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Ⅰ　はじめに
　１）福島の現状
　東日本大震災（以下，震災）において福島県は，地
震や津波での甚大な被害に加え，東京電力福島第一原
子力発電所事故の影響により大勢の長期的な避難生活
を余儀なくされた人々がいた。震災後９年が経過した
現在では，避難指示解除にともない帰還する人や避難
先で居を構える人など様々である。
　松浦ら（2018）が被災３県（岩手県，宮城県，福島
県）沿岸部地域において，2016年度に実施した調査に
よると，震災直後に生まれた子の保護者のメンタルヘ
ルスに関して，不安やうつの兆候に関して両方とも要
支援（もしくは要治療）に該当する者が35％程度で
あったと報告している。成ら（2018）の沿岸部から離
れた福島県中通り９市町村に住む保護者を対象とした
調査でも，回答した母親の25％以上が，震災後から
2015年時点までうつ状態を維持していた。
　また，親子関係の問題に目を向ければ，福島県での
児童相談所での児童虐待相談対応件数は震災前の平成
22年度224件から平成30年度は1549件であり，全国よ
りも非常に高い増加傾向を示している（表１）。
　上記から，福島県での震災の影響は沿岸部だけでな

く県内全域で，保護者のメンタルヘルスや育児の困難
さなど見えない形で続いていると考えられ，保護者や
子どもたちを支える地元の支援者たちは，より細やか
な支援と専門性が求められる状況にある。

　２）子どものメンタルヘルス支援事業推進室の取り
組み

　平成26年度より福島大学内に開設された子どものメ
ンタルヘルス支援事業推進室（以下，当室）は，福島
県の子どもとその家族の支援を目的として開設され
た。そこでは「学校支援」，「家族支援」，「地域／医療
支援」，「支援者養成」の４つの柱を掲げて県内全域を
対象に活動している。
　「家族支援」に関しては学校での巡回相談や地域で
の相談会などで直接的に支援を行っている他に，発達
の気になる子どもの保護者支援プログラムであるペア
レント・プログラム（アスペ・エルデの会，2015）に
も力を入れて実施している。
　ペアレント・プログラム（以下，ペアプロ）とは，
ペアレント・トレーニングの土台となるものであり，
基本的な目標は①行動で考える，②適応行動に注目し，
ほめて対応する，③保護者が仲間をみつける，という
３点である。行動で考える，とあるように行動分析の
考え方を基本とし，認知行動療法の要素も取り入れ，
保護者と子どもそれぞれの「良いところ」，「努力して
いるところ」，「困っているところ」を具体的に行動で
書けるようになることや，どのような行動をほめるか
見つけ，実際に家庭で実践し（ホームワーク），その

福島におけるペアレント・プログラムを通した
支援者支援の実践

　福島県で行われているペアレント・プログラムに関して，「支援者養成」の機能に関して検討を行っ
た。プログラムに参加した支援者81名を対象に，プログラムの前後に日常業務における保護者支援
の意識に関する15項目について質問し比較検討した。また，プログラム終了時に研修としての満足
感や活用等について質問した。その結果，ペアレント・プログラムは支援者の研修として高い満足
感が示され，支援者の経験年数を問わずに，行動での理解やポジティブ側面の理解などが深まって
いた。研修後の活用については，保護者の相談や職員間での指導などにおいて，ワークの一部や考
え方などが活用される傾向にあった。課題としては，保護者自身の抱えるメンタルヘルス問題への
対応，子どもの発達段階の理解については効果が少し低いこと，研修を受けた支援者が一人でペア
レント・プログラムを実施できる感触を持つことが難しいことが挙げられた。
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※厚生労働省（2019），福島県（2020）より作成

表１　児童相談所の児童虐待相談対応件数の比較

平成22年度 平成30年度 増加率

福島県 224件 1549件 692％

全国 56384件 159850件 284％



66 2020 － 8福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター紀要第２号

結果の共有などを行う。
　毎回ファシリテーター１名が中心になり，課題の説
明や進行を行い，保護者は個別でワークシートに取り
組んだ後に，ペアになって意見交換をする。こうする
ことで，他の保護者も自分と同じ困難さを感じている
と発見したり，お互いをねぎらい合う体験をしたりな
どを通し，仲間づくりを進めていく。このようなセッ
ションを全６回で１クールとして実施し，最終回から
３か月程度の期間をあけてから実施するフォローアッ
プセッションと合わせると計７回で構成されている。
　ペアプロはこのように保護者支援という目的で実施
されるが，それに加えて子ども支援にかかわる支援者
の研修という側面も備えており，ペアプロ実施の際は，
地域の支援者にも開催を案内して参加を募っている。
参加した支援者が，マニュアルを読んでペアプロに参
加し，ファシリテーターの進め方を見て，保護者のペ
アワークに介入する体験を通して，行動で見る視点や
ポジティブな面の見つけ方を理解し，保護者に自信を
もって関われるようになることを目指している。

　３）本研究の目的
　上記より，ペアプロは当室の柱の中でも「家族支援」
と「支援者養成」を並行して実施しているプログラム
となる。本研究では，「支援者養成」の面に焦点を当て，
ペアプロに参加した支援者に対してどのような効果が
あるかを調べ，支援者養成の機会を通した支援者支援
について検討することを目的とする。
　なお，本研究を実施するに当たり，福島大学倫理委
員会にて承認を得ている（承認番号29-17）。

Ⅱ．方　法
　１）対象
　福島県内の当室が連携する施設において，2017年４
月から2019年３月に実施されたペアプロ（県内12施設，
全21クール）に参加した支援者の内，全６セッション
中５セッション以上参加した者とする。

　２）質問紙
　効果の測定として，質問紙による前後比較を実施し
た。質問紙は浜田ら（2018）の使用した，日常業務に
おける保護者支援の意識に関する15項目（５件法）を
使用した（Q1）。この質問紙は，「行動の単位理解」，「ポ
ジティブ側面理解」，「困難行動の理解」，「発達の捉え
方」，「親支援への自信」の５カテゴリーによって構成
されている。
　質問紙実施のタイミングは，１クールの事前（１
セッション）と事後（６セッション）を基本とし，事
前に関しては１セッションが始まる前に記入の時間を
設けたが，時間内に終了しなかった場合は，セッショ
ン終了後に回答するなどの対応をとった。

　また，事後の質問紙では，職員向け研修としてのプ
ログラムの満足度について（Q2）と，中島（2016）
らを参考に，今後のペアプロの実施・活用に関する意
向についての質問項目（Q3）を追加して回答を求めた。

　３）分析方法
　結果の解析にSPSSversion25.0を用いて t検定を行
い，加えて水本ら（2008）を参考に効果量を算出した。

Ⅲ　結　果
　１）対象者の属性
　ペアプロの支援者参加は169名（男性15名，女性154
名）であり，５セッション以上参加した上でQ1-Q3の
質問紙に記入漏れのなかった81名（男性６名，女性75
名）を対象とした。属性を表２～５にまとめた。

　結果より，支援者の平均年齢は38.6歳であった。年
代は30代が最も多く25名（30.9％），次いで20代の22
名（27.2％），40代の18名（22.2％）の順であった。
　経験年数としては，０～３年の44名（56.4％）が最
も多く，次いで４～６年の15名（34.6％），10年以上
の13名（16.0％）の順であった。
　所持する資格としては，保育士，幼稚園教諭が最も

表２　対象者の年齢（n=81）

平均値 （SD） 最小値 最大値
年齢 38.60 （11.40） 20 64

表３　対象者の年齢割合（n=81）

年代 20代 30代 40代 50代 60代
人数 22 25 18 12 ４
％ 27.2 30.9 22.2 14.8 4.9

表４　支援者としての経験年数（n=78）※３名未記入

年数※ ０～３ ４～６ ７～９ 10 ～
人数 44 15 ６ 13
％ 56.4 34.6 14.8 16.0

※年数は「以上 ～ 以下」で記載

表５　資格種別（n=81）

資格名 人数 ％
保育士，幼稚園教諭 32 39.5
児童指導員 ６ 7.4
介護福祉士 ４ 4.9
ケースワーカー関連資格：
　社会福祉士・精神保健福祉士・
　スクールソーシャルワーカー

９ 11.1

教員 ５ 6.2
保健師 11 13.6
その他（未記入含む）：
　作業療法士・臨床心理士など 14 17.3
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№ 質問項目
事前 事後

t値 効果量（ r）
平均 （SD） 平均 （SD）

１
相談に来た保護者や子どもの，ポジティブな側面（い
いところ）の見つけ方や判断基準などの考え方が説明
できる。

3.17 （0.89） 3.96 （0.66） -6.96* .61

２ 子どもへのほめ方やほめるポイントが，保護者に対し
て説明できる。 3.28 （0.83） 4.09 （0.53） -8.02* .67

３ 保護者同士がペアやグループになっての話し合いや意
見交換する場面で，支援者が注意すべき点が分かる。 2.79 （0.92） 3.63 （0.64） -7.71* .65

４ 相談に来た保護者や子どもの，困った行動・できない
行動とはどういうものか，説明できる。 2.99 （0.84） 3.58 （0.67） -6.08* .56

５ 支援者として，保護者の自信のなさや気持ちの落ち込
みなどへのサービスを提供できそうである。 3.02 （0.82） 3.64 （0.70） -6.82* .61

６ 子どもの発達特徴を“行動”で整理する際の，注意ポ
イントがいくつか説明できる。 2.75 （0.94） 3.72 （0.64） -7.80* .66

７
発達の特徴や相談内容を，特定の共通テーマ（たとえ
ば言語表現，食事，感情調節等）から整理する意義を
説明できる。

2.58 （0.85） 3.49 （0.72） -9.31* .72

８ 支援者として，保護者に関わる自信がある。 3.11 （0.98） 3.60 （0.74） -5.61* .53

９ 保護者や子どもの，困った行動・問題行動の背後にあ
るポジティブなよい部分を見つけることができる。 3.41 （0.76） 4.06 （0.51） -8.10* .67

10 相談に来る保護者のメンタルヘルスについて，支援者が注意すべき点が分かる。 2.99 （0.94） 3.53 （0.67） -4.95* .48

11 発達の段階や個人差について，説明できる。 3.14 （0.82） 3.62 （0.72） -4.63* .46

12 子どもの発達特徴を整理するためには，“行動”で考える意義を説明できる。 2.72 （0.90） 3.69 （0.68） -8.02* .67

13 支援者として，保護者の子どもへの関わりを理解し整理するためのサービスが提供できそうである。 2.94 （0.94） 3.59 （0.69） -6.03* .56

14 困った行動を取り上げる時に，行動の背景にある状況を詳しくみるようなことを提案できる。 3.19 （0.76） 3.881 （0.64） -6.39* .58

15 保護者や子どものポジティブな側面を，保護者自身が見つけることがなぜ重要なのかを，説明できる。 3.06 （0.89） 3.84 （0.64） -7.48* .64

合計得点 45.14 （10.00） 55.86 （6.88） -10.01* .75

表６　Q1 日常業務における保護者支援の意識に関する15項目得点の前後比較（n=81）

*p<.001
※５つのカテゴリーを構成する質問No.は以下の通り
　行動の単位理解：6,12　　ポジティブ側面理解：1,2,15　　困難行動の理解：4,9,14
　発達の捉え方：7,11　　　親支援への自信：3,5,8,10,13

初任者群（n=44） 中堅以降群（n=34）
事前 事後

t値
事前 事後

t値
平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD）

合計得点 44.11 （9.40） 55.11 （6.92） -7.24* 47.06 （10.51） 57.00 （6.83） -6.24*

表７　Q1 経験年数別における事前事後比較

*p<.001

事前 事後
初任者群 中堅以降群

t値
３年以下 中堅以降群

t値（n=44） （n=34） （n=44） （n=34）
平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD）

合計得点 44.11 （9.396) 47.06 （10.51) -1.29 55.11 （6.92) 57.00 （6.83) -1.18

表８　Q1 事前事後における経験年数別比較
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多く32名（39.5％），次いで保健師の11名（13.6％），
社会福祉士等のケースワーカー関連資格が９名
（11.1％）の順であった。

　２）Q1 日常業務における保護者支援の意識に関す
る15項目

①　各15項目及び合計得点
　各15項目および合計得点について，プログラム前後
の得点比較のため，事前事後の平均値を対応のある t

検定を用いて解析を行った（表６）。
　各項目及び合計得点について，全てにおいて事後得
点の方が高い結果となり，0.1％水準で統計的に有意
な差が確認された。その後算出した効果量（ r）からは，
No.10,11の２項目の変化に関しては効果量が中程度で
あったが，他の13項目と合計得点の変化は効果量が大
きかった。
②　経験年数による比較
　経験年数による効果の違いを検討するため，教員の
キャリア発達の観点で３年目までは基盤となる重要な
時期（Huberman,1989）との指摘を参考に，対象者を
経験年数３年以下の支援者（初任者群）と４年以上の
支援者（中堅以降群）の２群に分けた。15項目合計得
点の平均点について t検定を用いて解析し，２群それ

ぞれの事前比較と事後比較を表７に，事前得点に関し
ての２群比較と事後得点に関しての２群比較を表８に
まとめた。
　結果，経験年数が初任者群での事前事後比較，中堅
以降群の事前事後比較どちらにおいても，0.1％水準
で統計的に有意な差が認められた。また，初任者群と
中堅以降群の事前比較，初任者群と中堅以降群の事後
比較ともに統計的に有意な差は認められなかった。

　３）Q2 職員向け研修としての満足度
　「ペアプロの内容・テーマは，職員の方向けの研修
として満足できるものでしたか？」との問いに対して，
「とてもよかった」が76.6％，「まぁよかった」が
17.3％，「どちらでもない」が4.9％，「あまりよくなかっ
た」が０％，「とてもよくなかった」が1.2％であった（図
１）。「とてもよかった」と「まぁよかった」を合わせ
ると93.9％となった。

　４）Q3 今後のペアプロの実施・活用に関する意向
　今後の活用・実施に関して，以下の７項目について
たずねた。
Q3-1　職場内（訪問先等含む）において，個別の保護

者向けにペアプロの実施
Q3-2　職場内（訪問先等含む）において，グループで

保護者向けにペアプロの実施
Q3-3　職場内（訪問先等含む）の保護者相談などにお

いて，ペアプロのワークの一部を活用
Q3-4　職場内（訪問先等含む）においてペアプロの

ワークは実施しないが，ペアプロの考え方やア
プローチを保護者相談で活用

Q3-5　ペアプロの報告会（計１～２時間程度）を職場
で実施

Q3-6　職場内（訪問先等含む）においてペアプロの
ワークは実施しないが，ペアプロ的な考え方や

76.6%

17.3%

4.9% 0.0% 1.2% 5 とてもよかった

4 まぁよかった

3 どちらでもない

2 あまりよくな

かった

1 とてもよくな

かった

図１　Q2 職員向け研修としての満足度（n=81）
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図２　Q3-1 ～ Q3-6実施・活用に関する質問の結果（n=81）
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アプローチを職員間の情報共有や職員指導など
で活用

Q3-7　今回の研修を終えて，今後，ご自身が中心と
なってペアプロを実施することが可能と思いま
すか

　Q3-1 ～ Q3-6については，「1.特に考えていない」，
「2.予定・計画はないが，してみたい希望がある」，「3.予
定・計画している」，「4.実施したことがある」の４件
法で回答を求め，その結果を図２に示した。
　Q3-7については「1.全く実施できそうもない」，「2.研
修を終えた他の支援者と複数人でなら実施できそうで
ある」，「3.経験者からアドバイスをもらいながらなら
一人で実施できそうである」，「4.研修を終えた他の支
援者と複数人で，経験者からアドバイスをもらいなが
らなら実施できそうである」，「5.自分一人で実施でき
そうである」までの５件法で回答を求め，結果を表９
に示した。
　Q3-1「職場内（訪問先等含む）において，個別の保
護者向けにペアプロの実施」については，「1.特に考
えていない」が40.7％，「2.予定・計画はないが希望は
ある」が54.3％，「3.予定・計画している」が4.9％，「4.実
施したことがある」が０％，希望のある者から予定・
計画まで含めると59.2％であった。
　Q3-2「職場内（訪問先等含む）において，グループ
で保護者向けにペアプロの実施」については，「1.特
に考えていない」が48.1％，「2.予定・計画はないが希
望はある」が44.4％，「3.予定・計画している」が6.2％，
「4.実施したことがある」が1.2％，希望のある者から
実施済みまで含めると，51.8％であった。
　Q3-3「職場内（訪問先等含む）の保護者相談などに
おいて，ペアプロのワークの一部を活用」については，
「1.特に考えていない」が18.5％，「2.予定・計画はな
いが希望はある」が67.9％，「3.予定・計画している」
が4.9％，「4.実施したことがある」が8.6％，希望のあ
る者から実施済みまで含めると81.4％であった。
　Q3-4「職場内（訪問先等含む）においてペアプロの
ワークは実施しないが，ペアプロの考え方やアプロー
チを保護者相談で活用」については，「1.特に考えて

いない」が11.1％，「2.予定・計画はないが希望はある」
が59.3％，「3.予定・計画している」が14.8％，「4.実施
したことがある」が14.8％と，希望のある者から実施
済みまで含めると，88.9％であった。
　Q3-5「ペアプロの報告会（計１～２時間程度）を職
場で実施」については，「1.特に考えていない」が
33.3％，「2.予定・計画はないが希望はある」が45.7％，
「3.予定・計画している」が12.3％，「4.実施したこと
がある」が8.6％，希望のある者から実施済みまで含
めると66.6％であった。
　Q3-6「職場内（訪問先等含む）においてペアプロの
ワークは実施しないが，ペアプロ的な考え方やアプ
ローチを職員間の情報共有や職員指導などで活用」に
ついては，「1.特に考えていない」が13.6％，「2.予定・
計画はないが希望はある」が56.8％，「3.予定・計画し
ている」が9.9％，「4.実施したことがある」が19.8％，
希望のある者から実施済みまで含めると86.5％であっ
た。
　Q3-7「今回の研修を終えて，今後，ご自身が中心と
なってペアプロを実施することが可能と思いますか」
については，「1.全くできそうもない」が22.2％，「2.
研修を終えた他の支援者と複数人でなら実施できそう
である」が34.6％，「3.経験者からアドバイスをもらい
ながらなら一人で実施できそうである」は3.7％，「4.研
修を終えた他の支援者と複数人で，経験者からアドバ
イスをもらいながら実施できそうである」が39.5％，
「5.自分一人で実施できそうである」が０％であった。
「3.」と「5.」の一人での実施に関しては低い割合を示
した。

Ⅳ．考　察
　１）支援者の保護者支援の意識に関して
①　支援者全体の傾向
　「Q1 日常業務における保護者支援の意識に関する
15項目」の前後比較の結果からは，全ての項目及び合
計点で得点が有意に高くなっていた。藤原ら（2012）
は大学院生がペアレント・トレーニングにスタッフと
して参加することが支援者養成の一助となる可能性を
指摘しており，本結果からも支援者は，保護者がペア
プロで学ぶ場に同席し，一緒に課題を考えるという参
加型の研修を通して，支援者の保護者支援への理解が
深まっていると考えられた。
　また，「行動の単位理解」，「ポジティブ側面理解」，「困
難行動の理解」のカテゴリーにおいては，構成する全
項目で効果量（ r）が0.5を超えており，ペアプロが目
標で掲げている「①行動で考える」，「②適応行動に注
目し，ほめて対応する」という点に関して特に効果が
大きかった。
　一方で，「相談に来る保護者のメンタルヘルスにつ
いて，支援者が注意すべき点が分かる」と「発達の段

表９　Q3-7中心となってペアプロを実施（n=81）

選択項目 ％

１ 全くできそうもない 22.2

２ 研修を終えた他の支援者と複数人でなら
実施できそうである 34.6

３ 経験者からアドバイスをもらいながらな
ら一人で実施できそうである 3.7

４
研修を終えた他の支援者と複数人で，経
験者からアドバイスをもらいながらなら
実施できそうである

39.5

５ 自分一人で実施できそうである 0



70 2020 － 8福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター紀要第２号

階や個人差について，説明できる」については，事後
で得点は増加しているが，他の項目に比べると効果が
やや低くなっていた。上記は浜田ら（2018）の調査で
も同様の結果を示しており，ペアプロの各セッション
のテーマとして扱っていない内容であるためと考えら
れる。
　ペアプロを通した支援者研修は，子どもを行動で理
解する視点や，ほめるポイントを理解して保護者を支
援できるようになる効果が高い研修であり，保護者の
メンタルヘルス問題への対応や子どもの発達や個人差
についての知識獲得に関しては十分とは言えない。野
邑ら（2010）によれば，自閉スペクトラム症の子ども
を持つ母親は重度の抑うつ状態を呈しやすい傾向があ
るため，保護者のメンタルヘルスについての理解も大
切なポイントである。この点に関しては，ペアプロだ
けでなく別の研修機会も組み合わせるなどの工夫が必
要となるだろう。
②　経験年数による違い
　経験年数が３年以下の初任者群と４年以上の中堅以
降群に分けて検討した結果，事前に関して２群の得点
には有意な差がなく，事後に関しても２群の得点に有
意な差が見られなかった。
　また，初任者群で前後比較をしたところ有意に得点
が高くなり，中堅以降群で前後比較をしても同様に有
意に得点が高くなった。
　対象者の属性を見ると，経験年数が３年以下の支援
者が半数以上を占め，支援にかかわり始めた方の研修
としてのニーズが高いことがうかがえる。しかし，事
前の得点差に有意な差がないことから，行動でみるこ
とやポジティブ側面の理解などは経験年数には関係し
ておらず，初任者はもちろん中堅以降の支援者に関し
ても事後の得点が有意に増加していることから，経験
年数を問わずに支援者研修として有効であり，保護者
支援に関しての理解が深まる効果が示唆された。

　２）実施・活用に関して
①　ペアプロの実施について
　ペアプロで獲得した内容がどのように活用されるか
について，個別（Q3-1）やグループ（Q3-2）などいず
れの形式でも保護者向けにペアプロを実施することは
40％以上が考えていなかった。参加者の多くはやって
みたいという希望はあっても具体的な計画はなく，予
定・計画のある者は4.9％～ 6.2％であり，実際に実施
したものも1.2％と非常に少数であった。
　Q3-7の結果からも分かる通り，ペアプロの実際の様
子を見た支援者が実施してみたい思いがあったとして
も，所属先に戻って自分が中心となり一人で実施する
ことは非常に難しいと感じている。支援者がペアプロ
を実践できるようになるためには，研修を終えた他の
支援者と複数で取り組めることや，そこに助言者がい

ることが安心感を増し，取り組みを促進する要因と考
えられる。
　参加した支援者がペアプロを実施できるようになる
までを目標とする場合には，可能な限り同じ職場から
複数名で参加できることが有効だろう。また，ペアプ
ロ研修の終了後に，実施に関してアドバイスが欲しい
場合の連携先の把握や講師や他機関とのつながりを構
築すること，アスペ・エルデの会が実施しているアド
バンスドワークショップに参加するなど，さらなる研
修を積んでいくことが有効と考えられる。支援者がペ
アプロを実施できるようになるためのネットワークの
構築や助言ができる人員の確保，さらなる研修の機会
の設定をどのように行っていくかは課題である。
②　保護者支援での活用について
　保護者相談の中でワークの一部の実施（Q3-3）また
は考え方やアプローチを活用（Q3-4）することについ
ては，「予定・計画はないが希望はある」から「実施
したことがある」までを含めると80％以上であった。
ペアプロとしての実施は難しくとも，日常の保護者と
の関わりの中で活かせるポイントがあったと多くの支
援者が感じていたと考えられる。
　本田（2017）は自閉スペクトラム症の幼児期・思春
期の支援において最重要課題は，二次障害の予防もし
くは早期介入であるとしている。ペアプロの考え方や
アプローチの活用により，子どもにかかわる支援者が
定型発達にこだわることなく，子どもの肯定的な面を
見つけ，それを保護者と共有できることは，二次障害
への予防のために有効な支援となる。支援者それぞれ
の日常業務の中でペアプロが活用される可能性が示さ
れたことは，研修を通して保護者や子どもに対しても
間接的な支援となっていると言える。
③　職員間での活用について
　職員間での活用という点に注目すると，職場での報
告会（Q3-5）の具体的な計画や実施済みは20％程度で，
計画はなくとも報告会を希望する者まで含めても
66.6％であり，所属先で機会を設けて共有されること
は多くはないことが分かった。しかし，考え方やアプ
ローチについて情報共有や職員指導で活用（Q3-6）す
るかという点では，希望する者から実施済みまで含め
て86.5％であり，高い割合を示した。保護者との関わ
りでの活用と同様に，職員間においてもペアプロで学
んだポイントは活用できると感じられていた。
　職員向け研修としての満足度（Q2）で「とてもよかっ
た」「まぁよかった」の合計が93.9％と非常に高い評
価を得られたのも，保護者支援や職員間等でペアプロ
の研修内容が活かせるものと捉えられたからではない
かと考えられる。

Ⅴ．まとめ
　ペアプロでの研修は支援者にとって満足度の高いも
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のであることが示された。経験年数を問わずに，行動
での理解やポジティブ側面の理解などが深まってい
た。保護者の相談や職員間での指導などにおいて，ワー
クの一部や考え方などが活用しやすいものと感じら
れ，支援者の日常業務を支える基盤づくりとなってお
り，支援者支援のための有効な方法であると考えられ
た。
　課題としては，保護者自身のメンタルヘルス問題へ
の対応や子どもの発達段階の理解という点については
効果が他に比べて少し低いこと，支援者が一人でペア
プロを実施できるという感触を持つことが難しいこと
が挙げられた。

＜付記＞
　本論文は第10回東北精神保健福祉学会において発表した
「東日本大震災後の福島の支援者支援についての一考察～
ペアレント・プログラムを通して～」を基に加筆したもの
である。
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