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児童自立支援施設への心理療法担当職員の配置義務化から今年で 10 年を迎える。本稿

では、児童自立支援施設における心理業務の歴史的変遷および近年の動向について整理

するとともに、アドミッションケアからアフターケアまでの実践を基に構築した心理業

務と役割について提示した。その中で児童自立支援施設の特性として、入所児童の被害者

性と加害者性の両方に焦点を当てたアプローチを促進させていくことが、心理療法担当

職員の重要な役割であることを示唆した。  

キーワード：児童自立支援施設、非行、心理療法担当職員、心理業務、体系化  

 

 

1 はじめに 

近年、全国の児童自立支援施設においては、被虐待経験

のある児童、発達障害などの障害や疾患のある児童ととも

に、性的問題行動のある児童や精神医学的支援の必要な児

童の割合が年々増加している（全国児童自立支援施設協議

会 2019、厚生労働省 2020）。入所児童の変化や抱える課

題の複雑化、深刻化にともない、これまでのような集団指

導を中心とした指導だけでは対応が難しくなってきており、

児童一人ひとりの特性などに応じた個別指導や個別対応が

必要とされている。また、児童相談所からも児童自立支援

施設内での面接指導や心理療法の充実が期待されている

（全国児童自立支援施設協議会企画推進委員会 2020）。 

このような状況の中、施設機能の強化および入所児童へ

の支援策の一つとして、国は 2011 年に児童福祉施設最低

基準（現在の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準）

を改正し、児童自立支援施設への心理療法担当職員の配置

を義務化した。この法改正が大きな転換点となり、それ以

降、心理療法担当職員の配置が促進され、現在ではほぼ全

ての児童自立支援施設に心理療法担当職員が配置されてい

る。しかし、児童自立支援施設は各県に1か所のみ設置さ

れている場合がほとんどであり、常勤の心理療法担当職員

は基本的に1施設に一人の配置であることから、心理業務

のあり方や心理実践について相談・協議する場が乏しいと

いえる。また、法改正後に心理療法担当職員を初めて配置

した施設も多く、さらに現状では経験年数の少ない職員や

初めて児童自立支援施設で勤務する職員を配置している施

設も多い。 

これまで心理業務の実績や基盤がなかった施設の中に、

一から新しく心理業務を確立させていくためには、試行錯

誤による実践の積み重ねとともに、施設職員や関係機関と

の調整・協議などが必要であり、多大な労力や時間を要す

ることになる。施設内に心理業務を位置づけていくことの

難しさについては、先に心理療法担当職員を配置した児童

養護施設でも同様の報告が散見されており、容易なことで
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はない（加藤 2002、曽田 2002、吉村 2010、茂木 2014、

渡邊 2016など）。 

児童自立支援施設における心理療法担当職員の心理業務

に関する実践報告としては、若槻・岩谷（2004）による心

理的支援の導入経過や心理職員の支援内容、藤岡

（2006/2014）による心理面接や心理職員の役割、藤澤

（2012）による心理職の役割などがあるものの、心理業務

の体系化に焦点を当て、包括的に論じられたものは見当た

らない。心理療法担当職員の配置義務化から今年で 10 年

を迎える中、児童自立支援施設の特性に応じた心理業務モ

デルの存在は、今後各施設が心理業務を構築していくうえ

で参考となりうるとともに、児童を措置する児童相談所や

関係機関などにとっても入所後の支援過程が明確になり、

連携・協働が図りやすくなると考える。 

そこで本稿では、これまでの児童自立支援施設における

心理業務の歴史的変遷および近年の動向を整理するととも

に、筆者が心理療法担当職員として勤務する児童自立支援

施設（以下「当施設」という）において、アドミッション

ケア（入所前支援）からアフターケア（退所後支援）まで

の実践を基に構築した心理業務を提示し、児童自立支援施

設の特性に応じた心理療法担当職員の心理業務のあり方お

よび役割について検討することを目的とする。 

 

2 児童自立支援施設における心理業務の 

歴史的変遷 

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。都道府県および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。 

歴史的には、大阪市において神道教導職をしていた池上

雪枝が 1883 年に創設した私設感化院に始まる。その後、

1900年に感化法が制定され、全国各地に公立感化院が設立

されることとなる。感化院はその後、1934年に少年教護院、

1948 年に教護院、1998 年に児童自立支援施設へと改称さ

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、長年継承されてきた理念や哲学とともに「家庭的

雰囲気」や「枠組みのある生活」を伝統的に重視し、環境

療法の観点に立った「育て直し」や「育ち直し」の支援が

展開されている。 

児童の入所理由としては、家庭や学校などでの行動上の

問題や不良行為、ぐ犯行為、触法行為、犯罪行為が大部分

を占めている。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決定の二つである。   

児童が生活する寮舎の運営形態は、各施設により異なる（夫

婦小舎制や交替制など）が、いずれも10人以下の小集団に

よる寮生活の中で寮職員と起居を共にし、日々の生活体験

を積み重ねている。また、施設内には入所児童のみが通う

小学校および中学校（分校、分教室など）が併設されてお

り、生活のほとんどが施設内で完結するのが特徴である。 

 

2.2 入所児童の現状 

厚生労働省の児童養護施設入所児童等調査結果

（2015/2020）によると、2018年2月1日時点の全国の児

童自立支援施設の入所児童総数は 1,448 人（男児 71.1%、

女児28.9%）であり、うち里親や児童養護施設などからの

措置変更は287人（19.8%）、家庭裁判所の保護処分決定に

よる入所は181人（12.5%）となっている。就学状況別で

は、小学生低学年（小1から小3）は0.6%、小学生高学年

（小4から小6）は13.1%、中学生は78.2%、高校生年齢

は 7.6%であり、平均入所児童年齢は 14.0歳、平均入所時

年齢は12.9歳、平均入所期間は1.1年となっている。この

ことから、前思春期から思春期年齢の児童が多く入所して

いる点や児童養護施設などの他の社会的養護関係施設とは

異なり、入所期間が短い点が特徴といえる。 

入所児童の状況をみると、被虐待経験のある児童は

64.5%（前回2013年調査58.5%）、発達障害や知的障害な

どの障害・疾患のある児童は 61.8%（前回 2013 年調査

46.7%）となっている。また、厚生労働省の調査報告書

（2020）によると、回答のあった56施設（96.6%）の2020

年 1 月 1 日時点の入所児童(1,314 人)のうち、精神科を受

診している児童が50.5%、精神科治療薬を服薬している児

童が44.2%と高率であった。主たる入所理由について、男

児では「性加害・性問題行動」が25.0%と最も高く、次い
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で「暴行・暴力」が22.4%であり、この二つで半数近くと

なる。女児では「生活指導を要する」が21.9%と最も高く、

次いで「家出放浪」が16.9%、「暴行・暴力」が13.4%とな

っている。ただし、「性加害・性問題行動」が12.8%、「援

助交際や性産業への関与」が5.5%、合計すると性に関する

入所理由が18.3%になる。なお、主たる入所理由に含まれ

ていないが、特に女児の場合は、性暴力被害や性的搾取被

害の多くが潜在化しているとの指摘もあり（藤森・野坂 

2013、野坂 2019a）、性に関する課題をもつ、あるいは支

援が必要な女児は、さらに高率になると推察される。 

このように入所児童の現状からは、被虐待経験や発達障

害などのある児童、精神医学的支援を必要とする児童、性

に関する課題をもつ児童など、ケアニーズの高い児童が多

く入所していることがうかがえる。 

 

2.3 心理的支援および心理業務の歴史的変遷  

現在、感化院を源流とする児童自立支援施設が非行少年

の福祉的入所支援機関として中核を担っているが、過去の

感化院や少年教護院、教護院時代においても、現在と同様

に心理的支援の必要な児童が多くいたと推察される。なお、

1934 年施行の少年教護法では「少年の科学的審査のため、

少年鑑別機関を設けることができる」とし、少年教護院に

少年鑑別所が附設された。しかし、実際は心理検査を実施

する程度にとどまり、充分に機能せず（全国教護協議会 

1964）、1948年の児童福祉法の制定により、その機能は児

童相談所へと引き継がれることとなった経緯がある。 

ここでは、感化院時代から継承されてきた施設の理念や

実践について初めて体系的にまとめられたものと考えられ

ている『教護院運営要領 基本篇』（1952）と『教護院運営

要領 技術篇』（1956）およびそれ以降に発刊された施設運

営に関する文献（計七つ）を基に、心理的支援や心理業務

の変遷について概観する。なお、全国の施設は、これら運

営要領などを基に、その時代の実践を展開していたといえ

るため、当時の心理的支援や心理業務のあり方・考え方が

それら文献に反映されているものと考える。 

当時の厚生省発刊の『教護院運営要領 基本篇』および

『教護院運営要領 技術篇』には、心理的支援や心理業務

に関する具体的な記述はみられない。ただし、生活指導と

して修正法と呼ばれる個別指導法（例えば待期法、単純原

因の除去、自覚法、昇華法など）を紹介しており、この中

には心理学的アプローチに近いものも見受けられる。心理

職員に関しては「不良行為をなすにいたった動機をしらべ、

これを教護する過程に於て、先ずその心的な機制を明らか

にしてこれに応じた措置をとることが必要」（厚生省 1952 

p.20）であり、「精神医学者と、可能ならば心理学者とが、

教護職員の教護活動について忠告を与え、これを精神医学

乃至心理学の立場から指導するということが大切なのであ

る」（厚生省 1952 p.20）とある。また、技術篇の中に鑑別

篇を設け、その中で「児童の鑑別は多方面、多角度からで

なければならぬ」（厚生省 1956 p.196）、「多面的分析をし、

内部構造を明らかにして根拠を確実にせねばならぬことは

当然であって、実際の鑑別担当者として、心理学者、精神

医学者及び児童福祉関係者の三者は不可欠」（厚生省 1956 

p.205）とあり、心理職員および心理アセスメントの必要性

について触れている。 

その後、1969年に『教護院運営要領』の改訂版である『教

護院運営指針 －非行からの回復とその方法論－』が全国

教護協議会から発刊された。ここでも心理業務に関する具

体的な記述はみられない。心理職員の配置に関しては、教

護院の中核をなす生活部門や学習部門、勤労部門以外に治

療の一部として心理療法部門があり、そこに教護効果をさ

らに高めるため、特別に心理学的治療を施すセラピストを

当てると述べている。しかし、実際の教護院では、さまざ

まな部門が未分化に運営され支障が出ているため、心理療

法部門を他部門から分化させ、専門スタッフを配置し、心

理療法を行うことが必要と指摘している（全国教護協議会 

1969）。なお、心理的支援に関しては「専門の臨床心理学者、

精神医学者が、教護や教母の協力を得て資料を集め、時と

所を限って面接し、心理学的、精神医学的技術を動員して

行う」（全国教護協議会 1969 p.61）、あわせて「諸種のテ

ストや精神分析、カウンセリングの技術を用いる」（全国教

護協議会 1969 p.61）ことにより、「児童の防衛機制を取り

除き、不安状態を解放し、対人関係を適切にするなど情緒

的状態を改善し、態度行動の変容をはかる」（全国教護協議

会 1969 p.61）と述べている。また、アセスメントに関し

ては、診断の章を設け、その中で観察の要点を整理し、診

断の重要性について指摘している（全国教護協議会 1969）。

他に社会療法における重要な支援技術として、レドルの生

活場面面接を紹介している。 

 1985年に全国教護院協議会が発刊した『教護院運営ハン



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.2, pp.65-74, 2021 

 68 

ドブック －非行克服の理念と実践－』では、心理的支援

としてロジャースのクライエント中心療法の考え方を中心

に教護院におけるカウンセリングのあり方について整理し

ている。その中で、教護院入所児童に対しては「各自それ

ぞれに重たい荷物を背負って生活してきた者たちであり、

そのような意味では、彼ら全員にカウンセリングの機会が

与えられることが望ましい。必ずしも特殊な非行を起こし

た神経症的児童や複雑な心理的機制の働いている者だけが

対象ではない」（全国教護院協議会  1985 p.167）と述べ、

入所している全ての児童への心理面接、心理的ケアの必要

性について指摘している。他に、生活場面面接や内観法、

精神分析法、行動療法、遊戯療法などについての説明があ

る。 

 教護院から児童自立支援施設へと改称された翌 1999 年

に『新訂版 児童自立支援施設（旧教護院）運営ハンドブ

ック 非行克服と児童自立の理念・実践』が全国児童自立

支援施設協議会から発刊された。その中では『教護院運営

ハンドブック』同様、ロジャースのクライエント中心療法

やレドルの生活場面面接について説明している。また、初

めて心理職の紹介（1 施設の心理職の業務概要など）があ

り、自立支援を進めるうえで心理職の意義は大きく、拡充

が望ましいと述べている（全国児童自立支援施設協議会 

1999）。なお、このハンドブックから被虐待児童への支援方

法などが具体的に示されている。 

 その後、2011年に厚生労働省から「社会的養護の課題と

将来像」が公表され、これらに基づき、2012年に「児童自

立支援施設運営指針」が作成され、さらに2014年に『児童

自立支援施設運営ハンドブック』が新たに発刊された。「児

童自立支援施設運営指針」では、被虐待児童など心理的ケ

アが必要な児童に対して、心理支援プログラムの策定、カ

ウセリングや生活場面面接、認知行動療法、環境療法など

個々の児童の状態に応じた総合的な心理的ケア、高度で専

門的な心理治療的ケアを提供する心理職員の配置の必要性

について述べている（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

2012a）。また、現時点で最新となる『児童自立支援施設運

営ハンドブック』では、心理療法担当職員という名称が初

めて使われるが、心理業務や役割についての記述はなく、

心理的支援の方法としてカウンセリングや遊戯療法、認知

行動療法をあげているのみである。アセスメントに関して

は、アセスメントおよび自立支援計画の章を設け、総合的

なアセスメントを基にした自立支援計画策定の重要性につ

いて述べている（児童自立支援施設運営ハンドブック編集

委員会 2014）。なお、このハンドブックから発達障害や愛

着障害、性的問題行動、暴力行為に関する具体的な支援方

法などが示されている。 

以上七つの主要な文献から、教護院以降の心理的支援や

心理業務の変遷について概観した。いずれにおいても、入

所児童への心理的支援や心理職員配置の必要性に関する記

述はみられるものの、心理療法担当職員（心理職員）の心

理業務や役割に関する具体的な記述はみられない。このこ

とは、その時代ごとに心理的支援の必要な児童が存在して

いたことを意味する一方で、心理療法担当職員（心理職員）

を配置する施設が少なかったため、全体として実践が積み

重ねられてこなかったことを意味していると考える。 

 

3 児童自立支援施設における心理療法担当 

職員の現状 

3.1 心理療法担当職員配置の法的経緯 

児童福祉施設に心理療法担当職員の配置が初めて法的に

規定されたのは、1961年に法制化された情緒障害児短期治

療施設（現在の児童心理治療施設）からである。その後、

児童虐待の増加などにともない、施設へ入所している被虐

待児童への心理的ケアの必要性から 1999 年に「児童養護

施設における被虐待児等に対する適切な処遇体制の確保に

ついて」の通知が当時の厚生省から出された。それにより、

虐待などの理由により心理療法が必要と認められた児童

10名以上の入所などの条件つきではあるが、児童養護施設

に心理療法担当職員が配置（非常勤職員配置の予算措置）

できるようになった。なお、それ以前は、情緒障害児短期

治療施設を除き、児童福祉施設への心理療法担当職員配置

の法的位置づけはなく、先進的な施設や自治体が任意で配

置していた。 

児童虐待が社会問題化する中、2000年に児童虐待の防止

等に関する法律が施行され、その後、2001年に乳児院と母

子生活支援施設、2006年に児童自立支援施設が上記通知の

対象施設として追加されると同時に、各種施設に常勤化の

ための予算措置がとられた。その後、大きな転換点となっ

たのが、2011年の「児童福祉施設最低基準等の一部を改正

する省令」の公布・施行である。これにより、児童自立支



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.2, pp.65-74, 2021 

 69 

援施設において「心理療法を行う必要があると認められる

児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職

員を置かなければならない」（第 80 条の 3）と規定され、

条件つきではあるが心理療法担当職員の配置が義務化され

ることとなった。なお、この省令改正以前からではあるが、

「児童自立支援施設においては、入所している児童の自立

支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育

評価（学科指導を行う場合に限る。）を行わなければならな

い」（同法第88条）と規定されている。 

翌 2012 年には「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」（厚生労働省通

知）により、心理療法担当職員の資格要件や業務内容など

が示された。それによると、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」（厚生労働省雇用均等・児童家庭

局 2012b）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、⑤その他があげられて

いる。また、留意事項として、心理療法の実施を自立支援

計画へ明確に位置づけることや必要に応じてアフターケア

を実施することなどが明記されている。なお、心理療法担

当職員は、常勤職員を原則とするが、当面は常勤的非常勤

職員（1 日 6 時間以上かつ月 20 日以上勤務する非常勤職

員など）および非常勤職員でも可能としている。  

 

3.2 心理療法担当職員配置の現状 

心理療法担当職員の配置状況について、全国児童自立支

援施設協議会の運営実態調査（2001/2013）によると、児

童自立支援施設へと改称された1998年度では全57施設中

5 施設（8.8%）であったが、配置義務化された 2011 年の

翌2012年度では全58施設中43施設（74.1%）、うち常勤

職員配置22施設と増加していることが分かる。また、心理

療法担当職員との連携に関する全国調査を実施した全国児

童自立支援施設協議会企画推進委員会の調査報告書（2018）

によると、2017年度では全58施設中56施設（96.6%）に

配置され、うち常勤職員配置49施設となっている。なお、

56施設中、常勤職員1人配置は30施設（53.6%）、常勤職

員2人以上配置は11施設（19.6%）、常勤職員と非常勤職

員配置は8施設（14.3%）、非常勤職員のみの配置は7施設

（12.5%）となっている。 

心理療法担当職員が心理業務に専従している施設は 40

施設であり、残りの 16 施設は寮職員などとの兼務となっ

ている。配置されている職員の年代は20歳代と30歳代と

を合わせると 6割強となり、また、施設経験 4年未満が 9

割を占めている。心理臨床経験は4年未満が3割程度であ

るが、10年以上の経験者も3割程度いる。 

心理業務の実施状況については、心理療法担当職員93人

中、心理面接 83人（89.2%）、ケース会議 72人（77.4%）

入所時アセスメント 62 人（66.7%）、入退所調整 20 人

(21.5%)、知能検査19人（20.4%）、親子面接12人（12.9%）

となっている。なお、生活指導(28人、30.1%)や学習指導

（21人、22.6%）、作業指導（19人、20.4%）、クラブ活動

（11人、11.8%）に携わっている心理療法担当職員もいる。

心理面接については、全児童を対象としている施設が56施

設中30施設(53.6%)であり、大半の施設が月1回以上（週

1 回から隔週 1 回が多い）の面接を実施している。入所児

童への心理教育プログラムは、全58施設中53施設（91.4%）

で実施している。特に近年の性的問題行動のある児童の増

加もあり、性的問題行動に関する防止プログラムは 49 施

設（84.5%）で実施している。他には怒りのコントロール

や被虐待・トラウマに関するプログラムとなっている。 

施設内連携の留意点としては、寮職員との情報共有の方

法（心理面接内容など）や心理療法担当職員の立ち位置（生

活場面への介入のあり方など）、心理面接の実施方法（日程

調整など）、心理業務の周知などがあげられている。   

児童自立支援施設における心理療法担当職員の心理的支

援に関する事例研究や実践報告については、永島（1997）

による入所児童へのカウンセリングや藤田（2005）による

被虐待児童へのプレイセラピー、浅野（2007a）による性非

行女児へのグループワーク、大河内（2011）による性的虐

待を受けた児童への支援、浅野（2007b/2016）や相澤

（2010/2011）、堀（2011）、臼井（2020）、樋口（2020）に

よる性的問題行動のある児童への支援などがあり、少しず

つ増えている。 
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4 児童自立支援施設における心理療法担当 

職員の心理業務と役割 

4.1 当施設におけるアドミッションケアからアフター

ケアまでの心理業務と役割 

当施設では、2011年の心理療法担当職員の配置義務化に 

ともない、2013年に常勤の心理療法担当職員が初めて配置

された。これまで常勤・非常勤を問わず心理職員が配置さ

れたことはなかったため、当初は施設として心理療法担当

職員をどのように機能させていくか、また、心理療法担当

職員自身もどのような心理業務や役割を担っていくかなど、

模索の時期が長く続いた。試行錯誤を重ねていく中で、よ  

 

うやく当施設における心理療法担当職員の心理業務や役割

が構築されたといえる。ここでは、児童自立支援施設にお

ける心理業務の一モデルとして、当施設のアドミッション

ケア（入所前支援）からアフターケア（退所後支援）まで

の実践を基に構築した心理業務について表 1 に提示する。                      

心理療法担当職員は、児童が入所している期間だけでは 

なく、入所前および退所後も支援に関わっていくことが必                                            

要と考える。特にアフターケアは、退所後の安定した生活

の定着や問題行動の再発防止の一助となりうるため、アウ

トリーチによる心理的支援やコミュニティワークが重要な

位置を占める。退所児童の自立をいかにサポートできるか

が自立支援の本質でもあることから、インケアとアフター 

 

アドミッションケア 

（入所前支援） 

・ 入所予定児童に関する施設内の受理・支援会議への出席    
・ 入所予定児童に関する児童相談所とのケース会議への出席 
・ 入所予定児童への施設説明および保護者の施設見学への対応 ※必要に応じて実施 

 

 

 

 

 
 
 

インケア 

（入所中支援） 

 

  

 

  

・ 入所式（児童、保護者、児童相談所、原籍校など）への出席および保護者への心理面接説明 
・ 新入児童への入所後支援プログラム（入所に至る振り返りワーク、暴力と性に関する予防ワークなど） 
・ 初回オリエンテーション心理面接 ※入所後数日以内     
・ 第２回オリエンテーション心理面接 ※初回面接から2週間後 
・ 継続的な心理面接（入所児童全員を対象） ※面接頻度は児童によって異なる 
・ 生活場面面接、危機介入、臨時面接 ※必要に応じて実施   
・ 初期心理アセスメント（CBCL、YSR、TSCC、TEG、描画、箱庭など） ※入所後1～2か月時点 
・ 中期心理アセスメント ※児童の状況に応じて実施  
・ 児童行動評価（当施設が独自に作成した「成長実感シート」使用） ※学期ごとに１回実施  
・ 第１回自立支援計画策定に関する児童相談所とのケース会議 ※入所後2～3か月時点 
・ 第１回自立支援計画策定 ※入所後2～3か月時点（以降6か月ごとに策定） 
・ 保護者宅への家庭訪問、措置変更児童の場合は前施設への訪問 ※入所後１か月以内 
・ 原籍校訪問 ※入所後１か月以内（必要に応じて寮職員に同行） 
・ 保護者面接 ※必要に応じて実施 
・ 児童相談所、原籍校、関係機関との面接およびケース会議 ※必要に応じて実施    
・ 精神科医師との医療ケース会議   
・ 夏季や冬季などの許可外泊・許可外出（親子関係再構築支援）に関するケース会議  
・ グループワーク（性教育、人権教育など）の企画・運営   
・ 中学校卒業児童（高校生年齢）への心理面接および就労支援など  

 

リービングケア 

（退所前準備支援） 

・ 退所に向けた心理面接 ※退所前1～2か月    
・ 最終心理面接（施設生活の振り返り、退所前アンケートなど）  
・ 後期心理アセスメント ※退所前1～2か月     
・ 措置変更児童に関するケース引き継ぎ会議（児童養護施設や自立援助ホーム、児童相談所など） 
・ 家庭復帰児童に関するケース引き継ぎ会議（児童相談所や関係機関） 

アフターケア 

（退所後支援） 

・ アフターケアおよびコーディネート業務      
・ 児童相談所、措置変更先施設、関係機関との連携・協働・情報共有  
・ 退所１年後の心理アセスメント   

 
 

その他の心理業務 

・ 毎日の引き継ぎ時におけるファシリテーターおよびコンサルテーション 
・ 寮職員、併設学校教員へのコンサルテーション ※必要に応じて実施 
・ 行事への参加、クラブなどの応援    
・ 受診同行（主に精神科） ※必要に応じて実施 
・ 関係機関会議への出席および関係機関との連携・協働 
・ 施設内、施設外の研修講師（少年非行、性的問題行動、性教育、児童虐待、発達障害、面接技術など） 
・ 地域相談支援および通所等相談支援  
・ 調査、研究（少年非行、児童自立支援施設関連）   

心理業務関係事務 

・ 心理面接記録（心理アセスメント結果含む） 
・ 心理業務年度概要作成（統計関係含む） 
・ 心理業務マニュアル作成 
・ その他（心理業務日誌、心理療法担当職員加算申請、各種ワークシート作成など） 

表1 当施設におけるアドミッションケアからアフターケアまでの心理業務 
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ケアは自立支援の両輪といえる。また、児童自立支援施設

における支援基盤は、安心・安全な環境と安定した日々の

生活にある。生活のほとんどが施設内で完結するため、寮

職員や学校教員との連携・協働が重要な鍵となる。このこ

とは施設システムの中に心理療法担当職員をいかに位置づ

けていくかという問題とも共通している。そのためには、

臨床心理学の専門性に基づく的確なアセスメントやコンサ

ルテーションを行うことや寮職員と児童との関係性を直接

的・間接的にサポートすることなどにより、心理療法担当

職員の心理業務や専門性が寮職員などに理解され、チーム

の一員として認められることが必要となる。 

ここでは、2012 年の厚生労働省通知に記載されている五

つの心理業務を中心に、当施設の心理業務と役割について

報告する。 

①対象児童等に対する心理療法 

当施設は小規模な施設ということもあり、入所児童全員

と継続的な心理面接を実施している。心理面接では「生い

立ちの整理とケア」、「入所理由である犯罪行為や問題行動

の再発防止（問題性の改善）および個々の課題へのアプロ

ーチ」、「アイデンティティの形成に向けた自己理解」の三

つを主要なテーマとしている。施設での安定した生活や安

心・安全な環境の中で、児童と心理療法担当職員とがとも

に、じっくりと児童の生い立ちや課題に向き合い、未来を

考えることができる点が施設における心理面接の大きな意

義と考える。 

②対象児童等に対する生活場面面接 

児童自立支援施設には学校が併設されていることもあり、

心理療法担当職員も入所児童との接点が多く、施設や学校

での様子を把握しやすい状況にある。また、寮職員や学校

教員からの情報により、適時生活場面に応じた介入・支援

や行動観察・評価が可能となる。なお、心理アセスメント

については、児童相談所の心理判定結果を基礎にしつつ、

施設や学校場面での多職種による包括的な心理・行動アセ

スメントにより、日々修正を図りながら、児童への具体的

な生活指導や心理的支援へとつなげている。 

③施設職員への助言及び指導 

当施設の寮職員は交替制勤務となっており、日勤である

心理療法担当職員が児童の日々の状態や変化を把握しやす

い位置にいる。そのため、寮職員の勤務交替時における引

き継ぎでのファシリテーターおよびコンサルテーションが

重要な役割となる。コンサルテーションでは、ミクロ的視

点（児童や職員一人ひとり）とマクロ的視点（集団やチー

ム、施設システム）からの見立てやフィードバックを意識

している。また、寮職員に対し、発達障害や性的問題行動

のある児童への支援などに関する研修を実施し、支援技術

の向上を図っている。 

④ケース会議への出席 

施設内や関係機関のケース会議では、児童の心理・発達

およびアドボカシー（権利擁護・代弁）の観点から助言を

行っている。なお、近年は他の児童福祉施設や医療機関、

司法機関（少年鑑別所や少年院）などと連携・協働する機

会が増えており、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）

の形成に向けネットワーク強化を進めている。 

⑤その他 

上記以外の主な業務として、近年、親子関係再構築に向

けて施設が積極的に介入・支援を図っていくことが求めら

れており、寮職員とともに保護者との面接を適時実施して

いる。面接では、サインズ・オブ・セーフティ・アプロー

チ（保護者との協働による児童の安全な生活の検討）やグ

ッドライフ・モデル（より良い生活に向けた方法と支援）

などの考え方に基づき、保護者とともに退所後の生活につ

いて検討し、養育などへの助言や環境調整を行っている。

他に、児童や保護者などに対する支援目標や支援方法など

を定める自立支援計画の策定や性教育・人権教育を基軸と

したグループワークを企画・実施している。また、現時点

では充分に機能しているとは言い難いが、主に非行相談に

関する地域相談支援や他の児童福祉施設入所児童の通所・

訪問支援を始めたところである。 

 

4.2 児童自立支援施設の特性に応じた心理療法担当職

員の役割と今後の展望 

 児童自立支援施設に心理療法担当職員が配置されたこと

により、従来の指導の三本柱である生活指導、学習指導、

作業指導に加え、新たに心理的支援の機能が備わったとい

える。厚生労働省の児童養護施設入所児童等調査

（2009/2020a）によると、児童自立支援施設において「特

に指導上留意している点」（重複回答あり）として、2018年

調査では心理的対応28.2%、行動上の問題47.5%、精神的・

情緒的な安定 64.6%となっており、2008 年調査の心理的

対応14.5%、行動上の問題19.4%、心の安定61.8%と比べ、
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増加しており、指導上においても心理的支援の必要性が高

まっている。 

児童自立支援施設には、被虐待経験やさまざまな逆境体

験のある児童が多く入所しており、精神的に不安定な言動

や身体化（心理的ストレスなどが身体症状として表出）、行

動化（心理的問題・葛藤などが行動となって表出）に至る

こともある。また、被虐待経験やトラウマ（心的外傷）の

想起は思春期以降に起こりやすく、アイデンティティの形

成にも危機的影響を与える。しかし、児童自立支援施設に

おいては、被虐待児童への心理的ケアの視点がこれまで不

充分であったと考える。非行と被虐待経験、性非行と性的

虐待・性暴力被害との関連が指摘されており（藤岡 2001a、

大原・楡木 2008、野坂 2019a）、安心・安全な生活環境や

安定した生活の中での心身のケアは必須といえる。 

Gil(1991)や西澤（1999）は、被虐待児童への支援として

修正的経験と回復的経験の考え方に基づき、「修正的接近」

（環境療法的アプローチ）と「回復的接近」（心理療法的ア

プローチ）との両方からのアプローチの必要性をあげてい

る。また、Gil ＆ Shaw（2014）は、行動上の問題のある児

童において被虐待経験が明らかにされず、解決されないな

らば、行動変容は難しいと述べ、支持的でトラウマに焦点

を当てた治療が最優先、かつ基本的な介入であり、それに

より過去の経験が現在の問題にいかに影響を及ぼしている

かを整理し、理解することができると指摘している。藤岡

（2001a）も同様に、非行少年のケアにおいて被虐待経験を

扱うことは必須であると述べている。今後、児童自立支援

施設においても被虐待児童への支援という観点（トラウマ

インフォームドケアなど）に立ち、修正的接近と回復的接

近による相互補完的なアプローチを拡充させていくことが、

心理療法担当職員の役割の一つと考える。 

一方で、児童自立支援施設は、児童の犯罪行為や行動上

の問題などの問題性の改善に向けた指導・支援の重要な役

割を担っている。阿部（1997）は、教護院（当時）では「生

活教育」（家庭的雰囲気や枠組みのある生活、指導の三本柱

など）において多くの成果をあげているが、「治療教育」（非

行性・不良性の除去）については曖昧な形でしか提示して

こなかったと述べ、治療教育的側面である非行性・不良性

の除去の知識と技術を積み上げる必要性を指摘している。

近年、特に性暴力行為や性的問題行動を理由とする入所児

童の増加により、各施設において心理療法担当職員による

性的問題行動防止プログラムなどの実践が積み重ねられて

いるが、今後は児童一人ひとりの課題に焦点化したプログ

ラム（窃盗防止や暴力防止など）の構築が必要と考える。

ただし、これらは心理面接（プログラム）のみで解決でき

るものではなく、これに加えて生活教育を基盤に治療教育

を展開していく必要があるため、修正的接近および回復的

接近と同様、生活教育と治療教育の両方からのアプローチ

が必要といえる。 

藤岡（2001b）と大原（2019）は、非行少年や児童自立

支援施設入所児童の被害と加害の円環を断つための方策の

一つとして、児童が自己の中で被害者性と加害者性とを統

合させていくことが必要であると述べている。また、野坂

（2019b）は、「加害者が、トラウマを想起する苦痛に圧倒

されることなく、自分の被害体験を振り返り、自分のした

加害行為に向き合えるようにするには、支援者の援助や働

きかけが必要である」（p.88）と指摘している。しかし、前

述したように、これまで児童自立支援施設は、児童の被害

者性および加害者性に焦点を当てたアプローチが充分でな

かったといえる。 

修正的接近や生活教育の中心は、日々の生活にあり、こ

れまで児童自立支援施設が伝統的に重要視してきたもので

ある。しかし、実際はそのような日々の生活の中にこそ、

回復的接近や治療教育的側面が内包されていると考える。

その意味において、心理療法担当職員だけでなく、児童と

生活をともにする寮職員が、回復的接近や治療教育の重要

な担い手となりうる。このことから、心理療法担当職員と

寮職員とが協働することで、児童への回復的接近や治療教

育の展開が大きく変わるといえる。児童自立支援施設の特

性やその目的を考えた場合、修正的接近や生活教育を基盤

に回復的接近や治療教育を促進させていくことが、これか

らの心理療法担当職員の重要な役割になっていくと考える。 

 

5 おわりに 

 本稿では、児童自立支援施設における心理業務の歴史的

変遷と近年の動向について整理するとともに、当施設にお

けるアドミッションケアからアフターケアまでの心理業務

と役割について報告した。今回は児童自立支援施設におけ

る心理業務の一モデルを提示したにすぎないが、引き続き

全国の施設の取り組みについて情報共有し、心理療法担当
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職員の心理業務のあり方や役割について議論を重ね、児童

自立支援施設の特性に応じた心理支援システムを確立して

いくことが必要と考える。ただし、施設規模や職員体制（交

替制や夫婦制）などによって、心理療法担当職員の心理業

務や役割は異なることも考えられるため、この点について

は今後の研究課題とする。また、児童一人ひとりの課題に

焦点化した各種プログラム（窃盗や暴力の防止など）の構

築については、1 施設のみで取り組むには限界があり、少

年院や少年鑑別所のように全国規模（例えば国立施設が中

心となり）で検討・構築していくことが望ましいと考える。 

1964 年発刊の『教護事業六十年』によると、当施設は

1934年の少年教護法施行時、全国に率先して少年鑑別所を

附設し、「専任職員の配置を得て、ひとり入園児の鑑別のみ

でなく、広く不良化防止および適正指導等、一般青少年の

指針として、昭和二十三年、児童相談所の設置されるまで

続いた」（全国教護協議会 1964 p.151）との記録がある。

それ以上の詳細な内容や実践を把握することはできなかっ

たが、バトンを受け継ぐ者として、今後も先進施設の実践

から学ぶとともに、多職種や他機関との協働の中で新たな

実践を積み重ねていきたい。 
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