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　　　　　　　　昭和60年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資生堂児童福祉海外研修要綱

　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ならびに施設運営，児童処遇技

術等の専門的な知識技能について研修し，その成果をもって職員の資質向上．あわせてわが国の児童福祉基盤の

充実発展に資する怜

2，主　催

　財団法人　費生堂社会福祉事業財団

3．後　援

　厚生省

　全社協養護施設協議会

4．研修内容

　つぎのような機能を有する海外児童福祉施設を訪ねて，その施設形態，指導・治療技術などの実情を調査研究

する。

①精神病ではなく家庭の病理からくる情緒障害をもつこどもとその家族に対する指導，治療を行なっている施

設。

②　社会不適応児の社会会復帰のための施設。

5．研修先

　ヨーロッパの2～3力国。

6．実施期間

　昭和60年10月20日～11月3日の15日間。

T．派遣人員

　14名（団長．講師，事務局の3名を含む）

8．選考方法

　団員の選出は、全社協養護施設協議会の推せんを経て，主催者の理事，評議員および関係機関で構成する選考

委員会において審査の上決定する。

9．推　薦

　9．1団員推せん基準

（1）民間立の養護施設のケースワーク，コミaニティケアを担当する職員にしてスーパーバイザー的立場にある

　　　　もの。

　年齢は概ね27歳以上45歳以下とする。

②当該研修内に関し強いニーズと研修意欲を有するもの。

（3｝研修成果について報告，発表能力に優れたもの、
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あ　　い　　さ　　つ

　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12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，イギリス，デンマーク，スイスのヨーロッパ三ケ国を廻り

実施されました。

　これらヨーロッパの国々が社会福祉の分野で果してきた国際的役割には大きいものがあ

ります。長い歴史のなかで築きあげられてきた児童福祉理念や諸制度は，近年の山積して

いる児童問題にどのように対応しているのでしょうか。また，児童の健全な育成を国・社

会全体がどのように守っていこうとしているのでしょうか。

　本報告書は日夜わが国の養護に携っている団員が，これらの国々の現状を見聞し，学ん

だことを主体的にまとめあげたものです。本年わが国では国際社会福祉会議が開催される

ますが，それに先だち，本報告書をお届けできることを幸いに存じます。

　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

業団にあらためて心より感謝申しあげます。

　また，講師の山崎健治，神長五郎両氏，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



　　　事　務　局　報　告

社会，経済，家庭構成が戦後40年を通して激しく変容を遂げるなかで，要養護児童の発生

背景も複雑に移り変ってきました。

　その中にあって，わが国の要養護児童対策の中心的役割を担ってきた養護施設は，今日

まで時代の要請に対応すべく弛まぬ努力を続け，多くの優れた施設処遇の実践と成果を

もって，社会的児童養護の重責を果してこられました。

　しかし乍ら，近年の地域，家庭，家族の崩壊現象を中心とする急激な社会構造の変動

は，その様相を最も敏感に反映する児童・青少年の生活と発達上に大きな影響を及ぼし，

その波は養護施設の処遇部門面にあっても，いわゆる対象の質的変化といわれる多様で，

且つ困難な問題を生み出してきております。

　特に急増した児童の非行，情緒障害傾向等の社会不適応児童の施設対応，治療的ケア体

制については，一部の施設自身の中からも，養護機能の限界とも言われる程にかってない

深刻な問題として，その焦慮の大きいことが窺い知れます。

　本事業は，児童福祉施設に従事する方々の育成事業の一環として，各種別施設ごとに海

外への派遣研修を実施するものでありますが，本年度はこのような施設情況下から，前年

第11回の養護施設研修団が，オーストラリアでの調査を終えその報告書作成の最中に，再

度，養護施設処遇職員の構成をもって，ヨーロッパ3国へ派遣することを決めたものであ

ります。

　主題とする研修課題は，施設児童の質的変化に対応する教育的治療的処遇の構築という

養育，指導，治療，自立訓練施設共通に係るものとなりましたが，プログラムの計画に

当っては，現下の養護施設処遇機能と使命の枠組の視野に立ってJなるべく精神医学，心

理治療，カウンセリング手法などの限られたプロフェッショナリズムの強調に偏ることを

避け，養護児童の日常生活場面からの，ワーカ，里親など養育者とのふれ合いを通しての

全人的人間形成の過程と状況が把えられるよう留意いたしました。

　回を重ねるごとに，新しい反省と困難に出逢う事業でありますが，もとより当財団のみ

でよくするところではなく，今回も厚生省．全養協のご支援のもとに，優秀な団員のご推

薦をいただきました。また，それぞれの分野で経験深い横川団長，山崎・神講師のご同行

をねがい，現地での多くの示唆により計画の不備を補っていただきました。まことに感謝

にたえず深く御礼申し上げます。

　そして，この度の研修とその報告書がいささかでも児童処遇施策の上でお役に立ちます

ならば，主催者として望外の喜びに存ずる次第です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団　　迫田勝彦
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ヨーロッパ3ヵ国の研修を終えて

　　　団長・横川満雄

（岐阜・麦の穂学園長）

　今回の児童福祉施設職員海外派遣研修では，養護施設の職員を対象に考慮され，われわ

れ団員が，貴重で素晴らしいヨーロッパ3ケ国の社会福祉や児童福祉，その他諸々のこと

がらを学習する機会に恵まれ，平素には得難い尊い体験とよい成果を修めることができま

したことは，資生堂社会福祉事業財団と関係諸氏の御理解と御支援の賜物であり，ここに

団員一同深く感謝し，お礼の誠を捧げます。

　ゆれ動く現代社会のなかで子どもたちの世界は素朴で健全性を保ち，安定した諸活動が

展開されているだろうか，いつの時代でもその時代の社会構造に左右され，健全な成長発

達を阻まれてきたのが子どもの世界である。

　古代歴史による子どもの世界は，貧しい生活のために堕胎や間引，人身の売買が行われ

た暗黒の世界であった。しかし時代は変り，文明文化は高度に発展し，物質豊かな現実の

社会は，またあらたな問題をつくりだし，子どもたちの素朴な世界観を複雑にゆり動か

し，病理的現象をかもしだして健全性を阻んでいるのではないだろうか。このような家庭

病理や社会病理的現象によって生まれる要養護児童は，精神的，身体的に大きな影響をう

け，心の葛藤になやみ苦しみ，情緒的障害をおこし，非社会的，反社会的行為行動に自己

をゆがめるといった状態の子どもも少くない。これらの子どもに対する施設養護の機能と

役割は更に重要視され，心身共に健康に育てる社会的養護の効果が期待されていることを

正しく理解せねぽならない。

　いま，養護施設職員に求められているものは何か養護施設職員は何をしなければならな

いかを自問自答するならば，複雑な社会環境や家庭環境に汚染されて，自己本来の姿を歪

めている子どもたちを，正常に回復させる重要な課題があると思うのである。

　資生堂社会福祉事業財団は、現代社会のなかで，問題視されている社会不適応児童の人

間回復を処遇向上のために，昭和60年度事業の1つとして，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に施設運営，児童処遇技術等の専門的

知識や技能を研修し，その成果をもって，わが国の児童福祉基盤の充実発展に資すること

を目的として，厚生省，養護施設協議会の後援をもとに、養護施設の職員の，デンマーク

・ スイス・イギリスへの派遣研修を実施されたのである。

　このような研修は，既に12回目を数え，内客的にも高度化し，団員の選定も慎重審議の
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過程を経て，多くの研修候補者から11名が選ばれたのである。団員に与えられた使命は，

社会不適応児の治療的処遇技法を導入し，養護施設に措置されている養育困難児といわれ

る児童全般にわたる生活指導に寄与することであった。団員以外の関係者には，資生堂社

会福祉事業財団より迫田勝彦参事，指導講師として諏訪児童相談所長兼諏訪健康学園長の

山崎健治先生，厚生省児童家庭局児童福祉監査官の神長五郎先生の同行を得て，昭和60

年10月20日から11月3日まで15日間の研修であった。事前研修としては東京での1泊

2日で，研修課題の意図とその背景を主題に，研修のねらいやわが国における情緒障害を

もつ子どもへの対応，研修課題とその取り組み方等について，山崎先生の講義を受けて学

習し，また神先生からは，児童養護と行政を主題に，国家財政の逼迫状況，養護施設の現

状とこれまでの過程，諸外国に劣らぬわが国の社会保障制度の充実等についての講義を受

けたのである。研修課題の設定では，現地の状況に無知であることから全体討議に戸惑っ

たのであるが，講師の先生から示された研修課題案の検討で理解を深め，概ね次のように

決定されたのである。「養護施設における社会不適応児童（情緒障害）の処遇向上・治療的

処遇技法の導入をめざして」をテーマに，第1部の研修課題として，①施設対象児童の

発見と入所経路，②里親やグループホームによる児童処遇について，③社会不適応児

の在宅ケアのあり方，④社会不適応児に対する施設処遇のあり方，⑤施設退所のケア

について，の研修課題を基に4つの班を構成し，デンマーク，スイス，イギリスを班毎に

区分して，記録の責任をもつことになったのである。しかし，デソマーク，スイス，イギ

リスを同じ課題で比較検討できるかどうか，の疑問が浮ぴあがった。それは，福祉制度や

施設養護の形態が，国毎に異るのではないかの模索があったからである。とにかく団員の

1人1人が，現地の状況を可能な限り把握し，相互に意見をのべ合いながら，研修を効果

的に展開させようと，力強い団結の意志を相互が示したことは，模索する現地の状況に光

明を得た感じがしたのである。

　デンマークでの研修は，コペンハーゲソ市から約2時間西方に離れたブイン島のt一デ

ンセ・ポーゲンセの社会福祉行政や施設養護の実態把握の研修であった。わが国の行政施

策や施設養護の型態及び指導とは大きく異っており，理解に戸惑う面もあったが．実態は

ごく自然的で，解放的というか，おうらかさのなかで生活指導が展開されているようで

あった。しかし，個人の行為行動の理解や信頼を素晴らしいと思う反面，内容的には全面

的に容認することを妨げるものがあったことはj私だけの感覚であったのかもしれない。

　ボーゲンセの人口は6200人，施設養護の形体は里親を主体に処遇展開がされている。里

親には，一般里親と専業里親の区別があり，措置児童の年令超過問題では，児童の自立援

助を目的として，弾力的な運用がはかられていたことに注目したのである。

　オーデンセは人口17万，デンマークで3番目に大きな行政区とのことである。ここで



は，青少年アパート（青少年自立援助アパート），母と子の家，ビルクルンド子供の家，情

緒障害児施設ウッドビー特別治療ホームの施設訪問研修であった。どの施設も特徴があ

り，対象児者にとっては安住の場所といった自然さがあって，手厚い保護．治療の実践を

学んだのである。特に母と子の家や青少年アパートの内容については，親子関係のきず

な，社会道徳，倫理観などをどのように教え育て導くのであろうか，と人間像の未来にま

で空想を走らせ，この現実をどのように認識し理解したらよいか，自己洞察や統制に困惑

したのである。このように割り切れない気持でわが国の養護施設的な施設ビルクルンド子

供の家を訪れた。この施設の特徴と思ったことにブライベイトタイム（静かにする時間）

がある。静かに自己を回顧し，家庭家族を想い出し，自己反省や洞察ができる黙想の時間

と理解したのであるe騒々しい1日の流れのなかで，静の場がもてることは，人間の精神

生活の尊さ，他に対する愛情と共感の大切さを，日常生活過程で培養されていることに感

銘したのである。そしてデンマーク最後の施設ウッドビー特別治療ホームを訪問した。

ラーソン博±には，素晴しい障害児治療に関する哲学があり，その言葉は確信的で，知識

や技法，その態度には暖さと寛大さが充満していた。最後に博士は，産業経済、文明文化

の発達の影響に，精神教育の希弱さや宗教心の軽視、子どもに対する親の愛情不足をなげ

き，家庭家族のふれあい，生活環境づくりの大切さをのべながら．工業化するデンマーク

社会の将来を案じておられたのである。

　以上のように，デンマークの研修は，日を重ねるにつれて内容も深められ，養護の実際

や処遇内容の領域について学習し，研修を効果的に終了することができた。そして新たな

知識をもとに，これまでの研修課題に検討を加え，後半のスイス・イギリスの研修日程や

方法等も考慮して，研修の主柱をデンマークに据え，毎日のミーティングで出し合った感

想や意見なども資料に加えて，デンマークの社会福祉の実態を色濃く写し出すことの必要

性を相互が認め合ったのである。したがって，報告書の編集姿勢も第一章をデンマークに

あてて、社会福祉の制度，施設養護の形態，専業里親の機能と役割，全世界で最初といわ

れる情緒障害児の治療効果をあげているウットビー特別治療ホームの方針や生活環境など

各々の施設機能の特性を記述して，わが国の児童福祉や施設養護における情緒的障害を持

つ児童の養育に貢献する意向を固めたのである。

　スイスでは，チューリヒ市郊外にある3つの施設見学研修であった。どの施設にも共通

した方針の流れは，入所者個々の尊重と自立養成援助の動きであった。大舎を小舎に，閉

鎖的を開放的にの方向で，自由と責任を自覚させる養護内容が展開されていた。訪問した

施設の1つに，キリスト教ディアコ＝ア派の民間施設テヒテルンハイムヒルスランデソが

ある。この施設は，わが国の女子教護院的な施設で古い歴史をもっており，女子非行児た

ちの更生につくすディアコ＝ッセたちの献身的な働きに接し，ヨーロッパに芽ばえた愛の



実践とその心の脈動を感じたのである。スイスでは，国民の相互扶助的意識と州の独自性

が社会福祉を支えているようである。これは，神への信仰心から隣人愛の精神が生かされ

ており，献金や慈善奉仕を義務とする国民意識のあらわれではなかろうか。しかし数ケ所

の施設見学や関係老の説明を聞いただけで，スイスの社会福祉全体を語ることはできない

が，社会福祉に対する国民の支援状況や施設養護の形態等，デンマークとは異る面がある

ように感じたのである。

　又，イギリスでは，さらに予定にはなかったが，救貧院やトインビーホールなどの歴史

にある施設や，公園のない所に移動させて遊ぶ事ができる様に古バスを改造した『プレイ

バス』をも見学し，総合的な研修成果を報告することにしたのである。

　バーミンガムとロンドンにある，数ケ所の施設を見学した。施設養護の形態では，小規

模化された児童施設が地域に定着しており，これに加えて里親の活用も重要視されていた

のである。学生時代欧米社会事業史の授業で，イギリスの救貧法，ゆり寵から墓場までな

どと，公的社会保障の素晴らしさを学んだことがある。この記憶をたどりながらイギリス

に於ける現代の社会福祉，児童福祉の実態を学びたいと思っていたが，能力や知識の乏し

さ，時間的不足もあって表面的な見学に終ったことは残念であった。

　バーミンガムからロンドンに向う途中，救貧院を見学できた。数百年前の状況を想像し

ながら，収容者たちの生活した足あとの歴史にふれた思いであった。仕事のない人，家の

ない人，病人，老人，孤児など，雑居生活の日々は決して居心地のよい場所ではなかった

ようだ。自助の精神づくり，怠け者の追放のための強制労働は厳しく最低の食事に飢え苦

しんだようである。建物は木造，その中には労役に使用したと思われる数々の道具が展示

されてあった。粗末で薄暗い部屋は，収容者たちを安住させない条件の1つであったのか

もしれないなどと，収容者たちの気持を偲んだのである。ロンドンに入ってからは，有名

な児童福祉施設ドクターバーナードホームやナショナル・チルドレンズホームなどの施設

を見学したのであるが，この2大民間施設の分散，縮少がこれからの施設養護の健全性を

どのように発展させ固定化させていくのであろうかと将来展望の方向性をさぐりたい思い

であった。時代は同じところに止まるを知らずして多様に変化していく。これに合せて社

会や人々の生活も変容していくであろう。物的貧者は消えても精神的貧者が殖える傾向を

憂うのである。ヨーロッパの国々にも転換期の社会福祉を迎えているようである。これも

逼迫する国家財政によって考えられた福祉施策の実態であろう。わが国の社会福祉施設の

素晴らしさを改めて確認した思いであった。研修の過程は多くのことを学習し参考になっ

た。先進的な面もあれば理解に苦しむ面もあった。これをそのままわが国の社会福祉にあ

てはめるには困難があろう。ヨーロッパにはヨーロッパの古い文化や宗教の歴史によって

支えられる国民性があるように，わが国にはわが国特有の文明文化を発展させる国民性が

了



ある。この両面も正しく理解しながらわが国の土壌に定着する社会福祉，児童福祉の進展

をはかる努力が大切であると思うのである。21世紀は近くに存在する。この時代を健康に

背負う施設養護児童育成こそが職員に期待される大きな課題である、職員の人間性と施設

養護への取り組みに必要な愛情と共感，絶えない自己啓発が肝要である。最後になりまし

たが，今回のヨーロッパ研修では，多くの時問と労力を，われわれ団員一同のためにつく

してくれた関係者や現地の方々tまた期間中寝食をともにして色々なことに配慮され，御

協力を頂きました明治航空の小野鎮氏に，心から感謝申し上げる次第である。

　　　　　　折り紙を通じて心をひとつに

（イギリス・ステファソンコートチルドレンズホームにて）

8



デンマーク編

担当班（第1班・第2班）

有馬俊二　山口薫　長谷川丘

萩原富雄　山越典夫　山田愛子

1．BISTAND（ビスタンス・ロウ・社会福祉法）と児童福祉

2．コミューン（市）の福祉機構と実践

3．住民の生活と意識

4，施設対象児童の発見と入所経路

5．施設養護の現状と役割

6．社会不適応児童の在宅ケアの現状

7．社会不適応児の施設処遇

8．まとめ

〈訪問施設紹介〉

ボーゲンセ生活学園（専業里親）

サンダールームハウス（母と子の家）（幼児観察施設）

ビブルン青少年アパート（青少年自立援助アパート）

ビルクルンド（社会不適応児の生活訓練施設）

ウッドビィ特別治療ホーム（情緒障害児の治療施設）





オーデンセ・ポーゲンセ両コミューンよりみるデンマークの児童福祉

　　　　　　　　　　　　　　一デンマーク訪問より一

はじめに

　日本を21：30に飛び立った私達は，地球の自転に沿う事13時間，東に230度飛行し，

人口約510万人，面積約43300Km2（内217Km2はグリーンランド）の北欧の国デン

マークに，翌朝4：00頃，白水原の北極を飛び越して訪ずれたe

　そこは，最大の都市KOBENHAVN（コペンハーゲン・主都・人口150万人）からJ人

口が4000人の小都市まで275都市が約100ケ所の島（全国には400ほどの島がある）に散

在していた。

　私達は，その中のFYN（フィン）島にあるODENSE（オーデンセ）コミ＝一ン（市）

とBOGENSE（ボーゲンセ）コミ＝一ンに向う列車（ディーゼル車）に乗った。

西欧によく見られる尖搭形の建物が目立ったKΦBEN市を離れるにしたがって．こじん

まりした平屋・二階屋が，生垣に囲まれて並ぶ住宅地を過ぎ，広大な緑地の中で10数頭の

牛・羊がのんびりと牧草を食み，レンガ色の牧舎のある風景がいつまでも車窓から離れな

い。

　列車ごと船に乗り，BOLT（ベルト）海峡を渡り，隣りの島FYN島にあるフィン県に入

り，オーデンセ・コミューン（市）を訪ずれた。

　オーデンセ駅で日本人の千葉さんの出迎えをうけ，宿泊予定のボーゲノセ・キストに着

いたのは昼をかなりすぎていた。ボーゲンセ駅より案内してくれた千葉忠夫氏は，このデ

ンマークに18年前社会福祉の勉強をするために渡って来て以来，ずっとこちらで生活して

おり，現在は『ボーゲンセ生活学園』（専業里親）の責任者であるという忙しい身であるに

もかかわらず，5日間ずっと我々といっしょに行動し，通訳から連絡，関係機関との交

渉，デンマークの福祉～生活，人々の感覚，事情等の話に至るまで，ほんとうにお世話に

なった。

　それから4日後，左右一車線と分離帯のかわりに左右の追越用の中央車線がある道路や

道路標色のない道路等日本とは違った交通規則の道路を走って，コペンハーゲン市にもど

るまで見聞きした事を，感じたままに紹介してみよう。

1．BISTAND（ピスタンス・ロウ・社会福祉法）と児童福祉

世界でも福祉の進んだ市であるというボーゲンセ市（人口約6200人）を訪ずれ，ボーゲ

ンセ市福祉課長のMr．　Hams　Kristian　Pedersenとソーシャル・スペクターのMrs．

1｜



InglidMartin　Ussenとお会いし，デンマークの社会福祉についてうかがった。

　デンマークにあっては，1960年あたりの高度経済成長時代にすでに，現業に携わる役人

　（行政官）達による福祉の充実化への見直しが始まり，1964年社会改革委員会なるものに

　より再検討始まる。（ta　1）

　1976年4月1日，BISTAND　LAW（ビスタンス・ロウ・the　Social　Assistance　Act）福

祉法が施行され，胎内から墓場までの福祉体系が網羅された。

　　ここでt市福祉課の扱う対象も胎児から老人まで入り，経済困窮者・児に対しては課の

窓口に出向けば現金支給がなされ，老人・障害児・者家庭へのホームヘルパー派遣も当法

に基づいて同窓口にて扱われる。さらに幼稚園・保育園等の通所施設・収容施設等の運営

規準に関するもの，保健衛生に関して懐妊中の指導から出産以後まで保健婦が継続して訪

問による助言・指導を行なう。又，学校医の手配・嘱託歯科医（大きな学校になると在勤

している）による歯の予防に対する配置の面倒に関する事までも含まれている．

　当法は，経済的に好景色の時，検討されており（内容的にはとてもぜいたくになってい

るという事であったが），以前は各分野に細分化されていた窓口が一本化された事により，

住民のどの様な福祉needsでも，一つの窓口に出向けば．それで解消を図る事が出来る様

になったわけであり，住民にとって迅速な対応を受けられる様に改善され，より身近な福

祉となったとの事であった。

　予防施策が主であった当法が，社会の進歩に従い，女性の社会進出（勤労者の40％）か

ら，子供の面倒を見る人，その施設を造る事等が考えられたが，現状はその中から生じて

来た諸問題を処理し，くい止める事に追われていた。だが，何かと予防施策につながる様

努力が続けられていた。

　又t景気が下降傾向に入っても，収入減分の補償をしていこう（あるレベルに達した生

活をダウン・カットし我慢に耐えるのは苦痛であり，避けたいとの自然的，素朴な理由も

出ていたらしい）との理想に燃えていた。そこで，国家予算の停迷，減少の中にあって，

　①いままでと同額なら住民により内容の良い福祉を行なうには，

　②現在と同程度の内容の福祉なら，より低額経費で行えるには，

　③住民のneedsに合致したもの，

　上述の3ポイントを基に，役所の近代化を図るには

　①　住民に福祉行政の周知を図る。

　②中央から地方へ。

　③条例を簡素化し．住民にわかりやすくする。

等を検討した。

　1984年，ノルウェー，スウェーデン，デンマークの三ケ国のディレクターが集まり、現
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在の予算内で社会問題の解決を図るにはどうしたらよいか，の討議がもたれる．

　デンマークはスウェーデソの影響を受け，諸施策を実行していった。中央統括より分所

化，青少年問題解決にクラブを奨励した（後述参照）事などにも生かした様である。

（注D「世界の社会福祉」p．26全社協出版

2、コミューン（市）の福祉機構と実践

　ビスタンスロウに統合された福祉施策は，すべての都市下におよび，各都市ではそれに

基づいて仕事を進めているとの事であった。その他，各県にはそれぞれ独自の条例等もあ

り，フィン県下にも14の市があり，県条例に基づいても仕事を進めていた。

　それらを実施する為の経費であるが，たとえばボーゲンセ・コミ＝一ン（人口約6200

人）では，福祉課予算126ミリナンクローナ（約28憶9800万円／1985年10月）の内分け

は，

70％　約95ミリオンクローナ（約21億8500万円）・・…・国と県の負担

30％約31ミリオンクローナ（約7億1300万円）……市の負担

となっており，福祉課の予算は市総予算の70％を占ている。残りの30％が道路や他に使

われている状況であった。

　市の福祉・保健を一手に担っている福祉・衛生課は，市議会にある5部門の委員会の中

の3課に位置し，内部は事務・社会係・施設係に分かれていた（図1）e

（図1）オーデンセ市の行政機構

i

BYRAD（市議会）

MAGI訂RAT（委員長）

，

① ② 　　⑤

社会福祉

衛生

　　④
学校
自由時間

（フリータイム
　　センター）

文化

⑤

ディレクター 1校　長　　；　警

施　設　長1クラブ会長；　　　察

13一



　さらに，より住民に接して行なえる様に，既存の行政区分，学区等に基づいて，分所を

6ケ所設けていた（各所は人口に比例し，4万～1万5千人の区分で設置）。

　かっては中央で約7000人の職員によって係分担されていたものを，予算の低迷化の中

で，より効果のあがる福祉施策として考えられていったのである。

　　（表1）〈市，職員数〉

（非常勤を含む）

職　員　数（人）

　常勤者の数（週40時間の延人数）

備　　　　　考

老人ホーム

通所施設

在宅ケア

事　　　ム

2，400

2，300

1，400

　800

1，900

1，800

1，100

　600

（保育園．幼稚園）

（ホームヘルパー，身障関係）

計 6，900 5，400

　そして，市上部の指示・決定が変わる事のない様に（かって上層部の交代で，政党が変

わると施策も変る事があった），メィンテーマは変えずに，内容を効率良く実行できる様，

方針を出したのである。

　住民の意見を反映する事を重要ポイントに考え，直接住民に接している福祉業務関係者

の意見を大切にして改善していく。各部門の連係作業が重要である。との事であり，住民

と直接対処するソーシャル・ワーカーのMETODER（指導要項）も整理されていた。

　METODER（指導要項）

　・ケースワーカーには，さまざまな情報が入って来るが，文書的な事だけで決めない事。

　・家庭訪問，学校訪問もし，ダイナミックな活動をすべきである。

　・問題を把握したら．文書記録し，解決法を同僚に相談したり，会議に図ったりし，ク

　　ライエントの持っている問題に対し，最良の解決法を見い出すこと。

　・市内各分所ごとの地域問題のチェックと，類似性分析，分所内の諸問題の分析もすべ

　　きである。

　・仕事は，事務的．役所的でなく．住民と接近したところで，役人的な態度言葉でな

　　く，平等関係で密着したものでなければいけない。

　・住民のいろいろな人々（医者・ケース関係者・その他）と共同作業をしなければなら

　ない。

・何事にも経済的な側面があるが，金銭給付にしても，複雑な手続きはなくして，まず

　はすぐ入手できる様，福祉関係の金は自由に使える様にしておきたいものである。

・ 種々の伝統的な方法のみでなく，新しいプロジェクトを，常に開発していこう。

住民と密着した仕事をしていく事によって，非行グループの存在する地域にあっても．
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情報が入って来るのを待っている様な形態でなくなり，予防にもつながり住民総ての為に

なる。

　住民と密着した仕事をするには，FAMILIE－VEJLEDNING（家族ガイダソスー両親の指

導）〈注2｝をする事が理想である。とソーシャル・スベクターのイングリッド・V一チン・

ウーセン女史は力をこめて語ってくれたが，それが第一にすべき事でいかにコソタクトす

るかが大切であり，その為の情報ネット（図2）も敷かれていた。

（図2）

OMRADE－KONOTOR
　　（分　所）

　さらに，クライントの環境（学校・家庭・地域・グループ）から離さずに同じ生活グ

ループ・クライエントが接して来た行動地域，グループ環境を継続させたまま（問題環境

から隔離分離する事なく），問題の解決を図ろうとする“ミリ＝・アーバイド　（環境に

密着した仕事）を行なおうとする動きが出てきて，これまでの，伝統的な方法と共に活用

しだしていた。

　家庭内で問題が発生すると、ソーシャルワーカーは，情報ネットからの通報から家庭訪

問をくり返し，親’子供から状況や悩みをきき，各々本人の意志と共に解決を図っていく。

　ケースに応じて，親にも子供にも生活指導員が派遣され，家庭で問題の解消を図ろうと

する。それが困難とワーカーが判断したら，本人の意志のもとに施設・里親へと分離処置

を行なう。

　生活指導員は住民の中で，教育された人が位置づけられており，必要に応じて新聞広告

等で公募され，時間給でアルバイト的に雇われてかかわるシステムとなっている様である。

　又，地域のいたるところに（たとえば近隣の商店主，学校の先生，弁護士，医師等など

にもいるという）気軽に相談出来る窓口もおかれており，ソーシャルワーカーとつながっ

ているという。

（注2）「世界の児童と母性一コベンハーゲンのファミリーガイダソス」第1号P947資生堂財団出版
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3，住民の生活と意識

　前述の様な福祉機構がおかれているデンマークであるが，10余の小政党が存在する一院

制議会を置き，福音ルーテル教を国教とするマグレーテ2世女王（1972年即位）を元首と

する（zas）ヨーロッパで最も古い皇室のある王国という背景を持つ。

　国民はというと，宗教にはあまり関心はなくJ共働きの人がほとんど（女性労働者数は

全労働者数の約4割を占める）であるが，主稼働者は夫であり，妻はアルバイトやパート

タイマーが多いそうである。

　　　　　（表2）失業率（注3）

1981年 1982年 1983年　　1984年

失業率（％） 9．2 10．0 10，5　　　　10．0

（表3）

［税（％）
収入（クローナ） 換算収入（万円）

0
4
8
6
3
7
2

　　　0～20，000

2α000～ga　oOO

92000～1η000

172．000～

　0～　50

50～230

230～430

430～

　給料は時間給で，週単位で払われ，ボーナスはない。18才で時給約44クP一ナ（約11

00円）～約66クローナ（約1650円），中流家庭で月約30000クローナ（約75万円）の収

入となり，税は累進課税制をとり（表3）の内容となる。

　しかし，家の購入に際したm一ンを組めば，利子は控除の対象となり，扶養費，通勤費

も同様である。

　医療も指定されたホームドクターなら保険証提示し無料で診療を受けられる（一年に一

回のみ，指定ドクターを替える事ができる）。

歯医者は半額自己負担だが，35才ぐらいからは60％補助を受けられるそうである。

　学校関係では教育費はすべて無料だが，高等学校では教材費の負担がある。

　小中学校通じて10年制教育であるが，9年目に試験を受けて，即高等学校に進学する事

もできるそうだ。私立校は高等学校まで併設しており，その教育費に対しては県より85％

の補助が出る。

　標準家庭は夫婦とL7子の様だが，かならずしも日本の様な家族機能が望まれている社

会とはいえない様である。
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　各家庭には，それぞれ厳しい躾はある様だが，子供が成長し，進路や職業，結婚に至る

と子供の意志を尊重し，自由に自分の生きる道を選んで責任を持って進んでほしいと望む

親が多い。かっては（20年ほど前），男・女理想像もはっきりあり，自分の子はしっかり学

問をし，良い職についてほしいと子供に期待をかける親が多かった様である。

　男性・女性像も現在は理想とされるものも固定しておらず，男・女の機能的な分化は失

われて来ており，主婦にも給料を出す案まで出ているという。

　公的な書類の家族種別欄にも，両親・片親・未婚のチェック項目が明記されており，未

婚・同棲も社会的に認められている。片親だから，私生児だからといってその子が差別さ

れる事は子供同志の中でもないそうである。

　子供自身は両親をほしいと思ってはいるが，未婚母子家庭児の，両親がほしいと希望す

る数は，両親のある家庭児より少ない。父親の必要性を感じていないのだそうである。（離

婚などの際，子供はほとんど母親が引取りとなるのだそうだ）e

　新聞の広告欄もM／K（男／女）と明記して募集している（かっては明記しないと罰せら

れたそうだ）ほど平等であると，とらえられている。

　余談だが，私達一行がヨーロッパ研修を終え，11月2日帰路に着いた飛行機の中で久し

振りに手にした日本の新聞に，日本でも雇用平等の点から広告募集の際女性制限の表示を

してはならない規約ができるという記事が載っていた．

　子供に期待をかけると，かけられた子は無理をしてしまうし，まず自分が自由にやって

来たのに子に過度の期待はかけられない。子供が家を出るとか，就職の話や結婚の話を

持って来たら反対なんてできないよ，子供の意志を尊重してやるよ。デンマークの大人は

それがオーソドックスだよとざっくばらんに語ってくれた千葉氏でもあった。

　又，ソーシャル・インスペクターのウーセン女史も車で3時間程度しか離れていないと

なりの島のコペンハーゲン市に夫と息子を残しての単身赴任で，帰るのは毎土，日曜日だ

けだが，別にさみしいとは思っていないと語ってくれた。

又，オーデンセ市の福祉課長のフィソ・アナセン氏に市の福祉機構についてうかがった折

も，聴き終り，まだ私達が部屋の中にいるのに，同僚の方と今から帰って夕飯の仕度をし

なければならないと雑談し，さっさと帰ったのである。

　福祉に携わる人々が，社会を代表している訳ではないが，意識，状況からしても，デン

マークの家庭の片鱗がうかがえると感じるのは極端であったろうか．

　現デンマークにあっては，少なくとも他人に迷惑をかけずに，自律（身辺処理＋自己コ

ントロール＋軽作業程度の労働ができる）をし，経済的にも安定し，社会参加ができてい

れぽ，その時点で自立していると判断される事が強い様である。

　したがって，自立していなければ，年令が何才であっても，大人が指導していく形態が
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保障されている。福祉関係経費がある程度かかったとしても，自立以後長期に渡って税の

納入に答えられる経済力を持ってくれるなら，何らアンバランスな事ではなく，自立でき

ずに終生に渡って生活保護費の給付をする事より安あがりになる。との考え方もある様だ。

　その人の考え方，行動が自然であるかt本人の積極的な意志が伴っているか，他人に迷

惑をかけず責任を持てるか等がその人の活動に対する承認判断のポイントになっている様

である。そこで反社会的な行為なら，社会参加の方向に修正指導していくのである。

　喫煙にしても，未成年の禁止も法的なものではなく，15～16才児が吸っていても親が許

可していれば学校も認めている。ただし，喫煙が良いとは思っていない様だ。

　日本における不純異性交遊などの言葉も考え方もなく，喫煙と共に非行の枠内には入ら

ない。

　デンマークでは，同棲生活者が多く，高校生層においても70％近くが同棲中であるとい

う事である。形式にこだわらず，自由に同居する方が経済的にも精神的にも楽であるとの

事もあるかもしれない。が，そこにはかなり愛は不可欠の様である。又，性の解放といわ

れる中で，性教育は小学生の段階からかなり系統的に学校教育の中で行なわれており，正

しい性のあり方，避妊の為の指導が行なわれている。ピルも15才以上になると自由に薬局

で買う事ができるということである。

　しかし，未成年（18才未満）の妊娠は本人にとって，まわりの眼が気になる状況の様で

あり，その様な場合や，母親があまりにも若い場合で本人が望めば，母と子の家（後述の

施設紹介を参照）に入居し母子共に生活の保障と指導を受けられる。施設から母親は学校

に通う事もできる。又，母親が若いし望まない場合の新生児は，養子に出される事が多い

様である。多くの場合，子供は母親に渡されるが，父親も徹底的に探し出され，子供が成

人するまで養育費を払う責任を負わされる。（表4参照）

（表4）婚姻外出生児比（1982年人口500万人）

母親年令（才） 婚姻出生児 婚姻外出生児

～ 20未
3 215

20～24
85 272

25～29
132 145

30～34
100 42

35～39
49 8

40～44
9 5

45～49
0 0

計 378 688
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　UDBY　BEHANDLINGSHJEM所長のDr．　Steen　Mogens　L．　Lassonの話では，デンマー

クの親は多くの物質をf供に与えたが，同じ程度の愛情は与・えなかった。又，最近の傾向

としてデンマーク人の宗教的バックボーンが薄れつつあるeデンマークは，今速い速度で

工業化社会への道を歩んでおり，生活手段として“すり減れば捨ててしまう（夫婦間で

も）”いわゆる使い捨ての時代に入ったといわざるをえない。との事であった．

　日本の様に路肩のいたるところに自動販売機がある様な光景は一斉見られず，まったく

ないさっばりとした通りであり，空缶公害や悪書問題など起きようにもないと感じたし，

テレビも国営一局で，放映時間も短いので見すぎなどの問題もないとの事であったが，最

近ビデオの普及で頭を痛め始めているとの事であったtt

（注3）外務省西欧第2課資料欧酉＝｝亀85－25昭和60年5月

ボーゲンセ市の家並
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4．施設対象児童の発見と入所経路

　デンマークでは，家庭は一種の生活共同体（KOLLEKTIV　FAMILIE　PLEJE）である様

にも感じられ，傾々の自由を尊重した家庭内のモラルが確立していない場合．又，親が未

熟であったり，自由とわがままのけじめがつかない様な場合は子供自身にもモラルがつく

れず，自由のはき違いが起きてしまう。

　その様な場合，家庭内不和，家庭崩壊が生じ，子供は情緒不安を起こす．解消できない

と学校不適応から落ちこぼれ，窃盗・恐喝・殺人等“非行”に走り，社会不適応を起こし

転落が多い様である。“社会不適応児”として就学の免除などになってしまうと，就職に

もつきにくくなる様で，福祉対象児童として治療指導等を受ける事となる。

　FAMILIE－VEJLEDNING（家族ガイダンス）によって顕在化したケースで，　Ussen女史

の扱ったものを例示してもらえた。

　ボーゲンセ市（人口6200人）にはソーシャル・インスペクターは3名いるそうである。

（例1）　情報ネット（図2）の学校の教師より，子供の様子・服装などがおかしいと通

報がある。

　子供に会い，家庭訪問する。問題について聴くと，ワーカーが出向いて行く事もあり，

わりと気軽に話しかけてくるそうだ。（高年令の人ほど，義理がないと躍躇する事もある

そうだが，拒否しないでワーカーを利用してほしいと努力する様だ。）

　往々にして，父親の失業による収入減が原因で，夫婦喧嘩から子供が情緒不安を生ずる

例が多い様だ。

そこで，

第一に，経済援助を行なう。

第二に，子供の環境を考え，寄宿制の学校に移したり，施設の収容を考える事もある。

（例2）　福祉国家となり，家庭が豊かになって来るにつれ，ぜいたくになり，ブランド

商品を身につける子が多い傾向になって来ると，それがほしくて小遣いがいるが，そんな

に多額の小遣いがあるわけではなく，その小遣いを捻出する為に盗みをはたらく。

　これに対し，まず悪くなった環境からつれ出す事を考える前に，親が子を養育する意識

・ 意欲があるかどうかをチェックする。

　意欲はあるが非力であるなら，生活指導員を派遣し，援助する。

　生活指導員は，子供に付添って学校までいき，いっしょに下校する事もある。又，ブ

リータイムセンター（学童保育の様なもので，費用は市が負担する）を訪問したり，クラ

ブに入れて仲間作りをしたりする。
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　最後の手段として，家庭から離す事を考え，その前に現状以下にならぬ様に予防措置を

行なってみるとの事である。

（例3）　中には，子供の方から「もう施設に入りたい」と言う子がいる。これは，入る

と，いままで家庭ではしてもらえなかった事や，いろいろな事ができるのでむしろ楽しい

のである。

　たとえば，洋服・小遣いについてもしかり，乗馬，水泳，海外旅行（陸つづきなので，

車さえあれば5～6時間でいけてしまうそうだ）等，各施設ごとにアレンジしているので

体験できるということである。

　子供を施設に入れてしまえばソーシャルワーカーの仕事は終るわけではなく，収容され

ている間の子供の発達状況，心理状況等々をホローする。かつ，家庭の方も並行してカウ

ンセリングを行ない，子供が帰る為の家庭作り，受入れ体制を指導するのであった。

　親からは往々にして，アルコール問題が起きやすく，アルコール中毒の面倒もみなけれ

ばならない。又，失業＠えに手持ち無沙汰にしている事が多いので，手仕事や市の行なっ

ている作業（日雇い作業の様なもの）に決った期間つかせる事等もさせたりする。が，そ

れでも，中毒が治らなければ，アルコール中毒者収容施設に収容し治療を施す手配をする。

　ボーゲンセ市内には，児童の収容施設（県管轄）を持たないので，施設収容の為子供を

家庭から離すと，他市（施設所在地）に住みついてしまう。再び家庭にもどって来ても，

うまくいかないのが現状である。

　他市所在の施設に入れても，その費用は子供の出身市が負担し，家族が転居した場合

は，転居先の市のワーカー宛に記録・書類を送付する事によって，転居先のワーカーが引

継ぐ形となるそうである。

（例3）　社会不適応児は上昇傾向にはなく，横這いの下降気味だが，夏休み中にあった

ケースは，

　A子が非行に走る。学校登校拒否も始め，社会不適応となる。その理由はというと，上

の姉二人が施設入所していていろいろな良いサービスを受けている。又，施設内学校にも

通っている。そんな恩恵を自分も受けてみたい。施設に入りたくて非行をやっている様に

みられたとの事であった。

　そこで，まず家庭から離す前に，家庭に派遣される子供を指導する先生（生活指導員）

を付け指導し，学校や放課後のフリータイムセンターにも同行し指導を行なった結果，効

果があったとの事である。効果があがった訳は，母親が若年であったり生活指導員の様な

知識を持っていなかった為に子供をうまく教育できずにいた為であった。

　生活指導員を派遣しても良くならないと，ワーカーが判断した場合，ワーカーは“里

親’や“施設”や他の教育機関も考えていくのである。
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（表5）家庭から施設に収容された数（1982）

　　　年令（才）

施　設
0～6 7～11 12～14 15～］7 18～19 20～ 計 総計

女 754
1，347 1，210 1，713

368 36 5428
里　　　子

男 412 787
？28 1，022 208 25 a182

a610

施　　　設
女 508 850

1，084 1，819
398 56 4715

男 274 541 765
1，108

241 34
2，963

τ678

女 8 7 5 8 2
一

30
病　　　院

男 5 6 5 5 1
一

21
51

全寮制学校
女 4 18 181 604 89 13 909

男 2 14 129 351 50 8 554 1，463

女 1，274 2222
2，480 4，144 857 io5

11，082
計

男 693
1，348 1，627 2485 500 67

6，720
17，802

総　計 1，967 3570 4，工07 5629 1，357
172

1τ802
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5．施設養護の現状と役割

　デンマークでは全体的に居住型の児童福祉施設の数は減少して来ており，児童を施設に

入所させないように，問題家庭，親に対する多様な援助，指導がなされている。そして，

従来の居住型児童福祉施設に代るべき代替施設として発展して来たのが，コレクティブ・

ペンションといわれる生活共同体である。この様に脱施設化の方向に進んで来てはいる

が，治療・訓練のために一定期間収容することが必要なケースもある。

　情報ネットワークから通報された問題ケースは，まず，コミューンのケースワーカーの

もとに伝えられ，ワーカーは関係者，機関と連絡をとりながら，一方で面接・指導・援助

の手を差しのべる。つまり，子どもの問題の背景には必ず，親・家庭の問題があるという

前提に立って，第1段階としてその家庭の親子関係，家庭の機能を建て直すべくワーカー

を中心に指導・援助を進めていくのである。

　今，ある家庭に於いて，夫が失業し，酒びたりになり，夫婦ゲンカが絶えず，家庭内が

暗くなり，子どもが情緒不安定な状態が続き，学校も休むようになったケースが発生した

場合，ワーカーは情報をキャッチするとまず家庭訪問をし，家庭の状況を正確に把握し，

関係機関と連絡をとり協議する。次に失業手当てを支給することによって経済生活の安定

をはかる。学校の教師も同時に家庭訪問をする中で子どもの登校について本人・親に対し

て指導しこの家庭が安定するよう援助するのである。しかし不安定な期間が長く続き，子

ども自身の問題性が顕著であったり，親の子どもに対する養育態度，能力に問題がある場

合には子どもを家庭から切り離して里子あるいは施設収容という措置がとられる。

　福祉法第42条には「麻薬，アルコール中毒，犯罪，あるいは心身障害のため就職，就学

できない，いわゆる社会不適応児に対し，市の福祉課は彼等を自立させるべく，当人，あ

るいはその家庭に生活指導助言者をつける。また特に教育，職業訓練，体力訓練，社会化

への生活環境として養親家庭（里親），社会性教育生活共同体を奨励し，そこへ収容し必要

な助言・指導をする。」と規定している。

6．社会不適応児の在宅ケアの現状

　前述して来た様に，デンマークでは家庭というものが血縁関係にはあるものの共同生活

者的意識の方が強く，人間として自立し積極的に社会参加していける力を培う場所として

ある様に感じる。自立できている大人（親）が，まだ未熟な子供に対し，愛情や信頼を

べ一スに，保護しながら，躾ける人間関係を自然に保ち，又努力している。

　基本的には，子供が育った基礎グループが家族であり，家庭環境を維持できる様に周囲
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が見まもり，助け合っている。が，問題が発生した時は，ソーシャルワーカーが中心と

なって，“FAMILIE－VEJLEDNING（家族ガイダンス）”を行ないながら，生活指導員に

より家庭を建て直していく。

　家庭のもつグループ人数，生活環境をできるだけ変えずに，問題のみの解消を図ろうと

する考え方や努力はいたるところで現われていた。

　役所の窓rlが一本化，中央統括より分所把握，各地区の相談所，生活指導員を公募する

ことにより対象家庭の生活地域内で指導体制をつくる。

　家庭に対し，共働きであれば子供は幼稚園・保育園に入れる努力，クラブ活動，フリー

スクールセンター活動（放課後や夜間に活動している）。をポイントにおく。それでも解消

しなければ里親・施設入所となる。が，そこでも家庭を重要視し，従来の生活環境をでき

るだけ変えない方策がとられる。

　施設入所しても，従来通っていた幼稚園，学校に通わせる。施設と幼稚園間が離れてお

り，公的な交通機関（バスなど）が不便であれば，45kmも離れていてもタクシーを使って

も通園させるとの事である。

　いかに子供の環境を変えずにおき，環境（人的・物的）変化による子供の情緒不安をい

かにふせぐかの努力が過度なまでに配われている。生活環境の変化からくる緊張，葛藤を

できる限り避け，心の安定と共により早く積極的な前向きの思考判断ができる人にさせる

かが方法である様だ。

　退所においても退所一年くらい前からグループホーム的な環境においたり，かって住ん

でいた住居地域により近い里親に委託しなおしたりして，家庭の再現以を図っている。

　上述の事から，デンマークの福祉にあっては，いかに家庭環境を重視しているかが理解

できると思う。しかし，ここで困乱してはいけないのは，前述もしたが，“家庭＝血族集

団”というとらえ方ではなく，“家庭＝共同生活集団”，家庭はごくごく自然発生的に生

まれた基礎集団であり自然環境なのだというとらえ方に立っているのではなかろうか。と

いう事である。

　デンV一クの福祉を見聞して来た中で，よく聞かれた“責任ある自由”と共に，“自然

な考え方”という言葉もよく聞かれた様に感じる。

　自然に発生した積極的な行為は，いかなる要因が含まれようとも，まずその存在を認

め，次に，いかに正しい社会参加に結びつく意識化ができるかを推進させる。

　存在する自然性の上に立って，いかに問題を克服・解消させようとしているかは，ボー

ゲンセ市福祉課長Mr．　Hans　Kristian　Pedersenのボーゲンセ市における福祉の状況を伺っ

た時，Faelledvej（ハリストレフ）の専業里親の千葉忠夫氏からデンマークの国民，家庭の

考え方や状況を伺った時にも，充分感じとる事が出来たのである。
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　時には個人の意志の尊重に，時には問題解消を図る時にできるかぎり子供の環境を変え

ず家庭においたまま処遇しようとする点にも感じられたのである。

（1）　ミリュ・アーバイト

　さらに，範囲を拡大して柔軟性を持たせていったところに“ミリュ・アーバイト”の考

え方が位置づけられている様に感じる。

　“ミリ＝・アーバイト”はオーデンセ市のSOCIAL＆HEALTH　SERVICES　DEPT．

TARVP　REGIOMAL　OFFICE（地方分所の福祉・衛生部）を訪ずれた時，中央部に勤務

するProject　LeaderのMr．　Christian　Frederiksenより伺った。今でもあの熱っぽい語り声

が耳に残っている。

　“ミリ＝・アーバイト”とは，一言で言えば“環境に密着した仕事”ということの様で

ある。が，日本で言われているコミュニテ4ケアとは異なる様だし，英訳の

Community－careとも違うとの事であった。

　筆老なりの理解によれば，説明してくれたプロジェクトの例が，その実践ではないかと

思えるので，その過程を紹介したい。

　これは非行ケースの減退・解消を目したものである。

　（図1）における市議会下の5つの委員会のうち福祉・衛生部③と学校，フリータイム

センター，文化部④の各委負会は，③が家庭や個人が対象であり，④はグループが対象と

の違いがあるものの，起こる問題は類似しており，むしろ④からの落ちこぼれで難しく

なったケースを扱うのが③であり，③と④が連係して協力し合えば完全にカバーされるの

ではないか。さらに地域の種々のグループ（ボーイスカウト，クラブ，その他）の人々が

福祉の人と密着すればよりよいケアが生まれるのではないかという仮説による。

　デソマークには，S：SKOIE（学校），　S；SOLIALOGSUNDHED（福祉衛生）J　P：POLITI

（警察）の“S・S・P”組織があり，非行減退～予防にと効果をあげているという。

　オーデンセ市は1969年にいちはやく体制を整えた。

　③と④の間では，仕事をするにあたり往々にして重複する事があり，作業をよりスピー

ディに行なう為にも遅れを防ぐ為にも。又，学校には教師，医者“心理学者等がおり，登

校拒否児の対応の為に連係作業をした方がよりよい仕事が出来ると判断された。市の予算

からも③と④の予算をプールし，よりよい仕事になる方法を見い出そうとしていた。

　1969年・準備開始。

　1972年・実際に活用を始める。

　その後3年間追跡調査をする。内実は，再犯等が起きているが連係作業は何もされてい

なかった。

　これではいけないと考え，子供と接した職員はすべてデータを集めて連係を図れる様に
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し，非行・犯罪としてとらえずに社会的な現象、問題としてとらえる様にし，対策も情報

を持っているのではなく，よりアクティブに学校・家庭にと出掛けて行き，解決していか

ねばよい結果は得られないと判断。　調査してみると，問題を起こす子供は非行グループ

に属している事が多い事がわかり，グループを把握して治療・対策を練り，確かめる調査

を行なったのである。

　地区を5ケ所選定し（表6），4年半かけて職員を派遣，追跡調査をした。

　この結果，環境やその子の属するグループが，非常に影響している事がわかり，それを

対象とおく。

　　　　　　　　　（表6）

A地区 犯罪の多い地区

B地区 住宅街

C地区 中心街に近い住宅地

D地区 団地地区（ベットタウン）

E地区 上流階級の多い住宅地区

　施設や治療方法を考えるのが適切ではないかと気付いたのである。

　又，この調査で，非行を起こす理由として，児童が退屈し，行き場のない事にも起因す

る事が発見される。市内のクラブ数も足りないと判断され，余暇利用施設を設置していく

事を検討する事となる。

　どんな事に誰が責任を持って遂行するかの点を明確にする為③と④のトップ会談の必要

を決定づける。

　1980年，施設長J③部ディレクター，イレセクターと，④部内の学校長，クラブ等の会

長のトップ会談が行なわれる。

　青少年が触法行為をすると，記録は警察から福祉課に送られ，さらにその子供の住居地

管轄の分所に送られそこでケアされていく形となる。予算上，触法児以外の子も扱う。

　さらに，調査の分析により、その子のグループの拠点がある地区以外の子も加わってい

る事。又失業率と犯罪率は比例している事がわかった。

　それぞれの地区で，発生場所の地図化が出来，その地区の学校の教師，フリータイムセ

ンター職員，クラブ指導員が集まり討論を重ね，その結果，その子，グループと接触する

様になると犯罪率が止まった。

　行なった仕事の方法は，いろいろなアイデアに対し試みをし，適切なものを改善してい

く形式をとった。

　警察からの記録によれば，再犯率は4％以下となったのである。

　4年間で収容率は12～13％さがった。他市は逆に25％上昇しており，余暇活動の利用
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のさせ方の指導が，非行防止に役立った事が裏付けられた。

　学校の教育内容もJ子供の学校疲れを考慮し，クラブ活動を含む内容に変えた。

　現在，余暇利用施設に対する考慮は，

年　令 考　　　　　　　　察

7～9
　市立のフリータイムセンターが半数をカバーし

ている

10～14
　余暇利用のできる施設が少ないと犯罪が増える

ので，施設の増強を望む

15～17
　100％以上あるのに，低年令層や他市児が利用

できないので，その点のならしが必要とされる

となる。これから各地区等の共同作業が必要とされ，さらに将来は福祉関係者だけでな

く，一般の人々もかかわる法人団体を組織する様にならないといきづまると語ってくれた。

　この様な背景の中クラブ奨励は積極的に推進されていき．現在最低2人が集まり，活動

内容と共に市に登録すれば，集会経費85％，連絡・プリント等の通信経費として1人50

0クローナ（約12500円）まで補助金が出る。他人に危害迷惑をかけなければ，補助金は毎

月継続され報告書等の義務付けはないとの事でもあった。

　青少年がアクティブに出して来たもの，出しているものを，自然なものとして受けと

め，それをいかにより良いもの，社会参加になるかを目指して，指導していく。一人ひと

りの意志，行為を受けとめ，それが，反社会的なもの，反社会的なものになる危険性があ

るかの点で規制，撲滅を図るのではなく。現在より，豊かな人間になり，より積極的な社

会参加になる様に指導していく。

　子供の養育の観点においても，同様の思想が培われている。

　人も，社会も，物心共に豊かになる様に，社会（公的機関）ができるかぎりの援助を与

えている。

　「国民同志が相互扶助をしなさい」というのではなく，社会・国家の責任で，国をささ

える人造りの観点に立って，国民一人ひとりの成長をささえようとしている。

　金がなければ金を，人がなければ人を，環境がなければ環境を与える事によって，問題

障害の為に情緒の不安を露呈し援助を求めている者の精神的なゆとりを持てる様にする。

問題・障害を克服する治癒力を己の中から沸き出させるのは，個人の責任と努力である。

社会の中で生き，生活する意志の個人を尊重するものであり，その意志，力が弱まった時

に個人を尊重しながら，治癒力をつけさせる。そこに在宅ケアを推進する思想背景がある

様に感じる。

　したがって，日本ではともするともてあまし気味の暴走族であるが，デソマークでは，
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そのアクティブな行動を受け入れ（認めているわけではなかった），住民に危害を加える

事は禁止しながらもそうならない方法，場所を指定し与える事によって，青少年のエネル

ギーを発散させようと図った。指導にのせるのに5年間を費したそうだが，現在，補助金

を出せるモータークラブとして13グループが登録しているそうだ。武器等も持っている事

もあるようだが，グループ間のトラブルが発生すると，十二分に話し合わせる指導をして

いるので，現在は派閥争いは起きていないそうである。

　暴走族に対する指導の方法にみるに，家庭においたまま，地域においたままのケアーを

するのは，予算の停滞・削減による安上り福祉を目指すものではなく，又，大人の規範，

期待路線上にその子が乗っているか，乗せられるかどうかで援助を考えるのではなく，そ

の子のあらゆるアクティヴィティを受容し，そのアクティブな力を積極的な社会参加に結

びつけようとし，個人の意志力，行動力を尊重し，話し合いによる指導で責任ある自由を

意識させ行動させようとする。

　デンマークにおける里親は日本と同様に生業を持ち，社会的に自立している家庭が里子

を預かる場合の他に，『専業里親』として里子を養育する事を生業にしている家庭がある。

　デンマークにおいては子供にとって，親より生れ出た環境としての家庭が，人間関係の

上でも，設備環境の上でも，より自然な環境であり，その自然な環境の中で豊かに育つ事

が子供にとって権利であり，それを保障する責任が社会（国）にあるとの認識がある様に

思える。（前述もしたが）ここでいう家庭とは，一人の人権を持つ子供を社会的に自立した

人間に育てる大人と育てられる子がいる人間関係を保つ生活環境を指す様に考えられるの

で，その人間関係を保てなくなったら，子供の為に同類の環境を与える。その環境の一つ

が『里親』であり，『施設』である。訪問した種々の施設でもより家庭に近い環境を作ろうと

努力していたし，唯一家庭ではないと明言されていた“UDBY　BEHANDL　INGSHJEM”

（ウッドビー情緒障害児特別治療施設）も治療方法は親を含めた家族治療を行なってお

り，家庭を単位とした生活環境，意欲の回復を図っていたわけである。

②　里親

　人数的にも，より家庭に近づけた環境のものとして，里親に社会不適応児を預ける施策

が発達し，より重度の社会不適応児を預ける里親として『専業里親』があるようだ。

　里親には，未婚の母でも養育能力があるとみられ，本人にも意志があり，在住の市に認

定された者なら誰でもなれる。が，本人の人格，祉会への貢献度，経験などかなりのバッ

クグラウンドが必要のようである。

　養育費（措置費）は，里子の出身市の負担であり，里子一人3500クローナ（約87000

円）の基準額に，社会不適応度，養育難度（10段階に区分）を考え合わせた額で決定され

る。決定は，里子の出身市のケースワーカーと里親間の話し合いによるのであり，里親

一 28一



は，養育難度を主張し，（専業里親の場合はその養育費で生計を立てている），ワーカーも

配慮するようである。

　しかし，里子が来なければ『専業里親』を廃業せざるを得ないわけなので，そうならない

様に，全国の市に自己PR（里親としての特技，特異牲一柔道，空手，芸術，体力作り，

旅行など一や指導方針など）をして声をかけておく事も必要なようである。

その指導法の特異性が理解されていないと，里子の委託を認めない市も出て来，その為に

生活も不安定になりかねないので，最近は里親同志の組合結成の話もあがっているそうで

ある。

　里子の年令も0才～40才位までが対象となっており，社会に適応できず養育者として不

適当であると市の福祉課に認められた親子，高令の心身障害を持ち養育能力に欠ける親子

・
勤めは持っているが自立できていない者なども里子として委託される事もあるようであ

る。里親への委託人数は4人までであり，5人の受入れがなされる所は施設と認定されて

いるところであり，職員は3名以上と定められており，県の認可，管轄なのだそうだ。

　委託決定の時，里親に預けるか施設に入所させるかの判断は，子供の環境上，

　・親を見たくない気持の有無

　・代親を必要としないか

　・兄弟がおり里親側で預かれるか

　・里親委託するには時間がかかるが，施設は即入所できる

　以上の点をポイントに判断の違いがあるようだ。

　また，決定の重要なポイントの1つとして，子供（里子）の意志があるかどうかである。

里親との面接，居住する家の訪問，試し入居等の上に里子の意志により決定していくとい

うのである。又当然，里親家族の受入れ意志も必要である。この様に互いの意志に基づい

た関係の上で共に生活をしていくわけである。

　里子が自立できたかが解除ポイントの様であり，自分の責任のもとに自分で決定して里

子になったのであるから，本当に自立できる様になる努力をすべきだ。現里親の場所がい

やなら自分にとってもっと住み良い場所を選んで移ればよい。ここに来たい子供はいくら

でもいるのであるから，出ていきたいのなら留めない。自分の意志で来たのだから，自立

できる様に努力する責任がある。自立できていない点をあげ，さらに努力と責任を持たせ

る指導等も行なわれていたe



7．社会性不適応児の施設処遇

　（1）社会不適応児の把え方と処遇

　私達が訪問した母と子の施設，青少年アパート，ビルクルンド子供の家，ウッドビィ特

別治療ホームの4つの施設の措置理由を基に考えてみると，母と子の施設の場合，男性と

の生活が暴力や人間関係でうまく維持できなかったり，子供を虐待しうまく育てられない。

アルコール中毒，精神疾患，能力の問題で一般的生活が維持できない等であり，青少年ア

パートの場合，親と意見が合わない，貧困や住む場所（部屋）の問題等で親との生活がう

まくいかなかったケース，ビルクルンド子供の家では，親が貧困やアルコール中毒であっ

たり．崩壊家庭であったりで正常な家庭生活が営めなかったり，児童の覚醒剤使用などで

正常な社会生活が営めなかった。ウッドビィ特別治療ホームでは，自閉症的であったり，

乱暴や粗暴で正常な人間関係が形成されず，両ケース共，いつも何かに脅えているという

事である。

つまり，親，家族．もしくは本人に表われた何らかの問題や欠陥（環境的なもの，気質的

なもの）により，正常な家庭生活や，社会生活が営めなかったり，正常な人間関係が形成

されない状態をすべて含んでいる（しかし，デンマークでは飲酒，喫煙，不純異性交遊は

この範囲に入らない）。

母と子の施設では，炊事，洗濯，掃除，縫い物等，家庭を維持する能力を養う為の指導を

行なったり，職業指導をしたり．伴設の幼稚園のお手伝いをさせ育児の方法を学ばせる。

特に育児に関しての指導は大切で力を入れている。それは母自身が小さい時不幸な育ち方

をし，正しい育て方を学んでいないからである。又，グループでセラピィをして，数人の

グループとの関係を持たせた生活をさせる。グループの仲間に何でも打ち明けられるよう

働きかける。それは人間関係の持ち方や付合いの方法を学ぶ事になる。退所後職員との関

係はなくなっていくがグループ内の付き合いが力となって生活を支え合っていけるからで

ある。

次に余暇を積極的に利用した生活をさせる。今までの閉鎖的な貧しい社会生活でなく，ア

クティブな社会施設の利用や公共施設の使い方を教える。以前は，酒場しか行く事を知ら

なかった人々，映画館や，図書館の利用の仕方を教える。又，以前いた環境，学校，職場

とは関係を保つ為，従来の利用施設に通わせている。従来の人間関係を断ち切らずに，作

りかえていく方法で関わらせている。又，自分をみつめる為の指導もしている。

次に青少年アパートにおいては，食事や掃除は全員が参加して当番制で行なう。特に他の

施設から来た子は過保護に育っており，全生活を自分で行なう為（自律）の指導をする。
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将来1人でアパート生活ができるよう，お金の計画的使用ができる訓練も行なうe仕事に

きちんと行く事や学校に行く事は自分の責任として行ない，又社会性を養う為，入居者に

一般希望者を認めて相互の影響を図ったりJ町の文化クラブや，運動クラブに参加する事

も余暇利用の方法として奨励しており，自施設内に集会場は設けていない。夜の外出も認

めているが，次の朝起きて仕事に行く事を考え，自分の責任で判断する。当アパートの住

民会議への出席は義務づけられている。内容のアレンヂや，議長を交替でやったり入退所

者の適正検討をしたりして社会性を養う。

　ビルクルンド子供の家では，食事作りには子供も手伝いに入り，朝おこしを週番児童が

交替で行なう。キャンプや旅行等の活動も展開する。職員との信頼関係を形成する為，下

校後2時間程いろんな会話をする。又自分を見つめ，個性を育てる為，1時間程静かにす

ごす時間が組まれている。

　ウッドビィ特別治療ホームでは，食事については朝食，昼食は自分達で作って食べ後片

付けをすべて手作業で行なう指導をする。又衣類や遊具等の使用もするが作る事もある。

内にこもる子供や乱暴な子供である為，人間関係の回復を重視し，スキー，サイクリング

やアスレチックを通して，自分を鍛え，困難に打ち勝つ勇気を育てる。そして感情を外へ

出す事により情緒を満足させ，行動を安定化させる。その為（場合によっては指導員が起

居を共にし），気持や身体をときほぐす事から生活，処遇は始まると考えている。

　以上の処遇の内容を整理してみると，①職員との人間関係を通して信頼関係を学んだり

回復する処遇。②食事作り，清掃，洗濯等，生活の営みを通して，生活維持能力を身につ

ける処遇。③勇気や耐性，欲求をコントロールする力を養う処遇。④自分をみつめ，ふり

かえる力を養う処遇。⑤社会との関わりを広げ，様々な人間関係を学ぶ処遇。が展開され

ている。換言すれば，個人が社会的に自律した生活を営むのに必要とする能力を養うため

の処遇が展開されていると言える。

ウッドビィ特別治療ホームにあるアスレチック
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　母と子の施設では，以前いた地域の幼稚園，学校，職場に通わせ，地域との関係を断ち

切らずに処遇する。幼児において収容はケースワーカーの任務であるが，通所は親の自由

である。青少年アパートの場合，仕事を捜す時，施設から来たというと相手が考えてしま

う事があり，まだ理解が十分されていない。だが住宅地の住民から白眼視される事はな

く，生徒達は町のスポーツクラブや，文化クラブに通い，社会性を身につけていくという

考えであり，外出等は自分の責任で行なっている。

　ビルクルンド子供の家では地域の幼稚園，学校へ殆ど通っている。級友，先生等の来園

を歓迎し茶菓子の応対もする。伴設の木工所へ近くの施設（かっては青少年アパートの生

徒も）から5名通って来ている。

　ウッドビィ治療ホームでは，入所後1年経ってから地域の学校へ通わせる。家族治療の

時，買い物や，ピクニック等で出かけたり，ラムを焼く時には，近所の人を招待するとの

事である。

②　家族治療

　母と子の施設の場合，もといた家庭に復帰させる事を基本に出身地のケース・ワーカー

と共同作業を行なう。家庭へ帰らせたり外泊をさせたりし，関係改善や家族の受け入れ等

についての指導をする。幼児観察施設の場合も観察期間が終ると，もといた家庭に戻す為

の調査を行ない，困難な場合，出身地の近くの里親に措置する事もある。又養子に出す場

合は，里親の時とは違って親との関係は一切断たれる。ビルクルンド子供の家では親の来

園はいつでも受け入れる。その為の部屋も用意されている。問題が児童のみ家庭のみの一

方に存在するのではなく，両方に何らかの問題が存在すると捉えている。退園一年前位か

らグループホームにて自立の為の生活が行なわれる。この時点で職員は家庭調査や親の指

導にも力を入れて処遇する。

　ウッドビィ特別治療ホームでは，家族治療の為，各寮に3ユニットの家族舎が設けら

れ，寮内には親子で泊まれる続きのベッドルームが用意されている。年間500時間，30～

40曰くらいの家族治療のプログラムが組まれている。月に数回，一週おきの週末（金，

土．H）施設で又家庭で生活をさせる。森ヘピクニックに行ったり、料理を作ったり，又

家族以外の子どもと一緒に過ごしたりして，生活のパターンを変えさせる指導をしている。

このプログラムの最後には必ず職員も入り反省会を持ち，良かった事悪かった事を確認し

次回のジャンプ台とする位置づけがされている。

　このように，もといた家族との生活回復を目標に施設での処遇がある。典型的にはウッ

ドビィ特別治療ホームのように計画的なプログラムが組まれた家族治療が展開されている。

社会性不適応現象を作り出した要因は子どもにも家族にも存在するという捉え方で家族調
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節，指導がなされている。この場合，必ずしも施設の職員が関わるのでなく，出身市の

ヶ一ス・ワーカーが担当する事もあるe

　（3）生活集団と職員体制

　デソマークでは専業里親の最大措置人員は4人で5人以上措置する場合は施設として位

置づけられている。

　母と子の施設（家）は定員12名（子どもも12名）で，4名程のグループでの生活の関

わりが成されている。幼児の観察施設では，0才～6才の子ども24名定員で，4グループ

に分け1グループ6人で生活を組み立てている。

　青少年アパートにおいては10軒のアパートがありJ1軒に4人、定員38人，一般から

募集した青少年22人，生徒16人で，各ハウスに一緒に協同生活をしている。一般の青少

年との生活の中で自然に，生活の仕方，考え方，行動等々について知らず知らずのうちに

影響を受けて治療され，社会性の獲得に役立っていると捉えている。

　ビルクルンド子供の家では，本館に7人のグループと10（9）人のグループが，そし

て，グループ・ホーム2軒あり4人と3人（自立前の子ども）が住んでいる。18人定員だ

が5人オーバーして23人が住んでいるe

　ウッドビィ特別治療ホームでは1家8人の子どもが住み全体で24名定員である。最初の

6ケ月は二人部屋で生活を営むようになっている。全体でみると，3～4人（グルーブ

ホーム）くらいのグループから10人のグループでの生活集団が形成されている。一番多い

のが6～8人のグループである。又，2才から個室での生活が行なわれるe個性を育くみ

自己をみつめる為であろうか。日本の施設と比して決して大きくない施設に，6～8人の

生活集団での処遇。大きな集団での処遇は余程強力な指導をしないと機能しないが，小さ

な集団だと，自然に伝わるものもあり，静かで安定した処遇が展開できると思える。

　幼児の観察施設では6人のグループに7名（実習生も含む）の生活指導員が配置されて

いる。つまり幼児24名に指導員28名で，それに栄養士，調理、事務，施設長は別枠で配

置されており，必要に応じ医師，ソーシャル・ワーカーの面接もある。母と子の家の施設

長は心理学者である。青少年アパートでは16人の生徒に対し，指導員4人（午前2人，午

後2人，週末は1人）＋実習生と事務所員1名，用務員1名が配置されている。各ハウス

の生活は住人による協同生活が行なわれており，職員は，生徒が仕事をさぼったりした時

に指導に行ったり，職場捜しに一緒に出かけたり，ハウス会議や，住民代表者会議に出席

したり，入寮の相談や決定をする。ビルクルンド子供の家では，各グループに6人つつの

生活指導員の配置があり（交替勤務），グループ・ホームには4人職員が配置されている

（実習生も含む）。全体では23名の子どもに対し，施設長1人，生活指導員（男性＝12

人，女性二4人）＝16人t事務員1人，家具大工指導員2人，用務員7人と常時実習生2
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人（計27名＋実習生2名）が配置されている。

　ウッドビィ特別治療ホームでは，各寮に8人の子供と8人のスタッフが住んでいる。全

体として24名の子どもに．ソーシャルワーカー2人，臨床心理学者2人，精神科医1人，

指導18人，教師6人，その他15人計44名の職員配置がある。ここは，子どもとの信頼関

係を築くため起居を共にすることもある。

　これらを総合して考えるに，青少年アパートを除き，児童の生活集団6～8人に対し，

ほぼ同数の生活指導者の配置がなされており，それに，ソーシャル・ワーカー，医師（心

理・精神）等々が配置されていることは，処遇の中でそれら専門家による，心理療法，作

業療法，遊戯療法等が展開され治療効果をより大きくし得ると考えられる。又，小集団で

の生活は，信頼関係が成立し易く，情緒の安定も図り易く，強制や強力な指導でなく，静

かで安定した処遇が展開できる条件が保障されているように思える。

　どの施設を訪問した時にも，常に実習生が生活の中に配置されていた事が目についた。

　デンマークでは3年間専門教育を受けた後，国家試験を受けて，ソーシャル・ワーカー

等になれる訳であるがtこの3年間の教育期間中，1年間は施設等の現場での実習が課せ

られており，職員養成における現場体験を通した，技術，実践力の養成に力が入れられて

いる事がわかる。処遇内容の向上につながる職員の資質の豊かさを条件づける養成方法で

あり，日本の場合と比べ実践力に重きがおかれているように理解でき，見習いたい点であ

る。

8．まとめ

　ゆりかごから墓場までという言葉は社会福祉・社会保障の進んでいることを示す代名詞

の様に言われて久しいが，今回デンマークの社会福祉の法体系，制度の一端に触れ，ボー

ゲンセ・オーデンセ両市だけではあるが，行政をはじめとする具体的な施策，又新しい形

態である社会教育生活共同体（コレクティブ・ハウス・母と子の家等）についても，見

学，研修する中で福祉国家としてのデンV一クの姿を確かめることが出来た。

　確かに北欧に位置し，スカンジナビア諸国の影響下のもとに1976年，ピスタンスロウと

いう世界に誇り得る素晴らしい社会福祉法が制定され，法のもとに社会不適応児はもちろ

ん，すべての児童，母子，同棲中の学生，失業者，身体障害者，老人と幅広い対象に対し

て福祉の手が差しのべられている。見方によっては至れり尽くせりという感じがするし，

高福祉高負担の原則で高い税金を納めている国民は当然の権利としてその恩恵に浴してい

るともとれるが，反面それでも尚，島を出て都会へ憧がれる若者が絶えないこと，婚姻外

関係（同棲，未婚の母）での出産届出数が2倍近いこと，未成年の喫煙は日本のように法
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律で禁止されていない。異性との交友もすぐ問題と結びつけ不純異性交友と見がちな日本

とは違うこと，又高校生の実に70％近くが同棲し，法の下の援助を受けながら通学してい

ること。性についてもタブーではなく幼児の段階から家庭で，学校教育，社会教育の場で

性教育が行なわれている点など考え合わせると，デンV一クの社会福祉は安定した政治・

経済の上に成り立っており，“責任ある自由”の名のもと他人に迷惑をかけない最大限の

自由を国民，特に若者は追い求め，国家は法の規定に基づき，これを保障しなければなら

ないのが現実であろう。しかし，教育費無料，医療費が安く，老後のことを心配する必要

がない等のある面では羨やましい福祉行政を可能ならしめるためにはそれを裏づける予算

がなければ不可能である。

　今回の研修はそういった意味で社会福祉の先進国であるデンマークでの研修であった

が，人間の幸福につながる福祉の内容（目的・法律・組織・活動等）が高度であればある

程それの裏づけとなる財源もなけれぽ不可能に近いということも学んだ。

　前述もしたが，デンマークの現状と，今後の展望についてウッドビィ特別治療センター

のレ・ラーソン博士の話されたことを再度述べたい。

「離婚や崩壊家庭というこれ等の傾向は残念ながらしばらく続くだろう。デンマークの親

は多くの物質を子どもに与えたが，同じ程の愛情は与えなかった。又最近の傾向としてデ

ンマーク人の宗教的バックボーンが薄れつつあるように思う。

　デンマークは今，早い速度で工業化社会への道を進んでおり，生活手段として
s　　　シ　　　i　　　，　　　s　　　1　　　シ　　　　　　　ト　　　’　　　シ

すり減れば捨ててしまう（夫婦間でも），いわゆる使い捨ての時代に入ったと言わざるを

得ない。」

「機械で人の命の入っていない物を簡単に作り出すところに，大切にしたい，修理しても

使いたい気持が育たない。」

「二千年も前にすでに多くの哲人が人間学を説き，哲学を教えられているのにそれが生活

に現われていない。哲学を学ぶ必要がある。ルソーも『自然に帰れ』と一番今の人に投げか

けているではないか。我々のエネルギーを人間的な事に使おう。テレビ・ビデオを使わず

に，愛情のふれ合う人間同志の話し合いをしよう。」と熱っぼく話された。

　アンデルセンも“みにくいアヒルの子”などの中で「緑の健康性」を唱えている。その

緑の中にコントラスト的に配色を加え，心理効果をねらえるのに残念ながら，安易に色が

つけられアンバラソスになり，心が落ち込んでいく。ゲーテも「人の心と色」を唱ってお

り，装飾の色は心に非常に影響を及ぼすものである。とつけ加えて話してもくれた。

　物質の発達によるデンマーク人の心のアンバランスを嘆きながらも，何とか心の回復を

願い祈られたレ・ラーソン博士に感銘を受けながら別れた一行であった。

　コンクリート塀でなく，皆生垣の中のこじんまりしたレンガ色の窓からの電燈の暖かな
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オレンジ色の光を見，ほのぼのとした家族の会話を想｛象させる家並を通り，路肩にジュー

ス等の自動販売機が一台も置いていない街並を通って，宿泊先にもどった我々であった。

宿泊先のホテルにもどって天井から低くたれさがった電燈が，薄暗くはあったが，ほのぼ

のとテーブルを暖めているのを見て，「螢光燈は仕事の光」だ。デンマークの家庭にはな

い。と言っていたオーデンセ市福祉課長の話が思い出された。

ヌード劇場入ロにあるゲームコーナーで遊ぶ若者たち

　　　　　　（コペンハーゲン繁華街）
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BOGENSE　TRAENINGSSKOLE
（ボーゲンセ生活学園＝専業里親）

所在地（デンマーク）

Faelledvej　11　5400

Bogenes，Denmark

Phone（09）813280

沿革と概要

　1967年，社会福祉を学習するべくデンマークへ渡られた日本人「千葉忠夫」さんは，現

在も現地で福祉活動のために御活躍をされている。

　このボーゲンセ生活学園は，1983年1月，フィン島北西端，ボーゲンセ市の郊外に，専

業里親として千葉さんにより設、アされた学園である，ここでは，15才以ヒの社会不適応児

（ここでは1三に非行児竜）を入所させ，家庭的な生活環境の中で，社会的白立のための教

育訓練を行っている。

学園の特徴

　ボーゲンセ化活学園は，専業里親として，千葉さんの経営される学園で，千葉さんは経

営者でもあり，その家の1三人である。他には職業を持っていない．

　ボーゲンセ生活学園の措置児には，1985年10月現在で平均月額1万7千クローナ（邦貨

約42万円）の措置費が支払らわれており，措置費の算定法が「3千5百クローナ（邦貨約

8万円）×「養育の難度」であることから，措置されている児童の社会不適応性がいかに

進んでいるかがうかがえた。

事業の内容と特色

　専業里親の場合，措置費のみが収入になるというケースが多く，措置費によって，里親

とその家族の生計も成り立っている訳であるから，当然受け入れには慎重を期すことにな

る。一名の里．r・募集に何名もの応募が集まることもあり，かなりの時間がそれに費やされ
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る。

　ボーゲンセ生活学園には，入所希望者や家族のための宿泊ルーム等があり，入所までに

学園の生活を体験できるようになっている。入所時に一番大切な入所希望者の意志を尊重

すると共に，以前から入所している児童や家族の意見も総合し，初めて受入れを決定する。

この場合，結果的には何名かの児童の中から1名を里親が選択することになるのである

が，これは専業里親の権利として希望の措置費とともに，当然主張しないければならない

ものであるらしい。

　ボーゲンセ生活学園は，社会不適応児の中でも主として非行問題を持つ15才以上の男女

（我々の訪問時には男子のみであった。）を入所させ，あくまでもノーマルな家庭生活を通

じて，社会復帰，社会的自立のための教育を行っている。もちろん前記したように，18才

を過ぎてもその教育は続行されるケースがあり，1985年10月現在の里子4名の内3名はす

でに成人しており，内2名は職業を持っていた。また，児童の受入れに際しては担当の

ケースワーカーとの間で話し合いが進められて行くわけであるが，ケースワーカーの位置

づけは，自治体の中でも非常に重要な役割をしめており，問題の発生から情報の収集，指

導，援助，措置とほとんどの作業がケースワーカーのプログラムによって決定されている

ようである。

　このようなケースワーカーの活動の中で，その児童にとって，社会的自立のためにまだ

家庭が必要であると判断した場合，その児童には里親が準備されることになるのである

が，この場合の契約は1年であり，もっと短い期間で社会復帰してゆく児童や更新する児

童も多くいる。

処遇の状況とその特性

　全ての指導の原点は，r責任ある自由』という教育理念に基ずいており，自分自身をコン

トロール，行動に対する責任にはかなり強い指導がなされている。

　日課として，午前中は基礎的な学力を身に付けるための学習にあてられ，午後は主に，

体力作りを中心に指導が行なわれている。（就学・就労している児童は別である）

　大きな特色の一つである体力作りには，多彩なプログラムが準備され，カラテ，柔道，

ボディービル，ジョギング等がある。また児童は町のクラブにも参加できるし，町の青少

年が生活学園のクラブにも参加している。

　日常生活の役割分担をはっきりとさせ，共同生活の型をとっているため．調理や後かた

ずけも当番制になっており，全員がそれを行う。

　処遇内容の計画・検討等は，毎週1回行なわれる「家族会議」によって決定される。

　児童の居室は1室以上（中には2室に応接セット付というのもあった。）が原則となって

おり，室内は自分の好みでインテリアされている。
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　児童は必要な小使いを得るため，敷地内の園芸や芝刈り等の作業を行うことができる。

あくまでもノーマルな家庭生活を体得することが目的であるため，余暇はそれぞれによっ

て自由に使われている。

　ボーゲンセ生活学園の生活を選んだのは，本人であるという理由から，学園内における

日常生活の最低ルールはよく守るよう指導されており，児童の意志がそれに反したり，適

応できない場合（逃亡等）は契約解除となる。

職員

　ボーゲンセ生活学園には，千葉さん御一家の他に，職員というより千葉さんのよきパー

トナーとして「佐々木さん」が週40時間勤務されており，児童の生活指導にあたるほか，

千葉さん御一家のプライベートな時間を確保するのにも一役買っておられた。佐々木さん

は，1967年，千葉さんと共にデンマークへ渡り，現地で結婚され，現在は生活学園に勤務

すると共に，料理教室も開かれているとのことであった。

～

まとめ

　ボーゲンセ生活学園は，多様な社会不適応児の＝一ドに対する一つの受け皿として，彼

らを社会的自立に導くための教育訓練を，具体的な型として進めており，そこで生活する

彼らの明るい表情がそれを物語ってくれた。

　文化や行政の異りはあるにせよ，要養護児童のニードが多様化し増大している今H，我

国における養護児童の新たな型の受皿についても，今一度考えなおしてみる必要を感じる

と共に，日本文化の持つすばらしさの中で育てられた，現在の養護技術を増々発展させ，

専門性の向上に，より一層の努力が必要であることを強く感じた。
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MΦDREHJEMMET　SANDERUM　HUS
OBS－BのNEHJEMMET　SANDERUM　HUS
（サンダールームハウス＝母と了の家・幼児観察施設）

●’

▼

所在地（デンマーク）

Anne　Maries　Alle　36

52500dense　SV

Phone（09）172684

はじめに

　この施設は同一敷地内に：つの施設が各々その目的を異にして存在している。その一つ

は母の家であり，母とそのf供を収容する施設でイメージ的には我国の母子寮に相当する。

　もう一つは子供の観察のための家でありここには，家庭が様々な問題を有し，子供を養

育することが出来なくなったか，或はf’供自身に若干の問題を有し何等かの指導或は治療

を必要とする子供を収容する施設で我国で言えば児竜相談所の観察期間か養護施設，又は

情緒障害児童短期治療施設を兼ね合せた施設である。

　各々一般事務職や調理や掃除等の労務は共通であるが，各施設毎に所長始め専門のス

タッフがいて，それぞれの問題毎に指導や助rl’や治療にあたる．時によっては両施設の職

員が協力し合い指導にあたることもある．

　以下順を追ってその概要を紹介する。

　正確な設立年月日は伺えなかったが，歴史はかなり古いとの説明を受けた．内装などは

改善されており収容施設という感じがせず規模が縮小され家庭的な1：夫がされているtt

MODREHJEMMET　SANDERUM　HUS（母r一訓練施設〕

施設，機関の性格

　当施設は県立であり，入所している親　f一の出身の［liから措置費と必要経費の請求により

運営される。母子共入所させ家族関係σ）調整を図ると共に精神的な安定，社会に適応出来

るように指導，訓練，治療を行う、
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収容者のタイプと受け入れ・理由

　母とその子で出産に入る前から出産後迄指導を受ける者で市のケースワーカーを通じ入

所となる。

　入所の理由としては，・夫婦間，両親，家族間でのトラブル　・男性の暴力　・将来離

婚を考えての逃避　・母と子の人間関係のつまずき　・強制的なケース（能力的に低く養

育不可能，子供を虐待，病院からの通報）があげられる。

　定員は24名（母12名，子12名）入所後は親子であっても同室で生活させず，一定の時

間一緒に生活する場面を設けている。主に親が問題を有し．治療，指導に重点をおいてい

る。

処遇上の特性と指導

　余暇活動，日常の生活，人間関係の確立，自立心の養育の4点を柱に生活指導をする。

　今まで勤めていた職場，学校へ継続して通わす。いつれでもない者は施設内で作業を行

なわせる。作業内容については検討会議を週1回設ける。・与えた作業についての取り組

み姿勢，時間を守らせ，与えられたノルマを果させる。・躾の知識を学ばせる為に近くの

保育所に通わせ躾の勉強をさせる。・教育の場を与えたり，育児指導，栄養知識について

の授業は義務づける。・家庭復帰にともない一時外出，外泊させたり，家族に面会を求

め，家族の調整を図る。

施設と他機関との関係

　収容後6ケ月毎に措置した市のケースワーカーと検討会を行い．指導経路記録をケース

ワーカーに送る。

OBS－BZNEHJEMMET　SANDERUM　HUS（乳幼児観察施設）

収容児童のタイプと受入れ

　フィン県全域に於ける麻薬患者の子供が，大半で崩壊された家庭で養育されていたので

情緒的に不安定である子供の行動観察を通じ治療，養育を図る。強制収容ケース（子供を

虐待，不安定な親の子供．身体障害，精神障害，養育する意志が親にない場合）もある。

定員と職員数

　0才～6才迄の就学前の児童を対象に24名を4グループに分け1グループは身体障害

児，残り3グループは養護に欠けた子供を処遇，1グループ6名に対し職員7名が配置，

交代勤務である。入所期間は必要に応じて2～3日から半年～1年と短期間である。

児童処遇上の特性

　詳細に児童を観察し記録をとる。生活指導員以外にケースワーカー一・　J医者，心理学者等

が派遣され治療を受ける。親子関係を密に図るために面会を自由に許可し更に親の宿泊部

屋が用意され，週末には帰省を実施するなど親とのコンタクトを図っている。啓蒙を必要
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とする親に対しては，家庭訪問を行ない精神面での教育を行っている。

早期の家庭復帰，里子を望んでおり市の担当ケースワーカーとの連絡，連携は必要であ

り積極的に行ない判断は慎重を要する。

まとめ

　一応の施設の概要を説明したが，所詮言葉も違い国情も異り果して正確に説明し得るこ

とが出来たかどうかははなはだ心苦しい。只とても感銘と共感を覚えたのは，母と子の家

の所長さんからファミリーの重要性についての考えと必要性の説明を受けた。我国のファ

ミリーの考え方ではなく，母と子であってもファミリーであって親子関係，つながりを正

常に戻すことから始まっているように感じられ，親と子の調整を図り，親子共治療，教

育，指導を図っていることである。科学万能な時代と言われる昨今であるが，親と子の関

係が失なわれ，情緒性に欠けたり，社会不適応の傾向がみられる中，新しい理論や方法，

施設の近代化，福祉の合理化をうみ出して来たが，それは勿論必要なことであるが，児童

福祉の原点は家庭にあることを知った。我国の児童福祉処遇上是非とも家族援助及び指導

センターの必要を強く感じた。
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ポーゲンセ市効外の放牧風景
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HYBLERNE　UNGDOMS
（ビブルン青少年アパート＝青少年自立援助ホーム）

　所在地（デンマーク）

　Vollesmose　A｜｜e　242

」50000dense　NΦ

沿革・基準と配置

　当施設は，14～15年前この地区がベットタウンとして用地が建てられた時，一般住宅の

中で生活をしながら，将来生徒達がアパート生活をし，社会的にも自立していく為の指導

を目的として設立されたものであった。

　住宅棟は10棟あり，その各々一角に内包された部屋を設置し，一棟に4名つつ入居して

いる。生徒定員16名に対し，事務職員1名，用務職員1名，指導員4名（男性1名女性1

名，午前2名，午後2名t週末1名の交代勤務）がいる。

　現在居住生徒は38名いたが，市福祉課より16名（男女半々），一般入居者22名（生活

費は実費で約75000円）。入居資格は16才以上で上限はないが，現在は23才が最高年令者

だった。

　入居理由としては，家庭に何らかの原因（部屋スペース，経済状況，親との不和，その

他）があり，15～16才になり親と住みたくない，住めない状況にある者が市に申し込んで

入居する。他の施設との違う特色として家庭に何ら問題なく，自律的な生活ができる一般

労働者，学生も同居し，よい影響を与えながら生活するようになっている。

　周りの住民からも受け入れられている。

　※財政，費用は，市立であり，生活費として市から人一月2330クローナ（約58250円）

定額が銀行に振り込まれる。
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生活と運営

　日常生活は，互いに共同作業をしており，食事の献立，材料購入，調理，清掃も昔は職

員が行なっていたが，生徒の将来を考え自立してほしいから現在は交代でやらせている。

　アルコール等は禁止はしていないが，「酒に飲まれるな」と指導している。朝も職員が起

こさず自分で起床出来る様にさせたり，互いに起こす事をさせる。寝坊をすれば学校や会

社から通報が入る。夜も門限はない。他人に迷惑をかける行動には原則として自分で対処

させるなど，『責任ある自由』のもとに判断，行動できるよう徹底している。

　週一回それぞれのハウス（棟）ごとに住民会議（参加は義務）を開き，問題や行事につ

いて話す。さらに月一回全員の共同住民会議を開く。当番制で交互に受け持ち，当番ハウ

スが予算100クローナ（約2500円）で飲食物の準備をする。議長も交代で行ない，より社

会化のために訓練している。

　議題はさまざまだが，週末行事，夏休み旅行，その他家具の調達，起った友達関係問題

などがある。

　その他に，住民代表3名と職員3名の計6名からなる委員会があって，必要な予算につ

いて，又住民がここからの退却を命ぜられたりしようとしたりした時，本人や他の住民

（青年）から不服申し立てを受ける窓口ともなる。

　新しい住民が入って来る場合，選択判断をさせる為に，たえず1～2室あけておいて，

ためしに，2～3日住んで部屋環境，人間関係が合うかどうかを本人自身が様子をみた

り，職員もその青年がこのアパートに合うかどうか観察する為に利用している。入居を決

める場合，その後の生活意欲，安定に確実を期する為に，体験入居をしてみて生徒達自身

も職員も，その時居る住民にも，ここに合っている事を確認し，その互いの積極的な意志

と共に決断した責任のもとに，非常に慎重に決定しているのであった。

　もし，誰かから入居について異議が出た場合，調整はするが理由を言って断わったり退

却してもらったり，どこか別の住居をさがしてもらう事もある。

　ハウス間での共通集会場は設けておらず，住民同志が集まり，たむろするよりも市が行

なっているクラブ等の余暇活動に参加させ，社会化や非行等の予防に活用している。

　往々にして古い施設から来た生徒は，必要以上の介入（過保護）があり，御膳立てをし

てもらっていた者が多いので，自律する訓練から始め自分で自分の事を出来る様に，いろ

いろな作業を考え，さらにどんどん社会に出させ，自分で余暇の過し方を考え体験させて

いく方向で生活させていたe

　ここで，生活をしながら学校へ職場へと出かけるわけであるが，生活の自律が個々の目

標であり重要な指導目標なので，アパートの日課に合う求職活動を指導し，夕食後はいっ
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しょに居れる様，夜勤の多い職場や他住民とすれ違ってしまう職場は勤めない様にさせて

いるし，入居させない。

　求職は，自分でするのが良いが，往々にして職場を多く知っている職員の紹介先に決ま

る。「就職面接で，住居が当アパートである事がわかると断わられる事もあり，会社側に偏

見がある様なのは残念である」と当アパートの生徒達は語ってくれた。

　入居動機とその後

　当アパートに入居したいと思った直接のきっかけは「兄が住んでいて，誘われた。」「施

設の職員から勤められた。」「つき合った女の子のソーシャルワーカーから。」「友達の一人

が教えてくれた」など，身近かな人から知ったという青年が総てであり．受け身的な入手

である点に対し，当アパートの紹介パンフレット等一斎ないところで，学校等の教育の中

であるいは自分から福祉課に行ってという答えを期待していた筆者としてはJそこまでは

福祉教育はなされていなかったのかと感じる。反面，PRがなされていないのに，市民の人

に知られており，利用している者も解放的な気持で当アパートを利用しているe周囲の人

もあまり偏見視はないのだな、と感じた。

　さらに理由は種々あったが，今離れてみて，親とは喧嘩はしていたものの好きではあっ

た。しかし，いっしょに住もうとは考えない。と多少つまり気味ではあったが，とつとつ

と話しをしてくれた青年もいた。又，生徒の一人と同棲したくて，親とトラブルを起こし

出て来た様だった彼女は，当アパートでは，アルバイトして得た収入と足りない分を補助

してもらい入居し，彼と部屋は別だが同棟で生活しながら学校に通っているとの事で，入

居費は他の一般アパートと比べるとものすごく安いし，市の補助も得られるから生活出来

るとの事だった。

　入居してみて変った事はと尋ねてみたが，「職場に行く様になった」「食事を作れる様に

なった」「他人を理解出来る様になった」又「意見を言える様になった」等と入居．してよ

かった気持と共に積極的に答えてくれ，職員に対しても，否定的な存在ではなく，共同生

活者，友人的な存在，として生徒達は位置付けていた様だ。

　同棲したくて家を飛び出して来た様だった彼女は，将来は警察官になりたいと抱負を

語ってくれた。さらに子供は生みたいが，結婚はしたいとは思わないと言う。先ほどの話

とつなげると，“同棲したいが結婚（届）はしたいとは思わず，子供は生みたい”と言う

ことになる。

　婚姻外（届をしない）出生児数が，婚姻出生児数の約倍数いる（1982年統計）国であ

り，出生理由がどうであれ将来のデンマークを支える担い手となる観点からその生存の保

障を確立しているデンマークで育った青年らしい発想なのかと思えば，子供が生まれた



ら，結婚したいと語ってくれた青年もおり，通訳をしてくれていた千葉氏（ボーゲンセ生

活学園を経営し，4人の里子を指導している専業里親）は，その発言にオーソドヅクスな

発言だと意見をそえてくれた。

HYBLERNE　UNGDOMSをふり返って

　デンマークを訪ずれ，何ヶ所かの福祉施設等を尋ね，常に日本の諸概当施設と比較して

しまう。

　当アパートも同様で，日本の“自立援助ホーム”か“通勤寮”に匹敵するものではない

かと思われる。

　福祉先進国といわれ，胎内から墓場まで豊かな生活を保障されているといわれるデン

マークも，積極的に社会参加しない者に対しては補助も難しく，資金援助の傍ら自立指導

も徹底している様である。

　社会の基盤はやはり家庭にある様だが，その家庭の考え方も，年令を越えた人間の生活

共同体の様な場所であり，大人は子供が将来自立をした大人になれる様に心身の発達を指

導する．もちろんその根底には愛情があるわけであるが，自分達が生んだ子，他人の子よ

りりっばな大人にとの発想は薄く，一人の人間の生き方，成長を助ける者が親である。子

供の意志は尊重し，そのアクティブな言動を保護し，他人に迷惑をかけず積極的に社会参

加出来る大人に自立させる役割を大人（親）は担い，それを指導する場が家庭となってい

る様に感じられる。

　やはり20年ほど前頃は，子に期待をかけて育てる親が多かった様だが，今は子供の意志

を尊重し，子供の決断を見まもる大人が普通になっている様だ。

　したがって．デンマークの将来を担う子供に対し，まわりに迷惑をかけぬ責任ある自由

のもとに自分でたてた規律を実行出来，経済的にも社会参加の出来る人間になれる様に，

自分から求めている青年に対し，年令的な制限，経済的な制限，入居条件の制限もせずに

その成長の場を保障する為の施設が当アパートであるといえよう。
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BIRKLUND

（ビルクルンド＝社会不適応児の生活訓練施設）

所在地（デンマーク）

Mindelundsvej　13

52400dense　NO　Denmark

Phone（09）109267

はじめに

　晩秋の広大な台地，色づいた木々と緑色の牧草のコントラスト。時々見える家。絵ハガ

キで見た北欧の風景そのものである……．それぞれが期待に胸をふくらませrBIRKLUN’

Doに向った。

　静かな住宅街の一角にオレンジ色の瓦屋根とレンガ色とが常緑樹と見事に調和し落ち着

いた雰囲気を醸し出している。

　Ole　Rasmussen（オーレ．ラスムセン）所長の出迎えを受け，会議室に案内された。

テーブルの上には手作りのパンがならび私達を歓迎しているかのようである。

沿革概要及び財政事情

　設立年月1．1，歴史は不明だが教会が設置母体であるcrBILRKUND少年の家」のような

施設に収容されている子ども達は1000人におよぶという。このような施設は定員が30～

50人程度であり，おもにユトランド半島やフィン島などに設置されている。

　これらの施設の大半は最近まで国立であったが，19了6年4月1日付で制度が改正され，

より家庭的な方法及び環境の必要にせまられて地方分権化され地方自治体へ移管されたと

いう。しかしその費用の大半は国が負担している。

　※1976年4月1日付で［ビスタンス．ロウ」（福祉法）が施行された。この「福祉法」は

デンー？・一クのすべての福祉体系を網羅し，社会保障を確立した。
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児童入所理由及び職員配置

　家庭崩壊，経済的貧困，そして親の覚醒剤麻薬，アルコール中毒等の環境が原因で不適

応行動を起こした2～18才の子ども達を収容の対象として治療教育し，自立（社会，家庭

復帰）させることを目的としている。

　23名（定員18名）の子ども達が3つのグループに分かれて生活している。1グループ

5～6人の職員が担当し治療教育に当たる。職員構成は，園長1，指導員16人，作業員6

人，用務員1人，事務員1人，実習生2人，家具大工職人2人の合計29人である。

　　施設の配置

道

路

児童寮舎

　（2階建）

　　　　　　ホームA
　　　　　卒園直前の子ども
　　　　　達が生活している。

木工所
（2階建）

ホームB
親子共々入所し生

活している。

児童処遇上の特性及び施設の特徴

　前記したように，23人を3つのグループに分け，日課に沿って規則正しい生活をさせる

ことを処遇の基本としている。

　朝6時起床，7～8時の間に登校，午後1～3時に帰園というような状況である。起床

は子ども達が一週間交代で声をかけ合い，配膳や片付け等も当番で行なっている。また帰

園後は職員とのコンタクトを図るため話し合いを実施している。さらに3時30分～4時3

0分の問はtt静かにする時間。として，自分の部屋で学習したり，考えたりする時間に当て

られている。子ども達は全員が個室制で生活している。食堂，居間、居室は木製家具がふ

んだんに使用ざれ温かさを感じた。

　余暇生活はサッカーの観戦，スイミングプール，グループワーク等のレクリェーション

を行ない職員とのスキンシップを図り，お互いにJ’心を開くtt努力をしているという。

　ところで，この施設の特徴は卒園直前の子ども達が生活しているホームと，治療を必要

とする親子が共々入所して生活するホームが併設されていることであろう。仮に前者を

「自立訓練ホーム」，後者を「親子ホーム」と呼ぶことにする。前老の場合，現在男女合わ

せて4名の子ども達が生活をしており，彼らは食事，買い物，清掃等を自分達で行なって
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いる。また必要な小遣いはその都度与えられ計画的に使っている。職員は子ども達が学校

や職業訓練に出かけた後，部屋の様子を見回り，生活状況を把握する。そして夕方には話

し合いの時間を設けている。しかし宿直や夜勤はせず子ども達の責任に任せている。つま

り「各自が責任を持って生活することを指導の第一目標に挙げている」とオーレ．ラスム

セン所長は説明してくれた。後者は，親子共々アプローチすることが，より効果的である

と判断した場合に，親と子を切り離さないで入所させることを目的としているホームであ

る。

　さらに職業訓練のための木工所を経営している。この木工所は，自立できない子ども達

や登校拒否の子ども達の動機づけ及び治療を目的として建てられている。施設内の子ども

達はもちろんのこと，他施設からも同様な子ども達が通ってくる。（現在はすべて他施設

からの子ども達で占められておりrBIRKLUND」からの子ども達は通っていない。）時間

は7時～午後3時までである。木工所には指導員や家具大工職人が勤務し指導に当たる。

　治療教育の最終目標は「自立」であるということでプログラムを作成し，子ども達の人

権を尊重し行動に責任を持たせることを治療の基本としていた。卒園直前の子ども達のた

めの「自立訓練ホーム」は，職員側も社会生活にスムーズに適応させる最良の予備訓練の

場であると，確信を持っていることが伺われた。また親子共々入所させアプローチするこ

とは，実践的治療方法であり効果的であるという。家族と連絡がまったく取れないケース

も多々あるが，とにかくより積極的にコンタクトを取るように努力している。子ども達の

問題行動は育った家庭環境から発生するという考えが一般的である。家族の協力を得るこ

とが治療教育上，最も必要である。反面，家族から切り離し環境を変えることによって，

治療効果があがる場合も多いという。

　個々に対する治療プログラムは，担当職員，親（家族），市のケースワーカーの連携の中

で立てられ，必要があれば福祉機関，学校，警察，病院等が連携をはかり，情報を交換し

ながら治療を展開する。さらに，クライエントの必要性に応じて精神科医や心理学者が直

接面接tケースワークする場合もあるという。

今後の課題

　脱施設化が進むデンマークではrBIRKLUNDJのような形態の施設は減少の傾向にあ

る。反対に代替施設，養護家庭，社会性教育生活共同体への措置収容が奨励され増加して

いるという。

　t”　一レ．ラスムセン所長は「現状では子ども達の人数も多く家庭的でないため治療効果

も上がらない。家庭的処遇をするためには現在より小さい集団が望ましい。また親と子を

切り離さないで治療する在宅ケアも大切である」と語ってくれた。そして施設の小規模化
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を前提として（1），デイケア。（2），現状のような経続的収容。（3），親子共々収容。以上の3つの

タイプを混合して収容，治療するシステムが理想であるという。また施設の使命は，地域

社会のセンター的な役割を果たすことである。さらに職員の専門的技術を高め，チーム

ワークを図ることが今後の課題であるという。

　ところで，デンマークでは国家財政の7割が福祉行政に当てられ，人間の一生を通じた

社会保障制度を確立している。そしてより実践的な福祉政策が進められている。これは19

76年に施行されたビスタンスロウ（福祉法）によるところが大きい。（ビスタンスロウは世

界最高の「福祉法」であるという。）この法律によって，国民の生活は保障されているとい

えるだろう。

　関係機関との連携については前記したが，特にSkole（学校）Social　of　Sundhed（福祉

衛生）Politi（警察）の連携をrS・S・P」と呼ぶ。この方法は．非行の早期発見や防止に

効果的であるという。

おわりに

　施設の職員は，子ども達の生き方や将来について強制することなく”責任ある自由t、に

まかせ「自主性」を重んじ「人権」を尊重する思想を持っていた。それは国民性や制度の

違いからきているものと推察する。

　ところでデソマークでは，非行，情緒障害．登校拒否，要養護等反社会的，非社会的行

動を起す子ども達や生活困難を持つ児童を社会不適応児と総称し、彼らへの治療的養護的

処遇をSOCIAL　PAEDAGOGIE（社会∂II練あるいは社会化）ということばで表現してい

る。それらの処遇（治療）はrBIRKLUND」のような小集団の施設か，里親かそれに準じ
　　　　　　　　　　e　“i
た形でなされているという。

　rBIRKLUND」に限らず，デノマーク全体の施設にいえることだが，短期収容が原則の

ようである（普通18ヵ月であり，1年以上はまれである。）社会不適応児に対する治療教

育で大切なことは，子ども達1人1人の背景を理解して，あらゆる角度からアブP一チし

ていくことである。さらに，いろいろな方法を試みて短期間で治療することである。つま

り，治療教育では柔軟な姿勢と研究心が必要であるという。

　最後に我国と比べ，第1に制度や国民性の違いを痛感した。さらに施設の収容定員や職

員配置，関係機関との連携のあり方等，いたるところに相違点を見い出すことができた。

そして治療効果を上げるためには「最大の努力と工夫が必要である」と教えられたように

思う。

注（1）世界の児童と母性（Pt　IT号）　　P．56
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UDBY　BEHANDLINGSHJEM
（ウヅドビー特別治療ホーム＝情緒障害児の治療施設）

所在地（デンマーク）

Limosegyden　6，5580　Nr．Aby

Phone（09）421616

沿革

　1968年に創設，当初はプライベートな機関であったが現在は国立の施設で経費はフユン

且から給付されている。

財政事情

　9万m2の敷地，12の建物がある。年間一人あたりの経費は35万DKr（800万円）。高

額に思えるが，小児専門の精神科の1ベッドに必要な年問の経費は約9万ドルで約2．5倍

かかる。

施設機関の特性

　広い敷地に12の建造物が点在しており，1点からは2つ以上の建物は見えないように工

夫されている。寮舎は3棟あり，各寮舎には8人の児童に8人のスタッフが配置されてい

る。ここでは家族を含めた治療が行われる。その為，ファミリィハウスや，各寮舎に家族

治療の部屋がある。又，高さ5m程のアスレチックが3基あり．勇気を養なったり．泥浴

では夜尿治療を行なうなど，自然環境の治療効果を重視しているe教育については，一年

間は施設内学校に通い，その後は外の学校へ通う。乗馬場もあり馬，羊を飼っており情緒

の安定に，効果がある。他にキャンプ場，コッテージ，職員寮等がある。
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対象児童のタイプと受け入れ条件

　大別して，2つの種類の子がいる。1つは，自閉症的でいつも閉じ込もっている子ど

も，もう1つは，乱暴で粗暴な行動の子どもであるが，この両方に共通しているのは，人

を非常に恐れ，脅えているという事である。いろんな事に対し，驚き，脅える子が多い

が，この脅えている箏と粗暴な行動がダブッて子どもに表われてくるという，情緒の二重

構造化している事が多い。この脅える情緒を安定させると人に対しての行動も安定してく

るようになる。他人への愛情，笑い，悲しみをなかなか心の中にしまって出さないが，こ

れを外へ吐き出させる事ができると粗暴な行動は治ってくる。

　入所の経路は，児童専門精神科医，臨床クリニック，町の精神科医からのルートが主で

ある。現在，6才から14才までの子どもが24名在籍しており，在所期間は，平均して約

20ヶ月（2年弱）である。今まで治療した中で，約80％の子どもが治療に成功している。

処遇上の特性

　家族を一緒に含めて治療するという，デンマークで最初の施設である。これまでの治療

と言えば，子どものみを対象としたのが一般的方法であったが，子どもを含む家族生活の

中から発生してきた情緒問題故にt家族（実の親，里親）を含めて家族生活のパターンを

変えさせる事をめざして治療している。ここで言う治療では，薬物療法のような難しい方

法はとっていない。治療の最初は言葉ではなく身体で開始する。指導員が起居を共にし，

彼らの情緒を満足させてやる事を基本に，彼らの人間としての心からの喜びや悲しみをは

き出させるようにしている。それは，硬化させ，外に出そうとしない気持や身体をときほ

ぐし，自分をとりもどす事，セルフ，コントロールする事である。そのために，自転車で

100kmも走ったり，スキーに行ったり，又，我々の訓練として，危険なスポーツも行う。

しかし，頑具を使うが頑具を作る事もやり，食事を作る事も，衣類を作る事も行う。他に

絵画や．［一作も治療の一環としてある。

　ここでの生活は，治療の場であり，普通のファミリィ．ハウスのようにはなっていない。

　やわらかい家族と言うより治療という性格の方が強い。入所して6ヶ月は相部屋で生活

し6ヶ月後，シングルの部屋で生活をする。ユ＝ット内では男女一緒の共同生活をしてい

る。又，6ヶ月単位で治療プログラムが組まれて展開されているe

　例えば食事について，中央キッチンで作り，それを子どもが取りに行き，温めて配膳す

る．皿洗い等の仕事は，機械等でやるのではなく，子ども達が手で洗う。朝と昼は材料を

もらってきて，子ども達が各寮舎で作る。2週間毎の週末には家族を含めて食事をしてい

る。この時は経費が多く出る。金，・1：waに買い物をさせ，作って一緒に食べる。週末はお

八つもないので，食べたい時自分達で作るというようになっている。
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　入浴は朝シャワーを使い，夜は子どもが二人で入る（お風呂に）。こういう中で，会話が

おしゃべりが自然にできるようになる。

○アスレチックについて，これが我々の薬だと考えている。腰痛で車椅子を使っている子

もやる。軍隊ではないがここが教育訓練の場である。勇気を作り出すための治療訓練であ

る。学校で発表するというのも，勇気のいる事であり，そのためにも勇気をつける事は大

事である。最初は恐がる子もいるが一ヶ月も繰りかえすと力がつきみんなできるようにな

る。中には回転する子もいる。自然との関係で耐える力や，勇気や自信が出てくる。親達

がみると，自分の子にもこんなに勇気があったのかと思うようになる。現代社会では，子

どもがおもいっきり跳びはねたりする場がなくなってきているが，こういう姿をみて親達

は子どもに対し安心する。このアスレチックは，大人の指導員の監視なしでは使えない。

17年程たっているが，事故は一人のみ，それもネットから降りる時の怪我をしたくらいで

ある。

○学校教育について，最初の一年は施設内の学校で教育をうけ，次の年には，生活する建

物も変わり，外の一般の学校へ通う。施設内の学校は3教室あり，8人の子を2人の先生

がみている。7才一14才の子どもが通っている。個別，集団，音楽等の教育プログラムが

作られている。クラス編成は年令による横割りでなく，縦割りで構成している。それは例

えば10才の子が10才対称の教科書が使える能力であるとは限らず，どの教科書を使って

授業を受けるかという事は，子どもの希望により第何番目の教科書を使うからである。通

常，9時一1時30分まで勉強があり，月．火，木曜日の1時30分一5時まで音楽やドラ

マの練習をする。

　言葉に対しては重要であり注意をはらっている。子ども達の事を“患者”“クライエン

ト”とは呼ばず「生徒」と呼ぶようにしている。

家庭との関係

　家族治療については年間，500時間働きかけている。30日一40日間家族に来てもらい，

各寮舎に3ユニットのアパートがあり，そこに住んでもらい治療を受けてもらう。通常は

金，土，日曜日の間とか，旅行の時（1－2週間）や，平日の決められた日も来てもらう。

この治療プログラムも絶えず考えて工夫している。例えば，一日は，森へ出かけ一日は料

理を作って食べる。時には，ケースにより家族以外の子も一緒に連れて行く事も効果のあ

る場合もある。家族治療最後2時間は必ず反省をする。良かった事と共に，悪かった事を

話し，再確認をしそれを次回の治療へのジャンプ台にする。施設へ来るのと家へ帰っての

治療とを一週間おきに行なう。家へ帰る時は指導員も必ず参加し，反省も必ず行なうよう

にプログラム化されている。又，年2回程，家族を含めてダンスパーティを行なう。バン

一 53一



ドの演奏も入り本格的なパーティを行なう。

地域，他機関との関係

　キャンプフアイヤー場で年2－3回野外パーティを行ない，ラムを焼く時近所の人達に

も呼びかけ，一緒に行うe

職員構成

　職員はフルタイム（週45時間）で働く人hX　44名，子どもは6才一14才まで，24名住ん

でいる。

　ソーシャルワーカー　　　2名

　臨床心理科医　　　　　　2名

　精神科医　　　　　　　1名

　教師　　　　　　　　　6名

　指導員　　　　　　　　18名

　その他　　　　　　　　15名

　合　計　　　　　　　　44名

職員の身分は全員，公務員である。

　　　　　　　（家族治療室）
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まとめ

　ウッドビィ特別治療ホームでは，自然の条件を活用して勇気や自信を育てたり，家族を

含めた情緒障害児の治療を展開していた。工業化社会の進行の中で、離婚や家庭崩壊の増

加傾向は続くであろう。デンマークの親達にして子どもに物やお金をかけているようにみ

えるが，実は大きな忘れ物をしている。それは“精神的な思いやりをかける事”である。

物がすり減れば，すぐ捨てたり，かえたりするという考えが人間の関係，夫婦の関係の中

にも入り込んでいる。責任ある自由の国でさえ，親の愛が失なわれ，子どもの正常な発達

が阻害されているとの事。

　家族を含めた情緒障害児治療の効果とその意義。現在の人間が忘れかけている“自然”

の持つ情緒障害児への治療効果を促え直し，子どもの健全な人格発達につながる家族生活

とは，自然と社会の進歩とは，人間の生きがいとしての福祉国家とは……等を問い直した

い。

　私達がホームに着くと所長のラーソン博士が玄関先まで出て迎えて下さり，自ら，施設

案内，説明をして下さった。心の病をかかえた子ども達を治療する氏の温かい人柄にふれ

た気がする。

　森の中の家，自然にとっぷりとつかった緑の中のホームは本当に心安らぐ所であった。

t、1‘1

コベンハーゲン市の繁華街
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スイス編

担当班（第3班）

延原　正海・梅沢　勉

1．施設対象児の発見と入所経路

2．社会的養護の状況について

3．社会不適応児に対する施設処遇のあり方

4．まとめと今後の課題

〈訪問施設紹介〉

ヒルスランデン（中学校併設の女子教護院）

ダップレス氏記念青少年ホーム（職業訓練所併設の男子教護院）

ハイツエンホルツ（乳幼児から青少年まで居住する養護施設）





スイスにおける児童福祉の一状況

は　じ　め　に

　高度経済成長がもたらした様々な弊害が今日もなおあらゆる面で影響を及ぼし，それが

子どもをとりまく社会においてもますます大きな問題としてクローズアップされ，その対

策に頭を悩やましている。

　ことに地域社会の急激な変動が地域の隣人関係，連帯意識を希薄にさせ，相互協力，助

け合いの関係を喪失してしまった。又，生活の基本の場である家庭においてもその機能の

低下と共に，機能の変化が見られる。核家族化による文化・生活の伝承が困難となり，そ

のために育児ノイローゼや家庭内暴力等による家庭崩壊につながり，一層子供の心に不安

悩み，混乱，恐れ，孤独感を与え，非社会的行動，反社会的行動に発展させてしまってい

る。この現実を我々はどの様にとらえ，悩み苦しみながら救いを求めて施設にやっとたど

りついた子供達に，今後どのような手だてをもって対応したらよいのか。スイスにおける

児童福祉の対応の一状況を通じ，我国における真の福祉のあるべき姿，施設の果すべき役

割，責任等をさぐってみたい。

1．施設対象児童の発見と入所経路

　社会構造の変化と共に家庭機能の衰退と変化，享楽的文化の増大，情報化にともなう価

値観の多様化等子供社会においては，あらゆる面において不適応症状を起こさせざるを得

ない条件がそなわりすぎている。終戦当時の経済的混乱時代から，今日の様に精神的，情

緒的混乱時代とも言える社会状況となり、施設入所を余儀なくされた子供達の背景の多く

は，両親の不和であり，家出，離婚である。子供達は被害者の立場である。当然このよう

な環境で育った子供達も何らかの問題を持たざるをえなくなっている。スイスでの入所児

童の理由も覚醒剤，犯罪，学業不振，登校拒否，情緒不安定，神経症，性の放縦等であ

り，全国的に増加傾向にあり又，低年齢化して来ているようである。この傾向は我国にも

共通していると言えよう。このような家庭・子供に対し，スイスのチュー　1）ッヒ市少年保

護局では養育家庭，養子縁組，施設等の可能な限り良い方法を見い出し，福祉の手だても

効じている。原則としては，1日も早く正常な家庭生活にもどれるよう援助している。し

かしスイス連邦の中のチューリッヒ州においては養育家庭，施設等が不足しており，手だ

てもまだ不十分であるとのことであった。
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2．社会的養護の状況について

　里親制度

　チL一リッヒ州の福祉の手だての傾向として「援助家族」（Assistans　family）制度とい

う方法がとられてきている。これは里親専門夫婦（ただし正式な夫婦でなくてもよい）が

里子3～5名を預り養育するもので，専門とは，一つには児童福祉の専門教育を受けた人

を意味しており，他には里親業を職業として，給料をもらい専門にしていると言ってよいe

これはデンマークの専業里親と同じものであると考えてよい。それ以外の資格のない人は

乳幼児のみ預り養育できるが里子の食費と衣料費のみ支給されるだけである。現在600名

程度の対象児童がおり，そのうち50名を専門夫婦が預かり養育している。窓ロはチュー

リッヒ州フtスターケアーコントロールセンターである。

　施設

　チューリッヒ州に40ケ所余りの施設があったが，ほとんど20～40名定員である。州自

体も施設の小集団化を指導している。

ユーゲント・シードルンク・ハイツェンホルツでは現定員90～100名の子供を1年内に4

0名前後にするように言われているとのことであった。それは養護・治療効果と経費の削

減の両面からと思われるが，ヨーロッパの福祉施策の全般的傾向であるノーマライゼー

ションの大きな流れを感じた。

3．社会的不適応児に対する施設処遇のあり方

　スイスにおいては3施設の訪問のうち2施設については比較的高年齢児・者を対象に実

質的な職業訓練を通じ社会的自立を図っている。

　生徒の持つ問題性についてはほとんど関係なく，窃盗，覚醒剤，学業不振，登校拒否，

情緒不安定，性の問題．中には殺人まで犯した生徒まで同一施設で処遇を受けている。又

訓練と共にかなりの生産を上げ施設の運営費や生徒達のこづかいに還元している（こづか

いとして月2～6万円支給）。更に，女子だけの施設テヒターハイム・ヒルスランデンで

は，一般家庭の男子生徒も受け入れ，教科学習，技能訓練もとり入れ，男女同等の教育を

図っている。一方，ユーゲントシェンクソグダップレスでは15～22才の生徒を対象に機

械，金属，木工，塗装関係のかなり専門的な職業訓練を行い年間2億5千万円をこえる生

産を上げるとともに生徒の私生活の時間帯については個を大切にしており，団体行動をす

る時間を極力少くしている。夜の外出も許可しており，自立の予備訓練として自立の一歩

手前の生徒にはアパート生活（自立の家）を行なわせたり，実際に自宅から毎朝通って来
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ている自立間近の生徒も，他の施設からの通学生徒もいる。ただし入所期限は4年間と定

められその間は一応罰の継続期間とされているe以上の2施設については，施設での生活

指導並びに施設内学級での教育指導，施設内職業訓練指導によって自立を目指した処遇が

図られている。残りの1施設ユーゲントシードウルンクハイツェンホルツにおいては，10

0名程からなる乳幼児から職業訓練生までの家族的グルーフ゜10家族と父と子の1家族の収

容施設で非・反社会的問題行動を起こした児童，青年，親子を対象とし，専門的治療を通

し，家庭復帰，里親委託，養子縁組，社会的自立を目的に処遇している。それぞれたて割

男女混合の家族的グループ中心の生活であり，各グループの職員に処遇を任せている為食

事，部屋，ホームの生活時間，装飾等については様々である。治療については，専門職員

が配置されており，カウンセリング，絵画療法，言語療法，作業療法を行っており，又心

理学者との話し合いの場を設けて施設内の子供の治療を図っている。又，外部へ専門家の

治療にも通わせている。入所期間は2年をめどにしており，その間の家庭指導については

市のソーシャルワーカーが行なっている。

　現在この施設における問題点としては，

　①規模の縮少化をいかに図るか。

　②職員の勤務年数が少なく（平均約3年）その上専門的教育を受けた職員が少ない。

　③大規模であり，グループ中心の処遇が先行しているため，全体的処遇の統一や調整に

　困難が生じている。

　以上，施設の小規模化，専門治療機能の充実，地域化，収容の短期化等ヨーロッパの

ノーマライゼーションの潮流をうかがうことができたがこの流れが今後どのようにすすん

でゆくか興味をもつところである。

〈施設内学校で書道をとり入れていた一ヒルスランデンにて〉
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4．まとめと今後の課題

　スイスにおいて訪門した3施設はそれぞれ独自な施設運営を行っており，処遇面におい

ても方針にそって可能なかぎり「社会的自立」を前提に処遇を図っている。又個の時間を

大切に考えており，ヒューマニズムの精神が徹底されて，環境面でもそれが配慮されてい

る。いかなる問題を持つ生徒に対しても自主性・主体性が重んじられ，個々人の意見，選

択の自由が尊重されており，指導においても当然の如く体罰等，罰による禁止や強制は廃

除されており，ルソーやペスタロッチなどのヨーPッパの教育学の伝統が生きている感が

した。

　今後，我国においての研究課題と思われる点

　（1）情緒障害児，非行児等，問題を持つ児童であっても何ら隔離されることなく．地域

の一般の住宅街の中で養護されており，又，かなり指導内容においても開放的な処遇がで

きている点をどう考えるか。

　②　社会的自立のためにグループで地域にアパートを借り，一定の基準範囲内で自立の

ための予備訓練を行っているケースが多いが，我国における真の社会的自立のための処遇

方法をいかに具体的に展開するか。

　③　100名収容のハイツmンホルツでは情緒不安定で社会的不適応をおこしている家族

に対して親子を施設に措置し処遇を図っているケース，又他の国においても母親と乳幼児

を共に施設に処遇したり，家庭，親とのつながりを密に図るために定期的に面会日を設

け，その都度，子供と共に活動できる行事を意図的に計画，実施し，家庭復帰を早期に実

現させている。児童処遇上の基本的な主眼点をどこに設定するか。又，家庭とのつながり

を深めるための具体的方法について研究する必要はないか。

　（4）我国の施設はまだ「特別な人々のもの」というイメージが強く残っており，住民の

積極的な利用や評価を得るに至っていないのが現実であり，施設の持つ社会的役割が充分

理解され発揮されていないと言ってよいだろう。この点で我々は「施設の専門性」という

意味を再度考えなおす必要はないか。現在地域には沢山の社会，家庭，親の犠牲となり，

社会や学校，家庭から見離され生きる方向さえ見失った子供達がいることを，又今後もこ

のような子供たちが多く発生するであろうことを予想できる中で，質・量共の直接処遇職

員（ケアーワーカー）の増員と，さらにケアーワーカーだけでなく，専門職の導入，配置

による専門的な治療的対応のできる児童養護の体制の早期の確立がのぞまれる。
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TOCHTERNHEIM　HIRSLANDEN
（ヒルスランデン＝中学校併設の女子教護院）

所在地（スイス）

Witellikerstrasse　45，

Zurich．CH－8008

Phone（Ol）531570

　沿革・概要

　キリスF教が母体となり創設された．以前は15才以上の女子を対象として職業訓練（裁

縫やアイロンかけ等。外部からの注文も受ける）を目的としていた歴史ある民間施設であ

る。1973年に市立に移管され，職業訓練を行っている。

　経費は，国が1／3，州が1／3，自治体と親が1／3を負担している」1人1日220スイ

スフラン（約2万2千円）ぐらいかかる。

　施設設備等

　施設内には，チューリッヒ州認定の中学校（7．8．9年生）が併設されており，教

室，調理実習室，裁縫室等の設備，又，男子通学生と一緒に技術：1二作を勉強する訓練室も

完備されている。ここは，入所者以外の地域男子生徒4名も通学している。施設設備は，

所長室，事務室，メディテーションルーム（黙想室），給食室，食堂，居室（個室，二人部

屋），ミーテaングルーム，台所付居間，シャワー付検問室，宿直室，浴室等a

　職員の勤務は，シスター以外全員通勤であり，交代勤務制。宿直は，2グループを1名

の職員が担当する。

　定員21名（現員20名）。

　入所経路

　精神科医，病院，市福祉課，学校，警察等から通報され入所する。

　入所児童のタイプは家庭養育の欠如から起因する情緒不安定，学業不振，反社会的行動

等あらゆる問題を持った女子生徒が多く，その他，外国人との問に生れた子，養子に出た
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が何らかの問題を起こして施設へ再入所してくる生徒もいる。又，性的な問題を起こして

入所してくる生徒も最近目立ってきている。

　入所後6ケ月間は指導員が細部に渡り観察，判定し指導方針を設定するe

　子どもたちの生活

　日課

　7時00分：起床

　7時20分：集会Jメディテーション（黙想），朝食（全員で）

　8時10分：授業（授業に出ない生徒は施設内の家事手伝いを行う。上級学年生徒は，授

　業の他職業訓練を1日最低2時間受ける。）

　12時00分：昼食（全員）

　13時IO分：授業

　17時00分：帰室，生活グループ単位で夕食準備を行い，食事する。

　21時30分：就寝

月曜日から金曜日までの5日間は学校へ通う。土，日曜日は私的な生活もしくは，生活グ

ループでの生活を送る。土曜日午後は，13時～17時まで外出自由。帰省は，隔週末ごとに

2生活グループごとに実施し，施設内に配置している家庭相談員が，家庭と施設の連絡調

整に当る。

　日常生活の態度，学校生活の態度等記録を通し，外部のスーパーバイザー，ケースワー

カーと連携を図り処遇検討がなされる。

　職員構成

　施設長，管理部門責任者，治療教育責任者，指導者，教師。嘱託職員としてスーパーバ

イザー，精神科医

　居室編成は，1グループ7名の生徒に対し職員配置は男子職員2名，女子職員2名（そ

の内1名は助手。1名は実習生）

　勤務形態は午前1名，午後1名，宿直1名，公休1名の形でPt一テーションを組んでい

る。

　施設環境

　一般の住宅街の中にあり，施設内学校には地域の男子生徒も通学している。又，帰省も

隔週実施したり，土曜日の午後の外出も自由である等開放的，且つ施設イメージを感じさ

せない処遇展開を図っている。又，職業訓練も男女の区別ない訓練内容をプログラムに組

んでおり，実生活，実社会への真の自立を目標に教育訓練がなされている。
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JUGENDHEIM　SCHENKUNG　DAPPLES
（ダップレス氏記念青少年ホーム＝職業訓練所併設の男子教護院）

1，，1「‘

所在地（スイス）

FIUhgasse　69，Zurich，CH－8008

Phone（01）536065

　ホームの概要

　1923年，情緒障害児を持つ父親，ダップレス氏が，終世息子が整った環境の下で生活で

きるようにとの願いで設立資金を提供し，創設した民間の青少年職業訓練ホームである。

　一人にかかる総経費は1日，135スイスフラン（約13500円），内訳は，国，州で50％，

青年出身自治体50％，その他，訓練所内での生産収益（年間約2億5千万円）があるので

その分も運営費に当てている。

訓練所の建物，機械設備等に対して，国，州から60～70％負担がある。

　当ホームは職業訓練を通じJ社会適応を図ることを目的とした施設であり，機械t金

属，木工，塗装の4部門に分けられ，児童は能力に適した部門に配置される。

機械設備等は，オートメーション化までには進んでないが，近代的な大型機械が導入さ

れ，国外に対しても受注生産している。

　児童の入所と生活

　入所している生徒（16才～22才）の中で，80％は，何らかの犯罪を犯し（窃盗から殺

人に致るまで），裁判所から送致されて来ている。

　定員39名，現在数39名（施設内生活27名，施設外アパート生活12名）。日常生活グ

ループは3つに分けられ，1グループ9名つつである。

　入所期間は4年間が強制されており，その生徒の能力に応じて，各種の職業訓練科目が

決定される。入所後3ケ月間は毎月処遇検討がなされ適応状況を観察する。

　口課は次の通りである。
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　　6時30分：起床，朝食　　7時30分：職業訓練開始　　12時00分：昼食（生活グ

ループごと）　　13時10分：職業訓練開始　　17時30分：終了。その後は個々の自由時

間であり，夕食も外出も個人が自由にとっている。

01週間に1回，毎週水曜日グループ会議。1ヵ月に1回，グループ内での共同行動（ス

キー旅行等）を行う。

●休暇は年に5週間与えるが，入所1～2年目までは，内3週間はグループ生活を強制

し，後の2週間は自分の計画に沿い休暇を過ごす。

●日常のグループ生活は入所から3年までで，最終段階の4年目からは近隣のアパートで

自活生活を営む。担当者は，週1回アパートを訪問し，一緒に食事をしたり，話し合いを

行う。

●退所時には，生活態度，職業訓練態度を記録した書類を裁判所に報告することが義務づ

けられている。

●小遣いは，担当，職業訓練の指導者との間で話し合い職種，額を決定する。1ヵ月平均

で約2万円から6万円が支給される。

●アフターケアーは，退所後，半年間が義務づけられている。

●自立ホーム（アパート）で生活している生徒もいたり，地域住民も施設を利用している

点から，地域とのつながりが深く、ホームに対する住民感情には問題がない。ホームとし

ても，外出をも自由にしたり，友達も自由に遊びにこられるよう配慮している。

●同じような男子の職業訓練施設はまだ他に6施設あるが全て国立である。民問立は当

ホーム1ヵ所である。

●生活グループは9人の生徒に対し，男女2名つつの指導者である。職業訓練の指導者は

4人の生徒に対し，1人の指導者が配置されている。

まとめ

　我が国における教護児や少年院生に相当する青少年達に対し，一般住宅街の中で専門的

な職業訓練を行うと同時に，社会自立に向けて地域，友人との交流を図る等，かなり開放

的な処遇が図られている。又，訓練施設とはいえ，設備，生産額面では企業並であり，生

徒一人ひとりが生きいきとして訓練を受けている姿が実に印象的であった。
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JUGENDSIEDLUNG　HEIZENHOLZ
（ユーゲントシードゥルンク　ハイツェンホルツ＝乳幼児から青少年まで居住す

る養護施設）

所在地（スイス）

Regensdorferstrasse　190，

Zurich，CH－8049

Phone（Ol）560160

　沿革・概要

　　　1974年創設，チューリッヒ州立の施設である。

　　　経費は，人件費，食費，教育費，その他全部含め，1日1人140sFr（約14000円）

　　　生活グループ単位

　　　●乳幼児グループ　1家族

　　　●青少年（小学生～職業訓練生）グループ　10家族

　　　●青年（社会自立を日的とした勤労青年）グループ　1家族

　　　　　　総合計　12家族

　　（建物）

　　　●12グループと職員が住める3階建ての建物3棟

　　　●全グループの調理を受け持つ厨房1棟

　　　●会議室，治療室，講堂からなる建物1棟

　　　●施設長，事務室，全グループの洗濯，乾燥のための建物1棟

　　　●その他，広い運動場

（定員）

　90～100名（現員87名）

入所理由・経路

　学校，病院，警察等からの連絡によりt市の少年保護局のケースワーカーが家庭調査

し．入所決定する。
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　家庭不和，アル中，離婚，暴力，虐待，放任，服役，入院等親の問題から入所せざるを

得ない子供が主である。

　以上の理由から当然子供自身にも問題が起こり，自閉的傾向を持つ子，怠学，情緒不安

定な子，神経症的な子，不眠，夜尿，盗み，覚醒剤へ走る子，非・反社会的行動を持つ子

が目立ってきている。

　　　処遇目標

　　●暖かい雰囲気の中で育てる。

　　●グループ全体を取り扱う。

　　●社会性を育てる。（外出自由）

　　●問題行動を理解し，受容してやる。

　　教育について

　　●乳幼児処遇は看護婦と指導者があたる。

　　●4～5才から幼稚園に通わす。

　　●学童は一般の学校へ通う。

　　●義務教育終了後の青年は職業訓練学校へ通わす。

　　日常生活の状況

　　●週2回はグループごとの話し合いが行なわれ、グループ内での日常生活の問題，リ

クレーション，行事等の話し合いを行う。

　　●食事については，各グループの考え方の自由であり，グループ担当に任せられてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iる。

　ファミリーセラピー，カウンセリング，絵画，作業，言語治療等施設内で治療を図って

いる。

　　●家庭との連絡調整について，市のケースワーカーが主に行っている。

　　●医学的治療を要する場合には病院との連携を図り治療を進める。

　　●青少年グループ（1グループに）には7名の児童に対し、4人の指導者が担当する。

1名は1日8時間労働（週46時間），2名は，1日の内2／3，1名は1／2を受け持つ。

4名の内1名は実習生である。

　チa一リッヒ州にある養護施設の中で最も大規模な施設であり，他は20～40名定員が主

であるとの事。行政の施策で，1年間の内に定員を半分に減らす様にと指導を受けている

との話が聞かれた。

　又，施設に代って，治療を目的とした専門的な養育里親が増えつつある状況で，今後施

設の成り行きが注目される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－68一



　この施設は大規模でありながら，生活グループは小規模化されており，生活グループの

意志を尊重し，任せてある点が，施設運営の大きな特徴であろう。それが個の指導に於い

ても共通しており，子供達の自主性について大切に考えている点が伺がわれ¶た。

（窓越しから愛矯を振りまく女の子）
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イギリス編

　　　　担当班（第4班）

岩城　満・香原　遷・福崎洋子・有馬俊二
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青少年を取りまく社会事情

在宅ケア指向の児童福祉

施設の歴史的な動き

施設処遇の姿勢

施設職員の養成

バーミソガム市における青少年対策

まとめ

〈訪問施設概況〉

　ステファソンコート子どもの家（民間立グルーブホーム）

　バークディールホーム（環境不適応児の生活治療施設）

　名称のない施設（社会不適応児のための施設）

　ニコラスガルパーンロッヂ（高齢児を対象とした社会不適応児生活治療施設）

　ドクター・バーナード・ビィレッヂ（民間の小舎制養護施設）

　名称のない施設（ファミリー・グループ・ホーム）

　名称のない施設（高年齢児及び母子の養護・緊急住宅）





ロンドン・バーミンガムに見たイギリスの児童福祉

1．青少年を取りまく社会事情

　失業による社会不安の増大

　イギリスは，今高い失業率に悩んでいる。1980年以来，年々上昇し続け，1985年には1

3．5％に達した（我が国では1985年末で、3％）。長期に至る矢業によって，人々の生活が

次第に活力を失い，全体として社会不安を招いている。そしてそのことが青少年の成長に

とって少からぬ影響を与えていることは，イギリス滞在中，児童福祉関係者から，青少年

問題の発生の原因が，高い失業率にあるという説明を，どこでも聞いたことから，容易に

想像できるところである。一家を支えるだけの満足な収入が得られないことからくる家庭

の崩壊は，無職少年の増加とあいまって，今イギリスでは深刻な社会問題となっていると

いうことであった。

　家庭教育に対する自信の喪失一児童の放置と放任

　こういった家庭の崩壊により，子どもが放置されるケースが増えている。又，この実体

的家庭の崩壊の他に，家庭の形はそなえているけれども，家庭の機能を失った家庭も最近

多くなっているということであった。そうした家庭では，家庭における教育力が低下して

いるという。つまり親，特に父親の自信の喪失により，子どもの様々の変化に対して，適

切な指導ができず，ついには子どもを放任するにいたる家庭が増えているとのことであっ

た。

　そういった実体的ないしは内面的家庭の崩壊により放置されたり，放任された家庭は，

必ず子どもにとって何らかの問題をはらんでおり，行政はその対応を迫られる事になる。

複雑さを増す人種問題

　イギリスでは，20年前位から急激に他民族が流入するようになったとのことである。人

種別にいうとインド，パキスタン人，西インド諸島，アフリカ諸国等々であるが，イギリ

スの中では，私達が訪れたロソドン，バーミンガムが特に多いということであった（ロン

ドンではインド人ばかりの町もあった）。

　これらの異民族は概して教育，文化の水準が低く，言語も通じないことが多く，先ず就

職が困難である。国は彼らの生活保障，教育により力を注がなければならない。又，人種

間に発生するトラブルも深刻であるとのことであった。
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　しかし，見た目には人種間の葛藤はあまりないように思えた。私達が夕食後訪問した

バーミンガム市の住宅街にあるレディウヅドパブリックセンターでは多くの黒人に交っ

て，白人の子ども達が和気合々の中で遊んでいた。

　このパブリヅクセンターは公立の施設で，青少年に，健全な娯楽や社交の場を，極めて

安い料金で提供することによって，青少年が不健全な場所に流れていかないようにという

配慮から設立され，運営されている。ここの利用者はほとんどが黒人の青少年であり，実

に快活に，卓球やビリヤード等のスポーツやゲームあるいは音楽に，思いきり打ち興じて

いた。その中で何人かの白人の青少年達が，何の屈託もなく黒人達と一緒に遊んでいたの

が私達にさわやかな印象を与えた。こういった光景は特にここだけではなく，私達が訪問

した他の多くの施設でも見ることができた。イギリスにおける人種問題は施策としては存

在するが，青少年の感情の中には存在しないという実感を私達は抱いたものであった．

深刻な財政事情

　我が国においても，国の財政事情は急迫しているが，イギリスの財政事情も極めて深刻

である。実質経済成長率2～3％，恒常的な貿易収支の赤字，インフレは沈静化したもの

の，なお4～5％の物価上昇の中で，政府予算の13．67％にものぼる軍事費（対国民総生

産比5．1％）の支出で，福祉にまわる予算は少なくなっている。そうであるが故に，イギ

リスでも行政改革の実施の必要性に迫られている。思い切った機構改革と人員削減，諸制

度の見直し，とりわけ福祉制度の見直しは，避けて通れない道のりである。イギリスでは

4～5年前からかなり厳しい行政改革が実施されており，それによって実際に福祉制度のあ

り方について多くの変化を余議なくされているという印象が強く感じられた。

2．在宅ケア指向の児童福祉

　施設収容から在宅ケアへ

　家庭の崩壊から児童の問題が多発の傾向を見せてきた経緯と行政改革の方向とから，イ

ギリスでは家庭教育に力を入れるようになった。しかしこれまで取ってきた方法はこうで

はなかった。家庭に問題があり，子どもを充分に教育できなければ先ず施設収容を考えた。

問題のある子を隔離するという意味もあり，かつては施設収容が盛んに行われた時代が

あった。バーミンガム市の社会福祉局のジョンルーク教育連絡調整官（lnspector

Education　Liason）の話によるとこうであった。たとえば精神薄弱児の場合．重度の障害が

あれば素行面でも問題が多く，彼等を隔離収容する方が望ましいとして，多年に亘って健
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常老と離して教育してきたが，これは間違っている。むしろ町の申で彼等を健常者と一緒

に教育する方が正しいという考えが出てきた。いわゆるこの考えが．ヨーロッパに今風廉

しているノーマライゼイションの思潮の一つの考え方である。

　しかしこれらの子どもを家庭に引き戻した場合に当然家庭での対応の問題が起ってくる。

非行や情緒障害のある子の場合も同じことがいえるわけで，そこに家庭教育の大切さがク

ローズアップしてくるのである。

フィールドケースワーカー

　イギリスでは，各市にフィールドケースワーカー（Field　Case　Worker）という福祉専門

職員が配置されている。フィールドケースワーカーは一定の範囲の地域を担当し，その地

域の住民の，福祉に関するあらゆる問題に対処する。我が国のように，生活保護のケース

ワーカーは生活保護のみを担当し，児童や老人等々のケースワーカーは別に配置するとい

うやり方をしないのである。全てを包含したソーシャルケースワーカーである。フィール

ドワーク（Field　Work）というのは，「現場訪問」とか「実地研究」という意味がありおそ

らく，施設職員やその他のケースワーカーと区別するためec，フィールドケースワーカー

と呼ぶのであろうeこのフィールドケースワーカーは，福祉に関する全ての分野を担当す

るわけであるから，ワーカー一人あたりのケース数はあまり多くない。大体一人あたり，

25～30ケースのようである。一人で，その地域の人々の生活上のあらゆる問題に対処する

ということは大変なことであり，福祉制度全般に精通していなければならないのは当然で

ある。そのため，他の職種間との配置転換は無理である。皆専門職として勤務している。

しかし受け持つケース数が少ないということは大変好都合で，世帯員の一人ひとりについ

て詳しく知ることができる。何か事があれば，あらかじめ事情がわかっているので，迅速

に対処することができ，又，起りそうなことを未然に察知することもできるので，場合に

よっては，不幸な事件の発生を防止することも可能である。

　又，クライエントの側からいえば，一人のケースワーカーに話しをすれば，どんな問題

でも解決にあたってくれるということであり，実に便利である。たとえばある一家が夫の

失業により，経済的な窮迫から，家庭崩壊の危機に直面し，子どもが養護に欠ける状態が

発生しているとする。このような時，相談があれば，フィールドケースワーカーは直ちに

家庭を訪問し，そこで必要なら生活扶助を適用して，先ず設計の維持を図り，しかる後に

家族間の問題を調整し，家庭の教育力を回復し，子の監護が充分にできるように手を貸す

ことになる。それをほとんど一人のケースワーカーが，他の機関とはもちろん連携を取り

ながらも，問題が解決するまでかかわり続けていくのである。日本だとこうはいかない。
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生活保護の担当に子どもの問題を話しても，相談を受けたケースワーカーは家庭相談員に

連絡はするにしても，どうしてももう一度家庭相談員又は児童福祉司に相談をし直さなけ

ればならない。そこに時間のロスも生れるし，又，あまり人に知られたくないと思ってい

る子どもの問題について，そんなに顔見知りでもない他人に，次から次へと相談すること

に抵抗を感ずるかも知れない。受身的な相談が主流である我が国の福祉制度の実態では，

相談がなければ問題はないものと判断しがちであり，問題が隠れてしまうということはな

いだろうか。もしそうだとしたら次に問題が出現するときは，問題そのものが進行してお

り，手遅れになることだってありうると思われる。

地域，学校，自治体が一体となった家庭教育

　フィールドケースワーカーは，積極的に家庭を訪問すると同時に．受持地区の学校や警

察とは常に連携を保っており，情報収集と問題解決のためのネットワークを張りめぐらし

ており，問題ケースの早期発見に努めるとともに，互いの立場を生かし合い，協力し合っ

て，問題の解決にあたっている。

　特に興味深く感じたのは，バーミンガム市で社会福祉局の中に教育課があり，教育の専

門スタッフが配置されていることであった。縦割行政に固執することによる弊害が，とか

くの問題となる我が国の行政の実態から見て，イギリスという国の，子どもの教育に関す

る積極さをうかがい知ることができた。

　又，バーミンガム市では，司法，教育，社会福祉の各機関が定期的に会合を持ち，青少

年問題解決のために，その時々の問題や今後の問題について話し合う、プロベドソック

Prob－ed－soc）と呼ばれる研究会ないしは，協議会がある。　Prob，　ed　socはそれぞれが

probation（保護観察），　education（教育），social　service（社会福祉）の略である。

家族ぐるみで施設に引越し

　子供はできるだけ家庭で育てるのが望ましい。そのためにケースワーカーは，家庭の

様々な問題（たとえば経済の問題など）を解決し，親の指導を試みるのであるが，しかし

やはり在宅ケアには限界がある。又，たまに行く訪問では，観察も充分にできない。そこ

でイギリスでは家族をそっくり収容する施設がいくつかある。私達が訪問した施設で，ロ

ンドン郊外の，イーリング・ストックレインという町にある公立の施設（この施設には施

設名が付けられていない。イギリスでは地域の人々との交流を保つために施設名を用いな

いことがあるが，この施設もそうである）がそうであった。ここでは，施設の中に，一般
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の家庭と何ら変わらない設備や家財道具があり，そこに家族ぐるみでそっくり引越すこと

ができることになっているのである。大体，欧米では，遊牧生活の名残りなのではないか

と思われるが，転居することをあまりいとわないという傾向があるようである。借家でも

大抵，身の廻りの物を持っていけば簡単に引越しが完了するように，設備や家財道具が全

て揃っているのが普通である。

　このようにして家族ぐるみ引越した家庭（母子又は父子の家庭がほとんどであるが，両

親揃っていても構わない。）は，施設の中で今までどおりの生活を営むことになる。そこ

で，仕事に就いている家族があれば，施設から通勤するし，通学をしている人があれば勿

論施設から通うe肝腎なのは今までの生活の姿を変えないことであるeそうすることに

よって，在宅ではわからなかった家庭の問題が浮きぽりにされ，どこに欠陥があるか一層

明確になってくる。指導員は普通，あまり細い点は指導しないけれども，生活の中での子

どもに対するかかわり方などをじっくり観察することによって，極めて適切な助言や指導

ができるわけである。この他にも，ノースドルト，ハインドヘッドガーデンスにある公立

の施設（この施設も施設名を用いていない）も母子の入所が可能であるとのことであった。

里親の活用

　子どもの問題行動が発生した場合に，先ずその原因を探るのに，子ども自身の資質を問

題にすることはまれである。家庭での対応のあり方にその原因の多くは求められるeたと

え子どもに問題行動があっても，通常の場合親自身が子どもに対する態度を変えることに

よって，子どもの問題行動がなくなることは多い。逆に子どもを施設に収容するなどし

て，子どもの状態をいかに変え得たように思っても，親の態度が変わらないなら，子ども

を家庭に帰したとたんに，元の状態に逆戻りしがちである。だからこそ，家庭教育に力を

入れ，家族ぐるみの施設収容までして，親の態度を変えるように努力しているのである

が，しかし，どんなに親に対する指導を試みても．親の性格上の問題，あるいは能力上の

問題から、親自身の態度を変えることが困難な場合があるeそういう場合は，一番ノーマ

ルな形である実親の元での養育の形を変えて，里親による養育を考慮しなければならない。

親にとっては辛いことではあろうけれども，子どもとの別れを決意させなければならない。

その説得にはフィールドケースワーカーや施設の職員が当る訳である。しかし，私達日本

人が考える程，それは困難ではないように，説明を聞いていて感じた。それは，欧米人と

日本人の，子どもに対する考え方の相違にあるように思われた。欧米人の子どもに対する

愛情が希薄であるということではなく，子どもの養育監護の責任は，ひとり親のみが背負

い込むものではなく，社会全体で分担していこうとする考え方があるからである。欧米に
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おいて里親制度が発達し，よく活用されているのも，そういった精神的基盤が底辺にある

からであろう。あながち里親手当が高いからばかりではないと思われる。我が国で，里親

制度の活用がうまくいかないのは，里親自身の割り切り方の悪さにあるといわれている所

以である。いわゆる「育てて社会に還元する」という，里親としてはごく当り前の考え方

が，日本ではまだよく育っていないからだという訳である。

　説明によると，イギリスでは，純然たる養護施設はほとんどないということであり、施

設では，何らかの治療を要する児童の収容が原則であって，両親がいないとか，子ども自

身には問題はなく，家庭に監護能力がない場合などは，通常里親に預けられる。イギリス

では，こういった里親委託が多く、1983年の統計では，全国で，36，900人の児童が里親に

預けられている。その大部分は，里親のもとで順調に育っていくことになる。

施設では治療を主体に

　しかし，里親に委託しても，全部うまくいくとは限らない．どうしてもうまくいかない

ケースがある。それは子ども自身にかくれた問題があったり，里親自身に問題がある場合

もあろう。あるいは，もともと里親委託が不適当な子もいるかも知れない。バーミンガム

市の例でJ3年間に9人の里親に預けられた子どもがいるとのことであった。このように

うまくいかないケースは，もう一度治療し直すために施設に戻ってくる。施設で充分な治

療を受けた後，里親に預けてもうまくいくという判断がなされれば，その子どもは施設を

出て新しい里親の元へ行く。その時点で家庭の環境が整っていれば，家庭に帰っていくこ

とは勿論ありうる。

　里親の元でうまくいかなかったケースも施設入所の理由の一つであるが，この他に社会

不適応児施設に入所してくるケースとしては次のような理由がある。

　①非行があったり，犯罪を犯して警察から送られてくるケース②情緒障害のある

ケース③軽度の精神薄弱児④緊急保護を要するケース（親，里親，その他の肉

親，知人，友人等適当な監護者がいない場合、又は虐待等により，親に監護させることが

不適当な場合など）

　これらのケースは緊急保護を要する児童の一部を除いて，全て何らかの治療を要する児

童であり，通常の場合，社会不適応児施設に収容して，それぞれに合った治療がなされる。

つまるところ，施設収容は治療を主体にしてなされるのであり，単なる養護児のみを収容

する施設は，イギリスにおいては通常存在しない。

　さらにイギリスにおける施設形態の特徴は，その機能がかなり分化していることである。

我が国においては，これらの児童に対応する施設としては，教護院、情緒障害児短期治療

施設，精神薄弱児施設といったところしかないaその点，イギリスにおける社会不適応児
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施設は，児童の状態や年齢等によって，より細かく分れている。私達はイギリスでは，7

個所の施設を見学したが，そのいずれもが，その対象や治療方法において微妙な違いがあ

り，大変興味深く感じたものであった。我が国においては，これらの機能を養護施設の大

部分が担っているわけであり，里親制度の普及と相俊って，社会不適応児施設の機能の分

化が必要ではなかろうか。

3．施設の歴史的な動き

1

　民間施設における2っの大きな流れ

　イギリスにおける民間施設の運営には2つの大きな流れというべき組織がある。それは

ナショナルチルドレンズホームとドクターバーナーズである。

　ナショナルチルドレンズホームは，今から116年前に．キリスト教のメソジスト派の司

教がテームズ川の川原で寝ていた家なしの子ども達を見て，これを救おうと，コテージを

買い，8人の子どもを収容したのが始まりである。それ以後，同じような施設があちこち

に造られていった。現在ナショナルチルドレンズホームは，ロンドンに法人本部を置き，

全国に60の施設を持っている。西インド諸島にもいくつかの施設がある。

　しかし，60の施設のうち，規模の大きい施設は全て行政側の要求で，4～5年前から小規

模施設に変っていった。

　ドクターバーナーズは，120年前，ロンドンで放浪している子ども達を集めて養育した

のが始まりで，イギリスの児童福祉の育ての親といわれている。その後，この地に色々な

建物を建て，1，200名の女子の養育，さらにそこから約8km離れたところに，同じ規模の

施設を造り，1，500名の男子を養育した。その施設には、中学校，プール，病院等もあり，

一
つのコミュニティーを形づくっていた。施設の形態としては，小さな建物を沢山造り，

当時からより家庭的な雰囲気で子どもを育てていくことが基本となっており，夫婦の指導

者，それにアシスタントで子どもの養育に当っていた。ここで育った子ども達は，各地に

広がり，創立者の意志を継いで，施設を創った。遠くニュージーランドやオーストラリア

などにもドクターバーナーズの施設がある。

　しかし1940年代になって，この養育形態は変革を要求されるようになった。すなわ

ち，子どもを施設の中で育てるのではなく，できるだけ社会の中で子ども達を養育してい

こうという考え方が浸透し始めたことによるものである。いわゆるノーマライゼイション

の思想の徹底である。現在この大規模施設を廃止するために，収容している子ども達の今

後の行き先を探している段階である。その行先とは，おおむね家庭，里親，養子，自活の

道であるがJ今そのための特別指導が施設の中で行われている。
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家庭的雰囲気を重視

　どうしても治療が必要な子どもについては，施設収容する訳であるが，しかし，その収

容施設は決して，施設らしい施設であることがその子どもの治療にとって必要な訳ではな

い。イギリスでは，小規模施設が多く，特別な専門施設を除いては，できるだけ一般の家

庭と変わらないような形態で指導していくという方針が確立されている。その理由はこう

である。

　もし施設の中だけで，完癖な教育を試みようとするなら，広大な敷地の中に，設備の

整った建物を建て，優秀なフタッフを揃えて運営しなければならないだろう。しかもな

お，そうして純粋培養的に養育された子どもも施設の中では，良い子であっても，一旦外

へ出ると，社会に順応しきれなくて挫折してしまうことが多いのである。したがってより

施設らしくしようとすることは，国の出費を際限なく大きくすることにつながる上に，そ

の効果は，今ひとつ上らないと考えられるのである。

　それに対して，施設をより家庭らしく運営するということは，非常に少ない出費で済む

上に，その効果は絶大であると考えられる。それは次のような考え方から言えることであ

る。児童が社会不適応の行動を取るのは，機質的な原因も無視できないけれども，生育過

程における情緒面の障害が大きな原因と考えられる。情緒面の障害を起す一番の場所が家

庭である。そして，その障害を除去するのも，又，家庭である。すなわち，児童の心を生

すも，殺すも家庭なのである。そのような理由から施設を家庭らしく運営しようというこ

とになった訳である。情緒面に障害を生じている児童が施設に収容されて来て，家庭的な

雰囲気に浸ることによって，情緒面の障害が除去され，心の安らぎを回復することであろ

う。あとは学校や社会の中で触れ合う人間や自然が良き教師であり，それによって，力強

く，逞しく成長していくことであろう。

　そのような考え方の徹底しているイギリスでは，ほとんどが小規模施設である。私達が

訪問した7つの施設も全てそうであり，建物の造りも，見かけも，一般の住宅と少しも変

わらないようになっている。というより，一般住宅を借りて経営しているといった方が正

確である。そして運営上のことについても，やはり家庭と変らないようにするために多く

の工夫がなされているように思える。

　たとえば，施設名を用いない事もアイデアとしては大きい。その効果は，施設の外に対

しても，内に対しても意識の上で大きく働くに違いない。

　もう一つは，家庭全員で入所できる施設があることである。これは前述したので詳細は

避けるが，これもより家庭らしくという考えの表われである。
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4．施設処遇の姿勢

1

　地域住民との接触

　前述の施設運営のあり方の②で述べたように，施設をより家庭らしく運営するための方

策の一つとしても言えることであるが，イギリスにおける施設処遇のあり方の特徴とし

て，地域との積極的な交流があげられる。このことに関して，バーミンガム市のバーク

ディルホームの開所当時の話は興味深い。この施設は公立の児童施設で．バーミンガム市

の郊外にある市営住宅の一角で，住宅2軒分を借りて運営している。もともとここには女

子の非行児の更生施設があった。近所の人は，又，同じような施設ができるといって，反

発していた。開所後，間もなく，施設の子どもが何か悪いことをしたと，近くの主婦から

抗議があった。しかし，よく調べてみると，その子は施設の子ではなく，近所の子であっ

た。それ以来，近所の人達とはうまくいっているとのことであった。その交流のあり方

も，ごく普通の家庭の主婦がするように，近所の主婦が施設を訪ねてきて，おしゃべりを

するとか，あるいは子ども同士で，学校から帰るとお互いに行ったり来たりする。施設の

職員は，近所の子どもが来ると，ごく普通の家庭でするように，お茶を出したり，お菓子

を出して，その友達をもてなすとのことである。こうやって近所の友達との交わりを通じ

て，社会性を身につけ，社会への適応性を伸ばして，一歩一歩自立できるようにしようと

しているのである。

地域へのクラブ活動への参加

　イギリスでは，クラブ活動が盛んでありt老若男女を問わず、スポーツや文化活動を楽

しんでいる。特に青少年の健全育成のためのサッカーやフットボール等のクラブ活動を地

域の青年達がボランティアとして指導している。施設の子ども達もできるだけ，そこへ通

わせることによって，心身の健全な発達を図ることができると同時に，地域の子ども達と

の関係を緊密なものにすることができる。

環境を変えないで育てる

　児童を施設に収容した場合，一般にその児童の環境は著しく変化することになる。子ど

もは環境の変化によって，一時的に情緒障害を起す場合がある。極端な場合はその情緒障

害が尾を引いて，子どもの成長過程で悪い影響を及ぼすこともあり得る。当然に年齢が低

い程深刻である。そのような影響が出ないようにするために，できるだけ環境を変えない

ようにという配慮がなされている。小規模施設に切り替えていったのもそのためであった

し，家族ぐるみ入所できるようにしているのもそのためである。又，部屋の造りや設備

一
81

1



が，一般家庭そっくりであるのも，環境を変えないためである。

　又，余程のことがない限り，施設に入所しても，通っている学校や幼稚園を変えないこ

とにしている。私達が訪問した施設の一つでは，一時間もかけて，タクシーで，行き慣れ

た幼稚園に通わせている子どもがいるのには，大変驚かされたものであった。勿論就職し

ている子がいれば，施設から通勤するはずである。

家庭に帰すことを目標に

　子どもは家庭で育てるのが一番ノーマルな姿である。家庭で育てることが困難な子ども

のみが、施設へ来る。したがって、施設での指導は，子どもを家庭に帰すためにこそなさ

れるのである。家庭が主たる教育の場で，施設は従の立場である。家庭での教育を補完す

るという関係にある。そのために，施設には長くおかない。平均入所期間は9ヵ月，長く

ても3年が限度であるとのことであった。少しでも早く，家庭的な雰囲気の中で育てるた

めに，家庭に帰すことができない子どもは里親に委託される。そして，年齢も高く，里親

に委託することが困難な青少年には，自立への道が用意される。このような青少年には，

将来アパートを借りて，自活できるようにするために，施設内で訓練される。こういう段

階の青少年達に対しては，できるだけ本人の自主性を尊重し，あまり細部に亘って指導し

ないことにしている。

自らを考えさせる教育

　小規模経営がもたらす最大の長所は，あまり強い指導をしなくても，施設や秩序が維持

できるという点にある。それ故，家庭的な雰囲気を作り出しやすい点があげられるわけで

あるが，大規模な施設では，全体の秩序を維持するためには，規則も細かく決める必要が

あるし，規則を守らせるためには，しばしば強制も必要となる。これに反して，小規模な

施設であれば，ある程度，子ども達の自由を尊重し，自主性を重んじることも可能になる

ことと思われる。だが，自由を尊重することが放任になってしまいはしないだろうか。そ

の点について，色々考えさせられたのであるが，ステ7アンソンコート・チルドレンズ

ホームの所長のカイス・バウアー氏の話を聞いて少しは納得できた。

　ここの施設は，高年齢児のための情緒障害児治療施設である。私達が訪問したときは，

12人のティーソエイジャーが措置されていたが，子ども達は実に明るく，自由にのびのび

と生活しているという印象を受けた。ここでは子ども達が小遣いが足りないとか，何かを

買いたいといってきた場合，頭から駄目とはいわず，施設の運営費の明細書や領収書など

を見せて，いかに運営が苦しいかを理解させ，どこか節約するところはないか，子ども達

に考えさせるということであった。この話をした所長さんは，「こんな方法をみなさんは
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どう思いますか」と尋ねられたので，「家庭的で良いと思う」と答えると，満足したように

大きく頷ずかれたのを今でもはっきりと思い出すことができる。

休暇はできるだけ家庭で

　イギリスでは，週末や夏期の休暇などはできるだけ，施設に入っている子どもを家庭に

帰すようにしている。我が国では．折角施設で慣れてきたところを，家庭に帰すことに

よって里心がついて，施設に戻って来なかったり，戻って来ても，施設での生活がうまく

できにくくなるのではないかという危惧があり，色々と質問してみたが，本来子どもは，

家庭にあるべきものであり，子どもにとって，少しでもノーマルな生活をさせるのが，

我々のつとめであるといったような回答が返ってくるばかりであった。

　週末や休暇を家族の元で思いきり過ごして．又，新たな気持で施設にやってくるといっ

たやり方の方が，子どもの情緒を安定させ，又，大いにやる気を起こさせるという点で効

果があるのかも知れない。ノーマライゼイションの考え方がこういったところにも表われ

ていると思われるところである。

5．施設職員の養成

　イギリスでは，施設職員（社会福祉関係職員全般にもいえることであるが）の養成には

特に力を入れているように思われた。r施設は人なり』という共通の認識があって，職員一

人ひとりの資質が非常に問題にされているという感じであった。

施設職員の資格認定

　イギリスでは，施設職員になるためには，高等学校を終了した後，さらに2年間の養成

課程を経なければならない。養成課程を終えると，児童福祉教育審議会（本部ロンドン）

の資格認定が受けられる。その結果，CQSW（Certified　Qualification　of　Social　Worker）又

は，CSS（Certificate　of　Social　Service）の認定資格が与えられる。このCQSWと．　CSS

には差があって，CQSWの資格がないと，フルタイム・ケア・スタッフ（週45時間勤務）

にはなれないのである。CSSの資格だけの施設職員は，ハーフタイム・ケア・スタッフと

して，週25時間の勤務につくことができる。

　ただし，CSSの資格を持った職員もキーワーカー（施設内で，その児童に専門にあたる

職員）にはなることができる。しかしCQSWの資格をもった職員が，2人の児童のキー

ワーカーになれるのに対して，1人の児童しか担当することができない。

施設職員の日常の研鎖
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　上述のキーワーカーは，児童の入所の時から，すでに割り当てられ，そのケースにあ

たっている。たとえば，地方自治体から入所についての申し込みがあると，そのケースの

as　一ワーカーになるべき職員は，フィールドケースワーカーと協議して入所すべきかどう

か判定する。入所になれば，キーワーカーは，その児童についての処遇計画を立て，計画

に添って実行されているかどうか観察し，3か月後に評価を下す。又，6か月毎に処遇計

画の見直しをすることが，法律により定められているが，計画を実行すべきかどうかの判

断を，キーワーカーが責任をもって行わなければならない。さらに，児童が退所したのち

も，6か月間は児竜のその後の歩みについて，責任をもつことにしているとのことであっ

た。このように，施設職員は一人の児童の入所中はもとより，入所前も，入所後までも責

任をもつというイギリス特有のあり方に大変感動を覚えたものであったeこうして施設職

員が責任をもって児童の処遇にあたることがなによりもその職員にとっての研鐵になるこ

とと思う。

実習生の活用

　デンマークでもスイスでもそうであったが，施設を見て廻っていると，実習生が意外に

多いのに気がつく。これは1述の社会福祉主事の養成課程で学ぶ学生なのであるが，2年

間の教育課程の中で，6か月の実習を2阿，計1年間経験することが義務づけられている。

この実習期間，実習生には手当が支給される。この手当の支給と併行して，実習生もある

程度はプロ意識を持つように，職員に近い重要な任務が与えられているようであった。

プレイバス
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6．バーミンガム市における青少年対策

　バーミンガム市における青少年問題研究のために三者（警察，学校，社会福祉）による

協議が行われていることは前にも述べたが，つぎに詳しくバーミンガム市における青少年

対策について述べてみたい。

　予防対策

　バーミンガム市は人口110万人の工業都市である。5歳から17歳までの児Pt　177，000人

のうち，児童福祉対象児童は2，000人（これは直接対象児童であって，たとえば身障児や

精薄児でも親のもとで、充分に監護されている児童は含まれない），そのうち680人が養護

施設に入所している。そのうち100人は，教育に関する様々の問題（たとえば登校拒否や

怠学，あるいはいじめや校内暴力など）のある児童で，ディストリクトセンター（District

Center）か，コミュニティホーム（Community　Home）に入っている。

　4年前のバーミンガム市の福祉対象児童は3．800人であった。これが2，000人に減った

訳であるが，これは家庭教育に力を入れ，安易に親から引き離さないようにし，予防に心

がけるように，政策を転換した結果であるとジョン・ルーク教育連絡調整官は強調する。

そこで，その基本的な考え方をあげると，

　①コミュ＝ティアセスメント（Community　Assessment）

　　　子どもの問題は地域全体の問題としてとらえ，問題のありそうな家庭はお互いに尋

　　　ね合い．子どもの状態を知り，子どもを地域から排除しないように力を合わせるよ

　　　うにして，できるだけ子どもの問題を家庭の中で直すようにする。

　②　家族全体で教育する

　　　家庭教育に力を入れ，子どもを家族全体で教育する。

　　　このような施策の展開によって，上述のように，児童福祉対象児童数を減らすこと

　　　ができ，施設の定員についても，大幅に減らすことが可能となったのである。次の

　　　表はバーミンガム市における1980年と1985年の児童福祉施設数と定員の比較であ

　　　る。

1980年 1985年

施設数 106所 58所

定　員 1，619人 812人

　今後さらに8ケ所閉鎖する予定のことである。なお，現在の定員に対する収容率は63％

である。
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関係機関の連携

　青少年教育に携る機関の中でも，特に教育機関と社会福祉の機関が緊密な連携をとるこ

とが強く要請される。そのために社会福祉局の中に教育課を置き、教育の専門家を配置し

て，自治体自ら，その連携について手本を示していることは前にも触れたが，他にも色々

な施策が行われている。その例を示すと次のような施策がある。

　①ディストリクトセンター（District　Centre）

　　　ディストリクトとは「地区」とか「教区」とか「校区」の意味であろう。この制度

　　　は社会福祉の事業であるが，学校の延長のようなものである。

　　　教育の現場で何か問題のある子どもがいる場合に，その子をここに入所させて，ど

　　　のような所に問題があるか，何が遅れているか，又，その原因は何かなどの評価を

　　　行い，その評価に応じた治療を行う。期間は比較的短期間である。

②コミュニティホーム（Community　Home）

　　　特に問題の大きい子どもや、非行や触法行為のある子どもの場合は，コミュニティ

　　　ホームという施設に入所させて，ここで行届いた指導がなされる。

③　ESW（Education　Sociai　Worker）

　　　この制度は教育部の所管である。このESWという職員を，　LO校に1人の割合で配

　　　置している。ESWは受持ちの学校を常に見て廻っているのである。そして何か問題

　　　の子がいれば，早めに関係機関に連絡をとるようにしている。

④パストラル・ケア・ティーチャー（Pastoral　Care　Teacher）

　　　パストラルとは「田園生活の」とか，「牧師の」という意味がある。生徒達から見

　　　て，何でも相談できる先生という形の先生であると思われる。と同時に，先生の方

　　からも，生徒との接触を通して，生徒のおかれている環境を探ったり，生徒を観察

　　　して，生徒の問題を見抜くように努める。その中で虐待の事実を発見することがあ

　　　る。体育の教師が，生徒の体の異常をいち早く発見するようなものである。そんな

　　場合は，すぐ市の社会部に連絡するようになっている。その他に，パストラル・ケ

　　　ア・ティチャーはソーシャルファンクションといって，友人との関係など，社会的

　　作用の観察等を行うために，積極的に家庭を廻ったり，措置されている施設等にも

　　出かけていくようにしている。公立，私立を問わず，最近こういう先生を雇う学校

　　が増えている。

ディテンションセンター（Detention　Center）による非行防止対策

　バーミンガム市では，犯罪を犯した少年が，それ以上非行に走らないようにするため

に，ディテンションセンターというプログラムを実施している。この制度は，裁判所の方
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1

から奨められて実施の運びとなったそうである。他都市では以前から実施しているが，

バーミンガム市では緒についたばかりであるとのことであった。

　このディテンションセンターというのは，いわば「中間治療」で，少年刑務所に行く程

ではないが，相当な治療が必要と判断された少年に対して，裁判所の判決で言い渡される。

「ディテンションセンターが相当」という判決が下ると，その少年は「短い拘禁生活」か

「長期間の訓練」かを選ばなければならない。ほとんどの少年は「長期間の訓練」の方を

選ぶそうである。センターといっても，実際に建物がある訳ではなく，一定のプログラム

があるだけである。少年達は定められたプログラムを順次消化していく。訓練中の写真を

何枚も見せてもらったが，これが犯罪を犯した少年少女達だろうかと思う位，明るい表情

で，結構楽しく訓練に取り組んでいる様であった。このプログラムの指導にあたるのは，

プロベィションソーシャルワーカー（Probation　Social　Worker）という職種の職員である。

プログラムの内容は，主として野外活動と職業訓練である。

　イギリスでは，非行少年を第1グループと第2グループに分けて，それぞれの処遇を考

えている。第1グループは少年刑務所で処遇されている少年達で，第2グループが上記の

ディテンションセンターでの訓練ということになる。この第2グループから，第1グルー

プに進行しないようにという点に，特に力を注いでいるように見える。

児童福祉に関する調査

　バーミンガム市では，毎年調査委員会が必要と判断した事項の調査をし，施策の決定に

役立てている。そのためのスタッフとして，調査専門委員（心理学修士卒）を社会部の中

に2人（2人ともたまたま女性）置いている。今年度の調査項目は，一つは「非行少年に

関する調査」で，もう一つは「里親に関する調査」である。「非行少年に関する調査」で

は，過去1年間に問題を起した少年を対象に，年齢，非行の種類，非行歴，生育過程，家

庭や学校における状態などを分析し，どこに非行の原因があるかなどを探ることにしてい

る。

「里親に関する調査」では里子に関するプログラムがうまく進んでいるかどうかなどを調

査する。そのために，里親，里子，ソーシャルケースワーカーそれぞれに質問を廻して，

回答を得ることにしている。バーミンガム市の社会部には，14の支部があるが，それぞれ

の支部にその地区の里子に関するファイルがある。子どものバックグラウンドとか，学校

での状態がファイルされている。これらのファイルを見て，子どもの数，動いている状

態，問題，家庭の状況等を分析する予定である。

　なぜ里親制度の調査をすることになったかというと，最近，3年間に9回も里親を変る

など，かならずしもうまくいっていないケースがあることが指摘されたためであるという
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ことである。

7．ま　と　め

　Oまず児童福祉の問題に関する基本的な考え方なり，理解のし方が，官庁，民間を問わ

ず，あるいは組識の上，下にかかわりなく，児童福祉に携る者全てに共通している点が素

晴らしいと思った。ただ私達が訪問することができたのは，官庁では，バーミンガム市の

社会局の教育課と，施設では7ヵ所（そのうち民営が4，公立が3）しかないので，それ

だけを見てイギリスが全てこうだということはできないけれども，しかし，社会福祉の歴

史の古さから言って，かなりの国民的コンセンサスが得られているのではなかろうかとい

うことは充分想像できると思われる。しかもヨーPッパ中に浸透しつつあるノーマライゼ

イションの波は，それぞれにかなり大きな変革を要求しているはずである。にもかかわら

ずJ国民的コンセンサスによって，その大きな変革を成し遂げつつある。日本だととても

こうはいかないだろうと思う。

　O次に，イギリスでは青少年問題に対する姿勢として，“困った問題の処理”をすると

いうのではなく，青少年問題の解決は“人づくり”であり，“国づくり”の一環であり，

とても大切な仕事であるという，積極的な姿勢でこの問題に取り組んでいるという印象を

持った。したがって，子どもを見る目が，たとえば非行児に対しても「悪い子である」と

見ないで，「社会が産み出した結果であり，実は被害者なのだ」という見方をしているよう

に思えてならなかった。

　○次に言えることは，子どもの人権を非常に尊重しているという点である。したがっ

て，指導の方法にしても，あくまで子ども自身の自覚に待つという方法がとられている。

又，強制や体罰を教育の手段として使わないようにしているということがいえそうである。

特に体罰は絶対禁止に近い。

　O又，児童を教育する上で，指導に一貫性が保たれているように思えた。家庭から施設

へ，施設から里親へ，里親から施設等々，児童の状況に添って，問題が解決するまで，目

を離さないで，ケアを続けるということが徹底している。たとえば，施設を退所した後

も，6か月間は施設の在籍者として，施設の職員もフィールドケースワーカーとともに，

責任をもって指導にあたることになっているということであった。
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STEPHENSON　COURT　CHILDREN’SHOME
　（ステファンソンコート子どもの家＝民間立グループホーム）

所在地（イギリス）

10Treddington　Close，

Birmingham　B294LT

沿革概要

　イギリス全土に60の児童福祉施設を持つ民間児童養護団体であるナシュナルチルドレ

ンズホーム（略称「NCH」）が経営，17年前に設立された。

財政事情

　施設の運営費は次のとおりである。

　①　収　入

　　　　自治体からの措置費　　週200ボンド（60．000円）

　　　　寄付金（一担，NCH本部に入り，分割されてくる。当施設への指定つきの寄付金

　　　　はここで使える。）　　　　　　　　週　　10ポンド（3，000円）

　②　支　出

　　　　人件費（NCHで計算される）　　　　　　　　　　　　　75％

　　　　その他諸経費（備品費，事務費，事業費など）　　　　　　25％

　　　※被服費（17歳）　　　　　　　　　　月　　22ポンド（6．600円）

　　　　食　費　　　週12．50ポンド（3，750円）
　　　　小遣い　　　　　　週　4ポンド（1，200円）
　　　※必要経費総額に10％上乗せして予算を組んでいる。赤字が出ることは少ないが，

　　　　出れば本部に要請できる。予算があまれば，一定の割合で繰越金として，翌年度

　　　　で使うことができる。

施設，機関の特性
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　（1）児童一人にキーワーカー（Key　Worker）を決めており，そのキーワーカーが，受入

　　　れの時から，退所するまで．その児童の担当として，信頼関係を基礎にした処遇展

　　　開を図っている。

　②　建物の造りが，施設という感じではなく，外見からは，民間の中流家庭の家屋と

　　　いった感じである。

　③　児童の入所決定に際し，施設職員（キーワーカー）が，自治体職員と協議して決定

　　　する。自治体から措置希望があれば，申し込み書を提出してもらうことになってい

　　　る。

収容児童のタイプと受け入れ条件

　（1）入所経路

　　①　暴力行為などにより、警察署から送致されたケース

　　②親から放置された児童

　　③　親から虐待を受けた児童

　②　現在収容人員

　　　　11歳～18歳　　　　12人

児童処遇上の特性

　自治体から，児童の措置についての申し込みがあると，その児童のキーワーカーとなる

べき職員が，フィールドケースワーカー（Fietd　Case　Worker，各自治体に配置される福祉

専門職員で，福祉全般を担当する。一人のケースワーカーは，25～30ケース持っている）

とディスカッションをして，入所を決定する。

　入所後は，フィールドケースワーカーとキーワーカーが，その子の問題がどこにあるか

見極め，その後の進路を決定する。

　3か月経過後，ビューモニター（View　Moniter）を行う。これに出席するのは，次のメ

ンバーであり、計画どおりうまくいっているかどうかを評価する。

　（D　子どもの家族（養育責任者）

　②　学校の先生

　（3）　フィールドケースワーカー

　（4）施設のスタッフ

　施設内の日常の指導にあたっては，個人毎の養護計画が立てられる。その養護計画がう

まく進んでいるかどうかについて，キーワーカーが中心になって見ていくことになっている。

　さらに6か月後，このままの処遇を続けるかどうか検討する。（法律で規定されている）

施設と家庭や地域との関係

　地域との関係では，お互いに理解を示すこともあるが，地域に迷惑をかけることもある。
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逆に地域の方がこちらに迷惑をかけることもある。

施設と他機関との関係

　自治体との関係

　自治体からの，一方的な措置ではなく，施設側と充分な協議をして，受け入れを承諾する。

　措置後も，措置した児童の処遇効果があがっているかどうかについて，施設側と協議を

行い，絶えずチェックを行っている。

職員構成
所　　　長

次　　　長

保母（ケアスタッフ）
　フルタイムケアスタッフ（Ful1　Time　Care　Stuff）

　ハーフタイムケアスタッフ（Half　Time　Care　Stuff）

用　務　員

　合　計

人

人
人
人
人
人
人

1
　
1
　
ρ
0
　
4
　
2
　
2
　
0

　
　
　
　
　
　
1

まとめ
　イギリスの施設は大体どこでもそうであるが，外見は普通の家と変らない。我々が描い

ていた施設のイメージはここにはない。勿論施設名を大書した看板や標札などもない。

　しかし，外見によらず施設の中ではスタッフ達による行き届いた配慮により指導がなさ

れているように思えた。

　ここには，11歳から18歳までの12人の子どもが起居していた。子ども一人に対して，

キーワーカー（次長及び保母がこれにあたる）が必ず一人付いて，中心的に指導にあたっ

ている。勿論t？　一ワーカーが常に勤務しているわけではないので，キーワーカー以外のス

タッフも指導にあたるが，処遇方針などの決定に際し，キーワーカーの力が発揮される仕

組みになっている。しかも児童数に対して職員数が多いので，一人の職員が一人か二人の

児童を担当する。（フルタイムケアスタッフは二人，ハーフタイムケアスタッフは一人を

担当する）ことができ，負担は軽い。それだけ行き届く訳である。又この方法の一番効果

的と考えられている点は，子どもの側からの働きかけがなされやすいということであった。

つまり自分の担当の先生を，親か兄弟のように慕い，何でも打ち明けられ，相談ができる

という気安さがそこにあるということである。しかし，人間のことである。もし，気の合

わないスタッフについた児童の場合はどうかなという懸念をもって，施設内を見学したが

そこで会った保母さんの説明を聞いているうち，そんな心配は全く無用であるように感じ

た。若さと情熱と人間味に溢れる人柄に何も感じない子ども達なんていないはずである

と，思ったからである。
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BIRKDALE　HOME
（バークデイルホーム＝環境不適応児の生活治療施設）

所在地（イギリス）

48／50Sheridan　Walk，　Castle

Vale　Birmingham　B35

人所児童
　　　　定　員　　　　　12名

　　　　現在員　　　　　男子

　　　　　　　　　　　女子

　　　　　　　　　　　　計

　　　　　うち3名は精神障害児

　　　　年　齢

入所の理由

　（1）家庭に問題がある

　②学校へ行かない

　③　虐待

　（4）放任

　（5）非行

　⑥　家庭裁判所の判断による

施設処遇の特性

　（1）

　（2）

　　　職者は1名いる

　（3）

5名

6名

ll名

10歳～16歳

家庭的な雰囲気の中で，働くことを体験させ，自立に向けての訓練を行う。

ほとんどの子が施設から学校に通ったり，通勤したりしている。大学生は1名，就

施設に人って来ても，今まで通っていた学校を変えないで，遠くでも通学させている。
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　（4）職員と子どもは，お互いに名前で呼び合う。そのことによって，より親しみを感じ

　　　させる。

施設と家庭との関係

　（1）家族の面会は自由に認めており，ホームの中や外で，家族と一緒に食事をしたりで

　　　きる。

　②　家族や友人へ手紙も自由にやりとりできるe

施設と地域との関係

　（1）ボランタリーとして，週末や長期休暇等の時に，子どもを預かることがある。

〔2）

（3）

日中，鍵っ子を預って，面倒みたりする。

この施設ができる前は，バーミソガム市立の非行少女の更生施設であったため，こ

の地域の住民は，当園を開園すると聞いて反対意見があったが，開園後まもなく近

くの主婦から，園の子どもが何か悪いことをしたと訴えてきた。しかしよくよく調

べてみると，それは園の子どもではなくて，近所の子どもの仕業であったeそのこ

とがあって以来，近所の人達とは非常にうまくいくようになったとのことである。

最近では近所の主婦が時々園に来て，職員と気軽におしゃべりをするようになり，

職員もそれに対して，気安く対応し，お茶やお菓子を出すようにしているとのこと

である。こういう雰囲気が子ども同志にも伝わり，大変仲が良く．学校から帰る

と，園の子どもが近くに遊びに行ったり，又近所の子どもが園に来たりするそうで

ある。園の方では，ごく普通の家庭でするように，その小さな訪問客に，お茶菓子

のサービスをしてもてなすようにしているとのことである。

施設と他機関との関係

　時々，措置した市町村のフィールドケースワーカーが子どもの生活状況を見に来るとの

ことである。それをもとに，他の状況と合わせて今後の処遇方針を立てる資料とする。

職員構成
　　　　所　　　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名

　　　　副　所　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名

　　　　ケアスタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　7名

　　　　　（フルタイムケアスタッフ　　　　　　　　　　　　　4名）

　　　　　（ハーフタイムケアスタッフ　　　　　　　　　　　　3名）

　　　　用　務　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名

　　　　調理　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名

　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13名
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ま　と　め

　バーミンガム市の中心部から西へ，車で約20分のところに，公営住宅群があり，そのほ

ぼ中央に高層アパートが数棟建っている。その高層アパートを取り巻く形で，2階建，4

軒長屋のこれもやはり公営住宅が建ち並んでいる。したがって周辺人口はかなりのものと

考えられた。その4軒長屋の一つのうち2軒を借りて，当ホームが使っており，外見から

は施設という印象は全くない。勿論，内部も公営住宅の造りのままである。そのために多

少の不便さはあっても，その方がより家庭的という訳である。

　朝の9時過ぎという早い時間であったが，ミセス・ブラー所長の暖かい観迎を受けた。

　イギリスでは社会不適応児の問題性，背景の程度に応じて次の3段階に分けられている。

　グループレ…・・家庭に問題があって社会不適応を起している児童

　グループ2……家庭の問題プラス子ども自身にも問題がある場合

　グループ3……子ども自身にさらに重要な問題性がある場合

　このホームには，グループ1もしくは，グループ2の児童が入所しており，11名中3名

は精神障害児である。

　家庭的な雰囲気の中で，学校へ通うこと，年長の児童は働くことを通して自立に向けて

の訓練をすることを目的としている。

　ブラー所長の説明中，ひとりの少年が突然入ってきて．そのまま出て行こうとした時，

「スティーブ．お客さんにあいさつしなさい」と言われて，その少年がピョコンと頭を下

げて出て行ったが，それを見て，このホームの職員と子どもとの暖かい人間関係を見た思

いがした。こういった光景は，日本の家庭の親子の間でもよく見られる光景であり，大変

親しみを感じたものであった。
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名称のない施設

　（社会不適応児のための施設）

所在地

50　1pstones　Avenue，

Stetchford　Birmingham　B35

施設名

　ここの施設は，名称が付けられていない。

　イギリスでは，住民との自然な形での接触を保つために，施設名を用いないことがある。

施設名を付けない方が，施設をより家庭らしく運営していこうという方針に合っているの

だと思われる。施設名がないことによって近所の人達の認識も違ってくるだろうし，施設

職員にも，子ども達にもそれぞれ違った意味での影響が期待できると考えられる。

沿革概要

　1974年に設立されたバーミンガム市立の施設であるeこの施設は，養護施設として開設

されたが，現在は社会不適応児に対する治療施設になっている。

財政事情

　経費はバーミンガム市が負担しJ児童一人に対し週250ポンド（約80，500円）が経費と

のことであった。

収容児童のタイプと受け入れ条件

　定員16名であるが現在員11名在籍している。また家庭よりの通所児童6名，退所児の

継続治療を行っている者が3名。

　入所経路については，通常少年刑務所を経て，バーミンガム市の各支所で，裁判所の係
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官ソーシャルワーカー，フィールドワーカー，警察署員等で協議されその結果で入所する。

また，家庭よりこの支所を通してくる老，他の施設，里親から措置変更される者もいる。

さらにここで生活している児童のみならず，家庭の児童で，昼間の養育者がいないため，

問題を起す児童が，学校からの下校後4時～8時頃まで通所している。年齢は13歳から1

8歳位までの児童が対象である。

児童処遇上の特性

　長期間このホームで生活させるのではなく，子ども達の起す反社会的行動を更生させ家

庭へ戻す事を目的としている。平均在所期間が約9か月である。

　児童に対しては，先ずホームでの規則を守らせることから始まり，スポーツ（卓球，

フットボール，ボート，水泳，サッカー等）を通じ，自分自身を見つめ，反社会的行動の

反省，グループでの協調性，責任の分担等を自覚させ，社会性を身につけさせていく。学

校は地域の学校へ通っているが，学校との連絡は常にとられ，善悪に対しての子ども達へ

の対応が必ずなされる。

　規則を守れない児童に対しては，かなり厳しく罰が与えられる様｝でtテレビを見せな

い，小遣いを減らすt所持品検査も行われていた．しかし体罰は絶対に禁じられている。

家庭復帰の近くなった児童に対しては，独立のユニットへ入れるか，あるいは，外に持っ

ているホステルに住まわせて，最終の指導がなされる。

職員構成

　ホーム長を含め正社員10名，調理員2名，その他の職員8名で，昼間は主任1名，各室

2名ずつのチームで交替勤務である。

夜間は職員1名があたるがその他に自宅待機者として，ホームの近くの職員1名が当た

り．緊急時にそなえている。

ま　と　め

　町の中の普通の住宅と全く変らない造りで，周囲にも同様の建物が何棟か建っている。

日本での施設のイメージとは全く異っており，名称もつけられていない。より家庭に近い

環境でという考えが基本となっているのだろう。しかしこの様な施設への入所者は，減少

しており，市の福祉予算が，高齢者や予防措置の方に重点が置かれこのような収容施設へ

の経費は節減されていて，施設の数も減少しているとのことであった。施設内の設備備品

についても，これまで見てきた，デンマーク，スイス等に比べて，非常に質素だった。児

童の居室に机がなかったので，「児童達は勉強はどうするのですか」という質問に対し，

「買いたいのですが，予算がなくて」という返事であった。
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　しかしスタッフについては，11名の入所者に対して，20名ということで，とても我々か

らみれば恵まれているし，児童一人ひとりの非行の度合によって措置が異っている点，そ

の経費の差により，より専門性の高いスタッフの配置がなされ，施設の特性が生せること

は非常に羨ましい気がした。

エピソード

　我々一行がヒースロー空港を出発しバーミンガムに到着したのはもう夜で

あった。

　翌日、予定通り3ケ所の研修を終えホテルへの帰路についたバスの中から見

える光景は，現在のイギリス経済を物語るかのようにあらさびれた街並が圧倒

的に多く　しかも町を歩く人々の半数以上が有色人種である。

　バスがそんな町中の交差点で信号待ちをしている時，ふと私の目に交差点を

横切る女性の老人が目に入った。その女性は盲目らしく杖を持っていたが，も

う一方の手はいかにもイギリス紳士らしい男性のうでにつかまっていた。交差

点を渡り切るとその紳士は女性に何かを指示した後，彼女とは反対の方向へ歩

きさった。と，こんどは同じ方向へ歩き始めた中年の女性がその老女の補助役

をかって出た。老女はその補助を断わったらしく　女性は気になりそうな素振

りを見せながらも先の方へ進んで行く。バスはそこで信号が青になり進み出し

たのであるが，老女が気になった私は，動き出したバスの中から彼女を目で

追っていると，こんどは頭にターバソをつけたやはり中年の男性が彼女に話し

かけているのが目に入った。「これでは，彼女が目的地に着くまでにいったい

何人の人から援助を勧められるのだろう」と心の中で思いながらも，さびれた

街並とは対象的に，いかにもイギリスらしいこう景に出会いふとやすらぎを感

じることのできたひとときであった。　　　　　　　　　　　　　（長谷川）
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NICHOLAS　GALPERN　LODGE
　（ニコラスガルパーンロッヂ＝高齢児対象の社会不適応児生活治療施設）

所在地（イギリス）

117The　Chine，　Winchmore　Hi「｜，

London　N21

沿革概要

　ナショナルチルドレンズホーム，エンフィールドブランチの経営，この施設の前身は，

180人を収容する大規模な施設であったが，1985年7月に，現在のような小規模の施設に

移行した。大規模施設から小規模施設に移行した理由は，チャイルドケアについての行政

の考え方が変ったからであると，ここのパイク所長は淡々とした調子で語る。小規模経営

の良さを充分認めているといった風である。

財政事情

　年間予算90，000ポンド（2．700万PJ）

　収人の大部分は，児童を措置している地方自治体から送られてくる。1人あたり，週18

3ポンド（54，900円）の措置費。

　支出の中で，人件費は60，000ポンド（1，800万円）

施設の特性

　社会不適応児のll1で比較的年齢の高い方で，13歳から18歳までのティーンエージャーを

収容している。彼等は英国式の分け方でいうと，グループ2（家庭的な問題プラス本人の

問題により社会不適応状態を起している児章）に属しているe

　所長とその奥さんが中心になって指導にあたっており，収容人員がU人ということも

あって，大変なごやかな家庭的な雰囲気を作り出すことがnr能であり，又、人所している

子どもの明るい表情から事実，そのように感じられた。
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収容児童のタイプ

　（1）家庭を失った子

　（2）両親にひどい目にあった子

　（3）望まれない子

　（4）年齢が高くなって，親が教育上どうしていいかわからなくなった子

　⑤　子どもの方から親と同居できなくなって，家を飛び出した子

入　　　所

　児童の入所は地方自治体の措置による。

　　　　　男　子　　　　6名

　　　　　女　子　　　　5名

　　　　　計　　　　　11名

　　　　年齢　　　13歳～18歳

　　　　英国人以外の入所者としては，西インド諸島から2名の女予と，インドから1

　　　　名の男子がいる。

児童処遇上の特性

　（1）子どもには愛情を持って接する。

　　①　スキンシップ

　　②抱きしめる

　　③レスリングをやったりする。

　（2）家庭の雰囲気に近づける。

　　①家の中を明るく飾る

　　②　レコードをかけるのは観迎

　③喉が喝いたら茶を入れて飲む

　④束縛しない
　（3）　自ら考えさせる。

　　強制することをできるだけ避け，本人の自覚を待つように仕向ける。例えば，小遣

　　いが足りないとか，何かを買って欲しいと言ってきた場合に，領収書などを見せ

　　て，できない理由をきちっと説明し，どこか節約できるところはないか，一緒に考

　　えさせるようにしているとのことである、

④　子どもの気持を理解する

　　子ども達が怒ったり，大きな声を出すのは受け入れる。ただしそれが度を越す場合

　　は注意を与える。たとえば，物をこわしたり，人を傷つけたりする場合。

⑤　自分達でできることは自分達でする
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　　　施設の壁の塗り替えとか，破損箇所の修理など自分達でできることはやらせるよう

　　　にしている。

　（6）自発性を大切にする

　　　子ども達にあまり押しつけることをしない。何々をしたらどうかね，という具合に

　　　促すことはある。そういう時は行かせる。

職員構成
　　　　指導員（チーフを含む）　　　　　　　　　　　　　　　　6名

　　　　教　師（週24時間，1日8時間×3日）　　　　　　　　　1名

　　　　掃除婦（週20時間，1日4時間×5日）　　　　　　　　　1名

　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8名

ま　と　め

　この施設では，テa一ソエージャーの子ども達ばかりを預っているためか，非常に自主

性を尊重した指導がなされているように感じられた。これはイギリスの施設では，ごく当

り前の考え方なのであろうが，ここでは特にそれを感じた。自主的に活動させるこのとに

よって，明るく，のびのびと育てていこうとする全体の姿勢がうかがわれた。又，事実こ

この施設の子ども達は全くといっていい程，明るく屈託がなく，しかも素直で、積極的に

動いているといった感じである。それぞれ余程の理由があって，ここに入所してきている

のであろうけれども，そういった入所にまつわる暗いイメージは，既に子ども達の表情か

らは消えていた。

　これは施設長であるミシェール・パイク氏の人柄によるものであろう．例えば，自由奔

放なやり方の一面として，子ども達の一人ひとりの名前と特技などを私達に紹介し，イン

ドの青年の指導で，最近何人かが熱心に練習しているというブレイクダンスという踊りを

「どうかね，お客さんに披露しないかね」といって見せてくれたりした。

　最後に一緒に記念写真を撮ったが，笑いが絶えなかった。パイク所長もカメラを持ち出

して自分のフィルムに収めたりしていたが，子どもの一人が私達が持っているカメラとく

らべて，大分差があるねと，いったりしていた。所長氏はそれを聞いて，ボクシングの構

えを見せ，ジャブの形をしてその子どもとふざけ合っていたりしていたのが，大変印象深

く残っている。
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DR、　BARNARD’S，　THE　VILLAGE

　（ドクター・バーナード・ビレッジ＝民間の小舎制養護施設）

所在地（イギリス）

Barkingsde，11ford，　Essex

Phone（01）551－4161

沿革概要

　バーナード博」：が，120年前，ロンドンで放浪している子ども達をこの地で養育したの

が始まりで，イギリスの児童福祉の先駆的役割を果たした歴史の長い施設である。その

後，この地に色々な建物を建設し，1，200名の女子の養育をし，約8km離れた場所で同じ

規模の施設を造りJ1，500名の男子を養育した。敷地内に、学校，病院，プール等もあり，

1つのコミュニティを形成していた。

　養育形態は，小さい建物を沢山造り，当時からより家庭的な状態で子どもを育ててゆく

ことが基本になっており，夫婦の指導者とアシスタントで養育に当っていた。ここで育っ

た子ども達は，各地へ広がり，＝ユージランド，オーストラリア等にも，バーナードホー

ムの施設が広がっている。

　しかし，1940年代になって，この養育形態は，施設の中で収容するのではなく，施設の

外へ出し，社会の中で子ども達の養育を行うことの変革を要求されてきたため現在は，子

ども達を返す場所（家庭，里親，自活）へむけるべきためのケアーを行っている。

　子どもの生活費は一人週269ポンド平均（約86，618円）である。

受け入れ条件の特性

　ここでは，一つの目的を持って仕事が行なわれているが，心身共に安定した環境で生活

させることによって，感情の安定をはかり，その成果が出た後に里子に出す，親元へ返

す，自活させる等の方向に沿って指導がなされる。
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　対象児童は，家庭崩壊の児童、里親，実親との関係がうまくいかない児童等であり，地

方自治体を通じて入所する。

児童処遇上の特性

　児童を返す場所によって，ユニットが6つに分けられ，それぞれのユニットによって指

導プログラムが組れている。

　①プリ・フォフタリング・ユニット

　　　里子に出す子ども達のユニットで，ここでは，先ず子ども達の心を開くことから始

　　　め，次に子ども達の育ってきた過程を調査，分析していき，最終的tcは里親との

　　　マッチングを行う。子ども一人ひとりにキーワーカーが決められており，キーワー

　　　カーは，子どもが里親の元へ措置変更された後も半年間は指導を行っていく。

　②問題を持つ児童のユニット

　　　子どもの基礎的生活指導，食事，洗面，風呂等の指導から当り第1次的人格の形成

　　　をなし，次に問題行動の治療に当る。この期間が大体工年～1年半位、生活状態が

　　　良好になると，プリ・フォスタリング・ユニットへ移す。

　③　小学生レベルで，問題行動を治療、親元へ戻す子ども達のユニット

　④14歳以上で学力が劣り又学校で問題を起す子どものユ＝ット。

　　　社会人となる為の最低の学力，人間形成の為のプログラムが組れる。特に年齢の高

　　　い子に対しては，フィールドワーカーは自活する場所を見つけてやり．自活後も半

　　　年間は，指導を行っていく。

施設と家庭，地域との関係

　家庭との関係は，良い悪いは別として，50％以ヒが，肉親とのコンタクトを持ってい

る。それは積極的に進める場合と、連絡をとらせない場合等，子どものケースによって配

慮している。

職員構成
　ユ＝ットでは児童9名に対し，職員6名で指導を行っている。他にホームファインディ

ングチーム（里親発堀チーム）が里親開択を行っている。自治体のソーシャルワーカー

は，必要に応じて，指導を行い，定期職員会議、育成計画会議にも必ず参加している。

ま　と　め

　今回見学したバーミンガム，ロンドンの施設のどこでも感じたのであるが，行政側の収

容施設に対する経費の節減が，非常に強いられており，又児童は，施設の中で養育するの

ではなく，社会の中で養育すべきであるという気運の高まり，中間治療センターの充実，

里親開拓が進んでいること等，施設を継続していくためには，施設自体の変革が強いられ

てきている。ここでも，日本の養護形態から見れば，非常に進歩的なのではないかと思わ
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れるが，現在．新しい施設の在り方を模索し行政に対しても，新しい在り方，方向を指示

してもらう様，働きかけているとのことであった。今回の研修でイギリス国の児童収容施

設の今後の在り方，施設が全くなくなっていくのだろうか？　非常に興味深いものである

と同時に，我々の養護施設の今後の在り方も考えさせられるものであった。

1

エピソード

　Toynbee　Ha］1（トインビーホール）

　イギリスの地を訪れたからには、何とか行きたいと願い、さがしあててたど

りついたのがトインビーホール。

　1884年のクリスマスイブにアーノルド・トインビーを記念して開設されて以

来t100年ほど活動を続けている歴史的にも有名な当館。創設期の古びた時計

搭のレリーフ像（Jone　Addams）にふれながら、学生達がスラム街の中で人格

を高めあう中、貧困は個人の責任に止まらず社会の歪である事を実感し，社会

の変革へと実践していった事を思うと，自らの実践を問われる思いがした。パ

ンフレットの「The　Tynbee　of　tommorrow　must　be　built　today．　What　we

stil】need！」のことばを己の胸に呼びかけながら、突然の朝の訪問にもかかわら

ず、暖炉に火をともし暖かく迎い入れて下さった当館の心が，セツルメントの

心かと感銘を覚え，感謝を残してその場を去った私達であった。　（萩原記）
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名称のない施設

　（ファミリー・グループホーム）

所在地（イギリス）

82Mattock　Lane　Eaiing，　London

施設の特性

　ここの施設は，名称が付けられていない。

　子どもを満足に育てていけない親をfどもと一緒に収容し，できるだけ家庭的な雰囲気

を壊さないようにしながら，家庭の教育力を高めていくことを目的にしている公立の収容

施設であり，経営はロンドンrii　，イーリノグ福祉区の経営である。

収容児童のタイプ

1
2
3

家庭に何かの問題があり，保護が完全でない児童。

家族ぐるみで面倒を見る必要がある家庭。

家庭の崩壊を防ぐために，通所により昼間の何時間かを過ごすための家族又は児童。

実収容状況

児童のみ　　　　　　　　13人

母とf　4組計　　　　12人

　合　計　　　　　　　　25人

（収容児の年齢は8か月から15歳）

児童処遇上の特性

児童を処遇する方向づけとして，家庭の崩壊を防ぐということに力を人れている。した
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1

がって，家庭にある時と同じような形で生活をさせる。施設の中で治療する場合，先ず第

一に家庭に返すことを目標としているeそれが不可能な場合は，それに代るものとして，

里親を見つけるように努める。その時は，子どもとの別れを決意させなければらない。

又，里親にうまく引取ってもらうために，児童の成育の経過を明らかにした一人ひとりの

ライフブックを備えている。そしてそのライフブックは，その児童のもので，里親の元へ

行く時も持たせてやる。このライフブックは子ども自身が記録するようにしている。

社会・地域との関係

（D　子どもと親を離した方が良い場合でも，親にはなるべく来てもらい，対面だけはさ

　　せるようにしている。

②　親と一緒に指導する必要がある場合は，親も一緒に収容する。

③　施設周辺の地域内に，児童の問題で悩んでいる家庭があった場合，何時でも相談に

　　乗ることにしている。

施設と他機関との関係

　児童の入所は，地方自治体の措置による。フィールドケースワーカーは。絶えず問題の

ある家庭を訪問し，家族の面倒を見ており，家族の状況をよく知っている。常に色々なこ

とをアドバイスしているが．子どもを収容するか，家族で収容する場合には入所につい

て，地方自治体から相談がある。相談があれば協議の上入所を決定する。

職員構成

ま　と　め

所　　　長

副　所　長

ソーシャルワーカー

　うちハーフタイムワーカー　4～5人

1名

2名

20人

　ここの施設を外から見ただけでは，まず絶対に施設とは思えない。どう見ても，普通の

共同住宅の1部である。共同住宅といっても2軒長屋であるが，その住宅の2区画，つま

り4軒分を借りて経営しているのである。この地域では，施設に，名称をつけないとのこ

とであった。施設らしくなく，家庭らしくという運営方針の徹底がそういうところにも読

み取れる。

　とりわけこの施設の措置対象が，10歳以下の児童であるため，できるだけ子どもの環境

に変化を与えないことが望ましいという考え方に基づいているわけで，その方法として，
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家族ぐるみの収容ができるようにしているのである。この家族ぐるみ施設収容することに

ついては，日本人の私達が考えると大変なことのようにあるが，欧米では，大低家具調度

がその家に備っているので，引越しといっても，日本で見られるような大がかりなもので

はなく，ごく簡単に考えられているようである。事実，ここの施設でも家族ぐるみ引越し

てきても，すぐ生活ができるように何でもそろっている。

　こうやって家族ぐるみ引越すことによって，児童のみの収容では不可能であった家庭を

直に観察するという点が可能になるのである。その観察したところに従い，親に対して

も，子どもに対しても適切な指導をすることができるという訳である。

　しかし，家族ぐるみ収容しても，今までどおりの生活をしなければ何にもならない。そ

こで職を持った親がいれば，そのまま施設から通勤するし，学校や幼稚園も施設から通う

ようにしているのである。

現在のところ，この施設にやっくるケースは，さほど処遇困難なケースではないとのこ

とである。職員の能力に限界があるからであるとのことであった。

エピソード

　バーミンガム市の郊外に，公立の施設で，プレイバスエグジビジョンという

施設があったeここは保育所など児童施設の職員の研修と，職員の保育に関す

る資料や作品の展示などを行っている所である。施設には専任の職員がいて，

指導にあたっている。私達が訪問した時は，世界各国の文化を紹介した展示が

会場一杯にされていた。

　又，ここの施設に所属しているプレイバスは，市内を走っていた2階建バス

の中古車を利用して，子供達が中で遊べるように改造したもので，保育所の園

児達を連れて来て，遊ばせたり，若いお母さん達がエグジビジョンで研修した

り，展示物の閲覧している間に，子供を遊ばせたりできるようにしている。こ

こにも専任の職員がいて，子供達の相手をしていた。又，勿論このバスは移動

可能で，各地を廻っては，子供達によい遊びの提供ができるようになっている。

ここには，こういったプレイバスが2台配置されているとのことで，子供達に

大変人気がある。バスの外側に描かれた絵も子供向きに工夫されていた（P84）。
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名称のない施設

　（高齢児及びN子の養護・緊急住宅）

所在地

57Hindhead　Gardens

Northdlt，　Middlesex

概況・財政事情

　区の住宅と一緒に建てられたものであり，ロンドンのイーリングという区で経営してい

る。独立したホームとしての名称はなく日本でいうアパートのような居住環境である。

　子どもの生活費は，一人週235ポンド～270ポンド位（75，670円～86，940円）母親の場

合は，母子扶助費で賄われる。

施設，機関の特性

　区営住宅の三世帯分ぐらいの広さであり，内部は，遊技室，洗濯室J調理室，食堂，個

室，二人室，三人室，職員室兼宿直室，独立のユニット（母子で入る）からなる。

収容タイプと受け入れ条件

　定員，14名（10代が10名まで，乳児が4名まで），現員11名（ユ7歳の母子一男児4

名，16歳の母子一女児3名）。

　家族とのトラブルで家出の少年や学校との問題等の理由で入所している。又非行の少年

もいるが，非行度が進んでいる場合は，受け入れない。ここは，住宅地であり，スタッフ

も揃っていないということであった。又自分のことは自分でできるという限定もあった。

　対象者は，原則としては区内の児童であるが，緊急住宅を兼ねているので他の区からの

場合もある。その場合，母子と限らず，父子又は，親と何人かの子ども達という場合もあ
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る。必ず区の福祉課を通す。直接担当するのは，フィールドワーカーであり，一人で2

5～35のケースを担当している。一人では無理なので色々な分野のソーシャルワーカーが

一緒に対処する場合が多い。

児童処遇上の特性

　児童の場合は，全員一緒に食事等の準備もやっていくが，母子の場合は，独立のユニッ

トで，食事，洗濯，買物と全て母親が行うよう指導を行う。ここには専任の指導員を配

置，母親への子育ての指導も行う。地域の母親教室にも通わせている。学校ではできる限

り，環境を変えないようにするため，入所前の学校に通わせることを原則としていたe

今，タクシーで1時間かかる幼稚園へ通っている子がいるとのことであった。

　この施設も，ここで養育することが目的ではなく、治療を行い元へ戻す事が目的とされ

ており，平均在所期間は18時間～3年位であった。

施設と家庭，地域との関係

　私達が訪問した時は，16歳の母と2週間になる赤ちゃんが入所していたが，この母親

は，家出，シンナー等を繰り返し，妊娠4か月で入所してきた。この母親の両親は，共働

きをしていて，母と子のコンタクトは全くないとのことであった。この様な母子に対して

は，本人達の自活を目標とし，家庭への指導は行っていないようであった。

　地域住民との関係については，特別に聞くことはできなかったが，周囲が住宅地であるた

め粗暴な子は，入所させないということであったり，地域への配慮をしているようであった。

職員構成

全員区の職員，施設長が2名，一｝三任指導員が2名，指導員3名，パート4名。

勤務形態は交替制，午後2時～翌日3時まで（当直を兼ねる），朝7時～午後3時まで。

ま　と　め

　ロンドンより地下鉄で40分あまり西の端にある団地の中にあり，イギリス中流家庭の住

居を思わせるような外見で，名称もなく，外から見ただけでは，どうしても施設とは思え

ない感じである。しかし中は，ほとんど手入れもなされていない感じで，児童の室もベッ

ドがあるだけである。私立の施設では，良く手入れがされていたが，公立施設の場合経費

の節減されていることが強く感じられた。しかし職員の話しでは，近年利用者が増加して

いるとのことで，理由は，失業者が増え，家庭不和，近親相姦，家庭内暴力等又イギリスでも

未婚の母を社会として認める様になり，離婚家族も増加しているとのことで．現在経費の面

にだけでなく，社会福祉の在り方についても，模索しているのではないかと感じられた。
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総括編

行政からみたヨーロッパ三ヶ国の福祉

本研修から学ぶもの

郎五長神師講

治健崎山師講





行政から見たヨーロッパ三か国の福祉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　神　長五郎

　　　　　　　　　　　　　　（厚生省児童家庭局児童福祉監査官）

1．デンマークの福祉の現状

　デンマークは，人口約5io万人で本土の77％が農地でありヨーロッパ有数の酪農国とし

て発展してきた。「親指姫」や「みにくいあひるの子」等で有名な童話作家，アンデルセン

の生れ故郷である，フィン島のオーデンセ市及びボーゲンセ市を中心に視察や研修が行な

われた。オーデンセ市はデンマークの中でも大都市に属し，人日約17万人で我が国では埼

玉県の春日部市に匹敵する都市である。また，ポーゲソセ市は人口約6200人と小規模な町

で我が国では三宅島の人口よりやや多い。

　デンマーク政府は，1964年に社会改革委員会を設立し，社会福祉体系の組織，行政のあ

り方等の見直しを依頼した。これにより現行のすべての社会福祉サービスを再検討し，国

民のニーズに最も適した組織体系を確立するための準備作業を進めた。その結果，社会福

祉サービスを一本化させ，すべて一括した行政組織内で行われるように再編成する必要が

あるとの結論に至り，各種の社会福祉サービスをできるだけ一つの行政機関にまとめ，

サービスの統合化を図ることと，地方行政のレベルにおろして，地方分散を図ることが必

要であると提案した。

　これは，今まで中央政府が中心となっていた社会福祉サービスの大部分を県と市に移管

させることであった。その実現のため，まず，地方の行政組織を広範囲にわたって改革さ

せる必要があり，1970年に市を1300から275に，また県の数も25から14に大幅に減少さ

せた。

　こうして，デンマーク政府は，10数年にわたって準備作業をし社会保障制度や，行政組

織等の大改革をはかり，1976年4月に新しい法律，「ビスタンスロウ」（デソv一クの社会

福祉法）が発足した。この法律は，我が国でいえば，児童福祉法，母子保健法，母子福祉

法，精神薄弱者福祉法，身体障害者福祉法，老人福祉法，生活保護法，年金法等を一本化

したような法律であり，いわゆる力胎内から墓場までttすべてを網羅したような基本法で

ある。　このような大規模な行政改革により，市と県は，社会保障費の支出に関しては，

従来より多くの自由と大きな決定権が与えられるようになったのである。

　例えば，一人のクライエントが窓口を利用する場合，改革前では，国や行政区の窓口に

相談や申請をしなければならなかったのが，改革後は，直接地域の市役所の窓口（社会福
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祉課）に行けば，担当のケースワーカーがいて，すべて各担当のケースワーカーが問題に

対処してくれる組織になっている。

　しかし，費用負担の割合については，我が国のように明確な規程割合が決っていないよ

うであり，一応，国と県との両者から補助がなされているが明確なことはわからなかった。

　ボーゲンセ市の社会福祉関係予算の場合をみると，福祉関係予算の総額は，126ミリオン

クローナ（約28億9800万円）であるが，そのうち約70％の95ミリオクンローナ（約2

1億8500万円）は国又は県から交付され，（殆んどが国費）残りの30％，31ミリオンク

ローネ（約7億1300万円）が市の負担である。その市負担分は，市民の税金で賄われてい

るようであり，これは我が国でいえば，地方交付税のようなものに匹敵するのではないか

と考えられる。

　ボーゲンセ市の総予算に対して，社会福祉関係予算は全体の70％を占めている。

　次に、才一デンセ市に於ては，社会福祉局を訪問し，市の社会福祉の内容，機構につい

ての説明を受けた。

　オーデソセ市は，人口約17万人から選ばれた市会議員29名からなり，委員会が5部門

ある。そのうちの社会福祉関係及び，学校文化関係の委員会が関係深く，特に子どもたち

の健全育成や，非行対策問題等に連携を取っている。市では，社会福祉関係部門を6か所

の支所に分けており，それぞれ6か所は学校区単位で分け，大きいところでは4万人，小

さいところで1万5千人位の規模で，地域住民に密着した仕事を行い、問題等がある場合

は，中央にデーターを送り，その対策等について検討する方針をとっている。これは，同

じ経費を使用するなら，より地域社会や住民に密着した仕事をし，よりよい福祉施策を推

進するためにサービス向上を図るためであるとのことである。

　又，ノルウェー，スエーデン，デンマークの三か国では社会福祉問題をいかによりよく

改善し向上させてるか，今までの行政面で無駄が多かったことを反省し、合同会議を開催

することにより各国の良い点や，進んでいる点等を相互に学び合いながら福祉の向上に努

めている。

2．スイス，イギリスの現状

　スイスは，人口約646万人でJ国土の大部分がアルプスなどで代表されているように険

しい山岳地帯であり，緑が多い美しい風景の国である。訪問先であるチ＝一リッヒはドイ

ツ語圏で，スイスの北部に位置し人口約43万人の大都市で我が国の姫路市に匹敵する都市

である。ここでは三ヵ所の施設を視察した．そのうちのひとつ，ハイツrンホルツ（乳幼

児から青少年まで居住する養護施設）での話しを記述したい。所長は13年間所長として勤
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務しているが来年65才で停年退職となる。残り1年間を有意議な活動をしたい。それには

二つの目標を達成したいという。一つは素晴しい後任者を捜すこと。二つには現施設の定

員87名を半分に減すことだそうだ。これはもはや経費のかかる大規模な施設をやめ，小規

模でファミリィー単位の施設に転換する必要があるからだという。ちなみに，以下のよう

なことに努力している。

　現にこの施設のモットーは，①あたたかい環境の中での育児，②家庭全体で子どもたち

の問題を話し合う，③施設外に自由に外出ができること，④子どもをよく理解し，受け入

れ子どもの個性にあった治療教育を行う等，施設の費用については，国と県が50％，残

り50％を市が負担している。

　そのほか，スイスでも近年，国の財政状況が厳しくなり，例えば，年金問題についても

今後，国の年金だけで老後の生活を推持していくことは困難になりつつあり，今日では国

の年金のほか，企業年金と個人年金の三本柱で年金に加入することを進めているという。

　イギリスでは，ロンドンに次ぐ大都市である人口約llO万人のバーミンガム市に滞在し

た。重工業で世界的に有名な都市である。

　今日のイギリスの経済は、長期低落傾向が続き，新卒者を含む失業者は合計で1985年4

月現在で約327．6万人と多く失業率は13．5％に達している。バーミンガム市に於いても，

不況が影響し，新しい福祉施策等を実施する場合は，ただ単に公的制度により．一方的に

実施するのではなく，その必要性，効果等について専門家による十分な研究討議がなされ

さらに検討し，地域住民のニーズ等を調査したうえでとりくむ方法をとっている。これ

は，厳しい福祉予算の中で，いかに有効に，かつ，地域住民のために活用するかという表

われである。

　また，各施設においても，社会情勢上，厳しい経済状下で，社会保障が大幅に上昇する

ことは困難であることから，国から助成される費用をいかに無駄なく有効に使用するかと

いうことである。我が国の施設に比して，質素で殺風景と思われる施設も見受けられた。

　イギリスにおいても，デンマーク，スイスと同様t，大規模な施設から，ファミリー単

位の小規模な施設へと移行しているような動向がみられた。

おわりに

　以上3か国のほんの一部分ではあるが，15日間にわたり研修し考えられたことは，とも

に，ここ数十年間の変動のはげしい社会情勢の中で，それぞれの家庭の形態も変化しつつ

あるが，子どもたちについては，健全な育成に重点をおき家庭での生活及び家庭環境をよ

くし，子ども自身の発達や欲求を理解し，常に子どもを大事にする国々であるという，イ
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メージが更に強まった。

　特に，デンV一クでは近年出生率の減少がみられるため，生まれきた子どもは，誰れで

も平等に国が最大限の保障をし，21世紀に向けて健全に育成しようとする姿勢が社会福祉

施策の中に表われているように思われた。

　我が国においても，社会保障は戦後，まず伝染病の追放，高い乳児死亡率の改善等国民

の生命を守るための衛生行政と健康で文化的な最低限の生活を保障する生活保護行政から

始められたが，その後，年々制度の改善，内容の充実等を図り，今日では，先進諸国の福

祉施策に比べて見劣りのない水準にまできつつあると思う。

　しかし，今日，我が国においても，来るべき高齢化社会を迎えるとき，長期安全的な祉

会福祉制度をどのように確立するかという観点から．国と地方公共団体との役割分担や費

用分担の区分等について，真険に見直しを検討しつつある現状で，丁度，デソマークで，

10数年前に大改革を行ったことが，今，同じように我が国で議論されている。

〈家族ごっこで指導している

一
デンマークー母と子の家〉
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本研修から学ぶもの

　　　　　　　　　　講師　山　崎健　治

（諏訪児童相談所長　長野県諏訪湖健康学園長）

1．研修課題

　近年，養護施設に入所してくる児童の様相に大きな変化が見られる。概括的に云えば要

保護児童の原型とも云える生活困窮によるもの・欠損家庭に起因するものなど，いわゆる

単純養護が減り，かわって，両親が有りながら児童の養育機能を持てなくなっている家庭

からの入所が多くなってきていることと，入所児童の質的な変化が見られる。

　家庭の養育機能を見ると，親自身の人格が未成熟のため親の役割が取れない者，安易な

離婚や家出などによる親の役割を放棄するもの，子どもの存在や人権を無視した無責任な

養育姿勢によるもの等が多くなってきている。

　このような家庭環境の中で，児童は幼児期からの人格形成上の障害を負わされたり，不

適応行動や問題行動に追い込まれている児童が増えてきている。

　このような家庭病理（この背景には社会病理ともいえるものがある）から発生してくる

児童達を迎え入れていくために，いわゆる近代的養護の在り方というべきものを見い出す

ために，福祉先進国と云われるデンrt・一クを中心とした三ヵ国に研修の場を求めたのであ

る。　研修課題としては，社会や家庭病理を背負わされて社会不適応や人間関係に障害を

持つ児童を，広義に情緒的な問題として，その発見から処遇に至る実情の把握と学習に目

的を置くこととした。

　なお，研修日程が限られた中で三ヵ国を回ったため，研究を深めることが出来なかった

ことと，テーマが新しかったために充分に理解しきれなかったむきがあったため，検証し

きれなかった面が多かった。

　したがって，研修を通じて得たヒントから日本の養護施設の在り方について考察してみ

ることとした。

2．デンマークの在宅指向

　スイス・イギリスでは財政的な事情から福祉の大幅な見直しが行なわれている。その主

流として在宅指向が強まり，収容施設の削減が行なわれていた。
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　デンマークでは，相変らず高負担高福祉の中で在宅指向が進んでいる。

　学ぶべきものとしては，在宅対策が必ずしも家庭に返すことだけではなく，積極的で具

体的な社会自立指導に向けられていることである。いわゆる在宅指向と理解するよりも，

自立して社会に返すことを目指している。

　この背景にあるものとして家庭機能の著しい崩壊があるようである。小学校低学年の子

どもは再び家庭に返すことができるが，高学年児になると引き取れる家庭は極端に少なく

なるため，指導の方向を社会自立に向けなければならなくなるのである。

　このような場合に，日本では収容施設を中核として処遇しようとするが，デンマークで

は家庭の生活と雰囲気を持つ里親を十分に活用している。家庭的な機能を重視する理由

は，児童が成人したとき立派な親となって子育てや家庭づくりができるようにするためで

ある。

　よき家庭人としての人格を養成するためには，家庭的な環境の中で具体的な生活体験を

つみ，家族的な人間関係を体得させる必要があるからである。このように家庭的な機能を

重要視する蔭には，児童の家庭そのものの崩壊が進んでいるということと，家庭的な中で

育たないと子どもが親になったとき，また我が子を追い詰めてしまい易いので，この悪循

環を断ち切ることを願っているのである。

　デソマークでは里親活動が在宅対策の中心となっているが，このように活動が定着して

きたのは前述した家庭的機能への強いニーズと，宗教に支えられたボランティア精神が

あったからである。また消極的な理由ではあるが，我国のような家族主義による我家中心

的な思想が弱いことが，かえってボランティアの心が育ち易い基盤にもなっているのでは

ないかと考えられた。

【ビスタンス，ロウ（社会福祉法）】

　1976年に施行された，BISTAND（the　Social　Assistanee　Act）は，「胎内から墓場まで」と

云われている福祉体系である。

　ビスタソス．ロウは，全ての福祉の窓口を一本化し住民サービスを図ったものである。

このサービスは，生活資金・年金などの経済給付から，障害・老人問題まで全ての相談を

一 ヶ所の窓ロで済むようになっていることは勿論であるが，この外にも多くのメリットが

ある。

　日本は年齢で区切りそれぞれの法律を作ったり，問題症状で分類するが，ビスタンス．

ロウの精神にはそれがない。それが真の福祉の心を見せつけられたように思えた。

　福祉サービスに年齢区分がない

　デンマークでは，行政上一応の年齢区分は置かれているようであるが，福祉サービスを

行う上では年齢で打ち切ることはない。
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　児童が，非行などの問題行動があって指導を続けているときに．問題解決がされ社会に

自立できるまでは処遇を続け年齢で打ち切ることはしない。従って，里親や施設には児童

と青年が同居しているのが当たり前になっている。こんなところにも行政的な処理による

福祉と，対象者申心の福祉との違いを教えられた感がある。

　人権尊重の福祉

　我国では養護・教護というように同年令でも問題によって分類をしている。デンマーク

でも乳幼児と児童とは，処遇上大まかには分かれているが，最も大切にしていることは，

必要な指導や訓練の目的で施設や里親が選ばれることである。また決定の裁量を条件づき

だが児童にも与えられていることにもユニークなものがある。問題のあった児童でも福祉

法で決定され，在宅は適当でないとケースワーカーによって判断されると，次には，児童

が選択できる範囲から，専業里親や施設をリストアップし児童にその内容を詳細に説明を

する。児童はその中から最も自分に合ったものを選択し其処へ訪問する。そしてケース

ワーカーとともに職員と会い，見学や話し合いによって相互の願いを出し合い，考えの

合ったところで決めることとなる。

いわゆる措置ではなく，条件を出し合っての契約行為である。したがって，児童が指導に

ふくさず契約不履行をし，それ以上の法的措置を受けても本人の責任であると理解し合っ

ている。また，里親が指導を怠り，児童に不利益な結果を招くようなことがあると，委託

契約は破棄され再び契約はされないので里親はできなくなる。

　日本では，児童相談所で相談と判定によって措置されることとなっているが，この経過

の中には，ともすれば児童の選択権やニー・一ズが全く入らないことがある。児童憲章や児童

福祉法には，児童の基本的人権を尊重し，健全な人格の育成を図ることに精神がおかれて

いる。この法の精神ではデンマークに勝るとも劣らないと考えるが，実際の児童福祉は必

ずしも納得できるものとはいえないものがある。

　本来，福祉は対象者の福祉ニーズに応えるものであって，児童の意思や諒解を無視して

処理するものではない。

　デンマークでは児童の人権を尊重し，；一ズを深く理解するために，知識と経験の豊か

なケースワーカーによって十分なケースワークが行なわれる。そして，ほとんどのケース

の処遇方針がたてられ処理される。多額な金額や特別の出費の場合だけ，議員によって構

成される委員会にかけられ審議される。

　ケースワーカーの権限は大きい。それは対象者の生活の様相と当面している福祉ニーズ

を在りのままに理解するためである。したがって，指導方針も具体的にたてることができ

る。福祉機関に心理の専門家もいるが，治療的なかかわりをするたあであって児童相談所

の判定員に該当するものはなかった。
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　デンマークの福祉には，必要な援助は十分にするが，主役は対象者にあるという姿勢が

見られる。里親や施設は紹介するが決定は本人にさせようとする。「自分で決めてやる気

で来ないと指導はできない」といっているが，これは責任転嫁ではなく，児童中心主義の

現われと理解する必要がある。

　しかし，未成熟で社会体験の少ない児童に，施設や里親を選択させても適正な判断がで

きないことが多い。この時に，管理的な姿勢で決定することは，安易ではあるが児童を指

導し成長させることにはならない。ケースワークは最も大切な指導であり．学習である。

　我国における児童相談所の措置会議も，児童にとって最も適切な処遇方針を見出だすた

めのものであるとすれば，最終決定をする前に保護者や児童との十分な学習会などを徹底

し，児童自らの意思によって決めることができるよう配意することが，児童の人権の尊重

と児童中心の相談活動になるのではないだろうか。

　ケースワークを重視

　デンマークの福祉はケースワークによって支えられている。ビスタンス．ロウによる福

祉の窓口で活躍しているのはケースワーカーである。その後の相談援助活動もケースワー

カーの活躍舞台となっている。

　前述したように妊娠・出産・育児から老人まで，全ての人に対して福祉の相談から保健

衛生・学校歯科医の派遣まで，生活にとって必要な全ての面に亙って統合された福祉活動

が展開されている。

　ビスタンス、ロウの精神はクライエント中心主義にある。窓口の一本化も相談に慣れな

いクライエントを戸惑わせたり，振り回すことが無いようにと配慮されたからである。

　ケースワークは，クライエントの当面している問題を在りのままに受け止め，それに必

要な援助を行うようになっている。細分化された基準や規制を作っておいて，それにあて

はあて処理するという行政中心の姿勢を払拭することを願っている。

　クライエントの苦しみは多様であり画一的に対応することはできない。したがってその

判断及び裁量権を大幅にケースワーカーに委ね，困難に追い込まれているクライエントを

待たせることなく対応できるようにしている。

　また，福祉の目的は物理的な面だけでは無く，社会自立におかれているので，自立に向

けたソフト面の相談援助活動が，ケースワーカーにとって最も重要な役割となっている。

そのために，学校や地域にネットをはり，社会資源を活用したネットワーク活動が行なわ

れていた。ワーカーの悩みは問題の家庭とどのようにしてコンタクトをつけるかである．

コミニケーションをつけ，信頼関係の中でケースワークを進めようとしているので，高度

な専門性と福祉の心と時間が必要になってくるのである。
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　処遇の社会化

　デンマークの専業里親や施設の処遇は，社会生活と最も近い生活形態をとろうとしてい

る。施設には日課はあるがスケジn一ルで縛っているといった感じがなく，遊びやスポー

ツ・制作などを，児童が自分で選択して楽しんでいるので大変に意欲的である。

　居室は特別の場合を除いては，総て個室が与えられている。そして，思い思いに部屋が

飾られている。大変，花や植物を愛する国である。里親家庭では食事の献立から買物・調

理まで里親と一緒にやっている。それは手伝わせているというより家庭生活を学習してい

る雰囲気であった。

　青少年ホームは，オーデソセ市のベットタウソの中にあって，ユースペンションの形態

をとっている。ここでは家族とのトラブルなどがある16歳～23歳の青年が利用している。

指導の理念を「責任ある自由」におき，生活に生かしている。入所希望があったときは，

2～3日ぐらい青年達と生活した上で，自治会で決定する。食事から生活全般に亙り，自

治的な生活をしている。さらに，町の文化クラブやサークル活動などに参加し，良い人間

関係と社会生活を，体験を通して学べるように援助している。

　母と子の家庭では，男性とのトラブルや子どもを虐待したり，養育能力がなかったり，

アルコール中毒・精神疾患等で正常な生活ができない人達が，治療や指導を受けている。

この施設でも母親を責めたり，無理に親子を離そうとはせず，母のニーズに応えて根気よ

く指導援助している。指導内容は体験的であることと，また生活をエンジョイすることも

教え人間的な雰囲気であった。

　どの施設も，それぞれに個性があるが，共通して言えることは，総ての指導が具体的に

体験的に行なわれ，それが社会生活に役立つように展開されている。施設の社会化とは，

施設生活そのものが地域社会の生活に同化することであることを学んだ。なお，地域と児

童との関係を深めているのがケースワーカーである。ワーカーは施設入所後も，常に児童

の社会自立に必要なケースワークを続け，施設の中に閉鎖することの無いよう常に地域と

のコソタクトをつけている。　　　　　　　　　　　　｛

　　み’
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　社会不適応児のデイケア施設として，職業訓練施設があった。ここでは住宅を併設し，

ここに社会自立のできない生徒を住まわせ，宗教を基盤とした社会適応のための指導と，

家具づくりの職業訓練を行っている．ここには父子で住宅にいて訓練を受けているもの，

地域や他の施設から通ってくるものなど多様である。

　ここの特徴は，ここの指導と訓練を必要な人は誰でも受け入れ，家庭から食み出したも

のや遠くて通えない人には住宅を提供していることであり，対象者中心の利用施設に徹し

ていることである。

　ここでも，対象者を年齢や入所ルートを限定せず，必要な人は受け入れていくというビ

スタンス，ロウの精神がみられた。これからは問題を持つ人たちに対するt通所・宿泊・

親子宿泊の出来る訓練施設が，住宅対策の一つとして発展していくように思われた。

3．社会不適応と社会治療

　研修課題である「情緒障害」という呼び方をして，精神医学・心理学を中核とした治療

を行っていたのは，研修対象施設の中にはウッドビー特別治療ホームだけであった。

　ここでは，医師・セラピスト（心理治療土）・ソーシャルワーカー・指導員・教師がい

て，日本の情緒障害児短期治療施設と同様な形態をとっていた。対象児は自閉症・対人恐

怖症・対人攻撃症など人間関係障害の重症な児童であった。治療はうっ積している怒りや

悲しみの感情をはきださせる療法，緊張の解消と家族関係の治療法などが行われていた。

　また，大きなアスレチックによる訓練やサイクリソグ・スキー・水泳など，危険でハー

ドな方法を積極的に取り入れ，卜分に管理された中で精神力の強化訓練を行っていたeさ

らに，食事を作り，衣類を作るなどの実生活の指導や教育と，総合的で統合された治療形

態がとられていた。

　基本としているものは，幼児期からの家族との人間関係に障害を持ってしまった者は，

その後の総ての人間関係に障害がおこり，さらに社会不適応の原因にもなってしまうの

で，家族との関係を治療の柱にしていくという姿勢である。

　入所は2年間，6ヵ月ごとに治療プログラムを組み，月に数回，家族全員を宿泊させ，

家族ぐるみの集中治療を行うe1年を経過すると，園外治療として前述した訓練や指導を

行っている。

　治療ホームのラーソン博とは，「物質文明や工業化された社会のなかでは，愛情の大切さ

を忘れさせ，宗教心を奪い，不安と恐れの世界に追い遣り，人間関係を阻害し，親子関係

や夫婦関係までも破壊してしまっている。デンマークは危機的なところに追い込まれてい
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る」と嘆いていた。

　スイス・イギリスでも同様であったが，社会病理・家族病理は進んでいる。児童がその

犠牲となって健全な成長が阻害されたり，非行や問題行動に追い遣られてしまっている現

象は日本と変わりはなかった。

　したがってJどの施設でも「情緒障害」という呼び方はしていないが，児童に接近する

姿勢は，社会や家庭に適応できない苦しみを取り除き，社会自立ができるように指導援助

していこうとしている姿勢には共通するものがあった。

　その方法の主流は，ケースワークによる家族関係の調整・社会適応への援助と，具体的

な社会生活指導・職業訓練などである。ここで注目したいのは，専業里親や施設でも児童

を懲罰的な見方はせず，治療的な接近をしているところに近代的な社会治療の在り方を見

たような思いであった。

4．研修を終えて

　スイス・イギリスでは福祉予算が国家財政を圧迫するということから大幅な見直しを迫

られていた。その方向が在宅対策に向けられている。デンマークも在宅指向であったが，

その内容にはかなりな違いを感じられた。我国でも福祉の転換期に立っているが，財政の

切り詰めが福祉の後退にならないようにと願う。この機会に福祉の見直しが財政的な面か

ら検討されるのではなく，福祉をハードな面にだけ求めるのではなく，ソフトな面に福祉

の心を見出だした対策が必要なのではないだろうか。

　デンマークの福祉は，経済的な援助や施設保護は，福祉の手段であって目的では無いこ

とを基本姿勢にもち．常に社会参加をB指した指導が行なわれている。そこには，問題行

動をもつ児童に対しても基本的な人権の尊重があり．まさにノーマライゼーションの思想

に支えられている姿でもあった。

　我国の養護施設に求められるものは，保護主義から脱却し，社会病理を背負って入所し

てくる児童達の心情を理解し，深い信頼関係に支えられた教育治療を進展させること。ま

た，現代社会が失った最も大切なもの，それは，良い親となって立派な家庭を作ることの

できる人間性であるが，このことの人柄づくりを施設指導の最も専門的な分野と心得て努

力すること、さらに，デンマークにみられるボランティア精神に支えられた里親活動は，

我国では大変に難しい課題であるので，施設の処遇を地域社会に同化させ，家庭生活の学

習ができるようにして在宅指向を支えていく必要があると考えられる。
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研修先・日程一覧

月　日 研　修　地 研修先機関　・施設

10月2旧
BOGENSE PM BOGENSE　TRAENINGSSKOLE・

DANISH　SEMINAN，
（デンマーク全般概要）

BOGENSE　COMMUNE，SOCIAL
SERVICES　DEPT．

ポーゲンセ市社会福祉課

10月22日 BOGENSE

AM

PM

EVE

ODENSE　COMMUNE，　SOCIAL＆
HEA口二H　SERVICES　DEPT．

TARUP　REGIONAL　OFFICE．

オーデンセ市社会福祉局デ

ン
　
マ
ー
ク

BOGENSE　TRAlNING　SCHOOL 専業里親

10月23日 ODENSE
AM

PM

M¢DREHJEMMET（MOTHERS’HOME）
SANDERUM　HUS，
OBS－B¢NEHJEMMET（CHILDREN
OBSERVATION　HOME）SANDERUMHUS

母と子の家

幼児観察施設

HYBLERNE　UNGDOMS（YOUT｝｛S’

APARTMENTS）
青少年自立援助アパート

10月24日

BIRKLUND 社会不適応児の生活訓練

施設
ODENSE

UDBY

AM

PM 　　一UDBY　BEHANDL　INGS則EM（UDBY
TREAT　ENT　H　人E

情緒障害児治療施設

　”

TOCHTERNHEIM　HIRSLANDEN
（GIRLS’HOME　HIRSLANDEN）

中学校併設の女子教護院

ス
　
　
イ
　
　
ス

10月28日
・．ZURICH

AM

PM JUGEND柱EIM　SCHENKUNG　DAPPLES
（YOUTHS’HOME　SCHENKUNG
DAPPLES）

職業訓練所併設の男子教

護院

10月29日
㊨，ZURICH AM JUGENDSIEDLUNG　HEIZENHOLZ

（YOUTHS’QUARTER　HEIZENHOLZ）

乳幼児から青少年まで居

住する養護祉設

STEPHENSON　COURT　CHILDRENシSHOME
NATIONAL　CHILDREN’S　HOME

民閲立グループホーム

10月30日 BIRMINGHM

AM

PM

EVE

DεPARTMENT　OF　SOαAL　SERVICES
THE　CITY　OF　BIRMINGHAM

バーミンガム市社会局

LADYWOOD　COMMUNITY　CENTRE
レディウッド・コミュニ
ティセンター

｛A】BIRKDALE　HOME（THE　CITY　OF
　　BIRMINGHAM）

遭境不適応児の生活治療

施設

10月31日 BIRMINGHM AM （B1501PSTONES　AVENUE，
　　STETCHFORD　BIRMINGHAM　B35

社会不適応児のための施

設
イ
　
ギ
　
リ
　
ス

PLAYBUS　EXHlBlTION，　THεCITY　OF
BIRMINGHAM　DEPT　OF　SOCIAL
SERVICES．

移動おもちゃパス

（A）NICHOLAS　GALPERN　LODGE　・
　　NATIONAL　CHILDREN’S　HOMES
　　ENFIELD　BRANCH

高令児を対象とした社会

不適応児生活治療施設

lB）DR，　BARNARD’S，　THE　VILLAGE 民間の小舎制養護施設

11月1日 LONDON

AM

PM

W82　MATTOCK　LANE　EALING、
　　LONDON　（1メmdon　Borough　of　Ealing
　　S㏄ial　Services　De　t）

ファミリーグループホー

ム

lB｝57HINDHEAD　GARDENS　NORTHDLT
　　MIDDLESEX（London　Borough　of
　　EalingS㏄ial　Services　DepD

高令児及び母子の養護・

緊急住宅
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団員名簿

氏　　名 施設名　（勤務先） ⑦ 所　　　在　　　地 電　　　話

団　長 横　川　満　雄 麦の穂学園園長 509∋1 岐阜県中津川千且林工468 05736唱一2168

講　師 山　崎　健　治

諏訪児童相談所所長兼

（情短）長野県諏訪湖

健康学園園長

392 長野県諏訪市湖岸通り1－19－1
0266－52－0056

　　　0397

講　師 神　　　長五郎

厚生省児童家庭局企画

課　児童福祉監査指導

室　児童福祉監査官

100 東京都千代田区霞ケ関i－2－2 03－503－1711

4 山　田　愛　子 くるみ学園 042 北海道函館市亀田中野町38－11 0138－46－4178

5 有　馬　｛麦　二 旭川育児院 070 北海道旭川市神居台場266 0166－61－4054

6 山　越　典　夫 茨城県道心園 300 茨城県土浦市並木3－18－5 0298－2工一2575

7 梅　沢　　　勉 飯山学園 389－22 長野県飯山市大字飯山3180 0269－62－2339

8
萩原富　雄 子供の家 204 東京都清瀬市松山3－12－28 0424－91－4876

9 山　ロ　　　薫 合掌苑 501寸1
岐阜県郡上郡美並村大字上田

　　　　　　　　　　674
057579－2914

10 延　原　正　海 遥学園 618 大阪府三島郡島本町山崎18 075－961－0041

11
長谷川　　丘 東光園 670 兵庫県姫路市八代東光寺町8－1 0792－22－5028

12 岩　城　　満 防府海北園 747 山ロ県防府市大字高井686 0835－22－2044

13 福　崎　洋　子 大村子供の家 856－Ol 長崎県大村市原ロ町591－2 09575－5－8319

14
香　原　　進 北九州市児童相談所 805 北九州市八幡東区尾倉3－4弓6 093－681－8261

事務局 迫　田　勝　彦
（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

添乗員 小野　　鎮 明治航空サービス（株） 101 ㊦101東京都千代田区内神田1
　　　－7－4　晃永ピル

03－295－5331

一 123一



　　　　　　　　　　　　　　　編集　後　記

　今回，欧州三ヵ国の福祉施設を訪問できた事は，団員として，深くふかく心に刻み込

み，その一つひとつを評価し，実践の中で検討を加えんと，帰国したのであった。

　帰国後，一ケ月ほどの間に各方面での報告，レポートの完成をみても，団員の意欲の程

は強かった。研修にたつ前より，報告書のまとめ方，もり込み方について検討し，研修中

も毎晩の様にミーティングは繰り返し行なわれた。　その見聞を報告書にまとめあげる為

に，4人の編集委員（延原，長谷川，山越，萩原）を中心に作業は進められた。（分担執筆

をしたので、内容の重複があるがその分はそのまま掲載することとした。）

　我国での実践を基に，問い直しを行ないながら，各国の実践の一部をかい間見て来たわ

けである。そこで各国の福祉を語る事はとてもできないが，実践に携わっている我々が直

接，見，聴きt肌で感じて来た事であり，できるかぎり，忠実にしかもフレッシュに報告

できるようにと編集を進めた。読んでいただいて，多少の違いはあるでしょうが，我々の

その伝えたい気持と事実を感じ取ってくださるならば，光栄の至りです。

　我々の得た研修先での一つひとつの感動を読者の方々に伝える事ができるのも，ひとえ

に派遣させてくださいました資生堂社会福祉事業財団をはじめ，厚生省，全養協，各施設

長，同行の講師の先生方等関係諸先生のお陰であると感謝しております。

　報告書の中にもたびたび出ている，自由，責任，自然，アクティブ，等の言葉は『責任あ

る自由のもとに自然にふき出すアクティブなものを尊重する』考え方であり，訪問国，諸

施設の方針の中ににじみ出ていたものである。語句のみでは伝えきれない内容のものであ

る。ぜひ，読者の近辺で活躍している団員とお会いし，直につかんできた感動を直に聴き

取っていただきたいと強く願うものです。

　最後に，重ねて，この様な研修の機会を与えてくださった関係者の皆様，報告書作成に

際し支えてくださった全養協事務局の西田さん、松島さんをはじめとする方々に心よりお

礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜T．H＞

　　　　　　　　昭和60年度資生堂児童福祉海外研修団報告書

昭和61年3月31日発行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　全国社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　養護施設協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒100　東京都千代田区永田町2－12－4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山王飯店ビル内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　O3（581）6501
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