っていってしまうことがある。児童相談所に調

査や援助を依頼する必要があるのだが、子どもが施設で安定している時期などには、多くの事例に紛

れてケースワークが滞ってしまう現状も見られた。このような状況のまま推移してしまうと、子ども

に「家族のことを知りたい」というニーズが高まった時、或いは家族のことを知らせる必要が出てき

た時に、家族の状況を十分に説明したり、家族にアプローチすることが出来なくなってしまう。家族

が施設からの関わりに拒否的・応答がない例として、以下のような事例が報告された。

・夫婦間の問題（DV、浮気等）があり、そのパートナーへの怒りが、「顔が似ている」「仕草が似

ている」子どもへの拒否感となって関わりを拒否した事例

・長期入所児童で、子どもへ関わる意欲がなくなってしまっている（子どもがいない状況で長く安

定してしまっている）事例

・親自身の生活が（異性関係や仕事が忙しい等で）優先され、連絡が取れない事例

・入所児童に障害等があり、その子だけが「育てられない」と拒否されている事例

・親自身は子どもを預けている現在の生活が当たり前であると考えており、他者の関わりを拒否し、

警戒的である事例

自立支援計画表の見直しを含め、滞っている事例の再検討を定期的に設定して行い、その時に出来

る限りの家族支援を行うために、関係機関との連携や援助資源の選定などケースワーク全体を見直す

ことが重要である。

②施設に対して攻撃的な関係性　

施設に対して攻撃的な関わりになってしまう家族との関係は、施設職員の疲労も強く、関わりが難
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しい現状も報告された。子どもの安全と安心を第一に優先すべき施設では、家族の怒りから子どもを

守らなければならないので、対応するのが難しい。子どもの安全が脅かされるような状況になってし

まえば、優先されるのは子どもの安全ということになるだろう。施設に対する攻撃的な関わりが行わ

れた例として以下のような例が話された。

・薬物を摂取しながらやって来て、子どもを車に乗せて連れ去ろうとし、職員が身体を張って止め

た例

・親が夜中に頻繁に電話してきたり、施設に来て暴れてしまう例

特に暴力に対しては、有事に対する危機管理として、警察との連携も必要となるだろう。“親の暴

力に対しては警察対応とする”と施設や児童相談所等、全機関が一致した対応を取っている地域の報

告もあった。施設に警察官立寄所の看板があったり、時々交番のお巡りさんに顔を出してもらったり、

警備会社の連絡ボタンを設置したりして、親の暴力行動に対する毅然とした態度をとることで、暴力

以外の方法を取って欲しいことを親に示しているとのことだった。

③再入所のケース

とりわけ困難であると語られたのは再入所のケースである。親が施設に頻繁に来て一生懸命子ども

と関わり、一度は家庭復帰したが、うまくいかなくなってしまって再入所してきた場合は、子どもも

親も傷ついてしまう。その結果、関わる意欲が低下し、子どもも親に期待がなくなり、次第にお互い

が離れていった事例が、多くの施設にあることが示された。以下のような典型例が話された。

・思春期の入口であり、自分について考え始める小学校４･５年生の時期は、家族に対して期待が

高まる時期でもある。さらに社会性も高まる時期だから、生活が落ち着いてきて、学校での適応

もあがる。幼少期に比べて子どもの養育に手がかからなくなり、親も子どもと接しやすくなり、

親子関係が安定して親子が持つ課題が改善されたとみなされる。しかし根本にある家族の課題は

何も変わっていなかったために、家庭復帰後に再度不適応となり、再入所になる。親にとっても

子どもにとっても失敗体験を重ねてしまった傷つきが大きく、その後の援助が難しくなる（増沢

ら，2008参照）。

家庭復帰するケースは小学校４年生から６年生の間で多いという印象も共通して示された。思春期

以降になれば、子どもが親から離れていく時期になるので、その前に家庭での生活を経験させたいと

いう思いなどが家庭復帰を後押しするのだろう。しかし今回報告されたように、再入所後の子どもと

家族の傷つきの大きさを鑑みると、家庭復帰には慎重な判断が求められる。少なくとも思春期に何が

起こるか見通した上で、それについての配慮が出来るシステム（援助ネットワーク）を整えて帰すよ

うにする枠組みが必要であろう。

④コミュニケーションの困難さ

施設には頻繁に来るので関わりは持てるのだが、知的障害や統合失調症など親のハンディキャップ

により、誤解などが起きてしまうことも報告された。話をして分かって貰ったと思っていたら実は通

じていなかった、などの行き違いが起こりやすいので、丁寧な説明と細やかな確認が特に重要となる

だろう。医療機関や知的障害者施設等と連携の元、保護者の理解に基づいた適切な関わりを取ること
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が必要だろう。

⑤物理的・法的条件（遠隔地からの措置、頻繁な転居や行方不明、服役、法28条事例等）

虐待事例が増えたことにより、子どもが遠隔地に措置されたり、家族が転居して他府県など遠方に

居住する事例も増えてきている。そのような事例では、家族と会う回数が減り、親子の交流の促進が

難しくなる。手紙のやり取りなど親と繋がり続ける方法を工夫する必要があるだろう。

また家族の頻繁な転居や行方不明などによって、連絡が途絶えてしまう事例も見られた。急に連絡

が取れなくなれば、子どもは不安定になるだろう。地域のネットワークに繋がることも難しく、また

転居によって援助のネットワークから外れてしまう。児童相談所の調査機能に期待する事柄であろう。

親の服役で家族との交流が難しくなっている事例も報告された。特に親の服役を知らせないで欲し

いという家族・親族の意向を受けて措置されてきたり、途中で逮捕され、その事情を伏せて欲しいと

言われた場合、子どもに入所理由や施設にいる理由が伝えられず苦慮してしまう。親との交流が難し

い状況も踏まえ、服役中の親に児童相談所の福祉司、施設のFSWらが会いに行くなどの経験が話さ

れた。

法28条事例では、親子の交流が望ましくないと判断された事例もあるので、子どもが生活している

施設で関わりを持つのは難しい。家族と児童相談所とが対立関係にある事も多く、援助の方向性が見

えてこない場合もある。例えば、法28条で保護された子どもが自立年齢を迎える際に、諸処の課題に

直面する事態もあり、今後さらに議論されるべきである。

（２）的確なアセスメントが困難である

家族支援を行う上での困難さの第２点目は、家族や親個人のアセスメントが困難な事例があること

である。なぜこの子どもが施設入所に至ったのかを理解をすることは、すなわち、何が改善したら家

族や子どもが望む方向に家族が変わっていくのかを理解することと同等であり、援助の方向性を考え

る上で不可欠である。しかし、入所に至るまでの親や家族の言動に一貫性がなかったり、養育困難の

状況がよくわからない等の事例群がある。以下に検討中に出た例をあげる。

・親の相談による施設入所であるにも関わらず、施設に預けようと考えた理由が配偶者や祖父母の

暴力、経済的困難等、聞く度ごとに変わる。一つ一つは納得できる理由だが、全部合わせると辻

褄が合わない。矛盾を整理しようとするとまた新たな説明が生まれ、かえって矛盾が拡大する。

児童相談所は、担当児童福祉司が頻繁に変わったり、家族が転居を繰り返すために、継続的な調

査が難しい。施設入所後も、子どもとの関係は良好であるのに、何かしらの理由をつけて家庭引

き取りのプロセスを経ようとしない事例

・親が同居の祖父母からの虐待を訴えて子どもの分離保護を希望。その後親が独立して虐待のリス

クが低減したにも関わらず、子どもの家庭引き取りに消極的な事例。背景にあるであろう理由が

了解できない

・入所以前に、親の都合で頻繁に一時保護や親戚へ預ける等が繰り返されている事例。なぜ「今」

入所を希望したのかを確かめようとしても明確な理由がわからない
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入所時点で、児童相談所が法的強制力を行使したり、強い対立関係にあったりするわけでもなく、

親からの聞き取りの機会を持てており、親のコミュニケーション能力にもとりたてて問題がないにも

かかわらず、事実関係がよくわからない、家族関係がわからない、親や子どもの生育歴がわからない

など、わからない点が多数ある場合がある。これは家族の病理と関係すると思われる。児童相談所が

家族から情報を聞きとることができないということ自体が、家族の混乱の深さを示していると言える

のかもしれない。入所後も、親の言うことが次々変わったり、親は現実を仔細に話しているにも関わ

らず、現実状況が把握しづらい、などの特徴があったり、嘘をついたり秘密にしたりする必要がない

ところでさえ、事実を語らなかったりする場合もある。

このような事例は、親の語り以外から情報を確認することが必要となってくるだろう。親の語りで

はなく実際の行動に注目をして、アセスメントするよう心がけること、また児童相談所による事実確

認のための社会調査を行うことが必要である。

（３）家族との関わりによって、かえって子どもが不安定になる

施設入所をしている子どもの心身状態や適応状態が不安定になっている理由が、家族との交流にあ

ると推測される場合がある。「家に帰りたい、親と会いたい」という子どもの期待が、親の都合によ

って叶えられたり叶えられなかったりする場合、施設入所後も電話や手紙を通じて子どもへの心理的

な圧迫が続く場合、面会や外泊時に不適切な関わりが生じている場合等は、家族との交流のあり方を

見直す必要があるだろう。以下のような事例が話された。

・入所後も電話や面会において、子どもの生活への細々とした干渉が続き、それを守れないと親子

の縁を切ると言う親。子どもは施設に入所しながらも心理的には脅かされ、身体的な症状が悪化

するが、親との交流を望んでやまない事例

・親は家庭引き取りに向けて、児童相談所等から提示された条件をクリアしようと努力する。その

様子を見て子どもも期待するが、その度ごとに引っ越しや出産、経済的困難等様々な現実的障害

が生じ、引き取りの時期が繰り返し先延ばしとなる事例。子どもは周囲への信頼感を低下させ、

大人への反発が強まる一方、無気力、学校不適応となった。

・親が服役し、面会等が中断。子どもが「親が死んでしまったのではないか」「病気になってしま

ったのではないか」と心配するため、親が会いに来られない理由を子どもに説明したいが、親戚

の許可がおりず、子どもの見捨てられ感が高まる事例

このような状態になった時に、子どもの生活の安定と安心を大切にしたい施設としては、子どもと

親との交流を再考し、時には距離を取ったり、中断した方が望ましいのではないかと提案することも

あるだろう。そのような選択をした場合にでも、家族との連絡は継続し、児童相談所による家族の指

導援助は必要不可欠である。
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（４）家族の変化が生じにくい：施設における家族支援の限界

（ア）ネグレクト状態にある家族の困難性　

ネグレクト状態にある家族の養育環境に変化を起こすことは困難を伴う場合が多い。ネグレクトを

主訴とした施設入所の場合は、外出は良好に行われ、外泊も検討されることも多い。しかしネグレク

トが子どもに与える影響は、ネグレクト環境にいることの長期的影響であるため、限定的な交流の良

好さだけでは養育環境が改善されたとは認められないことが多い。また、ネグレクトが生じている家

族は、秩序が乏しいことが多い。生活に即した社会的ルール（例えばゴミの出し方、ペットの飼い方

など）の遵守や生活リズムの安定（夜寝て朝起きる、体を清潔にする、ご飯を三食摂るなど）、大人

と子どもの境界など、家族が社会で生活していくための基盤となる、様々な秩序が乏しいことが見ら

れる。そのために、例えば性的なものに関して、ここからは子どもに見せないというような境界が不

明瞭になり、子どもが性的刺激に暴露しているケースも少なくない。外泊を開始する前に、家庭訪問

などを行い、寝る場所等子どもの安全なスペースが確保されているかどうか確かめた上で、慎重に進

める必要がある。

また、ネグレクトケースで入所した子どもは、入所の動機付けに乏しいことも多い。子どもにすれ

ば「当たり前」だった生活環境が不適当だったと得心するのはなかなか時間のかかることであり、秩

序ある施設の生活に適応することは難しい。以下のような事例が話された。

・施設内の生活ルールになじめず、「どうして毎日お風呂に入らなければならないのか。面倒くさ

い。家の方がよかった。どうして帰れないのか？」と言う。しかし丁寧に聞いていくと「学校に

は行きたかった。友達は欲しかった」という子どもなりのニーズを持っていた事例

この事例では、子ども自身が何で困っていたか、何がしたかったのかという観点から丁寧に子ども

のニーズを聞き取り、子どもの枠組みにあった入所理由、児童養護施設でのニーズを一緒に作ってい

くことが重要であると話された。また、次のような事例も紹介された。

・民生児童委員や市役所職員、児相職員がみんなで大掃除をして、外泊が可能になった事例

この事例では家庭復帰はできなかったが、定期的な外泊をすることで家族の交流を継続することが

可能となった。

特にネグレクト事例では保健所、家庭児童相談室、民生児童委員等、家族の身近な存在である市町

村との協働によって家族支援の可能性が広がるという視点が提示された。

（イ）親個人が抱えた困難さ

施設入所児の親の中には、精神疾患やパーソナリティの偏りを始めとして、個人的な治療アプロー

チが必要な事例も数多い。しかし施設の中で親個人の特性に働きかけて変化を促すことは難しいとい

う議論がなされた。困難だった事例として、以下の事例が示された。

・親自身が生育歴の中で性的虐待等、深刻な心的外傷を受けており、重症の状態にあった事例

・親が職員と話をしたい思いが募って、子どもの生活場面にまで入ってきて話をする。時間と場所

を取り決めようとすると、施設に来なくなってしまった事例

・子どもに障害があることがわかった。施設としては子どもの理解をしてもらいたいと思って、障
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害の理解と受容の観点から話をしていた。しかし親自身にも生育歴に傷つきがあり、被害を受け

ており、そこへの配慮が含み込まれない限り、子ども理解が進まなかった事例

厚労省ガイドラインによれば、親支援の第一の目的は、子どもに適切な養育を保障することである。

しかし、それを実現するためには、上記事例のような、親個人の体験が丁寧に聞き取られ、手当てさ

れることが必要な場合もあり、児童養護施設がその作業を担う場合の困難な現状が示された。このよ

うな現状に対する、それぞれの施設で行われている工夫については後述する。

（５）改善事例に繋がった要因

このような家族支援の現状の中で、家族支援が改善事例に共通して見られる要因が１つ挙げられた。

それは「家族から子ども（或いは施設）への関わりの多さ」「定期的な面会や外泊等の交流」である。

虐待事例の場合、とかく否定的な文脈で語られがちな家族だが、その援助は家族のニーズの強さ（と

そのニーズを大切に受け止める援助体制との相互作用）に支えられているという点を改めて強調して

おきたい。

面会や外泊は、家族にとっても、子どもにとっても、施設にとっても重要な関わりの機会である。

子どもは、面会を通して家族との約束が守られること、安心できることなどを積み重ねて、信頼関係

の構築がなされていく。しかし、児童福祉施設に子どもが入所後、家族から子どもへの関わりが無く

なってしまう事例も少なくない。その点、援助関係の入り口として、時に施設に対して攻撃的になる

ことがあるにせよ、家族からの働きかけ（手紙や様子伺い、来所）が強いことは、家族の力と捉えら

れる。滝川（2006）は、子どもへの関係の意識（と同時に子どもから親への関係の意識）が、大変エ

ネルギーのかかる養育行動を支えていることを指摘した上で、「関係の意識というのは距離が密着的

で非常につながりが強いので、逆にこじれる場合もある。それが虐待という現象」であると述べてい

る。改善事例の４事例が身体的虐待であったことを踏まえると、子どもに対する関わる意欲の強さは、

時に「過度なしつけ」と称した身体的虐待の要因となりうるが、分離措置後にも子どもへの関わりが

強いという面も含んでいると言える。また、このような子ども（施設）への関わりが多いことを、家

族の力として捉える視点を持ち、「よく来てくださいました」と労をねぎらうような姿勢で迎え入れ

ることが、家族との関係作りを進める上で重要だと考えられる。

２．アセスメントから見る家族の特徴

次に事例検討におけるアセスメントの文脈で議論された家族の特徴についてまとめた。本来アセス

メントは、その後の援助過程で確かめられながら、常に修正していくプロセスであるため、ここで言

うアセスメントとは、数年間の援助過程について事例を検討して振り返った際に見えてきた、家族が

虐待に至らざるをえなかった家族の事情について、家族の関係性を中心にまとめたものである。見い

だされたそれぞれの特徴は、相互に関連し合うものであるが、便宜的に①親個人の特徴、②夫婦関係、

③祖父母世代との関係に分類した。
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（１）親個人の特徴

家族の援助を行うに当たって、親の生育歴は重要であるという視点が繰り返し指摘された。事例の

分析からも親自身の生育歴が現在の子どもの養育に色濃く影響していることが指摘された。

①不安定な養育環境

５事例全てで、親自身も不安定な養育環境で育っていた。ある事例では、自身も児童養護施設で育

った経験を持っており、現在の家族に自身の居場所として強い期待も持っていた。また、親自身に性

的被害の経験があり、重篤な精神症状を呈している事例も報告され、親自身の支援の必要性とそのよ

うな事例における施設の援助のあり方が検討された（後述：親の個人治療）。

②自身の子ども時代を重ねている

親が子どもに対して、ある特定の子ども像を過度に求める時、そこに自身の子ども時代を重ねてい

る可能性を考慮してみる必要がある。例えば、勉強を過度に強要する、いじめられないように“強い

子”“男らしい子”にしようとする事例など、子どもに求める像の背景には親自身の育ちが垣間見え

ることが議論された。

③偏った養育観

身体的虐待の事例に共通して見られた特徴として、虐待者自身が厳しいしつけを受けて育っており、

「今自分があるのはそのおかげ」のように暴力による養育を肯定していることが挙げられた。また

「思春期にいじめにあったとき、誰にも助けを求めずに一人で耐えて乗り切った」と語った事例もあ

った。暴力被害の経験があり、しかもその苦境にあるときに「周りの人々から助けてもらえなかった」

「自分ひとりで乗り切った」という点が共通していた。暴力によるしつけを肯定する養育態度は、施

設と家族の関係が出来、「色々話が出来るようになってもなかなか変わらない」点として議論された。

生育歴の中で自分も（身体的）虐待を受けていたり、夫婦間の暴力を見て育っている場合、暴力に対

する拒否感や否定感が潜在的にはある。しかし一人で乗り切って来たり、（学童期以降、友人間で）

暴力に対して暴力で立ち向かい、何とか切り抜けてきた経緯をもっていたりすると、暴力を否定する

ことは、すなわち自分の切り抜けてきた努力を否定することになりかねない。自分も被害を受けた虐

待親が暴力による養育行動を省みるためには、その親自身が受けてきた被害の体験を併せて扱うこと

が必要である。

④親の精神疾患

親が精神疾患を抱えている場合についても議論された。親が精神疾患を抱え、ケアも十分でなく不

安定な状態にあると、それを見て育つ子どもも当然影響を受ける。発達の面では、情緒的関わりの少

なさやムラによって、知的な遅れや言語発達の遅れが見られることもある。「ご飯が食べられない」

「TVの前に放っておかれる」などネグレクト状態になってしまう危険性もあるだろう。また、子ども

は親の病状に対して、困惑したり、心配したり、自分のせいではないかと懸念したりするだろう。報

告された事例においても、子どもが親を心配するような姿が見受けられた（Winicott，1965a ; 1965b

も参考のこと）。医療機関、福祉事務所等と連携をし、親のサポートを厚くすることが必要だろう。

子どもには親をサポートしてくれている人がきちんといることを伝え、安心出来るようにすることに
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よって子どもの発達を保障することに繋げたい。

（２）夫婦関係・家族関係

事例検討から、児童虐待が生じたメカニズムのアセスメントを行う際に、親個人の特徴からの考察

以上に、家族の中核的な関係性である夫婦関係がどのような状況にあるのか、また夫婦が特に自分の

親たち（祖父母世代）とどのような関係を築いているかに着目することが重要であることが示された。

以下では、夫婦および夫婦とそれ以外の家族との関係性が、どのようにして児童虐待に至る関係性に

陥ったのかを、事例を挙げて考察する。

①夫婦間の未解決の問題が影響

夫婦間の未解決の問題（DVや浮気によるパートナーへの怒り、結婚時のトラブル等）が子どもの

養育を難しくすることがある。「子どもが（DV加害者である父親に）似ている」、「（パートナーの行

方不明や家出などにより）養育を押しつけられた」などの気持ちから養育に関われなかったり、虐待

的な関わりに及ぶ事例が２事例あった。また、マルトリートメントは実際に虐待行為を行った親のみ

の責任であると（親族から）みなされ、パートナーの所業が問われなかったために、さらに傷つきが

募って子どもへの不適切な養育に至る事例も見られた。夫婦間の未解決の問題が、子どもにとって不

利益な影響を与える場合があり、児童虐待が生じるメカニズムを理解する上でも、夫婦間の関係性へ

の着目は重要であろう。

②再婚家庭における児童虐待

今回検討された事例の中では、連れ子のいる再婚家庭における児童虐待の事例が３つ検討された。

再婚家庭において養育の困難さが表れた場合、以下の３点の特徴をもつ事例が見られた。

（ア）夫婦関係の維持が優先されて生じた虐待

養・継父母による身体的虐待の事例では、養・継父母が子どもに対して「最初は優しかった」が

「段々厳しくなった」という記述が３例で見られた。実親は子どもが養・継親と馴染めるかどうかを

非常に心配しており、「子どもに対して優しい、一生懸命だ」ということが再婚前後の夫婦関係を促

進させることになっていた。ところが再婚後は、非血縁の親が子どもの“本当の親”になろうと試み、

上手くいかず、身体的虐待に至る状況が生じていた。ここで言う“本当の親”とは、「親というもの

は優しいだけでなく、厳しくしつけなければならない」という価値観を含んでいる。いったん虐待的

行為が始まると、実親は、良好な夫婦関係を構築・維持することを優先するあまり、虐待的行為を制

止せず、家族の修正機能や相互抑止機能が働かなくなる。この結果、子どもへの虐待行為は次第にエ

スカレートしていた。更には、実親が虐待に加担することで夫婦関係の連合が促進されていた事例も

見られた。実親が虐待者となることによって、子どもは「今まで優しかった親が変わってしまう」と

いう体験となり、傷つきとなっていた。

（イ）実親が夫婦間の実子と連れ子のどちらを取るのか迫られる

再婚の夫婦間に実子が生まれたことを機に、連れ子が疎まれるようになった事例も見受けられた。

この事例では、祖父母宅に預けられることとなったが、「親に捨てられた」という思いから祖父母宅
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で問題行動が頻発していた。

再婚家庭において、夫婦間の実子が生まれた時、家族の関係性にどのような変化が起こるかを見て

いく視点が重要であろう。

（ウ）きょうだい間の懐きの差から生じた虐待

再婚家庭において、新しい親と子どもが関係を作っていく時に、例えば“要領の良い子と何をする

にもゆっくりの子”や、新しい親へ“すぐ懐く子と馴染まない子”など、きょうだい間で新しい親と

の関係性に差があり、懐かない子や何をするにもゆっくりな子に対して身体的虐待を行った事例もあ

った。「お前がいなければ（良い親であれたのに）」という思いから、きょうだい間の関わりに差が出

て、子どもたちへの心理的差別となり、その影響からきょうだい仲も悪くなっていた。この事例では、

一度きょうだい２人ともが施設入所となり、親との関係性が良かった子だけを先に家庭復帰させたが、

その後、その子にも虐待的な関わりが起きていた。単に子どもの親への懐きの差が虐待的な関わりを

引き起こしたと考えるより、親の思い通りにならない子どもの存在が、親自身の“良い親のイメージ”

を脅かし、そのことに対する怒りが、虐待的関わりを引き起こしていたと考えられた。虐待に至った

親の心情が理解され、それに沿った援助が行われなければならないことを示唆しているだろう。

③祖父母世代と夫婦の関係が影響

親世代と祖父母世代の葛藤的状況が、児童虐待が生じたメカニズムに関係している事例も見受けら

れた。祖父母世代との葛藤は親の生育歴での課題と重なる。以下に特徴を列挙する。

（ア）祖父母世代の干渉が親の養育行動に影響していた事例

再婚家庭で、養・継父母が新しい家族、新しい親子関係を構築している途中に、祖父母からの養育

に関する干渉があり、それに対する反発が虐待的な関わりとなっていたと思われる事例が２事例あっ

た。ある養父の事例では、養父自身も実親から虐待を受けて育っており、再婚相手やその親（義祖父

母）には「（夫として・親として・息子として）自分が認められたい」という思いを持っていた。養

父が自分の存在承認を求めて継子の子育てに努力したもの、その養育方法では子どもは変化せず、そ

の養育方法を祖父母が批判したため、かえって自らの養育観（独自で過剰なしつけ等）に固執してし

まい、結果、身体的虐待に至っていた。親が自らの存在の承認（acknowledgement）を子育て行動を

通して求め、悪循環に陥った事例と言える。

（イ）祖父母世代と関係が悪い／断然していた事例

借金など金銭的なトラブルにより、祖父母世代との関係が断絶している事例も報告された。祖父母

世代と親世代の関係が断絶している事例では、祖父母から養育の手助けが受けられないため、親世代

に養育の重い負担がかかっていた。また５事例中２事例が、祖父母宅への家庭復帰を果たしていたが、

祖父母世代と親世代の関係が悪いと、子どもは親を選ぶか祖父母を選ぶかと２者択一の選択を迫られ

ることになりがちである。祖父母を選ぶと親を捨てることになりかねず、親との情緒的つながりが途

絶えることになってしまう。

報告された２例における支援の取り組みでは、結果的に祖父母宅への家庭復帰であったが、実父母

にも援助を行い、子どもが実父母のイメージを育て、肯定的な父母イメージを育むことができるよう
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な働きかけが重視されていた。入所前に祖父母宅に預けられ、「親に見捨てられた」という思いから

問題行動が頻発した事例があったことも考えると、養育者が祖父母であっても、実父母に関する情報

を集めたり面接をしたりして、実父母に対して支援をすることは、子どもの親イメージを育て、修正

することに繋がり、その後の子どもの成長や適応を支える上で重要な援助と言えよう。

（ウ）祖父母世代が過剰機能していた事例

祖父母世代との関係が不良、若しくは断絶している事例がある一方で、親世代が親として機能せず

に、祖父母世代が孫世代の親として機能している、あるいは親が機能しないので祖父母世代が補って

いる事例も報告された。中には、子どもが祖母のことを「お母さん」と呼んでいた事例も２事例報告

された。このような祖父母世代の代替機能は、帰省先や家庭復帰先になりうる一方、親世代の自立を

遅らせるという面も議論された。祖父母世代にパワーがあり、時に過剰に機能している家族では、親

は思春期以降、支配的な祖父母世代との関わりから逃れるために、家出をしたり、家を飛び出る形で

結婚している事例が見られた。これらの早急な自立の試みは、離婚や親自身の問題行動（万引き等の

軽犯罪や薬物、アルコールへの依存等）などによって失敗に終わり、祖父母世代から「やっぱりダメ

だから（祖父母世代が）私たちがやらなきゃ」と祖父母世代が親代わりをするのと同時に、親世代の

自立を遅らせるという悪循環に陥っていた。

３．援助の実際と工夫

次に、事例検討を通して見えてきた援助の実際と有効な関わりを抽出した。先にも述べたように、

家族支援は入所の前から始まっている。入所前にするべきこととして、（１）入所前のアセスメント

と支援体制作りについてまとめた。そして様々な厳しい状況の中、改善事例に繋がった要因が「家族

の子ども（施設）への関わりが多いこと」「定期的な面会・外泊」が挙げられたように、援助の過程

でまず重要なのは家族と施設の関係作りであった。先に述べたように、ここに丁寧な配慮と多くの労

力をかけることが重要であることがわかった。そこで各施設の関わりの工夫から、（２）関係作りの

工夫を抽出した。しかし施設との関係が良好であっても、家族関係が変わらなかったり、親の養育行

動に変化が見られない事例群があったため、事例検討をふまえ、効果的であった（３）変化を支える

ための関わりをまとめた。また子どもの生活の中で偶然にしろ必然にしろ生じうる事象の中には、子

どもと家族との関係調整の支援に大きな影響を及ぼすものも少なくないことが検討され、家族支援に

それらをどのように活かすのかについて工夫と視点が議論された。これを（４）援助過程で起こって

くることとしてまとめた。最後に家庭復帰を目前にして、必要となってくる関わりとして、（５）家

庭復帰段階での働きかけに分類した。これらの項目は、援助過程で当然重複するのであるが、便宜的

に上記のように分類した。

（１）入所前のアセスメントと支援体制作り

研究２にも述べたが、子どものみならず家族のアセスメント、それに基づいた家族支援のための体

制作り（多機関協働）は、入所前の段階から始まる。児童相談所からケースが持ち寄られたときに、
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この点を十分論議しておく必要がある。当面は、十分な情報は得られていないにせよ、わかっている

こと、わからないことを明確にした上で、アセスメントを立てていくことが重要である。家族の力動

やどのような条件なら機能できる家族なのかなどの把握に努め、また今後の支援の中で起こりうる、

家族や親子間で生じる危機的状況を予測し、最終的に親子がどのように過ごす形が望ましいかを検討

し、それに向けた準備を進めることである。児童相談所を中心に、各関係機関がどのような役割を取

って支援していくかを十分に詰めておく必要がある。さらに将来関わるであろう必要な機関や社会的

資源とのつながりをつけていく計画が必要となる。家族が住み暮らす地域の様々な資源をつなげてい

ったケースが報告されていた。

（２）関係を構築するために

①入所時の関わり：施設における生活の安定　

以前にも触れたように、子どもに対しては、まず施設において、安全で安心できる生活を保障する

ことが大前提となる。子どもが施設に不適応になると、「家の方がマシ」と強い家庭復帰の願望が出

て、子どもが不安定になることがある。研究２において、改善事例と判断されるポイントに「子ども

が安定していること」が挙げられているように、子どもが施設での安定した足場に立って家族との繋

がりを確かめていけると良い。子どもが施設で安定した生活を送る上で、入所時の関わりはきわめて

肝要である（P.30参照）。施設と家族との関わりは、子どもが預けられている一時保護所に出向き、

子どもと保護者双方にインテーク面接を行うことから始まるとの報告があった。「一時保護所でのイ

ンテーク面接で好きな食べ物を聞き、入所の日にはそのメニューを用意して待っている。緊張しなが

ら来て、戸惑いながら食べる初めての食事をせめてその子の好物にしてあげたい」という施設もあっ

た。子どもが施設で安心した生活を送れるように尽力することが家族支援の大前提だろう。

②労をねぎらう、承認する

援助の最初の段階では、まず親との関係作りが優先される。施設には「よくいらしてくださいまし

たね」、「大変でしたね」「頑張ってこられましたね」と労をねぎらう姿勢が必要だろう。児童票の情

報から、頑張って来た部分、解決のために努力した点や子どもへの思いなど家族の力を見つけ、伝え

ることも重要な関わりだろう。

また現在、親が出来る範囲で果たしている親役割を肯定し、継続できるように、親の現在の努力を

承認することが大切であろう。例えば「母親に出て行かれて、辛い思いをしている気持ちを誰も受け

止めてくれないで、父親としての役割を果たせ、果たせと祖母が言うんだ！」と言っていた父親に対

して、「父親であることには、もう変わりはないのだから、出来ることをしてあげればよい」と伝え

続けた関わりが報告された。親のストレングスに焦点を当てた関わりと言えるだろう。

③親の文化を考慮する

個人が背負う文化は様々である。親の行動を真似したり、興味を持ったりすることは関係作りの第

一歩であるという視点も提示された。施設の職員が親と同じ方言を話すこと、子ども時代の遊びやア

ニメの話を一緒にすることなど、親と共有出来る部分が関係を作る段階でポジティブに働くことがあ
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るという事例が話された。これらは、何とか相手に寄り添い尊重しようという姿勢や、上下関係でな

く対等な援助関係を築こうとする姿勢から生まれることだろう。

④家庭訪問の意義　

保護者に対しても入所時に一緒に来てもらい、施設の説明や今後の見通しを伝え、子どもが生活す

る部屋や関わる職員を紹介する機会が持てると良い。しかし必ずしも全ての家族が入所時に来ること

ができるわけではない。そこで、入所後１ヶ月以内に家庭訪問を行うことにしている施設もあった。

初期の関係作りの段階では、実際の生活の様子が垣間見られる家庭訪問の意義は大きい。また家族の

生活の場で会うことによって、（家族の土俵で会うため）施設で出会うのとはまた違う関係性が築け

る機会にもなりうる。その際に入所までに関わっていた学校の先生らと一緒に家庭訪問し、家族との

関係作りに一役買ってもらうなどの工夫も報告された。

家庭訪問によって、住環境を知ることも重要である。どのような暮らしを子どもがしてきたのかを、

これから生活を共にしていく職員が知っておくことは、その後の援助においてきわめて肝要であろう。

また狭い住居だと、子どもたちが夫婦間の性交渉を日常的に見ており、性的な刺激に暴露されている

可能性がある。外泊時に性的暴露にあう子どももいるので、外泊を開始する前に、子どもが自分のス

ペースを持てるのかどうか確かめておくことも重要な点である。

また医療機関に通院させることの承諾や、施設からの連絡方法の確認、定期的な外泊等の頻度や意

思の確認など、子どもを養育する上での具体的な取り決め、確認作業を通して、協力関係を作ってい

くことも関係作りの段階において重要な点だろう。

⑤定期的な面接

ケースによっては、定期的な面接を設定する必要もあるだろう。そのケースにあった、面接の構造

（日程、時間、場所等）を明確にして行うのが望ましい。その内容は家族自身の問題にすぐに向き合

うのではなく、子どものことを伝えることを基本に、世間話や雑談をするなどして、親が施設に来て

よかったと思えるような面接を心がけるべきだろう。その上で、家族自身が自分のありようや家族の

問題に向き合い始めたら、より治療的な面接へと展開することになろう。

⑥面接以外の関わり

施設は子どもたちの生活の場である。このことを活かして、面接場面以外にも家族と共に時間を共

有する取り組みを積極的に行っている施設もあった。家族キャンプを実施したり、バーベキューをし

たり、施設の職員も一緒にお酒を飲んだり、家族と子どもと施設職員とが一緒になって楽しむ行事を

行うことで、家族との関わりを持つことが出来る。その他にも学校行事（運動会や授業参観など）に

職員と保護者で一緒に参加するなど、横並びの関係を作ることで子どものことを一緒に考えていける

ようになることもある。面接、相談という援助形態よりも抵抗なく参加しやすい家族も多いとのこと

だった。

（３）家族の変化を支えるために　

家族と一定の関係が作れ、そのことによって家族が肯定的な変化していく事例も多い。また施設と
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家族との信頼関係、援助関係を基盤にして、家族の変化を促す取り組みが必要な場合も多くある。検

討された事例から、家族の肯定的な変化を支える関わりを抽出し、以下にまとめた。

①虐待的な関わりについて話しあう

家族の変化を支えるためには、虐待的な関わりについて話し合うことが必要になるだろう。「虐待

か否か」「認めるのか認めないのか」というような視点ではなく、その時の子どもの気持ち、子ども

がして欲しいと思っている関わり方などを伝えることが求められる。同時にその時の親自身の気持ち

もサポートしつつ、気持ちは了解できるが、実行するための方法が間違っていた、という視点から、

適切な関わり方を学ぶ機会に発展すると良いだろう。具体的にどういう時に不適切な関わりが出やす

いか、どういう時には良い関わりが出来るかを実際の関わりを通して話し合えると良い。例えば、養

父が傷ついて子どもに対して怒ってしまうのは、子どもが養父より祖父を選ぶような場面（外泊中に

養父が遊びに連れて行ってあげたいと思って「どこに行きたい？」と尋ねると、「おじいちゃんの家」

と応えた）であることがわかり、祖父を含めてソーシャルワークを行った事例が報告された。

子どもが事件等を起こしたときなども、子どもへの関わり方を話し合う機会となる。親が子どもに

どう話すかを親と援助者とで相談し、子どもに対しての語りかけを援助者と一緒に振り返り、良かっ

た点と改善点を確認する。また、事前にシミュレーションをして、上手くできたら親を褒め、暴力を

使わなくても言葉で説得力を持って伝えられることを確認し、親が次第に暴力での養育をしなくなっ

た事例も報告された。

②怒りのコントロールの向上のために

特に身体的虐待の事例では、怒りのコントロールが課題となっている場合が数多く見受けられる。

怒りのコントロールの悪さは、器質的なもの、環境的、生育歴的な傷つきに由来するもの等、様々な

背景を持つ。検討会では、怒りにまつわる生育歴のエピソードを聞くとともに、どのように工夫をす

れば怒りが収まるか（怒りが生じてきたら少しその場を離れる、深呼吸をする等）を一緒に考え、実

行するように働きかけた事例が提示された。

③養育観の修正

親自身が同じような虐待的養育環境を生き抜いてきた人である場合、親自身「今あるのは厳しくさ

れたおかげ」という枠組みで今までの困難さを心中に収めている場合もある。その養育観を単に否定

しては、その人がその環境を生き抜いてきた努力をも否定することになってしまう。親自身がされて

きた関わりもどこか不具合があったと伝え、親が子ども時代に感じていただろう思いもサポートをし、

さらにそのような中、今までよくがんばってきたと労いたい。養育観の修正はその上で成り立つもの

であろう。

④親自身の子ども時代を共有する

児童虐待の文脈で出会う親には、自身も不適切な養育環境や虐待的な扱いを受けて育ってきている

ことがある。子どもの話をしながらも「お父さん、お母さんの時にはどうでしたか？」と問いかけ、

親が子ども時代に味わった思いも汲み取れると良い。数年間の援助経過の後、親自身が自分の被虐待

歴を話したことをきっかけに「暴力はやっぱり良くないですね」と話すように変化した事例が報告さ
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れた。

しかし、中には、親自身が性的虐待の被害歴をもち重症な状態にあり、施設で支援することが難し

かった事例も報告された。そこでは、なかなか収まらない親の語りに、時間と場所の区切りをつけよ

うとすると、親が「見捨てられた、信用できない」と感じていた。検討会では、施設ではどのような

援助が可能であったかが話し合われた。施設では心理療法や精神科診療と異なり、時間的な取り決め

がないことも多いが、初めに枠組みを設定し、場所と時間についての約束をして、その枠内で対応す

るよう工夫している例が話された。「（親の状態によっては、話を聞くことでかえって不安定になって

しまうこともあるので）話を聞き過ぎても良くない場合もある」という意見も出された。施設の家族

支援の枠組みの中で出来ることとして、中井（2000）を参照しつつ、次のような関わりが議論された。

親自身深刻なトラウマ体験を抱えている場合は、トラウマ的体験にまつわる話に焦点が集まりがち

である。しかし、話を聞く上ではトラウマ以外の語りにも興味を持って聞いていく方がよいだろう。

トラウマに焦点を当てて聞くと「トラウマを負った自分」というイメージが大きくなるのを助けてし

まうことがある。トラウマを負っていることをよくわかった上で、トラウマが記憶の中で占める割合

が減っていき、日常生活が中心となるように、子どもの養育についての話題を中心にしながら、その

他の話をして、自分の中の焦点がトラウマ体験から現在の日常に変わっていくようなことを目指すと

良いだろう。「辛かったでしょう」と共感していくとトラウマ体験が膨らんでしまうこともあるので、

それよりむしろ「それだけのことがあったのに、今はよくやっていますね」というスタンス（過去の

体験より、そんな大変な中で今までやってきた力に焦点を当てる）で会うのが良いのではないかとい

う意見が出された。

児童福祉施設だけで援助することを考えるのではなく、関係者会議を開き、児童相談所・病院・福

祉事務所・施設等が連携をとり、親自身が援助を受けられるきっかけになるよう、親を支えるサポー

ト体制を作る視点は当然必要であろう。親自身が深刻なトラウマを受けていることが想定される場合、

親の変化に焦点を当てた援助方針よりも、親が抱えるトラウマが、現在の養育行動を出来る限り邪魔

しないように、養育環境を整えることに重心を置いた支援を行うことも必要であると考えられる。

⑤期待していた家族像を共有する

どのような家族を作りたかったかを尋ねることは、親の家族へのポジティブな思いに触れることに

なり、親をエンパワーすることに繋がる。現在の家族のありようを振り返る機会にもなるという視点

が提案された。

⑥親のニーズに合った関わり

援助の過程で、夫婦関係のことや祖父母世代との関わり、あるいは在宅の子どもとの関わりなどが

話題に挙がることがある。保護者が現在困っている関係（つまり「変えたい」というニーズが一番強

い関係性）について、その関わり方を考えていくことが、結果的に入所児童との関わりにも変化を及

ぼすことになった事例も見られた。一見すると入所児童とは別の相談のように見える（時には入所児

童に目が向かず、親は他の子のことばかりを考えているように見える）が、必ずしもそうではない。

人との関わり方という点では共通している。また家族力動という視点から言うと、分離措置をしなけ
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ればならなかったということは、入所児童と親の関係は家族の中で最も難しい関係性にあることも多

い。その一番難しい関係性のみを扱うのではなく、（変わりやすい）他の関係性が変化することで家

族力動が変化し、結果的に入所児童との関わりも変化することがある。家族の関係性をアセスメント

するという視点が重要になってくるだろう。

⑦経過を振り返る

家族との援助経過を親と一緒に共有していくことが望ましい。「どうして変われたのか」「何が起こ

っていたのか」などをその時々に振り返り、共有する。そのことは家族のこれまでの努力を報いるこ

とにもなり、親自身も自分の変化する力に改めて気づく機会にもなる。また今後さらに残されている

課題なども見えてくる。家庭復帰の時期などを検討する段階には特に重要な作業となってくるだろう。

（４）援助過程で起こってくること

児童福祉施設における家族支援は、施設で暮らす子どもの支援全般に関わる支援であると言って良

い。当然、暮らしの中には様々な事柄が生じうる。子どもの生活の中で偶然にしろ必然にしろ生じう

る事象の中には、子どもと家族との関係調整に大きな影響を及ぼすものも少なくないことが検討され、

家族支援にそれらをどのように活かすのかについての工夫と視点が議論された。複数の事例に共通し

て見出された視点を以下にまとめる。

①施設内不適応と家庭復帰希望

子どもが施設や学校生活において不適応状態になることは起こりうる。その結果、その時点で住み

心地があまり良くない施設にいるよりは、家に帰りたいと言うこともあるだろう。援助者は、子ども

の希望は大切にしながらも、親子の関係という視点から見て、どの程度好転しているのかを確認する

視点が不可欠である。家庭復帰を含めた親との交流をアセスメントする際に、子どもの意思は尊重さ

れるべきであるが、援助者は子どもの生活全体を見渡す視点を持ち、子どもの最善の利益を考えるこ

とが重要であろう。

②子どもが親を拒否

子どもが家に帰るのを拒否するなど、親との関わりを拒否する時がある。親や援助者にとってはシ

ョックを受ける事態ではあるが、同時にこれが一つのきっかけとなって、家族が変化することもある。

子どもの拒否に遭って、親が子どもの気持ちを考える機会になり、その後の子どもと家族の関係性が

大きく変化していった事例も報告された。家庭復帰に向けての支援を進めていたが、直前になって子

どもが家庭復帰を拒否した事例である。子どもと家に帰りたくない理由を話し合っていく中で、初め

て子ども自身が受けた虐待的関わりについて話し始めた事例も報告された。家庭復帰の方針や流れが

あったが、子どもを説得するのではなく、その思いを丁寧に聞くという関わりを行った。また子ども

が帰りたくないと言っていることを家族に伝えることが、家族の関わり方、子どもが親に期待してい

ることなどについて話し合う機会となり、家族の変化の転機にもなった。しかし、これらの場合、子

どもと家族の双方に、この事態を受け止めるための十分なサポートがあることが前提である。
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③家族の入院や死亡

家族メンバーの死や入院が家族の力動やケアのあり方に影響を与え、家族支援の転機になった事例

が報告された。例えば祖父母の死去によって介護の負担が減り、子どもを引き取る余裕ができた事例

や、それまで経済的にパワーを持っていた祖父母が入院したことによって家族の力動が変化した事例

などである。家族メンバーの死去・入院という家族の危機状態をどのように乗り越え、より繋がりを

強める機会にしうるかどうかが、その後の家族支援の展開に大きく影響していると言える。

また、家族支援のプロセスで親が亡くなってしまった事例も報告された。子どもにとって、その親

がどういう存在だったか、その子どもが親の死をどのように感じているのか丁寧に聞き取る支援が行

われていた。その上で、葬儀への参列や形見分け、親の写真を貰う、親のことを知っている人からど

ういう人だったか聞けるような機会を設けるなど、心の中の親イメージを持てるように配慮しつつ、

その過程に職員が寄り添う援助がなされていた。葬儀で久々に出会った親戚や祖父母などから親のこ

とを悪く言われ、かえって子どもが傷つく事態も生じることがある。その際には、親の事情や至らな

かった必然性を理解し、親の良いところも知っていてくれる人との繋がりを作ることで、家族との繋

がりを確かめる機会とする取り組みがなされていた。

（５）家庭復帰のために

家庭復帰が検討される時に行われる施設での取り組みや工夫、施設で大切にすべき視点についても

検討された。以下にまとめる。

①家族の変化のアセスメント

困った時に施設や児童相談所、その他の援助資源にSOSを出せるかどうかは、家族の変化をアセス

メントする一つのポイントとなる。また、事例検討の中からは、虐待の加害親の怒りが執拗でなくな

る、易怒性は残るがエスカレートしなくなる、修正が出来る、また一方の親の養育態度が変わるなど

も評価のポイントとなっていた。事例では、FSWと父親が話していく中で、父親と入所児たちの関

係が変わっていくのみならず、父親と、父親が現在同居している子どもとの関係が改善され、数度目

の婚姻関係は破局せずに継続しているという報告があった。入所児童たちは「お父さんだって変われ

た」と肯定していた。子どもの親イメージが肯定的に変化していることも重要な点であろう。

②子どもと親との繋がりを確かめる

子どもが親の良いイメージを持てることが家族支援の一つの目標だとすると、子どもが親について、

どのように語るかを丁寧に捉えていく必要があるだろう。事例では「生真面目なところは、俺はお父

さんに似ているんだぜ」「親譲りなんだ」という言葉で、親と自分の類似点にふれていることがあっ

た。このように、子どもが親との繋がりを良いイメージとして持てるようになってきていることは、

家族支援の一つの評価基準として考えられるだろう。

たとえ、家庭復帰に至らなくても、親が定期的に面会を継続したり、児童相談所や施設で面談を続

けること自体が、将来、あの時親はこれだけがんばったのだよ、という具体的な結果として、親子と

もに支えとなるかもしれないという視点も提示された。退所して自立をした後に、「あの時は親は何
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をしていたの？」と尋ねに施設にやって来た子どものエピソードや、親が施設に長く通い、面会を続

けたことで、家庭復帰には至らなくとも、親自身が子どもの前で「良い親」としてあり続けることが

出来、子どもの安定につながったという事例も報告された。親との関係調整の支援は、今ここでの関

係への援助のみならず、将来に向けての支えとなる可能性もあるだろう。

③家庭復帰後に生じるリスクのアセスメント

家庭復帰をした際には、どのような状況で虐待の再発が起こりうるか、また子どもが不適応状態に

なるとすれば、どのような状況で何が起こりうるを具体的に見通し、関係者会議等で共有しておくこ

とが必要である。

④ネットワークを作る

家庭復帰の際の大きな援助の柱として、児童相談所と連携をとり、子どもが家庭復帰する市町村や

地域、学校などに情報提供して、アフターフォローの体制を作る必要がある。しかし、地域の資源が

あっても、それが家族に利用されなければ資源とはなりえない。家族にとって、どのような関わりな

ら援助資源となるのか、逆に家族はどのような手助けを必要としているか丁寧に汲み取ることを通し

て、家族と援助ネットワークを繋ぐ必要がある。また先述のように、例えば思春期にどのような問題

行動が出る可能性があるかというような具体的なリスク、或いは今後取り組んで欲しいことを伝える

ことも肝要である。子どもの状態をモニターする上で、保育園・幼稚園・小中学校など毎日子どもの

状態を見られる機関の役割は大きい。報告された事例の中に、入所前丁寧に関わっていた地域のネッ

トワークがあったにも関わらず、入所後には施設や児童相談所と家族が暮らす地域のネットワークが

切れてしまい、退所が見えてきたときに、急に新たなネットワークを構築しようとして、非常に苦慮

している事例もあった。一方、一時保護以前に子どもと家族に関わっていた学校、地域や民生児童委

員を含めた支援体制を活かし、入所後の関係者会議にも、入所前のサポート資源の人々に参加を呼び

かけ、家族が暮らす地域のネットワークが関わり続けていた事例もあった。そのため退所時にも情報

共有の場がスムーズに作れていた。入所前から継続し、かつ支援の層を厚くしていくネットワークが

必要なのである。家庭復帰の前に急にネットワークを作るというより、地道で丁寧な働きかけがこの

ような地域のネットワークを活かす好例と言えるだろう。

⑤家庭訪問の重要性

研究２でも提示したように、家庭復帰後の日常生活を具体的に予測する上で、家庭訪問はきわめて

重要である。特に子どもの部屋が確保されているか、家族の境界は保たれているかなどをアセスメン

トしなければならないだろう。

⑥試験通学　

外泊などを繰り返し、家族と安心して過ごすことが出来るようになったら、家族と生活しながら学

校に通えるのかを試験通学のような形で段階的にトライしてみるという取り組みも提示された。段階

的に家庭復帰を探り、家庭復帰と新しい学校への転校という、子どもにとって大きな変化が重なると

いう負担を少しでも低減する取り組みと言えよう。
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⑦親族宅への引き取りの際の支援

祖父母世代が養育を引き受けられる状況になったために家庭復帰出来たという報告が２事例あっ

た。この２事例は、単に祖父母世代を対象に支援を進めて家庭復帰となったのではなく、実父母への

支援が中心的になされており、施設が実父母と関わるプロセスの中で、子どもが実父母の肯定的なイ

メージを持つことが出来たという特徴を持っていた。一般的に祖父母宅に家庭復帰した事例では、実

父母と祖父母世代の関係が悪かったり、実父母が親としての力を発揮できなくなり、子どもたちとの

交流がとぎれてしまう傾向にあると議論された。施設のアフターフォローとして、祖父母宅に家庭復

帰した後も、実親と施設で面会する機会を持ち続けることが出来ると良いかも知れないという意見も

出された。「離れた親と会う」のを保障する場として、施設が機能できるかもしれないという視点で

ある。一緒に住み暮らすことはなくても、定期的に交流を続けたり、メッセージを伝え合う支援を行

い、親イメージを伝えていくことが大切であろう。親族宅への引き取りであっても、子どもの実父母

のイメージを修正、育てることは、その後の子どもの成長や適応に大きく貢献するだろう。

（６）まとめ

事例の検討から見て、改善事例では、家族の関係性についての見立てが立っていることやそれに基

づいた丁寧で地道な関係づくりによって家族との繋がりが構築されていた。そのことで、たとえ子ど

もが一時的に不安定になったり、親を拒否するようなことがあっても、（親を拒否することが保障さ

れたからこそ）家族とのやり取りの中で落ち着いていくという経過を経ていた。改善事例群に共通し

て見られる援助者の姿勢は、家族の関係を良くしようと早急に調整をするよりも、親も子どももそれ

ぞれ自分の気持ちをきちんと表明出来る安心感を保障することであり、決して親や子どものどちらか

に変化や我慢を求めるような視点ではなかった。それぞれの立場がきちんと守られ、声が聞きとられ

ること、その上で難しくなっている関係性に変化を促す関わりが求められると言えようか。

一方、施設における家族支援において困難とされる事例には、①関係が作れない（施設、関係機関

等と）、②的確なアセスメントが困難である、③（家族との関わりによってかえって）子どもが不安

定になる、④家族の変わりづらさ／施設での援助の枠組みを超えている、等の特徴が見られた。その

ような現状における有効な取組みとして、①家族との関係作りのための視点や取組みの工夫、②ファ

ミリーソーシャルワークを有効に機能させるための体制、③家族の関係性や養育態度が好転するよう

な働きかけ、④児童相談所をはじめとする他機関との連携の視点や取組みの工夫、等が見いだされた。
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４．まとめにかえて：児童福祉施設における家族支援の実態と取り組みの
視点・工夫

本節では、研究１～３で述べてきた結果と考察を、児童福祉施設における家族支援に取り組むため

の視点・工夫という観点からまとめる。

（１）家族支援の前提

施設で行われる家族支援は、家庭に帰って一緒に住み暮らせるか、家族と具体的な交流を持てるか

どうかのみならず、子どもが、「自分の人生という物語の根っこ」としての家族とどのような関係を

持つか、「自分はどんな親を持ち、親はどういう人で、その親との関係の中で自分はどんな体験をし、

親からどう扱われていたのかというような、自分の歴史の上に自分はどう生きたら良いのか」（滝川，

2007）という点について、腑に落ちる感覚や体験が持てるように支援することであることが確認され

た。

（２）家族支援の実態と工夫

施設における家族支援は、様々な困難さを抱えつつ取り組まれている実態が明らかになった。①的

確なアセスメントが困難であること、②家族との関係が築けないこと、③家族との関わりによってか

えって子どもが不安定になること、④家族の肯定的変化が起こりにくいこと、等である。他にも、施

設における家族支援の人的体制の課題や、児童相談所・市町村をはじめとする多機関連携が十分に行

われる体制作りが困難である現状等もあげられた。

特に、入所前に家族の心理社会的状況や子どもの生育歴等の情報が得られず、的確なアセスメント

ができないと、見通しを持った的確な支援が困難となる。本研究では、親の病態や障害等によってコ

ミュニケーションが困難であったり、児童相談所や施設と親が対峙的関係にあったりする場合や、親

の言動が転導し、正確な事実が把握できない場合、また、入所前の経過が長かったり、他の困難なケ

ースに紛れてしまって、入所にあたっての調査が不十分な場合等、アセスメントが困難である状況は

様々であることが示された。

これらの困難さに直面しながら、施設における家族支援の工夫は次の５つの点にまとめられた。

①入所前のアセスメントと支援体制作り

子どものみならず家族のアセスメント、それに基づいた家族支援のための体制作りは、入所前の段

階から始まる。入所当初は、わかっていること、わからないことを明確にした上で、アセスメントを

立てていくことが重要である。家族の力動やどういう条件なら機能できる家族なのかなどの把握に努

め、今後の支援の中で起こりうる、家族や親子間で生じる危機的状況を予測し、最終的に親子がどの

ような形で過ごすのが望ましいかを検討し、それに向けた準備を進めることである。児童相談所を中

心に、各関係機関がどのような役割を取って支援していくかを十分に詰めておく必要がある。さらに

将来関わるであろう必要な機関や社会的資源とのつながりを作っていく計画が必要となる。
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②家族との関係を作り維持するために

家族との良好な関係をつくることは、施設における家族支援の重要なテーマである。特に家族支援

において、面会・外泊は重要であることが示された。子どもとの約束が守られることで、子どもと親

の信頼関係が回復する機会になるとともに、施設と親との関係構築の重要な機会にもなる。

家族との関係作りでは、施設が行う、さりげなく相手に寄り添い、対等に尊重する態度が重要であ

る。子どもの日頃の様子を伝え、親とともに子どもを養育する態度を示すこと、親の文化を考慮する

こと、親のこれまでの労をねぎらうこと、家庭訪問をして家族の生活の様子を垣間見ること、家族が

暮らす地域を知ること、施設で行われる季節の行事や学校の行事などに招くこと、などが例としてあ

げられた。

③家族の変化を支えるために

家族との関係が構築されると、その家族が抱える課題が明確になり、援助者と家族の間で共有しや

すくなる。構築された信頼関係の上で、さらに肯定的な変化を支える援助が必要となる。その際には、

親のニーズにあった関わりをすることが大前提である。そして、虐待的関わりについて話し合うこと、

親の養育観を修正すること、親の育ちを共有すること、期待していた家族像を聞くこと、怒りのコン

トロールの向上を目指すこと、などがテーマとして扱われる。また、親が努力して変化をしてきた過

程を時々に振り返り、共有することが大切であろう。

④援助過程で生じること

援助の過程では、偶然にせよ必然にせよ、様々なことが生じる。その中には子どもと家族との関係

調整に影響を及ぼすものも少なくない。親子が互いの交流を拒否したり、家族メンバーが死亡・入院

したり、子どもが施設内で不適応となったりするなどが生じうる。子どもと家族を取り巻く状況全体

を継続的に眺めることで、危機的に見える出来事を援助の転機とし、家族関係が好転する契機とする

視点を持つことが重要であると考えられる。

⑤家庭復帰のために

家庭復帰が検討される場合には、子どもが心身ともに安全に育つ場としての家族のありようが確認

されることは当然として、親子のつながり、子どもの親イメージがどの程度確かなものになったかを

アセスメントすることが必要である。また、家族のどこが肯定的に変化し、どこが今後の課題として

残っているかを把握し、今後起こりうるリスクをアセスメントすることも不可欠である。サポートネ

ットワークが確実に機能するような体制作りに努めることは言うまでもないだろう。

（３）今後の課題

これまで、支援が困難な事例の実態と各施設が取り組んできた工夫をまとめてきた。しかし、研究

１で明らかになったのは、支援が困難な事例、改善された事例の他にも、「気になる事例」があると

いう実態であった。気になる事例とは、日々の施設における支援で、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

出来ていない事例や、アセスメントのもとになる情報が不足しており、支援方針が見えないままとな
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っている事例、多問題を抱える家族や性的虐待の発生など、あまりに困難な状況があって施設での支

援の方向性が見えない事例などである。困難事例の向こうに、事例のアセスメントも立たず、支援の

方向性も見えない、「気になる事例」が多くあることも伺える。改めて自立支援計画の見直しを含め

た、地道な取り組みが求められよう。

また、性的虐待が生じた家族についての家族支援は、さらなる検討が望まれる。そもそも、性的虐

待が生じる家族背景やその力動、性的虐待の加害者の心理社会的特徴など、性的虐待が生じた家族に

関する基礎的研究は、最近になって初端についたばかりである。検討会でも、他の虐待とは異なる支

援の方向性が望まれるといった発言もあり、今後の検討課題であろう。

さらに、児童相談所を始めとする関係諸機関と施設の連携の問題は、本研究では詳細に検討出来な

かったが、課題としては極めて重要である。来年度の検討課題とする。
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５．おわりに

すでに述べてきたように、本研究は、児童福祉施設における家族とのかかわり、子どもとその家族

に対する支援について、「質問紙による困難事例、改善事例、気になる事例の分析（研究１）」「一定

数の事例概要を集約することで得られた家族支援の現状や課題の分析（研究２）」「具体的な事例の詳

細な検討及び考察（研究３）」の３部にわたっている。この研究を通じて明確になったこと、またあ

らためて再認識させられたことは、ごく当たり前だと言われればそれまでかも知れないが、児童福祉

施設における家族支援の重要性である。

とはいえ、児童福祉施設に家庭支援専門相談員（ファミリーソーシャルワーカー）が配置されてか

らの歴史は、決して古いものではない。「１．問題と目的」でも触れたように、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」が発出された

のは平成16年４月28日であり、そこでは、次のように指摘されていた。

「乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設（以下「乳児院等」とい

う。）に入所している児童のうち、虐待等家庭環境上の理由により入所している児童については、児

童相談所により家庭復帰や里親委託（以下「家庭復帰等」という。）ができるよう保護者への相談等

が行われているところであるが、近年、家庭環境上の理由により入所する児童の割合が増加しており、

早期の家庭復帰等を支援するための体制を強化する必要があるため、児童の早期家庭復帰、里親委託

等の支援を専門に担当する職員（以下「家庭支援専門相談員（ファミリーソーシャルワーカー）」と

いう。）を乳児院等に配置することとし、……平成16年４月１日から実施することとした」

なお、本通知以前の平成11年４月30日に、厚生省児童家庭局長から「乳児院における早期家庭復帰

等の支援体制の強化について」という通知が出され、都道府県知事が各年度ごとに指定した乳児院に

家庭支援専門相談員を配置する取り組みが行われていたことも、すでに「１．問題と目的」で述べた

とおりである。しかし児童養護施設や情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設なども含めて、本

格的にファミリーソーシャルワーカー（FSW）が配置され、活動を開始してからの歴史は、まだ５

年に満たないというほかない。

ところで、本研究に参加したメンバーのほとんどはベテランの児童福祉施設職員であったが、提出

された事例等から明らかとなったのは、実はこうした通知が発出される前から、児童福祉施設におけ

る家族支援はすでに長年にわたって行われており、なおかつその内容も、厚生労働省の通知が求める

「早期の家庭復帰等を支援する」という点にとどまらず、非常に幅広いものだということであった。

なぜといって、児童福祉施設の基本的な目的である「子どもたちが安心・安定した生活を営める」

（27p）ようにするためには、家族との良好な関係が不可欠であり、そのために家族との関わりを深め、

援助を試みるのはごく自然なことだったからである。本研究に参加した児童福祉施設職員は、FSW

配置制度のあるなしにかかわらず、常に家族との関係を視野に入れ、家族への支援を積極的に行って

きた。あるいは、日常的に子どもたちに安心・安定した生活を保証するため、否応なく家族へかかわ

り、家族支援の諸方法を工夫せざるを得なかったという側面があったかも知れない。
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もちろん、FSWが配置され、こうしたスタッフの役割が明確に位置づけられたことは、従来から

家族へのかかわりを行ってきた児童福祉施設にとっても、大変大きな意義を持つものであったと言え

よう。ただし、その歴史がまだ浅いこともあって、FSWの配置のあり方、援助の方法などはさまざ

まであり、今後さらに充実、発展させるべき業務であることも見えてきた。

いずれにせよ、これらの３部にわたる研究は、児童福祉施設における家族支援の実情をリアルに示

したものであり、特に、第３部での実践をふまえた個々の発言は、今後の家族支援を進める上で、図

らずも貴重な示唆となる言葉集になったのではないかと考える。

ただし本研究は、研究１、研究２、研究３ともに、共同研究者となった児童福祉施設職員が、自ら

の経験をふまえて全体の中から代表的な事例を選択し、資料として提出したものを素材として検討を

加えたものであり、入所児童の全体を扱ったものではない。したがって、これらが家族支援の全てで

はないことをお断りしておきたい。特に研究３での討議は、各事例が個別的であるがゆえに、事例に

よっては相矛盾するように見える取り組みが、いずれも肯定的に述べられている箇所もいくつか存在

する。実はそれこそが、単純なマニュアルには集約しきれない家族支援の醍醐味、奥の深さを示して

いるのであり、私たち自身が学び、生かすべきことのひとつは、こうした矛盾と見えるものの中にあ

る幅広さ、豊かさではないかと考える。

なお、今回の研究では児童福祉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、家族支援は施設の中だけで完結するわけではない。特に、児童福祉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、児童福祉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、児童福祉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。

そこで、この点については今後の課題として継続的に研究を行うことを述べ、本研究はひとまず区

切りとしたい。
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