
資料７－２ 
2009.6.1.「第３回社会保障改革推進懇談会」補足資料 

 

地域における「子ども家庭ソーシャルワーク」の重要性 

 

                   子どもと家族の相談室 寺子屋お～ぷん・どあ 

                      共同代表／社会福祉士  川口 正義 

 

                  ＜目 次＞ 

    １．近年の社会福祉を取り巻く状況                   １ 

    ２．「子どもと家族の相談室 寺子屋お～ぷん・どあ」の活動内容    １～６ 

    ３．相談援助事例                         ６～８ 

    ４．現代の子ども家族問題の特徴                   ９ 

    ５．子ども家庭ソーシャルワークにおける課題             10 

    ６．「地域自立生活支援のための拠点」としての活動のあり方           11～14 

    ７．最後に                            14～15 

    

 

１．近年の社会福祉を取り巻く状況 

 

 ◆新自由主義とグローバリゼーション、財政赤字と三位一体改革 

◆希望格差社会、封印された不平等、下流社会、working poor、勝ち組と負け組 

 ◆「貧困」の社会問題化…貧困の世代的再生産の不可視化、子どもの貧困 

◆福祉市場への競争原理の導入 

・事業者が利用者を選択する現象とサービスの定型化 

   ・採算性、効率化、成果主義の優先 

   ・専門的な技術と多くの時間を必要とする「援助困難ケース」は避けられるか、拒 

否される 

 ◆市町村合併や福祉事務所の任意設置、職員配置の「常勤換算方式」の導入 

 ◆社会福祉制度の開発・拡充・統廃合（制度そのものの仕組み）により、ソーシャルワ

ークの援助過程の限定化・分断化・変質化を余儀なくされている 

◆“援助の主人公”としての当事者の放置・切捨て、及び当事者の訴え（ナラティヴ）

の黙殺 

  

 

２．「子どもと家族の相談室 寺子屋お～ぷん・どあ」の活動内容 

 

 (1)相談室開設に至る経過と目的 

  筆者と妻は 1980 年代の数年間を、児童養護施設（社会福祉法人・仙台キリスト教育児 

院）にて子どもたちと生活を共にした。 
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「措置」によって親との離れ離れの生活を余儀なくされた子どもたちは、心の奥に自己

と自己を取り巻く世界に対する不信感を強く抱いていた。その子どもたちが愛情関係を

再体験していく中で、自己肯定感と他者に対する信頼感を取り戻していく歩みと、家族

の再統合に向けた施設実践には、多くの時間と労力を必要とした。 

  一方、地域においては「家庭」の形をかろうじて保っているものの、実質的には「機 

能不全」の状況に置かれた多くの家族の姿が散見された。まさに地域社会から孤立しが 

ちな 家族が、様々な事情により機能不全に陥り、その中で子どもが心的外傷・喪失体 

験を受け、また家族も傷つき、家庭が「崩壊」していく社会状況が進行していた。 

  それらの状況を目の当たりにする中で、家族の機能不全化・崩壊化を防ぐために、地 

域内の子ども・家族問題の早期発見、早期対応に努め、様々な子育て・家庭支援活動を 

通して地域の中で早目に子どもと家族を支えるための“事前的な支援システム”づくり 

に取り組む必要性を痛感し、1989 年４月、「子どもと家族の相談室／寺子屋お～ぷん・ 

どあ」の開設に至った。1997 年４月からは「独立型社会福祉士事務所」を“中核”とす 

る相談室のスタイルをとっている。 

 

(2)基本理念 

 ◆共に生き、共に学びあい、共に育つ 

 ◆喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣こう 

 

(3)基本方針 

 ①安全で安心できる場と人間関係の提供 

    利用者（当事者）一人ひとりが「自分」と「自分を取り巻く世界」に対する“信

頼”を取り戻していくための、安全で安心できる場所と人間関係を提供する。 

 ②傾聴とパートナーとしての共生 

    当事者一人ほとりが示す「症状」や「行動」のもつ“積極的意味”と、そこに込

められているメッセージを感じ、理解し、その存在をあるがままに受けとめ、認め

ることを活動の基本とし、目の前の一人ひとりの語る言葉に耳を傾け、その人自身

の生き方に関心を寄せることからすべての必要とされる活動を生み出していく。 

    そして、その上で当事者一人ひとりが抱えている苦悩やニーズは異なり、また同

じ一人の人でもその人生の時期によって生きる上での課題も変化することを認識し

た上で、目の前の一人ひとりの状況や援助の時期にふさわしい関わり方ができるよ

うに努める。 

    更に、人生を生きていく上でのせつなさ、つらさ、苦悩、悲しみ、寂しさ、喜び

などを同じようにもつ“同時代に生きるパートナー”として、共に生きる道を創り

出していきたい。 

 ③一人ひとりが参画するオープンスペース作り 

   「当事者」として、また「支え手」としてなど、相談室と関わる様々なスタイルや

関係性を越えて、ここに集う一人ひとりが相談室と関わりをもつ中で、心と体が癒

され、“素の自分”を表現でき、またそこから新たな世界との出会いや人の輪や自助

グループ活動などが生まれてくるような、相談室に集ってくる一人ひとりの“参画”
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の下で運営される拠点（オープンスペース）を作っていきたい。 

 ④草の根の地域に根ざしたサービスの提供 

    教育、子ども家庭福祉、及び精神保健福祉領域などにおいて、様々なニーズを抱

える子ども・青年などとその家族の方々に対して、必要な支援サービスを公的関係

機関と連携しつつも、何よりも草の根の地域に根ざした民間の立場で提供していき

たい。 

    そのためには自由自在な発想と軽いフットワークの下、柔軟な受け入れと関わり

を生み出すこと、及び目の前に現れた新たなニーズに対してでき得ることから取り

組みを始めることを心がけたい。 

 ⑤子どもと家族を支える“事前的な支援システム”作り 

    家族が様々な事情により「機能不全」に陥り、その中で子どもが心的外傷（トラ

ウマ）を受け、また家族も傷つき、家庭が「崩壊」していくのを防ぐために、地域

内の子ども・家族問題（ニーズ）の早期発見・早期対応に努め、様々な子育て・家

庭支援活動に取り組む中で、地域の中で早めに子どもと家族を支えるための“事前

的な支援システム”作りを進めていきたい。 

 ⑥留意すべきソーシャルワーク上の視点 

   「援助」と「支援」のあり方を考え、活動を展開していくに際して、以下の点に留

意して努力したい。 

   A.“生活と人生における主役は当事者本人である”ことを前提とし、当事者がどの

ような生活と人生を自分のものとして志向するのか、その自己志向性を大切にし

たい。 

      B.「援助を必要とする人」（当事者）を「サービスの利用者」及び「権利行使の主体

者」として捉える。 

      C.当事者が自らの思いや人生の物語を「語る」ことができる、安全で安心な関係と

場を提供していくことが、その当事者の癒しと回復、成長を導いていくことを認

識した上で、当事者の「ナラティヴ」（語り・物語）やそれらの中に見られる経験

の解釈に添うことによって、「援助・支援のあり方」を考えていく。 

      D.人や家族、グループ、コミュニティのもつストレングス（例えば、当事者が潜在

的にもつパワーや能力、また発達や学習して獲得した知恵、行動力、スキル、コ

ミュニティの社会資源の豊富さ、及びそれらの将来性など）を信頼する（ストレ

ングス視点）。 

      E.そして、その前提の上に、当事者自身が元々持っている力を取り戻すことによっ

て、自分に関する事柄について自分のニーズに基づいて自己選択・自己決定し、

生活と人生に自分らしさを実現していけるように支援していく（エンパワメント）。 

      F.サービス利用者の権利主張、権利獲得のプロセスを重視し、利用者の主体性を尊

重する中で、権利の救済や権利の形成、獲得を支援、代弁、弁護する（アドボカ

シー）。 

      G.自らの役割と責任を利用者と社会に対して明確に説明していく責務を果たす（ア

カウンタビリティ）。 

      H.個人の権利を行使できる環境を整え、個人の権利が尊重される社会を作りあげて
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いくためのソーシャル・アクションに取り組む。 

      I.すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、社会の構成員として包み支

えあう（ソーシャルインクルージョン）ための活動を志向する。 

 

(4)活動を通して一貫して留意してきた問題意識と姿勢 

 ①本当に支援の手を必要としている当事者のもとに「必要とされるサービス」が届いて

いない状況の中で、どのようにしたら当事者が利用しやすく、かつ必要とするサービ

スを提供することができるのか。 

 ②命令や強制による来室ではなく、当事者自身の動機づけが必要とされる関係の中で、

社会的に孤立無援の状態に置かれた当事者といかにして“出会い”、いかにして関わり

を“継続していく”か。 

 ③様々なニーズに対して、受け入れられる条件や体制が整っていなくても、また行おう

としていることがたとえつたない取り組みであったとしても、“目の前の一人の当事

者”が必要とするサービスをでき得るところから生み出していく。 

 ④前例、慣例、責任問題、組織の秩序維持、組織内の調整、外部への対面などに縛られ

ず、かつリスクを負うことも恐れない。 

 ⑤アウトリーチして、支援が必要とされる人の“居場所”で関わり、援助を展開する。 

 ⑥専門職のもつ優位性、権威性を自己覚知した上で、当事者と援助者との間の「援助関

係」を捉え直す。 

 

(5)具体的な活動対象領域 

  教育、子ども家庭福祉、精神保健福祉の領域を中心として、以下の問題についての相

談援助活動を行っている。 

  いじめ、不登校、ひきこもり、「非行」、 

家庭内暴力（青少年による親への暴力）、 

乳幼児の子育て不安、児童虐待、ドメスティック・バイオレンス、 

暴力・犯罪・家族の死・事故・病気などによる心的外傷・喪失体験、 

アダルトチルドレン・共依存・摂食障害・アルコール・薬物・ギャンブルなどへのア

ディクション（嗜癖）、 

発達障害、精神障害、 

その他、教育全般の問題、子育て、生きがい、夫婦関係・親子関係・家族関係・職場

や地域での人間関係における日常的な対人トラブル、など。 

 

(6)支援サービスの内容 

  以下の支援サービスを提供してきた。利用者は日本全国、外国（カナダ）に及んでい

る（現在、一部のサービスは休止中）。 

①＜教育福祉相談活動＞ 

   上記の対象領域の問題のご相談を、面接（来室・訪問）、電話（緊急時を含む）、手

紙、FAX、メールなどを用いた相談形式にて、個人、親子、夫婦、カップル、家族を単

位として行っている。また、援助専門職に対するコンサルテーションにも取り組んで
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いる。 

 ②＜個別訪問活動＞ 

   相談室まで通うことができない、あるいは相談室に通うスタイルではなく、自分自 

身の生活領域（家庭、地域）内での関わりを希望する子ども・青年などの元を訪ね、 

一人ひとりの要望（時間帯、場所、関わり方）に合わせ訪問する活動。県内外、昼夜、 

休祭日を問わない。 

 ③＜レストホーム活動＞ 

   被虐待児や被暴力女性、または家族関係が機能不全となっている家庭の子ども・青 

年、女性など、家族のもとを一時的に離れる必要がある方々を、本人の希望の下、一

時保護（短期間）し、その間に心身を休養でき、安心して自分自身を見つめられる時

間をもつことができるように支援する活動。 

並びに、公的制度としての里親制度を活用した養育里親としての「一時保護の民間

委託」活動も行う。 

 ④＜サポートグループ活動＞ 

   参加者一人ひとりのナラティヴ（語り・物語）を大切にし、自身の体験や感情を仲

間と共に分かち合うミーティングを中心に行う「自助的治療」グループ活動。 

並びに、当事者自身によるセルフヘルプ・グループづくりへの支援。今までに虐待、

非行、不登校、ひきこもり問題に悩む親のグループ活動を行ってきた。 

 ⑤＜オープンスペース活動＞ 

   子ども、青年、おとなが集い、参画し、様々な活動をする中で、一人ひとりが“素

の自分”を表現でき、“真の自己”を見つけること（自分探し）ができるための居場所

活動。 

   A.グループタイム 

   相談室まで通って来れる子ども、青年たちが相談室を拠点にして行う定期的

なグループ活動。 

B.いろいろタイム 

   子ども、青年本人が自分の生活ペースや心身の状態を考え、“来たいときに来

る”ことが可能なように、個人やグループの要望をでき得る範囲内で柔軟に受

け入れ対応する。 

C.マンツーマンタイム 

   今はまだ集団に参加することなく、特定のおとなとの一対一の関係の中で、

自らの課題と向き合い活動していきたいと思っている子ども、青年を対象。 

D.オープンタイム 

   子ども、青年のみならず親御さんや会員、または相談室の活動に関心をお寄

せくださる方々など、“おとな”たち自身も、心の思うがままの過ごし方をする

中で“素の感情”を取り戻し、新たな自分をつくりだすことができるための出

会いと交流の場。 

 ⑥＜子育てレスパイト・サービス＞（「リフレッシュ❤ママ」） 

   乳幼児のお子さんをお預かりすることで、お母さん方が子育ての疲れを癒し、自分

らしさを取り戻したり、また積極的に社会参加・貢献し活躍することができる、その
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ような“レスパイト（休息）”のひと時を提供する子育て支援サービス。 

 ⑦＜講座・イベントの企画、運営＞ 

   会員や支援者、市民などを対象とした連続市民講座、講演会、学習会の企画・開催・

運営、及び講師の派遣を行う。また、会員、支援者、関係機関・団体・グループ、地

域住民などとの交流・親睦、活動の広報、及びネットワークの緩やかな広がりなどを

目的とした各種イベントを企画・開催する。 

 ⑧＜地域生活支援ネットワーク活動＞ 

   公民協働の視点に立ち、公的及び民間の関係機関・団体・グループ・個人などとの

連絡調整と連携体制の強化を図り、子ども・青年とその家族を見守り支えるための「教

育・福祉・医療・保健・司法などによるネットワーク」づくりを行う。 

 ⑨＜広報・情報提供・啓発活動＞ 

   会報・通信の発行、ホームページの運用などを通して、当事者の必要とする情報の

提供、及び市民・社会に対する広報、啓発活動を行う。 

 ⑩＜後援会活動＞ 

   運営資金面での支援体制の整備、及び子どもと家族を見守り支える“社会的支援の

ネットワークの輪”が地域社会に広がることを目的として後援会員を募集しており、

市民による賛助により相談室活動が支えられている。 

 

 

３．相談援助事例 

  

 ＜重点的に取り組んでいるケース＞ 

   既存の支援サービスの網の目から落ちこぼされ、誰も取り組もうとしない（あるい

は、避けている）、かつまったく「収入」には結びつかないけれども、それゆえソーシ

ャルワーク実践のあり方を根底から問い直し学び直す機会を提供してくれるケース。 

 ＜ケースが具体的に抱えている状況＞ 

   ・経済的に困窮している（貧困問題）。 

   ・社会的孤立、排除、偏見、差別に晒されている。 

   ・公的相談機関及び専門職に対する不信感と失望感、ならびに福祉制度・サービス 

を受けることに対する嫌悪感を強くもっている。 

   ・心的外傷、喪失体験、アディクション、精神疾患などを有している。 

   ・親子関係、家族の（再）統合のための支援を要する。 

   ・ライフサイクルに添った長期的スパンでの支援が必要である。 

  

   なお、事例の提示にあたっては、事例の有する課題性を損なわない範囲で、プライ

バシーに配慮し一部改変を加えたことをお断りしておく。なお、紙面の都合上、援助

過程は省略し、概要を紹介するに留める。 

 

＜事例１＞ 

   学童期から思春期にかけての両親との相次ぐ死別体験。その間の祖父の行動を起因
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とする地域社会からのスティグマによる被害体験、継母との確執と対立、自分探しと

しての「非行」。そして、結婚後の夫の不貞行為を契機とする夫婦不和、及び夫による

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害。更に、その渦中での唯一の兄弟である

兄の自殺と自らの難病の発覚。これらの長期にわたる心的外傷・喪失体験、並びに限

りある自らの命に対する不安などによりパワーレス状態に陥る中、幼少の息子と共に

生きる未来に唯一の希望を見出すべく離婚調停に挑み、自らの人生を取り戻していっ

た 20 代の女性に対する援助事例。 

 

 ＜事例２＞ 

   前夫との間の子である長女の非行、その背景にある現夫による長女に対する虐待。

現夫との間の子である長男、次男、三男の不登校などの問題を抱える中での、現夫に

よるＤＶを契機とした離婚問題に苦悩する母親に対する援助。更に、両親とも機能不

全家庭で育ち、離婚以前・以後において、父親は様々な問題行動を起こし、母親はア

ダルト・チルドレン（ＡＣ）であることを自認した上でアディクションを含むトラウ

マ後遺症のための治療を受けており、離婚後も引き続いての援助を必要とした家族に

対する援助事例。 

 

 ＜事例３＞ 

   外国籍の男性との間での「望まれない妊娠」。産まざるを得ない状況下での福祉施設

での出産。他の選択の余地がない中での結婚。その経済的にも豊かとはいえない生活

の中での夫のアルコール依存問題と暴力問題の発生。その渦中での自らのわが子に対

する虐待。その後の夫の家出と緊急避難としての子どもの施設入所。そして新たな出

発を期して子どもを引き取り、実家に身を寄せた後の子どもの不登校と家庭内暴力の

発生。母親は子どもの問題への緊急的な対応を要しながらも、同時に外国籍をもつが

ゆえに複雑な夫との離婚問題、自らの就労問題、自らが機能不全家庭で育っているこ

とによる原家族との関係の修復などの問題を抱えていた。更に、母親は公民のあらゆ

る相談機関に出向いてきたものの、何ら誠意ある対応をされなかったことによる専門

職や福祉サービスに対する強い不信感と失望感を有していた。この子ども、母親を含

む家族全体に対する援助事例。 

 

 ＜事例４＞ 

   父親の不倫問題などを発端とする夫婦不和と機能不全化。その中での中学校での不

登校、親との対立の深まり、家庭内での居場所の喪失、「自らの価値を見出せる世界」

を求めての中学校卒業後の家出。そして同じような境遇の同世代の仲間たちと水商売

をしながらの年上の男性との同棲生活。覚醒剤依存であったその男性からの暴力被害

と、自らの覚醒剤の摂取。その後の男性の元からの逃亡と実家への避難。「夜の世界」

の魅力に引きずられながらも“新たな生き方”を模索している 10 代の少女とその家族

への援助事例。 

 

 ＜事例５＞ 
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   中学時代の母親の病死による喪失体験を整理しきれない中での父親の再婚。継母、

継母の連れ子、妹二人も含めた「新しい家族」の形成に際しての、自らの役割と居場

所の喪失と父親との対立。その淋しさと哀しみを満たすための中学生以降の「非行」。

次女の親への反発、三女の摂食障害・不登校の問題に対して長女として対処しようと

試みるが、自らの優等生としての役割行動を完遂しきれない中で、様々な自傷行為も

含め精神的に不安定な生活を送る。「夜の世界」で働く中で、犯罪を犯す仲間との交流

も深まり、刺青を背中全面に入れ、薬物を摂取。その後、愛着する対象を求めて結婚

するが、短期間で離婚。精神的な不安定さは強まり、境界性人格障害と診断されるが、

医療不信により通院治療に抵抗を示す。10 年以上にわたり親との確執が続いている 20

代の女性とその姉妹を含む家族全体に対する援助事例。 

 

 ＜事例６＞ 

   アルコール依存症の親の下で育った父親の問題行動、両親の冷め切った関係、母親

の共依存と宗教活動へののめり込み、両親と父方祖父母との確執、正常なコミュニケ

ーションの喪失などにより、両親から「愛された体験」をもつことができなかった三

姉妹の事例。長女は中学時代から「非行」に走り、高校は中退。性風俗の仕事をした

後、結婚するが、心身症を有する夫との関係が破綻して、離婚。自傷行為、摂食障害、

更にはわが子への虐待問題などに悩みつつ、精神科医のドクターショッピングをした

末に、自らがＡＣであることを自認するに至る。わが子の不登校の問題などが発生す

る中、生活保護を受けつつ母子共にトラウマ治療に専念する生活を選択する。次女は

生き残るために「優等生」としての役割行動を選択し、内面に苦悩と葛藤を抱えつつ

も表面的には問題の見られない生活行動を示し、結婚に至る。三女は高校を卒業し留

学した外国で心身に不調をきたし、精神科通院。帰国後、精神的な不安定さが強まり、

親への過激な攻撃行動を繰り返しながらひきこもり生活に入る。その後、数年を経て

ひきこもり生活から脱し、精神障害者としての認定を受け、生活保護を利用して一人

暮らしをしつつ、自らの治療に励んでいる。これら三姉妹を含めた家族全体に対する

援助事例。 

 

 ＜事例７＞ 

    10 代の時に家出をし、10 年間近く音信不通であった娘が、父親の違う子ども２人

（乳幼児）を連れて、突然の帰宅。現夫は覚醒剤で受刑中。現夫の服役後、母親は子

どもたちを連れて、現夫の所属している組事務所にて生活をしていたが、トラブルを

起こし行き先を失い、実家へ。２ヶ月後、母親は子どもたちを残し、行方不明。母親

自身の薬物への嗜癖の疑いが濃厚。現夫の父親も受刑中であり、現夫側の実家による

協力がまったく得られない中、病気で仕事ができない母方祖父とパート勤めでやり繰

りをしている祖母の努力によって、かとうじて子ども（孫）たちの養育が維持されて

いる。介入した公的機関の不誠意なやり方に対する不信感を強く抱く中、娘との長期

にわたる親子関係の断絶の問題、更には今後の方向性の見通しがまったくもてない不

安と、日々の子（孫）育ての負担（経済的、肉体的、心理的）を抱える祖父母に対す

る援助事例。 
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４．現代の子ども家族問題の特徴 

 

   上記の事例も含め、相談室における相談援助活動を通して感じる現代の子ども家族

問題の特徴を臨床的な印象に基づくものであるが、以下にあげる。 

 

①家庭、学校、地域の中に「居場所」を喪った子どもたちが、「夜の世界」に愛着対象

を求めて浮遊する中で、孤立無援感の増幅と自己信頼感の低下を招いている。 

②子どもたちが家族、学校、地域という伝統的な共同体から遊離して、個を表現しよう

としている一方で、家族もまた地域の規範から脱して「個性化する家族」を演じつつ

ある。 

③子どもは、一般的にいわゆる「いい子」と呼ばれるような過度な規範尊重と従順さ、

そして過剰適応を余儀なくされる「暴力的な環境」下で生活させられており、その結

果、社会的逸脱行動をするだけのパワーは奪われ（あるいは、避け）、自らの内にひ

きこもる傾向が強い。その暴力的な環境は、児童虐待やＤＶなどの「目に見える暴力」

のみならず、子どもを愛するがゆえに干渉し、期待し、要求することによる「優しい

暴力」、すなわち「条件つきの愛」と「侵入」によって規定される。 

④格差社会の現実に直面し、欲求のままに進むことの不安に呑み込まれた青年が、将来

に対する希望・意欲と自らの存在意義・役割を見出せないで社会参加を断念している。 

⑤家族の孤立化、機能不全化、暴力化が進み、特に慢性的暴力体験を受けた子どもの中

には、自分の世界観や安全感に亀裂が入り、情動・衝動の調整、自己認識、他者との

関係などに関する障害が発生し、その回復に向けた支援には精神医療・保健との連携

の下、多くの時間と労力を要する。 

⑥思春期・青年期において、精神医療・精神保健サービスを安易に受ける（あるいは、

受けさせられる）ことによる二次被害が発生している。 

⑦三歳児神話、母性（愛）神話、男らしさ・女らしさの病、理想家族幻想などの蔓延に

よって、不安感と自責感が増幅していく中、子育てが強迫的となっている。 

⑧嗜癖問題（物質・過程・関係嗜癖）、思春期問題（不登校、ひきこもり、非行、家庭

内暴力など）、家族関係問題（児童虐待、ＤＶなど）が、経済的社会的に不利な状態

にある「病理的な家族」にのみ起こることなく、一般化している。 

⑨親自身が機能不全家族で育ってきたことによる未解決の問題を有しているため、わが

子の問題への対処に加え、自らのセルフケアも必要とする状況に直面している。 

⑩児童虐待ケースにおいては、親子分離をせず（あるいは、できず）、在宅同居のスタ

イルで家族機能の再生に向けた支援を必要とする家族が増えている。 

⑪日本に滞在する外国人の増加に伴ない、国際結婚家族や外国人家族の家庭における問

題、及び「ダブル」の子どもの教育問題などが社会問題化している。 

⑫福祉サービスを受けることによるスティグマ被害や、適切な支援を受けれなかった思

いに基づく相談機関や援助専門職に対する不信感や失望感を有する当事者が現れて

いる。 

 ⑬根底に貧困の世代的再生産による「子どもの貧困」問題が存在している。 
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５．子ども家庭ソーシャルワークにおける課題 

 

   子ども家庭ソーシャルワークの領域において、今後必要とされる取り組み課題とし

ては、以下のものが考えられる。 

 

①機能不全家族、ＡＣ、共依存などの概念を正しく理解した上で、嗜癖行動が必ずしも

見られない何らかの問題を抱えている家族に対しても、これらの視座を援用する。 

②家族システム論の視点（システムズ・アプローチ）と、嗜癖的人間関係の視点（アデ

ィクション・アプローチ）に立ち、家族介入を図る。 

③心的外傷・喪失体験による後遺症に苦悩する当事者に対しては、精神医療・精神保健

サービスを利用しつつ、関係機関との連携の下、当事者の生活全体を視野に入れた、

長期的なスパンの下での支援を展開する。 

④「家族の再統合」に向けた支援に際しては、「再統合」を矮小化して捉えることなく、

同居、別居を問わず、家族機能の再生と家族構成員間の安定的な情緒的関係の（再）

構築を目標として位置づける。 

⑤機能不全家族における世代連鎖の問題を踏まえ、親と子双方への支援を複合的に行う。 

⑥「ニート」の概念、「ニート問題」「フリーター問題」「若者の二極化現象」に対する

正しい理解に基づいた、若者の希望と意欲を再生する支援が必要である。 

⑦ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）やアスペルガー症候群などの発達障害を根底に有し

ている子ども・青年が示す社会的逸脱行動や社会的不適応行動については、発達障害

の特性をきちんと踏まえた上での独自の支援が必要不可欠である。 

⑧犯罪少年・者、ＤＶ加害者などへの支援に際しては、「加害者」の中の「被害者性」

を受けとめる視点に立った、「ナラティヴ」を重視した支援を行う。 

⑨当事者の生きる土俵（日常生活世界）にて支援を行うためのアウトリーチ型相談援助

の徹底を図る。 

⑩当事者の生活とデマンズが分断されることのない総合的・多機能型の支援を行う。 

⑪異なる文化的背景をもつ当事者に対する多文化の視点をもった「異文化間ソーシャル

ワーク」の枠組みを開発する。 

⑫「ナラティヴ・コミュニティ」としてのセルフヘルプ・グループの育成と、その特質

を認識した上での援助専門職との連携を進める。 

⑬「“非”援助の援助」といった逆説に満ちた視座での支援の必要性を認識する。 

⑭「社会構成主義アプローチ」及び「ナラティヴ・モデル」のソーシャルワーク実践へ

の応用を図る。 

⑮ジェネラリスト・アプローチやケースマネジメントによる実践が主流になっている中

で、臨床ソーシャルワークの視点での支援の意義と必要性を再認識する。 

⑯「当事者主権」の視座に立った支援を行い、特に支援過程において子ども自身の意見

が表明・反映されるように留意する。 

⑰援助関係における「力の差異」を認識した上で、援助関係の「等価性」を保証するた

めのアカウンタビリティの行使を行い、当事者の有する福祉サービス利用や援助専門

職に対する不信感、拒否感の除去に努める。 
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６．「地域自立生活支援のための拠点」としての活動のあり方 

 

 (1)安全で安心できる「居場所性」の提供 

  ◆「居場所」…他者（外部の世界）によって何ら否定も批判も比較も評価もされるこ

とのない、温かく，消え去ることのない人間関係と場。 

◆自己と自己を取り巻く世界に対する基本的信頼感を喪失している当事者との間に信

頼関係に担保された援助関係を構築し、必要な支援を提供していくためには、まず

当事者が自己を表現することができるに十分な安全感と安心感を提供できる「居場

所性」が、「居場所としての地域自立生活支援のための拠点」には必要。 

 

 (2)総合的・多機能型の支援 

  ◆地域自立生活支援のための拠点 

    ・地域による協働的な地域自立生活支援のための空間。 

    ・当事者の有する問題は単一ではなく多様であり、よって当事者の生活を分断す

るかのような単一の機能しか提供できないものであってはならない。 

    ・法律や制度の枠組みによって当事者の生活とデマンズが分断されることのない、

地域に根ざした多機能型のサービスを提供できる拠点が求められている。 

 

  ◆求められている機能 

   ①個別性 

当事者はそれぞれのライフステージによって，置かれている状況もデマンズ

も変わる。それらに即した個別的対応を行い、相談室側が用意しているサービ

スメニューを一方的に押し付けることなく、新たな対応を創出することが必要

である。 

   ②アドボカシー性 

機能不全家庭で育った生育史と暴力被害などにより、自己選択・決定能力や

解決に必要なさまざまな支援を活用する力を奪われ喪失させられた状況に置

かれた当事者には、エンパワメントが必要であり、その基盤を形成する最も具

体的な実践がアドボカシーである。 

      アドボカシーは当事者の「生活と権利」を擁護するために行う弁護・代弁に

関する専門的実践であり、当事者を明確に「生活の主体者」「人生の主人公」と

して位置づけた上で、当事者の主体性と権利性を尊重した活動が必要である。 

   ③責任性・継続性 

「援助困難ケース」であるがゆえに，たらい回しや丸投げをすることなく責任

をもった支援を行う必要がある。特に不安定な心身状態と解決の見通しがつき

にくい問題を抱えている当事者は、援助関係を断ち切り易い傾向がある。「気に

なるケース」は追いかけ続け、関係を継続していく努力が必要である。そして

単なる情報提供や選択肢の提示のみでなく、当事者が自己決定していくその「過

程」そのものを支えていくことが必要である。 

   ④連携性 
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但し、自分たちのみでケースを抱え込むことのないように留意し、フォーマ

ル及びインフォーマルなネットワーキングを当事者を囲む形で形成すること

により、関係者との協働の下、多角的な支援を展開する。 

   ⑤総合性 

生活課題別、障害種別、年齢、国籍などを問わず、また在宅・入所・入院な

どのいかなる生活スタイルであっても、すべての当事者を対象にして支援を行

う。 

   ⑥即応性 

ＤＶや児童虐待などのように緊急且つ深刻な状況下に置かれている当事者の

身の上には、いついかなる事態が起こるかわからない。よって緊急な相談への

対応や緊急一時保護サービスの提供など、危機介入的支援を行える体制が必要

である。 

   ⑦利便性 

支援を提供する拠点は、当事者が日常生活を送る地域の中にあり、“化粧をす

ることなく、普段着のまま、サンダル履き”で訪ねてくることができるような

敷居の低い場づくりをすることで、当事者のアクセスもし易くなる。また当事

者は社会福祉サービスを利用することで周囲から正常から逸脱した人間、ハン

ディキャップをもつ人間として蔑視されることを嫌がる傾向があり、社会福祉

サービスを受けることそれ自体がスティグマとなり得る。このような当事者の

心情を理解した上で当事者の抵抗感を軽減するような利便性を備えたい。 

   ⑧柔軟性 

当事者の有する状況・デマンズに確実に対応するためには、県内外への個別

訪問、早朝・夜間・休祭日の対応など、徹底したアウトリーチの下、「当事者

にとって必要な、あるいは希望する時間帯・場所・かかわり方」にての相談援

助を行うなど、相談室側からの一方的・固定的・画一的なサービスの提供では

なく、柔軟な支援スタイルが必要である。 

   ⑨参加性 

地域自立生活支援を展開する上で地域住民や市民との連携は重要である。そ

のためには市民のみならず当事者も含めて参画することができるプログラム

をもっていることが必要となる。 

   ⑩当事者性 

地域社会において当事者が自分らしい選択と決定をすることができるように、

支援していくためには、当事者が生活の主体者であり、コミュニティのメンバ

ーであると同時に、地域自立生活支援サービスの担い手でもあり、受けてでも

あり、送り手にもなり得るようなシステムが必要である。当事者自身による「オ

ルタナティヴ・サービス」創出への支援やﾋﾟｱ・サポート、セルフヘルプグル

ープなどの仲間どうしの支え合いの場作りも必要となる。 

   ⑪開拓性 

ソーシャルワーク実践とは目の前にいる具体的存在としての当事者一人ひと

りに向きあうところにその真髄がある。よって一人の当事者との関わりに始ま
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り、その関係を普遍化・社会化していく中で、ソーシャルアクションを起こし

ながら、なおその一人の当事者との関わりを堅持していくという姿勢の上に権

利擁護は確立され、また必要な社会資源の開発と新たなサービスの創出が図ら

れるべきであろう。 

 

 (3)当事者の有する「固有性」と「歴史性」の尊重 

   いかなる問題（生活課題）を有している当事者であっても、当事者を無力な存在と

位置づけるのではなく、必要な支援を得ることができれば自分自身の生活全体を自分

で把握することができ、自らのライフ・スタイルを独自に獲得し保持するために、様々

な社会経験や日常の営みを積み重ねていくことのできる主体的な存在としての「生活

者」として位置づけたい。 

すべての人びとが潜在能力を有していると捉えること、またそのことを信頼するこ

とは、エンパワメントに共通する価値である。また当事者一人ひとりが潜在的に有し

ているストレングスを重視することが、エンパワメント実践を行っていくための土台

となる。 

なお、当事者個人の人生の再構築のみならず、家族全体の再統合を図るときには、

再統合を矮小化して捉えずに、同居・別居を問わない家族機能の再生と、家族構成員

間の安定的な情緒的関係の（再）構築を目標として位置づける必要がある。 

このような回復や再統合に向けた支援には、多くの時間を要する。また当事者はさ

まざまなライフイベントや転機を経た後に援助専門職の前に登場してくる。そのよう

な当事者に必要な支援とは、当事者本人の生育史を踏まえ、今までに獲得してきた人

生観・生き方・価値観・感情・生活世界などを理解すること、つまり“当事者本人そ

のものに近づく”ことであり、また当事者と家族の有するその道程における「固有性」

と「歴史性」を尊重した上で、ライフサイクルに添った長期的スパンの下で共生のあ

り方を模索していくことに他ならない。 

 

 (4)包括的な支援サービスの提供 

   一連の福祉改革はサービス提供の担い手に広く問戸を開放し，多様な事業体が参入

できる道を開いた。これは社会福祉の対象である生活問題の解決を市場原理に委ねる

ことを基本とするものである。この福祉市場への競争原理の導入により、例えば介護

保険領域において事業所の運営にあたっては採算性や効率化が優先され、専門的な技

術と多くの時間を必要とする「援助困難ケース」は避けられるか、あるいは拒否され

がちになる傾向が散見される。いわゆる事業者が利用者を選択する現象とサービスの

定型化の問題である。 

   また 2004 年の児童福祉法改正により児童虐待への対応も含めた子ども・家庭相談の

第一次的窓口を市町村に移行したが、市町村合併や福祉事務所の任意設置の問題、更

には職員配置の「常勤換算方式」の導入による非常勤職員の割合の増大などの諸状況

を踏まえたとき、果たして市町村がその役割を担うことができるかどうか疑問を抱か

ざるを得ない。 

また、社会問題化している児童虐待問題などへの対応において重要な役割を任され
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ている児童相談所においても、児童相談所が関与するあらゆる相談の背景には、社会

的養護問題、すなわち広い意味での「貧困」問題が影を落としているにもかかわらず、

関係機関体制の抜本的な充実・強化はもちろんのこと、それを生み出している社会構

造を改革するための「社会的なコスト」は十分にかけられてはいないといった現実が

散見される。 

更に、家族を舞台にして立ち表れる「貧困」問題は、家族の有している資源格差と

いう現実に規定されて家族成員に影響をもたらす。とりわけ成長し発達する時期にお

かれている子どもにとっての「貧困」は、生活基盤への影響のみならず、健康、教育、

医療、ライフチャンスなどにも影響を及ぼし、かつその影響力は子ども期のみならず、

その後の人生にも長期的な影響を及ぼす。 

そして、その影響は母子世帯において特に甚大なものとなっている。財政抑制や効

率優先の施策の流れの中で、社会福祉の制度利用からの自立のために「就労の促進」

「自己責任原則」が強調される傾向が顕著となってきており、それは「母子及び寡婦

福祉法」や「児童扶養手当法」の改正にも表れ、より困難な状況にある家族の子ども

ほど排除される制度に改変されつつある。当事者の自助努力はすでに十分に尽くされ

ている中で、「貧困」が深刻化している。母子家庭をめぐる政策の貧困は、子ども全般

をめぐる政策の貧困そのものに連なる問題であるといえよう。 

  「希望格差社会」「封印される不平等」「下流社会」あるいは「working poor」等々、

現在の社会状況と時代性を象徴するかのようなキーワードが巷に溢れている。日本社

会は人間性喪失と閉塞化の度合いを深める一方である。一連の福祉改革により生み出

された制度や政策の渦の中で、ただ単にそれらを傍観し、あるいは依存し、その中で

求められる役割を従順にこなすのみであれば、ソーシャルワークの援助過程は限定化

され変質化を余儀なくされていく。それは例えば，介護保険制度下における限定的な

ケアマネジメントの現状をみれば明白であろう。 

   このような社会福祉制度の開発・拡充・統廃合の状況におけるソーシャルワークに

は、それらの状況を批判的に考察していく機能が必要であり、また具体的な支援過程

においては当事者の「生」及び「生活」の“全体”を見た上での包括的な支援を展開

する必要がある。 

 

７．最後に 

 

   地域自立生活支援におけるソーシャルワーク実践とは、当事者が地域の中で生活し

生きる、その「現実」が常に突きつけてくる問いから目をそらさないことである。そ

のためには援助専門職は「当事者主権」の思潮を尊重し、当事者と同時代を生きる「専

門性をもつ一市民」としての立場性を堅持しつつ、「ソーシャルワークの大義」の存在

を確認することから始めなければならない。 

 人は意識したものしか見ることができないし、「問題」は名づけられなければ「社会

問題」として認識されない。また、社会問題は当事者によるクレーム申し立てによっ

て構築される側面もある。更に、子どもや家族、そしてその背景にある社会は、表面

化されない問題が渦巻く「闇」を有している。 
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 それらの「隠れた問題」や「闇」の正体を見抜く役割は“誰”に求められているの

か？ また当事者の中に潜在化している「声なき声」を他ならない当事者自身が言語

化していけるようになるためには、どのようなシステムが必要とされるのであろう

か？  

実践現場の最前線においてアドボカシーとしての権利擁護活動を志向する援助専門

職に必要な姿勢とは、当事者の秘める「声なき声」を聴き、「闇」のあり様を意識化す

る中で明らかとなった課題を、具体的な支援サービスの創出と新たなシステムづくり

へと“つなげていく”ことに他ならない。また、そのバックアップのための制度・サ

ービスの“実質的な拡充”を国や地方自治体が担うことによって、地域において当事

者が安心して暮らしていくことができ、当事者の秘める哀しみ、寂しさ、憤りが解き

ほぐされるための社会づくり（子ども家庭ソーシャルワーク）が進展していくであろ

う。 

要支援及び要保護状態に置かれている子どもと家族が、今この瞬間の日本社会に存

在している事実とその実態を直視しない（あるいは”気づかないふり“をしている）

限り、当事者をはじめ国民すべての信頼を得ることはできないであろう。ましてや子

どもたちが日本の将来に対して希望を抱くことはあり得ないであろう。 

問われ求められているのは、公民問わずそれぞれの立場性を活かした、子ども家庭

福祉の支援システムづくりに向けた“誠意ある姿勢”とその具現化に他ならない。 


