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要約 

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」制定以後、婦人相談所は配偶者

暴力被害者支援の中核的存在となり、利用者への心理的支援の必要性が認識され、2002 年より、

婦人相談所一時保護所には「心理担当職員」の配置が予算化された。しかし、その実態や課題

などについては、ほとんど明らかにされていない。 

 本論文では、婦人相談所の「心理担当職員」を対象としたインタビュー調査から、その業務

や困難を明らかにし、婦人相談所の相談体制にかかわる課題を抽出することを目的としている。 

 その結果、婦人相談所の相談体制の課題として、①心理的業務の充実、②心理担当職員と利

用者をつなげるための方策の検討、③福祉制度や知識を習得するための研修の実施、④心理担

当職員の役割や重要性が婦人相談所内で理解されるよう、組織としての他職種への働きかけ、

⑤他機関との連携における活用、が抽出された。 
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１．はじめに 

（１）研究の背景と目的 

 厚生労働省が所管する女性を対象とした相談機関に、婦人相談所がある。婦

人相談所は、売春防止法（1956 年成立、以下、売防法と略）により各都道府県

に設置義務があるため、2017 年 4 月現在、全国で 49 カ所設置されている。な

お、本論文でとりあげる調査を実施した 2012 年 1 月現在の婦人相談所数は 47

カ所であった。婦人相談所の主要な業務内容は、相談、判定、指導・援助、婦

人保護施設への措置決定、一時保護などとされている。なお、一時保護所に婦

人保護施設を併設している機関もある1。一方で、①根拠法が、売防法第 4 章保

護更生に規定されていること、②売防法が、刑事特別法であること、③「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（2001 年成立、以下、

DV 法と略）成立以後、男女共同参画に関する所管課に移管されている都道府

県もあることなどから、婦人相談所は社会福祉領域の相談機関として理解され

にくい。 

 しかし、売防法成立以後 60 年にわたり、婦人相談所は、女性を対象とする公

的な相談機関として、不十分ながらも一定の役割と意義をはたしてきた（林 

2004）。さらに、DV 法成立以後、婦人相談所はドメスティック・バイオレンス

（以下、DV と略）被害者支援の中核機関となり、新たな役割や機能が求めら

れている。その一つが、利用者に対する心理的ケアである（男女共同参画会議

女性に対する暴力専門調査会 2008）。婦人相談所の利用者（来所相談・一時保

護含む）には、かねてより、心理的に課題を抱えた女性が多いことが指摘され

てきた（五味 1987、堀 1995）。近年の調査によっても、婦人相談所一時保護

所利用女性のうち「精神的疾患またはその疑い」のある者は 21.9％、「精神障害

またはその疑い」のある者は 5.5％おり、心理的ケアや治療が必要な利用者が一

定数いることが明らかになっている（戒能 2012：35）。また、森川は婦人相談

所一時保護所における困難事例のうち、何らかの精神疾患（疑い含む）・心理的

問題のあるケースはおよそ半数を占めることを報告している（森川 2012）。と

りわけ DV 法成立以後、婦人相談所に DV 被害女性が増加し、そうした利用者

に心理的支援の必要性が認識されたことを背景に、2002 年、厚生労働省雇用均
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等・児童家庭局長通知によって、婦人相談所一時保護所、婦人保護施設に「心

理療法の技術を有する職員を配置し、配偶者からの暴力被害女性及びその同伴

する家族等に対し、カウンセリング等により心理的回復を図り、自立に向けた

支援の強化を図ることを目的」として「心理療法を担当する職員」（以下、心理

担当職員）の配置が予算化された2。それまで、婦人相談所における心理職とし

ては、心理学的判定を司る者（以下、心理判定員 3）が配置されてきた（「婦人

相談所に関する政令」第 2 条）。心理判定員の業務は、「婦人保護事業実施要領」

（1963 年 3 月 19 日厚生事務次官通知、最終改正 2005 年）によると「心理学的

諸検査及び面接に基づき、心理学的特性の把握等を行うこと」である。一方で、

心理担当職員の具体的な業務は、①心理面接、②心身の健康状態等への理解と

本人への情報提供等の援助、③婦人相談所職員等への助言、④心理療法等とさ

れている（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 2002 年）。つまり、従来

の心理判定員とは別に、心理療法やカウンセリングなどによる利用者の心理的

回復や、相談所職員への心理的助言が重要と認識された結果、新たな職として

婦人保護事業予算に加算された。 

 しかし、心理担当職員の業務の実際やその課題などについては、ほとんど明

らかになっていない。そこで本論文では、 心理担当職員を対象としたインタビ

ュー調査から、その業務や困難を明らかし、婦人相談所の相談体制に関わる課

題を抽出することを目的としている。それらは、今後の婦人相談所のあり方を

検討するための基礎資料として意義あるものになるといえよう。 

 なお、本稿では、特に必要が無い限り、婦人相談所相談部門と一時保護所を

併せて婦人相談所と表記している。また心理担当職員に相当する職名は地域に

よって「心理療法士、心理ケア、心理カウンセラー」など多様であるため、本

稿では「心理担当職員」の呼称を使用している。 

 

（２）婦人相談所に関する先行研究 

 婦人相談所に関する研究の蓄積は、さほど多いものではないが、DV 法が成

立した 2001 年以後、実証研究を中心に進展している。2001 年以前の研究にお

いては、対象者研究が中心となっていた（田村 1981、宝月 1985、五味・林・
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西村・ほか 1985、堀 1995）。それらの研究においても、対象者に心理的ケア

の必要性があることが指摘されている（田村 1981、五味・林・西村・ほか 1985、

堀 1995）。  

 DV 法成立以後、婦人相談所は DV 被害者支援の文脈から注目されることと

なった。それに伴い、多様な視点からの研究が蓄積されつつある。例えば、DV

法施行前後の婦人相談所の機能や運営を比較し、変容を明らかにした研究など

がある（堀 2006、米田 2009、佐藤 2010）。これらの論考は、一地域を対象

としたものであるが、徐々に全国的規模の調査に基づく研究も行われている（堀 

2009、2011、阪東・森川 2013、戒能 2012）。こうした実態調査によって、婦

人相談所職員の約 6 割が非常勤職員であることや（庄司・堀 2014）、職員数・

職員配置、相談件数、一時保護件数などは都道府県によって大きなばらつきが

あることなど、婦人相談所の運営実態が明らかとなりつつある（阪東・森川 

2013）。しかし、このような一連の調査においても、婦人相談所に配置されてい

る職種に関する実態は、ほとんど明らかにされておらず、本稿で焦点をあてて

いるような心理職については、筆者らが、本研究に先立って実施したアンケー

ト調査以外、その実態については明確になっていない（庄司・堀 2014）。同調

査によると、回答のあった 37 カ所の相談所のうち、心理担当職員の配置があっ

たのは 11 カ所（29.7％）に過ぎず、配置されている相談所数・職員数の少なさ

や、非常勤率の高さ、職務範囲・内容のばらつきなどが明らかになっている。 

 一方で、福祉領域における心理職のあり方については、児童相談所、児童養

護施設、母子生活支援施設など児童福祉領域を中心に、近年、研究が蓄積され

ている（大島・安部・高木 2008、國枝 2010、福島 2014）。婦人相談所にお

いても、上述のように心理的課題をかかえた利用者が増加しており、心理職の

果たす役割は重要であると指摘されているが（安部・青木 2016）、それらにつ

いての研究は、既述したようにほとんど進められていない。心理担当職員の業

務実態と課題を把握することは、婦人相談所の相談体制の課題を明らかにする

ために重要であり、本研究の意義はここにある。 
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２．研究枠組み 

（１）調査地域と調査協力者の基本属性 

 本稿は、婦人相談所における心理担当職員を対象としたインタビュー調査に

基づいている。質的調査は「具体的な人や状況に結びついた知見を、実証的デ

ータに基づいて生み出していく」ことをめざすものであり（Flick＝2002：7）、

データを統計的に分析することで研究対象の現象を把握するのではなく、解釈

によって事象や意味の関連を把握するため、統計的には把握しきれない複雑な

現象を明らかにする有効な方法の一つである。本研究では、佐藤（2008）によ

る「質的データ分析法」に依拠し、婦人相談所心理担当職員へのインタビュー

から業務実態や困難に焦点を当て、婦人相談所の相談体制の課題を明らかにす

る探索的な調査を行った。 

 インタビュー調査は、表 1 のような地域における、8 か所の婦人相談所に配

置されている 10 人の心理職に対して行った。インタビュイーは、2011 年に、

本調査に先立って実施したアンケート調査4で回答のあった 37 カ所の相談所の

うち、心理担当職員の配置がある婦人相談所 11 か所すべてに調査協力を依頼

し、協力がえられた 8 相談所の 10 人である（庄司・堀 2014）。 

 

表 1 調査実施地域 

地域 実施婦人相談所数 

関東・甲信越 1 か所 

中部・近畿 3 か所 

四国・九州 4 か所 

計 8 か所 

 

 なお同調査によれば、回答のあった 37 カ所のうち心理担当職員の配置は 11

カ所（29.7％）、配置職員数は 13 人（常勤 1 人、非常勤 12 人）であり、職員配

置の少なさと非常勤職員の多さが際立っている。心理担当職員を配置している

機関が、さほど多くないため、表 1 のように実際の調査実施地域にもばらつき

が生じている。 
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 インタビュイーが所属する婦人相談所のうち心理判定員が配置されている場

合は、両者の業務を比較・検討するため面接対象とし、実際に心理担当職員と

職務の相違がない場合のみ、データに含めた。なお、心理担当職員の配置があ

っても、本務が他機関である者については除外した。 

 インタビュイーを雇用形態別にみると、非常勤職員が 7 名、常勤職員 3 名で

あった。常勤職 3 名は、いずれも心理判定員であり、心理担当職員に常勤職員

はいなかった。インタビュイーの婦人相談所就業年数は、最長 6 年、最短は 1

年以内である（表 2）。さらに、1 年以上 2 年未満が 4 人であり、インタビュイ

ーの半数が、就業年数 2 年未満と、就業年数は短期傾向にあった。 

 

表 2 調査協力者の婦人相談所就業年数 

就業年数 人数 

1 年未満 1 人 

1 年以上 2 年未満 5 人 

2 年以上 3 年未満 2 人 

3 年以上 4 年未満 1 人 

6 年以上 1 人 

合計 10 人 

 

 非常勤職員の場合、最長 5 年といった雇用の上限が定められているところも

あり、就業年数は比較的短期となりやすい。婦人相談所に配置されている心理

担当職員の平均就業年数に関する調査報告・公的データはないが、近年、非常

勤公務員について雇用の上限を定める自治体が増加していることが指摘されて

いる（上林 2013）。例えば、婦人相談所および市町村の福祉事務所などに配置

されている職種として「婦人相談員」があるが、その多くは非常勤職であり、

厚生労働省の調査によると「婦人相談員としての勤続年数」、および「婦人相談

員として現在の勤務先での勤続年数」のいずれも「0～3 年未満」の者がもっと

多いことが明らかとなっている（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 2015）。こ

れらのことからも、公的機関の非常勤職員である心理担当職員の就業年数が比
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較的短期であることは、本調査対象者に限らない、一般的な傾向と推測されよ

う。 

 また、非常勤職員 7 人の就業日数は、月 16 日、週 4 日、5 日である。さらに、

平均就業時間は、週 31 時間であった。 

 インタビュイー10 人のうち、臨床心理士資格を取得しているのは 7 人であっ

た。うち、1 人は、福祉系の資格も有していた。臨床心理士以外の心理関係の

資格取得者は 1 人であり、この者は心理関係の資格を複数有していた。一方、

心理関係の資格を全く所持していない者は 2 人であった。この 2 人が取得して

いる資格は、社会福祉主事・保育士・幼稚園教諭免許・社会福祉士であり、そ

れぞれ複数の資格を有していた。なお、調査時点、大学において心理学を勉強

中の者もあった。こうしてみると臨床心理士といった専門的な資格取得者が多

いが、心理関係の資格を有していない者、心理学について勉強中など、専門性

については多様であった。心理担当職員の配置について記された厚生労働省通

知には、心理療法を担当する職員は、「大学の学部で心理学を修め学士と称する

ことを得るものであって個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと

同程度と認められるもの」と規定されている。臨床心理士資格の取得は必須で

はないが、少なくとも心理学を修めた学士であるか、これと同等の心理療法の

技術を有していることが心理担当職員としては求められており、実際とのかい

離がうかがえる。ただし、心理系の資格を取得していなくとも、勉強中であっ

たり、『DV の心理教育を行いたい』『リラクゼーションの方法を学び実践した

い』など、心理職として必要な技法を修得したいという意識をもっており、心

理職としてのアインディティを有していた。 

 

（２）調査方法及び分析方法 

 インタビュー調査は、2012 年 1 月から 3 月にかけて実施した。インタビュー

は、被面接者 1 人ないし 2 人につき、面接者 1 人ないし 2 人によって実施した。

なお 2 か所においては、心理担当職員の就業年数が短いため、オブザーバー的

に、かつて心理判定などを業務としていた職員が面接に同席したが、その発言

は調査データには含まれていない。インタビューは、1 回につき約 1 時間半程
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度の半構造化面接で行った。  

 質問項目は、主に「現在の業務内容」「業務上、有益な資格や研修」「業務に

おける困難」とした。インタビューは許可を得て録音し、終了後、逐語記録を

作成した。本稿では、佐藤による「質的データ分析法」に依拠し、心理職の業

務内容及び業務の困難性に焦点を当て、婦人相談所における相談体制について

逐語記録をもとに、コード化したデータから、カテゴリーを生成した。 

 表記にあたって、インタビュイーによる語りは『 』で示し、『  』内の（ ）

は筆者による補足である。インタビュイーが特定される可能性のある情報・表

現及び、逐語を読みやすくするために「あの」などの部分は略した。 

 

（３）倫理的配慮 

 本研究は、日本社会福祉学会の研究倫理指針に基づき、倫理的配慮を行って

いる。調査においては、「C 調査 9 調査を実施する際に、必要がある場合に

は、調査対象者・地域・団体等の匿名性が守られなければならない」、「同 11 

調査結果を改竄してはならない」などについて遵守している。 

 インタビューの際には、調査の目的、調査地および調査協力者が特定されな

いよう匿名性を確保すること、調査を中断しても不利益は生じないこと、最終

的に研究成果としてまとめることについて口頭で説明し、同意を得た。収集し

たデータは、細心の注意を払い管理している。 

 

３．結果と考察 

 婦人相談所における心理担当職員の業務については、【業務の多様性】、業務

の困難については【カウンセリングの枠が守れない】【一人体制であること】【理

解・必要とされていない】【福祉職との連携の難しさ】【非常勤職であること】

【福祉に関する制度や知識の欠如】というカテゴリーが生成された。図 1 は、

全体の概念図を表したものである。 
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図 1 心理担当職員の業務とその困難性に関する概念図 

 

（１）業務の多様性 

 インタビュー調査から、婦人相談所における心理担当職員の業務は心理的業

務と福祉的業務に大別でき、多様な業務に従事していることが明らかとなった。

実際に行っている心理的業務は、入所者本人・子どもに対する①心理検査・判

定、②カウンセリング、③リラクゼーション、④心理教育、⑤レクリエーショ

ンなどが挙げられた。他方で、心理担当職員が行っている福祉的業務は、心理

《業務の多様性》 
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相談以外での電話相談・メール相談への応対、保育や同行支援などの生活支援

業務、ケースワークなど多岐に亘っていた。実際に、『（担当業務は）看護以外、

すべて』という者もいた。【業務の多様性】については、さらに[心理面接のあ

り方]、[福祉的業務への従事のあり方]という 2 つのコードに分類できた。 

 

１）心理面接のあり方 

 心理担当職員にとっては、心理業務がその専門性を発揮する中心的な業務で

ある。そのため、誰に・どのように心理面接を実施するかは、重要な判断であ

る。しかし、面接実施の実際的な判断は、機関によって異なっている。『DV 被

害を受けられた方には基本的に全員に心理面接を設定しています』といった機

関がある一方、『（利用者と）会って、私が判断していくと思っている、その種

の仕事なので。でもそれは（ケースワーカー）が決めることだからということ。

それは多分、昔も今も変わらないと思う』という、ケースワーカーからの依頼

がなければ利用者と面接できない機関もあった。ケースワーカーからの依頼が

なければ、心理面接の実施を判断できないということは、心理担当職員として

業務を主導できないことを意味している。 

 さらに、利用者に心理担当職員が自由に関われない状況は、支援へのつなが

りにくさとして感じられている。『例えば 3 日で出るとなったときも、私がその

人と必ずお会いすれば、情報とか、少しは何かできるかもしれないし、またこ

っちに電話相談してきたときに、私が対応できるかもしれないので、つながり

ができるかもしれない。3 カ月いるとなったら、2 週間に 1 回でも、定期的に

（面接を）入れてもらえればケースワーカーと並行して心理的にサポートでき

る』といった語りにあるように、利用者と一時保護中に面接していれば、退所

後の支援にもつながる。長期在所者であれば、複数回にわたる支援も可能であ

る。しかし、心理面接を実施するかどうかを心理担当職員が主導できず、面接

が行なわれない場合、利用者とつながることさえ難しく、一時保護中、退所後

含めて心理的支援を実施することが困難となる。心理担当職員として面接実施

のあり方は、利用者とのつながりにくさに関連していると感じられている。こ

のように心理担当職員の中心業務である心理面接のあり方についても、機関に
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よって多様な状況が存在している。 

 

２）福祉的業務への従事のあり方 

 ［福祉的業務への従事のあり方］も、機関によって異なっている。インタビ

ュイーの中には、ケースワーク業務や生活支援業務にほとんど従事しない者も

いるが、『手が足りなければ』『忙しいときに』といった補助的な場合もあれば、

『担当制、そんなこと言っていられなくて、その日に今日の動きを確認して、

じゃあ私保育するね、じゃあ私買い物に行ってくるよ、というふうに声をかけ

合って、ぱっと動く』といった恒常的な場合もある。中には、カウンセリング

は外部団体に委託しているため心理担当職員が全く実施していない、一時保護

においてカウンセリングは実施していないため福祉的な相談のみを行っている

など、『ワーカー業務が主』であるといった者がいる。こうした心理担当職員の

中には、入職や就職面接の際に、『生活指導員と業務内容は相違がない』と説明

された者もいる。つまり、心理担当職員として採用されているが、実際には、

心理的業務は全く行っておらず、生活支援やケースワークを中心とした福祉的

業務のみに携わっている者のいることが明らかとなった。婦人相談所の心理担

当職員は、心理的業務だけでなく、福祉的業務を行う要員として補助的、ある

いは恒常的に組み込まれており、それは、当初からの機関の採用方針であった

ことがうかがえる。そのことは、婦人相談所における職員体制の脆弱さ、人員

不足に起因することが大きいと推測される。しかし、後述するように、こうし

た生活支援業務やケースワークに携わることは、カウンセリングの実施に困難

さを引き起こしている。これらは、婦人相談所において心理担当職員の役割を

どのように位置づけるのか、運営方針・体制に関わるものである。そして、こ

うした心理担当職員の多様な業務のあり方は、次節でみるような業務の困難性

に影響を及ぼしている。 

 

  



Komazawa Journal of Sociology No.50, 2018 

124 

（２）業務の困難 

１）カウンセリングの枠が守れない 

 福島の研究では、母子生活支援施設の心理担当職員は、個別の面接を担当し

ている母子とは、「面接構造を守るため、生活場面で積極的に関わることはしな

い」ことが指摘されている（福島 2014：22）。しかし、婦人相談所一時保護所

においては多くの場合、心理担当職員が生活支援業務やケースワークに従事し

ているため、カウンセリングを実施する際、その構造を守ることが困難となっ

ている。つまり、日常生活に関わる中でカウンセリングを実施することから、

『カウンセリングの枠は守られているのか』といった構造上の根本的な問題に

直面し、実施における困難として認識されている。一般に「カウンセリングの

枠」とは、治療構造としての、時間の設定、場所の設定、治療者であるカウン

セラーとの関係性等を指す（氏原 2000）。ほとんどの一時保護所では、入所期

間は原則 2 週間と短期であると共に、クライエントは退所後の住居設定、就職

活動など様々な機関に赴くことも多く、面接の時間を定期的・継続的に設置す

ることが困難である。そのため、カウンセリングの目標設定をクライエントと

共通に持つことも難しい。また、日常とは異なる、普段とは違う場所で面接す

ることが、カウンセリングとしての枠組みを成立させる要素であるが、一時保

護所で生活場面に関わる場合、一般的なカウンセリングの構造から外れてしま

う。『カウンセリングの枠は守られているのか』といった語りは、言い換えれば、

一時保護所では「クライエントとカウンセラー」としての関係性そのものが成

立しにくい状況を意味している。そのため、『できれば（心理担当職員は）一時

保護所にいない方が』『話は虚心坦懐には聞けなくなる。ケースワークに入ると』

といった、心理業務以外で利用者に関わることを避けた方が望ましいという認

識が見受けられる。このように、生活支援業務やケースワークなど福祉的な業

務を行うことによって、本来業務であるカウンセリングの構造を守れないので

はないか、といった葛藤や戸惑いが生じている。これは、婦人相談所の心理担

当職員がカウンセリングをどのように実施するかというスキルの問題となり、

それぞれの工夫も見られているが、本来の心理担当職員業務の位置づけや運営

方針・体制に起因した課題でもある。 
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 他方で、福祉的業務に従事することによるメリットを感じている者もいる。

『（生活支援業務と同時に）心理面接的なものはできないと思うときもありま

す。ありますけれども、例えば裁判所に（一緒に）行くことで、利用者に任せ

ていたら聞けないような細かい情報が聞けたりとか、こういうふうな発想をす

る人だというのがわかったりとか、そういうことはある』『普通の相談業務にも

入るので、（心理業務と相談業務が）完全に分かれてしまうと、いろいろ情報が

わからなくなるというのもあって。多分相談してくる人は心理の相談をしたい

わけではなくて、具体的な方法とかも聞きたいんだろうなと思うと、ある程度

（情報を）知っておく方がいい』など、上述したようなカウンセリングの構造

を超えることへの戸惑いや困難はあるが、生活支援業務に従事することで利用

者理解が深まることや、福祉的な相談に対応できるような情報を得ることがで

きるといったメリットを感じる者もいる。 

 

２）一人体制であること 

 生成されたカテゴリー【一人体制であること】については、[業務への支障]と

[孤立]といったコードに分類できる。[業務への支障]とは、心理担当職員が一人

であるという状態から、心理的業務の実施に支障をきたすというものである。

『リラクゼーションはやりたいと思っています。ただそれについてはユーザー

さんがとても多いのに、職員が非常に少なくて、臨床心理ができるのは私 1 人

ですから、とてもそこまで手が回らない』、『一人で回していくということ自体

にすごく無理がある。非常に無理があるんだと思います。本来だったらきっと、

この職種で今の動き、求められる動きをすべて果たそうとすれば、かなり人員

的には無理があると思っています』など、必要と思われる心理的ケアであって

も、一人体制による業務の多忙によって実施できない状態が生じている。  

 ［孤立］は、同職種がおらず一人であるという意味と、心理担当職員として

の見方や専門性が共感されないという意味が含まれていた。相談所に心理担当

職員が一人であることは、『心理士の見方という部分の共感がなかなかできに

くい、多数決で負けてしまう。ちょっと心細い』と感じられている。つまり、

[孤立]には、職場における一人体制という組織・運営上の問題と、同職種間の共



Komazawa Journal of Sociology No.50, 2018 

126 

有のなさ、他職種の理解・連携の難しさといった問題が含まれている。 

 

３）必要とされていない 

 厚生労働省によって心理担当職員が加算されたということは、政策レベルに

おいては心理的ケアの重要性が認識された証左である。しかし、婦人相談所で

は、心理担当職員の必要性が認められていないと感じている者は少なくなかっ

た。それは、［利用者にとって］と［所内の職員にとって］という 2 つのコード

が含まれる。［利用者にとって］とは、ケアが必要と思われる利用者に、その必

要性が認識されていないということである。『皆さん（心理的な）治療が必要で

いらっしゃる。（それにもかかわらず）私は大丈夫とか、必要だと思われない方

が（利用者の）メインになるので、そこからどう目を向けてもらえるか、つな

げていくかというのは、最初の課題』『心のケアというものは（利用者にとって）

結構後回しになっている』、これらの語りからは、心理担当職員としての観点か

らは心理的ケアが必要と思われる利用者は多いが、必要と認識していないため

ケアにつながっていないことが指摘されている。そのため、いかに利用者とケ

アを結びつけていくかが、支援の課題と認識されている。 

 もう一つのコードは、［所内の職員にとって］も心理的ケアの必要性が理解さ

れていないということである。『心理学って、認められなくて、認知度とか（略）

職員の受入体制（一人職場である）とか』、『ケースワーカーの対応が優先にな

ってきます。あくまで一時保護施設なので、個別にカウンセリングを受けれれ

ばいいわけではないですし（略）優先されないときが多くて』『（他の職員の認

識の中で）心理士としての介入が特に重要ではなかったりとか、そこまで必要

ではないとかある』という。所内の職員が、心理的ケアや心理担当職員の必要

性を認識しておらず、そのことが心理担当職員の受入（【一人体制であること】）

や、心理担当職員の軽視につながっていると感じている。こうした状況に対し

て、『ケースワークが必要なんだけど、心理も必要だという、きちんと心理は心

理としてありますというようなことを伝えていかないといけない』と、他職種

に心理的ケアの必要性を伝えていく、すなわち心理担当職員としての専門性を

伝えることの重要性を認識している者もあった。これらのことは、婦人相談所
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において他職種間の理解を図ること、役割分担・連携の困難性を示すものであ

る。 

 

４）福祉職との連携の難しさ 

 【福祉職との連携の難しさ】とは、所内での他職種との関わり方を意味して

いる。『福祉の現場では心理担当職員が出しゃばりすぎるというのは、余りいい

気持ちを持たないという（人）も中にはいらっしゃるところがたくさんある』、

『そんなガッツリ熱意を持って、私はこうなんだという体制じゃなくていいよ、

というのは言われました』、『前任の心理士の方（から）もあくまでケースワー

カーが言って振ってきたらでいいんだからねということで（説明された）』。こ

のように心理担当職員は、『でしゃばらない』、主張しすぎない、ケースワーカ

ー優先といった、専門性とは異なる部分での振る舞い方が伝えられ、意識され

ていた。それは、心理的支援のみを専門に行う現場ではないこと、心理担当職

員の介入が【必要とされていない】と感じていること、相談所において心理担

当職員が【一人体制である】ことなどから、専門性やその見方を共有しにくい

ことなどとも関連している。 

 

５）非常勤職員であること 

 非常勤職員である者からは、雇用形態に起因した業務の困難さが語られた。

それらは、［利用者と関わることの困難］と［他機関との連携の難しさ］といっ

たコードに分類できた。非常勤職として［利用者と関わることの困難］には、

多様な意味が含まれている。一つには、利用者との面会（支援）が限られるこ

とである。一時保護所は在所期間が短く、常勤職員と比べ出勤日数が少なかっ

たり、勤務時間が短かったりといった非常勤職員では、次回の出勤時には、面

接予定だった利用者がすでに退所していることも少なくないという。また、心

理的ケアより、職探しや住居探しなどが優先され、『金曜日に（面接を）やろう

ねと決めても、その日にちょっと職探しに行かなくちゃとか、手続に行かなき

ゃと出られてしまう』といったことがある。一時保護所は治療の場ではないた

め、今後の生活再建に向けた仕事探しや住居の確保、法的手続き等が優先され
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ることはやむを得ないことであるが、勤務時間が限定される非常勤職であるた

め、より一層、心理業務に携わりにくい状況が生じているといえよう。さらに、

『就労時間が短いので、面接をするにしても、朝 1 件、午後 1 件ぐらい（が）

限度。それ以外で、電話相談を含めてですけれども、いろいろ立て込むと面接

が、定期的にできない』という、勤務時間と業務量に関わる困難も指摘されて

いる。このように非常勤職員の場合、勤務日数が限られたり、勤務時間が短か

ったりするため、本来業務である利用者との面接さえ実施困難となることがあ

る。  

 他方で、［他機関との連携の難しさ］というのは、非常勤職員といった雇用形

態・職階に関わる、他機関への会議の参加・連携の難しさである。『私の立場（非

常勤）で直接他機関の方と連絡をとるというのは本当に少ない。上の正職、公

務員で入っている人たちがメインで連絡をとるので、その連絡をとる際に、こ

ういうことも気になるのでちょっと聞いてもらえますかとか、こういうところ

はどうしたらいいでしょうかというものを私たちが上にお願いして、上の方か

ら連絡をとってもらう』という、直接、他機関や他職種に連絡をとれないこと

が語られている。これは常勤職員が、他機関との連携や連絡の中心になるとい

った組織上の方針に関連するものである。こうした状況に対しては、直接見解

を述べることが利用者支援に必要だと考えているインタビュイーもおり、現状

のあり方について改善が求められている。 

 

６）福祉に関する制度や知識の欠如 

 心理担当職員でありながら、中には、福祉的相談のみに携わる者もある。そ

うしたインタビュイーは、『制度が分からない、どうしたらいいのか分からない』

といった困難を感じている。特に、『ワーカー業務が主ですから心理だけ知って

いればいいというわけではありませんので、法律的なことであるとか、弁護士

さんとのことであるとか、離婚の調停のことであるとか、市町村がどんな支援

を』行っているか分からない、といった語りにみられるよう、心理に関わらな

い相談業務においては、法律をはじめ福祉制度など多様な知識が必要となって

いるため、戸惑いを感じている。これらは、福祉職以外の専門職の機能や役割



駒澤社会学研究 50号 2018年 

129 

に関わる課題と、実際的に必要な知識を習得する研修の必要性を示すものとい

える。 

 

4．おわりに 

 心理担当職員は、婦人相談所において心理的ケアが必要な利用者が一定程度

いることが認識され、「カウンセリング等により心理的回復を図り、自立に向け

た支援の強化を図ることを目的」として予算化された。その業務は、既述した

ように心理面接、心身の健康状態等の理解と本人への情報提供等の援助、婦人

相談所職員への助言、心理療法といった専門的な業務である。しかし、調査か

らは、心理担当職員の中には心理学を勉強中の者や、採用時に職務内容を生活

指導員と同じと説明される者もおり、そもそも採用から心理担当職員としての

専門性をさほど求めていない機関が見受けられる。実際、婦人相談所心理担当

職員は、その多くが心理的業務以外の多様な業務に従事し、恒常的にケースワ

ーク業務や生活支援業務に従事している者や、心理的業務に全く携わっていな

い者がいることも明らかとなった。つまり、心理担当職員に求められている業

務内容、及び実際の業務は、機関によって非常に多様であることがうかがえる。

これらは、婦人相談所における職員体制の脆弱さや、人員不足に起因すること

が大きいと推測される。森川らの調査によると婦人相談所の職員数の合計は、

最も少ないところで 1.9 人、最も多いところで 52.6 人、中央値 11 人であった。

さらに、一時保護所の職員の合計数は最も少ないところで 2.6 人、最も多いと

ころでは 27.2 人、中央値は 7.4 人である。職員数にはばらつきが大きいが、職

員数の少なさも際立っている（森川 2012：13）。さらに、既述したように先行

研究において、婦人相談所職員には、そもそも非常勤職員、兼務者が多いこと

が指摘されている（庄司・堀 2014、阪東・森川 2012）。このように、人員不

足によって心理担当職員にも多様な業務の遂行が求められ、本来的な業務であ

る心理的業務に支障が生じていることが推測される。 

 さらに調査からは、以下のことが明らかとなった。第一に、心理的業務実施

の困難さである。【カウンセリングの枠が守れない】ことや、[心理面接のあり

方]は、心理担当職員としての基本的あり方を問うものである。心理的ケアは、
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利用者に【必要とされていない】ことが多く、まず対象者をケアにつなげるこ

とが必要となるが、[心理面接のあり方]は機関によって異なっており、心理担

当職員が実施の判断をできない機関もある。また、【一人体制であること】や【非

常勤職であること】からは、心理担当職員側の業務の過重や勤務時間の短さ、

利用者の在所期間の短さ・多忙さなどから、本来業務の心理的ケアが実施でき

ない状況が見受けられる。 

 第二に、連携の難しさが挙げられる。【一人体制であること】【必要とされて

いない】といったカテゴリーには、同職種間での共有ができないこと、他職種

から専門性が理解されていないといった状況がみられる。それらは、他職種で

ある【福祉職との連携の難しさ】として表れている。さらに、また【非常勤職

であること】による、他組織との連携を図ることができないといった、組織内

での立場とも大きな関連がある。 

 このような心理担当職員の実態から抽出される婦人相談所の相談体制に関す

る課題は、第一に、心理担当職員の本来業務である心理的業務の充実である。

心理担当職員の専門性、業務、実施状況は、機関によってきわめて多様である。

心理的業務だけを見ても、利用者全員に必ず面接を実施する機関、面接実施の

判断の権限を持たず他職種からの依頼によって実施する機関、心理担当職員が

心理的業務を実施していない機関など、そのあり様は地域によって異なってい

る。婦人相談所において実施すべき具体的な心理業務の範囲・内容については、

『婦人相談所ガイドライン』（2014 年 3 月）などにも規定されておらず、各心

理担当職員によって模索されている。地域によって心理的業務の格差が生じな

いよう、職務範囲・内容について平準化し、相談体制の整備、充実を図ってい

くことが必要である。 

 第二に、心理担当職員と利用者をつなげるための方策の検討である。心理担

当職員が面接実施を判断できなかったり、支援ができなかったり、調査からは

心理担当職員が有効に活用されていない状況が見受けられた。心理担当職員が

利用者とつながり、心理的業務を遂行できるように婦人相談所内の相談体制を

整備していくことが望まれる。 

 第三に、心理担当職員が福祉制度や知識を習得するための研修の実施である。
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補助的、あるいは恒常的に福祉的業務に従事している者は、福祉制度やサービ

スについての知識、情報の獲得に困難さを感じている。婦人相談所の職員体制

の脆弱さから、心理担当職員にケースワークや福祉的な相談業務に従事するこ

とを求めるのであれば、福祉制度や知識、情報を学ぶための研修を実施するこ

とが必要である。一方で、心理担当職員が福祉的業務などの多様な業務に従事

することについては、カウンセリングの構造を守れないという問題が生じてい

る。こうした心理担当職員の活用のあり方については、今後の検討が欠かせな

い。ただし、こうした心理担当職員の業務については、利用者理解にメリット

があるとの意見もある。心理担当職員の職務範囲についての検討が併せて必要

である。 

 第四に、心理担当職員の役割や重要性が所内で理解されるように、組織とし

ての他職種への働きかけの必要性である。婦人相談所内の他職種への助言など、

心理担当職員が行う心理的業務は幅広いものがあり、そうした業務の機能や重

要性を他職種が理解できるよう、組織として働きかけることが肝要である。そ

のことは、福祉職との連携を構築する前提となろう。 

 第五に、他機関との連携における、非常勤心理担当職員の活用である。心理

担当職員が他機関と連携構築にあたって生じる困難には、常勤職員が連携の中

心になるという組織上の問題がある。非常勤職員であろうと、必要な場合には、

他機関との会議の場において専門職としての見解を述べられるよう組織の運営

体制を整備することが、非常勤職員であることが多い心理担当職員を有効に活

用するために重要である。 

 これらの課題の根本には、婦人相談所において心理担当職員がどのような機

能、役割を果たすのかといった心理担当職員としての専門性、組織上の位置づ

けの不明瞭さがある。それらの検討は、婦人相談所における他職種の機能、役

割の検討と併せて、早急に取り組む必要がある。本研究は、インタビュイー10

名に基づく限定的なものであり、上述したような課題に取り組むためには、さ

らに多くの実証的な調査研究が必要である。しかし、こうした検証は、婦人相

談所の相談体制の整備に欠かせない喫緊の課題であり、今後の研究課題とした

い。  
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注 
 1 2015 年現在、49 カ所の婦人相談所のうち、婦人保護施設を併設している機関は、24 カ所

ある。（「婦人相談所と関係機関との連携体制に関する調査」ワーキングチーム 2016） 

 2 なお、心理担当職員を婦人相談所に配置する場合には、「心理療法が必要と婦人相談所長が

認めた被害女性及びその同伴する家族等が合計 10 名以上いること」といった要件がある。 

 3 「婦人相談所に関する政令」第 2 条では、判定をつかさどる職員は義務設置とされ、さら

に「1 医師であって、精神衛生に関し学識経験を有するもの、2 学校教育法に基づく大

学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者、3 前

各号に掲げる者に準ずる者」のうちから任用するように努めるとされている。 

 4 数量調査は、婦人相談所における相談体制を明らかにし、そこで働く職種を把握し、数量

的に婦人相談所の職員体制を把握することを目的に、2011 年 10 月から 1 月にかけて 47 都

道府県の婦人相談所すべて（47 か所）に対して郵送にてアンケート調査を実施した。調査

の返却は 37 か所であり、回収率は 78.7%であった。 
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