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2022年1月～2月実施

2022年8月26日 厚生労働省報告会



Internal

目次

１．はじめに（研修テーマ、研修団紹介）

２．フランス概要、児童に関する主な法律について

３．フランスにおける児童保護について

４．視察先紹介

（１）児童保護・措置関連機関 （２）養子縁組関連機関

（３）非行少年対応司法関連機関 （４）司法警察

（５）地域で予防的活動を行う機関 （６）啓発機関や研究者・当事者の声

５．まとめ



Internal

１ 次世代育成について

・フランスは少子化対策の成果が出た国である。（2020年の出生率1.83）

・子どもの安全かつ健全な育ちを社会全体で支えるべき姿を考える。

２ 児童福祉政策について

・フランスは多様なあり方を包摂し、様々なニーズに応じるため、多く

の支援機関が緊密に連携し、重層的なサービスを提供している。

・地域の予防的支援のあり方と包括的な支援提供のネットワークの中で、

児童福祉施設が果たすべき役割について議論する。

研修テーマ
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研修団紹介
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フランス 日本

総人口(18歳未満) 6,706万（1,442万
（2020.01）仏国立統計経済研
究所（INSEE）

1,2617万（1,860万）
（2019.10）統計局

面積 54万4,000㎢ 約37,8万㎢

政体 共和制 立憲君主制

首都・人口・面積 パリ・218万人
(2021.01)INSEE・105㎢

東京・約1,402万人
（東京都）・2,194㎢

合計特殊出生率OECD 1.80（2020） 1.36（2019）

GDP(2021)IMF 2,93兆USドル 5,1兆USドル

一人当たりGDP(2021)IMF 4,53万USドル 4,07万USドル

国民負担率(2018)財務省
（租税負担＋社会保障負担）/GDP

68.3％ 44.3％

個人所得に対する課税(2020)OECD GDPの9.56％ GDPの6.02％

18-65歳 ジニ係数(2018)OECD 0.301 0.334

貧困率/子どもの貧困率(2018)OECD 0.085/0.117 0.157/0.140

女性への暴力に対する意識（2019）
OECD

6.6 8.9

ジェンダー・ギャップ指数(2021)WEF
※153ヵ国中

16位 120位

～日本との数値比較～フランス概要
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フランス概要

産業

・経済規模世界6位。

・労働力人口の70％近くがサービス業部門に従事。

・西ヨーロッパ最大規模の農業国。

憲法

・1958年制定。

・1789年のフランス人権宣言と1949年の第4共和国憲法を

踏まえ「自由・平等・友愛」の精神をうたっている。

・憲法の実験室、と呼ばれ数多の制定・改正を行っている。

移民

・2020年の移民数670万人、人口の10％を占める。

・移民の約47％はアフリカ大陸、30％はマグレブ出身。

パリ



Internal

フランス概要
・結婚（法律婚）
解消する場合、裁判にかける必要がある。手間と費用がかかる。
同性婚も2013年に認められるようになった。

・PACS（連帯市民協約）
パートナーシップ制度。法律婚とほぼ同等の権利が保障されている。

・ユニオンリブル（同棲）
若者(20歳以下)を中心に利用されている。

～多様な家族のあり方～

※ 子どもの３割弱は、法的夫婦以外のカップルの子どもである。

形に捉われず、子どもを持つことに社会的に寛容
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フランス概要 ～多様な家族のあり方～

≪同棲と結婚の中間的な位置づけ≫

PACS（連帯市民協約）- 1999年法制化 -

・もともとは法律上不可能であった同性同士の結婚を念頭に法制化された。
→ 現在は、同性カップルに限らず、全ての非婚カップルのための制度となる。

＜利点＞
・社会保障関係、税金、財産、出産・育児に関する
手当が保障されている。

・子どもに対しての共同親権がある。
・解消は合意がなくても、どちらかが申し立てを
すれば可能である。

・若者を中心に異性のカップルの利用が多い。

・法律婚よりもPACSが上回る(2020年婚姻状況)
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●社会福祉・家族法典（Code de l'action sociale et des familles、略称：CASF)

フランスにおける社会福祉および家族に関する一連の法律および規制条項。
児童の保護や児童福祉サービス、児童福祉給付、養子縁組、匿名出産、里親など
について規定されている。

児童保護に関する法律

●民法典（Code civil）

法の前の平等、私的所有権の絶対、契約の自由、過失責任の原則や、国家の世俗
性、信教の自由、経済活動の自由等の近代的な価値観を取り入れており、近代市
民社会の法の規範となった。
親権、養子縁組、婚姻、親子家族関係や体罰禁止など児童福祉にかかわる項目は、
第１編『人』に含まれる。
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●１９８９年 児童虐待予防と児童保護に関する法律

県が児童虐待の防止・探知、児童保護に関わる中心的存在となった。
司法機関・国の機関・その他機関との連携協力を目指す。市民への啓発や児童虐待
に関わる専門職への研修を強化。

●２００７年３月５日 児童保護の改革に関する法律（児童保護改革法）

児童保護の範囲の拡大と予防的支援、在宅支援を強化。「虐待」という用語を使
用せず「危険な状態」という用語への転換。リスクをより広範囲にとらえ、児童
保護の介入の新しい基準とした。

●２０１６年３月１４日 児童保護に関する法律

「子どもにとっての利益」が最優先されることを明記。家庭に戻すことが必ずしも
優先ではなく、子どもに関する決定には本人の意思を確認することを求める。
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フランス児童保護（在宅支援サービス）

在宅支援による予防に力を入れており、多様な支援サービスがある。

・親の同意が得られた場合

→ AED(在宅教育支援)

・親の同意が得られない場合

→ AEMO(施設外教育支援)
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フランス児童保護（家庭外措置）

親の同意があるケース ➡行政措置

親の同意が取れないケース
深刻なケース ➡司法措置
非行のケース

※ ★は視察先

国DPJJ施設(非行少年対応)
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フランス児童保護（予防）

→ 重層的支援の実施

福祉、教育、医療・保健領域の

官民さまざまな専門機関があり、

早期発見・早期介入に一役買って

いる。

※ ★は視察先
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視察先

＜児童保護・措置関連機関＞

２．パリ市社会福祉児童保健局 児童福祉課内 憂慮情報収集室（CRIP）

１．危険な状態にある児童のための公益団体（GIPED）

３．全国社会復帰支援協会 青少年教育支援部（ANRS）

５．チルドレンズホーム フォワイエ・メラング

６．社会的児童ホーム（MECS）フェリックス・フォール

民間・アソシエーション

行政・司法・公的機関

４．里親支援機関 ルレ・アレジア
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視察先
＜養子縁組関連機関＞

８．養親サポート団体 アルパ‐フィルドール

７．パリ市社会福祉児童保健局 児童福祉課内 子どもの権利と養子縁組事務所

９．司法省内青少年司法保護局（DPJJ）

１０．非行少年入所型集団教育ユニット（UEHC）、

１１．パリ警視庁 未成年保護部隊（BPM）

非行少年教育施設（CER）

＜非行少年対応司法関連機関＞

＜司法警察＞

民間・アソシエーション

行政・司法・公的機関
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視察先

＜地域で予防的活動を行う機関＞

１３．青少年の家（MDA） ソレンの家

１２．ロベール・ドゥブレ大学病院内移動チーム エキップ・モビール・エスパー

１４．ピエール・ジョルジョ・フラサティ小学校

１５．精神医療センター（CMP）

民間・アソシエーション

行政・司法・公的機関
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視察先

民間・アソシエーション

研究者・当事者

＜啓発機関や研究者・当事者の声＞

１３．地域社会活動国家観測機関（ODAS）

１２．児童虐待問題に関する情報提供および調査研究（AFIREM）

１４．ダニエル・ルソー氏

１５．セリーヌ・ラファエル氏

１６．サブリナ氏
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チルドレンズホーム
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チルドレンズホーム
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●運営
SNATED 24時間体制の通告・相談受付電話サービス。

ONPE 児童保護に関する情報収集と分析を行い、
知識や情報を広める。

●今後
2023年に向け、全国児童福祉協議会、国際養子縁組機
関、匿名出産の出自に関する機関が統合される予定。

危険な状態にある児童のための公益団体（GIPED）

危険な状態にある児童のための全国電話相談受付サービス（SNATED）
全国児童保護観測機関（ONPE）

通告電話受付・児童保護観測機関

※報告書p38参照
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・電話による相談通話数は39,427件。
（1日あたり108件）（2020年）

・危険な状態にあるとされた子どもは56,206人。

・相談発信者
-子どもの親族 35%（うち25％が両親）
-子ども本人 18%
-その他 47%

危険な状態にある児童のための全国電話相談受付サービス（SNATED）

電話で言及された危険の種類と件数（2020）

※報告書ｐ21、ｐ42参照

※一人の児童につき複数回答も含む

電話で言及された危険の種類と件数（2020）

各県のCRIP

憂慮情報

SNATED #119

聴取部門受付部門

オペレーター10人 相談員45人
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●事業内容
・通告受付サービス（SNATED）、または教育機関、保育、保健、
医療機関、警察、その他福祉機関から「危険な状態にある、または
その可能性が高い子どもに関する情報」と「憂慮情報」が集まる。

・憂慮情報の評価（アセスメント）、分類、関係機関へ対応や
追調査の指示を出す。

・児童福祉領域の専門家を対象とした研修を実施。

パリ市社会福祉児童保健局 児童福祉課内 憂慮情報収集室（CRIP 75）

●通告情報の3分類
①心配がなく対応する必要なし
②詳細調査・分析が必要な憂慮情報と判断
③緊急性や深刻度が高いと判断し、司法当局に通告

※2019年のパリ市CRIPへの通報4,069件 うち3,607件憂慮情報に分類。
司法当局通告は1,855件（対象児童数は2,609人）。

通告仕分けの専門機関

※報告書p24、p43参照
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チルドレンズホーム
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フランスにおける在宅教育支援制度

フランスの児童保護では、施設・里親措置の他に

在宅教育支援措置があり、年間で約17万件(2020年)

と件数も多い。

在宅教育支援

AED ：親が養育支援に同意したケース。

ASE(児童社会扶助機関)の判断により、実施。

AEMO：親が養育支援を拒否したケース。

子ども裁判官による命令により、実施。

両者の支援の実際はアソシエーション等民間団体が

行う場合が多い。

※報告書p46、p52参照
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全国社会復帰支援協会 青少年教育支援部 （ANRS）

●概要
・14～21歳が対象。
・在宅教育援助（AED／行政措置）、施設外教育支援（AEMO／司法措
置）を行う。

・年間300件のケースを受け入れている。

●支援対象
・子どもたちの課題 …不登校、大人への過度な反抗、自傷加害、薬物、
アルコール、ネット依存、性暴力被害、売春行為など

・家庭の状況 …親が精神的な課題を抱える家庭、ひとり親家庭、家庭
内DV、養子縁組家庭など

●支援内容
・心理士１名、教育心理士１名、エデュケーターによる並行支援。
・心理面接は週１回、家庭訪問で実施。保護者は心理士、子どもは教育心理士が担当。
・その他の支援はエデュケーターが実施。
「偏見や先入観を持たない」「丁寧なアセスメントをして信頼関係を築く」「信頼関係をベース
に理解の共有を図る」等に留意しているとのこと。

ホームページより ANRSのロゴ
マーク

在宅教育支援機関

※報告書p52参照
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チルドレンズホーム
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里親支援機関 ルレ・アレジア （Relasia Alesia）

●概要
・里親（家庭アシスタント）のアセスメントからマッチング、里親委託中
の支援等を行う。

・所属する里親は20名（雇用契約）。里子は0～20歳の35名。

●里親になるまで・その後のプロセス

里親人材雇用、育成、マッチング等民間支援機関

PMI(母子保護

機関)承認

福祉事務所を

通じて里親支

援機関に雇用

60時間の研修 マッチング

子どもを受け

入れ後240時

間の研修

2年間で国家資

格（家庭アシ

スタント受

講）可能

取得後は2年に

1回、1週間の

義務研修

※委託のない期間も月6万円程度の固定給を受け取るが、
4か月間委託がない場合は別の契約先を探さなければならない。

●パリ市内の措置児童4,800人のうち43％が里親に措置されている。（2021年時点）
市内の里親支援機関は公立8ヵ所、民間7ヵ所。それぞれの事務所に里親が所属。

※報告書p54参照
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チルドレンズホーム フォワイエ・メラング （Foyer Melingue）

●チルドレンズホーム（公立施設）の概要
・元来は緊急一時保護受入施設。
（現在でも緊急一時保護の95％は公的施設に措置）

・近年は長期入所児童の受け入れも行っている。
・乳児院や母子受入施設など多機能を有する場合も多い。
・施設長には、公立施設長養成の高等教育機関を卒業し、修士号
取得が必要。

●フォワイエ・メラングの概要
・定員は68名。施設内：0～16歳 53名

施設外：16～21歳 15名
・16歳～はアパートメント型の自立支援施設を利用。
・職員は100名程度。
（65日／年の有給休暇は消化することが定められている）

一時保護、乳児保護、長期入所も受ける公立施設

※報告書p66参照



Internal

社会的児童ホーム フェリックス・フォール （MECS Felix Faure）

●社会的児童ホーム（MECS）の概要
・社会面、心理面、学術面、文化面の包括教育ケアを提供。
・県からの認可を受けている。
・フランス全土に約1,200ヵ所ある。

●フェリックス・フォールの概要
・定員24 名：12歳～17歳男児。
・18歳～21歳男女はアパートメント型の自立支援施設を利用
（パリ19区に32室）。

・職員は25名程度。
・運営費は県より拠出。年間予算 166万2,000€。
・入居児の３分の２は司法措置（親の同意なし）。

親子支援・自立支援に力を入れる民間入所施設

※報告書p69参照

●人材育成
・職員ひとりひとりの育成のための年間計画の作成が、法律で定められている。
・専門家スタッフには、研修を受ける権利と義務が課されている。
・研修費用は人件費として予算に組み込まれている。
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フランスにおける匿名出産制度

・フランス全土のすべての病院で利用可能。匿名かつ無料で出産でき、養子に出すことができる。
・女性の避妊する権利、中絶する権利、育てない権利を保障。
・2002年「出自情報のアクセスに関する国家諮問委員会（CNAOP）」設立。
匿名出産に関する情報提供、子どもが自分の出自を知りたい場合や、母親が自分の身分を明ら
かにしたい場合の調整を行う。

・2020年における匿名出産児は510人。

・匿名出産等で親権者不在の場合、国が後見的役割を担う。
・養子縁組成立まで、ASE （児童社会扶助機関）に委託。

フランスの国の被後見子（国の子）制度

・匿名出産から２か月が親権失効までの期限。
・国の子として保護されると、特別養子縁組にも母親の同意
は不要。

・その他の事由により親権が剥奪された場合の子どもも
国の子となる。

※報告書p61参照
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Internal

●概要
・養子縁組の斡旋。
・養親希望者の資格審査と承認。
・国の子の保護と人生計画の構築、それに沿った養子縁組
の推進。

・養子縁組後のフォロー。養子に対する法的援助等。

パリ市社会福祉児童保健局 児童福祉課内
子どもの権利と養子縁組担当事務所
（Espace Paris Adoption：EPA）

国の子などを養子縁組・支援する機関

●養子・養親の要件
・養子…15歳未満の子ども。
・養親…既婚未婚に関わらず28歳以上。
・養親資格の認定には9ヵ月の手続き（面接や審査など）を要する。
・研修やソーシャルワーカー・専門精神科医との面談を経て審査を行う。
・資格認定後、5年間有効。

※報告書p58参照
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養親サポート団体 アルパ・フィルドール （ALPA Fild’or）

●概要
・養親希望者や養親を対象とした、研修会の主催。
・法的・医学的な情報の提供。
・養子が自分の出自を探す場合の、本人やその家族に対する
心理的ケアの実施。

●研修・講座（ワークショップ）
・養親になるための準備講座など、テーマ別に年間約9回実施。
・参加者との対話を重視。
・ロールプレイ型の具体的な研修が多い。

●今後の課題
・費用…準備講座費用は125€／回（夫婦だと200€）、1回4時間で3セット。
・新法案…国会で審議中の法案が可決されれば、国の子の養子縁組は全て公的機関が担うことに

なる。（関連費用の無料化と、養親候補選定基準の平準化が目的）

養親研修や養子養親の
心理的ケアを行う民間企業

※報告書p63参照
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●概要
・罪を犯した未成年を保護、教育、社会復帰させ、再犯防
止するための政策の立案機関。

・危険な状態にある子どものための法律の草稿作成と運用。
・教育実践のための調査研究。
・子ども裁判官による司法判断の実施、保護後の教育的援
助の状況を確認。

・子どもの保護が法律に則って行われているかを監督。
・司法措置先となった施設の実施状況の監督。
・未成年の移民への対応。

司法省内 青少年司法保護局（DPJJ）

司法による児童保護、非行児童の教育支援機関

●DPJJ管轄保護施設
・全国で、DPJJ直轄は226ヵ所、認可した民間施設は1,061ヵ所。
閉鎖的教育センター（CEF）、非行少年入所型集団教育ユニット（UEHC）、非行少年教育
施設（CER）など

●規模（職員数）
・パリDPJJ 約200名
・直轄施設職員合わせて約9,600名
（半数はエデュケーター）

※報告書p87参照
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●概要
・裁判所決定により司法監視に付された 13～17歳の教育。
・DPJJ（青少年司法保護局）管轄の国の施設。国内に75ヵ所。
・フランス全土から送致された非行少年少女12名が生活。

●支援の目的
・措置された少年少女の家族や周囲、社会関係の再構築。
・個人的プロジェクトの設定、健康面でのケア（歯科治療、薬物中毒治療など）。

非行少年入所型集団教育ユニット（UEHC）

●入所経緯２パターン
・在宅支援を受けていたケースの司法判断での措置変更。
・刑期を終える前の収監機関として刑務所からの移動。

罪を犯した少年少女の社会復帰・学校への復学を目指す教育機関

※報告書p91参照
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●概要
・20 週間の矯正教育プログラムを年 2 回行う。
・定員8名（年間16名）。男児のみ。
・入所は本人が出願し、面接によって選抜される。。
・他県施設や他の CER、CEF（閉鎖的教育センター）、刑務所などから入所。
・入所後 1ヵ月間は、郊外（施設外）で、エデュケーターとともに大自然の中で登山やスポーツ
などを行う。

・その後は施設で時間割に則った規則正しい生活を送る。

●入所児
・罪を犯した少年や再犯少年が入所。（窃盗、集団強盗、武器
を使った強盗、性暴行、薬物売買、殺人、過失致死など）

・家庭内や社会の中で問題があったり、心身の問題を抱えて
いる。

セーヌ＝サン＝ドニ強化教育センター
非行少年教育施設 （CER 93）

罪を犯した少年の社会復帰を
目的とした矯正教育機関

※報告書p93参照
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●概要
・未成年が被害者となる強姦、強制わいせつ、虐待、売春斡旋、
小児性愛犯罪等の事件の捜査、未然防止に取り組む。

・パリ市以外では2009年よりBPMからBPF（家族保護部隊）と名称を
変え、家族内暴力への早期介入を主として活動している。

・パリ市では特に深刻なケース（命にかかわること、家族間性的暴力
など）が多いため、例外的にBPMが並存して活動している。

●編成
①家庭内犯罪捜査班 ②家庭外犯罪捜査班
③サイバー犯罪捜査班 ④その他捜査班（人身売買、児童買春摘発など）

●規模
・捜査官は約100名。ほとんどが警察官。
・設立当時（1945年）はソーシャルワーカーが多かったが、現在はインターネットによる犯罪
対応のエキスパート集団になっている。

パリ警視庁 パリ地域圏司法警察局 未成年保護部隊 （BPM）

子どもを深刻な犯罪から守る警察部隊

※報告書p112参照
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地域における予防的活動（一部）

日常生活における予防体制



Internal

●概要
・受診等で発見された危険な状態にある子どもの初期評
価および通告を含めたその後のサポート。

・周産期ケア機関と協議しながら、養育・医療面での
サポート体制の構築。

・専門職の児童虐待への意識向上を図るため、院内研修
を実施。

※ 虐待を受けた子どもの身元確認と健康状態の改善の
ために、地域における関係機関を繋ぐプロジェクト
（PACTES：乳幼児とその健康のための地域連携）
の一環。

ロベール・ドゥブレ大学病院内移動チーム（児童虐待対応チーム）
エキップ・モビール・エスパー

医療現場で子どもを守る司令塔

※報告書p109参照
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青少年の家 ソレンの家
青少年が気軽に心理ケアを受けられる場所

●青少年の家（MDA：Maison des Adolescents）の概要
・11歳～25歳の青少年に精神医療ケアを提供。
・親の同意、治療費、予約が不要。

（１）医療治療型：病院に付設し、入院病床有り。
全国に約55ヵ所。

（２）社会福祉型：県の財政的支援を受けるアソシエーション
が運営。全国に約45ヵ所。

●ソレンの家の概要
・11～17歳が対象。
・医療治療型。入院可能な20床を有する。
・小児科医、児童精神科医、摂食障害専門医、心理士、看護師、
ソーシャルワーカー、エデュケーター、教師などが勤務。

・日常の悩み相談から、摂食障害、自殺企図、うつ状態、学校
恐怖症、不安神経症、肥満、糖尿病、移民の対応などまで。

※報告書p104参照
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心理医療センター （CMP）

●概要

・7万人程の人口で区切られたエリア毎に設置されている。

・利用は原則無料。

・児童対象のものと成人対象のものがある。

・児童に関しては、心理面の心配だけでなく、学校で他児に

嫌がらせをするといった行動面の心配や、学習面で気になる

様子があるとCMPヘの受診を勧められることもある。

・現在、パリ市のCMPは常に数ヵ月の予約待ちの状態。 カリンさん
（ソーシャルワーカー）

フランス精神医療を支える公立心理医療センター

※報告書p107参照
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●概要
・不登校支援を専門とした私立小学校。
・子どもが自信と学ぶ喜びを得て元の学校に戻れるよう支援。
・国民教育省の認可を受け、フランス公教育要綱の枠組みの
中で、独自の教育プログラムを実施。

●支援内容
目標 “１日でも早く元の学校に戻ること”。

在校期間が長引くほど復帰の際にギャップに苦労する
ため、2～3年以内の復帰を目指す。

特徴 子どもと大人の関係性を重視する。大人との関係性に難
しさを感じてきた子どもたちに対し、大人は上からでは
なく子どものサポーターとして信頼関係を築く。
保護者や家庭への支援も重視する。

助けてくれる
先生のことが

好き！

不登校児を支援する学校

視察中のインタビュー
在校生マティス君

ピエール＝ジョルジョ=フラサティ小学校

※報告書p98参照
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●概要
・研修や情報の提供を通し、児童福祉の人材育成に力を
注いでいる。

・出版物の刊行や、児童保護専門医へのセミナーを行う。
・最近では、性に関するテーマにフォーカスをあてている。

●目的
・専門家と子どもや家族とのより良い関係性の構築。
・危険な状態の迅速かつ適切な特定と判断。
・異なる利害関係者間の連携の促進と強化。
・児童保護制度における学際的行動関係の構築。
・実践評価の改善への支援と実践経験に基づく知識共有。
・医療的・心理的・社会的予防による早期発見の促進
および親支援による一次予防的な支援の強化。

児童虐待問題に関する情報提供および調査研究協会 （AFIREM）

子ども裁判官や学者などの
専門家集団

※報告書p35参照
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地域社会活動国家観測機関 （ODAS）

●概要
・公共政策や自治など、地方自治体の活動の調査研究を行う。
・調査の結果で得られた知見やノウハウを国や地方公共団体に
共有したり、社会活動従事者にアドバイスを行ったりする。

・国会、各県議会、公共団体から調査の要請がある。

●特徴
・国家観測機関だが、アソシエーション（民間組織）が運営。
・あらゆる機関や団体から独立した形で活動することを重視。
・地方分権化による地域性・特徴を大切にすることを重視。

独立した社会活動の調査・発信機関

※報告書p30参照
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＜結果＞
①早期介入で十分なケアを受けられた子どもは安全なアタッチメント形成ができ、精神的安定が

保たれ、大人になってもトラブルが少ない。

②児童保護の介入が遅れリスクに曝される時間が長く、保護後も措置変更を繰り返すほど、重篤な
身体的・精神的障害、社会不適応を抱えている。

③虐待を受けた子どもに対するコストは、介入が遅れるほど上がっていく。要保護の高齢者に対す
るコストの2倍。早期介入による支援と治療が、良好な予後と社会的コスト削減のために必要。

乳幼児期に虐待やネグレクトを受け、長期的に家庭外措置となった子どもたちの追跡調査研究。
1994年～2001年で、4歳の誕生日前に保護されてケアを受けた129人を21歳になるまでを追跡
調査した。

サンテックス研究
※報告書p79参照

早期介入の重要性から、長期的な後遺症予防のためのPEGASEプログラム
が開発され、施設、里親、在宅で実施されており、国民健康保険と健康保
健省から費用がまかなわれている。

講師：ダニエル・ルソー氏（精神科医）



Internal

1984 年フランス生まれ。医師。
虐待被害の当事者として児童虐待に関する提言・啓発活動を行う。児
童虐待対策の提案書を大統領に提出、国会での児童保護法案について
の意見陳述や政府の児童虐待撲滅計画の原案作成に参加している。

『父の逸脱～ピアノレッスンという拷問』
セリーヌ・ラファエル著 林昌宏訳
ダ ニエル・ルソー / 村本邦子解説
新泉社 2017 年

セリーヌ・ラファエル氏

●著書『父の逸脱～ピアノレッスンという 拷問』
2012年フランスで出版された虐待体験記。当事者としてのラファエル
氏の声が政策に反映されるきっかけとなった本。

ラファエル氏の提言をきっかけに開始された取り組み

① PACTES：乳幼児とその健康のための地域連携
虐待を受けた子どもたちの身元確認と健康状態を改善するプロジェクト

② Equipe Mobile（エキップ・モビール）
病院内児童虐待対応チーム。現在国内7病院に設置。

※報告書p75参照
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●当事者として大切にしていること、伝えたいこと

子どもへの説明を重視する
私は父の虐待を誰かに打ち明けたら殺されるのではないかと怖かった。保護された後も不安

だった。現在は医師として子どもの不安や恐怖を軽減するために、通告後に子どもたちに何が
起こるのかを丁寧に説明している。
子どもが自分の意思を持ち、表明できるようになるのは「怖くない」と感じられることが重

要。子どもがケアを受けることが親のケアにも繋がることを説明し、誰も悪者にしない。

学校教育の重要性
子どもの健康面と学習面の保障もされるべき。保護された後は学習のための静か

な環境の確保が難しい。学業を継続するためのサポートも必要。
学校は虐待の発見と通告の役割、その家庭状況は普通ではないと子どもに教える、

子どもの語りを支えるうえで重要な役割がある。

誰かが両親を批判する
のは非常に耐え難く、

受け入れ難い。

両親を批判する権利が
あるのは、その子ども

の私だけ。

児童福祉に携わる職員に求めるもの
安心感や愛情、健康管理、学校教育などを必要とする子どもを全体として

とらえる。職員はただの子守りではなく、子どもたちのレジリエンスを支え
る柱である。法律や制度は作るだけでなく、予算を確保し維持するための活
動が重要である。
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サブリナさん（当事者の声）

・幼い頃から施設、里親宅での生活を経験し、現在は自立型アパート
メントで生活している22歳女性。

・フランスの児童保護は21歳になるまでだが、サブリナさんは自立の
ために、成人向けの保護を自ら契約している。

「母親が不安定だと、子どもは母親を守らなければならないと思って
しまう。子どもが自分への支援を受け入れ、自分のことを考えられ
るようになるために、母親へのケアはとても重要」

本人が旅行先で撮った写真

※報告書p73参照
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目次

１．はじめに（研修テーマ、研修団紹介）

２．フランス概要、児童に関する主な法律について

３．フランスにおける児童保護について

４．視察先紹介

（１）児童保護・措置関連機関 （２）養子縁組関連機関

（３）非行少年対応司法関連機関 （４）司法警察

（５）地域で予防的活動を行う機関 （６）啓発機関や研究者・当事者の声

５．まとめ
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①「虐待」→「危険な状態」と広げ、要保護児童を幅広い概念でとらえている。

※（心配な親、不登校児、非行児も支援対象）

②ケースに応じ行政措置・司法措置にわかれている。

③通告・相談・支援の局面ごとに専門職を配置し、それらの専門性をより活かす

ための分業システムと、専門性を支える研修制度の体系化。

④予防から、在宅教育支援・児童保護までの充実した支援メニュー。

まとめ



Internal

まとめ（課題）

≪日仏共通の課題≫

①児童保護に関連する人材の不足

≪フランスの課題≫

①司法措置の割合が高いこと

②増加した移民への対応に苦慮

③福祉と医療との連携の難しさ

④職業としての里親のメリット・デメリット



Internal

今、必要に思うこと

・要保護児童の概念（虐待 → 気になる子ども・家庭）

→ 幅広い支援対象。多様な子ども・家庭のニーズへ対応

・通告受付システムの見直し

→ 専門的役割による業務の効率化

・予防的支援の強化

→ 開かれた施設づくりおよびアウトリーチの更なる実践

・専門性の追求

→ 研修制度の体系化。学びに終わりはない！！！



Internal

・子ども、家庭支援に対応する人材養成研修の体系化

・現場職員の研修受講義務・権利を保障

・入職後の研修制度の規格化、フォロー体制の整備

専門性の向上
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・施設における在宅支援の実施（通所、不登校支援等）

・在宅支援から一時保護委託、一時保護委託から入所への

スムーズな切り替え

・包括的かつ重層的な支援へ

支援メニューの多様化
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・幅広い要支援児童に対するサポート

・地域支援団体との連携強化

・施設から地域へと意識を広げていく（アウトリーチ）

・地域支援に特化した施設整備及び人材配置の充実

気軽に頼れる地域の拠点づくり
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拠点づくり

↓ ↑

多様的支援メニュー

↓ ↑

専門性の向上

ひとづくり

ミレー ： 種をまく人
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ご清聴ありがとうございました。


