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本稿では、児童自立支援施設における実践やそこで暮らす児童について理解を深めてもらうこ

とを目的とした。併せて近年の児童福祉施策の展開について整理し、施設の機能強化に向けた取

り組みについて検討を行った。その中で今後、家庭支援専門相談員や心理療法担当職員等の専

門性向上等による高機能化及び地域のニーズに応じた通所支援機能や相談機能等の多機能化

を促進し、入所児童や他の児童福祉施設、地域に還元していくことの重要性について提示した。                                                

キーワード：児童自立支援施設、社会的養護、自立支援、高機能化、多機能化  

 

 

1 はじめに 

「児童自立支援施設とは何か？」と問われ、説明できる人は

少ないと思われる。児童福祉や教育に携わる人でさえも同様

と言えるだろう。その理由の一つとして、児童自立支援施設の

持つ特殊性、閉鎖性があげられる。その特性がゆえに、施設

自らがその存在を地域社会に積極的にアピールすることなく、

またこれまで積み重ねられてきた実践や指導・支援技術を外

部に向けて発信する機会も少なかったと言える。 

そこで本稿では、児童自立支援施設における自立支援の

現状と課題について報告し、児童自立支援施設における実

践やそこで暮らす児童について多くの人に理解を深めてもら

うことを目的とする。 

なお、本稿の作成においては、所属長の承認を得ている。 

 

2 児童自立支援施設における自立支援の現状 

2.1 児童自立支援施設とは 

児童自立支援施設とは、「不良行為をなし、又はなすおそ

れのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生

活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通

わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、そ

の自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他

の援助を行うことを目的」（児童福祉法第44条）とする児

童福祉施設である。また社会的養護を担う施設として「子

どもの最善の利益のために」および「社会全体で子どもを

育む」を基本理念とする。 
児童自立支援施設は、各都道府県や政令指定都市に設置

義務があり、現在全国に58施設（国立2、都道府県立50、
政令指定都市立4、社会福祉法人立2）が設置されている。

なお政令指定都市については、大阪市等の4市以外は独自

に設置せず、他の道府県に事務委託されている。 
歴史的には、1883 年（明治 16）に大阪市の宗教家であ

る池上雪枝が作った私設感化院に始まり、その後各地で私

立感化院が開設された。こうした動きを背景として 1900
年（明治33）に感化法が制定され、これを機に公立感化院

の設置が急速に進むこととなった。その後、感化院から少

年教護院、教護院、児童自立支援施設へと名称を変えると

共に、近年では 1997 年（平成 9）に対象児童の拡大や就

学の義務化、2004 年（平成 16）にアフターケアや自立支
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援計画策定の義務化等の法改正が行われ、現在に至ってい

る。創立から100年以上経過した施設も多く、長年蓄積し

てきた指導実践（指導の３本柱である生活指導・学習指導・

作業指導等）や理念・哲学（「with の精神」や「足の裏の

哲学」等）を基盤とした支援が展開されている。 
児童が生活する寮舎の運営形態は各施設によって異なる

が、実際の夫婦である職員が寮に住み込む夫婦制と6名程

の職員が交替で一つの寮に勤務・宿直する交替制とに大別

される。以前は、疑似家庭を想定した夫婦制による寮運営

が全国的に広く行われていたが、近年は職員確保の問題や

労働環境の変化等により交替制に移行する施設が増え、全

施設の約7割が交替制となっている。なお、筆者が勤務す

る児童自立支援施設（以下「当施設」という）においては、

2000 年（平成 12）に夫婦制から交替制へ移行している。

いずれも一つの寮舎の中で概ね 10 人程の児童が集団生活

を送り、職員と起居を共にする。そうした日々の生活体験

を積み重ねると共に、「枠組みのある生活」や「家庭的雰囲

気」の中で「育て直し」「育ち直し」の支援を伝統的に重視

している。 
また学校に関しては、施設内に入所児童のみが通学する

小学校や中学校（本校や分校、分教室等）が併設されてお

り、施設職員と学校教員との情報共有や一貫性のある指

導・支援が行いやすい状況にある。なお、当施設において

は2000年（平成12）に学校教育が導入されたが、全国で

は3施設が現時点でも学校教育を導入しておらず、施設職

員による学校教育に「準ずる教育」が行われている。 
児童自立支援施設は児童福祉施設である為、施錠のない

開放処遇が行われているが、原則的に外出する際は職員等

の付き添いが必要であり、通院や行事等を除き生活のほと

んどが施設内で行われるのが特徴である。 
 施設には、児童自立支援専門員や児童生活支援員、家庭

支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、嘱託

精神科医等が配置されている。こうした福祉や心理、医療、

教育等の専門職員による包括的なアセスメント（行動観察、

社会診断、心理学評価、医学診断、教育学評価等）により

児童個々の自立支援計画が策定され、それを基にチームア

プローチによる支援が行われている。 
 

2.2 入所児童の現状 

児童自立支援施設の入所児童の多くは中学生（全体の約

8 割）であるが、小学生や中学校卒業児童（高校生等）も

入所している。近年は少子化や少年非行の減少等により、

全国の入所児童数は減少傾向にある。厚生労働省の調査

（2018）では、2018年（平成30）2月1日時点で入所児

童総数1,448人との結果が出ている。 
入所経路は、児童相談所による入所措置と家庭裁判所の

少年審判による保護処分の決定（児童自立支援施設送致）

に従って児童相談所が入所措置をとる場合の二つである。 
入所理由としては、主に窃盗や暴力、家出等の行動上の

問題や触法行為、犯罪行為等が大部分を占めている。また

児童養護施設等の他の児童福祉施設で行動上の問題や施設

不適応を起こし、児童自立支援施設へ措置変更となる児童

もいる。一方で以前から指摘されていたことではあるが、

児童自立支援施設には、保護者や家族（以下「保護者等」

という）から虐待（身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、

ネグレクト（育児放棄））を受けてきた児童も多い。厚生労

働省の調査(2018)では、児童自立支援施設入所児童の約

64％に被虐待経験があるとの結果が出ている。当施設では、

近年入所児童の約8割に何らかの被虐待経験があり、身体

的虐待と心理的虐待といった重複した種類の虐待を経験し

ている児童も多い。筆者は心理面接において「生い立ちの

整理とケア」を主要なテーマの一つとしているが、生い立

ちの整理の中で保護者等からの虐待経験やいじめ等による

暴力被害、他児や大人からの性被害等が明らかになること

もある。こうした被虐待経験やさまざまな逆境体験の積み

重ねにより、安定した愛着形成がなされず他者への不信感

を抱いている児童や暴力等で他者を支配する対人関係モデ

ルを獲得している児童、自尊感情や自己肯定感の低い児童、

感情や行動の調節が難しい児童等が多くみられる。また虐

待による一方的な心身への侵入体験により自他の境界線が

曖昧になりやすく、他者の侵入行為を容易に許してしまう

児童あるいは安易に他者の境界線へ侵入してしまう児童も

少なくない。 
児童自立支援施設には、発達障害や知的障害等のある児

童も多く入所している。厚生労働省の調査(2018)では、児

童自立支援施設入所児童の約 61％に発達障害や知的障害

等があるとの結果が出ている。当施設では、近年入所児童

の約4割に何らかの障害があり、児童個々の発達や障害特

性に応じた個別支援や医療的支援、特別支援教育を必要と
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する児童も多い。  
近年、全国の児童自立支援施設では、性的問題行動や性

加害行為を理由とする入所児童（以下「性的問題行動等のあ

る児童」という）が増加傾向にあり、中には入所男児の半数近

くが性的問題行動等のある児童となっている施設もある。一方

で入所児童の中には、性被害を受けた児童も多く存在する。

特に女児の中には性的虐待や性被害により深刻なトラウマ

（心的外傷）を抱えている児童も少なくない。また援助交際等

による売春行為、家出やインターネット上の SNS 等で見知ら

ぬ男性と知り合い、性交におよぶ女児もいる。これらは性非行

と呼ばれ性的問題行動の一つとして取り扱われているが、こ

の中にもかなりの数の性被害や性的搾取が含まれていると思

われる。この為、性的問題行動等のある児童や性被害児童に

対する対応・支援が喫緊の課題となっており、各施設が試行

錯誤を重ねている状況にある。 

 

2.3 生活を通しての指導・支援 

前述したように児童自立支援施設には、不適切な養育環境

下で育ってきた児童も多い。また、入所前はきちんと食事を

とっていなかったり、昼夜逆転の生活を送っていたり、怠学傾

向にあったり等、不安定あるいは不規則な生活を送ってきた

児童も多くみられる。その為、まずは栄養のある食事を毎食

提供し、毎日の入浴や布団の中でゆっくり眠る等の衣食住を

保障し、生きていく上で基本となる生理的欲求を充足するとこ

ろから支援が始まる。それと並行し、起床から就寝までの日々

の日課や枠組みのある生活を通して、規則正しい生活リズム

を身に付け、保護された環境の中で安心感や安全感を育ん

でいくことが最初の支援目標となる。 

このように生活リズムや環境を整え、安定した生活を積み重

ねていくだけでも十分に治療的となり、児童の心身のケアへ

とつながると共に、児童の言動に変化がみられるようになる。

また日々の生活の中で、寮職員が児童と共に汗水を流し、

濃密な時間を共有すること（共生共育）で児童の良きモデ

ルとなり、特定の大人との基本的信頼関係が少しずつ築き

上げられていく。もちろん、ここに至るまでには、大人への不

信感や愛着の問題を抱えている児童に対し、真摯に向き合い、

時間をかけながら育て直し・育ち直しを意識した粘り強い生活

指導や丁寧な教育支援が必要となる。このようにして築き上げ

られた生活環境や基本的信頼関係が、児童自立支援施設に

おける支援基盤となる。 

入所児童の中には、対人関係やコミュニケーション、感

情コントロールに課題を持つ児童も多く、また思春期特有

の心身の変化や不安定さ、エネルギーの高さ等が相まって、

寮や学校での集団生活において、児童間のトラブルやルー

ルを逸脱した行動等が頻繁に発生する。こうしたトラブル

等に寮職員や学校教員が即座に介入し、共に振り返りを行

いながら対処方法等について個別指導や集団指導を繰り返

していく。これまでに適切なソーシャルスキルを学ばずに

きた、あるいは教えてもらう機会がなかった児童という視

点に立ち、トラブルを介してソーシャルスキルを丁寧に教

えていくというアプローチが重要となる。児童にとっては、

施設内での集団生活がソーシャルスキルトレーニングの場

（学習と実践）となり得る。 
こうした日々の生活を通しての指導・支援を繰り返して

いく中で、児童は環境やルール等による「外的な枠組み」

から、自己コントロール力や規範意識等の習得による「内

的な枠組み」の強化へと少しずつ移行していくと共に、自

己効力感や自己肯定感等を高め、問題性の改善や健全な自

己形成に向けて歩んでいく。 
児童への指導・支援と並行して、保護者等への支援も行

われる。親子関係が悪化しているケースや不適切な養育を

行ってきた保護者等も多い為、面会や家庭訪問等を通じて、

生育歴の聴取やこれまでの子育ての苦労、思いを傾聴しつ

つ、養育への助言・指導や親子関係の調整を図っていく。

また児童の問題行動や課題に対して保護者等も巻き込み、

施設職員と共に対応を考えていくことで保護者等としての

自覚や適切な養育スキルを獲得していくことにもなる。多

くの保護者等は、入所後の児童の変化や成長を感じていく

中で、児童に対する見方や接し方が少しずつ変わってくる。  
このように児童の入所中に、保護者等もどれだけ養育ス

タイルや家庭環境を良い方向へ変えることができるか、あ

るいは親子関係の再構築を図ることができるかが、退所後

の生活にも影響を及ぼす。そうした意味においても児童支

援と共に、保護者等支援が重要となる。 

 

3 児童自立支援施設における自立支援の課題 

3.1 社会的養護の新たな方向性 
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2016 年（平成 28）の児童福祉法改正では、「子どもが権利

の主体」として明確に位置づけられると共に、「家庭養育優先

の原則」（家庭的養育の推進）が規定され、今後の児童福祉に

おいて大きな転換点となった。法改正のポイントとしては、①

児童福祉法の理念の明確化、②児童虐待の発生予防および

発生時の迅速・的確な対応、③被虐待児童への自立支援が

あげられる。この中で親子関係再構築支援については、児童

福祉施設が児童相談所等と連携を図りながら実施していくこと

が明示された。 

この法改正を受けて翌 2017 年（平成 29）に「新たな社会的

養育の在り方に関する検討会」が立ち上げられ、今後の社会

的養育の方向性を示した「新しい社会的養育ビジョン」がとり

まとめられた。このビジョンの中で社会的養護に関しては、家

庭養育が困難な児童への施設養育の小規模化、地域分散化、

高機能化の推進や自立支援（リービングケア・アフターケア）

の強化が掲げられ、児童の権利保障のために最大限のスピ

ードをもって実現する必要があるとしている。 

その後、2018 年（平成 30）７月に国から都道府県社会的養

育推進計画の策定要領が示され、都道府県に対し 2020 年

（令和 2）3 月末までに社会的養育推進計画を策定するよう求

め、その進捗管理を通じて、取り組みを強化することとされた。

計画期間は 2020 年から 2029年の 10年間であり、以下の 11

の項目についての具体的な数値目標と達成期限の設定等を

求めている。11 の項目とは、①社会的養育の体制整備の基

本的考え方及び全体像、②当事者である子どもの権利擁護

の取組（意見聴取・アドボカシー）、③市区町村の子ども家庭

支援体制の構築等に向けた都道府県の取組、④各年度にお

ける代替養育を必要とする子ども数の見込み、⑤里親等への

委託の推進に向けた取組、⑥パーマネンシー保障（永続的

解決）としての特別養子縁組等の推進のための支援体制の構

築に向けた取組、⑦施設の小規模かつ地域分散化、高機能

化及び多機能化、機能転換に向けた取組、⑧一時保護改革

に向けた取組、⑨社会的養護自立支援の推進に向けた取組、

⑩児童相談所の強化等に向けた取組、⑪留意事項となって

いる。 

なお、上記⑦「施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及

び多機能化、機能転換」については、現時点で乳児院や児童

養護施設を対象としているが、児童自立支援施設についても

ケアニーズの非常に高い児童への対応といった施設の性質

や実態を踏まえ、小規模化や高機能化、多機能化等を含め

た今後のあり方や施設の運営等について国として方向性を示

すとしている。このことに関連し、2020年（令和2）1月に、厚生

労働省の委託を受けた機関により「児童自立支援施設の高機

能化及び小規模化、多機能化を含めた在り方に関する調査」

が実施されたところである。  

 

3.2 施設の機能強化に向けて 

今後、要保護児童については家庭養育優先の原則に基づ

きながら、子どもの最善の利益の実現を目指していくこととな

るが、それにより施設はその役割や機能を縮小させるのでは

なく、これまで以上に施設の機能強化を図ることで、施設での

支援を必要とする児童やその保護者等に対して、より高度な

専門性を発揮していくことが期待されている。そこで、ここで

は児童自立支援施設の機能強化に向けた今後の課題につい

て整理する。 

 

3.2.1 施設の小規模化 

児童自立支援施設における施設の小規模化については、

寮舎の小規模化という視点で考える必要がある。今よりも一つ

の寮舎の人数を少なくし、小集団化やユニット化を図るメリット

は大きい。寮舎の小集団化は、愛着形成や特定の大人との信

頼関係を形成していく上で望ましく、また居室の個室化やプラ

イバシーを尊重しやすい環境となる。 

これまでの集団と個人との相互作用による効果を考え、一

つの寮舎の適切な人数について検討する必要はあるが、より

家庭的養育に近い環境で児童個々のニーズに応じた個別支

援が可能となる。ただし施設の小規模化には、寮舎の整備・

改築等、ハード面の改善が必要となる為、経済的コストに課題

が残る。 

 

3.2.2 施設の高機能化 

2011 年（平成 23）の 「児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準」の改正により、児童自立支援施設に家庭支援専門

相談員、心理療法担当職員、個別対応職員の配置が義務化

された。翌2012年（平成24）の「家庭支援専門相談員、里親支

援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、職業指

導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について」（厚生
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労働省通知）により、各専門職員の資格要件や業務内容等が

示されたところである。今後、施設の高機能化を図る上で、特

に家庭支援専門相談員および心理療法担当職員の業務をい

かに機能させていくかが、ポイントになってくる。       

家庭支援専門相談員は、「虐待等の家庭環境上の理由に

より入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密

接な連携のもとに電話、面接等により児童の早期家庭復帰、

里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、

入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図

られることを目的」（厚生労働省通知）としている。主な業務内

容としては、①対象児童の早期家庭復帰および家庭復帰後

における保護者等に対する相談援助、②退所後の児童に対

する継続的な相談援助、③里親委託の推進のための業務、

④地域の子育て家庭に対する育児不安の解消のための相談

援助、 ⑤要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための

協議会への参画、⑥施設職員への指導・助言及びケース会

議への出席、⑦児童相談所等関係機関との連絡・調整等があ

げられる。2016年（平成28）の児童福祉法改正により、児童福

祉施設も親子関係再構築支援等の家庭環境調整機能を担っ

ていくことが明示されたが、家庭支援専門相談員はその中心

的役割を担っていくこととなる。    

併せて家庭支援専門相談員は、退所児童のアフターケア

やコーディネート機能の役割も求められる。アフターケアに

ついては、2004 年（平成 16）の法改正により義務化され

たが、これまで入所児童へのインケア（施設内支援）に重

きが置かれ、リービングケア（退所前準備支援）やアフタ

ーケア（退所後支援）が十分になされてこなかった現状が

ある。現在、ほとんどの施設がなんらかの形でアフターケ

アを実施しているが、施設としてではなく、寮職員個人と

して実施している施設も存在する。また実施要綱等の未整

備を始め、計画的な取り組みや予後調査を実施していない

施設も多く、アフターケアのあり方について課題は多い。

児童の自立支援はインケアだけで完結するものではなく、

アフターケアをいかに行うかも重要となる。退所後の環境調

整やサポート体制を築いていくことが、安定した親子関係やよ

り良い行動の定着、問題行動等の再発防止へとつながってい

く。このように施設におけるインケアとアフターケアは自立支

援の両輪と言える。 

家庭支援専門相談員の重要性、必要性はますます大きくな

ってきているが、実際の配置状況については課題を残す。家

庭支援専門相談員の配置義務はあるものの、配置条件につ

いては規定されていない為、専任で配置している施設は少な

く、児童自立支援専門員等との兼務としている施設が大半と

なっている。また依然、未配置となっている施設も存在する。

家庭支援専門相談員を機能させ、親子関係再構築支援やア

フターケアを充実させていく為にも、専任配置を促進していく

必要がある。 

一方、心理療法担当職員については、配置条件が規定さ

れており、現時点でほぼ全ての施設に配置されている。配置

は常勤職員を原則としているが、当面の間は非常勤職員でも

可能としている為、非常勤職員の配置や中には欠員となって

いる施設もある。また家庭支援専門相談員と同様に兼務とし

ている施設もある。現在、児童自立支援施設における心理業

務や心理的支援のあり方については、各施設の心理療法担

当職員が試行錯誤を重ねている段階にある。今後、実践を積

み重ねていく中で、児童自立支援施設の心理業務について

体系化していくことが必要と考える。 

心理療法担当職員は、「虐待等による心的外傷等のため心

理療法を必要とする児童等及び夫等からの暴力等による心的

外傷等のため心理療法を必要とする母子に、遊戯療法、カウ

ンセリング等の心理療法を実施し、心理的な困難を改善し、

安心感・安全感の再形成及び人間関係の修正等を図ることに

より、対象児童等の自立を支援することを目的」（厚生労働省

通知）としている。主な業務内容としては、①対象児童等に対

する心理療法、②対象児童等に対する生活場面面接、③施

設職員への助言及び指導、④ケース会議への出席等があげ

られる。心理療法担当職員として入所児童への心理アセスメ

ントや心理面接、心理的ケアが主要な役割の一つではあるが、

それ以外に施設職員や学校教員へのコンサルテーション、関

係機関との連携やケースカンファレンス、親子関係再構築支

援に向けた保護者等面接や家庭訪問、退所児童へのアフタ

ーケア等のアウトリーチ的な実践が求められている。 

児童自立支援施設の特性として、入所児童個々に対して入

所理由となった行動上の問題や課題へのアプローチ（問題性

の改善）が必須となる。少年院では児童個々の問題行動等に

応じたプログラム（薬物防止、窃盗防止等）が開発・実施され

ており、児童自立支援施設においても、今後こうしたプログラ

ムの構築が必要と考える。前述したように近年は、特に性的問

題行動等のある児童や性被害児童が増加しており、施設にお

ける性に関する指導・支援が喫緊の課題となっている。 
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児童自立支援施設の入所児童と関わる中で、性に関する

知識の乏しさや誤りだけでなく、自他への人権意識の低さ等

が顕著にみられる。これらは適切な性教育および人権教育を

受けてこなかったことや被虐待等の不適切な養育環境による

影響が大きいと考えられる。近年、日本ではユネスコが中心と

なり作成した『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』を基盤とし

た包括的性教育の必要性が叫ばれている。包括的性教育と

は、セクシュアリティ（性）を生物学的、生理学的な面だけでな

く、身体的、心理的、精神的、社会的、政治的、文化的等の側

面も含めて包括的に捉え、基本的人権を基軸とする性教育で

ある。ガイダンス（第１版）では、６つの基本的構想（①人間関

係、②価値観・態度・スキル、③文化・社会・人権、④人間の

発達、⑤性的行動、⑥性と生殖に関する健康）とそれに対す

る内容項目および学習目標を設定している。諸外国ではガイ

ダンスの基準を満たした包括的性教育の実施により、初めて

の性行為を遅らせる、無防備な性行動の頻度を減らす、意図

しない妊娠や性感染症を防ぐ等の研究結果が出ている。今後、

児童自立支援施設においても、ユネスコのガイダンスを基準

とした包括的な性教育プログラムの構築が必要と考える。また

現在、各施設で心理療法担当職員による性加害等防止プロ

グラムや性被害児童への心理的ケアが行われているが、い

ずれはそうした実践を評価し、まとめていく作業も必要である。

また今後、ＬＧＢＴ等を始めとする多様な性についての理解を

深め、適切な支援方法を検討していく必要性も出てくると思わ

れる。 

施設の高機能化を図るには、児童自立支援専門員を始め

とする各専門職員の専門性（専門的知識や技術等）の向上が

必須である。特に児童自立支援専門員や児童生活支援員に

ついては、今後、家庭支援専門相談員や心理療法担当職員

と協働しながら親子関係再構築支援やアフターケアを担って

いくこととなる為、ソーシャルワークや面接の技術を習得して

いく必要がある。しかし前述したように近年、交替制勤務の施

設が増加しており、それに伴い児童自立支援専門員等が人

事異動により入れ替わり、専門性の積み重ねが難しくなって

きている現状がある。専門性を向上させていくには、実践や

経験を積み重ねていく必要があり、施設として計画的、長期

的に専門職員の人材育成や人材確保を行っていくことが重要

となる。各専門職員の専門性の向上により、チームアプロー

チが促進され、施設全体の機能強化へと結びついていくこと

となる。 

引き続き、高度で専門的な支援機能を高めていくと共に、

今後は臨床場面で培ってきたソーシャルスキルトレーニング

やグループワーク、愛着形成等の実践やトラウマインフォー

ムドケア等の新たな支援アプローチを通して、他の児童福祉

施設や家庭養育（あるいは家庭的養育）へ還元していくことが

できればと考える。 

 

3.2.3 施設の多機能化 

児童自立支援施設の多機能化については、関係機関から

の要望も多い。特に児童相談所からは、非行相談等による児

童の一時保護委託や中学校卒業児童の受け入れに関する強

い要望がある。一時保護所には虐待を受けた児童や行動上

の問題がある児童等、さまざまな理由により一時保護された

児童が共に生活しており、対応に苦慮している。また中学校

卒業児童で高校または仕事を辞め、行動上の問題等のある

児童について受け入れる施設が少ない現状がある。一時保

護委託については、入所を前提とした受け入れを行っている

施設はあるものの、それ以外となると実施している施設は少な

い。中学校卒業児童については、施設により受け入れ体制は

異なるが、受け入れを行っている施設も増えつつある。当施

設においても条件つきではあるが、中学校卒業児童への入

所支援をスタートさせたところである。一時保護委託および中

学校卒業児童の受け入れについては、入所児童との関係が

あり、同じ空間内で支援することの困難さがある。しかし、関係

機関からのニーズの高さを考えると、ハード面の整備やそれ

に伴う人員配置の要望、地域社会資源の活用等を図っていく

と共に、モデル的に実施し、検証を重ね、各施設が現在の状

況の中で受け入れ可能な体制を模索・検討していくことは社

会的養護を担う施設の責務とも言える。 

また児童自立支援施設の専門性を活かした通所支援機能

や相談機能についても今後検討していく必要がある。通所支

援については、児童福祉法上においても規定されているが、

退所児童へのアフターケアとして通所支援を行っている施設

はあるものの、未入所児童の通所支援を行っている施設はほ

とんどないのが現状である。また相談機能については、児童

自立支援施設の長は「その行う児童の保護に支障がない限

りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につき、児童

の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなけ

ればならない」（児童福祉法第48条の 2）とされており、
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地域の相談機能としての役割も期待されている。 
今後、通所支援機能や相談機能等の多機能化を進めてい

く上で少年鑑別所の取り組みが参考となる。少年鑑別所に

おいては、2015年（平成27）に少年鑑別所法が施行され、少

年鑑別所内に法務少年支援センターを設置し、地域の相談・

支援業務を開始している。地域援助業務として、通所や訪問

による心理検査や心理相談、問題行動の分析や指導方法の

提案、事例検討会への参加、研修・講演、法教育授業等を実

施している。限られた人員の中で少年鑑別所の持つ専門性を

地域へ還元する取り組みが始められている。 

ハード面やソフト面に課題はあるものの、児童自立支援施

設においても、通所支援機能や相談機能について各施設や

地域の実情に合わせた柔軟な対応を図っていくことが必要と

なる。例えば、アフターケアとして性的問題行動等のある児童

の通所支援の実施、行動上の問題や性に関する指導・支援

の拠点施設となり他の児童福祉施設入所児童の通所支援や

訪問支援の実施、他の児童福祉施設職員に対する相談・研

修機関としての役割（技術的援助）等があげられる。これまで

に培ってきた非行臨床としての豊富な知見を活かし、地域社

会における社会資源として、地域や関係機関のニーズに応じ

た多様な取り組みやより多くの機能を備えていくことが求めら

れている。 

 

4 おわりに 

本稿では児童自立支援施設における自立支援の現状と課

題について概観してきた。上記以外の課題として、被措置児

童虐待（施設内虐待）の防止に向けた取り組みと並行して、権

利の主体である児童に対するインフォームドコンセント（説明

と同意）のプロセスや意見表明、アドボカシー（権利擁護・代

弁）のさらなる仕組み作りを進めていく必要がある。また施設

の指導・支援力の向上に向けて、入所時と退所時との比較に

よる児童の変化（心理面や行動面等）や退所後の状態を調

査・把握する中で、インケア時における生活指導や自立支援、

心理支援の有効性を評価・分析し、フィードバック（支援内容

の修正）していく作業も重要である。各施設の実践やデータを

蓄積し、実証的な知見を積み重ねていくことで、より効果的・

専門的な指導・支援が生み出されていくと考える。 

時代や社会の流れの中で児童自立支援施設に入所してく

る児童の様子や取り巻く環境は、一昔前と大きく変化してきて

いる一方で、児童の抱える基本的な欲求や課題、家庭環境や

親子関係の問題は大きく変わっていないように思われる。児

童自立支援施設として長年蓄積してきた支援の本質や哲学を

基盤としつつ、社会の変化やニーズに応じた新しい児童自立

支援施設のあり方について検討していく段階にきている。心

理療法担当職員として児童自立支援施設の新しい機能の一

つとして貢献できるようスキルアップすると共に、変化への新

しい風になることができればと考える。 
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