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1 世界の児童と母性

「世界の児童と母性」創刊号が発刊されたのは、今から35年

ほど前の、1975年11月のことです。その後、ほぼ1年に2

号発行という方針の下、この度第70号の発刊という一つの節

目を迎えました。その間、家庭や家族を特集してきた号がいく

つかあり、子どもにとっての何よりの生活の基盤である家庭、

家族がどのように変容し、子どもや子育て家庭、保護者にどの

ような変化がみられたかを辿る経緯が見られました。

本誌が創刊された当時、わが国は未曾有の高度経済成長を遂げつつある途上にありま

した。人口の都市への集中はとどまることを知らず、都市化、核家族化、工業化という

言葉がいよいよ頻繁に用いられる時代を迎えつつありました。夫婦と子どものみで構成

される核家族世帯の割合は、40％を超える高い割合を占め、育児の単相化（P.3参照）

の様相が色濃くなる状況に入りつつありました。そして、合計特殊出生率の低下が徐々

に加速し始め、この時期から2.0を下回る時代を迎えていました。

この時期はしたがって、子育て家庭の状況における歴史的転換が本格的にすすみだす

時期であったと言えるでしょう。例えば、子ども家庭福祉の分野から捉えてみますと、

家庭訪問（ホームビジティング）の姿が、古来の伝統型スタイルを残しつつも、しかし

個々の家庭が近隣・地域との間に壁や扉を設け、閉じられた環境、プライバシー重視の

環境が広がり、家庭訪問の存在意義を見出しにくい時代となりつつあったと言えるでし

ょう。しかし、21世紀に入り、きわめて古い歴史を持つ家庭訪問型サービスに関する

ニーズや対応がすすみだしてきました。そして諸外国の状況も参考にしたホームビジテ

ィング型サービスへの関心が高まってきました。

私は、非常に長年にわたって家庭訪問型保育の一つの典型であるべビーシッター保育

事業の普及と在宅保育者、訪問保育者の質の向上にかかわる役割を担ってきました。こ

の役割を担う中で、この間の家庭訪問型が一時歴史の舞台から影を薄くし、しかし20

世紀末から今世紀にかけて徐々に新たな子育て支援システムとしてその意義を再確認し

はじめ、そして新たなシステムとして積極的に展開することとなった推移を垣間見る、

というよりもまざまざと見つめる経験をしてまいりました。

子どもにとって何よりも欠かせない第一の生活の基盤である家庭を本拠とし、その家

庭を訪れ子育てや子育て支援に関わるという営みは、人々にとっての子産み、子育て、

そして子育ちにとってどれほど意義深いものがあるでしょう。近年、国際的視野からみ

てとくに指摘されていること、つまり、わが国が如何に子どもを産み育てることに冷酷

な社会なのかといわれる状況を根本的に見直すためにも、子どもの生活の本拠である家

庭への訪問サービスの意義とその実践を深く検討することが必要です。

編集委員長 網野武博
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1.“訪ねる”“訪ねられる”という開かれた環境

人々の暮らしにおいて、常に最も基本的な生活の

基盤とされてきた一つ屋根の下での暮らし。子育て

という営みは、その一つ屋根の下で営まれる暮らし

の中心に位置する重要な機能であることは、古今東

西にわたり普遍的なことであった。子どもたちは、

そこで生を授かり、育ち、育てられてきた。悠久の

人々の暮らしの歴史を辿ってみると、一つ屋根の下

での暮らしを軸にして、近隣や地域に開かれた環境

のもと、実の親を中心にした実に幅広い子育てが展

開されていた。今日でいう家庭、家族という概念の

もとでは把握しがたい開かれた子育てが展開されて

いた。

家庭、家族という概念が登場するまで、人々の暮

らしは今日のように外からは見えない閉じられたプ

ライベートなものではなかった。頻繁に訪ね、訪ね

られる開かれた関係の中で、生産も消費も教育もす

べてが近隣の人々や地域と一体となって営まれてい

た。その特徴として、第一に実の親や家族を包み込

むように、社会的親が実の親とともに深く子育てに

関わっていたこと、第二に今日いうところのヒュー

マンサービスを担う人々が生活の節目節目で子育て

を深く支えていたこと、を指摘することができる。

これらの人々の役割は、まさにその家を訪れること

を基本として成立していた歴史を垣間見ることが出

来る。この二つの特徴について説明してみたい。

社会的親とは、実の親以外の人で、恒常的、部分

的、間歇的、一時的に子育てに関わる人をいう（網

野武博「児童福祉学：〈子ども主体〉への学際的ア

プローチ」中央法規出版、2002年／P169）。歴史上、

取り上げ親、名付け親、乳母（うば・めのと）、旅

親・草鞋親等々の名称が広く用いられ、里親、職親

は今日の制度にも名を残している。また、取り上げ

親は産婆そして今日の助産師に引き継がれ、乳母は

今日の保育士に引き継がれている。このような特殊

な名称に限らず、広く近隣、地域の人々との開かれ

た関係は、子育て家庭を訪ね、訪ねられるという相

互に子育てを支え合う共助の関係を自然に成立させ

ていた。

さてもう一つの特徴として指摘したヒューマンサ

ービスを担う人々についてみると、たとえば子ども

の誕生に際しては、今日の助産師の大先輩にあたる

産婆がその家を訪れ、産婦を支え励まし、安全な出

産に多大な役割を果たし、さらには産褥期を過ぎて

も様々なアドバイスや技術的支援の役割を果たして

きた。これらの人々は、今日の看護師、保健師の役

割をも果たしてきたといえる。また、たとえば子ど

もの養育やしつけ、教育にあたっては、今日の保育

士や家庭教師などの大先輩にあたる乳母や子守が、

その家を訪れあるいは住み込んで、親とともに､い

東京家政大学家政学部児童学科 教授、「世界の児童と母性」編集委員長　網野
あ み の

武博
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やむしろ階級・階層によっては親に代わ

って親以上の子育ての役割を果たすこと

も多かった。乳母ではなくとも、ことご

とくの家で近隣、地域の様々な人々が出

入りし合い、熟達した子育て経験などを

もとに、お互いの子育てを支えあってき

た。さらに、たとえば家の誰かが病いに

苦しんでいるとき、医師は自らその家を

訪れ、診療、治療に当たり、往診して回

った。今日よく用いられる家庭医という

言葉は、まさに家単位で往診する医師の

歴史上の役割とつながっている。

2.プライベートな

閉じられた子育て環境への変化

このように、家庭を見守り、包み込む

子育て参加、子育て支援の姿は、悠久の

子育ての歴史上、きわめて普遍的に見ら

れてきたものであり、家庭訪問による子

育てへの関わりは、その典型であったと

言える。しかしある時期を境に、家庭訪問による

様々な支援の姿は、急速にその歴史の舞台から影を

薄くしていった。そしてそれ以来、社会の子育て参

加、子育て支援に占める訪問型の割合は希少なもの

となり、今日に至っている。

その最大の背景は、産業革命による社会の一大変

革であり、家族や家庭という概念の登場である。我

が国においては、19世紀後半から20世紀にかけて

徐々に広がる産業革命の影響は、都市化、核家族化、

工業化を促進し、生活の基盤である一つ屋根の下で

の暮らしに激しい変化をもたらした。近代家族の登

場によって、一つ屋根の下での暮らしは、徐々に地

域近隣の人々との共同的暮らしとの間に境界線を張

り巡らすようになり、家庭生活を閉じられたプライ

ベートな方向に強く導いていった。

さて、この歴史的変化は、一つ屋根の下での子

育て環境にどのような変革をもたらしたであろう

か。筆者は、これを育児の単相化と呼んでいる。

つまり、複相的育児環境から単相的育児環境への

変化である。複相的育児というのは、多世代家族、

拡大的な家族関係や親族関係、そして多様な近隣

関係のなかで、親とりわけ母親に限らない拡大的

で多面的な育児をいう。これに対し単相的育児と

いうのは、核家族、縮小した家族関係や親族関係、

そして希薄化した近隣関係の中で、親とりわけ母

親による限定的で一面的な育児をいう。図1をご覧

いただきたい。家族構成員の数をnとした場合、家

族関係の数は n×（n－１）/2 で算出できるが、複相

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

〈図1〉
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［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

的育児が顕著なほどその数は非常に多く、nが減少

するほど級数的に減っていく。単相的育児のもとで

は、それが著しく減少していくことが理解できるで

あろう。一つ屋根の下でのその状況の変化が如何に

子どもの成長に大きな影響を及ぼすかがイメージで

きようが、さらに図1において、その家を包み込む

ように近隣の人々が関わる時、つまり社会的親のよ

うな関わりを持つ人の数をｎとした場合、その数が

多いほど、n×（n－１）/2 の数が及ぼす影響を計り知

ることができる。

育児の単相化と、家庭訪問による子育てへの関わ

りの減少は深く結びついている。その特徴をあげる

ならば、まず第一に社会的親の役割機能の減少があ

る。近隣との関係が薄まるにつれて、地域近隣の

人々が果たしてきた社会的親の機能が必然的に弱ま

ることによって、子育ての圧倒的部分を実の親が果

たす時代や社会の特徴が鮮明になっていった。つま

り、共助のシステムが崩れ、実の親とりわけ母親が

子育ての負担と責任を担う自助のシステムを基本と

する社会へと急速に移行していった。それは同時に

プライバシーの壁を強化し、みずからの家庭に外部

の人々が訪ねることへの否定的感情を育くんでいっ

た。時には、訪問によるサービスや保護、介助そし

てソーシャルワークが必要な場合であっても、関係

者が入り込むことが非常に困難な例もみられるよう

になった。

そして第二に、ヒューマンサービスにおける支援

の専門化がある。とくに急速に進展する科学技術そ

して学問分野の分化と進歩は、子育て参加や子育て

支援に深く結びつく医療、助産、看護、保健、福祉、

教育、保育、心理臨床等々の多様な専門集団を構築

し、それぞれが家庭や暮らしとは距離を置いた組織

的システムとして構築され、人々の信頼を得るよう

になった。専門的機能や設備が進歩するほど、その

合理性もまた求められるようになる。家庭訪問によ

るサービスは非専門的であり、より非効率なものと

いう受け止め方が強まっていった。家族や子どもは、

そのサービスを受けるためには、専門家が家庭を訪

ねるのではなく、家庭外の専門組織や専門家を訪ね

ることが当然のようになる。この“訪ねる”という

ベクトル、とくに方向性の逆現象という変化による

ディメリットに気づく間もなく、私たちは急激な社

会的、経済的、文化的、専門的変化の激流に飲み込

まれていったのが、この半世紀余りの経緯であった。

その典型が医院・病院であり、保育所、幼稚園・学

校である。往診や訪問看護、訪問保育、訪問教育は、

むしろ常識の世界からほど遠いものとなった。

その典型をあげてみたい。歴史上自然のものとし

てまたそれ以外の方法が考えられずにきわめて長き

にわたって続けられていたシステムに家庭分娩・自

宅分娩がある。その状況の推移をみると、20世紀

半ばの1950年には、95.4％が自宅分娩であり、病

院等の施設分娩はわずか4.6％に過ぎなかった。し

かしその後急速に施設分娩の割合が高まっていく。

早くも10年後の1960年には、施設分娩が50.1％と

半数に達し、1970年には96.1％を占めるに至った。

その後1990年代から今日に至るまで、約99.8％と、

出産はほぼ施設分娩という状況が続いている（厚生

労働省統計情報部「人口動態統計」）。

以上のような経緯を経て、通院、通所、通園、入

所システムは、実践的にそしてさらに制度的に強化

され、家庭訪問によるサービスは、歴史上その影が

非常に薄くなっていった。この状況は、子ども家庭

福祉の実践や施策、制度に大きな変化をもたらした。

3.共助による家庭訪問と公助による家庭訪問

しかし、このような状況にあっても、共助による

家庭訪問の伝統を経て、公的責任に基づく公助によ
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る家庭訪問のシステムに移行した制度や実践がみら

れたことも記しておく必要がある。それらのいずれ

も、1947（昭和22）年に制定公布された児童福祉法

の制度に位置づけられたものである。まず、児童委

員制度をあげなければならない。民生委員法に基づ

く民生委員は、この児童福祉法の児童委員に充てら

れている。民生委員の沿革は、共助による家庭訪問

から徐々に公助による家庭訪問に移行していったシ

ステムの典型である。1917（大正6）年岡山県に済生

顧問制度が設けられたことを契機に、地域福祉の萌

芽として方面委員その他の名称をもつ地域近隣の人

人による訪問活動が展開されるようになり、その

20年後の1937（昭和12）年方面委員令が施行された。

この制度が児童福祉法の児童委員に引き継がれ、今

日に至るまで希有な家庭訪問制度として重要な機能

を果たしてきた。また、1933（昭和8）年に施行され

た少年教護法に基づいて、少年教護委員が置かれ、

いわゆる非行児童のための地域活動、家庭訪問活動

も広がっていった。少年教護委員はやがて1946（昭

和21）年以降、民生委員に統合されるとともに、児

童福祉法の制定によってさらに新たな家庭訪問指導

職として各都道府県に児童福祉司が置かれた。児童

福祉司は、その後児童相談所職員として位置づけら

れ、家庭訪問を担う地域担当児童福祉ソーシャルワ

ークの役割は、今日に至るまで続いている。

さてここにあげた例は、公助に基づく家庭訪問の

典型である。育児の単相化が進み、共助による家庭

訪問が影を薄くする中で、これらの人々の活動の特

色は、必ずしも望まれない訪問、時には強く保護者

から拒否される訪問を担わなければならない役割を

負っていることである。逆にいえば、虐待や非行

等々のみられる子どもの福祉のために、閉じられた

子育て家庭に介入していかなければならない程の公

的な権限と責任に基づく職務として、家庭を訪ねる

役割を包含している。

閉じられた環境への介入という性格をも包含する

制度ではなく、古くからの共助や社会的親の役割と

いう性格を持ち、お互いが心を開きあい、家庭を訪

ねることのできる仕組みについても、ふれる必要が

あろう。その典型として地域母子保健活動としての

家庭訪問制度をあげなければならない。わが国の母

子保健活動は、先にふれたような歴史上の産婆や医

師の家庭訪問による医療や助産をはじめ、さまざま

な活動と深く結びついていた。その伝統を引き継ぐ

かたちですすめられてきたものに、1936年以降開

始された恩師財団母子愛育会による愛育村活動があ

る。この活動は、国の制度に基づいたものではない

が、古くからの地域における草の根活動による家庭

訪問の典型であり、愛育班活動はその後の国の母子

保健推進員活動のもととなり、現在も活動が継続し

ている。

また、共助の仕組みを徐々に公助の仕組みに広げ

てきた妊産婦保健、母子保健地域組織活動の例をあ

げると、児童福祉法制定以来続いている未熟児の訪

問指導がある。未熟児の養育は、家庭養育を支える

システムとして主治医、助産婦（現助産師）、保健

婦（現保健師）等と協同して家庭訪問指導という形

態で行われてきた。1965（昭和40）年に制定公布さ

れた母子保健法によって、その公助の体制はさらに

広がり、新生児の訪問指導、妊産婦の訪問指導など

が幅広く行われるようになった。

4.家庭訪問の意義の再確認と今後の展望

さて、これらの歴史的経緯とくに社会的親の役割

の減少とヒューマンサービスにおける支援の専門化

という歴史的必然の中で、ごく限られた家庭訪問サ

ービスがなされてきた経緯を踏まえ、近年とくに

21世紀に入ってからの変化を取りあげてみたい。



20世紀末以降、育児の単相化が近年の子育てにも

たらすマイナスの影響は、子育て家庭における親の

子育て準備性や親準備性の不足をもたらし、またと

りわけ母親の子育て責任と負担を重くさせ、また子

育ての孤立感、不安・悩みを拡大させてきた。少子

社会の本格的な到来を迎え、子どもを産み育てるこ

とに対する社会の冷酷なまなざしは、一層この問題

の深刻さを浮き彫りにしてきている。今日の一つ屋

根の下での暮らしの問題は、とくに高齢者の介護の

限界から、在宅福祉の見直しを迫ってきたように、

今やいよいよ子育て家庭サービスの見直しを本格的

に進める時代を迎えている。高齢者介護において脱

施設化がすすみ、在宅サービスの三本柱のひとつで

ある家庭訪問サービスとしてのホームヘルプを重要

な核にし始めたのと同じように、子育て家庭に対す

るサービスにおける次なる展開のポイントは、子ど

もとその家庭の何よりの生活の基盤である一つ屋根

の下に”訪ねる”というベクトルの再転換が求めら

れてきている。

21世紀以降、その潮流はいよいよ本格的に動き

出していると思われる。近年の児童福祉法改正にみ

るように、子育て支援事業として第一に掲げられて

いるのが、「児童及びその保護者又はその他の者の

居宅において保護者の児童の養育を支援する事業」

である。また、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪

問事業がいよいよ開始された。さらに、本年度中に

制度化が見込まれている子ども・子育て新システム

の基本制度要綱案に、小規模保育サービスの一環と

して、また病児・病後児保育サービスの一環として、

子どもの自宅で保育する訪問型保育サービスが創設

される画期的な時代を迎えつつある。

家庭訪問サービスのポイントは、先にあげた社会

的親の役割の減少とヒューマンサービスにおける支

援の専門化という歴史の必然性がもたらしたさまざ

まなサービスの限界を見直し、家庭訪問サービスを、

ケアワークにおいても、そしてソーシャルワークや

助産、医療、看護、保健、そして教育においても重

要な機能として深く位置づけることの意義と実践の

在り方を検討することである。具体的には、家庭

医・訪問医、訪問保健、訪問養護、訪問保育、訪問

教育の意義を再確認し、その子どもの個性、特性や

ニーズに寄り添ったサービス、その家庭の個別性、

特性やニーズに適切に対応し得るサービスを展開す

る方向である。
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キーワード：乳児家庭全戸訪問事業

2008（平成 20）年から国が新しく制度化した事業。施

行は 2009（平成 21）年度。生後 4 カ月までの乳児を養育

しているすべての家庭を児童委員、愛育班員、母子保健推進

員、子育て経験者等が訪問し、相談に応じたり、必要な情報

提供を行う。「こんにちは赤ちゃん事業」とも呼ばれ、乳児

のいる家庭と地域社会とをつなぐ最初の機会とすることによ

って、共助の体制を強化できる。実施主体は市町村。
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家庭を訪問して行うケアは高齢者福祉や障がい者

福祉の領域では一般化している。医師・看護師・

PT・OTなどの医療系職種や介護福祉士・ホーム

ヘルパーなどの介護職、有償ボランティアなどによ

る訪問支援、無償ボランティアなどによる訪問事業

や活動、近隣の見守り活動など多様に発展した支援

の存在はよく知られている。

近年、児童福祉領域でも家庭を訪問して行われる

支援、ホームビジティング（Home Visiting）の世界

的な広がりの中で、わが国でもようやく児童福祉法

が改正され2009年度に乳児家庭全戸訪問事業や養

育支援訪問事業が施行され、その取り組みが本格化

している。

しかし、家庭訪問による支援といっても、その目的

や対象・効果は全く異なるにも関わらず家庭訪問支援

であれば「どれでも同じ」ような認識がされ、高齢者

福祉領域などで行われている多様な支援形態への発

展がおぼつかない現状がある。本稿では家庭訪問支援

（ホームビジティング）事業や活動のそれぞれの役割の

区別化＝守備範囲の明確化を行うとともに、今後の発

展上の課題についても触れることとしたい。

1．家庭訪問支援（ホームビジティング）の

事業と活動を概観する

まず現在実施されている家庭訪問支援（ホームビ

ジティング）の種類を概観してみることとしよう。

家庭訪問支援は出産前後の訪問支援と乳幼児期以降

の訪問支援とに分かれ、それぞれに行政施策として

の事業と、民間活動としての支援の2種類がある。

（1）15種類の行政事業としての家庭訪問

制度化されたものとしては全部で15種類の事業

がある。

1）出産前後の時期の訪問支援

①新生児の訪問指導　

新生児であって、育児上必要があると認める

とき当該新生児の保護者を訪問し、必要な指導

を行うもの。

②妊産婦の訪問指導等　

妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する

者については、その妊産婦を訪問して必要な指

導を行うもの。

③未熟児の訪問指導

未熟児について、養育上必要があると認める

ときは、その未熟児の保護者を訪問し、必要な

指導を行うもの。

④産前産後のヘルパー派遣（地方自治体の独自事業）

産前産後期に問題の発生予防と早期発見、家

事育児の軽減等を目的にして実施されるもの。

⑤乳児家庭全戸訪問事業

すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての

家庭訪問支援（ ）を
マッピングする

ホーム
ビジティング家庭訪問支援（ ）を

マッピングする

ホーム
ビジティング
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孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不

安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報

提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対し

ては適切なサービス提供に結びつけることによ

り、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境

整備を図ることを目的とした子育て支援事業。

2）乳幼児期以降の訪問支援

①地域子育て支援拠点のひろば機能拡充型（エ）

市町村独自に補助又は委託を行っている子育

て支援事業のうち、市町村がひろば型の活動の

充実に資すると認めた事業。家庭訪問を実施し

ている事業も含む。

②ファミリーサポートセンター事業（訪問型）

乳幼児や小学生の児童を有する子育て中の労

働者や主婦などを会員として、送迎や放課後の

預かりなどの相互援助活動を行うもの。

③家庭支援スタッフ訪問事業（安心子ども基金事業の④）

育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事

を協働して行うスタッフの派遣により、育児期

の孤立感や育児不安の解消を図るための事業。

ホームスタートを想定した事業。

④家庭教育支援基盤形成事業

子育てサポーターリーダーや子育てサポータ

ーを中心に、保健師、民生委員等の地域の人材

から構成され，原則として小学校区を活動範囲

とする「家庭教育支援チーム」を設置し、家庭

教育に関する情報提供や相談対応、家庭訪問等

を実施する事業。

⑤養育支援訪問事業

養育支援が特に必要であると判断した家庭に

対し、保健師・助産師・保育士等がその居宅を

訪問し、養育に関する指導、助言等を行うこと

により、当該家庭の適切な養育の実施を確保す

ることを目的とする事業。

3）ひとり親家庭等に対する訪問支援

①母子家庭等日常生活支援事業

母子・寡婦・父子世帯が、技能習得や就職活

動など自立に必要な事由や疾病、事故、災害、

冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加などの社

会的に必要とする事由により、一時的に生活の

援助、保育のサービスが必要な場合に、家庭生

活支援員を派遣する事業。

②ひとり親家庭生活支援事業児童訪問援助事業（ホームフレンド）

ひとり親家庭の児童が気軽に相談することの

できる児童訪問援助員（ホームフレンド）を児

童の家庭に派遣し、児童の悩みを聞くなどの生

活面の支援を行う事業。

4）障害児に対する訪問支援

①居宅介護事業　

障害児の自宅で入浴、排泄、食事の介護等を

行う事業。

②障害児（者）地域療育等支援事業

指定された支援施設が、地域の障害児（者）

及びその保護者に対し相談・指導を行いサービ

スの提供の援助、調整等を行う事業。巡回相談

と訪問による健康診査がある。

③訪問教育

訪問教育とは、学校へ通うことが難しい子ど

もたちのために、教員が家庭または施設まで出

向いて教育を行う教育制度。

（2）4種類の民間活動としての家庭訪問活動

1）母子愛育班・母子保健推進員

地域のなかの子育て経験をもつ人たちが、妊娠

中のことや乳児の世話の仕方などに関して、市町

村役場や県健康福祉センターの保健婦などと協力

して、妊婦や子育て中の母親等からの相談にあた

る活動。

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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2）子育てや家事のヘルパー派遣

家事や育児の代替をする企業や民間団体による

事業。企業等によるホームヘルパー派遣やベビー

シッター事業、そして子育て支援NPOなどによ

る当事者性の高いヘルパー活動などがある。

3）ホームスタート

育児等に悩みがあり、孤立化し、ひきこもりが

ちな親に対し、傾聴や育児・家事を協働して行う

ボランティアスタッフの派遣により、育児期の孤立

感や育児不安の解消を図るための活動。

4）ヘルシースタート

専門的訓練を受けた支援者が虐待等のリスク要

因を持つ家庭を訪問し、子どもの月齢にあわせた

アドバイスを行い、親の良いところや強みをみつ

けてそれを励まし、親のほしい情報を提供する。

2．家庭訪問支援（ホームビジティング）の

類型化と区別化

―乳幼児のいる家庭への支援を中心にして

■ 7つの類型

家庭訪問により行う支援を整理すると、子どもを

対象とした事業と親を対象とした事業に分かれる。

子どもを対象とした事業としては、ファミリーサポ

ートセンター事業（訪問型）、児童訪問援助事業（ホ

ームフレンド）、障がい児への居宅介護事業や訪問

教育などが挙げられる。本稿ではマッピングした図

のわかりやすさを確保するため、これらの子ども対

象のものははずし、現在家庭訪問支援施策や活動の

中核部分である乳幼児のいる家庭への訪問支援に特

化した上で７つに類型化しマッピングを行うことと

した（表1）。

■家庭訪問支援の中核３事業

これら7類型の役割の区別化のため図1を作成し

た。平成22年7月現在、「発見・スクリーニング」

を目的とした乳児家庭全戸訪問事業は全国の市町村

の89.2％で実施され、「子育て困難家庭への支援」

のための養育支援訪問事業は59.5％、「子育て・家

事等の軽減」を目的とした母子家庭等日常生活支援

事業は56.1％で実施されている。こうしたことから

これら3つが家庭訪問支援の中核的な事業であると

言えよう。

加えて、近年活動が縮小傾向にあるものの母子愛

育班・母子保健推進員などの取り組みも重要であ

る。また家庭教育支援基盤形成事業の家庭訪問やヘ

ルシースタート方式の支援は有効ではあるものの現

在のところ極めて取り組みは少ない。

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

類型 事業目的 事業・活動名称
1 発見・スクリーニング 乳児家庭全戸訪問事業、

新生児・未熟児・妊産婦の初回訪問指導、
障害児（者）療育等支援事業初回訪問

2 子育て上の知識・スキル指導 母子愛育班・母子保健推進員
3 産前産後の子育て・家事軽減 産前産後等のヘルパー派遣児童（行政）
4 子育て・家事等の軽減 ヘルパー派遣（民間の企業・NPO等）、

ファミリーサポートセンター事業（訪問型）
母子家庭等日常生活支援事業

5 子育て困難家庭への支援 新生児・未熟児・妊産婦の継続訪問指導、
養育支援訪問事業（保健師等・ヘルパー派遣）、
ヘルシースタート方式の訪問指導

6 ボランティアによる傾聴等 ホームスタート、
地域子育て支援拠点のひろば機能拡充型（エ）、
家庭支援スタッフ訪問事業（安心子ども基金事業の④）

7 家庭教育に関する相談支援 家庭教育支援基盤形成事業

〈表 1〉親を主な対象とした家庭訪問支援事業類型



■発生予防・早期介入はボランティア、

危機介入はヘルパー・専門家

横軸で問題の重篤度を、縦軸で社会的介入の大小

を測っている。左下（第3象限）は発生予防、中央部

が早期発見・早期介入、右上（第１象限）が重度化の

予防の領域である。相互に重複し合うものの、発生

予防や早期発見・早期介入はボランティアが、重度

化の予防＝危機介入はヘルパーや保健師・社会福祉

士などの専門家たちによって主に担われている。※1

■要支援児童・家庭が焦点に

本マップの左下部分（第3象限）は、一般家庭とと

もに要支援児童・家庭が多く含まれ施策の大きな

「隙間」となっている。養育支援訪問事業の対象の

拡大（第2象限や第3象限、第4象限への拡大）はわ

ずかに進んではいるが全ての必要な家庭への支援は

制度上困難である。養育困難家庭を出さないために

も第3象限部分での予防的取り組みは極めて重要だ

と言える。ボランティアによる傾聴等の活動類型が

担当する領域として図示してあるが、実際の活動は

少ない。平成21年度の家庭支援スタッフ訪問事業は

33市町村で実施され、ホームスタートは平成22年

度現在20地域で取り組みが始まっているものの、い

まだ取り組みは弱い。制度や活動の「隙間」となっ

ているこの部分での活動が今後飛躍的に発展するこ

とが望まれる。

3．家庭訪問支援（ホームビジティング）の課題

こども未来財団委託研究：訪問型子育て支援研究

会『家庭訪問型支援の活動実態や課題に関する調査

研究』（2010年度）※2によると、市町村が考える家

庭訪問支援の主な課題として4点挙げられている。

①事業の成果を数量的に集約・把握できない

（37.7％）

②訪問者に対する適切なスーパービジョンが不十

分（32.5％）

③支援の事後評価（エバリュエーション）が不十

分（25.4％）

④訪問者の適切な養成研修が不十分（16.7％）

これらを踏まえながら家庭訪問支援の今後の課題

についてまとめてみることとしたい。

1）多様な支援サービスの開発

家庭訪問型支援が取り組まれ始めているもの

世界の児童と母性　10
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〈図 1〉親を対象とした家庭訪問支援事業・活動マップ
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の、市町村によっては家庭訪問による支援が極め

て限定的な地域も少なくない。乳児家庭全戸訪問

事業でも訪問を担当する者の力量や専門性によっ

ても大きく成果に違いがでている。また養育支援

訪問事業も訪問者が保健師やヘルパーに限定され

る地域がほとんどである。社会福祉士や教員、保

育士、プレーワーカーボランティアなど利用家庭

のニーズに合わせた多様な支援者の活用や支援メ

ニューの更なる開拓が重要となる。

2）支援の質の担保

現在家庭訪問による支援については、その方法

や経験の蓄積が全ての領域でできておらず、専門

職もホームヘルパーも、ボランティアもそれぞれ

の地域や団体での経験のみに基づいて事業・活動

を展開している。支援の質に極めて大きな差が出

ており、今後の実践上の喫緊の課題である。その

具体的な課題を下記に列挙する。

①アセスメント

家庭訪問支援に当たっては、家庭内で行う支

援内容について総合的なニーズのアセスメント

に基づき利用者も含めて相談・協議することが

重要となる。しかし子どもの保健福祉教育領域

では、こうしたアセスメントやプランニングの

ための協議がされず、また支援ツールがほとん

ど存在しない。協議の場の設定やツールの開発

が課題となる。

②マネジメント

家庭訪問による支援は訪問が始まると家庭を訪

問する個人に支援の中身は任されてしまう傾向が

ある。より質の高い支援実現のために、訪問者

に対するスーパービジョンや、モニタリング、

エバリュエーション、関係機関との連携などの

ためのツール開発とともに、実践経験の蓄積・

交流による適切なマネジメントスキルの確立が

必要になってきている。しかし、前出のこども

未来財団委託研究によると市町村等のマネジメ

ント担当者の64％は全く研修を受けていない。

また、行政として住民への説明責任を果たす

ため、イギリスなどのように、根拠に基づく実

践（エビデンス・ベースト・プラクティス）を

進めることが重要である。家庭訪問支援の効果

測定を数量化して明示する方法の確立も急がれ

る課題である。

③家庭訪問支援者のトレーニング

家庭訪問をする人のリクルートや研修につい

ても適切にされていない地域も多い。研修につ

いては各実施団体等に任されている地域が多く、

こども未来財団委託研究では45.7％の自治体で

は訪問者に対する研修が全く行われていず、

18.2％の自治体では研修が実施されているか否

かすら把握していないことなどが報告されてい

る。欧米のように専門家やヘルパー、ボランテ

ィアを問わずトレーニングプログラムの開発が

急がれる。とりわけ養育困難家庭への支援を担

当するホームヘルパーは、単に家事育児を軽

減・代替するだけではなく、場合によっては自

立を促進する観点から見守りなどの援助方法に

ついても研修機会が提供されるべきであろう。

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

※1 Pauline Hardikerらの予防の４区分により整理している。1

次予防は発生予防、2次予防は早期介入、3次予防は重度化

予防、4次予防はリハビリテーション・再発予防

※2 こども未来財団委託研究： 訪問型子育て支援研究会

『家庭訪問型支援の活動実態や課題に関する調査研究』

（2010年度）

キーワード：ホームビジティング

イギリスの子育て支援政策であったシュアスタートの中核

的な援助方法として位置づけられた。家庭を訪問して行う支

援のことである。ドアノッキングだけでなく、家庭内で一定

時間（2時間程度）相談援助や子育て・家事支援等を行うこ

とも含む。わが国では支援のための新しい方法概念として、

または援助技術として今後の発展が期待される。
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1．はじめに

昨今、家庭訪問事業（英語ではホームビジテーシ

ョン、ホームビジティング等で表現）は「エビデン

ス・ベースト」、つまり科学的根拠に基づいた、効

果をもたらす主要な児童虐待防止対策として国際的

に注目を浴びている。その中で日本政府とアメリカ

連邦政府の双方とも現在、家庭訪問事業を法律上に

新たに位置付け、日本は市町村に、アメリカは州に

補助金を提供しながら地域による事業の促進をはか

っている。

本稿の目的は第1に児童虐待防止対策としての家

庭訪問事業の沿革を紹介し、第2にその現状と展望

を論じることにある。

2．児童虐待防止のための家庭訪問事業の沿革

（1）保健分野の家庭訪問事業

イギリスにおける保健分野の家庭訪問（ヘルスビ

ジティング）は1867年にマンチェスターとサルフォ

ードの公衆衛生改革婦人会の婦人達が個々の家庭を

訪問し保健衛生についてアドバイスをしたのが最初

であるとされている（Brown 1993）。

その後1947年にナショナルヘルスサービスが法

律上に位置付けられて以来、イギリスでは第1次・

第2次予防として看護師や助産師が全ての妊婦、す

べての新生児のいる家庭を対象に無料で家庭訪問を

しており、問題を抱える家庭には長期間の家庭訪問

も行っている。なお、現在イギリスと並んでアイル

ランド、デンマーク、オランダ、フランス、そして

日本における保健分野のユニバーサルな家庭訪問事

業も高く評価されている（Cawthorneら 2010）。

ちなみに、イギリスでは民間団体による家庭訪問

事業も活発であり、第1次・第2次予防では、例え

ば1973年に設立されたホームスタートプログラム

があり、研修を受けたボランティアが家庭訪問をし

ている。また第3次予防としての家庭訪問は、民間

団体NSPCC（全英児童虐待防止協会）が公的機関と

綿密に連携しながら行っている（Brown 1993）。

（2）アメリカの家庭訪問事業

アメリカでは19世紀後半に都会化が進むにつれ、

家庭訪問事業と児童虐待問題の両方に関する市民の

関心が同時に高まり、慈善事業団体が約4000人の

「フレンドリービジター」と呼ばれる婦人達を市内

の貧困家庭に派遣し、「正しい生き方」のモデルと

なり彼らの指導をした。1874年にはフレンドリー

ビジターの１人が虐待を受けていた子どもメリー・

エレンを発見し、救済した。この事件がきっかけと

なり世界初の児童保護民間団体であるニューヨーク

児童虐待防止協会が1875年に設立され、その後児

童虐待防止協会は全米に広がった（Guterman 2006）。

京都ノートルダム女子大学生活福祉文化学部 教授　桐野
き り の

由美子
ゆ み こ

児童虐待防止のための
家庭訪問事業

―国際的視野からの沿革・現状・展望

児童虐待防止のための
家庭訪問事業

―国際的視野からの沿革・現状・展望

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

総論
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20世紀になり、児童救済、つまり児童保護は行

政の任務となり、児童保護機関としての民間団体の

影は薄れてきたが、1950年代から1960年代にかけ

て児童虐待が再発見されて以来、家庭支援と児童保

護を使命とする民間団体は再び脚光を浴びるように

なり、児童虐待防止を目的とする家庭訪問事業が強

化され始めた。

1974年には連邦法CAPTA（児童虐待防止及び治

療法）、1980年には連邦法AACA（養子縁組及び児

童福祉法）、1993年には連邦法FPSSA（家庭維持と

家庭支援サービス法）、そして1997年には連邦法

PSSFA（安全安定家庭促進法）が成立されるなか、

連邦政府補助金を受けながら、アメリカでは多種多

様の家庭訪問事業モデルが開発されていった。その

背景には、イギリスや日本とは異なり、アメリカに

はいまだに国民保険制度はおろか、保健分野のユニ

バーサルな家庭訪問事業が無いため、その代わりの

手段として民間団体が中心になり家庭訪問事業を発

展せざるを得なかったのではと筆者は考える。

ともあれ、アメリカでは1990年代前半に目を見

張る程多くの、地域を基盤とする家庭訪問事業が開

発・実施され、1990年代後半にはそれぞれの家庭

訪問事業モデルが競争して補助金を獲得するためも

あり、各モデルの効果測定も盛んに行われ始めた。

（3）日本における児童虐待防止のための家庭訪問事業

我が国では1947（昭和22）年保健所法の全面改正

で保健所事業のなかに保健婦が位置づけられ、母子

家庭訪問が全国に繰り広げられた。また1965（昭和

40）年に母子保健法が成立し、子どもの健やかな心

身の発達を促す目的で、妊産婦から乳幼児までの一

貫した保健対策の一部として家庭訪問支援型サービ

スの充実が図られている（桐野 2003）。

このように保健分野での家庭訪問事業は早くから

行われていたが、政府が児童虐待防止対策として福

祉分野を含む地域基盤型家庭訪問事業を新しく設置

し各市町村にその事業を実施するよう奨励したのは

2002（平成14）年になってからのことであった。

【表1】に、児童虐待防止・子育て支援を目標に

設置した家庭訪問事業の過去10年間の沿革を示し

た。この表には、すでに廃止された３つの家庭訪問

事業と、2009（平成21）年に法定化・努力義務化さ

れ現在並行して実施されている２つの家庭訪問事業

「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」

「養育支援訪問事業」の内容の概要を示している。

日本の家庭訪問事業の変遷のいくつかの特徴を次に

列記しておく。

①設立当初は事業の対象として「不登校・ひきこも

りの子どもを持つ家庭」が含まれていたが現在は

削除されている。

②設立当初から今まで一貫して、第1次・第2次の

みではなく、第3次予防の手段として扱われてい

る。つまり、施設等から子どもが家庭復帰した家

庭の在宅指導も含まれている。

③設立当初は訪問実践者の資格・条件に記載されて

いなかった「保健師・助産師」は、2004（平成16）

年以降は明記されており事業の中心的役割を担っ

ている。

なお、個人的な１意見であるが、事業運営をスム

ーズに進め、利用者への効果をもたらすために、今

後は事業内容等が頻繁に変更されないよう願う。

3．児童虐待防止のための家庭訪問事業の

国際的現状と展望：アメリカの例

家庭訪問事業においてアメリカは今、斬新な動向

の真っただ中にある。というのは、2010年3月にオ

バマ大統領が署名し成立した連邦法PPACA（患者

の保護と入手可能なケア法）により、連邦政府は全



州に5年間にわたり150億ドルの補助金を提供し、

州が乳幼児のいる家庭や妊婦を対象に児童虐待防止

を目的に家庭訪問を無料で行うことになったのであ

る。このPPACAでは史上初めて、州がこの補助金

に応募する条件として、その州が「エビデンス・ベ

ースト（科学的根拠に基づく）家庭訪問事業」に投

資することを条件に付けたのである（Pew Center

2010）。

しかも連邦政府は全州でのエビデンス・ベースト

家庭訪問事業実施の準備として、PPACA成立3年

前の2008年から、全米から17の地域（カリフォル

ニア、コロラド、ハワイ、ニューヨーク、テキサス

など）を手本として選び、それら実施地域に補助金

を提供し、それぞれが選んだ児童虐待防止を目的と

するエビデンス・ベースト家庭訪問事業モデル（ナ

ース・ファミリー・パートナーシップ、ヘルシー・

ファミリーズ・アメリカ、ペアレンツ・アス・ティ

ーチャーズ、セイフ・ケア、トリプルP、ファミリ

ーコネクション）をとどこおりなく行いその効果を

もたらすよう支援したのである（Mathmatica Policy

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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Research 2009）。なお、【表2】に、現在全米で主

に活用されているエビデンス・ベースト（科学的根

拠に基づいた）家庭訪問事業モデルの概要を挙げて

いるので参照されたい。なお、上記のナース・ファ

ミリー・パートナーシップモデルの効果測定を30

年間にかわたり実施しているデービッド・オルズ氏

が、2011年12月に日本子ども虐待防止学会第17回

学術集会いばらき大会で講演されると聞き、今から

楽しみにしている。

アメリカ連邦政府の要請を受け、「これを活用す

ると必ず地域の虐待件数が減る・親のストレスが減

る・将来非行に走る子どもが減る」などが実証され

ている家庭訪問モデルを活用するアメリカの新制度

に筆者は敬意を表す。しかしまだ始めたばかりの制

度であるため、今後の動きを見守りたい。

4．日本における児童虐待防止のための

家庭訪問事業の現状

日本の現状については「Ⅱ．ホームビジティングの

実際」で他の著者らが詳しく紹介しているため、本

稿ではその概要を述べる。

日本の政府は現在、【図1】に示したように、地

域の連携のもとに従来の「母子保健法に基づく訪問

事業」と、新しく設置された「乳児家庭全戸訪問事

業（こんにちは赤ちゃん事業）」「養育支援訪問事業」

の実施による児童虐待発生予防・早期発見・早期対

応を奨励している。新事業の実施率は2010（平成22）

年度は前者が89.2％、後者が59.5％である。2009

（平成21）年3月に策定した両事業のガイドラインも

普及され、今後市町村の要保護児童対策地域協議会

と両事業のさらなる密接な連携が図られ、市町村に

おける虐待防止システム構築に積極的に取り組むこ

とが期待されている。

5．おわりに：日本における児童虐待防止のための　　

家庭訪問事業の展望

本稿では児童虐待防止のための家庭訪問事業を国

際的視野から論じたが、最後に、日本における児童虐

待防止のための家庭訪問事業

の今後の課題に関する筆者の

見解をいくつか述べておく。

1つ目に、日本の政府によ

る児童虐待防止のための家

庭訪問事業は、アメリカの

新制度のように綿密な下準

備をしないまま策定され実

施されていることもあり、

家庭訪問事業の単なる実態

調査のみでなく、「家庭訪問

事業により地域の子どもと

家族のニーズがどれだけ満

たされているか」「その家庭

訪問事業により、実際に効
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【図1】市町村における家庭訪問事業の位置づけ

出典：厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課（2010）『児童虐待防止について』、および
日本子ども虐待防止会第16回学術集会くまもと大会抄録集p.242  をもとに作成
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果があがっているか」をみる調査を速やかに行う必

要がある。その結果をもとに、各地域の事業の改善

策を立てなければならない。

2つ目に、その改善策を考える際、①家庭訪問実

践者の構成メンバー（諸分野の専門職とパラプロフ

ェッショナル）、②家庭訪問事業のマニュアル、③

家庭訪問実践者への研修、④家庭訪問実践者へのス

ーパービジョンはこのままでよいかどうかを再検討

するべきであろう。

3つ目に、現場は人手不足で時間のない時に「効

果測定をする暇などない」のは事実であるが、各地

域での事業改善のためには継続的評価が不可欠であ

るため政府が地域に、事業評価のために継続した助

成を提供することが望まれる。

稿を閉じるにあたり、筆者を含む日本子どもの虐

待防止民間ネットワーク家庭支援検討委員会は長

寿・子育て障害者基金助成事業として過去3年間に

わたり、「民間団体のための家庭訪問事業ガイドラ

イン」「家庭訪問支援者の研修プログラムの骨子」

作成等を通して、民間団体がより行政と連携し、地

域における家庭訪問事業の実施に参加できるよう検

討を重ねている。今後も当時者である地域の子ども

と家族のウェルビーイングを促進する家庭訪問事業

の実践に少しでも貢献できればと願っている。
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キーワード：

1．第1次・第2次・第3次予防

第 1 次予防はユニバーサルな活動で、虐待のリスクの有

無には関係なく、該当する子どものいる全家庭を対象に行

う。第 2 次予防は、虐待はまだ起きていないがリスクのあ

る家庭を対象に、また第 3 次予防は虐待の再発予防を目的

に行う活動を指す。

2．パラプロフェッショナル

多種多様な定義があるが、1）事業が実施されるその地域

の住民で、広範囲にわたるトレーニングを受けている者、2）

概して、自らの任務に関する専門分野の学士あるいはそれ

以上の学位を持っていなくてもよいが、ソーシャルワー

ク・心理・保健・保育・教育関連分野で、ある程度の現場

経験を有する者を指すことが多い（Wasik 1993, Rigney

ら 2009）。
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1．子ども虐待防止の民間活動

わが国で「子どもへの虐待」が広く社会問題とし

て顕在化してきたのは、1990年代といってよいだ

ろう。児童相談所への全相談のうち、虐待にかかわ

る相談数がカウントされるようになったのが1990

年度であり、虐待防止を目指す民間組織「児童虐待

防止協会」（現在はNPO法人）が大阪に誕生したの

も1990年であった。翌1991年には東京に「子ども

の虐待防止センター」（現在は社会福祉法人）が発

足する。

この大阪、東京の動きに呼応し、また現実に起き

た虐待事件に背をおされて「子どもの虐待防止ネッ

トワーク・あいち（通称CAPNA）」は1995年に活

動をはじめた。先進の活動から手ほどきを受けなが

ら、電話相談を軸に虐待の現実に耳を傾け、民間な

らではのフットワークのよさを生かした動きを目指

した。ただ民間の任意団体のままでは、電話を引く

のも活動場所を確保するのもままならない。1998

年に「NPO法」が制定され、CAPNAも2000年に

NPO法人として法人格を得ることによって、行政

との協働作業も進めやすくなった。

このような動きは、子ども虐待の防止のために何

かできるのではないかというボランティアを着実に

集めてきた。2010年現在、全国にはおよそ40ヶ所

に民間組織ができている。組織形態や規模、活動内

容はまちまちであるが、その多くでは電話相談を行

っている。CAPNAはこの電話相談をはじめ母親グ

ループの運営、シェルター事業、研修の企画、調

査・広報などいくつかの活動を展開しているが、必

要に応じて直接支援も手がけてきた。

たとえばある女子高生が継父からの性虐待を訴え

て一時保護された時、彼女は卒業をひかえて登校を

強く望んだ。しかし学校には継父がおしかけてくる

恐れが予見されたため、児童相談所の職員とメンバ

ーが手分けして登下校につきそったことがある。ま

た虐待事件の裁判で原告の支援にたずさわったり、

場合によっては被告の支援（面会や差し入れ、手紙

のやりとりなど）も行ってきた。

このようななか2000年には児童虐待防止法も制

定され、児童相談所には以前にも増して虐待事例が

押し寄せるようになる。それでなくても時間がかか

り、困難なことの多い家庭支援や家族再統合支援の

要は増加の一途をたどる。これらの現実に押され、

厚生労働省もいくつか手を打ってきている。

2．家庭支援の開始

そのひとつとして2002年、国の補助事業として

家庭支援員制度が始動した。全国の児童相談所によ

せられる虐待相談の8割以上は在宅支援である。一

時保護を経て、乳児院や児童養護施設への入所、あ

特定非営利活動法人 子どもの虐待防止ネットワーク・あいち 副理事長　隈元
く ま も と

眞理子
ま り こ

養育支援訪問事業の実践
― CAPNAの活動から

養育支援訪問事業の実践
― CAPNAの活動から

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの実際
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るいは里親委託になる子どもの数より、地域で在宅

のまますごしている子どものほうが圧倒的に多いの

である。これにはいくつか要因があろうが、まず施

設の定員不足であり一方で在宅支援が望ましいとい

う考えかたがあげられる。

そこで、虐待の程度が親からの分離が必要とまで

はいえないという判断のもと、在宅での定期的な子

どもの見守りという支援形態が模索されることとな

ったのである。家族構成や家庭の事情によっては、

自宅訪問型の支援が都合がよいと思う当事者もあ

る。そのためには訪問事業にたずさわるマンパワー

の確保が求められる。この事業の開始にあたり、名

古屋市児童相談センターからの呼びかけにこたえて

CAPNAから十数名のメンバーが参加した。「子ど

も家庭支援員」の名のもとに全体で二十数人が登録

された。いずれもなんらかの対人援助の経験者であ

る。その活動の概要は、まず担当ケースワーカーが

当事者にこの制度の利用希望をたずねる。その結果

家庭支援員に来てもらいたいとなれば、われわれに

打診がある。引き受ければ1～2週間に一度、一回

1～2時間程度、半年ほどをめどに該当家庭を訪ね

ることとなる。

もちろん臨機応変の対応が求められるが、原則と

して家事支援ではなく、親の話を聴く、子どものモ

ニター、家庭と児童相談所との橋渡し等が主な役割

である。毎回訪問記録を提出し、担当ケースワーカ

ーとの連絡を欠かさないようにする。必要とあれば

ケースカンファレンスにも参加する。いうまでもな

く守秘義務があり、この間年一回程度の研修も続け

られてきた。

3．訪問支援の実際

ここで筆者の関わった家庭支援の実例をあげなが

ら、この施策の実際をみていきたい。（事例はリメ

イクされている）

―父親からの主として身体的虐待の事例―

〈家族構成〉

〈状況概要〉父は脳血管障害で自宅療養中、母は夫

の看病と求職活動中。父は再婚で成人した子ど

ももあるが、現在往来がない。経済的理由によ

り、長男Ｋは3歳より児童養護施設に、次男Ｔ

は0歳より乳児院に。半年前から家族４人で再

出発するとともに現在地に転居、生活保護世帯。

1ヶ月前、医療機関からの通告で次男Ｔを一時

保護。内容は「顔や手に傷がある、年齢のわり

に体重が少ない」というもの。一時保護の解除

にあたって、家庭支援員の訪問を希望。父の通

院時、母の外出時などに子どもたちと過ごす、

子育ての悩みなどがあれば話を聴くというのが

当面の課題。初回は担当ケースワーカーと二人

で家を訪ねる。

〈訪問経過〉初対面の時Ｔの顔はきれいで、私たち

に困ったようなはにかんだ表情を見せる。父は

いかにも頑固そうな風貌、母はあまり感情を表

に出さない印象。2回目からは家庭支援員単独

での訪問になり、年のはじめ1月から開始する。

一緒に過ごすうちにＫは活発で向こう見ず、

Ｔは几帳面でおっとりした子であることがわか

る。しばらくするとＴの顔、手、腕、脚にいろ

いろ小さな傷が見られるようになる。それにつ

いては、たいがい両親から言い訳がある。自分
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で打った、自転車で転んだ、砂が目に

入ったなどなど。徐々に慣れてくると、

ＫがＴに手出しをするのが気になるよ

うになる。注意したり叱ったりすると、

土下座してあやまってみたり、またす

ぐちょっかいを出したりする。Ｋには

気になる傷は見られないので親の対応

がちがうのか、と思いをめぐらせるに

とどまる。Ｔの発育もまずまずという

ところ。

そのうちＴの傷の原因は、食べるのが遅いと

かトイレの失敗などをきっかけとした父の折檻

によるものであることがはっきりしてくる。Ｔが

「お父さんがグーでごんした」ともらしたことも

ある。母は夫のやりかたに同意しているわけでは

ないが「いくら言っても聞く人じゃない」と言う。

年度が変わりＫは小学校に入学、Ｔは保育園に

入園するも、状況はあまり改善されない。

母は車にも電車にも酔う状態ということなの

で、子どもの日に家庭支援員のつきそいで、兄

弟二人と動物園へ出かけることになる。このこ

ろＴの顔は古い傷、新しい傷で色どられている。

門を入ったとたんＫは帽子を池に落として係り

の人の世話になるかと思えば、間もなく迷子に

なったりとすこぶる落ち着かない。

このころＫが学校で乱暴なふるまいがあると

かで、母が悩みをもらす。Ｋにはつぎのような

エピソードもある。二人を連れて図書館に行っ

た際、学齢に達しているにもかかわらず、Ｋは

赤ちゃん絵本というべき『おかあさんだ』とい

う絵本にこだわった。これは赤ん坊が一貫して

「えーん、えーん」と泣き、お母さんに慰めら

れるという内容である。むしろＴのほうがいろ

いろな作品に興味を示した。このような状況下

で夏休みが経過したが、児童相談所は二人を検

査の名目で3週間一時保護した。

秋になり、Ｔの通う保育園ではバス遠足があ

った。親の参加が求められたが両親とも行けそ

うにないため、園の了解のもと家庭支援員が一

緒に行くこととなる。遠足中は楽しそうだった

Ｔは、バスが帰りついて解散したあと泣き始め、

家へついても泣き止むことはなかった。この時

家で出迎えた母の言葉は「Ｋの考えていること

はまだわかるが、この子はなんで泣くのかよく

わからない」というものであった。

このまま在宅支援が適当とは思われず、その

旨担当ケースワーカーにも申し出た。保健師も

父の病気とのからみもあり訪問されていたが、

もとより良い患者とはいえず、子どもへの対応

も改善されないことにお手上げという様子であ

った。

〈訪問終結〉児童相談所の処遇判断に時間がかかっ

ているうちに、事態は変動した。Ｋのことで母

がたびたび学校に呼び出されるという話は聞い

ていたが、問題行動が激化したため、ついに情

緒障害児短期治療施設へ入所の運びとなったの

である。それとともにＴも児童養護施設入所と

なり、訪問も終了した。

長男Ｋが強い関心を示した
赤ちゃん絵本『おかあさんだ』
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4．訪問支援の課題

この事例にそって、感じたこと考えたことをまと

めてみる。

①加害者がはっきりしていてメカニズムも明らかな

うえ、傷を隠そうとしていないような場合、児童

相談所からもっと強い働きかけがあってもよいの

ではないか。まして多くのケガが顔にあれば、そ

れだけリスクも高い。もっとも一時保護解除にあ

たっては、ケガがおさまらないような時には分離

される旨はっきり伝えられている。つまり父の態

度は確信犯的である。

②この父親は子どものことを思い厳しくしつけてい

るのだが、やり方がまちがっている。ただこの点

の論争を重ねても無駄骨だという見極めは、もう

少し早くつけるべきではなかったか。ほぼ毎日こ

の父が在宅しているという状況も、もっと考慮さ

れるべきであった。

③母親がこの状況を重視せず、子どもの気持ちに鈍

感であることも否定できない。それなのに施設収

容には拒否的なので、対応の難しいことも確かで

ある。

④兄弟と家で留守番をしていた時、父が帰宅すると

子どもたちがさっと緊張することがあった。この

ような場面に遭遇すると気がかりでならないし、

ましてケガの絶えない子どもに接するのは苦痛で

もあった。

⑤この局面を打開したのが、兄のＫだったともいえ

る。彼は学校で先生たちの手にあまる行動をとり、

全身でこの環境に異議申し立てをしたのではなか

ろうか。結果的に、弟Ｔも同時に安全な場に身を

移すこととなった。

⑥ただしこの兄弟の親を求める気持ちは、このまま

では満たされないことも明白である。これからも

親子関係の修復や愛着形成を、中長期的に支えて

いく必要がある。親子関係に難点があったとして

も、それを補完するようなおとなの存在は不可欠

のものと思われる。この子たちが威圧的な父親の

みをモデルとしないためにも。

⑦家庭訪問支援をどう評価するかという問題があ

る。その基準づくりも標準化するのはなかなか難

しいものがあり、今後の課題として残る。この事

例では比較的長くかかわり内容も多彩であったた

め、訪問が終了した後もＫ、Ｔのいるそれぞれの

施設を一度ずつ訪ねて行った。その折、Ｋの口か

ら「Ｔが遠足に行けたのはよかった」という言葉

を聞いた時、そのひとことだけでこの訪問支援の

努力が報われた気がした。

5．訪問支援の展開

つぎに、われわれが取り組んでいる訪問支援事業

のこれからに触れておきたい。CAPNAでは、前述

した民間の虐待防止団体が加盟するNPO法人「日

本子どもの虐待防止民間ネットワーク」の事務局を、

2004年より担当している。ここでは全国の民間組

織それぞれの特徴を尊重しつつ、情報交換、意見交

換をはかってきた。毎年1回全国大会を開催するな

か「家庭支援事例検討分科会」をもうけ、民間団体

で実施可能な家庭支援について模索している。

2009年からは、3年計画で家庭支援の実践を広め

ようと試みている。家庭支援員養成のための基本マ

ニュアル作り、養成研修の施行、見直しと全国展開

という方向である。民間の利点―個別のニーズに

迅速で融通をきかせた対応が可能、利用者にとって

垣根の低いサービスが提供できる―を生かし、事

業の内容を充実させるべく活動している。

ここで、民間団体のための家庭訪問事業ガイドラ

インを簡単に示しておく。民間団体は各地域の特性

を考慮し、それぞれの事業のターゲットを第1次予
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防、第2次予防、第3次予防（図1参照）あるいはそ

れらのコンビネーションの中から選ぶ。どこを選ぶ

にせよ、事業の目的は地域の子どもと家族のウェル

ビーイングを図ることにある。第1次予防はすべて

の家庭を対象にした啓発活動を意味する。第2次予

防は虐待には至っていないが、リスクがある家庭を

対象に行う援助をさす。第3次予防は虐待が起きて

しまった家庭を対象とし、再発を防ぐ活動である。

事業推進にあたっては、いくつかの課題がある。

多くの民間団体が共通して抱える問題として、資金

的基盤が弱いため小規模な事業にならざるを得なか

ったり、サービス提供が継続しにくいこともあげら

れる。やはり現時点では大規模なものは望めないが、

実のある訪問支援事業を目指して地道な努力が続け

られている。

〈まとめ〉

子どもの虐待とひとくちにいっても多様な側面が

あり、防止のための特効薬があるわけではない。ま

た子どもをとりまく環境もかなり多様なものであ

る。両親と子ども二人という家族がもはやモデルケ

ースでなくなりつつあり、一人親家庭や、祖父母か

らの援助が期待できない家庭も増えつつある。親自

身の疾病や社会的孤立、経済的逼迫など、不適切な

養育がどこにでも起こりうる要因に事欠かない。

このような時代、地域で少しの力を提供する人と

少しの力を必要とする親子を結ぶことは、決して無

駄な努力ではない。しかし訪問事業を進めるには、

それなりの枠組みとエネルギーとを要する。家庭訪

問するにあたっては、交通の便の問題から家庭支援

員自体の安全確保の問題、バックアップ体制の確立

やスーパーバイザーの確保、継続研修等の課題もあ

る。家事支援にはあまりふみこまず、親の話を傾聴

するのがどこまで有効かも見ていかなくてはならな

い。一方で児童相談所の業務内容は確実に増加しつ

つあり、人員配置を増やしていかない限り、この制

度を使いこなしていくこともできない。

さらに乳児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事

業）も始まっており、より早期からの防止効果も期

待される。今必要なのは、子どもの虐待防止のため

考えられるどんな方策をも、並行して進めて行くこ

とではないだろうか。

キーワード：家庭支援員

子ども虐待の危惧される家庭におもむき、親の話し相手に

なったり、子どもの様子を観察したり、行政と家族の橋渡し

役を担う。親子分離まではいかない事例、あるいは子どもが

一時保護や施設から家庭に帰る時に、家族の希望により派遣

される。児童相談所はじめ他の機関と連携し、家族のエンパ

ワーメントをはかる。
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【こんにちは赤ちゃん事業の背景】

厚生労働省によれば、平均出産年齢は昭和50年

で25.7歳であったが平成20年には29.5歳と約4歳も

高齢化し、しかも一人の女性が出産する合計特殊出

生率（人口の維持に2.08程度が必要と考えられてい

る）は同期間で1.91から1.37と減少した。また、1

世帯当たりの人員は同じく3.32人から2.63人に減少

しており、母親自身の妊娠・出産・育児経験の少な

さと、身近に新生児に接する機会が少ないこと、ま

た家族に育児の支援者が少なくなっていることがう

かがわれる。産科医療機関から自宅、また里帰り出

産から自宅にもどり、核家族で父親の手助けは帰宅

後しか期待できない家庭が多い。原田らは母親が振

り返ってみて一番心配だった時期は生後1～2か月

が多いとしている1）。しかし、早期に利用できる公

的サービスは母子保健法による新生児訪問や4か月

児健診であり、後者は受診率が95％以上と高いも

のの心配だった時期はすぎており、前者は生後28

日までの訪問で申し込みが必要であり、平成20年

度に全国で269,840人が利用しているが出生数の

24.7％にすぎない。

また、子どもの虐待で死亡している事例の検証結

果（厚生労働省が設置した社会保障審議会児童部会

児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会に

よる）から、初めて検証がなされた平成17年の第1

次報告では乳児が44.0％であったが、平成22年の

第6次報告では59.1％と増加し、乳児の虐待死亡を

予防するために早期からの支援が重要となってい

る。

このような背景のもと、平成16年に政府が策定

した「子ども子育て応援プラン」では、児童虐待防

止対策のうちの予防対策の1 つとして、新生児訪問

や4か月児健診のいずれにも接触のなかった全乳児

の状況を把握するために、訪問調査を実施するなど

の対策を全市町村で実施することを目標に掲げてお

り、「生後4か月までの全戸家庭訪問事業（こんにち

は赤ちゃん事業）」が平成19年度から開始された。

平成21年度からは児童福祉法の改正により、「乳児

家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」と

して市町村の法定事業と位置付けられている。

【こんにちは赤ちゃん事業とは】

こんにちは赤ちゃん事業の目的は、生後４か月ま

での乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安

や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行

うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握

や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切な

サービス提供につなげ、乳児のいる家庭と地域社会

をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の

孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図る

大阪府立母子保健総合医療センター 企画調査部長　佐藤
さ と う

拓代
た く よ

産じょく期・新生児期からの
家庭訪問の実際

―乳児家庭全戸訪問事業の現状と課題

産じょく期・新生児期からの
家庭訪問の実際

―乳児家庭全戸訪問事業の現状と課題

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの実際



とされている。訪問は、

保健師、助産師、保育士

等の専門職だけではなく、

愛育班員、母子保健推進

員、児童委員、子育て経

験者等が研修を受けて実

施する。訪問結果により

支援が必要と判断された

家庭については、関係者

によるケース会議を行い、

養育支援訪問事業をはじ

めとした適切なサービス

の提供につなげる。

養育支援訪問事業は、

児童虐待発生の予防事業

の1つとして平成16年度

に創設され、創設時の事業名は「育児支援家庭訪問

事業」であった。こんにちは赤ちゃん事業と同時に

平成21年度の児童福祉法の改正で市町村が実施す

る事業となっている。専門的な支援が必要と判断さ

れる家族を対象とし、アウトリーチ型（アウトリー

チ：援助を求めている人のところに援助者の方から

出向く方法）の個別支援手法を用いて在宅での養育

を支援していく事業である。厚生労働省の説明資料

によれば、両事業と既存の母子保健事業、要保護児

童対策地域協議会との関係が、図1のように「地域

ネットワークと訪問事業との連携強化（イメージ）」

として示されている。

こんにちは赤ちゃん事業は、これまでサービスが

乏しかった乳児期早期に全数に関わることができる

画期的な事業であり、既存の母子保健事業との連携、

また専門的な支援へとつなぐシステムづくり、訪問

者の力量を向上させる研修など、市町村の力量が問

われる事業ともいえよう。

【現状と課題】

厚生労働省調査による平成22年7月1日現在の市

町村の実施状況は、こんにちは赤ちゃん事業89.2％、

養育支援訪問事業59.5％であり、前者は61.8％から

100％、後者は26.9％から100％と都道府県により

ばらつきがみられている（表）。開始当初の平成19

年度は58.2％と42.9％であったことから、こんにち

は赤ちゃん事業は広く実施されるようになってきた

が、支援が必要な対象者への養育支援訪問事業の伸

びはそれほど大きくはない。ひろく家庭訪問を行う

中から支援が必要な家庭を把握し、既存の母子保

健・精神保健事業等による保健師等の訪問、また看

護系専門職・児童福祉系専門職・ヘルパー等による

養育支援訪問事業を効果的に実施することが、育児

の困難から虐待を予防する。図1に示すように事業

をマネージする要保護児童対策地域協議会の調整機

関と養育支援訪問事業の中核機関は、同じ部署であ

るほうが事業を円滑に進めることができる。
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［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

〈図1〉市町村における
こんにちは赤ちゃん事業、養育支援訪問事業等の位置づけ

※厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課（2010）をもとに作成



また、母子保健事業の対象

者とこんにちは赤ちゃん事業、

養育支援訪問事業の対象者と

は、図2のように考えられる2）。

対象者の中にはすでに未熟児

等で支援が行われている場合

があるが、こんにちは赤ちゃ

ん事業の対象外とするのでは

なく、すでに行われている保

健師等の訪問にこんにちは赤

ちゃん事業の趣旨を加えたも

のにする、あるいは保健師等

とこんにちは赤ちゃん事業の

訪問者（非専門職）が同伴訪問

する等で対象者と考える。別

途に非専門職が訪問する場合

には、配慮すべき事項を事前

25 世界の児童と母性

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

養育支援訪問事業

要保護児童対策地域協議会

〈図2〉
母子保健事業、こんにちは赤ちゃん事業、養育支援訪問事業の
対象者と支援の流れ

〈表〉こんにちは赤ちゃん事業、養育支援訪問事業の都道府県別実施状況
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に知っておくことが望ましい。

できるだけ多くの家庭に訪問するためには、本事

業の周知に工夫が求められる。どのような人間がど

の時期に訪問するのか、妊娠中から知ることで受け

入れはよくなる。また、里帰り出産では自宅に帰っ

てきた時を知らせてもらうよう、母子健康手帳発行

の時に依頼する必要もある。なかなか里帰りから戻

らない場合は、母親の産後うつ等のこころの問題、

また夫婦関係の問題等がある場合があり、里帰り先

の市町村と連携してそこでサービスを受けてもらう

などの支援が必要となる。しかし、どのような手立

てをしても訪問を拒否する場合は、妊娠・出産の周

産期情報や家族構成等を把握し、ときには要保護児

童対策地域協議会のケースとして関係機関での対応

が必要な場合も考えられ、保健センター等の保健機

関と本事業を実施する児童福祉部門との連携の強化

が重要である。

こんにちは赤ちゃん事業で初めての家庭訪問を経

験する家庭が多いと考えられ、どのような印象をも

ってもらうか、また必要な状況をいかに把握できる

か、訪問者のスキルアップが重要である。初期研修

として本事業や自治体のサービスについて、また訪

問のこころがまえ等の研修を終えているが、事例検

討やこの時期の親子の健康等に関するトピックス等

のフォロー研修がシステム的に行われていることが

少ないように思う。筆者の経験では、妊娠してから

の結婚であるいわゆる“できちゃった婚（おめでた

婚）”が十代では8割を占める、また高度不妊治療

による出産が55人に一人である等の周産期の知識、

また事例検討、グループワークなどの評価が高かっ

た2）。

このような研修は小さい自治体では困難なことが

あり、都道府県の関与（直接実施または保健所等の

管轄毎に実施）が必要と考えられる。

【おわりに】

こんにちは赤ちゃん事業は誰でもが訪問を受け、

そしてこれまで訪問を行ってこなかったような非専

門職も訪問することができるわが国で初めての画期

的事業である。この事業がどれだけ子育てに役立ち

虐待などの子育て困難を予防できるのか、市町村毎

の実施率等のアウトプットと子育て感の変化等のア

ウトカムの評価はこれからである。しかし、民生児

童委員、愛育班員、母子保健推進員等のこれまで乳

児期早期の家庭訪問をあまり行ってこなかったもの

がこれに関わり、「赤ちゃんの顔を見るのが楽しみ」

「元気をもらった」「今の子育ての大変さがよくわか

った」「何か言おうとするよりお母さんの話を聞く

ことが大切」などと話すのを聞くと、地域で母子に

向ける意識が変わっていくのを感じる。また、自治

体では一歩ずつ母子保健と児童福祉の連携が進んで

きている。振り返ってこんにちは赤ちゃん事業は子

育て支援のエポックであったと言えるような、そん

な成果をあげられるよう自治体の取り組みに期待し

たい。

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

キーワード：産じょく期と新生児期

産じょく期は母親から見た時期で、分娩後にからだがも

とにもどるまでの約 6 ～ 8 週間をさす。この時期は授乳が

頻回であるなど身体的な疲労、睡眠不足などがあり、産後

うつ病などを発症することもある。夫や実母等の支援が得

られにくい場合には、支援を導入する必要がある。また、

新生児期は子どもから見た時期で生後 1 か月をさす。この

時期は睡眠リズムがまだできず、泣くことのみが発するサ

インであるなど、母親にとって不安が多く子育てがしにく

い時期でもある。
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「すべての子どもによりよき人生のスタートを、

あなたの街に人と人とのあたたかいつながりを」

児童相談所に寄せられる通報や相談件数が年々増

え続け、悲しい虐待事件の報道が絶えることがない

今日、地域でできる虐待防止のあり方についての議

論がなされることが多くなってきました。虐待事件

が起きてしまってから、誰が悪いと犯人探しをする

のではなく、通報以外にどうすればもっと未然に防

ぐことができるのか？どうやって地域の一人ひとり

が主体的に関わりながら支援を実践できるのか？と

いう建設的な議論が求められるようになってきまし

た。ホームスタートは、まさしく、地域の人と人と

のつながりをつくりながら虐待の一次予防ができる

「家庭訪問型子育て支援の新しいカタチ」なのです。

1）ホームスタートとは？

ホームスタートとは、6歳以下の子どもが一人で

もいる家庭に、研修を受けた地域の子育て経験者が、

ホームビジターとして週に1回2時間程度（2ケ月程

度）訪問し、ひきこもりがちな家庭を支援する活動

です。

毎回の支援内容は、家庭のニーズによって多岐に

亘りますが、『傾聴』と『協働』がその基本となっ

ています。簡単に言うと、「おしゃべりをしたり、

何かを一緒にする」支援です。そんなことで本当に

支援になるのか？！とお思いになるかもしれません

が、この「おしゃべり」と「一緒に何かをする」と

いう行為の中には、不思議な効用がたくさんありま

す。

では、この一見ごくありきたりな活動のどこが新

しく優れているのか？その点について、まず述べて

ゆきたいと思います。

①制度の隙間を埋める支援

既存の制度ですっぽりと抜け落ちている支援と

は、「拠点などに出て来られない、ひきこもりがち

なストレスの高い親への支援」であると私たちは考

えています。既存の支援は大きく分けて2つの局面

から分類され、各々の面において隙間が存在してい

ます。

まず、対象家庭の抱える問題の深刻度合いによっ

NPO法人 ホームスタート・ジャパン 事務局長　山田
や ま だ

幸恵
ゆ き え

ホームスタートの実践
―新しい家庭訪問型子育て支援のカタチ
ホームスタートの実践
―新しい家庭訪問型子育て支援のカタチ

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの実際

訪問の様子
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て分類した場合、「既に問題が大きく顕在化してい

る家庭」に対しての緊急度の高い支援はありますが、

「問題が潜在している、気になる家庭」への支援は

この枠に当てはまりません。養育家庭支援訪問等も

そのほとんどが専門家によって実施されており、自

ら、今まさに問題が発生すると危惧される緊急度の

高い家庭への支援に向けられています。マンパワー

等の問題もあり、その対象枠に入らない家庭へは支

援が届けられない現状があります。

また、問題が大きくなればなるほど、親自身が自

信を取り戻すことは容易ではなく、支援の期間も通

常長くなり、投入されるエネルギーも増大します。

一方、問題が大きくなる前であれば、少しの支援を

きっかけに自らの力で自信を取り戻すことができる

のです。こうした既存の支援の枠外となりがちな

「グレーゾーン」への支援、「問題が深刻化する前の

一次予防の支援」がホームスタートなのです。

さらに支援の対象分類で見てみると、現在の支援

の多くは、子どもを預かったり家事の代行をしたり

するものが主となっています。前者において支援者

は子どもと過ごす時間が主体であり、後者において

も親の代わりに何かをする活動が主なため、支援者

は親と共に過ごす時間は非常に限られています。故

に、親の気持ちに直接的に働きかけることがどうし

てもできないという現状があります。親子で立ち寄

れる地域子育て支援拠点事業も全国各地で拡がりつ

つありますが、残念ながらこうした場所に出て来ら

れない親子に対しては、支援の手は届かないという

現状もあります。ホームスタートは、こうした「拠

点に出て来ない、来られないストレスの高い親子と

主に家で一緒に時間を過ごし、親の気持ちに直接的

に働きかけることができる支援」なのです。

②質を担保できるしくみ

ホームスタートの訪問支援を担うホームビジター

が無償のボランティア活動である点も、昨今の支援

の中では珍しい存在であるといえるかもしれませ

ん。無償だからこそ、「友だちのような」関係でゆ

っくりとお茶をのみながらおしゃべりをすることが

でき、その何気ない会話の中で日頃感じている子育

ての疑問や不安を気軽に相談することができる…そ

れゆえに、ホームスタートでは、「素人性という専

訪問の流れ

「グレーゾーン」がホームスタートの対象家庭

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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門性」を支援の軸として大切に考えています。

従来では、ボランティア活動というのは善意に委

ねられているため、一般的にその活動の質を担保す

るという側面についてはあまり重視されてきません

でした。しかしながら、ホームスタートでは、ボラ

ンティアの活動でありながらも、支援の質を担保す

るための様々な工夫がシステムの中に組み込まれて

います。以下にその3つの工夫をご説明します。

《有償のオーガナイザー》

その一番は、有償のオーガナイザーの存在と役割

です。オーガナイザーは各地域組織に1～2名おり、

ホームビジターの募集・養成・管理と、訪問家庭の

ニーズアセスメント・モニタリング・エヴァリュエ

ーション、ならびにホームビジターと利用者のマッ

チングやスーパーバイズを行います。また時には

地域の他の支援につないだり、併用を勧めたりする

こともあるため、行政関係機関や医療機関等、家族

の支援に関わる様々な関係者とのネットワーク構築

とメンテナンスも大切な業務の1つとなります。

《各種ツールと研修プログラム》

オーガナイザーのスーパーバイズを有効にする楔

として、訪問活動等で使用するツール（書式）と研

修プログラムがあります。

ホームスタートの支援では、利用者は最初にオー

ガナイザーと一緒にニーズや期待を確認し、ゴール

イメージを描きます。このツールはこうした最初の

アセスメントや途中経過のモニタリング、最終評価

等で活用され、支援の効果を高める指標として重要

な役割を担っています。

また、各地域の運営団体が実施するホームビジタ

ー養成講座は、延べ8日間にわたる内容となってお

り、その構成も活動の質を一定に担保するために標

準化されています。講座の中で参加者は、ピアサポ

ーターの傾聴スキルや多様な家庭への理解、守秘義

務等の倫理規定の遵守についてなど、家庭訪問に最

低限必要な項目について体験学習型で学んでいきま

す。全日程を修了した人だけがホームビジターとし

て活動してゆくことができるしくみです。

オーガナイザー自身を養成する研修プログラムは

ホームスタート・ジャパンより提供されており、全

国各地のオーガナイザーが共に学び、スキルアップ

し続けてゆける機会として開発されています。

《支援組織体制》

支援現場を下支えする組織体制づくりも活動の質

の担保のために重要視されています。ホームビジタ

ーを支えるのがオーガナイザーの役割ですが、その

オーガナイザーの業務をサポートし監督するのが地

域の運営委員会です。

委員会は、地域の専

門家や連携する各種

機関の担当者などに

よるマルチステーク

ホルダーによって構

成され、支援の実施

状況や効果評価の確

認、財務面やネット

ワークを含む各種リ

ソースのマネジメン

トを行います。これ

ホームビジター養成講座

支援組織体制
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により、活動の質の担保と安定化を図ります。

また、中間支援組織であるホームスタート・ジ

ャパンは、各地域組織（スキーム）の立ち上げか

ら日々の運営まで多方面に渡りサポートを続けて

います。

これら、有償のオーガナイザー、各種支援ツー

ルや研修プログラム、支援組織体制の3つを包括

的に活用することで、ボランティアによるホーム

ビジティングの質の担保を行っているのが大きな

特徴です。

2）ホームスタートの実際と効果

次に、「素人性という専門性」の効果とは何か？

「一緒に何かをしたり、おしゃべりする活動」の効果

とは何か？という点について活動が実際に行われて

いる地域でのお話を紹介しながら触れてゆきましょ

う。

①利用家庭の主なニーズと背景

2010年 12月時点では、日本国内19地域でNPO

法人、社会福祉法人、任意団体がホームスタートを

始めています（一部では、市町の事業として委託さ

れています）。多くの地域組織では、初年度として

2010年5月以降に初回のホームビジター養成講座を

実施し、年末までに19地域のうち10地域にて訪問

活動が始まりました。2010年1月1日から12月31

日までの訪問家庭総数は91家庭、利用家庭の子ど

もの数は152人、訪問回数は合計で457回となりま

した。養成講座を終了したホームビジターは147人

です。

その訪問活動の中で、利用家庭が挙げたニーズ総

数は下のグラフのようになっています。「孤立感の

解消」「子どもの成長・発達の促進」「子どもの心の

健康」「子育て支援サービスの理解」「親の心の安定」

といったニーズが多くなっており、全体の93％が

利用家庭のニーズ合計数
集計期間：2010／01／01～2010／12／31
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「達成及び一部達成」という結果が得られています。

ホームスタートを利用してみようと思われた家庭

の背景は様々ですが、概ね以下のような場合が多い

とオーガナイザーから寄せられています。

・初めての子どもが生まれたばかりだけれど、気

軽に子育てについて相談できる人が身近にいな

い。

・子どもが泣いてばかりいて、どうしていいのか

わからない。

・2人目が生まれてから上の子どもの問題行動が

増えて、叱ってばかりいるし、イライラが押さ

えられない。

・引っ越してきたばかりで地域のことが全然わか

らないし、知り合いも友人もいなくて孤独。

・双子でとにかく子育てが大変　どうにかなりそう

・子どもの状態もあり、ひろば等へ出かけにくい

・子どもが生まれて今までできていたことができ

なくなって気持ちが沈みがち　こんなはずじゃ

なかったのに…。

・一日中誰とも話をしない日が何日も続いてい

て、とにかく誰かと話がしたい。

・自分の子育てに自信がなくて親であることがと

ても不安。

利用のきっかけは、保健師・産婦人科医・助産師

等の母子保健の専門家や、子育て支援センター等の

行政機関や子育てひろばのスタッフ、知人からの紹

介など様々ですが、ご本人から直接問合せてこられ

るケースも少なくありません。

清瀬市からホームビジター派遣事業として受託し

ているNPO法人子育てネットワーク・ピッコロ代

表の小俣さんは、「お母さんの状況は、本当に様々」

と言います。様々な不安や悩みが内面に鬱積し続け

ている状態の中で「今の状態を何とかしたいんで

す！」とご自身で申し込まれてくる方もかなりあり、

お母さんの藁をもすがるような気持ちを感じること

もあるとのことです。

②親の気持ちに焦点をあてた支援

こうした状態の利用家庭に、子育て経験を持った

ホームビジターが寄り添いながら『傾聴』と『協働』

を軸とした支援をゆっくりと行ってゆきます。

週に一度定期的に訪問するうちに、お母さんの笑

顔が徐々に増えていくことがホームビジターにもわ

かる程、プラスの変化がわずか2カ月の間に多くの

家庭で見られるようになってゆきます。初回とモニ

タリング時に訪問するオーガナイザーは、「同じ人

だとは思えない程、表情が柔らかく明るくなってい

ることがあって本当にビックリする」と言います。

その変化の理由をご理解いただくために、ここで

利用者からの声を少しご紹介しましょう。

・どこにも行けない、何もできないと思っていた

自分が、街に出かけて行ける「きっかけ」をく

れた。

・私の話を否定しないでゆったりと受け止めてく

れた。

・何をしたいかをゆっくり聴いてもらって、それ

に合わせた情報を提供してもらって、それを一

緒にやってもらえたことが大きいと思う。一歩

ずつ一緒に前に進めた感じ。

・ああしたらこうしたらみたいに押し付けでな

く、根掘り葉掘り聞くのでもなく、義務的でも

なく、馴れ馴れしくもなく、心地よい距離感で

安心して話をすることができた。

・自分のために来てもらうのが嬉しかった。私に

も子どもにも生活に新しい風が吹き込んだよう

で、生活のリズムもよくなって、生活に張りが

でてきた感じがする。



・ママ友だと気を遣って話せないことが多い。ビ

ジターさんには頼っていいと思えるし、気軽に

話せた。

・ちょっと先輩のお母さんという感じで、おしゃ

べりしながら訊きたいことを訊きたいときにタ

イムリーに訊けた。

・子どものことだけじゃなく、広く生活に関する

ことが訊けてよかった。

・ビジターさんが子どもと接する姿を見ることが

できてとても役立った。実際にあやし方などや

ってみたら上手くいって少し気持ちに余裕が生

まれた。

・子どもが親以外の大人と触れることができたせ

いか、大人と接する態度に変化が生まれた。子

どもの成長に驚いた。

・自分のイライラが減っていって気持ちに余裕が

できて、子どもたちを叱る頻度がぐんと減って

自分も楽になった。

・不器用なのは自分だけじゃないんだ、悩んでた

けど、なぁんだそういうことだったんだって安

心できた。

・地元にビジターさんみたいな人がいるんだとわ

かっただけで、何だかとても心強く感じた。

・私もいつかビジターとして誰かの役にたてたら

いいなと思っている。

③「ピアサポーター」が「一緒にする」支援の意義

ホームビジターがボランティアの子育て経験者だ

からこそ、親子が安心できる自宅やその近辺での個

別のアウトリーチ型支援だからこその効果がホーム

スタートにはあるのだということが、利用者の皆さ

んの声を聴く度に実感されます。

利用時の「気楽さ」や支援の「臨機応変さ」「多

様さ」は、無償ボランティアのピアサポーターなら

ではの強みであり、従来の行政による支援に不足し

がちな点でもあります。

一対一で、一歩一歩ゆっくりと「話をいろいろと

しながら」「やってみたいことを一緒にみつけたり」

「一緒に何かをやってみる」時間を一定量持つこと

で、子育てを楽しいと感じられるような気持ちの余

裕を親自身が取り戻すきっかけを作ります。

また、家族以外のホームビジターが家の中に入る

ことで、家庭内の閉塞的な空気感が変わり、家庭を

地域に開いていくことができるようになるのだと考

えています。

3）ホームスタートの課題とこれから

様々な効果が検証されつつあるホームスタートで

すが、日本で本格的に普及が始まった初年度という

こともあり、利用者や行政機関などへのホームスタ

ート活動の周知も未だ不十分な状態です。支援を必

要としている親子に支援を届けるためにも、より多

くの地域でこの活動が始まるよう、ホームスタート

の存在を全国的にしっかりとPRしていくことは重

要です。そして、既に活動が始まっている地域にお

いても、家庭への周知が課題となっています。

また、NPOと行政との協働促進も課題の１つで

あると考えています。例えば、熊本市（旧城南町）

では、ホームスタートが「乳幼児家庭全戸訪問事業

を補完できる支援」として保健センターの保健師の
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訪問の様子
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方々に十分な理解がされており、家庭訪問時や乳幼

児健診時などで出会った気になる親子に対して、ホ

ームスタート利用のための情報提供が行われていま

す。また、深刻な問題が訪問家庭内に発見された場

合には、オーガナイザーと保健師が連携しながら支

援に当たっています。このように、自治体がホーム

スタートの支援をNPO等への委託や補助事業とし

て家庭に提供している地域は、清瀬市以外の地域に

も増えつつあります。が、一方では、行政とNPO

との協働が未だ十分進んでいない地域も多くありま

す。ホームスタートをより効果的に実施するために

は、こうした連携のための信頼関係づくりは重要で

あると考えています。

人を育む、地域をつなぐホームスタート

「少しかもしれないけれど、自分でも誰かの役に

立てていると実感できて、やりがいを感じられる」

「心と心が交流するのを感じられる活動」

これらは、訪問活動を続けているホームビジター

共通の言葉です。お互いの心が豊かになれるプラス

の相互作用は、関わる様々な人を元気にします。や

がて子どもが成長した時にも、うちに来てくれたあ

のおばさんのことが記憶に残り、地域への愛着を感

じるきっかけの１つになるかもしれません。また、

支援を受けた人が、支援する人へと循環していくこ

とも先進の導入国では起きています。こうした「人

と人のつながりを生むサイクル」が地域に拡がって

ゆく可能性がホームスタートにあることも魅力です。

１人１人が尊重されながら共生できる社会、問題

が大きくなってしまう前に支援の手が差し伸べられ

る社会、全ての子どもが親の下でよりよき人生のス

タートを切ることができるような社会―ホームス

タート・ジャパンは、こうした社会づくりを促進す

るべく中間支援団体としての活動を充実していきた

いと思います。

キーワード：ホームスタート

英国で 1973 年に始まった「素人性重視」の家庭訪問型

子育て支援。世界でも 22ケ国で実施されており、導入国の

中では、虐待の一次予防の効果がある支援として位置づけら

れ、国の制度として

組み込まれていると

ころもある。「フレン

ドシップ」を基調と

した活動であるため、

ホームビジターは無

償ボランティアであ

ることや、支援の質

を担保するためのし

くみやポリシーを備

えていることが特徴。
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特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの実際

1．泉大津市教育支援センターについて

本市では、平成18年4月から「教育研究所」

を「教育支援センター」に名称変更し、その

コンセプトとして「学校園教育支援」と「家

庭の教育力育成支援」を2本の柱に掲げ、事

業を推進している。

「学校園教育支援」としては、教育相談や

教職員研修、英語活動・情報教育などの学習

活動支援のほか、適応指導教室「スマイルス

テーション」及びSSN（スクーリング・サポ

ート・ネットワーク）を活用した不登校対応自立支

援を行っている。

「家庭の教育力育成支援」としては、教育支援セ

ンターの専門相談員による来所型教育相談や電話相

談（心の相談ホットライン）、子育ての悩みについ

ての教育相談会（親の会）や保護者を対象とした子

育てカウンセリング研修会のほか、カウンセラー資

格を有する地域人材を「家庭教育支援サポーター」

として活用する訪問型による家庭の相談支援を行っ

ている。

2．泉大津市の状況

本市は、かつて繊維産業を中心とする多くの工場

があり、「毛布のまち」として栄え、現在も国内産

毛布においては9割を超えるシェアを占めている

が、近年、工場の移転や廃業にともない、跡地が急

速に宅地へと変貌している。

市内全域で行われるだんじり祭りに象徴されるよ

うに、昔からの伝統的な風習やつながりが大切にさ

れてきた地域に新しいマンションや住宅が建ち並子育てカウンセリング研修会

〈教育支援センターの2本の柱〉

世界の児童と母性　34



35 世界の児童と母性

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

び、新旧が混在する状況が生まれ、ほとんどの校区

で児童・生徒が増加している。

他市町村から転入した家庭のなかには、地域との

つながりが薄く、子どものみならず保護者も孤立し

がちな場合もある。そのような保護者は、子育てや

しつけに悩みや不安を抱えながら相談することがで

きず、それが学校園における児童・生徒の問題事象

の背景のひとつともなっている。

なかには、様々なストレスから子育ての意欲が減

少し、ネグレクトなど虐待傾向に陥り、それが子ど

ものいじめや不登校、家庭内暴力、非行といった形

で現れるケースも生じている。

このような状況に対して、本市では教育支援セン

ターの専門相談員やスクールカウンセラーによる相

談対応を行ってきたが、家庭教育の重要性の認識が

薄い保護者や多忙により相談に訪れる時間のない保

護者には支援が届きにくいことも感じていた。

3．「家庭教育支援チーム」の創設

そこで、従来の来所型の教育相談以外に「家庭教

育支援チーム」を創設し、親子関係の複雑化・多様

化に伴う様々な課題（いじめ、不登校、家庭内暴力、

非行、虐待等）に対して、保護者の心のサポート、

子育ての支援をより直接的、機動的に行う訪問型支

援のアプローチを考えるに至った。

「家庭教育支援チーム」では、カウンセラー資格

を有する地域の人材を「家庭教育支援サポーター」

として活用、学校園等と連携し、課題の早期対応と

家庭の教育力の育成を目的として家庭訪問による直

接的な支援を行うこととした。

支援の展開にあたっては、学校園はもとより、教

育支援センターの専門相談員、スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカー等の専門家や元教

育関係職員、学生ボランティアとも連携、ケース会

議による情報の共有とアセスメントに基づいた個別

の支援プログラムを作成し、役割の分担を行ってい

〈泉大津市要保護児童対策地域協議会の組織図と運営〉



る。また、ケースによっては、子ども家庭センター

や泉大津市要保護児童対策地域協議会及び6つの構

成部会（泉大津市児童虐待防止ネットワーク：

CAPIO、こころやわらぎネットワーク、社会性育

成ネットワーク、不登校支援ネットワーク、周産期

虐待予防ネットワーク、発達支援ネットワーク）な

ど、関係諸機関とも連携を図っている。

家庭教育支援サポーターは月１回「サポーターサ

ポート会議」を開き、家庭教育支援リーダーを中心

に各ケースについて支援の課題や成果を検証すると

ともに、サポーター自身のエンパワメントを図り、

スキルアップのための研修も併せて実施している。

4．「家庭教育支援サポーター」による支援

学校園の教職員とは異なる立場にある「家庭教育

支援サポーター」による支援活動は、課題のある家

庭の訪問活動を行い、寄り添いながら、様々な悩み

を聞くことからはじまる。

訪問活動を継続していくと、やがて保護者はしん

どさや本音を出せるようになり、ストレスが軽減さ

れ、サポーターとの信頼関係が生まれ、現実の問題

と向き合うことができるようになる。さらに、保護

者は、家庭生活や子どもの状況の良い変化をサポー

ターや学校園の教職員に認められることにより、子

育てに対する自信や喜びを感じることができるよう

になる。

このように、家庭教育支援の取組みでは、保護者

や子どものエンパワメントによる成果が見られてお

り、一例としては、保護者が精神的に不安定で子ど

もが不登校になっているような状況のなか、「家庭

教育支援サポーター」が家庭訪問を実施し、直接的

な保護者支援を継続した結果、保護者が家庭生活を

立て直すことができ、子どもの表情が明るくなり毎

日元気に登校できるようになったケースがある。

また、遅刻を頻繁に繰り返していた子どもに対し

て、「家庭教育支援サポーター」が家庭訪問による

登校サポートを継続した結果、子ども自身で起床、

準備などの大切さを身につけ、ひとりで登校できる

ようになり、その結果、保護者の生活も良い方向に

変化する効果が生じたケースなどもある。

5．取組みの成果

「家庭教育支援チ

ーム」が直接的で

継続的な家庭支援

を行う成果として、

保護者や子どもの

エンパワメント効

果が大きいことを

紹介したが、その

ほかにもいくつかの付随する成果が見られている。

「家庭教育支援チーム」による支援のなかには、

兄弟姉妹が多校種にまたがる家庭を支援するケース

も多く見られる。このようなケースでは、サポータ

ー同士の会議や関係諸機関を含めたケース会議によ

り連携が強化され、支援の効果が校種をまたいで波

及したケースもあり、校種間、関係諸機関の支援連

携のモデルとなる成果が見られている。
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サポーターサポート会議

家庭教育支援リーダーの
芦澤万里子カウンセラー
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また、学校園とともに課題解決を行う際に、

教職員ではない「家庭教育支援サポーター」

が家庭にかかわることから、学校園と家庭

をつなぐ潤滑油としての役割を果たしてい

ることや、教職員が授業等で家庭訪問しに

くい時間帯に保護者や子どもに対するタイ

ムリーな支援を行えることもこの取組みの

特徴的な成果としてあげられる。

さらに、「家庭教育支援サポーター」と連

携して活動している「学生ボランティア」が、

よき先輩、よき兄、姉として子どもと接し、

子どもの自己肯定感を高め、人間関係の回復や集団

適応等、学校生活に復帰するきっかけづくりにつな

がっていることもこの取組みの成果と言える。

6．まとめと今後の課題

教育支援センターに寄せられる子育てに関する相

談は年々増加しており、子育てに自信の持てない保

護者、相談する身近な人がいない保護者が増加して

いることを痛感している。

なかには、ほめ方、しかり方のわからない保護者

や、子どもの行動に対してどう対応していいのかわ

からず涙ながらに悩みを相談する保護者もいる。

その一方で、相談したいという思いはあるものの、

仕事が忙しく、生活に追われ、時間的余裕がない状

況から定期的に相談に来ることが難しいケース、し

つけは家庭の問題であるという意識から学校園教職

員等の助言を聞き入れないケース、祖父母と保護者

との意向が違い方向性の定まらないケースなど、相

談支援が進みにくいことも多い。

そのような状況に対して、この訪問型の家庭教育

支援では、家庭に赴き、寄り添いながら、直接的で

継続的な相談支援をすることが可能となり、効果的

である。

今後も起こりうる様々なケースに対応していくた

めに、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーなどの専門家や行政機関（教育委員会及び

福祉部局）、学校、泉大津市要保護児童対策地域協

議会及び6つの構成部会、子ども家庭センター、保

健センター等関係諸機関との情報共有・連携を推進

し、役割分担するとともに、様々な角度から粘り強

い家庭支援アプローチを推進する必要があると感じ

ている。

また、「家庭教育支援チーム」による支援活動を

継続・充実していくためには、新しい「家庭教育支

援サポーター」の育成やサポーター個々のスキルア

ップを図ることも大切な観点であると考えている。

保護者や子どもに寄り添いながら、子どもたち一人

ひとりの笑顔のために、家庭教育支援の取組みをこ

れからも推進していきたい。

キーワード：教育支援センターを拠点とした
訪問型家庭教育支援

カウンセリング資格を有する地域人材を活用した「家庭教

育支援チーム」による家庭訪問による直接的で継続的な支援

を展開している。学校園及び専門家や関係諸機関とのケース

会議による情報共有、アセスメントに基づく役割分担と連携

を行っている。家庭に寄り添う支援により、保護者や子ども

のエンパワメントによる成果をあげている。

泉大津市教育支援センター
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1．ヘルシー・スタートとは

ヘルシー・スタートHealthy Startとは、アメリ

カ合衆国内各地で実施されている児童虐待の予防を

目的とした家庭訪問プログラムのことである。子ど

もの誕生直後から、家庭訪問員が児童虐待・ネグレ

クトのリスク要因を持つ家族を継続的集中的に訪問

し、親子の愛着形成や子どもの健康な成長発達を促

し、親の生活問題への対処能力を高める支援を行っ

ている。このプログラムはヘルシー･ファミリー

ズ・アメリカHealthy Families America（以下HFA

と記す）が提供しているが、その基盤がハワイの家

庭訪問プログラム「ヘルシー・スタート」であった

ことから、この名称を用いている地域が多い。しか

し、なかには独自の名称を用いている地域もある。

HFAの家庭訪問プログラムが優れている点は、

米国の虐待問題研究に基づく方法論のエッセンスが

12の重大原則に盛り込まれていることである。し

かも、具体化する際には地域の文化や実情に適した

方法を工夫することができる。以下では、HFAの

プログラムの特徴を述べると共に、その活用の試み

と今後の計画について報告する。

2． ヘルシー・スタートの3つの特徴

①家庭訪問の開始時期とアセスメント方法

HFAの12重大原則に基づく家庭訪問プログラム

の第1の特徴は、妊娠・出産期に支援を開始するこ

と、そして、支援を必要とする家族を選定するアセ

スメント方法である。

初めて親になったばかりの時期は、誰でも支援を

必要としているが、希望する家庭の全てを訪問する

ことは財政的にも困難である。そのため、オレゴ

ン・ヘルシー・スタートでは、支援の必要性を判断

する調査を２段階で実施している。まず、出産した

その日か翌日に、ふるいわけ担当者が病室に「おめ

でとう」の訪問をし、10分程度のインタビュー調

査（ふるいわけ）を行う。ふいわけ項目は、赤ちゃ

んの性別、生年月日などを除くとわずか17項目し

かない。このうち、①この1カ月間に気分の落ち込

みやうつ状態にあった　②薬物・飲酒をやめる必

要性を感じている（妊娠中も薬物、飲酒への依存あ

り）の2項目のうち1つでも該当すれば「家庭訪問

の権利あり」と判断される。また、残りの15項目

については、どれでも2項、またはそれ以上の項目

が該当した場合、家庭訪問の対象となる。そして、

ふるいわけ担当者はその場で結果を判断し、家庭訪

問の利用を勧め、親の希望を確認してサインをもら

う。家庭訪問は、あくまでも親の自由意志で始める

ことを重視している。

次の段階は、家庭訪問の最初の段階で行う両親調

査である。これは、ヘンリー・ケンプ博士が考案し

白石
し ら い し

淑江
よ し え

愛知淑徳大学福祉貢献学部 教授、
子どもの虐待防止ネットワーク・あいち 理事

ヘルシー･スタートをモデルとした
家庭訪問の試み

ヘルシー･スタートをモデルとした
家庭訪問の試み

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの実際



39 世界の児童と母性

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

た「家族ストレス・チェックリスト」をストレング

ス視点の表現に改めたものである。父母の両方に、

10項目のトピック（表-1）について会話形式で聞い

ていくもので、質問の順序は家庭訪問員が自分で決

めることができる。ただし、両親の成育歴など踏み

込んだ内容が多いため、回答を強要することなく、

人間関係づくりに時間をかけながら調査を進める必

要がある。所要時間は大体１時間～1時間半と言わ

れている。オレゴン州では、答えにくい項目は次回

に回すなど両親の意向にそって進めている。なお、

地域によっては両親調査専門の担当者を配置してい

るところもある。

両親調査の結果の判定は、聞き取った内容を評価

基準に照らして、0点、5点、10点でリスクレベル

を点数化する。そして、10項目の合計点数を0―20

点、25 ―35点、40点以上に分類し、40点以上をハ

イリスクと判定する。なお、継続的な家庭訪問を行

う対象は予防的な観点から25点以上としている場

合が多い※1。

その後、家庭訪問員は両親調査を通して理解した

ことを両親にフィードバックし、両親と一緒に6カ

月間の家庭訪問の目標を話し合う。訪問を継続する

期間は、週1回、6カ月間を第１段階とし、必要に

応じて3～5年まで継続することが可能である。ま

た、訪問頻度を週1回から月1～2回と段階的に減

らしていくこともできる。

②ストレングスに焦点を当てた支援

HFAの家庭訪問プログラムの第2の特徴は、家

族（親）の自己決定や主体的参加を尊重し、ストレ

ングスに焦点を当てた支援（Strengths Based

Approach）を行うことである。ストレングスは「強

み」や「長所」と訳されているが、他者より優れて

いることや特技だけを意味するのではない。泣き叫

ぶ赤ちゃんを抱き上げてなだめる、授乳やオムツを

交換する、身の回りの安全に気をつけるなど、赤ち

ゃんに必要なケアができることは強みであり、赤ち

ゃんの発達に関する情報を得て活かそうとする意欲

も強みである。なお、安定した子育てをするために

は、食糧、電気、住居、学校教育、就職、医療など

の社会的な支援が必要な場合が多いが、両親がこれ

らのサービスを利用できることもストレングスであ

る。

ストレングスに焦点を当てた支援とは、子どもの

養育において親のできるところを認め、その上に必

要な知識やスキルを積み上げていく方法である。両

親は子どものためにしていることの意味や価値が認

められ、褒められることで、親として成長しよう、

変わろうと動機づけられる。問題点ばかりを指摘さ

れると、自信を失い、意欲を削がれてしまうであろ

う。家庭訪問を利用する家族は、虐待や･ネグレク

トのリスク要素を持っていても問題を起こしている

わけではない。問題を持つ親と見なされるのは心外

であろう。親としてどんな子育てをしたいか、親の

① 両親の成育歴　　　　　　　　　　　　

② 薬物、飲酒の常用、犯罪歴、精神疾患

③ 親として児童相談所と関わった経験　　

④ 日常の問題解決方法とサポート体制

⑤ ストレス　　　　　　　　　　　　　　

⑥ 怒りのコントロール

⑦ 乳幼児の発達段階の知識と期待　　　　

⑧ しつけに対する計画

⑨ 赤ちゃんへの想い　　　　　　　　　　

⑩ 愛着の絆

〈表-1〉両親調査の項目
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望みが実現できるよう支援されるべきである。

③よい実践を保つための管理運営

HFAのプログラムの第3の特徴は、家庭訪問の

質を保つための管理運営体制である。HFA12重大

原則には、家庭訪問員の受け持ち件数の制限やスー

パービジョンを受けることが明記されている。

オレゴン州のポーク郡※2では、家庭訪問員一人当

たりの受け持ち件数は、平均25件（週1回の訪問ケ

ースは15件、これに隔週、月1回の訪問ケースを

加える）としている。受け持ち件数が増えるとサー

ビスの質が低下しやすいからである。また、「支援

方法の根底をなす哲学」として、①家族のストレ

ングスに焦点を置く　②家族を中心とする　に加

えて、③人間関係に基盤を置く　④並行過程によ

る影響を掲げている。並行過程とは、子どもと親、

親と家庭訪問員、家庭訪問員とスーパーバイザー、

それぞれの関係性が良い影響を与え合うことを意味

している。スーパービジョンのよい人間関係は、家

庭訪問員と親との人間関係のモデルになり、それが

親子の肯定的な人間関係や愛着の形成につながって

いくのである。

さらに、家庭訪問員の研修も、質の向上や維持に

欠かせない条件である。家庭訪問員の主な仕事は、

①肯定的な親子関係を育むこと　②乳幼児期の健

康な発育と発達を促すこと　③家族としての役割

を果たすための基盤を整えることである。HFAは、

カリキュラムの開発やトレーニングを担う民間団体

と連携し、家庭訪問員の養成講座やスキルアップ研

修会、スーパービジョン研修などを開催している。

筆者らプロジェクト・メンバーもこのうちのいくつ

かを受講した。

3．ヘルシー・スタートをどう活かすか

①養育支援訪問事業での活用

子どもの虐待防止ネットワーク・あいち（CAPNA）

では、これまでHFAやオレゴン州のスタッフを招

聘し、セミナーを開催してきた。そして、2009年

11月にオレゴン州で開催されたHFAの研修に参加

した仲間が集まり、CAPNAを事務局として、愛知

県でヘルシー・スタートをモデルとした家庭訪問を

実践するプロジェクトチーム※3を立ち上げた。

まず、2008年の児童福祉法の一部改正で法制化

された「乳児家庭全戸訪問事業」と「養育支援訪問

事業」において、HFAの基本原則を活用する方法

を検討した。

1）乳児家庭全戸訪問事業については、孤立しがち

な子育て家庭の扉を開くという重要な役割を果

たしているが、厚生労働省のガイドラインでは

生後4カ月までに実施することとされている。

しかし、HFAのプログラムでは妊娠・出産期に

家庭訪問を開始している。そこで、乳児家庭全

戸訪問事業より早い時期、つまり、妊娠届、母

子健康手帳の交付、出生届までの段階で「ふる

いわけ」を行う方法を検討する。

2）養育支援訪問事業については、HFAの基本原則

を活かした支援方法を試みる。具体的には、妊

娠届や出生届の際に実施した「ふるいわけ」の

結果、支援が必要と思われる家庭を訪問し、両

親調査やストレングスに焦点を当てた支援方法

を試行することである。厚生労働省のガイドラ

インでは、この事業の支援内容として〔1〕乳児

家庭等に対する短期集中支援型と〔2〕不適切な

養育状態にある家庭等に対する中期支援型の2

類型を掲げている。このうち、〔1〕乳児家庭等

に対する短期集中支援型については、HFAの基

本原則を取り入れることにより、その実効性が
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高まるものと考える。そして、

その実施に向けて、HFAのプ

ログラムを取り入れた家庭訪問

員の養成講座に着手する。

他方、〔2〕不適切な養育状態

にある家庭等に対する中期支援

型については、市町村や児童相

談所による在宅支援家庭や、児

童が家庭に復帰した後の家族再

統合の支援であるため、HFA

の予防的な支援の枠組みでは十

分に対応できない部分があると

考える。

②愛知県内での

ふるいわけ項目の作成

プロジェクトチームで最初に取

り組んだことは、オレゴン州の産

院で行っているふるいわけ項目を

参考にして「ふるいわけ項目（日本

版）〈案〉」を作成することである

（表-2）。保健師のメンバーが中心

となり、妊娠届出書の項目、母子健康手帳交付時の

妊婦へのアンケートの中にこの項目を含める方法を

提案している※4。ただ、この案では、オレゴン州の

ように⑦現在、お酒、薬物に依存、⑬うつ状態が

続いた、が1項目以上あるか、他の項目が2つ以上

あれば、家庭訪問の権利があるとみなすところまで

は規定していない。この点については、現在試行的

に実施している自治体があるので、その結果を踏ま

えて検討し、平成23年には「ふるいわけ（日本版）」

を完成させる予定である。また、ふるいわけ後の家

庭訪問は、親の自由意志で開始できるような方法を

工夫したいと考えている。

③家庭訪問員の養成講座の実施

次に取り組んだことは、家庭訪問員の養成である。

HFAのセミナーに参加した市町に働きかけた結果、

4市の協力が得られることになった。そして、平成

22年10月（1市のみ7月）から平成23年2月までに、

合計9回（１日4時間）の講座を実施した。受講者は、

各市から選出された養育支援家庭訪問の担当者、も

しくはその関係者（保健師、助産師、家庭児童相談

員等）で毎回15名前後（各市２～４名）、講座担当者

はプロジェクトメンバー（各回２名ずつ担当）であ

る。講座の内容は、筆者らが受講したHFAの研修

内容を参考に、ヘネシー澄子先生の助言指導を得て

① 結婚していない（未婚、離婚）、別居している　　　　　　　

② 母の年齢（19歳以下）

③ パートナーに（ひとり親は本人に）決まった仕事がない　　　

④ 経済的に困っている

⑤ 高校を卒業していない（父、母）

⑥ 困った時に助けてくれる人がいない

（家族や身近な支援がない）

⑦ 過去か現在、タバコ、お酒、薬物に依存　　　

⑧ 最初の妊婦健診が、妊娠５か月(20週)以降だった

⑨ ２回以上、中絶したことがある　　　　　

⑩ 心療内科や精神科で薬をもらったことがある(既往歴)

⑪ 望んだ妊娠ではなかった　　　　　　　　

⑫ 夫婦関係の問題がある（DVなど）

⑬ ここ１年間に、うつ状態が2週間以上続いたことがある

（不眠、イライラする、涙ぐみやすい、何もやる気がしな

い、食欲不振、精神症状があるなど）

⑭ 母は日本語が理解できない外国人である

⑮ その他　支援が必要な理由（多胎、未熟児、ステップファ

ミリー、育児不安など）

〈表-2〉支援が必要な家庭のふるいわけ項目（日本版）〈案〉



次のようなテーマで構成した。

1）地域の虐待防止システムにおける家庭訪問の位

置づけとHFAの基本原則の理解　

2）両親調査の内容　　　　　　　　　　　　　

3）両親調査の実際　　　　　

4）両親調査の評価と支援計画の作成　　　　　　　　

5）乳児の基礎的ケアと愛着の絆　　　　

6）赤ちゃんのサインと応答的関わりの援助　　

7）赤ちゃんの発達と遊びの実際　　　　

8）家族の生活問題と主体的解決の援助　　　　

9）まとめと今後の計画　

④今後の計画と課題

養成講座終了後、受講者は地域で継続的な家庭訪

問を試行する予定である。ふるいわけ実施後に１～

２家庭に協力を依頼し、両親調査から始め継続的な

家庭訪問を6カ月間（最長の場合）試行する。その間

のスーパービジョン（月1回）は、プロジェクト・メ

ンバーが担当し、6カ月後に養成講座の評価と、継

続的家庭訪問の試行について評価する。そして、平

成24年度より４市がヘルシー・スタートをモデル

とした家庭訪問を本格的に実施する体制を整える。

そこまでがプロジェクトの当面の目標である。

このプロジェクトの山場はこれからであり、まだ

確実な見通しが持てない状況にある。ただ、予防に

力を入れたいという現場の思いは強く熱い。そこを

拠り所として当面の目標達成をめざしたいと思う。

※1 標準化の研究の結果では、両親調査の点数が40点
以上の家族では、虐待・ネグレクトの発生率が
76％（うち軽度ネグレクト24％）、25-35点の家族で
は37％（うち軽度ネグレクト32％）であった

※2 オレゴン・ヘルシー・スタートの運営組織は、州全
体を統括する「子どもと家族に関する委員会」、そ
の下に各郡の「地域委員会」が置かれ、ポーク郡で
はディレクター（スーパーバイザー兼務）1名、家庭
訪問員3名、スクリーニング担当者１名（非常勤）が
配置されていた

※3 プロジェクト・メンバーは、塩之谷真弓（愛知県豊
川保健所健康支援課）、加藤恵子（あいち小児保健
医療総合センター保健センター保健室）、坂鏡子

（名古屋学芸大学ヒューマンケア学部）、緒方京（愛
知県立大学看護学部）、神谷摂子（愛知県立大学看
護学部）、木村たき子（自由が丘産能短期大学）であ
る

※4 塩之谷真弓、周産期医療機関と保健機関の看護職連携に
よる子育て支援, 月刊「母子保健」母子衛生会, 621号,
2011年.
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キーワード：ストレングスに焦点を当てた支援

ソーシャルワークの支援方法の１つ。病理や問題点に焦点

を当てた援助のあり方への批判から提唱された。利用者や家

族、地域社会の持つ強みを発見し、その可能性を信頼して働

きかけ、利用者自身による問題解決と選択を支援していく方

法である。既に虐待やネグレクトが発生している場合は、専

門家による積極的な介入・指導も必要である。しかし、予防

的な支援では、家族を中心とし、親の能力を認め、親が望む

目標を達成していく過程に寄り添うパートナーシップが大切

である。



43 世界の児童と母性

1．社団法人全国ベビーシッター協会について

① 20年の歴史と研修、資格制度の実績

全国ベビーシッター協会は、当時の厚生省（現厚

生労働省）に社団法人として認可されてから今年で

ちょうど20周年を迎える。北海道から九州まで、

全国の民間ベビーシッター事業者の会員は90社を

越える。

協会では、平成3年より新任研修、現任Ⅰ研修を

行い、ベビーシッターの資質の向上に努めて来た。

平成12年には、一定の要件を満たすベビーシッタ

ーに「認定ベビーシッター」資格を付与する資格認

定制度を創設した。平成21年度までの資格取得者

数は1,536名になる。

さらに平成17年から協会が指定した保育士養成

校において「在宅保育」に関する科目を履修し、保

育士の資格を取得して卒業した希望者に「認定ベビ

ーシッター」の資格を付与し、平成21年度までに

4,536名が資格を取得している。

このように、協会はベビーシッターの資質の向上

と有資格者の輩出に大きな成果を挙げている。

しかし、協会が設立されて20年経っても「ベビ

ーシッター」のイメージは相変わらずアメリカの中

高生のアルバイトであったり、日本では絶対にあり

えないのであるが、ベビーシッターが子どもを虐待

している海外の映像だったりする。また、「一部の

お金持ちが利用する贅沢なサービスですか？」「赤

ちゃん対象の仕事ですね」という声も聞く。

そこで、協会会員である民間事業者によるベビー

シッターサービスの現状について触れてみたい。

②ベビーシッターサービスの種類

民間事業者は、さまざまなベビーシッターサービ

スを提供することで、利用者のニーズに応えている。

○一時保育

緊急事態が起きた時などに一時的に預ける保育

○リフレッシュ保育

保護者が自己実現の時間を持つための保育

育児不安、負担を感じた時などの保育

○産後ケア

赤ちゃんの世話　母親の家事援助、相談相手

○病後児保育

子どもが体調不良時、回復期の保育

○二重保育

保育園などへの送迎および子どもの自宅での保育

○学童のサポート

小学生の送迎および自宅での保育

○双生児・多胎児保育

○障害を持つ子どもの保育　

○グループ保育

セミナー、イベント時などに行う集団保育

中舘
な か だ て

慈子
や す こ

社団法人全国ベビーシッター協会 理事、NPO法人次世代サポート 代表理事
目白大学・上智社会福祉専門学校 非常勤講師、株式会社ファミリー・サポート代表取締役

ベビーシッター事業の実際
―民間事業者による家庭訪問保育
ベビーシッター事業の実際
―民間事業者による家庭訪問保育

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの実際



③ベビーシッターの利用の実態

ベビーシッターサービスを受けている子どもの年

齢は、3歳15.1％、2歳 14.4％、1歳 11.7％、0歳

9.8％であるが、小学生が23.5％である。（図1）

利用目的は、仕事をしているとき（73.2％）、リフ

レッシュのため（23.6％）、他の子どもの世話が大変

なとき（18.7％）、冠婚葬祭、会合など出席するとき

（13 . 2 ％）、保護者が出産もしくは病気のとき

（12.7％）となっている。（図2）

利用頻度は週に２～３回（32.9％）が最も多く、週
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に1回（20.4％）、1ヶ月に２～３回（16.3％）、

ほとんど毎日（15.1%）である。（図3）

利用時間は2～3時間が最も多く（31.6％）、

2時間以下（21.0％）、3～4時間（17.2％）、4

～5時間（11.7％）となっている。（図4）

以上から「仕事をするとき」、「週に2～3

回」、「1日2～3時間」の利用が多いという

ことがいえそうである。これは、仕事をす

るために保育所や学童保育に預けた後、ベ

ビーシッターが迎えに行き、自宅での保育

をするという二重保育の利用が多いことを示してい

ると思う。

また、小学生の利用が23.5％を占めていることも

着目すべき点だと思う。20年前に比べて小学生に

対する依頼は確実に増えている。もはや小学生の

「お留守番」は美徳ではないし、一時はやった「カ

ギっ子」も決して安全ではない時代になったような

気がする。ベビーシッターという名称ではあるが、

対象年齢は幅広い。時には5年、10年という信頼関

係に基づく長い期間の利用が続き、中高生の利用と

いうケースさえ見られるのである。

一期一会の保育といわれる一度限りの保育もあれ

ば、保育時間が24時間に及ぶこともある。事例は

少ないが、国内や海外への同行保育もある。ベビー

シッターによる保育は24時間365日無休、前日・

当日の依頼にも対応する事業者が多く、柔軟で多様

なサービスが行われている。

2．民間事業者による家庭訪問保育

上記のように民間事業者はさまざまな顧客のニー

ズに応えると共に、一人ひとりの子どもに適した保

育を行うために決め細やかなサービスを提供してい

る。施設型では担うことのできない産後ケア、送迎

を含む保育なども行っている。

一方、家庭訪問保育は施設型とは異なった視点か

らの子育て支援を行うことができる。

①病児・病後児の保育

待機児童対策に伴い保育所入所児童数は増加し続

けている。これと共に保育所に通園する子どもの病

児、病後児保育についての対応は喫緊の課題である。

重篤な病児については病院に隣接し、専門家が対

応できる施設での看護が必要である。

しかし、感染症、回復期などに対応するために果

たして施設型保育が最適なのだろうか。たとえば、

インフルエンザ、ノロウィルスなどが大流行をした

場合、病児の数は激増する。さらに、感染症の子ど

もと他の病児を隔離する必要がある。入所できる児

童数や保育室数に限りのある施設が多様な病気の子

どもに柔軟に対応することには限界がある。

子どもの視点から見れば、高熱があるのに初めて

の施設に通園することは負担になるのではないだろ

うか。子どもにとっては通園の必要もなく、自宅と

いう最もリラックスできる場所で過ごせる家庭訪問

保育が最も適していると思われる。

ほとんどの民間事業者がシッターに病気や事故の

研修を行い、病児・病後児の家庭訪問保育を行ってい

るため、この分野の保育の有力な担い手になり得る。

保育所のお迎え風景（送迎を伴う保育）

沐浴をする（産後ケア）



②子育て支援の事例から

ここでは、民間事業者の行うサービスが、単に子

どもを預かるだけではなく子育て支援の役割を果た

している事例を採り上げてみたい。

○産後うつの母親を支える（A社の事例から）

ある日A社に、「母親の体調が良くないので

ベビーシッター（以下「シッター」とします）

を頼みたい」という父親からの依頼が入った。

シッターが実際に訪問すると母親はうつ病の治

療をしていて、薬も飲んでいる状況だというこ

とが分かった。そこでA社の責任者がそのお

宅を訪ねて実際に保育に携わってみた。部屋は

整然と片付いており、母親から離乳食に関する

細かい指示を受けた。母親は泣き声でパニック

になるということなので、赤ちゃんが泣き出す

とバギーを引いて外に出た。小さな川が静かな

音を立てて流れていて、やわらかな日がさして

いた。いつしか寝入っている天使のような顔を

見ながら、家庭が崩壊したり、施設に入ったり

することがないようにとA社の責任者は祈っ

た。その後何名かのシッターによく事情を話し

てサポートを続けた。

毎日長時間訪問する状況から、やがて日数も

時間数も徐々に減り、数年後には母親から「外

出したいので、明日数時間お願いします。」と

明るい電話が入るようになった。その時、A社

ではこの家庭が見事に家族としての機能を取り

戻したことを実感したという。最近、子どもが

元気に高校に通学しているという母親からのう

れしい便りがシッターのもとに届いたそうだ。

○長期的な関わりから（B社の事例から）

B社のあるシッターは一つの家庭の子どもを

6か月の時から小学校2年生の現在に至るまで

週2～3回、8年間継続的に保育している。そ

の子どもが1年生の時にLDであることが判明

した。LDであることを他者に知られることを

避けている母親が、シッターには事実をすべて

伝えた。今、カウンセラーなどの専門家、保護

者、シッターで連携を取りながら、子どもに適

切な関わり方を工夫しているという。

「初めて歩いたとき」「初めてことばを話し

始めたとき」の感動を分かち合い、共に子育て

にかかわってきたシッターだからこそ、保護者

も子どもについてすべてを理解してほしいと考

えたそうだ。長期的な関わりの中で、母親もシ

ッターに対して身内のように心を開くことがで

きたのだろう。シッターも心から信頼されてい

るという実感に支えられながら、子どもに深い

愛情を注いでいるという。

③自治体などの委託事業

民間事業者の中には下記のように公的な事業を受

託しているケースがある。

○自治体委託事業（C社の事例から）

平成15年からC社では自治体の委託事業を

行っている。現在、世田谷区、渋谷区、川崎市

の産後ヘルパー事業および杉並子育て応援券利

用事業者となっており、利用者は徐々に増えて

いる。

産後ヘルパー事業は、新生児のケア、産後の

母親の家事支援など民間事業者が提供する産後

ケアとほぼ同じ業務内容である。この事業を通

じて、育児不安を持つ保護者や虐待の早期発見

をすることも目指している自治体もある。

自治体によって事業の内容、助成金額などは

さまざまであるが、利用者は無料～半額程度で

サービスを受けることができる。民間のベビー
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シッターサービスを利用することには抵抗があ

るが、自治体の事業なら安心できる、という気

持ちにつながっているのではないか。このよう

な形で全戸家庭訪問事業の先駆けとなる事業が

すでに始まっている。

○バックアップセンターの緊急一時保育事業

（D社の事例から）

D社ではバックアップセンター（社会福祉法

人特別区人事・厚生社会福祉事業団内）から、

施設内での緊急一時保育事業を受託している。

これは都内23区内の母子寮に入居している母

親を対象としたもので、就職活動、自立に向け

た法的手続きや相談、転居活動、健康状態が悪

いときなど子どもを預ける必要がある時に、バ

ックアップセンターを通じて依頼があり、シッ

ターが母子寮などの施設を訪問し、保育する事

業である。

DVで離婚を考えている母親や外国籍の未婚

の母など、原則として崩壊した家庭の母子が対

象であり、親子とも心が深く傷ついている。

DVの家庭で育った2歳過ぎの男の子は、初

め切れやすく、年齢の割りに大きな体でシッタ

ーにぶつかってきた。しかし、愛情を求めてい

るのだと察したシッターは、愛情を持って温か

く子どもに接した。シッターとの触れ合いを通

じて子どもは徐々に落ち着きを取り戻している

という。

気持ちが不安定で深刻な状況にある母親に甘

えられない子どもは、シッターに甘え、なつく。

母親も他人に子どもを預けることに初めのうち

は不安を抱くが、子どもが喜び、なつき、ある

ときは新しい遊びを覚えたり、おもちゃの少な

い家庭にシッターの手作りおもちゃがあったり

することに心から感謝の気持ちを抱く。こうし

て母親は新しい職や住居を定め、3ヶ月から半

年の間に母子寮から旅立っていく。

今、D社では月に20～30件の業務を受託し、

数多くのシッターも生きがいや喜びを持ってこ

の仕事に取り組んでいるという。

3．家庭訪問保育の社会的な役割

家庭訪問保育に携わるものとして、すべての子ど

もの健全な育ちのために次の願いがある。

①親と子だけの密室をつくってはならない

家庭は一種の聖域であり、勝手に踏み込んではい

けないという意識が日本人にはある。また、幼稚園

では就園前の「家庭教育」は家庭においてなされて

いることが前提となっている。

しかし、今、そのような前提が成り立つのだろう

か。表面に出る虐待死や虐待による衰弱などの事件

の裏に、隠された虐待、さらに言葉による虐待など

が、どれほど行われているか計り知れない。

シッターは「親と子だけの密室」に風穴をあける

ことができる。家庭を訪問して実際の親子の様子を

知り、保育の実践を通じて子どもとの接し方を伝え、

親との関わりの中で家庭での子育て支援を行い、子

育てを社会に向けて開くことができる。

②家庭での子育てと保育を連続したものに

本来子どもが育つ環境である家庭での保育が必要

であるにもかかわらず、保育とは施設で行われるも

のであるという観念は根強い。保育施策も世論も

「待機児童対策のために保育所の増設を」という発

想が依然として優位を占めている。もちろん、保育

所は必要である。しかし、子どもの育ちという視点

から見たときに保育所の長時間保育や機能の充実の

みが語られて良いのだろうか。



「家庭や保護者・親とは隔離されたところで営ま

れる保育は、家庭での子育てと保育施設での保育と

を別のものとして位置づける傾向を高め、保護者・

親の子育てとの連続性は、途切れがちな時代が長く

続きました。」と網野武博氏は述べている。（参考文

献５）

家庭での子育てと施設型保育に分離された子ども

の育ちを、家庭訪問保育を通じて連続性のあるもの

に再構築できるのではないかと考える。

4．民間事業者による家庭訪問保育の課題

ベビーシッターサービスは家庭を訪問して行う個

別保育である。それだけに「資質のばらつき」、「子

どもが特定の保育者の影響を強く受ける」、「第三者

の監視の目がない」などのデメリットが考えられる。

民間事業者にとって提供するサービスの質は事業

の成果に関わる。利用者に信頼され、子どもに良い

影響を与えられるシッターとなるための資質向上が

大切である。そのためには研修、稼働中のシッター

へのフォロー、サポートなどが必要である。万一シ

ッターが第三者の監視がないことで子どもに暴力を

ふるうということがあれば、事業者の責任を真っ先

に問われ、会社の存続はありえない。

今後、保育制度の一翼を民間ベビーシッター事業

者が担うためには、シッターの質の担保とともに、

民間事業者の理念や研修などの質の担保が求められ

る。事業者の自己評価、第三者評価などを通じて事

業者の質の担保を行うことこそ今後の課題であると

思う。

子ども・子育て新システムに訪問保育が「新設」

として組み込まれた。これは画期的なことであると

同時に、必要なことである。本来子どもが育つ「家

庭」という環境の中で子どもが過ごす時間をもっと

大切にしたい。少子化、待機児童対策という目の前

の問題にのみとらわれるのではなく、子どもが健全

に育つためにどんな環境が必要なのか、今、真剣に

考えなければならないと思う。子どもの保育が施設

と家庭訪問保育との調和の取れた環境で行われる社

会をぜひ目指してほしい。
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キーワード：ベビーシッター

（社）全国ベビーシッター協会の定款によれば「保護者の

居宅等において直接保育を行う者」とある。また、ウィキペ

ディアには「ベビーシッター（英語: Babysitter）とは、母

親に成り代わって乳幼児の世話をする人をいう。」とある。

ここで採り上げたベビーシッターは、民間ベビーシッター事

業者が採用、教育したプロの保育者である。事業者は、万一

の事故に備えて保険に加入している。

しかし、一般的な「ベビーシッター」という言葉に対する

認識は実態とかけ離れていることがある。また、マスコミで

「ベビーシッター」と報道されるものが私的な契約に過ぎな

い場合もある。今後、家庭訪問保育を通じて保育制度の一翼

を担っていくためには、名称について再考するときが到来し

ているかもしれない。

参考文献

1）平成21年度実態調査報告書「BABYSITTER NOW 2010」
平成22年　社団法人全国ベビーシッター協会

2）ベビーシッター利用ガイド
社団法人全国ベビーシッター協会

3）次世代育成支援のための在宅保育サービスのあり方に関
する研究報告書（2005年　主任研究者 網野武博）

4）在宅保育の効果に関する調査研究　利用の効果および利
用後の意識の変化報告書（2006年　主任研究者 尾木まり）

5）社団法人全国ベビーシッター協会
「子育て家庭への育児アドバイスの手引書」（2008年発行）

6）社団法人全国ベビーシッター協会「改訂　ベビーシッタ
ー講座 理論編」（2009年　中央法規出版）

情報交換をする（フォローアップ研修）



49 世界の児童と母性

■ 1997年　動き出したピッコロの活動

ピッコロは1997年、（財）女性労働協会と清瀬市

男女共同参画センターの共催で行われた「保育サー

ビス講習会」の修了生の声から生まれました。「出

産後、体調を崩してとてもつらかった。でも、誰に

も手助けしてもらえず大変な思いをした」「子育て

するのに不安なことがいっぱいあった」「困った時

に、すぐ助けて欲しかった」「若い人たちに清瀬に

永住して欲しい」など、それぞれの思いが出されま

した。そんな自分たちの子育て経験から「地域で子

育ての助け合いネットワークを作ること、安心して

子育てが行える地域づくりと保育の向上を図るこ

と」を目的にピッコロは発足しました。他人のお子

さんの命を預かるという責任と重圧のなか、立ち上

げメンバーとなったのは、修了生40名の内、30代

～70代までの16人。子育ての大変さをなんどもな

んども語り合い、立てた方針は２つ。それは、必要

な支援をどんな時でも受けられるよう24時間対応

すること、そして、預かる理由は問わないこととい

うものでした。会員から寄付してもらった携帯電話

1台を事務所代わりにして、子育てをサポートする

ピッコロの活動が動き始めました。

■子育て支援は求められていた

3カ月間は実際に利用するというより、問合せの

方が多くありました。そのほとんどが、今すぐ支援

を必要としている人たちからでした。「親の介護の

ために子どもを預けたい」「ひとり親家庭になり仕

事をしたいので子どもを預けたい」等、いずれも市

の一時預かり制度には空きがないということで対応

してもらえなかった人たちでした。

約半年が過ぎると個人保育106件、団体保育が8

件で、「利用する人がはたしているのだろうか」と

案じていた思いとは裏腹な依頼件数がありました。

1989年からは、育児情報があふれるなか、どの

情報を選んだらいいのか戸惑ったり、不安になって

しまうというお母さんたちの声が多く聞かれ、「本

当に必要な情報は自分たちの手で」と、子育て中の

お母さんたちといっしょに、地域に密着した子育て

情報誌の作成も行うようになりました。また、市内

にあった都立清瀬小児病院に子どもが入院したとき

面会時に病室に入れないきょうだいを預かってもら

えないかという問合せが多数ありました。そのこと

をきっかけとし、2000年4月から、助成金を申請し

てボランティア保育をスタートさせ、同時に病院側

にも、必要性を働きかけました。その活動は、院内

ケアとして位置づけられ、スペースも用意されまし

た。ボランティアコーディネーターは、ピッコロの

会員が担ってきました。病院が、都立小児医療セン

ターに統合された現在、この活動がきっかけの一つ

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ 代表理事　小俣
お ま た

みどり
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住民参加型家族支援の新しい流れ
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―ニーズに向き合い続けた中でたどりついた支援



となり、院内に面会時の一時預かりのスペースが設

置されました。

■ニーズに応えていくためには支援者が学ぶこと

ピッコロは、地域のニーズに応え、保育ニーズを掘

り起こしながら皆さんに育てられて広がっていきまし

た。“困った時に、すぐ手をさしのべる”を基本とし

ているので、預かる理由は問わない24時間緊急対応、

病児・病後児対応は必然的な支援でした。これらの

訪問保育サービスを中心に、つどいの広場など、さま

ざまな子育て支援活動を行ってきました。この活動を

通して、私たちはさまざまな困難を抱えた家族に出会

い、支援することの難しさに直面してきました。そし

て、私たちが支援していくことで、逆に相手を傷つけ

ないために、学んでいく必要性を痛感しました。2004

年、助成金を得て、精神的課題をもつ親、障がいの

あるお子さんの家族、DV家庭、父子家庭等、より専

門的なことも学び支援するために「複合的課題を持つ

子ども家庭支援研修事業」に取り組みました。家族

の願いにたって、家族支援の新しい流れをみんなの力

を合わせて実現してきました。

■子ども家族支援の新たな支援方法を実現

ピッコロは専門家集団ではないけれど、そこには

支援される当事者を身近に感じ、実践の中から培っ

てきたより専門的なノウハウがあります。

さらに私たちの活動は、家族が個人的にがんばり、

抱え込まないように新しい風を吹き込んでいく役割

も担っていると思っています。長年の活動の中で、

一般的な家庭とは言い難い気になる家庭、いわゆる

グレーゾーンの家庭が少なからずあることに気づか

されました。一例を挙げれば、育児不安が強い家族

の家庭、子どもへの必要十分な配慮がなされていな

い家庭、子どもとの愛着関係ができていない家庭、

子どもに不適応行動が現われている家庭、ほかに不

適切な育児及び子育てをしていることに気づいてい

ない親の問題もあります。

そのようなグレーゾーンの親の子育てスキルを高

めていくには、現在の方法では限界がありました。

というのも、現在のほとんどの支援が、保護者がい

ないときに訪問して行うものになっているからで

す。たとえば、ひとり親ホームヘルプサービスの支

援で、お子さんの食事も作りますが、食べている時

にお母さんが帰宅して、「わあ、おいしそう」と言

い、お母さんも食べ始め、「作り方を教えて欲しい」

ということがよくあります。レシピを渡しますが、

忙しくてあまり食事を作ったことがないお母さん

が、はたして、レシピだけで作れるのかな…を頭を

よぎり、いっしょに作って教えてあげられたら、き

っと作れるようになるんだろうなという思いが残っ

ていました。

また、24時間・訪問保育サービスでも、お母さ

んから相談されることも多く、保育終了時に話がつ

きません。お子さんについてだけでなく、お母さん

自身のことを受けとめて欲しいという思いが伝わっ

てきます。しかし、お子さんをお預かりする前後の

ほんの少しの時間しか対応することができず、もっ

とじっくりお母さんといっしょに過ごすことが、必

要であることを感じてきました。

そこで、具体的に子育ての方法について家庭内でモ

デルを示して支援する。イギリスで始まった「ホーム
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スタート」（家庭訪問型子育て支援システム）の活動

こそが、親の気持ちに効果があり、親の子育てスキ

ルを高める活動であり、その活動を取り入れるため

に、独立行政法人福祉医療機構からの複数年（2007、

2008年）の助成金を得て、「ホームビジターの養成

と派遣事業」の取り組みをスタートさせました。

■ホームビジターの養成と派遣事業

専門職でもヘルパーでもないホームビジター（ホ

ームスタートの活動をするボランティア）の活動の

優れている点は、次の３つです。第一に、問題が起

きていない段階でアプローチできるので、虐待など

の発生予防が可能となります。

第二には、児童虐待、特にネグレクト（育児放棄）

に効果があることです。研修を受けた子育て経験者

などが、ボランティアとして家庭に入り、親の話を

「傾聴」し、家事･育児については「協働」して一緒

に取り組むことで親の情緒が安定して、孤立化が解

消され、子育て意欲が高まります。

第三は、家庭の中に長時間（2時間程度）滞在する

ので、子育ての仕方を、家庭で学べることです。専

門職からの指導ではなく、「フレンドシップ」によ

る支援であり、先にも述べたように家事・育児を

「協働」する＝一緒にやることで学びます。

実際にホームビジターの活動が、日本で有効な活

動になるのか半信半疑でしたが、この事業に取り組

んで、思ってもみないほどの大きな成果が得られま

した。

研修では、家族との関わりと支援者自身の人生を

振り返り、受講生仲間と共有していく訓練など、今

までにない演習形式で行われ、ビジターとして必要

な力量を育てることができ、支援者としての考え方

の変化もみられました。

ホームビジターの派遣家庭については、保健師か

らの紹介及び母子相談員・子ども家庭支援センター

からの紹介・利用者本人からの要望があり、派遣し

ています。初回訪問した時点で、子育てに対する不

安、手助けしてくれる人がいないなどにより、泣き

だす母親も少なくありませんでした。

Ａ子さん（30歳）・夫Ｂさん（32歳）・長女Ｃちゃ

ん（生後1カ月）の家族も、Ｃちゃん出産後、2週間

ぐらいは地方から実母に手伝いに来てもらったが、

その後はＡ子さん一人で家事育児を行っていまし

た。Ｂさんも仕事が休みの日にはよく手伝ってくれ

ますが、赤ちゃんのことになると、Ａ子さんもＢさ

んも分からず、二人とも不安です。Ａ子さんは外出

することもなく、Ｃちゃんと二人でずっと過ごして

いました。赤ちゃんが産まれてからの生活ペースが

まだつかめず、赤ちゃんが泣くと戸惑ってしまい、

自分も泣きたくなると顔を曇らせて言い、話をして

いるうちに、とにかく分からないと泣き出してしま

いました。ホームビジターが訪問するようになると、

来てくれて嬉しいという様子で、にこやかに迎えて

くれました。積極的にＡ子さんも話し、「こうすれ

ばいいんですね」「他の人もうまくできないことも

あるんですね」「自分だけがちゃんとできないんだ

と思っていました」と不安が和らぎ、楽になってい

る様子が分かりました。Ａ子さんも今までは、神経

質過ぎて、マイナス思考だったのが、プラス思考に

変わり、精神的な面で楽になれたと言います。また、

ホームビジターが子育て経験者なので、安心して話
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せたり、手伝ってもらえ、経験を聞けたのも良かっ

たと言います。不安が大きくなる前にホームビジタ

ーが訪問したことで、親の表情も明るくなり、子育

てに対して肯定的に捉え、前向きな子育てが出来る

ようになっていく様子が、目に見えて分かる支援に

なっています。そのため、ホームビジター自身も活

動にやりがいを見出しています。また、無料で利用

できることが、家庭の中へ他人を入れることへの抵

抗をなくし、家庭という密室での、何が行われてい

るか分からない育児に対し、手を差し伸べることが

できます。

■育児支援家庭訪問事業との関係

我が国では、平成16年度から育児支援家庭訪問

事業が始まっています。清瀬市においては、育児支

援ヘルパー派遣事業として、当団体が受託しており、

産前産後支援および養育困難家庭に訪問していま

す。支援の内容は、家事をすることをメインとした

育児支援になっています。前に述べたＡ子さんは、

産後でしたが、家事支援は望んでいず、いっしょに

過ごしたり、話したりすることが要望だったので、

育児支援ヘルパーの支援内容にはあてはまりませ

ん。また、養育困難家庭では、ネグレクトや問題が

起きている家庭で、すでに子育てすることが困難な

状態になってから、事後的に支援するので、これ以

上状態が悪くなるのを防ぐことが精一杯の支援にな

っています。母親が、精神的に病んでいることも多

く、前向きな子育てができるようにしていくことが、

なかなか難しく、訪問している支援者も自分の力不

足を感じたり、何か悶々とした思いが残っていきま

す。このことを考えても、家族に回復力がある状態

のうちに、早期に支援することで、親の子育て意欲

が高まり、子どもの安定した地域での家庭生活を保

護していけることになる、ホームビジターの派遣が

これからの支援には急務です。そのことが、養育困

難家庭をなくしていき、家族の状況の変化によって

は誰でも虐待をする可能性があり、その発生予防に

なっていきます。また、ホームビジターを介しても、

地域とつながっていくことができ、人に頼っても良い

と思え、自らが他の支援、ファミリー・サポートの支

援を利用したりしていくことも多くあります。ホーム

ビジターの訪問活動終了後も、地域の中での友人と

しての関係が続いているという効果もあります。

育児支援ヘルパーの利用は、利用料がかかること

から、「助けて欲しい」と思っていても、支援を頼

めないという声もよく聞きます。

今後の課題としては、イギリスのように育児支援

ヘルパーが必要な家庭にも、ホームビジターが支援

できるような力量を備えていけるようになれること

ではないかと思っています。また、力量のあるオー

ガナイザー（コーディネーター）が、不可欠です。

ボランティア中心の事業であっても、オーガナイザ

ー二人分の人件費を確保して、事業を進めていくこ

とが、ボランティアを支援して行く上でも必要であ

り、今後の課題だと思っています。

清瀬市では、平成21年4月から、市の事業とし

てホームビジター派遣事業がスタートしています。

他市、他区の方からの問い合わせや派遣希望もあり

ますが、在住の方のみの利用が可能です。また、ホ

ームビジターは、その地域での住民が担ってこそ、

良い支援ができます。この事業を全国に拡げていく

ことも今後の課題の一つと考えています。

キーワード：清瀬市ホームビジター派遣事業

育児不安のある方、多子を同時に出産している方、育児ス

トレスのある方などに対して、ホームビジターを派遣し、育児

不安の傾聴や食事の準備などの家事等、乳幼児の世話などを

一緒に行う。週に1回程度（1回約2時間）、4回訪問。ホー

ムビジターは養成講座を修了した地域の住民が行っています。
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1．おやこの広場びーのびーのについて

NPO法人びーのびーのは、2000年4月よりおや

この広場「びーのびーの」として横浜市港北区の菊

名駅徒歩2分の商店街の一角で乳幼児親子が日中い

つ来て、いつ帰ってもいい、自由に過ごせる親子の

居場所「子育てひろば」（以下ひろば）の活動に取

り組んでいる。

ひろばといわれている活動は、2008年に社会福

祉法により第二種社会福祉事業として定義された地

域子育て支援拠点事業である。

設立当時は、保育園や託児所など子どもを預ける

場所はあったが、親子でいける場所、子育てについ

て語り合える場所はほとんどなかった。誰も作って

くれない、どこにもないなら、自分たちで作り出す

という親たちが集まって活動をはじめたのが｢びー

のびーの｣である。

2．学生ボランティアの訪問活動にいたる経緯

自分たちで作り出したひろばを運営しているので

当然自分の子どもはスタッフである親のそばにお

り、利用者の子どももいれば自分の子どもも一緒に

過ごすのが当たり前の風景である。常に自分の子ど

もたちがそばにいると、スタッフとして運営の話し

合いに専念したいときや、行事の準備作業などに追

われるときには、子どもたちに我慢させる場面もで

てくる。そんなときとても頼りになったのが、保育、

教職を目指して実習も兼ねて日常的にボランティア

として訪れている大学生たちであった。彼らはいつ

も子どもの目線で全力で遊んでくれていた。彼らが

ひろばにいることで、子どもたちは憧れのお兄さん、

お姉さんの姿を間近で感じられ、彼らと遊べること

を楽しみにひろばにやってくるという子どももい

た。親たちにとっても、彼らがひろばで子どもたち

と一緒に存分に遊んでくれることで、子どもたちが

同じ場所にいても、精神的な余裕をもつことができ

リフレッシュとなることを実感していた。

一方カナダでは、学生のベビーシッターが当たり

前であり、13歳から地元のYMCAなどでベビーシ

ッターの講習をうけて近所の子どもを預かり報酬を

うけとることができる仕組みがあることを伊志嶺美

津子先生（びーのびーのの専任アドバイザー、当時

関東学院大学・現在浦和大学）より学んだ。この活

動に参加することで一人前の大人として地域に踏み
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出していき、またその様子をまわりの大人たちが見

守りながら、ベビーシッターをする子ども自身が成

長していくという事例があることを知った。（1）

ベビーシッターとして活動するところまでは日本

の状況では難しくても、家庭に保護者がいる状態で、

学生が家庭に入ることで密室育児といわれる状況に

新たな風を吹き込むことができ、ひろばでスタッフが

感じていたようなリフレッシュの実感を家庭でも感じ

てもらいたいという思いで、2003年より家庭への学

生ボランティア訪問活動に取り組むこととなった。

3．活動紹介

2003年、4家庭を2人１組の学生が訪問すること

から始まり、2010年度は、14家庭、24人の学生が

活動に参加している。

学生は2人1組のペアで訪問することを基本とし

ているが、学生の専門性、ボランティア経験、家庭

の状況によって、1人で訪問することも可能である。

ペアを作る理由は、知らない家庭を訪問するという

精神的にはハードルの高い活動であるので、複数で

活動することで互いに支えあえること、男子学生も

参加する活動であるので家庭側にとっても複数の学

生が訪問するほうが理解が得やすいためである。

参加する学生の属性は、全く初めてのボランティ

ア活動となる中学生から、保育実習経験もあり、ひ

ろばでのボランティア経験も豊富な大学生・専門学

校生までさまざまである。このため学生には事前研

修の参加が義務づけられており、研修のプログラム

は、大学生インターンスタッフが毎年プログラムを

たてる。

先輩ボランティアとしての自分の経験を学生同士

の同じ目線から伝えることを大事なテーマとして、

例年体験型ワークショップ形式の研修を行ってい

る。研修中の様子や事前アンケートをもとに、訪問

する学生のペアを決定している。

中学生と大学生のペアや、理工系の学生と保育系

の学生のペアというように、学生同士の関係性にも

多様性を持たせるマッチングを行っている。

また、ボランティア活動にともに取り組むことで

互いの世界が広がったり成長につながるような仕組

みとしている。

研修参加後の学生の感想から（2）

・今日は、初めてペアと対面することができた

ことが何よりよかったと思います。ペアの子

と話をして、なんとなくですが、わかった部

分があるので、これからの活動で家庭側だけ

ではなく、ペアの子とも深く関われればいい

なと思いました。

・今日はロールプレイをして、実際に家庭に入

ったときに｢どうしよう｣｢どういうことをし

よう｣と考えるきっかけづくりになりました。

ペアの学生ともたくさんおはなしできてよか

ったです。がんばります！楽しみます！

参加する家庭は、ひろば利用家庭に限定している。

一般の家庭を対象にした場合、訪問先家庭の状況を

スタッフが把握しにくいため、学生のボランティア

活動としての範疇を越えた無理な活動依頼（病児保

育を頼まれる可能性など）につながる心配もあるた

めである。日ごろからひろばにひんぱんに通ってお
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り、スタッフと親子間に十分交流があり、ひろばで

学生ボランティアと遊んだり話したりすることにも

慣れているような家庭を対象としている。活動前に、

学生受入れのための要綱を家庭に配布し、個別にス

タッフからガイダンスを行う。その後の活動中も常

に相談・連絡ができる体制としている。

どの家庭にどの学生が訪問するかのマッチングは

家庭からの要望や家族状況をスタッフが把握した

上、スタッフ同士で情報共有しながら丁寧に決定し

ている。

家庭側が負担する受入にかかる費用は、

・年間登録料 1,000円

・学生への交通費 1回500円

・びーのびーのへの事務費 300円

である。

家庭側は通常3回程度、学生2人1組を目安に活

動を受け入れることが活動の条件である。従って一

軒の家庭が負担する費用は、活動回数が３日である

とすると

年間登録料1,000円＋（交通費500円×2人分＋

びーのびーの事務費300円）×３日分＝4,900円

の負担となる。受入れ回数によって金額は異なる。

訪問活動は学生の夏休み時期を中心に行われ、3

回以上の活動を行うこととしている。単発ではなく、

できる限り継続的に関わってもらうためである。活

動の様子は、その日のうちにコーディネーターとな

るスタッフに報告される仕組みとしており、家庭側、

学生側からそれぞれ別々にその日の様子が、

FAX・メールで報告される。コーディネーターは、

その報告から学生側に負担となるようなことが依頼

されていないか、家庭側が戸惑うようなことが起き

ていないかを把握し、双方の間に立って調整が必要

なときに即座に対応できるように準備している。コ

ーディネータースタッフでも対応に困る場合がおき

たときには、団体の専任アドバイザーである有識者

への連絡・相談体制も確保している。

また、この報告という仕組みは、困ったことを聞い

て対応するという目的だけでなく、家庭側が学生に対

しては面と向かって言いにくい感謝の思いや、学生側

から家庭を見たときの尊敬の思いなどを、スタッフが

間に入ることで伝え合えるという効果も生んでいる。

学生と家庭の活動内容は、さまざまである

・下の子が小さいので上の子がじっくり外で遊べな

いので、上の子と遊んでほしい。

・普段できない換気扇の掃除など、じっくり家事に

取り組みたい。

・子どもと別室で遊んでもらっている間に新聞をゆ

っくり読みたい。

などの希望があり、それにそった活動が進められる。

学生に子どもを預けて自宅から外出することは不可

としているが、家庭の事情や学生の経験度合いを判

断しながら、ひろばで、他のスタッフの見守りとと

もに、学生が子どもを預かることは可能としている。

そのような希望がある場合は、ひろば全体で学生ボ

ランティアの活動に負担がないよう十分配慮して見

守りが行われている。

活動が収束する秋頃に、毎年、参加した家庭と学

生の交流会を開催しており、活動中に報告として学

生・家庭双方からあげられたエピソードなどについ

て振り返る場としている。

数ヶ月ぶりに学生と親子が出会うことで、学生達
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は子どもの成長の早さを実感する機会となり、また、

学生同士、家庭同士、他の事例を聞き、話すことで

お互いの活動を肯定しあい、体験を共有する大事な

機会となっている。

実際にあげられた感想から活動の様子を記す。

｢学生の感想から｣（2）

・自分が本当に役にたっているか不安があった

が、感謝されて活動の中でお母さんと子どもの

様子から子育てについて考えるようになった。

・たった2週間見ないだけでしゃべれるように

なっていた！

・子どもって休む間もなく動き回っているんだ

なあ。

・最終日不覚にも泣いてしまった。

｢家庭の感想から｣（2）

・当初不安だったが、回数を経て自分にとって

よい経験だと実感した。

・久しぶりにあった学生との会話の中で子ども

の細かい成長に気づいた。

・第三者にきてもらうことに抵抗がなくなった。

・子どもが残したラーメンを学生が食べたこと

にびっくり！子どもと学生が思っている以上

に距離が縮まっていた。

・私がわくサポに参加したのは、次男を妊娠し

て7ヵ月の頃と、出産後、まだ１年が経って

いない頃の2回でした。

初めて参加した時は、訳も分からずという

感じで、お客さんでも来るかの様に部屋を片

付けたり、おやつを買いに行ったりして準備

が大変でした。それでも、妊婦検診の時など

大きいお腹で長男を追いかけ回さないで済ん

だのは、とても有り難かったです。

2回目は要領を得て、些細なことでも学生

さんにお願いしよう、その方が学生さんも手

助けしやすいだろうと思って参加しました。

次男を抱っこしている時に、荷物を持っても

らったり、買い物の間、外で子供達の相手を

してもらったりしました。

言葉では言い切れない程、あの時の状況で

の学生さん達のサポートは、一時のゆとりを

くれました。何もお返しすることができませ

んが、この体験が学生さん達の将来に役立て

ば、本当に嬉しいです。

4．課題と成果

活動の課題としては、継続的に取り組むための費

用の問題がある。年間通してコーディネートを行う

ためのコーディネーター人件費、通信費、年間通し

て活動できる学生を確保するための募集チラシなど

の印刷発送経費は必須である。学生の交通費の一部

は家庭が負担するが、往復実費よりも少ない金額で

ある。家庭の負担は低くおさえたい反面、学生の負

担も考慮すると、交通費をどのように設定するかは

課題である。

また、現在大学生が活動の中心であるが、大学生

は遠距離を通ってくる学生が多い。本当に地域で顔

が見える子育て支援に向かっていくためには、地元

の中学生・高校生が広く参加できるような地域の学

校との密接な連携も課題である。

継続的な活動を通して、学生と家庭との関係性は
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徐々に深まり、学生が進級・卒業の節目をすぎても親

戚づきあいのような関係も生まれている。活動の成果

として、学生の家庭訪問ボランティア活動は家族以

外に信頼をおける他者がいるという実感を家庭が持

てる関係性を育める活動になっていると考えている。

若者世代が小さな子どもに関わる機会を創る取り

組みは、次世代の親になる世代を育成する効果もある。

学生達がそれまで子どもとして育てられてきた立場か

ら、ボランティア活動を通して｢育てる側｣に成長し

ていく場面をつくりだせていることも効果である。

5．まとめ

大豆生田・伊志嶺・金山（2003）の東京、横浜、

新潟などの子育てひろばや福祉保健センター、児童

館において、３歳未満の子どもがいる親を対象に必

要な研修を受けた学生が子育てボランティアとして

一定期間家庭に入って子どもと遊んだり、子育ての

手伝いをするシステムがあるとすれば利用したいか

という調査（3）がある。この調査の全体的な傾向と

しては学生の手助けをあまり積極的に求めていな

い。背後に若者世代への精神的な距離感や強い警戒

感が推測されるが、びーのびーのだけが、学生を受

け入れたいという回答率が非常に高かった。同じ港

北区の福祉保健センターで実施した結果と比べても

差が大きかった。（4）このことからも、子育てひろば

という環境を通して、親子と学生ボランティアが関

わる機会を意図的に作り出し、中学生・高校生・大

学生世代が小さな子どもの世話をすることで、子育

てに貢献することは「子育ての社会化」にもつなが

る小さなステップであろう。

この学生ボランティアの訪問活動は現在は自主事

業であるが、2005年（平成17年度）～2007年（平成

19年度）横浜市協働事業提案制度モデル事業「わく

わく子育てサポーター事業」として、横浜市港北福

祉保健センターサービス課との協働として取り組ん

だ時期もある。学校とNPOとの連携が課題である

なかで、行政と協働事業として取り組むことで学校

連携を進めることにも取り組んだ。2007年度横浜

市協働事業提案制度モデル事業の報告書において（2）

“「人との触れ合いが無い中で選択肢も少なく、不安

が募って虐待してしまう…。」そんなことを起こさ

ないための活動の一つが、このわくわく子育てサポ

ーター事業なのだと思います。地域と子育て家庭を

つなぐこと、子どものうちから色々な人と出会うこ

と、子育て中の親もたくさんの人と関わり、親子で

一緒に自分たちに合った子育てを見つけていくこと

…、これらのことが、この事業にはすべて含まれて

います。”と述べたことにこの活動の中身は全て凝

縮されていると思う。

引用文献

（1）2003年度（社）横浜青年会議所
横浜ひとづくり推進事業　助成事業

「家庭支援学生ボランティア派遣・育成事業報告書」
2003 特定非営利活動法人びーのびーの

（2）2006年度／2007年度
横浜市協働事業提案制度モデル事業

「学生によるわくわく子育てサポーター事業最終報告書
子育て支援活動と学校の連携から見えてきたもの」
2007／2008 特定非営利活動法人びーのびーの

（3）大豆生田啓友・伊志嶺美津子・金山美和子「乳幼児を持
つ親が求める支援に関する一考察」関東学院大学人間環
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（4）大豆生田啓友「支え合い・育ち合いの子育て支援　保育
所・幼稚園・ひろば型支援施設における子育て支援実践
論」関東学院大学出版会 2006.P180

キーワード：子育てひろば

子育てひろばの活動は、2000 年頃から各地で当事者、

子育て支援活動に取り組んでいる団体の多様な取り組みから

はじまっている。2008 年社会福祉法改定で子育てひろば

は、【ひろば型】の【地域子育て支援拠点事業】として定義

された。平成 21 年度集計では、全国 5,199 か所の地域子

育て支援拠点があるうち、ひろば型は 1,527 か所。その

1/3 が NPO が主体で運営している。子育てひろばでは、

NPO ならではの地域に根ざした当事者性のある活動が展開

されている。
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はじめに

不登校・ひきこもりの支援の難しさは、何らかの

支援が必要であることがわかっていても、本人が特

定の場所に通うこと自体が難しいため、支援を受け

られないということにあります。特に、外出そのも

のができなかったり、家庭内でも会話がなかったり、

家庭内暴力の危険性があったりするような、症状が

重く長期化しているケースほど支援を受けることが

難しくなってしまいます。このため、現在では多く

の機関で、より柔軟で機動性のある支援として、自

宅を訪問し関係を作る訪問支援の制度が整えられて

います。

そこで、本論では、不登校・ひきこもりの支援組

織である特定非営利活動法人メンタル・コミュニケ

ーション・リサーチ（以下MCR）の組織と、そこで

訪問援助に携わる学生の活動を紹介し、より

柔軟に活動が可能な立場からの訪問支援の実

際について述べてみたいと思います。

1．MCRの組織

MCRは、2000年 11月に設立された短期・

家族療法の理論を基にして、不登校、ひきこ

もりなどの問題を抱える家族への援助を行っ

ている団体です。元々、2000年12月に埼玉県

熊谷市周辺の大学有志により「民間非営利団

体メンタルコミュニケーションリサーチ」として活

動をしていましたが、活動の発展と、安定継続した

事業の維持を行うため、法人を設立することにしま

した。

それから10年間、主に不登校児への「こころの

家庭教師」派遣事業を中心として、「こころの家庭

教師」を養成するための研修会の企画運営、児童問

題・家族問題に対する調査研究といった活動を行っ

てきました。現在は東京･横浜･千葉･東北と4つの

支部で活動しています。また、2006年秋より、学

習支援や育児支援の分野でも訪問支援を実施してい

ます。

2．MCRの訪問支援活動における主訴

図１は、MCRが訪問支援を行ったケースの初回

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの実際

喜多見
き た み

学
まなぶ

NPO法人メンタル・コミュニケーション・リサーチ家族コンサルタント
臨床心理士

学生による
訪問支援活動の実際
―不登校・ひきこもりへの訪問支援

学生による
訪問支援活動の実際
―不登校・ひきこもりへの訪問支援



59 世界の児童と母性

面接時の主訴を分類

したものです。主訴

別に見ていくと、不

登校・登校しぶり・

学校不適応が 55 ％

を占め、引きこもり

と合わせると 78 ％

となります。次いで、

神経症・精神疾患、

家庭内暴力、発達障

害、非行、学習支援

と続いています。厳

密に言えば、「不登校・引きこもり」という状態像

の背景にも様々な症状がありますので、実際の訪問

支援は、この分類以上に多様で複雑な状態を想定す

ることが求められています。

3．MCRの考える訪問支援

MCRでは、訪問支援の対象を短期・家族療法の

理論に基づき「不登校・ひきこもりの問題に悩む方

個人」とせずに、「子どもの問題に悩む家族」と拡

大し、家族を取り巻くシステムを対象としています。

このため、問題とされる子どもをIP※１と呼び、IP

への支援をソリューションティーチャー※２が行い、

家族（両親）への支援を家族コンサルタントが行う

という方法を取っています。

※１ IPとは、“Identified Patient”の略で、“患
者とみなされている人”を意味します。家
族心理学では、問題とされている人だけに
問題があるわけではなく、家族や周囲のか
かわりの中でその問題が維持されていると
考えるため、IPという言葉を使っています。

※２　ソリューションティーチャーとは、「解決
を教える心の家庭教師」という意味をこめ
てMCRが名づけた訪問援助を行う者の名
称です。

4．訪問活動にあたっての費用負担

MCRをご利用の際には、定例会費として月7,000

円と訪問援助者の活動1時間につき2,500円、その

他に交通費や活動における諸経費をお願いしていま

す。また、費用負担が難しいご家庭とは、ご相談の

上料金を決めております。なお、NPOのスタッフ

は基本的にボランティアで活動しておりますが、最

も負担の大きい訪問援助者に関しては、経験年数に

比例して一定の謝礼をお支払いしております。

《訪問支援までの流れ》

訪問支援までの具体的な流れは次のようになりま

す。

①不登校やひきこもりなどの問題を抱える保護者

（兄弟や本人の場合もある）から申し込みを受け、

いずれかの支部にて家族コンサルタントが受理

面接を行います。この面接にはIPがいる必要は

なく、来談可能な方と行います。ここでは、来

談されたご家族にMCRシステム（図2）の説明を

行った後、現在までの状況を確認し、できうる

限りのIPのアセスメントを行います。

②受理面接の中で、訪問援助者の派遣の検討も行

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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い、必要な際は家庭に派遣し、IPにアプローチ

を行うことを決めます。

③訪問援助者が週1回など定期的に家庭を訪問し、

IPと関わるのと同時に、最低月に1回、定例会

にて家族コンサルタントによって両親に対する

コンサルテーションが行われます。ここでは、

両親から見た訪問活動の様子や、訪問時に予測

される子どもの抵抗について話し合い、訪問活

動の調整を行います。また、訪問後に起こった

家庭内の変化や、次回までに起こしたい変化に

ついて話し合い、検討していきます。

5．訪問援助者への支援

訪問支援は、訪問援助者が一人で家庭に入る構造

上、面接の枠が不明瞭で危険性も高いものです。ま

た、一人の活動であるため訪問支援に関する助言は

得にくく、心理的にも孤立しがちです。特に、学生

による訪問支援を主体としているMCRでは、訪問

援助者をいかに支えるかも問題になります。

MCRでは、主に心理、教育、福祉などを専門と

する大学生・大学院生で、３回の養成講座を受講し、

毎月の定例会に参加している者が訪問援助者になり

ます。訪問活動に関するリスクの保障としては、ボ

ランティア保険への加入の他、定例会にてケース検

討会を開き、ケースについて報告し合い、MCRの

全スタッフがチームとなって支援方針を話し合うこ

とで負担を軽減します（図2）。また、家族コンサル

タントと訪問援助者は検討会以外でも報告、相談を

行い、より良い方針や援助のスタイルを決めていま

す。

このように、直接家庭に関わる者だけでなく、全

スタッフが大きな援助チームとして活動すること

で、訪問援助者が家族内の問題に巻き込まれること

を防ぎ、訪問時や訪問後の家族の行動を一貫したも

のにし、効果的な訪問支援を行うことができると考

えています。

6．訪問支援の実際

訪問という形からIPと関係を作るのは非常に難

しい作業です。特に、本人が長い間外出せず外部の

人間と会っていない状態だったり、訪問支援に同意

していなかったりする場合は、初回の訪問でつまず

くことも少なくありません。そのため、訪問支援は

戦略的に行うことが求められます。

（1）訪問前の打ち合わせ

訪問支援の前に、保護者と共に初回訪問の計画を

立てます。訪問の曜日や時間の他に、IPの活動時

間や趣味、そして訪問援助者の紹介の仕方を検討し

ます。変わったものでは、「訪問支援のお兄さん」

と明かさずに、保護者の知り合いとして訪問したケ

ースもありました。IPの許可を得ずに訪問したり、

立場を明かさなかったりする理由は、訪問される側

（IP）から見ると、訪問援助者の立場や役割よりも

「どんな人で」「自分とどう関わってくれるのか」が

大切であるからです。そのため、枠に囚われずIP

が受け入れやすい役割を取ることを優先して活動を

始めています。

（2）初回訪問～出会いとアセスメント

事前に保護者と話し合ったとしても、初回訪問時

に会えないことはよくあります。この際、私たちは

「IPに向けた手紙を置いて帰る」「部屋の前から話

しかける」「IPの興味のあることや、IPが最近頑張

ったことなどを保護者から聞く」等を行って帰りま

す。訪問の目的は「関係を作ること」ですので、顔

を合わせることができなくても、訪問援助者が「IP

を肯定的に見て」いて、「自分のしたい話ができる

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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相手」であり、「無理矢理引きずり出す人ではなく

安全は守られる」というメッセージが伝われば十分

です。このような地道な訪問でも、数回の訪問の後

に会えるケースはかなり多く、たとえ会えなくても、

訪問で伝えられることがあることを知っておくこと

が大切です。

IPと出会えたら、IPの興味関心を聞き、趣味に

合わせて語り、IPの世界を共有することを意識し

ます。ここで行うべきことは、「普通の会話ができ

る関係性」を作ることです。時に、会って間もない

内にIPから深刻な訴えを話されることもあります

が、訪問支援の際にはそういった話をすることをあ

えて求めません。IPが必要以上に自己開示をして

しまい、苦しい話が止まらなくなった結果、次から

訪問援助者と会えなくなった、ということは往々に

して起きるものです。訪問後、IPが辛い話をした

後も、穏やかに終われるような会話を意識します。

また、ここでの「普通の会話」とは、IPが社会

復帰した際に実践するだろう会話を想定していま

す。このため、IPの生活に入りながら、普通の会

話を続けていくことは、社会復帰のための直接的な

支援でもあります。

訪問支援では、このような活動と共に、性格や趣

味、実際の生活における特徴の他、精神症状や発達

の偏りといったアセスメントを行います。これには、

IPが見て感じたことを検討会で伝え、専門家の助

けを借りています。そして、必要があれば保護者を

通じて支援してもらいます。特に、精神症状に関し

ては、訪問支援の場で解決するのは難しいため、で

きる限りチームで対応します。例えば、「天井に誰

かいるのです」といった精神疾患における特徴的な

訴えがあった場合でも、一度検討会にかけ訪問時と

は別のルートで家族に情報を提供しています。

（3）関係を深め、共に考えていく

継続的に訪問をしていく中で、訪問援助者はIP

の小さな変化を見つけ、肯定的に伝え返し、共に小

さな達成を作っていきます。この達成は、どんなも

のでも大丈夫です。「人と関わる」という目的にお

いては、本人が今行っていることこそが有効なツー

ルとなります。

例えば、ひきこもってマンガばかり読んでいたA

さんは、訪問援助者と共にマンガを語り合う内に共

にマンガのイベントに外出できるようになり、その

後、イベントのためにアルバイトを始めました。ひ

きこもり、家庭内暴力をしていたB君は、訪問援助

者とサッカーのTVゲームを黙々とやりましたが、

2ヶ月ほど経って外で一緒にサッカーをするように

なりました。その頃には家庭内暴力も収まり、母親

と共に高校への進学について話せるようになりまし

た。

例えどんなことであっても、人と関わることで

IPは変わっていきます。誰かと話し関わることで、

自分が今行っていることを、肯定的に感じられるよ

うになることが、自立への第一歩になるのだと思い

ます。

（4）必要ならば、共に悩み、実行していく

訪問支援を続けていくと、IPをどう支えれば良

いかわからなくなった家族や、家庭の様々な事情に

より、わかっていても支援ができない家族と出会い

ます。また、良い変化の兆候が見られていても、今

やっていることに意味があるのか悩む家族とも出会

います。治療の主役は常に家族であり、我々は代わ

りになれませんが、このような訴えを受け止め、時

に共に苦しみ、今現在どうにもならないもどかしさ

を少し荷降ろししてもらうことも訪問支援の役割で

あると思います。

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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そして、必要な支援の手がかりがわかったとして

も、保護者やIPだけでは動けない時は、少々強引

でも協力することもあります。例えば、数年間歯磨

きをせず、歯医者嫌いなため全ての歯が虫歯になっ

ていたC君。このケースでは、母子家庭の母親と協

力して共に歯医者に向かうことになりました。多少

強引に連れ出したため、C君は怒りましたが、一度

歯医者に行った後は、自分で継続して通院できるよ

うになり、関係が切れることもありませんでした。

訪問支援の目的は「問題を抱えて悩む家庭の中に

入ることで、硬直した家族の構造に小さな良い変化

を与えること」です。時には、IPと一緒に外出し

たり、勉強などの課題をしたりすることもあります

が、それらは全てIPの小さな変化を捉え、達成感

を共有するために行います。この小さな良い変化は、

家族やIPにとって、これまで長い間悩み、手が付

けられなかった問題に取り組むきっかけになりま

す。それらを共有し、一歩一歩進んでいく手助けを

するのが訪問支援の役割なのではないでしょうか。

7．訪問支援の終結と今後の課題

ある程度の一定の社会的な活動を再開した場合

は、訪問支援から次の段階に進む必要があります。

特に、私たちのように、訪問援助者が大学生･大学

院生といった場合、社会的な自立まで支援を続ける

ことは難しく、社会復帰の道筋が見えたところで終

了になります。しかし、現在では、何らかの公的機

関や病院につなぐことができても、そこからまた戻

ってきてしまうことも多く見られます。公的機関や

病院とNPOが情報共有の場を設定できる機会は少

なく、IPや家族の情報を伝えることが難しいのが

現状です。より柔軟で機動性のある支援が求められ

ている現在、機関の枠組みを超えて支援をつなげて

いける構造を作る必要があると思います。

訪問支援は、その自由さゆえに理論的な背景も少

なく、訪問援助者の負担は大きい活動だと思います。

しかし、家族の中に新しい誰かが入ることで生まれ

る変化は大きいですし、自由であることは様々な支

援を家族と共に考え、実行することができる良さで

もあります。私たち支援者は、家族と共に歩み、IP

の小さな変化を喜び合うことができることを喜びと

してこれからも活動していきたいと思っています。

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

キーワード：短期･家族療法

病理や問題というものを、個人を取り巻く環境との相互作

用の中で捉え、その相互作用の変化を促すことを目的とした

アプローチ。システム理論を導入したコミュニケーション理

論を理論的なよりどころにしている。問題を扱う単位を、個

人から家族などの問題を取り巻くシステムに変えることで、

問題の原因を作っている誰かを探すことなく、良い変化を促

すことを目指している。MRI 短期療法や解決志アプローチが

代表的なもの。
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（1）「家庭訪問」というとり組みは、

古くて新しい課題？

以下では、この「家庭訪問（ホームビジティング）」

というテーマと、筆者らが関わっている児童家庭福

祉（とくに「社会的養護」）との結び付きについて、

若干の考察をこころみたい。

この「家庭訪問」というとり組みは、古くて新し

い課題ということでもあるだろう。児童相談所の措

置には、家庭訪問や通所（来所）による二号と呼ば

れるものと、家庭から子どもを保護し施設入所（あ

るいは里親委託）をおこなう三号とがある。古くか

ら関係者の間には、児童相談所のソーシャルワーク

のあり方が、あまり二号に積極的でなく、三号だけ

にウエイトがおかれている、という指摘があった。

その指摘は、次のような問題意識からなされてい

た。まず一つは、もっと積極的に二号の運用が展開

されるなら、家庭から子どもを引き上げる三号への

依存を低くすることができるかも知れない、という

ことである。もう一つは、たとえ三号で対応せざる

をえない状態であっても、その後の「家庭復帰（再

統合）」や「社会的自立」に結び付く援助過程とな

っていくためには、もっと積極的な二号の併用がお

こなわれてもよいということである。

筆者は、このように家庭から子どもを引き上げる

ことにともなう葛藤、すなわちこの二号と三号の運

用の違いから引き起こされる緊張関係というもの

が、児童家庭福祉におけるソーシャルワークの専門

性、あるいはその実践のエートスをつくり上げてき

たと考えている。本来的にソーシャルワークという

ものは、二律背反するような状況に立たされながら、

それでもバランスを失わずに課題にとり組まなけれ

ばならないからである。

さてこうしてみると、この古くからあった問題意

識は、子どもの引き上げを避けようと考えているこ

と、「家庭復帰」や「社会的自立」にとり組もうと

していることなど、今日の在宅福祉という考え方に

も通じるものが多い。したがって私たちはこの「家

庭訪問」という課題を、従来の施設福祉から新たな

在宅福祉へとつながる直線の中で捉えていくことが

できる、と考えたいところである。

ところが実際は、そうなっていなかったというこ

とになろう。周知のように、近年の虐待問題対応に

よって、社会的養護を必要とする子どもが増加して

いるからである。この現象は、家庭から子どもを分

離してしまう前述したような三号措置への依存度を

高くすることになる。

どうも児童虐待問題対応によって、児童家庭福祉

の流れには大きなリバウンドが引き起こされている

ようである。そのため私たちは、見通しの良い一本

道の中で「家庭訪問」の展開を考えていくことがで

旭児童ホーム 施設長　伊達
だ て
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特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの技術

ホームビジティングにおける
ソーシャルワーカーの役割
―児童虐待問題対応による混乱から
ソーシャルワークの再生へむけて

ホームビジティングにおける
ソーシャルワーカーの役割
―児童虐待問題対応による混乱から
ソーシャルワークの再生へむけて



きるのではなく、こうしたリバウンド状況の中で、

それにとり組んでいかなければならなくなっている。

今日のソーシャルワークが抱えている「葛藤」は、

「子どもを家庭から引き上げないようにする」こと

ではなく、強権発動してまで「子どもを家庭から引

き上げなければならない」というところにあるので

はないだろうか。このような困難な状況にあって、

ソーシャルワークはどのような方向を見い出してい

けるだろうか。

（2）福祉サービスの多様化とソーシャルワークの衰退

高齢者福祉や障害者福祉では入所・通所・訪問な

どの包括的な展開があり、医療でも入院・通院・往

診といった分野がある。「家庭訪問」というとり組

みを福祉サービスという次元だけでみれば、これら

と比して、児童家庭福祉における多元化や多様化と

いった展開の遅れを指摘することは容易である。

〈図1〉のように、特に児童家庭福祉で遅れてい

るのが「訪問」である、といってもよいだろう。高

齢者福祉の「訪問介護」、障害者福祉の「訪問介助」、

医療の「訪問医療」を考えると、同じように児童家

庭福祉でも「訪問養護（？）」といったものがあっ

てもよいかも知れない。

しかし児童家庭福祉の場合には、混乱がある。そ

れは〈図2〉のように、これまで施設サービスを基

盤にとり組まれてきた社会的養護の流れと、在宅サ

ービスを中心に構想されてきた子育て

支援という流れの二つが、うまく統合

されないまま、対立的に捉えられてい

るからである。

それに加えてリバウンド状態の中

で、社会的養護（施設サービス）が子育

て支援（在宅サービス）の展開を圧迫す

る存在でもあるかのような誤解がうま

れていることも大きな要因である。その誤解は、福

祉サービスの類型という点では理念（理想）と現実

との「ギャップ」ということになり、社会的養護が

「事後的」対応とみなされるので、「予防的」というこ

とでは「タイムラグ」とでもいうことになるだろう。

では、施設サービスを廃棄して在宅サービスに転

換できるのだろうか。もちろんそれでは、社会的養

護を必要とする子どもたちの放置につながる。それ

は乱暴な言い方をすれば、「虐待を受けてしまった

子ども」への社会のネグレクトである。つまり子育

て支援と社会的養護を対立的に捉えてしまうと、ま

だ虐待を受けていない子どもの「予防ケア」と、虐

待を受けてしまった子どもの「回復ケア」のどちら

が優先されるべきか、という矛盾に陥ってしまうこ

とになるのである。

筆者の考えは、もっと社会的養護にあっても「家

庭訪問」のアプローチが検討されてよいということ

である。なぜなら社会的養護の目的は、子どもの成

長や発達の促進、そして分離体験や虐待体験からの

回復にあるからである。たとえ社会的養護が子ども

の「家庭外ケア」となるにしても、それはあくまで

も手段ということである。（たとえ手段であったと

しても、それには大変な苦労がともなうが…。）

いくつかの福祉先進国では、子どもの家庭からの

保護を極力避け、終日ソーシャルワーカーを家庭に

送り込んで「家族保全（ファミリープリザベーショ
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〈図1〉 〈図2〉
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ン）」プログラムを試みている、と聞く。それは、

ほとんど先の「訪問養護（？）」というようなイメー

ジとなるだろう。そうなると社会的養護は、施設サ

ービスなのか、それとも在宅サービスなのか、類型

化そのものが意味を成さなくなってくるはずである。

（3）家庭訪問によって知る「現実」と「やりとり」

ソーシャルワークにとって、「家庭訪問」とは何

なのだろう？ここでは実際の「家庭訪問」がどのよ

うなものなのか、筆者の体験から少し書き出してみ

よう。ずいぶんと前の話である。

当時は、まだ児童養護施設で「体験入所（子ども

の不安を少なくするため、事前に１～２泊の生活体

験をしてもらうこと）」などはおこなわれておらず、

そこでの対応といえば、子どもの身柄の受け入れが

先で、援助のすすめ方や保護者との合意形成のため

の面接は後回しとなることが多かった。加えて、こ

の話に登場する保護者（母親）は、何度約束しても

来所面接を反故にしてしまう方であった。そこで彼

女が住む市営住宅へ出向いて、保護者面接をおこな

うことにしたのである。

家を捜し当てドアホーンを押すが、何度鳴らして

も応答がない。不在かと諦め、出直すことにしたの

が第1回目であった。2回目も応答はなかったが、

ノブを回すとドアは開いたので大声で呼びかけてみ

た。返事がなく、結局は引き上げとなった。3回目

は施錠してあったが、中で人の気配がした。ドア越

しに呼びかけてみたが返事はなく、これも空振りに

終わった。4回目も会えなかったが、用意しておい

た手紙を新聞受けに入れておいた。もちろんその後

に、母親からの連絡はなかった。

この置手紙作戦を数度重ねてから、筆者は“張り

込み”を敢行することにした。日没前に、この家庭

の窓が見えるところに車を止め、居留守を使ってい

ないかどうかを「点灯」で確認するのである。一回

2～3時間に及ぶが、これも数日を要した。ある日、

部屋の明かりがパッと灯った。すばやく玄関に回っ

てドアホーンを押すと、さすがに中から返事があり、

母親がドアを開いてくれたのである。

これでようやく面会にこぎつけたということにな

るのだが、社会的養護の「現実」というものを強く

思い知らされた体験でもあった。社会的養護では、

こうした不条理とでもいいたくなるような「やりと

り」を強いられることが実に多い。それは親との間

だけでなく、子どもとの間でも起こる。しかもこの

「現実」との「やりとり」は、避けて通ることが出

来ないものである。

たとえば入所時の合意形成が不十分なままだと、

その後の週末や盆暮れの帰省時に、保護者が子ども

を施設に戻さないということが起こってくる。筆者

も経験したことがあるが、こうなった時には子ども

は巻き込まれて混乱する。説得のためにおこなわれ

ることになる「家庭訪問」は、保護者が“人さらい”

でもきたかのようにフレームアップしてくれるの

で、その場から逃げ出したくなるような惨めで辛い

ものとなってしまうだろう。

社会的養護の実践で「家庭訪問」にまつわる話は

けっして少なくない。もっとすごい話もたくさんあ

るが、筆者は、この厳しい「現実」との「やりとり」

があるからこそ「家庭訪問」にとり組むべきだ、と

いっておきたい。意図的に「家庭訪問」をしておい

たことで、その後ずいぶんと助かったことが少なく

なかったのである。

（4）ソーシャルワーク再生のための「家庭訪問」

児童虐待問題対応によって、児童家庭福祉の分野

におけるソーシャルワークのとり組みが随分と衰退

しているのではないだろうか。これまでソーシャル

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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ワークは、子どもを家庭から引き上げるこ

とを避ける方向ですすめられてきた。とこ

ろが今度は、子どもの「虐待環境からの救

出」という命題に変ったのである。

ソーシャルワーカーにとっては、この違

いは大きい。親との間の深刻な衝突という

問題だけでなく、おそらくソーシャルワー

カーの直面する葛藤は、「ダブルバインド」のよう

なものになっているのではないだろうか。

筆者に、ちゃんとした見通しがある訳ではないが、

残された紙面ではソーシャルワークの再生ということ

から「家庭訪問」についてふれておくことにしたい。

既に述べたように、児童家庭福祉の流れは施設福

祉から在宅福祉へとすすんでいるのではなく、児童

虐待問題対応によって、社会的養護を必要とする子

どもの増加というリバウンド状態となっている。こ

のため子育て支援と社会的養護という二つのとり組

みの、どちらにウエイトをかければ、このいき詰ま

りから抜け出せるのか、よく分からない状態に陥っ

ているのである。

子育て支援と社会的養護が異なるのは、被援助者

が「在宅での援助が可能な状態」にあるか、それと

もそれが「困難な状態」にあるかの違いにある。そ

してこの状態の違いは、その後の援助過程の中で変

化していくはずである。

〈図3〉のように、まず子育て支援の領域で援助

が終結できるようであれば、社会的養護を考える必

要はない。しかしはじめは「在宅での援助が可能な

状態」であっても、そこでの在宅援助が不十分であ

れば行き詰まりをむかえる。その先から「在宅での

援助が困難な状態」ということに変ってしまうので

ある。「家庭訪問①」は、そうならないために必要

となるだろう。

次の「在宅での援助が困難な状態」では、家庭か

ら子どもの養育を引継ぐための「家庭訪問②」が重

要である。前節（3）で筆者がおこなったのは、この

ための「家庭訪問」であった。そして社会的養護の

援助過程が良好であれば、いずれ「家庭復帰」や

「再統合」が望めるものとなろう。このためのとり

組みが「家庭訪問③」の段階である。

多くの場合、親の養育能力や家庭の養育環境の改

善がパーフェクトな状態でなくとも、復帰を試みる

ことになる。パーフェクトになるのを待っていたら、

まず家庭復帰は実現しないからである。したがって

この段階でとり組まれる「家庭訪問④」は、「見守

り」というより「訪問養護（？）」といったニュア

ンスに近い。

実は、ほとんどのケース支援が施設単独でおこな

われているのではなく、親との「二人三脚」のプロ

セスの中でとり組まれている。だからこそ「家庭訪

問」が重要になってくるのであるが、そこにはこの

ような、4段階のとり組みが含まれているというこ

とになるだろう。

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

キーワード：家庭外ケア

家庭から保護された子どもの、入所施設や養育家庭（里親）

でのケア。わが国では、施設か、里親かの議論に終始してい

るが、多くのOECD諸国の「家庭外ケア」の子どもの数は、

わが国の 4 倍以上にも達している。筆者は「施設対里親」

という図式を強調する以前に、この『家庭外ケア』を必要と

する子どもたちの数への認識が重要であると思っている。わ

が国の容量不足状態は、いきおい「対応の難しい問題を抱え

た子ども」の割合を高くするので、里親委託に相当な無理が

かかってしまうことにならないだろうか、心配である。

〈図3〉
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特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティングの技術

家庭訪問者の養成にむけて
―研修とスーパービジョンを中心に
家庭訪問者の養成にむけて
―研修とスーパービジョンを中心に

1．はじめに

子どもと家族のための家庭訪問事業の成功の秘訣

は、家庭訪問者（以下、訪問者と略す）の養成にあ

る。それぞれの家族が抱える問題が深刻化・複雑化

しているなか、現在の訪問者は家族の権利擁護、自

立支援を重視し、より多くの知識、技術を持ち、地

域に根ざした臨機応変できめ細やかな日常的関わり

を行うことが求められている。

本稿ではこのような期待に応える訪問者の養成に

ついて、なかでも研修（トレーニング）とスーパー

ビジョンのあり方を中心に、すでに効果があると認

められているアメリカのエビデンス・ベースト（科

学的根拠に基づく）家庭訪問事業モデルを参考にし

ながら論じる。

2．家庭訪問者に誰がなるか

（1）専門職と

パラプロフェッショナル

訪問者の養成の前に、人員配

置の問題があるが、それぞれの

家庭訪問事業の目標、対象家庭、

事業の規模（訪問期間の長さはど

の位か、親のグループワーク等

の他のプログラムと組んで行う

か）等によって異なってくる。

【図1】は、対象家族が持つリスクの程度によりど

のような家庭訪問事業の組み立てが可能かを表した

ものである。いずれにせよ地域の連携のもとに事業

を進めていくことが不可欠であるが、リスクの比較

的低い家庭を対象にする場合はパラプロフェッショ

ナルに、高い場合は専門職を重点的に配置すること

ができる。専門職とパラプロフェッショナルがペア

となり各家庭を担当している場合も多い（桐野ら

2010）。

家庭訪問者として専門職とパラプロフェッショナ

ルのどちらが優れているか、専門職のどの職種が優

れた効果をもたらすかについて、継続して研究・論

議されているがいまだに結論は出ていない。パラプ

ロフェッショナルは概してその地域の住民であり事
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業対象者と類似した経験を持つことも多く、対象者

へ共感し寄り添うことに長けていることも指摘され

ている（Rigneyら　2009）。

特定の専門職でもなく、単なる素人でもなく、あ

る程度の知識と経験を持ち、その地域を熟知してい

る者、すなわちパラプロフェッショナルを訪問者と

して養成し事業を進めることが今後一層重要になる

と筆者は考える。

（2）家庭訪問者に求める専門的特質とスキル

実施主体が自らの家庭訪問事業を比較的軽度の問

題を抱える家庭対象としている場合にも、訪問者が

実際に行ってみると思ったよりはるかにニーズの高

い家庭であることがよくある。よって、訪問者の雇

用にあたり、経歴・学歴、と並行してその人が持つ

下記の専門的特質も考慮すべきである。その特質と

スキルの主な2点を以下に挙げておく（Mathmatica

Policy Research 2010a）。

①専門的特質：対象家族をありのままに受け止め

る、ものごとの善悪等を決めつけない、利用者

に寄り添い熱意をもって支援する、対象家族の

経歴を尊重し訪問者自身の考えを家族に押し付

けない、家族と信頼関係を築き、事業目標に沿

った目標を家族が立てるよう支援し、家族のニ

ーズが変化するごとに家族と一緒にそれに対応

できる。

②専門的スキル：訪問者には自らの業務に責任が

取れる、融通をきかせて臨機応変に動ける、自

立して行動できる、時間の管理ができ記録を完

了できる、スーパーバイザーからの観察・フィ

ードバック・助言を自然に受け止め、常に学ぶ

意志を持っている。

3．研修

家庭訪問者への研修はその家庭訪問事業の目標・

対象家族の特性・家庭訪問者の経歴等に合ったもの

にすべきであり、多くの場合、基礎研修（登録研修）

と、継続して行われる現任研修（インサービストレ

ーニング）の2種に大別されている。本稿ではまず、

アメリカのエビデンス・ベースト家庭訪問モデルの

研修を紹介する。なお、それらの研修の簡単な概要

を、筆者が執筆した本冊子内の「総論：児童虐待防

止のための家庭訪問事業―国際的視野からの沿

革・現状・展望」にある【表2】（P15）の一番右の

列に記載しているので参照されたい。

（1）基礎研修（就任前研修）

複数のアメリカのエビデンス・ベースト家庭訪問

モデルにおいて、就任前に提供する基礎研修はそれ

ぞれ1週間前後かけて実施される。各モデルの基礎

研修内容は異なるが、概して共通した内容は①プロ

グラムの歴史・原則・原理、②カリキュラムとサー

ビス内容・手段、③訪問者の役割と責任、④注意事

項と通告義務等である。同時に、トレーナーはシナ

リオやロールプレイを介して、基礎研修受講者が練

習できる機会をできるだけ多く提供する。

なおいくつかのエビデンス・ベースト家庭訪問モ

デルでは上記の基礎研修の補足として、実際の訪問

に役立つ①ドメスティックバイオレンス、②動機づ

け面接法、③安全性、④児童虐待、⑤薬物・アルコ

ール依存、⑥危機介入、⑦異文化理解、⑧治療的関

係、⑨母子保健、⑩十代の母親、について研修する

ことを勧めている。

日本で2009（平成21）年に法定化された２つの家

庭訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問

事業）ではそのガイドラインに基礎研修の内容例と

して、①事業の意義と目的、②個人情報の保護、③

傾聴とコミュニケーション、④訪問の実際、⑤地域

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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の子育て支援の情報、⑥児童虐待の予防、⑦事例検

討を示している。

なお、日本の民間団体が上記2つの家庭訪問事業

を委託された場合を想定し、日本子どもの虐待防止

民間ネットワーク家庭支援検討委員会が作成した

『家庭訪問支援者の研修プログラムの骨子』では、

①家庭支援の意義と目的、②家庭支援としての家庭

訪問、③子どもの虐待防止民間団体家庭支援におけ

る倫理・守秘規定、④虐待予防のための親の理解、

⑤子どもの理解、⑥子どもの虐待、⑦アセスメント、

⑧コミュニケーションと傾聴、⑨チームワーク、⑩

支援関係、⑪その他（訪問者へのスーパービジョ

ン・他機関との連携・家庭訪問の評価等）の11項目

を基礎研修内容として挙げている（桐野ら 2010）。

（2）現任研修（インサービストレーニング）

アメリカの殆どのエビデンス・ベースト家庭訪問

モデルは現任研修（インサービストレーニング）を

受けることを義務付けている。現任研修は様々な方

法で行われているが、訪問者の現場での実際の経験

を振り返り、訪問者が基礎研修からさらに深めたい

テーマ、あるいは新しいテーマを取り上げて行う。

研修方法として、①所属組織内のトレーナーある

いはスーパーバイザーが研修を提供する、②ウェブ

上のオンラインサービスとして提供されている資料

あるいはワークブックで訪問者が個別に自習する、

③所属組織が外部講師による研修を提供する、④事

業実施主体が研修のテーマと時間数のみを決め、各

訪問者が、そのテーマで開催されている地域の他機

関・大学・学会等に出向き受講する等がある。

それぞれのエビデンス・ベースト家庭訪問モデル

が現任研修として取り上げるトピックは事業内容に

よって異なっているものの、共通して取り上げられ

たものは、①地元のソーシャルサービスシステム、

②精神保健、③ドメスティックバイオレンス、④子

どもの言語発達の問題、⑤学校で問題を抱える年長

の子どもがいる家庭に対する援助計画作成、⑥障害

を持つ子どもへの援助と地域の資源、⑦性的虐待、

⑧母子保健、⑨トラウマ関連の課題、⑩産後うつ等

であった。

なお、LeCroyら（2009）はエビデンス・ベースト

家庭訪問モデルにおけるパラプロフェッショナルの

訪問者が現場で直面している問題について実地調査

をした。その結果、彼らが悩んでいる問題として上

記の①から⑩の他に、「やる気のない家族・良い方

向に変わろうとしない家族への対処法」「仕事の成

果がでないために持つフラストレーション・失望の

解消法」「自分と全く異なった価値観を持つ家族へ

の対処法」等もあがってきた。

しかし調査結果としてLeCroyらが何よりも強調

したのは、家庭訪問事業の改善をするには、まず訪

問者の能力を的確に把握し、訪問者が解消すべき問

題についての現任研修を、より複合的に行うことで

ある。つまりLeCroyらは、従来の「情報を提供す

る」研修のみでなく、ロールプレイや同僚とのディ

スカッション形式の継続する研修ならびにスーパー

ビジョンを通して訪問者の能力とスキルの向上を目

指すことがいかに大切かを説いている。

4．スーパービジョン

（1）業務管理（パフォーマンス・マネジメント）を担う

スーパービジョン

訪問者の能力とスキルの向上のために現任研修と

並んで重要なのはスーパービジョンである。訪問者

対象のスーパーバイザーには家庭訪問の経験と知識

が豊かな者を任じ、訪問者の養成・支援・管理・評

価を行うことにより、利用者へのサービスの質の向

上を図る。同時に、スーパービジョンは組織の業務

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開



世界の児童と母性　70

管理システムの中で重要な役割を果たしている。本

節では、このスーパービジョンの役割を説明する。

【図2】は、スーパーバイザーが訪問者を養成す

るにあたり、スーパーバイザーと訪問者がパートナ

ーとなり、訪問者の実践上のニーズを継続的に満た

していく過程を表している（Institute for Public

Sector Innovation 2009）。

【図2】の中心にある円は、組織（家庭訪問事業

モデル実施主体に該当）の目標・期待する成果を示

す。組織の目標はそれぞれのプログラムにより多少

異なるが、例えば児童虐待ケース軽減、親の子育て

からのストレス減少、子どもの発達の促進などが挙

げられる。組織はその目標を達成するために訪問者

の業務（家庭訪問による家庭支援）を重要視し訪問

者の養成に継続的に力を注がなければならない。

内側の矢印付きの輪は、家庭訪問が効果をもたら

すために必要な業務管理システムの４つの段階を示

している。その4段階に進む前にスーパーバイザー

は準備段階として、新しい訪問者の面接・自己評価

等から情報を収集し、アセスメント・エバリュエー

ションを行い、その訪問者のストレングス・課題等

を把握する。そして次の４つの段階に進む。

第1段階は「業務計画作成（プランニング）」で、

スーパーバイザーと家庭訪問員は現場でどのように

何を行うかについて話し合い、達成すべき目標を定

める。第2段階は「業務実施」である。訪問者は現

場で目標を達成するため業務を実行し、その間スー

パーバイザーは継続してコーチングを行い、フィー

ドバックを与え、訪問者が問題に直面した場合最善

の解決策をとることができるよう支援する。スーパ

ーバイザーは訪問者と定例ミーティングを持つとと

もに年に何度か訪問者の計画と目標を見直す。

第3段階は「業務アセスメント」で、訪問者への

評価の準備として訪問者自身の意見も含む、それま

での情報を収集する。第4段階は訪問者の業務評価

で、評価の書類を見せながら訪問者のストレングス

と弱点、成功したことと失敗したこと等を話しあい、

次の訪問者の目標を作成する。

矢印の付いた外側の輪は訪問者を支援・養成・管

理するスーパーバイザーの業務を表している。これ

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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らの作業は何度も継続して行うもので、スーパーバ

イザーと訪問者のパートナーシップのもとに、目標

を随時立て直してそれに向かい努力を重ねる。スー

パーバイザーは観察・モデリング・コーチング・フ

ィードバックの提供・訪問者との対話・支援・訪問

者の成長とニーズの記録を介して訪問者の専門性の

向上を支援する。

（2）エビデンス・ベースト家庭訪問モデルの

スーパービジョン

【表1】にアメリカのエビデンス・ベースト家庭

訪問事業におけるスーパーバイザーとスーパービジ

ョンの条件・現状等を示した（Coffee-Bordenら

2010）。訪問者約8名につき1名のスーパーバイザ

ーを配置し、スーパーバイザー自身も定期的に継続

して研修を受けている。これらの家庭訪問プログラ

ムのスーパービジョンに共通する点は、①ストレン

グス基盤アプローチ・振り返りスーパービジョン等

の手法を用い、スーパーバイザーの訪問者への支援

機能に最も力を注ぎ、訪問者の入れ替わり率（訪問

者が辞める率）が軽減していること、②訪問者との

ミーティングを頻繁に、かつ一貫して持っているこ

と、③訪問者との個別ミーティング、グループミー

ティング、現地でのビデオ・録音を活用した訪問者

の観察、モデリング、訪問者へのフィードバックを

組み合わせて定期的に行うこと、④家庭訪問事業の

目標達成に直結したかたちで、それぞれの訪問者が

自らの達成目標と業務計画を作成し実行するよう支

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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援すること、などである（Mathmatica Policy

Research 2010b）。

5．おわりに

本稿では訪問者の養成について、特に研修とスー

パービジョンに焦点をあて、主にアメリカのエビデ

ンス・ベースト家庭訪問モデルを参考にしながら論

じた。

家庭訪問事業が対象家庭のニーズを満たし、その

事業の効果をもたらすには、研修やスーパービジョ

ン等を通して訪問者の能力・スキルの向上に努めな

ければならない。

日本で福祉・保健分野等の他職種の専門職や地域

のパラプロフェッショナルが一緒になって行う家庭

訪問事業が始まってからまだ10年しかたっていな

い。しかし家庭訪問事業が日本でも子育て支援・児

童虐待防止活動として有効な手段として広がってき

ているのは事実である。

今我々がすぐ必要なのは、訪問者の養成も含めて、

全国市町村で行われている家庭訪問事業の実態を把

握することである。現場で訪問員が困っていること

は何かをまず把握し、それらの課題への対処策を講

じていくべきであろう。同時に、それぞれの家庭訪

問事業の効果測定も全国レベルで始めるべき時期に

そろそろ来ていると筆者は考える。
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キーワード：スーパービジョン

社会福祉機関等においてソーシャルワーク実践についての

経験・知識の豊かなスーパーバイザーによって行われる専門

家を養成する過程を指す。スーパーバイザーはコーチでもあ

り、メンター（信頼できる相談相手）でもあり、エバリュエ

ーター（評価者）でもある。スーパービジョンは①教育的機

能、②支持的機能、③管理的機能、④評価的機能を持ち、主

な目的は、間接的には利用者へのサービスの質の向上と、直

接的にはソーシャルワーカーの養成にある。1 対 1 で行う

個人スーパービジョン、グループで行うグループスーパービ

ジョン等の方法で行う。
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1．子ども家庭支援のためのイギリスの新たな挑戦

児童虐待を防止し子どもと家庭の生活の安定を目

標にしたイギリスの新しい福祉サービスのキーワー

ドはアウトリーチ（Out reach）とホーム・ビジティ

ング（Home visiting）である。これまでイギリスは、

児童虐待など子どもの生命や成長の危機に対する介

入が子ども家庭福祉政策の主要課題であった。しか

し、現在のイギリスのトレンドはこうした危機介入

から予防にその戦略的焦点が移ってきているといえ

る。そして予防戦略の中核となる戦術がアウトリー

チ（Out reach）とホーム・ビジティング（Home

visiting）、つまり出前と家庭訪問なのである。

ブレア政権からブラウン政権に続く労働党政権の

象徴的、中心的国家プロジェクトであったシュア・

スタート（Sure Start）政策と「すべての子どもにと

って大切なこと」（Every Child Matters）は子ども

の貧困をなくすためのイギリス国家戦略であった。

こうした政府の取り組みの方法の１つとして民間

組織による「良質な実践の普及」が重視され、様々

な民間組織による家庭訪問型の子育て支援が普及し

て行った。教育雇用省は『根拠に基づいた実践ガイ

ド』（A guide to evidence-based practice）を発行し、

調査などで科学的証拠が明らかなアウトリーチ

（Out reach）とホーム・ビジティング（Home

visiting）を導入した民間活動を紹介している。この

ガイドに掲載された民間の諸団体はその後活動が急

速に活発化しており、その数も増えている。

2．良質な実践の普及

―多様な民間活動の活用・民間との協働

本稿では、エビデンスが明確で支援の質が保証さ

れている実践として最近イギリスで社会的信頼を

得、その活動が活発化している代表的団体、中でも

ホーム・ビジティング（Home visiting）に積極的に

取り組んでいる主要な5団体の紹介を行うこととし

たい。

1）ホーム・スタート（Home-Start）

〈目的〉小さな子どもがいるストレスのある家族に

対し、「友人」関係を利用した支援や実践的な子

育てや家事に関する助言や支援をボランティア

（ホーム・ビジター）の派遣を通して提供するこ

とを目的としている。

〈利用対象〉家族は５歳以下の子どもがいる家庭が

大正大学人間学部人間福祉学科 教授　西郷
さ い ご う

泰之
や す ゆ き

イギリスの
家庭訪問支援の実際
―公私協働する民間組織

イギリスの
家庭訪問支援の実際
―公私協働する民間組織
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訪問活動の様子
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対象となっている。保健師や医者、ソーシャル・

ワーカー、教師、当該家族支援に係っている人の

紹介か、親自身からの申込で利用が可能である。

〈サービス内容〉ホーム・ビジター派遣の回数や期

間の制限はなく、当該家族のニーズに従っている

のでサービスの提供方法も多様になる。週1-2回

の訪問が一般的だが、危機状態のときはもっと頻

繁に訪問する。ホーム・ビジターは利用者との相

互信頼関係を作ることを基本に、元気づけ、親と

しての実践的スキルを学ぶ機会を提供する。なん

の資格も要求されないが、ホーム・ビジターは

10回の訓練講座を受講している。イギリスには

現在約340箇所の地域組織があり、一万人を越え

るボランティアが33,000の家庭に入り支援してい

る。一般的なニーズとしては、家事・育児を休み

たいという親のニーズや、特別な子どもにより多

くの時間を割きたいというニーズに対応すること

である。その他の代表的な活動は外出の付き添い

などである。年配のホーム・ビジターが家族の支

援を受けられない若い親、または1人親のための

親代わりのような形での活動をする場合もある。

2）ニュウピン（NEWPIN）

〈目的〉虐待などの破壊的な行為が世代間連鎖しな

いよう、ストレス下にある家族を長期間支援する

ことが目的である。子どもと親の関係や情緒的虐

待の予防に焦点を当てて、産後うつやその他の産

後の困難を緩和する。

〈対象〉社会的に孤立をしていたり、幼少期のわが

子との関係で困難を感じている養育者（ほとんど

が女性）が、産前の診察をしている医師や精神科

医、心理療法士、保健師などから紹介される。自

分からの申し込み、またはこのプログラム参加者

からの紹介もある。ニュウピンは母親へのサービ

スとして始まったが、現在では父親のためのグル

ープも始められている。

〈サービス内容〉地域コーディネーターが対象とな

る家庭を訪問し、このプロジェクトに参加するよ

う母親たちに説明し参加を促す。参加者は、地域

ニュウピン家庭センターのメンバーで「援助する

友人（befrinder）」と引き会わされる。母親がセ

ンターに来て、子どもたちがプレイルームに親子

分離で預かってもらう用意が1度できたら、1対

1のカウンセリングが行われる。その上で将来の

就職や進学とともに、親業の技能や家族で遊ぶこ

と、愛着形成、親しくなることなどのトピックス

について考える個人開発プログラムに参加するこ

ととなる。父親グルー

プは男性としての同一

感や自分の親との関係

性、攻撃、コミュニケ

ーション、親との問題

の解決、子どもの身体

的、心理的ニーズの認

識に焦点を当てた活動

をしている。

3）最初の先生としての親（Parent as First Teachers）

〈目的〉最高の「最初の先生」として親を位置づけ

るプログラムである。子どもたちに可能性に満ち

た人生のスタートを切れるように、親たちに情報

提供や支援を行うもの。

〈対象〉参加する意思のある3歳以下の子どもを持

つ親

〈サービス内容〉基本的に重点を置いていることは

子どもの言葉の発達や、知的成長、社会的発達を

促進できるよう親を支援し、親子の絆を強くする

ことである。

NEWPIN発行の雑誌



プロジェクト・ワーカーは家庭に定期的に訪問

し、1対1の支援や発達上適切な遊びの工夫や子

どもの発達に関する諸活動や情報を教える。グル

ープミーティングでは葛藤や行動、プレイグルー

プの選択、トイレット

トレーニング、子ども

の健康や栄養など子育

てに関する様々な話題

について考える機会を

与えられる。

4）豊かな子育て（Mellow Parenting）

〈目的〉子どもとの関係が深刻なストレスになって

いる親を対象としたプログラム。相互支援と専門

家からの最小限の専門的指導を通して、家庭生活

上の問題の自分なりの解決方法を親たちが発見で

きるようにすることが目的である。

〈対象〉下記の2つの基準にあう親たちが対象

○下記のうち1つに該当する

・子どもが虐待で保護登録されている

・大人間での継続的暴力がある

・主たる養育者が子どもとの関係が継続的に取

れないなどの重大な懸念があること

○下記のうち2つに該当する

・少なくとも3ヶ月間行動上、情緒上の障害を

表出させている子ども

・主たる養育者が精神障害である

・主たる養育者が配偶者やまたは出生した家族

と継続的にいい関係にない

・家族が社会的に孤立したり、暴力的な地域に

住んでいたり、親子がストレスを感じる情緒

的環境にある場合

保健師やソーシャル・ワーカー、児童精神科医、

教育心理職その他からの紹介で利用に至る。

〈サービス内容〉プログラムは子育て支援も併用し

た、行動変容原理（behaviour modification

principles）を使った個人療法と集団療法を結合さ

せたものである。親の了解を得て、家庭での子ど

もとの相互作用をビデオで記録しグループ討議を

進めるため使用される。昼食やいろいろな活動、

例えば遊び、ゲーム、美術や工作、料理、買い物

等がスタッフとともに親や子どもたちに提供され

る。こうしたセッションは後の討議のためにビデ

オで記録される。プログラムは毎日1日を通して

4ヶ月間継続される。ファミリーセンターや病院

なども利用される。

5）PIPPIN

（Parents in Partnership―Parent Infant Network）

〈目的〉PIPPINは父母が、赤ちゃんとの強い親子の

絆＝養育関係を作り上げることを目的の援助する

活動。主に女性に対して、妊娠、出産、その他実

践的な幼児の養育の方法についての助言活動を中

心に行うもので、伝統的な出産前学級を補完する

ものである。

〈対象〉これから親になる人々が対象。妊娠初期4

ヶ月、そして出産後4ヶ月間は自分の赤ちゃんと

一緒にプログラムに参加する形でプログラムは実

施される。

〈サービス内容〉小グループの中で、親たちは妊娠

の情緒的側面や、出産、父母やきょうだいその他

の家族にとって新しい赤ちゃんの影響を理解する

ことを援助してもらえる。コミュニケーションや

傾聴、問題解決技能も学べるし、赤ちゃんのニー

ズに感受性よく、確信を持って当たることのでき

ることを目的としたプログラムである。出産前の

6回から8回のセッションが実施される。最初に

出産後コースのファシリテイターの家庭訪問があ
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り、そのあと父母と乳児3人での8回の出産後セ

ッションが続く。

以上の他にも、近年の支援方法上のもう一つの戦

略である出前による支援（Out reach）も活発化して

いる。一般の親の研修として、「親ネットワーク」

（Parent Network）や、「親と子どものビデオシリー

ズ」（Parents and Children Videotape Series）など

が活用されている 。問題行動等を持つ子の親の支援

として、「肯定的な子育て」（Parenting Positively）

や、「子どもの行動への対応」（Handling Children
，
s

Behaviour）などのプログラムが開発・発展してき

ている。また、ファミリー・センター等の地域拠点

型の活動の発展が、児童法に基づき設置されている

子どもセンターの活動に大きな影響を与えている。

例えば、非常に社会的に困難な状態にある人、つま

りホームレスや難民、寝起きができる保護施設を探

している家庭などが多く住むカムデンのキングスク

ロス地域で活動している「コーラム地域学園」、

1984年から活動を始めている団体で、ブリストル

のハートクリフ地域とウィジーウッド地域のプレス

クールの子どもたちとその家族を支援してきた「ニ

ュー・フルフォード・ファミリー・センター」（New

Fulford Family Centre）、ノーザンプトンの最も社

会的に恵まれない地域の「ペン・グリーン・センタ

ー」（Pen Green Centre）、孤立化した若い親たち

に対応するために、ウィルト州ケネットの東部に設

置されている農村ニーズ・イニシャチブ（The Rural

Needs Initiative）などである。

3．我が国の家庭訪問（Home visiting）の課題

―「質」と「協働」と「多様」

これまで見てきたイギリスでの取り組みから、現

在の日本の課題を「質」と「協働」と「多様」の3

つのキーワードで整理してみることとしたい。

まず、支援を担当する民間団体の側の「質」の確

保への努力が挙げられよう。安全で効果的な家庭訪

問の質が担保されなければ行政側からも協働のパー

トナーとして期待もされないだろう。民間団体とい

っても活動の質の確保については重い責任が伴うこ

とを確認しておきたい。

次に「協働」の推進である。より効果的・効率的

に支援を行うためにも行政だけで支援を行うのでは

なく民間の力の活用が期待される。そしてその場合

はしっかりと支援に取り組めるような安定的な資金

供給も大きな行政側の責任となる。

最後にニーズに即応した「多様」な支援の開発で

ある。ニーズが多様であることから家庭訪問

（Home visiting）の方法も一様で良いはずはない。

イギリスは公的な家庭訪問による支援も医師、保健

師、助産師、教員、プレーワーカー、保育士、ホー

ムヘルパーなどの職種がチームを組んで取り組まれ

ている。イギリスのように教育・保健・福祉領域に

またがる多様なニーズに、多様に対応できるサービ

スを開発してゆくことが肝要となろう。

キーワード：根拠に基づいた実践
（evidence based practice）

イギリスに限らず国連などでもプログラムを実施する際

には、その効果に関する証拠について、科学的に明らかに

されたものを優先的に採用する傾向が強くなってきている。

本文で紹介したイギリスの家庭訪問を活用した支援プログ

ラムの全ては、調査研究に裏打ちされた支援効果が明確な

ものである。
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第9条：子どもは、親といっしょにくらす権利を

もっています。ただし、それが子どもに

とってよくない場合は、はなれてくらす

ことも認められます。はなれてくらすと

きにも、会ったり連絡したりすることが

できます。

第18条：子どもを育てる責任は、まずその父母

にあります。国はその手助けをします。

「国連子どもの権利条約（子ども向け）」ユニセフより

世界中でほとんどの国は、「国連子どもの権利条約」

に署名しています。この条約は、子どもが親と一緒に

暮らし、親の養育を受ける権利を謳っています。な

ぜなら、子どもが家庭の中で生活し、安全で愛情あふ

れる環境で育つことが、子どもにとって最善であるか

らです。私たちは、この事実を良く知っています。多

くのことが、この事実を実証しているのです。

「社会のあらゆる団体や機関は、子どもの権利を

尊重し、その幸せを守り、親、家族、擁護者など

に適切な支援を提供することが必要です。それに

よって、愛情と思いやりにあふれる安全な環境が

保たれ、子どもたちは、幸福に成長することがで

きるのです。」

「子どもにふさわしい世界、ミレニアム開発目標、ユニセフ2002」

過去50年間にわたり、家庭で問題が起きた場合

に政府機関が行った対応は、子どもを家庭から切り

離すことでした。世界中で、家庭への子育て支援は

非常に少なかったのです。たとえば、ヨーロッパの

多くの国では、子ども自身や親に障がいがある場合

には、子どもたちは施設で養育されることが普通で

した。親が未婚や離婚した場合には、それを理由に

施設に入所する子どもたちもいたのです。

ホームスタートは、非常にシンプルで実用的な考

えに基づいています。子育て経験を持つボランティ

アを養成し、地域で援助を必要とする親たちに支援

を提供するのです。私たちの活動は、これまでの調

査研究や国連条約、そして昔からの単純な常識にも

裏打ちされた、ある信念に基づいています。「親は、

子どもたちのための安全で幸福な環境を作る重要な

役割を担っています。しかし、時として支援を必要

とする親たちもいるのです」。私たちは、親を支援

することは、すなわち子どもたちを支援することだ

と考えています。これは、次の世代へと続く負の連

鎖を断ち切ることにもつながっているのです。

■ホームスタートの仕組み

ホームスタートとは、支援を必要とする5歳以下

の子どもが一人でもいる家庭に、研修を受けた子育

て経験のあるボランティアが、無償で訪問する家庭

ホームスタート・インターナショナル事務局　Meliss
メリッサ　

a Jo
ジョー

Smit
スミス　

h

ホームスタートと
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ホームスタートと
その世界的拡がり
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訪問型子育て支援です。研修では、批判的でなく傾

聴すること、信頼を築くこと、自尊の気持ちを尊重

することなどを学びます。ボランティアが、週1回

2時間程度家庭を訪問し傾聴することで、親が自信

を取り戻し、自分から地域とのつながりを築いてい

けるように支援しています。

ボランティアは、地域の親たちであり、かつては

ホームスタートの利用家庭と同じ経験をした人たち

もいます。各地域で活動の母体を担う地域組織（ス

キーム）の大きな利点は、ボランティアの人たちが、

居住する地域の文化や課題、すなわち地域性を良く

理解しているという点です。ボランティアは利用家

庭のニーズに応じて家庭を支援し、同様に地域のス

キームは、ボランティアに必要なスキルと資源を提

供します。そして各国のナショナル組織は、地域の

スキームを支援しています。ホームスタートの基本

モデルは、合理的で順応性があり、各国で利用しや

すい仕組みになっているのです。

■ホームスタートの始まり

ホームスタートは、英国のレスターで、マーガレ

ット・ハリソンによって始まりました。ハリソンは、

親を支援する必要性に気付いただけでなく、他の親

たちが支援を提供できることに目を向けました。最

初の地域スキームを設立した時、ハリソンたちは、

大切な教訓を学びます。それは、後にホームスター

ト活動の重要な信条となりました。

「知らない土地で、人的なつながりもなく活動を

始めるのは、本当に難しいことだと実感しまし

た。初日の朝、やってきたのは一組の母子だけ

でした。私たちは、まず地域の人たちと知り合

いになり、協力を求めるべきだったのです。い

きなり活動を始めるのではなく、地域コミュニ

ティの中で仲間を作る必要がありました。親を

支援するということは、地域の親たちが互いに

助け合うことだと考えるべきだったのです。そ

の時、人々のために支援を考えるのではなく、

人々と共に考えることを学びました。」

「Hooray! Here comes Tuesday ― The Home-Start Story」

―マーガレット・ハリソン著

最初のスキームでは、元気な親たちが、不安を抱

える家庭を支援するようになり、やがて活動は軌道

になるようになりました。また、レスターでは、最

初のスキームのボランティアたちによって、さらに

近隣の3か所にスキームが設立されました。やがて、

英国の他の地域でホームスタート活動に関心を持つ

人々から、レスターのスキームに問い合わせが来る

ようになります。ボランティアの転居などで他の地

域にも拡がり、ホームスタートの発展につながりま

した。1980年、ホームスタートの全国的な拡大を

進めるための資金を得て、英国内のスキームは次第

に増加し、30年余りを経て今や英国内で336を数え

るようになりました。

1988年、英国外で最初のスキームがアイルラン

ドで設立されました。続く1989年には、オースト

ラリア、カナダと拡がって行きました。現在では、

北アメリカ（カナダの東部および西部）、アフリカ

（ケニア、タンザニア、ウガンダ、南アフリカ）、中

東（イスラエル）、アジア（スリランカ、日本）、オ

ーストラリア、そしてヨーロッパ（チェコ、デンマ

ーク、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルラ

ンド、マルタ、ラトビア、リトアニア、オランダ、

ノルウェー、ルーマニア、スウェーデン、英国）に

拡がっています。そして、2009年には、19,469人の

ボランティアが、39,590家庭84,006人の子どもたち

に支援を届けることができました。
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ホームスタート・インターナショナル

ホームスタートの拡大と共に、国際的な協力体制

がますます重要となってきました。1999年、ホー

ムスタート・インターナショナル（HSI）が、全世界

に拡がった各国のホームスタート・ナショナル組織

を支援するために設立されました。HSIは、各国で

最初にスキームを設立する際には、ガイダンスや研

修を提供し、また、各国間で、新しいアイデアや情

報の交換が容易に行えるような取り組みを実施して

います。

経験から言えば、地域コミュニティに根差したホ

ームスタート活動は、最もよく機能します。しかし、

学術的な証拠に基づいて、その効果を証明すること

も大変重要です。ホームスタートの効果を証明する

ために、HSIは、何度か研究プロジェクトを実施し、

HSIのネットワークを利用して英国内および複数の

国にわたる調査研究を支援しています。また、各国

のホームスタート活動の質を維持するため、国際的

な品質基準を設けることにも力を注いできました。

しかし、これは容易ではありませんでした。ノルウ

ェーのような経済的にも人的にも恵まれた大規模な

プロジェクトから、タンザニアのようにたった一人

のスタッフがスラム地区で実施したプロジェクトま

で、プロジェクトは多様性に富み、すべての人が達

成できる「品質基準」を作ることは、有意義ではあ

るものの困難を極めました。HSIに加盟するナショ

ナル組織全体を巻き込んだ広範囲にわたる協議と、

各ナショナル組織が自国内で各スキームに説明する

方法を同時に開発することが、重要なカギだったと

考えています。

優れた研修は、スキームの成功に不可欠です。困

難を抱える家庭を支援するには、問題に確実に対処

できるように、ボランティアは充分な備えが必要だ

からです。すべてのボランティアは、少なくとも

40時間の研修を受け、家庭訪問が開始されれば、

オーガナイザーが専門的なスーパーバイザーとして

ボランティアを支えます。各訪問活動は、ナショナ

ル組織のネットワークで開発されたツールを使用し

て、中間評価（モニタリング）や最終評価（エバリュ

エーション）を実施する仕組みになっています。ツ

ールは、児童虐待やネグレクトが起きている場合に

は、専門家に対する通告などに使用できます。

ホームスタート・インターナショナルのロゴマーク

■世界のホームスタート

ホームスタートは、世界中で同一の基準、同一の

家庭支援モデルに基づいて実施されています。もち

ろん、世界にはさまざまな生活文化や考え方があり

ます。見知らぬ人が家庭を訪問するのを歓迎しない

国、ボランティア文化のない国など、様々です。た

とえばチェコでは、大卒の学位がなければ、ボラン

ティアをすることさえ違法です。それぞれの国には、

独自の歴史や文化があり、特別な課題もあります。

戦争、差別、病気、経済など、これらの状況は、家

庭にも影響を与えています。しかし、このような違

いがあっても、多くの家庭は、同じ状況や問題を抱

えており、ホームスタートのスタッフやボランティ

アの温かい思いと献身は、少しも変わるものではあ

りません。

〈事例1〉－ウガンダ－

ジョイは、シングルマザーです。息子のジョンは

11歳、2歳の時マラリアに感染し重い障がいを持つ
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ようになりました。ジョイは、息子が悪魔に魅入ら

れたと言われ、すっかりそう信じていました。しか

し、ホームスタートのボランティアが家族を病院に

連れて行き、ジョンが車いすを使えるよう手助けし

ました。また、ジョイがジョンの世話をするために

専門的なトレーニングを受けられるよう、温かく接

して支援したのです。

ジョイは、今ではマラリアの危険性を良く知って

います。そして、他の母親たちが、子どものマラリ

アに早く気付いてすぐに治療を受けられるように、

同じ病気の子どもたちと母親たちに危険性を教えた

り、地域でマラリアを理解したりしてもらう活動を

続けています。

〈事例2〉－ハンガリー－

シングルマザーのマリアンは36歳、娘のハンナ

は20カ月です。ブダペスト郊外の高層住宅の9階

に住んでいます。マリアンは言います。「ホームス

タートのことを聞いて、良い支援だと思いました。

今は、思っていたよりもっと良かったと思います。

ハンナを遊び場に連れていけますから。どんな時で

も、ハンナを1人にしておけないんです。ボランテ

ィアのキンガは、週に一度10時から13時まで3時

間来てくれるので、ハンナと私は、手をつないで一

緒に散歩に行くことができるんですよ。」

ホームスタート・ボランティアのキンガはこう言

っています。「マリアンには、本当に感心します。2

人を訪問するのがとても楽しいんです。私たちはお

互いに助け合っていると思います。私ができること

は、多くの人にとっては簡単なことです。でも、マ

リアンにとってはとても重要なことなんだ、と実感

しています。私たちを引き合わせてくれた運命に感

謝しています。」

■新しくホームスタートを始める国々

HSIは、自分の国で新たにスキームを設立したい、

という人たちから、よく問い合わせをいただいてい

ます。長年、ボランティアとして家庭を支援してき

た人たちが、祖国でホームスタートを立ち上げたい、

という場合もあります。また、ホームスタートの支

援を受けてきた人たちが、他の人たちにお返しをし

たい、と考える場合もあります。これは、とてもう

れしいことであり、ホームスタートが拡がってきた

一つの理由だといえます。時には、最初の連絡だけ

で何も進まないこともあり、スキームの立ち上げに

何年もかかることもあります。大変まれではありま

すが、進捗が非常に早く、最初の連絡から一年以内

に支援活動が始まる場合もあります。

ホームスタートが拡がったもう一つの理由は、他

の団体の後援や協働です。多くのスキームが、ボラ

ンティア・センター、福祉団体、大学組織、家族セ

ンター、住宅協会などの他の組織とのパートナーシ

ップで運営されています。この方式には多くの利点

があります。より大きくより早く活動を拡大でき、

財団や政府も、パートナーシップに基づく活動を支

援しやすいからです。

日本における組織であるホームスタート・ジャパ

ンは、全く異なる方法で、ホームスタートを立ち上

げました。日本における長年のきめ細かな研究から、

方法論と家庭支援の背後にある理念を導き出し、多

くの異なるパートナー組織との協働など意欲的な計

画を考案し、戦略的にシステムの導入を実施してい

ます。
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1．「健康な出発」家庭訪問プログラムとの出会い

第28回資生堂児童福祉海外研修団と共に、米国

オレゴン州首都セーレム市を訪れ、その頃まだ試験

的に行われていた「健康な出発」家庭訪問プログラ

ムを学んだのは2002年秋であった。この「健康な

出発」プログラムが、多くのストレスを抱えた若い

親達が、長所を褒められ、自分達がすでに持ってい

る子育ての知識と技術に上乗せをしてもらいなが

ら、我が子と愛着の絆を深めていく子育て支援事業

であることを知って、これは日本で実践できると確

信した。オレゴン州ではこの「健康な出発」をそれ

まで16の郡で実施していたが、その翌年から全州

36郡で実践すると聞き、私は2003年から毎年日本

の有志達を募って、再三オレゴン州を訪れ、家庭訪

問の技術とプログラムの運営を学んでいる。

2003年は不況の最中で、「健康な出発」を全州で

開始するには最適な年ではなかったが、オレゴン州

議会は、過去10年間の州の被虐待児の統計をもと

に、プログラムが実践されていた郡では虐待・放置

の件数が他郡に比べて半減している、という成果に

着目。また、親と安定した愛着の絆を結んだ子ども

達は、学校では良い生徒であり、青少年非行や成人

犯罪を犯す率が低く、社会の規則を守る健全な市民

に成長するという研究報告も斟酌された。そして、

「健康な出発」の対象児一人当たり年2,500ドルの投

資は、青少年犯罪者の再教育にかかる一人当たり年

50,347ドルより安上がりだという理由で、実践に踏

みきったそうである。

2．カレン・ヴァンタッセル女史の日本訪問

2004年に日本からオレゴン視察にいらした産科

婦人科医と助産師夫妻の尽力で、2006年春、オレ

ゴン州「健康な出発」課からカレン・ヴァンタッセ

ル課長が訪日し、1ヶ月間日本各地で新生児家庭訪

問事業の効果を講演した。

その一環として、厚生労働省の虐待対策室を訪問

した折のことである。専門官の一人が「日本でも新

生児訪問をやっています」とおっしゃると、ホスト

の助産師が次のように言葉を継いだことを鮮明に覚

えている。「私も母子保健の領域で要注意新生児訪

問をしていますが、看護師としての訓練から、問題

をこちらが発見して、親を指導しようとするので嫌

がられるのです。本当に支援が必要な家族ほど訪問

を断るので、介入がなかなかできません。私がオレ

ゴンで見た訪問者のアプローチは、親の良いところ

を見つけ出してそれを励まし、親が欲しい情報を与

えるというやり方なので、親達が毎週の訪問を待ち

かねています。あのやり方を日本でも取り入れなけ

れば」と。

社会福祉学博士、東京福祉大学 名誉教授　ヘネシー澄子
す み こ

健康な家族アメリカ（HFA）
―親の長所を支えて行う
養育支援訪問運動

健康な家族アメリカ（HFA）
―親の長所を支えて行う
養育支援訪問運動

特集 家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開

ホームビジティング、海外の動向
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3．日本でのその後の展開

ヴァンタッセル女史と厚生労働省を訪問してから

4年が経ち、日本の法制度は目覚ましく進歩した。

2007年には「今日は赤ちゃん訪問事業」が試験的

に実施され、2008年にはそれに加えて「養育支援

訪問事業」が児童福祉法に組み込まれ、児童虐待・

放置予防対策の一環として地方自治体で実施され始

めている。

これからの日本の課題は、この家庭訪問事業を

「誰が」「どのように」「何を目的に」行うかを明確

にして、訪問者に一貫した高質なトレイニングを提

供することであろう。

それに資するために、アメリカで虐待・放置予防

に実績をあげている「健康な家族アメリカ（HFA）

運動」をその誕生前史からここにひもといてみたい。

4．ヘンリー・ケンプ博士の偉業

アメリカでは 1930 年頃から行動派心理士達の

「抱き癖をつけない子育て方」が流行り、そのよう

に育てられた人達が1950年代に親になり、自分の

子どもに愛着が持てず、虐待や放置をする例が急増

した。この「躾」を通り越した、親による児童の怪

我や死を「児童虐待」と名づけて研究を始めたのは、

コロラド大学病院小児科部長のヘンリー・ケンプ博

士であった。

彼は1962年に研究成果を「被虐待児症候群」と

いう著書にまとめ、全米に反響を巻き起こし、1974

年に連邦政府により施行された「児童虐待防止法」

の基礎を作った。彼の著書には、虐待体験のある成

育歴を持った親や、麻薬を常用しDV関係などのス

トレスがある親達は、自分の子どもに悪待遇する率

が高いことが挙げられており、これが後に10項目

にわたるケンプ・ストレス・チェックリストに集約

され、親の子どもに対するリスク度を測る道具にな

った。

このチェックリストを使って、1970年に博士は

50人の新生児を持つ高リスクの母親を研究の対象

に選び、無作為に2グループに分け、1グループに

は必要な時にいつでも支援してくれる家庭訪問者を

配し、もう1グループには何も与えなかった。

1年半後、訪問者が支援した家庭では一人の子ど

もが軽度の怪我をしただけであったが、支援のなか

った家庭では78％もの家庭で虐待・放置が見受け

られた。

この時の訪問者には、子育ての終わった50代の

無職の女性達の中からその子どもたちが心身健全に

成長している人達が選ばれており、ケンプ博士自ら

訓練を行っている。

なお、デンヴァー市のケンプ・チルドレンスセン

ターではこの家族達を引き続き長期に調査し、支援

されたグループの子ども達からは犯罪者がほとんど

出ず、親になってからも自分の子どもを大切に育て

ていたが、無支援のグループの子ども達は、成人し

てから児童虐待や犯罪を犯す率が高かったという結

果を導き出している。

5．「健康な出発」プログラム、ハワイから全米へ

そして「健康な家族アメリカ（HFA）運動」へ

ケンプ博士の実績は、ハワイのホノルル市カピオ

ラニ医療センターの小児科医の目に留まり、訓練を

受けた専門職補助の人達による家庭訪問が「健康な

出発」という名のもとに1975年に始まった。この

発足チームの一人であるベッツイー・デユー女史は

今もご健在で、日本の養育支援家庭訪問事業の確立

に力を貸してくれている。デユー女史によると、ケ

ンプ博士は何度もハワイを訪れ、最初からリサーチ

を組み込んだ実践を指導してくれたそうである。そ

のおかげで、カピオラニ医療センターの「健康な出

［特集］家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開
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発」は児童虐待の減少を実証でき、まずホノルル市

全体に広まり、1984年には州の管轄で、ハワイ全

土で行われるようになった。

1989年にニューヨークタイムス紙が子育て支援

家庭訪問が児童悪待遇の予防に効果があるという記

事を書き、ハワイの「健康な出発」プログラムをそ

の中の「輝く星」と称賛した。児童悪待遇の件数の

増加に悩んでいた他州はこぞってハワイに視察にき

たが、オレゴン州もその一つであった。

そんな高まる新生児家庭訪問事業に対する意気込

みを組織立ったものにするために、シカゴに本部を

置くPCAA（児童虐待予防アメリカ）団体は、ロナ

ルド・マクドナルド慈善基金の助成金で1992年に

「健康な家族アメリカ（HFA）運動発起の会」をハワ

イで開催し、30州が代表を送って参加している。

その結果1994年までに40もの新生児家庭支援訪

問プログラムがアメリカ各地で始まったが、ちょう

ど現在の日本のように、訪問の内容や質、成果はま

ちまちであった。そこでPCAAはHFA運動の一環

として、ハワイの家庭訪問の経験をもとに、良い親

業を支援することで児童の心身の発育を促進し、児

童虐待が起こりやすい状況を取り除く研究文献など

を集約した。そして、1996年に新生児家庭訪問に

欠かせない12項目の重大原理を打ち出し、それを

もとにいくつかの訪問事業を試験的に評価して、

「ベスト・プラクティス・モデル（最高の実践モデ

ル）」を作成した。

さらに、1997 年から、希望するプログラムを

「最高の実践モデル」レベルに引きあげる研修制度

を作り、実践の場所で個別に指導し、最終評価に合

格したプログラムを「最高の実践モデル」として認

可することを始めた。2009年までにアメリカとカ

ナダで450以上の家庭訪問事業が12重大原理に沿

った「高質な家庭訪問プログラム」としてHFAの

認可を受けている。オレゴン州の「健康な出発」も、

2007年に最終評価に合格してHFAから認可された。

6．12重大原理とは

では新生児家庭訪問事業に欠かせない、12重大

原理とはどのようなものか、ここに紹介して、日本

の訪問事業を「最高の実践モデル」に近づけるため

の参考にしたいと思う。

重大原理第1：

訪問サービスは誕生前か誕生時に開始すること。

この時期の親は誰でも育児に対する不安があ

るため、育児の情報や支援を一番受け入れやす

いし、この時に親のニーズに応えることで長期

にわたる信頼関係を築くことができる。オレゴ

ン、アリゾナ、フロリダなどの州では、産院や

保健所から照会された家族には誕生前からサー

ビスを開始している。

重大原理第2：

最も支援を必要としている家族を見つけるため

に一貫した評価方式を使用すること。

評価方式は2段階になっていて、「篩
ふるい

分け（ス

クリーニング）」ともう少し踏み込んだ「両親

調査」が必要である。

オレゴン州では予算の関係でサービスの対象

を第一子に絞っており、郡の「健康な出発」プ

ログラムのワーカーが産院に常駐して、初めて

赤ちゃんを産んだ母親の部屋を訪れてはプレゼ

ントと子育て教室などの地域資源の情報を与

え、同時に「篩い分け」の質問をしている。こ

の時母親が、17歳以下、麻薬使用の経験、出

産以前からの欝症状があった場合は、即座に集

中訪問の対象になる。それ以外の項目（家計が

苦しい、未婚、孤立状態など）でも、二つ以上
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あったら集中訪問を受ける「権利」を有するこ

ととなる。

「健康な出発」プログラムは強制ではないの

で、母親は拒否できるが、支援訪問の内容を聞

きそれが無料であると分かると、ほとんどがプ

ログラムを要望するという。そして母と子が帰

宅した翌週から、家族支援ワーカーによる週1

回6ヶ月間の訪問が始まる。

ケンプ・ストレス・チエックに基づいた「両

親調査」は最初の訪問時に行われ、これからの

訪問の目標を立てるために使われている。

アリゾナ州やフロリダ州では対象が第一子に

限られていないため、「篩い分け」は産院の看

護師や助産師によって新生児全員に行われ、訪

問が必要と思われる家族は、それぞれ「健康な

家族アリゾナ（HFAr）」「健康な家族フロリダ

（HFF）」の支部に紹介される。この家族を両

親調査ワーカーが訪問して、ストレス度と家族

の長所を評価採点し、両親のいずれかが25点

以上の場合、頻繁で長期にわたる支援を必要と

している家族として家族支援訪問チームが関わ

るという段階を踏んでいる。

重大原理第3：

訪問サービスは親の自由意志で行われること。

自由意志だからとはいえ、親が拒否したとし

てもすぐに諦めるのではなく、独創的なやり方

で親に訪問を受け入れるように働きかけねばな

らない。サービスを最も必要としている親は孤

立していたり、自分自身が成育時に虐待を体験

したりしており、外部の人たちをなかなか信用

しない。HFAは家族支援ワーカーが3ヶ月間

色々なやり方で親と接触をはかることを義務づ

けている。

重大原理第4：

サービスは集中的に長期間行うこと。

これが家庭訪問事業の成功につながることは

実証されている。オレゴン州では最低週1回6

ヶ月間訪問し、家族が望み、または必要だと判

断したら、子どもが3歳になるまで支援を継続

できる。アリゾナ州とフロリダ州の場合は5歳

まで継続でき、訪問の頻度は最初の6ヶ月間は

週1回、後は家族のニーズで決める。

重大原理第5：

サービスは利用者の文化に沿って行うこと。

人種や民族が多様なアメリカではこれが重大

原理に入ることは容易に理解できるが、日本で

も大都市で育った訪問スタッフが農村地帯の家

族と関わるときなど文化の相違を考慮に入れる

必要がある。HFAは「文化」を広く定義して

おり、地方の習慣、言語、地理的条件、宗教、

教育や職業的背景などで、子育て、健康、医療

などに対する考え方が異なることを指摘してい

る。

重大原理第6：

訪問サービスの焦点を親（両親）、子ども、親と子

の相互関係という3つのシステムに当てること。

親のニーズだけ、または子どもの発達だけに

焦点を絞らず、親と子の相互関係にも配慮した

支援を忘れてはならない。特に親の経済的、社

会的、心理的ニーズに応えるために地域サービ

スとの協力の大切さを唱えているが、これだけ

が訪問の中心とならないように、子どもの脳の

発達を促進し、愛着を深める親子相互の遊びの

カリキュラムを組むことを義務づけている。
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重大原理第7：

全利用者の家庭を最小限度の医療サービスに連

結すること。

国の健康保険制度のないアメリカでは、健康

保険がないため医療サービスを利用できない家

族が多い。でもこのような家族は往々にして低

所得のため、メディケイドや州特有の児童保健

などの対象になるケースが多い。そこで家族支

援ワーカーはこのような保険に加入できるよう

家族を指導する。HFAは「心身の健康の確保」

を一番大切なニーズとして、家族が健康なら、

他の生活上の問題解決がもっと容易になると言

っている。

重大原理第８：

訪問スタッフが家族の個別のニーズに充分応え

られるように、担当件数（ケースロード）を制

限すること。

HFAは一番頻繁に支援が必要な家族は15件

に限るよう勧めている。オレゴン州では家族支

援ワーカーのケースロードを平均25件に制限

し、訪問の頻度が高いケース15件、隔週また

は1ヶ月に1度の訪問のケース10件を目指して

いる。

重大原理第９：

訪問スタッフの選択は、その人の持つ個人的特

性、文化的に多様な地域で働いた経験、この仕

事に必要な技術と能力を基に行うこと。

この中で一番大切なのは個人的特性である。

HFAは一定の学歴や職歴よりも、利用者の家

族と良い人間関係を作ることのできる特性を重

要視している。オレゴン州では家族支援ワーカ

ーの雇用に当たっては、自分の基準で人を裁か

ず、感情移入ができ、常識と分別があり、独創

性・創造力があり、独立して行動ができる人を

選ぶ、としているので、社会福祉士、保育士、

教師などの職歴を持ったワーカーが多く、スー

パーヴァイザーには看護師や保健師などの有資

格者が多い。

重大原理第10：

危険度の高い家族の支援をするため、訪問スタ

ッフは児童保健、児童の発達、児童虐待対処、

親業教育などに関する教育と経験が必要である。

家族支援ワーカー全員が持っていなければな

らない知識は決められていて、それに関する単

位を就職前にとっていない場合は、地域の短大

や研修で一定期間中に取得することを義務づけ

ている。例えば薬物乱用、母乳・哺乳、児童虐

待通報、家庭内暴力、麻薬に曝された新生児な

どの知識について、フロリダ州などでは150も

の研修がオン・ラインで受けられるようになっ

ている。

重大原理第11：

訪問スタッフは就職直後に集中研修で家族の危

険度を評価するアセスメントの使用法と、家族

の強み（長所）に焦点を置く訪問の方法を学ぶ

こと。また各事業団体内で継続した研修をスタ

ッフに提供しなければならない。

HFAシカゴ本部では毎年訪問スタッフを訓

練するトレイナーの研修を行い、資格を与えら

れたトレイナー達が州や各団体の訪問スタッフ

の基礎トレイニングを行っている。オレゴン州

では新たに雇われた家族支援ワーカーを4ヶ月

以内に首都のセーレム市に集め、6日間にわた

る講義と実習を交えた研修を行っている。この



ため教育や職歴などが異なっていても、訪問ス

タッフとして一貫した知識と技術を身につける

ことができる。また各郡におかれている「健康

な出発」プログラム内で、定期的な研修を行う

ことを義務づけている。州レベルではスーパー

ヴァイザーや、プログラムの所長の研修など定

期的に行って、サービスの質の向上と一貫性を

確保しようとしている。

重大原理第12：

訪問スタッフは個人的にスーパーヴィジョンを

毎週受ける必要がある。

HFAは毎週1回1時間半から2時間の個人的

スーパーヴィジョンを義務づけており、担当家

族に対する疑問や、欲求不満を表現する機会を

与え、スタッフの「燃え尽き」を防いで、離職

率を最小限に留めようと努力している。訪問ス

タッフが途中で変わると、利用者がサービスを

継続しない場合が多いからである。

HFAは上記の重大原理を、各プログラムがその

地域の状況や文化に沿って実践に盛り込むように指

導している。そのため認可を受けたプログラムは、

州全体で行っているものから1病院が中心に行って

いるものまでさまざまである。第32回資生堂海外

研修団はオレゴン州で、第35回はアリゾナ州で、

第36回はフロリダ州で、それぞれ州全土で実践さ

れている新生児訪問プログラムを研修したので、詳

しくは各研修報告書を参考にしていただきたい※。

上記のHFA の12重大原理は、新生児訪問事業を

支える児童福祉法の改正と、しっかりした母子保健

の組織のある日本では、比較的容易に実践できるの

ではないかと考える。この児童悪待遇予防を目的と

した新生児訪問事業が、一貫したやり方で日本全国

に定着すれば、親達はもっと子育ての喜びを味わう

ことができ、安定した愛着の絆を結んだ子ども達は、

将来社会に貢献できる生産性のある大人に成長し

て、日本の未来を担っていってくれると私は期待し

てやまない。

参考ウェブサイト：
www.healthyfamiliesamerica.org
www.preventchildabuse.org

※資生堂海外研修報告書第35・36回は財団HP上
にてご覧いただけます（編集部）。
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キーワード：

1．健康な家族アメリカ（HFA）運動

米国児童虐待防止団体（PCAA）が、児童悪待遇予防のた

めの新生児家庭訪問事業を広めるために 1992 年に始めた

運動で、1997 年から、訪問に欠かせない 12 重大原理を

基準に、訪問プログラムの評価と認可を行っている。

2009 年までにアメリカとカナダで 450 ものプログラム

が HFA から｢最高の実践｣と認可されている。また HFA で

は訪問スタッフやそのスーパーヴァイザーの研修プログラム

を義務づけ、訪問者の質の確保に力を入れている。

2．｢健康な出発｣プログラム

ハワイのホノルル市にあるカピオラニ医療センターが、コ

ロラド大学小児科部長だったヘンリー・ケンプ博士の研究発

表に基づいて始めた新生児家庭訪問プログラムで、1984

年にはハワイ州全土で行われるようになった。児童虐待・放

置などの悪待遇の減少が実証されたため、1989 年に NY

タイムス紙上で称賛され、脚光を浴び、その後の訪問プログ

ラムの発達に貢献した。オレゴン州も 1994 年に独自の

「健康な出発」プログラムを試験的に開始し、児童虐待件数

の減少を実証し、2003 年に全州で一貫して実践されるよ

うになった。2007 年には HFA より高質の州のプログラム

として認可を受けている。

3．両親調査

児童悪待遇を引き起こしやすい状況を 10項目にまとめた

ケンプ・ストレス・チェックリストをもとに、両親の長所と

ニーズの両方を検出するために作られた道具で、HFA から

認可されたプログラムが訪問を必要とする家族を選定するの

に使用している。調査は家庭訪問時に行い、親の主導の会話

から答えを引き出す方法で、研修と経験を積む必要がある。

調査後は基準に従って採点し、両親のどちらかが 25点以上

の場合、長期にわたる定期的な養育支援訪問が提供される。
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次号のお知らせ 第71号特集「生と性」（予定）2011年10月1日発行

世界的な潮流である家庭訪問による支援＝ホーム

ビジティングをテーマにした。わが国では、2009年

度に施行された改正児童福祉法で乳児家庭全戸訪問

事業と養育訪問事業が法制化され、いわばホームビ

ジティング元年となったことからこのテーマを設定

した。

イギリスではブレア政権でのこどもの貧困撲滅を

目標とした政策の重点手法として位置づけられたの

がホームビジティングである。施設などの拠点での支

援だけではなく、よりアグレッシブに家庭まで訪問し

て行う支援の必要性に気がついたためである。わが

国ではこの家庭訪問による支援は極めて遅れており、

その種類も少なく、支援サービスの職種・供給主体

も限られている。また、支援の方法についてもシステ

ムが確立されていず訪問担当者個人に支援の質の全

てが委ねられているという不安定な状況にある。

本誌では、様々な立場の方たちにご登場いただい

た。民間虐待防止機関、母子保健機関、ホームスタ

ート、教育委員会、ヘルシースタート、ベビーシッ

ター、訪問保育団体、地域子育て支援拠点、不登校

児等への支援団体、児

童養護施設、家庭訪問

に関する国際機関な

ど、わが国で家庭訪問

を実施しているほとん

ど全てと言っていい多

様な方たちにご登場い

ただいた。

本誌の内容が、わが国でのホームビジティングの

到達点である。課題は多い。専門家の支援だからと

言って、適正なシステムに基づいて安定的に実施さ

れているわけではない。またボランティアによる支

援だからといって、その成果が専門家より決して低

いものではなく、より活用を推進する必要があるも

のもあるようだ。また、いろいろな支援の主体や方

法があるが、全てが独自の対象層を持ち、全てが必

要な支援であることが明らかになったと言えよう。

ホームビジティングは、どれかがあれば良いので

はなく、どれもが無ければいけないことを今回の特

集から学ばされた。

担当編集委員　西郷泰之

編 集 後 記 多種多様で重層的な訪問支援の発展を






