
新しい施設養護の展開

　一自己改革への課題一
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　　　　　昭和57年度

資生堂児童福祉海外研修団報告書
全国社会福祉協議会養護施設協議会



　　　　　　　　　　　　　　昭和5ア年度（第10回）

　　　　　　　資生堂児童福祉施設職員海外派遣研修要綱（抜すい）

1．目　　的

　　　民間の児童福祉施設等に従事する職員を海外に派遣し，当該国の社会福祉制度並び

　　　に施設運営，児童処遇技術等の専門的な知識技能にっいて調査研究せしめ，その成

　　　果をもって職員の資質の向tr．，併せてわが国の児章福祉基盤の充実発展に資する，、

　　　（昭和57年度は施設長対象）

2．主　　催

　　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援

　　厚生省

　　全社協養護施設協議会

4．研修先及び内容

　　　アメリカ（リ・ソチモンド，ボストン），カナダ（オタワ，卜［1ント）における要養

　　護児竜に対する居住）胆施設の形態及び運営機能にっいての調ff研修、，

5．派　遣昭和57｛FgJjド旬

6．派遣人員　海外派遣研修団構成　18名

7．推薦基準

　　（1）社会福祉法人、’z（民間）の養護施設の施設長及び副施設長，、

　　（2）児童福祉施設において施没長・副施設長として通算5年以ヒの経験を有し，年

　　　　齢40歳以L，55歳以ドのもの。（昭和57年4Jll日現イ王）

　　13｝海外派遣による調査研修の結果にっいて．研修会，文献等での発表活動か期待

　　　　できるもの。

　　（注）候補者の勤務施設形態は，大舎制，小舎制を問わない、、研修内容（ヒ記）にっ

　　　　いて矧識，関心を有していること。

8．研修報告の提出と発表の義務

　　（11研修報告書及び所定の収集データは．各人ごとに定められた期川までにヒ催者

　　　　に提出する。

　　（2）全社協養護施設協議会の主催する研修会等において，個人またはグ．ループによ

　　　　る研修結果の発表を行う。

　　　　　　　　　　　◇　　　　　　　　　　　　　◇
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あ　い　さ　つ

　資生堂社会福祉事業財団は，本年度，創立10周年を迎えられました。同財団は児童福祉

施設の職員の研修事業の一環として．海外研修事業に尽力されて参りましたが，この間に

おける派遣者は，児童福祉の10施設種別，200余人にも及ぶことを知り，あらためて，そ

の果してこられた役割に対し，心より感謝の意を表します。

　さて，本回は10周年という意味で．特にその対象を，施設の運営管理に直接的責任をも

つ養護施設の施設長（副施設長含む）とされました。

　公募時において，候補者からは養育機能と施設形態を中心として，「私の養護形態論」

をテーマとし，当該施設の現状と比較しながら述べていただきました。研修団員は，その

テーマのもとに本研修を進めたのであります。

　これまでにも，欧米諸国における社会的養護の形態は，我が国のそれとは異にする点が

指摘されてきましたように，本研修団報告でも，そのことが縷々述べられております。

　もとより，形態論はそれのみで論じられるものではなく，児童福祉のために，いかなる

社会的養護が保障できるかという視点にたって，養護施設の本質（役割・機能）を論議す

る中でとらえるべきことはいうまでもありません。

　これからの養護施設の中心的役割を担っていかれる今回の研修団員の各位が見聞されま

した多くの実りを，我が国における社会的養護を検討する素材として広めていただき，そ

して本報告書がそのために活用いただければ幸いです。

　なお本報告書作成にあたりましても，同財団の全面的なご援助をいただきましたことを

ご報告いたします。

　最後に講師の豊福義彦・栃尾勲両氏，さらに後援の厚生省のご指導・ご助力に対し，深

い感謝の意を表わすものであります。

1983年3月

全社協養護施設協議会

会長　　松本　国幸
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あ　い　さ　つ

　資生堂社会福祉事業財団では，設立以来児童福祉施設において指導的立場にある中堅職

員を対象として，海外におけるさまざまな実践活動にふれ，その社会的・制度的な背景に

ついて調査・研究するための海外派遣研修を実施してまいりました。

　本事業は，児童福祉施設職員の資質向上，並びにわが国の児童福祉活動の向上を目指す

当財団の研修事業の一環として実施するもので．昭和57年度で第10回を重ねるに至りまし

た。派遣対象者は今回で，養護施設・乳児院・母子寮・虚弱児施設・教護院・精神薄弱児

施設・重症心身障害児施設・肢体不自由児施設・児童館・保育所の10種別施設，延210名

に及び，現在それぞれの職場の第一線で中心的役割をもって活躍されております。またそ

の中には，この研修を機縁に再度の渡航を果されたり，数年の長期計画をもって現地で更

に深い経験を積まれている若い方々がおられますことも，この事業を推めるものとして誠

に心強く感じておる次第です。

　諸外国においても．今日の社会福祉の実践を支える多くの要素の中で最も普偏的で，か

っ重要な問題は社会福祉にたずさわる「ひと」の問題であり，より高度な知識と技能を備

えそれらを活用する力と創造性をもった福祉の専門家が，いかに養成され，適所に配置さ

れるかにか、っているといわれます。吾が国の養護施設にあっても，児童の施設養育の新

しい施策の研究と実践，改善と試行を恐れることなく推めうる職員の質的高度化が福祉の

厚さとして強く期待されているものと存じます。

　この意味から本年度はこの事業の10回目にあたることもあり，研修団の編成を施設運営

の責任者として，日頃直面するさまざまな問題の改善に努力され、且つ深いご経験の上に

立った施設養育理念の実践と，施設機能の開発を目指され，そして，その改善に力をっく

すことの出来る立場にある民間養護施設施設長の方々をもって構成することとr2りました。

　また主題となる研修課題については．初回当初，先進国々の掲げる高い福祉理念や．知

識技能の摂取，国際的視野の養成など人的資源の充実開発に努力が払われておりましたが，

吾が国の福祉レベル，団員の方々の資質の向上等と相侯って，回を重ねるごとに，ともす

ると陥り易い過大視的な解決や，模倣性が排除され，今回の如く，その国の先駆的な制度

や活動の実態よりわが国が到達すべき独自の福祉体系の構築につながる底深い調査研究に

焦点が置かれるようになりました。

　本報告書も，単に海外諸国の紹介に終ることなく児童福祉の主座に座る施設長の立場か

らみるわが国施設養育への提言としてまとめられ，全社協養護施設協議会から報告される

運びとなりました。
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　この海外派遣研修事業は今後とも継続して実施する所存でございますが，もとより当財

団のみでよくするところでなく，今回も厚生省，全社協養護施設協議会をはじめ，多くの

関係各位のご指導．ご協力をいたN“きました。こ、に深く御礼申し上げます。

　本事業の成果が，明日のわが国の児童福祉活動の歩みに少しでもお役に立っことができ

ますことを切に期待しているものでございます。

資生堂社会福祉事業財団

理事長　LLI本　吉兵衛
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アメリカ・カナダ社会福祉研修を終えて

団長　側　坂　雄　二

　資生堂が，財団法人資生堂社会福祉事業財団を設立され，その事業の一っとして，児童

福祉施設職員海外派遣研修事業を企画実施されてきた。その目的とするところは，民間の

児童福祉施設等に従事する職員を海外に派遣し，当該国の社会福祉制度並びに施設運営・

児童処遇技術等の専門的な知識技能について調査研究せしめ，その成果をもって職員の資

質向上．併せてわが国の児童福祉基盤の充実発展に資することであるとされている。昭和

57年度は第10回に当ることを記念し，はじめて施設長を対象とし研修団が編成されること

が企画された。この企画に従い，全養協は8ブロックから候補者の推せんを受け，その中

より13名の施設長・副施設長が選ばれた。

　今回はじめて施設長によって研修団を編成すると決断された資生堂社会福祉事業財団の

ご意向は，従来中堅職員が見聞をひろめて．改善の意欲に燃えて帰国するが，自らの現場

において，その研修成果を生かし実践するには各種の障壁があるとの悩みがきかれた。そ

こで頂度10周年を記念として，従来の研修プログラムが検討された結果，研修に参加した

ということのみで，その成果が事業に反映し生かされないなら意味がないとの判断をされ

た。施設において児童処遇の方策にっいての決定権なり，責任を負っている施設長に．そ

の使命感の上に立って．児童処遇，養護の方策の改善向上を再確認されるために施設長を

研修団員とすることが決定された。従ってこの研修団に与えられた使命は，研修結果を通

し．わが国の児童の社会的養護全般の事業に寄与し，そのけん引車．推進者となることが

期待されているということである。

　13名の選ばれた団員以外関係者として資生堂財団より迫田氏と小山氏，厚生省より栃尾

児童福祉専門官，さらic指導講師として和泉短大児童福祉科の豊福義彦教授に同行して頂

いた。その旅程は昭和57年9月15日成田発，10月1日までの17日間であうた。

　今回の研修に際し事前研修が行われ，ルーテル神学大学教授大谷嘉朗先生から種々ご教

示をうることができたのは幸せであった。財団の深谷常務理事と大谷教授が，本研修団の

ための現地の事前調査と打合せのため夏の盛りに渡米してご準備を頂いたのである。

　以上の先生方による事前研修を経て，我々の研修目的は概ね次の如きものとすると．全

員で協議して決定された。

（第1部）研修課題

L　訪問州の児童福祉行政機構，サービス内容，及び政策的な将来展望。
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2．各地で訪ねる養護施設，グループホーム，里親家庭等の現状とその変遷及び背景。

3．要養護児童の実態と，児童養護サービスの種類とその内容。

4．各施設，グループホーム．里親家庭の運営管理，特に民間施設，機関としての独自性

　及び財政基盤。

5．児童福祉施設（含里親家庭）と地域社会との連けい。

6，訪問施設及び機関の概況。

　上記の研修課題に従って夫々の団員の分担が割当てられその記録の責任を持つこととな

った。

　事前研修において我々が，教えられたことはt家庭を離れたり，失った子の存在してい

る現実に対し，即ちその子供たちに対して，ここ数年来各国に於て，公私を問わず，社会

的養護，つまり社会的責任のとり方についての認識如何が深く問われているのが今日の問

題であり．日本における「施設中心主義的」な養護形態を基盤においてのみ考えることの

是非にっいて研修すべきであることが示された。欧米においては．施設か里親かとの論議

は時代遅れであるといわれ，その決定的な方向は，施設養護はファミリーグループホーム

の様式をとる方向にあり、社会的養護については里親家庭養護が圧倒的な現状であること

が，あらためて確認された。しかし乍ら今回の研修において強く印象づけられたことの一

つに，如何なる子供に対しても，その責任1順位は．先づ生みの親にあることが前提とされ

ているということである。よし実親の許をはなれて養育される，即ち里親家庭による養護

の形式をとろうとも．専門的なソシアルワーカーとの三者協働によって，実親の許に可及

的速やかに帰すことが意図されていると，各地できかされたことである。

　しかし彼の地における経済的背景即ち不景気は10％をこえる失業率が示すところであり，

かつては養育里親として純粋な里子のための里親のなり手が多かったが，そのような里親

は滅少傾向にあり，むしろ里親手当が目的といえるようなものが存在することも率直に語

られた。さらに，心身に障害をもっ子供の里親の開拓が望まれていることでもあった。

　さらに特徴的なことは直接児童処遇IC当る施設又は機関は全て民間であるといっても過

言ではない。公的事業は非能率であり，効果も余り期待できないとのことであった。行政

機関の役割は，社会的なニーズを調査し，問題を分析するにとどまり，そのニーズに対応

して具体的な事業の献立を作り．お膳立てをした民間が，行政に売込み，その対応が適切

であると認められると行政は，その事業を買う。公私に於て売買委託契約がなされるとい

うことである。っまりそれはすぐれて一般的な企業経営意識によって事業が展開され，維

持するために，広報宣伝活動も極めて盛んに行わねば，破産倒産もありうるということで

ある。そのために夫々の施設機関というものは，専門家を確保せざるを得ない。即ち，専

門的な対応がなしうるということは否定できないが．夫々の専門家はその専門性の分化が
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進むことによってむしろ，対象となるべき人間を総合的，統合的に捉え難くしているので

はなかろうか。それが集団的施設養護の欠点として認識される一要因となったのではない

だろうか。今日の病院における治療が，各科の専門分科が極度に進み，内科，外科といえ

ども，その疾患の部位によってその専門医の間をたらいまわしにされる。患者は治療の対

象であっても一個の人格としての入間として把えられているか否かと疑問視されるのと同

様の事が，アメリカ・カナダで施設養護が減少し，極度の専門的対応を必要とするケース

のみになったのではなかろうか。

　しかし一方，家庭の原因又は親の原因によって，子供の不幸が発生しないようicとの予

防的な施策として，地域における母と子のための教育活動（カナダ母親教育会）の実践は

カナダ・アメリカでも近年スタートした新らしい事業活動である。地域社会の中で，母親

や家族を孤立させないで，仲間づくり，コミュニティーづくりをさせることの必要性が叫

ばれていることは，興味深いことであり，我々の社会にも同様に必要な働きであろうと，

強く印象づけられた。

　17日の研修期間は，多くの事を学ぶには，必ずしも長いとはいえないが，限られた条件

の中で，可及的な研修成果をもとにして以下の主題による報告書を，研修団員が分担しつ

っ作成した。施設長になるが故に，その立場から，その使命の上から期待されるものの重

且大なることを覚える程，この報告書作成は重荷と感じられたのではなかろうか。

　主題「新らしい施設養護の展開」一自己改革への課題一

　資生堂財団の福祉事業界，殊に養護事業界に対しての特別のご配慮とご期待に応え得る

ものになったか否かは，ご批判にまたざるをえない。しかし，世界は時間．空間的に近く

なったとはいえ，まだまだ互いに認識を共通にすることの困難さ，殊に言語の問題の障害

などは，カナダでもアメリカでも強く残されている。歴史の成りたちの相違等，外国に学

ぶことも多いことも事実であり，否定しえないが．取捨選択し，真に日本社会に適った，

児童の健全育成，社会的養護のあり方を追求しっN“ける使命のあることを深く確認したい

ものである。そのためにその課題は絶えることない大きさをもっている。科学的な探求と

裏づけ，専門的技能の向上は勿論であるが，それらを駆使し，活かす哲学ζ．そ求められる

ものであり，愛といい，仁といわれるものが矢張り根底になくては，如何なる施策や制度

や事業も，人間の福祉とは遠い存在となるのではなかろうか。私共は，単に形態を変える

ことが即，養護効果を向上せしめるという短絡をすることなく福祉の心こそがさらに求め

られることだと思う。今回の研修の機会を与えられた，資生堂財団Cζ改めて感謝を献げる

と共に，カナダ・アメリカにおいて，私共の研修に多くの時間と労力を提供された全ての

方に心からの敬意を表するものである。さらに忘れ得ぬ貴重な存在であった．明治航空サ

ー ビスの小野鎮氏に心から感謝をささげたい。
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カナダ・アメリカの児童養護の現状

厚生省児童家庭局育成課柘尾 勲

はじめに

　児童養護の将来的展望に視点を合わせて．昨年度のオーストラリア研修に続いて，今年

度は．カナダ・アメリカにおける研修が実施された。

　今回においては．事前の現地調査に基づいて企画がなされるとともに，訪問先の公私機

関の関係者と十分に話し合う時間が設けられていたので，要点を整理しやすかったと思わ

れる。広大な両国の一部の州を重点的に視察したのであるが，それぞれの州における行政

施策等には，細かな面での違いもあり，手持の資料や見聞した内容を今後更に細かく分析

していきたい。

　ここでは．職務．ヒ，関心の深かった面について，その要旨を記述することとしたい。

1．児童福祉行政の進め方

　カナダ・アメリカにおいては，児童福祉行政に関する具体的な実施面での責任は州政府

が主として果す体制となっている。今回の研修では，連邦政府の関係者と接触する機会は

なかったので，中央の行政機構や役割等の実態を知ることはできなかった。州政府や民間

団体の職員から，その一端を聞く程度であった。

　我が国の児童福祉行政の体制とは色々な面で異なっているようであるが，厚生省に相当

する中央官庁としては，カナダ保健福祉省（Department　of　Health　and　We】fare）と

アメリカ連邦政府保健社会福祉省（Department　of　Health　and　Human　Services）が

置かれている。これら連邦政府の児童福祉行政に関する役割としては，関係法令の制定と

その執行（補助金の交付や法に基づく指導監督等）が主体となっている。

　アメリカにおいては，連邦法の中に，日本の児童福祉法に相当する基本法はなく，児童

福祉法に関する主な事項は，社会保障法（Social　Secur　ity　Act）｛こ含まれているほか，

他の法律にも児童に関連する条文が規定されている。アメリカでは，児童福祉の多くの部

分は家庭の役割であるとする考え方が強く，法律や行政施策等の中にもその思想が反映し

ているといえよう。カナダにおいても，児童福祉の具体的サービス1こ関するものは各州の

法令に規定されている。

　このような点からみると，我が国の児童福祉法は，体系的には整理されていると考えら

れる。しかしながら．広大な国土を持ち．人種，宗教等も多様である両国にとっては，物
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の考え方や生活習慣等も地域によって差があり，法体系や行政施策に地方色が出るのは．

必然のことであろう。また，その方が地域の特性に応じた効率的な施策が推進されるのか

もしれない。

　両国の州段階の児童福祉行政については，主として，カナダでは，オンタリオ州地域杜

会事業省（the　Ministry　of　Community　and　Socal　Services）及びオンタリオ州児童

援助組織協会（Ontario　Association　of　Children’s　Aid　Societies）の担当者から．そ

してアメリカでは，マサツセッツ州の社会福祉局（Department　of　Social　Services）の

担当官からそれぞれの州の実情を聞くことができた。

　カナダ・オンタリオ州では，1977年に行政機構改革がなされ，地域社会事業省に児童部

（Children’s　Service　Division）が設置され，州内の養保護児童に対する各種の事業を

包括的に所管することになった。従来司法や精神衛生の分野であったものも地域社会事

業省tc移管されている。当省に対しては，連邦政府からの予算補助もなされている。オン

タリオ州；cおける具体的な児童福祉サービスに携っている機関としては，前述の児童援助

組織協会（CAS）等があり，今回の研修においてもCASを訪れ，その概要を知ることが

できた。

　CASにおいては，地域社会事業省の補助及び指導監督を受けて，各種の児童福祉事業

を行っている。事業内容としては，相談事業．ホームメーカー（ho凪emaker）による家

庭訪問，児童の一時保護及び里親，養子縁組に関するものである。CASは，州内に多くの

ブランチを有し，地域に根ざした児童福祉サービスを展開している。

　アメリカのマサッセッッ州では，州の第六福祉局（the　Commonwealth　of　Massa－

chusetts．Department　of　Social　Services－Region　6；DSS）を訪問した。　DSSが州の

児童福祉行政を所管しており，福祉行政区画を細分化するなど，地域に密着した行政を行

うことに努めている。しかしながら，黒人，白人及びスペイン系等多様な人種が混在し，

しかも居住地域が偏在しているtsど福祉施策を進める上で，困難な面も多いようである。

それだけに，DSSには，各種の言語や生活習慣等に対応した人事配置を行うなどの工夫に

努めている。

　DSSの具体的な業務としては，相談事業，保育事業，里親関係事業及び婦人，児童の一

時保護事業等，主として要養護児童対策が行われている。DSSでは，その事業の多くを民

間に委託しているが，その方法は興味深いものであった。即ち，質的に高く，効率的で．

しかも時代のニーズに合致した事業を行政側が判断して，買い上げる方法であるCPur－

chase　of　Service）。　DSSがK間の事業を買い上げる場合には，ソーシャル・ワーカーや

財務担当者等の意見を参考にして，慎重に検討すること’こなっている。事業の契約期間は

単年となっており，委託契約の更新については，その事業の実績次第である。

一
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　このため，民間団体は常に社会のニーズに応じた新しい有効な事業のメニューを開発し，

そのPRに努めるとともに，評価されるべき実績を残さなければならない。このような厳

しい競争が行われるが，各事業に対する州政府からの補助は全額ではなく，不足分は寄付

等によって補てんしている状態である。しかしながら，各団体は多画的なメニュー事業を

準備しており，しかもDSSだけでなく他の部局や私的団体等とも委託契約を結んでおり，

メニューの一っが廃止になっても他の部分でカバーすることができるようになっている。

福祉の分野においても，競争が行われているアメリカの一面を象徴的に見ることができた。

　児童福祉援助組織協会（CAS）と社会福祉局（DSS）は，公私の違いの他，組織，・機構

等細部にわたっては，種々の違いはあるが，ともに児童福祉に関する第一線機関であり，

我が国における児童相談所，福祉事務所．社会福祉協議会等の機能を部分的に併せ持った

ような業務を行っている。特にDSSは都道府県民生主管部局が担当する業務の一部も担

っているようである。これら機関は，各種事業に関する企画評価及び情報機能を有効に

発揮しているように感じられた。

　また．カナダ，アメリカにおいては，要保護児童発見者の通告義務が徹底しており，通

告を受けてからのソーシャル・ワーカー等の対応が極めて迅速に行われている。CASや

DSSでは電話等による24時間の相談体制が整備されている。両国ともに児童福祉行政を

進める上で関係者がくり返し強調していたことは．児童は家庭で養育されることが基本で

あると”｝うことである。この考え方に基づいて，家庭を支援するための相談事業等の推進

里親制度の普及などに十分な配慮がなされている。

　我が国においても，児童福祉法に基づいて各種の施策が進められており，制度的には整

備されている。また，家庭養育の重要性，児童の健全な育成等児童福祉の理念上のとらえ

方も両国と類似している。ただし，児童福祉施策の弾力的運用については，参考になると

ころも多いといえよう。相談事業については，両国とも公私機関で広範に行われているが，

我が国における児童相談所のようSC，相談指導，措置，一時保護の3機能を併せ持った児

童相談機関は存在しない。アメリカでは，クリニック的機能を持つ児童相談事業は教育分

野や精神衛生分野で行われており，専門性の高い機関として位置付けられている。

2．児童養護形態の現状

　児童は保護者の元で養育されることが前提であるとする考え方は，今回の訪問先でたえ

ず耳にした言葉であったが，乙れは児童福祉の基本理念として，福祉関係者のみならず国

民に広く浸透しているように感じられた。この考え方に沿って各種の児童福祉諸施策が進

められて’、る。

　養護問題にっいても，先ず家庭を支援するための相談事業等の充実が図られ，できるだ
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け在宅において問題解決を図ることに努めている。通常．親の蒸発や死亡等による保護者

のない児童に対しては，施設入所の対象ではなく，里親委託や養子録組がなされている。

　単に居住させることを目的とする施設は存在しない。施設入所対象児は，情緒障害等の

問題行動を有するものが主体となっているようである。我が国でいう養護施設の機能は，

その多くの部分が里親制度によって代替されつつある。児童個人の健全な成長発達にとっ

て家庭での養育は望ましいと言えるが，我が国と比較して著しく多い離婚率等を反映した

要養護児童への対応策として，施設から里親，養子縁組等への方向転換が今後どのように

展開されていくのかは注目すべきところである。

　このような養護形態の変遷の過程には，種々の困難があったものと考えられるが，両国

の行政担当者は．この方向が望ましいという信念で施策の推進を図っている。

　それだけに里親制度の普及啓発には積極的な努力を傾注している。特icカナダにおいて

は，1979年に里親制度の総点検を行うために大規模な調査が実施され，里親制度上の諸々

の問題点が明らかにされた。それによると出生率の低下による委託対象児童の減少，委託

期間の長期化，不適応行動や高年齢児童の増加，委託費の不均衡等こよって里親制度が全

般的に停滞していることが指摘されている。

　これらの実態を踏えて，里親制度を円滑に運用するために，州政府は里親制度を所管す

る部局を設置し，里親家庭への支援強化や里親の開発等を促進している。

　このような一連の対策の背景には，前述のように児童の家庭養育を推奨していることは

もちろんであるが，一方では，政府の予算削減に伴い，より効率的，重点的な運用方法が

険討されてきたことが考えられる。軽易raケースは可能な限り，家庭で対応し，問題のあ

る児童を里親に委託する傾向となってきている。

　カナダ，アメリカでは，心身障害児や情緒障害児に対しても里親制度の適用を図ってき

ており，このために里親に対する研修．助言指導及び経済的補助等の充実を推進している。

様々な違いはあるが，我が国と比較すれば，里親制度は相当IC普及し，国民全体に根付い

ていることが伺われる。大規模な養護施設が姿を消してきている両国にとっては，里親制

度の促進が重要な課題であり，一般的な里親だけではなく，専門的な養護技術を必要とす

る特殊な里親の開拓も要請されてきている。このような里親制度全般の充実強化策は，今

後の我が国においても，養護施設との関連において，その動向が注目されるところである。

　一方，これら里親制度の進展に比べて．養護施設の動向については．大規模施設から小

規模施設，治療施設への移行の傾向が強まってきている。今回，我々が訪れた州のうち，

大規模施設は2カ所であった。1っは，ボストン市｝こある「ナザレ子供の家」（Nazareth

Child　Care　Center）であり，もう1つはリッチモンド市にあるヴァージニア州ユナイテ

ッド・メソジスト教団家族援護協会（United　Methodist　Family　Services　of　Virginia）
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の施設であった。これら2施設は，広大な施設にゆったりとした寮舎が点在しており．児

童が集団で生活しているといったイメージはなかった。

　なお，カナダ・オンタリオ州には，このような大規模な養護施設はないとされている。

我が詞では，児童の養護形態としては施設が中心的な役割を果しているが．今回の研修を

通じて，両国の脱施設化傾向が進行していることを実感として知ることができた。

　上記2施設においても，養護に欠ける児童を単に居住させておくということではなく，

あくまでも早期に家庭復帰させることを目的にしており，児童が入所措置されると同時に，

家庭復帰に必要な親へのカウンセリングやその他の家庭機能安定化のための活動が開始さ

れることになっている。

　児童の入所措置は，前述の州社会福祉局（DSS）に所属するソーシャル・ワーカーが，

児童に関する調査を行った上で，施設の各種専門職員と協議して実施されることになって

いる。施設入所措置に関しては．施設側にかなりの選択権限が与えられているようである。

施設には，児童の入所期間としては最大限工8ヵ月という期限が定められており，その間に

指導目標が達成できるかどうかは大きな条件となる。そのために，前述のDSSのソーシャル

・ ワーカーと施設の専門スタッフとがf分に協議して．慎重に入所措置を行うことになっ

ている。児童が入所してから数週間内に各種の診断がなされ，指導目標がたてられ，それ

に基づいて指導が行われる。そして6カ月毎に児童に対する指導効果が点検されることに

なっている。

　また，児童の入所と並行して保護者に対する指導が始められ，早期家庭復帰のための配

慮がなされている。児童自身においても，家庭から離れ施設に入所している意味を自覚し

ているといわれている。我が国における児童相談所が主体となる措置体系とは異質のよう

である。施設自体に専門的スタッフを配置しているとともに，DSSのソーシャル・ワーカ

ー の専門性も極めて高いとされている。このように，慎重に入所の判定がなされ．適切な

指導が行われているわけであるが，期限内に指導目標を達成し得ない児童もおり，措置変

更を余儀なくされる場合もある。

　専門性が高いとされている治療施設から措置変更される児童の行き先にっいては，明確

に聴取することはできなかったが，これら児童に適合した関連事業や施設に移されるよう

である。福祉の分野から司法や精神衛生等の分野に移管される場合もあるものと考えられ

る。アメリカでは，施設の治療機能が強化されるに伴い，そのスタッフも質量ともに充実

されてきており，その役割分担も細分化されている。内部的にはスーパービジョンの体制

も整備され．多様な専門スタッフのチームワークも円滑になされているといわれている。

　また，施設は，児童の緊急一・時保護の機能も備えている。

　脱施設化が進行している中で．これらの施設は家庭の代替機能とともに，家庭を支援す
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る機能も有し，地域における児童育成の有効な社会資源として維持されている。今後の展

開を予測することは困難であるが，このような施設形態が継続されるとしたら、時代のニ

ー ズに即応した多角的な目的を有する施設運営が求められるのであろうか。

　我が国においては，要養護児童対策としては，養護施設が中心的役割を果しており，今

後もこの方向が継続されるものと考えられるが，施設の果す役割、機能として先進諸国の

例も参考として，我が国の実情に合った方策を今後とも研究していく必要があると考えら

れる。以上，カナダ．アメリカで訪問した州の要養護児童対策の実態の一端に触れてきた

が，これらの詳細SCついては各章で記述されているところである。

おわりに

　カナダ，アメリカにおける児童養護体系の一面を見てきたわけであるが，両国ともに施

設養護から里親養護へとその主体が移行していることは事実である。

　この変化の過程には，種々の検討がなされ．混乱もあったと考えられ．また現在でも模

索の段階の面もあるといわれているが，児童育成の考え方や財政面からも，このような方

針が今後とも推進されていくものとみられる。このことは，訪問先の公私機関の関係者の

話の中にはっきりと示されていた。時代のニーズに即応した方策を模索し，実践に結び付

けていこうとする積極的な姿勢がみられた。

　見聞した範囲においては，福祉事業に対する公的負担，職員の雇用，国民の福祉に対す

る意識等の面からみると，我が国と比較して，脱施設化への転換を進め易い素地が多いよ

うにも感じられた。

　今回の研修を通じて，訪問した州の児童福祉の進め方を大まかにっかむことができた。

特に今回は，研修団の構成メンバーが施設長もしくはその代理者であり，児童養護に関

して豊富な知識と経験を持たれた人達であったこと．及び事前に十分に実地調査がなされ，

適切に企画がなされていたことにより，研修団としては大きな成果を得られたものと考え

られる。今後，更ic時間をかけて資料を分析し，我が国との比較検討の上，これらの成果

が施設運営及び行政施策の推進のために活用されることを期待するものである。

　最後IC，我々SC貴Ptな機会を与えていただいた資生堂社会福祉事業団の皆様をはじめ関

係者の方々に対し，心から感謝する次第である。
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第1章児童養護形態

A．施設養護の機能

宮城仙台天使園村本智子

はじめに

　昭和57年9月15日から10月1日まで，アメリカ・カナダの児童養護の研修に参加して，

大へん深く考えさせられたことは，養護の脱施設化の動きであった。

　子供は，本来家庭で育てられるべきものという，哲学的理念1ζ基づいて．要養護児童は

なるべく家庭で，それが不可能な場合は，里親か養子縁組された養い親の家庭で養育され

ることを骨子として，児童福祉が進められているのである。しかもそれでも尚かつ，施設

養護を必要とする児童に対しては，アメリカにおいては18ケ月以上施設生活をすることの

ないよう．法律で定められているのである。このように，何故脱施設化の動きが出て来た

のであろうか。

　アメリカ・カナダの要養護児童の処遇形態の変容を見る時，この現状を．我が国とは異

なる社会事情によるものと，一考するだけに留めてよいものなのかどうか，今ここに，日

本における要養護児童の施設処遇の現況と問題点を，原点に戻って考察し，将来への展望

と問題解決への提言を試みることにした。

1．施設養護機能

　養護施設には．家庭で育てられるはずの子供たちが社会のひずみの中で，家庭が壊れ，

その結果として傷つき．やむなく施設に入所して来る。その子供たちを，施設では，一般

的な家庭で守られ，育まれると同じように，児童の生活を守り育て，健康で明るく豊かな

生活環境の中で成長するよう配慮し努めている。そして一人前の社会人として，生きて行

かれるように世に送り出す責任と使命を持っているのである。

　しかしながら，現状における養護施設は，この求められている機能を充分に果している

といえるだろうか。ここにいくつかの問題点を提起して，考察してみたいと思う。

日［児童と職員の人間関係

　子供は，この世に生を受けて．はじめに母子関係が基盤となって，情緒的結合の中で，

安定感と信頼感が深まっていgのである。そして．この関係が前提となって，社会的な広

がりを持った人間関係に発展し，他者の存在を意識し，他者とのかかわりの中から自我が
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形成され、社会性の発達へと目覚めていく。従って，人間形成のメカニズムにおける，母

子関係の同一化は、最も重要な児童の人格形成の基盤となるものといえるのである。

　しかしながら．近年養護施設に入所して来る児童の家庭的背景は複雑で．その上混乱し

ているものが多い。児童はその中にあって，大きく歪められた生活体験を持ち，周囲に対

して疑い深く，自からの心深く傷を持って来る子供たちである。この子供たちに，家庭的

代替機能としての養護施設が，子供の入所前の育成のまずさを修復し，自立した社会人と

して生きていかれるよう養育することは大変困難な仕事である。しかしながらそれを実現

させるために，第一に重要なことは，基本的な安定感と信頼関係を子供と職員の相互の人

間関係の中に獲得していくことが先ず前提となるのである。

　それは母子関係の同一化において見られるように，特定の人との情緒的結合を媒介とし

て，さまざまな人間関係を体験することによって，仲間集団からより広い社会関係へと発

展していくものである。そのためには児童と職員との人間関係は．連続的で安定したもの

であると共に，信頼関係を基盤とした重みのあるものでなければならないのである。

　この関係づけが．生活のバターンの中で形成されて．児童ははじめて施設内の生活に定

着し，自分を出すことができ，仲間集団の中での自分の安定した立場を見出し．自己実現

への確立が充足されていくのである。しかしながら現実はどうであろうか。

②　勤務形態の関連

　近年施設の近代化が進むにつれて，多くの施設が住込制勤務を廃し．通勤制，交替勤務

制に移行し，労働時間を短縮していった。その結果，必然的に多数の職員が子供にかかわ

ることとなり，子供と職員の関係は，親密で継続的な信頼関係を保つことが次第に困難と

なり．職員は事務的に，子供は，本当に心をうちあけて相談する相手を施設内の職員の中

に求めても得られずt職員に対して時には厳しい拒否反応を示すようになるのである。

　このような児童と職員間の緊張の結果として，職員は子供集団を全体的に把握できる余

裕をなくし．児童の動きとその流れを的確にとらえにくくなってしまい，子供に対して規

制・叱責・制限が日常生活の中で必然的に多くrsるのである。その結果として，子供は施

設の生活に関心を示さなくなり．無気力で，集中力・忍耐力が欠如し，生活基盤である施

設内での活動に興味を持たなくなる傾向となる。

　従って職員に求められることは，大人としての社会的経験を土台にして，背後から助言

し，支えることによって，子供の情緒の安定をはかり，生きぬく自立心を育てていかなけ

ればならない。

　以上述べた諸問題は，職員の側もとまどい，疑問を感じるようになってきている現状で

はなかろうか。
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2．生活場面からの問題

（1）画一的生活からの脱却

　施設入所は．児童にとって家庭での人間関係や，今までの生活体験とはまるで違った環

境に置かれるわけで，この変化は子供の心身に大きなショックを与えていることは事実で

ある。

　子供は新しい環境に順応しやすいとはいえ，心深く受けた衝撃は決して小さなものでは

ないと思われる。大人ならずとも，特に子供にとって多数集団の中に身を投じられた生活

は．大変緊張感を強めるものであり，その上多数の職員の交代勤務となれば，子供は入所

前の好ましくないとされた生活に郷愁を感じ，現実の日々の日常生活体験の中で積極的に

生きようとする活力を失ってしまうのである。現在の施設の生活は，ほとんどが一般の家

庭生活と違った内容である。

　現在の国の最低基準は，児童のプライバシーの確保もむずかしい日常生活である。また

種々の面で．画一的になりやすく，個々の興味に即した深まりを達成させるよりも，効率

的で簡単なもので処理してしまう傾向になりやすい。

　その結果．生活体験の狭い，融通性のない，その時に応じた対応の出来ない子供に育っ

てしまうことになる。施設を巣立って社会生活に入った場合．施設内での生活場面の特異

性と，自立した生活態度が育たなかった故に，社会不適応を来し，挫折する児童が多く存

在することは．重視し改善して行かなければならないことだと思う。

②　地域社会との関係

　従って出来るだけ日々の生活の中で，職員と児童が協働の形で体験を広げていくことに

よって．児童の精神的生活領域を豊かにする努力がなされていかなければならないと思う。

そのためには施設の生活指導の限界を知り，地域との関係を密にし，短期或いは週末里親

等を開発して，児童の生活空間を広げていく努力がなされることが大切だと思う。

　これらのことから，施設内での生活形態は大きなものよりも，小さな単位の方が流動的

に，その場に即した形で変えることができやすい。子供は生活単位が小さい方が．より積

極的に参加しやすく，生活の中で自己の要求を出したり，他を認め合う交わりを通して自

己の役割分担がはっきり意識され．自他の認知が確立される場の設定指導が容易にできる

のである。生活指導面における改善は，それぞれに努力された実践事例が発表されている

が，生活場面の単位を小さくしていくことが，改善の不可欠の条件と言えると思うのであ

る。
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3．自己改革への提言

　戦後の養護施設は，大規模施設中心に展開されてきたように思われる。それは．諸外国

の事情も．わが国と同じように，対象児が多く緊急に対応していかなければならなかった

原因によるものと思われる。

　しかしながら現在の社会状況は変化し，入所児童の質的変化，要養護問題の内容の変化

等，多様化に対処していかなければならない現状である。また戦後40年tζなろうとしてい

る今日，大規模施設の形態がもたらす問題が認識されるようになり，本来の子供の幸せの

ための子供の立場から福祉を考えなおそうとする気運の高まりを生み出したと思われるの

である。従って，児童福祉体系のあり方，形態の多様化と共に検討する時期にきているよ

うに思われる。

　R．C．シーレンバーガー氏（米国）がその著書の中で福祉施設の機能が，十全に達成され

る条件として

　①規制の多い生活から少ない生活へ

　②大きな施設から小さな施設へ

　③大きな生活単位から小さな生活単位へ

　④集団生活から個人生活へ

　⑤地域社会から隔離された生活から地域の中に統合された生活へ

　⑥依存した生活から自立した生活へ

と述べている。

　これはただ形態の小型化でもって解決される安易なものではなく，福祉施設の機能と存

在意義が福祉の本質への見なおしとして提言されていると思えるのである。
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B　グループホーム

石川・梅光児童園斉藤忠夫

はじめに

　今回のアメリカ・カナダの児童養護の現況視察旅行に関して，私が最も知りたかったの

は，「欧米諸国において，施設の小規模化が，全く合理的に改変されている」のであろう

かどうかということであった。我が国では．数年前からグループホーム，特にファミリー

グループホームが望ましい集団養護形態であると唱えられながらも．夫婦制の問題や，小

集団の持つ特性が何を要素として，児童養護の質的向上IC役立ち得るのか，ということな

どSζついて，いろいろ論じられ出してきていた。私も大へん興味があり，それが運営され

ている実際の姿に接し，具体的なデーターを得たいということにほかならなかった。

　即ち，養護処遇上望ましいとされる処遇継続の一貫性と，処遇職員の期待と意識の上で

の一致，小集団というときの集団の規模と質の問題，養護形態と指導系統，生活単位とし

ての施設集団と，もうひとつの社会諸集団とのつながりや広がり，職員の勤務形態やロー

テーション，経済性の諸問題，ライフサイクルやアフターケアに関すること……などが限

りなく拡がつていき，ますます多くの問題に興味をかき立てられ児童養護という基本的な

命題解決の糸口が，グループホームや小舎制の中IC掴めそうな気がしてならなかったので

ある。

　しかし結論からいうと，ひとつは事前にもっと自分なりに．系統的な予備知識を勉強し

ておくべきだったこと，現地での説明を理解するのに追われ，自分だけが他の団員の理解

とずれていないだろうかという焦りがあって，余分な気遺いを多くしたこと，もうひとつ

はやはり会話ができないために，自分の理解を深められなかったこと，そして自分でも，

聞いた話の中味について，自信を持つてほかの人に説明できない不安が少くないことなど，

でかえってその本質を難しくしてしまった。

　こんなことを承知で，カナダ・アメリカにおける児童養護の私見的解明と展望を，グル

ー ルホームを中心にして述べてみよう。

1．居住型児童養護と集団

　最初に，グループホームの定義や客観的解説をすべきなのだろうが，グループホームに

ついては「グループホーム研究1」の冊子，第36回全国養護施設長研究協議会第3研究部

会の発題などの協議資料，その他季刊「児童養護」誌に紹介されている多くの，グループ
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t一ムの実態を，記述したさまざまの評論がある。

　これらの中に，グループホームのさまざまの理解が展開されており，そして研究的に多

くの見解などが，平面的併列的に尊重しながら記載されているので，私もそれらを総合的

に理解しておきたい。というのも方法はどんな場合でも絶対ということはないのだから。

児童養護の方法は各種あるのだが，いま目の前にある養護の課題に対して，可及的最大限

に探り得る中での，さまざまの条件制約の中で，それに関わる人が執った方法が現実の養

護であり，グループホームの意義も，そのときの子供と養護者とが，どんな生活をしたか

ということの中で共通理解できる表現であればよいと思う。

　今回の研修で，児童収容施設の幾つかを見せてもらったのだが．それはみな数十年，中

には100年の歴史を持つかっての養護施設と呼ばれるものであった。現在，施設養護の意

義，内容やあるいは関わる職員や子供の実態は大きく変っているが，日本の私たちが当面

しているような施設養護に，最も近い形を残していた。ニューイングランドホーム（”New

England　Home”）．ナザレ児童センター（“Nazareth　Child　Care　Centre”），ユナイテド

メソジストホーム（“The　United　Methodist　Fammily　Serv　ices　of　Virginia”），さら

にセント・ジョセブビラ（“Saint　Joseph’s　Vilta”などそのいずれもが，みんな30年く

らい前に大改築をして全部完全な小舎制形態に変容したのであった。

　いずれの小舎も生活完結型の独立住居であり，食事・調理そのほかの住居機能は，一応

小舎内で全て充足された型になっている。

　従って各施設の職員の配置ならびに，チームワークなどの役割機能が異なるとは思うの

であるが．形式的に，又内容的にも，その小舎の施設がかなり，グループホームに近いの

である。厳密にグループホームの意義を強調するときに，その地域性や社会性ということ

に劃然とした違いはあるのだが．まだグループホームが法的に規定されていない日本の現

状tcおいて，常識的な認識の上に立ってみるとき，表面的には，その小舎だけの内部機能

はグループホームとかなり共通するところがあると思われる。

　またこのことは．カナダ・アメリカの関係者においても，処遇の面で決定的な相違とし

て，強調しておられるようでもなかった。

　このホームを運営する人（養護者）においてはそれが専門職業人という立場に立てば施

設であり，ボランティアの立場に立てばフォスターホームである。人為的役割の機能を組

合わせたグループホームは，自然的な人格機能の展開で，ファミリーホームになるとも考

えられる。ファミリーグループホームは，その中にさまざまの要素が入り，特にフォスタ

ー ケアの方から考えられるケアと治療トリートメントの方から望まれるケアとの両方を融

合して一致させるグルーブホームとはどんなものかを規定するのは，実際的現実的でない

と思われているのだろうか。
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2．グループホームの流れと意図

（ユ）原初的養護

　はじめに，フォスターケアにっいて少しふれる。これを単なる里親養育システムと考え

るのは，不十分かと思われるからである。

　わが国に於ても，施設養育ということが，児童養護の中で行われてきたのは，決して

新しいことではない。今世紀前半までに於ては．その殆んどは，養子緑組の形で扶養を

依頼し，取込んできたのである。それは殆んど血縁若しくはさまざまの縁故を辿ってであ

る。勿論それは幼児に限ることであって，少し大きい子どもは，働き手として奉公に出さ

れ，食べさせてもらえるだけ有難がって，使ってもらったくらいである。近世の経済社会

の進展に伴って，どうにか道具代りにまだ使われる意味があって，賄われたとも云えるく

らいである。

（2）社会的養護

　中世までの隣懲の情によるような保護のあり方はともかく，近世のそのような社会組織

の中で，漸く課題となってきた子供の養護問題は，ヨーロッパに於て人間復興のさまざま

の対策によって，18世紀末から，国家社会の構築を，意識しはじめたアメリカの移民たち

にとっては．自らの社会組織の拡充とともに，考慮しなければならない問題であったに違

いなかった。

　それが，建国から南北戦争後において，児童は労働者として，南の綿畑へ，西の牧場へ

と，孤児列車（orphan　train）で，毎年数万人が送られたという。ニューイングランドホ

ー ムの創立時にまっわる話は，我が国に於ける，昭和30年前後の，中卒労働者の集団就職

列車のニュース映画の画面と，二重うつしになって見えてくるのである。

　このような方途の次に，社会施策の充実に伴い，社会国家自ら，またはその問題に取組

んでいた一部の人たち一それはアメリカ・カナダに於いては，教会や教育に関っていた

人たち一によって，いわゆる収容保護施設が整備されだしたことは，自然のなりゆきで

もあった。

（3）自助的養護

　一方，アメリカ・カナダの人たちは，私たち日本の場合に較べて，かなり個人的意識に

相違があり，社会の諸事象に対して，個人の自覚と責任における民主的自助的取組みがな

された。また広大豊富な資源によるゆとりからくる国民性は，食べて生きていくことには

頓着がなく．困っている者にはいとも軽く，扶養してあげることが一般化したのではない

かと思われる。養子縁組とか，他人の子を預り養育するということICついては，かなり↑舌

淡として行われ，社会情勢などの激変による多くの扶養されるべき子供たちを，取込んで
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きたものと思われる。

　児童養護の社会的課題は，今世紀前半まで，何のためらいもなく順調‘ζ行われてきたと

いうことができよう。にのことは，変りつつあるヨーロッパ諸国の施設養護の変革につい

ても，同様のことがいえよう。そしてその要素としては，施設養育がもたらす，人間疎

外に伴う福祉的人権的教育的人間像によるものであることで，むしろ私たちにとっては，

ヨーロッパ流の意識変革tζよることの方が，理解しやすいかもしれない〕。

（4）自主的養護

　今回の研修でいつも判断の基準を調整させられたのは，アメリカとかカナダとかの国の

話ではなく，オンタリオ州とかマサチューセッツ州単位の諸制度である。これらの国々は

あまり強制包括的な基準がないために，むしろ手づくりの取組みから問題を解決していっ

たのかもしれない。カナダは新しくて国による統制がしやすいのか．いくらか国からの児

童保護に対する費用支弁が義務づけられてはいるが，アメリカ合衆国にいたっては，かな

り負担が民間の独自性に負荷されており，国はまさに，援助事業としての限られた補助金

を支弁しているにすぎないのである。従って両国とも，その他の公的な分野の殆んどを州

に依存しており，児童福祉に関する法律（Act）も州法なのである。その点児童福祉法に

よって，全ゆる児童の社会的養護が網羅され，最低基準などによって規制整備された養護

内容を，公的責務により保障した措置費によって運営されている我が国の児童養護の現状

に浸っている者にとっては，比較検討が困難なところがある。

（5）人権の理解

　更にもうひとっ，児童養護思想を見つめるとき，欧米人には人間尊重の人権的理念が，

封建的社会秩序の維持に人格などが従属されていた我が国と違って，かなり個人の権利と

いうものを，蔑ろにし得ない風潮が大きく影響し，確立していたことを見逃すわけにはい

かない。人権ということが，今回の視察中における大きな学習の課題になったことは事実

である。

　それは，保護される子供が，自らの施設措置理由とか処遇の目的や内容を自認しており，

一 方でcrown．wardとかsociety－wardとかいうことに代表される。親権に関わるさまざま

の制限を存している。児童養護の背景にある，極めて大きいそして重要な保護理念に直面

して．その辺の事情を理解した次第である。しかしこのことは別の筆者により詳述される

ので，これくらいにしておく。

（6）フォスターケア

　さて，このようなことなどとのつながりの中から，フォスターケアということが生まれ

てくるのであるが，ノーマライゼーションからくる脱施設化とはかなり違った感じを，今

回の訪問研修によって感じた。

一 24一



　もっともロレッター・ベンダーやジョンボールビー等が指摘したような，ホスピタリズ

ムによる人格的障害についても，カナダのCASの人達はよく考えており，そのことの除去

のためにも，施設の小グループ化，就中，幼児に対する養護の継続性一貫性のためにも，

フォスターケアが考えられている。さらにとくに親による児童養護の原点に帰ることを強

調している。

3．グループホームの型

（1）人数

　児童を養護する好ましい要素の中tc，さまざま人格的接鰯の適度な刺激に伴う集団性が

ある。養護職員との関りもさることながら，被養護者の学習体験（アイデンティティ）の

ために，子供自身が集団であることは，むしろ大切である。このときダイナミックな集団

自体の合目的性のために，それは規定が極めて流動的なのである。生理的な身辺の自立が

一
応可能な5・6才から，自我による社会的価値判断基準が未だ完全ではない11・2才ぐ

らいまでの思春期の児童については，少くとも普通一般的に，基本的生活基盤の習得のた

めにそのグループは，3・4人から5・6人が適当と考えられる。

　今これを社会的生活面にまで拡大して，身体運動の能力技術啓発や，情緒性向の多面的

展開，その他さまざまな能力技能の多様な発達対応にまで至れば，その場面によってはも

っと大集団であることが養護にも設定されるべきだが，生活単位集団とか，グループとい

うものの理解の仕方と，社会的養護の中で施設養護をどう考えるかによって意見も異って

こよう。然しそれらはむしろ，居住型生活養護を基底に定義した場合，設定グループを超

えた他の社会的接鯛場面で充足すべきであり，個別性や自主性が適切に補償される小グル

ー プの方が適している。

　以上の児童数に加えて，これをケアする職員やボランティアがこれに加わるのであって，

このことも重要なメンバー構成の要素であることは言うまでもない。更に職員（施設の場

合）やボランティア（里親の場合）も単数とは限らないのであって，ホームを運営する意

図の一致性に於ては，人数的に単数ではあるが，実際の構成メンバーとしては，職員のヘ

ルパーが，たとえどのような形であれ，交替的要素を持っものであったり，生活上の関係

者であったりすれば，そのこと等によって関わる交替者や家族などがやはりメンバーとし

て加わるのであって，そのトータルなものが人数になるわけである。

（2）年令層・年令幅と性別

　施設養護が，社会的成長発達補償を主な目的意図とするとき，最も生命的保護の度合が

大きい乳幼児の養護については，たとえそれが心身の障害があったにしろ，生活というこ

とでは，里親による養育が必然的に望まれてくることは否定できない。ただよりよい里親
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が得にくいことが，社会的養護の整備されている施設の養護機能に負荷されるのであって，

知識と技術の優秀な（経験も含まれて）個人で十分である。

　一方で里親養護をただ個人であることが，阻む最大の理由は，その連続性に耐えられな

いからである。そして施設養護が児童の生活養護に直面している重要な課題の一つもまた，

従事者の労働ということからの連続性との相剋なのである。このことはレスパイトシステ

ムを考えることにも繋がるわけで，展開方法は異なるものの，視点は同じである。このこ

とは別に詳しく述べたいので，ここでは省き，一応グルーホームなり，施設養護1ζとって，

乳幼児の生活保護的養育は．少なくした方がよいとの結論にしておく。

　このような下限年令もさることながら．社会的にも生活場面の適応が可能な児童にっい

ては，その発達能力によってであるが，生活年令が双方納得しやすいことから，15～6才

が長期間の養護児童の場合の目処であろう。

　このことSεっいても，アメリカ・カナダでの処遇判定の基準は，殆んど6か月を単位と

して処遇内容を検討し，永くても18か月を限度にして，養護対応を変えてしまうというこ

とである。

　更にメンバーの年令的拡がりも考慮されなければならないのであるが，今回の視察で特

に挙げられなかったし，また客観的なデータや定理的な解釈を求められる意識も少いので，

通常，常識的に理解されている7・8年程度の拡がりの範囲内であることが，意図的養護

としては適当な配慮であることを付記しておく。

　そして，それらの社会的養護の現状から考えると，むしろ男女はいっしょであるのが普

通であり，なるべく両性が同居すべきであり，男だけのホーム．女の保護ホームなどと意

識することもノーマルでないことを確認させられるのである。

　それにしてもやはり，1ホームでの人数は1桁台にとどめておくべきものと考えられる。

（3）ニード要素の充足

　全てのメンバー自身が持っ自発的な欲求充足感を基底にする。トレーニング的養育環境

を，グルーピングの要素とする分野においては，そのグループ自体が，社会的事象習得が

可能な条件と機能の運用を考えるべきである。

　一方この集団の要素のひとっに，社会性・地域性が欠けてはならないことなのであり，

複数で集まるグループが，グループホームとして意義づけられないわけである。社会的養

護の中でその意図が闇明であることにおいて，グルーブホームの意義が規定されざるを得

ないのである。

　このことからもグループが基本的なプライベートな生活の必要最少限のもの以外は，何

もかもグルーフ内で吸収消化してしまうのでなく．むしろ多くのものを，地域との交流の

過程で習得すべきであり，それをコントロールするワーカーの能力ということからも，1
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桁台の人数が好ましく見えることは論をまたない。

　次に養護の基本として，そこで生活が保持されなければならないのだが，古代のように

労住が一致した時代ならばいざしらず，今の社会の中で生活するのには，その手段方法と

して，交換代替による代理決済方式が，むしろ普遍的である。即ち，家計的運用が合理的

に充足されれば，殆んど支障はないのであってそれさえできれば，おおよその生活部分が

保障される。このとき当然，目的意図を持った事業体であるから，それを管理するものと，

それを享受するものとの間に利害関係が伴う。即ち養護者と児童との生活の一体性ができ

るかということである。このことから推考したとき，再びフォスターケアから生れてきた

グループホームと，施設養護の福祉的改変から出てきたグループホームとの間に，大きな

差が判別されてくるのである。

　そしてフォスターケア的グループホームは，養護者は，単数もしくは養護意図の完全一

致を追求し，施設サイドのグループホームは，養護形態の多面性・多様性をむしろ志向し

ながら，それらの基盤や系統面で，普遍性と合一性を求めるチームワークを追求するよう

になる。

（4）2っの流れ

　再び児童養護の歴史的流れに戻るが，フォスターケアから発展展開されるところの治療

的意図的なグループホームの形成は，大へん困難である。一方，施設の社会的機能に対応

すべき意図から生み出されたグループホームは，そこのところを合理的に裁断して，むし

ろコッテージシステムの社会化（ソシアリゼーション）を期待されたものとして移行しや

すく考えられてこよう。

　従って前者ではspecialized　foster　care　homeというものが，次に要請されてくるよ

うになったと見る。後者にあっては，人格的接鯛を媒体とし，処遇技術によってfarnily

group　home　careを希求するようになり，あるいは男女職員のペアとか，職員による処

遇の役割分担化と，チームによる合一性を表裏一体とした専門性でカバーするようになっ

たと見ることができる。

（5）職員の構成内容

　今日わが国に於ても，10数箇所の養護施設が，グループホーム試行を展開されていると

聞くが，まず本園とのつながりが，経済性と職員交流の面で重要なポイントになっており，

財政面では措置費の弾力的運用の困難さに於て，男性職員の補助的業務交替参加か．ケー

スワーカーの配置によるスパービジョンかの摸索により，まだ統一できないのではないか。

また一部のセンターシステムを除いて，グループホーム全てが，分園方式から脱皮できな

いでいる現状もある。

　これをアメリカ・カナダでは，むしろchild　care　workerがいたりcase　workerが分
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業したりして，house　parentの性別も資格もあまり拘束されないでやれているのではな

かろうか。呼称が違うということは，多少その業務内容の展開にも違いがあるのかもしれ

ないが，カナダのCASではhome　makerというのがあった。しかも彼等も，それなりに

大方は一マサチュセッツ州の施設のカッテージホームなどでは一house　parentは女

性が当然だと思われており，グループホームでは，資格も無いよりはあった方が好ましく

期待していたが（この場合，子育ての経験も含めた極めて普遍的なものである）むしろそ

れよりも，フォスターケアにおけるparent自体の、維持存続性と拡大ネット化，即ち．

誰でもがいっでもこのことに参加できるように，ということに意を注いでおり，parent

の休養に大きな配慮を払っていたことは，私には考えられないことであった。

（6）オンタリオ州におけるグループホームの定義

　施設のコッテージと，グループホームと，フォスターケアとの共通点が混乱して．同じ

ようなことを何度も繰返し記述したが．最後にまとめとして1978年オンタリオ州政府が定

めた規定を挙げて，グルーブホームの定義を紹介する。

　rグループホームは，居住性の家屋において単独の家計単位のもとに，そこには3人か

ら10人の居住者が，彼らの要求に適合した責任ある監督のもとに，1家族のように生活し

ているものである。そしてこのホームは，法にもとついて認可ないし承認されていること』

　そして10人を超えれば，それはもはや小さい施設であり，立地的にも近辺地域内に教会

や学校，またYMCAなどの青少年の育成などに，利用できる施設．関係が保たれる団体

などが無ければならないとしている。

4．グループホームの展開

（1）グルーフホームの意義

　グループホームとは，施設の形態ではなく養護の形態なのである。施設の型としての小

規模化の典型，もしくは処遇内容展開の一形態だと考えてはいけないのである。家族によ

る養護，本来の家庭による養護に代ってその子供にとって如何なる養護処遇が，rより，そ

の人が本来置かれるであろう養護のあり方に最も近く，抵抗が少なく自然に近い養護の型

であるか』という問いに対したときに，里親養護がいいのか，施設養護がいいのか．親戚

等による一時保護がいいのかなどいろいろの養護が考えられるし，その選択肢が多くあり．

そのひとっの方法であるというのが，グループホームの類型なのである。

　そしてグループホームの処遇の変化や，目的や種類の成立過程または機能の内容などに

よって，施設型に近いものと里親型に類したものがあったり．ファミリーホームとそうで

ないグルーブホームがあり，それも夫婦型職員担当と，職員複数型（ペアもトリプルもあ

る）担当があり，小舎分散制と小舎隣接制があったりで．少しつつその意図も含めていく
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「

っかのバラエティが考えられるのである。

　もち論その主旨ねらいによって，それが極めて保護的な一般生活維持型と．訓練治療的

目的の教育指導型とに分けることもできる。しかし本来の実親のもとで，よりべ夕一でナ

チュラルな家族から離れて，本来の家庭が持っ養育機能が損われていることによって傷つ

いた子供であるが故に，もともとの家族から離され養育されなければならなくなった子供

には，多かれ少なかれトラウマとかさまざまの傷痕影響があるわけで．それを修復補完す

べき意図的な養護が，計画的効果的に充足継続されることは言うまでもないeそれで発育

上のかなりの問題が，心身のさまざまの面で大きい損傷がある子供iζは，医療的教育的

（心理治療的なところも含めて）専門の分野や技術の関りもあることから特別なケースに

ついては，治療訓練の専門機関施設が利用されるべきである。しかしトリートメント・ホ

ー ムという意味は，あまりその治療的な内容を厳しく追及して，偏狭な専門性を枠づけす

るのはかえってグループホームの運用を不自由にして，意義を難しくするばかりの効果し

かないように思われる。即ちグループホームとは，それ自体に最もナチュラルな養育的ニ

ュアンスの濃厚な養護意図とその効能が総合的に含まれており，人間の成長発達iζ最も適

切な養護環境が合理的に胚胎しているものとして肯定されるものなのである。

　永い間児童を，本来の親や家庭ではない施設等による社会的養護では，内容的に方法的

にさまざまなバラエティに富む実践がなされ，中には失敗があったり，苦労を経てきた過

程の中で容易に採入れ解決されにくい多くの養護上の諸問題があったが，これをグループ

ホームの中に取組んだとき，極めて解消されやすく再認識されたということなのにすぎな

い。

（2）グループホームの建物

　次にその実践上の課題をいくつか列挙したい。第一に，建物構造その他住居の物理的条

件をあげねばなるまい。更にそのうちの1っは地域性であり，住居地の地域的環境要件で

あり，もう1つは建物要件である。即ち地域の中に，それの存在そのものが地域の構成分

子であることの認識に立った，土地建物であること。このことの意義はこの節の始めに書

いたとおりで特に地域性を考えた場合，最も一般的な居住立地条件であってそれに加えて，

子供たちの養育手段，生活条件に有利な諸団体機関及び施設組織を利用できるものである

わけで，このことを逆iζ考えると，従来施設整備ということを，施設自体の機能具備とし

て考えてきたことを，逆に施設機構そのものが保有している養育機能のうち，一般の家庭

が持っていなくてもよいものはむしろ積極的に放榔すべきであると言うべきなのである。

　住居についてもう少し述べると，極めて普通の家屋であればよいとは言うものの，そこ

にはケアをするものとされるものとが，定められた関係と条件のもとにおいて居住するも

のであり，生活様式というものが，身体的発達ということにおいて特微があるとすると，
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多少はそれなりの居住性に対する便宜が図られるにこしたことはない。

　細かい具体的なことは，その広さや居間の種類，数，居住生活のための施設設備などに

おいて，ケアをするものが働く所であって．同時にグループを構成する子供が細かい配慮

のもとで，個々の成長が見まもられるようになっていてほしいのである。

　オリジナルな家屋があればそれを，ホームを形づくるメンバー（ケアをするものも含め

て）それぞれが，みんなで工夫し合って時には多少の失敗やまずさをむしろ体験すること

が，より生活経験を豊かに味わうことの優位性を認めて，さまさ’まに変化を与え改め直し

てよいのではあるが，全くの不必要な廻り道を避けるためには，メンバーの数，年令層や．

その具体的な養護目的や処遇内容によって，ある程度の望ましい項目条件がでてこようし，

それに合った建物や居住条件を満たしたものであってほしい。

　ましてやそれが事業体がプロジェクトとして取組むのなら，それの持続性という意味に

於ても一〔メンバー個々人は移動変化しても，その事業企画と内容方法は変らないので

あるから〕一始めからそのように整備されているにこしたことはない。

　住宅地であることが第一要件であるが，その意味内容は地域性ということを，人里離れ

たところを考える隔離主義や，自己完結型住居生活指向のコロニー的発想でない限りにお

いて，生活に便利な地域の中にその所を求めることがポイントでありさえすればよいので

ある。そこには最も通常の人びとが希求する一般的生活態様が継続されているからである

ということを，もう一度念のためにつけ加えておく。

（3）グループホームの職員

　次には処遇に関わる職員のことである。この場合人数と時間と，その質・内容が吟味さ

れなければならない。その質・内容とは具体的に言えば，関わる方法である。特に直接的

に関る人として，殆んどその処遇の理念と実践の方法を単独で行うことを主にして．ヘル

パーの存在を明確に考えるか，双方をある程度独立させて，スーパービジョンを採入れる

かによって，フォスターケア型のグループホームにも形態が拡がってこようし，実践（ワ

ー カー）を複数にすることにおいて施設にすることにおいて施設または事業体型に意味づ

けることにもなってこよう。

　これもしかし，ワーカー的関り方においてその分業の仕方，チームの組み方などにおい

て，さまざまな展開内容が憶側されよう。もっとも要素的な条件としては，勤務時間（帯）

と職務内容でありレジデンシャルな意味と今の私たちの場合，職員の住居条件を考えるこ

とが，切実に理解されやすいのではないかと思われる。

　即ち児童の居住棟内に，自らも居住し，倶に共用することによって居住の一体性を示す

ものはなるべく共用する場合と，対象児童も含めて就中養護するものが，その居住性のも

っとも要素的なものの，それでもなるべく分断できるものは合理的な手段方法によって別
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にするやり方の中で極めて縮少されたものだけをきつなとして．これIC一体性を感得理解

し得るようなものを方法的に強化したりして，両者を関係統合しようとすることとになり，

その延長線上におけるバラエティが拡がることになるのである。一口に共同生活といえど

も，食事内容を別にしても食事場所だけを共にすることがあり，定められた時間だけ（特

に寝ること）を部屋を別にして過すこともあるわけで．要は生活のための手段方法として

グループ以外との接燭が，同一の経路を経ることに於て．一体性は定義づけられる‘ζすぎ

ないのである。

　私たちが見学したいくっかの居住型施設は（凡ての養護施設と考えてよいが，私たちの

児童福祉法第41条そのままの子どもは1人もいないようである）1小舎に，数人又は10数

人を収容する完全なコッテージシステムをとっており，〔1っの建物面積は300平方米以上

と思っていただきたい〕1ホームに，主任指導員，教育指導員，チャイルドケアワーカー

3人，計5人で10人の児童の生活指導をしたり，主任担当ワーカーのもとに4人のケアワ

ー カーがおり，ほかにベッドメーキングや掃除・洗濯・調理のための職員がいて（直接そ

れらの業務をこなすだけでなく，子供たちといっしょにそれらの仕方を教えることもして

いるということであった），ユ2人の子供のケアをしているホームなどがあった。

　オタワのフtスターケアのグループホーム的なものでも，ハウスペアレンツのほかに，

1人か2人のスタッフがっくホームが普通で，トリートメントホームのグルーブホームで

は，4人のチャイルドケアワーカー（うち1人は常勤）と1人のハウスキーバー（掃除・

料理）がいて，6人までしか子供を入れないのである。一オタワCASは，17人トリート

メントホームを運営し，7か所は6才から12才まで．10か所は13から］6才までの子供を処

遇している。6才以下はグループホームにも入れないわけであり，16才をこえたものは

原則として生活だけの保護をすべき対象ではないと言い，そのような自立をそれまでに培

うのが，彼等の文化であるとまで言い切っていた一。

　これらのことから類推して，グループホームの職員数や職種がどんなものか，特にボラ

ンティアによる関り方が大へん行届いており又実践されていることをふまえて，職員の問

題が検討されねばならないだろう。オァシスハウスという緊急一時保護施設（シェルター

ホームというべきフォスターハウスだということであった）では，12人の定員に対してレ

ジデンシャルカウンセラー5人，クリニカルソーシャルワーカー1人と料理をする人2人

のほかに，学習指導や広報やレクリエーションや，さまざまのボランティアが関わり．ボ

ランティアコーディネーターがいるなど，25内至30人のボランティアがいる。

　以上を総合すると，如何に施設は多くの職員を抱え，グループホームは金がかかるかと

いうことが納得される。我が国の施設養護中心の養護では，グループホームよりコッテー

ジシステム施設，それよりも大舎大集団養護の方が安く養護できることは，10人刻みの事

一 31一



務費保護単価を見ても明らかなのだが，大集団の大舎制養護がないアメリカ・カナダでは，

施設養護よりもグループホームの方が経済的にも効率よく，フォスターケアによるグルー

プホーム的養護を最も推めている由縁がよくわかるのである。

　ただそのような特にフォスターホームによる養護は，何かの事情で継続できなくなった

とき，そこにおかれていた子供たちの養護に大へん大きなダメージを与えそうなので，その

ことがグルーホームでも，肝心の継続安定性を大へん脅かすことになるわけである。しか

し考えてみれば，施設養護であっても担当処遇職員が変ることは普通にあるわけで，特に

コッテージシステムや小集団分害1胆当制であればよくあることである。施設養護が大きな

集団の中で，交替補充がやり易かったり，随時行われていることは施設サイドに慣らされ

た感覚なのかもしれないので，子供サイドに考えた場合，担当者が変るということでは影

響があることを改めて知らされることである。

　アメリカ・カナダでもグループホームを含めて，施設的養護を12か月もしくは18か月，

永くても24か月以内の期間に限っていることの中でさえ，そして全ての職業観が終身定着

型の日本と違い，技術や能力を職場を変えることによって練磨していく彼等にとって、福

祉やヒューマンリレーションを軸とする養護でも，職員が数年も同じ職場に留まっていな

い環境の中で，やはり関係の絆を意識するのは私には解せないことであった。

　小グループになればなるほど，フォスターケアでもグループホームケアでも職員やハウ

スペァレンッと同じように，児童メンバーのうちの1人の増減は影響が大きいわけで，グ

ループ構成を考えた場合子供一人一人の影響・関係を大切にすべきことを改めて考えさせ

られるのである。

　もうひとつ職員の資格にっいても考察すべきなのであるが，アメリカ・カナダの居住型

施設における変遷と，フtスターケア的発想からとでは私たちの養護の中‘ζも，ボランテ

ィアの拡がりや，ディレクターやヘッドスタッフの専門性，あるいはグループホームや，

養護家庭里親のライセンスが整備されるのであれば，極めて日常生活援助のケアワーカー

は，グッドペァレンティング（うまい子育てのできる人）でよいようにも思えてくる。然

しケースワーカーが職業として独立していなかったり，施設型福祉行政である我が国の現

状では，今の施設保母養成制度が全面的に適切ではないのだが，アメリカ・カナダよりは

良いと思うのは私ひとりではあるまい。

（4）グループホームの経済

　今日我が国の施設運営の中で，事業費的経費の支出についてたとえグループホームであ

っても，独立採算制を全面的に導入しているところは少いように思う。分園型グループホ

ー
ムでさえも本園から食料材料を運んだり，支出伺が本園主導型であるところがあるよう

で，ましてや一般の施設では，グループごとの予算制・独立執行体制は考えられていない

一 32一



ように思う。これは今の措置費制度と施設と施設の運営要領・経理規準ではむしろ当然で

あろうが，グループホームの意義を考えた場合これは決定的要素のひとつなのであって，

グループホームの「ニード要素」の項で書いたように，生活共同体指向であること，そし

て現代社会の生活が金銭的価値による代理決済方式であることから，是非実施されなけれ

ばならないことのひとつである。

　即ちグループホームが，施設の運営方法以上の養護の型態であると考えた場合に，むし

ろこれの経費は里親養護に倣うべきであって．完全なグループホームを目指すなら，完全

な独立会計にすべきである。

　そして，今の措置費制度の中で運営するなら児童1人あたりの事業費を，全てホームの

責任者の請負費として支弁する方式をとり入れることである。その場合　公費の費消とい

うことで貴任証拠の問題は残るが，これは家計簿式に簡単な支出記録で十分であるように

しなければならない。もしこのあたりを吟味されるのならむしろ1人の児童の成長や人格

形成という，より人間的な重大な人権的分野における処遇の評価を数値的に判断できない

わけであって，たとえむだつかいであったり不適切な支出であっても，それが全く目的を

違えた不正な費消でない限り1こおいて支出は委任されるべきである。

　このことが積極的に理解されるなら，グループホームの設置主体者はむしろよりよい養

護のために，もつと必要なものの予算要求があったときFζ，十分応えられるような援助や

補助を考えることもできようし，またそれを地域社会に訴えることにも具体化し易いので

ないか。

　《参考》オンタリオ州では，子供1人あたり1日フォスターケアでは10乃至13ドル（年

令によって差がある。）CASがみているグループホームは30ドルぐらい（委託）で，トリ

ー トメントグループホームになると45から60ドル，施設Sζなると100ドルから120ドルにも

なるらしい。

（5）地域的要件と社会化

　養育とは児童本人が持つ可能性を発揮して，人間が生活していくためIC必要な技術や知

識を体得し，且っ実践していく。施設や，グループホームなりにしても，同じことが地域

社会の中で息づいていくためには，あらゆる機能を内部に採入れるべきではない。養護機能

の中で，社会的なものについては，施設やグループホームの外Fζ，ほかのものtcも利用で

きやすい状態にして，置かれてあるものを利用するようにすることに努め，なるべく施設内

にとりこまないようにすべきである。即ち社会性をもたらすものとは．有形無形を問わずあ

るものがあって，それを複数の人間が関ることtζよってその関った複数の人間間において，

交流がある。その関係の中から生じてくるものなのであり，かかるものを取込んで独り占

めするのでなく，なるべくわが域内に無くて，域外にそんなものが多くありそれを利用す
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るようにすることが地域的要件と社会化のねらいである。

（6）レスパイトシステム

　職員のことに関連してもつと汎く考えてみたいので別記してみる。

　要は小集団；ζよる濃密な人間関係が時間的にも凝縮して，あるときそれは極めて些細な

理由によって，集団の中にある人間関係を耐え難いもの1ζしてしまうものである。

　家庭が崩壊するのも，肉身の絆が切れそう1こなるのもよくあることである。聞くところ

によると，彼の地ではそれらが大へん合理的に理解され昇華もされているようで．これら

のシステムも採入れてみたいものである。

　これは普通には，職員の息抜きのためというように解されるかもしれないが，むしろサ

バチカルリーブ（長期休暇）というようなものにも拡大し，リフレッシュのための職員処

遇と解したい。即ちかなり継続的な労働の身返りとして，長期集約的な休息制度というこ

となのであるが，これをそのような退避的解釈でない理解をすべきではないかということ

なのである。

　それは職員の側のみの制度ではなく．対象の子供の側にも同じような処遇が望まれるの

でないかと考えてみるとき，それは積極的な意味に理解できるではないかと思うのである。

　だから子供も，時には或る時間，担当のリーダーやワーカーから離れて，別のボランテ

ィアなどにっかせるべきである。もっと乱暴な言い方をすれば，空白の処遇を考えてよい

ということである。そしてそれができるからグループホームであり，またその処遇がノー

マルな発達の中で必要な養護だということである。このことは短時間の，ある条件下ではあ

るが．交替者をマイナスの面で捉えるばかりでなく，ヘルパーとしての積極的な援助の面

を強調したいのである。

　それから子供1ことっても週末帰省や，別の短期里親利用があり，更にはオーストラリヤ

でみられるホステルや休［1ホームの利用など，このようなものの整備までもが考えられてほ

しいと思うのである。

　今回の研修では少し醐れられただけだったが，子供たちにとっても学校休みのときだけ

利用するグルーフrホームの利用の仕方もあるようで．グループホームというのもあるとき

入所して，何か月間かを居住しその間に滑らかな上昇線を辿って，目出たく退所するとい

う固定観念をフッと覚まされたことがあった。

　ホームはあくまで利用される施設であり．平日は教育や訓練のプログラムのところであ

るが故ic週末は家庭に帰るもの，週末だけグループホームを利用するために使用する子供

などもあってよいと思うのである。
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5．結び

　狭い意味に捉われず，即ち小さいグループ化による単一養護集団や，施設の単純な分化

をも含めたグループ的ホーム形態という，やや暖昧な意味をも寵めて，我が国1ζおける今

後の社会的養護の望ましい形態として，グループホームへの志向を採入れる方途として，

具体的な展開を図るとすれば次のようなプロセスやパターンが考えられるのではなかろう

か。

　イ．生活単位集団の小型化

　ロ．経済的生活方便のグループ主体への移譲

　ハ．地域社会の中への核分散化

　二．職員の多面的普遍的養育機能への対応

　ホ．行政の理解支持

　　一小規模化と職員職務の濃密化に伴う予算措置一

　その他FCもあげられると思うが，その評価的な意義など，これから実践されていく人に

預けられるものとして，私に代ってその方がたにお願いしたい。

一 35一



C．里　親　養　護

　　東京・暁星学園　込山　　稔

徳島・阿波国慈恵院　山ロ　憲志
はじめに

　今回の資生堂海外社会福祉研修団に参加してみて里親養護についてのプログラムが徹底

的に研究されていることが印象に残った。特にカナダ・オンタリオ州における里親養護に

ついてオンタリオ州児童援助組織協会（Ontario　Association　of　Children’s　Aid　Soci－

eties以下CASと略す）での研修とオンタリオ州地域社会事業省（The　rninistry　of

Community　and　Social　Services）から発行されている資料をもとにオンタリオ州にお

ける里親養護の現状を分析し．問題点をとらえて日本の里親養護のあり方を述べてみたい

と思う。

　オンタリオ州における里親養護の目標基準は，児童の肉体的成長と情緒的発達をはじめ．

家族への愛着心を育てるため，それにふさわしく，安全に保護し，養育することのできる

質的に高い里親家庭を準備することである。また，児童の養育と発達状態に最も適切と思

われる里親家庭を選び．そしてその里親家庭を維持するため援助を続けていくことと，

CASのような協会の職員に対し，指導，訓練，監督能力を養成し，里親事業を効果的に

運営できるようにすることである。

　これらのことに関して．地域社会事業省は全ての協会に対し，保障しなければならない

責任を負っているのである。

　ここで里親養護には，三つの形式があるので各々について述べてみる。

1．里親養護の形態

（1）里親養護（Regular　Foster　Care）

　日常生活で児童の養育に必要な全ての要素が基準となって養護する。また，児童が社会

的、情緒的．知的，精神的発達を促すよう家庭生活の中で配慮されている。通常里親家庭

に措置された児童は，問題なく里親家庭に溶け込んでいる。

｛2）一時里親養護（Supplementary　Fostor　Care）

　日常生活の中で監督，指導を必要とする児童に提供される。これらの児童‘こ対しては，

通常里親養護をヒまわる養育内容が準備されている。医療上，発育上，情緒上の問題で里

親は日常の生活様式をその児童に適するよう変更，調整しなければならず，付加的な仕事

もしなければならない。その上，協会も里親に対し，援助，指導していかなければならな
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い大きな貴任を負っているのである。地域社会事業省が，この種の養護に重点を置いてい

く方針なので．補助里親養護はさらIC増加していくことが予想される。

〔3）専門里親養護（Special　Foster　Care）

　情緒障害や心身障害を持った多くの児童が，里親養護されるようになうてきている。こ

れらの児童は，肉体的，情緒的安定を得られるように特別な治療，あるいは処遇をともな

う養護が要求される。里親は，障害児を管理していくために児童を中心とした生活様式に

しなければならず，自己決定自己表現のできない児童を指導していくための技術も必要に

なる。進歩的な養護をしていくためには．里親を訓練しrsければならず，協会は，里親に

対し継続的援助，監督，プログラムする機能を持っている。

　通常里親養護と特殊里親養護との比較を表にしてみると次のようになる。

項　　目 通常里親養護 特殊里親養護
里親の役割 親の代理として基本的養護をする。 セラピスト的な立場で基本的養護

と治療プログラムを供給する。

児童のタイプ 主として幼児及び低年令児童 主として高年令児童が対象であり，

精神，肉体，情緒，行動に問題が

あって特別な養護を必要とする児

童

動　　　　機 主にボランティアが中心で，時間 主に職業としての立場で，時間サ

サービスに対する報酬はない。 一 ビスに対する報酬がある。

経　　　　費 住居費及び維持費 住居費及び維持費に加えて治療費

等の特別サービスに関する経費が

支給される。

目　　　標 正常化 治療，矯iE

里親への訓練 無し 訓練と指導が同時に行われるが，

プログラムによって専門的訓練は

必要としない。

サ　ー　ビ　ス 初年度 初年度

養護契約をし，可能ならば児童が 基本的養護の契約をし，可能なら

家庭復帰するための仲介的な役割 ば児童が家庭復帰するための仲介

をする。 的な役割をする。

次年度への方向・選択 次年度への方向・選択

③児童を里親家庭に収容。 ㊨児童の必要に応じた治療プログ
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項　　目 通常里親養護 特殊里親養護

一養子縁組 ラムの受入れ。

一実親や協会と最少限の接触を 一実親との交流をはじめ，協会

保ちながら養護する。 からの指導，訓練を受けなが

⑮児童を養子縁組に措置 ら養護する。

⑮協会，里親，児童の合意によっ

て再契約して養護を継続するこ

とができる。成人するまで養護

することができるが望ましいこ

とではない。

里親家庭の家 通常少ない。 通常かなりある。

族様式の崩壊

Z　塁親家庭の利用

　児童福祉事業における里親養護にっいて1966年に，児童福祉法の改定により，協会は全

て措置費によって運営されるようになったが，その時点を基準として各協会から統計とし

て報告されたものを表にしてみる。

｛1）委託里親

年 委託里親数 増　減 二年ごとの変化率

1966
7，075

0 0

1968
7，293 ＋　218 ＋　3．1％

1970 6，930 一　363 一 5．0％

1972
5，852 一

LO78
一 15．5％

1974
4，843 一

llOO9
一 17．2％

1976
4，480 一　363 一　7，5％

】978 4，619 ＋　139 ＋　3．1％

　里親家庭の利用が最も多かったのは1968年である。1968年から1978年までの累積減少数

は2，456で1966年の数字の34．7％にあたる。1972年から1974年には急激な減少率を示し，

1978年にはじめて増加の傾向をみせはじめたのは．協会が里親養護に力を入れ努力してき

たことが考えられる。しかし一時的な現象であるかもしれないので今後，青少年を対象と

した里親を開拓する必要がある。一方，登録されていながら利用されていない里親がある
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のは、過去において委託里親数が減少したことを考えると矛盾が感じられる。

②　未委託里親

年 登録里親数 未委託里親数 未委託率
1966

9，020 1，945 2L6％
1968

9，825 2，532 25．8％

1970
9，288 2，358 25．4％

1972
8，027 2，175 27．1％

1974
6β86 2，043 29．7％

1976
6，423 1，943 30．2％

1978 61562
1，943 29．6％

　委託里親数が減少しているにもかかわらず．未委託里親数があまり変化していないのは

矛盾しているように思われる。18才以下の人口の減少に応じて委託里親数が減少している

とすれば，これだけ未委託里親数があるということは無駄だということになる。この原因

について調査した結果，未委託里親のll％が12才以上の児童を対象｝こし，残り89％が，12

才未満の児童を対象にしており，委託件数の5件のうち3件は児童が里親に適応すること

が困難であるという乙とで未委託里親が存在する理由になっていることがわかった。

　協会は年少の児童を対象とした里親を多く保有しているが，次第に青少年を対象とした

里親を確保しなければならない必要性にせまられている。特に問題の多い青少年に関心を

持つ里親を探し出すことは，非常にむずかしい状況にある。しかし，未委託里親を確保し

ておくことによってソーシャル・ワーカーは里親を選択することができ，児童を里親家庭

に入れさえすれば良いということではなく，その児童に適した家庭環境を準備することが

できるのである。

｛3）年齢別の養護児童

年 養護児童 12歳以下の児童（％） 13歳以上の児童（％）

1966
16，487 12，361（75％） 4，126（25％）

1968
18，229 13，026（72％） 5，203（28％）

1970
17，807 11，921（67％） 5，886（33％）

1972
15，110 9，116（61％） 5，944（39％）

1974
13，718 7，330（53％） 6，388（47％）

1976
12，962 6，539（51％） 6，423（49％）

1978
13，814 6，701（49％） 7，113（51％）
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　1966年以来，養護児童数は，2，673人（16．2％）減少し，12歳以下は，5，660人（45．8％）

に減少している。対照的に13歳以上は，2．987人（72．4％）という驚くべき増加をみせていて

12歳以下と13歳以上の比率はほとんど同じになっている。

C4｝年齢18歳以下の人口動態

年 18歳以下総人口 12歳以下の人ロ　％ 13～18歳の人口　％

1966 2，560，920 1，946，28076．0％ 614，640　24．0％

1971
2，649，765 1，900，68071．7％ 749，08528．3％

1976 2，567，695 1，743，34067．9％ 824．355　32．1％

｜978 2，494，414 1，670，49567．0％ 823，91933．0％

　養護児童数が16．2％減少しているの｝こ較べて18歳以下の人口は，わずか2．6％の減少

だけで1966年以来ほとんど変化していない。12歳以下の人口は45．8％減少したのに較べ

て12歳以下の総人口の減少は14．2％である。13歳～18歳までの総人口は34．　1％の増加を

しているが．養護されている青少年の増加率はその2倍にもなっている。この傾向は，全

ての協会に共通するわけではないが総体的にみると年少児童に対する里親の必要性は滅少

してきており．青少年に対するそれは逆の現象を示している。

｛5）措置別児童

年 養護児童 里親養護 グループ・ホーム 施設養護
1966

16，487 11，335（69％） 315（2％） 1，023（6％）

1968
18，229 11，588（64％） 470（3％） 1，319（7％）

1970
17，807 11，207（63％） 648（4％） 1、675（9％）

1972
15，110 9，209（61％） 820（5％） 1，702（ll％）

1974
13，718 7，852（57％） 882（6％） 2，066（15％）

1976
12，962 7，433（57％） 1，046（8％） 2，125（16％）

1978
13，814 7，565（55％） 1，012（7％） 2，694（19％）

　総計で100　％ICなっていないのは．一時保護施設や精薄児童施設を除いているからであ

る。数年来里親，グループ・ホーム，施設に養護されている全児童の全養護児童に対する

割合はほとんど変化していない。1966年の75％に対して1978年は74％である。しかし．里

親養護の児童は，実数，割合において減少傾向が著しく，一方．施設養護の児童のそれは，

大幅に増加してきている。委託先は，児童の年令によって分類しているわけではないが．

13歳以上の児童は増加してきているのでグループ・ホーム及び施設に措置される傾向にあ

る。
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（6｝新規里親登録と辞退 表㈲一1

年 委託里親数 新規申込 申込の変化 変化率　（％）

1966
7，075 5，613

0 0

1968
7，293 5，262 一　351 一　6．2％

1970
6，930 4，428 一　834 一 15．8％

1972
5，852 2，974 一 1，454 一 32．8％

1974
4，843 3，062 ＋　　88 ＋　2．9％

1976
4，480 2，734 一　328 一 10．7％

1978
4，619 3，781 ＋1，047 ＋38．2％

表｛6）－2

年
1月1日現在の登録里親数 新規認可

里親数
総　　計 閉鎖数 閉鎖率

1966
8，895 3，851 12，710 3，390 26．7％

1968
9，393 3，806 13，119 3，374 25．6％

1970
9，561 3，078 12，639 3，351 26．5％

1972
8，777 2，264 11，041 3，014 27．3％

1974
7，324 2，024 9，364 2，478 26．5％

1976
6，868 1，824 8，692 2，269 26．1％

1978
6，387 2，196 8，583 2，021 23．5％

　里親の年間閉鎖率は，平均26％で，あまり変化はみられない。しかし，閉鎖数は，1970，

72，74，76年において認可数を上まわっている。認可数を除いて閉鎖数と登録数を比較し

てみると閉鎖率は35％になる。このことは．もし新規里親開拓への努力がなされなければ，

里親養護は必ず衰退していくことを示している。26％（約4分の1）という年間閉鎖率は

深刻な問題となっていることがわかる。この表で1972年に閉鎖率が頂点に達し，それから

年々減少しているのは，養護乳児が減少してきており，それにともなって乳幼児里親が少

くなったからである。このことにより協会は方針を修正し，より里親に関連した活動に重

点を置くようになり，閉鎖が除々に減少してきたのである。

　ここで注意しなければならない点は，各協会が里親開拓における“成果”を誇示するた

め，地方にその分野を広げていることであって，全州にわたって里親養護が普及，増加す

ることは理想であるが，それが本来の目的からは逸れてきており，実際にトロント市等t

都会における閉鎖は多く，大都市から近隣に移る児童の動向によって，その対応策を考え

なければならなくtaってきている。
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　里親の閉鎖理由としては，もう子供の世話をしたくないということと，里親の移転．病

気里親自身の子供の誕生，休暇休息．老化引退，未委託により関心を失うこと，家庭崩

壊，高年齢児童への拒絶などがあげられる。里親閉鎖の最大の理由は，里親が協会管轄外

への移転である。この場合，里子を連れていくことも出来，協会としては措置の継続を望

んでいるが，おそらく他の理由もあり，中止してしまうのである。閉鎖理由を綿密に調査

し，又，広範囲の情報をもとに里親が当面している問題を研究することによって里親養護

の効果を高めようとしている。

3．青少年矯正機構における里親養護

　青少年の増加にともなって非行の問題も多くなっており．その対応と措置については次

のようになっている。

（1）里親家庭とグループ・ホームへの矯正保護措置

年 総保護数 矯正施設
グループ・

ホ　ー　ム
里　　親

保護観察
里　　親

総里親養護

1974
3，770 1，146

174 397 78 475

1975
3，440 1，086

197 306 58 364

1976
2，875

960 193 178 75 253

1977
2，405

739 164 169 118 287

1978
2，078

651 161 127 149 276

1979
1，927 595 154 87 171 258

（2）総保護数に対するグループ・ホームと里親への措置

年 総保護数 矯正施設
グループ・

ホ　ー　ム
里　　親

保護観察
里　　親

総里親
措置率

1974
3，770 30．4％ 4．6％ 10．5％ 2．1％ 12．6％

1975
3，440 31．6％ 5．7％ 8．9％ 1．7％ 10．6％

1976
2，875 33．4％ 6．7％ 62％ 2．6％ 8．8％

1977 21405
30．7％ 6．8％ 7．0％ 4．9％ 11．9％

1978
2，078 31．3％ 7．7％ 6．1％ 7．2％ 13．3％

1979
1，927 30．9％ 8．0％ 4．5％ 8．9％ 13．4％

　矯正施設への入所数は1974年を基準にすると約49％減少しており，里親では78％減少し

ている。又，保護観察里親家庭が施設化されるようになってその措置率は2倍以上にな

っている。最近では，さらに多くの児童がtこの種の里親に措置されるようになってきて

いる。
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4．里親の役割と地位

　　里親の役割についての意識調査の中で里親の77％は自分達を児童の親，又は養父母と考

　えていて．19％は親類縁者という意識を持っていることがわかった。また，ソーシャル・

’ワーカーに対する意識調査では，その三分の一が親の役割と同じに考え，しかも養父母と

　同様な役割を持っという見解をとっている。他の三分の二は，里親というものは，ユニー

　クな存在でワーカーと貴任を分廻することができると思っている。この意識の違いは，ワ

　ーカーが里親に要求することが，かなり精神的負担をかけることになり，里親中止の原因

　にもなっている。里親に対して実親との比較にっいての意識調査では，31％は役割は全く

　異なるという結果が出て特に新規の里親と若い里親にこの傾向があることがわかった。

　　里親養護に関してソーシャル・ワーカーの80％と里親の30％が．里親を専門職として考

　えているが，里親自身はソーシャル・ワーカーが期待しているほど働きはしていないと感

　じている。

　　里親とソーシャル・ワーカーの関係にっいては，従来の考え方はワーカーが里子に関し

て大部分の決定権を持ち，直接里子の問題について関与し，里親を援助，維持していくと

いうような里親を自分達の指示に従って働いていると見なす傾向があり，里親の立場から

みると使用人として扱われているようでいやがられている。墾親は自分達の働きをもっと

尊重してもらいたいと思っている。この考えは，長く経験のある里親より，経験の浅い里

親に多く見受けられ，このことが新規里親がすぐに中止してしまうことにもなっている。

むしろワーカーが援助する立場にあって，相談役としての役割を持ち，里親に主導権を与

え，お互い‘ζ同僚であるという考えでいく方がうまくいく場合が多い。里親とワーカーは

両方とも児童にとって大切な存在であるから，養護が継続していくことの重要性を考慮し．

児童里親家庭を転々としたり，ワーカーからワーカーへ移ったりすることは，情緒的な不

安定をもたらすことにもなるので移動は最少限に抑さえるよう配慮されなければならない。

　里親は通常，児童に関する日常諸事のことについて決定権を持っていることになってい

るが，実際には協会での養護計画や方針に従わなければならない。このことは必然的に里

親の活動を制限することになり，多くの反対意見がある。例えば，医療品を購入する時，

ソーシャル・ワーカーがサインすることになっているが里親がその権利を持つべきだと思

っている。しかしながら，サインする権利は，児童福祉法では各協会IC与えられた保護権

の一部であり，医療法では里親にはその権利がないことになっている。体罰についても規

則によって禁止されているが，もしこれを守ろうとすれば里親自身の生活様式を変えてし

まうことになり，児童を教育，養育していこうとする熱意を失わせることになるので，里

親の判断にまかせるべきだという意見がある。里親の権利は実親の持っそれと同じように
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考えるべきであり，入院等についても決定権が与えられ，万一のことが起ってもまず里親

が判断を下すことが望ましいと考えている。

　とにかく児童禰祉法において里親の責任というものは不明確であるので，法律の一部改

正等の対応策が必要となっている。

5．里親と里子

　児童が里親家庭に措置される場合，十分な事前準備が必要であるということは言うまで

もないことである。措置前に行われる里親，里子，ワーカー，実親の相互訪問は，措置を

成功させる大切な要素である。里親養護が，十分かっ，継続的に行われるようにするには

どのようにしたら良いかは，このプログラムの大きな課題である。情報がほとんどないま

ま里親に緊急措置したりすると失敗することが多い。1960年代に実施された研究によると

成功例としては次のようなものがある。

　・tt．里親と里子の長所．短所が似ている。

　Cl里親に実子がある場合，里子は最低年齢である。

　o里親の母親が46才以上である。

　○里親家庭の人員が，里子も含めて4人以上である。

　〈コ里親が2人の実子を持っている。

　O他の里子がすでに家庭に居る。

　o里親の動機が，養育に興味を持っており，児童に関する知識がある。

　又．失敗例として次のようなものがある。

　○里子が以前に施設養護されたことがある。

　○里親の実子と里子が同年齢である。

　e里親の母親が，家庭の中に他人の子供を入れてみて違和感がある。

　O里親の実子と里子の間にライバル意識がある。

　［．里親の母親が、里子ic対して拒否反応を示す。

　e里親が里子IC対して過大な期待をかける。

　O里子に問題行動がある。

　・：‘里子が家庭を出ていきたくなる。

　じ里親と実親との間に敵意がある。

　e里親が年をとっているので里子の活発な動きについていけない。

　以上の理由から，里子の性格と里親の養護に関する経験と知識について十分に調査する

必要があるとされている。
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6．里親経費

　里親は，里親の実子以外に4人までの里子を養護できることになっている。1977年6月

現在での月間の里親経費は，1人目の里子には100ドル．2人目には，80ドル，それ以上

は1人につき70ドル支給されていたが，現在では児童の年齢によって支払い額が違ってお

り，1日当りの経費は，0～6才までは9．50ドル（1，900円），7～12才は11ドル（2，200

円），13才以上は13ドル（2，600円）で，特別里子には19ドル（3，　800円）支払われている。

　里親に支払う方法としては，基本料金以外に非常時のための費用が付加されており，特

別に多額の経費がかかる場合，里親が直接請求できるようになっている。CASの年間予

算総額，1億7，500万ドル（350億円）のうち里親養護の予算は，8，000万ドル（160億

円）で総予算に占める率はかなり高くなっている。

7．オンタリオ州における里親養護の問題点とその対策

　里親養護の問題を政府が研究した結果，里子数が減少しているのは，対象児童が少くな

ってきているのと，里親期間が長くなってきていることが報告されている。1966～79年に

かけて高年齢児童が増加しているのに，12～16才の児童を対象とする里親が減少してきて

いる。又，CAS　ec所属する51ケ所の協会が，里親iC支払う費用がそれぞれ違っており，

費用が少くなると里親数が減少していく傾向lcあることもわかってきている。行政側の予

算削減によって，最も問題のある児童を対象にするようにし，又，里親養護の期間を短縮

することによって多くの児童を養護するようになってきている。

　里親養護には，広範囲のシステム化による解決が必要であって、行政側に里親事業に関

するコーディネーターの部所が設けられ，里親養護の全般にわたる反省点について審議さ

れている。その主なものとして里親養護にかかる費用の適性化と合理化の研究，里親養護

サービスにかかわる職員の資質の問題里親に対する援助の反省点，特殊里親事業の問題

里親養護のイメージアップのためのキャンペーン等である。

　］980年1こ里親を援助・維持していくため，組織化された政策とその実施方法についての

概要が政府より報告されている。その内容は，ソーシャル・ワーカーが里親に対し，一定

の援助を続けることが重要であり，それtcは里親養護を始める前に十分な事前調査をし，

可能性と定着性を確認していなければならないことである。このため様々な方法が取り入

れられており，里親同志が相互に話し合う機会を持ったり，新しい里親を教育したり，里

親の経験のある者が，無経験のものと交流する機会をっくったり．地域ごとでの情報の交

換，同種の障害児を持った者が集まる機会等をっくる。CASあるいは州全体の里親協会

の研修を通じて情報の交換をし，相互の認識を高めるようにする。又，他の児童援助組織
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とも連絡をとるようにしている。

　里親のストレスの問題も考慮し，苦痛や心配事を軽減させるため休暇をとれるようにし

たり，行事，レクリェーション等の情報を流し参加させたり，里子が家庭復帰した場合里

親の疲労回復を待つため，ある程度の期間をおいて次の里子を委託したり，5～10年の永

年功労賞を与えることによって里親を励ますようにしている。さらに養護していく上でチ

ャイルド・ケア・ワーカーが里親に養育方法を教え，心理学者，精神科医等の専門家を配

置し，里親がかかえている様々な問題に対し，これらの資源を結び付けることによって全

面的な対応ができるようにしている。

　過去10年間に，里親養護の内容．質が変遷してきており．特に里親養護にかかる経費が

大きな問題になっているので日常諸経費のほかに，里子が起こすであろう事故に対し，保

険をかけ，CASが保険料を支払い，又，里子を預かって長期の休暇をとる場合，里子も

連れて行って貰うための費用を払うことによって里親養護を家族全体の問題としてとらえ

ようとしている。

8．課題と提言

　CASのような援助組識協会の基本的な姿勢は，その組織が持っている全ての資源を利

用して児童を養護し，その家庭にも働きかけて援助し，できるだけ家庭の中で児童を養育

することによって家庭崩壊を予防することに努力している。又，対象児童の過半数が里親

に措置されており，養護効果を高めるため，様々なニーズに応じたプログラムが準備され

ている。

　日本の場合は，家庭での問題発生を待って対応しているように思われる。CASのよう

な児童相談所，福祉事務所．児童福祉審議会，福祉施設等の機能を合わせ持った組織がな

いためにこのような結果になっているのではないだろうか。このことが養護施設を基盤に

した里親養護という形になっていると思われる。又，里親養護が普及していないことが，

大規模の施設へ依存せさ’るを得ないということも考えられる。核家族化が進んでいる現在，

住宅事情等，里親養護を一層困難にしている。

　東京都養育家庭制度の中で養育家庭制度とは，養護に欠ける児童により個別的な処遇を

与えるため，家庭での養育が望ましい児童を期間を定めて里親家庭に委託し．専門性を持

った養護施設との協働のもとで養育すると述べられている。養育家庭の対象児童は特に限

定せず．家庭委託が困難な児童を除いたすべての児童となっており，家庭委託が困難な児

童として次のような例をあげている。

　a）情緒障害のため，治療しなければ家庭になじめない児童。

　b）健康上，医学的養護を必要とする児童。
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　c）問題行動や非行傾向のため家庭委託ができない児童。

　オンタリオ州においては，この種の児童も特殊里親養護の対象としてとらえようとして，

いる。里親養護の是・否は別として，里親家庭の家族様式の崩壊につながる可能性のある

里親養護というものが果して児童にとってどんな意味を持っのであろうか。日本と同様，

オンタリオ州においても年少児の人口は減少してきており，逆に高齢児は増加の傾向にあ

る。要養護児童についても同じような現象が見られる。このことは，里親養護からグルー

プ・ホーム，養護施設への移行を余儀なくされることも考えられ，特殊里親養護を通じて，

日本における里親養護の限界というものを感じるのである。

　私は，この10年間，養護施設出身の高年齢児童（15～18歳）を扱ってきたが，過去1ζ里

親養護されていた者もおり，又，幼児より養護施設で育った者，施設在籍期間の短い者が

いるが，家庭的環境に長くいた者ぱど．日常生活に関する知識があり，独立心も強く，社

会的自立が容易なようである。

　特に里親養護において里親家庭内における暴力行為，登校拒否等で不調になり．養護を

依頼されることがある。実の親子であっても意見の対立．感情的対立があるのは当然であ

り，里親との関係が不調であるからといって里親養護の効果を否定してはならないと思わ

れる。不調に至るまでの両者の情緒的接触こそ児童の精神的発達に大きな影響を与えるの

で，そこを原点として，児童の成長を長期的な視野でとらえ，里親養護による効果を評価

し．発展させていかなければならないと思われる。

〈研修記録〉

事Ontario　Association　of　Children’s　Aid　Societies

　　　Mr．　George　Caldwell・Executive　Dlrector

．Ministry　of　Community　and　Social　SerVices（Operational　Branch）

　　　Mr．　Greg　O’Neill・ProVincial　Foster　Care　Coordinator

　　　Mr．　Peter　McDonald・同上
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第2章　児童の措置

A．要養護児童の委託措置と親権

埼玉・三愛学園　高　瀬　美　武

はじめに

　今回のアメリカ・カナダ研修を通じて，日本との比較の上で児童福祉の変化の過程及び

新しい動きと実態等を学ぶことができた。短かい期間でいくっかの公私の福祉機関や施設

の方々から，通訳者を通しての説明を受け，小量の資料を頂いただけで，正確に詳細に両

国の児童福祉の実態を理解することは困難であるがわが国の児童養護のあり方を反省し，

今後の活動を試行する上で大きな参考となった。

　福祉先進国と云われる両国が，これまでの歴史的過程において，現状の日本の状態を経

験し，その延長線上に現在の姿があると見るならば，そこに日本の将来の姿をある程度予

測することができる。社会的背景や人種問題等，日本とは福祉問題の背景が異なり，全て

の面を比較・予測することは困難であるが，アメリカ・カナダ両国が今から約10年前に対

応を変えてきた事柄が．今日本において変わりつtsあるのを見ることができる。例えば次

のような事である。

⑦施設収容から在宅ケアへ：要養護児童に対する福祉の基本原則の確立と脱施設化．

　　在宅ケアなど。

　◎　予防的福祉へのとりくみ：各種相談事業，家庭への援助，社会教育活動の推進など。

　◎　地域福祉の体系化：福祉機関・施設の適正配置．地域のニーズに対応する福祉サー

　　ビス．福祉機関の統合，地域の社会資源の充実と活用など。

　（∋　公私の役割分担：法人の基盤強化，公的援助の限界（措置費）ボランティアの組織

　　化と活用など。

　◎　専門職員の養成：養成校の増加，資格問題，現任訓練・研修と資質向上など。

　以上，現在日本においてこ、数年間で急速な動きととりくみがなされ始めた事柄を見る

ことができる。これらの動きが，アメリカ・カナダにおいては．ちょうど10数年前の両国

の問題でありとりくみであった。

　上掲の問題にっいては．本報告書で他の執筆者が分担して詳細に報告・提言がなされる

ので，なるべく重複しないように心懸けながら「要養護児童の委託措置と親権にっいて」

報告と提言を試みることとする。
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1．アメリカ・カナダの実態

（1｝公私の契約について

　このことiζついては，公私の役割分担としてとらえるべき問題であるが．児童の委託措

置及び民間の事業運営のうえで深く関わりを持っのでここでもふれておきたい。

　アメリカ・カナダ両国で同じ様な説明があったが，この問題について比較的詳細な説明

のあったアメリカ・マサチューセッツ州の実状を紹介したい。（The　Comrnonwelth　of

Masachusetts　Department　of　Social　services）

①居住型ケアは，州としては持っていない

　今までの歴史的過程の中では，居住型ケアが大きな比重を占めていた。しかし，公立の

ケアは役所主義が強いため効率が悪く，又サービスも低下する。更に政治家が変る度に政

策が変り，それに伴なって内容形態も変えていかなければならないという宿命がある。

②　我々（行政）はバイヤーである。

　福祉ニーズは，社会状勢の中で変っていくので，民間は需要の高いものを提供していく

必要がある。我々行政は，福祉ニーズに合わせて民間でいい仕事（需要の高い）をしてい

るエージェンシーを買い上げるバイヤーである。

③　民間との契約

　法規程にのっとって，州が契約する。期限は一年間である。事業の内容・実績をチェッ

クして契約を更新する。民間は，その提供するサービスの内容や対象によって、福祉局だ

けでなく，教育局・青少年局・保健局等の他の部局との契約を結ぶ場合もある。状況によ

っては，州と契約されない場合もある。又同じようなサービスを提供する民間の事業は競

合もあり得る。

④　経費の補助

　諸基準にのっとり，実経費の75％を行政が補助している。（カナダでは80％という説明

があり，州によって異なる。）民間は，民間としての独自性・開拓性を保持することに意

義がある。

⑤　サービスを受ける者の負担

　何らかの福祉サービスを受ける場合．有料が原則である。生活保護世帯であっても費用

負担がある。

　以上，特徴的なことを列記してみたが，これらの実態を通して，特に「契約による事業

運営」という民間のおかれている立場の厳しさを感ずる事ができる。カナダでは，養護施

設としての契約がなされず，他の事業｝ζ転換していくケースも相当な数に上っているとの

説明もあった。
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②　児童の委託措置について

　このことにっいては，カナダ・オンタリオ州の実状を紹介したい。（Ontario　Associ－

ation　of　Children’s　Aid　Societies（CAS））

①保護を要する児童のケアについてのカナダとしての基本的な考え方

　「児童は，本来家庭で養育すべきである。」「それが不可能な場合．親に代る者が養育す

ることが望ましい。」「児童の福祉にとって必要な場合は，親と切り離す方がよい。」とい

う基本的な考え方が確立している。そのため．親の同意がなくても裁判所の審判によって．

児童の措置が決定されることが非常に多い。

②保護を要する児童のケア

　イ。ホーム・メーカーの派遣　通告者があってから．五日間はCASが，ホーム・メー

　　カーを派遣して，児童を在宅のまtsケアすることができる。それ以上は，裁判所の決

　　定による。

　ロ．一時保護　原則的には，親の同意が必要である。その期間は．6ケ月である。しか

　　し、警察又はソーシャル・ワーカーが必要と認めた場合は，裁判所の決定以前に保護

　　することができる。一時保護期間中に，その児童にとって最適な措置が決定される。

　　親の同意がない場合は，裁判所が決定する。

　ハ．養子，里子，グループ・ホーム，施設などへの措置

③　児童の措置

　裁判所の決定，又はCASの決定によって，児童の措置がなされる。

・’幼児の場合は，原則的に養子又は里子。

O施設措置の場合は，期限は一年間であるが延長もできる。

　いわゆる養護施設は殆んどなく，高年齢児で里子として養護の困難な問題性のある児童

を短期間に集中的に治療教育するための情短施設的なものに変ってきている。

　1978年の児童福祉法の改定により，16歳以下の児童に対し，下記のような理由にようて

法的に保護できるようになり，状況；Cよって親の許可なしで保護することができるように

なった。

　裁判所へ送致される児童としては，

L二）遺棄された児童，保護者が死亡して他の養育者がいない児童，保護者によって適切な養

　育がなされていない児童，適切な養育環境におかれていない児童．公共の場所で物乞い

　をしている児童，登校拒否あるいは家出している児童，医療的な保護が必要とされてい

　る児童．情緒的・精神的発達が十’分でない児童，養育家庭で問題のある児童，である。

　アメリカ・カナダともに裁判所の決定tcよる措置が量・質共に非常に多いことが日本と

の大いなる相違である。
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④　措置権者

　親の同意がある場合は，CASと親の合意によって児童の委託措置がなされる。親の同

意がなく，しかも親から切り離す措置が必要な場合は裁判所が決定する。

〔3）親権について

　児童がCASのケアに入る場合，親又は後見者の同意が必要であるが，それが不可能な

場合は，強制的に親又は保護者から切り離すことができる。しかし．これは裁判所の裁定

が出る五日以内に限られている。裁判所の裁定が下ると，児童は家に帰されるか，CAS

へ親権が移行される。

　前者の場合，児童はCASの監督下におかれる。後者の場合は，二種類ある。

　①　Society　Ward－→児童が将来，再び家庭へ戻りうる可能性のある場合で，裁判所

　　で指定された期間（通常12ケ月，必要ある場合更lc12ケ月延長できる）一時的にCAS

　　に親権が移行される。（一時停止）

　②　Crown　Ward　一→児童｛こ家庭復帰の見通しのない場合，18才までCASに養育の

　　全貴任がまかされる。（永久停止）

　両親又は12才以上の児童自身には，この決定から6ケ月以後にCrown　Ward無効の訴

えを起こす権利が残されている。

　オンタリオ州全体の要養護児童数約11，000人

　その内　Crown　Ward（養子，里子等）5，000人

　　　　　Sociaty　Ward（里子，　CAS等）4，000人

　　　　　親の同意によって他人委託　　2，000人

（正確な資料に基づく説明ではなかったが，要養護児童の保護措置をとる上で，親権の喪

失又は停止の措置が，いかに多いかを知る事ができる。）

　次に，アメリカ・ボストンのナザレの家における説明によると．

「近年は，非行・家出など，社会的要養護児童の高年齢化等児童自身の問題も増大してい

るが，放任・虐待等親の側に問題のあるケースも多い。10年程前までは，親権の問題は法

務省の管轄であったが，現在は子どもの人権を守る意味からも，又問題を増大させないた

　　　　　　　　　　　　　　　　らゆうめの予防的な意味からも児童福祉の範疇に入れている。現状としては，誰でも裁判所に申

請ができ，手続きや決定が簡単になり過ぎて，どの段階で永久停止・一時停止の判断を下

すかが難かしい。可能な限り親のもとで養育すべきであり，そのための家族に対するサポ

ー トが重要である。」と云うことであった。

一 51一



2．日本の現状

（1）児童の委託措置の考え方と実状

　日本においては，こts数年の間に「福祉産業」「福祉企業」という認識或いは云い方が

一
般的になりつtsある。元来，日本においては福祉の対象・形態について「扶助・給付j

という基本的概念から，福祉事業については一般の企業とは異なる特殊な存在とされてい

るが，アメリカ・カナダ等では福祉事業も社会経済的意味では企業体として位置づけられ

「サービスを買い上げる一→契約」という自由主義経済の原則のもとにおかれている。

　近年，行革や福祉見直しという社会的風潮の中で，日本の福祉事業に対する行政の把え

方，一般国民の認識も変化してきている。特に狭義の社会福祉事業については．「はじめ

に」の項でふれたような種々な変化が表われ始めている現状を知ることができる。

　日本における要養護児童の施設入所に伴う委託措置の問題を考える場合に，まずアメリ

カ・カナダにおける民間の提供する福祉サービスを行政が買い上げる一契約一という考え

方・形態に興味を抱いた訳であるが，日本では一認可一という形式によって事業が開始さ

れ，児童の委託措置が行われることになる。

　ところで，我々現場の施設者は，この児童の委託措置或いは親の同意等にっいて，どの

ような認識を持ち．又実際児童の入退所措置や入所中の児童の養育について，どの様な手

続きを経ているのであろうか。施設認可及び最低基準によって行政と民間施設との「事業

契約」がなされていると考えられるが，個々の児童の入退所についてはどうであろうか。

　こ、に以下の様な法解釈が示されている。

　　　　　　　　　　　（大阪高裁　昭和55年8月26日　判決）

「一判例一児童福祉法第27条1項3号による知事の措置により児童を精神薄弱児施設に入

所させた場合には．児童の親権者と施設との間に委託契約関係が発生する。」（以下一部を

引用してみる。）

「（前略）両児童は，兵庫県知事の措置により入所したものであって，右措置により，右

知事と甲山学園との間には右児童についての委託契約が成立し，右児童の各親権者

と右措置を受けた右施設との間には，直接委託関係は発生していないものと解されない

でもない。（中略）しかしながら，知事の措置は，児童福祉のために行政として右委託契約

に積極的に介入し，これを斡旋するものであると解することができる。（中略）したがっ

て，各親権者と施設との間に，知事の措置を介し，私法上の委託契約関係が成立している

ものと解するのが相当である。（後略）」

　判決文の中段に「～と解されないでもない。」とあるが，これが我々の一般的認識では

なかろうか。しかし．裁判所の判例として，「親権者と施設との間に委託契約関係が発生
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する」という法解釈が示されている事実を厳粛に受けとめなければならない。しかしなが

ら，現実の児童の入退所手続きの面でも，親権者と施設とが直接的に委託契約を結ぶこと

は皆無であり．又児童相談所からの措置決定に関して施設長の意見が優先されることはな

い。むしろ「～措置のための委託を受けたときは，正当な理由がない限り，これを拒んで

はならない。」（児童福祉法第46条2項）という条文が最優先している。児童が施設へ措置

される場合の公文書を見てみると，児童相談所長名で，

（措置書）27条1項3号の措置をとったので通知します。

（入所（委託）措置通知書）次の通り措置をとったので通知します。

（委託書）27条1項3号の規定により，次のとおり児童を委託します。

というように様々な書式・表現になっている。措置・委託という用語及び概念を法的にも

手続き的にも明確にする必要がある。又，親権者と施設との委託契約については．「私的契

約児」という借置が別にある訳であり，この事についても児童相談所の役割及び機能を含

めて明確にする必要がある。

　アメリカ・カナダにおいては，先の実態紹介の項でもふれた様に，児童の措置は，親の

同意がある場合はCASの様な民間機関でも行ない，親の同意がない場合は裁判所の決定

によっている。日本においてもt法解釈の上では親権者との委託契約関係によって児童の

措置がなされるとするならば．親権の問題に対して一層の関心を持つべきである。

【2）親権について

　再三ふれているようic，アメリカ・カナダにおいては．保護を要する児童は裁判所の決

定によって比較的容易に親権の停止（永久，一時）によって保護される事が可能である。

日本ではどうであろうか。放任・虐待等によって養護施設へ入所するケースは多いが，親

権の停止措置がとられることは極めてまれである。日本弁護士連合会（日弁連）の資料に

よると「最近10年間で，親権喪失が全国で容認された事件は159件に過ぎず．1年間にわ

ずか16件平均である。」とある。子どもは親に属するものという日本古来の考え方が．法

的にも法運用面でも支配されていることが考えられる。アメリカ・カナダの「児童は，本

来家庭で養育すべきである」という児童養護の基本原則と「責任を果たさない親の権利は

行使させない」という措置及び親権停止のケースが多いという実態は．一見矛盾している

ようであるが，児童を一個の人格として認め，必要があれば親と切り離してその福祉を計

る，という思想が徹底しているとみることができよう。我々の施設へ入所している児童の

ケースの相当数が，アメリカ・カナダであれば，親権の喪失・停止に該当することであろ

う。

　全養協の人権問題特別委員会実施の調査資料を持ち出すまでもなく，親によって子ども
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の人権が侵害されているケースは非常に多いにも拘らず，それに対する有効な手段対策が

持てないのが日本の現状である。

　又，親権喪失の申立人は，民法では「子の親族又は検察官」児童福祉法では「児童相談

所長を加える」とあるが，申立件数も宣告がなされる事も少ない。

　親権の内容としては，⑦監護教育の権利義務，◎居所指定権，◎懲戒権．◎職業許可権

◎財産管理と代表権，となっており，このうち監護教育権と懲戒権は入所児童については

施設長が代行する立場に立つことになっているが．特に児童の入退所措置の上では「居所

指定権」について．児童の実親の親権と施設長の親権との調整・調和上問題が多い。現行

の児童福祉法のたて前は，実親の親権について優先的地位を認めているようなので，親権

者の引き取り要求に対しては施設も児童相談所も対抗する術がないのが現実で，不安や危

倶を抱きながら退所させざるを得ないケースが多い。また，監護教育権及び懲戒権にっい

ても，児童の施設入所中はその全てを代行しているのか，親権者の意向と施設長の意向が

くい違う場合にどちらが優先し，どう調整するのか不明確である。

　以上，親権にっいて簡単にふれてみたが，児童の福祉及び人権を守る意味においても児

童の委託措置の上からも親権は重要な意味を持っている。

3．課題と提言

（1｝児童の入退所に伴なう委託措置の考え方と手続上の問題について

①　要養護児童の委託措置ic関する共通の認識

　日本の現状の中において，保護を要する児童の福祉のための措置については，行政・児

童相談所・施設夫々に語句の意義解釈及び法規程の認識が異なっているように思われる。

　例えば，行政と施設との契約については，事業の委託契約と児童個々の措置に関する委

託契約とはどう解釈するのか。行政の措置権と施設の受託義務及び拒否権についてはどう

か。児童の親権者と施設の受託契約はどうか。等々について正しい理解と認識を共通に持

つ必要がある。

②　親権者との受託契約にっいて手続き上も明確にする必要がある。

　「社会福祉施設の運営をめぐる諸問題についての意見」（昭和56年6月　全国社会福祉

審議会　社会福祉施設運営改善委員会）には次の様な提言がなされている。

　（措置制度の見直し）：「（前略）施設の種類によっては，措置という考えを改め．公的相

談・判定機関による助言を参考として，要援護者と施設経営者による契約による入所を考

える方が妥当な場合が考えられる。（中略）以上の様な観点から施設の種類によっては当

面，次の点について改善すべきものと考える。第一は，措置決定に際して，必らず要援護

者の希望を聴取して，その自由意志を尊重して入所施設選定をするという運用の幅を認め

一 54一



ること。また，こうした運用にあわせて措置機関は，管下施設の特色・施設内容・運営方

針等についてデータを整理し，常に対外的な情報を提供する体制を整えておくこと。第二

は，措置委託に際し，施設例から提供するサービスを明記した受託契約書を提出させ，措

置権者は，その内容が最低基準を満たしているか否かを確認の上，入所者にもその内容を

知らせ．当該施設における処遇内容を関係者全員が確認し得るような試みをすること。こ

れに関連して，都道府県により特別の助成が行われる場合には．措置費とは別に，その助

成のもっ意味を明確にし，委託の際に特約すること。第三は．施設利用に当っては，サー

ビスの程度に応じた応分の費用負担を行う考え方を徹底すること。（後略）。」とある。

　こ、では．「施設の種類によっては」という但し書きがあるが，まさに，現在のアメリカ

・ カナダの福祉の考え方・実態を指向しているといえよう。この提言は，私見も加えて次

の様に要約整理することができる。

O施設の提供するサービスの内容・施設の特色を明確にする。

O要援護者の自由意志による施設の選択

O要援護者と施設との受託契約書のとりかわしをする．受託期間，親権に関すること（親

　権代行の内容．親権者の行使する親権に対する制限等），施設の負うべき義務と責任，

　保護者の負うべき義務と責任

o措置権者（都道府県知事）．措置執行者（児相），施設の措置決定に関する協議の形式と

　内容及び関係文書の整備など。

　以上が児童の委託措置の手続上必要になると考えられる。

③　親権者が居ない場合の児童の措置

　要保護者と施設の間で委託契約がなされる場合，行方不明・離婚等で現に親権者の所在

不明のケースや．虐待・放任・拒否等で親権者があってもその養育貴任を果たさないケー

スが非常に多い。このような場合は，現行法のもとであっても家裁と児相との連携により

何らかの措置をとることができるように．法の運用面を改善することは可能であろう。

④　施設の負うべき義務と責任，補償能力

　先に引用した判例では，入所中の児童の死亡事故に関して，それが事故死であっても他

殺（内部の者・外部の者を問わず）であっても施設長の責任を免れることはできない，と

されている。これらの入所児童の事故補償にっいては，益々施設長の責任が過重となり，

法人又は施設長としての対外的補償能力が必要とされる。アメリカ・カナダの民間福祉事

業体は多額の保険加入をしているという側面を見落すことができない。

　日本においては，数年来の国又は地方公共団体に対する「事故補償の裏づけ要求」は重

要な意味を持ち，児童の委託措置の概念及び手続きが明確にされていく中で，我々にとっ

て切実な問題となる事であろう。
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⑤　親権者の負うべき義務と責任

　施設長の負うべき「親権の一部代行」の内容を明確にし，親権者が児童を入所させる事

によって制限される権利を認識させること，受託契約に違反した場合の親権者の責任を明

確にすること．などが考えられる。

｛2）親権について

　養護施設入所児と親権の問題にっいては．日弁連の「養護施設をめぐる法的諸問題」や

全養協人権問題特別委員会，養護施設運営ハンドブック等での問題指摘と提言がなされて

おり，近年ようやくこの問題に対するとりくみがなされっtsある様に思われる。アメリカ

・
カナダの実態の項でもふれた通り，両国ともこの問題について相当の期間をかけて検討

がなされ．現在の法体系及び運用がなされるようになった事が想像される。今回の研修期

間中に，この問について集中的tc研修する機会がなかったのは残念であるが，今後専門家

や同働の諸兄姉の研究を望みたい。特に，両国における「法改正に至った社会的状況（要

養護児童保護の背景）」「法改正に至るまでの検討（機関，メンバー）」「基本的な考え方」

「法運用（条文，運用機関，現行法上の問題点，運用上の問題点等）」を具体的に研究す

る必要がある。

　こSでは，日弁連の，と記レポートでの問題指摘と提言について一部運用することとした

いo

①親権濫用を生み出す背景

　イ．親権思想の未成熟（親の私的な権利，支配権意識等），ロ．民法上の欠陥．ハ．児

　　童福祉法はじめ子どもを守る立場の立法上の不備，二．社会保障制度の不徹底

②　親権濫用防止の諸方策一現行法の場合一

　イ．親権喪失の宣告，ロ．人事訴訟法上の仮処分．ハ．児童福祉上の措置，二．今後の

　　立法上の措置

　児童の人権を守る視点からも，親権の問題は当然法改正を伴なう大事業になるが．現行

法の運用という面で現実的改善に着目する必要がある。アメリカ・カナダの様にあまりに

簡単な手続きによって親権の喪失・停止がなされることが，親にとっても子どもにとって

も本当に幸福にっながるかどうかは，まだまだ多面的に研究されなければならない。この

問題に関して具体的提言は，法規程も含めて膨大な紙数と期間を要するので，こ、ではこ

の程度に止めざるを得ない。

おわりに

今回のアメリカ・カナダの研修を通じて，私は．児童の委託措置のあり方ICっいて．両
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国と日本の現状を比較しながら課題と提言を試みたが．充分な資料と期間がある訳ではな

く，私共の抱いた問題意識を報告書の体裁の中で整理しきれないもどかしさを感ずるもの

である。「はじめに」の項でもふれた様に，アメリカ・カナダの現状は日本の将来を暗示

しており，児童福祉の領域では国民の意識や社会経済的背景が異なるとは云え，基本的に

は同じ目標をもつものであり，共通の課題は多い。特に，要養護児童の社会的養護を考え

る場合に，その養護形態（里子，グループ・ホーム，施設等）や養護内容のみでなく，委

託措置上の親権者と施設との契約t児童の親の親権と施設長の代行する親権の調整，児童

相談所の機能等が社会情勢の変化の中で重要な課題となるであろう。

　今後の日本の社会状勢を展望するため，「21世紀の国民生活像」（経済企画庁国民生活

局国民生活改善課編　国民生活審議会長期展望小委員会報告　昭和54年3月30日初版）の

記述を引用してみる。

第1章　国民生活の現状と新らしい動き

　第8節福祉　2福祉における問題点

（前略）　高度成長下で税の自然増収によって，求められるま、に福祉拡大が行なわれ

たこともあり，このようないわゆるバラマキ福祉は単に財政の見地からだけでなく，福祉

における公私の役割分担の在り方など福祉における基本的な考え方に関する議論を引き起

こした。（中略）封建時代以来，我が国では家父長的恩情主義が社会を支配してきたが，

こういった考え方は，福祉についても例外ではなく，欧米流の福祉を支えている権利義務

は薄い。受益者側には，受益に伴なう負担という明確な義務意識が希薄であり，行政に対

して不明確で無限定な期待感がある。行政にもこのような受益者の意識と要求の妥当性に

ついて十分な検討を行う態度に欠ける面もみられる。（中略）都市への人口集中の中で．

地域的連帯がなかなか育たなかったこと，あるいは核家族化が相互扶助機能を極度に弱め

ていること等が，公的福祉に対する期待とその役割をますます大きくしている。このこと

は同時に，公的福祉に対する明確な負担意識を欠いた期待感が先行すれば．相互扶助の実

感を失った制度の拡大と人々の依存心の肥大化をもたらすおそれを含んでいると云えよう。

（後略）

第4章　21世紀の国民生活像

　第1節　21世紀の国民生活像　6．福祉

（福祉の在り方）　21世紀における我が国の福祉は，公的役割によってのみ行うことは多

くの困難と幣害があるため，人々の福祉に対する主体的努力がこれまで以上に望まれるで

あろう。社会的にハンディキャップを負っている人々を隔離し，特別視するのでなく，そ

ういう人々ができる限り日常的にノーマルな生活ができるように援助することが人間的な
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福祉であるという考え方（ノーマライゼーション）が定着しよう。

（新らしい福祉政策）　社会を形成する人々の自発的な福祉活動を助長し、政策間の整合

性や有機的関連の確保を通じ，人間的な福祉の実現と財源の有効活用を図ることを内容と

する福祉政策の総合化，総合的な福祉政策を実施することによって社会的統合が促進され

るであろう。

（地方分権）　地方分権化によって，福祉における地方自治体の役割を強化することは．

福祉の受け手と出し手の距離を短かくし，福祉サービスの負担給付関係をより確かなフィ

ー ドバックの関係で結びつけ，受益者の意識を変え，サービスの有効性を高めることにも

なるであろう。

（民間活力の役割）　福祉は，従来産業としての成立が遅れていたが，より豊かな生活の

実現とともに福祉産業が成長するであろう。

（福祉社会）　このような個人・公共部門の役割を通じて人々の自由と平等を的確に仕分

け，調和させ，効率と公正を矛盾なく共有できる原理（ソーシャル・ミニアムの保障）こ

そが，広い意味の福祉の原理である。そのような原理に基づく福祉の確立によって始めて，

人々の合意を得た福祉社会が築かれるであろう。

　以上長々と引用したが，行政の立場で現状の福祉の問題点を指摘し．今後の展望を明ら

かにしている。この事を全て是認するものではないが，現実の福祉政策の上に必らず反映

されることが予想され，我々がアメリカ・カナダで眼にした実態に近づきっ、あるのを知

ることができる。

　児童の委託措置の問題は，このような行政側の問題意識と今後の展望，国民の合意のも

とにおける児童福祉の推進という社会的背景と変化の中で姶めて問題となり．民間養護施

設として早急にとり組むべき課題となる。本文の中ではふれられなかったが，行政と民間

の契約一措置費の性格，契約内容，手続一をスタートとして公私の役割分担，民間養護施

設の在り方まで幅広く再検討が迫られていると思われる。

　本報告書では．アメリカ・カナダの部分的実態紹介と問題の指摘IC止まり，具体的提言

にまで至らない事項が多かったが，全養協としても組織的にこの問題にとり組み関係行政

機関（厚生省，法務局．福祉事務所，児童相談所等）への働らきかけと協力の中で早急に

改善がなされるよう切望するものである。又この事と平行して，民間養護施設長個々の意

識の変容と学習が必要と思われる。

　益々厳しい状況の中において．民間の存在と真価が問われる時代に入っている事を自覚

すべきである。
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B　入所措置

北海道・函館国の子寮　柏　倉　民　知

はじめに

　如何なる時代．国，民族，社会に於ても，その社会は常にその社会にある子供等の健全

な育成を社会が求めるのは，その社会が健全であればある程その欲求が強いはずである。

それをその社会に具現化するために，その社会がどのような児童福祉哲学を発展させ．そ

して社会の合意を作り出し，それをその社会の行政に反映させ，どの様に行政制度を作り

上げたかを見ないで，単に現行の制度上の違いを比較し，現象面を瞥見するだけでその社

会の児童福祉行政の良し悪しを判断するのは誤りである。これを批判すれば無責任であり，

そこから出て来るものをもとICして，制度を取り入れたり，或いは何かの提案をしても何

の意義もなく，単なる模倣1ζ終るのではなかろうか。このことを念頭に置きつつ．此度の

資生堂社会福祉財団の好意により，アメリカ・カナダの児童福祉研修団に参加し．二週間

にわたりアメリカ・カナダの児童福祉の現況を垣間見ただけであり，かなりの見落し，誤

認によるのかもしれないが，二週間という短期間の故とし，おゆるしをいただき，私に与

えられた研修報告書のテーマ“入所措置と児童福祉行政”を“入所措置について”と変え

私の報告書とさせていただきたい。

1．日本との児童福祉行政形態の違い

　日本の児童福祉行政の形態とアメリカ・カナダの児童福祉行政は，高度の福祉専門教育

を受けた福祉専門家集団によるプログラム福祉と表現できるのではないだろうか。事実，

アメリカ・カナダ両国に於ける施設長を始め児童福祉に携わる行政機関の主だった責任の

ある地位の人々の多くは，大学や福祉の研究機関で学び，修士以上の福祉の学位を持つ人

人が大半であり，その地位相応の知識と経験の持ち主である様に見受けられた。そして何

よりも驚嘆させられたのはこれ等の人々の地域組織能力の高さであった。これ等の人々が

それぞれ地域に入り込み．その地域の問題を掘り起こし，地域の人々を組織化すると同時

に，その地域の福祉問題を解決するため，地域の実情に即した各種プログラムのネットを

作り上げ，これを福祉行政機関に結び付け．即ち連邦政府・州政府・地方自治体に買上げ

させ　実行に移すその能力である。これは，アメリカ・カナダの様な多民族・多人種の社

会で働く福祉関係者tc等しく要求される高度な能力であり，我が国のような，単一民族国

家では，ちょっと想像できないことであった。北は北海道から南は沖縄まで同一の法律の
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下で行なわれている福祉とは，全く質を異にするものなのである。この点，逆に我が国は，

tu；C恵まれていると言っても過言ではtい。しかしrsがら，今後£すます我が国に於ても

人々の価値観が多様化していくとすれば，この法令福祉形態で，我が国の福祉が充分対応

していけるのかどうか考えるべき問題ではなかろうか。‘福祉は人ぽり”とすればt充分

に掘り下げて論議しなければrsらない。

2．脱施設化の方向

　アメリカ・カナダ両国の児童福祉における諸制度は．アメリカ・カナダの国の違いの外

に，それぞれ州ごとに，福祉法そのものが少しずつ異っている。ただ共通して言えること

は，両国を通じてB本との明らかな違いは，アメリカ・カナダ共に，脱施設化が全面的に

行われていることである。即ち，要養護児童を施設に収容するということは極力さけ．可

能な限り在宅ケアーをしており，よんどころない時SC，里親に委託するという形が，児童

養護の根幹をなしているということである。カナダを例にとると，一般養護児童に止まら

ず，精薄児tcついても里親にどんどん委託し，その数も急増しており，教護児童に関して

も一般里親に委託してその保護を行おうとしている。（教護児童に関しては適切な里親を

得るのic，かなりのむずかしさがあるようではあるが。）精薄児の成功に力を得，将来は精

薄者についても，里親制度にのせようと目下テスト中とのことであった。特に、カナダオ

ンタリオ州では，1978年に新しい児童福祉のための州法を制定，完全な里親制度に切り変

えを行っていた。脱施設化には連邦政府も特に力を入れている。このようにカナダにおい

ては，精薄施設，教護施設等は姿を消し，新たにどうしても里親にむかない特別な児童の

み，即ち高令児童で，里親では扱いにくい児童対策としてグループホームが始まった。グ

ループホームには6名～8名の児童と職員が共に住込むような形態を取り，里親制度の補

完を行っている。また心身障害児・者についてもベイビューコミュニティ・センター（The

Ontario　Comunity　Center　for　The　Deaf）において精薄・盲・聾・唖・肢体不自由児

者を同一施設で残存能力を生かし，相互に助け合いながら，それぞれに対する教育，職業

訓練等のプログラムを持ち，自立できるように訓練を施し，全ての身障者が一つになって

生活と自立を計っている。これは里親に適さない養護児童を，グループホームに入所させ

るのと同様の考え方に立っものと思われる。即ち，多目的複合施設でこれらの障害（児）

者に対応している。

3，カナダオンタリオ艸｜における児童措置と行政

　カナダの児童措置にっいては．C．A．S．（Children’s　Aid　Sociaties）児童援助協会等が

行っている。このC．A．S．はオンタリオ州に51カ所のエイジェントを持ち，児童保護を行っ
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ている民間団体であり，連邦政府・州政府・各自治体よりの補助により運営されている。

また，実験的なプログラムの費用は，共同募金等の寄付金によって賄なわれている。この

団体の主たる業務は，児童保護で，そのために多数のケースワーカー・ホームメーカー・

チャイルドケアワーカー等を配置している。

　C1〕児童の短期保護

　これは家庭調整と言うべき業務であって，一時児童を里親に預け，家庭調整を計るもの

である。問題がある時は，通告に応じてケースワーカーが家庭訪問などで家庭調整にあた

るが，さらに必要に応じ，ホームメーカーを送り，親に対する家事・育児などの指導にあ

たらせている。

　（2）長期保護

　これはもっぱら，いわゆる里親IC委託を行ったり，またはケースによりグループホーム，

或いはスペツシャライズド・フォスターホーム（Specialized　Foster　Home　・＝心身障害

児のための里親家庭）等に委託する業務を行い，これに伴う委託料の里親に対する支払も

この団体の仕事となっている。里子の親権に関しては，C．A．S．がもつ。

　③　養子縁組業務

　対象児童は私生児或いは里子であり，親権に関する裁判所の決定に基づいて業務が行わ

れている。C．A．S．は州政府の養子縁組部（Adoption　Desk）と協働のもとに養父母募集

活動も行っている。

　C4）里親開拓と里gelc対する援助

　里親開拓は．地域社会に向けて，CASが活発に行っている。特に，伝統的に教会が直

接，間接に地域社会で強い影響をもっカナダにおいては里親希望者が漸減傾向にあるとは

いえ，里親養護を中心として児童保護行政を推進し得る程の社会的資源を形成しているこ

とは特記すべきことであろう。CASは州政府と協力の上，里親SC関するマーケットリサ

ー チ等も行い，積極的にその拡大に力を注いでいる。里親に対する援助は，里親に対して

如何なる問題でも援助できる24時間態勢がとられており．常に医師・ケースワーカー・メ

ンタルケースワーカー・心理学者等の専門家を血えており，警察・裁判所等との連絡も緊

密であり，これら相互のネットワーク化を計っている。また，里親協会も組織され，里親

として必要な知識の交換・相互援助を行っている。CASはチャイルドケアワーカー

（Child　Care　Worker）を里親家庭に派遣し，育児についての指導に当っている。里親

の一時休暇制度があり，休暇もとることができる。また，里子が社会復帰した場合も，休

養期間が与えられている。里親・里子のためのレクリェーションも時折企画されている。

里親に対し，毎年永年勤続表彰も行っている。特に地域別に，同年令の子供を持つ里親同

志や，同様の障害児を里子に持つ親同志を集め，情報や経験の交換も活発に行っている。
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里親のためにCASは，毎年かなりの額の保険料を支払っている。これは子供が起こす様

様な事故を予想して里親の財産の保全を計ることを目的としており，その額もかなりなも

のになっている。

　⑤　地域の福祉に即した実験的なプログラムの開発と実施

　我々が訪問したトロントのCASは．里親の資質を高めるために．里親の指導システム

をどのように改善すればよいか目F州政府と協議しつつ研究中で，近くそのレポートを州

政府に提出するとのことであった。このようにカナダ各地域の51のCASはそれぞれの地

域tc合った地域の児童福祉のプログラムを開発し．実施している。これらの実験的活動の

財源として共同募金・一般寄付金等もあてられている。

　［6）非行児童対策

　①　P．1．P．（Preventive　Intervention　Program）で法廷前段1ζおける，予防的介在プ

ログラムである。この目的は次の通りである。④裁判段階に入る以前に．非行少年に対

して予防的に介入すること。◎　進行中の非行を止めさせること。◎　非行少年の家族に

対して，調停や仲裁に必要な．親としての責任，子供に対する指導監督に関する情報を与

えること。○　非行の結果がどうなるか，少年に裁判というものを，ありのままにはっき

り知らせること。

　②　C．A．P．（Community　Alternative　Program）これは，二者択一のプログラムと

呼ばれるプログラムであり，犯罪者少年を処罰する在来の方法に加えて，Community

Service　Optionが第三の方法として考えられたもので，損害賠償命令，被害者との和解

の他に，非行青少年に社会的IC意味のある，建設的な働きをさせる。すなわち，非行青少年

に，助けを受ける側から，人を助ける側になる機会を与える。ここでは，犯罪青少年に対

し，地域社会tζ奉仕することが要求される。例えば，老人ホームに三ヵ月．おしめ洗いの

奉仕であるとか，道路の清掃等を行わせ．非行青少年がこれによって，自分は社会に貢献

した，または何かを成し遂げたという満足感を与えることで，社会的に再起することを目

的としたプログラムである。このプログラムの対象となる犯罪少年は，現在は16才以下に

限られるが．近い将来，18才までに引き上げられるようである。

　③　レジデンシャルトリートメントケアー（Resldencial　Treatment　Care．＝施設収

容保護）　問題の児童の背後には，問題の家庭があることはどこの国でも同じである。カ

ナダにおいても，子供の悪い性癖・情緒障害等はすべて家庭からと言っても過言ではない。

これらの，問題のある家庭から児童を一時的に分離収容して行動・性癖・情緒障害等の治

療教育を行う目的で小グルーフーホームを用意している。その間家庭環境改善をめざして指

導も行っていく。グループホームの収容児童数は．最大限6名とし，16才以下，6才前後

までを対象にできるだけ町中の普通の家を借りる。収容されている児童の3分の1は，移
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住者の子弟であり，カナダの社会生活に慣れていない家庭の子供達である。職員数は7名

で1名が常駐のホーム長であり，4名が児童のための指導職員，2名が家政担当の職員，

その他精神科医，ソーシャルワーカー．・ユースセラピストの援助を受けている。職務内

容は口で言う程なまやさしいものではなく，職員のストレスは大変なものである。

　児童の在所期間は，おおむね3カ月～18カ月、長い者は2年以上にわたる者もいる。

　｛7）虐待防止．保護

　アメ1」カ・カナダでは，虐待という言葉に”Abuse”という言葉を使う。このAbuse

は，虐待という意味の他に，濫用・悪用・誤用という意味にも使われている。従って

Abuseということばは，日本語での虐待ということばより，もっと広い意味をもったこと

ばであることが理解できる。この中には，勿論日本で一般的に言われている親権の不履行

も含めて，濫用ということばの意味に含まれているように思われる。また．このことばは，

アメリカ・カナダの児童福祉関係者の間では，ひんばんに使われることばであり，何人で

あろうとも，Abuseは絶対iζ許されないという共通の態度が見られる。日本においては，

親権があるから引き取るというならばひき渡さざるを得ないといった考え方はカナダ・ア

メリカでは全く通用しない。必要とあらば何時でも，親権の剥奪．一時停止を行うことに，

踏躇しない構えである。ちなみにオンタリオ州の措置児童のうち，E間に親権を剥奪さ

れる者は5，000人，一時停止を受ける者は4，000人，そして親権の移譲の措置に同意する

者が2，000人ということを聞いて一驚した次第である。オンタリオ州児童福祉法第49条2

項を，C．A．S，の虐待防止パンフレットの表に示している。この法律の内容は，「現に子

供の養育責任をもっ人によって，児童が放任されたり，虐待を受けていることを，公的機

関の中でも充分の疑い得る背景をもついかなる人も，このことを直ちに児童援助団体に報

告しなければならない。」となっておりまた．同法第94条1項のf（のには，「上記法第49

条2項に違反するいかなる人も有罪であり，即決裁判により，1，000ドル以下の罰金に処

する」と書かれている。この点からも日本の児童相談所のあり方とはかなり基本的な相違

が認められる。Abuseの考え方を要約すれば．・暴力によるもの．・性によるもの♪栄養につ

いて，・子供に対する監護、・放任．・躾に関するもの，・6通りの形態すべてtCついてAbuse

（虐待）ということばを用いている。「日本の方々は，我々のグループホームや，フォス

ターケアーなど施設形態に非常に興味をおもちのようですが，すなわち里親やまたは施設

ケアー等の施設のみならず我々は我々の子供等が我々の地域の中で，どのように安全に育

てられるか。どのような環境を与えるべきかという根本的な対策に重大な関心をもってお

ります。」オタワ市のC．A．S．次長，ミセス・タンブルのことばが耳に残っている。このよ

うな家庭内児童虐待は，次の5っの人間が抱く誤った考えから生み出されている。

O子供を育てることは大したことではない。少々の手抜でも養育はできる。
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O親が自分の子を養育するのに他人の干渉はいらない。

⊃子供に対する性的ないたずらは．第三者がやるものだとは限らない。

O正常な人々が，自分の子供に危害を加えることは，ありうるはずがない。

⊃他人の子供の虐待を通報するなんて，プライバシーの侵害ではないか。

　といった安易な考えを，我々専門家集団による活動により，断固として排除するとして

いる。

　このように，栄養・身体的危害・性的行為・放任が発見され次第，近隣の人々・医師・

学校・警察等からの通報が入ると，C，A．S．のケースワーカーhi　1時間以内に調査に入る。

　①親から最大限に事情を聞き取る。

　②　回りの関係者から情報を得る。

　③親との面接に入る。そして子供に目‘C見える怪我．傷等がないか，あった場合直ち

　　に，医師の所に連れて行き治療を行う。

　④　このまま子供を家庭において良いかどうかを判断する。特に怪我・傷等があった場

　　合．子供の年令・怪我の回数・或いはこの怪我が最初であるかどうか，厳重な調査を

　　行い、虐待の内容が重視される。家族からの暴力の原因がアル中か麻薬か，父や母．

　　あるいは両者からの調査が重要である。この場合，目に見える虐待は簡単であるが，

　　目に見えない放任・性的な問題は非常に難しい。C．A、S．のガイドラインに基づいて，

　　様々なチェックが行われる。特に子供の年令が低い場合、子供は自分は何をされたか

　　充分に言えない場合，精神科医の診断を受けさせ，同時に精神科医は両親に対し，積

　　極的に加わってもらう。

　⑤　親のアセスメント（評価）が行われる。

　⑥　調査に入ってから5日以内にC．A．S．のケースワーカーのStandard　and　Guide

　　Lineに基づいてレポートを家裁に提出しなければならない。

　⑦裁判所はこのまま家庭に子供を返し，C．A．S．の保護のもとに．家庭に対し強い指導

　　を行うか，またはケースが重度である場合は，代替ホームへ措置するかを判定する。

　　そして年齢の低い子供は，多くの場合里親家庭（Foster　Home）へ，高年齢児（13～

　　16才）で自分自身重大な問題をもっ場合であれば治療ホーム（Treatment　Home）

　　へ措置される。

　⑧　一方両親に対しては，マリッジカウンセリング等の心理学的・精神医学的アプロー

　　チが行われ．様々な専門家によって相談・指導が行われ，家庭条件の変化が求められ，

　　家庭治療が行われる。そして家庭条件が充分に改善されたと考えられた時点で裁判所

　　の初めに行っi決定を解除し，家庭復帰を命令する。

　以止が，虐待児童の発見から調査措置，さらに裁判所に送られるケースのプロセスであ
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るが．しかし大多数のケースは，在宅ケアが行われる。年少児（12才以下）の場合．C．A．

S．が運営するChild　Management　Day　Care等に措置し，ヘッド・スタートプログラム

（Head　Start　Program＝養育能力の著しく低い親のための保育プログラム）によって

子供の保護と両親の養育能力を高めるための教育訓練が開始される。これら児童虐待防止

のために，地域のあらゆる専門家が動員され．特に東部オンタリオ州児童病院には，児童

保護チーム（Child　Protection　Team）があり．小児科医・精神科医・看護婦長・C．A．S．

のソーシャルケースワーカー等により，児童虐待防止に関する実際的な研究を行っている。

　以上がカナダ・オンタリオ州における児童措置と行政形態の概略である。

4．アメリカ・マサチューセッツ州ボストン市における児童措置と行政

〔1）児童措置と行政の概要

　ボストン市における，児童の保護を専門に行う機関は．マサチューセッツ州社会事業省

（Massachusetts　Department　Social　Servi㏄s通称D．S．S．）である。　D．　S．S．は主とし

て，児童及び家族・婦人・障害者の福祉を目的としてマサチューセッツ州議会より．1978

年に設置され，1980年に活動を開始した州政府直轄の福祉機関である。特に強調している

ことは，この機関が新しい組織と新しい原理によって，州民にサービスを行っているとい

うことである。社会事業省のもとに6つの地方事務所と．これにそれぞれ統轄されるおよ

そ40の地域事務所がある。実際に行われている業務内容は，里親開拓及び委託保育（行政

措置）婦人保護相談，児童保護（虐待，放任保護）民間福祉団体のもっ各種福祉サービス

との委託契約等である。サービスの内容は，キャンプ，カウンセリング，家族計画，ホー

ムメーカーの派遣等，市民生活相談，法律相談，代替保護，レスパイト・ケア（Respite

Care＝親と子供，または老人と他の家族，特lcix姑の関係など家族の人間関係に緊張が

継続する場合，一時的に子供を或いはどちらかの人を施設に収容し．両者に冷静さを取り

戻させることを目的としたプログラムである。現にボストン市在の，ナザレスホームなど

ではこのプログラムをもっている。）等である。D．S．S．は以上のような業務を行っている

が，児童保護に関する考え方や，実際に行われている内容はカナダにおけるC．A．S．とほ

とんど変わらないが，カナダのオンタリオ州における児童福祉行政と，マサチューセッツ

州におけるそれとの大きな違いは次のようである。マサチューセ・ッツ州には，まだ児童福

祉施策が残っている点である。D．S．S。は，通報や申し出によって保護を開始し，可能な限

り家庭内でそのまま保護するよう努めているが，虐待・放任の度合がひどい場合，特別な

訓練を受けた能力の高い里親IC委託し，グループホームは，比較的ff令の低い子供等を送

るが対応が難しい。集中的な生活訓練を必要とする高年齢児は，治療ホーム（Residential

Treatment　Home）に送る。これは，日本でいう情緒障害児短期治療施設に相当するも

一 65一



のであり，ボストン市における二＝一イングランドホームやナザレスホームがそれであり，

これらのホームは，0、ってはいわゆる養護施設であった。更にD．S．S．は．施設に送った後

もこれらの取扱いに困難な児童に対応しているが完全なプログラムはまだない。一方にお

いて施設職員の技術水準及び施設の各種プログラムの内容評価を常にモニターしつっ，こ

れの科学的・統計的評価を絶えず行っている。D．S．S．は州法により．児童保護の総必要経

費の75％が措置費として支払われ，残り25％は，施設自身が集めなければならない。また，

里親委託の業務についても，D．S、S，はニューイングランドホーム，ナザレスホームに委託

している。このため両ホームとも，ソーシャルケースワーカーを置き，問題家庭の発見・

通告・訪問を行っており，これに伴う里親資源の開発にも力を注いでいる。

　例えば，バージニア州リッチモンド市においては，ユナイテッドメソジスト家族援助協

会（U．M．　F．S．＝United　Methodist　Family　Service）は．養子縁組・アフターケアー・

ファミリーカウンセリング・家族計画・予防事業・補修教育・レクリェーション・生活訓

練・カウンセリング・グループカウンセリング・法律相談等各種相談業務・宗教教育・育

英資金の貸付・里親委託業務・収容保護・情緒障害児対策・未婚の母への相談事業等17の

プログラムを持っている。この内5つのプログラムについては州政府との契約による委託

事業である。D．S．S，とニューイングランドホーム，ナザレスホームの関係も同様である。

また施設の持っ各種プログラムと，個々の子供のニーズと対応させ施設を選択している点

にも目を向けなければならない。如何なる施設の如何なるプ0グラムにもあてはまらない

子供はどうなるのかという問題は残るが「我々D．S．S，は，民間社会事業の福祉サービスの

買い手である。社会の福祉に対するニーズは．年々歳々変化するものである。例えば，か

つて施設に入所する大多数の児童は，低年令であったが，現在は高年令のしかも多様な問

題を持つ児童が多数を占めるようになっている。これが社会的ニーズの変化である。我々

は住民に必要なものを貿いヒげるのであって，如何に施設の側がよいサービスであると考

えても，社会的ニーズのないものは買うわけにはいかない。」これがD，S．S．の施設への措

置決定の基本的な考え方である。すなわち入所措置とは，D，S．　S．にとって委託契約であり，

入所措置に際しては，施設とD．S．S．の問に，委託契約書がかわされる。したがって，それ

ぞれの施設が，それぞれの特色のあるプログラムをいくっかもっており，この中からD．S．

S，は．今現在必要とする，すなわち子供個々のニーズiζあったプログラムを買いヒげるこ

とになる。結果として，施設相互のサービスの競争となり，これが施設の向上とコストの

低減ICつながると彼らは確信しており，ここに自由競争の原理が働くことになる。ここが

日本の社会福祉事業とアメリカのそれとの根本的に異なる点である。言い替えるならば，

買い上げてもらえない施設の閉鎖ということも実際にあるようである。しかし施設の側か

ら見ると，買い手はD．S．S．だけではなく．その他，州の少年局・学校管理局・健全育成局・
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その他民間の特別な需要家庭等であり，同様に施設も買い手を選ぶことができる。マサチ

ューセッツ州では1960年から1970年にかけて，にわかに沢山の小規模の養護施設や．グル

ー プホームがつくられたが，中には廃止になったり，他に転換を余儀なくされた施設もあ

るとのことであった。アメリカ・カナダで我々が見た要養護児童に対する行政システムは．

両者多少の違いはあれ，里親制度が主流というのではなく，所謂在宅福祉サービス（Home

Base　Family　Service　System）である。すなわち，“可能な限り手をつくして，親子一

緒の．家庭においてケアーを行う。これが不可能な時に里親に委託する。里親には対応し

きれない問題のある児童を．できるだけ小規模の施設に収容し，保護・治療・教育すると

いう基本的に三段構えの体勢をとっているのである。そしてこのシステムを維持するには，

多様のしかも非常に有能なソーシャルケースワーカーを必要とすることも理解すべきであ

る。そして．すべての関係者が，この制度が施設収容よりもはるかにすぐれたものである

との自信と確信をもってこの制度の運用にあたり発展に寄与している。例えば，バージニ

ア州のユナイテッドメソジスト家族援助協会の歴史を見てみよう。

1902～1951　家族援助協会はVirginia　Annual　Conferen㏄Orphanage（孤児院）の

　　　　　　名称で始まり

1951～1971

1971～1980

1980～

Virginia　Methodist　Children’s　Home（子供の家）と名称を変更

United　Methodist　Children’s　Homeとして小舎制に切り替り

ajtc　United　Methodist　Family　SerVis　of　Virginiaと名称変更し現在に

至っている。

5．将来への展望と課題

　我が国の国債発行高は，っいに110兆円を突破した。これを米ドルに換算すると，1ド

ル250円とすれば約4，400億ドルとなる。現在の世界中の借金のトータルが6，000億ドル

である。これと比較すれば，大変な借金の額ということになる。例えばこの中でメキシコ

は700億ドルの借金があり，ポーランドは340億ド’レ，これだけの国が返済不能となれば，

LOOO億ドル余りの金で，世界経済が金融恐慌に巻き込まれ，これが世界経済の破綻の糸

口；Cなることは明白である。110兆円の国際発行及ち4，400億ドルの借金，この膨大な借

金を返すのに少々位の増税で返し得るものではないのではないだろうか。我々の世代のう

ちtc返せるかどうか当然我々の孫・曽孫の時代に繰り越されるのではないだろうか。この

孫・曽孫等が今行われているような教育を受け．40年50年後になった時「一体この借金は

誰がこしらえたのか，俺等ではないそ，祖父，祖母お前等ではないか，俺等は知らないそ」

このように言わないという保証は一体あるのだろうか。青少年の暴力・万引等の非行の多

発．多数の情緒障害児童，特に今D子供等全般に見られる著しい自己抑制能力の低F，こ
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れに伴う道徳水準の低下は4，　400億ドルの借入金の償還に保証を与えるものになるだろう

か，考え得ることは全くその逆である。こういう考えをもつ人間が多数を占め，社会不安

が起り，これにより日本に経済破綻が起り，世界経済の大恐慌の口火となり，やがて核戦

争につtsがらないと，今誰が保証することができるであろうか。“それは考え過ぎだ”と

言うむきもあるかもしれないが“なければこれに越したことはない”としか言えないであ

ろう。現在曲りなりにも，年金制度があり，受給年令に達した人々は年金を受けている。

「さて，今のような教育を続けて30年後40年後にはたして年金をもらえると思いますか？」

この質問に対し，「はい」と答える人が一人もいないということは，上記を裏付けする現

時点における唯一の事実ではないか。そして．今我々養護施設関係者は，乙の点から”H

本の子供の健全育成を考えなければならないのではないか，El本の養護業界の最大特質は，

20年30年，或いは40年以上にもわたって，子育ての道一筋に生きてきた人々が沢山いるこ

とである。そしてこの間にこれ等の人々一人一人は，あらゆるタイプの子供の育成を何百

人と育てた経験を持っているのである。そしてこれ等の人々の持っ子育ての経験とそのノ

ウハウは，他に比肩し得るものがないのである。実際，アメリカ・カナダにおいても，こ

れだけの長い経験とノウハウを持っ人の厚さは見られなかった。カナダC．A．S．事務局長

のコールドウエル氏も“私は児童福祉で働いて27年の経験をもっが．この内施設で実際に

子供を手がけたのは5年しかない”そしてまた我々視察団の施設長が大半は20年30年の養

護施設経験であることを知り，驚きの色をかくさなかった。実際このような場合，同じ職

場に何十年もいる人は、非常に珍しいし，いたとしても何らかの欠陥があって，他に移り

たくても移れない人が大部分であるのが．アメリカ・カナダの実情のようである。日本の

場合，本当に幸運と言おうか皮肉と言おうか，日本の児童福祉行政の硬直した形態が，多

量にこのような人達を作り出したのである。ペスタロッチ・ニール・マカレンコフいずれ

も，長い施設においての，子供の育成経験から，それぞれの国や社会の教育に大きな影響

を及ぼした。さて我々もまた同様な事が可能なのか“否”としか言えない。何故なら，我

我に今あまりにも多くの教育論．或いは養育論icおける空論に，とらわれ過ぎているので

はなかろうか。言い替えるならば，戦後一貫して，政府に代って日本の教育を支配しよう

とした人々が作り上げてきた教育のための数々の空論から，我々自身を解放しない限り不

可能であろう。措置費制度に首までどっぷりつかり，批判を行い，政府に代り日本の教育

を支配しようとしている人々から喝采を受けつつ，日本の子供等の健全育成など計れるも

のではないことを認識すべきである。「子供の養育の原点は，子供の心の中にある。“無

知”“怠惰”これに基づく’C狡婿ざ’と育てる人間との対決である」と言う人もいる。い

ずれにしても共通の養育哲学の上に立って，またそれぞれの経験と知識の上に立って共通

のt‘言葉”作り，そのヒで日本の社会に対する発言を強化しない限り，如何なる我々の発
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言も社会が受けっけず，我々の持っ経験も知識もノウハウも無価値なものになってしまう

であろう。

　アメリカ・カナダにおける児童福祉関係者が，児童福祉行政の基本姿勢を「施設収容保

護」から「脱施設・家庭援助」機構を第一とする方向へ転換させ得たのも．単に社会のニ

ー ズがそうさせたと見るより，先ず関係者自身が児童の健全育成と福祉ニーズへの対応に

際し，児童にとって最も大切なものは何であるか，という根本的な哲学に基づいた確固た

る信念と，社会や政治に対し建設的な発言をなし得る「力」を有していたことによると思

わざるを得ない。従って我が国の関係者が，彼等がたどりっいた現在の結論を，歴史の生

成過程や国民性，風土等を考えず，ただ単に，形態だけをすぐに取り入れようとする態度

があるとすれば，極めて軽薄なものであるといわれても致し方あるまい。

　日本には，それ独自の歴史があり，長く深い体験に根ざした優れた考え方や方法がある

ことを見直し．風土や国民性，社会的に合致したものを追求し，より良いものを築きあげ

て行かねばならぬと思う。そのためには，真の児童福祉と健全育成に関する考え方を整理

し，確固たる哲学に基づき．iEしい方向へ行政をも導き得る行動力・発言力を養い，偏っ

たセクト主義にとらわれず，行政部門，民間部門が夫々の特徴を生かし，一体となって，

より確かな，より純枠な対応策の速やかな実現を図り得る体制を，地域社会を中心に作り

上げてゆくことが急務であろう。その為には，今後何回も繰返されるであろう試行錯誤を

恐れてはならない。

　児童措置に対する提言

　児童福祉と健全育成のためには，実情に応じ法改正もいとわぬ積極性が求められること

を前提としたい。

　（1｝社会及び家族の中での正しい児童像と問題点の把握。

　（2）多様化する児童福祉ニーズに対応するサービス内容の具体的計画と設定。

　③　児童相談所の機能拡大とワーカーの増員。
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第3章　社会資源の活用と民間活動

奈良・美吉野少年寮　田　中　耕一郎

愛媛・吾子苑　　　　須　賀　勝　英
はじめに

　「閉ざされた施設から開かれた施設へ」といういわゆる「施設の社会化」が叫ばれてか

ら，未だそれ程歴史が深まったわけではない。時代の推移に伴う問題の焦点は，常に所を

変え品を変えて訪れるものかも知れない。しかしそれなりに提起される問題の核心には，

無視すべからざる時代の要請と真実が内包されている事は確かだといえよう。

　施設が，地域社会に向けてその門戸を開くという考え方の基本には．福祉に欠ける子供

達のニーズに対応し，充足してやれるだけの機能が施設には充分備っているという条件が

ある筈である。何の機能も持たずして社会へ向って門戸を開いても意味がない。

　路頭に迷い，さまよえる子供達を入所させ衣食住の保障のみが課題であった時代には，

またそれなりの意義はあった。歴史の変遷の中でその意義は大きく変ってきた。家があり

家族がありながら，養育機能を失い，欠陥家庭となり，施設利用者として送致されて来る

子供達の増加。その背景にある経済発展と核家族という世帯力の弱まった社会構成。そう

した中で，改めて．子供達は家庭で育つのが一番だという根本的な真実が見直されている

現在である。

　居住施設としてだけの閉鎖性から飛び出しコミュニティ・ケアの一端を担おうとしてい

ることは，時代の要請の一例に過ぎず，現在我が国の養護施設は，それ事体尚多くの課題

を抱えている筈である。今回の訪米・加研修を機に，その中から「民間活動」というテー

マを取りヒげ，民間施設としての現状の分析を加えながら問題と可能性を探り，将来への

展望を試みてみたいと思う。

1．法体系下の施設の問題点

｛1）措置費主導型。

　現在，我が国の民間養護施設の殆どが，社会福祉法人或は宗教法人という組織のもとに

運営されているが，よく調べてみると，全国の施設には余りにも共通点が多過ぎて、同一

の悩みには事欠かないというのが現状ではなかろうか。全養の会議等でも，時には，独特

な地方自治体の助力で独自性を発揮し他に類を見ない運営を行っている施設も報告される

が，殆ど共通の問題が話題となる。当然といえば当然だが余りにも，民間の特徴がない。

どこに原因があるのか，と思うのである。
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　完備された法体系のもとに，びっしり枠組みされ，行政主導型で．「措置費の適切な運

用」が運営の第一目標のごとくになっている現状を，誰が否定し得よう。国家がやるべき

仕事を肩代りしてやっている，という変な認識が如何に多いことかと思うのである。

　従うて，すべて措置費に頼る事が殆どで，監査を受ける都度，指摘される事項を守って

行く事だけに汲々としている施設も多い。確かに生活と教育の保障はある。しかし，それ

以上に柔軟性に富んだ新らしいプログラム，例えば，児童個々のニーズに適応していこう

とするプログラムを展開したくても，何か制限があって，また，措置費依存度の高い現在

の形では，無理な点が多い。措置費主体の運営では，民間としての独自性は知れたものに

過ぎない。

｛2）超コミ＝ニティ的存在。

　国の行政は最近，地方自治体により多くのものを求める傾向になってきている。これは

地方独自の特色を生かし，コミュニティの．ニーズに対応するのに甚だ望ましいこととい

えよう。しかし，地方自治体といえども行政部門であり，その理解ある援助は大いに必要

だとしても，たN“それだけで，民間の活動が，より独創性を発揮出来るとは限らないので

ある。

　整備された法体系のもとに各種施設が誕生し，分類収容という形で対象者を集め，地域

社会或は家族から分離したものにならざるを得なかった。これは，収容施設が敬遠される

原因でもあったし，また，柔軟性の乏しい措置費の運用だけでは，地域ニーズに施設が直

ぐさま対応し得る手を延ばし得ない現状も事実である。従来の施設のあり方は，本質的に

超コミュニティ的性格を有し，現在も尚，その名残りを留めているといえば過言であろう

か。

｛3）ファミリーケースワークの必要性。

　入所する子供の数に比例して存在する家族の問題を，誰が解決して行くのか。単純にい

えば，子供の問題は，児童相談所と施設，家族の中でも生活保護関係の家族は福祉事務所，

そしてその間には殆ど形式だけの連絡があるにすぎない。まして，アルコール中毒や，薬

害を持つ者に対しては，何か問題を起さないと公的機関は腰を上げようとしないし，一度，

施設に人所させてしまえば，家族の問題も施設任せというのが現実である。

　施設の機能の中に，現在，子供達の家族ケアを積極的になし得る力は少い。児童相談所

にしても，年間，何千件という相談件数を処理するだけで精一杯，しかも，一人の児童福

祉司の担当するケースロードが如何に多い事か。これでは，家族のフォローアップまでは

手が廻らないというのが現実であろう。

　しかし，このことは今后重要な課題として取り上げなければならない問題である。子供

の養育は，健全な家族の中で行われるのが最も望ましい事は，洋の東西を問わない。アメ
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リカ・カナダでも，その点では一致している。そして，積極的に，ソーシャルワーカーが

弱体化した家族を予防的にケアし，また，子供を家庭に復帰せしめるのに懸命に家族ケア

をしている。それだけの要員が施設にも配置されているし，体制も築かれ，認識が違うと

思うのである。民間施設機関も行政も，必要なことには即座にコンセンサスが得られ，迅

速に対応する姿勢がある。

　日本では入所してくる児eSicとって，施設は治療施設である要素が，ますます濃くなっ

てくるように思われる。生活の場としての，或は，コミュニティにおける生活の根拠とし

ての施設である筈であるが，しかし，あくまでも短期入所中に家庭を再建し，家族のもと

へ帰る事を最終目的とするならば，家族ケアの必要性は一層増大するのが当然であろう。

失われた家庭の暖かみを備え，個別に情緒安定の方向を与え，成長の根拠としてのホーム

を提供する。一方本来の家庭が一日も早く立ち直って，引取りを待つ。しかし，遠いコミ

ュニティから家族と分離され入所する児童は，施設所在の新らしいコミュニティの一児童

となり，そこで生活し．家族の所属するコミュニティと別々ICなるわけである。児童の家

族ケアの困難さは，ここにも存在するといえる

　家庭の立ち直りを支えつts，児童の養護に当る。そうした必要性は，早くから叫ばれな

がら，施設自体にそれだけの機能が持てなかったのが現状である。入所児童の養育と共に，

その家庭の立ち直りのために，積極的な指導・援助が行い得る機能を速やかに整備すべき

だと思う。

（4［柔軟性と迅速性。

　形態にしろ，職員定数問題にしろ，施設入所児童の健全育成にとって何が本当に必要な

ことか等に関する行政と民間のコンセンサスがなかなか得られない，得られたとしても，

事情や都合が妨げになって，実現は極めて遅い，必要なことへの対応が遅いのが我が国の

現状といえる。

　大型施設からの脱却が，欧米諸国の20年来の傾向であるが，その是非はともかく，児童

の人格形成，健全育成にとって効果が薄いと思えば，極めて速く改善策がとられる迅速性

を．彼らは確かに持っている。最近は施設措置期間を，18ケ月～2年位に法的に決めてお

り，家庭養育優先の方策がとられ，そのために多くのソーシャルワーカーが，精力的に働

いている。

　最低基準が，ともすれば最高基準になっている現状もある我が国だが，急務と思われる

ことには，直ちに取りかかれる体制づくりが，将来の展望の中に大きなウエイトを占めて

いることは，隠せない実感である。中央児童福祉審議会の答申等も．真剣‘こ受けとめられ，

必要なら．実際に直ちに着手できる体質が望まれる。また，地方自治体にしても，他の自

治体が実情に応じて実施している方法等で，良いと思われることは弾力性をもって取り入
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れてゆく姿勢が欲しい。生きた福祉は，そこから生まれて来ると思うe

2．地域福祉に於ける施設の役割

Cl）施設の両側面。

　地域福祉の概念が導入されてから，急激に施設の存在が社会に認められるようになった

といっても過言ではない。地域社会に向って，積極的な役割を果そうとする姿勢こそ，開

かれた施設といえる。

　さて，養護施設が，どのような機能を社会に役立たせるのか。単に，運動場を開放し．

設備を開放し，図書室を開放し，保育室を開放し．等のことだけであろうか。地域住民の

生活の中に生ずる福祉＝一ズを，いち早くキャッチし，それらに適切な処置を施すほどの

積極的な役割が期待されてはいないだろうか。コミュニティの中の施設には，地域に生活

する共同生活体としての性格と，地域に所在する特殊目的の公共的機関という二つの側面

がある。如何‘C遠方の児童であっても．その有する治療的機能が適当と選択されれば，受

け入れる社会資源としての施設であり，入所児童は，やがてそのコミュニティに同化され

た生活をしていくこと1ζなる。この両側面の性格と特殊機能を，地域福祉に役立てていく

ことが望まれ，地域内の崩壊寸前の家族を救い，或いは立ち直りに積極的に助力してゆく

等の役割こそ，求められるものであろう。民間としての柔軟性，独創性も問われる分野で

はある。

（2）役割分担とネットワーク。

　施設が．その入所児の治療養育面で，より効果的な処遇を進めるためにも．また，地域

福祉を推進する役割を担うためにも，欠かせぬ第一の問題は，福祉ネットワークの確立で

ある。医療・保健・教育・民生・保安・行政・社協・共募・施設，或は個人的技術，その

他の社会資源が，地域住民の意識と活動を背景として，如何にネットワークを張りめぐら

せているかが，地域福祉の推進に大きな影響を持つといえる。各機関が役割分担し，行政

部門と民間部門との責任を明確にし，持ち上る福祉ニーズに即応出来る体制こそが望まし

いo

　現在では，たしかにこれらの機関は各市町村共，申し分のない程整備されてきた。とは

いえ，ネットワークづくりがなされているとはいい難い我が国の現状である。ネットワー

クとは人脈ともいえるだろう。ただ機関が横に存在するだけでは全く無いのに等しいもの

である。そこに所属する専門家達が常に有機的に交流し，問題の核心をお互いが常に把握

して，すみやかにコンセンサスをつくり，対応する施策が具体化される体制が必要である。
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3．民間施設の独創性

（1〕選択される施設へ。

　元来．民間施設は，その創設の由来からも夫々に独自性が豊かである筈‘こも拘らず，前

文にも述べた様に，法の体系化により，かなり画一化されたものとなっているのが現状と

いえよう。民間の独自性や創造性を妨げているものは何かをしっかり見っめなければなら

ない。あまりにも行政依存が強過ぎる面をどうしたら改善できるかを真剣に考えなければ

ならない。例えば，プログラムの展開にしても．サービス内容の改善方法の探究にしても，

民間は自信をもって独創的なものを行っていくべきである。福祉ニーズに対応するために

必要なことは，積極的に実施できる体質が望ましいのではないか。

　今回の研修で，カナダ・アメリカで見たことは，行政がよりよい民間のプログラムとサ

ー ビス内容を買い，契約を行って公費を支給しているという傾向である。しかも、一年毎

に契約は更新される。サービス及びプログラムが；一ズに対応していないと判断されれば．

契約されず，施設として成り立たなくなり閉鎖される。従って民間は．お互いに独創性を

競い合って．行政との契約をとりつけようと懸命に努力するのである。この形が，すぐに

我が国の事情に合うかどうかは別にして，少くとも，施設利用者が，よりよいサービスを

期待してくるのは当然であるし，より高度の専門的機能を有し，入所児の健全育成と治療

養育は勿論，地域福祉の拠点にもなり得る施設こそ，求められるものではなかろうか。

（2）広報活動の必要性

　施設は，その提供するサービスの内容及びプログラム或いは事業の種類について，広く

社会に知らしめるべきであろう。従来．福祉は静かに来るものを抱きかかえるだけで，余

り世間に自己宣伝することを潔しとしなかったかも知れない。そして，社会福祉施設だと

いう概念だけで一般人は見ており，詳しい処遇内容や，サービスの展開については，利用

して始めて分るというのが我が国の実態であり，特徴であるのかもしれない。

　しかし，前項で述べたように，将来は社会が施設を選択する時期が来ると思われる。そ

の時．果してどんな種類の専門職員が，どれだけ配置され、どんなサービスを実施してい

るのか，常に前向に取り組んでいる処遇方針や効果について，自信をもって広く情報を流

す事が如何に必要かが分ると思う。そうする事が，地域に対する真のサービスであり，常

に開かれた機関として住民の間に信頼と期待を持たせる事になるのではなかろうか。あた

かも．医療機関を選択すると同じように，やがて施設も選択される時期が来ると思う。

　情報をいかに流すかにっいては，実に様々な方法があろう。たとえば要覧，月刊だより・

その他の広報印刷物・施設変遷の歴史のスライド・’f’スター・テレビ・ラジオ・児童の作

品・新聞欄，その他である。
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　ポストンで訪問したニューイングランドホームでは，車に張るステッカーまで作成し，

また．児童の絵をカレンダーにして配布しているのには驚いた。もちろん，児童の里親探

しとか，後援者への呼びかけにも利用されるのである。また，テレビ・ラジオ等の放送機

関は一日の間に必ず一回は，福祉に関する情報を流すことが法的に義務づけられている。

ホームではそれらを積極的に利用し，かなりの金を広報のために使っていた。勿論，企業

　（テレビ・ラジオ局）のサービスも含まれてはいる。

　我が国において，直ちにこのポストンのようなことをするというのではないが，こうし

た姿勢に選択の時代に入る厳しさが、うかがえてならない。正しい方法で適切tc広報を行

うことは，まさに地域福祉にとっても必要なことといえる。

（3）財源開拓。一協力者，後援者の発掘一

　経済の高度成長時代は世界的に去り，政府の財政は，H本のみならず，アメリカ・カナ

ダも緊縮財政で，厳しさは共通している。もちろん，施設に対する予算措置も，良き時代

のようにはいかない。向うの政府関係者も’《g◎cd　time　is　over／”だと言っていたし，日

本もそうであろうとつけ加えていたのが印象に残っている。しかし，前述したように契約

を結び，施設のサービス，プログラムを買ってもらう制度のアメリカでは，政府の財政が

厳しいからといって，サービス内容を落すわけにはいかない。たちまち．競争相手に契約

をとられてしまうかもしれないのである。従って，民間独自で財源の開拓には非常に積極

的であった。

　これに比べて，我が国の民間施設の多くが未だ措置費依存度が強く，政府予算が減少す

れば，それだけサービス内容が低下する恐れのあることは極めて問題であるといえる。も

ちろん，民間独自で財源の開拓に取り組んでいる法人もかなり有ることは事実であるが，

すべてが，そうあるべきだと感ずる。

　公費は，職員の配置等にウエイトをかけるべきで，我が国では未だ専門職員の不足は否

定出来ず，これらは公的に保障されるべきであると思うが，サービス内容向上のための，

諸プログラムの展開には．民間独自で開拓した財源を充当する事も可能であろう。

　ボストンのニューイングランドホームの例をあげると，1981年度年間予算の中，政府

からの措置費は54％で，残り46％は，遺産の寄付或いは一般寄付を財源としていた。とり

わけ，基本財産にも積み立てられる遺産の寄付が極めて多いのには驚いた。年間報告書に

よると，遺産の寄付件数は31件で，少いものでも100ドル，高額になると，1人で20万ド

ルの寄付もあり，総額38万ドル以上にものぼったという。この実績の裏には，多くの協力

者．後援者がいるということであり．民間努力としては，これらの理解者や，友の会を発

掘することから始めなければと思う。彼等の援助が無ければ民間の独自性を発揮すること

は不可能だといっても過言ではあるまい。
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4．課題と提言

民間活動を主眼とした視点から，次の数点を強調したい。

〔1）中央行政から次第に地方自治体へのウエイトが重くなりつつある今日，将来は更に，

　特色ある地域福祉を確立するため．行政及び地域住民のコンセンサスを深め，借置費

　の弾力的運用と，併せて措置費依存偏重の姿を改めて行くこと。更に，一層の民間施

　設の財務努力も期待する。

〔2）選択される民間施設として，他に類を見ない独自性の発揮こそ，福祉ニーズの多様

　化に対応する方策ではなかろうか。施設形態の選択も，もちろん施設に一任する。

（3）施設入所児の健全育成と．家族ケア，地域ケアも含め．専門職員の質・量共のアッ

　プと，社会資源の人脈，ネットワーク，専門家グループのコンビネーションの確立を

　急務とする。

（4）児童を家族から本来の地域から，出来る限り切り離さない養護の確立に向って．法

　体系の洗い直しの必要を感ずる。児童福祉に必要な行政は，教育も含めて，統合され

　るべきである。

｛5｝地域の社会福祉協議会を中心とした関係諸機関の定例連絡協議会を密にし．地域福

　祉への具体的計画の立案，実施に鋭意努力すると共に，活力あるボランティアの開発

　に力をつくす。

⑥　大学・短大の社会福祉学科学生を年間を通じ施設に配置，実習させる体制を，養成

　校側と話し合い民間ベースで確立し実施して行く。
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1
第4章　児童養護と家庭福祉

千葉・滝郷学園土　川　峰　仙

はじめに

　農業社会から工業社会へ．戦前の大家族制度から核家族化へと，歴史の大きな流れの中

で，その時どきの社会の変動をもろに受けながら家族もさまざまな形態やあり方をしてき

た。そうしたうねりの中で家族関係もかつてないほどの勢いで揺れ動いている。

　施設に養育委託される児童の家族的背景をみると，そのほとんどが家族崩壊によるもの

と考えてよい。昭和52年の厚生省調査（「養護児童等実態調査結果の概要」）によると，

両親の行方不明によるものが全体の28．7％でトップ，次いで父母の離婚によるものが19．6

％，そして父（母）の長期入院129％，両親の死亡109％というような順‘こなっている。

まさに今日の家庭の脆弱さを垣間見る思いがするのである。

　そうした事由などによって施設への入所が余儀なくされているわけであるが，最近では

保護者が全くいないというケースは希れであり，ほとんどの児童に父もしくは母がいる，

という片親が保護者としてあるのである。そうした親のごく一部に全く子どもをかえりみ

ないような無責任な者もいるが，多くの親にとって子供はかけがいのない存在である。否，

それ以上に親の存在は子どもにとって大きなものである。どんなにつらい仕打ちを受けよ

うとも親への断ち難い思慕はr泣くものか』という養護施設児童の作文集によく現れてい

る。多くの親は自分の子どもを施設に預けることの分離不安に心痛め罪悪感1ζさいなまれ

ているのである。すべての親が．そして子が親子一緒の生活を願っているのである。しか

し実際には養育能力の未熟な親が多かったり，父子あるいは母子家庭での養育困難という

ことで，親子を切り離して児童を施設に措置することで「児童の福祉」が守られ，かろう

じて親の生活も維持されているというのが現状である。

　施設に入所した子どもは，施設養護を通してその発達が保障され，着々と人格形成がす

すめられているが，親や家庭に対する働きかけは全くなされていない状態である。それで

も施設は子どもを仲介にして，親や家庭と連絡を取ったり，子どもへの面会を通してわず

かではあるが，必要に応じた働きかけをしているのが現状と云える。しかし本来，家庭に

対するケースワーク的働きかけは児童相談所にあるのであるが実情は極めて消極的である。

　家庭が児童養育の要めであり，すでに施設養護においても保護者との連携のもとに養育

を担いあって行うという動きの中で，養育の全てを施設に委ねられて過すことは子どもに

とっても保護者にとっても不幸なことであると言わなければならない。児童の家庭復帰は
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保護者の当然の目標として措置の時点で考慮されなければならないと同時に，実現；C向っ

ての働きかけと必要な家庭援助が行なわなければならないと考える。さらに家庭の機能を

支え，崩壊を未然に防ぐという予防的な視点に向って，さまざまな家庭援助プログラムを

含めた総合的な家庭福祉という分野にまで拡げていかなければならないと考えるものであ

る。しかしこれは政策上の問題でもあり今後の大きな課題であろう。

1．カナダ、アメリカの動向

　カナダ，アメリカの児童養護の動向についてはじめに触れてみたい。周知のようにカナ

ダもアメリカも各州の自治権が極めて強く，州によって法律も違うので福祉の法体系，制

度も異っているe両国でも比較的先進的と云われているオンタリオ州のトロント．オタワ

両市，米国東部のマサチ＝一セッッ州のポストン市，バージニァ州のリッチモンド市にお

けるものである。

　それぞれの州における児童養護の中心的施策は，家庭代替養護としての施設収容から，

里親養護（Foster　Care），グループ・ホーム（Group　Home）等に大きく変化してきてい

る。r児童福祉のサービスがしばしば家庭を援助したり，あるいはその資源の補足をした

りするよりも，事実上それにとってかわってしまっているためであることや，更に家庭代

替養護（substitute　care）に関する伝統的な考え方ICおいては．児童が望んでいないにも

かかわらずその家庭から分離させられてしまうという事実を阻止することができないとい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tJ）うことが，認識されてきている為でもある。』　こうした考え方は当然施設における児童の

処遇内容にまで問題を求めていくことになる。すなわちr施設養護自体が収容されている

児童の心理的，社会的発達のために否定的な影響を与えるのではないかということと，今

一つは養護，心身障害児，非行児等が伝統的に不公平に扱われてきているのを改善し，又，

これまでの収容保護tcよるよりも，非収容保護へと移行することや，それらの児童に対す

るよきサービスの分配を図ろうとする社会再組織化の運動（Social　Reform）の中に原因を

　　　　　　　　Ct）
みることができる。』のである。また，今回の我々の研修の際にも，いわゆる脱施設化

（Deinstitution　alization）のもう一つの要因として上げることのできる費用の問題につい

ての説明を行政関係者から詳しく聞くことができなかったが，収容施設にかかる費用の削

減が行政にとって大きなウエイトを占ていたことは，脱施設化のプログラムを進める上で

の大きな牽引力となったことは多くの指摘の通りであろう。しかし，つねに児童の処遇に

養護の視点を据えてきたわれわれにとって，集団養護のおこたりやすいさまざまな問題点，

特に個人の人格形成に大きな支障を与えかねないと危倶されかねないような現状を考える

とき，北米におけるこうした脱施設化運動（The　DeinstitutionalizationMovement）は大

きな示唆を与えてくれるものといえる。
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　CAS（カナダにおけるプロテスタント系児童福祉機関で，児童福祉行政の中心的実施機

関）にしろ，米国2州における全ての児童福祉機関もr最大の力点は家庭崩壊の予防1こあ

り，子どもにとって家庭が第1という観点から，危険な状態にある家庭を支えることに重

点がおかれている。要保護児童には，次善の策として養子の紹介や里親ケアを通じて，家

庭的ケアを保障しようとしている。しかしこれらの家庭的ケアに適応できない子どもたち

（問題を内蔵しているティーンエージャー）が，グループ・ホームやその他の施設でケア
　　　　　　c3）
されている。』のである。

　これらの里親養護，特殊里親ケア（Speci　al　Foster　Care），グループ・ホームケア．養

子縁組（Adoption）等については，第1章でふれているので害lj愛し，家庭崩壊を未然に防

ぐ予防的サービスプログラムについて述べてみたい。

　いかなる親であっても．すべての家族が，愛情につつまれ，生活一ヒの必需品すべてが整

った家で，子ども達の養育ができることを望んでいる。しかし，すべての家庭が他からの

援助なしでそれを成し得ることができるとは限らないわけである。もしそのま、に放置す

ればさまざまな困難を自力で乗り越えることができず，家庭が崩壊していくことは明らか

である。そして多くの不幸な子ども達が家庭から放り出されることになりかねないのであ

る。そこに家庭援助の基本的な考え方があると云える。すでに述べたようにカナダにおい

てはCAS，　CCSはじめThe　Ministry　Of　Community　and　S。cial　Services，オタワ・かル

トン児童福祉協会（Childrerfs　Aid　Society　of　Ottawa　Carleton）等々の機関が中心とな

って．さまざまなサービスが用意され，コミュニティー・センターなどに設置されている

のである。アメリカの2都市においては，施設のサービス・プログラムのひとつとして．

例えば心障児を持つ親のための休養プログラム（Respite　Care・土曜，日曜をその親に代

って心障児を預るようなシステム）などを見聞する程度の機会しか得られなかったので，

ここではカナダのオタワ市における状況を子どもの養育上のことにしぼって述べることに

する。

〔1｝家族を援助し，豊富にするためのプログラム（Family　Support　and　Enrichment　Pro－

　gram）

　このプログラムは，発達に遅れの見られる0才から10才までの子どもをもつ家庭を対象

に，子どもの発達に関して特別な関心を持っている親にサービスを提供するとともに，す

べての事をすべき年齢なのにしない子どもをもった親を支えるために特に立案されたもの

であり，家族に対する援助は次のようなものである。

　①子どもの発達に対する援助は次のようなものである。

　②　もし必要なら．適当な調査機関への委託。

③調査の結果としてなされた実施勧告についての援助とガイダンス。
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　④　家庭における状態を向上させるための家族援助。

　⑤　その地方における，財政的援助や食事，住宅，保育，健康などについて利用できる

　　機関の情報。

　⑥家族が必要とするサービスを得るための援助。

などを含んでいる。

（2｝児童援助協会（Children，s　Aid　Society）

　子ども達を身体的，精神的弊害から守ることを主眼として，親や子ども達に対して実際

的援助を行う。両親に対する相談と援助サービスを通じて，家庭が育児上の問題から起る

さまざまな重圧から解放され，健康な家庭生活が営まれるようサポートする。そして必要

に応じて子どもの保護及び監督，子どもの養子縁組や未婚の親達やその子どもに対する保

護を行う。

｛3｝家庭相談（Family　Counselling）

　オタワ家族サービス・センター（Funded　by　Service　Center　of　Ottawa）が行うもの

で，親子関係，家族関係，結婚問題などの他，家族間に起ったさまざまな問題に対して，

家庭内での調整，解決が困難な事態が生じたり．危機に直面した時に，いつでも相談でき

るよう用意されている。

〔4｝マザークラフト（Canadian　Mother　craft　of　Ottawa・Carleton）

　カナダ・マザークラフトは妊娠，出産，初期の幼児によって生じる境遇に母親や夫婦が

有効に対処するのを助けるためにある専門の機関である。出産のための教育プログラムが

母親や夫婦の都合によって選べるよう1ζ，母親コース，夫婦コースというように分れてい

る。また以前に出産の準備のためのクラスに出席した経験のある夫婦のために復習のプロ

グラムが補習科として用意されている。とくに．出産準備のためのプログラムばかりでな

く，新生児を家族に導入する時のアドバイスや，子どもと親の関係における初期の離脱，

授乳，睡眠，安全などの育児についてのプログラムにまでわたっている。世界的な傾向と

して，若い世代の子育ての能力が低下していることが指適される今日，こうしたプログラ

ムは家庭生活の将来の安定のためにも極めて有効なサービスであると考えられる。

　前述したプログラムの他にも伝統的な保育プログラムのサービスがある。わけても学童

保育は学校の授業時間にあわせて午前保育や午後の保育が行なわれている。つまり学校の

授業時間が宗教，言語（英語系，仏語系等）によって分かれているので．それ‘ζよって保

育時間が分けられているのであり，住民のニーズに即した対応がなされているのである。

また，家庭の主婦が（機関に登録されており，組織を通じて子どもを預る）2～3人の乳

幼児を預って保育する，里親とベビー・シッターの中間的なシステムがあり，家庭機能そ

のものの中で育児がなされ，共働きの夫婦にとって実に気楽に利用できるのである。これ
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については後述したいが，以上のようなさまざまな機関をより機能的に，総合的にコーデ

ィネイトしながら，家庭における児童の問題を中心に，家庭崩壊を未然に防ぐためにCA

Sは1970年来よりFarnily　Se　rvi　ce　Departmentを設置して予防サービスに力を注いでい

ることは注目されるところである。

2．わが国の現状

　児童の問題を中心に家庭援助サービスをみてみると，公的機関としての児童相談所の果

す役割は大きいものがある。児童のあらゆる問題1ζついて相談に応え、問題の原因がどこ

にあるか，どのようにしたら児童がすごやかに成長するかを判定し，その児童にもっとも

適した指導を行うものである。

その業務内容は

　O児童の養育に関するすべての相談業務

　o医学・心理学的判定と必要に応じた治療指導

　O応急的，あるいは生活観察のための一時保護

が主な業務であり，ケースによって児童福祉司がその専門的技術にもとついて

　○担当区域内の社会的ニーズの把握

　o要保護児童の発見および通告

　O要保護児童の家庭等の調査

　O要保護児童の個別指導その他

を，児童福祉の増進をはかるためにケース・ワーカーとしてつかさどるのである。

　厚生省の調査によると，昭和55年度に児童相談所における相談受付件数は249，168件そ

のうち，精神薄弱相談が70、650件と最も多く，次いで養護相談が27，475件，（その内施設入

所件数が9，　877件，35．9％である。）以下，視聴，言語障害相談が23，577件，しつけ相談が

23．577件となっている。

　今日大きな社会問題となっている青少年の非行については，教護，触法行為を合せてみ

ると，29，　486件であり，養護施設入所ケースの中には必ずしも純枠な要養護児童ばかりと

はいえず，反社会的な問題行動をもつ児童も急増していることからみてもその実数はかな

りなものとみることができる。

　児童相談所の設置数は昭和55年現在で，162ケ所で一児童相談所あたり平均1、　529件の

相談件数である。また児童相談所の政令都市及び都道府県における平均設置数は約3ケ所

で，およそ人口70万人に対して児童相談所が一ケ所という状況である。児童に関するあら

ゆる問題の相談の窓口が児童相談所であることを考えると，　（必ずしも前述の数字の通り

とは言えないまでも）余りに少ないといえる。広範な区域に児童相談所がひとつというこ
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とは，住民にとってもきわめて利用しにくいものである。もちろん，児童相談所は統括す

る地域を専門ケース・ワーカーである児童福祉司が行政上の区分に従って，それぞれの区

域を担当して前述のような業務を遂行していくのであるが，抱えるケースの多さ等々の物

理的条件も重なりきめこまかい福祉ニーズの発掘をむずかしくしている。

　地域社会のニーズを把握し，要保護児童の発見および通報は，児童委員の活動に負うと

ころが大きいのであるが，民生児童委員という名称に示されるように，民生援護活動が中

心になっていることはいなめない。民生委員活動か児童委員としての活動なのか．明確

に分けることができないケースが実際には多いと思われるし，あえて分ける必要もないと

思われるが，要援護世帯に対するかかわりの中で児童の問題が取りあげられるケースが最

も多いのではないかと思うのである。

　先に述べた児童福祉司の任務にr担当区域内で開かれる児童委員協議会に必ず出席し，

児童福祉に関する措置の具体的協議はもちろん，進んで児童福祉に関する議題を提供し，

研究の機会を作るよう努めること。」（厚児発第186号．局長通達）とあるが，民生委員協

議会としての活動が主流になって児童委員協議会としての活動は二次的になり非常に消極

的である。

　民生委員，児童委員は「制度ボランティア」といわれるように，住民の立場から公の業

務に協力するといういわば「社会福祉行政に対する住民参加の制度化された一つの形態」

であって．行政の最先端に位置していると言えるのである。この最先端の児童委員制度と

児童相談所との中間にあるのが，福祉事務所に設置されている「家庭児童相談室」と言え

る。もちろん．児童相談所の出先機関ではないのであるがその実情をみてみたい。

　昭和39年の事務次官通知によって施行されたもので，「社会の変動に伴う家庭生活の変

化により，家庭における児童養育に関し．種々複雑な問題が発生している現状」にかんが

み，　「家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化等家庭児童福祉の向hを図る」

ために福祉事務所内に設置されたのである。そして福祉事務所の扱う「家庭児童福祉に関

する業務のうち，専門的技術を必要とする業務」について担当し，専門職員である「社会

福祉主事」「家庭相談員」が「相談指導業務」にあたるのである。相談の内容は，　「家庭に

おける児童養育の技術に関する事項及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項，その他

家庭児童の福祉に関する事項とする」となっており，児竜相談所をはじめ児童委員との協

力など関係機関との連絡協調につとめることになっているのである。しかし，本来「社会

福祉主事」としての専門職員の配置がなければならないのであるが，多くは福祉事務所の

ケース・ワーカーがそれを兼ねていることが多い。また規定によって「家庭相談員」の資

格についても定めてあるが，昭和39年の局長通知の第3の2の〔2［lcよる該当資格者として

の，教職員経験者が多く従って比較的高年令者の多いことと，身分的にも非常勤の特別職
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として規定されているところに問題があるのではないか。これは，相談業務に重点を置か

なければならない現状に限界があるように思われるのである。

　以上児童とのかかわりという面から最も代表的な児童福祉機関についてのべてきたが，

わが国における児童家庭福祉施策の概要についてふれてみたい。現在児童とその家庭に対

する対策は，大きく次の5つの分野に分けることができる。

〔1｝母子保護対策

　母と子の健康を確保し国民の資質の向上を図るために健康管理（母子手帳の交付，母親

学級の開催等），健康診査（妊婦健診，健康診査一乳児，3才児健診等，先天性代謝異

常検査等）．医療の給付（未熟児ic対する養育医療，身体障害児に対する育成医療等），

その他助産施設等について。

｛2）保育対策

　婦人就労の増加．多様化等に伴い保育に欠ける児童の福祉の増進を図る。今後の課題と

して多様化する保育需要‘ζ対応する保育が考えられなければならない。

｛3）児童健全育成対策

　家庭，地域‘ζおける児童の健全育成及び要保護児童の福祉の増進をはかるために，子ど

もが健かに育てられる場の確保（児童館，児童遊園等の施設の充実，地域組織活動の充実

等）．家庭に対する援助（児童手当の支給），養護に欠ける児童の保護（養護施設，乳児

院への入所）等が実施されている。

｛4｝心身障害児（者）対策

　心障児のハンディキャップをできる限り軽減し，一般の人々と同様の生活条件と安らぎ

を享受できるようにすることを目的として，④早期発見，早期療育対策，◎在宅対策，◎

施設対策の3つを柱に施策が展開されているが，今後は在宅対策を中心として進められて

いく必要があると考える。

（5）母子家庭（寡）対策

　母子家庭等の自立の促進及び生活の安定を図るために，相談（母子相談員，母子福祉セ

ンター）．施設（母子寮への入所，公営住宅への配慮），経済的援助（遺族，母子年金．

児童扶養手当等），自立促進（母子福祉資金の貸付け，寡婦控除等々），その他（母子休

養ホーム．介護人派遣事業）を実施している。

　このようにさまざまな方面から児童と家庭に対する施策が進められているが，われわれ

の最も関心のある，児童の健全育成対策における家庭及び家族への援助対策ということに

なるとまだまだ不充分な思いがするのである。ましてや家庭崩壊を未然に防ぐための援助

プログラムということになると、他に母子保健対策，母子家庭tc対する施策の一部に少し

見られる程度で，積極的な家族，家庭への直接的援助サービスは整っていないのが現状である。

一 83一



3．むすび一課題と提言一

　昭和56年12月18M．中央児童福祉審議会が厚生大臣に対して行った「今後のわが国児童

家庭の方向について」の意見具申の中で，「家庭保健の重要性」「子育てのもつ社会的意義」

についてふれている。その中で児童と家庭のありようについて，「家族全員について、身

体的のみならず，精神的，社会的健康を確保していこう」と述べ，「子育てをめぐる様々

な問題が若い夫婦に負担感をもたらし，不安な気持ち」を抱かせている。したがって「安

心して子育てが行える保育機能の充実や育児相談機能の強化など，子育てのもつ社会的な

意義を評価し，これにかかわる施策に一層の配慮を行う必要がある」と，社会的養護の重

要性を述べている。しかしこれからますます高齢化が進み，出生率の減少していくことが

予想され，しかも離婚が急増していく問題ともからめて児童が家庭から放り出されるよう

な事態を少しでも食い止め，家庭が崩壊していくことを未然に防止する具体的施策の方向

が示されていないことに大きな不満を覚えるものである。

　すでに指摘したように，「児童健全育成対策」の中で家庭に対する直接的援助は．第3

子以後の児童に対して支給される児童手当のみである。児童の育成に関しては「養護に欠

ける児童の保護」として，里親委託，養護施設，乳児院への入所が用意されているだけで

ある。生活上の困難によって，放置すれば将来養護に欠ける事態を生じかねないようなこ

とが予想されるような場合でも生活扶助が中心である。ましてや父（母）の行方不明や離

婚によって，すでに家庭としての機能が半ばくずれてしまっている家庭に対して，それ以

上事態が悪化することを防ぐような援助システムがのぞまれるのである。親子が共に安心

して生活を維持できる生活環境を整えていくことが必要である。乳幼児保育．学童保育等

等の社会的養護の一層の充実をはかることであり，若い親に対する家事，育児指導等の具

体的な家庭援助サービス，また何によりも半崩壊家庭への住宅対策，職業対策について，

福祉事務所が中心となって行う必要があると考えるものである。そのためにはすでiζ第3

節で指摘した児童委員活動の充実，家庭児童相談室の拡充をはかることが必要である。と

くに職業対策については民間企業等の協力なくしては不可能であり，国の雇用対策ともか

らめて何んらかの優遇措置を講ずる必要もあろう。

　前述のごとく，児童の施設入所そのものが目的であってはならないのである。崩壊しか

けた，或は崩壊した家庭を建て直す期間．便宣的（一時的）に施設への入所措置がとられ

るのであって，目的はあくまで家庭機能の建て直しに向けられなければならない。しかし

現実には極めて困難な問題である。せめて保護者に対する理解と認識を充分に徹底させ得

るよう指導すると同時に，入所後の親子の交流が容易に出来るように，児相の機能を充分

に活用して保護者への働きかけを行うべきであるとともに，家庭から最も近い施設へ優先
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的に子どもを入所させることもひとつの方法である。そして保護者の面会を多くし，月に

数回は週末を家庭に帰して親子ですごさせることなど実行可能なことではないか。

　また，われわれは家庭に対するケース・ワーク的アブローチをますます強めていく必要

がある。ファミリー・ケース・ワーカーの配置も将来の課題であろうが，施設からの保護

者への通信（子どもの近況連絡通信，学園だより等の通信等々。），子どもから親への通信，

面会，帰省等の機会を捉えて保護者に対する働きかけをもっともっと強めていくことも可

能である。児童の養育について施設と保護者がお互いにかかわり，責任を分担しあってい

くことが強く求められるのである。養護施設が保護者会を開催するなどは，従来は突飛な

ことのように考えられてきたが，今Bの保護者の状況からみて開催時期等工夫することに

よってかなりの成果を期待できるのではないかと考えるのである。

　子どもの養育について保護者の協力を求めたり，さまざまな問題に対して施設と親がそ

れぞれの立場から協力し合うことは可能である。児童の養育問題を核として施設と親が地

域社会をもとりこんでいくことがのぞまれるのである。

　養育の社会化は単に親にとってのみの問題ではなく，地域社会全体の問題でもあり国家

的な課題でもある。養護施設は措置された子どもの養育にのみあたるというだけではなく，

積極的に児童福祉のプログラムを開発していかなければならないと考える。そしてその視

点は児童中心であり，児童の個々のニーズに即したメニューが用意されなければならない。

　今日さかんになりつつあるグループ・ホームなども，当然施設の機能のひとつとして設

置されるべきで組織として独立して設置させるべきではない。里親についても今までの状

況からみて，行政が里親を開拓していくことにも限界があるように思われる。施設が児童

のニーズに応じて現在の登録里親を，一時帰省里親や短期里親として活用しながら里親養

護の伸展をはかって行くことがより現実的であると考えるものである。

　また，第2節の最後1ζ述べた家庭保育制度は，わが国にも同様の制度が存在するのであ

るが，その運用はなされていない。つまり昭和23年に出された次官通知の第11に「昼間里

親」という制度があるのであるがこれに対する措置費は計上されていない。いくつかの自

治体において類似した制度が実施されているにすぎない。しかし，内容的にも非常に今日

的であり，制度的にも優れているものであると云えよう。この通知の後で．保育所や乳児

院等々の施設が整備されるに及んで利用されなくなったことも一因と考えられるが，0才

児保育や夜間保育の必要性が叫けばれ，しかも，保育そのものの質が問われている時，こ

の制度を将来養護施設が活用して昼間里親を養成するなどして，地域児童福祉のメニュー

のひとつとしてプログラム化していくことも検討していく必要があると考える。

　われわれは，いつも被害者としての児童の悲しい姿をみているのである。親とは何んな

のか。家庭とは何か。家庭とはどうあるべきか。子ども達をとりまく苛酷な環境を強く社
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会に訴えていかなけれはならないのてある、

　　われわれをとりまく制約も甚「．’：人きいも・1）があるが，とーう問題を捉え．どう問題に対応

するかにかか・、ているのである、

（注｝

⑯1）、121　」〈嶋恭　　1カナダ．の1兄竜福祉lP66．P68（首少年福祉センター）

・13i　佐々本　 徹「カナタにおけるク」L・一フ・．ホーム　　　　Chi［dren’s　Aid　Societv　of

　　N・let「↓）P《）1】tam　T’rnntu．ジ）ナ易〈〉

1
2
3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈参考文献〉

「養護施設’・ンドブック1　全II4社会福祉協議会養護施設協議会編

Children’s　Aid　Society　ot’Metropolitan　Tront｛）．

Children’s　Aid　Society　o「Ottnwa・Carleton．　Social　Services　Department．　Regional　Municト

palit｝・ut’Ottawu－Carleton．　Dalhuusie　HealTh　and　Comnluniry　Serviees．

　「婦ノ＼民ノ上り己荏1委ta∂〕丁：弓｜き　　　　41［司1辻’1・．委iilノ己・†［委［tl窃，♂…フご細き

（母親への援助指導）
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第5章　職員の養成と教育訓練

島根・聖哩園　　　　三上　行紀

山口・小野田陽光園　烏井　良信
はじめに

　このたび，カナダ，アメリカにおける児童の施設養護に関する研修団に参加し，その実

態にふれると共に関係者と討議する機会を得た。この研修を通して，カナダのオンタリオ

州並びにアメリカのマサチューセッツ州，ヴァージニア州における児童の社会的養護，施

設養護に関係する職員の活動内容と資質にっいて見聞し．その資質水準の高さと資格制度

の充実さを感じとってきた。

　カナダやアメリカにおける社会的養護を必要とする児童の内容は，日本のそれc同様に

近年．さまざまな困難な問題をかかえている傾向にあり．それに対応する児童福祉活動に

かかわる職員の資質も，自ずからより高度な専門性を要求されているようである。

　わが国においても最近養護施設に措置されてくる児童の内容が複雑で且っ，指導上困難

な問題をかかえている傾向がありまた，真の児童の健全な成長，発達を保障するためにも

ここで養護施設職員の資質．資格の内容について再検討する必要性を痛感するものである。

そこで養護施設職員の職種のうちここでは直接処遇職員（保母と児童指導員）および，施

設長における専門性を中心とした養成と教育訓練にっいて，その現状と問題点に関して分

析を試み，今後に対して提言する。

1．保母の資質と資格について

　我国において保母についてその資格は，次のとおり定められている。

　児童福祉施設において，児童の保育に従事する女子を保母といい，左の各号の一に該当

する者を以てこれに充てる。

　1．厚生大臣の指定する保母を養成する学校その他の施設を卒業した者

　2．保母試験に合格した者（児童福祉法施行令第13条）

　また，養成校の修業年限にっいては，児童福祉法施行規則第39条3項に，「2年以上で

あること」と定め，修業教科目及び履修方法にっいては，昭和45厚告352「児童福祉法施

行規則第39条の2第1項第3号の保母を養成する学校その他の施設の修業教科目及び履修

方法」に定められている。

　以上によると，保母としての理論，技術の知識は修得できる感がもてる。しかし，課せ

られている修業教科目は．保育所における保育を中心とした教科目に偏っている上に，実
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情として幼稚園教諭免許を保母資格と同時に取得できる制度があることによって，これに

必要な修業教科目が加わってから保育所の保育や幼稚園の教育を中心とした保母養成にな

っている向きがある。また．修業教科目ごとに必要な単位を有するための講義および演習

などの時間数がさきの履修方法の中に定められているが，この時間数を2E間に確保する

ことは極めて困難な状況である。

　次に．施設養護に重要な教科目である「養護原理H（講義）・養護内容（演習）」は，選

択科目であって，養護施設の保母就職を希望する者の中に．これらを選択していない者が

ある。さらに，特1ζ地方の保母養成所においては，児童福祉施設における現場養護に関わ

った経験のある教育者を得ることは至難であり，いくらかでも施設現場を知ろうとする人

さえ稀少のようである。

　こうした学生の基礎能力と教育環境の中で養成された保母の実情に対して．養護施設に

おける専門性にかかわる能力として養護施設ハンドブック（全国社会福祉協議会養護施設

協議会編）は．「行動分析能力・情緒共感能力」等を掲げている。これらの能力を発揮する

には，自らを客観視した上で．児童らを客観的tc観察する能力が前提とされる。

　保母養成校を卒業した者を一概に評価することは，厳に慎まねばならないが．実習生の

実習記録によると，客観的観察能力が欠けているばかりでなく，先入観や自己流の尺度で

観察している傾向の多いことを見逃すことはできない。さらに，保母養成所の数や学生の

定員が増加したことは一般的には歓迎できるが，質的傾向は国語力でさえ入所中の高校生

の方が優れている事実もあるほどである。

　就職した保母の専門的能力を確実に知る機会方法はむっかしいとも言えるが，言語によ

る発表や養護日誌やケースレコードなどの記録および討議する過程から欠落しているもの

を指摘することができる。これら具体的事例を通して訓練を繰り返すことが，施設内教育

の基本ではなかろうか。

　次に，施設が採用基準のようなものを設けて，養護原理Hおよび養護内容を選択しその

単位を有するものを採用の対象とすることが周知されるとsある程度の期待が持てる。

　次に，一年次は一般教育科目と基本的専門科目を学習し．二年次は保育と養護に分けて

専攻的専門科目を分けて学習する方法に改めることはどうであろうか。

　いずれにしても将来は修業年限は4年以上が望ましいところではなかろうか。

2．児童指導員の資質と資格について

次に児童指導員の資格はt児童福祉施設最低基準第69条に次のとおり定められている。

　児童指導員は，左の各号の一に該当する者でなければならない。L　厚生大臣の指定す

る児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者。2．大学の学部で，

一 88一



心理学，教育学又は社会学を修め，学士と称することを得る者。3．学校教育法の規定に

よる高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常

の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部大臣が

これと同等以上の資格を有すると認定した者であって，2年以上児童福祉事業に従事した

者。4．学校教育法の規定により，小学校，申学校又は高等学校の教諭となる資格を有す

る者であって，厚生大臣又は都道府県知事が適当と認定した者。5．3年以上児童福祉事

業に従事した者であって，厚生大臣又は都道府県知事が適当と認定した者。

　これについて，昭和48年の全社協養護施設協議会最低基準改訂特別委員会は，「児童福

祉施設最低基準改正にあたっての基本的考え方と中間試案にっいて」の中で．「児童指導員

として新たになるものは，下の各号の一に該当するものでなければならない」としている。

　①大学の部で，社会福祉学，心理学，教育学又は社会学を専攻し，学士と称することを

得る者。②厚生大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校，その他の養成施設を

卒業した者で，2年以上児童福祉の業務に従事した者。③学校教育法の規定により，小学

校，中学校又は高等学校の教諭となる資格を有する者であって，厚生大臣又は都道府県知

事が適当と認定した者．

　つまりこの試案は，現行の第3項と第5項を削除し，現行第1項の職員養成機関卒業者

に，「2年以上の児童福祉施設従事歴」を附加している。この試案に基づく改善によって，

児童指導員としての極く一般的な児童処遇に必要な主に理論上の知的水準に達するとする

ことは，現行制度に対する一っの改善策であると思う。

　しかし，社会情勢の多様化，複雑化に伴って，児童のかかえる問題内容もまた，悪質化．

深刻化していることは事実であり，この傾向は今後も進むであろうことは容易に予想でき

る。現在にも増して複雑な障害を持っ児童にっいて健全な発達を促し，あるいは人格再形

成への役割を果たさねばならない。

　一方，現在の施設が一応の治療機能を持っているとしても，義務教育修了後の就職や進

学における適応力や，社会人としての生活能力の状況を見ると，必ずしも施設が充分な人

格形成の機能を持っているとは言いきれない現状がある。あらゆる面で極めてきびしい状

況下にあるが，就職による自立，高等学校卒業，さらには社会人として健全な社会参加が

できる人格形成への処遇が，今後養護施設が果すべき重大な課題であると思う。

　また，施設における問題児童の治療は一応終結しているが，保護者の改善がなされない

ために，家庭復帰させることができないままに措置を継続している事例は比較的多い。

　保護者の養育知識の不足や，養育の責任や意欲の欠如した保護者の援助は，肝要な課題

でありながら現行制度の中では，ほとんど何ら見られないのが実態であり児童福祉上重大

な欠落と言わねばならない。
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　施設現場で，保護者を改善できないばかりでなく，子どもの措置入所中に親が犯罪，逮

捕，服役によって退所できない児童の姿を見ると，保護者指導の重大性と緊急性を痛感す

ると同時に，これが対応策の確立が切望されるところである。こうした問題内容の複雑な

児童の治療や．社会人として健全な社会参加ができる人格形成や，保護者の援助指導が，

児童指導員の中心的業務である。これらは，単に児童の発達に関する学問的分野のみでは

解決できる問題ではなく，広く各分野にわたる理論知識や方法技術が要求される。

　さらに社会情勢の変化に伴う今までにみられない別の構造を持って出現する問題に関す

る新しい知識に関する学習が必要1こなるが，これらは極めて専門性の高い分野であって．

どうしても専門的な現任教育の場や機会が設けられねばならない。また，集団養護におけ

る処遇は，職員個人の働きかけと同時に，職員集団が統一した処遇方法を設定して実践す

るものである。

　こうした施設処遇を高めるためには，職員個人の観察，分析，方針，方法にっいて，綜

合的に検討調整して，職員集団（施設）としての方針，方法を設定しなければならない。

　さらに，統一された方法の実践経過と結果によって次の段階に進まなければならない。

こうした調整と統一をはかる業務が児童指導員に課せられるスーパーバイザーとしての重

要な役割である。

　しかし，スーパービジョンはtスーパーバイザーとしての能力を有する者が行うことは

いうまでもないが，たとえこれが備っているとしても現行の制度ではいくっかの問題があ

ってうまく機能することはできない。問題点にっいては，いくっか指摘できると思うが，

保母，児童指導員にっいて児童福祉施設最低基準第68条に「養護施設において児童の生活

指導を行うもの」とあり，児童福祉法施行令第13条に「児童福祉施設において児童の保育

に従事する女子」と規定されているが，保母と児童指導員の相互間の関係が明らかにされ

ていない◇

　つまり．保母と児童指導員を並列的に置き職員組織として助言指導できる関係にないこ

と，とくに小舎制養護の必要性が強調されている現今においては制度的に極めて困難であ

り，今後スーパーバイズが機能できる制度の確立が急がれなければならない。

　また，現今スーパービジョンの重要性は強調されるが，その資格について確立されてい

ないことも養護機能の向上に大きな障害になっている。

　次に社会福祉従事者全般に共通していえることであるが．その社会的地位が低いことを

指摘することができる。

　昭和54年日米共同で調査された「女性の理想の職業」の中で．日本では0に等しい「ソ

ー シャルワーカー」が，アメリカでは「教師」と同じ数ほど理想とする女性がいるという

（「教師」を理想とする数は，日本もアメリカもほぼ同じ）調査結果を見たことがある。
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　この相違の明確な分析はできないが児童の健全な成長発達を援助する業務という点では，

教師もソーシャルワーカーも同じ職種であることから，ひとつの理由としてアメリカにお

けるソーシャルワーカーの社会的地位や待遇が高いことを物語ると同時に，日本における

社会的地位や待遇が低いことの証左といえないだろうか。

　われわれが社会から認められる努力を尽すことは言うまでもないが，さらにこれが専門

職制度として確立しなければ，今後の社会事業全般における従事者の質的向上は，現実的

には困難ではなかろうか。

　軽い病気の治療は，日常的には家庭で素人が加療して治癒するが重い病気は，医師とい

う専門職の診察，加療が必要なように，通常の子どもの子育ては，一般的には家庭で養育

できるが．困難な障害を持っ児童の成長発達は，専門職の分析，援助が必要なことが，社

会一般に認められなければならない。

　このようにみてくると，現行制度に対しては，最低基準改善試案が示すように，知的水

準が引き上げられ，現任教育の制度が確立し次いで，一般児童指導員のほかにスーパービ

ジョンが行なえる児童指導員を制度的に位置づける必要がある。

　いずれにしても，実質的にスーパーバイズできる能力を有する職員の養成機関が設けら

れることが先決問題である。

　全国社会福祉協議会が今実施している「社会福祉施設士講座」のほかに「スーパーバイ

ザー講座」とでも言う養成方法を開設し，現在の中堅といわれる職員を再養成する方法が

考えられる。もちろん業務の性質上相当期間の実習をふくむものでなければならないこと

はいうまでもない。

3．施設長の資質と資格について

　ここで今アメリカの職員養成制度のようなものが，日本で即応できるものとは考えられ

ないが，目指すべき一つの方向として紹介したい。それはおよそ次のようなものであった，

　日本におけるような四年制大学卒業者（バチュラー）と，その後2年間修学した者（マ

スター）が，日本でいう一般の児童指導員の資格である。このあと2～3年施設で実務に

従事したあと2年間（一年目は1週間に2日の実習，2年目は1週間に3日の実習をふく

む）修学したもの（ドクター）が，スーパーバイザーとしてのポストにっくことができる

資格となると言う。

　最後に施設長にっいては，国公立施設長にっいて，児童福祉施設最低基準第8条2項に

「児童福祉事業に2年以上従事した者であって，児童福祉施設を適切に運営する能力を有

する者」と規定し．同条3項及4項で年齢について定めているが，民間施設長については

同条1項に，「児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は，健全な心身を有
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し児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児童福祉事業の理論及び実際にっい

て訓練を受け．かつ，この省令又はその他の法令で資格を定めた職員以外の職員にっいて

も適当な資格を有する者でなければならない」と定められているほかに規定はない。

　っまり，民間施設長にっいては，児童福祉施設における職員の一般的要件として規定さ

れているだけである。

　さきの，最低基準改正試案では．「近い将来制定されるであろう社会福祉士法との関連で

規定すること」としている。

　こうした中で，全社協では．施設長など幹部職員の資質向上と専門職化を目的として，

研修センターで「社会福祉施設長研修課程A・Bコース」と「社会福祉施設長資格認定講

習課程」を実施している。また前記「資格認定講習課程」を修了した者が受講できる。「福

祉施設士講座」も昭和51年実施されている。

　全国の養護施設537施設のうち，上記研修を修了した施設長は，Aコース371名，　Bコ

ー ス80名であり，民間資格「福祉施設士」を取得した施設長等は114名であるが，今後も

これが推進されなければならない。

　しかし，A・Bの研修コースの研修内容の大部分は，人事・労務・財務等の管理に属す

るものであり，期間はわずか数日のものである。

　福祉施設士講座は、一年間の通信授業と．12日間の面接授業と，7科目にっいてのレボ

ー ト提出という方法であり，履修科目は10科目にわたっているが，政策，行政論やいわゆ

る管理論が多い傾向にあり，処遇論が不足するように思う。

　このことからは，スーパーバイザーを指導できる施設長としての養成には不安が残る。

　現行諸制度の大部分が，日本の歴史的混乱期に急場しのぎ的に，充分な検討のないまま

その時代相応に設けられたきらいはあるが，その時代にはそれなりの価値は認められる。

　社会情勢の推移に伴う欲求の変化に応える改善がみられないことはやはり問題であって，

全面的な見直しとこれic応え得る近代的な諸制度が確立されることが急務であろう。
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第6章児童養護プログラムの展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島・白河学園　　　内山　道子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪・聖ヨハネ学園　伊藤　　昭

　はじめに

　カナダ・アメリカの養護児童も多様化し情緒障害児・非行児が多くなり，低年齢化する

傾向にある。これらの児童にっいてはトリートメントセンター（治療施設）送りとなるが，

最近はなるべく生みの親へ戻すことが強調されている。障害児問題とからんで施設・病院

等の生活ではなく，地域社会の中で育てることを第一義とし，養護も共に脱施設化の方向

にある。地域福祉の点では，人種及び宗教問題ともからんで，うまく進んでいるとはい

えず，行政主導型及び専門家中心のサービスの展開となっていると思われる。

　また，これら脱施設化の方向は財政問題とのからみもあって，素直に受入れにくい点も

ある。すなわち，家庭の崩壊による養護児童に対し，最良の養護は何かを正確に判断し，

必要であれば，多額の費用を要しても将来の社会のにない手としての健全な育成を配慮す

べきであろう。カナダ・アメリカの児童養護の現状と将来展望等についての研修から．児

童の養護が今後日本の土壌に見合う方向で推進される乙とを期待したいと思う。

1．入所児童の変容

　児童が健全に育成されるには，その生活の場である家庭が健全であることが必要である。

しかし，最近の児童をとりまく社会環境はさまざまな問題が生じ，核家族化及び婦人就労

等の増加により．家庭生活に複雑な問題が生じている。施設入所児も．親子関係の崩壊と

いった家庭機能の脆弱化に起因し，多様化．複雑化しており，社会の変容と共に施設の役

割・機能もその変容を余儀なくされてきた。また社会福祉が施設中心から地域中心へ移行

する中で，地域福祉の特色の一っに在宅福祉が叫ばれ，ともすると施設そのものを否定す

る印象があるが，そうではなく，在宅生活者も，施設生活者も，共々社会の一員として皆

に認められ，一般住民と同様の人間関係の中で生活できるよう保障することにある。

　したがって，施設は必要な要養護児童に対する専門的処遇の重要な生活の場であること

を確認し，養護施設は，新しい視野にたっての処遇計画・治療計画を行うことが時代の要

請でもある。

2．施設の役割・機能

（1］児童処遇の特性と役割
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　人間を対象とする仕事の究極の目標は，対象者が自分の可能性をできるだけ活用して，

彼ら自身も幸福になり，また社会全体にも貢献できるよう援助することである。

　養護施設では，家庭復帰（参加）が当面の目標となるわけだが，そのため施設での日常

処遇も，④家庭的雰囲気を与える。◎個性を伸ばす。0人格形成（社会性の育成）に基礎

的目標がおかれ生活指導がなされるが，入所児の多様化tζよって，その養育の役割も変容

してきた。即ち，

　①　一般養育的役割

　家庭に代る環境を与えて処遇するということで，いわゆる大舎制から中舎・小舎制また

グループホームの考え方がでてきたこと

　②治療教育的役割

　崩壊家庭の原因も多様化し，行動障害児や情緒障害児が入所するようになり，治療教育

的機能をもたざるを得なくなった

　③家庭調整的役割

　保護者が健在の場合が多い今日，施設に対し，親の立場としてかかわることが多くなっ

たこと。また育児ノイローゼ等でその扶養能力に欠陥が生ずる家庭がでてきたこと。これ

らに対処するため，施設は単に専門家が児童を養護するということでなく，親と共にとい

う観点からも，親子関係の調整の役割も付加されてきた。

　施設はこれらの役割を踏まえて児童処遇に当ることになるわけだが，更に他の関係機関

・ 福祉資源との連携を保ちながら、家庭崩壊の防止に向って指向する役割もあることを忘

Zてはならない。

1）施設養護の機能

　社会福祉の行為は次の4っの機能に分けられている。

　①ケア・ワーク（日常生活処遇）

　　日常生活過程に介入してゆくこと。

　②　専門的援助

　　危機介入ともいわれ、問題解決のための相談等の機能。

　③コミュニティオーガ’ニゼションワーク

　　地域組織活動。

　④　運営・管理

　　運営調整・計画等。

　これらの機能の確認と共に，職員の専門性の重要さの認識が必要である。

一 94一



3．生活指導

〔1）入所のためのケア

　カナダ・アメリカでも同じような児童援護協会等の公的機関があり，児相・社協・福祉

事務所等が一っになった形で，児童の措置監督・里親・グループホーム・施設関係のサー

ビスを行うているが，こうした機関は他に，警察・保健所・家庭裁判所等ともネットワー

クされ組織的に活動している。

　更に児童の措置（受入）や生活指導の内容は．施設の長を中心としたチームによって行

われている。即ち，児童に対する指導方針はDirect（π（所長）Principal（校長）Child－

Care　Worker（直接処遇職員）Teacher（教師）Nurse　Practitioner（看護婦）　Case．

Manager（ケースマネージャー）Supervisor（スーパーバイザー）等のチームにより，ケ

ァーの方針が決定する。

　このようなネットワークの充実と，チームによる指導法の検討等わが国でも早急に実施

する必要があろう。特に問題のある児童についての入所前調査を綿密にし，一時保護所

児相・学校等との意志統一と受皿の施設の指導体制を確立することである。

（2）生活指導の領域

　生活指導の領域は，①児童の日常生活の世話及び躾と訓練，②問題児・障害児の治療教

育，③家庭の調整（地域との交流）④社会復帰の促進とアフターケアー，といわれている

が．施設処遇に於いては家庭で充分満たされない児童のため，集団処遇と治療を行うこと

であり．それぞれの児童のため集団生活プログラムと，個別化された計画にしたがい専門

化した養護を提供し，家庭を含めて地域社会の生活に復帰させることである。

｛3）養護プログラム

〔4）　アフターケアー

㈲　集団生活の効用を活かす

　治療教育的要素は．集団生活経験に備わっている特性である。アメリカでは，他の児童

及び職員とのグループワークの方法を有効にプログラムの中に取り入れている。特に児童

とスタッフとがピァグループ（peer　group）（仲間）を作り，グループワークを活用してい

る。これは児童とスタッフ4・5人のグループで行われ．その相互作用・相互援助で互の

学び合いが強調され，児童の成長発展と社会性を養成しようとするものである。この方法

は．今後アメUカでも徐々に増大されるであろうといわれる。児童達のための治療プログ

ラムの中で，高度の知識と技術を適用できるグループワーカーの養成が必要である。

⑥　個別化

　それぞれの児童を他の児童と異なった個人として処遇すること，即ち個別化が必要であ
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る。集団内に於ても個々に受入れられ．個人を見失うことのないよう援助することは．ス

タッフの児童の受持人員にも関係する。

　アメリカでは，3人の児童に2人のスタッフが配置されている現状からみても，児童の

個別化の可能性は，一人一人を理解するためには，より少ない人数の担当が望ましいこと

は明らかである。

　わが国の現状からみて，処遇の完全をはかるには，保母一人が6人以下の児童を担当す

る体制が必要であろう。

4．職員の配置と資質

　アメリカ・マサチューセッツ州教育局児童部では，施設職員の配置基準の中で，各役割

をもっ職員が適宜配置されている。すなわちソーシャルワーカー・精神科医・小児科医・

心理学者・特殊教育教師・チャイルド・ケアワーカー・看護婦その他事務職員・給食関係

・レクリェーションワーカー等である。特にソーシャルワーカーは．社会事業大学院の修

士課程を終了，または大学院課程の修了者等の専門的訓練を受けなければならないとして

いる。チャイルドケアワーカーは未だ資格制度が定まっていないが，その制度確立が叫ば

れている現状にある。

　わが国の職員配置の状況から比較すると，各役割をもっスタッフが配置されて，児童及

び家庭の調整に当っていることは注目すべきである。少くとも指導員の役割が明確にされ．

個々のまた集団の児童処遇が効果的に行われる必要がある。更にカナダ・アメリカでもソ

ー
シャルワーカーの資格をもつスーパーバイザーが配置され，養護職員に対し定期的に計

画されたスーパービジョンの会議が行われている。施設内の直接処遇職員を中心に，児童

へのサービスが，施設の目標・方針に即して統制ある行動がとれるようにするためには．

このスーパービジョンが必要である。指導の役割とも関連してスーパーバイザー担当職員

の配置も含め，職員の役割を細分化した職員配置が望まれる。

5．親との関連

　保護者のある児童入所が多い今日，施設の役割としても，家庭との調整があげられてい

るが，実は家庭訪問や話し合い等が，必要に応じ単発的に行われるのが現状であろう。以

前よりファミリーケースワーカーの必要性が叫ばれているが，未だに確立していない。

　カナダ・アメリカのそれは計画的に行われ，児童の入所が決定すると，親共々に児童の

処遇が開始されるのである。

｛1）統合された処遇

　入所に際しては親・児童に施設が紹介され，親は同意書tcサインをする。土・日曜は週
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末帰省が約束され，家族は治療的要素を含む地域社会内のクラブ活動に参加することなど

が示唆される。施設処遇は，親との統合の中で行われ，児童へのサービスと共に親に対す

るサービスも開始するのである。

　18ケ月の入所期間の中で，定期的に計画されるケース会議を通じ，児童と親に働きかけ

が行われている。施設処遇は，地域社会の家庭生活に戻ることに重点がおかれ，その意味

でも親への働きかけは児童と同じウェイトで行われる。ホームメィカーといわれるソーシ

ャルワーカーにより，家庭のあり方SCついても，家庭訪問により定期的研修が行われてい

る。このような家庭への働きかけは，わが国でも計画的プログラムの検討が必要であろう。

②　入所前と入所時の面接の強化

　親との話し合いの機会をとらえ，一時的に適切な養護を必要とする児童の立場の理解と，

早急に家庭の正常化をはかるため，親戚・学校・地域社会・友人・児相・施設等助力者と

のネットワークづくり計画の強化。

〔3）面会と通信

　児童入所が長期化しても，面会，通信がある場合，明らかに児童の性格，情緒など内的

側面ヘプラスの影響がある。親との個別的っながりを継続し，定期的にもっことが児童の

人格形成上必要である。

（4｝週末帰省と週末里親

　週末帰省は，児童・親とに家庭復帰の促進にっながり，親としての責任と役割の理解に

役立っ。帰省がむつかしい児童には里親を開拓するなどのプログラム計画をたてるべきで

ある。

（5｝家庭生活の訓練

　職員と親とのふれあいによって，親の責任を果すことを励まし，また地域の学校やボラ

ンティア等を通じ，家庭のあり方に関する訓練や定期集会を配慮すべきであろう。

6．施設の社会化

　施設は，家庭の崩壊した生活から児童を収容することによって．その生活を改善しよう

とする試みがなされ，自己完結的考え方で施設の整備・処遇の充実を計ろうと努力してき

たが，こうした施設の枠組みの中での問題にとどまらず，通常の社会関係や生活空間が保

障されることが必要となった。つまり，施設は収容の場から生活の場へと性格が変容しっ

っあり．地域に開かれたものとして社会化されることが要請されている。

　施設の社会化に関する考え方は次の通りである。

　O児童にとって施設は，生活の場として必要だが全部ではない。

　o児童も地域の一住民としての社交関係・人間関係が必要である。
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　O地域の公私の場を利用する等，空間が地域へと広がることによって，人間性とか心の

　　発達に影響がある。

　そして，この社会化を進めるために次のようなことが考えられる。

　①　職員また児童もボランタリーとして地域に働きかける。

　②　ファミリーケースワーカー等地域に働きかける職員を本来の仕事として置く。

　③　地域の人々に施設の既設設備を利用させる（会議室・運動場等）。

　④相談室・リハビリー・一時預り等の設備の設置等。

　施設児童も施設内だけでなく，食事・物品購入・スポーツ交流等で地域との交りを深め

ているところであるがこうした生活空間の拡大にっいて外泊等も含め，施設のプログラム

計画の中での配慮が必要であろう。さらに地域への福祉教育など，地区社協・民生委員等

のかかわりの中で行われることが必要である。この社会化は，児童・職員も共ICコミュニ

ティの一員であることの自覚からの発想であることを覚え，各福祉機関の連携と，地域住

民との理解に立って進められるべきであろう。

｛1｝養護プログラムの策定

　養護プログラム策定にあたって，全養協で討議された基本的原理は次の通りである。

　①児童のニーズが尊重されていること（クライエント中心）

　②　施設管理上又は職員の都合のみを基本において作られた日課にならないこと。

　③弾力的な日課の変更が留意されているか。

　④学校の時間割の延長のようなプログラムになっていないか。

　これらの原理をふまえて、養護計画の決定を児童の主体性を尊重して行われることが必

要だが，特に（生活のリズム）をどのように整えるかが，重要なポイントになる。必要1ζ

応じて．児童と職員一体となって，生活のリズムの組みかえや，削除・差しかえによって．

生活の目標を明確にするなども必要なことである。

　そして，このためには職員と児童の人間関係のあり方をべ一スにおいて行われるべきで

あり，相互の受容関係の成立が前提となる。

　①受容機能，②指導機能

　受容とは，相手を承認することではない。相手の気持がわかってそれを受けいれること

である。相手の考え方は自分とは違うが，違うなりにその気持が解ることである。受容には．

自分を仰える苦しさがある。また児童の心を察知する感受性の訓練をすることが必要だと

いわれる。この受容能力を充分にもっことが指導性へつながっていく。

　児童の指導は，押すべきときは十分に押し，引くときはいさぎよく引くく柔軟性〉をも

って対応することが必要だが，われわれは，ともすると禁句と愚知が多くなって指導をあ

やまり易いので注意が必要である。
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②　アフターケア

　中学卒業生の中で，学力不振と意欲の消沈により，直ちに就職する児童もあるが，これ

らの児童に対するアフターケアは，十分に行き届いていない。施設中学卒業児を採用した

雇用主は次のようにいっている。

　①明るさがあり，寮生活・仕事面でも特に問題はないが，考え方に甘いところがある。

　②　生活指導面について，両親代りの施設の協力がほしい。

　③良いICつけ悪いにっけ，仲間意識が強い。

　④全般的に礼儀作法・言葉使いが悪い。

　⑤自分の意志を表現しにくい。

　⑥仕事中の気分にムラがある。

　アフターケアには，ファミリーケースワーカーや地域に働きかける職員の配置が叫ばれ

ているところであるが，更に

　A　ボランティアや関係機関とのネットワークを含め，専門機関の設置によるケアの必

要性　B　在園中の指導体制の強化が必要である。

　斉藤謙氏が中学時代身につけたいことを7点あげている（「児童養護」第5巻第2号講座

「日常生活処遇の意義」より）が，参考にしたい項目である。

　①まず自分のふとんを片付ける。

　②自分のまわりの整理。

　③　自分の服装の手入れができる。

　④後片付けは自分で。

　⑤急場に間にあうオカズが作れる。

　⑥　一日の行動の予定をはっきりさせる。

　⑦自分の経済を知って正しく扱うためにこづかい帳をっける。

　施設へ連絡できなくても，どんなことでも相談できる人をつくっておくことが，世渡り

のピケッでもある。その意味で，居住地域の福祉資源の活用の仕方を教えておくことも必

要であろう。

7．明日へ向って一課題と提言一

（1）方法論としてのケアワーク

　今後施設では治療教育的機能を果たすことが重要な役割となるが，その治療の前提とし

てクァワーク（日常生活処遇）での，児童との人間関係・信頼関係がその基礎となること

を知るアとが肝要である。日常での児童との人間的ふれあいがあってはじめて治療の効果

があがるわけで，そのためには，児童への愛情と熱意と創造性をもっ職員が求められる。

一 99一



アメリカでは，直接処遇職員を，チャイルド・ケァワーカーと呼び専門的サービスの提供

者として重要な役割を果している。

　社会福祉の方法論には，ケースワーク・グループワーク・コミュニティオーガニゼーシ

ョンを基礎的方法とし（ソーシャルアクション・リサーチ・アドミストレーション）を加

えることもあるが，これらの方法を用いるには，時間的距離を必要とし，生活の大部分で

はケアワークが必要であって，日常生活の中で指示や，示唆また励ましを与えてゆく，つ

まり，人間個人の生活の発展を援助する活動として，このケアワークの重要性を知るべき

である。

　こうした意味で，ケァワークをソーシャルワークの一方法として位置づけることが必要

と思われる。勿論，日常生活の中でもケースワークやグループワークの技術の応用を活用

する場面が多々あり，これらの統合ICよることは当然であって，共々対象者の生活の発展

を援助する方法論として打出すことが必要と思う。

｛2［デイケアと一時預り

　児童福祉問題は，①心身障害児福祉，②保護者対策，③児童の健全育成．といわれてい

るが，心身障害児の福祉施設の不足とも関連し，在宅障害児．その家族に対する福祉また

緊急一時預り事業が望まれている。更に，健全育成対策も「かぎう子」の増加，交通事故

の増大，不良環境の発生等の問題が生じ，これらの背景を十分に認識して積極的施策を発

展させる必要があるが．養護施設も，これらに対処できる配慮が必要ではないだろうか。

　施設入所理由は．親の蒸発，離婚，疾病等があげられるが，家庭崩壊の原因は重層化し，

多くの養護ニードを生みだしている。その意味からも予防的一面から，短期里親やグルー

プホームへの指向と共に，ディケアや一時預り等の対応をせまられている時機にきている

といわなければならない。

　アメリカ，ボストンのN・チャイド，ケアセンターは．唯一の児童居住施設であるが、家

庭様相の変容によりデイトリートメント（通所施設）も行われており，70年代後半よりは，

片親や未婚の母親家庭のディケアセンター．また里親の開拓もはじめられ．最近は更に．

Respite　Care　＝レスパイトケア（緊急一時預り）もはじめられた。これは．家族‘ζ一時的

に問題が発生した時，家族構造をこわさないために行われるものである。

　しかし，だからといって，これらの全部に対応しなければならないということではない。

施設と地域の特性を生かしながら部分的サービス，っまり，そこで必要なことを出来るだ

け前向きに行われるべきであろう。

　そのためには，地域社会の情報をできるだけ的確に収集分析し，施設としての対応を配

慮すべきである。
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（3｝施設とコンピューター

　カナダ・アメリカの福祉関係施設で目をみはるものはメカニズムの導入である。即ち電

話．タイプ，コンピューターを駆使し，職員の業務処理能力を高めていることである。わ

れわれの施設もコンピューターを活用するところがでできたが，経理事務処理のみでなく

新しい企画を導入してゆく必要がでてきた。○地区では昭和58年度から，栄養関係処理の

電算化が企画されているが，更に

　①経理請求　②ケース記録のワープロによる処理　③施設利用者の入所理由と統計

④各施設のデーターの電送及び返送　⑤将来各施設に於て末端機を持ち，必要データーを

何時でも取り出せるシステム

を作り出すようになることをねらっている。

　施設の人件費の節約，又徹底した養護指導が期待出来る時代へと進展するため，新しい

情報の収集と共に，常に社会の変容に即応できる体制づくりが，施設長に期待されている

ところである。

（4｝　コミュニティセンターをめざして

　施設は．自己完結的に施設内だけの生活でなく，地域との連携の中で社会化されること

が必要である。そしてこの社会化ということは，児童の処遇向上と地域福祉向上をめざす

ものとして当面の重要な課題でもある。

　そのために施設は，各種のサービスを在宅者や，外来者に単に物理的に提供するだけで

なく，各種機関との連携によって，地域社会の中でものごとを解決してゆくための，専門

技術資源のネットワークの一部分であるということが，地域住民に理解されて，はじめて

地域社会から信頼される施設が実現される。

　したがって施設はそれぞれの地域でその特色を発揮しながら，その地域に見合う形での

活動が期待されるわけで，コミュニティセンターとしての機能も，地域の福祉まちづくり

の拠点として，施設に期待されているところでもある。

　コミュニティセンターの基本的構想としては図1のようなことが考えられる。

　コミュニティ（地域）といわれてもその範囲がどこまでかがはっきりしていないが，現

在われわれの考えるコミュニティとは次の考えに基づいている。っまり，人と人とのふれ

あいが容易にでき，他人との連帯の中で生活の質の向上ができることとし，参加と連帯の

新しいコミュニティとして，中学校区位を一つのコミュニティと考えられている。

　これからのコミ＝ニティ構想は，いわゆる「マス型」から「ミニ型」へと重点を移し，

コミ”ニティの形成をまちづくりの基礎においている。

　これらのことを基盤にして，地方の時代といわれるこれからの福祉のあり方に，われわ

れ施設が専門家として，社会福祉の牽引者‘ζなるべきであろう。
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第7章　養護施設の自己改革への課題と展望

和泉短期大学教授　豊福　義彦

はじめに　一自己改革への胎動一

　わが国の施設養護の中で最も歴史が古く，児童の社会的養護の働きにおいて名実共にそ

の重責を果してきた民間の養護施設は，ここ数年来，従来の閉鎖的・自己完結的な施設養

護に対する厳しい批判を受けつつ，さらに今日，内外共に幾多の解決すべき課題を山積し

ている。これらの課題は，内には情緒障害児や非行児など対象児童の抱える問題の深刻化，

施設職員の週48時間就労体制など労働条件の改善，専門性に基づく児童処遇の質的向上の

必要性，施設の社会化活動の推進などがあり，外には国家財政難による福祉予算の大巾削

減や，行政改革に伴う補助金カットなどがある。いずれも施設運営に直接間接に大きく影

響を及ぼす深刻な課題である。

　このような危機的状況下にある民間の養護施設は，これらの批判や課題に自らの対応策

ならびに解決策を見出そうと．いま静かな新しい自己改革への胎動が始ろうとしている。

自己改革への歩みの一端は，各個施設における「施設の社会化」活動の一層の促進強化が

全国的に波及し，さらに全養協傘下の任意の施設による「小舎制養育研究会」の発足と研

修活動の展開，また全国各地に「ファミリー・グループホーム」の試行的実践や発足の気

運が急速に高まってきていることである。さらにまた東京都の「養育家庭制度」にみられ

る地方自治体の施策の一環としての里親養護の展開もなされている。

　折しも今回，われわれ資生堂社会福祉事業団による社会福祉研修団は，カナダ（トロン

ト・オタワ）およびアメリカ（ボストン・リッチモンド）の主要四都市における児童福祉

の実態にっいて研修する機会が与えられ，わが国の養護施設が直面する多くの課題と照し

合せ．実に多くの示唆に富む学びを得ることができた。

　ここで今回の研修団の事前および事後の研修過程の概要を明らかにすることによって，

研修成果の意義が一層鮮明になるであろう。すなわち，先ず研修に参加した団員は，事前

の宿泊研修において，アメリカ・カナダの訪問地における児童福祉の実態の概略を学び，

さらに研修するテーマについて全員討議で主に次の五点に焦点を絞った。①　アメリカ・

カナダにおける連邦および訪問州の児童福祉の行政機構及び児童福祉サービスの内容と将

来的展望．②訪問する養護施設・グループホーム，里親養護の現状とその歴史的変遷及

びその背景，③要養護児童の実態と児童サービスの種類と内容④養護施設・グルー

プホーム・里親家庭の運営と管理，⑤　児童福祉施設（里親家庭も含む）と地域社会との
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連携。

　また事後の宿泊研修においては，アメリカ・カナダの研修成果を踏え，わが国の養護施

設の現状を省りみて，当面する課題に対していかなる方策をもって施設養護の自己改革に

取組んだらよいかを討議検討し，第1部の表題のように「わが国の養護施設の自己改革へ

の課題と提言」と題して，参加者が各章を責任分担して報告することにした。

　各章に論述されている自己改革への課題と提言は，参加した研修団員がわが国の養護施

設の現実の足もとを見据えつつ，さらに長期的ビジョンの上に立って，短期・中期の自己

改革への課題と提言を具体的に著わしたものである。したがって読者は，アメリカ・カナ

ダの実態報告と比較検討しながら，なお参加者の自己改革への課題と提言をその行間から

読みとっていただき，実践研鐵の指標とされることを願うのである。

　本章では，第一部の報告書を総括しながら，今後わが国の養護施設が歩むべき方向と．

具体的自己改革への実践方策の指標を述べることにする。

1．カナダ・アメリ力四都市とわが国における児童の社会的養護の比較

　今回の研修訪問地であるカナダのトロント，オタワ（オンタリオ州），及びアメリカのボ

ストン（マサチューセッッ州）とリッチモンド（バージニア州）四都市における児童養護

に関する共通の社会問題は．家庭崩壊と青少年の非行化増大の現象である。これらの問題

の排出には幾多の要因があげられている。まず第1に離婚増大に伴う単親家庭の出現第

2に経済不況による失業者の続出，第3に親の価値観の多様化に伴う養育の混乱があげら

れる。これらの社会問題は，わが国にも同様にみられる現象であり．その要因も多々共通

しているところである。勿論，それぞれの国において歴史，政治，文化，宗教，人種など

のおかれている情況や背景が異なっているが，現代の先進工業国が抱える共通した社会問

題であるといって差しっかえない。

　これらの四都市とわが国が共通に抱える児童養護問題に対して，国家および地方自治体

や民間団体がどのような児童福祉サービスを展開しようとしているのか，特に四都市に共

通するサービス体系とその内容を．わが国のそれらと比較して，三点に絞り検討を加え明

らか｛こしよう。

U［予防的児童福祉サービスと事後的児童福祉サービス

　カナダ’・才ンタリオ州の児童援助組織協会（Ontario　Ass㏄iation　of　Children’s　Aid

Societies通称OACAS，又はCAS）は，児童福祉法に基づく州政府の公的機関である。そ

のCASにおける児童福祉施策の基本方針は，家庭崩壊を未然に防ぐための予防的サービ

スに最も重点を置き，家庭サービス部局のもとで援助を必要とする家庭に各種のプログラ

ムをもって対処している。例えば，危機的状況にある家族に対するカウンセリング，家計
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の補助，ホームメーカー派遺による家事援助およびアドバイズ．働く母親のための家庭保

育サービス，保育所・幼稚園における就学前の保育と教育サービス，各種ディケア・サー

ビス，両親教育，その他学校，教会，警察，病院，保健所，地域の各種福祉機関などの連

携協力による助言指導．等々である。これらのプログラムは，CASがもつあらゆる社会

的資源を活用して，家庭養護機能の維持と回復をはかる支持的あるいは補助的サービスで

ある。

次1こ，アメリカのマサチ・一セッツ州の社会福祉局（The　Commonwealth　of　Massa－

chusetts，　Department　of　Social　Services通称DSS）においても，　C　A　Sと同様に，最優

先施策は家庭崩壊の防止である。DSSは家庭生活が円滑にすすめられるように24時間体

制で支持的あるいは補足的サービスを提供する。これらのサービスは．DSSに配属され

ている多数の専門のソーシャルワーカーが中核となり，家庭を訪問し地域に既存するあら

ゆる資源を活用して，地域に根ざした各種のプログラムを用意する。これらのサービス・

プログラムとしては，養子縁組ホームメーカーの派遺，家事援助，ベビーシッター，乳

幼児及び学童保育，一時保護，カウンセリング，家族計画援助，キャンピング等々がある。

　以上二州の児童福祉サービスの基本には，児童が健康で正常な家庭生活を維持すること

ができるように，多数の専門家及び準専門家やボランティァを配置して，さまざまなプロ

グラムを積極的に活用している。

　一方，わが国の場合には，児童福祉サービス体系として児童相談所，福祉事務所，家庭

児童相談室，保健所などがあり，制度上サービス体系は整備されている。またサービス内

容も，上記各機関における各種相談事業，生計費補助，乳幼児および学童保育，心身障害

児および母子家庭に対するホームヘルパー派遺等々の各種プログラムがあって，家庭養護

のニーズに対応する一応の態勢は出来ている。しかし，例えばホームヘルパー派遺事業に

みられるように，派遺対象は心身障害児を抱える家庭や，乳幼児をもっ母子家庭で母親が

病気療養の場合だけに限るなど，各種プログラムには多くの制限があり，サービス内容も

限定的である。

　さらに，家庭崩壊の最も危機的緊急度の高い養護相談の場合に．児童相談所における面

接指導継続数は半数に充たなかったり，児童福祉司および児童委員の継続指導は皆無に近

い状態である。厚生省の資料による，昭和56年度の全国児童相談所における養護相談処理

総数28，077件のうち，面接指導tW　13，　571件は全体の約半数（48．3％）にある。そのうち

1回のみの面接指導で終っている件数8，001件は，面接指導件数の半数以上（58，9％）に

及んでいる。また児童福祉司による指導件数538件は，養護相談処理件数の1．9％にしか

すぎない。さらに児童委員による指導件数43件は同じく0．2％である。たとえ未処理件数

1．842件を加えても10％にも満ない実；ζ低い率である。
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　以上のことから総じていえることは，わが国の児童福祉サービス・プログラムの主眼は，

家庭養護の維持や回復に目標はあっても，専門のソーシャル・ワーカーやホームヘルパー

等の絶対数の不足，ならびに各種のサービス内容に厳しい制限があることなどから，家庭

養護の維持や回復には事後的に対処せざるを得ない実態が浮彫にされている。

（2〕里親養護を中心とする小規模単位の児童養護と施設養護

　カナダ・アメリカ四都市の要養護児童に対する社会的養護の方法を，わが国の場合と比

較すると，そこには明確な差異がある。カナダ・アメリカにおける児童の社会的養護の基

本形態は，里親養護をはじめ地域に根ざした小規模単位のホーム・ケアが中心である。

　カナダ・オンタリオ州における児童の社会的養護の基本形態は，①通常里親養護，②補

助里親養護．③特別養親養護．④グループホーム養護．⑤ユース・レジデンス（施設）養

護の五種別である。要養護児童は，CASの児童診断に基づいて，児童に最も適合するタ

イプの養護タイプを選択し措置される。1978年オンタリオ州の要養護の措置児童13、814名

のうち，里親養護は7，　565名（55％）で，グルーブホームにはユ，012名（7％），施設養護は

2，694名（19％），その他2，543名（18．　4　％）となっている。（第1部込山氏のレポート「里

親養護」iζよる。）

　またグループホームには．里親養護型態と同じく，①里親養護に近いグルーブホーム，

②通常グループホーム（夫婦のうちホームマザーのみ職員），③専門家集団によるグループ

ホーム（交替勤務職員と常駐職員）がある。施設養護としては，一時保護を含めた小集団

単位の治療機能をもっ施設である。

　さらにアメリカ・マサチューセッッ州DSSにおいては，崩壊家庭における児童の代替

養護プログラムとして，①緊急一時保護（Emergency　Shelter），②里親養護（Farnily　Fo－

ster　Care），③施設養護（Residential　Care），④一時休養養護（Respite　Care），⑤特別

里親養護（Specialiged　Foster　Care）がある。　D　S　Sの代替養護プログラムの最も特徴と

するところは，これらすべてのプログラムを民間の児童福祉団体が経営する機関に一年契

約で買上げて貰い，施設措置児童の場合は18ケ月を措置期限として措置費を支払う。里親

養護も施設養護も，委託された児童に対して最も適した家庭養護を提供するようICさまざ

まなプログラムを用いて強力な家庭援助サービスを機関独自にあるいはDSSと提携して

行うことである。

　一例をあげると，民間のニューイングランド・ホーム（The　New　England　Home　for

Little　Wanderers）においては，ボストン近郊に三つの施設（9名，10名，20名，男女別，年

齢13～17歳）と，本部に隣接する情緒障害児施設（6～12歳の児童，居住部門24名．通園

部門ユ2名，特殊教育部門からなる）をもち，それぞれの施設において規模に応じて複数の

専門ソーシャルワーカー，チャイルド・ケアワーカー，ハウスビアレンツ，およびスーパ
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一 バイザー等を配置し，児童およびその家庭に，可能なあらゆるサービスを展開する。例

えば12歳～14歳の少女10名が居住するオーチャード・ホーム（Orchard　Home）ではそれ

ぞれの少女に治療目標を与え，職員及び仲間と生活を共にすることによって，自己確知，

責任ある行動，適切な問題解決，自己決定の強化，仲間との積極的な関係づけ，などを通

して自律性ある入間形成を果すように援助する。さらにそれぞれの専門のワーカーは，家族

に対する援助，性問題に対するグループ討議，個別治療，夏季キャンプなどのレクリェーシ

ョンや教育，アフターケア等々，さまざまなプログラムを展開する。またニューイングラン

ド・ホームの本部に所属する地域サービス部門では，多くの専門家を配置して，次のよう

なプログラムを行っている。すなわち，①養子縁組や里親を希望する家庭の開拓及び教育

訓練を行う’t家族資源開発事業IP（Family　Resource　Program），②児童をもっ親に家庭生

活iζついての教育を行う“家庭生活教育事業”（Family　Life　Educatien），③問題をもっ家

庭に対してカウンセリング，家族治療，家庭生活教育を行う“臼立援助事業”（The“own

home”Program），④地域の公立教師に対する相談援助，ソーシャルワーカーを志す大

学院学生に対する実習指導やスーパービジョン等を行う“地域福祉教育や相談事業tS（Com－

munity　Educati㎝and　Consultation），⑤地域児童や住民に対する各種相談．地域の各

種グループや機関｛こ対する教育訓練や相詩を行うtt地域サービ禄業JI（Co㎜unity

Services）o

　一方，これに対するわが国における要養護児童の措置は，児童相談所において行われる

が，昭和56年度全国児童相談所における養護相談の処理件数からみる児童福祉施設入所件

数10，649件は，全処理件数28，　077件の32．9％，また，里親・保護受託者委託件数815件

は，全処理件数の2．9％である。さらに昭和56年10月1日現在，全国に入所している児童

の総数は30，921名，同年度末の里親委託児童総数は3，　249名で，その対比は約10：1の割

合で養護施設児童が圧倒的に多い。その上に乳児院措置児童数3，033名等を加えると，そ

の割合はさらに低くなる。このことは，わが国の要養護児童の施設依存度がいかに高いか

を占すものでもある。

　わが国の里親養護にっいては，昭和26年里親制度が発足して以来暫増し続けていた登録

里親数も，昭和35年の19．oza名をピークに毎年減り続け．遂ic昭和56年度にはピーク時の半

数以下（81696登録里親）に減少した。児童が委託されている実里親数も昭和33年度に8．537

里親であったが，昭和56年度には2．655里親数に減少し，衰勢の一途を辿っている。この里

親不振の要因はいろいろとあげられるが，最も一般的な理由として，①日本古来の封建家

族主義的因襲の残存，②日本家屋の狭あい，③里親制度PRの不足，④児童福祉思想の欠

如等があると思われる。
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（3｝サービスの多様性と画一性

　ここで，カナダ・アメリカ四都市における児童福祉サービスの体系と内容の概略を，A

・カドシン（Alfred　Kadushin）が示すサービス体系を用いて述べると次のようになる。

（なお〔　〕内は，わが国が行っている主な行政機関及び施設）

①支持的サービス（Supportive　Service）＝児童のニーズに対応する両親の養護力量を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x強化する。〔児童相談所．福祉事務所，家庭児童相談室，家庭裁判所等〕

　④　公的及び民間の各種家族援助機関を通して，児童や家族にカウセリング等の援助を

　行う。〔児童相談所，福祉事務所．家庭児童相談室，家庭裁判所〕

　◎　虐待や放置されている児童に対する保護的サービス〔警察・児童相談所一時保護所〕

　◎　未婚の母に対する各種サービス〔福祉事務所・母子寮〕

②　補助的サービス（Supplement　Services）＝最低限度の生活維持費および家庭養護の

不足に対する補助的ij・一ビス〔福祉事務所〕

　④　生活保護（AFDC・OASDI）等による生計費の補助〔福祉事務所〕

　◎　ホームメーカー・サービス〔福祉事務所〕

　◎　保育およびディ・ケアーサービス（家庭保育・集団保育サービス）〔保育所，児童厚

　生施設，通園施設〕

③　代替的サービス（Substitute　Service）＝家庭養護の全面的不足に対する代替的サー

ビス〔児童相談所〕

　④　養子縁組（Adoption　or　Other　Parent　Fami　ly　Care）

　◎　里親養護（Foster　family　SerVices）

　◎　グルーフ・ケア：グループホーム（Group　home），治療ホーム（Residential　treat・

　ment　center）〔情緒障害児施設〕，児童ホーム（Children’s　institution），〔養護施設，

　乳児院〕，一時保護（Emergency　shelter　and　care）〔児相附属一時保護所〕

　以上掲げたカドシンによる児童福祉サービス体系とプログラムの内容は，わが国のそれ

と基本的に類似しているといえる。しかしここで，わが国と比較して大きく相違する点を

幾つかあげると，司法権や行政権の上で権限の大きさがあると同時に，社会的ニーズに対

応する迅速性と多面的なプログラムの運用がある。例えば，

①　親権に対する司法権の権限大

　オンタリオ州における親権の一時停止（Society　Ward）および親権の永久停止（Cr（wn

Wand）のように，裁判所に親権剥奪の権限があり絶大である（高瀬氏レポート「児童措置」

を参照）。

②施設措置期限は18ケ月間
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　マサチューセッツ州およびヴァージニア州における施設措置期限は，18ケ月間（連邦政

府は3ケ年間）である。したがってこの期間内に家庭復帰あるいは里親養SSiC向けて，あ

らゆる方法をもって治療処遇が展開される。

③　州による民間サービスの買上げ

　マサチューセッツ州およびヴァージニア州社会福祉局は，民間の社会福祉団体がもっ各

種のプログラムを買上げる。これは州政府が必要とするニーズの高い福祉プログラムを1

年契約（継続も可能）で買上げ，競争による質の高いサービスの提供をねらう。

④民間の活力を活した多面的プログラム

　民間の社会福祉団体は，有能なソーシャルワーカーを確保することによって，児童や家

庭，住民の福祉ニーズに対応する創造的な福祉プログラムを用意し，開拓的・先駆的な事

業を積極的に行っている。

　以上①～③について，わが国の福祉施策には特ICみられない点であり，④にっいても，

わが国の現在の民間養護施設は，経営面において全面的に措置費に依存しているように，

運営面や処遇プログラムにおいても，行政に依存する硬直化した画一的サービスに過ぎる

傾向があるようである。

2．カナダ・アメリカ四都市における施設養護の変遷過程

　カナダ・アメリカ四都市における施設養護の歴史を省みるときに，そこには，時代社会

の変遷に伴う対象児童の養護ニーズに対応する施設養護の自己変革する姿勢をうかがうこ

とができる。次にその概要を述べよう。

ほ）施設養護変遷の概要

　われわれ研修団が最初に訪問したトロント市には，われわれがいう養護施設（Children’s

home）はもう既に解消して無かった。それまでの経緯の概要は，次の通りである。すな

わち1893年J．ケルソー（J．J．　Kelso）らの市民運動による児童保護法が制定されることによ

って，市民や児童保護関係者は，トロント市における多発する子殺し，乳幼児の虐待，棄

子，託児施設に保護されている子供たちの非人格的な処遇に対して鋭い批判を加え，その

反省として里親開拓への第一歩を踏み始めた。その後．1954年に児童福祉法が制定される

に及んで，要養護児童に対する児童福祉サービスの施策は，里親養護を中心とする社会的

養護を推進するに至った。したがってかつての大規模な収容施設は次第に解体され，小規

模治療施設へと変遷していつた。現在，要養護児童を受けとめるのは，前述した里親家庭

およびグループホームが主体である。施設としては，オンタリオ州・CASが所轄する高

年齢児のための情緒障害児治療施設だけである。

　このような脱施設化の傾向は，オタワ市においても顕著である。青少年サービス部局
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（Youth　SerVices　Bureau　of　Ottawa　Carヒton）が行っている非行青少年のための四つの

施設居住プログラムは，グループホーム，独立自治のアパートメント，学習と職業指導の

特別スクールである。

　次tCマサチューセッツ州のニューイングランドホームは，1865年の創設以来幾多の時代

的変遷を経て．かつての大規模収容施設を解体して1965年までの間に，家庭的環境をもっ

小人数単位のグループホームを街の中に創設した。その後1971年には，家族資源開発事業

（Family　Resorces　Program）を開発し，1974年には入所児童の週末帰省プログラムの開

始，1982年青少年自立訓練プログラム（Adolescent　C　luster）を持つに至っている。

　さらに，バージニァ州のユナイテッド・メソジスト家族援助協会（Uuited　Methodist

Family　SerVices　Of　V　irginia）は，創立以来80年という長い歴史の中で，孤児院（Virginia

Annual　Conference　Orphanage（1902～1951）．養護施設（Virginia　Methodist　Children’s

Home（195工～1971），教育的治療機能をもっ養護施設（United　Metho（tist　Chiklien’s　of

Va（1971～1980），家族援助事業協会（United　Methodist　Family　Services（f　Virginia

（1980～　）のように，施設事業の機能の変遷とともに施設の名称が変更され，現在‘ζ至っ

ている。このように施設は，時代社会の；一ズに即応する事業を展開している。現在同協

会がもっ事業には次の二種がある。

①施設居住サービス（ReSidential　SerVices）

　13～17歳の問題をもっ児童に対して，問題解決に向けて個人，グループ，家族への治療

処遇を行う。これらの児童は同敷地にある男子寮舎〔3｝，および女子寮舎｛1）のグループに分

れて居住する。具体的には次のサービスが主として行なわれる。

　④　専門職員による同輩集団治療の援助（Peer　group　therapy）

　◎　児童の家庭復帰あるいは社会復帰のために両親に対する自助的計画の援助

　◎　施設内における特別教育（学校）への援助

　◎　積極的かっ広範な経験をっむ治療的レクリェーションの援助

②　家庭基盤サービス（Home・based　Services）

　現代社会における問題を抱える家族の緊張や不一致をもたらす諸問題を緩和するために，

また多くの家族に対する分離の恐れに対してサービスを行う。主なサービスの種別は次の

通りである◇

　④　経済的貧困や情緒的，身体的障害のために危機的情況にある家族に対して行うカウ

　　セリング，および一定限度の家計援助。

　◎　結婚相談ならびに女性の妊娠に関するカウンセリング援助一特にやがて生れる子

　　供に不安を抱く夫婦に対して行う。

　◎　子供の養子縁組に関する援助一特にクリスチャン・ホームに養子縁組を希望する
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　　家庭に対する援助。

　◎　子供の里親養護に関する援助一特に個別的援助を必要とする児童ならびに障害を

　　もっ児童に対して里親養護の援助。

〔2）カナダ・アメリカの施設養護の変遷における思潮と背景

　このような時代の変遷に伴う施設養護の自己変革の根底に流れる思潮は，児童権利宣言

（1959年11月，国連総会）において採択された「……児童はできるかぎり，その両親の愛護

と責任の下で．またいかなる場合においても，愛情と道徳的及び物質的保障とのある環境

の下で育てられなければならない。幼児は．例外的な場合を除き，その母から引き離して

はならない……（6条）」という児童福祉の基本理念を，究極的に実践しようとする前提に

立っている。そしてそれが不可能な場合に，「社会及び公の機関は，家庭のない児童及び適

当な生活維持の方法のない児童に対して特別の養護を与える（同6条）」としている。いわ

ゆる児童の心身の健全な成長発達に最もふさわしい児童養護プログラムとして里親家庭．

グループホーム，居住治療施設などのいずれかを提供するというのである。

　ここでカナダ・アメリカ四都市の従来の施設養護プログラムが，収容型施設から里親養

護を中心とする小規模単位の家庭的機能を組込んだグループホームや，分散型小舎制の施

設養護に変遷した過程の背景について考察してみよう。

①施設児童の発達阻害

　施設入所児童の長期にわたる施設生活は，心身の安定と精神的・情緒的発達を阻害する

という，イギリスの精神科医J．ボールビー（J．Bowlby）をはじめとする学識経験者の鋭

い指摘が，1960年代においてなされた。特に児童の幼少時において，親密かつ継続的で一

貫性が保てない児童と職員（大人）の対人関係の障害は，心身の発達遅退，退行的行動，

言語の貧困，無感動，無関心，自己統制の欠如などを生起させ，さらにその後の成長発達

過程で精神的障害や性格的偏椅傾向をもつ施設出身者を多く生み出しているという事実で

ある。この指摘は施設関係者に大きな衝撃を与えることになった。

　カナダにおける大規模施設の解体．およびアメリカにおける措置期限の短期間化は，た

だ財政的負担の軽減ばかりではなく，この施設児童の心身の健全な発達の阻害を軽減し無

くすための必然的措置であったといえる。

②施設養護の閉鎖性の弊害

　児童福祉施設における児童の閉鎖的な自給自足の生活は，児童のパーソナリティーの社

会性を培う上から，また施設の社会的孤立を防ぐ立場からも，マイナスになるこそすれ決

してプラスとはならない。すなわち，これは施設児童や職員が地域社会の一員として市民

生活に参加し，地域住民と交わり連携すること；ζよって，施設の社会化が果されるという

地域に根ざした児童養護の展開である。
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　特にコミュニティーの存在を大切にするカナダ・アメリカの施設養護は，いち早く施設

の閉鎖性の弊害を取り除くプログラムを展開した。それは大規模収容形態の施設から，児

童の居住する地域に根ざした里親養護，グループホーム養護，および小規模化の分散居住

施設の形態の変遷となった。

③　財政的負担の増大の弊害

　施設入所児童に対する処遇経費の増大は，施設財政の肥大化とともに，処遇経費の支出

に伴う処遇効果に対する住民・納税者の厳しい監視と批判をあびることになった。その結

果施設養護のプログラムは縮少・短期聞化し，同時に入所期間内における質的に高度な治

療教育サービスの提供，ならびに入所児童の家族に対するソーシャルワーク・サービス，

その他家庭崩壊を未然に防ぐカウンセリングや予防的サービスに援助の焦点が次第に注が

れるようになった。

　さらにサービスの質的向上のための効果的な方法の一つとして．契約によるサービス・

プログラムの買上げ方式がある。これは特にアメリカにおいて見られた制度で，民間の社

会福祉団体がもっ質の高い福祉プログラムを州の福祉局が住民のニーズに応じて1年契約

で買上げ，民間社会福祉事業の一環としてサービスを提供していく福祉施策である。

3．養護施設の自己改革への課題と提言

　研修参加の各氏は，カナダ・アメリカ四都市における研修成果を踏え，第一部の各章で

わが国の養護施設の現状を認識しつつ，いかに自己改革していくのかにっいて課題を明ら

かにし具体的な提言を試みている。これらの課題と提言は，研修参加者が民間養護施設の

施設長という運営管理の責任を担う立場から，長期的展望に立ちなお現実的に施設養護の

自己改革の意欲を著わしたものである。

　ここではこれらの課題と提言を以下三点に集約し，今後のわが国における施設養護の自

己改革への指標とすべき課題を提言したい，ただ提言に際し，その前提となるわが国の養

護施設の各般における実態分析にっいては，紙面の都合上省略することをお断りしておく。

｛1）施設養護の形態と児童養護

　わが国の社会的養護の主体は，その歴史的経緯から施設養護にあることは既に指摘した。

施設養護の形態には，それぞれの経営主体がもつ施設の定員規模や建物の構造において，

また児童処遇の形態において各種各様のものがある。

　1981年7月グループホーム研究会（代表・福田垂穂明治学院大学教授）が行った養護施

設に対する社会福祉調査「グループホームをめぐる認識と意見」の調査結果（第36回全養

協協議資料P314～338掲載）によると，わが国の養護施設における施設養護の平均的形

態は，定員数においては31～60名の中規模，施設形態においては大舎制，施設の所在地は
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住宅地，旛設史は30年以上50年未満である。また施設職員の勤務形態は全体の半数以上が

通勤・住込混合型および通勤継続型勤務である。

　わが国の施設養護形paicおける今後の推移は第一章の村本，斉藤，込山，山口各氏のレ

ポートが指摘するように，規模においては総体的に小規模化を指向し，形態においては児

童がもつ問題の多様性や基本的ニーズの充足を考慮して，現在の施設養護（集団的養護）

の長所を伸ばしっつ，個々の児童に合った多面的養護プログラムを用意する必要があるよ

うに思われる。すなわち児童養護の形態は大舎制施設養護からt①中舎制および小舎制施

設養護，②地域分散型グループホーム養護，③里親型養護である。

①中舎制および小舎制施設養護

　大舎制養護から中舎制および小舎制養護に変更するには，建物の改築と設備の改善が必

要であり，同時に施設内居住職員の確保と労働条件の整備が必要である。わが国には独立

小舎制養護の形態をもつ施設が全国に1割弱存在している。

②地域分散型グループホーム

　わが国の養護施設の中で，すでに幾多の困難や障害を克服して，地域分散型のグループ

ホームを実践している施設が5ケ所以上あろ。さらに今後全国の養護施設がグループホー

ムをどのよう1ζ志向するかにっいては，前掲の資料「グループホームをめぐる認識と意見」

によると，「グループホームの実施の意図」について「条件が整えば将来実施してもよいと

考えている」と回答した施設が，大舎制において46．3％，中舎制56．　0　％，小舎制50．O％

である。さらに「グループホーム実施の問題点」について施設の多くは，④「人員確保と

労働条件に難点がある」，◎「現行の制度・最低基準では無理がある」，◎「費用面で問題が

ある」等の順で回答している。っまり職員の確保と労働条件の整備，運営経費の確保．そ

れに法的に最低基準の整備の条件が備えば，グループホームの実践は可能であるとしてい

る。以上のように，施設長および施設職員の施設養護形態に対する意識には，施設養護の

小規模化の志向が明確であることが伺われる。

③　里親養護

　里親養護にっいては，第一章の込山，山口氏のレポートが指摘しているように，わが国

の里親養護の衰徴の趨勢をいかにして歯止めをかけるかが当面の課題であり，今後とも里

親開拓に重点施策をもっていく必要がある。しかし里親養護の課題は，本章の1の（2｝で既

述したように多くの陰路がある。そこで今後は東京都等が行っている養育家庭制度のよう

に，養護施設が地域センターとして里親開拓のプログラムを展開していくことが望ましい。

特に要養護幼児の里親養護に力を注ぐことが肝要である。

｛2）児童処遇プログラム

　わが国の養護施設における施設養護の展開は，上述のように規模の縮少化をはかりなが
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ら，対象児童に対する多面的処遇のプログラムを用意する必要性が生れてきている。その

第一は，非行や情緒障害の問題をもっ児童に対する教育的治療の徹底をはかること，第二

は，対象児童の家族に対する積極的援助，第三に，施設の社会化活動の推進である。

①　教育的治療養護の徹底

　近年養護施設の対象児童が高年齢化するに伴い，暴力，窃盗，怠学，無断外泊などの非

行化傾向が顕著であるとともに，情緒不安定，夜尿癖，孤立，登校拒否など情緒障害など，

処遇上困難な問題をもつ児童が増加している。これらの複雑・多様な問題をもつ児童を処

遇していくためには，各個児童の心身の発達状況に応じた教育的治療養護の徹底をはかっ

ていかなければならない。施設における教育的治療養護の基本的要素は，児童養護職員と

対象児童との信頼関係に基づいた日常生活の展開である。すなわち，保母および児童指導

員は，児童と日常生活を共にしながら恒常的な一貫性ある人間関係を築き，児童がもっさ

まざまな諸ニーズや問題に対し意図的に援助をおこない望ましいパーソナリティーを築く

ようにすることである。

　このような教育的治療養護の徹底を推進するためには，第一章の村本氏のレポートに指

摘するように施設養護の小規模化をはかるとともに，児童養護職員の勤務形態の調整は欠

せない。っまり恒常的な一貫性ある人間関係を維持する勤務形態の体制作りである。さら

に第六章の伊藤・内山氏レポートが指摘する日常生活養護における専門的ケア・ワークの

確立が特に重要である。

②対象児童の家族に対する積極的援助

　養護施設に生活する児童にとって家族の存在がいかに大きいかは，ここで改めて述べる

までもないことである。施設児童が措置に至った家族の問題を早期に解決するためには，

また施設児童が安心して施設生活を送るためには，第四章において土川氏のレポートが指

摘するように，児童の家族特に親に対する援助が施設職員によって児童の入所から退所お

よびアフター・ケアに至るまで一貫して行なわれなければならない。対象児童の家族に対

する援助は．本来措置機関である児童相談所が施設と連携して家族調整を行なわなければ

ならないが，現実的には児童相談所および施設双方とも十分に援助体制が確立していない

のが実態である。そこで施設児童のニーズを最も的確に把握している施設側は，施設養護

の展開過程で家族への積極的援助を施設職員の工夫と努力によって行うべきである。この

ような施設職員の児童の家族に対する積極的援助は，児童に対する親の責任の自覚を促す

とともに，児童の施設生活の安定および家庭へ早期復帰する足がかりを築くことにある。

　次に，対象児童の家族に対する重要な課題の一っに親権の問題がある。これは第二章に

おいて高瀬氏および柏倉氏の各レポートにくわしく指摘されているように，児童の生命や

人権をおびやかす実親による虐待，遺棄，性的暴力などの犯罪行為に対して，児童相談所
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や家庭裁判所等が親権の剥奪を含む強力な権限をもっことができるように，行政や司法の

立場を明確にすることである。

③　社会化活動プログラムの推進

　わが国における施設の社会化プログラムの展開はやっと緒にっいた段階である。特に養

護施設が地域社会における児童養護の問題1ζっいて積極的に発言をし．社会的養護として

の施設の使命を社会的に提言を行うようになったのはここ最近のことである。

　民間の養護施設のはたらきが地域社会に根ざした活動となるためには，第五章の田中氏

および第六章の伊藤．内山各氏のレポートが指摘するように，まず施設が地域の社会福祉

の行政機関や他の施設と連携を密にして，地域社会における児童養護のニーズを的確に把

握することである。次に施設は施設養護の展開過程で，施設に対する理解を得るように地

域社会に積極的にPRするととも1こ，各種ポランティァや里親，学校教師など施設養護に

関わるすべての人的・物的・制度的社会資源を開拓し活用する。さらに地域住民のニーズ

に対しても施設が提供できる各種プログラムや専門的援助を提供し，施設が児童養護のコ

ミュニティー・センターとしての役割を果すように体制を整える。このような民間施設と

しての独自のプログラムを推進していくためには，専門の職員を配置し，地域住民ととも

に歩む施設独自の運営機能を持つことが必要であるとともに，必要財源を確保する法人組

織の強力な運営が肝要である。

（3〕職員の資質向上と適正配置

　“事業は人なり”という古くからの格言があるように，養護施設の事業の成否は，施設養

護に直接携わる職員の資質の高さと適正配置にあるといって過言ではない。それはまた同

時に，職員のはたらきを支える施設長をはじめ運営管理に携わる理事会の基本方針，なら

びに運営体制とその体質に大きく左右されることも異論のないところである。

　第一部第五章において鳥井・三上氏のレポートが指摘する課題と提言は，職員の養成と

教育訓練を述べたものである。ここで述べる提言は，上記二氏のレポートを踏えた上で，

特に施設養護に直接携わる職員の職務の専門性および適正配置について述べることにする。

①職務の専門性の確立

　保母や児童指導員など施設における児童処遇職員の専門性の確立は．処遇職員が担う職

務の内容と密接な関わりがある。すなわち施設養護ICt9接携わる保母・児童指導員の職務

を．入所児童が抱える問題や生活ニーズに対応する援助内容から大きく分類すると，④児

童の日常生活に関わる領域，◎児童の家族問題やその調整に関わる領域，◎児童の施設に

おける集団生活や行事やレクリェーションに関わる領域，e児童や施設の地域社会との連

携に関わる領域，以上主に四領域がある。これら四領域に関わる職務を施設職員の誰れが

役割を担うかは，職員がもつ専門知識や技術，ならびに経験や人柄に負うところが大きい。

一 115一



一般に④日常生活に関わる領域は，保母・保父（児童指導員）が担い，◎の家族に対する

援助，◎の児童の集団に対する援助，◎の地域社会に対する働きかけは，主として児童指

導員が担うことが望ましいとされている。

　そこで今後，養護施設が施設規模の小規模化を志向し，児童処遇に教育的治療の要素を

加えていくとすれば，前述の四領域ieおける職務の内容は，施設養護の展開過程でより専

門性の高い処遇が要求される。すなわち保母・保父が行う職務の内容は，教育的治療を主

眼とした日常生活処遇，児童指導員の職務は，児童の家族の問題に焦点をあてるファミリ

ー
・ ケースワーク，ならびに施設集団の長所を生かしたグループワーク，地域に根ざした

施設養護の展開をはかるコミュニティーワークなど，社会福祉の方法論を導入する専門的

援助である。このように，職務の専門性の確立には社会福祉の専門的援助方法論を，職務

の遂行過程で用いることである。

②職員の適正配置

　児童処遇職員としての保母や児童指導員が，明確な児童福祉の哲学と理念をもち，施設

児童に対してより高度の専門知識と技術を駆使して援助していくことは．それぞれの自己

の職務を明確にするとともに，児童処遇の専門性を確立する上に大きく寄与する。このよ

うな職員の資質の向上に伴う専門性の確立による児童処遇の展開は，職員の適正配置によ

って一層効果を高めることになる。

　職員の適正配置の基本は，まず何よりも職務領域において職員の人間性と専門性を発揮

できる諸条件を備えていなければならないことは云うまでもないことである。例えば必要

最低限の専門職員の確保，ならびに労働条件の適正化である。その上で職務領域別に職員

の適正配置を行なう。職務領域別にみる専門職員の配置は，まず日常生活処遇には保母お

よび保父がその任に携わることが望ましい。生活単位の小規模化に伴う独立小舎制や施設

内グループホームの実践は，必然的に母性，父性の役割をもっ保母・保父の専門職員が必

要になってくる。しかし保父の職員確保が困難な場合には，当面児童指導員がその代替を

行う。次に児童指導員は職務を専門的に機能分化させ，ファミリー・ケースワーク，グル

ー
プワーク，コミュニティー・ワークを実践する職能制の役割を分担し，それぞれが社会

福祉の方法論を用いて専門的に援助し，チームワークをもって施設養護を展開する。以上

のように今後ますますその実践と研究討議を繰返しながら職員の資質向上と職務の専門職

化をはかっていかねばならない。

おわりに

　現代社会において児童養護問題に関わる主要な課題は，何といっても崩壊したあるいは

崩壊の恐れのある家族の問題である。わが国においても家族崩壊現象が顕在化している今
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日、われわれは児竜にとっても家族．とは何かをもう．・度川い直さなけれはな∴ない．、わけ

ても児竜の社会的養没こ1，1∵要な☆任を担う養護施：没は．こ＝ジゾ亥族川題からは1麩けては1画れ

ない、また避けてはな○ない世要な役割をljl・．．、ている・．．）てある．．．＝

　　しかLこの，点．今U・り養、｛蔓施戎の多くは果Lて穣極的にそれに1・・／応寸るたけ：ン．）機能を打・

ち合せているレリかと．うかは疑1］llてある：それはかりか崩壊Lた家族のi足1‘iFl：をi麦仕末的に施

設て養護しているとLか思われないような、消極的かつ打t／lt的な施設養護に1…．1］け暮れL．て

いる施設もないとは云えない．、IB態依然とL．た閉鎖的な施1乏養護に目’ん．じていないか．」一’1う

か．「1らの．tJ．場を見大った眠れ．る養、邊施設に5f1していないかどう力・，民間の各養護施設

はもう一度自己確知をLてみる必要かあろう、．現代ば民間の養護｝趣投は、この家放問題に

焦点をあてた施設蚕護のド．山改革ゑ！i色謁．ミの・」ク．．一シ．，フ．の1己に随識ii力浪剣に

取組み．積極果敢にフロ：ソ．．ラムを展1閤L．ない1：艮1）．　．ウか『こ匡且くから～己嵩［された存在．とな・）

てLまうてあろう．

　最后に．既述Lたように読者各位は．第・部の各章にお｜、．．て述べられている施設養護の

自已改・‘φべの課題と提Ll．をちう　一度［1今味L一ご．　M己の．養護施設レ：）「．1己改箪への礎とLてい

たた． きたい、．

（昼食風景）
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第 2 部

日
し

ー
ノ 虫里 福 祉 の 実 態

Ontarb　Association　of　Children’s　Aid　Societies．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．

The　Ontarie　Community　Centre　for　Deaf．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．，

Dalhousie　Health　and　Community　Service　Centre　．．，．，．．．．．，．．．．．．．，

Youth　Services　Bureau　of　Ottawa・Ca巾ton　．．，，．。．．．．．，．，．．．．．．．．．．

Pinecrest・Queensway　Community　Services　Centre．．，．．，．．．．．。．．．．．．．．

Regina　Elementary　School．．令．．．．’．．．．．．．．，’「「．．．．▼．．．．．．．．．，

Andrew　Fleck　Child　Centre　．，．．．．．．，．．．．．．，．，．．．．．．．．．．．．．，．，

Children’s　Hospital　of　Eastern　Ontario　．．．．．，．．．．，．，．．．．．．．．．．．．．．

Children　orl　the　H川Day　Care　Centre　＿．．．．．．．，．．．．．．．．．．，．．．．．，

Canadian　Mothercraft　of　Ottawa－Carleton．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

Lady　Evelyn　Pub｜ic　School｛Primary　Alternative　Schoo｜）．。．．．．．．．，．．．．

The　New　England　Home　for　Little　Wanderers．．．．．．．，．，．．．．．．．．．，．，

The　Commonwealth　of　Massachusetts，　Dep訂tment　of

　　Social　Services・Region　Vl　．令．．．㊨．．．，．㊨．㊨．．．』．’．㊨．，．．．．．．．．吟ケ

Nazareth　Child　Care　Centre　．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・．・．．，・．・．

The　United　Methodist　Family　Services　of　Virginia．．．．．．，．．．．．．．．．，，，

Saint　Joseph’s　Vil｜a　．．．．．．．．．．．．．，．．．．．，．．，．．．．，．，．．．．．．．．．．

Oasis　House，｛Family　and　Children’s　Service　of　Richmond｝　．．．．．．．．．．、，

1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1

172

175

179

182

186





Ontario　Association　of　Children’s　Aid　Societies

　　（オンタリオ州児童援助組織協会）

所在地

2323Yo㎎e　Street　Swite　505

Toronto　Ontario　M4P　2Cg

TEL　4！6－481－5223

1．沿革と概要

　福祉事業の内容や，その方法は．イギリスをはじめヨーロッパの伝統を受け継いで始め

られ，キリスト教，ユダヤ教等の教会が中心になって孤児や未亡人を世話していた。内容

において宗教的な影響が強かったが，イギリスでの産業革命にともなって，教会が行なっ

ていたものを地方自治tshs行うようになり．対象も児童，老人，罪人，精神異常者等と拡

大していった。また．カナダは，移住者の国なので，各々の民族性による社会福祉の伝統

があり，複雑な事情をともなっていたため，児童福祉の問題は，成人から切り離して考え

なければならないようになったのである。

　1890年から30年間に8万人の孤児が移住してきており，その目的は，農業に従事させる

ためであり，そのほとんどが，ロンドンから移住してきたアラブ系の児童であった。第二

次大戦後，1960年代のべピー・ブームによって児童を申心とした社会．経済の問題が考え

られるようになり，非行，情緒障害を持った児童が増加してきたので，孤児院等の施設養

護から，より家庭に近い第2次的家庭環境に移すことが考えられるようになり，里親養護

は普及していうた。

　このような歴史的背景の中でこの援助協会が設立されたのであり，その前身は1883～19

15年頃，児童の保護を目的として，市民が任意に援護団体を組織することにはじまって，

現在では，その支部がオンタリオ州内に51ケ所あり，それぞれに理事会機構を持ち，25000

人の職員．1100人の理事によって運営されている。
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2．財　　政

　年間総額は，175，000，000ドル（350億円）で，50％は連邦政府，30％は州政府，20％は

地方自治体の負担になっている。

3．対象児童

　1978年の児童福祉法改定により，16才以下の児童に対し，法的に保護できるようになり，

状況によっては親の許可なしで保護することができるようになった。

　児童自身の問題では，マリファナ，放任，窃盗，登校拒否，親への反抗があり，親の問

題としては，貧困，虐待．近親相姦，離婚，別居，アル中等である。

4、組織図と各部門の役割

⑦ファイナンス・アドミニストレイティブ・サービス1財政処理と全体の管理（記録．

　輪送．通信，財産，物品などの管理）

④　エバリ＝エイション・プランニング・デパートメント1現行諸サービスの質的評価，

　将来への計画，ボランティア資源の調整，情報の収集と｝是供。

◎　パブリック・リレイションズ；協会の目的，プログラム．成果などの公報活動。

◎　パーソナル・トレイニング：職員の施設内実習，各種会議への参加．報告書の作成，

　記録方法の講習。

⑧　フォスター・ケア・コンサルタント：里親の募集，里親に関する問い合せの対応，情

　報の提供．統計の作成。

㊧　インホメーション・システム：児童．その家族，職員に関する情報の収集，処理，保

　存及び配布・各種の統計作成。〔組織図◎マネージャー・システム（ManagerSystems

　の中に含まれる）〕

㊥センタライズド・スペシャルサービス・インスティチ＝一ショナルサービス；障害児

　に対するサービス，医療サービス心理判定，ボランティアの募集，選択，訓線評価。

②　リソース・サービス・アドブション：里親，養子縁組，グループ・ホームなどを管理。

⑦　ブランチ・サービス・プロテクション・ブリベンションアンマリッド・ペアレンツ・

　チルドレン・イン・ケア：児童に対する具体的サービスを行い，未婚の親を含め18才ま

　での児童の問題一般を扱っている。
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Childrens　Aid　SoCiety　of　Metropolitan　Toronto

　トロント市児童援助組織協会　　　　組織図
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5．児童援助組織協会（CAS）のサービス体系

要　保　護　児　童 未婚の親の児童

在宅ケァ児童CAS
ワーカーの援助

家庭外でケアの必要
な児童

未婚の母自身で児童
をケアできる

医療検査と児童の評
価 地域のリソースを用

いて親を援助する。

（必要な場合）

心理判定
児童にもっともふさ

わしいタイプのケア
を決める。

親権にかんする裁判
所の決定

里親ケア 特殊里親ケア グループ・ホームケア ユース・レジデンス 施設ケア

両親の元へ帰る 養　子

6．ホーム・メーカーの役割

　オンタリオ州児童援助組織協会（CAS）では，児童を本来の家庭に戻すために様々な

方法を試みられているが，その一つとしてホーム・メーカー（Home　Maker）というもの

がある。適切な養育がなされていない家庭，あるいは親がいない場合，CASより派遺さ

れて児童の躾など，養育上のことで関与する。ホーム・メーカーは女性で，CASが雇用

している。養育の方法，親の生活訓練等の指導に従事しており，24時間中，対応できる機

能を持っている。ホーム・メーカーというものの発想は，オンタリオ赤十字が，ホーム・

メーカーを保有しており，高年齢者，心身障害者を対象に世話していることから考えつい

たものである。

　しかし，優れたホーム・メーカーを得ることはなかなか困難である。ホーム・メーカー

の養成，資格に関して規定はされていない。現在，CASには60名のホーム・メーカーが

所属している。
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1
7．総合所見

　カナダでのオンタリオ州児童援助組織協会（OACAS）における研修において感じた

ことは，地域社会を基盤として，児童は本来家庭の中において養育されるべきであること

と，家庭が崩壊しないように予防のための対応をすること．要養護児童に家庭的な環境を

与え，養育するということに懸命な努力がなされているということである。その表われと

して児童の過半数が里親家庭に措置されていることであり，ホーム・メーカーのような資

源の存在だと思われる。

　OACASは，日本の児童福祉tC関する社会機関の複合体のようなもので，特徴として

は，その機能が民間に委託されていることである。B本でも脱施設化について施設養護，

里親養護．グループ・ホームの課題が表面化してきているが，ただ単に養護形態のあり方

を論ずるだけでなく，福祉行政機構についても相違点を明確にし，仮に民間に委託された

場合に予想される問題点を検討，研究していくことが重要であると思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責・込山　稔）
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The　Ontario　Community　Centere　for　the　Deaf

　　　　（オンタリオろうあ者協会）

所在地

2395Bayview　Avenue，

Wil］owdale，　Orl口rio　M2L　l　A2

TEL　4｜6－．449－9651

1．沿革と概要

　1872年に、フレテ．｜」ック・プUグデン（Frederik’BrigClen　1氏はろうあ者救済事業とし

てrl曜学校を始め、1924年にトロントの市街地に教会と集会所を建設した，．1960年にはハ

リー・サウンド基地（Camp　in　Parry　Sound）を買収し．1967年にグノv一フ・ホーム・フ

ログ「 ラムを始めた．ttこの発展過程が，　The　Ontびio　Co㎜unitv　Centre　lor　the蹴（以

下，OCCDと略す）創設にあたっての基盤となったものである、、］979年4」］5日にOCC

Dは．カナダ人0）概念，構想，没計によoて建設され，IE式に発足した、．設）Z資金730万

ド’レの費川は，オンタリオ州政府からの補助金，ろうあ者達自身からの拠出金，そして教

会，側．il団体．会社、慈．善組織や一般の篤志家の寄付．によるものである．現在も創立者で

あるフレデリック・ブリク．デンの精神が脈々と事業の中で生き続けている、、

2．施設種別　身体障害者施設

3．事業内容　ろうあ者を対象とした総i今的一t・一ビス

4．事業目的

　OCCDは，ろうあ者達に対して，最善のサーピ1スを供給することを意図L．て、ろうあ

者救済に関する多目的な開拓事業を行ノミっている∪対話に不口山するということは，多（

のろうS，　i9’に．とって重人な問題てあり、社会生活、情報交換，教育，娯楽，人間関係にお
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いて支障をきたし，又，彼らの全ての技能が，しばしば埋もれたままになり．社会への貢

献ができなくなる。OCCDでは彼らと専門的に訓練を受けた職員が一緒になってこの間

をうめ，彼ら自身の力で社会への門戸を開いていこうとしているのである。

5．サービスの種類

（1）身体障害児童の特別養護

　通常，一般家庭内で無理と思われる障害を持った児童が対象になっており．彼らは特別

養護や指導，監督が必要である。ここでは22名の収容が可能で，3才から18才までの児童

が収容されており．一室に1つ又は2っベッドがある寮で明るい雰囲気が感じられる。児

童の個々のプログラムは，個人のニーズによって行なわれ．訓練は，社会復帰するにあた

って最良の状態で彼らを送り出すことが目的として行われる。児童の障害の程度と回復へ

の進行状態によって，収容期間を決定している。

（2）成人自立訓練

　多くの成人障害者は，話すことに苦労しており，中には他の障害を持っている人もいて

実社会に適応していくことは非常に困難である。彼らを可能な限り，自立して生きていけ

るように，学習訓練，職業訓練を通じて普通の人々が交わす会話の中へも自信を持って入

っていけるようにする。

｛3｝幼児養護学校

　難聴やろうあ者を両親に持っ幼児で2才から5才までの幼児が対象となり，20名収容す

ることができる。これらの児童は，お互いに調和をもって行動したり．遊んだりすること

を学ぷ。専門職員は，早期幼児教育を通じて，全ての会話方法によって個人的に児童に接

し，全体的発達の刺激となるようなカリキュラムを設定し，指導している。これらの幼児

に対して早期に言語発達を促すことは非常に大切なことである。

（4｝職業訓練

　カナダでは，現在，非常に就職難であって障害を持ち．標準以下の技能しか持てない者

にとってはなおさらである。この状況を考慮し．実際の産業界の労働習慣，労働条件を充

分に加味して訓練している。訓練種目としては，機械．保守管理，事務，調理，家政婦等

である。研修では，ワインを梱包しているのを見学することができた。訓練プログラムが

終了に近い人には，就職の援助もしている。

｛5）文化活動

　3っか4つの小グループ，又は，200人の会合が可能な素晴しい集会所がある。工芸所

では裁縫，手芸，図画，皮加工やその他の手作業を通して造形表現ができるようにしてい

る。図書館は，全ての年齢の障害者を対象に良書，雑誌，刊行物が揃えてあり，いつでも
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利用できるようになっている。娯楽室にはビリヤードとトランプ・テーブルが備わってい

て居住者や訪問者に頻繁に利用されている。又，体育館として，劇場として使える集会所

もあり，バスケット・ポール，バレーボール．バドミントン，ホッケー等ができ，劇場と

しては700名を収容できる広さである。障害者の立場になって，舞台，照明が生みだす作

品への効果も良く配慮されている。その他，ファッション・ショーや大規模な行事を行う

にも理想的な設備がある。

（6）高年齢者対策

　高年齢者のための住居が，OCCDの中にあり，各部屋1⊂一つ又は二つの寝室があって

72名収容できるようiζなっている。部屋代は月350ドルであって外部に働きに出ている者

は，一般の人と同じ税金を払っている。又，中には公的扶助を受けている者もいる。全て

の部屋には，台所，電子レンジ，冷蔵庫が備えつけられており，居住者は自分の部屋を，

より家庭的なものにするよう心がけている。OCCDの日常の作業を手伝う機会もある。

看護婦は，いつも待機しており．医者もその都度，対応できるようにし，又，毎週定期的

に巡回している。

　外部に在住する高年齢者にも自由に出入できる機会を与え，参加できるプログラムも常

時，用意されている。

（7）宗教活動

　宗教の説明会，勉強会等があり，障害者に対しての聖式も行われ，礼拝堂はいっも個人

的にお祈りする人や黙想する人のために開放されている。ロバート・エル・ランボール師

（Reverend　Robert　L，Rumball）が牧師として会合のためのリーダー・シップをとり，オン

タリオ州におけるろうあ者達にとっては，活動力を生ずる声となっている。

6、財　　源

　OCCDは，募金番号＃0418675－56－13で登録されている。運営資金は，オンタリオ州

政府の補助金と障害者自身の拠出金によるが．必要経費はそれ以上なので寄付金にも頼ら

ざるを得ない状況である。2ドル又は，それ以上の寄付をした人には免税のための領収書

が発行されている

7．総合所見

　障害者の；一ズに合せてリハビリテーションをするという様々なプログラムが用意され

ていることに感心させられた。生活環境にも細心の注意が払われており，例えば耳，口の

障害による目の感覚の発達を考慮した建物空間の設計，照明の点滅による緊急事態を知ら

せる方法，手芸品の販売等による労働意欲の向上，一つの職業を部分的にとらえて障害者
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の適応性と結び付けること．自動車の銀金塗装等，月’か不自由ても可能てある，、私白身も

障ぶ者は，この業種は無理たと考えていたほどである．．～t、精神面においても宗教的配慮

がなされていることは障害者に生きる自信を与え．社会に適応していく過程の中で心身両

面にわたる支障を取り除いていくと思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　込山　稔）

〈研修記録〉

＊The　Ontario　Community　Centre　tbr　the　Deaf

　　　　T｝le　Rev．　Robert　Rumbal］・Executive　Director

〈参考資料〉

＊The　Ontario　Community　Centre　ror　the　Deaf

（児童との交換）
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Dalhousie　Health　and　Community　Service　Centre

（ダルハウジィーヘルスコミュニティーサービスセンター）

所在地

755－Smmerset　Str．　West

Ottawa　Onta「io

TEL　613－238－8210

1，沿革概要

　．．’設立年月日　1969年に創設。現在地には1982年9月に聖ジーン・バプティスト学院

（St，　Jean　Baptiste　School）を改築して移転する。

　　設置｝三体　Social　Services　Department，　Regianal　Municipality　of　Cit　tawa　Carlet　on

　　縄主体Dalhousie　Health　and　Community　Services．

2．施設種別　コミュニティー・センター

3．施設の特性　　（運営・財源　組織・職員構成等）

　さまざ’まな公的，私的な社会奉仕機関からの協力的な基金を通して財政的な援助を受け

ながら，地域住民やスタッフからなる自発的な理事会によって運営されている。

騨会の轍は地域住民ぽ8名（8．Representatives　of　the　Community），スタッ

フほ4名（4．Nomminated　bv　staff），娠1名（1．　Centre　Coordinator），から

なり，「すべて一っ屋根のドに／」（［t’sAl］Uuder　One　Roof）のキャッチフレーズのも

とに，タ’ルハウジー地区の地域福祉活動と福祉サービスを中心に運営されている。

　　運営管理〔Administration）

　　iiTr長　　　1名（Center　Coodinatar）

　センターのそれぞれの部門におけるスタッフ問の調整とスーパービジョンを行うととも

に，基金を提供する公的，私的機関と．基金を受けて活動する組織との連携，計画立案．
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1

経営と委員会や理事会に対する援助を含むセンターの運営．管理を行なう。

　オフィス・マネージャー　ユ名，秘書兼受付係　1名，の事務スタ・ンフで，センターの

財政及び事務を行なう。

　ソーシャル・ワーカー　1名，社会的ニーズの摂取と査定を主な任務として，地域住民

に対する福祉サービスを提供するそれぞれの組織の調整と援助。短期のカウンセリングと

問題の調整，地域福祉サービスに関するさまざまな情報の収集にあたる。

　o初期健康管理（Primary　Health　Care）

　医師，保健婦らのスタッフによって，家族に実施する医療サービス，急性及び慢性の病

気の看護，家族計画，予防衛生事業，健康促進及び指導．そして必要に応じての家庭訪問

などを行っている。

　o家族援助と強化のためのプログラム（Family　Support　and　Enrichment　Program）

　両親への援助が中心で，ケースごとの調整手段は精神的，肉体的，感情的もしくは環境

的な条件によって，発育が遅れる恐れのある子どもをもっ家族に対して，カウンセリング，

教育，扶助，委託サービスを与えるなどの活動を行なう。

　o家事指導と家庭援助プログラム（Teaching　Homemaker　and　Home　Support　Pro－

　　gram）

　家庭のきりもり，献立の作成予算作成．料理などを個人あるいはグループ単位で，そ

の技術指導を行なう。

　o法律相談（Legal　Services）

　家主と借家人の間のトラブル，両親の別居と児童保護の問題，また移住と犯罪を含んだ

たくさんの法的状況のための法的助言，情報，援助，補助を与えるために，週一回無料法

律相談所を開設している。

　Q特別援助（Special　Care）

　身体的．精神的に障害をもった人々，そして高齢者に対する特別な援助活動と職業紹介

に対する情報の提供と相談事業等を行なう。

　o保健活動（Public　Health　Nursing）

　保健教育を行なうための家庭，学校への訪問，そして家族や個人に対する健康相談が主

で，妊婦，乳児，未就学児童，学童，成人そして高年齢者の相談や援助のための家庭訪問

を行なう。月一回の予防接種，週一回の幼児相談，居宅保護や家族計画の相談．性病に対

する相談などを行なう。また他の公的サービスの評価や照会を行なう。

　○幼児援助協会（Chidren’s　Aid　Society）

　子ども達を身体的，精神的弊害から守ることを主眼として，親や子供達に対して実際的

援助を行なう。両親に対する相談と援助サービス。必要に応じた子供の保護及び監督，子
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どもの養子縁組や未婚の親達やその子供に対する保護を行なう。

　o家庭相談（Family　Counsel　lin9）

　危機に直面した家族に対して行なわれるカウンセリングは，結婚問題親子関係，家族

や家族関係についてであり，いつでも困難を伴っている家族や個人に対して用意されてい

る。女性が自立しようとする将来への計画を援助するFOIU’Eグループの指導と促進を行

なうものである。その他に，

　○地域社会の情報提供（Co㎜unity　Information　and　ReferraD

　福祉サービス，住宅情報，デイ・ケア，成人教育、そしてレクリェーション活動のよう

な地域の施設を利用する際の情報提供と援助。

　／．）集団活動（Groups）

　新しいことを学んだり，同じ興味や要求をもった人々と話し合うためのグループ討論を

行ったりする機会と場所（会議室と設備）を提供している。現在センターicあるグループ

は，料理，工芸，婦人問題，親の扶養と青少年の健康に関する4つのサークル活動が行な

われている。

　また，こうしたグループ活動に参加する若い子供を持った母親や，前述したさまざまな

フvログラムを利用するために訪ずれた未婚の母に対して，託児所（Nursery　SchooDが開

設されている。そして青少年のためのユース・センター（Youth　Center）や娯楽室（Re－

creational　Activity　Rooms）が設けられている。幼児から青年，そして老人に至るまで

のプログラムが用意されているのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責・土川　峰仙）
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Youth　Servlces　Bureau　of　Ottawa－Carl8ton

（オタワ・カールトン青少年局）

所在地

2380Hollv　Lane，　Ottawa，　ON．　T．

TEL　613－731－03｜8

1．沿革概要

1960年

工973年

1980年

1981年

198工年

1982年

創設

Post　15のフログラムの貞価認められる、，

After　Care　Prcgraln始まる。

留置保護観察施設設置申請。

Detached　Worker　Program拡7長。

Sterefront　OPeration開始予定。

2．本部機関の性格

山　政府直接事業ではなく．理事会組織で間接的に事業を行う公的機関。

｛2｝募金も含め桔｛祉協議会的な活動を広く行う「United　Way　of　Ottawa　Carleton」

　のメンバー。

3．事業の目的

　オタワ広域地区に於て，特に非行行為等を起し，社会的・情緒的に適応し難い青少年に

対し．家族ぐるみ、地域環境も含めて集中的に質の高い治療教育等のサービスを提供して

環境に適応し正しい社会生活が出来る人間に育てるD

　怠慢・麻薬・アルコール乱用その他の非行青少年を補導し，立ち直るチャンスと教育を

与え．白立し社会に適応し得る成人に育てる．
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4．事業の種類

｛1［Detached　Worker　Program　6才～15才対象，街頭補導．アフターケアー，特別

　夏季計画等を実施。｛2｝Post　15　Program．16～21才対象。街頭補導．特別夏季計

　画教育プログラム等を実施。（31Residence　Program　12～18才対象，グループホ

　ーム（2ケ所），アパートメント（1ケ所）．特別教室（学習面と職業教育面の2教室）．

　夏季キャンプ，アフターケア，観察留置。

5．事業の内容と特性

　｛1｝　Detached　Worker　Program

　社会不適応の行為により調停を必要とする児童（6才～15才）と，その家族に対する集

中的長期プログラムである。

　ワーカーは，常軌を逸した行動を続けることが嫌になるような強い影響力を児童に与え

る目的をもって．児童の環境のすべてに係っていく。社会的に受け入れられる行動方針が

児童に示される。それに従って児童が行動を正していけば，生活そのものに楽しみが生れ

てくることを，種々のプログラムで示して行く。そして，環境に対し積極的に対処するこ

とと，その技術が教えられる。

　ワーカーは，また，積極的な親子関係を発展させると同時に，親に養育の技術を教える

等，児童の家族に入りこんでいく。専任のワーカーが担当するケース・ロードは5ケース

までで，それ以上は担当しない。担当量を少くするのは，クライエントの問題により強く

係っていくためである。ワーカーは，平均18ケ月から2年の間，クライエントと極めて密

接な関係を持つのである。問題を持っ児童は，強さに欠け，援助を必要とする家庭に生じ

易い。慢性的に地域社会において枠からはみ出た行動をしがちである。彼らをコントロー

ルし，態度を改めさせ，永続きするようにするために，ワーカーは彼らの環境の中で共に

多くの時間を費やすのである。

　（2〕Post　l5　Program

　社会的に受容されない種々のタイプの行為をし，教育システムにもついていけず，競争

の厳しい生産社会では生きていけないような．手のつけ難い16才～21才の青少年に対し．

実際的で治療的な街頭補導を行うプログラムである。

　新らしく試みられようとしている方法に．Storefront　Operationがある。青少年が住み

っいている街中にある建物を利用し，街路と同じレベルの1階にオフィスを設け，ワーカ

ー
が一日中常勤（9：00～17：00）して，問題を起したり．起しかねない青少年に対し，直

ちに働きかけ予防したり，定期的に通所させたりして補導を行う方法である。すでにトロ
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ント市では．3年前に実施しており，オタワにおいて当機関が，その準備を進めている。

　1982年における当機関の課題の主なものは次のようなことである。

　　①現在進めているプログラムの発展と．ストアフロント運営に関する再検討。

　　②　内容のある新らしい記録システムの導入。

　　③　時代に合致した職員研修。

　　④プログラム効果の可能性の探究。

　｛3）　Residence　Ptogram

　このプログラムには，グループホーム形態の施設が2ケ所と，アパートメントで自立の

道を訓練していく方法がとられていた。実際に見学したグループホームの一つにっいて概

略を述べてみる。施設は，冒頭に紹介した「Parkdale　Residence」である。

　（入所児童）　13才～18才の男女．8名。

　　家庭，CAS，警察その他から送致された児童である。

　（職　員）　スタッフ　6名，シェフ　1名，大学実習生　若干名，宿直　専任1名（交

　　替1名）

　　ハウスキーパーはおらず，キーワーカーが中心になって生活を進めている。

　1週間に1度職員会議2週間に1度スーパーバイザーに相談。

　勤務時間は責任者（月～金）　9：00～17：00，

　　　　　他のスタッフ（月～金）

　　　　　　　　　　　　　⑦7：00～15：00　④　12：　OO　一一　20：00
　　　　　時間差出勤の齢｝
　　　　　　　　　　　　　◎15：00～23；00　　　　◎16：00～24：00

　　　　　宿直者（月～金）24：00～8：00，（土～日）23：00～7：00

　　　　　　シェフ　クッキングタイム

　（生活指導）個人別指導プラン及びグループ指導プランに基き，かなり厳しく生活指導

　が行われている。特に共同生活ルールには，起床，消灯，食事のマナー，掃除その他日

　常の家事，外出，小遣い，安静タイム，喫煙許可時間と場所，罰金制度．その他にっい

　て，事細かに記されている。週末は，可能な限り家庭に帰省させる。

（学　校）　児童本来の学校へ通学させる。また，施設の近くにある学校の設備を利用す

　る時もある。

　（費　用）　児童1人1日当り，70ドル（カナダドル）（約1万4千円）

6．経営体系

　理事会，諮問委員会，執行委員会により管理運営される。職員数は，専門職員136名，

本部職員4名、維持管理4名が，局長の下に配置されている。実習生の配置は約10名。年
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間を通してである。ボランティアの存在も大きい。彼らは，保護司として約1年間の訓練

を受けた後，1人で2ケース位を担当する。安全に対する保障もあり，必要経費は．公費

でまかなう。

7．財政状況

　総予算（1981年度）＝1，513，979ドル（カナダドル），財源はオタワ・カールトン全域の

広い地区にわたって事業が行われており，関係地区の自治体が財政負担をしている。主な

財源は

　　United　Way　of　Ottawa－Carleton，オタワ市，オタワカールトン地方自治体ネピァ

　　ン市，カナダ市，オンタリオ州政府（地域社会福祉省），連邦政府，児童援助協会（C

　　AS），その他の地方自治体。

8．総合所見

　訪れた青少年局の本部建物の外観は，貸し倉庫か何かのようで，およそ公的な機関がこ

の中に存在するとは思えない程であったが，中の組織は実に能動的，機能的であることに

驚かされた。スタッフ及び関係機関の連携がよく保たれ，ケース指導の資料も整備され，

研究がゆき届いていた。

　青少年の非社会的な問題行動に取り組む，児童相談所という感じで，しかも直轄の施設

があり，街頭補導，家庭ケアもするという多面的な機能を有し，ワーカーを，どしどし現

場や家庭に派遣している姿勢と，一人のワーカーのケース量を意識的に5件以内におさえ

密度の濃いサービスに心がけている点に，見習うべきものを感じた。

　問題行動を起こした青少年の指導に当っては，個別に種々のプログラムを展開させなが

らスタッフを中心に地域社会の関係機関及び家族も交えた関係者によるミーティングが，

定期的に或は必要に応じ開かれ，指導方法の探究や指導効果の追跡を進めている状況は，

非常に積極的で，一人の少年を立ち直らせるためには，如何に周囲の人間関係，社会的環

境が大事であるか，更に，関係者の理解と行動が必要であるかを，教えている。

　直轄のグループホームを訪れた時，少くとも外観だけは，極く普通の街並に建っ家庭を

訪れているとの錯覚を覚えたが，ハウスペアレント制ではないためか，このホームの内部

には，やはりどこか施設らしさを感じさせるものがあったことは否めない。それにも拘ら

ず，スタッフの努力と人間性が，入所児童達を如何に好もしく変容させているかを，うか

がい知ることが出来た。一人一人は勿論，何か問題を持って入所してきた少年少女ではあ

るが，外国からの客人を迎え，滅多にない機会に，さすが緊張気味ではあったが，人間関

係のゆとりのようなものを，ホーム全体に感じたのである。　　　（文責　田中耕一郎）
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Pinecrest－Queensway　Community　Services　Centre

（ハインクレスト・クィーンズウェイ地域サービ．ス・センター）

所在地

804Grenon　Av．，2nd　Floor，

0ttawa，　ONT　K2B　6G2

TEL　6！3－820－・4922

1．沿革概要

　設置主体はRegionalSocial　Service　Deptで1979隼に設立された。地域選出市民

（Locally　Elected　Citizens　Board｝よりなる理事会構成により独立法人として運営さ

れている。理事定数18名。又．理事会はすべて公開の場で行な才）れ，毎月第3木曜日の夕

方，当センターにて行なわれている。

2．施設の種別

　Community　Service　Centre（地域福祉センター）

3．財政事情

〔1）建物等は，州の住宅公団のアハートの一部を借り，一部は市所有の建物を借りてい

　る。

②　財源は．連邦政府，州政府，市等の福祉フログラムに基づく補助金をこれに充てて

　いる。又，小額ながらバザー・パーティー等の収入や法人独自の募金活動による（共

　同募金）収入がある。

4．機関の特性

〔1）地域社会事業の統合（Coordination　of　Regional　Social　Work）

12）各種社会事業（Social　Services）
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〔3｝管轄地域はオタワ市の東Woodroff　Avenue，西は市の境界線，南はBaseline

　Readまで，北はオタワ川までの地域がサービスを行なう範囲である。

5．機関と家庭や地域との関係

（1）ホーム・サポート・プログラム　家庭崩壊や他人の助けを得られない長期療養の病

　人を抱える家庭の維持やサポートを援助する機能，即ち．7人のHome　Support

　Workerによる軽度の家事の援助，子供の世話，老人・病人に対する援助。

｛2）Teaching　Home　maker　（ティーチング・ホームメーカー）が一人居りtこれは

　地域のプログラムを調整する指導者であり，地域の必要に応じてHome・making（ホ

　ーム・メーキング）の技術向上を計るグループや他のプログラムを指導している。

｛3｝児童保護に関しては，市西部地区のC．A．Sと連携してThe　west　End　Children

　Aid　Teamのメンバーが働いている。

　主として児童の保護を目的として家庭に対する予防的働きをしている。

（4［Family　Service　Centre　Worker（ファミリー・サービス・センターワーカー）

　地域内での個人や家庭のカウンセリングを行なう人で親子問題，アルコール中毒

　（Assertiveness　Forte　Women’s　group）を対象としている。

｛5）The　Material　Needs　Committee　of　the　Pinecrest・Queensway　Community

　Servioe　Centreによる中古衣料店の開設や食品産業やこれに伴うカフェテリアを経

　営し，職業訓練と同時に地域の職場の拡大も計っている。

　上記のCommitteeはこの地域の住民よりなり，これによって管理されている。

　市の2831Dumauvier　Aveに所在する。又この収益金の中から無利子で生活困窮

　者に資金を融資する事業を行なっている。

｛6｝Crescendo　Project　これは母親と就学前の子供のためのプログラムで毎週，月・

　水・金曜日の午前中lcTiなわれる。

　次の四っの地区で行われている。

　①Michele　Heights　Community　Centre．

　②Britavnia　Woods　Community　House．

　③　Queensway　Public　S二hooL

　④Forter　Farm　Recreation　Centre、

　で運営されている。親は午前中子供を預けておくことが出来，特に計画的な保育は行

　わないが母親に対し，子育て一般の知識を教え，養育能力の向上を計っている。そし

　て栄養・保健・妊娠等の講座が設けられている。特に親同志の相互援助や子供の養育

　経験について互いに助け，より密接な関係を作り出す様‘こ“親の会“を設け，Parent
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　Support　Workerが援助をしている。　このうちToster　Farm　Recreation　Centre

　では現在18名位の母親が来ており，子供は20～30人位である。又年間50人程の母親が

　この施設を利用している。又，4時から6時まで学童保育も行なっている。B．S．B

　CIubもこの施設を利用している。その他，時折ピクニックや特別なProjectを設け

　ワークショップ等を開催している。

　このプログラムは国際児童年の記念事業として，問題をもつ親を援助して問題児童の

　発生を防ぐのを目的としたANetwork　of　Neighbourhood　based　parent

　support　programsの一環として始まり州政府が1983年まで財政援助をすることに

　なっている。

（7）法務委員会があり，各種法務相談を無料で行なっている。

6．他の機関との関係について

　このセンターはC．A．S（カナダの児童援助協会）と密接な関係を保ち，児童福祉法に

よって委託された児童や家族に対応しており，その事務所は当センターに隣接しており現

在9名のスタッフが働いている。

C．A．Sは1975年以来この地区で活動しており，1979年3月以後Pinecrest　Queensway

に所在している。

7．職員構成（職種と人数，及び組織図）

　CoordidatoL（コーディネーター）1人，　Sosial　Warker．（ソーシャル・ワーカー）8人

（特に児童に対する，或いは関係する）

Family　Counseller．（ファミリー・カウンセラー）1人

Teaching　Homemaker，（ティーチング・ホームメーカー）6人．（Home　Support　Worker）

Pre－School　Worker，4人（パートタイム）

Clerk．2人

組　織図 執行（実行）委員会

推　薦　委　員　会

資材調達委員会
ファミリーサポート委員会

Crescendoの親の集り委員会

教　育　委　員　会

レクリェイション委員会
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8．総合所見

　この団体組織は，我が国では丁度福祉事務所・地区社会福祉協議会・児童相談所が合併

したような組織である。又事実，この組織も同様の活動を行なっているが，関係して働く

人々が自分達の地域の福祉のニーズに関する情報を常に適確にとらえようと努力し，又こ

れに対して即応するプログラムを作り出そうとする真摯な態度が見られ，見学者にそれな

りの感概をいだかせたのではないだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　ー口に言えば，我々の福祉を待ちの福祉とすれば彼等の福祉は予防の福祉といえる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　柏倉　民知）
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Regina　E［ementery　School

（小学校精神衛生事業・公立レジャイナ小学校）

所在地

2599Regina　SL　Ottawa　ONT

K2B　6×4

TEL　613－829－8777

1，沿　　革

　このフロジェクトのねらいは，子どもたちが，社会的情緒的な問題を，うまく処理でき

るように，その技術（ライフスキル）と自信を与えたり，不安を除去Lたりすることであ

る。

　この計画は，カナダ精神衛生協会（Canadian　Menta｜Health　Association）オタワ

支所とオタワ教育委員会の共同企画により，Ftオタワ市民のボランティァと，学校組織内

の専門家が協力して行われている。

　1975年にRegina小学校で始まり．1980年からは，厚生省の研究助成金も得て、　Charles

Hulse小学校との2校でなされ，その研究成果が問われているそうで，私たちが訪れたの

は，レジャィナ小学校（1年から6年まで生徒数約250名，教師15名くらい）の方である。

2．事業内容

＜ワーカーの活動L＞父母と学校教師の双方に働きかけ，成長期の子育ての問題を援助す

る。（父母や教師との話合い，親の学習コース，本や品物の貸出し．トイライブラリーとの

連繋，またそれと就学前幼児及び父兄の参観，将来の進路や精神衛生問題への助言など）

ぐワーカーの活動2．〉年令に応じた，社会的情緒的問題を，うまく処理できるよう．子ど

もたちを支える（小グループで，もめごとや意志決定を討論させたり，特別な問題を，個

人的に又はグループで話合う）。

〈ワーカーの活動3．〉子ども，教職員，親，地域の人々とともに，学校に望ましい環境を
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作り出す（地区集会，大人のボランティア計画，子ども主体の地域活動，親子遠足やおま

つり．学生のボランティア計画など）。

　困難な問題を抱えた子どもたちや学校は，他の専門家に紹介するので，この事業の目的

は予防と，こどもたちの心身を健康に保っことであるという。

　子どもたちのさまさ’まな精神衛生に関する方策の中には，本格的な治療や対策を施さね

ばならぬほど進んでしまったものに対して．特殊教育施策や専門機関がある。あるいは特

別に依頼して．そのような専門家の援助治療を受けることも少くない。

　しかしそれでも，いろいろな悩みや，ちょっとした不安，トラブルで精神的に問題を感

ずる子どもは、低い年齢の子どもにも決して少くない。そうでなくても，そのような心

理的な動揺などをより適切に援助したり，子どもたちがちょっとした蹟きに出合った場合．

安全であるように，簡単にその障害を取除いてやることができるような，大人たちの子ど

も理解があれば，こんなよいことはないのではないか。

　そして子どもたちの．精神衛生面に対する正しい指導や，より豊かで健康な心理情緒に

対する指導が一層容易なわけで，そのことのために，学校内にあって，且ボランタリーな

Mental　Health　Workerの働きによって，学校の雰囲気が明かるくなったとか，子ども

たちの学校での生活が積極的になったとかの結果があらわれている。

　聞くところによるとReginaもCharles　Hulseも問題の多い校区で，低家賃による

公営住宅が多く、借家アパート住まいが80％と70％．片親だけの子どもが21％と29％

とのこと。新入学児ではなく，転入校生が30％ぐらいで移動率が高く，社会的経済的に恵

まれない地域での，成果を問われる事業であるらしい。

　小さい子どもたちにも，このプロジェクトが理解利用できるようにスライドが作られて

おり，我々一行もそれを見せてもらった。幼い恐怖，未知への不安などを．犬にほえられ

たり，高い木に登れなかったり，歯医者さんがこわかったり，おばけにおびえたり，毛虫

が嫌いだったり，さまざまなわかりやすい身近なことを通して，精神衛生教育をしようと

していることがよく理解された。豊富なプレイセラビー用の教材も，子どもたちにとって

は身近にある親しみの持てるおもちゃであり，子どもたちが自由に利用できるようになっ

ており，親たちも手軽に借りられるそうである。

　それでもこのプロジェクトが，もっと効果あらしめるようにと，常に広報面を重視しt

検討していることの苦労を述べておられたし，入学前の幼児が学校に慣れたり，学校を身

近なものに感じさせるようなプログラムもあるそうである。

　こういうことの成果であろうか，10％から15％は，子どもたち自身から相談にくるとい

う（高学年児では，それが多い）。僅かにサイコロジストに紹介されてくるものもあり，

親や先生から依頼されるものもあるが，一番多いのは，子どもたちが発育途上に出合う普
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通の問題で，人間関係，友人関係，兄弟とどうやって仲良くやっていけるかということや

又，友達がない，家族内で問題があるといったことのようだ。学校の勉強，学習や学力の

ことは，無いことはないと思うが．日本と違って．ワーカー自身，気がつかない程度のよ

うである。むしろ，外国などからの新移住者が、文化や習慣の面で，更には英語の読み書

きができないということで，カナダに住んでいる人たちの中ic．溶けこめないことからの

生活様式や社会性の相違の方が，問題にありそうだとも言っていた。

　これらのワーカーは学校の組織内構成メンバーである（週3日出てくる）。学校の職員

の一員として生徒たちから受入れられ，教師ではなく，ましてや教師を監督したり，生徒

を評価したりする立場でもないのである。ただ．先生の経験もあって，学校の内情に精通

していて，カウンセリングの専門教育を受けている方たちだそうである。このことは，何

かあった場合，相談できる相手としてとてもいいことであり，高度な専門知識を備えた，

親しみの持てる相談相手なのである。

3．総合所見

　これらのプロジェクトに対して学ばせられたのは，この革新的な実験を，ワーカーは，

カウンセリング，助言活動，精神衛生教育，特別プログラムの立案実施について記録し，

これもボランティアである4人の評価委員が，学校の方針，教師の実践から，親たちの関

係や参加，地域での展開活動にまで，広範なデータを集めてやろうとしているt自信のあ

る事業計画だということである。

　そしてこのことを支えて，教育と社会活動に，研究活動と評価の統一性を持たせようと

しているカナダ精神衛生協会の役割の素晴らしさに感心させられた。

　また，将来，この子どもたちが大人になった場合に，何か問題があったら，気軽に専門

家に相談するという態度が身にっけばいいと言われた中に，開かれた福祉，地域や社会性

に根ざした福祉の拡がりを痛感した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈文責　斉藤　忠夫〉
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Andrew　Fleck　Child　Centre

（アンドリュウフレ・ソク児童センター）

所在地

195　George　St．　Ottawa　ONT

K】N5W6

TEL　613－236　6744

1．施設種別

Daycare　and　Family　daycare（保育と家庭保育）

2．沿革と概要

　19」1年創設、、リドーストリート（Rideau　Street．）のセッツルメント・ハウスでオタワ・

テ．イ・ナー・＋flJ－（Ottawa　Dav　Nurserv〕　と呼ばれ．事業開始したe　l916年，ア1レバー

ト・ストリート（A｜bert　Street）に増設移転iしたn　I932年，アンドリューWフレック夫

人（Mrs．　Andrew　W，　Fleck）が亡夫の記念として．このアンドリューフレック・メモ

Uア・レヒ’ルディング’（Andrew　Fleck　Memorial　Building）を寄付し1970年．当センタ

ー の名称をアンドリJL一フレ．・ノク・チャイルドセンターと改称した。1969年，ファミリー

デイケアー実施計両が行われ．1970年には，ファミリーデイケアーはアンドリa一フレッ

ク・チャイルドセンターが提供するサービスのIE規の一・部門として定着するようになった。

　’L仕ンターは，私立の営利を日的としない，ファミリー援助の機関で，ケアーを受ける

了供達の両親も含めた地域社会の委員達によって構成された．ボランテでア運営委員会に

よって管理されている，．t

3．児童処遇と運営内容

処遇は3っのtyイフっまり，①幼児保育（Group　Care）．：．2‘野外～1ξ動（Country　Bound）、

：i”’家庭保育（Family　Daycare）からなり．児童処遇フログラムは次の通りである。
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　（1）幼児保育

　現在95人の幼児（2才～5才）を午前7：15～午後5：30まで毎日保育（土・日曜休園）

が行われている。通園の送迎は親によって行われるが，

　入所理由としては，①片親で就労のため，②学生の子供（含未婚の母子），③心身障害

児等である。

　子供たちは，身体面・精神面・情緒面・又社会的な面において，彼等のニードに合わせ

て計画されたプログラムに参加している。

　保育内容は自由遊びを中心として行われているが，大別すると集団保育と自由保育に分

けられる。集団保育としては，話し合い・本読み・歌唱指導等が主であるが，障害児も一

般児童と同様の扱いをしている。教育的な意味では，器物の名前・色の区別・また1から

10までの数字覚え等を教育内容にとり入れている。しかし，これらも質問に答える形で行

われ，特別ic教育するということはしていない。自由遊びの中で，数の歌をとり入れたり，

玩具の扱いも，交代制や順番を待つなど，自然に教育する形をとっている。

　95名の幼児の中，約80％は栄養不足といわれ，こうしたことに対し，午前8：00、12：00

又午睡後，午後3：30頃に栄養補給の意味でビスケットやチーズクラッカー等のおやつが

適宜与えられている。

　〈半日保育〉これらの子供は．年齢別に3グループに分けて保育が行われるが．特に5

歳児は半日保育が行われている。これは，幼稚園児のデイケアーで通園時間の関係で午前・

午後の部に分かれている。幼稚園はフランス語・英語の保育の別があり，また，旧教と新

教とに分かれ，家庭により園が異っており．それぞれの通園時間が異るので，ここでのケ

ァーの時間も異っている。

　これらの保育については，宗教問題・言葉の問題があって，困難なことが多いといわれ

る。

　（2｝野外活動

　このデイケアープログラムに入会していた学童（6才～10才）に対し，スペシャルプロ

グラムとしてデイキャンプが行われている。これは，夏期休暇・クリスマス期間・春休等

の休暇を利用し．貸切バスで近郊の公園・キャンプ場等へのキャンプを実施している。そ

こでは，有資格のキャンプ指導者が，水泳・ゲーム・ハイキング・クラフトその他の課外

活動を指導している。

　｛3）家庭保育

　現在生後6週間から10歳までの子供242名を対象lc　120の家庭でファミリーケアーを行

っている。ケアーが必要な家庭は，片親の場合が多く，これらの家庭はスタッフによって

必要な家庭が選別され，或る期間のトレーニングの後養育里親（Foster　parent）に預け
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られる。

　関係スタッフ（デイケアー訪問指導員）は6名で1ケ月に1度は，幸せで安全な・楽し

い環境を与える手助けのため．フォスターペアレンツに対し訪問相談業務が行われている。

このファミリー・デイケアーは地域内で行われるため，生みの親のためにも良い影響を与

えられている。デイケアーを行う家庭には，ケアーに必要な家財道具等も準備され，そし

て，生みの親と子供，又養育里親のための相談事業も定期的にスタッフによるトレーニン

グが行われている。デイケアーを行う家庭は自分の子供を入れて（3歳以下）5人まで預

かることができ，里子（Foster　Child）は3歳以下は3人まで，2歳以下は2人までとな

っている。

　ファミリー・ディケアーは最初80人の子供から始められたが，現在まで約3，　OOO人の子

供が世話になっている。生みの親はほとんど片親であるが，春と秋に8～10週間（1週1

回）のグループ研修が行われているが，集りはあまりよくない現状のようである。

　これらの親への研修は．子供と共に行われ，会食しながら話し合いができるよう配慮さ

れている。デイケアーの場合もファミリー・デイケアーの場合も，母親は片親が多いが，

未婚の母・問題の家庭・病気等の要因をもつ家庭が多くなり．5年前位まではグループで

のデイケアーが大半であったが，現在はファミリー・デイケアーの方が多くなっているよ

うである。

4㎡財政関係

　当センターは民間施設であり，以前は一般寄付が予算の大部分をしめていたが．現在は

行政よりの収入により運営されている。全収入の内訳は，中央政府50％，州政府30％，市

町村20％である。ファミリー・デイケアー家庭は政府の費用でまかなわれているが，利用

料は，一日ユ2ドル，半日9ドル，学童P．M．4：00～6：00の2時間の場合は6ドルであ

る。デイケアーの保育料は一日平均3～5歳16ドル，2歳25ドルであるが家庭の状況によ

り多少の段階がある。1ケ月の利用料は無料から最高370ドルであるが，中間家庭の場合

は，費用の関係で入所できない等の困難さがあるようである。

5．職員構成

　〈職員資格〉高校卒で2年間のトレーニングが行われる。

　〈職員配置♪デイケアーセンターでは11人の職員が配置され（1階6人，2階5人）保

育しているが，時差出勤制をとり個人により出勤時間が異っている。出勤時間は次の5段

階に分れている。①A．M7：15～，②7：30～，③7：45～，④8：00～．⑤8：30～。

　A．M7：15～P．M．5：30が保育時間であるが，家庭の状況により延長保育も行われ
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る。勤務中職員には2回のコーヒーブレイクが行われる。

6．家庭及び地域との関係

　デイケアーのグループプログラムへの入会希望者は，直接センターへ申込まれるが，こ

の場合．教育指導主事と事前調整が必要である。

　子供がデイケアーに入る導入時期が困難な場合があるので，段階的入園の手順に従って

調整される。即ち，最初は在園時間を短くし，子供がスタッフと完全に一日を過せるよう

になるまで，日を追って在園時間を伸ばしてゆく方法がとられている。

　ファミリー・デイケアーの場合は，子供達の本来の家庭からなるべく近距離で養育里親

を探すのに苦労があるという。両親の労働時間が普通の時間帯と異る子供に対するケアー

の時間は，限度内でかなり融通がつけられており，宿泊も可能である。

　養育里親をさがすには，新聞広告をはじめ教会・学校への広報活動また，公報誌や親の

友人等によって啓発活動が行われている。しかし，これらの啓発によって申込はあるが．

家庭調査の結果10家庭中許可されるのは1家庭程度といわれる。そのため受入れ家庭がで

きるまで6ケ月～1年位待たされるのが現状のようである。

　養育里親家庭の基準は，子育て経験のある家庭を原則とし，豊かな人柄，自分の子供を

正常に育てた人，またセンターのスタッフとよく話し合いができる人等を基準としている。

　これらの基準によって許可された家庭は，大学教授等による現任訓練（ln　service

training）が行われている。

7．総合所見

　カナダでも第2次大戦後，母親の就労が多くなり，これらのセンター等を建設するより

ファミリーケアーの方が財政的見地からもやり易い考えから，1971年以降はファミリーケ

ァーに重点をおくようになってきている。

　現在わが国でも，地域福祉が叫ばれ，社会福祉は施設中心から地域中心へ指向されてい

るが，施設の社会化のためにも，ディケアー・サービスプログラムの取入れや，ファミV

－・ デイケアーの開拓を施設が主体となって行われるべきであろう。わが国の里親制度か

らみると，養子縁組希望家庭が多いことや，里親審議会制度のあり方等，そのシステムの

改善が必要ではないだろうか。一日里親や，週末里親等養育里親の開拓や，種々の情報活

動を通じて施設や市町村単位で容易に開拓できるシステムを考えることが必要と思われる。

　Andrew　Fleck　Child　Centre訪問時の協力スタッフは次の方々である。

Ms．　Rosemary　Somers（Executive　Director）

Ms．　Isobel　Mackenzie（Family　Day　Care　Supervisor）
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Ms，　Barbara　Amllndrlld（Gr《）up　Day　Care　Supervisor）

（文責・伊藤 昭）

6

レセフシ．三ン風景）
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Childrθn，s　Hospital　of　Eastern　Ontario

　　　（東部オンタリオ小児病院）

所在地

401S皿yth　Rd．　Ottawa，　ONT

KIH　8Ll

TEL　613－737－7600

1、沿革概要

　カナダの首都オタワ市は，オンタリオ州東部にある人口60万人の落着いた感じの都市で

ある。Children’s　Hospital　of　Eastern　Ontarioは，1974年3月，オンタリオ州東部

の有志によって設立された，小児総合病院である。

2．病院の目的

　（1）オタワ・東部オタワ・ケベックの各地域の子供の健康管理の整備と充実。

　｛2）病気の子供の診断や処置に近代的な方法を用いること。

　｛3）子供の総合的な健康管理をする。そのために，子供の家族及びその地域の育成に力

　　を入れる。

　〔4）子供の保護，養育改善のために，地域の小児健康管理組織共同体と連携を持ちなが

　　ら協力していく。

　｛5）医大生及び大学院生・インターン・看護婦・その他の子供の健康管理に従事する者

　　の教育訓練を行う。

　（6）小児性疾患の難問題の研究に積極的に取組んでいき，他機関をり一ドしていく。

3．病院の特性

　ベット数は300床で．18歳以下の子供たちの健康管理と病気の治療を業務とするだけに

とどまらず，病院の組織の中に充実した社会福祉部門を持っていることである。
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　福祉部門には，27人のソーシャルワーカーがおり．入院・外来患者及びその家族に対し

てのケアーを行っている。

　その他に児童の発育相談・精神及び心身障害の養育治療相談サービスも行っている。

　福祉部門で従事している主な仕事の内容は次の通りである。

　（1）児童保護委員会では，虐待されたり．放置されている児童が病院での治療の過程で

　　発見された時は，その家族の問題としてとらえ，面接治療をしていくと共に，社会福

　　祉機関との連携を保って対処していく。

　（2）児童の発育相談室

　　　子供の発達成長過程における問題，つまり精神薄弱・言語障害・学力不振等の問題

　　を持っ児童に対して，学問的に訓練領域を持った治療室である。

　｛3｝医療相談業務

　　　児童の難病・新生児など常に生命の危険に遭遇する病に対して，ソシャルワーカー

　　はこれらの家族と接触を保つことによって、家族の対処能力に応じて援助を行う。

　C4）精神科における援助

　　　この病院は，精神科の入院設備があり，ベット数は14床である。長期入院生活が可

　　能なようになっている。入院している子供たちは，近くの特殊学校に通学できると共

　　に，個人・家族・グループと接触を持っことができる。治療においては必要な限り，

　　あらゆる機会が与えられるようになっている。ソーシャルワーカーはこの中にあって，

　　児童が再び家庭内で生活できるように．また治療が退院後も続行できるように計らう。

　　　大規模な外来治療室には，精神科医・心理学者・ソーシャルワーカーなどが，家族

　　の者に対して家族療法教育を行っている。この家族療法教育のやり方を，これらに関

　　係する専門職の人たちに，特殊技能を教える機関も，この病院の中に持っている。

　（5）身体障害児治療センターにおける援助

　　　このセンターには，100名以上の重症身体障害児に対して，昼間治療と教育を行っ

　　ている。ソーシャルワーカーはこれらの多くの子供たちと，正規の学校や社会活動機

　　関とが結びっくように努めている。

　　　親に対しては，児童の取扱い方について援助するグループを編成し，自主的な姿勢

　　で親が取りくめるように援助している。またこれらの仕事を助けるためのボランティ

　　アとしての青少年グループがあり，その人たちの指導援助を行っている。

4，総合所見

東部オンタリオ小児病院は，地域社会の小児病院の指導的立場にある病院である。

従って緊急・重症な小児患者が受診に来るようである。このことは，病院の設立目的で
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もあり，病院のスタッフはこのことを自覚し誇りを持っている。しかし反面においては，

費用がかさみ，財政的｛ζ大変なようである。感銘を受けたことは，病院が小児の病気の治

療という領域にとどまらず，子供を中心とした，親・家庭・地域をふくめた形での福祉的

立場に立って医療を行っていることである。このことは，他機関との連携を常に密にとり

ながら，小児の病気という現象から生じる様々な問題を認識して，積極的に解決していく

ために多くのソーシャルワーカーがこれらの仕事に従事していることであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　村本　智子）
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Chlldren　on　the　Hil］Day　Care　Centre

　　　　（ヒル・ディケアセンター）

所在地

Crfedaration　Bldg；P．　O　Box

904House　of　Comnoru　Ottlwa

Ontario

TEL　613－593－5466

1．沿革と概要

　これはカナダ’では唯一の，政府機関で働く人々のための保育センターである。活動を始

めて，一年しか経っていない。幼児が入所しはじめたのは，1982年5月31日からである。

　下院に働く者のみ利用することができる。このセンターは，カナダでの先例を作る職場

デイケアのモデルである。

2．施設種別

　連邦政府が，モデル設定に多額の資金を費したほど特異な保育センターである。カナダ

には，他のタイフの保育施設がある◇

3．児童の収容，受入れ状態の型式

　デイケアは，低所得家族，あるいはデイケアの必要性の高い，家庭暴力・片親・社会的

に孤立しているような家庭のために，市当局によって財政的補助を受けている。デイケア

センターの中には，障害児の母親の救済・援助のために，障害児を受入れている所もある。

またデイケアの費用を賄うことができる家庭もセンターを利用することができる。

　ここのセンターの費用は月額312ドル50セノト。片親のみで市の補助を受けている者が

5名いるとのことである。

4．児童措置の特性
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　子ども達は，デイケアで治療を受けるのではない。他の子ども達と仲良くなり，考えを

学ぶのである。子ども達は絵をかいたり，物語を読み戸外遊び等をする。そうした創造芸

術的あそびを通して知的発達をうながすと共に，生活力も育てていく。

　家で虐待されていた子ども達は，デイケアで積極的な生活方法を学び，抱いてもらった

りして安心感を得るのである。

5．施設と家庭，地域との関係

　ある子どもが家で濫用，虐待されている疑いがある場合，法律によって，デイケア職員

はその家庭を援助するか．子どもを保護（家庭から連れ出す）する。

　このことは，児童援助協会に報告することが必要とされている。

6．施設と他機関との関係

　デイケアは，市の基金によるが，その基準は州政府によって設定され，監視されている。

悪いデイケアは閉鎖される。

　児童援助協会へ報告するという法的条件の他に，他の機関との関係は，デイケアセンタ

ー それぞれによって多様である。

　学校と密接な関係にあるもの，福祉施設に密接な関係のあるもの，アルコール中毒の親

たちの中間施設と関係深いもの等もある。

　デイケアは，家庭が崩壊しないように保護し．暴力を防ぎ，ストレスを和らげるよう意

図されたものである。

7，職員の構成

保育担当，給食関係，各2名，ボランテア数名，他にセンター責任者

8．総合所見

　下院内の特殊なデイケアの他に，母と子の教育センターやカールトン大学付属幼稚園に

なっているという保育センター等も見学した。下院で働く婦人の永年にわたる要望により

開設され，現在定員25名のところ19名が利用している。下院の一部を解放してもらい利

用しているということで，幼児保育には多少不向きな面もみられ，遊び場も限られていて

狭かったが，働く母親が安心して子どもをまかせることができるという点では，大変素晴

らしいと思った。保育料の高いことで，見学した私共は驚いたが，そこで働く職員の収入

に見あうものなのであろう。

　ともかくも，新しい試みとして．政府機関が援助し設置にふみきり，その後の運営は利
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用者にゆだねるといった点，今後の職場におけるモデルデイケアセンターとして，大変画

期的なことであると思った。

　カナダでは，児童援助協会（C．A．　S）が，子供たちをあらゆる虐待から保護するため

に作られ，そうした子どもたちのために24時間，何時，どんな問題が持ちこまれてもよい

ように運営されているという。デイケアセンターも，C．A．Sの指導する機関の一つであ

り．私達は，他にカールトン大学附属の保育施設や，母と子のための教育センター，資源

センター等も見学した。特に母親と子どもの利用する保育施設にっいては，大変関心をも

った。

　その多くが，低所得者を対象としているもので，若い母親たちが，（未婚の母親も多く，

子どもを育てることをしらない，遊ばせる遊具もない）時間をとって．保育の仕方を学び

にくる。又，ボランテアとして登録し，保育施設に出入りし，自分の子どもをみながら，

他の幼児の面倒もみている。又週に何回か母親教室に通ってくる者もいた。子どもの扱い

上の疑問点など，保育担当のケースワーカーに，何時でも質問できるようになっている。

　日本の保育所．幼稚園では，中々母親教育にまで手がまわらないのではないか。また，

親は幼稚園教師より学歴が高いために，かえって問題が大きくなっている向きもあるとい

うことも聞いている。

　カナダでは，母親教育のためのケースワーカーや，崩壊家庭等の指導にあたるホームメ

ー カー等の養成についても，各地区で力を入れていた。デイケアセンターでの幼児処遇や，

母親教育センターで，その指導に当る職員の人員配置も，対象者の処遇に見合ういき届い

たものであり，40人の幼児を一人ないし二人の保母がみるB本の現況からみて，考えられ

ない処遇内容であった。（しかし，余りにも合理的な処遇方法に，自分自身ついていけな

い何かがあったような気がする。）

　カナダにおけるC．A．S活動の活燈さを肌で感じとった研修であったが，それだけに児

童福祉問題が大きく取りあげられ，子どもに関する問題が多発していることを感じないわ

けにはいかなかった。

　それにしても一歳半の子どもを夜間託児所に預け，深夜スナックで働いている日本の養

護施設の卒園生を思うとき，何故か心淋しいものを感じてならない。カナダとは，別の形

で，日本の子どもたちのことも，近い将来，もっと話題になる時期がやってくるのではな

いだろうか。日本の幼児教育にっいては，もっと少人数で保育できるような対策があって

良いと思うし．保育施設へ入所させることで．親の責任を他に転嫁するような保護者であ

ってほしくないと．つくづく考えてしまう。かけがえのない次代のにない手である子ども

達tcもっと視点をあてて．今のうちになんとか対策を立てていきたいものだと今回の研修

を終えて思っているこの頃である。　　　　　　　　　　　　　　（文責　村本　智子）
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Canadian　Mother　Craft　of　Ottawa，　Carleton

（オタワ・カールトン・カナディアンマザークラフト）

所在地

983Carling　Ave．　Ottawat

Ontario　KIY4Es

TEL　613－728－1830

1，沿　　革

　そもそもCanadian　Mothercraft（カナディアン・マザークラフト）は，戦前からあ

ったのだそうで，従来はある啓蒙運動であったものが，その内容の充実，事業展開の適切

さにおいて，大きな拡がりになったものと思われる。

　即ち．マザークラフト運動というのが1907年，ニュージランドで，医学博士Truby

King卿によって創められ，これの強力な支持者であったIrving　Robertson夫妻によっ

て．Canadian　Mothercraft　Sosietyとして1931年に発足しているのである。更に1945

年トロントにあるオタワ支部が開かれ，私たちの訪れた所は，1977年Canadian　Mother－

craft　of　Ottawa－Carltonとして独立し，この地に移ってきたものである。

2．事業概略

　妊娠から出産，そして子育てに関して，母子の安全とより健全な養育が，医学的教育的

に，また家族の協力や社会の理解の中で，母子の心身両面にわたる援助を目的として，さ

まざまな事業を，きめ細かく展開している，民間の団体である。

　妊娠中の母体を護ること．胎児への悪い影響を避けること，出産に対する偏見や不安を

取除き，正しい知識と安全な準備をもって、障害を伴わない｝．1：i産を迎える訓練．出産後の

母子の身体の安全保健的なこと，子どもを育てる乙との尊さとその目的まで指導し，難し

さに対しては親の誇りと喜びを与えること等，限りない意義を，愛情をこめて推進する団

体である．
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　このような家族に対するさまざまなサポートのために，出産準備教育，育児教育，養育

相談，電話カウンセリング，乳児保育と，養育者養成などをやっているのである。勿論

専門家を配置し，理事会が運営するのであるが，新しい有効な事業を公共に買ってもらう

という考え方が，ここでも覗えた。以下，強調された4つのプロジェクトについて説明す

る。

　（1）乳幼児の日中保育

　Infant　and　Toddler　Daycare　Centreとして，5か月から3歳まで，7時半から午

後5時半までの時間帯で保育している。オタワのダウンタウンで，2人のスタッフが6人

の乳児を預って始め，1977年ここに引継いでいる。現在30人の乳幼児が，大体3っのグル

ー プに分けられ，10人のスタッフで見ている。Infant・Gは6人に2名のフルタイムの職

員，Junior　Toddler・Gは10人に3名の職員，　Senior　Toddler・Gは14人に3名の専任

とハーフタイムの職員1名がついているそうである。どの組もそうだが，特に乳児に対し

ては，保育所然としたやり方でなく，家庭的雰囲気の中で，日課的なものよりも，1人1

人の子どもの発達のニードに応じ，自然に個別的な発育が伸張されるようにしていると強

調していた。隔通性のあるカリキュラムで，幼児刺戟教育による感覚訓練を重んじている

ようである。

　②　養育者の養成

　Education　of　Care　G｛vers　for　Fammily　Home　Day　Careに対して，連邦政府

から2年間，マンパワー・トレーニング・プログラムとして資金が出ている。カナダの幼

児保育が，現在，集団保育は15％であり，あとの85％はFammily　Day　Careだという。

即ち，一般家庭を開放して，ライセンスを持った者が最高5人まで，保育料をとって保育

しているのだそうである。この保育者のための養成講座がそれで，週5日，20週間にわた

り教育を受けるのである。応募者は1回の募集に90人ほどあり，20乃至20数人が選衝され，

13週間の講義と，7週間の実習の上．テスト（ここのスタッフが問題を作り認定する）が

ある。説明では12週と8週と言われたが，講義は週30時間，実習は週40時間，午前と午後

にそれぞれ3時間と4時間，計390時間と280時間勉強するのである。合格は9割ぐらい

だそうである。

　養成のソースは極めて実際的である。また実践上の問題点にっいて，夕方の特別の補足

コースが展開されることもあり，保育者のためにさまざまなインフォーメーション，通報

活動が提供できるようになっている。このことは親たちの方にも用意され，家庭保育に託

している親たちのためにも，別の保育情報を受けられるようになっており，預けた親とし

てまた知らねばならぬ知識理解のためのコースもあり，心憎い配慮である。

　保育ママの養成はやっているが，協会が資金を出して，デイケアのホームを奨めるよう
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なエイジェントではないそうである。養成講座の指導者たちは，大学とかで専門の教職課

程をマスターし，別の専門学校で，保育技術を担当しているなどの人が，講師としてくる

のもあり，実技面では，協会のデイケアの職員も関わるようである。

　（3）訪問保育指導

　このパイロット・プログラムには，州政府からの資金が出ているそうで，次の3つがあ

る。

①スタッフが乳幼児の家庭に出向き．保育の実際を調査し，そのリポートにより，更

　によりよい養育ができるよう，アドバイスする。

②ワークショップ，研究会を開き．母親たちに積極的に参加してもらい，家庭における

　養育のあり方や，その具体的実技的な方法などを展開し，更に充実する。

③　子育てが，核家族化の中で孤立化することからおこるさまざまの弊害（家庭における

　子育てに埋没する親たちが，その心身の集中が，そうでない社会の生活パターンや人と

　の交際を限定してしまうおそれがある）や問題の除去のため，家庭保育の連帯性を意図

　する。子育ての普遍化社会化とでも言ったらよいか，親同志の交際を深め，グルーピン

　グを促し，ピクニックや博物館へ子どもを連れていくことをコージネートするような試

　みにより，実際的な子育ての技術と，その偏向矯正などを，ダイナミックに発展させる。

　｛4｝直接的指導

　これは，新生児に対するクリニックや，妊産婦教室のようなものである。事業概略の中

で述べたようなことなどで，出産時の苦痛を柔げるような呼吸法などは勿論，カップルを

対象にし，男たちにも妻の出産，子育てに協力することにも力を注いでいるということで

ある。

　（5｝その他

　さまざまの母子保健，母性の権利保護，周知情報伝達などの事業を手がけており，パン

フレットの作製，講演会の開催などもあるようで，妊娠中の喫煙の害を大きくとりあげた

り，母乳で育てること，歯を丈夫に保っこと，車公害から子どもをまもることなど，離乳

食や栄養食品の資料．罹りやすい病気や伝染性疾患の知識や治療。一方，女性としての，

母親としての社会的権利擁護活動と，その知識情報の解説など，数限りない活動を拡げて

いるようである。

〈保育のメモ〉

　施設に運営費を払うという考えはないようで，認可した保育施設を利用する者に，公的

扶助をするといった考え方らしい。

　補助金の内訳割合は，連邦政府5，州が3，市が2の割合である。

　ここでのデイケアは，1日27ドルの保育料（約5，000円）で，高い方らしく，ほかには
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25ドルの所もあり，家庭保育なら20ドルぐらいと自由にきめられるらしい。

　30人中，1人だけが全額公費扶助，2人は部分補助，残り27人は全額自費だが，プロ的

職業の人が多く，それでも預けていくそうである。

　協会の資金としては，基金が事業の基盤になっているだけで，共同募金からの援助もな

いようである。

　やる事業ごとに，さまざまなソースから金をもらうわけで．デイケアそのものは有料で

あり，サービスを買ってもらうという考え方だと強調された。

3．総合所見

　建物，設備はよく整備されていたが，デラックスなものではなかった。実はこの土地建

物は，ここにオタワカールトンのマザークラフトが入る以前，即ち1864年から1964年まで

の100年間，養護施設としての歴史があったらしく，それなりに，さまざまの事業運営を

してきたことが覗われる掲示があった。おそらく数十人の子どもを，グループホームふう

に養護していたと思われるところがあったのだが，もう代がかわって伝える人がいなかっ

たのか，そのことには触れてもらえなかった。礎石に，次の文字が刻まれていた。

　The　Protestant　Orphan’s　Ottawa　Incorporated　l865

　Protestant　Children’s　Village　1930

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　斉藤　忠夫）
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Lady　Evelyn　Public　School

　　　（レディーエヴリン公立学校）

所在地

63，Evelyn　Av．　Ottawa　Onq

KlSOC6

TEL　613－238－7561

1．沿革概況

　学校は開校して二週間，他の施設も創設されて一年足らずである。児童援助協会の機構

の一っであり，学校でありながら，福祉活動をとり入れていた。

2．施設種別

　初等教育センター

　親のためのリソースセンター

新生児教育協会

3．財政事情

　市と州で負担

4．施設の特性

　地域の要望によって創設された学校と保育施設である。

　スタッフ，教育委員会，ソーシャルワーカー等が参加して計画し運営している。

学校でありながら，福祉フログラムに学校を提供している。

5．収容児童のタイプと受入れ条件

　6才から8才児までの初等教育と0歳から5歳児までの親子教育を行っているが，子ど
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もよりもむしろ母親教育に力を入れている。

収容児童は，地域ならびに，その近辺の子ども達で特に制限はない。親子ともに教育を

うける場合には，登録制となっている。

6．児童処遇上の特性

｛1）　レディーエヴリン学校

　学級は固定したものではなく，学習内容によって，3学年が同時に学んだり，グループ

にわかれて学習することができる。

｛2｝親のためのリソースセンター

’一）親と子が登園してきて，子どもを遊ばせながら．学ぶことができるようになっている。

C・　一日の終りに先生方との研究会に参加し，ディスカッションをすることもある。

り　会員は，毎月の広報を受けとり，本や玩具やレコード等を借りたりすることができる。

　その他，いろいろの情報サービスをうけることができる。

L’・同じ問題をかかえる親をコース別に分けて指導，子どもよりもむしろ親教育を重視して

　いる。なぜかというと，子育ての経験のない親たちだからである。

ct）ここは，あらかじめ登録制になっている。

｛3）地域に対する適切なサービスも行っている。

7，施設と家庭や地域との関係

⊂）社会教育，成人教育，体育会等に学校を提供している。

・．． 保健活動，住宅関係，警察相談等のカウンセIJングにも施設を利用している。

8．施設と他機関との関係

　児童援助協会，教育委員会，

稚園となっている。

カールトン大学（ブリスクールが、カールトン大学付属幼

9．職員構成

　初等教育各クラス　　2名

　幼児教育各クラス　　2名

　午前，午後の2回にわけて保育している。

　校長，事務職員を各々のセンターに配属しポランテア（カールトン大学学生を含む）も

受入れている。

　全校生徒数127名
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10．施設見学

　午前中訪問したカナディアン’マザークラフト（カナダ母親教育会）で聞いた事業内容

は，

Oファミリーサポートに力を入れている。

oファミリー・デーケアの養成　20週かけて，家庭保育の指導者を養成している。

C，パイロットの養成，乳幼児のいる家庭の訪問調査

o新生児に対するプログラムを持っている等で，保育内容としては，余り日課にこだわら

　ずに，知的発達，健康管理等に力を入れている。定員30名を保育者10名で預っている。

　保育の現状は，母親にも参加させ，幼児の扱いになれさせ，場合によっては相談に応じ

　てやったり，親の意見を聞き指導助言したり，医師の指導も受けていく。

　保育の実態　15％保育所，85％家庭であるとのこと。

このような話をふまえて，施設見学を行う。

Cl）　レディーエヴリン学校

　スタートして間もないが，地域のよりよい福祉を考慮に入れて運営されているという。

　二階は学校4教室，6歳～8歳児利用，6，7名で歌をうたって聞かせてくれたり，絵

日記による指導を受けていたり（これも少人数），体を動かしながら数の勉強をしたり，

ピアノに合せて体を動かし，歌ったりしているクラスがあった。

　説明にあったように，プログラムの内容やその発達段階に応じて，数人を指導したり，

20名位をまとめて指導したりしていた。日本のように40人を教室に入れて教育していく画

一的な方法とはかなり開きがあった。

（2｝　リソースセンター

　一階は社会教育プログラムのために使われていて，保育室では0歳から3歳位までの乳

幼児が，その母親達と一緒に遊んでいた。若い母親達は，わが子を扱いながら．疑問点．

遊具の与え方等，その都度ケースワーカーの指導を受けているということで，母親とワー

カーのコーナーには，常に相談のための指導員が待機していた。

　木馬にまたがっている幼児を母親がそばでみていたり，生後2，3ケ月のベビーコーナ

ー
には，赤ん坊とその母親がいた。又中央には足のっいているブロックの入れものがあっ

て，ヨチヨチ歩きの子どもたち3，4人がブロック遊びをしていた。

　その年代に合わせた遊具が利用できるようになっている。ことに赤ちゃんコーナーの工

夫等面白いと思った。

　赤ちゃんコーナーは，巾の広いゴムを利用し，一人遊びができるよう工夫，さげてある

おもちゃ等も色鮮やかなものではなく，乳児の遊具iζ適したものであったと思う。
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や

　　　　　巾の広いゴム

カ
ガ

、
、

、

　　　　木馬

　スタッフの仕事は，気軽るに話せる場所の提供と，保育に必要な環境を整えることだと

説明。

　　　ここは，あらかじめ登録して指導を受けることになっている。

　　　同じ問題をかかえる親をコース別に分けている。子どもよりむしろ親教育を重視し

　　ている。それは子育ての経験のない親たちだからである。

（3）プリスクール

　4，5歳児を預っており，カールトン大学の付属幼稚園になっているという。保育室

には10人程の幼児が腰かけていた。その片隅に子ども達の出入りできる小さな家があり，

ここで，ままごと，お客さまご’っこ等をするものと思われる。（4，5人は入れそうであ

る）創作室，更衣室の色別ボックスが目につく。子どもが見分けやすいためにそうしたと

の鐘：㌫，台。木。。纐丈。、。。．，，，ヤや》。。。，な遊具があ。た．

巾40cm位で幼児が乗ってシーソーあそびをしていた。長くそろえればトンネルにもなる

し，馬とびの背にもなりそうなもので，芝生で遊ぶのには最適だと思った。

　今年の12月3ユ日までに4歳の誕生日を迎えていれば，翌年9月には入園することができ

るという。

　午前．午後のコースにわけて保育している。保育者は同じであるとのこと。

11．総合所見

　学校教育の中で，地域福祉に関与しているということに対して，大変興味を持った。

（C．A．Sの機構の一つであったものと思われる）それだけに，母と子の問題が社会的な

問題として，大きく取りあげられてきているように思う（とくに未婚の母の問題にっいて

　　　　　　　　　　　　　　　　　一162一



は深刻なようであった）。子どもic合せて少数のグループで学ぶことも，集団で学習する

こともできるというクラス編成についても，日本の現状では真似ることのできない一面な

のでなないだろうか。

　地域に密着した福祉政策とその活動，対象児にかかわる職員の数の問題は，日本とは格

差があったし，土地の広さに対して，住む人の密度の低さ等，すべての面で国情の違いを

痛感したことであった。

　それにしても，カセットに吹きこまれていたカナダの子ども達の歌声は，H本の子ども

とちっともかわらない，可愛いい無邪気なものだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　内山　道子）
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The　Nθw　England　Home　for　Little　Wanderers

　　　　（ニューイングランド子供の家）

所在地

161South　Huntington　Av．

Boston　MASS　OI）130

TEL　617－353－3760

1．機関の性格

　私tr．．の法人組織で，人種・信仰・国籍の如何を問わず，児童及び家族が必要としている

諸問題に個別に対応し．営利を目的とせず，如何なる宗派にも囚われない児童福祉事業団

である。マサチューセッツ州児童局から，里親委託，養子縁紺，居住施設，教育業務の許

可を受けている

2．沿革と概要

1865年

1872年

19i5年

｜940年

1952年

1954年

1971年

1974年

1982年

創設

保育所開設　家庭訪問実施．

児童治療学習’罫業開始、

Longview　Farm（グtレーフホーム）開設。

Everett　House　（グルーフホーム）開設

Orchard　Home　（ク1「レーフホーム）開設

家庭資源開発事業開始

週末帰省フログラム開始，、

青少年自、Z訓練（｜4」層～18才）開始

　南北戦争の直後，街に溢れる孤児を救うため当時の金1／iドルの資金を以て創設された

6［は当時の歴史に残る活動として，孤児列車の存在がある　孤児達を列車に乗せ，ミンガ

ン州やオレゴン州の広人な沃地に送り込み，農作業等に従‘Pさせ．自立させていった。
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　教会前で開かれる住民の自治集会等の席上歌を歌う子供達の中には．幸運にも見込まれ

て養子縁組が決まるというケースもあった。

　1890年には，施設としての規模も固まり．健全育成のためのプログラムが実施されるよ

うになったが，家庭を第一義とする方針は続けられた。

　児童のケアに、ソーシャルワーカー，心理学者，精神科医，小児科医等の専門家がチー

ムを組んで，より適切な個別ケアの推進が図られるようになる。

　大舎制の是非が問われ，次第に大型施設からの脱却が始まり，1960年代までに，各地で

グループホームが誕生．より良い方法を見出すための試行錯誤が繰り返された。

3．事業の目的

　人間関係或は経済面等の欠損家庭，所謂，崩壊家庭から児童を守り，情緒障害や精神障

害を有する児童に適切な治療と養護及び教育を行うと共に，家庭の健全化のためにも専門

職員を配置し，地域社会・家庭・児童を総合的にケアして，崩壊を防ぎ，立ち直らせ．自

立の能力を養成し，機会を与える援助を行うことを使命とする。

4．事業の種類

　直接事業と，経営のための本部事業に分けると次のような種類がある。

｛1｝直接事業（Direct　Services）

　①施設収容と治療教育（Residential＆Educational　Services）

　次の4ケ所の施設がある。

　　④　The　Knight　Children’s　Center（Day　Treatment　Schoo1を含む），

　　⑧　しongview　Fam　（Day　Treatment　Schoo1を含む），

　　◎　Chrchard　Home
　　　　　　　　　　　　｝グループホーム形態。
　　◎　Everett　House

　②　地域福祉事業（Community　Services）

　主なものは次の通りe

　　④　家族資源開・発（Family　Resources）

　　㊨家族教育（Family　Life　Education）

　　◎　里親家庭開発（Foster　Homes）

　　◎　里親養育（Foster　Care　Social　Services）

　　⑤本来の家庭へ（Children　ln　Own　Home）

　　⑧　養子縁組及びアフターケァ（Adoption＆After　Care）

　　⑥　青少年自立訓練（Adolescent　Cluster）
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（2｝本部事業（Support　Services）

　主な仕事として次のようなものがある。

　｛1｝管理（Administration）

　｛2｝財源確保（Fund　Raising）

　〔3｝地域関連事業及び広報活動（Community　Relations＆Publicity）

　（4｝建物（Administration　Building）

5．事業の内容と特性

（1）施設収容と治療教育

　実際に見学した施設“The　Knight　Children’s　Center”について述べてみる。

〈認可関係〉マサチューセッツ児童局から収容治療施設として許可され、社会福祉局

（DSS）からグループケア施設として許可。マサチューセッツ教育局特殊教育部より条例

第766条を適用，収容及び通所学校として認可。マサチューセッツ州第766条認可教育施

設協会のメンバーであるe（MAAPS）

＜対象児童＞6才～12才，情緒障害児童。

〈定員〉収容　　24名，通所　　18名

く施設の方針，処遇等〉一般の学校で問題があり，或は情緒障害を起している児童を入所

又は通所させ，一日も早く問題を治療して家庭へ戻し一般の学校へ復学させることを目指

す。家族の係りを特に重視し．家族ケアや親の教育も併せて行う。親の参加がなければ児

童の問題解決は程遠い。週末及び沐日には必ず家庭（生家・里親を問はず）に帰省させる。

　インテークの際，児童にも親にも施設を十分に紹介し見学させて納得させるが，親が．

同意書にサインしない限り入所させない。

　入所期間は，マサチューセッ：7州の法律で18ケ月を超えないことが定っており．延長し

なくてはならない場合でも，公的な描置費は打切られる。

　指導方針は．所長を中心とした，学校長，直接処遇職員．教師．有資格看護婦，ケース

マネージャー，スーパーバイザーによるチームによって検討され．個別プログラム等の処

遇計画が決定される．精神科医も加り，処遇計画は年に2回位．再検討される。その間，

チームによるミーティングは，週に1回の割で続けられる。

　児童の入所と同時に、親に対する働きかけが始まり，本人と家庭の両面から児童の立ち

直りを促進させる、入所児童の三分の二は．過去に一度は必ず精神病院に入院したことの

あるケースで，その中の二分の一は直接病院から入所しているc入所直後は，おびえも手

伝い，自殺や無断外出の恐れがあり，細心の注意をもって指導する必要がある。

　3階建の建物の2階のフロアが居住施設としての生活空間で，児童8名宛のグループが
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3区画有り，1グループに直接処遇職員2人（Care　Worker）．カウンセラー1人，宿直

専門職員1名が担当として配置され，夫々に，居室5室（ダブル3，シングル2）．ワーカ

ー の部屋，食堂，談話室，集会室その他の諸設備を有している。3階には，治療資格を持

っ看護婦の部屋（Nurse　Practitioner），静養室等の設備があり，1階のフロアは学校で，

大きな体育館，食堂運動場（戸外）を備える。

　学校は4学級に分かれ，年齢区分と共に．仲間意識を尊重してPeerグループ（仲間）

で分類されている。学習中，態度や素行の思わしくない児童を一時的に入室させる安静室

が設置されている。

〈職員〉マサチューセッツ州教育局児童部の条令第766条による配置基準と．社会福祉法

による配置規則に従って，次の専門職員を配置している。

［ソーシャルワーカー，精神科医師小児科医師，心理学者．特殊教育教師直接処遇職員，Nurse　Practitionerその他］

　但しこの中で，直接処遇職員（Child　Care　Worker）については，未だ資格制度が定

っておらず，当事者からその必要性が呼ばれ，制度確立を申出ている最中だということで

ある。

〈財政〉緊縮財政の風波を受けて，特に居住施設に対する措置費は余り期待出来ないのが

現状であると云う。州政府との契約で，年間63万ドルの措置費を受ける。（33万ドルが福

祉面，30万ドルが教育面）

　州政府との契約は1年毎に更改される。政府が施設のサービスを評価しなければ，契約

はされないという厳しさがある。

　また，入所児童1人に要する年間経費は，約2万5千ドルで，里親委託の凡そ4倍が必

要となる。

　児童の問題が難しさを増し多様化する今日，緊縮予算の中で財源の確保と共に効率的処

遇を如何に推進していくかが，民間施設としての今後の大きな課題であり，その経営に工

夫と努力が要望されるのである。

②　地域福祉事業

　コミュニティ・サービスの柱をまとめると次のようになる。

　①児童と家族に対する事業。

　　o親と児童の問題に対する相談。

　　o個別カウンセリング。

　　Oグループカウンセリング。

　　O家庭生活教育
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　　O他の機関への送致

　②地域社会；C対する事業。

　　O教育と相談

　　　（親集団・諸機関・近隣グループ等に対し，研究部会・管理指導討論グループ・相

　　　談等を行う。）

　③里親開発，養子縁組等の事業。

　　Oラジオ・テレビ・新聞・ポスターステッカー等での呼びかけ。

　昔と異り，里親希望者が減り，その募集には工夫と努力が要求されるようになった。上

記の如き媒体を通して呼びかけを行うと共にスローガンを募集し，優秀な人には夕食を提

供する等の方法も採用している。

（スローガンの例）

　It　takes

Special　Parent

　for　a

Special　Child

Bring　Some　Light

　Into　a　Child’s　Life

（モデルの子供の写真）

Become　a　Foster　Parents

（ステッカーの例）

　　　AChild’sFuture　is　Tomorrow

　　　Be　a　Foster　Parent　Today

（里親に支給される費用）

　　Age　　　　　　Boads　　　　　　　Clothing

　　　　　　　　　（per　week）　　　（Per　year）

　　0～12才　　44ドル　　　　　　180ドル（その他現物支給あり）

　　13才up　　　66ドル　　　　　　 240ドノレ

　連邦法では，放送機関は毎日必ず社会福祉をとり上げ放送しなければならないことを規

定しており，コマーシャルは20秒～30秒の短時間だが，これを利用している。

（里親の資格）
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　昔の条件は．自宅を有している。収入水準がある。母親は必ず在宅する。

　現在は，暖かく対応してくれる人。ワーカーに協力的な人。生みの親にも耳をかす人。

　単に金目当の人もいるので、この辺をよく見究めることが大切であるとは，考えさせら

れる時代の様相ではある。

（3）本部事業

　民間施設の本部事業として最も重要なことは財源の確保と，協力者の開発である。

　ニューイングランドホームの支持者達から1981年において記録的な54万ドルもの寄付を

受けた。この中，基本財産の積立にも使われる遺産の寄付が総額38万ドル以上にのぼって

いることは，特筆すべきことだと思う。

　政府も，少なからず民間施設に対し運営努力を期待しているのである。サービスのプロ

グラムと実施内容において，政府の契約をかちとるためには．他法人との競い合いも必要

であり，サービスが少しでも劣れば，翌年は政府から認めてもらえないというのが．米国

の現状といえる。民間としての厳しさとその特色がにじみ出る所以である。

6．経営体系

｛1）法人組織及び職員構成　次頁の通り

（2｝その他　大学実習生の配置．ボランティアの導入，友の会の協力，後援企業の協力。

7．財政状況

O収入財源の内訳（割合）

　州政府一54％，基本財産一29％，一般寄付一17％

O総予算の支出（割合）

　直接事業一77％，本部事業一23％

　予算案は，毎年管理本部で作成し理事会の承認を得る。慎重の中にも創造的な経営に心

がける。遺産や不動産の寄付は，当機関を支えている大きな財源といえる。本部開発部と

しての努力も，児童福祉への理解と協力を惜しまない人々の支えがなければ，これ程の実

を結ばなかったであろうし，マサチューセッッ州住民の心意気を感ずるのである。

8．総合所見

　政府が予算を引きしめても，民間として勇ましく財源獲得の努力を行い．また，協力者

も多く，よりよい児童福祉へのプログラム編成とサービス向上に励む。大切なものを大事

にし，守ってゆく精神がある限り，いかなる問題の多様化にも対応していく姿を見た。

　しかも，民間人，企業．学者，政府役人，ボランティア，学生，病院，学校、その他の
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人々の人脈の交流が極めてスムーズで，ネットワークが完成されていると感じた。問題の

核心に迫る論議が，これらの人々の間で為され．必要なことに対する対応がいかにも早く，

このことだけは，何としても，我が国が見習う必要ありと痛感したのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　伊藤　　昭・田中耕一郎）

　　　　　　　　　　　THE　NEW　ENGLAND　HOME　FOR　LITILE　WANDERERS
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ThθCommomwealth　of　Massachusetts，　Department　of　Social

Services－Region　Vl　　（マサチューセッッ州第6社会福祉局）

所在地

69Cana｜SL　Boston，　MASS

O2114

TEL　617－367－2040

1．沿革と概要

　マサチューセッツ州は，現在人口573万人，面積約2万平方kmである。州都はボス

トン市である。此の地方は早くから移民が定住し，歴史的にも．文化的にも由緒ある地方

である。現在，州を第一から第六まで大きく六つの行政区域に分け，それぞれの地域に地

域行政局がある。その下ic一っの行政地域を，人ロ6万人から20万人単位に5つから6つ

に分けた小地区がある。小地区に福祉事務所が置かれている。このように福祉行政組織が

細分化されているのは，福祉行政が中央集権になることを防ぎ，地方に分散することによ

って，地域のニードにあった，より細かな福祉活動ができると共に．新しい事態にすみや

かに対応できるためである。

｛1｝予算について

　現在州の社会局の年間予算は，約2億ドルで，職員は2，500人である。

　この予算の中には，連邦政府の補助金が．300万ドルから400万ドル含まれているが．

それは微々たるもので福祉に関する企画，運営は州でほとんどなされている。

　州の社会福祉局長は，州知事によって任命され，任期は4年である。局長は，社会福祉

に関係する法令を改正したり，新しく法律を作る権限が与えられており，州における社会

福祉行政の最高責任者である。

　予算については．年間の社会福祉計画に基づいて，社会福祉に関係する諸委員会が具体

的に事業内容を計画設定し，州議会で審議し可決される。従って福祉事業計画の中には．

連邦政府の規定によってなされる事業もあり，これらの事業については，実施された報告
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を連邦政府にしなければならない。

（2）Department　of　Social　Services－Region　6（D．　S．　S．）

　マサチ＝一セッツ州に生活する児童・家庭・障害者へのサービスを提供するために，

1978年州議会によって設立されたものである。1980年7月1日に活動を開始し，地域社会

に根ざした福祉の推進に力を入れている。D，　S．　S．が現在最優先事項として取組んでいる

ものは，家庭の健全育成である，それは，D．　S．　S．で扱うケースの中で，家庭崩壊による

ケアが圧倒的に多いためである。児童が健康で安定した生活が維持されて，はじめて有能

で自活できる大人に成長するのである。従って児童はできるだけ家庭に留るようにケアす

るが，どうしても不可能な場合には．それに変わる里親あるいは養子縁組された家庭の中

で養育されることを基本としている。

　自分の本来の家庭で生活できない児童が，現在D．S．　S．の保護の中に約1万人いる．、こ

れらの児童に対して，適する里親や養子縁組可能な家庭を開拓するのも，D．　S．　S．の仕事

である。特別に取扱いのむずかしい児童を養育してくれる里親や養父母に対しては，州が

補助金を支払っている。

　児童は，本来基本的に家族と共にあるべきであるという理念に基づいて，2隼前に1）S．S．

が中心になって児童福祉施設の再編成を行った。1960年から70年までの児童福祉は，どち

らかというと児童は児童として親から切り離した形で処遇がなされる傾向が強かったが，

現在は児童を家庭の一員として，家族全体をとらえた形で処遇を進めて行くことにしてい

る。1980年までは，約1万人の児童が施設で養育されていた。そして児童の施設入所期間

は，平均して5年から10年と長いものであり，この状況は児童の成長発達の過程で色々な

問題を生み出し，好ましいものでなかったのである。

　従って施設に入所していた児童の内容を一人一人よく検討し、本来の親にできるだけ帰

えす方策がとられた。現在州には養護施設は，まだいくっか存在しているが，施設に児童

が18ケ月以上（連邦政府の法律では3年以上）措置されていることのないよう法律で定め

られた。従って18ケ月経過しても，児童が本来の家庭に復帰できない状況であるならば，

その児童はファミリー・ケアが養子縁組させることになっている。

　州は例外的に，母子寮を経営しているが，児童居住施設は全部民間法人に委託している。

D．　S．S．が民間団体と契約を結び，委託する場合の委託費は．州法に従って支払われる。

その委託費は必要経費の約75％であり．不足の25％は民間法人が捻出することになってい

る。契約は一年で自動的に年々契約が更新されるわけではなく，民間施設が地域住民のニ

ー ドに対応したプログラムを設定し，質の高いサービスを提供する場合にのみ契約が更新

されるのである。

　現在州では．要養護児童が増加している。若年齢の充分な準備なしの結婚などからの離
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婚家庭の増加，未婚の母親等欠損家庭の増加等がその原因として考えられる。

　またアメリカは移民によって成り立った国である。従って福祉面でも多様な対応の仕方

が要求されるわけで，必然的に個別的なケアが基本となってくる所以である。

2．総合所見

　要養護児童の処遇方針が，1980年代に入って大きく転換し，施設養護から，在宅ケァ，

里親養子縁組等による家庭的養護に変えてきた中で，アメリカの現在の社会状況から要

養護児童が急増している現状で，苦悩しながら対処している姿を伺い知ることができた。

日本の施設養護に依存している現状を反省すると共に，アメリカの方策が本当に評価され

るには，もう少し年数を経てみる必要があると思われる。

（文責・村本　智子）
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Nazareth　Child　Care　Centre

　　　　（ナザレス児童養育センター）

所在地

420POTX］SしJamaica　Plain

馬4ASS　O2130

TEL　617－522－4040

1．沿革

　1864年創設　南北戦争の孤児を救う目的で設立されたn当初は，9Court　Streetにて

建物を借りて事業を開始した、翌1865年，10Common　Streetに．建物を購入、tt　Home　”

と呼ばれ，the　Daughters　of　Charity　of　st．Vincent　de　Paulが中心となって児童達

の養護に献身して来た

　1953年．現在地に移る，．大舎制で．ユ0棟の寮舎を有し．各棟30名定員で．300名を優に

収容出来る大施設であったnしかし，時代と共に児童のニーズも変容し，次第に短期収容

治療施設に移行tt

　l970年代に入ると，デイ・ケア・センター（Day　Care　Center）も開始し．里親の開拓

にも力を注ぎ始める。

　1981年より，乳幼児フログラム（生后3ケ月～2歳児）及び，レスハイト・ケアのフロ

グラムを開始している．

2，施設種別

養護施設（短期収容治療を目的とし、特殊学校も併設されている）

3．機関の特性

　ローマンカトリック・ボストン司教区の，貧困保護協会が設置経営主体となり，州政府

と契約して事業を推進して居る。
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　但し，事業対象者は．特定の宗派にとらわれず，すべての児童，家庭に門戸が開かれて

いる。もし．特別な宗派だけを対象にすると政府との契約が認められなくなる。

4．事業の種類

（1）居住プログラム

（2｝学校教育プログラム

i3）　Day　Care　Centre

：4｝　Respite　Care

（5）乳幼児プログラム

⑥　里親開拓

C7）家族ケアープログラム

〔8｝その他

5、事業の内容と特色

　（1）居住プログラム

　当機関の中心的プoグラムである。100haの広大な土地に10棟のコテージと特殊教育

の学校を有し、1コテージは16名から30名まで収容可能。しかし現在は5棟しか利用して

いない。入所児童は，施設内学校で教育を受けるが，短期入所児の中には，地域にある本

来の，一般学校へ通学させている者もあるb

　対象児　5歳～14歳（男女を問わず）

　処遇目標　①情緒障害児の治療と教育，②家族へのセラピー・保健サービス，③家族の

入院・出産等の間の短期入所，④里親との調整，⑤その他。

　処遇規模及び設備　1コテージを1ユニットとして，12名～16名を収容する。居室（2

人～4人部屋），談話室，プレールーム，セラビールーム．キッチン，その他の生活設備

が整う。

　入所児童の状況　入所当初は不安定であるが，次第に生活を楽しむようになる。卒業生

の話の中には，当センターで暮した頃が一番楽しい想出だという者も多い。

　しかし，家族の背景が複雑多様で，無断外出をして放浪したり，いつの間にか地域へ帰

っている子もあり、警察へ保護願を出すこともある。

　昨年は，4月から10月までの間に，55名が，退所，その中の60％が家庭に復帰した。1

ケ月平均4～5名の退所があり，夏季が多いt」

魎最長措置期間が．法的に18ケ月と定められている。（合衆国政府）。しかし問

題がないわけではない。児童の治療養護，親の問題解決．里親の手配等に全力をつくして
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尚且だめな場合，裁判所に書類を提出し申請すると，（マサチュセッツ州に於ては）6ケ月

の超過が認められる。尤も，ケースバイケースである。

　以前は，3年以上の在所児がざらに居たが現在の平均在所期間は1年3ケ月である。児

童養育の基本は家庭であることが認識され，家庭そのものへの指導も強化されて来たため

でもある。

　C2）学校教育プログラム

　Holy　Childhood　Schoo1という特殊教育の学校を併設している。施設入所児童及び

地域よりの通学児童に対して，ニーズに適合した教育を施す。12名の児童に教師2名の割

で指導が行われ教育設備も立派で，細かい配慮が行き届いている。

　Day　Treatrnent対象として通学している地域の児童は，ソーシャル・ワーカーとは直

接関係はないが，共同プログラムのもとに教育を進めている。

　〔3｝　Day　Care　Centre

　3歳児、6歳児を対象に行う。

　｛4）　Respite　Care

　これも，州政府の措置費で運営している。家庭崩壊の予防的ケアで，週末だけ子供を預

り，家庭健全化に向って援助する。

　また，家族との関係でおこる児童自身の問題についても，ケアして行く。例えば，両親

を失い，租母に育てられている14歳の児童が次第に学校嫌いになって来た。そこで租母が

ソーシャル・ワーカーtc相談。ワーカーは施設と協議し方針を決める。完全に入所措置を

とるまででもないが，何とか対策をたてる必要を認め，月の中，2回の週末プログラムを

組んだ。その間，租母にも適切な助言指導を続け，家庭の危機と，児童の脱落を防ぐので

ある。

　（5）乳幼児プログラム

　生后3ケ月から2歳児までを対象に行う。

　｛6）里親開拓の推進

　｛7）家族援助指導プログラムの推進

6．職員構成

　全体で155名の職員が事業推進に従事している。

　Social　Worker（ソーシャル・ワーカー），　Child　Care　Worker（ケア・ワーカー），

Teacher（教師），　Psychiatrist（精神科医），　Psychologist（心理学者），その他の専門

職員が配置されている。

　居住プログラムに於ける配置
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　①全体的に対する配置

　　総寮長，アシスタント（2名），ソーシャルワーカー，メンタルソーシャルワーカー，

精神科医，小児科医，大学実習生。

　②各コテージに対する配置

　　スーパーバイザー（1名），直接処遇職員（フルタイム5名），直接処遇職員（パート

タイム4名），直接処遇職員（夜間2名4日勤務3日休み），ハウスキーパー（2名）e

　　7：00～15：00，14：00～22：00の2交替制，21：00～翌朝7：00（夜勤）

7．財務関係

　州政府

　寄付金

　その他

年間運営費

300万ドル

8．総合所見

　広大な土地と，大舎を構えている施設であったが，児童のニーズの複雑化，多様化に対

応した細かな処遇プログラムが組まれている点は．取り上げるべきだと思う。児童の健全

育成の核をなすものは家庭である，という認識が，今更のように盛り上って来た背景には．

アメリカの社会が抱えている大きな苦悩の姿を，かい間見ることが出来，心痛む思いがし

た一t

　国や州の法律で，施設措置期間が限定された理由として，家庭復帰の促進を第一義とし

ていることが挙げられるが，これも，家庭の重要性に彼等が気づき始めたという点で評価

できる，しかし，事は単に措置期間を短かくしたからとて解決できる程，生易しいもので

はない筈である，児童福祉は，そこから始まると思うのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責・山口　憲志）
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The　United　Methodist　Family　Services　of　Virginia

（ヴァージニア州ユナイテッド・メソジスト教団家族援助事業団）

所在地

3900West　Broad　SL　Richmond

VA　23230

TEL　804－353－4461

1．運営方針とサービス内容

　児童の健全な成長発達に最も必要な環境は，健全な両親がいる家庭である。

　この家庭に問題があって児童が行動や情緒に障害を持った場合や，児童が親から虐待を

受ける場合は，親から引き離して施設において養育し治療を加えることが必要である、

　また，これらの児童を訓練された里親によって処遇することは，有効なことである．t

　しかし，いずれも一時的な措置であって，なるべく早く健全に変容された親のもとへ復

帰させることを目的としなければならない。従って親の指導は．極めて重要な援助である。

この理解から次のことを主要なサービス項目としている。

　c・RESIDENTIAL　SERVICES（児童への治療サ　ビス），OHOME－BASE　SERVICES

（家族への援助サービス）

2．対象の児童

　行動，情緒，または学習などに障害がある13歳から17歳までの児童及び，その家族を援

助の対象としている。当所において，問題を持っ児童の家族，学校．精神病院，政府や市

の関係筋や裁判所からの通報により．調査，分析を行い．トリートメントチームが，健全

な児童に育てることができるか，どうかについて協議し，居住サービス部門の責任者が，

入所について最終決定を行う。収容定員は，40人であるが，多様なサービスプログラムを

実施するようになった5年前からは．いっも定員一はいで入所希望児の40パーセントは断

っている程である。一たん退所した児童が再び問題を起した場合は，当所でのサービスが
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マッチしていなかった結果であって再入所させることは適切でないと判断している。なお，

収容期間は18ケ月を超えてはならないとされている。

3、居住プログラム

　敷地は，大規模小学校の3倍もありそうな広さで，この中に事業団本部，コッテージが

四つ．（男3．女1）と学校が設置されている。

　入所児童は，職員が意図的にIO人を一つの生活班として編成し．各コッテージで生活す

る。食事は，管理部門から各寮に一定の献立と材料が支給され、児童と職員が一しょに調

理し食事をとる。コッテージの建物構造は，寮舎という感じのもので，家具も学校での工

作による木製で比較的質素なものであった。

4．職　　員

　一つの寮舎の処遇職員は，指導主任，特別指導専門員各1人と指導員3人が，ひとっの

チームとして配置され，このほか牧師，家庭指導員，レクリエーション指導員，看護婦か

ら成る「専門指導グループ」と呼ばれるチームが．各寮の職員チームを側面から援助して

いる。各寮は2人の夜勤（14時から翌8時まで）職員が処遇するほか，2日勤務して2日

休日をとるなどの形で，週40時間の労働である。

5．教育プログラム

　従来は地域の普通校に通学させていたが，どうもうまくいかないので79年から学校を併

設して24時間継続した訓練を実施している。

　学級編成は，学齢に関係なく問題性や学力によって10人を1組とした4組とし，午前中

は知的な学習，午後は技術訓練を中心に．グループを通じて児童相互に学び合う方法に重

点を置いている。教員は，質の高い者ばかりで．一人の教員が全教科目を受け持っている。

　グループミーテング　　ピアグループ（（仲間）peer　group）という治療法によって効果

をあげている説明が強調されたが．それは概ね次のようなものである。

　治療を目的とする収容型の施設における治療法の一つで，職員は，児童がうまく話し合

えるように入所理由，成熟度，表現や発言の能力等が似通っている者を一つのグループと

して編成し，話し合いの場に参加して監督や助言にあたる。

　児童は，自分の持つ悩みや迷いにっいて仲間の前で自分の気持をうちあけて発表し仲間

に聞いてもらう。仲間は，ひとの苦しみをじっくり聞いてあげ理解を深かめあう。こうし

た児童の仲間同志の話し合いの中から，仲間はひとの苦しみや立場を理解し，いたわりや

思いやりの心情が育ち，悩みや迷いを持っ児童は，その児童自らが自分の解決策を見出し
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自らの選択によって改善に努力する人格の形成ができるのである。

　この話しあいのための時間や場所を，寮や学校で毎週5回（1回90分）設定し積極的に

実施している。

　そもそも児童は，相互に影響を与えやすく，影響を受けやすい関係にあって，改善のた

めに話し合う過程は，適切な方策を与えたり，必要な事柄を発見し選択しやすい関係が生

じて，治療効果があがるものである。

6．親に対するプログラム

　これは，たいへん重視しているところと前置きして次の説明があった。

　（1）2週間に1度来訪させて．親同志が話し合う機会を設けて，話し合い協力し合うよ

うに援助する。（2）6週間に1度来訪させて．親に対する個別指導を行う。（3｝関係諸機関の

利用などにっいて指導を行う。

7．児童の声

　当所の職員のいるところではあるが．男女各々2人から，入所理由，現在の心境に関す

る発表があった。一人ひとりの話を述べる紙面はないが．次のことは共通していると思っ

た。自分の家庭状況や入所理由を整理して認識していること．今後の自分のあり方や将来

目標に関心を持っていること，これらにっいて話方の巧拙はあるが人前で話すことができ

ること。このように変化したことは，ここで治療を受けたためであると認めていることで

ある。このことは．建前であるにしても，自らが入所や治療を積極的に受け入れ将来に明

るい希望を持っていることに何か感動を覚えた。

8．治療成果

　こXでのプログラムは，野放図な生活経験をした彼等にとってかなりハードな訓練で．

これを実施するには困難がある。

　しかし，児童への治療と，親への積極的な指導を実施することによって，入所児の70パ

ー セントの児童が治療を終え，18ケ月内に家庭に帰るか里親での養育を可能ならしめてい

ることは．我国においても学ぶべきものがあろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責・鳥井　良信）
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Saint　Joseρh’s　Villa

　　　　（セント・ジョセブ・ビラ）

所在地

80uo　Washlr】gton　Highway，

Richmond，　VA　23227

TEL　804－L？66．－2447

1．沿革

　1834年，児童の収7｛　’rアと教育をLl的として創設された　その後．時代の進展に伴い，

多様化する児竜．成人，家族の諸問題に対芯し．特別ケアを施し，教育，治療，相談而に

於ても、地域社会に対して多機能のサービスを提供する福祉機関に発展した。

2．施設の特性と概要

　判益を追求しない民間施設であり，ウv一ジニア州政府の関係当局から認可を受けてい

る

　リッチモンド市の中心剖；に37エーカーの敷地を有し，寮舎6棟・教会・管理棟・学校・

講堂等17棟の建物が幾何学的に整然と分散酉己置され．手入れの行き届いた芝生と大きなカ

エデの並本が※しく，r2：々として緑に溢れたキャンパスである，すぐ横に100エーカーの

農園もある

日1’9業の各種プログラム

　1　　Residential　Services

2
3
4
5
．
6

Educational　Services

Senior　Center

Conference　Center

Respite　Care

V‘⊃［unteer　ServiceS
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　⑦Recreation　Center

②　入所児童の状況

　定員50名（現在員46名）11歳から18歳までの入所児童の半数は，少年審判所からの送致

によるもので，その他．家庭崩壊等で問題行動を起す児童．麻薬歴のある児童，学力不振

児．等を4棟の寮舎に居住せしめ，家庭的な設備と雰囲気の中で平均9ケ月から12ケ月の

間，治療や訓練，特別教育等を施して家庭復帰或は社会復帰を促進する。生来の家庭へ戻

れない児童には里親を探す。入所中の児童の約三分の一は両親が不明である。また，約半

数は区域内の一般学校に通学しているが，その他は学力不振，行動上の問題等で施設内学

校にて特別教育を受けている。

3．児童処遇

（1｝訓練計画の設定

　入所と同時にケースの内容が十分に検討され，次の問題点を把握する。①措置の理由，

②治療の必要性．③特別教育の必要性，④無断外出の傾向，⑤麻薬歴の有無，⑥家族ケア

の必要性，⑦その他。

　検討の結果浮き彫りにされた個々の問題に対し，最も適合した処遇プランが組まれる。

このプランに則り指導が進むにつれて，基本的生活訓練から始まり社会人としての自立の

可能｛　IC至るまでの，五段階評価を行い，それぞれの効果を測定して行くeこのプランは

3ケ月毎に見直しが行われ，必要なら方向修正もされる。

　訓練が最終段階IC入り家庭復帰が近づくと親との面会も増やして行く。しかし実際は，

「親が引取りを望まないケースが多い」と案内役の居住サービス部長Joseph　Bonuccelli

氏が語っていた。

　また．親が引取った場合でも，なかなか就職口が見つからない。その為，市内で仕事や

アパートを探してやり，自立出来るところまで，当施設は配慮をしている。

（2）設備

　児童の居住施設である寮舎は4棟あり，1棟あたりの定員は，男子6名，女子6名であ

る。一般家庭と同様な配置や設備で．食事から洗濯まで各寮舎で行い，家庭的な雰囲気作

りに配慮がなされている。

　各寮舎は2階建で，玄関，ホール．応接間，プレールーム，面会室，調理室，食堂その

他部屋数も多く，広さとゆとりがあった。また．古い建物と思えない程，きちんと整備さ

れていた。男子のベッドルームは1階，女子は2階にあり、夫々，トイレ付で，1室｛こ2

～3名が入る。

　教会は，施設の中心的存在で中央の入口に配置されている。広く大きなスペースをとり．
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正面の祭壇は厳そかであり．窓々のステンドガラスは極めて深い美しさに溢れ，宗教的雰

囲気が十分漂う中での情操教育は，如何にも最適と思わせるものがあった。

③　基本的日課

　各寮舎での基本的日課は次の通りである。

　　7：15　　　　　起床

　　8：00　　　　　朝食

　　9：00～ユ4100　登佼　　　　　　　　　　　9100、15：00　登校

　　14：00～15：00　　（月・水・木）下校后作業　　15：00～16：00　　（火・金）下

　　16：00～17：00　家庭学習（寮舎）　　　　　　　　　　　　　　校后作業

　　工7：00～18：00　タ食

　　21：00～　　　　　就寝準備

〔4）学校

　施設内の学校は，1クラス10名の児童に対し，担任2名（教師1．助手1）が配置され

ている。

　火曜と金曜は，午前9時から午后3時まで授業があり，月・水・木は午后2時で終る。

体育館，プールその他の教育設備も十分に整っていた。

4．職員配置と勤務体制

　職員総数は132名、各Cottage（寮舎）の配置は次の通り。

寮　長 ｛　スーパーバイザー

　プログラムマネージャー

主　任

栄
養
士

兼
調
理
人

プログラム主任
　カウンセリング
　ケースワーク
関係機関との対応

1 2 3 4 チャイルド・ケア・ワーカ

（直接処退職員）

上記の7名が児童12名に対し配置されている。
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　直接処遇職員の勤務は3交替制で行っている。住込制をとっていた時もあるが定着率が

悪く，現在は通勤である。（7100－・・15：00，15：00～23；00，23：00～翌朝7：00）

5．運営管理と財源

　理事会組織で運営管理に当る。理事会は，あらゆる年代層，人種や宗教にこだわらず，

また各種の専門家も加ったメンバーで構成されている。

　基本的な財源は，州とのサービス契約料である。その他，個人的な寄付金．遺産寄付等

が充当される。

6、総合所見

　バージニア州リッチモンド市は，人口約30万の静かで落着いた環境の都市である。そこ

に，広い敷地に恵まれ，手入れのよく行き届いた美しいキャンパスがあった。高齢者から

児童に対する多様なサービスを実施し，地域の人々にも設備の一部を有料で開放したり，

障害児の訓練施設としても提供している児童福祉施設セントヨセブビラである。しかし．

地域の人々は「問題の多い子供の施設」という認識や感情を捨て切れず，施設側が，地域

交流や社会参加に如何に努力しても，現実は．なかなかうまく行っていないとの説明もあ

った。

　また．訓練や治療が終って家庭引取りを親に働きかけるが．なかなか引取りに応じてく

れないケースが多い。

　今．アメリカ全土は非常に不景気で職を得ることが難しく，退所する児童にとっての就

職問題は尚一層困難であろう。

　またs家庭崩壊や離婚が非常に増え，今までの伝統的な家庭は年々減少して来ている。

女性の解放運動と性の解放は，多くの混乱と社会問題をひき起し，社会的に弱い子供達へ

のしわ寄せがひどく，情緒障害や問題行動等を誘発し．複雑で多様な結末を招いているの

ではなかろうか。勿論，女性だけに責任を負わせるわけではないが，育児と家庭にとって

母性の持っ意義と重要性が再確認されるべき時だと思う。

　日本においても，このような傾向になりっっある今日，子供が育っことの原点を改めて

感じさせられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責・三上行紀）
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Oasis　House

　　　　　（オアシス◆ハウス）

所在地

2918Chamberlayne　Av．

Richmond　VA

TEL　804－329－0079

1．沿革

　この協会は，120年前ロータリークラブ等地元の名上によって設立せられた、事業内容

は，オアシス・ハウス，老人ホーム事業及び家庭相談，就業雇川相談等である．

　オアシス・ハウスは，10年前設立され．当時街中にあったか，煩雑になり1982年4月こ

の地に移転された．．

2．施設種別

　Familv　and　Children’s　Service　of　Richmond（緊急一時保護所＝リッチモンド家族，

f’供サービ’ス協会）

3，対象及び定員

　12才～17オの児童を対象とし，定員12．名で24時間体‖lllで緊急一時保護を行っている。

4．入所規準

　この施設は．州立のテ．ハートメント・コレクション（Department　Correction）（矯正

局）に代って、万引・性問題・窃盗等の犯罪で裁1…ll所｛こかかわりある子供を．民間ベース

で行う矯正施設という形で始められたが．現在は緊急一・時保護施設と変更している。

入所児の中で

　〔P　非行1【1｜数か多いもの，12）ハウスのフログラムに従いにくいもの，〔3）ハウス内での盗
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み等がある場合は，他の援護施設へ措置変更するか，警察に渡されることもある。

5．入所期間及び入所方法

　入所期間は1ケ月以内とし，この期間に子供の問題を探り，家庭とその周辺の環境等の

問題点をも調査し．家庭復帰の方法をとるが，家庭復帰がむつかしい場合、或は帰さない

方がよいと判定された場合は他の施設へ措置される。入所は電話による通報また．自分で

訪れるケースも多いという。

6．ケース処理件数

　年間400～500ケースを扱っているe地域別入所児童は．全米各地から25％，バージニ

ア州25％，リッチモンド市及びその周辺50％，で（男女）（白人，黒人）（上流階級，下層

階級）等の割合は二分の一である。

7．予算（措置費）

　年間約25万ドル（6，250万円）であり，（1）連邦政府よりの支弁が最も多く　t2）州政府

C3）市町村　｛4洪同募金等である。

8．職員

　所長1名　他12名（計13名）

　oカウンセラー（5名）　緊急相談員としてカウンセラーが配置され．子供の問題点を

把握して，家庭復帰させるか，他の施設に措萱するか等の判定業務を担当する。

　oクリニカル・ソーシャルワーカー〔Clinica｜Social　Worker（2名）〕家族に対する問

題解決に当るか，家庭をはじめ，学校や近隣の環境上の問題も調査しその解決に当る．

　oアウトリーチ〔Outreach（2名）〕家庭訪問相談員として配置され，電話等で通報を受

け一時保護を依頼されても，直ちに入所ということでなく．現場に出向いて問題を聴取し

解決の道を開くための指導を行う。また，できれば家庭で養護できる方法を見出すまで．

予防的側面も分担している。

　Oポランティアコーディネーター（ユ名）　ボランティアと施設との調整役で，地域か

らのボランティアとのパイプ役である。活動内容としては，①レクリエーション活動

②施設の広報活動　③学習指導（学科・絵画・工作等）ある。

　c他に掃除婦1名，炊事係1名
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9．広報活動

　施設の広報活動は，家出緊急ホットラインとして，全米で400ケ所のランナウェイホー

ムがあり（各州1ケ所）オアシス・ハウスの広報はボランティアが協力している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責・須賀　勝英）
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12．

13．
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15．
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17．

18．
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Child　Welfare　Act，（Government　of　Ontario，1982）

Foster　Care：ADiscussion　Paper，（MiniStry　of　Community　and　Social　Services－Ontario，

1979）

Foster　Care：Proposed　Standards　and　Guidelines　For　Agencies　Placing　Children，（Ministry

of　Community　and　Social　Services－Ontario，198D

Standerds　and　Guidelines　for　the　Management　of　Child　Abuse　Cases，（Ministry　of　Com・

munity　and　Social　SerVices　一　Ontario，198　D

Guidelines　for　Reporting　to　the　Child　Abuse　Register，（Ministry　of　Community　and　Social

Services－Ontario，1981）

Report　on：The　Regular　Foster　Care　Rate，（Ontario　Association　of　Children’s　Aid　Soc三e－

tiesプ　1981）

Questions　and　Answers　and　Summary　of　Foster　Care，（Ontario　Association　of　Children’s

Aid　Societies）

Children，s　Aid　Society　of　Ottawa－Carleton：89th　Annua！Report　1981，（C．A．S．　of　Ottawa－

Carleton，1981）

Services　for　Children，（M血istry　of　Community　and　Socia】Services－Ontario，1980）

When　Children　and　their　FamUjes　Need　Help，（Ministry　of　Community　and　Social　Services

－
Ontario，　1979）

You　and　the　Abused　Child，（Min5try　of　Community　and　Social　SerVices－Ontario，1981）

Foster　Parents’Guide，（Ministry　of　Community　and　Social　Services　一　Ontariot｝

Status　of　Day　Care　in　Canada，（Ministry　of　Nationa］Health　and　Welfare，1980）

Day　Care　fer　Children，（Ministry　of　National　Health　and　Weifare，1980｝

Choosing　a　Day　Care　Service、（Ministry　of　National　Health　and　Welfare，1980｝

1981Annual　Report：Youth　Services　Bureau　of　Ottawa－Carlton，（Youth　Services　Bureau

of　Ottawa　Carlton，1981）

1978－1979Annual　Report：Children’s　Hospital　of　Eastern　Ontario，（Children’s　Hospital

of　Eastern　Ontario，1979）

Poor　Kids：ARepoTt　by　the　National　Council　of　Welfare　on　Children　in　Poverty　in　Cana・

da，（National　Council　of　Welfare，1975｝

In　the　Best　lnterests　of　the　Child：AReport　by　the　National　Councli　of　Welfare　on　the

Child　Welfare　System　in　Canada，（National　Council　of　Welfare，1979）

その他．個々の施設．機関の資料保有

（　）内は発行先・発行年度
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研　修　先　一　覧

国　名 都　市　名 月　日 研　　修　　施　　設　　・　機　　関

TORONT
（Ontario）

Sep．16
亭　Ont頭o　Assoc伍tion　of　C垣1dren，s　Aid　Societies

．　ChHstjm　Chi〕dren，s　Fund　of　Canada

Sep．17
寧　Mmistry　of　Comrnunity　and　Social　Services

・　The　Bob　Rumban　Cemre　for　Deaf

CANADA Sep．20

A

　Hea抽and　Welfare　Canada（Arrangements）
命　Pinecrest・Queensway　Commun“y　Services　Centre

・　Regi頂Elementary　Schoo1（Elementary　School　Mental　Health　Prqiect｝

　Chndren’s　Aid　Society　of　Ottawa℃arletonOTTAWA

（0飢ario） B
8　Dalhousie　Health　and　Communjty　Services　CentTe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’皐　Youth　SerWces　Bureau　of　Ottawa｛arleton

A ．　Canadian　Mothercraft　of　Ottawa・Car【eton

＊Lady　Evelyn　Public　School（Primary　Altemative　School）

Sep．21
B

・　Andrew　Fleck　Child　Centre

⇒Ch皿dren’s　Hospital　of　Eastem　Ontario

●　Children　on　the　Hm　Day　Care　Centre

Sep，22 Boston　Univeオsity，　School　of　Social　Work

S叩．23 ⑨The　New　England　Home　fbr　Little　Wanderers　　BOSTON
（Massachusetts）

Sep．24
右　The　Commonwealth　of　Mass8chusetts，　Department　of　Social　Service辛Region　VI

牟　Nazareth　Child　Care　Centre
U．S．A、

RICHMOND

（V㎏ini∋

Sep．27

　　～

Sep．28

・The　UtUted　Method栖t　Family　Services　of　Vir顧n血

．　Sam口oseph，s　V∬1a

・Oasis　Ho鵡，（F綱y　and　C団ld噺，s　S瑚ce　of　Ric㎞ond）

　Christian　Chjldren’6　Fund，　Inc．

※印は本書第2部に概況掲載．



日 程 表

日次 月日 曜 発　　着　　地 現地時間 交通機関 摘　　　　　　要

東　京　（成田）発 15：50
NWOO4 ノースウエスト航空で出発，ノンスト

1 9月
15日

水 シカゴ経由

ト　ロ　ン　ト　着

13：10
15：50
18：19

AA434
ップシカゴへ
（国際日付変更線通過・機中泊あり）

シカゴからトロントへ
（トロント泊）

2
16日 木 ト　ロ　　ン　　ト 2日間の研修　　　　（トロント泊）

3
17日 金 ト　ロ　ン　ト （トロント泊）

ト　ロ　ン　ト　発 09：00 貸切バス 午前　ナイアガラフォールスへ
4

18日 土 ナイアガラフォールス着 11：00 （160km） 午後　ナイアガラ爆布視察
（ナイアガラフォールス泊）

ナイアガラフォールス発 10：00 貸切パス 午前　トロントへ

5
19日 日 トロント経由

12：00
13：05

（150km）AC454
午後　カナダの首都オタワへ

オ　タ　ワ　　着 13：54 着後　内部研修
（オタワ泊）

6
20日 月 オ　　タ　　ワ 2日間の研修　　　　　　　　　（オタワ泊）

7
21日 火 オ　　タ　　ワ

（オタワ泊）

オ　　タ　ワ　　発 08：35
ND730 午前　モントリオール経由ボストンへ

8
22日 水 モントリオール経由 09：05

10：55

　　．「r「

　　r　／DL323
ボ　ス　ト　ン　着 1｜：54 午後　内部研修

（ポストン泊）

9
23日 木 ポ　ス　　ト　ン 2日間の研修　　　　　　　　（ボストン泊）

10
24日 金 ポ　ス　　ト　ン

（ボストン泊）

ポ　ス　ト　ン　発 09二〇〇 EA（U） 午前　ニューヨークへ
11

25日 土 ニューヨーク着 10：00 着後　市内視察
（ニューヨーク泊）

ニューヨーク発 09：10 EA（U） 午前　．首都ワシントンD．C．へ

12
26日 日

ワシントンD．C、経由 10：08
13：00 貸切バス 午後　リッチモンドへ

リッチモンド着 16：00 （120km）
（リ・ノチモンド泊）

13 9月
27日

月 リッチモンド 2日間の研修　　　　　　（リッチモンド泊）

14
28日 火 リッチモンド （リッチモンド泊）

リッチモンド発 08：05 UA787 午前　シカゴ経由ロサンゼルスへ

15
29日 水 シカゴ経由

09：01
09：55

　．／

UA工03
ロサンゼルス着 12：00 午後　市内視察

（ロサンゼルス泊）
16

30日 木 ロサンゼルス発 12：50
NWOO1 帰国の途へ

（国際日付変更線通過）

17 10月

1日
金 東　京　（成田）着 16；00 到着通関後解散
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団 員 名 簿

氏　　　　名 所属先　・住所

団　長 側　垣　雄　二 〒663兵庫県西宮市鳴尾町1－3－38三光塾　　胤；0798－41－4421

講　師 豊　福　義　彦 〒229神奈川県相模原市青葉2－2－1和泉短期大学凡：0427－54－1133

講　師 坊　尾　　　勲 〒1・・鯨・千代・区霞・関・2曝』蕩纈酷・3－5・1曙）

第一班 込　山　　　稔 〒123東京都足立区扇1－12－20暁星学園　　　侃；03－896－1996

〃 高　瀬　美　武
　　　　埼玉県大里郡岡部町〒369－02　　　　　　　　　　　　　　三愛学園　　　砥：0485－85－0605　　　　　　　大字本郷335

〃 土　川　峰　仙
　　　　千葉県海上郡〒289－26　　　　　　　　　　　　　　　滝郷学園　　　　丁正輻二〇479－55－3027　　　　　　　海上町岩井704

第二班 柏　倉　民　知 〒042北海道函館市鈴蘭丘町38－7函館国の子寮侃：0138－50－3267

〃 斎　藤　忠　夫 〒920石川県金沢市石引4－6－1　梅光児童園　侃：0762－31－3984

〃 内　山　道　子 〒961福島県白河市和尚壇山2－9　白河学園　　個，：02482－3－3059

第三班 田　中　耕一郎 〒638奈良県吉野郡大淀町ド渕629美吉野少年寮『比07475－2－5557

〃 伊　藤　　　昭 〒569大阪府高槻市宮之川原2－9－1聖ヨハネ学園侃10726－87－0541

〃 村　本　智　子 〒980宮城県仙台市角五郎2－2－18仙台天使園頂、：0222－23－8023

第四班
己り　　い　　り」う　　しん

鳥　井　良　信 〒75611」口県小野田市南中川町　小野田陽光園　．田，；08368－3－4595

〃 三ヱ；手紀
　　　　島根県那賀郡三隅町〒699－32　　　　　　　　　　　　　　聖∬皇寮　　　　　　　’匝L：08553－2－OlO4　　　　　　　　向野田342

〃 須　賀　勝　英
　　　　愛媛県北宇和郡吉田町〒799－37　　　　　　　　　　　　　　　　吾子苑　　1孔：08955－2－0257　　　　　　　大字立間尻甲747

’ノ
9‘　　ぐち　　りw　　　し

山　口　憲　志 〒770徳島県徳島市福島1－6－62　阿波国慈恵院1脱：0886－52－6649

邑⊂　　　た　　　かつ　　　0こ

迫　m　勝　彦
〒1・・鯨都峡・銀座・－5－5灘金事藁鑛侃・・3－572－37・9

事務局

小　山　一　宏 …4鯨都中央灘7－5－5灘金遥§⑭3－・・2－3749

添乗員 小　野　　　鎮 〒1・1鯨都階瓢想2治警宴ビ細・・3－295－5331
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i

編　集　後　記

◇何回かの編集会議を重ねる過程で気づいたことが．いくつかある。

　先づ第一は，今回の研修グループは特に第10回海外研修ということで全国各地から選ば

れた、養護施設のスーパーバイザー達であり，研修団オーナーの資生堂社会福祉財団或は

全養協関係者の，大き過ぎる期待のようなものが背後に感じられたこと。

　第二は，人間の個性というか，持味というか，実にそれぞれで．立場や生活圏の環境或

は個人の特性から生まれる感覚は，まことに多彩であり，一つの問tSic対して，取り組む

姿勢は勿論．その解釈の仕方，堀り下げ方，表現の仕方などを見ても，豊か過ぎるほど変

化に富んでいたということ。

　第三には，1982年9月15日から10月1日までの17日間を過した外国は，それこそ米・加

の限られた州・都市でありながら，人はややもすれば，それを以てその国のすべてだとい

う錯覚に陥り易いということ。

　第四に．編集委員の一員として，長期間極めて意義のある勉強をさせてもらう機会を得

たことを感謝すると同時に，満足のゆくものを創り出すためには，時間はいくらあっても

足りないものだということを，改めて認識したこと。

　ざっと以上のようなことを感じながら．何度か関西と東京を往復する新幹線の中で構想

を練ったことは，忘れられない想い出となろう。資生堂社会福祉財団の各位はじめ全養関

係者と研修グループの皆様の御指導と御協力のおかげで，どうにか報告書の形づくりが出

来たことを感謝申し上げ，内容について読者各位に十分御検討をいただき，至らぬ点をど

しどし御指摘賜りますよう乞い願いつつ，編集後記とする次第。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中）

◇養護施設の自己改革という大きな課題にとり組み，果して，養護形態や養護プログラム

に，新しい提言をなし得たのであろうか。

　児童養護に対するわれわれの前向きの姿勢もさることながら，これは理屈でなく，実践

の具体化如何にかかっていることを忘れてはならない。児童の養護に，今，何が必要なの

か，それは誰がするのか，誰と提携すればいいのかなど真剣に考える必要がある。カナダ

・ アメリカの福祉は，とにかく大変だが具体的に，前向きにとり組んでいる姿をみせられ

た。その他の見聞か此度の研修の成果であり．われわれに与えた大きな示唆でもあった。

　この報告書をキッカケとして，新しい方向を見出し，専門委員会等によっての，新しい

課題に積極的にとり組んでゆくことことが必要であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤）
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◇2月末の2日間にわたり最終編集会議が行なわれ，各団員から提出された報告，提言の

内容にっいて意見が交されました。白熱した議論が展開されましたが．会議中．突然，震

度4の地震があり，大揺れの編集会議になってしまいました。

　「養護施設自己改革にっいての提言」ということで慎重に審議し，主題から外れている

と思われる部分は．訂正，削除し，ページ数の関係により，短縮する等，若干の手を加え

ましたが，基本的には各団員の提言を尊重し，変更は最少限にとどめました。

　アメリカ・カナダにおける研修によって児童福祉のニーズに応じたプログラムが積極的

に試行されていることを学びましたが，それと比較して．問題意識はあるが実践的対応が

十分ic行われていない我々の姿勢には反省しなければならない点が多々あるように思われ

ました。この点につきまして，研修中，各団員が話し合っているうちに，各々の持つ児童

養護観というものが明確になったことも大きな収穫でした。

　研修に派遣された団員としてその重責を果すことができたかどうか不安が残りますが．

修得した知識や体験を今後の児童養護の発展に役立たせようとする自覚は．各々の胸の中

にあると思います。

　私事になりますが，トロントで当園に関連のある施設出身者達に再会することができ，

研修が終了すると，毎晩夜中まで現地での苦労や．日本での思い出話に花が咲き．ほとん

ど寝る時間がなく．同室の団員に大変な迷惑をかけましたが．　「これも仕事だから頑張る

ように」と逆に励まされたりしました。研修と同時に，このような機会に恵まれましたこ

とを嬉しく．患います。

　最後になりましたが．私達施設長を海外研修に派遣下さいました資生堂社会福祉事業財

団をはじめ関係機関の方々tc心より感謝いたします。

　なお本報告書作成のための編集委員には団員の中から田中，込山．伊藤．土川の四名が

選ばれ，具体的な作業を行いました。また校正段階では高瀬団員にもご’協力いただきまし

た。

　編集にあたり財団事務局，講師の先生，全養協事務局の方々から，御指導，御協力賜り

ました。

　皆様のご協力をいただき，本報告書が発行され，私たちの研修の一応のまとめができま

したことを感謝し御礼申しあげる次第です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（込山）
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