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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IC施股運

　　　営，児童処遇技術等の専門的な知識技能について研修し，その成果をもって職員の資質の向

　　　上，併せてわが国の児童福祉基盤の充実発展icesする。

2．主　　催

　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援

　　厚生省
　　全祉協養護施設協議会

4．研修先
　　　オーストラリア　　タスマニア州における研修を主体とする。

5．研修内容

　　（1）クラレンドン（子供の家）の事業を通して児童養護の諸形態の実情把握とわが国との比

　　　　較研究を行う。

　　　①　小舎型養護施設の運営内容

　　　②中間施設としての青年アパートの運営内容

　　　⑤施設児童への就職指導の内容

　　　④地域一般家庭にょる施設外プログラムの内容

　　　⑤　問題家庭tc対するカウンセリングサーピスの内容

　　　⑥家族緊急宿泊施設（3カ月滞在）サービスの内容

　　　⑦インドシナ等難民の受け入れ状況

　　②　タスマニア州政府及び市町村が行っている児童・青少年・家族を対象としたパーソナル

　　　　　ソーシャルサービス（児童保護，非行少年のためのコミ＝ニティケア及び施設ケア，里

　　　　親養護，乳幼児対策等）の実情把握。

　　｛3［タスマニア州の民間諸団体（社会福祉協議会その他）が行っている児童養護．青少年福祉

　　　　家族援助サービス等の実情把握。

　　C4｝以上児童施設と州政府，市町村，民聞諸団体の事業が地域のシステムとしてどのよう

　　　　な役割分担，連携のもとに行われているか実情を把握し，わが国との比較研究を行う。

6．実施期間

　　昭和60年2月下旬（約2週間）

7．派遣人員

　　　15名（団長，講師．事務局3名を含む）

8．研修報告の提出と発表の義務

　　（1）各人は研修報告書及び所定の収集データを，定められた期日までに主催者に提出する。

　　（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。

9、派遣団員推薦基準

　　｛1｝民間立の養護施設のスーパーバイザー的立場にある職員で．年令が概ね27才以上45才以下のもの。

　　｛2）当該研修内容に関して旺盛な研修意欲を有するもの。

　　（3｝海外研修の成果にっいて研修会．文献等での発表活動に期待できるもの。
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は　　じ　　め　　に

　わが国の児童福祉の向上にご貢献されている資生堂社会福祉事業財団におかれては，近

年とりわけ養護問題に積極的に取りくまれ，職員の研修に多大なご尽力をいただいていま

す。

　こうしたなかで，同財団主催の第11回児童福祉海外研修も，園長を補佐する主任クラス

の養護施設職員が対象となり，団員が構成されました。オーストラリアでの研修は，すで

に第9回（昭和56年度）において実施されており，さきのメンバーによって明らかにされ

た様々な報告とその知識は，今回の各団員の視点の土台になりました。それとの比較を常

tc団員は検討のなかに加えながら研修できたといえましょう。施設の歴史を「変革の歴史」

だとするオーストラリアの児童養護実践の精神は，こめ三年間の流れのなかに如実にあら

われているのではないでしょうか。

　官・民がお互いの理解と協力のもとに社会的養護のあり方を模索し，予防的福祉をさら

に増進させ，各々の役割を担いながら新しい養護プログラムを展開していく過程は，わが

国の今後の児童福祉活動に大きな示唆を与えてくれます。

　折りしも，わが国では社会福祉（とりわけ施設）の制度改革がすすめられ，在宅ケァ，

あるいは地方化の流れの方向に進みっつあります。

　本研修の団員各位が二週間に亘って研修した成果がこうした流れのなかで今後の実践に

発揮されることを期待します。また団員のみならずより広く児童福祉推進のために，本報

告書が活用していただければ幸いに存じます。

　本研修に際し，主催者として企画段階からすべてにご尽力いただいた資生堂社会福祉事

業財団にあらためて心より感謝申しあげます。

　また，講師の網野武博，三村誠両氏ならびにご後援いただきました厚生省のご指導に感

謝申しあげます。

　なお，本報告書は，同財団の全面的なご援助で作成されましたことを申し添え重ねて感

謝いたします。

全社協養護施設協議会

会長　小　野　倉　蔵
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あ　い　さ　つ

　物事には前からの流れであるとか時代背景というものがあるのは当然ですが，本海外研修

についても，前回の研修の報告書のタイトルが，「新らしい施設養護の展開一自己改革

への課題一」であったことが示すような流れと，ちょうど59年度の全養協に「今後の養

護施設のあり方研究会」が設けられて検討が進められていたという背景がありました。

　また，オーストラリア研修は56年度に続いてこれが2回目であることも手伝って，報告書

は単なる視察報告では詰らない，できるだけあり方論にしたいという皆さんの熱意もあり

まして，研修目標は，第1部のタイトルが示すように「児童養護のネットワークづくりを

めざして」という大目標になりました。

　主催者側とすれば大変ありがたい望ましいことに違いありませんが，研修団員の皆さん

にはまことにご苦労なことであったと同情申しあげております。しかし，知識経験ともに

豊富で全てに真撃に取り組まれる広瀬団長，網野・三村講師に恵まれたばかりか，団員と

して優秀なスタッフをご推せんいただくことができましたので，短時日の研修としては過

大な課題ic対しても立派にその使命を果たしたものと確信しております。

　この報告書として結晶した研修の成果は，もとより本研修団員の力のみではありません。

実は，このオーストラリア研修は全養協のご提案を採用させていただいたものであり，

その内容は，クラレンドンこどもの家を中心にタスマニア州における児童養護の全貌を体

系的に見聞したいというものでありました。

　そして実現までには，国際社協のトムソン氏にお口添えいただいたり，ご当地のアング

リカン・ファミリー・ケァ・サービスの絶大なご好意がありました。そうした方々のお

骨折りによって，州政府，クラレンドンを初めとした全ての研修先から，快いおもてなし

と懇切なご教示をいただくことができました。まことに感謝にたえません。

　タスマニアに加えて，再度セント・ジョンズ・ホームズを訪問させていただきました。こ

れも英国教会の福祉法人ですが，立派な福祉の精神と活動内容には敬服させられます。そ

して，理事，幹部，職員の皆さんがわれわれに与えてくれたご好意とご指導は，文字通り

格別のものでありました。この研修は私にとって初めての経験でありますが，今後他に

同じものを期待することはできないと思っています。いまひとつ，前回56年度のオースト

ラリァ研修の報告書が，事前に確りした知識を与えてく九十分な研修と考察の基礎を築い

てくれたことを申し添えねばなりません。

　かように，この度のオーストラリア研修が充実した研修であり．楽しい旅行であったこ

とは，企画，選考から始って本研修に関与して下った内外の多くの方々のご尽力によるも

のでありまして，改めて衷心より感謝申しあげる次第であります。また，これからの児童

養護のあり方を真剣に探求しておられる全養協の皆様に，この報告書がいささかなりとも

お役に立ちますならば，主催者としてまことに本懐でございます。

資生堂社会福祉事業財団　杉本　勇
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オーストラリアの児童養護の現状





1．はじめに

　メルボルンのセント・ジョンズ・ホームズのエリス園長が，1983年12月に訪日しての講

演のなかでr同法人の事業費は，年間240万オーストラリアドル（約5億7600万円）であ

りますが63％が74名の施設養護児童に当てられ，29％がケァーフォース｝こかかわっている

1360名の在宅福祉サービスに当てられている』と述べられました。（「世界の児童と母性」

17号　資生堂データバンク発行）

　具体的に計算しますと74名の施設児童に3億6200万円が充てられたことになりますから

1人当り年間経費490万円をかけたということになります。また，600世帯1360名の児童

の在宅予防福祉に1億6700万円，1人当り年12万円を使っていることになります。

　私は．こんな沢山のお金を使っているオーストラリアの福祉に関心をもちました。

　また，講演のなかで，ノーマライゼーションの考え方が，100名もの大型収容施設，し

かも同性だけで収容されていたものが，小さなファミリーグループホームで，コッテイジ

・ペアレンッという夫婦に指導されながら，男女4・5名が生活しているお話しをきいて

問題行動をもつ児童の多くなるなかで，どのようにそれらの児童をペアレンッが指導して

いるのか疑問に思いました。

　更に家庭援助サービスは，家庭生活の崩壊を防止し，児童を可能な限り家庭ケアで処

遇し，それがどうしても困難な場合は，親に代る人を与えるよう養子縁組をし，それが不

可能の場合は、里親，グループ・ホーム，施設に短期間あずけ，家庭を立て直して帰すと

いう方法についても関心をもちました。

　渡豪の前に，全社協の鈴木福祉部長からr児童問題の動向と養護施設の課題』の講義や，

スーパー・バイザーとして，日本総合愛育研究所の網野武博部長や，厚生省の三村誠児童

福祉監査官の指導をうけながら，2回に亘る事前研修をして，それぞれの関心や疑問を出し

合い，研修のテーマを考え合いました。

2．オーストラリアの現状

　オーストラリアは，日本の面積の20．7倍，人口は8分の1で1200万人，資源の豊富な国

です。羊の国というイメージも強いのですが，金鋼，ポーキサイド，ウラニウム鉱石も開

発され，石炭は露天堀りで，国民1人当りのGNPは日本の1．1倍で，都市居住人口の割

合も日本より高いとのことです。

　日本との貿易は，米国，サウジアラビァ，インドネシァに次ぐ第四の貿易国で，最近は

オーストラリアの輸出の3分の1は日本であるそうです。

　この国は州で構成されていますが，労働条件をめぐる大争議の際，労働側が州を通じて
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連合するようになり，それに対抗して使用者側も団結して連合するようになり，連邦国家

ができあがったといわれ，生産性のなかで所得の倍増より労働時間の短縮の方向をとり，

世界で始めて8時間労働制をつくった国です。それでも，我々が訪問したコッテージやユ

ニットと呼ばれる，いわゆるグループホームのママさんは200　m2から500m2程の広々と

した建物の中で24時間勤務を誇りとして子育てに励んでいました。

　憲法の規定によれば，教育，住宅，公衆衛生，児童福祉などの多くの福祉サービスの行

政責任は，六つの州政府とされています。連邦，州，市町村の権限も，財源も大体におい

て3：6：1の割合で配分されており，道路，学校，病院，地域開発の大部分の権限は州

政府にあります。

　政府事業の財源は，連邦政府水準では，税金（所得税と法人税）が82％，州水準では連

邦政府からの補助金が，全予算の半分を占め，福祉関係予算の占める割合は全予算の27％

といわれ，日本よりはるかに高いのです。

　オーストラリアの社会福祉制度は連邦政府，州政府，市町村という三段階の水準を異に

する政府の実施する計画の総体であるといわれています。業務の分担の様式は，同種のも

のを国，都道府県，市町村と縦に下していく日本のタイプとは異なり，プロジェクト別の

分担様式をもっております。（「各国の社会福祉」国際社協日本委編小島蓉子著参照）

3．児童養護の基本方針

　以上述べたように，離婚や失業率からみても，オーストラリアの児童の養育環境は必ず

しもよくないと思われます。

　オイルショック当時は1％の失業率は，1980年代に入り6％台となり日本より高いとき

いて渡豪しましたが，現在は10％台となり，特に若者の失業が多く．5人に1人が失業し

ているとききました。

　離婚率も日本の倍で，話しによると，普通7年平均の同居のあとに，結婚1ζふみきって

結婚件数の45％が離婚しているということです。16才から煙草をプカプカと吸っている様

子も垣間見られました。

　各州政府の児童養護の基本方針は，家庭崩壊に至るまでに，経済的な家計指導までふく

めた家庭援助サービスを優先しており，家庭の養育機能が低下し，地域の相互扶助機能が

低下しているため，その機能を回復しようと予防福祉に力を入れておりました。それでも，

親と切り離さなければならない場合は，まず養子縁組をして親を与えております。それが

不可能な場合は，里親，グループホームや施設に入所させていますが，その数は年々減っ

ております。

　資料によると，タスマニア州は，ニュー・サウスウエルス州，ビクト1）ア州，サウス
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オーストラリア州に次いで，大舎制の施設が減っておりますが．定員満杯に入所している

施設は殆んどなく，定員という質問に，入所可能人員という言葉が返ってきました。

　グループホームの多いのは，ビクトリア州で，民間の法人セント・ジョンズ・ホームズ

のように，同一敷地内のグループホームから町へ，街へと建物を購入して，地域住民と接

触していく方向をとっていました。新たに街の中へ購入した建物は，500　mt程で，2800万

円とのことで，州政府から50％の補助があるとのことです。建物をみて感じたことですが，

僅か10名以内の児童に，個室，寝室があり，ホールや食堂も大きく，便所や風呂なども男

女別tC分かれており，プライバシーが守られているように思いました。ただ，問題行動の

ある児童のユース・ホステルの児童が悪さをして，近所の方々から，相当理解のある人で

も苦情をもちこまれるとの話でした。

　これは日本でも同じだと思いましたが，関わっている職員の多さには吃驚し．家族的な

小規模の居住施設といっても，質の高いケース・ワーカーなどの配置で，非行児の対応が

なされているとのことでした。

4、セント・ジョンズ・ホームズの経営分析

　この民間法人は，ビクトリア州の州都メルボルンにあります。同州の中でも最も進んだ

民間法人です。全団員を法人理事宅に招待して下さり，その中で，月1回の理事会開催の

ことや内容をきいて，まことにイキイキとした法人だと感ぜられました。

　この法人の説明では，指導部を中心にして，①50名の児童を対象とした10ケ所のファミ

リーホーム。②30名を対象とした5ケ所のユース・ホステル。③3地区にまたがる600名

の児童の予防福祉。④他の福祉団体と協力して300名の児童を斡旋している里親制度への

協力などであります。

　総体予算が昨年度303万豪ドル，提出された資料を1豪ドル190円で換算してみると．

①のうち，就学前児童を対象にしたユニットに15名で，1人当り年コスト223万円，学令

児など，コッテージに33名で1人当り年，コスト302万円，②の，中学卒業後の問題行動

のある児童が入所しているユース・ホステルは，社会に適応できるよう，職員配置など非

常に配慮して対応しておりますが，その経費は1人当り年コスト617万円という説明をき

いて，日本のグループ・ホームと違った感じをうけました。

　施設は小さくなればなるほど，お金がかかります。問題行動，特に非行の児童が1人で

も入ると，対応する職員が2人も3人も必要となってくる場合があります。また食事につ

いても，50人分をつくるのと，5人分とで，燃料代が10分の1というわけにはいきません。

更に記録とか，個別計画，実践記録，評価など，5人位のグループではやりにくいもので

す。
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　即ち，専門性と社会化の問題財政上の問題など，考えれば考えるだけ頭の痛い問題で

悩みは深まるばかりですが，経営の面から以下考えてみたいと思います。

　日本の措置費体系と違って，「州政府による保護監督」（Ward　of　State　or　State　Ward

一
以下「保護監督」と略）といわれる，州政府機関の規定によって措置される児童は約

半数で，残りは，日本の用語で言えばいわゆる自由契約によるもので，これの徴収金は雑

収入や寄付金収入と同じく特別の補助金となっており，この契約が多ければ多いほど赤字

となっているとの説明をうけました。

　セント・ジョンズ・ホームズの昨年度の収入は，州補助が75．　53　％，寄付金収入5．23％

自由契約による収入2．5％，投資収入2．09％，その他，雑収入5．48％，残りは特別寄付

や，法人の持ち出しであります。

　日本の場合は，利用者の自己負担分（1部負担も含む）は，一応，公に入金され，措置

費となって支出されます。その金は建物の大型修理や購入には使わないのが原則ですが，

オーストラリアの場合，管理費や，建物に金をかけており，日本の施設より広々とした感

じで，それらがコストに入っているようで，日本の法人会計とは異なったシステムとなっ

ています。

　資料によると，人件費の補助は90％，建物の取得などは50％の助成があるとの事で，同

ホームの里親関係をのぞいた決算では，252万（約4億7，880万円）ドル，そのうち支出

は，給料72．42％，管理費11．24％，事業費9．53％，教育費0．43％，修理費5．58％，そ

の他0．8％となっています。事業費9．　53　％の内訳をみますと，17種目の児童の直接処遇に

使っていました。

　各種グループホームなどの，74名の児童の施設会計の決算は，176万7，957豪ドル（約3億

3591万円）のうち，人件費50．35％，事業費8．58％，管理費5，58％，教育費0．43％，建

物の修理4．33％，その他0．63％で，上記決算の252万ドルのうち70％近くを施設会計，

地域の予防施設に30％弱使っております。

5．おわりに

　タスマニアの州都であるホバートでは，地域福祉省のジョン・クレアリー大臣のレセプ

ションIC始まった歓迎，そしてプライス師の御手配と御配慮。そしてメルボルンのセント

ジョンズ・ホームズでは経理関係を始めとする膨大な資料とエリス氏，ビア氏の熱のこも

ったゼスチァーと心のこもった歓迎に感動しました。

　シドニーでは，資生堂の高梨支社長さん．わが同級生，連邦政府の発堀燃料（石炭）の

筆頭研究科学者となった柴岡道夫君から，同市の通園の障害児施設や，連邦国家の離婚状

況など，3時間もお話しのできたことを，心から感謝いたします。
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　僅か15日間の研修でしたが，私の法人からみますと，地域福祉では何十倍もの努力をし

ておられます。一地区のセンターを訪問しましたが，紹介された職員の多いのには，ただ

ただ驚き，地域福祉に力を入れていることがよくわかりました。

　私も良いことは直ちに実践するというオーストラリアに学んで，地元の社会福祉協議会

の会長として，640名の子供達の健全育成のために努力したい。養護施設や精薄児施設の

児童と，地域の児童の交流を更に深めるために蝦夷富士といわれる秀峯，羊蹄山のふもと，

昆布温泉湯の里に，温泉の湧出するレクリエーション基地をつくり，従来のソフトボール

大会，剣道，カルタ大会，一泊施設招待事業などのほかに，大自然とのかかわりの中で．

地域の児童と共にキャンプなどの生活の場をつくり，期待に応えたいと思います。

　最後になりましたが，この度、研修の機会を与えて下さいました資生堂財団に深く感謝申

上げ，又，明治航空の小野鎮氏始め私共の研修に多くの時間をさいて下さいました皆々様

に，視察団を代表いたしまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。

，

セント・ジョーンズ・ホームズでの記念撮影
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1．児童処遇の体系

（1）児童養護の基本的な考え方

　　①基本的養護観

　今回の研修を通じて，あらためて強く印象づけられたことがあります。それは，国際連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s
合総会において，1959年に採択された「児童権利宣言」第6条の趣旨に関するものです。

　第6条は，こう述べています。

　「児童は，その人格の完全な，かつ調和した発展のため，愛情と理解を必要とする。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，その母から引き離されてはならない。…………」

　「例外的な場合」を除いて実の親から離すことは避けなければならない，という考え方

は，今日ごく常識的なものとなっています。しかし，その「例外的な場合」そのものをあ

らためて根本的に，厳しく見直すことの意味を，今回の研修であらためて問い直される思

いがしました。

　児童にとって，それがたとえ不満足なものであっても，実の家庭はかけがえのないもの

であり，何にもまして重い存在感をもつものです。その家庭に問題があり，家庭崩壊が進

みつつあるからといって，易々と家庭から児童を引き離すことがよいのだろうか，という

問いかけは，福祉にかかわる人々や家庭が，さらに努力をすれば，それを防ぐことができ

るのではないか，という問いかけでもあります。そして「例外」という大事が生じてしま

っては遅すぎる，実親家庭から引き離して施設等で預かるという事態よりも前に，家族問

題をできる限り解決し，家庭崩壊を予防しようという実践への働きかけでもあります。

　ビクトリア州のセント・ジョーンズ・ホームズにおいてとくに強調されたこの実践の意

味の重さは，児童養護の最大の目標が，児童にとって最も望ましいこと，即ち健全な家庭

をつくることである，という実践理念と結びついています。「児童権利宣言」第6条の趣旨

を，字義どおりに受身で理解し，実践するのではなく，積極的IC受けとめ，実践していく

ひとつの例が，ここにみられたように思います。

　さて，このような実践理念は，今回訪問したオーストラリア全体に，まだゆきわたって

いるわけではありません。今回訪問したタスマニア州，ビクトリア州の両州のうち，タス
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マニア州は，国の南端に位置する人口約40万人の小規模な閑静な州です。わが国と同じよ

うに，養護ニーズがより多様化しているのは，都市を多く擁するビクトリア州の方であり，

これらの問題に対応して，幅広く，きめ細かいサービスをすすめる必要のあるビクトリア

州の方が，タスマニア州より進取的な状況がみられます。ビクトリア州は，政府自体が，

養護上の問題をもつ児童に対して，社会が可能な限り対策を講じて，児童やその家族を援

助，強化し，実の家庭から代替的なケアに措置されることを防止するという方針をうちだ

しています。

　とはいえ，オーストラリアの社会福祉の基盤は伝統があり，根強いものがあります。訪

問した両州における福祉サービスの理念や体制をみますと，当然のことながら共通点がみ

られます。とくにわが国と異なっている点でみるならば，両州はともに，児童福祉や児童

養護サービスを所管する政府は，地域福祉省の名称を持ち，サービスの基本方針として，

「より地域に近いところで」，「より家庭を援助する方向で」という考え方を示しています。

たとえば，児童養護のための施設のあり方としては，「より少人数の子どもを」，「より家庭

的に」，「より短期間で」，「より地域に結びついたところで」処遇しようという考え方です。

　このような背景には増大する経費を抑制しなければならない財政面の苦慮があることも

否定できません。しかし，家庭や地域を重視したサービスが，決して安くつくものでもな

いことは，本文で種々ふれられているとおりです。この考え方の背景には，むしろ，児童

の健全な発達にとってかけがえのない家庭の存在を再認識し，それを支える重要な柱が地

域福祉であるという考え方が，これらの事業にたずさわっている人々，専門家，行政担当

者の間に確実に浸透していることを見過すことはできません。

　児童養護の基本は，健全な家庭であること，そして実の家庭外での養護の処遇において

も，家庭的養護を可能な限り重視すること，この点をあらためて確認する必要があります。

　　②児童養護の積極的な展開

　児童養護がすすめられる基盤としての児童福祉の体系は，「普及」「増進」「予防」の比較

的積極的な分野と，「支援」「補完」「代替」という比較的事後処遇的な分野とで構成されて

います。一般に，児童養護と称される内容は，最も狭義には，このうちの「代替」のみを

さしている場合が多く，より広義に称される場合でも，「代替」「補完」「支援」の範囲まで

をさしていることが多いものです。しかし，養護の重要な機能は，実の親や家族などの私

的な養育の範囲内では，児童の発達や福祉を全うできない状態にある場合に，社会的にあ

るいは公的な働きかけや援助によって，その児童の育成をはかることです。したがって，

児童養護と称される内容は，最も広義には，個々の家庭や児童に働きかける内容をもっ

「予防」のみならず，「増進」をも包含している積極的な意義をもつものといえます。

　この積極的な児童養護を，体系的，包括的に行っている公・私団体は，今日存在してい
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るとしても，きわめて稀少な存在であるといえます。我々が訪問したビクトリア州のセン

ト・ジョーンズ・ホームズは，これを理念として受けとめ実践を試みているひとつの典型

であるのかもしれません。

　現在のセント・ジョーンズ・ホームズのすすめている事業は，当初の大舎制養護にみら

れる「代替」という最も狭義なものから，次第に拡大され，今日では，多角的サービス計

画（multi－service　plan）と呼ばれるまでになっています。何故このような展開がなされ

るようになったかについて，1．G．エリス氏は，訪問した我々に対して，つぎのように述べ

ています。

　「それは，児童は自分自身の実の家庭から引き離されてはならない，という強い信念に

基づいています。調査の結果などから，施設（Children’s　Home）に入所した子ども達の

多くは．もしその実の両親に適切な援助を行っていたならば，子ども達は自分の家庭に残

っていることができたであろうと思われたからです。もし，子どもが自分自身の家庭から

どうしても引き離されなければならない時には，私人の里親家庭が，施設よりもよりノー

マルな環境として与えられます。こうして，もしケア・フォース（家族に対する予防的援

助）あるいは里親による養育が，子どものニーズに適切に対応できない時にのみ，施設に

入所させることになります。」

　ところで，ここで言う施設もまた，今日では集団的施設養護というイメージとは異なり，

いわゆるファミリー・グループ・ホームと呼ばれる家族ユニットとして位置づけられてい

ます。また，青少年のためのホステルも，家庭的処遇を基礎としています。いわゆる収容

施設型養護は，オーストラリア全体においてもその割合は低下し，脱施設化の傾向がみら

れます。今後施設型養護は，複雑な問題をもち，また処遇の内容がより専門的な配慮を必

要とする児童を対象とするものに絞られていく傾向にあり，この点は，今日のわが国の児

童養護を考える上で，対比的なものです。

　また，新しい視野でとらえ直しているものに里親事業があります。セント・ジョーンズ

・ホームズでは，里親家庭によるケアの考え方の中にも，家族援助による「予防」という

観点が含まれています。即ち，むしろ家族問題がより深刻になる以前に，できるだけ短期

間，家庭的雰囲気で児童を預かり，児童を養育するとともに実の家族を援助し，より深刻

な問題に至らぬような予防的役割を積極的に果たすということです。さらに，家族援助サ

ー ビスの一環として，新しく交流計画（Interchange　Program）をすすめています。これ

は，1981ffの国際障害者年を機にすすめられたもので，月に1回程度，日頃心身に障害を

もつ子どもの養育や介護に追われている両親から，週末にその子どもを個人の家庭で預か

り，しばらくの休息を与え，障害のある子どもに広く様々な家庭生活を体験させようとい

うものです。この活動は，地域における家族交流を通じて，家族問題や家庭崩壊を「予防」
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するだけではなく．障害児やその家庭のノーマライゼーションや福祉にかかわる「増進」

の意義をもっています。

　このほか，タスマニア州においても，ホバートに存在するクラレンドン・チルドレンズ・

ホームでは，児童のみならず両親やきょうだい家族ぐるみ受け入れて，ホーム内で生活

を援助し，指導する家族ケア・ユニットの体制をもっています。このような例は欧州にお

いてもみられますが，非常に注目されるものです。もう一方の，より広義の児童養護とし

て，セント・ジョンズ・ホームズがすすめているケア・フォースを中心とする家族援助サ

ー ビスは，今日のわが国では，施設よりも多くの公的相談機関，福祉機関あるいは私的な

福祉団体がすすめているものです。

　さて，わが国の児童養護の体系は，各々の領域，分野毎に制度的には比較的整備されて

いるといえます。しかしそれぞれの領域，分野が独自的にすすめることは，一方では，セ

クト主義的な．また閉鎖的な傾向を助長することも，否定できません。児童養護の処遇体

系についても，「補完」あるいは「代替」という限られた分野の中で展開されるのではなく

児童養護の究極の目標にしっかりと目を据えて，包括的にかつ柔軟にすすめることは，非

常に大きな意義をもっと思われます。

エリス・ビア両氏よりセント・ジョーンズで説明を受ける
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（2）施設処遇から家庭的処遇への移行と予防的福祉の開発

　　①　オーストラリアにおける養護問題発生の背景

　オーストラリアにおいても，日本と同じように発達した資本主義国共通の社会問題が発

生し，とりわけ低迷する経済不況から，10％以上の高い失業率が続くなかで，30万人以上

の児童が貧困層におかれているといわれています。

　さらに，離婚や別居が急増し，（オーストラ1Jアは19世紀，イギリスの流刑地として男性

の数が圧倒的に多く，結婚できない男性がたくさんいたため，婚姻制度そのものがゆるや

かだったものの，宗教がカトリック系のため，離婚」ま容易ではなかったようですが，家族

法が改正されたため，離婚が急増しています）。tg81年には，1年間で41，412組が離婚を

しています。そして，20才以下の未婚の女性の妊娠が確実sc増えており，1980年｛CC953．8

％の出産となっています。

　このような状況から，たとえばビクトIJア州では1250件の家庭崩壊や，子育ての欠陥が

報告されています。この中には，せっかんを受けて死亡する子どもが10人にのぼり，重傷

を受けて病院に運びこまれた児童が250人をこえるなど，家族と子どもにとって非常に深

刻な問題となっています。また，全家庭の12．9％が単親家庭であり，このうち84％が母子

家庭，16％が父子家庭です。この国では47万6000人の児童が単親家庭で育てられていると

いわれています。

　　②　施設処遇（大規模集団施設）から家庭的処遇（ファミリー・グループ・ホーム等）

　　　　へ

　児童の健やかな成長にとって必要，欠くことのできない家庭の基盤のもろさは，児童福

祉上深刻な問題です。近年オーストラリア，ビクトリア州政府では福祉施設の役割の基本

方針の1つとして，「児童は家族の一員であり，常に家族との結びつきを持つ権利を有して

いる。児童は，十分に成熟した発達を遂げるために，必要な最良の家庭環境，すなわち密

接な情緒上のふれあい，指導，愛情，保護，健全で安全な養育が提供されるべきである。

したがって，やむをえず実の家庭によって養育できない場合は．可能な限りノーマルな家

庭環境において育成されるべきである。」と明文化しています。

　このような考え方の上にたって，オーストラリアでは，近年急速にこれまでの伝統的な

大舎型施設から，形態を変え，ファミリー・グループ・ホームへと変化してきました。

　家族との生活の場を失った子どもたちを．小さな集団で育てる考え方は，もともと1950

年頃ヨーロッパでおこり，最初の試みはイギリス，ノルウェー，スイス，で行なわれまし

た。

　オーストラリアでは，ビクトリア州児童局の係員が，当時これらを視察検討した結果，
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1957年，メルボルンにはじめてこのような形態の施設ができ，今ではほとんどがこのよう

な形になりつつあります。

　私たちの訪問した，セント・ジョーンズ・ホームズも，1921年に法人が設立されました

が，最初は放任されたり，孤児であった100人の男児を大舎型施設へ収容することから始

まりました。

　そして，1956年理事会で施設型から家族型へ形態を変えることが話しあわれ，ファミリ

ー・ グループ・ホームが最初実験的に本部の敷地内で始められました。

　実験の結果，ファミリー・グループ・ホームが子どもたちの成長発達にとってすぐれて

いることが明らかになり，その後本部の敷地外，いわゆる地域社会の中へも多数のグルー

プ・ホームが設置されるようになりました。

　子どもの成長発達にとっては体よりも人間的な信頼関係を基本とした情緒的なふれあい

が大切です。それらを最も実現しやすいのは家庭での親子の生活です。しかし，残念なが

ら何らかの理由で肉親による子育てができない場合は，正常な家庭にできるだけ近い環境

の中で子どもは育てられるべきです。

　そのような生活環境の中で，子どもははじめて過去の様々な心の傷をいやし，自己の過

去と現在について深く考え，そして，将来子どもたちが大人になって，社会人として生き

ていくとき，人間の生き方としての多くの見本をみることができます。

　このノーマライゼーションという考え方が基本となって，オーストラリアでは多くの大

型収容施設から，地域社会の中で生活を営むファミリー・グループ・ホームへと移行され

てきました。

　大型収容施設時代には，通常150名から200名の子どもたちが，男子か女子だけに分け

られ，集団生活を営んでいました。

　それらの生活は，地域社会の一般生活からかけ離れたものとなっており，子どもたちに

依存の対象をみつけ出しにくいなどホスピタリズムをはじめ，子どもたちの成長発達；Cと

って様々なマイナス現象があらわれてきました。

　ファミリー・グループ・ホームはこうした背景の見直しのもとに，オーストラリァにお

ける主要な施設養護の形態となっています。そして，10代の情緒的に問題のある子どもIC

対しては，ユースホステルとよばれる少人数のグループホームで訓練や治療教育が行なわ

れています。

　　③予防的福祉の開発

　これまでみてきたように，オーストラリアにおいては，大型収容施設からファミリーグ

ループホームへと移行するとともに，家庭援助サービスといって，子どもたちを可能な限

り施設へ入所させることを食い止め，家庭で親と共に生活のできるように，離婚の危機や
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家庭の不和などに直面している家庭に対して，問題解決の方法を特別な技術で指導援助を

行っています。

　さらに，里親制度が家庭再構築の早期達成という目的で拡充され，里子の措置期間の目

途を最長2年とし，期間を何段階かに分け，子どもたちが里親家庭に預けられている間に

も，実親と密接な連けいをとり，週末をはじめ，必要に応じて実家に帰し，早期に家庭へ

復帰できるような配慮がされています。

　1975年から連邦政府は家族援助プログラムのために，巨額の資金をあてるようになりま

した。ビクトリア州では，3つの民間施設がこの資金で具体的プログラムをたて，実践を

はじめました。

　セント・ジョーンズ・ホームズもこのうちの1つで，危機にある子どもたちが，肉親か

ら離れて施設へ措置される数を減らすことを目的に，種々の社会資源を活用して，対象家

庭に適切な援助を与えいわゆる予防福祉活動を行い，危機にある多くの家庭崩壊，家庭分

散を救ってきました。

　このようなケア・フォースとよばれる予防福祉事業を今後もさらに発展させながら実施

していくことにより，多くの家庭が救われることになります。

　これらのことは，日本においても今後児童相談所，福祉事務所等の関係機関と施設とが

連けいしながら，本格的に取組んでいかなければならない重要な課題です。

（3）施設と職員の専門性と社会的な位置づけ

　　①セント・ジョーンズ・ホームズにおける施設と職員

　まず，オーストラリアにおいて，最も先駆的な，充実した児童福祉サービスを展開して

いるセント・ジョーンズ・ホームズにおける事業，職員の専門性を例にあげながら述べて

みたいと思います。セント・ジョーンズ・ホームズは，1956年頃より，それまでの大舎制

施設から，地域分散型児童養護（ファミリー・グループ・ホーム）への移行，1975年よ

り，予防型児童養護としての在宅ケア・サービスを実施してきています。セント・ジョー

ンズ・ホームズは，現在150名の職員（約3分の1は非常勤職員）で構成されており，そ

れぞれの職務分担を非常に明確にして業務を推進しています。運営の中心である理事会は

10名で構成され，理事は毎週水曜日の定例理事会に参加し，各部門上級職員との会合，基

金の募集等が主な役割となっています。法人の財源は公費だけでは不十分であり，理事達

の積極的な活動によって支えられています。日本では，とかくみられる形式的な形での理

事会ではなく，理事一人一人が法人運営の大きな柱となり，無給ではありますが児童福祉

に対する情熱をもち，自信にあふれ，民間法人の開拓的精神を十二分に発揮しているよう

でした。施設長は実質的に，セント・ジョーンズ・ホームズの核であり，日常業務，児童処
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遇，職員処遇，理事会との連絡・調整等の中心的存在です。施設次長は財務管理部長を兼

ね，財務管理部門を担当しています。セント・ジョーンズ・ホームズの年間総予算303万

豪ドル（約5億5，700万円）ですが，予算は財務委員会で審議され，理事会の決議を経て，

各チーム・リーダーに通知されています。財務の事務処理は，コンピューターを導入し簡

素化を図っているとのことです。

　収容型児童養護（Resident三al　chi工d　care）の中心部はリソース・ユニット（専門化集

団）であり，リソース・ユニット・チームは，チームリーダー，青少年コーディネイター，

ファミリーグループホーム・スーパーバイザー，保母，ソーシャルワーカー，教育指導員，

治療教育指導員，チャイルドワーカー，青年指導員，用務員，等で構成されています。そ

の業務は．①コッテッジ，ホステル，ユニットへの入所の決定，②ハウスマザー，一般職

員に対する訓練，研修の企画，③児童．親へのカウンセリング，学習指導，職業指導，④

家庭復帰の為の再調整，退所後の指導，⑤心理学者，小児科医，精神科医，州政府職員等

の連絡，調整などであり，専門化集団として幅広い機能をそなえています。

収容型児童養護

（専門化集団）

施設次長
（財務部長）

コッテージ　　ユニット　　ユース±ステル

7ケ所　　　4ケ所　　　6ケ所

学童　　低年令児　　青少年

理事会

財務管理委員会

防型児童養護

ケアーフt一ス　　エスニック　　フtスターケア

　3ケ所　　ケア’フォース　3ケ所
　　　　　　移民家族

ト
一

ス

ポサ

ビ

一リ
一

、

、

、

ア
サ

フ

ホリデーコッテージ

　　　1ケ所

　　　　　セント・ジョーンズ・ホームズの組織図
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　収容施設は，青少年を対象とするユースホステル（Youth　hostel），学費を中心とする

コッテッジ（Cottege），就学前の低年令児を対象とするユニット（unit）があり，それ

ぞれ一戸に4～6人の児童が収容されています。ファミリー・グループ・ホームのスタッ

フは，夫婦を職員として採用し，ハウスマザーの夫は一般家庭の父親と同じように外部の

仕事に出かけ、ホームでは無給で父親の役割りを果しています。ハウスマザーの資格条件

は要求せず，暖かい人間性，子供を養育できる人，子育ての経験，技術にすぐれた人であ

ればよいとされ，我々が資格条件を尋ねると，子供を育てるのに，何故資格が必要なのか

とけげんそうな表情をみせたりもしました。ファミリー・グループ・ホームのペアレンツ

は．リソース・ユニットのソーシャル・ワーカー，教育指導員，医者等のアドバイス，協

力を得ながら児童の処遇を行っています。ハウスマザーの勤務時間は，一般家庭の母親と

同様24時間のフルタイムである為，休暇日，又，年6週間の休暇には代わりのスタッフが

派遣され，児童の養護を行ったり，ホリデー・コッテッジで他の専門職員によって養護す

る方法もとられています。ただ，ハウスマザーの平均勤務年数は短く，契約年数の3年程

度であり，ハウスマザーの家族にとっては非常な精神的負担になっていると推察できます。

　予防型児童養護（Preventive　child　care）では，メルボルン市（人口約300万人）8地

域のうち，内東部地域（40万6千人），外東部地域（30万5千人），北東部地域（36万9千

人）の三つの地域でケア・フォースを展開しています。このケア・フォースは，既にふれ

ているとおり，児童問題，家庭の崩壊等を施設の入所以前に回復・調整し．健全な家庭の

維持の為の予防策として対象家庭に適切な援助を与えるものです。

　三地域のケア・フォースチームは通常10人～15人の専門職で構成され，予防活動にあた

っています。ケア・フォースの家庭援助サービスプログラム（Family　support　Services）

は，次のようなものです。

　i）家庭援助サービス　Family　Aide　Service

　ii）家庭相談　Family　Counsehng

　iii）家計相談　Financial　Counselling

　iV）ボランティアの訓練Volunteer　Training

　V）緊急家族宿泊設備サービス　Eamergency　Accommodtion

　Vi）短期的児童養護　Temporary　Child　care

　Vii）地域児童サービス　Community　Child　care

　viiDファミリー・センター　Family　Centre

　iX）チルドレン・センター　Children　Centre

　X）特別プログラム

さらに民族ケア・フォース（Ethnic　care　Force）や里親の業務などを行っています。
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　以上のように要養護児童予防の為いろいろな方法で援助を行っているわけですが，家族

が崩壊し，子供が施設へ入所することのないようにするために．予防が最も大切だと認識

し，ありとあらゆる種類の予防を具体化しています。そこには，あくまでも家族を中心に

とらえ，健全な家庭を作ることで健全な社会を作りたいという願いがあらわれています。

　セント・ジョーンズ・ホームズは，専門化集団と日常の直接処遇職員，そして各チーム

等の人的配置を非常にはっきりと区別し，職員の専門性の方向づけを考慮しながら相互作

用のもとに処遇の効果を高める形態をとり，そして，一つ一つのチームが最終的にはセン

ト・ジョーンズ・ホームズの大きなチームとして活動するというチーム・アプローチを重

要視した運営を行っています。

　　②　専門化の社会的位置づけと展望

　セント・ジョーンズ・ホームズのこれら職員の社会的位置づけをみると，ある程度経験

を積んだソーシャルワーカーは法律家，医者程ではありませんが，社会的によく認められて

おり，サラリーも裏づけられています。ただ一般の職員はかなり広く理解されてはいます

が，地域住民はご苦労な仕事だろうといった程度の気持ちであり，社会的には高い地位に

あるとは思わないというエリス所長の話でした。職員に対する評価は日本とよく似た状況

であるといえます。一般的に事業体はよく理解され受入れられていますが，やはり日本と

同様に，自分の家のドアーの隣りでなければよいといった考え方の人も一部にあり，地域

の理解を得なければスムーズな運営はなかなかできません。セント・ジョーンズ・ホーム

ズの運営費すべてが公費，援助金等の収入であり．その為効率的な運営，児童処遇上の実

績，費用に見合う専門的なサービスがなされなければ資金の面でも地域のサポートは得ら

れません。

　ビクトリア州では最近5～10年の間に民間養護施設は50％減少しており，オーストラリ

アでは脱施設化の波のもとに子供を施設からコミュニテーベ一スにのせている時期でもあ

り，幅広い代替ザービス，家庭に対するアプローチの方法を整え，又，ニーズに合った専

門化されたサービスを提供するため，高度な資質をもった職員，高度なプログラムが要求

されてきています。又，地域により密着したローカルベースの社会資源を考えていくこと，

即ち昔のような隣人同志が助け合う，向う三軒両隣りの関係に戻そうとするなど，地域に

根づいた施設養護，予防的ケアを目ざしているとの印象を強く受けました。

　このように福祉の専門性を高め，より地域に根ざしたサービスをという考え方はオース

トラリアすべての施設にみられるわけではありません。歴史的にも新らしいオーストラリ

アでは，地域的icも施設によっても大きな格差があり，我々の訪問したもうひとつの州で

ある人口37万人のタスマニア州のように，日本では想像できない程のゆったりとした環境

の中で，一つ一つ児童養護の効果的方法を見い出していこうとしている地域もあります。
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　しかしながら，オーストラリアでは行政が民間の独創性，活力を柔軟に受け止め信頼し

引き出している姿勢もあり，さきにあげたセント・ジョーンズ・ホームズの専門性と人間

性を重視した活動は，今後さらに広がりを見せることが期待されているように思われまし

た。そして，その内容は，日本の施設のあり方を考える上で多くの示唆が含まれていたよ

うに思います。

（4）児童処遇の現状把握と今後の課題

　現在の児童養護は，高年齢児童の増加，児童問題の複雑化，養育期間の短期化等々，実

に様々な児童背景を担っています。このような状況にありながら，わが国の児童処遇の現

状は，これら一人ひとりの児童のニーズに最も適した処遇サービスが展開されているとは

言い難いものがあります。

　オーストラリアでは既に，先に述べた基本的な考え方と社会背景から，社会福祉機関自

体が，その処遇機能を，より家庭的，より多面的なサービス拡大の実現化へと，主体的努

力を続けています。

　ここでは児童処遇の現状について．オーストラリアとの比較を通して，日本の場合を検

討するとともに，今後の課題を考えてみたいと思います。

　　①　児童処遇の現状と比較

　　　ア　家庭的処遇について

　オーストラリアの児童処遇の中心は家庭的処遇であることを強調してきましたが，具体

的にはどのようなif　一ビスがあるのでしょうか。

　タスマニア，ヴィクトリア両州でよく耳；Cした処遇の場の表現は，「ここは家庭です」，

「これがノーマルな状態です」というものです。児童処遇の場が「家庭」そのものであり，

「ノーマルな状態」にある場合，それは狭義の家庭的処遇サービスととらえることができ

ると思います。この処遇を担う代表的なサービスは，「在宅指導」を別として，「フォスタ

ー，ケア（foster　care）」と「ファミリー・グループ・ホーム」があります。「フォスター

・ ケア」は，地域の一般家庭そのものに児童処遇の場を設けたサービスです。また「ファ

ミリー・グループ・ホーム」は，機関が所有する地域の一般家屋に，機関が雇用した「お

母さん」とその家族が共に住み，4～6名の児童を対象とした処遇の場を設けているサー

ビスです。

　また，狭義の家庭的処遇とは言えないものの，広義の家庭的処遇の場としてとらえられ

るのが，「園内グループ・ホーム」「ユニット」「ホステル」等です。これらは，家庭機能に

近い状態で処遇を行いながらも，「家屋が地域社会に独立していない」，「養育の担い手が職

員のチーム編成による」等，完全に「ノーマル」とは言えない内容を有している家庭的処
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遇サービスです。

　オーストラリアにも「大舎制居住型施設」における施設処遇がまだ存在しています。し

かし，ヴィクトリア州でも2機関のみであり，その他の機関は「家庭的処遇」へ移行して

きたのが現状といえます。

　これに対し日本における児童処遇はどのようになっているでしょうか。

　狭義の「家庭的処遇」サービスの場としては，「養育里親」があげられますが，このサー

ビスを活用している児童は，全措置児童の約ユ割しかいないのが現状です。

　また「グループ・ホーム」tζついては，全国でもその数は20ホームほどしかないと同時

に，その内容も．養育の担い手が夫婦である形態から，職員のチーム編制による形態まで

様々です。狭義の家庭的処遇としては「里親型」がわずかな数ありますが，「分園型」は広

義の家庭的処遇の傾向が強く，中には単に建物が地域にあるという以外は施設処遇と変わ

らないものさえあります。

　このように．わが国では真にノーマルな「家庭的処遇」サービスが少ない現状にあり，

他の児童処遇は凡て，居住型施設における施設処遇を行わざるを得ない状態であるといえ

ます。

　このように，オーストラリアと日本の児童処遇における「家庭的処遇」の現状には大き

な違いがみられ，基本的な考え方そのものが異っているといえるのではないでしょうか。

　　　イ　児童のニーズとサービスの活用ICついて

　オーストラリアでは，家庭的処遇を基本として，児童処遇サービスの種類を拡大してき

ていますが，どのニーズにどのサービスが活用されているのかを，日本の場合と比較しな

がら見てみたいと思います。

　オーストラリアでは，保護者のいない児童には，まず「養子縁組」サービスが活用され

てきましたが，近年は保護者のいない児童そのものが減少しているため，以前ほどの活用

はされなくなってきています。この現状は日本においても同様ですが，オーストラリアの

場合は，児童福祉の観点から，障害や問題を有する児童の縁組についても積極的に取り組

む等、わが国の姿勢と異なる面が見うけられます。

　次に．保護者がいながら，問題解決のために援助が必要な児童の場合は，次のような段

階でサービスが活用されています。

　第一段階は，在宅のままで．問題解決がはかれるケースです。これに対してはオースト

ラリアで特に力をいれ始めた「予防型サービス」が活用され，その代表的なプログラムと

して「ケア・フォース」があります。日本の場合は，児童相談所等の公的機関がそれぞれ

の分野で在宅指導にあたっていますが，「ケア・フォース」のように，民間機関による効果

的なチームワーク援助は今後検討される必要がある課題です。
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　第二段階は，問題解決をはかるために，児童を一時的に家族から分離せざるを得ないケ

ー
スです。このようなケースにはまず，「フォスター・ケア」サービスが活用されています。

この「養育里親」サービスは，「養子縁組」とははっきり区別され，あくまでも実親の元へ

戻すまでの一時期間の養育サービスとして，ソーシャル・ワーカーの指導の元に行われて

います。日本の場合は，この「養育里親」の目的が明確でなく，短期養育も促進されてい

るとはいえ，養子縁組との関係との問題を含む長期養育が多いといえます。しかしその活

用は先tc述べたようにわずかでしかないうえ，都道府県の姿勢によって差があり，活用が

ゼロの県から，制度化して1割ちかくの活用を行っているところまであるという状態です。

施設処遇以上に全国的に内容の差が著しいこのサービスは，日本に即したあり方を充分に

研究し，より効果的なサービスとして活用可能になるよう検討されるべきと思います。

　第三段階は，児童の問題がより困難であったり，兄弟姉妹の数が多い等の理由で「フォ

スター・ケア」のサービス活用が適当ではないケースです。このようなケースには「ファ

ミリー・グループ・ホーム」や「ユニット」等の家庭的かつ専門的機能を備えたサービス

が活用されています。児童の問題としては，情緒障害，学習遅滞，身体的障害等があり，

所属機関のスーパーバイザーによる訪問指導の元に専門的，治療的処遇が展開されていま

す。

　また，これまで述べてきたサービスが活用不可能な時には「大舎制居住型施設」を用い

ることになりますが，近年は児童数の減少あるいは閉鎖の方向で進んでいることからも新

しい活用はないに等しいと考えてよいようです。

　日本の養護児童の場合は，サービスの種類が多くないこともあり，ニーズの明確な選定

がないままにほとんどの児童が「居住型施設」サービスを活用せざるを得ないのが現状で

あることは前にも述べたとおりです。

　オーストラリアでは更に，社会生活に適応できない，あるいは自立の方法を知らない等

の問題を有した高年齢児童のためのサービスがあります。これは「ユース・サービス」と

呼ばれ，地域社会に設けられている「ホステル」での生活指導や「職業訓練所」での職業

指導が行われています。このサービスは，専門スタッフによる治療的，教育的アプローチ

が大きな役割を持ち，高年齢児童が増加している現状において，ニーズの高いものといえ

ます。日本でも同様に高いニーズがありますが．その対策としてのサービスは不充分であ

ると言わざるを得ない状況です。「居住型施設」の中には，高年齢児童を専門に処遇する工

夫がなされているところも増えてきましたが，児童福祉法による措置年齢の制限が適切な

処遇を阻む状況を作っています。また，アフターケア施設として存在する機関に対しても

行政の援助姿勢は消極的で，昭和60年にやっと東京都が「自立援助ホーム」として認める

にいたったところといえます。
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　以上述べてきた様々なサービスが，オーストラリアではどのような割合で活用されてい

るかを知るために，セント・ジョーンズ・ホームズの昨年度の取り扱い数を参考にすると，

「ケア・フォース」が約6割，「フォスター・ケァ」が約3割，「グループ・ホーム」がO．5

割，「ホステル」が約O．　5割となっており，具体的な活用状況がうかがえます。

　これらの比較を通して，日本1ζおける処遇内容の検討や新しいサービスの拡大が必要と

されていることがわかります。そしてまた，どのようにサービスが活用されていくべきか

を検討し実現化していく課題があると思われます。

　　②児童処遇をめぐる課題

　これからの日本の児童処遇の課題を考察するにあたって，まず確認されなければいけな

いことは，オーストラリァがそうであったように，わが国が「居住型施設処遇」中心から

「家庭的処遇」へ，また新しいサービスの拡大へ，との姿勢をとるのか，あるいは現状を

維持しようとしているのかが問われているということです。

　　　ア　基本的考え方の課題

　家庭的処遇を可能にしている考えは，児童のニーズを中心とし，児童に対してより人間

的な生活の場を設けることをねらいとしたものであるといえます。

　日本では長い間，「集団養護理論」が児童処遇の考え方として主流を占め，居住型施設は

その実践の場として現在に至っているのが現状です。更に加えて，労働基準法の導入によ

り．児童の生活の場は「家庭的処遇」とはいい難い内容へと変化せざるを得なくなったの

です。

　この基本的な考え方の違いについて，わが国の行政機関，社会福祉従事者，そして国民

全体が認識し，児童に適した処遇をいま一度真剣に見直すことが必要とされていると思わ

れます。

　　　イ　行政との関係における課題

　オーストラリアの行政姿勢は，民間機関の開拓精神を重視し．より効果的なサービスに

は積極的に援助をしながらも，その運営は機関独自に任せていました。一方民間機関は行

政の補助金のみに頼ることなく，自ら資金を集めては更によいサービスへと発展させてい

ます。

　現在の日本の行政は，100％に近い措置費を民間機関に援助していると同時に，管理指

導も強めてきています。そして民間機関は，その関係の中で開拓性や独自性を弱められ，

使命を見失いがちな現状といえます。

　行政のあり方を変えることは容易でないながらも，この関係を克服してよりよいサービ

スを生み出すことが必要とされています。

　　　ウ　国民性，国情等の課題
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　「家族」「血縁」を重視するわが国の国民性は，「養育里親」や「ファミリー・グループ

・ ホーム」として自らの家庭を提供することを困難にしていると推測できます。

　さらに加えて，住宅状況，教育問題，主婦の就労等々，わが国の社会状況は厳しいもの

があります。

　この状況をふまえて，地域社会の中におけるサービスがどうあったらいいのかが，より

研究されなければいけないと思われます。

　　　工　社会福祉従事者の課題

　先にも述べたように，わが国の児童処遇職員は，そのほとんどが専門資格を有している

レベルの高いものであります。しかしその専門性が，ケースワーク，グループワーク処遇

等の技術にのみかたより，児童を養育する技術としての「受容，なぐさめ，しつけ等」を

含む親に代わる愛情そのものをおろそかにしていなかったかが反省させられます。

　両者の技術のバランスと，チームワークによる児童へのアプローチを重視しているオー

ストラリアを参考に，わが国の専門技術を児童処遇ICどう活かしていくか改めて見直す時

期であると思われます。

　　　オ　サービス活用の課題

　最後に，わが国の児童サービスが今後どのよう1こ活用されることが望ましいのかを考え

てみたいと思います。（それぞれのサービスが持つ課題の検討は後の章にゆずりたい）

　まず長期に養護を必要としている児童に対するサービスが慎重に選ばれなければいけな

いでしょう。その背景や状況にもよりますが，これらの子供達には「養子縁組」「養育里

親」「グループ・ホーム」という，できるだけ人間関係の変わらない，家庭的処遇サービス

が内容を充実させた形で提供されるべきと思われます。

　また短期養護の児童であっても，その年齢が個別処遇を必要とする乳幼児童の場合や、

地域性を必要とする学童の場合等は「養育里親」や「ファミリー・グループ・ホーム」が

活用されていく方向を期待したいと思います。

　それでは「居住型施設」はどのような児童が活用するかというと，それはやはり専門的

治療的な処遇が必要な児童であるといえるでしょう。「居住型施設」は，問題を有しながら

個別処遇を必要とする児童のための「グループ・ホーム」，集団相互作用による治療を必要

とする児童のための「小集団コテッジ」，社会生活，職業指導等，自立のために特別の指導

を必要とする高齢児童のための「ホステル（自立援助ホーム）」等，様々なニーズに専門的

に応えられる機能を有してこそ，その活用が期待されるのではないでしょうか。
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　日本の児童処遇がどのように変革していかなければいけないのか．またどのようなサー

ビスを生みだすことが必要なのか，ここでは概略と主な課題を述べたにすぎません。

　「オーストラリア」と「日本」では，歴史的背景，社会的状況，経済状況等々，同じに

は論議できない面が多くあります。課題そのものを単純に比較することなく，「法」や「経

済」の問題等をも含めた中で，改善できることは何であるかを選択し，実現化していくこ

とが期待されていると思われます。

　しかしながらいずれにせよ，わが国の児童養護もまた，児童の；一ズを中心としたもの

であり，児童の生活と精神の安定を保障するためにより人間的な処遇の展開を目ざすこと

を忘れてはならないと思います。

グレンハーベンの

ハウスペアレント

ウィルソンユニット

の皆さんと共に
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2．児童の発達とパーソナリティ・サービスーファミリー・グ

ループ・ホームを中心に

（1）オーストラリアの人口構成と公教育

　オーストラリアは，全人口の96％が海岸にそった環状に点在する都市に居住しています。

人口の90％をヨーロッパ系が占め，アジア系は2％です。また全世帯の28％が移民世帯で

す。さらtζ近年は，ベトナム・インドネシア難民が6万人もいます。言語が60種類，宗教

が40種類等，まさに複合文化社会の性格をもっており，とくにその中で，異民・移民問題

が顕在化しています。ここでは，このような特徴をもつオーストラリアの教育状況につい

てふれてみたいと思います。

　自治権については，連邦政府よりは州が強い権限を持っており，教育制度．社会福祉制

度も各州によって相違があります。オーストラリアの義務教育開始年数は州によって異な

りますが，5’－6才から始まります。例えばタスマニア州では，o幼稚園（沌ndergar－

ten）は2才から5才．　o小学校（Primaryschool）は5才から9才，　o中・高等学校

（High　school）は10才から15才，　o専門学校・進学コース（Matricul　atio　n　Colle－

ge），大学（University）は17才からとなっています。ビクトリア州の義務教育は．5才

から小学校に入学し，中学校は12才から入学し，卒業期限は3年間です。しかし，情緒障

害児，登校拒否児，非行児等は中途退学の例もあるようです。

　オーストラリアではt多くの民族をかかえてはいるものの，義務教育の就学率は統計で

は100％であり，高校以上の在学率をみても，｜980年では人口10万人当り日本が2，070で

あるの1ζ対し，2，234という高さです（UNESCO資料による）。
　　　　　　　　　　
　我国の社会は，高学歴の免許証がなければ社会的地位や高収入の道が保障されないと云

う高学歴社会が存在します。しかしオーストラリアでは高学歴の指向は見られず，受験戦

争がみられません。しかし，政府は国民が教育を受けることについては奨励しており，都

市が偏在し．また日本の人口の8分の1でありながら，高校以上進学の割合は先の統計

でみるように非常に高くなっています。オーストラリアFζは学歴的な賃金格差はないよう

です。また，年功序列賃金論もみあたりません。それは職種や専門職による生活賃金であ

るといえます。

　福祉分野をみると，我国は保母資格が必要条件ですが，オーストラリアでは保母資格は

必要としません。普通の家庭のお母さんで．子供を育てる能力がある人であればいいとさ
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れています。しかし，リーシャル・ワーカーは専門の4年生大学を卒業しなければなりま

せん。

②　要養護問題及び養護児童の処遇計画

①　要養護問題

　既にふれたように，オーストラリアにおいても養護問題発生の背景となる社会的，家庭

的背景が多くみられます。またわが国と同じく，両親の経済的基盤の脆弱さの故1こ．二次

的派生によって精神的絆が切れ．家族が崩壊し，養護問題が発生している例も多くみられ

ます。さらに，我国もオーストラリアも養育を忌避する両親が目立ってきていますし，同

時に道徳的モラルの低下も問題にされています。またオーストラリアの特徴として，結婚

年令の低年令化（女性の平均結婚年令21．2才）もあげられており，親の薬物．麻薬，アル

中等が目立・っています。

　これらを背景として，養護児童を家庭外で保護し養育する場合，オーストラリアでは少

年裁判所において判決が下されて，各地域の一時保護所を経由して，施設に措置されます。

我国との違いは，「保護監督」の措置による場合親権が停止され，州政府が後見人となり

ます。我国の場合．通常は親権の停止がない故に，逆に養護上の処遇1ζおいて，しばしば

親との協力関係で困難なケースが生じます。

入所児童の措置状況の比較

順 日　　　　　本 オース　トラ　リア
1

親の行方不明 親の病気による入院

2
離　　　別 親の離婚，養父母の養育忌避

3
長期入院 里親委託，養子縁組の不調

4
棄児父母の就労 家庭での養育．監護不能

5 親の死亡 親による虐待

6 父母の放任，怠惰性格異常，精神障害 結婚年令の低年令化による養育忌避

7
父母の拘禁 低所得階層の家庭養育機能の弱化

8 虚待，酷使 親の麻薬，アルコール中毒による家庭の

崩壊

（注）厚生省資料（58付）基督教児童福祉（2号）p．33

　我国では最近，養護施設に人所する要養護児童の質的変化と多様性が指摘されています。

その問題を大きく分けると，〔1）基本的生活習慣の欠除。〔2）学習遅滞児童の増加。（3）4±会性
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1

に欠ける問題行動（登校拒否，自閉．夜尿，失禁，神経性習癖）。｛4）反社会的な問題行動

です。オーストラリアにおいても家庭崩壊がもたらす児童の発達への影響として，このよ

うな問題をもつ児童の処遇が重視され，とくに自己覚知，自立などの援助に苦労している

ようです。家族的処遇や里親の養育では限界がある場合もみられます。

②　養護児童の処遇計画

　我国では児童が措置されるときには措置通知書を初め，諸々の書類が添付されてきます。

オーストラリアの場合も，入所児童の家族の背景．親のニーズ，子供のニーズの調書が記

載されてあり，児童の家庭復帰や社会復帰を中心に，処遇方針と処遇計画が明示されてい

ます。

　ファミリー・グループ・ホームでは，その処遇プランに従って，処遇を展開しています。

　セント・ジョーンズ・ホームズでは平均して年3回，処遇の見直しを行なっで，その処

遇効果や復帰の可能性を検討します。

　特に我国の場合は在園期間の長い児童が多いのですが，ファミリー・グループ・ホーム

では一般に2ケ月から3ケ月で退所し，長くても2年から3年です。また問題のある高年

令児童の処遇プランはより複雑になされています。

　以下に，児童の発達を重視した処遇の具体的内容についてふれることとします。

〔3）家庭的処遇とノーマライゼイション

①　ファミリー・グループホームへの歩み

　オーストラリアの児童養護の処遇形態は，ここ20年間で大きく変容してきていることは，

既にふれたとおりです。

　過去50年間，養護児童は収容保護が第一であり，大舎制の兵舎方式（Barrak　System）

であったのが，この20年間大舎制から小舎制への努力が続けられる中で更に地域の中での

ファミリーグループホームの設置など，いわゆる脱施設化へと移行してきています。脱施

設化とは，子供や収容される人達をコミュニティ・べ一スに戻していく事であり，ファミ

リー・グループ・ホーム，養子縁組，里親や予防型養護（ケアフォース）などもこれに入り

ます。

　メルボルン州のセント・ジョーンズ・ホームズでは創立当時男子対象の大舎制をとっていた

が，1956年理事会は小舎制への転換を決定し．1963年迄に4っのファミリー・グループ・

ホームが開設され大舎制に終止符がうたれています。1985年現在では10ケ所のファミリー・

グループ・ホームと5ケ所のユースホステル（高年令児の収容施設）になっており，旧ホー

ム（Original　Home）は空床になっています。

　1979年の“The　Children’s　Bureau　of　Australia”（大阪水上隣保館　佐々木氏の「オ
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ストラリアの児童福祉」学院年報，VoL　4，　J　85）によるとビクトリア州の民間施設は

248であり，その中で約6千人の子供達が生活しています。分散式のファミリー・グループ・

ホームに措置されている児童は29．4％であり，キャンパス内のファミリー・グループ・ホー

ムが20．5％であり．これらで半数を占めています。他の州においても，南オーストラリア

州でファミリー・グループ・ホームが24．5％に比べ，集合型ケァが40，5％，ニューサウスウ

ェールズ州でファミリー・グループ・ホームが22．8％，集合型ケアが35．2％を占める以

外は，クイーンズランド，タスマニア，北部特別地域の各州でファミリー・グループ・ホー

ムが措置児の半数を占め，西オーストラリア州・首都特別地域では約70％をファミリー・

グループ・ホームで占めています。

　一方ではケア・ホース（予防型児童養護）とよばれる更に革新的なプログラムが．ビク

トリア州では1976年頃から用意され．これを通じて危機にある家庭の援助指導を行うこと

で子供を施設ケアに至らないようにするという予防的サービスが展開されてきました。

　子供の発達保障に必要な家庭環境を側面からのサポートにより支えるζとができるなら

ば，ケア・フォースは正に最もすぐれた処遇の一つであると言えるでしょう。子供は，実

親や兄妹との安定した信頼関係や個別的関わりのある家庭の中で自己を確立し，成長発達

する事が望まれます。

　さて，収容保護は金がかかりすぎるという批判からも，連邦政府は，ケア・フォースに

力を注ぎ，予防型福祉に予算を組んできた経緯もみられます。しかしこの方向性は今後資

金的にも十分裏づけがある訳ではないのですが，ここ5～10年間に施設収容児童はさらに

減少すると考えられ，ケア・フォースの重要性が高くなることが予想されています。

②ファミリー・グループ・ホームへの移行の背景

　メルボルン州政府の指導の基本方針（セントジョーンズ施設長エリス氏の講演，世界の

児童と母性．Na16号，’84）によると，

　（1）社会は児童が最も健全に発達していくように援助する責任を負う。すべての児童と

　　家庭は適切な社会資源を受けやすいように配慮され，援助を保証されるべきであって

　　資源の欠如から彼らの発達が損なわれてはならない。

　（2｝児童の権利がはく奪されたり，情緒上の障害が誘引される危険のある児童に対し，

　　社会は可能な限りの対策を講じ，児童やその家庭を援助・強化し．実の家庭から代替

　　的なケアに措置されることを防止する。

　｛3）児童は家族の一員であり常に家族との結びつけを持っ権利を有している。児童は十

　　分SC成熟した発達を遂げるために必要な最良の家庭環境，すなわち，密接な情緒上の

　　ふれ合い，指導．愛情，保護，健全で安全な養育が提供されるべきである。したがっ

　　てやむをえず実の家族によって養育出来ない場合は，可能な限りノー一マルな家庭環境
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　　において育成されるべきである。

　（4）居住ケアは児童養護において最終の手段であるべきでこれに至るについては細心の

　　評価がなされなければならず，また措置が対象児にとっても最も好ましく，利益にな

　　るものであること。

とあります。このような指導方針はノーマライゼイションの考え方を背景とし大型収容施

設から地域社会の中のファミリー・グループ・ホームへと移行させることとなりました。

　タスマニア州地域福祉省の局長は，脱施設化の方向が打ち出された理由として．「1950年

代に入りクリニックなど専門的に研究していくと．施設育ちの大人は反社会的行為に走る

事が多く．刑務所の入所も多い。家庭とのコンタタトも少なく，職員の数も少ないため．

人間性豊かな養育が難しかった。人として育ち，生活していくための安定した要素として

もグループ・ホームの方が効果が大きいと考えられるようになった」と述べています。つま

り子供1ζ自分の家を与えるということです。彼は，さらに「大型収容施設に入ると，子供

は自分のもとから住んでいた社会環境や地理的環境からも違いすぎる事があり，その意味

でもファミリー・グループ・ホームはその子の元いた学校・家庭からも離れることがない

し，実親の努力義務へのアプローチも出来る。かっての大型収容施設では，非行歴のある

子を入れると非行が非行を生むケースも増えていた。同じお金をかけるなら，その子の発

達をより促す方向に考えたい。教護院，少年院なども隔離した収容施設などでなく．地域

にあるファミリー・グループ・ホームなどの社会に受け入れて治していく方がより好まし

いやり方である」と，述べています。

　そして，さらに「しかし社会に住まわせればそれでよいとは考えない。いろいろのやり

方でサポートしていく事が大切である。大事な思春期の青少年を長く罰則のため収容する

といった考え方より，入所の期間も2～3ケ月から6ケ月位を基準として個別対応をしな

がら．ファミリー・グループ・ホームで治していく方がよい」と述べています。

　一方．同じタスマニア州のアッシュレイ・ボーイズホーム（州立少年院）の院長の考え

方は，少数グループではあるが，「非行，犯罪歴のある困難な問題のある子は，ファミリー・

グループ・ホームで対応．処遇出来ない。セオリーでいえても実際面では難かしく．収容

矯正施設は必要である」というコメントでした。

　タスマニア州の収容矯正施設は，ワィブラホームとアッシュレイのニケ所ですが，いず

れ一ケ所になるであろうと予定されており，児童の処遇の向上はより強化され発展すると

いう印象をうけました。

③　里親（フtスターケア）とファミリー・グループ・ホーム

　前記の佐々木氏の翻訳された調査によると，「約6千人の養護児童のうち，6．4％（364

人）が里親委託である。里親委託が少ないのはコーディネートやスーパバイズをする適切
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な機関が整っていなかったため，子供が安価な労働力として利用されたりするケースなど．

失敗が続出し，世論の厳しい批判をあびて全く停滞していたからである。目下，里親ケア

が見直され体制作りが行なわれておりr良質の里親は，児童にとって最良の機会である」

と指摘されている」とあります。ちなみにタスマニア州の1983年の資料によると．州政府

による保護監督数551名中里親委託は238名を占めています。タスマニア州でも大型収容

施設がフォスター・ケアにどんどん子供を出しているといいます。オーストラリアの里親

委託は，里子を両親のもとiζ早く返し，家庭を元通りにさせるという意味での養育里親が

多く，従って期間も比較的短期を旨としていて．養子縁組の多い日本の里親制度との考え

方の違いがあります。

　タスマニア州では非行歴のある子の里親による受け入れが．パイロットプログラムとよ

ばれる特別契約ケアを通じて行なわれており．南オーストラリア州でもはじまっていると

のことでした。

　タスマニア州の局長によると，里親ケアの問題点として，里親と里子と旨くサービスが

マッチしない場合．いがみあったりすることが多いので．里親として自分の子と預ってい

る子とわけへだてなく育てたり，実親とのコンタクトに積極的に応じ，受け入れてくれる

など細かい心づかいの出来る人が望ましいと述べていました。

　里親ケアの難かしい子の状況は次のようなものです。｛1況弟姉妹が多く，里親の元で一

緒に兄弟が暮せない者。②非行があったり，問題があるため里親との一対一のケアが困難

である者。（3演親が里親と協力し合えない者。このような状況にある子は，ファミリー・

グループ・ホームか収容施設に入所しています。

④　ファミリー・グループ・ホームの内容

　i．ファミリー・グループ・ホームの定義と課題

　　　ファミリー・グループ・ホームは民間施設の運営するものと州政府の運営するもの

　　とがあります。ファミリーグルーブ・ホームは総称であり，一軒の家はコテイジと呼

　　ばれています。地域の中の家に親族関係のない子が4人～12人，通常2人以上の子持

　　ちの夫婦と共に一家族として生活しているところと考えられています。夫は外に勤め

　　を持っている場合が多く，妻がコテイジマザーとして子供のケアにあたり，勤務から

　　帰った夫も父親代りとしてケアにあたります。子供達にとっては，ペアレンツは親と

　　してのモデルであり，この処遇の成否はペアレンッにかかっているといえます。子供

　　達は，ペアレンッや家族の中の少人数の落着いた快適で寛大な雰囲気の中で人との信

　　頼関係を基に成長していきます。学校やクラブ，課外レッスンなど必要と認められる

　　教育や処遇を受け，友人や地域社会の中で育っていくのです。
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ti．ファミリー・グループ・ホームの子供たち

　　メルボルン州のセント・ジョーンズ・ホームズでは，子供達は約50名で5．6人ずっ

10ケ所のコティジに居住しています。子供達は，26家族からきていて，そのうち41名

　は「保護監督」で残りの子は非措置によるものでした。児童裁判所の裁定により州政

府が後見となる「保護監督」の数はここ数年減少し，停滞してきています。「保護監

督」に至るまでの予防的サービスが効果をあげてきて裁判迄にその問題が解決してい

　るケースも多くなっていると考えられます。

　　子供の年令は18才迄が対象ですが，3才から15才位まででした。在所期間は平均2

　～3年ですがもっと短い子も5～6年の子もいました。退所後は．両親の許に戻った

　り，親戚の所．養子里子になったり，就職をして独立したりなど様々です。

苗．ハウスマザー

　　ファミリー・グループ・ホームはまさに一人のマザーの人格によって動かされるの

　でスタッフの選択がきわめて重要です。そのため面接や心理テストなど採用には多く

　の時間を費しています。資格は特iζないのですが，結婚後2年以上経ち，社会的にも

　安定している人，子供の持つニーズSCうまく応えてくれ．子供の親を受け入れること

　の出来る人などとなっています。ハウスマザー1こ対して，「特に何に心をくだくか」と

　尋ねた時，実の親の受け入れであると答えていました。親に会うと．子供は動揺し．

　それをとりなすことはなかなか困難であるようです。24時間勤務の内容は，様々のニ

　ーズを持っ子に対応していくことであり，自分の子供との葛藤もあり相当の激務であ

　るため，希望者は多いとは言えません。そのため募集などにもかなり苦労しているよ

　うです。夕方5時iCなると残業する人は少ない程労働条件（週40時間）の恵まれてい

　るオーストラリアで．24時間の勤務をしいられるハウスマザーは余程の忍耐力と熱意

　が必要です。タスマニァ州のローランド・ホームでも，我々は24時間勤務ですと繰返

　しペアレンツが述べていました。セント・ジョーンズ・ホームズでは年に6週間の休

　暇をコテイジマザーが取れるよう奨励していますが．子供のためにとなかなかとる人

　は少ないようです。

　　勤務年数は1年から3年以内が多く，ハウスマザーの精神的．肉体的疲れから辞め

　るという理由が多いようです。子供達が安定した生活を送るためにも．ハウスマザー

　の継続性は大切な要因です。

iv．ファミリー・グループ・ホームを支えるスタッフ

　　セント・ジョーンズ・ホームズでは，チームリーダーの下に専任のソーシャルワー

　カーや教育担当ワーカーがおり，ソーシャルワーカーは1人で3軒のコテイジを担当

　し，ハウスマザーへのスーパーバイズや年に3回のレビュー（発達を見たり，判定す
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　　る），プログラムの見直し，実親のカウンセリングやコンタクトをとったりしていま

　　す。年3回の見直しの視点は，親に対するカウンセリング，学校やホームでの生活態

　　度などです。ゴールが決められており，伸びているかどうかで次の段階のプランニン

　　グを決めます。教育担当指導員は学校や幼稚園を担当する施設と学校のかけ橋です。

　　不安定な家庭生活により，情緒的にも不安定になり，学校で問題を起したり，授業に

　　集中出来なくなり学力が劣ったりします。学校での落伍が社会において非生産的な人

　　間になり，成長しても反社会的な行動をおこしたりします。その意味からも教育担当

　　ワーカーの役割は大きいと考えられます。

　　　これらの専門職員は子供達とペアレンッの中に直接介入してくるのではなく，ペァ

　　レンツを背後からバックアップするのです。その技術は子供達一人一人のニーズや個

　　性に応じ，的確に判断することが要求され，子供達が．最大限に発達するように適切

　　な治療を保障するものなのです。

⑤　ホステル（Hostel）

　ホステルは高令児の処遇施設です。少年・児童裁判所や公立のサービス機関，その他か

ら子供達は入所してきます。セント・ジョーンズ・ホームズでは5ケ所あり，3ケ所は一

般的なケースの子であり，他の2ケ所は州全体の子を対象とするいわゆる問題を持つ子，

「保護監督」の子です。目的は一時的に住まわせ，自立させ，出来るだけ早く家庭や社会

に帰すことです。子供達に共通する点は，淋しがり屋であり，お金の使い方，掃除．料理

など生活技術の欠落している子が多いということです。処遇は，専任スタッフがケースプ

ランニングにもとづき，2ケ月毎に発達経過を見直し．修正していきます。「保護監督」の

子供は，1年毎の見直しをします。ホステルから職業訓練所に通所したり，学校へ通学し

たり就労していきます。1984年に開設したモロィ3／4ハウスもあり，自活を目ざした子供

が入所しています。3／4ハウスの意味もハーフ・ウエイ（1／2ウエイ）より，もっと

地域に近いという意味があるとのことです。子供達は自分の収入の20％を支払い，自活に

必要な生活技術を修得し社会に出ていきます。ここでは自分のことは自分で出来るように

働きかけているのです。

｛4｝児童処遇と発達保障

　オーストラリアとくにビクトリア州における児童養護の基本的な考え方は既述のように

「施設的イメージ」を廃止して，ファミリー・グループ・ホームを中心に児童を社会の荒

波から守り，のびのびとした憩を与え．生活養護を通して，地域社会へとっないでいくと

いうことです。それは家庭と同じような生活スタイルをもって，コミ＝ティの中で，子供

を育てることです。
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①児童の生活実態

　i．日課と生活

　　　児童が基本的生活習慣及び生活技術を身につけるには，基本的な生活スケジュール

　　（日課）が必要です。ここに，例としてあげるタスマニア州にあるクラレンドン・チ

　　ルドレンズ・ホームの日課表は次の通りです。

　　　6：45　起床．洗面．清掃

　　　7：00　朝食

　　　8：00登校

　　　8：00～3：00　学校

　　　3：00　下校（小学生）

　　　3：30　下校（中学生）．着替をして，自由遊びをする

　　　6：00　夕食，手伝い

　　　7：00学習

　　　　　　　就寝（年令によって時間差がある。）

　　　我国と比べて，時間的余裕があるように思います。自由遊びは．地域の公共施設や

　　外出等で楽しくすごしています。ホーム・ペアレンツが．平均して月IC　1回程度．ホ

　　ームの児童と山登りやキャンプなどですごしていました。

　　　ややもすると，行事中心の日課表になっている我々は．改めて考え直すべきものが

　　あると痛感しました。

　　　ホームの構成メンバーは児童が4人でその内訳は14才が1人，12才が1人，幼児が

　　2人です。ペアレンツの家族は4名です。

　　　図にみるとおり，居室はスペースが広く，明るく，客間や，プレイルームがあり

　　ます。また各居室の補修．装飾に力を入れており，ホームメイキングは我々も見習う

　　べきものが多くありました。また補修単価は我国より高いようです。

　li．食事

　　　ファミリー・グループ・ホームでは，食卓を囲んで，食事をすることを生活の根底

　　tζしています。大舎制の場合は，調理職員が調理室で調理したのを，食堂に集まって

　　大勢で食事をしているのが，我国の大半の施設の状況と考えられます。

　　　ファミリー・グループ・ホームのマザーは，食事に多くの時間と労力を費やして手

　　作りのものを食卓にそなえます。この食事は心身の発達に大きな糧となっています。

　　「時に応じて，児童と共同して，食事を作る。」とマザーが答えていました。

　血．手伝い

　　　基本的な衣・食・住の手伝いを児童にさせることは，基本的生活技術を習得させる
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ことになります。ファミリー・グループ・ホームでは．児童の身の廻りの整理整頓はも

ちろん，居室，屋外の清掃，調理の手伝い，食卓の後片付，洗濯，バス・ルーム，便

所等の役割を決め，全員がそれを遂行しています。しかし手伝いは児童の発達年令，

労働能力に適切なものを与えて，個別的に又協同的に遂行させているともホーム・ペ

アレンツは答えています。

W．学習と進路指導

　我国の高校進学率は全国平均95％にのぼっています。中学校卒業では職場の門が狭

く，選択できる職種が少なくなってきました。どうしても，高校卒業，各種専門学校

を卒業してから就職するケースが年々増加しています。又中卒では社会的適応や社会

的自立が未成熟であり，その問題に各施設は大きな悩みをもっています。

　セント・ジョーンズ・ホームズの例では，学習指導を行なう場合は，その児童の性

格．能力に合った指導をし，児童が，教育機関になじむよう配慮をしています。精神

発達の遅滞が見られる児童には．個人中心のカリキ＝ラムでもって行なっています。

また，読み書きが不十分でクラスの授業について行けない児童には，多くのサポート

や補習教育をホームマザーや教育の専門家が行なっていました。

　学習指導については．ホームマザーは学校の担任と常にコンタクトを維持している
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　　ようでした。さらに，ファミ1）一・グループ・ホームと学校を連結する職務を担う教

　育専門のワーカーがスタッフの中に位置づけされています。ワーカーは週に2回学校

　　へ出向いています。14人の子供を担当し．延べ20の教育機関とっながりをもっていま

　　した。進学について尋ねてみたところ．オーストラリア全体が日本ほど進学のパーセ

　　ンテイジは高くないとの答えがありました。セント・ジョーンズ・ホームズの例では，

　　進学したい児童には上級学校には行かせる。しかし現在の児童は知的レベルが低いの

　　で，進学する児童は少ない。むしろ，社会で自立，自活させるための職業教育や社会

　　復帰に大きな精力と努力を費やしている，とのことでした。

　V．道徳性の酒養

　　　ビクトリア州やタスマニア州のファミリー・グループ・ホームはキリスト教を中心

　　とした宗教的信条を中心に，道徳・情操教育を日々の生活養護の中で培かっています。

　　　教会出席（職員），教会学校（児童），夕拝を通して，「目に見えないものへの尊厳」

　　の価値観を学び，養っています。これらは，社会人となる過程で大切なことといえま

　　す。児童の行為や行動が「目に見えないもの」への配慮にっながっています。今日，

　　我国では，経済の豊かさが優先し，心の豊かさが崩壊しつっあると指摘する声が多く

　　きかれます。あすを担う児童の健全育成には，尊厳性や道徳・信条の酒養もまた，重

　　要な意味をもっています。

　　　タスマニァ州のアッシュレイ・ボーイズ・ホームでは高年令の女子には家族計画を

　　専門的に教えています。「この問題については避けて通れないので，なるべく，開放的

　　に行なっている。」と，所長は説明していましたが．我国の場合は特に，性教育につい

　　ての立遅れはいなめません。今後，取組むべき課題のひとつと考えられます。

②児童と職員の人間関係

　オーストラリアのファミリー・グループ・ホームの児童数は我国の定員よりも，はるか

に少人数で，職員数も好条件下にあるといえます。子供の側に立って見るならば．望まし

い職員数は．子供との人間関係をつくる必要な条件ですが，重要なことは心の繹と信頼関

係にあることは言うまでもありません。入所前，児童達は親と子の絆が崩壊し．情緒不安

がつづいています。それ故に，ホーム・マザーは生活の中で．個々の人格を認め，直接的

触れ合いや間接的な介助をする過程で，心身の安定を図ることに留意しています。

　クラレンドン・チルドレンズ・ホームのグループ・ホームでは，夕食後．全員一同が室

にあつまり，お茶をのみながら，全員で雑談をします。それはお互いのふれあいの中で信

頼感が生まれ，人間関係がごく自然に強まっていくことを助けています。

　セント・ジョーンズ・ホームズのアップルビーのホームマザーは，「子供が入所して3

ケ月が大変むずかしい。お互いが理解し合い．お互いの人間関係を知り合うのに全精力を
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使います」と，述べています。

③　ホームと親との関係

　我国でも養護児童の両親への働きかけ‘ζは．積極的に取り組んでいます。しかし．昭和

58年度4月1日付の厚生省の調査報告によると「家庭復帰困難」のため，家庭引取の年限

がのびつっあると，指摘されています。現場職員は親が面会に来訪された時；C，コンタク

トをとるのが精一杯であり，また特別な事情がない限り家庭訪問は行ないません。

　オーストラリアの場合は，入所する時点で，親と児童が一応納得の上で入所しますが，

特にその後の親とのコンタクトは，大変重要視されています。それは家庭復帰が大前提に

あるからです。親とホームとを介在し，調整する専門のファミリー・ケース・ワーカーが

その役割機能をもっています。児童が早期に養護の効果をあげ，家庭復帰ができるように，

親と子の人間関係の調整をはかり，親子の絆を維持させるよう努めています。親や家族の

諸問題にも，ワーカーは援助しています。しかし，残念なことに，ファミリー・グループ・

ホームの全児童の5％の親が，養育することを「放棄」・しています。特に，ホステルや少

年院の児童は両親とのコンタクトがないケースが多いようです。

④　処遇と評価

　セント・ジョーンズ・ホームズの例では，児童のケアに関する評価の中心は，「児童の

生活態度」・「発達成長」にあり，これに基づいて処遇を見直しています。具体的な作業は

ケース委員会が中心となっていますが，ケース会議の中には10才以上の児童を参加させて

います。その根拠は，本人自身が自己覚知をもって，生活態度の向上を図ることにありま

す。我々も入所児童を受け入れた後，色々な視野で行動観察を行ない，その後処遇計画を

作成します。児童の家庭復帰・社会復帰の見通し及び在所期間によって，処遇方針や指導

計画が左右されます。今日，質的変化と多様性をもって入所する児童への処遇は，「教育的，

治療的，精神医学的」な専門技術が要求されています。

　その処遇効果を向上させるためには，処遇プロセスの検討や見直しが重要です。それは

一般には，測定評価的なもので処遇ケースの見直しをやっている場合が多いと思われます。

　ファミリー・グループ・ホームでは．処遇計画や見直しにっいてはケース委員会がその

大きな機能を持っています。その中心はスーパーバイザーの力量をもつ人がその任務にあた

っています。我国では，専門性は言葉として普遍化していますが，組織的，系統的なケー

ス委員会はありません。処遇効果を向上させるため，科学的な評価の研究が今後の課題で

す。

isl児童の処遇の社会化とその展望

養護の子供達を見ていると施設育ちを肯定したくなるような錯覚をいだく時があります。
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1

しつけもいきとどき．食事も栄養のバランスがよくとれており．子供達もよく食べ，よく

遊び，ほとんど病気もしません。

　現在の社会では核家族化や老令化社会，高学歴を目ざす受験戦争，非行や登校拒否，家

庭内，校内暴力などの子供の問題等々社会が複雑化し，家族のストレスも高くなっていま

す。そのことが子供の健全な育成IC大きな打撃を与えており，施設などで集団生活による

健全な児童育成が見なおされたりします。

　しかしそれは大型収容施設下での消極的な意義をもつ考え方でしょう。オーストラリア

などのファミリー・グループ・ホームのあり方は．養護の子供達にとって確かicスタッフ

が充実し．家としての機能を果たせば理想的であると言えましょう。だからといって我が

国の大舎制から一足とびにファミリー・グループ・ホームへの脱皮が可能であり，よりべ

夕一な方法かと言われれば，あまりにも現状では制約が多く困難です。オーストラリアで

は，民間施設が先駆的役割をはたし，行政も連邦政府より州政府の権限が強くそれだけに

柔軟性のある・小まわりのきく方針や政策をとる事が出来るのです。現時点での我々の施

設のあり方を考える時．子供達が収容され，食べて寝るだけのある期間をすごすだけの施

設ではなく，子供達が生き生きと生活する場であり，子供の発達を保障する場として，今

ある施設をどのように活動させt利用するのか，いろいろと考え方や方法はあると思いま

す。その前tc．職員が自分の担当する場だけのセクト的立場に立つのではなく，全施設と

しての立場に立つ事．児童の立場に立って考える事がせまられていると思います。

　私の勤務している所は，施設が地域交流事業として行っている保育園です。地域の子供

達と合同保育する中で，一見．よく遊び，たくましく見える養護の子供達が実は集団活動

の中へとけ込めなかったり．物事への興味や関心が希薄だったり，生き生きとした持続的

な活動が出来ずすぐに投げ出したりする態度や行動が見られました。しかし十一年目を迎

えてみると，誰にでもすぐにベタつき拗ねることで，自己表現したり，集団活動のルール

をわかろうとせず遊べなかった子供達も，2～3年合同保育で育つ中で，人との関わり方

など社会性も育ちのびのびと活動出来るようになっています。

　保育園の父母会も地域からの通園児の父兄を対象とし，施設と地域をっなぐパイプ役を

果たしており，文庫活動や講演会，バザーや里親への取組み，子育ての勉強会を通し，更

に施設理解を深めるよう取組んでいます。

　我々の施設では，施設の子供達を中心とした月一回の創造活動の物作り，障害児を仲間

にすえて地域の子を対象とした週一回の遊びの場「ばっこ」の活動を行っていますが，将

来は施設の広いグランドなどを中心とした児童館活動などにチャレンジしていきたいと思

っています。

　理想的なホーム作りと言われるファミリー・グループ・ホームのマザーの激務振りやチ
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ラッとかいま見た疲れた顔付きは，正直胸をつかれました。しかしエリス氏は，民間施設

のチャレンジ精神なくしては，児童養護の未来は決して明るいものにはならないと，述べ

ています。

　将来は日本の福祉も予防的なものが中心となり漸時，ファミリー・グループ・ホームへ

と向っていくことが予想されます。将来へのビジョンを持ちっつ，まず自分達の立ってい

る場から何が出来るのか取組んでいくことが大切であると考えています。

一 44一



第 2 章

家族ケア・家族カウンセリングのあり方

1　オーストラリアにおける家庭重視の思想

2　わが国における現状と課題

（1）わが国における家族ケア・家族カウンセリングの実践的

　　枠組みの現状

（2）わが国における施設養護と家族ヶア・家族カウンセリング

3　オーストラリアにおける家族ケア・家族カウンセリングの

　現状
（1）家族ケースワークのための社会資源

（2｝　ケア・フォースの展開

4　わが国における今後の家族ケア・家族カウンセリングの展

　　開

　｛1）ファミリー・ケースワークの確立

　②　施設の社会化

　（3）学童保育、緊急一時保護里親・一時保護所、緊急親子宿

　　　泊所などの新たな試み





1．オーストラリアにおける家庭重視の思想

　私達は，セント・ジョーンズ・ホームズの1975年にスタートさせたという10ケ年計画を，

実際に現実で見聞きする中で，そのスケールの大きさと専門性の高さに圧倒される思いが

しました。

　戦前の日本の「孤児院」と全く同じスタイルで1921年にスタートした一施設が，1956年

以来、大舎制からグループホームへの移行を完了し，更に1975年には「ノーマライゼイシ

ョン」．「脱施設化」の考え方から，施設へ措置されるケース数の低減化を目指して，ケア

・ フォースと呼ばれる一連の予防策の開発に努めたのが，この10ケ年計画であると云うの

です。

　ケア・フォースの実務内容は，家庭相談，児童相談，経済困窮家庭への家計指導，人間

的に未熟な親に対する実技の訓練とサポート，住宅困窮者への住宅相談，実際に側面から

支えてくれるボランティア達の養成訓練などであります。

　日本で云えば，福祉事務所，児童相談所，養護施設，保育所，母子寮，一時保護所など

の仕事を含めて，一民間施設＝一法人の手でそれが展開されているのです。勿論，連邦国

家レベルでの様々な社会保障制度があり，州社会福祉省直轄のリージョナルセンター（日

本の福祉事務所と児童相談所を合せた様な機関《注1）〉）や公立グループ・ホーム，フォス

ター・ケア（里親制度）や地方自治体が行うローカル・カウンセリングなどもあります。

そこには，官民協力による展開が見られ，一大児童福祉プロジェクトの展開が見られます。

　ケア・フォースの活動によって，先ず家庭崩壊を予防し，どうしてもダメなら，1～2

日とか，1～2週間あるいは6～8週間，そして長くても］～2年の短期間に限り，フォ

スター・ケア（日本の里親制度の様なものだが，このように予防的で短期間である点では

日本と異なる）によって家庭再建をはかり，それでもダメな場合のみ，ファミリー・グルー

プ・ホームでケアするという実践体系に見られる如く，セント・ジョーンズ・ホームズに代

表されるオーストラリアの児童福祉思想の主流は，ノーマライゼーション，家庭重視の思

想に傾きつつあります。

　現代日本の家庭養育の危機に対応して，単なる家庭代替論から，積極的養護論への発想

の転換をはかるべきであると前節で述べて来ましたが，その様な立場からすれば，私達は，

このオーストラリアに於ける思想と実践体系から，貧欲に吸収すべき所は吸収したいと思

います。
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《注1》　オーストラリァでは，日本の生活保護という考えはなく，そのかわり．失業手

　　　　当が無期限に与えられ．職についていない者は全べて不就労手当がもらえる。又．

　　　　児童相談所の措置権に相当するものは，児童裁判所がステートウォード（親権停

　　　　止）という形で行います。

ビクトリア州は150周年記念でにぎわっていた

セント・ジョーンズ・ホームズの理事の方々と

楽しい交歓会
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2．わが国における現状と課題

（1）わが国における家族ケア・家族カウンセリングの実践的枠組みの現状

　当然の事ながら，前記オーストラリアにおけるその枠組と，日本におけるその枠組は，

それ自体が異っています。

　日本の場合，生活保護法と児童福祉法を2本の柱として，家庭相談や経済的困窮家庭へ

の家計相談，住宅困窮家庭への住宅相談などは，公的機関としての福祉事務所が一手に引

き受ける事となっており，児童相談については児童相談所が引受けることになっています。

　その他，売春防止法による婦人保護にっいては婦人相談所，保育所は市区町村の厚生課．

母子寮は福祉事務所と児童相談所の両方，助産施設は福祉事務所，人間的に未成熟な親に

対する実技の訓練とサボートなどは一部分保健所が行ったり，一部分は教育委員会の社会

教育課が行ったり，どこも何もやらなかったり，ボランティアの養成は民間社協がやる事

になっていたり……といった具合に，誠｛ζ多岐にわたって，総花的に，各個バラバラに行

われている様に思われます。

　さらに家族関係に焦点をあてた，より専門的なケアやカウンセリングとなると，全くま

だ不十分な現状がみられます。

　オーストラリアのそれが，民間主導型の極めて系統性に富んだ実践体系であるのに比し

て，日本に於けるそれは，あまりにも行政主導型s官僚主導型のバラバラ福祉になってい

る様に思われてなりません。これに，文部省（教育相談所や幼稚園や学校のそれ）や法務

省（家裁や保護観察所や少年院のそれ）が加わって来れば，更に多岐多様なものになりま

す。

　この事は，日本の官僚的国家としての国家体質と連邦制をとっているオーストラリアの

国家体質の違いにもよると思いますが，私達にとって．より問題にされねばならないのは，

日本における民間社会事業の弱さだと思うのです。100年の鎖国とまでは云いませんが・

我が養護施設界を見る限り，長年の，措置費に甘える体質が民間の活力を失わせている様

に思われてなりません。その点では，精薄関係の動きの方が，親達の熱意に支えられて，

最近ではより活発になっています。どんどん自前の運動を作り出し，それを国や自治体に

認めさせているからです。
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（2）わが国における施設養護と家族ケア・家族カウンセリング

　現代の日本における家庭養育機能の低下と混乱は，従来の家庭崩壊による養護児童に加

えて，情緒障害児や「非行」児など，新らたな要養護児童を生み出し，教護院，情短施設，

養護施設，乳児院の専門性が益々問われて来ています。その様な中にあって，家族ケア・

家族カウンセリングのあり方は，重要な課題となっています。

　かねてより，全養協は，ファミリーケースワーカーの人員要求を，行政当局に提出して

来ましたが，未だに認められていません。それは，よりはっきりした形で実践の積み上げ

を示し得なかったからだと思います。

　様々な形で多発する児童問題は，様々な社会状況の中で，家族と児童のコミュニケーシ

ョンの中から生じています。従って，その児童問題の解決も又，家族と児童両方の関係調

整の中で解決が図られるべきです。

　しかし，日本におけるその現実は，一部の情短施設の先駆的取り組みは別として，家族

ケア，家族カウンセリングの取り組みが，スッポリと抜け落ちている傾向にあります。

　かつての孤児院時代からの伝統を持つ日本の施設養護は，単なる家庭代替論のレベルで

「一担あつかった子供は，我が子と思って献身的に育てあげる」ことだけこだわり，（その

事自体は素晴らしい事で，私もそうありたいと願っていますが），親に対する積極的な働

らきかけや．家庭再建についての様々なサポートを欠いてしまっているのではないでしょ

うか。登校拒否児の治療的養育に於ても，確かに，施設入所させて収容治療すれば，相当

数の子どもたちは学校へ行く様になりますが，往々にしてそれで良しとされ，親の元に帰

えせば又再発する，又再発するから帰えさない，といった事がよくあります。親に対する

家族ケア・家族カウンセリングが抜け落ちているからです。

　現状では，福祉事務所や児童相談所のケースワーカーや地域の民生児童委員などが，分

担するたてまえになっていますが，現実には施設入退所時の事務的処理で終っている場合

が多いのではないでしょうか。

　ここでも又，施設職員の目的意識性と計画性が問われるところです。様々な社会資源を

活用しながら，系統的組織的に，もっと目的意識的に，家族ケア・家族カウンセリングを

行い，家庭再建へ向けての取り組みが試みられるべきです。
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3．オーストラリアにおける家族ケア・家族カウンセリングの

　　現状

　近年．オーストラリアでは家族崩壊の割合いが10年前に比較し，増大している傾向にあ

ること，その背景となる大きな要因としては，深刻な失業問題，離婚数の急増に伴う家庭

生活への影響，また，クレジットカード乱用等による家庭崩壊や，親としての役割に適合

できない，育児能力の低い親や，未成熟な結婚等の増加の現象などがあげられることは，

これまでにもふれられてきました。

　オーストラリアの経済低成長の実情から見て，今後も，家族はストレスを蓄積し続ける

ものと予想され，家族福祉に関するサービスへの期待は益々高まり，政策的にも，より一

層の充実が図られていくものと思われます。

ω　家族ケースワークのための社会資源

　ファミリー・サポートという考え方は，もともとイギリスから始まったもので，17世紀

から18世紀のイギリスにおける重商主義的保護のもとで，急速に発達した資本主義のひず

みとして出現した貧民への対策の一っとして用意された援護であると言われています。

　オーストラリアでも，様々な形で家族援助サービスが展開されていますが，1一ストラ

リァ6州を統括する連邦政府では主として，所得保障に関するサービスが中心です。家族

援助法は1974年に制定されており，家族福祉に関するサービスは州政府レベルで具体化さ

れ，連邦政府や各州政府からの補助のもとに各種の民間福祉団体の事業内容にそって行わ

れている形が多い様です。

　家族援助プログラムは，家計，食事，又は物質（衣類等）の緊急援助，カウンセリング，

住宅援助，融資，ホームヘルプ等にわたっています。

　民間福祉団体による家族援助サービスの主なものとしては，緊急家計救済，結婚相談，

家族計画サービス，情報助言センター，緊急時居住施設等があげられますが、ここでは，

今回の研修先にて行われていた家族援助サービスの活動にっいて述べる事にとどめます。

　④　入所児童の家族への対応

　オーストラリアの養護施設における入所児童の家族への対応は，行政機関のソーシャル

・ ワーカーと，各々の施設の専任のケース・ワーカーとの連携のもとに行われているのが

通例のようです。

　家族に対するケース・ワークの内容は，親に対するカウセリング，一時帰省，面会等の
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促進など親子関係の回復，調整等を主とした精神的な面での関わりが中心です。しかし，家

族のかかえる問題の状況によっては，年金、手当て等の社会資源の活用をはかる，他の専

門機関を利用するなど，具体的な形で援助する場合もあります。

　タスマニア州にあるアシュレー・ホームという教護施設では遠方から来園する家族の為

の宿泊設備を設置しています。この宿泊設備は，親子で共に週末を過ごさせたり，親に対

するカウセリングの場としても使用されています。

　又，セント・ジョーンズ・ホームズでは，入所児童の個別指導計画だけではなく，児童の家

族に関する分析が様々な角度から検討され，具体的な指導計画が立案されています。その

後，専任のケース・ワーカーによって，家族に対する指導が展開される事になり，入所か

ら退所に至る養護展開の中に、親の参加が積極的に導入されています。

　児童の在園期間は全体的に短期間（2年～3年）で家庭復帰率も高いという印象を受け

ました。この背景には，家族に対する指導が専任のケースワーカーによって，計画的に実

施されている事の効果が現われている為と思われました。しかしながら，ケースによって

は，全く子どもを顧みない親や，家庭内の問題が未解決のまま，在園期間が長期にわたっ

ているケースも見られ，問題の多い家族に対する指導の困難性はどこの国においても共通

しているようです。

　②家族緊急宿泊サーピス

　タスマニア州，クラレンドン子どもの家では，施設の敷地内に2棟の家族緊急宿泊施設

を併設しています。このサービスは，火事，災害，夫の暴力などの何らかの理由により一

時的に住居を失った家族に対し，居住施設を提供するものです。

　宿泊施設は一般の家とほぼ同様の構造で建てられており．利用料の20％が利用者によっ

て支払われ，80％が法人より援助されます。利用期間は，原則として6週間を限度とし，

生活費については利用者の負担金によって賄われています。

　短期間の一時的な居住施設のサービスではありますが，利用期間を通じて，カウセリン

グ，家計指導，場合によっては，食事サービス等も含めて家族を援助しています。現在、

利用家族は多く，需要に対応しきれない状況にあるといわれています。この様な緊急宿泊

サービスはオーストラリア各地の民間事業体に広まっているようです。

　③　アングリカン・ファミリー・ケア・サーピス

　アングリカン・ファミリー・ケア・サービスは，タスマニア州にある英国教会が設置主

体となっている組織で，現在の活動内容は失業や病気などによる生活困窮家庭に対する家

計相談が中心です。年間700ケース程の相談を取り扱っており，所得保障の受給に関する

相談や，家計指導等がファミリー・ケース・ワーカーによって実施されています。

　家計指導の具体的な方法として．相談者との同意のもとにファミリー・ケース・ワーカ
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一 と共同名儀の口座を銀行に開き，共同サインのうえで金銭の出し入れをし，無計画な出

費を防止する方法が講じられる場合もあります。

　その他の活動内容としては，クレジットカードの無計画な利用等に関する幣害について，

地域内の様々な会合の場や，刑務所，リハビリテーションなどに出向き，家族崩壊の原因

となりがちな危険性等にっいて．呼びかけています。

　現在の事業は2年前から開始されたもので，事業内容は家計相談を主とする段階ですが，

将来的には予防的福祉の立場からの活動が組織だてられて展開されるものと思われます。

　④インター・チェンジ（lnterchange）

　セント・ジョーンズ・ホームズでは，障害児をもつ家族に対する援助プログラムとして，障

害児を休日や週末等の一時期間，地域内のボランタリーな家族に委託できるサービスを実

施しています。この目的は，障害児の家族に休息を与える事により，親のストレスを解消

させ，障害児をかかえた家族が陥りがちな苦悩，問題点等に早い時期に対応する事によっ

て，解決策をうみ出していこうとするものです。セント・ジョーンズ・ホームズでは援助家族

（Host　Family）の募集とともに，これらの家族に対する専門的訓練，指導等も実施して

います。

　⑤　ケア・フォース（Car　Force）

　ケア・フォースは，これまでにもたびたびふれられてきたように，セント・ジョーンズ・ホ

ー ムズで行われている予防的福祉活動のプログラムの一っで，家族崩壊の未然防止，児童

の施設入所防止の為に，家族を一っの単位として援助する為のプログラムです。

②　ケア・フォースの展開

　詳しい活動内容としては，次のようなものがあげられます。

　①ケア・フォースの目的

　セント・ジョーンズ・ホームズでは，ケア・フォースの活動によって家族崩壊をできる

限り未然に防止し．それでも養護上の問題の解決がはかられない場合には，まず，短期間

のフォスター・ケアで，それでもだめな場合にのみ，2年程度を目途に，より家庭に近い

形でのファミリー・グループ・ホームに措置するという一連の考え方のもとに養護体系が

組織だてられています。

　ケア・フォースは地域の子どもを一人以上養育している家族を対象に，問題をかかえた

家族．崩壊の危機にある家族に対し，早い時期にサポートをおくる事により，家庭崩壊を

未然に防止し，子ども達を本来の親から切り離して，いずれかのケァに措置するという事

態をできる限り防こうとする目的をもっています。

　②　ケア・フォースの活動内容
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　ケア・フォースは1975年より10年計画で活動が開始されて，現在、ビクトリア州4っの

地域と，移民家族に対するエスニック・ケア・フt一ス（Ethnic　Care　Force）一箇所，

計5っのケア・フォースがそれぞれの地域のニードにあったプログラムで展開されていま

す。主な活動としては次の様な内容になっています。

　◎専門的なサービスとして

　a家族援助

　b家族カウセリング

　C児童発達センター

　dファミリーセンター

　e児童青少年プログラム

　f早期幼児発達の様々な地域活動

　◎一般的なサービスとして

　a家計相談

　b住宅相談

　Cボランティアの訓練、養成

　d家族緊急宿泊サービス

　e結婚相談

　f緊急一時保護

　g食物等に関する指導（母親教育）

　h小児健康相談

　一般的なサービスを受ける場合には，直接担当者に問い合わせ，必要とするサービスを

受ける事になります。専門的サービスを必要とする場合には．チーム・リーダーといわれ

るケア・フォースの責任者であるソーシャル・ワーカーを通じて．受け入れ一→評価一→

契約という段階を経て問題をかかえる家族全体に対する継続的な指導が展開されます。

　評価の段階では，家族全体について様々な視点から綿密に分析され，ソーシャル・ワー

カーによって指導経過が作成されます。家族に対する具体的な指導はファミリー・コーデ

ィネイターの指導のもとにファミリー・エイドが家庭訪問をし母親への指導をするなどの

方法で行われます。ケースによって指導期間は異なりますが，一つの家族に対し8年近く

の継続した指導を要するものもあります。

　家族の問題は，家計がゆきずまっているとか，子どもの養育が不充分である，夫婦関係

に間題があるなど様々な問題が複合している場合が多く，ケア・フォースとしてはそれぞ

れの問題に対応したサービスを展開する為に．次の例に示すように，複合したサービスで

家族全体にアプローチしていく事になります。
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Example（f　Care　Force　Services（ケア・フォース・サービスの一例）

Father

父親

After

＆：hool　grOOP

　学童保育
12－－15才のグループ

Family　counseling
ファミリーカウンセリング

mother

母親

17習留器賠

Farnily　ade

（ファミリーエイド）

Family　center

（ファミリーセンター）

Children‘s

Development　center

児童発達センター

After

　　　　　　　Eary　child　hood
Schod　groop
　　　　　　　Dewelopment　Field　officer
　学童保育
　　　　　　　早期幼児発達の為の
6；㌍写　　　プ・グ・・

　③　その他の活動

　ケア・フォースは上記の様な活動以外に，地域一般児童の為の休日プログラムや，ファ

ミリー・センターや児童センターに，家族や子ども達を集め，母親の為の各種の講習会を

開催したり，家族や子ども達同志のグループを編成し相互の交流を促進するなどの活動を

行っています。多くの人々と交流をもっ事により徐々に社会性も養われ，近隣づきあいも

できる様になり，結果的に家族が好ましい状態に変化していく効果が見られます。

　ケア・フォースはその他にも，幼児成長発達の為の専門的指導、訓練や．青少年プログ

ラム，学童保育，地域内の問題家族の発見など数多くのプログラムのもとに，広範囲にわ

たって積極的な家族援助サービスが展開されています。
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4．わが国における今後の家族ケア・家族カウンセリングの展開

川　ファミリーケースワークの確立

　私達は先ず，私達の施設の現実から出発する以外にはありません。現実の私達を取りま

く状況は，どちらかと云うとゼロからの出発です。全く何もしていないのではなく・多く

の施設で献身的な努力がなされているとは思います。しかし，総体としては，ほとんどの

施設が，今入所中の子供達を施設内で落着かせ，施設内でうまく適応し成長するのを助け

る為にのみ，その範囲で親の協力を求めたり．親の相手をして来たのではないでしょうか。

　なるほど，私達は家庭復帰の原則をかかげ，子供達の親が家庭再建をはかることによっ

て一日も早い家庭復帰を願っていますし，その為の援助を惜しまないのは当然です。しか

し，私達は，その為の積極的努力や計画を立ててその実現に向けて実践してゆく事をどれ

だけやっていると云えるのでしょう。

　それは，今まで，児童相談所や福祉事務所がやる事で，私達は施設で子供を見ていれば

良いとされ．せいぜい親の動向や親の情報を児相や福祉事務所に提供する程度ではなかっ

たのでしょうか。要養護児童の親達の現実は，それほどなまやさしいものでない事は，私

達が一番良く知っています。要は，先ず私達の目的意識性をはっきりと．理論的・実践的

体系として確認する事から始めねばなりません。

　a．各施設に，ファミリー・ケース・ワーク担当の職員を置く事。少なくとも現在居る

職員の誰が担当するのかを明確に位置づけること。

　b．ケース・プランニングの中に，子供自体の問題と共に，家族の問題も重要なものと

して加える事。個々のケースの中で具体的プランを策定すること。

　c．定期的な家庭訪問や面会時に家族カウンセリングを実施すること。

　d．児相や福祉事務所や児童・民生委員及び，家庭裁判所などの関係機関との連携をと

りつっ、それらを積極的にコーディネートする事。

　e．ケース・プランニングの段階から，親の積極的参加をはかること。少なくとも，施

設養護の期間中は，親と共に共同で子育てを行うという姿勢を持つべきで，養護施設とい

えども保護者会などの計画は持たれて然るべきです。

　などの事があげられますが，少なくとも，現在の児相や福祉事務所などに任せっぱなし

というのでは不充分です。
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　当面は，登校拒否児等の情緒障害児とその親に対するカウンセリングなど，現実にぶっ

かっている問題への意識的・組織的なアプローチとその実績を積み上げることからでも始

める以外にありません。

　施設入所児童とその親の問題にっいて，児相との連携は勿論ですが，福祉事務所担当ケ

ー
スワーカーや担当民生児童委員をも含めたケース・スタディ及びケース・プランニング

なども実施されて然るべきです。

②　施設の社会化

　「施設の社会化」は，単に施設の建物を開放したり，地域子供会活動や祭などの諸行事に

参加したり，施設行事への地域住民の協力をあおいだりする事ではありません。勿論．そ

の事も大切なことですし，その一部に加えられて良いと思います。

　しかし、既に述べた様に、現代日本の家庭養育の危機に対応して，日本の児童養護総体

に役割を果すべく，その理論的・実践的体系化をはかること。その中に於ける施設養護の

位置を見直し，一定の福祉圏を設定して，そこにおける児童養護総体にアプローチする専

門的な児童福祉センターを目指すことこそ，施設の社会化の重要な課題だと思います。

　当面，具体的には，個々の施設が持つ一定の福祉圏に対して，施設内で組織的にはっき

りと位置づけられた相談窓ロを外に向けて開設すること。又，様々な育児相談，家庭相談

に応えられるだけの専門スタッフの育成と施設内外からの専門家の結集をはかること。児

童相談所・福祉事務所などの公的機関との連携のもとで，その窓口に持込まれる様々な相

談に対応する実践的積み上げを作り出すこと。などの取り組みが出来れば良いと思うので

す。

　前章でも述べた，各専門分野にわたる有能な人材や学生ボランティアなどを施設内外に

結集して，研究啓蒙活動を強化する，その一環として，又，その実践検証の場として，施

設養護及びかかる相談窓口を活用する事も考えて良いと思います。

（3｝学童保育、緊急一時保護里親、一時保護所、緊急親子宿泊所などの新らたな試み

　①　学童保育

　家族援助サービスの一っの社会資源として学童保育はまだまだ不足しています。現在の

保育所や養護施設などの人的資源や建物敷地などを活用して，もっと積極的に取り組まれ

て然るべきです。

　②　緊急一時保護里親・一時保護所

　オーストラリアにおける，インターチェンジ（lnterchange）の様なものは日本でも必

要です。既に，大阪の聖ヨハネ学園などでは施設でその様な事業に着手されていると聞き
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ます。才一ストラリアでのそれは，障害児を持った家族の一時的休養を確保したり，障害

児の養育を援助したりするものですが，日本では，障害児を持つ親達の間で互助的に行わ

れている向きもある様です。

　ところで，どの社会，いっの時代でも突然の危機に見舞われたり，緊急の必要にせまら

れたりして，ほんの短期間，その問題解決までの間一時保護の必要な子供があります。そ

の様な場合，現在では，児童相談所の一時保護所が利用されています。しかし，児相の一

時保護所は常に満員であったり，幼児などの場合の体制がなかったりで，往々にして養護

施設に，その様な一時保護児童が廻されて来ます。私は，かねてより，その様な一時保護

児童を専門に預かる里親の開拓や，一時保護所の開設が必要であると思って来ました。

　迷い子にしろ，突然おそった不幸による一時保護児童にしろ，現在の養護施設で預かる

場合，現に居る子供達の生活がそれら児童の突然の来訪でしばしばかき乱されるなど，少

なからぬ障害をもたらすからです。

　緊急一時保護所は，それが里親であれ，施設の一部であれ，家族援助サービスの資源と

して，専門のものが必要です。利用の仕方は非常に広範囲なものとなるはずです。

　③養護施設付属の親子宿泊所

　B本における家族ケア・家族カウンセリングを考える場合，母子寮などの親子収容型の

施設がもっとも見直されるべきです。特に，一時的家庭崩壊の危機にある母子家庭・父子

家庭に対する緊急親子宿泊所の様なものがあって良い様に思われます。現在の婦人相談所

が成人婦女子のかけ込み寺的な役割を担っていますが，子供連れの場合どうしても無理が

ある様です。父子家庭などに至っては，その様なものは皆無です。

　オーストラリアでは．どの民間施設でも，施設自体でこの様な緊急宿泊サービスを実施

している様です。

　現在．私達の施設に入所している子供達を見ても，その様なものがあれば，何とか親子

の別離を防げたであろうケースは案外多い様に思われます。又，家庭復帰をうながす家族

ケア，家族カウンセリングの重要な資源となるはずです。

　又，母子寮の見直し強化と共に，父子家庭の為の親子収容型の施設が作られても良いと

思います。母子家庭の場合，一種の住宅提供が重要なサービス要素となっていますが，父

子家庭の場合にはむしろ，子育てそのもの，家事一般がより問題とされると思います。日

本における養護施設では，母子家庭からの入所児童数より父子家庭のそれが多く，父子家

庭問題が社会問題となっている時s何等かの形でこれへの対応が必要です。

家族援助サービスの体系の再構築は，現実の社会的養護と家庭的養護の現状を踏まえて，
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行政・地区社協・民間施設の各々自体の自己変革，再構築を前提として，共同プラン・共

同実践が着実に進められるべきです。

　民間社会事業の先駆性・開拓性・柔軟性の復活こそが望まれるところです。
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第 3 章

児童の養護体系一地域，行政とのかかわり

1　オーストラリアの児童養護体系

（1）オーストラリアの社会福祉について

②　タスマニア州における児童養護の概況

　（3）ビクトリア州の養護体系

2　予防システムについて

3　わが国の養護体系一問題点と課題

（1）わが国の養護体系の問題点

　（2）養護体系の課題





1．オーストラリアの児童養護体系

　今日のオーストラリアにおける児童福祉すなわち，児童の養護体系が発展したのは，地

域社会の中で，家庭の役割機能を補助することにより，ケアーフォースや，フォスターケ

アの必要性が生まれたからである。この様なオーストラリアの現状を把握し，我国におけ

る「施設の社会化」を考える上のひとっの参考としてオーストラリアの地域社会の役割，

行政の立場を中心にのべてみよう。

（1）オーストラリアの社会福祉について

　　①　オーストラリアの行政サービス

　6っの自治植民地（各州：ニューサウスウエルズ，ビクトリア，クイーンズランド，南

オーストラリア，西オーストラリア，タスマニア）によってオーストラリア連邦が形成さ

れている。現在のオーストラリアは協同体制の新連邦主義である。オーストラリア政府は，

州権の原則を擁護し，行政上の重複をさけ，州の問題に対する干渉を行なわない方法を検

討し，そして，経済や社会政策の主要分野で連邦政府と州政府の協力を一層大きなものと

し協力関係を強制によって達成させている。

　オーストラリアの児童福祉の政策，施策は連邦政府の社会保障省児童福祉局と，州政府

の地域福祉省が中心的役割を果し，特tこ施策実施基準については州政府が具体的役割を担

っている。これに加えて各州の地方自治体のサービスもある。

　これらの公的施策，サービスと同時に民間福祉団体が，州政府と連携を保ちながら，民

間としての独自の方針を持ちながらその役割を担っている。更には，州政府の教育省，及

び保健省でも福祉事業サービスのある部分を担っている。

　オーストラリアの社会保障計画の実施は，困っている人に対する所得保障に重点を置く

連邦政府の役割に加えて，教育，住宅，公衆衛生，出産，児童福祉などの多くの福祉サー

ビスの行政貴任は，各州政府の責任とされる（養子縁組，里親サービス）。情緒上の問題や，

非行傾向のある児童に対する共同計画が，各州政府の教育省，社会福祉省によって実施さ

れる。オーストラリア政府の福祉計画の中で，民間の奉仕団体は，重要な補助機関の役割

を果たし，公共社会サービスを補助している。

　　②児童福祉について

家族，児童福祉および幼児教育サービスの監督，認可および提供についての基本的責任を
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になっているのは，各州政府である。オーストラリア政府は，各州が独自の優先計画に支

出できるように，多くの，いろいろな目的のために利用できる補助を州に与えている。

　オーストラリア政府の幼児サービスについての主な政策目的は，特殊な児童グループ，

全国的に重要なサービスに対する州の活動を補足することである。

　社会保障省の児童福祉局が所管する児童福祉計画により，オーストラリア政府は，地域

社会が児童1こ対して適当な世話，社会的なふれ合い，感情的な支援，安全と保障を提供す

るのを援助している。児童福祉計画に基づく．サービスにはつぎのようなものが含まれて

いる。

　。未就学児童サービス。

　。定期的，臨時または，緊急の際の託児。

　。休暇および登校前，下校後の世話。

　。近隣および多機能センター。

　。遊び仲間支援サービス。

　・児童サービスの野外スタッフ。

　。仕事をするための託児。

　。女性が避難した場合の託児。

　児童福祉サービスについての新しい試みをテストしている二つの例が，家族援助サービ

ス計画とユースサービス計画である。家族援助計画は，1977年に創設されたもので，児童

の育児，発育の責任を持つ家族を援助するためいろいろなサービスの発展を促進，援助す

ることを目的とした3年間の試験的計画である。同じく3年がかりの試験的な計画である

ユースサービス計画は1979年に導入されたもので，このための費用はすべての州によって

分担されている。この計画の重点は，約18歳までの人たちに緊急用の施設を提供すること

である。紹介．カウンセリングといったサービスもこの計画の枠内で，援助は資金提供よ

りも，むしろ周期的に必要な費用に関するものが中心である。児童サービス計画は，知識

や経験が限られているいろいろな計画に対して資金を支給している。

　各州政府は，幼児，乳児健康センター，正則の教育制度の枠内での障害児のための特別

なサービス，未就学児童サービス（政府からの補助金が支給されている）。児童のための

福祉住宅，リクリェーションサーピスを行っている。

（2）タスマニア州における児童養護の概況

　タスマニアはオーストラリア大陸の最南端の洋上に浮かぶ面積6万8，300平方キロメー

トル，人口43万人の島で州都はホパートである。北海道よりやや小さいこの島は羊毛をそ

の中心的産業としており，また，観光地としても発展しつつある。
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　1901年に連邦政府憲法が制定された当時から，オーストラリアは社会保障の世界的パイ

オニアであったが，当初は生活貧窮者に対する援助が中心であり，その実施基準に関して

各州で制定されていた。タスマニア州においても，養子縁組プログラム作りを中心とした

児童福祉政策が州当局によって推進されてきた。1950年以降は，非行，放任，生活困窮な

どの問題を抱えた児童に対する処遇が政策の中心となり，里親制度も積極的に進められる

ようになった。

　民間の養護施設は，多人数収容型から小グループ的なものに移行しているが，現在では，

地域分散型のファミリーグループホームが主流となっている。収容期間も比較的短期（6

～ 8カ月）で家庭復帰や社会復帰を可能とさせる方向で努力が続けられている。

　非行児童に関しては，17歳までの青少年が処遇されるが，当該児童の法的問題は児童裁

判所で措置される。非行を生む要因は家庭や周囲の環境にあるとの認識から，養護児童に

対しては，コミ＝ニティーケアーを基本理念とした処遇がなされる。新しい試みとしては、

特別契約ケアーがある。これは個別に児童を預かって，その社会復帰に協力してくれる夫

婦に対し，当局が特別奨励金を出して，いわば「専門家庭」契約を結ぶのである。

　各州には，地域福祉局が設置されている。タスマニア州では，ホバート局が公的機関の

中心である。ここには，福祉専門家としてのソーシャルワーカーがいる。ソーシャルワー

カー制度はまだ十分な人的対応がなされているとはいえない。実際に担当している人達は，

教師，心理学者，福祉技術者などを中心とした社会的評価も安定し，児童に対する愛情が

豊かな人々が多い。

　タスマニアにおける現在の児童処遇の施設のうち，我々は，下記のところを訪問した。

（詳細にっいては．第2部でふれる）。

　　①クラレンドン子どもの家

　　　　Clarendon　Children’s　Homes

　　　　（民間の養護施設）

　　②セント・ダビッド・チャイルドケアセンター

　　　　St．DaVid’s　child　Care　Centre

　　　　（保育所，幼稚園，学童保育）

　　③アングリカンファミリーケア・ユースシェルター

　　　。Anglican　Family　Care　Youth　Shelter

　　　　（青少年自立援助施設）

　　④ワイブラホール

　　　。Whybra　Hall　Institutional　A¢commodation　for　Boys＆Girls

　　　　（公立準教護施設）
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　　⑤アシュレーホーム

　　　。Ashley　Home　for　Boys

　　　　（公立準教護施設）

　　⑥グレンハーベンチルドレンズホーム

　　　。Glenhaven　Chiidren’s　Home

　　　　（里親型グループホーム）

　　⑦　ローランドホーム

　　　。The　Roland　Boy’s　Home（民間男児養護施設）

　　⑧ケナリーチルドレンズホーム

　　　。Kennerley　Children’s　Home

　　　　（グループホーム）

　　⑨キンダーラップトレイニングセンター

　　　。Quindalup　Day　Training　Center　for　Disadvantaged　Children

　　　　（公立障害児通所施設）

　　⑩　AFCC

　　　　（民間活動団体）

　以上の機関を中心に，タスマニァにおける児童福祉は，家族形態への対応を重要に考え，

家庭サービス（家庭予防．ケァフォース，フォスターケア）が推進される。また，民間団体の

協力により，地域福祉のネットワーク作りに力を入れる。

（3）ビクトリア州の児童養護体系

　ビクトリア州の州政府地域福祉省は，メルボルンにある。その役割は大きく，家庭及び

児童に対する福祉事業，地域福祉事業，非行問題等などへの矯正福祉事業の三つに分けら

れ，それぞれ重要な役割を果している。

　｛1｝州立の児童養護体系

　　①ビクトリア州地域福祉省（D6partment　for　Community　Weltare　Servic6s）

　この地域福祉省には，行政組織として，大きく福祉事業の運営と推進，プログラムの開

発事業，方針，将来に向けての計画事業等などの三つの部門がある。また裁判所で決定さ

れる児童の法的な責任を持つ。これは児童の後見人となったり，親の親権の一時停止処分

に関する解除の有無にっいて，各機関からの報告書に基づき，12ケ月毎に審査を行ないそ

の結果によって継続か解序かを判断する。解除となれば．親権は，本来の親に戻される。

　地域福祉省では，次の五つについて関心を持ち推進している。①脱施設化，②地域開発

として，地域に密着した福祉，③リージョナル・センターをより住民に密着させるべく方
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向　④非行少年を対象とした施設の改築，改善，⑤行政の改革と再構築等などである。

　　②少年裁判所（Children　Court）

　要養護児童及び犯罪を起した児童を審判し児童にとって，より適切な養護がなされるよ

うに，リージョナル・センター（Regional　Centres）からの報告書に基づき，最終的措置

決定をする。親から児童を離す必要がある場合は，親権の一時停止を決定することができ

る。

　　③　リージョナル・センター（Rθgional　Centres）

　日本の福祉事務所，児童相談所的な役割を果している。ビクトリア州の18ケ所に設置さ

れている。レセプション・センター（Reception　Cさntres）からの児童の状態の報告を受

け，裁判所に報告書を提出し，決定が下ると，各機関と連絡をとり，児童をどの施設に入

れるかを決定する。

　　④レセプション・センター（Reception　Centres）

　日本の児童相談所の一時保護所機能を持ち裁判所の措置決定前の児童で．家庭崩壊及び

警察に保護された児童（非行等）が，家庭に戻るか，または，適切な施設が決まるまで一

時的に収容される施設である。

　ビクトリア州ICは4ケ所ある。

〔メルボルン〕

　Allambie　Reception　Centres　定員190名

　Baltara　Reception　Centres　定員90名

〔その他の地方〕

　Warrawee　Recepti　on　Centres定員18名

　Mlralee　Reception　Centres　　定員12名

　　⑤　青少年訓練センター（Youth　Training　Centres）

　14才～21才位までの裁判所に送られる前か審判中の青少年のための一時保護所（鉄格子

のある）で，日本では少年鑑別所に当る。

　ビクトリア州には5ケ所ある。

　Turana　Youth　Training　Centres　定員230名

　Acheron　　　　　　〃　　　　　　定員45名

　Winlaton　　　　　　〃　　　　　　定員116名

　Langi　Kal　Ka1　　　〃　　　　　　定員115名

　以上が入所に関わる州立の機関と施設である。この後に，児童を収容する州立の施設の

タイプと数を述べたい。
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　　⑥　青少年福祉サービス・センター（Youth　Welfare　Servic8s）

　社会に適応しにくい青少年のために，家庭，里親家庭から通所させて社会適応また，自立

のためのグループ指導，個別指導，訓練を行なう機関である。

　ビクトリア州には4ケ所ある。

　　⑦　ファミリー・グループ・ホーム

　現在，68ケ所あるが予防的福祉活動，或いは里親開拓が進むにつれ，このユ0年位で減少

していく傾向がある。

　　⑧児童ホーム（Children’s　Homθs）

　大舎的な規模で定員は30名前後で

　Ashendene　Boy’s　Home　　　定員28名男子

　Gables　Children’s　Home　　定員25名女子と年少の男子

　Hillside　Boy’s　Home　　　　定員39名男子

の3ケ所にある。がこの内2つは間もなく閉鎖の予定になっている。民間ではほとんど見

られない。

　　⑨　ユース・ホステル；ホステル（Youth　Hoste｜；HosteD

　要養護児童のうち，中学校卒業後の児童を数名収容し，複数の職員が指導に当たる。非

行歴のある児童，麻薬とか触法少年が殆んどである。

　ここでは，将来，児童が社会人として，社会に適応し，自立した生活ができるように指

導，訓練を行なう。

　現在，5ケ所あり，この中には民族を維持するためのホステルも含まれる。

　Sunshine　Hostels

　Ivanhoe　Hostels

　Aboriginal　Support　Hostels

　Bert　W川iams　Hostels

　Aboriginal　Youth　Hostels

　　⑩フォスター・ケア（Foster　Care）

　施設に居住させることよりも，できるだけ里親養護を活用する方向で考えている。日本

の里親制度とはかなり違いがあり，進んでいる。24時間以内の緊急ケース，また短期間の

一時的な受け入れも可能になっている。

　〔2）民間福祉における児童養護体系

　　一セント・ジョーンズ・ホームズの養護体系から一

　｛1）では，公的な立場における州立の児童養護に関係する機関，施設について概略的に述

べて来たが，ここでは，州政府と連携を保ちながら，補完的役割を担っている民間福祉団
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体（機関）の活動にっいて述べたい。

　児童福祉における民間福祉団体（機関）の活動は，古くは1800年代の後半．或いは1900

年代の前半と100年あまりの歴史を持っている。これらの活動はヨーロッパからの影響と

同時iζ根底には，キリスト教の影響と．社会連帯の思想があると云える。

　私達が研修の機会を得たセント・ジョーンズ・ホームズは，民間福祉団体であり，ビク

トリア州の補助金を受けて活動している。

　セント・ジョーンズ・ホームズの福祉活動は，単に州政府の補完的役割だけではなく，

絶えず，先駆的役割を担い，戦災孤児救済から始った事業は現在では，国民福祉事業まで

の広域的な活動へと発展し，推進展開している（詳細にっいては，第2部でふれる）。

2．予防システムについて

　オーストラリアにおける児童，家庭福祉に関する基本方針は，ビクトリア州政府福祉省

が示すように，概ね次のように要約される。

　①社会は児童が健全に育成されるように援助する責任を負い．すべての児童と家庭は

適切な社会資源を受けられるよう，援助が保障されている。

　②児童の権利がはく奪されたり，情緒上の障害が引き起こされる危険のある児童に対

して，可能な限りの対策を講じ，児童や家庭を援助して，実の家庭から引き離されること

を防止する。

　③　児童は家族の一員であり，家庭を持っ権利を有する。したがって止むを得ず，実の

家庭によって養育できない場合は，ノーマルな家庭環境によって養育される。

　④　施設ケアは．特別のニードをもっ児童にとって，利益になるものに限らねばならな

いe

　以上の方針のもとに州政府の地域福祉省と民間児童福祉施設の密接な協力により，危機

にある児童や家庭に対して，次のような積極的なプログラムが展開され，それらが復合的

‘こ要養護児童，要養護家庭に対する予防システムとして機能している。

　家族援助サービスと地域社会の開発家庭援助サービスは家庭生活の崩壊を防止し，児童

を可能な限り，施設ケアに措置することを阻止しようとするものである。ζのサービ

スは地域社会を基盤として，さまざまな問題に対し，対処能力をもたない家庭や親にカウ

ンセリング，ガイダンス，実際面の指導を行う。危機や家庭不和などに直面している家庭

に対して，その問題の解決を図り対処するために，助言や集中的な援助指導などの専門技
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術が必要である。

　また，家族の結合を強化するために地域社会の努力が求められる。

　母親教室，子ども同志の遊び仲間，地域の保健センター，各種のボランティア活動はそ

の一例であって，それらが協調して地域内の家庭生活をより満足すべきものにする。

　以上にっいてのすぐれた実践はセント・ジョンズ・ホームズにおけるケア・フォース

（Care　Force）である。

　（1）ケア・フォース　情緒的或いは社会的危機下にある家族をいろいろな社会資源を活

用し、これらを統合して，対象家庭に適切な援助を与えようとするものである。

　1975年以降4つのケア・フォースチームが設立され，各チームは通常10～15名のいろい

ろな専門職で構成され，外東部地域，内東部地域を責任地域として包含している。

　その実務内容は，家庭相談，児童相談，経済困窮家庭への家計指導，人間的に未成熟な

親に対する実技の訓練と指示住宅困窮者への住宅相談，ボランティアの養成訓練などで

ある。

　各ケア・フォースチームは家庭などを指導すると同時に，ファミリー・センターや，児

童センターを設置して，家族や児童を集め，訓練，相談．相互に励ますなど，グループと

してのプログラムを展開している。これらの家庭の多くは社会的，情緒的な問題を抱えて

おり，子ども達も危険な状況下におかれているが，ケア・フォースが行なう予防的福祉事

業の徹底した展開により，家庭が危機を脱し，児童の健全な育成を保障することがより可

能になった。しかも経費の面から見ても，施設養護の場合，1人当り（週）395豪ドル（約

76000円）に対してケア・フォースによるサービスでは，i4．29豪ドル（約2700円）であること

に注目する必要がある。

　②　フォスター・ケアとグループ・ホーム近年，ビクトリア州ではフォスター・ケア（里

親制度）が拡充，強化され，施設養護に代わる有効な方法になりっつある。里親制度は永

久的な養育の委譲ではなく，実の家庭に復帰することが前提となっている。したがって，

里子としての措置期間は，2年を超えないことが原則であり，次のように区分されている。

　①緊急フォスター・ケア（1日から6週間）

　②短期フォスター・ケア（6週間から3ケ月間）

　③長期フォスター・ケア（3ケ月から2年間）

　④特殊フォスター・ケア（障害児や知恵遅れの児童を対象とし，短期または長期）

　実親に早期復帰を確実に意識させるために．子どもが里親家庭に置かれている時も緊密

な連絡を保ち．できるだけ里親家庭を訪問させたり，ケース・ワーカーが受け持つ家庭に

対して家庭再構築の早期達成を指導する。

　ファミリー・グループ・ホームは施設で生活しなければならない場合でも，家庭と地域
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社会での生活に近づけるというノーマライゼーションの考え方に根ざす処遇原則によるも

ので，多くの大型収容施設から地域社会の中の児童グループホームへと移行するようにな

った。かっては大型収容施設に150～200名の男子，女子，いずれか同性だけで収容され

ていたが．現在は小さなファミリー・グループ・ホームでコテージ・ペアレンツに指導さ

れながら男女4～6名が普通の住宅地区にある平均的な家庭で生活している。

　コテージ・ペアレンツは親としての経験，子育ての技術を活かすが，リソース・ユニッ

ト（精神科医・臨床心理学者，ソーシャル・ワーカー）の助言，指導を受け，子ども達一

人ひとりのニードを的確に診断し，適切な治療を保障している。

　以上を通じて，要養護児童，要養護家庭に対する予防システムが機能しているが，要約

すれば次の通りである。

　第1は，ケア・フォース事業にみられるように，幅広い家族援助事業の展開によって，

家族の離散や健全な生活権のはく奪を防ぐこと。

　第2は，幅広い形のフォスター・ケアを拡充することで，ある種のケースによっては一

時的に家族を分離することによって，より効果的な発展を図り，そののち家族の再統合が

可能となるζと。第3は，対象者の特別のニードに的確に対応するため，施設ケアにおい

て高度の療育技術を提供することである。
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3．わが国の養護体系一問題点と課題

　2．で述べた通り，オーストラリアにおける児童・家庭福祉の基本方針は次の4点に要約

される。

　①　社会は児童が健全に育成されるよう援助の責任を負う

　②児童は可能な限り，実の家庭から引き離されてはならない。

　③　児童は家族の一員であり，実の家庭によって養育できない場合はノーマルな家庭環

境によって養育される。

　④　施設ケアは，特別のニードをもっ児童に対して最善の利益になる場合だけに限る。

　以上の基本方針に照らすとき，わが国の養護体系は，はるかに遠い現実にある。しかし

その基本方針は，児童のもつ基本的人権に深く根ざしているので，このことはわが国の養

護体系においても貫ぬかれねばならぬものと考える。以下，その実現を目指し，問題点と

課題にっいて要約的に述べたい。

（1）わが国の養護体系の問題点

　　①　里親制度の問題点

　わが国では，施設と里親に対する委託児童数の割合は，大体，施設9に対して里親1の

比率であり，児童福祉の先進諸国とは逆の構成比になっている。

　わが国においても，戦後，児童福祉法では要養護児童に対する施策として施設養護とと

もに里親委託が制度化された。しかし，要養護児童のための養子制度が確立されなかった

ために，養子縁組を前提とした里親が圧倒的に多く，里親制度が未成年養子縁組の代替的

な役割を果し，養子縁組希望家庭が里親登録をし，児童の委託を受けて養子縁組をするケー

スが主流となり，児童福祉の理念にたった養育里親を順調に発展し得ないで今日にいたっ

ている。

　　②　施設養護の問題点

　養護施設は戦前の孤児院や育児施設といった救貧施設の系譜から展開してきた経緯があ

り，成人施設における救護施設と共通したような性格をもっている。

　その特質の一っは「対象の多様性」である。児童入所施設が児童のニードに即して専門

分化するなかで．他の分化した施設に入所できない児童が措置されてくる。したがってそ

の対象は．きわめて多様性をもっている一，心身の障害をもつ幼児，教護児，最近は家
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庭崩壊による児童が大半を占め，それによる広義の情緒障害児など一　にもかかわらず，

厚生省は，養護施設の入所児童は，環境に問題かあっても正常な児童であるとして，制度

上児童の複雑多岐な個別のニードへの対応にっいての配慮を欠いている。そこから，第2

の特質として，「専門性の欠如」が出てくる。

　家庭が崩壊すれば，児童の生活の拠点は，（里親委託を除き）施設に移り，児童の基本的

要求が，限定的に充足されることになる。特に重大な点は，児童のもっていた社会関係

（家族，友人・地域関係）が途絶えるということである。つまり大多数の児童にとって崩壊

にいたるまでの家庭内の緊張・葛藤によって心理的外傷が与えられ，さらに過去の社会関

係が途絶えることによって，外傷体験が加重されることになる。それらに対する的確な診

断と適切な治療が欠如しがちである。

（2）養護体系の課題

　　①里親制度の近代化

　特別養子制度の新設を含む現行養子制度の改正が，法制審議会民法部会身分法小委員会

で検討され，対象を未成年要養護児童とし，現行法における未成年養子の許可という消極

的なかかわりでなく，国家が積極的にその養育に関する方向性，つまり法によって新たな

親子関係を形成し，児童の福祉を図るという方向に進展しつつある。

　以上のように要養護児童のための養子制度がようやく実現される気運にあるが，それに

伴って里親制度そのものの近代化（専門里親の開拓，訓練，養育技術に見合った委託費，

広い公営住宅の斡旋など物的設備に対する公的援助，必要性が生じた時ホームヘルパーの

派遣など）を進展させ，児童福祉制度としての家庭的養護（里親委託，養子縁組）を整備

確立させなければならない。

　その際，東京都，神奈川県等で実施している養育家庭制度等は検討の上，より発展させ

ねばならない。

　養護施itlC「養育家庭センター」を設置して2名のソーシャル・ワーカーを配置し，里

親の開拓・相談・助言が行なわれ，児童相談所との連携のもとに里親選定連絡会議が開か

れ，養育家庭同士の会合等で経験が交流されている。施設は今後，地域社会における児童

の養育センターとしての役割が期待されているが，児童のニードに即して施設養護と家庭

的養護のサービスをダイナミックに提供できる意義は大きい。これは地域社会を基盤とし

て要養護児童に対するサービスのネットワークを形成する手がかりを与えるものであるが，

　児童相談所等に養育家庭センターに対する高度の専門的指導，助言機能をもつリソース

・センター（セント・ジョーンズ・ホームズにおけるリソース・ユニットと同じ）が整備

され，養育家庭センターのソーシャル・ワーカーが「家庭治療」などの力量をもつことが
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できるならば家庭崩壊を防止する予防的アプローチも可能になり，要養護児童に対するサ

ー ビスのネット・ワークもより機能的なものとなる。

　　②施設養護の近代化

　わが国においてもファミリー・グループ・ホームの試行が活発となり，東京，横浜等で

は制度化するようになったが「縮小された施設」，「拡大された里親」という性格をもって

いる。基本的には，「施設で生活する場合でも，家庭と地域社会での生活に近づける」とい

うノーマリゼーションに根ざす処遇原則によるもので，要養護児童の社会関係を維持しな

がら，必要なサービスを提供できるところに意義がある。今後はまた，それらが緊急保護，

ナイト・ケアなど多様な；一ドにも応えることが期待されてくる。

　情緒障害児短期治療施設は現在，1ユ施設のみなので，養護施設に情緒障害児がかなり措

置され，養護職員が悪戦苦闘しているのが実態である。しかし，養護施設の中には情緒障

害児に対して情短施設よりも優れた治療効果をあげている例もあることも事実である。し

たがって立地条件．内外に資源（公私立病院等の児童精神科医，臨床心理学者）のある施

設は，積極的に情緒障害児のための収容治療センターを設置すべきである。（そのような施

設機能の再編整備に当っては，かつての老巧施設整備費のような財政的手当が必要である。）

　　③　予防システム（家族福祉制度）

　これからの社会福祉は，コミュニティを基盤としたサービスの総合化を目指すものであ

り，社会福祉サービスは地域住民の家族機能を補完するものであること。つまりサービス

は住民のニードを家族の生活機能全体のなかでは握したうえで，最も効果的な方法で提供

することとされている。これは先進諸国がとっている家族福祉制度の確立が前提となって

いる。しかも，わが国においてはその基盤となる家族政策の進展はきわめて消極的であり．

まず，「家族ic志向されている政策，制度，処遇方策等の再編成が必要である」と指摘され

ている。っまり家族の福祉にかかわる一般対策（雇用，住宅，教育，医療，年金など）の

整備が前提であり，そのうえで，一般対策によってもカパーできない深刻な家族の病理に

対して家族福祉（家庭内関係問題と家庭外問題に対するサービス）が展開される。

　そこで必要とされながらも，わが国に欠落している家族福祉をどのように制度化するか

であるが，30年の遅れを前進させることは並大抵ではない。目標とするところは，福祉事

務所の家庭児童相談室をその機関とすることである。そのためには公私機関の所属を問わ

ず，ソーシャル・ワーカーが「家族治療」をやりうるトレーニング・システムの開発，自

主的研修会など，なによりも人材養成が急務である。そのうえで児童相談所の臨床チーム

などをリソース・センターとして．そのスーパービジョンのもとに「家族治療」を行う拠

点をt公私にかかわらず増やし，機を見て，モデル家庭児童相談室を設置し，拡大してい

く。もちろん，予防システムは「家族治療」のみではない。先にあげた一般対策を補完す
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るサービス，たとえば児童健全育成対策のほかに，父子家庭に対して，ホームヘルパーの

派遣，学校カウンセラーの訪問，学童保育などが整備されておれば，予防対策となりうる。

したがって要養護児童問題に対する．必要不可欠の社会福祉の「機能と方法」は，専門機

関としての福祉事務所に整備されておらねはならない。

〈主要参考資料〉

　（ll「要保護児童処遇の諸問題」

　一社会福祉改革論n　社会保障研究所編　東京大学出版会

クラレンドン子どもの家の職業訓練室

ケナリーホームのリビングで

説明をうける
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第 4 章

施設の社会化とネットワークづくり

1　オーストラリアにおける社会的養護の原則

2　オーストラリアの児童養護形態の動向

　（1）多様な養護形態

　（2！養護形態の今後の動向

3　わが国の児童養護形態

　（1）施設養護中心の養護形態

　（2｝児童養護形態の多様化への課題

4　施設の社会化

　（1）児童処遇の社会化

　（2）施設機能の社会化

　（3｝法人の社会化

5　地域における養護サービスとそのネットワークづくり

　　　　地方化の流れの中で

（1）ネットワークづくりにむけて

〔2｝施設の社会化をすすめるために





1　オーストラリアにおける社会的養護の原則

　1978年にジュネーブで開かれた「養子と里親に関する専門家会議」は，その宣言草案を

国連に勧告しましたが，その基本理念は「すべての子は家族を持つ権利を有する」ことで

あり，「実方の家族のうちにとどまることのできない子は施設よりも里親家族に預けられる

か，または養子とされるべきである。ただしその子の特殊な必要が特別の施設で最善に充

足される場合はこの限りではない」としています。ここには欧米諸国の社会的養護にかか

わる原則が示されていますが，オーストラリアの児童処遇原則もこれにほぼ一致している

といえます。すなわち，｛1児童は第一に家庭で両親のもとで養育させる。12炊にできるだ

け家庭の雰囲気を大切にし，里親委託を考える。（3｝次の段階としてはじめて施設収容ケア

に踏みきる。という三段階の児童養護方針は，私たちが訪問した関係者（行政・民間を問

わず）から異口同音に聞かされたことであります。

　この原則は，これまで歴史的に社会的養護の中心的役割を果たしてきた施設養護から家

庭型養護への転換を意味するばかりではなく，さらに積極的な予防型福祉一要養護児童

の発生を未然に防ぐ一への移行を物語っています。たとえば，ビクトリア州地域福祉省

のウィリアム次官の説明によれば「脱施設化（De－institutionalization）」を省の当面する

課題とし，この数年，施設は相当数閉鎖され，予防ケアや家庭サポートを強化する方向にあ

ると指摘され，施策的にもその方向を打ち出していることが理解できます。

　この背景には1970年代Cζ入ってからさかんに論じられたノーマライゼーションの思想と，

地域における在宅ケアーコミュニティ・ケアーの考え方を基盤としていることはいう

までもありませんが，それはとりもなおさず，既存の施設養護とその制度への問い直しと

も受け止めるべきでありましょう。

　では，ここでいわれている「ノーマル」ではない施設ケアとはどのような点から指摘さ

れているのでしょうか。

　従来，収容施設の課題とされてきたことの第一点として，その「地域性」があげられま

す。っまり，施設は集団であるがゆえに，ともすれば自己完結的な存在として，地域から

隔離された閉鎖社会に陥りやすい点，そのことは児童の社会構成員としての市民的権利を

奪うとともに，将来社会生活を営んでいくための社会性を損っていることです。

　第二点は，大規模になればなるほど，情緒の安定をはかる生活の場としてよりも，むし

ろ管理的にならざるを得なく，個別のニードに対応困難な側面をもつことです。

　こうした反省にたって，オーストラリアでは，さきの原則でいう噛設ケア’の場合で
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も，「①より短期間に，②より小規模で，③より地域に密着した」養護のあり方を追求し，

それを施設養護の理念としていることが述べられていました。

2　オーストラリアの児童養護形態の動向

↓1）多様な養護形態

　表1は，オーストラリアの民間団体を対象に行われた「州別児童養護形態」です。全国平

均では，（1）「20人以上の大舎」（23．　6　％），t2）「敷地内グループホーム」（2L5％），｛3｝「分

散グループホーム」（20．4％），（4｝「11人～20人のグループ」（1】．2％），〔5）「里親」（6．8

％），16i「ホステル」（6．3％）の順になっています（除，障害児治療ホーム）。州によって

もかなり状況が異っていますし，さきのウィリアム次官の説明の中に「この数年の間1こ施

設は相当数閉鎖され」とあったことからも，1979年の本調査実施段階と現在とでは．大き

な変化（特に大舎の減少）．のあることが予測されますが，大舎，小舎，分散グループホーム

はほぼ均等にありますし，ホステルという高年令児のための専門施設もあります。この中

　　　　　　　　　　　　　表1　オーストラリアの児宣養獲形態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1979年6月）民間団体（％）

州名および措置児

蝋
里　親

分散グループホー

ム（10人
以下）

小　　舎
（10人以

下）
ホステル

グルーブ
ケア
（n人～

20人）

大　　舎（20人以

上）

他 障害児治
療ホーム

ニュー・サウス・
ウェールズ
　　　　1、781

　％
10．4 10．4 124 5．6 8．6 35．2 28 14．6

ビクトリア
　　　　1、767

　6．5
（115人）

　29．4
（519人）

　20．2
（357人）

　7，0
r123人）

　6．4
（113人）

　23，3
（411人）

　5．4

（95人）
　L8
（32人）

クィーンズ・ラン
ド　　　　　　565

0
21．6 242 6．o 32．0 7．4 0．3 8．5

南オーストラリア

　　　　　386
17．6 13．2 1．3 8．1 9．8 40．5 28 6．7

西オーストラリア
　　　　　828

0．1 23．2 46．8 72 6．5 9．5 28 3．9

タスマニア　】78 1．1 28．7 25．4 27 25．2 16．9
0 0

北部地区　　111
0

23．3 26．7
o

50．0 0 0 0

首都地区
　A．C．T．　69

21．7 20．3 58．0 0 0 0 0 0

全　　国　　（％） 6．8 20．4 21．5 6．3 1L2 23．6 3．2 7．0

計　　　5．685
　　　（児童数）

387 1，161 1223 352 640 1，344 181 397
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1

表2　ビクトリア州民間児童福祉団体

団　　　体　　名 地区

大　　舎Con・

gregate

小　　舎Campus グルーブ
ホームScatter

高齢児
ホ　ーム
Adok…s㏄n

緊急保護Emer・

　geney

ホステル
H時te1

ケア・

フォース
　efbrce

1．アボリジナル・ボステ
11 1（7人）

ノレ 2（各7人）

2．ユタヤ協会
1
】 6（5～6人）

3．バララート・ホーム
3 1（6人） 1（8人）

4．バプテスト・ホーム
15

5．パーウオン協会 1 1（10人）

6．ベイサイド・ホステル
18 1（6人）

7．ベリー・ストリート・
11 5（各5人） 2（各8人） ☆

ホーム
8．ブライトン・センター

17 3（各6人）

9．パーウッド・ホーム
15 5（8→0人） 1（4人） 】（6人） 1（8人）

10．ブ回一ドメドウ・ホス 13 1（6人）
テル

11．ブロフィ・ホステル
2 1（6人）

工2。聖ヨハネ・ホステル 17 1（6人）

13．児童保護協会
11 （8～16人

14．フォー・フラット
11 4（3～4人）

15．グラストンペリー・ホ
1 11（各5人） 1（6人）

一 ム

16．ゴードンホーム
17 8（各7人） 1（8人）

17．ハリソン・ハウス
15 1（6人）

18．キルドナン・ホーム
15 6（各4人） 2（各5人）

19．キルメニー・ケア
9 5（4～6凡

20．リザ・oッジ
3 1（7人） 1（8人）

21．ルセラン・センター
15 4（各6人）

22．マリラック・ハウス
17 1（8人）

23．メルボルン・ミッシヨ
11 2（4～8凡 1〈8人） 1（8人） ☆

ン

24．メルボルン家族協会
18 2（各4人） 1（6人） 1（6人）
8 1（5人）
5 1（7人）

25．メンジー・ホーム
18 8（各6人）

26．マーシー・家族セン 1 （各10人） 3（各6人） 1（6人） 1（8人）

ター

27．セント・ジェームス 15 6（各5人） 4（各5人） 2（4～6人） 工（6人） ☆

28．オラナ・ホーム
15 5（4～6人） 4（各4人）

29．セント・アンソニー
12 4（各4人）

30．セント・アウグスティ 1 1（80人） 2（各8人）

ン

31．セント’ジョーンズ・ 15 （各5人） 7（5～W 1（7人） 5（4～6人） ☆

　ホーム
32．セント・ヨゼフ・ホー

12 5（各4入） 2（各4人
ム

33．セント・ルカ・ホーム
6 3（各4人） 2（各6人） 1（6人）

34．セント・ヴィンセント
17 10（各6人） 1（6人）

・ ポール 2（各6人）

3民セント・ヴィンセント
1
1 1（8人×6） 2（8人x2）

・ホーム

36．サレジオ・ホステル
13 1

37．救世軍38．サザランド・ホーム 13
14

（各8人）
7（各7人）

2（4～6人） 3（各6人） （8～10人）

1（6人） ☆

39．タリー・ホー・ホーム
40．ヴィクトリア児童協

15
17

（各6人）
（8人） 3（各6人）

3（各6人）
1（4人）

会
41．トライ・ユース・ボス

11 1（8人）

テル

42．ウイメラ・コミュニテ
4 2（各4人）

イ・ケア
』3．ユーララ協会 15 2（各4人） ☆

2団体 10団体 27団体 13団体 7団体 21団体 6団体
45ホーム 114ホーム 22ホーム 11ホーム 31ホーム

1994・6措置数
　　　（民間松立）

75／36　　　223／20　　444！252　　92／　4　　　58／　0　　　152／12
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で里親を除く形態はある意味では「施設」養護の一形態としてみることもできますが，ただ

し，それらは．一施設一形態としてあるのではなく，表2の「ビクトリア州民間施設児童

養護形態」に．みられるように，一施設（団体）が多種類の形態をもち，児童養護を展開し

ていることがわかります。施設，里親を含め，オーストラリアの養護には多彩な形態が準

備されているといえましょう。

　ところで私たちが訪問したビクトリア州とタスマニア州ともに表1によると，多様な形

態のうち分散グループホームが最も多くなっています。さきの，①期間，②規模，③地域

性，の三点のうち，少くとも，②，③の2点の要件を分散グループホームは満たしていま

す。したがって児童のもつニードが同様の場合には，他の形態から，分散グループホーム

へ移行し統合化していく方向もあるということができます。現にセント・ジョーンズ・ホ

ー ムズでは，私たちが訪れた時地域の中に，一ホームを新たに確保し，敷地内グループホ

ー ム（小舎）で生活しているホームがそのまま移り住むことになっているのを大変楽しみ

に待っていたことからも，そのことが窺えます。

（2）養護形態の今後の動向

　このように，「規模」と「地域性」の配慮のみで施設機能が達成するのであれば，それは

つきっめていけば，さらに里親委託に移行し，統合化していく方向であるとも言えなくは

ありません。

　しかしながらこの要件を充足させたとえ如何に家庭予防や家庭サポートを充実させて

も，本来の家庭に復帰させることが困難な児童が存在します。このような児童は，たとえ

グループ・ホームであれ，里親であれ，十分なケァが一層求められます。ここでは，施設

のもつ専門性を忘れてはならないでしょう。このことは，「特別な必要が特別の施設で最善

に充足される場合はこの限りではない」としている冒頭の専門家会議の宣言草案でも調っ

ています。施設ケア要件①「期間」の中に，その専門性，治療性の要素が込められている

ように思えます。

　ひとっには，より専門的処遇をすすめていく上では，ある程度の「期間」を必要としま

すが，ある意味では児童養護については，いかに短「期間」に，効果的に本来の家庭に復

帰させ得るか，児童ケア・家庭サポートの両面から，その力量（専門性）が問われる面が

あるからです。

　いずれにしても．タスマニア州のクラレンドン子どもの家では里親委託の重視を訴えっ

つも，「問題行動や情緒に障害のある反社会的な子に対しては，コテージでのケアが効果的」

と説明していましたし，ビクトリア州セント・ジョーンズ◆ホームズのスーパーバイザー

も，「情緒的にダメージを受けている児童が増加し，里親家庭でケアできない子の入所が多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一82一



くなった」と指摘しており，施設の治療的機能への期待が高まっていることが理解できま

す。従って，地域性重視の方向に向いっつも，全ての児童が，地域に分散したグループ・

ホームや里親でケァされることにはなりません。

　このような点から，児童養護形態の現状と今後の方向について，おおまかに次表のよう

に類型化できないでしょうか。

　すなわちオーストラリアの現在の養護形態の多様性は，ある程度の整理はなされるにし

ても，決して一形態に縮少されず，多様なニードに対応するものとして選択の幅があるこ

と。従来の施設は，より専門的な治療的機能が要請されることです。

現 状

①
期 間

②
規 模

③地
域 性

施
大 舎 △ x X

設
爺
ホ
門
1
性
ム

敷地内グループホーム
　（小　舎）

△ ○ X

）　（
家

分散グループホーム △ ○ ○

庭
性
） 里 親 △ ○ ○

ボ　　　ス　　　テ ル △ ○ ○
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3　わが国の児童養護形態

（1）施設養護中心の養護形態

　わが国の場合，前述の欧米諸国やオーストラリアの児童養護の状況とは，極めて大きな

相異があります。表3は，乳児院・養護施設措置児および里親委託児の年次推移ですが，

乳児院と養護施設に措置された児童数は58年度で計（34644）人で，里親委託児（3346）

人の（10，4）倍であり，依然として施設養護がわが国の社会的養護の主流をなしています。

　在所期間・委託期間は，58年度養護児童等実態調査結果では，52年調査と比較して長期

化しています（乳児院0．9→1．0年，養護3．8→4．3年）。

　施設の規模は，定員の最小のものでも，オーストラリアの多くて20名程度という状況に

比べ，大規模施設です。しかも，それらは一部の実践を除けぱ，ほとんどが施設内での養

護（大舎・中舎・小舎）となっているのが実情です。

　以上のように，オーストラリアの施設養護理念とは全く逆の状況にあり，わが国の社会

的養護は，よほど大変革をしない限り，当分の間は従来の施設養護を中心として進むと思

われます。

　しかし，従来から施設養護においても，その家庭的な養護の重要性は常に指摘されてき

ました。また，最近の養護施設入所児童の状況をみるとき，高年齢児を中心として問題行

動を伴う児童の増加が著しく，しかもその問題行動の内容も登校拒否，家庭内暴力，非行．

　表　3

乳児院児（施設数） 養護施設児（施設数） 計 登録里親数 委託里親数 委託児童数

昭和
　31年 2800（131） 3】992（527）

34792
］7836

8479 9348 47．5

35年 3123・（131） 35212　（551）
38335 19022 7751 8737 40．7

40年 3188　（127） 32346　（548）
35534 18230 6090 6909 33．4

45年 3331（126） 30933　（522）
34264 13621 4075 4729 29．9

50年 3292　（129） 30084　（525）
33376 10230 3225 3851 31．5

55年 2945　（125） 30787　（531）
33732 8933 2646 3188 29．6

58年 3078　（122） 31566　（534）
34644 8683 2648 3346 30．5

資料（厚生省社会福祉施設調査報告　10月1日） 厚生省行政業務報告年度未
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情緒障害児など多種多様になっています。さらにその背景となる家庭的状況も多様，複雑

化しているといわれます。このため，施設としての専門性を高めることが，一方で強く求

められてきています。

（2）児童養護形態の多様化への課題

　こうした状況のもと，既存の社会的養護体制で，ニーズ｝こ十分応えられるのか否かが論

議されています。つまり，多様なニーズに対応するための多様な養護体制の必要性です。

　こうして，そのひとつとして，わが国においてもファミリー・ゲループ・ホームがにわ

かに注目されてきています。早くから大阪　神戸では同形態の「家庭養護寮」の実践がな

されてはいましたが，ファミリー・グループ・ホームをわが国の社会的養護の一形態と位

置づけ，全国での試行と実践の契期となったものとして，東京都児童福祉審議会の意見具

申「新しい社会的養護計画に向かって一要養護児童をめぐるコミュニティサービスの展

開の方策一」（昭和53年5月10日　以下意見具申とする）をあげることができます。ここ

ではファミリー・グループ・ホームを「地域社会の独立家屋において，原則として一組の

夫婦が小人数の要養護児童を児童相談所と連携しっつ養育する社会的養護の一形態」と定

義し，「里親及び施設養護の有する処遇上の限界を克服し」「両者の中間的養護形態として」

「社会的養護方法の体系に新たな選択肢を追加」したものとして意義づけています。

　その後7年が経過し，ファミリー・グループ・ホームは国の施策としては認められてい

ないものの，東京都では試行期間を経て，60年度より本格実施に移されました。また，全

国のファミリー・グループ・ホーム数は別表の通り30カ所に及んでいます。なお現行の制

度の中では，ファミリー・グループ・ホームは，施設分園型と，里親型に区分され，そこ

で，生活する児童は，各々施設措置児と里親委託児であり別表の通りです。現状では一握

りの児童が対象になっているにすぎませんがこうした流れが出てきていることを重視すべ

きでしょう。フミリー・グループ・ホームが，養護形態の選択肢の一つとして将来的に国

レベルの制度化のために検討がなされていくとすれば．多くの整理すべき課題があるよう

に思われます。

　第一に，従来の養護施設がフミリー・グループ・ホームや里親との関係で治療的機能を

もっていく方向にあるとすれば，本来治療的機能をもつ他の施設種別（教護・情短・虚弱

・精薄施設等）との整理をどう行うか，第二に，個々の児童にとってそのニード充足のた

めには，どの形態での養護が最も適切であるか（入所基準）を選択する力量をどうもつか，

等です。

　さらに，18歳前後の，いわゆる児童福祉法の対象から外れる前後の児童，青少年の自立

のための援助を，今後どのようにすすめ養護形態の中に位置づけていくべきかについても
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”5唱（ム一
ホプ

型

一ル

園

グ酌
分

全

名　　　称 運　営　施　設 所　　在　　地 開始年月
児童数
　（定員）

備　　　　考

た　けの　こ 仙台基督教育児院 仙台市高松 80，　　4 5　（5） 85．　終了

たんぽぽ 〃 〃 〃 5　（5） 鈎．3　終了

国分ホー分 堀　川　愛　生　園 郡山市 82　　8 3　（5｝

高野ホーム 〃 棚倉町 83．　　4 6　（7）

富　士　見

こどもの家
劉　　布　　学　　園 調布市富士見町 82，　　4 6　（6）

深　大　寺

こどもの家
〃 〃　深大寺町 80．　　4 4　（5）

二　　葉　　学　　園 ”　　上石原 81．　　6 6　（6）
都指定

グルーブホーム

東　京　育　成　園 世田谷区上馬 83，　11 3　（6）

暁　　星　　学　　園 足立区保木間 82．　　5 6　（6）

森田ホーム 子　ど　も　の　園 横浜市戸塚区 83，　　2 4　（6）

鈴木ホーム
青　　少　　年　　と

共　に　歩　む　会
〃 83，　」2 2　（6）

横浜市

グノレプホーム

相馬ホーム 伸　　愛　学　　園 横浜市旭区 85．　　6
4

丘　の　　家 八　楽　児　童　寮 新城市八束穂 83．　　4 9　〈9） 6舎中2小舎分園

聖　霊　愛　児　園 金沢市長町 83，　　4 5　（6）

恵みの家 聖　家　族　の　家 大阪市東住吉区 79．　　4 6　（7）

育みの家 〃 〃 8】，　　4 6　（7） 乳児含

幼児家庭寮 新天地育児院 岡山市門田 76． 2

女子家庭寮 〃 〃　穣東 79，　　4
1 終了

若　　　　草　　　園 高知県中村市 83，　　8 5　（6）

臨　泉　亭 慈愛園子供ホーム 熊本市出水 49．　　3 12　（14） 84ほ　　終了

三　愛　学　　園 埼玉県大里郡 84，　　4 5　（5）
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里親型および未認可施設

名　　称 関　　係　機　関 所　　　在　　地 開始年月
児童数
　（定員）

備　　　　考

横堀ホーム 群馬県勢多郡 82　　7
9

林
　　　養育家庭石神井　　　セ　ン　タ　ー

板橋区徳丸
　82．　　10

（’75より里親）
6　（6）

栗原 育成園　　　〃 杉並区和田
　82．　10
（’74より里親）

5　（6）

佐藤 調布学園　　〃 小平市花小金井
　83．　　4

f’73よη里親）
5　（5）

都指定

ファミリ十ム

祖　師　谷

憩いの家
育成園　　　〃 世田谷区上祖師谷

　83．　　8

（’82より里親）
6　（6）

浅坂 至成学園　　〃 西多摩郡羽村町
　83．　　9

（’79より里親）
4　（4）

ふれあい
の　　　　家

家庭養護促進協会 大阪市 80． 2

吉田 　　　　〃

家　庭　養　護　寮
大阪市 4 里子3人以上を

家庭養護寮

石丸
〃

〃

神戸市 1 里子2人以上を

家庭養護寮

太郎の家 下関大平学園 下関市 82，　8
3

にこにこ島 吉　敷　愛　児　園 山口市 82　　8
（83．3） 山口県

グループホーム

白蓮の家 共　　　楽　　　園 徳山市 82．　　9
（83，3）

　　4

緑　の　家 吉　敷　愛　児　園 83．　　8
2

84，3　終了

三　　　　宿

憩いの家

青　　少　　年　　と

共　に　歩　む　会
世田谷区三宿 67．　　9 5　（6）

経　　　　堂

憩いの家
〃 〃　桜上水 74　　3 5　（7）

高令児

グループホーム

　（未認可）

げループホーム研究会調）

検討されるべきでしょう。

　オーストラリアの「ホステル」は，高年令児が増加しつつあるわが国の養護の考え方に．

大きな示唆を与えてくれます。とりわけ，わが国の場合18歳末満の要養護児童であっても，

「就職」が同時に「自立」とみなされ，措置の対象となっていない点です。東京都・石川

県では「自立援助ホーム」の実践がなされ，行政も，補助金を出しています。

　高校の進学率の低い（SS．4％＝59年3月）状況のなかで，勤労者であっても要養護性の

ある児童に対して養護保障をどう行うかは最も緊急な課題です。
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4　施設の社会化

（1）児童処遇の社会化

　わが国の施設の主要な課題として「施設の社会化」があげられますが，これについては

先に述べた，施設形態と深く関わっています。つまり大規模の施設内処遇を中心とするわ

が国では，児童の処遇向上をめざし，社会の構成員としての権利を保障するためには，「処

遇の社会化」を目的的に養護実践の中に位置づける必要性があります。一方，オーストラリ

アでは，「社会化」の課題を器（施設形態）そのものを地域内に移行することによって克服

しようとしています。この根本的な相異は，実践上の大きな差となってあらわれるといえ

ます。

　わが国の施設関係者は処遇の向上をめざし常に地域との交流を実践プログラムの中に位

置づけています。施設内行事や地域行事での交流・参加を通し，また日常的な近隣づきあ

い，友人たちとの往来などを通し，児童がより地域の人々との相互交流をはかりながら社

会性を養っていくかという地道な努力がなされています。こうした，いまある状況（形態）

のなかで，マイナス的要因を克服するために行われている実践は，一人ひとりの児童の発

達過程における社会性をのばすという，より積極的な意味において施設のもっ専門性の一

環ともいえるでしょう。

　一方，オーストラリアでは．グループホームのハウスマザーの何人かから「ここは家庭

だから，一般と同じで，特別なことはしていない」との言葉を聞きsわが国との違いを感

じざるを得ませんでした。

　しかし，オーストラリアでの，大舎→小舎→グループホームへの移行は，社会化のみに

止まらず「生活」そのものへの問い返しです。つまり，生活の一般化，いわゆるノーマラ

イゼイションともいえるでしょうか。子どもたちの生活が，ごくありふれた家庭での様々

な体験や人間関係（夫婦，親子，兄弟，近隣づきあい）のなかで営まれることへの取りくみ

は，特に在園期間の長いわが国の施設では今後考慮していく大きな課題といえるのではな

いでしょうか。

（2）施設機能の社会化

　施設の社会化を論じる場合，前述した「処遇の社会化」の他に施設がその地域に存在す

る社会資源として，どのようにその機能を地域に提供するか一「機能の社会化」一が
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問われます。

　セント・ジョーンズ・ホームのサービス体系は，収容型児童養護部門と，予防型児童養

護部門とに大別できますが，後者のプログラムの中に，地域住民を対象とし，施設の機能

を社会化する努力がなされています。

　すなわち，「児童は第一に家庭で両親のもとで養育する」原則を重視し，地域の＝一ドあ

る家庭への援助活動が行われています。

これらの流れを図1のように図式化してみました。

　当初，収容型児童養護から設立されたセント・ジョーンズ・ホームズは，1975年に10年

計画として．「家庭が第一」という理念のもとに地域へのサービス拡充を理事会で決定して

います。これは地域サービスという「社会化」であり，予防型福祉への機能拡大でもあり

ました。

　具体的なプログラム内容は他章の説明に譲りますが，たとえば，ケア・フォースでは，

ファミリー・エイド・サービスで，家庭管理・育児・一般社会での生活全般にわたること

にっいて援助を行うほか，ファミリー・カウンセリングや，家計指導，緊急宿泊サービス，

短期的児童養護などのサービスを展開しています。

　またインターチェンジは，障害児をもっ親に休息を与え，ストレスを取り除くために，

里親家庭（ホストファミリー）を組織し，それらの設備提供や援助を行っています。

　こうして．地域住民はサービスを受けることになりますが，一方で，このプログラムを

展開していくうえで，地域住民が重要な役割を果たしていることを見逃せません。

　ケア・フォースでは，ボランティア・コーディネイターが職員構成のなかに位置づけら

＜図1＞セント・ジョーンズ・ホームズにみる機能の社会化

グループ・ホーム

ホステル

ケアフォース

インターチェンジ

フsスターケア

充実

施設機能

補完型．代替型

福祉

杜会化

　　　　＼
拡ll

予防型福祉

（協
力
）

竺§。

：劃ヨ漂㌍，

　　　　ボランティア）

情報提供

新たなニード発見
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れ，ボランティアを堀りおこし，訓練する役割を担っていることからわかるように，ボラ

ンティアの活用を最大限にはかっています。ファミリー・エイド・サービスで，ボランテ

ィアはそのチームの一員として家庭援助を行い，また，対象家庭（地域の中で資源を活用

できず埋もれている最もニードの高い）を発見する過程のなかに，地域に生活しているボ

ランティア間の情報網が大きな役割を果たしているようでした。

　また，インターチェンジは，その事業目的達成のためには委託できるホスト・ファミリ

ー がなくては展開できないプログラムです。

　このように具体的なプログラム内容からみていくと，これらは施設の職員集団の一方的

働きかけだけでは成立しないものであり，常に住民の理解と協力を求めながら進めている

ことがわかります。

　「機能の社会化・拡大」という形で投げられた一石が住民の理解を得，ボランティアの

開拓を促し，そのことによってプログラムが充実・強化され，新たなニード発見に連動し

ていきます。この意味で，「施設の社会化」はその本来の目的を超え，施設と地域との相互作

用により，さらに新しい福祉プログラムを展開する出発点ともなっているのです。

　このようにサービスの受け手であり提供者にもなりうる住民の生活者としての視点を施

設運営の中に導入することは，住民が自分たちの問題とニードを制度化・施策化していく

という住民自治にも連がり，重要な課題だと思われます。

（3）法人の社会化

　さて，セントジョンズホームズの事業を通して，社会化について考えてきましたが，こ

こでは，わが国との比較のうえで，イメージ化しやすくするために，あえて，「施設機能の

社会化」と説明してきました。しかし，厳密にいえば，施設養護を展開している個々の「施

設」自体が機能を拡大し，社会化しているのではない乙とを付言しておかなければなりま

せん。先に述べたように，セント・ジョーンズ・ホームズでは予防型児童養護部門と補完代

替型児童養護部門とは．組織的にも明確に区分されています。すなわち予防部門は，収容

児童養護部門とは全く別の事業として，職員配置や建物・設備の設置がなされ，独立した

事業展開がなされているのです。その意味では，ここでの「社会化」は，施設経営を行う

「法人の社会化」といった方が適切なのかもしれません。

　わが国の場合は，児童収容機能をもっ施設そのものが，そこに働く職員や限られた設備

条件のなかで，予防的或いは利用的な機能が地域の社会資源として求められている現状に

あります。従・って，各施設においては，地域交流の手段として，或いは「処遇の社会化」

の延長線上に，「機能の社会化」を位置づけている状況にあるのではないでしょうか。しば

しば，「施設が社会的資源として活動の範囲を地域に拡大することよりも，本来の機能であ
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る入所している子どもの養育にもっと力を注ぐべきだ」と，「社会化」についてある意味で

は否定的な意見が出されるのも，こうした点を未整理なまま，施設機能として担わざる

を得なくなっている施設現場の矛盾があるからかもしれません。

　いずれにしても，わが国の今日の家族生活を考えれば，児童の生活は大きな変化をみせ

家庭の養育機能が脆弱化しているといわれるなかで，社会的養護を担う施設は，入所児童

の処遇向上のみに止まらず，地域社会全体に目をむけ，家庭による養育機能の回復とその

ための援助に大きな役割を担っていることは誰もが認めるところです。その機能を養護施

設そのものが役割を担っていくのか，或いは，オーストラリアにみられたように，法人内

にある別部門として地域の予防的機能を位置づけていくのか，その具体的な方法と体制を

確立することが求められているといえましょう。

　民間社会事業の実施主体としての法人の強化と理事会のリーダーシップ，それを動かし

ていく現場側（施設）の姿勢が問われているように思います。
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5　地域における養護サービスとそのネットワークづくり
　　　　　　　　　　地方化の流れの中で

（1）ネットワークづくりにむけて

　セント・ジョーンズ・ホームズのエリス氏は，行政と比較し民間の方がより住民のニー

ズを吸いあげられるとし，「民間法人は行政とコミニニティの中間に存在し．市民にかわっ

て市民の声を代弁する義務がある。民間と行政は協力しあって，広い市民の福祉に貢献し

ていくこと」を強張されていましたが，民間団体によって吸いあげられたニーズは，その

地域における福祉問題として，きめ細かなサービスを展開されるまでに，どう結びっいて

いくのかが課題となります。

　ビクトリァ州地域福祉省のウィリアム次官は，それまでの反省にたち，「現在進行しっっ

ある福祉ニーズに対し，地域により密着したローカルベースで進め．そのなかで多様な社

会資源を開発すること，行政が州民とより密着できるようにすること，また行政体系が複

雑化・分化しすぎていることから，保健・教育・福祉の分野での連携が必要であること」

を訴えていました。

　また内東部地域のリージョナルセンターのG・リード氏の説明では，州政府は1983年5

月より①行政の効率化，②サービスの効果的運営，③民間参加の導入，をめざし行政改革

を行っているとのことで，地域特性を重視しサービスの展開を地方（州内の）に移管する

ことを力説されていました。

　このように現在ビクトリア州では，民間団体の協力を得ながら，より地域に密着した行

政システムを試行するなかで，きめ細かく迅速にニーズに対応しようとしていることが窺

えました。

　行革の流れはわが国の状況とも相通じ．興味深いものがありました。現在わが国の各家

庭では児童問題から老人問題にいたるまで何らかの福祉＝一ズがあったとしても，国レベ

ルでの縦割の制度化が進み，弾力性を失い，そのサービスはあまり身近なものになってい

ないのではないでしょうか。行政上の責任や役割を市民生活と近接している，市町村など

より地域に近いところにおろすことにより，サービスがきめ細く柔軟になされていくよう

に思われます。

　わが国においても現在．各種の福祉制度見直しのなかで，方向としては地方化の流れに

むかいつつあるといえますが，今後，地域化が進められれば，施設は．その地域にある福
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祉資源としての期待は高まっていくでしょう。民間施設がその民間性（先駆性・開拓性）

を発揮し，地域に根ざしてニーズを吸いあげていくなら，地域化の進捗は，施設機能を社

会化・拡大させ，地域福祉を活性化させることになります。

　しかし，それは，各施設が全ての機能を網羅的に担っていくのではなく，地域全体とし

て，その地域における養護サービスのあり方を問い，システム的に行われていくべきと考

えます。

　大坂譲治氏は，住民の日常生活の場（小学校の学区単位）にコミュニティ・センターを

つくること，さらに人口10万人単位に社会的養護のサービス圏を設定し，養護ニーズの発

見からサービスの提供によって養護システムを地域内に整備していこうとする「福祉圏」

構想を提起しています（東大出版会「社会福祉改革論n」）。こうした「福祉圏」において

施設，里親，グループホームなどの養護体制を確立し，児童相談所，児童委員，学校，保

健所等の関係諸機関との有機的連携のもとに養護ニーズの充足をはかり，施設は主体的担

い手としてセンター的役割を果たすよう位置づけています。

　また日本弁護士連合会では「養護施設における法的諸問題」（昭和56年2月）のなかで，

「教育について教育委員会があるように，子どもの福祉の全部門にわたって監督し，援護

するr子ども委員会」的な統合委員会が必要」としています。さらic．自ら権利主張する

方法をもたない子どもたちのために組織的検討を進めると同時に，養護を要する児童の人

権として「養護請求権」を制度上確立することを提言しています。

　このように，様々に生起する養護問題に対して，養護体制の確立やネットワークについ

て，多くの提言がなされてきています。今こそ，各地域レベルで具体的に検討を進め．実

践を積みあげていくことが求められているのではないでしょうか。

（2）施設の社会化をすすめるために

　オーストラリアとわが国との児童養護の状況を，主に「社会化」の面から考えてきまし

た。そもそも施設は養護機能を失った家庭の「養護の社会化」として出発したもので

あるにもかかわらず，ここであえて「社会化」を課題にせねばならない矛盾を施設は抱え

ています。また，埼玉県大利根町における町ぐるみでの施設児童住民登録拒否を例にとる

までもなく，地域住民が成熟していないまま社会を構成し，地域自体が社会化されていな

いことも一方ではあげられます。こうしたなかで，施設はその実践と活動から，広く地域

社会に役割を果たしていくことが，ますます求められるでしょう。

　私は，オーストラリアでの「変革の歴史」という言葉に圧倒され，「良いζとは即実行」

の姿勢に深い感銘を受けました。今後，わが国においても，多様なニーズに対応していく

ために多様な養護形態を検討し，準備することが迫られると思います．
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　それと同時に．現在各施設が担っているシステム（形態）のなかで，できうる限りの充

実の努力を常に継続させていくべきことはいうまでもありません。ともすれば，そこにあ

る様々な矛看や苦悩の原因を形態論で総括し、克服の努力を怠っていることはないでしょ

うか。

　また，養護が，子育てという人間的関りであり日常的営みのゆえに，職員が抱える課題

を個々人の中で内閉させていることはないでしょうか。

　職員個人や各施設での課題を明らかにすることによりそれを．理論化し一般化させてい

くこと一「施設の社会化」はまさにそこから始まるように思えてなりません。

さようなら　タスマニア！！
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第 5 章

施設養護の再構築

1　セント・ジョーンズ・ホームズの「自己変革」に学ぷ

2　わが国の施設養護の変容と現段階

3　児童養護理論の構築と実践の再構築

　〔1）望ましい養育を求めて

　（2）乳幼児養護の問題

　（3｝いわゆる「9歳の壁」の時期

　〔4）第2の人格形成期としての思春期

4　今後の施設養護の再構築に向けて

　（1）施設形態をめぐって

　②　発想の転換及び治療教育機能の強化を

　（3）新規事業の着手と法人理事会の活性化を





1．セント・ジョーンズ・ホームズの「自己変革」に学ぶ

　「セント・ジョーンズ・ホームズの歴史は，そのもの自体が児童養護の変容の歴史でした」

と当ホームの施設長エリス氏は話されます。

　r1921年に，80人程度の戦災孤児や浮浪児を収容する施設としてセント・ジョーンズ・

ホームズが設立されました。

　第2次大戦後の1946年に，第2番目の孤児院を作る計画を立てた際に．ファミリータイ

プのグループ・ホームを作ってはどうかという議論となり，最初の試験的試みに着手しま

した。当初は，男子16人を収容する大きなものでした。1956年に，女子も一緒に置くべき

だとして，名称もSt　John’　s　Homes　For　Boys　and　Girlsと改称されました。

　1960年に，本当の意味でのファミリー・グループ・ホームを始めました。夫婦制で8人

程度の幼児から学童を対象とするグループ・ホームを本部の建物のすぐ傍に作りました。

その結果が素晴らしいものである事が確認出来たので，もっと街の中に点在させて増やし

ていこうということになりました。それに伴って，この本部の建物は空っぽになり，発展

的に閉鎖されていったのです。

　現在は，各々5～6人の幼児学童を対象としたファミリー・グループ・ホームが10ケ所，

5～8人の非行歴や非社会的行動をともなう10代の青少年を対象としたユース・ホステル

5ケ所となっています。

　ユ975年，理事会は，更なる福祉サービスの拡充を計る10ケ年計画をスタートさせました。

1974年の調査では，多くの子供達が，簡単にホームに送りこまれるが，もっと本来の家庭で

見られるのではないか，どうしても収容が必要な子供は，可能な限り短期間で，家庭に帰

すべきである。その予防的な，多目的なプログラムを展開すべきである，というのが，こ

の10ケ年計画の基本的な考え方です。具体的には，人口300万人の大ビクトリアを内，外，

北東の3つの地域にわけてその各々に，ファミリー・グループ・ホーム，分散型コテッジ，

3つのフォスター・ケア（里親制度）の事務所，4っのケア・フォース（予防サービス）

チームの事務所・海岸に1っのホリデー・コテッジを配置し，その10ケ年計画は現在，終

りに来ています。

　10ケ年計画を終えた現在，将来展望としては．ケア・フォース（予防サービス）を益々

充実させて，空いた建物を，危機にある母子家庭を家族ぐるみで一時的に収容する為に利

用する事などを考えています。」
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　私達は，今回のオーストラリア研修で，多くのものを見たり聞いたりして，学ぶ事が出

来ました。しかし私は，このセント・ジョーンズ・ホームズの「自己の変革」の思想と情

熱を，そして理論に裏打ちされた大きな理想を掲げ，それに向って着実にひとっひとっ実

現していく実践力こそを学びたいと思います。

2．わが国の施設養護の変容と現段階

　浮浪児狩りと飢えと寒さから子供を守るという段階から始った戦後日本の施設養護は，

昭和22年の児童福祉法制定以降．急速に制度的な確立を遂げて来ました。

　児童福祉法によって，要保護児童の分類収容保護の処置がとられ，行政機関としての児

童相談所の整備と対象児童や社会のニードに対応した各種の施設が整備されました。

　昭和23年には，児童福祉施設最低基準が制定され，我が国にも里親制度が取り入れられ

ました。更に，昭和26年には，児童憲章が制定され．昭和30年代のホスピタリズム論争を

経て，一定の自己変革を遂げて来ました。

　①　第一に，施設形態をめぐって

　いくっかの施設は，より家庭的な養護を……という事から大舎制から小舎制への移行を

はかり，更には，現在，グループホーム設立の動きや，里親制度の充実を望む声も聞かれ

ます。

　その一方では，職員の勤務形態の面で，住込断続勤務から通勤制への移行と更に現在の

9時間労働廃止に至る動きと，又，反対に，夫婦制，男女ペア，フレックスタイム導入の

動きもあります。

　②第二に．入所児童のニードをめぐって

　戦災孤児，引揚げ児．浮浪児．ベビーブームから，最近の出生率低下と離婚率の上昇，

そして幼児養護増加の時期から．高年令化の時代を迎えています。

　こうして，ロレッタ・ベンダーが「最悪の家庭でも，最良の施設にまさる」とまで言い

きったその「家庭」は益々その安定した基盤を失い，家庭養育機能の低下は，新たな要養

護児童，情緒障害児，「非行」児等の多発傾向をもたらしています。

　③　第三に．職員の専門性，治療養育機能の強化をめぐって

　そのような家庭養育の危機は，施設の再評価をもたらし，情短施設，教護院，養護施設

の役割を増大させ，施設に専門家としての治療養育的機能を要請するに至っています。又

開かれた施設として，地域の児童養護のセンター的役割を担うことが要請されて来ていま

す。

　以上3つの事を軸に，戦後の養護施設は，一定の変容を遂げて来たわけですが，全体と
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してはt昭和30年代のホスピタリズム論争以来の，大舎制から小舎制への移行の動き程度

の段階で停滞してしまっているように思われます。私達の多くの先輩達が．心血を注いで

築きあげて来られた日本の社会事業，とりわけ養護施設は，今，大方の施設がその創成期

のたくましい創造力，開拓者的精神を忘れ，措置費制度の中にどっぷりと首までっかって

安住している様に思われてなりません。かっての日本における，民間社会事業の活力はど

こへいったのでしょう。

　この’80年代の混乱と不確実な時代に，大胆で確かな方策が必要であると思います。

　時あたかも行革の嵐が吹き，福祉予算削減の動きがある時，「セント・ジョーンズ・ホー

ムズの歴史は，そのもの自体が児童養護の変革の歴史であります」というエリス氏の言葉

を，私達自身の問題として噛みしめたいと思います。

　オーストラリアや欧米の「ノーマライゼィション」・「脱施設化」の動きが，そのまま日

本で通用するとは思いません。しかし．日本的風土の中で培われて来た日本の施設養護の

あり方を，今一度問い直し，再構築する努力を，若い世代に属する私達が，先輩達から引

き継いで為さねばならないと思います。民間セクションでの献身的，先駆的努力と行政セ

クションとの接点を模索しっっ，着実‘ζ前進したいと思います。

3．児童養護理論の構築と実践の再構築

（1）望ましい養育を求めて

　現代日本における家庭養育の混乱は目にあまるものがあります。それは，日本における

養育の文化伝承性が失われ，機械文明の急成長の中で，新しい事，新しいものが増えてお

り，常に変化する事象を追いかける事のみに追われて，基本的な事が欠けおちてしまって

いることにもよると思います。

　そのような中にあって，私達施設養護にたずさわる者が，確固たる養育理論とその実践

的体系を創りあげる事は，緊急の課題です。

　確かに，私達の「専門性」がいわれ出してから久しく，多くの育児書が巷に氾濫し，多

くの専門書も出版されております。しかし，それは単なる書物であっては何の意味もなく，

実際の家庭養育の場にあって，又，施設養育の場にあって，実践的に体現されねば意味の

ないことです。現実の施設養護の場にあって確かtc多くのすぐれた実践が行われている事

を知っています。しかし，総体としての日本の施設養護の現状は全く満足できるものでは

ないと思うのです。

　私は，北海道の木下茂幸先生が「日本養育学会」を提唱されていたり．仙台の大坂譲治先
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生が「日本ソーシャルワーカー協会」の呼びかけをされているのを知り，大いに意を強く

したのですが，全国各地の現場で，望ましい養育を求めて，必死で取り組んでいる福祉関

係職員や教師や医者や学者が、現代の子育てにっいて地道な共同作業を積み上げていけた

ら．どんなに素晴しい事かと思うのです。

　以下，現在の施設養護の中で，どうしても緊急に問い直されねばならないと思う事を述

べてみたいと思います。

②　乳幼児養護の問題

　「三っ子の魂百まで」と昔からいわれ，多くの育児書が，0～3才までのマザーリング

の重要性を説いているにもかかわらず，乳幼児養護の問題は現在の施設養護で最も立ち遅

れている問題の様に思います。施設養護では，0～2才の間は，乳児院で子供達をあつか

っています。

　乳児院のほとんどの施設では，10～50人の赤ちゃんを6～30人の職員が交代で見ている

のが普通です。ひどい所では．授乳器などで，機械的に授乳させる所もあるそうです。

　理論的には，この時期は共生期といわれ，1対1の母子関係が最も必要な時期であり，

豊かな感情を培ったり，強い自我を培ったりする大切な時期であるにもかかわらず，職員

の勤務の都合でなおさりにされているのです。赤ちゃんは0～1．5才位で自分の養育者が

誰であるかを確知するといわれます。交代制勤務で，入れ替り立ち替りする代替親を，ど

うして確知出来るのでしょうか（ある心理学者の報告では．何人かの養育者が居ても，愛

着を示すのは1人か2人の特定の者であると報告している）。人格形成上，混乱してしま

うのではないでしょうか。2～3才頃にかけて，子供は探索期を経て，母子分離をしてい

きます。

　共生期の母子愛着が強ければ強い程，母子分離も又，はっきりした形で現れるものだそ

うです。共生期に母親像も定かでなく，母親の暖かさや快い感情に満たされなかった子供

にどうして母子分離があるといえるでしょう。

　人間の自我形成にとって．この共生期と母子分離のメカニズムは欠かせない過程です。

　私達は人間らしい感情を培い，自我を培い，個性豊かな人間に子供達を育てたいと願っ

ています。人間の自我は放っておいて出来るものではありません。社会によって，大人達

によって培われるものであります。個性豊かで、自我の強い子供は、施設職員にとって，

誠に扱いにくいものですが，世の親は，受容と忍耐で子供の人間性を育てねばならないの

です。

　2才を過ぎると親の元で養育出来ない子供は，養護施設があずかります。大低の場合，

0～2才の共生期の母子関係がでたらめな子供が多いと思います。共生期と母子分離と自
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我形成のメカニズムがスッポリと抜けおちた子供達を私達があずかってどう養育するのか

が問われているのです。

　ここでも又，多くの施設が，集団養護で，交替制勤務をとっています。乳児期に家庭や

乳児院で，充分な母子共生関係を持てなかった子供には，どうしても「赤ちゃん帰り」を

させて，今までの積み残しの挽回が必要であるといわれています。集団養護で交替制勤務

をとっている施設で，そのような事が可能でしょうか。

　「理論的には乳幼児の集団交替制勤務は良くないが，必要悪として・…・・」というのでは

なく，里親開拓なり，24時間住込小舎制なり，夫婦制グループホームなりに分散させると

かの方法で，速やかに改善されるべきだと思うのです。

　私達は，もっと養育理論を確固たるものとして，私達の実践の基底にそえなければなら

ないと思います。

｛3）いわゆる「9才の壁」の時期

　4～8才位までは，子供達の発達上，基本的な生活習慣獲得，遊びを通しての学習，学

校への適応の時期であるといわれ，O～3才の時期の次の重要な節目は9才前後だといわ

れています。教育心理学などで「9才の壁」という事がいわれていますが，人間の抽象思

考が急速に育つ時期であるといわれています。今までの身のまわりの具体的事柄しか興味

を示さなかった子供が，この頃から急に学校など外に向っていく様になり，学校の友達な

どとのっきあいが中心となってくる時期です。丁度，学校で分数を習う時期でもあり，抽

象的な思考を要求されることもあって，いわゆる「落ちこぼれ」が多く出るのもこの時期

です。

　この時期も又，乳幼児養護の積み残しを挽回するのに，重要な時期であると思います。

「赤ちpん帰り」も含めて、充分に愛される体験をもっこと。この頃から始まるギャング

エイジ期に，充分な友達づきあいが出来る力を養うこと，落ちこぼれないようにしっかり

と基礎学力を身につけること，等々，手をかけてやらねばならない時ic．力いっぱい手を

かけてやりたいものです。

　施設の閉鎖性は，この時期の子供の世界を狭くしてしまいます。基本的学習習慣が問題

にされなかったり，学習環境が充分でなかったりする事も問題です。

　どうしてもこの時期には大人の手が必要な時期だと思うのですが，往々にして，この時

期の重要性について気付いていないのが，現在の施設養護の現状ではないでしょうか。

（4）第2の人格形成期としての思春期

従来の日本における施設養護は，児童福祉法で，18才までの養護をうたっているにもか
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かわらず，現実には義務教育までの施設であったと思います。なるほど昭和48年に特別育

成費の制度がもうけられ，施設の子供達にも高校進学への道が開かれたといわれます。し

かし，現実は，全国の高校進学率が約95％なのに対して，施設収容児のそれは35．4％にし

かすぎず，また，働らきながら定時制や通信制に行っている者や各種学校へ行っているも

のを含めても進学率は低率です。明大法学部教授の菊池幸一氏が「施設収容少年の人権一

少年棄民」（評論社）で，養護施設，教護院を批判して，④．人間尊重の精神が末熟であり，

暴力（子供同士，職員と子供）が横行していること，⑤．高校進学への道が閉ざされてい

ること，の2つを手厳しく批判されていますが，残念ながら的をついた指摘です。

　従来，施設における高校進学問題については，品行方正で成績優秀で公立高校に進める

子供に限り実業高校に行かせても良いといった消極的なものでありました。しかし小学校

高学年や中学生の時期まで多くの生育上の積み残しをかかえて入所して来る子供が，施設

職員の努力にもよりますが，往々にして多くの問題をかかえ、成績も悪く，品行も方正で

なく，公立高校などとても入れそうもない子供が多いのが現実です。又，その様な問題を

かかえた子供達を、現在の社会に中卒のままで放り出して良いものでしょうか。私はむし

ろ，そのような子供こそ，何とかせめて高校くらいは出してやりたいと思います。

　人間形成の上で重要な意味をもっ，15～18才という時期を施設養護の総仕上げの時期と

して私達の手元で養育すべきだと思うのです。養護施設や教護院が，乳幼児養護や学童養

護の家庭養育における積み残しを挽回し，人格再形成の場として，その存在意義があると

すれば，この第2の人格形成期ともいうべき中学2年～高校3年の思春期～青年前期にか

けての時期を，むしろ絶好の教育的チャンスとして生かす方策こそが，施設養護に果せら

れた課題であると思います。

　確かに「問題児ほど高校に行かせて手元で養育する」といっても，高校中退者が続出す

る今の時代に，大変困難を伴う事であります。施設そのものが体質改善をせまられる事

でしょう。中学までの今までの施設では，青年前期の子供を受容し切れないと思います。

しフbし，ここでも受容と忍耐の養育者としての資質が問われるのです。

4．今後の施設養護の再構築に向けて

　今まで述べて来た基本的事項の上ic立ってもう少し具体的に述べてみたいと思います。

　現在，全養協では「施設のあり方研究会」が，専門スタッフを結集して持たれていると

聞きます。確固たる養育理論に裏打ちされたマスタープランの様なものが，どの施設にも

必要であり’各園とも第1次5ケ年計画・第2次5ケ年計画などの様な長期計画を策定す

一 102一



る，その基底になる様なものがあればと思います。

　その様なものとはほど遠く，独断と偏見IC満ちたものですが，私達がオーストラリアで

研修させてもらった私的な感想も含めて，B頃の思いとあわせて書いてみる事としました。

（1）施設形態をめぐって

1

　あれかこれか式の考えは取るべきではありませんが，対象児童のニードに合わせた，多

種多様なメニューを用意すべきだと思います。

｛イ｝施設の小規模化

　例えば筆者の所は80名定員ですが，あまりにも大きすぎて，きめ細いas護ic欠けるきら

いがあります。かって仙台基督教育児院の故大坂誠先生が実践された様に，この80名の養

護施設を40名の養護施設と40名の情緒障害児施設に分割するのも1つの方法だろうと思い

ます。実際に，現在の入所児童の半数は何らかの形で情緒障害を持った児童です。

　少くとも，今後新しい施設を作るとか，定員を増すとかの計画がある場合は，出来るだ

け小規模な施設にする様に配慮されるべきです。

　回　出来るだけ小集団のファミリータイプのグルーピングを実現すること

　大舎制よりも小舎制，小舎制よりもグループホーム，更には里親制度の充実といった具

合に，枠組みとしては，出来るだけ小集団で，ファミリータイプの方が良いと思います。

　問題は，各々の養育者の質にもよると思います。望ましい養育者の育成がその鍵を握る

と思います。

　ファミリータイプのグループホームや里親家庭で，一亘養育者と子供との人間関係がう

まくいかないと，なかなか厄介です。その点ではオーストラリアで行われている様なチェ

ック体制や指導体制，スーパーバイズシステムのようなものが必要だろうと思います。

　この点，今後グループホームを作る場合，セント・ジョーンズ・ホーム方式の分散方式

は，大いに参考にされて良いと思います。国や都道府県が・この方式や里親タイプのグル

ー プホームを認める様に要望したいものです。

　更に子供のニードによってもタイプを考えた方が良いと思います。例えば，比較的教護

性の強い児童は小舎制の施設に，純養護の児童は男女混合の縦割りグループホームへとい

った形で考えても良いと思います。

　レ、｝勤務形態について

　「勤務」と「養育」の矛盾はどこまでもついてまわります。結局理想としてはその矛盾

が1番少い夫婦制と通勤補佐の組合せが理想的です。少なくとも男女ペアの住込担当制と

し，フレックスタイムを導入するのが良いと思います。

　通勤交替制については，現状ではやむを得ない面もありますが，少なくとも養育上重要
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な部分については住込職員を最低限配置する方が良いと思います。

　この点でもオーストラリァのグループホーム方式は，コテッジ・ペアレンッを法人が雇

い入れ，コテッジ・マザーのみに賃金を払い，コテッジ・ファーザーは普通の勤めに出て，

家に帰ればボランティァで父親役をするというやり方で経費の面でも，養育理念の面でも

随分合理的です。又，専門性の面でも，既に述べた様に，本部職員がケースワークやスー

パーバイザーの機能をおぎなっており，大いに参考とすべきです。

②　発想の転換及び治療教育機能の強化を

　「家庭に優る施設はない」＝家庭代替論から，積極的養護論への発想の転換をはかり，

家庭養育の危機の時代に対応して，児童養護の理論的、実践的体系化をはかることが急務

であると思います。日本の未来を担う児童養護総体を，養護施設が担うのだという気慨が

あっていいと思うのです。施設の社会化とは，その様な児童福祉のセンター的役割を果す

ものであるべきです。

　当面，小児科医，精神科医，心理学者，教育学者，セラピスト，ソーシャルワーカー等

の専門スタッフを施設内外に結集して．理論研究，啓蒙活動の強化と施設職員のレベルア

ップ（児童指導員をセラピスト，ソーシャルワーカーとしてきたえること等）をはかり，

それと同時に治療養育機能の強化をはかる事が必要です。その様な中で「日本養育学会」

の各都道府県支部や「日本ソーシャルワーカー協会」の支部が作られても良いと思います。

若手人材の養成と人材確保は施設養護の命運を決する問題です。

（3）新規事業への着手と法人理事会の活性化を

　日本社会はめまぐるしい変化を遂げ，児童をとりまく社会環境も変化しています。その

中で社会のニードに応えるべく，我が施設養護が果さねばならない事も多く出現している

はずです。ひとり養護施設界のみが旧態依然たる形であるわけがありません。私達が，積

極的養護論をかかげる以上，新たな社会的ニードに応える事業への取組みは不可欠です。

　①青年アパート・青少年自立援助ホーム

　現在の施設養護で抜けおちている部分に，16才～20才前後までの思春期から青年前期ま

での領域があります。教育界では高校中退者の激増の問題，我が養護施設界では中卒退園

児アフターケアの問題，司法界では厚生保護活動における委託保護先の不足，精神医療界

では停滞患者の問題等，巷に情緒障害や社会的不適応を起した青少年があふれて，社会問

題化しています。戸塚ヨットスクール事件は，我々に大きなショックを与え，我々の怠慢

が世にさらされた事件ともいえると思います。私達は，施設退園者のアフターケアは勿論

のこと，現代の日本社会が生み出しているこの深刻な問題に対応せねばなりません。
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　オーストラリアにおけるユースホステルの様な高年令青少年を対象とした青年アパート，

青少年自立援助ホーム，全寮制職業訓練校の様なものが是非とも必要です。オーストラリ

アでは，若者の4人に1人は失業者だといわれ，日本と同じように青少年のアウトロー問

題は深刻の様ですが，十代半ばから後半にかけての青少年を預かる施設としてホステルが

盛んに作られています。ヴィクトリア州では29ケ所あるそうですし，タスマニアでは最近

作られ始めている様です。5～8人の青少年を預って，グループホームを形成しています。

　日本でも既に，東京における「青少年と共に歩む会」の憩いの家の活動や，いくつかの

先駆的な取り組みが随分以前から行われています。私達は，それ等の先駆的活動を何とか

全体のものとして，公認の児童養護体系の中に位置付け，全国各地でその取組みを実現さ

せたいと思います。

　②　その他ベビーホテル問題への対応や、里親制度充実のための活動など

　ベビーホテル問題への対応にっいては，ずっと以前より広島の新生学園の託児所開設の

すぐれた実践がありますし，里親制度充実のための活動にっいては，家庭養護促進協会の

先駆的活動や最近作られた東京都の方式は，極めて注目に値するものです。その他，美深

育成園の養育研究所の開設や小松島こどもの家の情緒障害児治療の相談業務開設や全国で

11ケ所といわれるグループホーム開設の動き等，私達は多くの注目すべき先駆的な取り組

みを見る事が出来ます。それ等の貴重な取り組みを共有し，検証しつつ，私達は措置の枠

にしばられないで，社会の要請に応えて子供達の未来の為には必要な事は何でもやるのだ

という姿勢を持っべきです。民間社会事業の活力とは，その様な事をいうのではないでし

ょうか。

　私達は，児童養育の専門家であるはずです。その専門性とは，望ましい児童養育につい

ての理念があり，子供達の幸せの為ならどんな努力をも惜しまず，その為の多くの方法や

手段を持っているという事だと思います。大舎制の大きな建物が子供の養育にマイナスで

あるというのであれば，その建物を廃止して子供の養育にふさわしい建物を作るべきです。

又，子供の養育上どうしても必要なものがあれば，何とかそれを作り出すべきです。それ

がプロの仕事だと思うのです。措置費で与えられた枠の中だけで子供の養育をその枠の中

に閉じ込めて，子供の不幸に目を閉じているのであれば，それは子供をメシの種にしてい

る「福祉屋」になり下る事だと思います。

　③　法人理事会の強化及ぴ活性化を

　オーストラリアにおける民間の活力も，戦前戦後の日本の民間社会事業の活力も，独自

財政能力をも含めた法人理事会がその源となっています。

　オーストラリアで私達が見聞したところでは，タスマニア州のある施設では，総経費の

45％が州と国からの金で，残り55％は法人理事会が寄附やバザーなどで捻出する金である
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といわれ，又，セント・ジョーンズ・ホームズの場合，総事業費253万オーストラリァドル

（約4億8000万円）の内78％が国や州からの金で，22％が法人が捻出する金だそうです。私

は法人理事会が随分しっかりしているという強い印象を受けました。セント・ジョーンズ

・ホームズの場合．独自の財務部組織のもとで．有能な専属スタッフが，財政活動に専念

していたのが印象的でした。

　又，戦前の施設創成期の岡山孤児院の石井十次の活動を見ても，国からの援助がほとん

どない時期に，大原財閥などの助けを措りつつも，多い時では2000人の孤児を養育した

といわれています。

　現状における日本の社会福祉法人は，そのほとんどが．長年の措置費制度の中に安住し，

そのほとんどが機能しておらず，民間社会事業の活力を喪失してしまっているといっても

過言ではありません。

　施設養護の再構築は，この問題を避けて通る事は出来ないと思います。有能な人材を確

保し育成する事，大きな理想とビジョンを掲げてそれに向って着実に実現していく長期方

針を策定すること．一定の養育理念に基づいた建物を確保すること，子供を取りまく物質

的諸条件を整備する事，新しい事業に大胆に着手すること等，どれ一つとってみても，法

人理事会の活性化が無ければ．実現不可能な事ばかりです。

　オーストラリアでも強く感じたのですが，西欧先進国で進められて来た「ノーマライゼ

イション」，「脱施設化」の動向は今や世界の趨勢であり，日本においてもその影響を受け

ないはずはなく，まして，現在，行政改革，福祉予算の削減がやかましくいわれ，より効

果的でより効率福祉が求められている時に，私達施設関係者が，この問題に目をつぶるわ

けにいかないと思います。私達は，「脱施設化」の問題を真正面から受け止め，日本の現実

の中で主体的に，自らの進むべき道を切り拓いていかねばなりません。日本的風土の中で

先輩たちが心血を注いで築きあげられた日本の施設養護の今後の歩みをいかになすべきか，

今後の討論を願って終りにします。
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TASMANIA　DEPARTMENT　FOR　COMMUNITY　WALFARE
（タスマニア州地域福祉省）

所在地

12Murray　St．，Hobart　7000

Tasmania．

Phone　（002）308011

1，沿革概要

　タスマニア州は，オーストラリア南東部・最南端の北海道よりもやや狭い面積のタスマ

ニア島全土で，人口37万人，オーストラリア連邦最小の州であり，1804年に流刑植民地と

して建設されたホバートが州都である。

　地域福祉省は，日本の都道府県における民生部的役割の機関であるが，その権限や役割

は州独自のものをもち，タスマニア州における福祉行政の中心的機関である。タスマニア

州の福祉は1880年に始まり，1901年に形成されたオーストラリア連邦政府の福祉政策より

も先に開始されていた。当時，イギリスの栢民地より開放されたが，人々の生活は苦しく，

道端には浮浪児があふれ．州の福祉はこれら放任された子供達をいかに救助し，保護する

かというところから出発した。第2次大戦後，貧困，放任，非行少年等の増加により，再

び当時の姿に逆戻りし，州は児童福祉行政に力を注いできた。

2．タスマニア州の児童福祉

　オーストラリアは．各州ごとに児童福祉法をもち，それぞれ独自の制度，体系がある。

タスマニア州の児童福祉浸…ts　1960年に制定され，その歴史は新らしい。1947年に家庭再構

築のための家庭援助法，1968年に児童のための養子縁組法が定められている。行政地区は

南部，北部及び北西部の3っの地方に大別されている。児童福祉の対象者は16才までであ

り，州は放任された児童，非行少年の救助・保護を行い，地域福祉省大臣は，児童裁判所の

「保護監督」の宣言により，その児童の法的後見人として親権の一時的預りをする。その
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間，児童裁判所の判断によって，里親，民間養護施設．矯正施設への措置を行い．他方で

家庭再構築の為の援助をする。州政府の保護監督の基本的な方針は．「施設の規模はより

少人数で」「保護の期間はできるだけ短く」「児童の養育は居住してきた地域や家庭の近く

1ζ」である。多くの場合．養育の代替ではなく，補完であり，実の家庭から離される場合

でも正常な親子関係の再確立への可能性を残している

「満足すべき家庭，満足すべき親子関係」が児童福祉の一つの目的であり．かつ，タスマ

ニアの政策として確固としたものである。

タスマニア州地域福祉省　組織図

口
縛

∬　　2

悲；‖

フ

4
■
外
ト

9

‘
し
鶯

■
H
喫

千

ー
ヒ
又

亀
白
鯵
堵
乃

惰
陪
■
方

鷹

田

旭

〃

●

投

日

W
・
”
価

牢
田
W
桐

岬

ー
ピ
X

竃
刊

タ

ス

∀

ニ

ア

n
少
り

｜

e
人

鈴

實
n

⑰

ー
ピ
ス

塙

U
最
建

ブ

⑰

ク
，
ム

タスマニア州政府による保護監督の種別分布1984年までの8年間の推移（各年6月30日）

曳姶

］鮪

7

‘“

健
葛

‘35

1栖
l
l 彊 5 ‘㎝

由
2’

圏

剛
田 酋

訓
％ ‘， A卵細c｝耐m’・H㎜《民問朋■晶）

鱈
口 烈 困 “S、W．F㎝11rG．阻ゆH砺旧刷ウ〔▼け一ゲ←3‘，

2島9
Dsvrn“1煉矩‘碍o倒口，

●o（ 276
2割

2図

300
3甜

ゴ■＄ 2ぷ Fo餌“c領（Ψ恥

12
2

232 脚匂‘・閲1‘比G．《肉民“H、“．G．）

207

‘93 「71
‘“ ‘扮

122 Wl‘hP■冊内㏄o〈㎞R引凹“〈副口又u寓白，

‘ ‘6●

λ
鴇 田 “

鯵
口 掲

“
万 ㈲口伽㎞‘o臆田旬‘c眠・

u｛1垣ab㎜噛の頃へによ●■a箇o．

介」｝　髄6　　19〕　　T2L　　674　臼6　阻3　　図9

句　19才6　1ダロ　旧稲　　1㎜　，980　‘9■」　t虜2　1紺（sぴ6”萄‘P

一
工10一



CLARENDON　CHILDREN’S　HOME
（クラレンドン子どもの家＝園内グループホーム）

所在地

KingSton　Beach，　T8smania　7151

Phone　（002）296219

1．沿革概要

　英国国教会系CAnglican　Family　Care　Serrices）によって経営，運営されているクラ

レンド子どもの家は，1898年，未婚の母とその子（乳幼児）を母子共にケアする施設とし

て開設された。1915年，入所している母親の就労保障のため，緊急ニードであった子ども

を保育する託児所が設置された。この託児所は，1922年に，一部増築されるが，これに伴

い従来の母子共の施設から，独立し「子どもの家」として新しく発足する。

　子どもの家は．1945年に土地の寄付を受け，現所在地に移転した。当時の児童数は四十

数名で，大舎型の孤児収容施設形態をとっていた。1953年に新コテージを増築したが，主

に英国移民の孤児が対象となった。また、1957年には乳児院を併設するなど．歴史のニー

ズに対応し．その機能を拡充してきた。1976年，より小規模化したなかで家庭的ケアをす

べきとする理事会の確固たる信念のもとに，それまでの大舎型の施設形態からコテージ形

態に切り変えた。建物・設備変更に伴う膨大な財源は寄付と州政府予算によって賄った。

職員の意識改革に配慮し，キャンペーンに時間をかけ，急激な移行は避けたいという。施

設の内容が現在の姿になったのは1980年である。

2．財政事情

　1984年の施設会計決算によれば，収入総額165216．44豪ドル（約31．391．t23円）に対し，

支出総額167978．60豪ドル（約31，896、934円）で2762．16豪ドル〔約524，810円）の赤字

である。
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　収入内容は，｛1｝収益金37．4％（2）地域福祉省補助金33，2％（3｝社会保障収入5．7％

t4）寄付金（教会・個人）収入5．5％の順となっている。私的扶養料は1．0％である。また支

出内訳は　（1職員賃金43．7％，｛2｝食費22．4％，（3胱熱水費9．9％である。

3．施設の特性

　クラレンドンが行っているサービス内容は次の通りである。

（1）　コテージ型児童施設（4軒）

　クラレンドンの中心的事業で，児童居住施設である。一コテージに4～5名の措置児と職

員夫婦（コテージペアレント・夫は他に職業をもち，妻がクラレンドンの職員）．及びその

実子が生活している。コテージのメンバー構成は，職員夫婦の実子の年齢も加味しながら，

入所理由や行動等を配慮して決められる。

【2）移行ホーム（transitional　ho㎜）q軒）

　コテージの生活から社会に出る際，より社会性を身にっけさせ，独立した生活を営める

ようにするための訓練（社会，家計）を行う。定員は2名で，期間の制限は特に設けてい

ない。クラレンドンのコテージに生活をした全ての児童が対象となっているのではなく必

要に応じて（社会生活を営んだ後，トラブルで戻った場合も含む）受入れ．他施設児童も

受入れている。職員1名がともに生活し，指導，援助を行っている。

〔3｝ファミリーケアーホーム（2軒）

　生活の危機状態に陥った家族が最高約6週間を目安として居住する緊急宿泊ホームであ

る。3寝室のホームが2軒ある。炊事・洗濯などの日常生活介助は要しないが，入所家族

の相談，指導を行う。入所する際には家族からの直接申し込みか，他の福祉法人からの紹

介によるものが主となるが，まれに公的機関を経てくる場合もある。ここでの経費は本人

負担が約20％で，残りは法人の持ち出しである。近年，失業率が高いなど危機状況にある

家族が増加しており，その需要は高い。

｛4）工芸作業所

　入所児童の職業訓練のために1984年に始められた。技術の習得と余暇の善用も兼ねてい

る。土地売却金と寄付によって建てられ，室内設備は州政府からの資金による。現在はま

だ専門職員をおくには至っておらず，ハウスペアレントが指導にあたっている。

（5｝フォスター・ペアレントの開拓，援助

　地域での生活が望ましいとの基本的理念からフォスター・ペアレント（里親）開拓とそ

の援助を行う。里親には，子どもの実親とも連携をとるよう指導している。現在6軒のホ

ー ムを援助している。

（6）収容児童のタイプと受入れ条件
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　主な入所理由は，親の養育不能，親との生活の中で関係が悪い，社会からはじき出され

た等のケースである。必ずしも日本でいう公的な児童相談所を経てくる訳ではなく，私的

な直接契約，「保護監督」（ステート・ウォード）に分けられる。「保護監督」の場合は，ク

リアリングハウスという機関を経ることになるが，判定は，サイコロジスト，精神科医等

によってなされる。また，他施設（矯正施設，精神的治療施設など）からの変更や，フォ

スターホームでの不調による変更で入所してくる児童も多い。

（7）児童処理遇上の特性

　コテージは一つの家庭であり，心に痛みをもつ児童の問題を共に分ち合い，痛みをとり

除くことを基本理念とし，各コテージ内の運営やプログラムはコテージ独自に行っているn

あるハウスマザーは，「家庭を維持することが目標なので，労働時間という考えはもたない。

実子と預っている子どもたちとの間に差別があってはならないので，その点を最も配慮し

ている」という卒直な意見をきいた。

（8）施設と家庭や地域，他機関との関係，

　キャンパス内での活動を主としており，地域活動はあまり展開していないとのことであ

る。ボランティアの活用はなされていなかった。が正式会議には，ソーシャルワーカー等，

人的資源の導入を図っている。入所児童，利用家庭をできるだけホバード市在住者にした

いという言葉地域性重視の姿勢が窮われた。

　他機関との関係では，児童受入れ時でのクリアリングハウス，あるいは，移行ホームへ

他施設児も受入れるなどの連携はあるようであったが，詳細な点は伺えなかった。

（9｝　スタッフ

　・施設長　1名，・コテージペアレント（1コテージに1夫婦，うち妻が職員），・移

行ホームのホーム長　1名・ソーシャルワーカー1名（1985年3月より新設。ファミリー

ケアホームとフォスターホームの指導を行う）・用務員・サイコロジスト，医者，相談役

正式会議のためのソーシャルワーカー・理事

4．総合所感

　広い敷地のなかに小舎が転在し，そこに子どもたちとハウスペアレントが生活している。

現在の形態の秀れた点を昔の大舎時代のスライドをみながら説明された。「自分のホーム

がもっともすぐれている」とどのハウスマザーも胸をはって言い，そうした自信が子ども

の生活を支える基盤になっているように思われた。
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ST．　DAVID’S　CHlLD　CARE　CEN丁RE

（聖タビッド・チャイルド・ケアセンター＝保育所と学童保育の合併センター）

所在地

309Murray　St．，North　Hobart

ア000　Tasmania

1．沿革概要

　英隅教会家族ケアサービスの一環として設置，経営されている、1975fF　8月設立されft

年の8日にID周年記念ll．事を訓層同している。

2．財政事情

　聖ダヒッド寺院の基金により，また連邦の地域福祉省の援助と．親が負担能力に応じて

直接センターへ支払う緕費によ一，て運営されている。lM8時間で16ドル〈糸勺3、040PD，

1週間で70ドル（約13、30t〕円），寡婦丁当を受給Lている親は10ドル75セント（約2，042川）

・ある・しかL弓・椰支わ・とカ・・きず．収燃馴鯖行い申fS：するよう・Lて

いるが．金を徴収するのがなかなか大変だということである．

3，施設機関の特性

　保育時間は，朝6時45分から夜6時30分までで，時閥保育，終［1保育を行rている。公

的な休暇以外年52週間開園している。

4．利用児童のタイプと受入れ条件

　共稼ぎ，片親家庭，病気の親，貧困な親，移民家庭などの子どもか入一ており，人柿的

宗教的な差別なく「受；ナ人れている．現在定員は保育グループ（0～4歳）74人，幼維園以

上ウループが30、‘＼である．

一 ll4一



5．児童処遇上の特性

　　保育は，0～1歳児，2～3歳児，4歳児，幼稚園年齢児，学童児のグループに分け

られており，1グループユ2～24人である。子どもの多くは，家庭的な問題もあって落着き

がなく，ことばの発達の遅れがみられるため，単なる保育だけではなく，生活指導も行い，

問題のある子どもには，個別的なプログラムを立てて対応している。

　センターでの保育のほか，近くの公園へ散歩に行ったり，プールへ水泳に行ったり，図

書館へ行ったりしている。また，学校へは職員が子どもの様子を見に行ったりしている．、

家庭の指導は他機関にまかせている。

6．職員構成

　保母，児童指導員，教師で構成されており，保母，教員は2年間の専門学校，児童指導

員ば3，4年の大学での専門教育を受けている。現在職員数は計34名である。

7．所見

　この施設は，日本でいう保育所と学童保育の機能を兼ね合わせており．共稼ぎ，病気，

移民，片親家庭など，そのニードが高く，「園長の子どもでも入れず，入園待ちなんです

よ」ということであった。

　このようなセンターが，ホバードには，5～6ケ所あるが，ここが一番よくやっている

という園長の自信ありげなことばが印象的であった。事実，発達年令に応じた多くの剖1屋

やグループと，色彩豊かな遊具や教材が用意され．74名の子どもに対して，34名の若い人

から経験豊かな巾広いスタッフが揃えられており，多くのボランティアと保育実習生を受

け入れ，地域社会の親のニードに応えるべき保育が展開されていた。

（センターで遊ぷ子どもたち。子どもや職員から大歓迎をうけた。）
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ANGLICAN　FAMILY　CARE　YOUTH　SHELTER

（アングリカン・フアミ’リー・ケア・ユース・シェルター＝民間法人経営の青少年自立援助施設）

所在地

199Cambel｜St，，

North　H　obart
Tasmania

1．沿革概要

　設立年月19宙年1月，設置主体はアングリカン・ファミリー・ケア・サービス

2，財政事情

　運営財源は州政府より保障されるが，利用者は年齢，収入に応じて利用料を支払うので

ある。未就労者の場合は，州より生活費として，施設に入る。就労者は収入の約半分で2

週間で18才未満が45豪＄（8，550円）で．18才以上は80豪＄（15，200円）である。

3．施設（機関）の特性（運営形態，内容，施設設備等）

　アングリカン・ファミリー・ケア・サービス（AnglicanFami］y　Care　Services）が

設置主体であるが，運営形態は，アングリカン・ファミリー・ケァ・ユース・シェルター

の職員として雇用されている職員が，運営，内容．設備等にっいてその都度，話し合いで

決定する。

　施設自体は，静かな住宅街の一角に位置し一般住宅と変わりなく，施設設備も若干改造

されているものの，一般住宅の内容である。

4．収容児童のタイプと受け入れ条件

〔入所経路〕

　子ども自から希望して来る場合と，他の公的，民間機関より紹介されて来る場合がある。
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〔入所児童のタイプ〕

社会的に自立していない。家庭に十分受け入れられていない。仕事がない。

〔定員と現在員〕

定員は10名である。現在は14歳から24歳までの男子4名女子3名が生活している。

5、児童処遇上の特性

　入所の際に，自分の責任において州政府及び施設に対して，契約書を作成する。

　日常生活は，入所者の自主的な行動を中心に進められ，職員は援助する形になる。入所者

自身に生活計画を作成させ，自分達が生活しやすい状況を自分達で整えるように，自主的

行動を尊重する指導方針である。

　期間としては，3ケ月を限度と考えているが，仕事が見っからなければ見っかるまで置

いておく。

〔アフターケァ〕就労してもうまくいかない場合には，側面的な援助の延長したプログラ

ムを考慮中である。

6．施設（機関）と家庭や地域との関係

　家庭一崩壊家庭が多く，家庭そのものに問題が多く，直接的な関係はない。

　地域一様々な問題を持っている子どもを一ケ所に集めるという事で問題視される。と同

時に，入所者が乱暴な言葉を使うなど等で近所より不平が出ている。しかし，理解を求める

方向でプログラムを展開したり，地域の議員にも協力を働らきかけ，少しずっ理解されっ

っあるという状況である。

7．施設（機関）と他機関との関係

　州政府，州政府福祉省，州政府法務省観察局，警察，教会グループ，地元の学校等であ

る。

8、職員構成

指導員　6名　通常は3名で勤務

勤務時間①8：00～3：00

　　　　　②　12：00～

　　　　　③　週3回位宿泊する勤務あり
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9．総合所見

　タスマニア州には，青少年の為の施設として，3ケ所ある中でこの施設を見学したが施

設自体は丘陵地帯の静かな住宅街の一角に位置し，建物は中古の住宅を買入れ利用してい

る。特に看板等の標示がある訳ではないので施設という感じはない。あくまでもノーマル

な考え方での取り組みである。しかし，近いうちに，何らかの名前を標示する必要はある

であろうとの事である。

　この施設は開所して間がなく，利用者はこれまで13名（4名は一泊のみ）を数えるだけ

であるが，現在，青少年が抱えている問題として，家庭の問題，自立ができない，職につ

けない，失業など等があり，今後，増加の方向もあり，将来には，増設を考えているよう

である。

　この施設には，州の福祉省でも直接的に関わりがあり，常にいろいろな形でアドバイス

をしたり，要求などもよく聞いてくれているようであり，1行政面からのバックアップも大

きい。

　最後Sζなってしまったが，この施設での概要の説明を受けている時，数人の子ども達が

出入する中で，一少女がタバコを取り出し喫煙を始め，我々が驚いていると，職員の方が

ここでは．16才で喫煙を認められているとのこと，もっともっと青少年に関する法律も学

ばねばと思う。
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WYBRA　HALL　INSTITUTIONAL　ACOOMMODATATION
　　　　　　　FOR　BOYワS＆GlRL’S

（ワイブラホール＝教護院）

所在地

Mangabre，　Tasmania

1．沿革概要

　設立年月日：1955年．設置主体：タスマニア州政府，経営主体：タスマニア州政府，歴

史：1955年当初は比較的年齢の低い男子のみ収容で30人程度でスタートした。当時はあれ

これの制約を行なった。時代が進むとともに，男女を一緒に処遇することによって，情緒

面にプラスの面が現われてきた。

2．財政事情

Cl｝資産，敷地面積800エーカー。

〔2｝年間経費8万ドル（約1，520万円）である。

3．施設．機関の特性

運営形態は大舎制である。部分的に身柄を拘束する中間的拘禁室が設けられている。

4．収容児童のタイプと受け入れ条件

（1）経路：児童は裁判所の「保護監督」の決定により措置される。

12）定員：実定員数は20名程度である。

｛3）現員：現在員数は6名である。

（4）在所期間：開設当初は平均2年以上であったが，今日は2～3ケ月と非堂に短かくし

　ている。
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5．児童処遇上の特性

　6時に起床し，午後2時を境に1日を前半及び後半に分け生活指導を行い，午後10時就寝

する。規則正しい生活をすごさせることによって，子供を治療する。育成方針は彼等に

「自己覚知」，「自尊の感情」を持たせることを重点とする。その方法として，例えば絵画

を描かせ，上手に評価し，自己の能力と自信を高めさせる。

6．施設（機関）と家庭や地域との関係

子供のことをかえりみない親が多い。たまに電話をかけてくるが，しかし子供は電話に

でようとしないようである。

7．施設（機関）と他機関との関係

学校との連携，他の収容施設との協力がとれている。フォスターケア（里親）やファミ

リーグループ・ホームへの措置変更もある。

8．職員構成

現在の職員数は9名である。内わけは所長1名，生活指導員5名，事務員1名，調理師

1名，用務員1名となっている。

臨時の夜勤職員，直接処遇職員は交替制勤務である。

g．総合所見

　「保護監督による」措置児童の6人中4人は元の学校へ通学している。2人のうち1人

の女児は情緒障害児，もう一人の男児は園内で学習指導を受けていた。

　入所要因は両親の飲酒，愛情不足，虐待等である。親が子供のことをかえりみない。そ

れゆえに，児童が登校拒否や怠学に陥り基礎学力が遅れている。その為に学習指導専門教

師がたずさわっている。

　児童達は無気力な面，情緒不安，社会性の欠乏等を持っている。一見して，情短施設に

も見えた。州立施設の職員数は児童数に比べ，大変めぐまれている。しかし，夜勤は臨時

の職員がその任にあたっていた。何かに問題が生じた場合にはスタッフに電話連絡をして

いる。物量的にめぐまれた施設のイメージを受けた。
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ASHLEY　BOY’S　HOME
（アシュレイ・ポーイズ・ホーム＝州立矯正施設）

所在地

Deloraine，　Tasrnania

1，設立年月

　1905年頃，州立孤児院として設立。1950年頃，少年院となる。タスマ＝ア州地域福祉省

の管轄下にある。

2，施設の特性

　非行，犯罪を行った14才～18才未満の児童を強制的に措置し，治療，個別的処遇を行う

矯正，保護施設。

　設備：1）管理棟。オープンセクションには寝室，テレビ’室，卓球，図書室がある。

他に入所中に問題を起したり，生活態度の悪い児童を収容する拘禁室がある。ここでは，

テレビ，ビリヤードなどの娯楽もゆるされるが，有刺鉄線で囲まれた畑での作業もあり，

2～5日間の収容。2）作業所：木工，板金などの職業訓練を行う。3）体育館，4）グ

ランド，5）教会，6）園内学校，7）面会又は一時宿泊所（フラット）8）職員宿舎

3．収容児童のタイプ

家庭裁判所又は児童裁判所において措置決定された融法少年であり，「保護監督」の措置

がとられている。定員は約30名，私たちの訪問時には12名が生活していた。

4．処遇上の特性

　個別処遇を行い，1人1人に専門的に対応している。職業訓練では，木工や板金など，
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高度な技術は無理だが，指導を行っている。f乍品はバザーや町で販売される事もあり，子

供達の収入になる。ポイントシステムという方法もあり，生活態度や作業技術が．よいと若

干の収入を与える。スポーツなどを通して，社会規範やグループのルールを教える。

　家庭状況は，崩壊家庭（片親もしくは両親がいても貧困）であり，親の面会は1～2回．

又は全くない状況で，子供への関心も少ない。地域との交流ではバザーや対抗試合を行う

ことにより図っている。

5．職員構成

所長，生活指導員　日常生活指導員，職業指導員，寮母，調理，清掃員，園内学校教師

1名の計24名で構成されている。

6．’・総合所見

　州の地域福祉省局長は，「思春期の少年達を隔離保護し，罰則を与えwa　iE訓練を行うとい

う考え方は好ましいとは考えられない。ファミリーグループホームなと，地域で育成した

い」という考え方であったが，これに対し，当ホームのホースマン施設長は言下に「不可能で

ある，セオリーとしてはわかるが，少数ではあるが現にこのような少年達は存在するし，

ファミリーグループホームでの処遇は困難である」と答えられた。子供達の在籍期間は，

2～6ケ月であり，社会復帰の成功率は．70～80％だという。非行少年収容施設は州立で

2ケ所あるが，当ホームは今後も存続するのではないかという印象を受けた。
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GLENHEAVEN　CHILDREN’S　HOMES
（グレンハーベン・チルドレンズ・ホームズ＝民間法人経営ファミリーグループホーム）

所在地

P．O．　Box　657

Davθnport　7310
Tasmania

1．沿革概要

　グレンハーベン・チルドレンズ・ホームズは，ゴスペルホール教会グループによって組

識された理事会の下に運営されている要養護児童のためのグループホームである。理事会

は，異「た地域に一般家屋をそれぞれ設置すると同時に，その責任者としての「お母さん

（house　mother）」を採用している。

　現在は，ダベンポート市で15年間続いているグレゴリー家と，アルバー・ストーン町で1i年

間続いているシェリフ家との2っのグループホームがある。そしてそれぞれの家で；よ「お

母さん」が外に勤務している夫の協力を得ながら，自らの子供達と預かっている子供達と

の養育が行われている。

2，財政事情

　グルーブホームの敷地，建物はゴスペルホール教会グループの所有であり，教会メンパ

ー や篤志家による寄附で運営されている。

　ク1ループホームで預かっている子供達の生活費用については，州政府から定められた額

が支払われているが，その内容は児童ひとりあたり週に約30豪ドル（5，700円）である。

3．施設の特性

　グループ．ホームは施設として機能しているのでなく，それぞれが，地域社会の一家庭

として存在し．独自に任された家庭運営を行っている。

一 123一



「お母さん」として採用になる特別の条件はないが，夫婦がゴスペルホール教会のメンバ

であって，よい「お母さん」として認められることが必要とされている。

　グレゴリー家は，夫が地域福祉省と訓練専門学校にパート勤務し，実子が2名いる。

　シェリフ家は，夫が郵便局に勤務し，実子が2名いる。そしてこのような自分の家庭に

子供達を預かり，特別困難な問題がある場合は福祉省のソーシャルワーカーに相談しなが

ら問題を解決してきている。

4．対象児童のタイプと受けいれ条件

　預かっている子供達は，州から措置されているケースと，私的契約によるケース，そし

てその中から養子縁組したケースがある。いずれにしろ，ここで預かっている子供達は家

庭へ戻ることが難しい状況にあり，学力遅滞，情緒不安定等の問題がある。

　グレゴiJ一家には，現在12才から18才までの子供達が7名住んでおり．そのうち4名は

養子縁組をしている。他に，現在20才になる双生児を既に育てあげ独立させており，実子

2名以外に9名を育てたことになる。

　シェリフ家には，現在実子以外に6名の子供が生活しているが，そのうち1名は養子縁

組をしている。子供達はそれぞれ2才，4才，6才ころから預けられ，9年～11年の年月

をシェリフ家の一員として過している。

5．児童処遇上の特性

　特別の問題はソーシャルワーカーの指導を受けているが，日常の生活指導を含めて処遇

内容はグループホームの夫妻に任されている。我が子1司様に育てていることが特性ともい

えるのではないだろうか。ゆえに，独立させた子供達のアフター・ケアーも．人間関係の絆

のもとに自然な形で行われている。

6．グループ・ホームと家庭，地域，他機関との関係

　子供とその実家庭間の交流については，可能なかぎり積極的に行ってはいるが，回数的

には多く持てないのが現実である。

　地域との関係は，一家庭としての存在であることからも地域に根づいた状況にあり，近

隣の理解を得，協力してもらっている。

　他機関との交流は特別には持たれていないが，他のグループホームの夫妻との話し合い

が2ケ月に1度あり，種々の問題等について協議されている。また．ゴスペルホール教会

のメンバーが情神的にも大きな支えとなっており，子供達も教会の青年クラブに所属する

等，グループホーム全体IC関わってくれている。
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　地域福祉省との関係においては，先に述べたソーシャルワーカーの訪問指導の他，四半

期ごとに費用に関する支出簿提出の義務がある。ケース記録もつけるよう指導があるが，

そこまでは手がまわらない状態であるようだ。また，地域のニードを受けて，週末の子供

の一時預かりや，緊急一時保護の受けいれも行っている。

7．まとめ

　「ここは家庭です」と誇りをもって話される姿に，長年子供達と生活を共ICしてきた中

からかもし出された，子供への愛情と余裕が感じられる両家である。しかし気負いはなく，

実子のために悩んだことや，子供達の問題に心が揺らいだことも話されながら，「ζれまで

支えてくれたのは教会グループの人達。今は続けてきて本当によかったと思う。」との言葉

が印象的であった。

　24時間子供と生活し．年間の休暇もない状況は，我々にとっては驚きであっても，彼ら

にとっては「ノーマルな状態」であり，それが養育する者の基本的な考え方であることを

実践を通して示しているグループホームである。
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ROLAND　BOY’S　HOME
（ローランド・ボーイズ・ホーム＝民間養護施設）

所在地

Sheffield，　Tamnia

Ph㎝e　（004）911359

1．沿革概要

　ローランドポーイズホーム　（Roland　Boys　Home）は，1950年，アングリカン　（英国國

教会）系のゲループによt．、て，　タスマニア北部，　ダベンポート地区シェフイールドに設

立された。タスマ；ア北西岸英教区の代表者と他の当事者からなる運営委員会によって運

営されている民間養護施設である／．／現在．本館と別館の2つのグループホームからなって

いて，本館はバードノこ妻が，4人のパートタイマーの助けを借りながら，年中無休で16人

の学竜と2人の勤労青年の世話をしている，

　園長ほ，現在グ．レアム・バードさん（Mr．　Graeme　Bird）だが．園長にな一tてから3

年しかたっていない、それまでの園長は，当時面倒をみていた16人の子供達を連れて，別

の所に移られた。「年をと一・たので退職したい」という事で，現在でもアングリカンのグル

ー
プには所属Lておられ，当時の子供5～6人の面倒をみている。代替親という考え方で，

グレアム・バードさんが，今のお父さん役をやっている、

2，財政事情

　全体の50％程度が連邦政府，州政府からの補助金で，残りの50％程度を法人が．基金（ミ

ス・ローラノド・クエスト），寄村，バザー等で賄っているtt　1984年度の収支は表の通りで

ある．ちなみに1983年度は，総収人が146120豪ドル（2，776，3万円）あったのに対して．

総支出は，154353豪ドル（2，932．7万Fr］）で，156万11」程度の赤字決算を出しているc
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1984年度収支報告（9月30日現在）

収　　　　　　　入 支　　　　　　　出

総　　額

　　　　約　　万円1駈脇豪ドル（3皿8）

10ao％ 総　額

　　　　約　　万円16a53D豪ドル（3107D

1010％

政府補助金 皮〔）60〃〔1559．1） 磁1％ 人件費 皿380〃　（ll胞2） 釜3

ミスローラン

ドクエスト
42（週）〃　〔81σ0） 29 食　　費 訂｛鷺6　〃　（7153） 2〕．0

ガーデン祭 ロ440　〃　（ぴ．4） 67
車輌費 2243　〃　（422．6） 13．6

寄付　金 9〔迫3　〃　（171．8） 49
・光熱水費 9692　〃　（1841） 5．9

理事会 5918　〃　q124） 3．2
一 一 一

そ　の　他 灘獄付
召
1
．
2

その他 翻藁持．骸代 1．6

4．4

3．施設の特性

　オーストラリアでは大舎制の旧い型の施設の部類に属すると思われる。日本の養護施設

とよく以ている。日本でいえば，大家族主義の男子ばかりの養護施設である。

4　収容児童のタイプと受入れ条件

　対象児童は日本の養護施設のそれと大差ない。別館が，6人の学童と6人の勤労青年，

本館が，16人の学童と2人の勤労青年という現在員数であるが，これを見てもわかる様に，

年令制限はほとんどない。必要があれば何才になってもこのホームの一員として生活出来

る。ちなみに，本館にたまたまいた27才の青年は，軽い知恵遅れのように見えた。子供達

は，州の児童裁判所から「保護監督」の決定により政府が後見人となって入所して来る子

もいれば，私的契約で入所して来る子もいる。このうち，「保護監督」による入所が半数で

ある。働いている子供からは．週25ドルの寄宿料をもらう。

5．児童処遇上の特性

　園長夫妻が代替親となって「施設」というよりも「大きな一つの家族」という考え方で

何才になっても家族として面倒をみる。

6．施設と家庭や地域との関係

　シェフィールドの街の中の普通の家という考え方なので，特別な事は何もない。子供達

が友達の家に遊びに行ったり，友達が遊びに来たりする程度である。
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7．施設と他機関との関係

　タスマニア北部社会福祉庁が年1回監査を行う。必要があれば，ケースワーカーなどの

応援も頼むが，家の事は自分達で解決するという考え方にたっているので援助を要請する

ことはめったにない。

8．職員構成

　正式な職員は園長夫妻と別館のフレッシュネー夫妻しかおらず，その他は園長の権限で

必要に応じてパートを雇っている。本館には現在4人のパートがいる。

9．まとめ

　さきに「オーストラリアでは，古い型の大舎制施設の様である」と報告したが，それは．

建物の構造や人数（20名まで）などの形態面でそういったのであって，考え方としては，

大家族主義のグループホームである。此度のオーストラリアでの訪問施設の中では一番日

本の養護施設に近いのではないかと思われた。
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KENNERLEY　CHILDREN’S　HOME

所在地

Claremont，　Tasmania

Phone　（002）492862

1、沿革概要

　当ホームの歴史は．1869年，ポートアーサーの方でアッフォード・ケンナレイ氏が屋敷

を提供し，男子に仕事（当時は主として農業）を覚えさせる為の寄宿舎をつくった事が始

まりである。その後，孤児を収容する形態が1960年迄続いていたが時代の流れとともに

1969年に入り，従来の集合型施設をやめ男女混合収容の分散方式によるコテージを開設し

た。当時の建設費として，建物が6万豪ドル，土地が600坪で，2千豪ドルを要した。そ

の後1973年迄の問に3軒のコテ・ソジを建設し現在4軒のコテッジを地域に分散し設置して

いる。更に．5軒めのコテッジとして未就労児童の自立援助の為のコテッジを建設中であ

るe

2．財政事情

　昨年度の年間予算総額は14万豪ドル（約2，660万円）で47％（州政府から45％，連邦政

府から2％）が公費負担であり，残りの財源は基金の利子や理事達が集めてくる形で作り

出している。

　児童1人当りの措置費は「保護監督」の場合が週当り25豪ドル（約4，750円，私的契約

児は週当り10～　20豪ドル（約1．900円～3，800円）である。

　平均的には，年間3万5千豪ドル（約665万円）の赤字がみられ，苦慮している。
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3、施設の特性

　当ケナレイ・チルドレンズ・ホームでは後援会が組織されており，会員は年間10豪ドル（約

1，900円以上の会費を納入し現在60名の会員が当ホームの為に寄与している。

　理事の選出は当ホームの定款により州政府の方から2名，その他に5名の理事を後援会

のメンバーの中から立候補制の直接選挙で決定し3年各に役員改正する方法で選出してい

る。

4　収容児童のタイプと受け入れ条件

定員は各コテッジ7名で9才～18才迄の男女を対象としている。現在4軒のコテッジで

19名の児童を収容している。

　入所児童の60％が「保護監督」児であり，盗み，暴力，親の放任等による入所理由が主

である。残りの40％が地域からの私的契約児で親の病気等による入所が多いが，情緒的欠

陥など精神的な面での問題が多く処遇上「保護監督」の児童より手のかかる児童が多いと

いう説明があった。

5．児童処遇上の特性

　訪問したコテッジでは現在．小学生2名，中学生1名，大学進学の為の児童1名．ワー

クショップに通っている児童1名，計5名の児童をコテッジマザー夫婦を中心として一般

家庭と同じ様な日常生活の中で処遇している。

6．職員構成

　職員は理事会から雇われている形である。

本部組織の職員構成については把握できなかったが，各コテッジにコテッジマザー1名，

必要に応じて外部からのサポートが送られている。

7．総合所見

　コテッジマザーの話の中，「自分の家の問題は自分達家族で解決していくのがたてまえで

ある。」という話がされ．そこには施設というイメージではなく，収容児童を含めた一っの

家族という考え方が定着しているかの様で印象深かった。

　見学したほとんどのコテッジでより家庭に近い処遇がされており，日本の養護施設の概

念からは計りしれないものが多く驚かされる事の連続であり，子どもの側にたった養護展

開のあり方について，考えさせられることばかりであった。
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QUlNDALUP　DAY　TRAlNlNG　CENTREi
（クィンダラップ障害児通所訓練センター＝重度障害児通所施設）

所在地

Warrangul　Av．，New　Town

Phone　（002）288273

1．沿革概要

州保健省によって1977年に設置され，精神衛生委員会が経営している、．

2．財政事情

　］984年度，年間経費　約15万豪ドル（約2、850万円）食費遊具なと’若干の必要な経費を

除き，保護者の負担は無料C“ある．

3．施設の特性

　重度障害児のための教育，訓練，療育を通所方式によって行nている。

　児童の安全に対して配慮されており，例としてテラスに使われている木材は，かじって

も害のない物を使用Lている。

　一時保護センターが通所施設から少し離れた場所にある。7ベットありそのうち1ベッ

トは緊急の場合に使用する。あらゆるケースに対応tlt来る様に各種違う形式のベットか設

置されているtt，建物，室内とも，家庭的雰囲気を重視している。

　一時保護センターは，重度障害児をもつ親が，緊急時にあるいは一時的に休養できるよ

うにその児童を預り，病院的なものではなく．家庭的な雰囲気でケアすることをめさした

ものであり，タスマニア州において実験的な事業として位置付けられている、センターへ

の需要に常時100名程度ある。
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4　通所児童のタイプと受け入れ条件

　2才～16才までの重い障害をもった精神薄弱児が対象で，現在20名が，午前・午後とに

別れ通所している。身体的ハンディキャップを合わせ持つ児童もいる。ダウン症の児童は，

医学的治療，訓練を施したのちに当施設に通所する。

5．児童処遇上の特性

　年少児（未就学）と年長児に区別しており，個人別訓練プログラムを作成し，行動療注

をベースにした指導・訓練が行われている。IQはあまり重視せず，機能レベルの判定を

重視している。食事，排泄，衣服の着脱などの指導・訓練は，各児童の個人差を配慮して

いる。

　これらの児童は普通教育，特殊教育の対象となっていないため，教育者から数員が派遺

されており，特別の教育が行われている。

　その他，家庭との関係では母子訓練も実施している。

6．施設と他機関との関係

　通所児童は，知能的ハンディキャップだけではなく，医療的アプローチを必要とする病

気などを合わせ持つ為，医師のスーパービジョンを受けるなど医療機関との関係がある。

　16才以上を対象とした施設がない為，公立の施設を建設する予定である。

7．職員構成

　職員は，指導員，特殊教育教師，理学療法士．バス運転手．調理員で構成されている。

施設長は，特殊教育教師の資格を持っている。パートの職員も含まれている。一時保護セ

ンターは，フルタイムの職員が1名，パートの職員10名で構成されている。

8．総合所見

　タスマニア州では，軽度障害児は養護学校で対応し，重度障害児は教育猶予となり施設

で対応している。広い地域に点在している為，通所出来る児童が限定される。在宅ケアー

を考慮する必要性がある。通所施設は，公立1施設，民間1施設が他にあるが一層の充実

が望まれる
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VICTOURIA　DEPARTMENT　OF　COMMUNITY　WELFARESERVCES
　（ビクトリァ州地域福祉省＝州の行政機関，都道府県民生部の性格をもつ独立省庁）

所在地

55Swanston　St．，Mel㎞me
ViCtoria

1．組織図（別紙）及び省の業務の概略

　ビクトリア州地域福祉省は，職員1800名を擁し，現在約4000名の「保護監督」下にあ

る児童を扱っている他，民間福祉団体に対する様々な助成や補助を行っている。具体的に

は，青少年の犯罪や非行の善導　親の代替的ケア（養護施設，ファミリー・グループ・ホ

ー ム，ホステル，里親，養子縁組）その他様々な「保護監督」地域福祉計画　自助組識，

民間団体への助成　家族に対するサポート，災害に対する救援等がそれである。

2．当面する課題・（ウィリアム次官の話）

　第1は，脱施設化（De・lnstitution　aliZation）の課題である。

　施設収容からコミュニティを基本にしたケアの方へ移行していくことである。ここ数年，

施設は相当数閉鎖され，子供の数も半減した。予防ケアや家庭サボートが強化されて来た

為である。

　しかし，これは今，因難な時期を迎えている。：［1業化と都市化が進み，問題家庭が負量

共に増えて来た為，施設ケアを必要とする子供の問題も難しくなってきている。一方で，

今まで働らいて来た職員の問題も重要で，職員の資の向上が図られねばならない。今の処，

職員養成の体制は不充分であるe

　第2は，地域開発推進の課題である。

　より地域に密着した，ローカル・ベースなものが必要で，家族や隣人で相互に助けあう

こと，その中で多様な社会資源を開発する事が重要である。
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　等3は，リージョナルセンター（Regi㎝al　Center）の充実の課題である。行政が国民

とより密着する様にする事が大切である。

　第4は，施設の改善の課題である。

　特に，青少年非行を対象とする施設では，24時間のケアが大切C“，建物も古くなってい

て，改善が迫られている。予算も少ない。児童の問題も深刻になっている。

　第5は，行政組織，機能の改善の課題である。行政体系が複雑化し，分化し過ぎており，

保建，教育，福祉等，それぞれをつなげていかねばならない。

　保育所および乳児一時保護等の改善もその一っである。

3．ウィルソン次官との質疑応答

　問，　脱施設化にっいてもう少し細かく？

　答，　施設を閉鎖し，子供を移す際に，予算措置がないままこれをやったのが，むしろ

フォスター・ケアやリージョナル・センターなどの地域事業のために経費を注いだ。新しい

事業を行うための特別費用を民間セクターに出している。又，新らしい事業には金がかか

り過ぎる。まだ試験的段階のものも多い。我々は，より家庭に近いファミリー・グループ

ホームなどの家の購入にも補助を出している。

　問，　社会福祉協議会の様な民間団体は？

　答，　2っある。ヴィクトリア州社会福祉協議会とヴィクトリア州児童福祉協会である。

縮、提離擁⊆°謬躍鯉ia裂牢「昆望鶴釈鍵碧りre錨硫躍i毘蘭n）

するもので，脱施設化に協力している。

　問，　「保護監督」についてもう少し詳しく？

　答，　勿論，児童裁判所が決定するが，省の長官にその責任が引き継がれる。主要な決

　定については親の意見がかなり取り入れられる。

　施設はどの種別にするか（時には具体的な施設名も）を指定したり，外泊，帰宅の回数，

その期間なども指定する。プランニングは，親の意見を聞きながら，リージョナル・セン

ターのケースワーカー等で作られる。くい違う場合は更に上級の職員に持ち上げられる。

　「保護監督」の件数は半減している。民間施設でも児童は半減している。ケア・フォー

ス等の効果が上り裁判に上るまでに解決するケースがある為だ。将来もこの傾向は続く

であろう。民間居住施設の子供は減り，もっと巾の広い多様なプログラムが要求されると

思っている。

　問，　民間施設への補助金はどの程度？

　答，　養護施設，ファミリーグループホームなどへは75％程度，地域ベースの事業たと

えば婦人の家（Refuge）等へはIOO　％出している。要は中味で，自助組織などへは50％程
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度である。

1

▲　養子縁組について（担当官ミス・リングレの話）

　養子縁組法は，1928年に制定され，現在は1984年12月に改正されたものが実施されてい

る。70年代中期までは乳児の縁組が主軸だったが，76年頃からそれが減ってきた。家族援

助サービスが広がったためである。74年頃からベトナムなどの海外からの縁組が増えた。

大きな子供や障害を持った子供の需要も増え，特別なプログラムが必要になった。養子縁

組については，この省が責任を持っている。7つの民間団体が州政府から認可を受けて活

動している。そのうち3つは人件費について援助しており，他の所は事業費を援助してい

る。

　これまでは，養子になっても過去はあかさないのが一般的だったが，今は，成人になっ

たら知る事が出来る。将来はもっと公開（本人に）されるだろう。今後は特別ニードの子

供が増える。

　問，　養親認可の基準は？

　答，　医学的に見て健康な事，精神的に健康な事（診断書提出），経済的に安定している

事。子どもを理解して養育出来る事，等と子の年令が適当な事，等である。すべて子供の

利益を優先する。

5．里親制度（フォスター・ケア）について

　（担当官ミス・マイケルの話）

　1976年に法律が定められた。一時的に里子に置いて，あくまでも実の家庭復帰を目指す

のが目的である。

　里親ケアの種類としては，1．緊急保護＝最高8週間，2．やs長期的ケア＝2年以内，3．

前養子的ケア＝養子縁組に引き継ぐ，等がある。里子の斡旋団体はすべて，認可を受けた

民間団体である。

　地域から切り離さないのが基本で，18の地域でその様な民間団体が活動している。その

認可基準は，里子の数をどの程度掌握しているか，どの程度の仕事が出来るか，サービス

の内容はどうか，等である。法人に対して職員の給与の90％，1プログラムに関して最高

限度1万豪ドル（約190万円までの助成を行っている。スーパービジョン（監督）費とし

て週6豪ドル（約1，100円），フォスターペァレンッに対して，週，0～10才一36．　8豪ド

ル．（約7．000円）．11～14才一39．40豪ドル（約7，500円），15～18才一47．50豪ドル（約

＆900円）が支払われる。
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ST．　JOHN，S　HOMES　FOR　BOYS＆GIRLS

（セント・ジョーンズ・ホームズフォアボーイズアンドガールズ二民間法人の児童福祉団体）

所在地

18Balwyn　Road，　Canterbury
Victoria3126

電話　　　03　（830）　5711

1．沿革概要

　メルボルンはヴィクトリア州の首都で，人口約276万と同州の人口の約70％がここに集

中している。

　メルボルン市内から車で約30分程度の比較的閑静で緑の多い街の一角にセント・ジョー

ンズ・ホームズ（ST．　JoAs　Homes　for　Boys　and　Girls）は位置している。

　セント・ジョーンズ・ホームズは，1921年に，男児の戦災による孤児や浮浪児を救助の

対象としたボーイズ・ホーム（Boys　Homes）として英国国教会によって設立され，当

初75～80人の収容施設として発足した。その後第二次世界大戦後の混乱の中で子供にまっ

わる諸問題が発生し，これを憂えた同法人は，これら諸問題の解決とその取り組みのため，

法人内に研究会等を設置することとした。この研究結果を踏まえ，法人理事会は，それま

で男子のみの収容施設から女子についても収容の対象とすることを決定し，1956年に現在

のようにBoys　and　Girlsと改称したのである。

　また，1960年には本格的ファミリーグループホームとしてコッティジを地域に分散点在

させ，これが現在の法人施設の主なものとなった。

　更には．メルボルン市の8地区のうち，3地域（内東部郊外地域，外東部郊外地域，北

東部郊外地域）で種々の福祉活動が展開されており，将来は更に活動区域を拡大する方向

であるとしていた。

　現在の法人組織活動は，大きく分けて施設（居住）部門，財務管理部門，予防的福祉活

動部門の3部門となる。
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2．財政運営

　財政運営は理事会において行われているが，毎年5～6月に翌年度分の予算を編成して

いる。そして，予算編成の手順（手続き）は次のようになっている。

①各グループのチームリーダーによる原案作成

　　　　　O過去の実績

　　　　　O将来展望

　　　　　o予算希望額

　　　　　　　　　意見聴取　　　　　　　↓

　　　　　　　　　取捨選択

②各部門上級職員

　　　　　　　↓　予算希望書作成

　③　施　　設　　長

　　　　　　　↓　内容審査

　④小理事会（財務委員会）

　　　　　　　↓　内容検討

　⑤理事会で法人の意思決定

　　　　　　　↓

　⑥各責任者への連絡

　法人事業の運営｛ζ要する経費は，1984年の例で示めすと

　総収入は約234万豪ドル（約4億7千万円）で，このうち政府からの補助（支出）が約

82％，また，総支出に占める割合は約75％となっている。その他の収入（約18％）は運用

財産収入や一般篤志家等による寄付金等となっている。

　一方，支出総額は約253万豪ドル（約5億円）となっており．このうち最大の支出項目

は人件費であり約72％を占めている。そして，予算の執行責任者は毎月の執行状況を

理事会へ報告する義務が課せられている。

　居住施設における1人当たりに要する経費は，1週間345．92豪ドル（約69，　OOO円）で，

予防的福祉活動に要する経費は，工人当たり1週間14．29豪ドル（約2，　80X）円）となって

いる。

　財政運営状況を更に前年の1983年との比較をしてみると．総収入，総支出ともに27．4

％の伸び率となっている。

　　　　　　　　　　　　総収入　　　　　　　総支出

　　　　　1983年　　1．836，179豪ドル　　1，985，250豪ドル
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1984年　　2，　339．165豪ドル 2，　529，703豪ドル

3．施設，機関の特性

　セント・ジョーンズホームズでの施設等の運営は，大別すると児童収容によるものと予

防的福祉活動によるものとの2つからなっているといえる。

　更に区分すると，以下の4つである。

　1．レジデンタル・チャイルド・ケア（児童収容保護），これは10か所のファミリー・

　　ユニットからなり，50人分の収容が可能となっている。

　2．フォスター・ケア・サービス，これは3つの地域チームが年間300人の児童の保護

　　育成を行っている。

　3．青少年サービス，これは2つのハーフ・ウエイ・ハウスにおいて30人の青少年（勤

　　労可能で勤労意欲に欠けるか又は勤労しない青少年）の指導を行っている。

　4．家庭援助サービス，3つのケア・フォース・チームと1つの移民ケア・フォースチ

　　ームにおいて600人の児童（州内のリスクのある者や移民・難民等オーストラリアに

　　定着していない者で問題を有する者）を保護している。

　法人全体では年間約1，　OOO人位の子供達やその家庭にかかわることとなる。

　約1．000人の子供達がこれらの各施設とどのような形でかかわりを持つこととなるかを

みると，

　①州からの委託によるもの

　②私的契約によるもの

の2っの系統がある。①はいうまでもなく公的措置であり，②は施設独自の方法によるも

ので，これには，保護者（父母等）からの申込みによるもの，セント・ジョーンズ・ホーム

ズの職員の世話によるものや地域住民からの通報によるもの等がある。

　法人全体としての職員数は150人（パート含む）となっている。このうち専門技術を持

つソーチアル・ワーカーは，各施設を1週間に1回巡回指導を行ったり，スタックミーテ

ングに出席（3か月に1回）し．状況報告と助言を行っている。また，教育に関する担当

職員も配置されており，これは，児童の通学する学校と連絡打合せを行ったり，施設内で

児童の学習指導をも行っている。

　以上かセント・ジョーンズ・ホームズ法人の概要であるが，法人運営全体を通して，青

少年は原則として各家庭において成長して行くことが最も大切であるという考えが一貫し

ているといえる。更に政府とその関係機関との連携や地域住民との連携等にも十分に意を

払いつつ運営されているといえる。

　本法人が実施している各サービスの詳細については以下に迩べる。
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1．ケア・フォース家族支援サービス

　　（CARE　FORCE　FAMILY　SUPPORT　SERVICES）

1，概　要

　ケア・フオースの考え方は，もともとイギリスで始まり，英国の産業革命の時代からス

タートした。

　高度な産業の発展により，田舎と都市が分極化し，都市化現象が生起した。家族の分離

・ 分散が家庭を崩壊していった。

　これを予防する為に，何らかのSupportの必要性が必然的に生れ，とりわけ児童の保

護育成が必要となってきた。

　1854年にメルボルンでは，親の死亡など1ζよる孤児，親の扶養能力のない児童などを収

容する児童収容施設が作られた。この時代が100年間継続し，この種の事業は慈善団体，

教会団体が行なった。セント・ジョーンズ・ホームズでは1928年にこの種の事業を創設した。

これらの施設の発展に次第に政府が協力してくるようになった。当時は児童を施設で育て

て，家庭復帰させる。さらに，児童の居住，環境を援助することが考えられてきたのであ

る。しかしその後クライエントのニーズに対するケアーの方法が収容施設からコテッジへ，

コテッジからファミリイ・グループ・ホームへ，さらにフtスター・ケァからケア・フォー

スへと考え方が変ってきた。

　つまり，児童を一定期間，親に代ってケアするよりも，地域の中で家族を支えて，児童

を家庭の場で育てること。すなわち，目的は親から児童を離すのではなく，家族を支援す

るというケア・フォースの考え方が強まった。

2．北東部地区サービスの体系（プレストン・ケア・フォース・チーム）

　扶養する子供がいる人々に対して，無料でサービスを行なう。その内容を大きく二っに

分ける。

①　専門的サービス

　（イ）家族扶助（FAMILY　AIDE）

　（ロ）家族カウンセリング（FAMILY　COUNSELLING）

（ハ）

（二）

（ホ）

（へ）

児童発達センター（CHILDREN’S　DEVELOPMENT　CENTRE）

家族センター（FAMILY　CENTRE）

児童青少年プログラム（CHILD　YOUTH　PROGRAM）

幼児発達（EARLY　CHILDHOOD　DEVELOPMENT）
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②　全般的サービス

　（イ）経済的相談（FINANCIAL　COUNSELLING）

　（ロ）住宅オフィサー（HOUSING－OFFICER）

　（ハ）　ボランティア・プログラム（VOLUNTEER　PROGRAM）

　（二）家族危急非常住宅（FAMILY　CRISIS　EMERGENCY　ACCOMMODATION）

　（ホ）月曜臼夫婦関係相談（MARITAL　COUNSELLING　MONDAYS）

　（へ）緊急援助（EMERGENCY　RELIEF）

　（ト）非常食庫（FOOD　PANTRY）

　（チ）　アラジンの洞くつ小規模中古品格安販売（ALADDIN’S　CAVE　SMALL　SCALE

　　　AUCTION）

　（リ）顧問小児科医（CONSULTANT　POEDIATRICIAN）

3．児童発達センター

児童発達センターの働きには三っの重要な役割（焦点）がある。ひとつは発達を促すこ

と（治療，矯正していく），ふたつめは発育のプログラムを母親に周知させる。

（事例）幼児のケア，栄養のこと，おもちゃを通しての子育ての方法を教えていく。

　さらに，子供の社会性，情緒面，身体的側面を育成する。その為には育成計画を設定し

ます。アプローチの対処方法として，楽しい雰囲気の中で，刺激を通してコンダクトして

いく。またプレイセラピスト等の遊びの中で治療教育をする。

4．FAMILY　CENTRE（家族センター）

　チーム・リーダーが困っている家族の相談を受け入れ，家族を矯正させる為の指導計画

を作り，その家族に対して専門グループによってケアを行なう。

（事例）4歳児と7歳児の家で，主人は博打で，母親は困っていた。ひとまず子供達を他

の居住施設に，一時的にすまわせ，長期のサポートが必要になった。母親に対しては近隣

グループが援助を行なった。児童を託児所にあづけて，母親の生活を安定化へむかわしめ

る。母親の精神態度が変ってきた。このヶ一スに4年間かかった。また今後も4年間のコ

ンタクトが必要である。センターは料理，手芸，裁縫などの講習会，育児指導教室も開催

している。

5．移民家族のためのケア・フォース

　1950年代にヨーmッパから多くの移民が移住してきた。60～70年代にはとくにアジアか

らの移民が多くなってきた。こうしてオーストラリァは多国籍国家の特徴をもち，文化が
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混交しっっ移民家族はそれぞれの地域社会の中で生活する。このため諸問題の解決にあた

らなければならなくなった。それらは，言葉・保健衛生・法律・産業・福祉等々である。

特に，子供の教育問題・就労問題などからくる家族の不安が，社会問題になった。移民家

族のためのケア・フォースのスタッフは彼等が居住している地域社会の中にはいり，家族

に対して，何をすべきかに取り組むのである。ケース・ワーカは，（イ）家族の診断，（ロ）

ケース・プランの樹立，（ハ）プランにもとつく家族の実行，（二）指導と援助を行なう。こ

のようにして問題点を発見して，アプローチを展開していく。移民の家族が社会的自立が

できる援助措置を，地方・州・国が支援するようにアピールしている。移民家族のための

ケア・フォースのスタッフは現在15人である。

2．フォスター・ケア（里親養護）

1．概　要

　フォスター・ケア（里親養護）は，危機状況の家庭の子供を，その状況が改善されるま

での一時期間，里親家庭で養育するプログラムである。

　このプログラムは，ビクトリア州においては1960年から検討され，1976年の法律判定1ζ

よって実施されるに至った。

　ビクトリア州は18の行政地域があり，各地域1～2ケ所のフォスター・ケア取り扱い機

関が設けられているが．計20ケ所のうち州立機関は一っだけである。セント・ジョーンズ

・ ホームズは1977年に州政府の認可を受け，3地域を担当して活動しているが，その機関

は他の民間福祉法人との協力で運営されている。

2．プログラムの目的

①　児童の大規模施設収容を排除したい。

②実の親を補助する役割をとりたい。

③　近隣地域において児童を育成したい。

④ノーマルな状態で児童を育成したい。

⑤　経費の面でも安くあげたい。

1人あた・｛謙議㍑蒜蕊竃；霊㌦、

3．対象児童

フォスター・ケアを利用したい児童（O～18歳）とその家庭は誰でも機関に相談するこ
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とができる。また，地域福祉省，民間施設，地域住人，病院等からの照会によるもの等．

その経路は多様である。里子になる理由としては親の病気（精神病など），両親の不和，

アルコール中毒・麻薬，服役，養育能力の未熟さなどである。

　児童を里親委託するかどうか，またどの里親に委託するかの決定権は機関が有し，地域

福祉省措置以外の児童も多い。

　通常は13歳以上の児童，障害の重い児童は，フォスター・ケアの対象としない。

4．フォスター・ペアレンツ（里親）

　里親になるための基準は特に設けられていないが，近隣住人，医者，職場等の意見も参

考とした資質調査によって決定される。特に重点がおかれているものは，「結婚生活が安

定していること」，「子供を育てる能力が豊かなこと」，「人格的に円満で寛容なこと」，

「何人もの子供を平等に愛し育てることができること」，「預かった子供を実親の元に返せ

ること」等である。

　選ばれた里親は，一定の研修期間を経て資格が与えられている。

5，プログラムの特徴

　①養子縁組は養親が親権を持っが，フォスター・ケアでは里親が親権を持つことはな

　　いo

　②　児童とその実親との連携を絶えず保ち，可能な限り早く実家庭へ戻す。

　③　実親，里親，機関との間で同意書を取りかわす（預ける期間，実親の希望，交流方

　　法等）。

6．プログラムの内容

　各機関はそれぞれ独自の運営がなされており，プログラム内容も任されている。セント

・ジョーンズ・ホームズが加わっている機関のプログラム内容は次のとおりである。

　①24時間養護（緊急一時保護）

　②1～30日養護

　③　短期養護（1～3ケ月）

　④　長期養護（3ヶ月～2年あるいは2年以上）

　「家庭が再建できる期間」を目安として実親と機関とで利用するプログラムを決めてい

るが，その他「児童裁判所の決定がなされるまで」，「養親がみっかるまで」等で利用され

ることも多い。
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7．運営と職員構成

　独自の運営が認められている各機関は，それぞれ管理委員会を組織し，州政府の指導に

基づくと同時に，参加福祉法人の意向も組みいれた運営活動を計画実施している。

　セント・ジョーンズが参加している機関の管理委員会メンバーは，「地域福祉省1名」

「セント・ジョーンズ・ホームズ1名」「ミッション・フォー・ストリート（もう一っの民間

福祉法人）1名」「地域事務所里親担当職員2名（各里親事務所から1名ずっ）」「地区里

親会2名」で構成されている。

　また，現場の事務所では，管理委員会の下で活動を行っているが，その職員構成は．

「事務所長」「長期養護専門の里親担当ワーカー」「短期養護専門の里親担当ワーカー」「里

親募集及び広報担当ワーカー」である。

　現在は10名のソーシャルワーカーによって年間約300人の児童を取り扱っているが，フ

ォスター・ケア・ソーシャルワーカー（ウェルフユア・ワーカーとも言う）の資格は，4

年制大学で専門の勉強をした人か，2年制大学で学んだ後，2～4年の現場経験のある人

に与えられている。

8．財　政

　州政府は認可を与えた機関に対し，そのプログラムを新しく始めるにあたって法人には

10，000豪ドル（約190万円）の補助金を出すと同時に職員の給料の90％を負担している。

　また里親に対しては，州から機関を通じて養育のための費用が支払われる。1985年の場

合（州の措置児童の場合）は次のとおりである。

　◎0～10歳　36．80豪ドル／週（約7，000円／週）

　◎11～14歳　39，40豪ドル／週（約7，500円／週）

　◎15～18歳　47．30豪ドルノ週（約8，900円／週）

9．課題と今後

　フォスター・ケアには，「本来の家庭に早く返すことができる」，「子供のニードが優先

される」，「兄弟姉妹が一緒に生活できる」等の利点があり，児童養護の内容を拡充するも

のとして果す役割は大きくなってきている。

　しかしながら「ニードが増えるに反して里親の数が少ない」，「里親側の動機を見誤まる

と児童を実親の元に返せなくなる」，「長期施設収容児童の里親委託は失敗におわることも

ある」等の問題も抱えており，今後はこれらを改善，解決するための研究や研修が課題と

されているようである。
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3．インターチェンジ・プログラム（INTERCHANGE　PROGRAM）

1．概　要

　インターチェンジ・プログラムは，障害児を持っ家族に休息を与えるため，障害児を一

時的に地域のボランティア家庭（ホスト・ファミリー）に預かってもらうプログラムであ

る。

　このプログラムは，1981年に，ビクトリア州の障害児を持つ親達の提案によって始めら

れている。当時の取り扱い機関は，セント・ジョーンズ・ホームズ1ケ所であったが，現

在は計9ケ所の地域IC機関が設けられている。またこのプログラムは，ビクトリア州のみ

でなく，オーストラリア全土で最近急速に必要とされ，拡がってきているものである。

2．プログラムの目的

①　障害児を持っ親は，より多くの援助が必要である。

②　障害児の世話で家族が疲れると，他の実子の世話が十分できない。それを避けるた

　めに休息を与える必要がある。

③　障害児の施設収容を望まず，自分達で育てることを望んでいる実親の望みを可能に

　するためには，一般のボランティア家庭による一時預かりが必要である。

④　地域社会に密着し，そのニードに応えるプログラムが必要である。

⑤障害児を一時的に預けることにより，彼らに学校以外の社会的経験をさせることが

　できる。

⑥障害児を預かってもらう間．実家庭は，夫婦，他の実子との関係を十分に持てると

　同時に，新しい力が与えられる。

⑦障害児は他家庭での経験をとおして，自信を持っことができる。

⑧　ホスト・ファミリーもまた，障害児を預かることによって成長することができる。

3．対象児童について

年齢はO　・一　18歳までを対象としている。障害の種類は特に問わず，あらゆる障害を受け

いれている（知的，機能的，情緒的障害等）。

4．ホスト・ファミリーについて

　ホスト・ファミリーになるための資格基準は，障害児に対して理解を有するボランティ

ア家庭である以外は特に設けられていない。通常は伝統的家庭であったが，希望者が少な
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いことから，母子家庭・学生等にも枠が拡げられてきたようである。

5．運営と財政

　このプログラムは，独自の委員会によって運営され，セント・ジョーンズ・ホームズに

よって管理されている。

　委員会は，障害児の親，ホスト・ファミリー，プログラムに関心がある専門家の各代表

によって構成されている。また，月1回の会議を持ち，運営・計画にっいて検討するとと

もに，職員採用の貴任も担っている。

　財政面では，プログラム運営のために，連邦政府（福祉省児童局）から1／4，州政府

（保健局）から3／4の援助がある。またホスト・ファミリーに対しては，昼のみ預かっ

た場合は5豪ドル（約950円），一昼夜は10豪ドル（約1，　900円），金～日の週末の場合は

15豪ドルが（約2．850円）が支払われている。

6．職員の役割

コーディネイターと呼ばれている職員には，次のような任務と責任がある。

①ホスト・ファミリーの募集と受け入れ

②ホスト・ファミリーの指導（特に専門的なものを期待するのでなく，子供をどう受

　け容れるか，子供の可能性を理解し見出すにはどうすればよいか等）

③　ホスト・ファミリーと障害児の適切な組み合わせ決定

④相互の紹介（ホスト・ファミリー宅で）

⑤　紹介後の状況のチェック

　◎　双方の家庭が満足した状況であるか

　◎　ホスト・ファミリーと障害児がうまく適合しているか

　O　すべてがよい状態に運ばれているか

7．課題と今後

　このプログラムはオーストラリア全土で必要とされっっも，次のような課題が残されて

いる。

　①プログラムの需要が増加している反面，ホスト・ファミリーの希望者が少ない。

②障害児の家庭の希望と，ホスト・ファミリーの希望が一致しない場合がある。

　③　障害児をとりまく家庭に対するこのような形での援助は，行政側が保健省と福祉省

　　で責任を押しっけあっているために谷間の状態である。

　しかしながら．以上のような課題をも克服するべく，インターチェンジ・プログラムに
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対するニードは今後も高まり，拡がっていくことであろう。またそれをささえているセン

ト・ジョーンズ・ホームズの存在も大きな力となっていくことは確かである。

4．青少年サービス

1．概　要

　オーストラリアにおいても，わが国と同じように，社会構造の変化につれて多くの社会

問題が生じている。とりわけ，青少年の問題は，家庭の養育機能の低下とあいまって，複

雑多様化している。こうした状況に対応すべく，多くの民間福祉団体がその施設機能を中

核として，児童の問題を中心にさまざまの地域および家庭福祉サービスを展開している。

　オーストラリアに見られる青少隼サービスのひとっとして，少年期から青年期にかかる

児童（13歳から19歳）を対象としたサービス体系がある。ここでは，施設児童や家庭児童

のうち特に社会的自立が困難な者や，失業または末就業の者などのための援助プログラム

が中心となっている。

　そのサービス体系のひとつは，ケア・フォース等の家族援助システムであり，青少年の

自立をできる限り地域社会や家庭の中で援助していこうというものである。もうひとつは

施設ケアーのシステムで，家族援助システムで効果をあげることができない場合，青少年

を収容したり通所させたりしながら，その自立を援助していこうというものである。

2．ユース・ホステル

　現在セント・ジョーンズ・ホームズが運営するユース・ホステルは5ケ所ある。対象児

童を二つに分けて指導が比較的容易な地域別の一般青少年ホステル’Regional　General－

ist”Hostelsが3ケ所，知的，情緒的問題があり指導が極めて困難な児童のための全州的

な特別専門ホステル’Statewide　Specialist　’　Hostelsが2ケ所あり，各ホステルの定員は

6～7名である。

　●　児童の在所期間

　　早期社会復帰を目標として在所期間は3ヶ月～2年としているが，一般的には3ケ月

　～9ケ月が多い。在所期間中はスーパーバイザーが児童の責任者となるが，保護監督責

　任は地域福祉省（州政府）にある。

　●　入所してくる児童ケース

　　家庭崩壊，未就労（失業），非行歴の多い児童，情緒的問題を持っ児童，知的発達遅

　滞児等である。

　●　在所児童のケースプランニング

一 147一



児童の生活ぶりを見ながら6～12週間に一度見直しが行われ，それによって退所も決

定される。地域福祉省を通じて入所した児童は12ケ月ごとに継続かどうかの見直しをす

る。

●　児童処遇プログラム

　基本的な生活技術に欠けている児童も多いので，社会復帰を目指した生活技術の修得

に力を入れている。教育担当者をおいて進学率アップにも努めている。性的問題の指導

も家族計画の専門家が行っている。福祉の地域資源を活用して地域社会との交流を積極

的に進め，児童の社会化を図っている。家計維持，、料理，栄養，掃除，保健衛生などの

総合的生活技術を学ぱせている。

●　ユース・ホステルの実際例

　私達は5っのホステルのうち，SL　Martin‘s　Hostel，　Appleby　Hostelの2ケ所を

見学したが，以下に前者のホステルの概況についてふれる。

〈St．Martin’s　Hoste1＞

○　職員構成　スーパーバイザー1名，ユースワーカー4名（男1，女3），パート（週

　20時間）1名

o　定員7名　（現在男5，女2）

o　入所児童のケース　前記の全州的な特別専門ホステル’Statewide　Specialist’

　Hostelのひとっであり，指導の困難な児童がビクトリア州全域から入所してくる。

　現在の男子5名（16～17歳）はいずれも情緒，性的問題等の指導の困難な児童で，女

　子の1人は精神障害と知恵遅れ，もう1人は後述の当ホステルのアパートにひとりで

　住まわせ，社会復帰の実務訓練中であった。

o　職員勤務時間　通勤で24時間交替勤務（夜勤は1人が月平均7回位）

o　生活内容　日中はそれぞれ教育訓練所へ通い，午後4～6時に戻ってくる。日常生

　活プログラムは子供達に作成させている。調理には特に力を入れている。自主活動が

　できるような生活技術を身につけさせることを主眼にしており，職員も児童との共感

　関係を大事にしているという。

3，青少年サービスの新しい取り組み

●　Halfway－House（中間施設）

セント・ジョーンズ・ホームズのユース・ホステルの附属施設で，1～2年前に設置

された。ユース・ホステルでの訓練指導の成果　実践する場として考えられたもので，

次の二っがある。
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｛1｝St．Martin’sのアパート

　　地域社会の一般アパートを借りておいて，社会復帰の実践訓練の場として使ってい

　る。児童に単身で1～2週間住まわせ，自炊，お金のやりくり等，日常生活に適応で

　きるよう経験を積ませる。

②　Molloyの3／4Way　House

　　北西部地域の一般青少年ホステルであるMolIoyユース・ホステルの附属施設で，

　1年前から始められた。地域社会の中の家を借りておいて，社会復帰目前の児童をグ

　ループ（現在は8人のティーンエージャー）で住まわせ，社会的自立を目指しての実

　践訓練を積ませる場である。ハーフ・ウエイ（1／2way）を集めたもの，また1／2

　wayよりさらiC地域に近いという意味で，3／4wayと名づけた。

　●　Canterbury　Work－center

　　　セント・ジョーンズ・ホームズが最近になって始めたもので，通所型の授産的施

　　設である。就労のための職業訓練や，自立のための生活技術訓練をする機関として，

　　青少年サービスの一翼を担っている。

5．グループ・ホーム

　長い間，大舎制で養護に当ってきたが，1946年に試験的に工6人収容のコテージを試み，

1960年にファミリー・グループ・ホームを夫婦で始めた。8年前には新しい試みとして，

地域にコテージを分散させた。現在ファミリー・グループ・ホームが本法人の居住部門の

主要な役割を担っている。

A．コテージ（Cottage）

　コテージ・ペアレンッ（夫婦）を中心に生活を営なんでいる。「家庭的処遇」が柱であ

り，その建物も全く普通の住宅である。

B．　ユニット　（Units）

　コテージと同じく，ペアレンツを中心に生活を営なんでいる。ここの建物は，キャンパ

ス内の建物を改築し，2階建てである。

　L　収容タイプと受け入れ条件

　フアミリー・グループ・ホームの児童は，原則的には要養護児童であり，低年令（1～
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11才）児童を対象とし，在園期間は2～3年である。が例外（5～6年）もある。

　現在，7コテージ（青少年のためのコテージを含む）あり，各6名の定員と，ユニット

が3つあり，各5名の定員である。現在44名の子ども達が，26家庭から入所している。そ

の内，州政府からの委託が41名で，私的契約が3名である。

　これらの児童の中には，情諸的な問題や環境不適応児なども見られる。

　入所経路は，州政府からの委託（State－Ward）と私的契約（Private　Placement）があ

りSt．　Johns法人の場合は，入所児を専門家集団によって，コテージかユニットに，更tc

はどのホームが適当か検討した上で決定する。その後，一時保護所（Reception　Centre）

に会いに行き，また，必要によっては，子どもをホームに連れてきたり一泊させるなどを

し，本人の意志決定もある。

2．児童処遇上の特性

　職員として雇われたコテージ・マザーとその夫が両親の役割を果しながら，家庭的雰囲

気の中で児童を養育している。日常生活は，一般家庭と同じようなもので特に計画された

プログラムはなく，子ども達は，それぞれ目分の活動，遊びに興じている。

　コテージ・マザーは児童の様子，状態を日記的にまとめ，その記録を専門家集団に提出

して，ミーテングを行ない，アドバイスを受ける。特に難かしい児童の場合は，専門家集

団のスーパーバイザーが直接指導に当る場合もある。

3．地域との関係

　コテージ＼ユニットでは地域との交流は特にプログラム化したものではないが，一般家

庭のように遊びに行ったり，来たりの相互関係は日常的である。時には，地域の方が相談

事を持ち込む場合もある。

　子ども達は，地域の子ども達と一諸に活動したり，遊びに来て宿泊していくこともある。

4．家庭との関係

　本来の親，または家族との連絡は密接に行なわれており，親が訪ずれたり，週末には子

どもが親の所に帰る手段が講じられている。その場合，コテージ・マザーが連絡する場合

もあるが，特に専門家集団（Resource　Unit）が，本来の親と，ホームとの間に入り．連

絡調整を行なっている。

　アフター・ケアは，専門家集団が通常一年位実施している。

5．施設と他機関との関係

ホーム，もしくは，コテ・－Lジ・マザーとしては専門的な関係はほとんどなく，本部のス
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タッフが関わりを持っている。

6．職員構成

o　コテージ・ペアレンッ（夫婦2名）→奥さんがコテージ・マザーとして職員になる。

o　ヘルパー　1名　一週，15時間のヘルパーを使うことができる。（一日3時間で5日

　間の場合，または，一日5時間で3日間の場合もあり，そのホームの最も都合のよい方

　法で15時間を活用している。）

　　サポート職員

o　フルタイムのソーシャル・ワーカー（スーパー・バイザーと同時に3っのホームの責

　任者）が1名

o　専門家集団のソーシャル・ワーカー，治療教育にあたる教師，医師。

7．総合所見

　短かい時間であったが，ファミリー・グループ・ホームの一っウィルソン・ユニットを

見ることができた。

　裏庭に行くと，御夫婦でパーティの準備だと野外バーベキュー設備で何やら焼いていた。

とても気さくな方々で，奥さんがホームの中を案内してくれた。裏口から入ってすぐの所

にビリヤード台があり，その続きに食卓があって奥が台所になっている。廊下を狭んで応

接間兼居間があり，かなり余裕のある間取りである。2階は，階段を上った所に皆んなで

活用するプレー・ルームがあり，おもちゃ，ゲーム，本などが置いてある。シャワー・ル

ー ル（洗面所）は，男子，女子，夫婦用と別々になっているのは驚きの一つであった。子

ども達の寝室は，広く，明るく，清潔感が感じられ，小奇麗に整理されていた。夫婦の寝

室もゆったりのスペースである。

　建物，設備，間取り等，またそれを維持することなど，日本の現状から見るととても羨

しく思えた。

　ホームの裏庭の続きに広場があり，遊具（ブランコ，シーソー，ベンチ）等などが置い

てあり，キャンバス内の子ども達が利用している。

　御夫婦は，9年前にコテージ・マザーを始められ，子ども達が好きであったことと，御

主人のお姉さんがここで仕事をしていたことがきっかけになったそうだ。御主人は，奥さ

んの仕事を理解し，積極的に父親役を演じ，特ic仕事を終えて帰宅した後の時間は，子ど

も達と過し，時には夜遅くまで子どもの相談にのったりすることもあるとのこと。

　「何が大事ですか」の問いに「充分に育てること（手をかける）」と話していたが

コテージ・マザーは24時間体制で養護し，労働条件は，かなり厳しいものであるので仕事

に対する理解とその人の人柄が非常に重要なことであると思う。
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昭和59年度 資生堂児童福祉海外研修
研 修 先 覧

研　　修　　地 月　　　日 研　修　先　（訪悶施故．説明者等）　（執証者名） 担当班名

“smania ◎　研修プログラム作成協力者 1班
Anglican　Fami｜y　Care　Services　I㏄． ・ 網野

ORev’d』ohn　Pri戟Dir㏄tor ・三浦

’，「，一，，≡，一一
・巾畠

o句ba“） 2月25日（月） ．T3smania　DeparO11鯛t和r　Co㎜unily　Wel臨re　（豊田） ・ 《》田

OHonorable　John　Ck宕y．　Minis姪r
OMr．　Denllis　Dヨロid，　Dir虻㎞r

2月26u（火） ・　Clarendon　Childte㎡sHome　（西田） 2班

OMs，　Pa【Crawchaw．　Dir㏄tor ・ 三村
・　Sし1〕匿vid’sChild　Care　Centre　（北林） ・佐竹

■Mra　Helen　Simm《ms．　birector ・北林

．　Anglican　Famity　Care　Servi㏄5，！nc　YouthShel㎏r　（佐竹） ・ 西∬1

゜ Miss　Tr砿y臨mmond、　Welfare　Worker

●“≡・“”一一一一
（Mangalore） 2月27日（水） ・　　Wybra　l皿I　InStitUtiona↑　Aαヵm頑tion　for　駒玲　＆　Cirls　　〔U↓’ド） 3班

’　OMr．　U蝿Wittal，　Superi爪¢nd吟n【 ・ 橋本

・一A－一≡≡≡一一≡・一一
・柵

（Deb面ne） ・　Ash｜ey　Bo〆sIわme　（樹） ・山下

゜MrJa鵬s　H。rsma“S叩¢d8“end頒1

『一一一一’一一●，●，
（UlΨersめn∋ 2月281．1（木） ｛Escorl田by　M⊆肱vid　Fischm叫Senior　Child　Wdfa爬αricer， 4班

＆ DOPしfo　r　Coπmurdty　We∬are， ・ 広櫛

（Dave叩ort） ．　Gl㎝haven　Childreピs｝b耐s　l㏄．　（靖水） ・ 清水
゜ Mrs　Eileen　SI冶rri∬ ・ 路野
゜ Mr　lvan＆　Mrsしyn　G陀gαy

F－一一一一一一一　一一一一一
＿　　．　．　一　　＿　・　一　　＿　　・　　・　　≡　，　　，　　＿　　＿　＿　　一　＿　一　　一　＿　　一　　一　　一　　←　　÷　　’　　－　P　　－　　一　　一　　一　一　一　　’　　一　　一　●　　．　　一　≡　　一　　一　一　　一　　一　・

（She∬ielω ・　Roland　80ys　Home　ζ暉野）

OMcGrae肥Bird亨Suporinlendent
一＾’■，，一●一一←一一
　（1．ld）art） 3月ll1（金） ・　　Kennerley　Ch日dren’s　恥me　　（三浦） ｜班

OMr，　Alis畑ir　K●risoo．Superintendent ・網野
・　Quind臼』up　Day　Training　Cen【re　イ中島） ・ 三而

oMi5sj拍釦y　L｛狛gwor硲y，以r㏄む）r ・ 中島
・　　Ang｛ican　FCmi｜y　Ca陀　Services．　Inc． ・ 口m

゜Rev’d　John　price

OMiss　Ann　Matus2ek．F］nance　Counsel㏄

Melbourw O　研修プログラム作成協力者

3月4n（ハD S1．John’s　H㎜e5　for　Boys　and　Girls　　（三村） 2班
O　Rev’d　lan　G．　Ellis，肪rector ・三村

oMr．　Fr訓k　P．　Beere．　Deputy　Dir㏄br ・ 佐竹
“　S1．」dm’sH）m悟　「αBqys　and　Girls ・ 北林
wVictona【たpartment　o∫Commu而ty　We｜fare艶rvice，　lmer ・ 西田

臨5tR曙io胆1艶rviα雰．

OMr．　Geophry　Rぽd，Man8ger
・・　SしJo由パs　Homes　b【Boys　田1d　Gir｜s

・　Camp山s　Tour　（佐竹｝

Mdb卯rne 3月5日（火） ●　You硲Sαvices　（橋本1 3班
。St．Mar“n’s翫6td ・橋本

Mrs，　Terry　MaiSW ・ 田

゜Appleby　H垢回 ・ 山F
MばMad㎝R即ini

．　Prest㎝Care　Fbrce　T田m　（11∫下）

Mrs．Trish　Briggs，　Team　L司or
．　Et卜nic　Care　F・rce

Mr，　Con　Ecorめmou．T㌔amレ≧der

3月6日く水） ・　Dep8rtme司o「C《胃nmunity　WelfarεServices　（藤野） 4班
oMr．　K，1．Williams，　A銘islan1　Dir創or　G㎝er宣i ・ 広噸

・　S‘，Joh㎡s　｝bmos　br　Boys　and　Girls ・ 清水
・ Fば㎏r　Cam　S町vices　（描水） ・原野

．　lnterchange　Pr㎎r8m　　　（澗水）

OMrs，　Ma古ha　Ros前baum・Coordinalor
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昭和59年度　資生堂児童福祉海外研修団名簿

氏　名 施設名（勤務先） 〒　　　　　所　　在　　地　　　　　　電　　話 第1部

執筆

団　長
oろ・　　cい亭う

広瀬　清蔵

（社福）

　黒松内つくし園

048　北海道寿都郡黒松内町黒松内
　一〇1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　562ト1　　　01367－2「3033

緻

講　師
島㎏　　　食q「oら

網野　武博 日本総合愛育研究所 106　東京都港区南麻布5－6－8　　　　　03－444－0216
第1章

1－m

講　師
みむ◆　　　怠乙と

三村　誠

厚生省　児童家庭局

　　　　　企画課 100　東京都千代田区霞が関1－2－2　　　0H〔β一1711
一

4
乃う6　　し占【

三浦　伸子

（社福）

　羊ケ丘養護園
061　北海道札幌市豊平区月寒東一条
　一〇1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－4－33　　　　　011■851－3279

第2章

2．3

5
8たo　　　とL●

佐竹俊男

（社福）

　仙台基督教育児院 983　宮城県仙台市小松島新堤7－1　　　0222－34－6303 第3章

6
ばし‘と　　宜畜淘

橋本政男

（社福）

　山梨立正光生園 400　山梨県甲府市伊勢2－1－19　　　　0552－35－1783
辮

7
防ず

清水まゆみ

（社福）基督教児童福祉

会バット博士紀念ホーム

194

－ 02東京都町田市下小山田町2722　　　0427－97－1371
第1章
1－｛4｝

8
⇔じ曽　しゆんいち

中島　俊一

（社福）

　誠信会岩倉学園 417　静岡県富士市大淵字岩倉4632－5　0545－35－0650 第5章

9
■☆ば◆し　O▲し

北林　等

（社福）

　樹心会　樹心寮

50】

　－05岐阜県揖斐郡大野町桜大門541　　05853－4－2070
第i章
｛一②

10 かじ　　　丸つc

揖　　悦子

（社福）

　聖ヨハネ学園 弱9　大阪府高槻市宮之川原2乎1　　　0726一訂一〔逼41

剃章
2－

13）一｛51

11
ふじの　　　乙ういち

藤野興一

（社福）

　烏取こども学園 680　鳥取県鳥取市立川町5づ17　　　　0857－22－4206

第2章
1．4

第5章

12
とよた　　　も▲ふ方

豊田　基史

（社福）

　阿波国慈恵院 770　徳島県徳島市福島1－6一田　　　　〔旧86－52－6649
第1

1－（3

13
◆宣した　　かず、●

山下　一行

（社福）

　慈愛園　シオン園 864　熊本県荒尾市中央区西6班　　　　0田86－2－〔岡幼

第1
2－〔1
【2）（4

14
匡しだ　　”‘・‘

西田　佳子

（社福）全社協養護

　　　施設協議会

　　　東京都千代田区永田町2－12寸

100　　　　　　　　　山王飯店ビル　　03－581－6501 第4章

事務局
す吉もと　　いカむ

杉本　勇

（財）資生堂社会福祉

　　事　業　財　団 104　東京都中央区銀座7－5－5　　　　　03－572－3749 一

添乗員
む　6　　　寧⑲る

小野　鎮
明治航空サービス
株　　式　　会　社

　　　東京都千代田区内神田1－7→

101　　　　　　　　　　　晃永ピル　　03－295－5〔ロ1 一
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編　集　後　記

◇今回の研修を通じてすべての参加メンバーが深く心に思い，あらためて心に刻んだこと

は，児童福祉の原点である家族に対する社会の予防サービス，援助サービスの重要性につ

いてです。この報告書のなかでいく度となくそのことが強調されています。これを読まれ

る方は，セント・ジョーンズ・ホームズの活動に関していく人ものメンバーがこの点に重

ねて触れていることにお気づきのことと思います。わが国の施設養護の積極的な意義とそ

の限界にあらためて思いを馳せ，広い視野から施設の役割，ならびに児童養護のネットワ

ー
クのあり方を考えるうえで何らかのご参考になれば幸いに思います。　（網野）

◇やっとみなさまの元に報告書をお届けすることができ，ほっとしています。関係者の方

方には，さぞ気をもまれ続けた一年だったことと察っしております。完成が遅くなりまし

たこと，御心配をおかけいたしましたことを改めてお詑び申し上げます。

　しかしながら，どの原稿にも溢れている，「これからの養護施設への展望」は，明らかに

研修で得てきた研修員一人ひとりの熱き願いです。改めて読み返しながら，オーストラリ

アの児童福祉への取り組みに大いに啓発された一年前を想い起すととも1ζ，この研修成果

が読者の皆さまに少しでもお伝えできれば幸いと思っております。

　最後に，忍耐強く待って下さいました資生堂の杉本常務，全ての原稿に目を通して下さ

いました網野先生，全養事務局として苦労して下さった西田さんに心から感謝いたします。

　なお本報告書作成の編集委員には橋本，中島，西田，清水の4名があたりました。（清水）

◇本研修はハードスケジ＝一ルでした。その学んだことは，本報告書原稿をまとめる作業

で少しつつ各自のなかに深められていったように思います。けれど，こうした堅い思い出

だけでなく，子どもたちと片言の英語で話したり，理事の家に招待されたり楽しい思い出

がもっと沢山あります。そんな一コマは本報告書の写真のなかで汲みとっていただけると

思います。最後にこうした研修の機会を与えて下さうた関係者の皆様，支えて下さった方

方に心より感謝いたします。
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