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第3章 共通アセスメント枠組み 
 
 
第 1 章で見たとおり、英国の青少年施策の中核は、子どもトラストを通じた統合的なサ
ービスの提供であり、それを実現させるために「関係機関の協調によるガバナンス」「統合

的な戦略」「統合的なプロセス」をめざしている（「1.1.4（3）子どもトラストを通じた統合
的な取組」参照）。その中で、プロセスの統合化の手段として、青少年に関する情報の一元

的な収集・管理・使用が含まれていることは既述のとおりである。共通アセスメント枠組

み（Common Assessment Framework：以下「CAF」と表す）は、こうした考え方に基づ
き、英国におけるすべての地域において、すべての子ども向けサービス機関によって使用

される、子どもや若者のニーズを調査するアセスメントのための統一的な枠組みである。 
本章では、まず CAFの概要を説明した後で、CAFを使用する担当者に対する研修方法に
ついて述べ、CAF使用の実例と、現状における課題等について記載する。 
 
3.1 共通アセスメント枠組みとは 

CAFの目的は、「実務者1」（青少年支援活動の実施者）が早期に子どものニーズのアセス

メントを実施し、他の関係者や関係機関、家族などと協力して、子どもの追加的ニーズを

満たすのを支援すること」にある2。本節では開発の経緯、CAFの概要、ならびにその活用
の仕方について整理する。 
 
3.1.1 開発の経緯 

（1） 背景 

CAFの使い方について述べた実務者向けのマニュアルには、CAFが導入された理由につ
いて以下のように書かれている。 

私たちは皆、子どもたちの生活を良くしようと思っています。ほとんどの子ど

もたちは幸せに暮らしていますが、重要な問題を抱えている子どもたちもいま

す。しかし現在は、深刻化しない限りこうした問題が取り組まれることはあり

ません。時には、親たちも自分の子どもに問題があることを知りながら、子ど

もの救い方が判らずに悪戦苦闘しています。私たちはこうした子どもたちを早

くに見きわめ、事態が危険な状態になる前に助けたいと思っています。そのた

めの一番重要な方法は、子どもたちとその家族のために働いている誰もが、彼

                                                   
1 原語は“practitioner”。直訳すれば「実施する者」という意味になるが、技術を要する業務や活動を行う
者を指す語で、本稿では文脈に応じて「実務者」「担当者」と訳す。尚、”practitioner”に比べてさらに専
門性の高い技術を持った者を”professional”（専門家）と呼んでいる。 
2 The Children’s Workforce Development Council. (2007). Common Assessment Framework for 
children and young people: practitioners’ guide. Leeds, UK. p.4 
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らの幸福のために警戒を怠らず、事態が悪化しそうになったら手を差し伸べる

準備ができていることです。 

CAF は、そうしたあなたのための一つの方法であり、満たされないニーズを見
分けるための一つの手段です。それは、各サービス機関が個々に最大の関心を

払っているニーズだけでなく、あらゆるニーズを扱います。あなたが自ら共通

アセスメントを行なう訓練を受けていなくても、CAF について知っていれば、
あなたは CAFが必要となる場合を認知し、他の人がアセスメントを行なう手配
をすることができます。また、使いやすい CAF事前評価チェックリストという
ものがあります。実務者はいつでもこれを使用して、共通アセスメントを実施

すべきかどうかを判断することができます3。 

CAFは「どの子どもも大切」、「若者は大切」が示している 5つの成果指標「健康である
こと」、「安全であること」、「楽しみかつ目標を達成すること」、「前向きな活動に寄与する

こと」、「経済的に幸せになること」の達成を目指すものである。CAFは以下の 2つのプロ
セスを支援することにより、子どもの生活に関する問題への対策の重点を、事後から事前

へと移すことをねらっている。 
 
① 主任専門家を中心とした作業モデルの導入 
追加的ニーズを持ち、複数の実務者の支援を受ける必要のある子どもたちに対し、主任専

門家が一元的な連絡窓口となり、アセスメントの結果として計画された複数の対応策を調

整することにより、重複がなく効率的な支援を実施することができる。 
 
② 情報共有のための枠組みの構築 
子どもたちのニーズを満たすために、合法的かつ専門的な情報共有により、実務者間の効

果的な協力を支援することができる。 
 
（2） 経緯 

CAFの開発に取り組むことは、2003年 9月に発行された緑書『どの子どもも大切』に示
されている。また、「2004 年児童法」第 10 条・第 11 条に定められた、子どもの福祉を増
進し安全を守ることを目的に各機関が相互に協力するための手段として、CAF が開発され
たことが「法定ガイダンス」によって説明されている4。CAFは教育技能省（現在の子ども
省）によって開発され、2005年から 2006年にかけて 12の地方自治体で公式な試験運用が
なされた。試験運用の結果はイースト・アングリア大学によって評価が行われたが、試験

                                                   
3 前掲書、p.5 

4 Department for Education and Skills. (2007). Statutory guidance on making arrangements to 
safeguard and promote the welfare of children under section 11 of the Children Act 2004. London.  



 86 

運用期間中にも、全国で 3分の 2を超える地方当局から CAFを導入したいとの表明があっ
た。アセスメントに用いられる共通の書式は、試験運用で得られた教訓などを受けて改訂

され、現在用いられている書式は、2008年 2月に発行されたものである。2005年 10月に
は、CAFの運用については、教育技能省から青少年人材開発評議会（CWDC）に移管され、
CWDC がマニュアルの作成や担当者のトレーニングの実施などを行っている。現在、150
の地方当局のうち 10％程がまだ CAFを導入しておらず、政府は全国での完全導入の目標を、
2008年から 2010年に引き延ばした5。 
 
3.1.2 概要 

（1） CAFの構成 

CAFは以下のものによって構成されている。 
 共通プロセス 
実務者が共通アセスメントを実施し、その結果に基づいて行動をできるようにする。 

 標準書式（資料 1.参照） 
実務者が自ら実施したアセスメントと支援の提案を記録し、適切な場合それらを他の実

務者と共有する。 
 事前評価チェックリスト（資料 2.参照） 
共通アセスメントの実施が有益かどうか、実務者の判断を支援する。 

 
（2） 対象者 

CAFの対象となるのは、「追加的ニーズ」、「複合的ニーズ」を抱えた子どもである。対象
年齢は出生前～18歳以下の子ども（ただし例外もある）。「追加的ニーズ」、「複合的ニーズ」
を抱えた子どもとは以下のような子どもである。 
 
「追加的ニーズ」を抱えた子どもの状況の例 

 破壊的行動や反社会的行動 
 公然たる親との対立または親の支援不足やけじめのなさ 
 犯罪への関与または犯罪行為の危険 
 不登校または学校からの排除 
 いじめの経験 
 特別な教育的ニーズ 
 心身障害 
 16歳以降における教育、訓練、雇用からの疎外 
 栄養不良 
 不健康 

                                                   
5 英国現地調査における CWDCでのインタビュー（2009年 1月 27日）による。 
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 薬物乱用 
 不安や鬱（うつ） 
 住宅問題 
 妊娠と親になること 

 
「複合的ニーズ」を抱えた子どもの状況の例 

 子ども保護計画6の対象となる子どもたち 
 保護観察を受ける子どもたち 
 公的保護から離れる者たち 
 子ども保護計画が適用される子どもたち 
 深刻かつ複雑な、特別な教育的ニーズを持つ子どもたち 
 複合的な心身障害や健康ニーズを持つ子どもたち 
 重篤な精神的健康問題を持つと診断された子どもたち 
 青少年司法サービス（地域社会及び刑務所内）を必要とする青少年犯罪者たち 

 
次のような青少年も CAFの対象者として含まれる。 

 出生前の子ども 
 18 歳を超えた者で、成人向け各種サービスへの円滑移行を支援することが適切と判断
された場合 

 現行のサービス提供では満たされていないニーズを持つ者 
 アセスメントによって、実務者が子どものニーズを把握し、他のサービス機関を支援に

介入させ、さらなるサービスに取り組むべきかどうかを判定するのに役立つと考えられ

る者 
 特に弱い立場にある者（長期不登校生、学校から排除された生徒、売春をしている者、

家出少年少女など） 
 
一方、CAFが適用されないのは以下のような場合である。 

 一般的なサービスにより「どの子どもも大切」に示された成果指標が達成できる大多数

の子どもたち 
 法定アセスメントまたは専門的アセスメントが、即刻必要あるいは必要な支援を決定す

る上で最適であると判断される場合7 
 追加ニーズを持つ可能性があるというだけで、誰にでも CAF を適用するのではなく、
政策的な優先順位を決め、資源の集中を図ることが必要 

                                                   
6 関係者間の合意に基づき、子どもを危険から守るために、特定の子どもを公的機関により保護する計画。 
7 すなわち、CAFを実施する余裕のない深刻なケースである。 
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（3） 実施者 

子どもとその家族に各種サービスを提供する、公的機関、地域社会、ボランティア組織

などの各種団体は、CAF の知識を持つことが重要となる。そうした関連サービス機関の例
としては以下のようなものがある。 
 保健サービス機関 
 学校（私立校も含む） 
 継続教育カレッジ 
 子ども支援サービス機関やコネクションズ 
 児童ケア・サービス機関 
 低年齢向けサービス機関 
 社会福祉機関 
 警察 
 青少年司法機関 

 
（4） 実施すべき時期 

CAFは追加のサービスを提供しない限り、「どの子どもも大切」に示された 5つの成果指
標の達成が危ぶまれる時に実施される。すなわち以下のような状況にある場合である。（図

Ⅱ-3-1参照） 
 子どもたちの健康、福祉、行動、学習進度、その他の福利面について懸念がある場合 
 ニーズが不明確であるか、担当者の対処可能なものより広範囲に及ぶ場合 
 CAF がニーズの特定、あるいは他のサービス機関による支援を得るために役立つと考
えられる場合 

 
一方で、CAF は全ての子どもに対して実施される必要はないので、以下のような状況に
ある子どもには CAFは実施されない。 
 子どもが順調に成長している場合 
 既に特定のニーズがはっきりしている場合 
 既に他のニーズアセスメントを実施しており、担当者の所属する機関がそれらのニーズ

に対処できる場合 
 子どもが何かしらの被害を受けている場合や、受ける可能性がある場合 
 子どもや親の同意が得られない場合 
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図Ⅱ-3-1：子ども・家族支援のプロセスと手法8 

 
3.1.3 活用の方法 

CAFの実施プロセスは、図Ⅱ-3-2が示すように「準備（preparation）」「協議（discussion）」
「提供（delivery）」の 3つのステップに分けられる。各ステップは、それぞれ情報収集前、
情報収集中、情報収集後に対応し、それぞれにおいて、実務者が何を検討すべきかについ

て、以下のように説明されている。CAFのプロセスは、地方での CAF運用が弾力的になさ
れるよう構成されており、以下のとおりにしなければならないという性質のものではない。 
 
（1） CAFの進め方9 

1） ステップ 1： 準備 

CAF の実施に先立ち、子どもやその親に尋ねるなどにより、誰がその子どものために働
いているか、CAFがすでに実施されているかを調べる。もしくは、CAFを記録している地
元のシステムがあるか確認する。その他の手段として、導入されている場合はコンタクト・

ポイント10（Contact Point）で確認が行える。CAFがすでに実施されている、あるいは他
の実務者が子どもを支援している、あるいはその両方が当てはまるのであれば、全てを最

初から始めるのではなく、連携し、有効なデータを利用する。 
CAFの実施の必要性に確信が持てない場合は、CAF事前評価チェックリストを使用する。
これにより「どの子どもも大切」の 5 つの成果指標をチェックし、子どもが健康か、安全

                                                   
8 CWDC. (2007). Common Assessment Framework for children and young people: Practitioners’ guide. 
Leeds. p.8より作成。 
9 ここに記された「CAFの進め方」は、前掲の Practitioners’ Guideの第 4章 “How to do a common 
assessment”（pp.14-21）からの翻訳（一部省略）である。 
10 コンタクト・ポイントはある担当者が、他のどんな担当者が子どもに関わっているかを特定するのを支
援するものである。 
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であるか、学習・発達しているか、他の子どもに良い影響を与えているか、貧困の影響を

受けていないかどうかの検討を行う。これらのチェック項目に対する回答が「NO」であり、
かつ追加サービスが必要であれば、CAFの次の段階へと進む必要がある。 

CAFを行うか否かは、子どもかその親、またはその両方と一緒に決定する。16歳以上の
若者、あるいは 16歳未満の子どもでも理解力と決定力が備わっていれば、CAF実施に対し
て同意（または拒否）することができる。16 歳未満の子どもたちに対しては、適宜その親
の参加を求める。 
次に話合いの準備を進める。子どもに何らかの障害があれば、手話などの特殊コミュニ

ケーション手段や情報伝達手段が必要かを検討する。 
 

 

図Ⅱ-3-2：CAFの 3つのステップ11 

 
2） ステップ 2： 子ども、親との話合い 

この段階では、子どもと協力し、必要な場合にはその家族とも協力して子どもに関する

アセスメントを実施する。まず、実務者がどんな情報を記録し、その情報をどう取扱うか

について、子どもが理解しているかを確認する。子どもの文化的・宗教的背景、家族内で

の立場等も含め、家族関係と地域社会の状況を勘案して、検討をすすめる。技術用語や専

                                                   
11 CWDC前掲書、p.14を基に作成。 
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門用語の説明を行なう場合は、各人の年齢と文化に適する平易な用語を使うようにする。

また、状況に適した方法を採用する。出生前のアセスメントを別にすれば、子ども本人に

会わずに CAFを実施することは不可能である。 
CAF を支援する情報通信（IT）システムを使用する機会があれば、そこに記録する。情
報通信システムを使用する機会がなければ、地方当局のプロセスに従う。eCAF12が利用で

きれば利用する。 
話合いについて留意すべき重要な点は、以下の通りである。 

 話合いは共同作業であり、家族と協力し解決策を模索する。 
 子どもの長所とニーズを考慮し、それらを記録する。 
 子ども、親、あるいは他の実務者から集めた情報を活用し、同じ話を繰り返す必要がな

いよう、配慮する。 
 子ども、親、またはその両方が参加したくない場合には、強制することはできない。

CAFは任意である。 
 子どもの福祉や安全性、実務者自身の安全性が懸念される場合は、状況に応じて行動す

る。必要に応じて助言を求める。 
 話合いが終われば、子ども、親の長所とニーズ、支援の方法に関しての理解が促進され

ているはずである。 
 
話合いには以下の 8段階がある。 
第 1段階：目的の説明 

 なぜ情報を記録するのか、それをどう取扱うのかを説明する。 
 他には誰が、子どもや親の情報を見るのかを理解してもらう。 
 CAF は子ども、家族がサービスを受ける機会が得られるための方策であることを、理
解してもらう。 

 提案を十分に理解し、同意しているかを確認する。 
 16歳未満の子どもたちに対しては、適宜、親に参加してもらうようにする。 
 心身障害や学習障害を抱えた子どもには理解力がないと考えない。 

 
第 2段階：細目の特定（CAF書式 p.1）13 

 子どもに関する基本的細目を記載した第 1ページを記入する。 
 
第 3段階：アセスメント情報（CAF書式 p.2） 

 「アセスメント参加者」項目に列記された人と子どもの関係を記入すると有益である。 
 アセスメントを実施する前に実施者が他のサービス機関に相談していれば、その情報を

                                                   
12 eCAFは CAF書式を電子化したものであり、記録の保存・共有を目的としている。 
13 CAF書式は添付資料 1.を参照のこと（以下同様）。 
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自由テキスト枠「該当の子どもをアセスメントの対象とする理由は？」に記入すること

ができる。ただし、記録した情報の出所をかならず記載しなければならない。 
 
第 4段階：保護者の詳細事項（CAF書式 p.2） 

 保護者の詳細事項を記入し、彼らが子どもに対して親責任14を持っているかを、チェッ

ク枠を使って示す 
 
第 5段階：家族と家庭の現状（CAF書式 p.2） 

 自由テキスト項目であり、子どもと家族と家庭の現状（例：誰と同居しているか、誰と

同居していないか―親、兄弟姉妹、その他近しい大人）を記録するのに使用する。 
 適宜、住所と連絡先も記入できる。 

 
第 6段階：当該幼児、子ども、若者を支援している各種サービス機関（CAF書式 p.3） 

 アセスメント実施者の詳細事項を記入し、必要な場合、あるいは既に明らかな場合には、

主任専門家の詳細事項も記入する。 
 子どもを支援している一般サービス機関の詳細事項を記入する。 
 子どもを支援しているアセスメントに関係ある、他のサービス機関の詳細事項を記入す

る。 
 
第 7段階： CAF評価の概要（CAF書式 p.4-6） 

主要アセスメント領域を調べる。大別して次の 3分野をそれぞれ検討する。 
 子どもの発達：健康と学習進度も含め、子どもがどの程度よく発達しているか。 
 親と養護者：親はどの程度まで子どもの発達を支援し、またどの程度まで適正にニーズ

に対処できているか。 
 家族と環境：子どもの発達と親の能力に影響を与えている、広範な家族要因と環境要因。 

 
分野ごとに以下の事項を検討する。 
 目の前にある関心事の周囲を見渡し、問題の背景を把握してより包括的な見解を示す。 
 関係のある項目だけを記入する。全てを記入する必要はない。 
 専門分野外の問題を診断する必要はないが、自身の専門サービスだけに重点を置かず、

全体的なことを考える。 
 ニーズだけでなく、家族の長所にも重点を置く。 

                                                   
14 「親責任（parental responsibility）」の定義の一例として、CAF Practitioners’ Guideは、脚注（p.18）で、
カナダ・オンタリオ州の「2000年親責任法」を参照しており、同法は 18歳未満の子どもが他人や他人の
所有物に与えた被害等に対する賠償責任に関する規定である。しかしながら、英国の「1989年児童法」は、
親責任を「法によりこの親が子及び子の財産に関して有するすべての権利、義務、権能、責務及び権威を

意味する」と規定している。 
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 話合いは、威圧的でなく、協力的なものでなければならない。 
 説明文にある一部の専門用語に、注意を逸らされることがないように気をつける。 
 こうした用語は既存のアセスメント枠組みで使用されているものである。 
 用語を統一することにより、CAFは他の評価システムとの整合性を持つことができる。
また、他機関でも評価を最初から始めるのではなく、実施されたアセスメントを基盤に

進めることができる。 
 可能な場合は常に、意見だけではなく、実証に基づいた話合い・コメントに基づいて既

述する。 
 実証とは、見たもの、子どもが言ったこと、その家族が言ったことである。 
 意見は適宜記録し、印を付ける。（たとえば、「マイケルが、パパはアルコール中毒だと

思うと言った」など） 
 CAF 書式に情報を記録する場合は、その情報がどう使われるのか、誰がそれを見るの
かという点を念頭に置く。 

 アセスメントに関連のあることを記録する。しかし、秘密にすべき情報は、直接的関連

があり、かつ子どもや親が明確に同意しない限りは記録すべきではない。 
 
第 8段階：結論、解決策、措置（CAF書式 p.7-8） 

 子どもや親と共に、全体の結論と、その裏付となる根拠を記録する。 
 発言について、子どもや親が同意するか確認し、意見の大きな相違点を記録する。 
 解決策と措置を特定する。 
 子どもと家族が自身のためにできることに重点を置く。 
 子どもと家族がさらなる支援を必要としている場合は、どこでそれを受けられるかを考

える。その支援が CAF実施者の役割に該当する場合、支援を実施できるか検討する。 
 必要な支援が自分の所属機関で実施できるか検討する。 
 子ども、家族が他機関の支援から利益を得られると考えられる場合は、地方サービス機

関の一覧を使って、どんな支援が行なわれているかを調べ、支援提供の仲介を試みる。 
 他のサービス機関の代理で、いかなる支援の確約もしない。 
 誰が何をし、いつ進捗状況を確認するかについて同意する。 
 子ども、親の同意を記録し、アセスメント情報を他の機関と共有する。 
 提案されたことを子ども、親が理解しているか確認する。 
 専門的判断に基づき、記録すべきものと、それを参照する相手を明らかにする。 
 アセスメント表の写しを子ども、家族に渡し、他のサービス機関から要請があった時、

話を繰り返す必要がないようにそれを見せることができることを説明する。 
 

3） ステップ 3：提供 

アセスメントの話合いの結果として、多くの場合に想定されるのは、次のようなパター
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ンである。 
 アセスメント前の懸念が解消された場合は、追加措置等の対策は不要である。 
 取るべき対策について所属機関、子ども、家族と同意した場合は、各種サービスの提供

により、対策の実施、再確認日の設定、進捗状況の監視に取り組む。 
 自身で採るべき措置、あるいは他機関による措置を特定した場合は、アセスメント結果

を関係機関と共有し、主任専門家の配置（必要な場合）について子ども、親および各種

機関と話し合い、合意する。他の機関と共に、措置を実施する多機関間の計画に同意し、

計画を CAF書式に記録することができる。実務者は、他機関に照会したり、他機関の
活動を仲介したりして、決められた措置を実行する。また実務者（または主任専門家）

は全体の進捗状況を監視する 
 
アセスメント実施者、所属機関にできることがない場合は、より専門的な機関や実務者

の支援を取り付ける必要がある。その場合は、多機関による業務と照会に関する地方の取

決め事項に従い、アセスメント結果をこれら機関と共有する（今後、ますます多くの機関

が、CAF書式に裏付けられたサービスを要求されるものと思われる）。協力を仰ぐ実務者に
連絡し、アセスメント結果について議論を行い、知識を蓄え、次に何をすべきかについて

共有された見解を確立する。統合されたサービスにおいてはコミュニケーションの改善は

不可欠である。単に照会業務として CAFを実施し、終わらせるべきではない。 
各種サービスに充当すべき財源には限りがあり、アセスメントのみでは各種サービスの

提供は保証できない。しかし、決定事項が実証により裏付けられ、より多くの照会業務が

適切な照会先に向けられることにより、サービスが提供される可能性はかなり高まる。所

属機関や他機関が特定ニーズに応えていないとの懸念があれば、上司に相談するか、関係

している地方パートナーシップの枠組みを通して、懸念について検討を重ねなければなら

ない。 
以下に示すフロー図（図Ⅱ-3-3）は、満たされないニーズを持っていると思われる子ども
や若者と接触しているときに、実務者が実施すると予想される、典型的なレベルの高い活

動の代表例である15。このフロー図の各部にはそれぞれ異なる実務者が関わる可能性がある。

この図に示す一連の活動は、単なる一例にすぎない（実際のプロセスとは異なることもあ

る）。 
 

                                                   
15 CWDC前掲書、p.33を翻訳した。 
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（2） CAF とその他各種アセスメントの関係16 

CAFは追加サービスを求める子どものニーズを評価する最初の一般的（generic）なアセ
スメントである。一般的アセスメントである CAFは、次のように使用できる。 
 様々な職業グループの実務者によって。 
 広範な子ども向けサービスとして。 
 子どもたちの多種多様な（教育、健康、社会的ケア、行動、情操に関わる）ニーズを満

たすため。 
 「どの子どもも大切」の 5つすべての成果指標の向上を支援するために、一連の子ども
向けサービスの中から、どのような支援を提供するかを決定する場合。 

 
CAF は、その他のしかるべき機関も参加させて、各種ニーズを満たすために、早期アセ
スメントと早期介入を支援する。一般的アセスメントである CAFは、専門的（specialist）
アセスメントとは区別される。専門的アセスメントは、 
 より特殊な目的を有している（たとえば、1989年児童法の第 17条に基づくアセスメン
トの主目的は、保護ニーズがある子どもかどうか、子どもか家族のいずれかがサービス

を必要としているかを判定することにあり、Asset17や ONSET18の主目的は、犯罪行為

のリスクを評価することにある）。 
 特定のサービス機関や特定のセクターの職員が実施する。 
 通常は特定の職業団体や専門家団体のスタッフしか実施できない。 

 
専門的アセスメントは大別して 2種類あり、それぞれ CAFとの相互関係が異なる。 

 全員対象検査またはアセスメント（universal checks or assessment） 
例えば、子ども健康増進プログラム（Child Health Promotion Programme）の一環と
して保健専門家が実施する発達検査、もしくは基礎ステージ・プロファイルのように、

学校で実施される国定カリキュラムに照らし合わせた学習進度検査 
 既知の問題を抱えた子どもたちのアセスメントまたは特定の問題や緊急問題がある場

合の子どもたちのアセスメント（assessments of children with known issues or where 
there are specific or acute concerns） 
例えば、1989 年児童法第 17 条、特別な教育的ニーズ慣習法（Code of Practice for 
Special Educational Needs）、Asset、ONSETに基づくアセスメント、麻薬スクリー
ニング、障害児のアセスメント 

                                                   
16 ここに記された「CAFとその他各種アセスメントの関係」は、CWDC. (2007). Common assessment 
framework for children and young people: Managers’ guideの“CAF and other assessments”（pp.15-16）
の翻訳である（原文にある段落番号等は削除した）。 
17 Assetは犯罪に関わる若者に対するアセスメントで青少年犯罪防止チームによって使用される。 
18 ONSETはオックスフォード大学によって開発され、若者の問題の事前予防、早期発見のために使用さ
れるアセスメントである。 



 97 

一般的に、CAF は、上に述べた全員対象アセスメントに適した手段ではない。全員対象
アセスメントとは、特定の発達指標に対する進捗度等を測定するものである。しかし、全

員対象アセスメントは、子どもが正しい道を踏み外していないかどうか、満たされない追

加ニーズを抱えているかどうかを（おそらく CAF事前評価チェックリストを併用すること
により）検討する機会となる。専門的アセスメントや専門的観察から発達の遅れ等が明ら

かになった場合に CAFを実施すれば、子どもの各種ニーズを把握かつ明確化する一助とな
る上、他のしかるべきサービス機関と協力して、より広範な支援を与えることもできる。 
早期介入手段としての CAFは、専門的アセスメントよりも早い段階での採用に適してい
る。理想は専門的アセスメントが必要になる前にほとんどの問題が解消されることである。 

1989年児童法第 17条や特別な教育的ニーズ（SEN）慣習法（Code of Practice for Special 
Educational Needs）、または Asset等に基づく専門的アセスメントが必要とされる問題が
生じた場合は、多くにおいて共通アセスメントがすでに完了している。こうしたアセスメ

ントは、専門機関を介入させる一環として、おそらく共通アセスメント実施機関とは別の

組織やサービス機関により実施されるケースが多いであろう。こうしたケースの場合、実

務者は、共通アセスメントの情報が専門的アセスメントに役立てられるように協力するこ

とが求められている。 
共通アセスメントがより専門的なアセスメントの要求にどこまで応えることができるの

かは、ケースごとに検討する必要がある。そうすれば、専門的アセスメントの範囲と焦点

とを定めることができる。こうした検討では、各機関の法定責務について明らかにし、ア

セスメントと、その後の決定事項に対する説明責任を有するラインを常に明確にするよう

保障することが重要である。たとえば、保護ニーズがある子どもかどうかを判定するのは、

地方当局の社会的サービス機関の責務であり、この機関は「子どもたちとその家族のアセ

スメント枠組み」（Framework for the Assessment of Children in Need and Their 
Families）（保健省、2000年）に定められた指示に従って判定を行わなければならない。地
方当局は、他の各種機関との協力の上、その責務を履行しなければならない。それにより、

実務者が専門的アセスメント段階でもっと統合的支援を与えることができるようになり、

（実務者と家族の双方にとって）時間の節約となる。 
CAF の他に、広く採用されているその他の一般的アセスメントは、若者たちに支援を与
えるためにコネクションズ・サービスが採用している APIR（Assessment, Planning, 
Implementation and Review アセスメント、計画、実施、審査）枠組みだけである。APIR
枠組みのアセスメント面は、目下 CAFに移行されつつある。 
 
 
3.2 アセスメント担当者の研修方法 

CAF は子供、青少年関連機関による統合的なサービス提供の一貫として行われている。
統合的サービス提供のための内容は以下のものである。 
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 統合的業務 
 情報共有 
 共通アセスメント枠組み 
 主任専門家 
 情報共有インデックス（コンタクト・ポイント等） 

 
これらの内容を実践するために、それぞれの項目に関するトレーニングが実施されてお

り、CAFのトレーニングも図Ⅱ-3-4のようにこの過程の一環として行われる。 
 

 
図Ⅱ-3-4：統合的業務の人材トレーニング・プログラム19 

 
（1） CAFトレーニング対象者 

トレーニングの対象者について、CAF 管理者用手引き20には、各サービス機関の管理者

が各地域で、以下のことを特定するよう求めている。 
 共通アセスメントを実施するために訓練を受ける実務者。 
 CAF の知識が若干必要となる実務者と、そうした実務者が共通アセスメントの手配を
するためや助言を得るためにその所属団体内において接触すべき者。 

 
またトレーニングを受ける実務者の数値目標と、いつまでに、どの施設でトレーニング

を受けるのかを、「地方改革計画」に盛り込むことを求めている。 
                                                   
19 Department for Children, Schools and Families. (2006). Introduction to the CAF: Delivery notes. p.7
を参考に作成。 
20 The Children’s Workforce Development Council. (2007). Common Assessment Framework for 
children and young people: managers’ guide. p.26 
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（2） トレーニングの内容 

政府は CAFの普及を促進するためにトレーニングのモデルを示している。ただし、関係
者は正確にこのモデルに従う必要はなく、地方の状況を考慮に入れた上で、モデルを応用

することが期待されている。 
 

1） 受講コース 

① 「CAF入門」 
内容 

統合的業務の一貫としての CAF 
 重要な目的と原則 
 いつ CAFを実施するのか 
 CAFの内容 
 CAF実施プロセスの主要 3ステップ 

 
② 「CAF応用」（受講には「CAF入門」コースの受講が必要） 
内容 

 CAFの期待される効果 
 地域で CAFを機能させるには 
 ニーズの深刻さを示す連続した線上に位置づけられる CAF 
 CAFがいつ役に立つのか 
 CAFの 3つのステップ－準備、協議、サービス提供 
 CAFと主任専門家 
 CAFとその他のアセスメント 
 共通アセスメントの実施 
 CAFのための情報共有 
 地方での多機関による業務の改善 
 共通アセスメントのための共通言語 

 
2） トレーニングの期間 

5時間（2.5時間の 2セッションも可） 
※これは「CAF応用」コースの場合で、「CAF入門」は特に指定されていない。 
 

3） 受講者 

16~22 人が望ましい。受講者は 1 機関からの参加者だけでなく、多機関から集めなけれ
ばならない。 
※これは「CAF応用」コースの場合で、「CAF入門」は特に指定されていない。 
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4） トレーニング資料 

① 講師の資料 
a. 統合的サービス入門 
b. CAFの実践 
c. CAF：実務者用手引き 
d. CAF書式と事前評価チェックリスト 
e. CAF支援ツール 
f. 情報共有ガイダンス 

 
② 講師の補足資料 

a. 主任専門家ガイダンス 
b. CAF：管理者用手引き 
c. どの子どもも大切：子どもたちのための変革 
d. 子どもたちのためのサービスのための核となる技能・知識 
e. CAFトレーニング支援のためのアセスメント入門 
f. 多機関ツールキット 
g. 青少年、妊婦向けサービスの国家サービス枠組み 
h. 子どもが虐待されたらなにをする？ 
i. 子どもを守るためにともに行動しよう 
j. これがあなたの道－アセスメントにおける子どもの参加 

 
③ 受講者向け資料 

a. CAF入門 
b. CAF：実務者用手引き 
c. CAF書式と事前評価チェックリスト 
d. CAF支援ツール 
e. 演習のための受講者用シート（もしあれば） 

※両コースともに資料は共通 
 
 
3.3 関係機関による情報共有の実際例 
 
（1） 家族ニーズへの対処 

1） 背景 

カムデン（Camden）は情報共有改善のための政府補助金による情報共有を実践している
地方当局の一つである。本事例は、子どものニーズに対応するために家族を中心にしたア

プローチの重要性を示している。本事例の家族構成は、母親（第３子を妊娠中）、父親、17
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歳の息子、６歳の娘である。家族は中央ヨーロッパ出身で、息子が 3 歳の時に一人目の父
親は殺害され、その後ロンドンへ移住した。娘は 2番目の父親の子どもである。 
 

2） アセスメントの過程 

6歳の娘は追加的教育ニーズを持っていた。教育心理学者は追加的教育ニーズの専門家と
共同して、家族のニーズに包括的に対処するために CAFの実施を決定した。追加的ニーズ
は以下のものである。 
 不登校とひきこもり 
 母国での経験と関連した、特定されていないトラウマ 
 住環境 
 親との関係 
 長期にわたる母親のうつ症 
 失業中の息子と部屋を共有している 6歳の娘との関係への母親の懸念 

 
3） 多機関による業務 

CAFを使用し、チームは具体的にニーズ、過去・現在の専門家の関与について議論した。
これにより、「どの子どもも大切」の 5つの成果指標に対応するために多機関による関与が
計画された。児童・成人健康サービスの職員が主任専門家としてふさわしいとされ任命さ

れた。職員は家族、学校との連絡人として良好な関係を構築している。主任専門家を中心

としてアクションプランが作成され、包括的にニーズに対応するため、教育心理学者、追

加的教育ニーズの専門家、医師、ソーシャルワーカー、家族を支援するボランティア団体、

コネクションズ、住居関連機関の関与が決定された。 
 
（2） 出生前の子どものニーズへの対応 

1） 背景 

テルフォード・レキン・ショフショアー（Telford and Wrekin & Shropshire）は、情報
共有改善のための政府補助金を使って、情報共有を実践している地方当局の一つである。

2004年以来、「子ども向け早期支援チーム」の導入を実施している。 
 

2） アセスメントの過程 

スーザンは妊娠 12週間のときに、助産士のセルビーを紹介された。スーザンは学習障害
をもっており、セルビーは親の役割を果たすために追加的支援の可能性を検討していた。

スーザンと相談した後、セルビーは地元の情報共有・アセスメント・コーディネーターで

あるジルに連絡をとり、懸案事項について相談した。その結果、解決法を特定するために

CAFを実施することを決定した。 
セルビーは、スーザンと母親と会い、CAF の過程を説明し、他の実務者との情報共有に
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ついての同意を求めた。CAF の実施の結果、スーザンの全てのニーズは特定され、多機関
から繰り返し情報を確認されることもなく、必要なサービスを受けている。 
 

3） 多機関による業務 

助産士、ソーシャルワーカー、訪問保健士、医師、確かなスタート・保護者支援職員か

らなるチームによる作業の結果、スーザンのニーズは特定され、対応計画が策定された。

訪問保健士が主任専門家として任命され、妊娠中と母親になった後も必要に応じてその他

専門家と共同業務を実施していくことになった。 
 
 
3.4 利用上の留意点及び現状のおける課題等 
 
3.4.1 アセスメントにおける留意点21 

（1） 出生前の子どもへのアセスメント 

出生前の子どもに関するアセスメントを実施する場合、CAF 書式のいくつかの項目は関
連がない場合がある。こうした項目は、「不明」もしくは「該当なし」と記入する。氏名の

項には、たとえば「アン・スミスの出生前の子ども」のように、「出生前の子ども」という

用語とその母親の氏名を併記する。 
すべての妊婦には、妊娠ケアを調整する助産士が配属される必要がある。出生前の子ど

もに関するアセスメントを実施する場合は、助産士に連絡をする必要がある。 
 
（2） 幼児と年少の子どもへのアセスメント 

観察や遊び、思慮をもって会話を行い、幼児、年少の子どもを関与させ、直接アセスメ

ントを実施しなければならない。ほとんどの幼児と親たちは、少なくとも数回にわたり助

産士や巡回保健士、一般開業医（General Practitioner：GP）と接触をもつ。幼児に関す
るアセスメントを実施する際には、親の同意を得られた場合は、こうした他の実務者にも

連絡をとる。 
 
（3） 若者たちへのアセスメント 

10 代後半の若者の場合は、成人向け各種サービスに対する現在と将来のニーズと、過渡
期の準備を考慮する。10 代後半の若者は、成人向け各種サービスが適しているかを検討が
必要な場合もある。また、若者がすでに子ども向け各種サービスを受けている場合は、若

者が成人向け各種サービスへの移行を順調に進められるよう、支援を行う場合もある。 
10 代の少年たちに関するアセスメントを行う場合に、彼らが既に父親であるかもしれな
いという可能性は、看過してはならない点である。なぜなら、彼らのニーズは 10代の母親
                                                   
21 CAF Practitioners’ Guide, p.22より。 
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と同様に複合的なものである場合があるためである。 
 
（4） 教育を受けていない子どもたちへのアセスメント 

子どもがいかなる教育も受けていないことを発見した場合は、教育を受けていない子ど

もに対して責任を負う地方当局の担当者に通告しなければならない。また、対処すべきニ

ーズがあるかどうかをアセスメントするために、子どもが教育を受けていない理由を特定

しなければならない。 
 
（5） 私的里子22へのアセスメント 

子どもが私的里子である、あるいはその可能性があることを発見した場合は、社会保護

チームに通告しなければならない。 
 
3.4.2 CAFの現状と課題 

ここでは、英国現地調査（2009年 1月 19日～29日）で得られた情報を基に、CAFの現
状について報告しその課題を考察する。 
 
（1） 聴き取り対象：子ども省 

 毎年、イングランドで約 55,000件の CAFが実施されている。 
 150 の地方政府のうち、4％で CAF が完全に導入されている。48％でほぼ完全に、あ
るいは試行的に導入されている。38％では CAFの導入準備中であり、残りの 10％、す
なわち 15の地方当局ではまだ CAFが導入されていない。このように CAFは過半数の
地方当局で導入され、多くの関係者が成功だと言っているが、まだ明確な根拠はない。 

 2008 年 12 月 22 日にコンタクト・ポイントについて合意が成立した。2009 年中には
すべての地方政府でコンタクト・ポイントが導入される予定である。その内容は、当該

地域内でのみ利用可能である。子どもが近隣に移動したら、関係者は以前の住居での登

録内容を閲覧可能である。 
 最初の eCAFは 2009年 2月に、遅くともすべての地方政府で 2009年 9月か 10月に
は導入されるだろう。 

 課題は、個人情報保護とアクセスである。昨年、児童手当に関するデータが盗まれる事

件があった。 
 研修はこれからの課題である。関係者のなかでも、例えば、警察官は CAFに関わるべ
きではないと主張する警察もある。実際には 5,000人の警察官が CAFに関する研修を
受講している。 

 
                                                   
22 「1989年児童法」によれば、「私的里子」とは、子の親、子の親ではないが親責任を有する者、子の親
族のいずれにも該当しないものによって、監護され住む場所を提供されている 16歳未満の子ども」のこと
をいう。 
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（2） 聴き取り対象：バーミンガム市カウンシル・市 CAFコーディネーター 

 CAF が作成されるのは 4 歳、11，12 歳が多い。CAF 実施に際しては、両親あるいは
保護者の同意を得る。CAFの利用者調査からみると CAFへの満足度は高い。 

 バーミンガムでは 12 万人が CAF に関係している。保健、教員、その他学校職員、コ
ネクションズ・パーソナル・アドバイザー、社会福祉関係者、警官、少年非行関係者、

プレイ・サービス（Play Service、4 歳か 12 歳までの子どもの学校終了後から夕方ま
での面倒を見る）など。これまで 4,000人に研修を実施した。研修期間は 1日で、1回
に 40人まで。必ず複数の職種の人を交えて研修する。あと 8,000人は研修を行いたい。
12万人のうち10％にあたる12,000人には直接研修を実施する予定である。残りの90％
の人にはウェブサイトから研修を受講してもらう。直接の研修は 1年に 3,000人を計画
している。新たな研修ニーズ（新規雇用など）もあるので研修ニーズはなくならないだ

ろう。ただし、研修の予算というものはない。学校を借りたり、地方当局の会議室を使

ったりして研修を行う。 
 CAF の特定の項目について非公開にしたいとの申し出があれば非公開となる。非公開
とした後で、申し出をした人にその理由を尋ねる。 

 eCAFは 2010年 4月から導入される。 
 コンタクト・ポイントはバーミンガムでは 2009年 5月か 6月に導入される。 

 
（3） 聴き取り対象：リーズ市カウンシル子どもサービス部 

 子どもは、アセスメントという言葉を聞くと不安を感じる。また、多機関で子どもの問

題に取り組んでいることを理解していない。 
 サービス提供側も子どもトラストのことを必ずしも理解していない。キャリアサービス

関係者は CAF の訓練を多く受けているが、ユース･サービス関係者に対して十分でな
い。 

 ユース･サービス経験者からすると、今までに一人では手に負えないケースもあったの

で、CAFの導入による複数機関での取組にはプラス面もあるが、反対に 1 対１の緊密
な支援がしにくくなったと思う者も存在する。 

 リーズではコンタクト・ポイントは 6 月から導入の予定だが、おそらく 9 月へ延期に
なる。CCISのデータがコンタクト・ポイントでもかなり使えると思われる。 

 
（4） 聴き取り対象：青少年人材開発評議会（CWDC） 

 CAFは利用者、とくに両親には高く評価されている。CAFを作成することに対する同
意を得ていることがいいと思う。 

 子どもなど CAF利用者にとってみると、CAFにより、同じ話を何度もしなくてもよく
なった。 

 150の地方当局のうち、10％くらいはまだ導入されていない。2008年中に導入すると
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いうのが政府の目標だったが、その目標を 2010年に延長した。10％の地方当局では準
備の遅れ、他の地方当局の導入の様子を見ているのではないかと思われる。導入しない

ことに対する罰則はない。 
 各地方当局で少しずつ CAFの活用法に工夫したり、フォームを修正したりして利用し
ている。その修正は eCAFを導入する際に、若干、障害になるかもしれない。 

 サービス提供者（関係者）の中には、CAF を作成して提出すると、自分の仕事は終わ
ったと思う人がいるのが問題である。CWDC で把握している限りでは、関係者のうち
1割くらい、とくにチャリティの人たちの CAFの利用度が低い。例えば、After School 
Clubの人などは活用に消極的である。CAFを簡単に書きあげる人もいれば、時間をか
けて記載する人もいる。保健関係者、ソーシャルワーカー、特別なニーズ支援のコーデ

ィネーターはよく活用している。早期の介入、犯罪や事件の予防にも役立っているとの

声もある。実際に深刻な事態になっている場合は CAFを作成するどころではなく直ち
に介入を開始する。事態が改善したら、CAFを作成することもある。 

 CAFの研修はあまりうまくいっていない。一つの理由として、CAFの研修を受講して
も資格が与えられる訳ではないからである。 

 
以上が、実際に CAF を使用する関係者、開発等に関わった機関からの CAF の現状と課
題である。まとめると CAFの課題は以下のようになる。 
 CAFに対する理解が十分行き届いていない。そのため CAFの利用の方法も担当者によ
って統一がされていない。 

 CAFを受ける側の親、子どもも CAFに対する理解が十分でない場合があり、アセスメ
ントを受けることを嫌う場合がある。 

 コンタクト・ポイント、eCAFに関しては、導入の準備中である23。 
 CAFのトレーニングの受講者を増やしていかなければならない。 
 個人情報保護、データの管理への注意不足、あるいはその困難さがある。 

                                                   
23 教員、プライバシー保護団体による反対もある。例えば Children Act 2004. (2009, January 19). The 
Guardian. Retrieved February 7, 2009, from http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/ 
2009/jan/13/children-act/ 


