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1．　目　的

　近年，児童をとりまく社会状勢は，いじめや登校拒否，あるいは非行の多発などにみられるように．憂うべき

状況にあります。養護施設における児童養護においても．これら社会の縮図ともいうべき諸問題が含tれてお

り．職員の専門的知識，処遇技術の向上が強く求められております．

　そこで今回は，児童養護の諸問題についてテーマを設定し，家庭養護の進んでいる米国において研修を行い，

施設職員の資質向上に寄与せんとするものであ．りますe

〔研修テーマ〕　施設養護と家庭養護

2．主催　資生堂社会福祉事業財団

3．後　援　　厚生省

　　　　　　全社協養護施設協議会

4．研修内容

①7メリカにおける青少年問題と児童福祉の概況

　②　施設見学

　　　　コミュニティ・サービス・センター

　　　　ファミリー・グループホーム

　　　　特殊里親（情緒障害や心身障害をもった児童の養育）など

5．研修先　アメリカ（ニューヨークほか）

6．61年9月27日～10月11日の15日間

7．派遣人員　　15名（団長，講師．事務局，団員）

8．選考方法

　全社協養護施設協議会より候補者の審査により決定する。

　推薦は、民問養護施設の次代を担う職員にして，年齢はおおむね27歳以上45歳以下とする。なお．強い研修

意欲を有し，報告発表能力に優れた者とする．

9．研修の報告，発表の義務

①研修団としての報告書を所定の期日までに主催者に提供する。

　②　全養協の主催する研修会などにおいて，研修結果を発表する。
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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団におかれては、近年

とりわけ養護問題に積極的に取り組まれ、職員の研修に多大なご尽力をいただいておりま

す。

　こうしたなかで、同団主催の第13回児童福祉海外研修も、園長を補佐する主任クラスの

養護施設職員が対象となり、団員が構成されました。アメリカでの研修は、すでに第8回

（昭和55年度）において実施されており、さきのメンバーによって明らかにされた様々な

報告とその知識は、今回の各団員の視点の土台になりました。それとの比較を常に団員は

検討のなかに加えながら研修できたといえるでしょう。

　今回の研修は、ニューヨーク地区とロサンゼルス地区というアメリカ東西の中心という

べき2地区で研修がおこなわれましたe社会的養護の先進国であるアメリカは、施設養護

から家庭養護への変革を遂げているとされており、わが国の施設養護のあり方について

様々な問題提起もされております。

　折りしも、わが国では社会福祉制度改革がおこなわれ、在宅ケア、あるいは地方化の方

向に進みつつあります。

　本研修の団員各位が2週間にわたって研修した成果がこうした流れのなかで、今後の実

践に発揮されることを期待し、団員のみならずより広く児童福祉推進のために本報告を活

用していただければ幸いに存じます。

　本研修に際し、主催者として企画段階から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。

　また講師の池田尚義氏、並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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会法人　全国社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　養護施設協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　小　野　倉　蔵
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事務局報告

　主催者として，はじめにお礼を申し上げます。畑団長のお骨折りとお人柄のお陰で，研

修団員一同，ハードな研修の中にも愉快なアメリカ旅行を体験できましたこと，講師をお

つとめいただいた厚生省の池田課長補佐に色々とご教示いただいたこと，また福島先生に

は，いわば団長補佐兼講師として多大なご尽力を頂戴したことに対しまして，ここに心か

ら厚くお礼申し、ヒげる次第です。一方，この度のニューe一クにおける研修が実現し，か

つ，それが大いに実りあるものとなりましたのは，「そして挑戦の日々」，「人間の尊厳」の

著者であり，ウェストチェスター郡立医療センター精神遅滞研究所のカニングハム久子先

生のご好意とお力によるものであり，改めて衷心より厚くお礼申し上げます．

　また，ウェストチェスター郡ソーシャルサービス局，ロサンゼルス郡児童サービス局を

はじめとする全ての訪問先の皆様から，暖かいおもてなしと懇切なご説明をいただきまし

たが，そのご厚情に深く感謝申し上げます。

　つぎに，今回の海外研修については，計画初期の段階において，関係方面からご指導，

ご意見がありましたが，その一端を申し添えておきたいと思います。そのひとつは，研修

団員に報告書で余り負担をかけないようにということでした。団員は学者や研究者ではな

く，しかもごく短時日の研修であるので，例えば，外国の制度全般を報告したり，論じた

りするような過負荷をおかけしないように，ということでありました。

　まことにもっともなことであり，私どもとしては，現場の実務者である団員の皆さんが

それぞれの課題や問題意識をもって見聞し，その中から学ぶべき点をご報告願いたいと念

願いたしました。

　さて，まことに広大なアメリカのごく一部を垣問見て，彼我の相違として私が感じたこ

とは，日本の単一性，集団主義に対して，アメリカはまことに多様であり，個人主義だと

いうことです。今回の研修テーマは「施設養護と家庭養護」でしたが，この問題を含めて

万事について集団と個の社会的基盤の相違を痛感します。こどもの自立の問題について

も，良し悪しを別として対照的な違いを感じます。研修団員の皆さんには，そうした社会

文化的な風土の問題のみならず，専門分野において，ごく限られた知見の中にも多くの教

訓を汲みくみとられたことと思います。

　前述のように，この報告が決して深く体系的なものでないにしても，それは日本の養護

の現場における専門家としての貴重な所感であり意見であって，児童福祉の向上と業界の

発展に少なからず貢献していくものと期待しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団　　杉　本　　　勇
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アメリカ児童福祉研修を終えて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長　　畑　　邦　成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長野・つつじが丘学園長）

　この度，昭和61年度資生堂福祉財団の主催により，団員結成は16名。私が，厚生省，

全養協，資生堂等の推薦により，団長としてアメリカの児童福祉視察に15日間の日程で

行ってまいりましたeここにその一端の所感を報告申し上げる次第であります。

　厚生省からは講師として児童家庭局の池田課長補佐，資生堂福祉財団から杉本常務理

事，通訳として明治航空株式会社の小野氏，団員は関東ブロックから6名，中部ブロック

3名，近畿ブロックから1名．東北ブロック1名，九州ブロック1名，そして団長の私の

16名で，9月2了日成田空港を出発し，アメリカの福祉行政，児童福祉施設，グループホー

ム，里親制度の実際等，多くの視察を了え，10月11日午後9時，成田空港に無事帰着しま

した。その間，訪問先のアメリカ人の我々視察団に対する心からなる歓迎と共に，優しく

親切に御説明いただけ，極めて有意義な視察ができましたことは厚生省，資生堂，全養協

の御配慮と御支援があってこそと深く感謝申し上げます。それにしても，団員各位が全て

真剣であり，そして和やかに私を助けて下さったことが，この度の視察を成功させること

ができた最も大きな要因であることを，ここに有難く記させていただきます。

　さて，視察の詳細については，各団員の報告に譲り，私は，アメリカに於ける福祉の地

位について感じたことを述べたいと思います。アメリカの児童福祉事情を視察してみて，

その福祉と福祉者の社会的地位が日本と比較して大変高いものであることを知りました。

とは言っても，一概にその優劣を比べるものではありません。日本とアメリカは、その文

化的背景や，宗教的の違いや，福祉の歴史の相違があって，そのまま日本の社会に適応す

るとは思われぬ事情の隔たりがあります。

　例えば15日間，毎日の肉料理にはいささか閉口しました。しかも，でっかい肉でとても

食べきれたものではありませんでした。ご飯に味噌汁の好きな私はどんなにご馳走であっ

ても，しまいには肉を見ただけで，女房の作ってくれる味噌汁を思い出しました。といっ

た訳で，日本人の立場で一方的にアメリカを論ずることはできません。ある意味ではアメ

リカが優れており，また別の角度から見れば日本の方に旗をあげたくなる意見もあります。

それにしても，あの敗戦当時の貧弱な児童福祉が，今日，どうやらアメリカの福祉に比べ

て，形の上ではそれ程見劣りがしないところまで，施設，行政，ボランティアが発達した

ことは，戦後における行政指導と施設従事者の努力によるものと，私も微力ながら40年間

全養協の一員として頑張ってきた過去を振り返りながら，更に学ぶべきところはないかと

思って視察したのでした。
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　その中で一番強く感じたのが，アメリカに於る福祉の地位でありました。それは，福祉

関係者の地位が，ドクター，すなわち大学教授と同等なのです。それは専門学を修めた権

威ある高い地位なのであります。ということは，アメリカの社会はキリスト教によるの

か，社会福祉については国民が全面的に協力し，国家としても福祉に重点をおいているた

めです。それにしても，日本の福祉の地位がアメリカのように高くないのかを反省してみ

ると，日本の福祉は敗戦の貧困の中から生まれたため，とも角，最底の生活でもよいから

救済すればよいという思想でありました。それならば，格別な専門的学識がなくても，親

切な愛情さえあればよいではないかという，ボランティア精神に支えられたやる気さえあ

れば，誰でもやれたアマチュアだったのです。国家の財政も貧しく福祉は社会的善意に頼

る以外になく，施設職員の処遇も低かったため，施設にでもしか勤めるしか能力のないデ

モシカ職員のグループであることが，やむを得ない事情でもありました。

　それに，久しく家族制度を社会の基盤としてきた日本国民の福祉に対する思想は，憐れ

みの対象としての福祉でしたから，高度の処遇を許さず，福祉者自身も，宗教的自己犠牲

として福祉を美化して満足していました。福祉が人権を守る民主社会の基本であるという

思想に遅れていたためと思います。それに引き換え，有名なリンカーンの「人民による人

民のための人民の国家」であるアメリカは，国民が福祉を自分のものとして，個人も，団

体も，企業も，進んで福祉に協力し，多額の献金を惜しまないで出す。アメリカに進出し

た日本企業の会社に，福祉事業への献金を求めたところ，本社の指示で，そのような献金

は日本の会社は致さぬことになっておりますと断ったため，地域社会から非難され，相手

にされなくなったという話しも聞きました。アメリカとしては，福祉に協力することが，

その人，その団体，その会社の社会的地位に結びついているのです。すなわち福祉に尽す

ことが人格なのです。もっとも、会社の献金が税金の対象とならないアメリカの制度と，

日本のように会社が福祉に献金すると税金がかかる制度の相違がありますが，日本のよう

に福祉を行政サイドに任せているのではなく，国民が福祉を支えていることが当然の社会

なのです。その代り，福祉に対する要求も強く，アマチュアでは許さないのです。では，

国家としてはどう対応しているかと言えば，国家と言ってもアメリカは州の行政であっ

て，国民は自分たちが協力している福祉が立派にその目的を遂行すべきであることを，行

政の管理指導に強く要求しているのです。まさに，住民全体の行政であり，すなわち，社

会ぐるみ住民参加の福祉なのです。

　振り返って日本をみると，日本の福祉は行政サイドの福祉である。それは，日本の国民

性は，命ぜられればやりますが，命じられなければやらないためです。共同募金も今で

はJ自治体に割りつけられてやっているようなわけで．福祉がギャンブルからの献金で進

められている日本とは大違いです。従って，福祉は官僚によって国家予算の中で運営さ
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れ，国民はその恩恵を要求している甘えの構造です。そのため，福祉の現況は，日本の経

済的発展と共に，アメリカに劣らぬ程整ってはいても，その内容は日本的で，福祉従事者

も甘えの構造の中で，専門的高度の研究と，積極的努力に欠けるため，自ら社会的権威を

低くしているのではないか。アメリカは，日本のような終身雇用制ではなく，契約制であ

ると聞いていたが，児童福祉の措置も全部契約制でありました。その契約は全て1年契約

であって，1年終ってその児童教育，治療の効果が」二がらないと判定されれば，他の施設

に措置変更されてしまうのです。アメリカには児童相談所はありません。児童の措置は，

全部州の福祉部で，施設なり里親と契約を結ぶのです。州または市の福祉は、それだけの

権威を持っているのです。従って，施設従事者はボヤボヤしてはいられない。効果を上げ

ることができなくなればtランクの低い施設となり，しまいには児童は措置されなくな

り，施設は閉鎖のやむなきに至るのです。その反対に，児童が立派に治療教育される児童

福祉施設並びに福祉者の地位は高く，行政から期待され，社会から尊敬されているのです。

　日本の養護施設はどうであろうか。怒らないで聞いて下さい。私自らが反省したことで

すから。日本の場合は，例えば，養護効果が上がらなくても，一旦措置されれば，退園す

るまでそのままであり，児童相談所も措置すれば施設任せであり，余程のことがなければ

措置変更はせず，行政も一応事故さえなければよしとして，高い養護効果を要求する厳し

さがなく，国民も施設の児童だから問題の子であっても当然であると思っているのではな

いか。そこに施設に対する軽視があり，それに甘んじている福祉者そのものが自ら福祉の

社会的地位を低くしているのではないか。とは言え，アメリカのように一年契約で養護効

果が問われることが妥当かどうか。もっと長い歳月の人間関係の中で育くまねばならぬこ

とを思うと，次から次へと施設を変更することに疑問はあります。それはともかく，日本

の福祉は甘く、それだけに社会的に尊重される地位も低いのではないか。我々日本の福祉

者は，もっと自らに厳しく，今日の児童問題に取り組みt専門的治療教育の能力を高め，

行政からも，国民からも尊敬され，期待される福祉者の社会的地位を築かねば，日本の福

祉の概要は，アメリカに遜色がなくても，その内容に於いて．自らプライドを持つには

もっと頑張らねばならぬと思いました。もし，日本の養護施設が現代の多極深刻な児竜問

題を受け止めて，専門的権威を高めて，そのニーズに応ずる能力を持たなければ，今後，

養護施設は斜陽化していくのではないか。現にアメリカでは，養護施設は減少し，児童の

福祉は里親によって守られているのである。そして，権威あるケース・ワーカーがその里

親を指導しているのである。里親といっても，養子縁組だけでなく，グループホームによ

る養育が進められている。たまたま紹介された里親家庭を訪問しましたが，五人の里子，

しかも重度の障害児まで養育しているのには驚き感心しました。日本の里親のように，健

康で，美人で頭がよくて，性質が良い子でなければ引き取らないという里親のための里子
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ではなく，児童のための里親なのです。

　ここに二＝一ヨーク州ウェストチェスター郡社会福祉サービス局のナンシー，ウtル

シュ児童福祉部長の行政説明のあらましを参考までに御報告致します。それによると，工9

85年度の児童措置は，里親措置がLO89名，施設措置が390名．グループ・ホーム措置

が193名，事業所経営ホーム措置が18名であって，里親が断然多いのです。それは，里親

開拓部長が，あらゆる方法で里親の開拓に当っているのです。例えば，里子に出すべき児

童の写真付き書類を全州に広告して里親を募集し，片親の場合は，1名の職員を配置して

まで里子を開拓しており，また，里親への措置役は，里親ホーム追跡調査部があって，全

体の里親の管理をしているのです。里親の条件は，①．21歳以上，②．充分な経済状況

である。③．適確な養育をする資質がある。④．養育のための物理的条件が整っている。

⑤．健全な環境であること，であって，里親になるには，グループミーティング（2時間

6回）を受け，更に，テスト，面接に合格したうえケース・ワーカーによって綿密な調査

を受け，里親になった後も，ケース・ワーカーが現任訓練を行なったりする。私も，里親

審査委員を20年間やっていますが，全て書類選考でやっており，里親認可を受けても，里

子を受けていない里親が大変多い日本の実状と比較して，その原因は何であるかを考えさ

せられました。たまたまアメリカ視察から帰ったところ，県の里親大会があり，講師を依

頼され，アメリカの里親の発達の実際を見聞して来たばかりのこともあり，日本の里親な

どは，アメリカの里親に比べれぽ里親になる資格がない，と論じたところ，里親会長と議

論になり，持ち前の大声で，「アメリカの実際を見て来て物を言え」と怒鳴ったところ，報

道関係のテレビのカメラが一斉に私のところを撮っていましたが，同じ講師として招かれ

た児童相談所長が取り持って治まり，その場面の放送もされませんでした。長野県議会で

質問までされた，里親の里子虐待事件をあげ，日本の里親制度の未熟を論じたのでした。

さりとて，日本の場合，アメリカのように里親が開拓できるかといえば，その社会的，思

想的条件が異なっており，日本も施設に児童を措置しても養護効果が上がらぬからアメリ

カのように，里親に力を入れることが望ましいと，見てきたばかりの直輸入を受け売りし

ている里親優位論もありますが，日本の社会、B本の現況の中で里親を発達させること

は，容易には望めないと思います。都市に集った人口，核家族のマイホーム，兎小屋の住

宅事情，生産第一に追われ，自分の子供の教育に手一杯，里子が問題を起こしたらどうし

よう，余計なことをするよりペットの方がいい，それより趣味に生きて，レジャーを楽し

みたい，といった今日J日本には里子を受け入れる物理的，環境的条件がないのではない

かと思います。しかも，離婚家庭の単親は，吾が子を里子に出すことを望んでいません。

そのような日本の現実を見る時，養護施設が，現代の社会の中で落ちこぼれた児童を，

しっかり守り，立派に養育する能力を備え，地域社会に根を張った教育治療施設として発
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達しなければならないのではないか。アメリカには，里親，福祉施設，グループホーム，

公1‘Zホーム，緊急保護施設，一時保護所等，児童の＝一ズに応ずるためのサービス機関

が，さまざまに発達しており，養護施設は一時保護的役割に回っているのでした。しか

し，私は日本の児竜福祉は，やはり，養護施設を柱にして，他のサービス機関を発達させ

ることが，今後の方向ではないかという結論に達したところであります．そのためには，

此度の視察は大変勉強になりましたe

　最後に，このような素晴しい各国の福祉’事情の視察を毎年実施していただいている資生

堂の協力に対して，心より感謝申しヒげ，また厚生省児童家庭局長さんをはじめ，．E管課

の田代課長さん等の懇切な準備と御．手配が有難く、英語が話せず，「ハロー，サンキ＝－1

だけで，15日間のアメリカ児童福祉の行政，施設，里親，グループ・ホーム等のきめ細い

実際の視察ができたのも，資生堂の杉本常務，厚生省の池田課長補佐，また素晴しい通訳

者の小野氏，また最も信頼していた福島先生外同行団員皆々様の御支援，御協力のお陰

で，私のようなIH舎の園長か団長を務め得ましたことを，ここに重ねて御礼申し上げて報

告と致します。

（ウェストチェスター郡社会福祉局にて行政説明を受ける）
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アメリカの児童福祉から学ぶ

講師　　池　田　尚　義

（厚生省児童家庭局児童手当課課長補佐）

1　はじめに

　最近のアメリカの社会問題には，暴行，強奪，強姦，殺人などの犯罪の増加．麻薬の汚

染，離婚の増加，失業者の増加などがあり，児童の誘拐，虐待，放任さらに10代の妊娠な

どの要養護児童発生の原因ともなっている。このような社会的背景の中でアメリカの児童

福祉施策は，従来の施設養護から家庭的養護に変革を遂げているといわれている。

　このたび、資生堂社会福祉事業財団の昭和61年度の海外派遣研修が「アメリカにおける

児童養護の諸問題について」をテーマに実施され，私も研修に参加する機会を得たのでそ

の現状の一部について紹介することといたしたい。

2　児童福祉施策の現状

　アメリカの社会福祉関係の法体系はきわめて複雑であり理解するのは困難である。児童

福祉施策については，1935年の社会保障法制定により，社会保障体系が整備され，児童福

祉についてもその中に組み込まれている。連邦政府の主な役割は，各州に対する補助金の

交付，各州の立法やプログラムの策定，改善等に関する指導，そのための調査，モデルと

してのプログラムや立法例の策定および普及などとなっており，連邦政府は社会保障法と

の関係においてのみ州とのかかわりをもつことになる。

　したがって，児童福祉施策の具体的な実施については，州の法律により定められている。

　さて，連邦政府は1980年に養子援助（社会保障法）と児童福祉法を改正し，代替養護

サービス及び養子サービスについての新しい政策指導を発布した。その主な内容は，①不

必要に実の家庭から児童を離さず，家庭への援助を行って親の状態の改善を図り，児童が

たとえ代替養護ケアされていても早く家庭復帰させること。②家庭復帰が不可能と決定し

た場合は，パーマネンシイ・プラン（永続的親計画）をたて，児童の永続的な家庭生活を

保障すること。によりアメリカ全土の代替養護の児童数を減少させることであった。ま

た，この法律では児童が家庭から離れないための予防措置，養子縁組を促進するための養

親への援助及び児童福祉システムの改善などについても定めている。（世界の児童と母性

第20号「アメリカにおける1980年の児童福祉法改正の影響について」より）

　1980年に連邦政府が行った政策決定は，児童福祉施策を大きく変更するものであり画期
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的なものである。この政策決定により，各州は児童福祉法等の州法を制定している。

　次に，カリフォルニア州法及びロサンゼルス郡児竜福祉局における具体的な実施体制等

を説明することといたしたいa

　カリフォルニア州の児童福祉法の内容は次のとおりである。

　1　学校の教師，病院の医師，警察，福祉関係者及び一般住民は虐待等を知れば局にそ

　　の旨を報告しなければならない。

　　これを怠った場合は，1000ドル以下，6ヵ月以下の実刑判決を受ける。

　2　児童の事態が緊急である場合は，職員を2時間以内に派遣し，実情を調査しなけれ

　　ばならない。それ以外は3日以内に対応する。

　3　事態が深刻な場合は，直ちに親から離し、親類又は短期の一時収容家庭に児童を送

　　り，48時間以内にワーカーは少年裁判所に嘆願し，72時間以内に拘留聴問を行う。こ

　　の結果により，児童は家庭に復帰するか緊急保護所又は収容施設に送られる。

　4　さらに．2～3週間以内に両親及び局の弁護土が争い，裁判所において処分聴問を

　　行う。

　5　ワーカー，裁判所の調査，調整を繰り返し，1年たっても終結をみない場合は，裁

　　判所によって次の三種類の措置が取られる。

　　（1）養子縁組措置（10歳以下の児童）

　　（2）法律により後見人の設定（親類又は他の代替の親）

　　（3）長期収容施設措置（ワーカーが家庭調整，カウンセリング等を同時に実施する）

　カリフォルニア州は，この法律の積極的な推進を図るため，ロサンゼルス郡に児童福祉

局を設置した。局の目的は，被虐待児童，父母の不善又は父母の養護放棄によって養護を

必要とする児童の保護を行うことである。

　局には3000名の職員がおり，年間7500件～8500件のケースを取り扱い，そのうち85％

は深刻なケースでなく，1ヵ月以内の短期ケアで終rし15％が長期間にわたっている。ま

た，郡内には約4000のフォスターホームに7000名，約130の収容施設に1500名の児童が

措置されている。

　さらに，郡管内には，6ヵ所の児童福祉事務所が置かれ，訪問した第6事務所には10課

がありtl課に1名の主任，8名のワーカーが配置され，1名のワーカーは約60件のケー

スを受け持ち，裁判所への報告書等の作成，手続き等の業務に従事している。また同事務

所管内には，約400のフォスターホームと116のグループホームがあり，情緒・身体・行

動の障害を持つ児童に対しては，精神科医，看護婦及びその他の専門職員が配置されてい

るグループホームに措置されている。

　以上，カリフォルニア州の法律及びロサンゼルス郡における児童福祉の実施体制等につ
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　　　、

いて紹介したが，ニューヨーク州及びウェストチェスター郡社会福祉サービス局において

も概ね同様であった。

　ロサンゼルス，ウェストチェスター両郡において共通していえることは，児童福祉実施

体制が充実していることである。例えば，ウェストチェスター郡社会サービス局には，児

童保護サービス部，児童居住サービス部，養子縁組ホーム追跡調査部，養子縁組開発部，

小児保健部があり，それぞれの専門職員が配置され，各部の有機的な連携のもとに効果的

に児童福祉施策が行われていた。また，ロサンゼルス郡においては，児童数が50，000名に

対して職員が3，000名も配置されているなど，わが国とは比較にならないように思う。し

かし，アメリカの国士面積が日本の25倍であるように単純に比較することは難しいが，少

なくとも，児童福祉サービスをできる限りその地域で提供することが効果的であるという

認識によるものである。

　さて，このたびの研修では数多くの目的の異なる施設を見学することができたが，施設

の紹介については，別に詳しく報告されるので，見学した中で印象に残った施設について

述べてみたい。

　まず，今回，見学した中で唯一の公立施設であるロサンゼルス郡立多目的一時保護セン

ターは，ロサンゼルス郡児童福祉局によって経営され，身体的或いは性的虐待を受け又は

放任或いは干渉されなかった乳児から18歳までの男女200名を収容する大規模施設であ

る。10エカーの敷地に管理棟，保育棟，児童居住棟，保健棟及び3～4歳児のための保育

教室，12年生までの学級を持つ学校さらに体育館，図書室，娯楽室，プール，バスケット

ボールコートなどが整備されJ300名の専門職員が24時間体制で児童の処遇を行ってい

る。特に医療サービス体制の充実と地域のボランティアグループによる積極的な協力体制

は，わが国においても積極的に取り入れて推進する必要があると思われる。

　次に，ファミリーホームにおいて，6名の児童がケアされており，そのうちの4名が重

度の発達障害．小頭症などにより寝たままでチ＝一ブによる人工栄養が与えられていたこ

とであった。この家庭は母親と2人の娘の3人家族で，母親は看護婦で病院勤務の経験も

ある。母親の説明では，障害を持った児童であっても病院でケアされるより良い家庭環境

の中で児童をケアすることが児童にとって必要であると強調されていたことが大変印象的

であった。

　10代の妊婦寮及び10代の母子寮についても簡単に紹介する。

　妊婦寮は出産までのケアを行う施設であり，母子寮は子どもが2歳になるまで母子とも

にケアされる施設である。母親に対しては，施設内の学校又は一般の学校に通えるほか，

家事，育児，自立のための職業訓練を行う。またJ職員は施設長のほかにソーシャルワー

カー，指導員が配置され必要に応じ専門の医師が加わる。見学した3施設とも満床の状態
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であり，10代の妊娠がアメリカの深刻な社会的問題となっていることを裏付けているよう

に思われる。

　このたび，訪問した施設で共通していえることは，広い敷地，緑の芝生に囲まれた整備

された建物，入所児のプライバシーを尊重した居室，体育施設，娯楽室などの設備整備，

さらに精神科医，心理判定医，看護婦，ソーシャルワーカーなどの専門職員を配置した治

療的ケアを実施していることであり，わが国の施設運営を考えるうえで参考になるものと

思う。

3　おわりに

　アメリカ議会技術評価局は，「青少年の精神衛生（問題と対応策）」と題して報告書を発

表した。これによると，貧困，両親のアルコール依存症，離婚によリアメリカの18歳未満

の青少年6，300万人のうち，少なくとも約12％の750万人が精神的な障害を抱えており，

うち70～80％は適切な治療が与えられていないと公表し，連邦政府の改善を求めた。とい

う記事を新聞で読んだが，アメリカの児童を取りまく環境の悪化が非常に深刻であること

を物語っており，施策の緊急的対応が迫られている現状である。

　わが国の児童福祉行政は、昭和22年に児童福祉法が制定されて以来，年々制度の改正，

内容の改善が図られ，その水準は先進諸外国の福祉水準に達している現状である。

　しかし，最近の婦人の社会進出，核家族化、離婚，出生数の減少，高齢化社会の到来な

ど児童を取り巻く環境は著しく変化してきており，来たるべき高齢化社会を担う児童を複

雑かつ多様化する社会の中でいかにして心身ともに健やかに育てていくかが重要な課題と

なっている。

　児童福祉施策は，地域の実情に応じてきめ細かく実施されることが必要であるが，その

一環として，本年4月から，児童福祉施設への入所措置事務などを機関委任事務から団体

事務に改めるとともに社会福祉法人の認可の権限を都道府県知事に委譲するなど地方公共

団体の自主制がより一層発揮されることになった。これを機会に国の役割と地方公共団体

の役割分担の見直しが見討されるものと思われるが，わが国においても，社会福祉法人及

びボランティア団体等の民間組織活力を積極的に導入し地域福祉の向上を図る必要を強く

感じる。
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アメリカの養護問題の背景

アメリカの児童福祉政策





アメリカの養護問題の背景

　アメリカの社会福祉に関しては，これまで研究者を中心にして多くの人々から紹介され

てきている。もともと戦後のわが国の社会福祉は，制度から方法・処遇論にいたるまでア

メリカの影響を強く受けてきたこともあって，アメリカの福祉に関する情報量は豊富であ

る。それも単なる文献紹介にとどまらず長期間アメリカに滞在し，それぞれの専門領域か

らの研究にもとついた報告である。

　われわれの分野である児童養護についても古くから紹介され，これまでも大きな刺激を

受けてきており，とくに最近にあっては，活発な交流によって具体的な情報も提供されて

いる。

　そうした状況において，われわれ海外研修団の短期間滞在の駆け足的見聞では，新たな

情報を提供することは不可能であり，いわば現場職員としてこれまでの紹介された報告を

実地になぞってきたにすぎないのである。しかし，試行錯誤の連続と絶えざる矛盾の蓄積

のなかで鍛えられた現場実践者の眼から，紹介されてきた情報を検証しえたことは大ぎな

収穫であったといえる。

　そこでまずアメリカの養護問題の背景について，訪問したニューヨーク・ロスアンゼル

スから得られた情報等をもとにして，その概況を報告する。アメリカの養護問題，社会的

養護を理解するには，まずもってアメリカの政治・経済・文化等の把握が不可決であり，

アメリカの社会構造を知らずして述べることは問題があることを承知しつつ，その点に眼

をつぶった報告であることをお断りしておきたい。

　さてわれわれは養護問題は家族の貧困問題であり，そこから派生した児童問題であると

いう理解に立っていたが，アメリカの福祉関係者の理解も全く同じであった。そこで養護

問題の発生の背景にある家族問題・児童問題をふれる。

1．アメリ力家族問題

　一般に家族の形態や役割機能はその時代の社会的・経済的動向に大きく左右される。つ

まり社会経済の進展によって，家族のありようも様々な変貌をとげてきていることは，こ

れまでの歴史が証明している。その意味からアメリカの家族の多様性の指摘は，現代の高

度経済社会・情報化社会への変化の必然的産物ともいえるeまた．多民族国家の特性であ

一 15一



る人種・文化・宗教の多様性は家族の上にも濃厚に現れている．

（1）多様化する家族

　古き良き時代のアメリカの理想とする家族は，わが国と同じく夫は外，妻は内という徹

底した性別分業であり，専業主婦の存在する伝統的核家族といわれていた。しかしそうし

た家族はすでに終焉したといわれている。つまり，夫婦共働き家族が増大したばかりか単

親家族までも家族形態の一つとして承認されている。また離婚率の高まりから再婚家族も

当然化したり，あるいは結婚率の低下から，同棲家族，単身世帯も増加し，また未婚の母

世帯の増加など，アメリカの家族の多様化は果てしなく続いており，家族の概念も一様で

はなくなりつつあると言ってよいようである。

②　単親家族の増加

　アメリカの離婚率の高さは世界一といわれ，現在では2組に1組が離婚している計算に

なっていることはよく知られていることである。離婚する夫婦に子どもがあれば，どちら

かが親権者になり，単親家族が誕生する。アメリカの場合も親権はほとんど母親に与えら

れており，子どもは母親と住むことが多い。

　父親と暮らす子どもも増えているといわれているが，圧倒的に母子家庭（92％）の方が

多い。ここにアメリカの母子一体化の痕跡をみる。親権を与えられなかった親が，自分の

子どもを誘拐する，盗む例が多いといわれている。アメリカの子どもの誘拐問題は，わが

国にもマスコミをとおして紹介されているが，今回の訪問によってその一端をかいまみた。

庶民的なレストランの入1：1に張られた行方不明になった子どもたちの写真に，全く反応を

示さない異常さに驚き，そうした事件がもはや事件として取り扱わないほどの出来事なの

であった。一説には毎年15万人の子どもが消えると言われ，そのなかの10万人は子ども

の非親権者の誘拐であるとされている。

　いずれにしても，80年代にはいって母子家庭で暮らす子どもは1千万人を越え，子ども

の養育が大きな課題となつている。母親が働き手と子育ての2役をこなさなければなら

ず，かなりの負担になっているようだ。日本と同じく母子家庭の場合は，おうおうにして

経済的困難に直面する。一般勤労者世帯の半分の収入しかないといわれている。

　また，子育てにおいても充分なしつけが行えなかったりして，人格形成上さまざまな問

題点が専門家から指摘されている。両親に離婚された子どもの多くが，孤独な子ども時代

を送り，寂しさ故に早い結婚をして離婚する結果になる例が少なくないとされている。親

に離婚された子どもの離婚率の高さが指摘され，離婚の再生産という悪循環が存在してい

るようだ。離婚した親自身のストレスの問題，子どもの孤独から生じる情緒面やその他の
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発達障害の問題などが，養護問題に結びつく可能性が存在しているn

（3）再婚家族（複合家族）の増加

　離婚した男壬の4分の3，k“　f一の3分の2が再婚しているようである。再婚しての生活

が幸福という者も多いcしかし，丁どもにとって一体どうなのかという素朴な疑問を持つ。

親が再婚すれば，子どもは当然継父（母）ができる。週末には実父と過ごすこともあり，

子どもは2人の父親を持つことになる。男女双方が連れ子の場合，親違いの兄弟姉妹をも

つことになる。そして子どもが生まれれば，片親違いの同胞ができ，複雑な家族構成にな

る。現在の子どもの典型的なライフサイクルとして，数年間は両親のもとで暮らし，両親

の離婚後は母親と暮らす。その後母親の再婚後母親と養父と暮らすということになる。ア

メリカの家族関係は夫婦関係が中心とされ，きずなの強い親子関係であるわが国とは異

なった位置づけである。しかし，再婚後の養父（母）の出現や，血のつながりのない同胞

との生活において，全く問題が存在しないとは考えられない。

　われわれのイメンージする家族とは異質なアメリカの家族の姿が，一体どこまで変貌を

遂げるのか全く予想もできない。そしてそこに現われる子どもの問題に対してどう対処し

ていくのか関心をもつ。個人を重観したアメリカの考え方が理解しえても，個人を祉会化

する役割は，やはり親によって家族の内で営まれるのであろう。集団での養護より個別的

な家庭での養護を重視するアメリカの考え方は理解できても，今日のアメリカの家族にそ

うした十育てが期待でぎるのかという率直な疑問を強くもたされたのである。

　こうしたアメリカの家族の多様性は，たしかにそれ自体問題があるとはいいきれない

が，経済的基盤が弱体である場合，家族崩壊に結びつき養護問題となって現われる。その

意味からノーマリティの家族で，単親家族とりわけ母子家庭が養護対象となりがちである

ようだ。

（ニューヨーク・ファンドルング・ホスピタルの屋上にて）
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アメリカの児童問題

1．児童の虐待・放任

　今日，アメリカにあって親による児童の虐待’放任の事例は異常とも言えるほど多く，

深刻な社会問題となっている。われわれが訪問したいずれの行政官庁および児童団体にお

いても，いつも真先に口に出るのは児童虐待・放任に関する問題であった。このように児

童虐待・放任防止対策が児童福祉対策の緊急かつ最重要課題となっていることを物語って

いる。

　こうした被虐待児の多くが社会的養護の対象となっており，訪問した治療施設において

身体的，心理的に傷ついた児童への治療と訓練が多彩な方法によって展開されていたこと

を見聞した。又つよく関心をひいたのは虐待のうち，性的虐待を受けた児童へのきめ細か

な治療方法であり，また児童虐待が三世代にわたって長く継承される例の多さであり、福

祉関係者がこのサイクルを断ち切る努力を傾倒していることであった。

◎　児童虐待・放任とは

　虐待・放任の被害者は児童であるために，通常それを実証することはきわめて困難なこ

とである。アメリカにおいては，児童虐待・放任について法的に定義づけを行なっている。

　以下，ニューヨーク州ウェストチェスター郡児童福祉局から提供される資料による。

（定義）家庭裁判所法第1012号よリ

虐　待

　親もしくはその児童の法律上の親権者が18歳以下の児童に対して下記のような行為を

することである。

イ．故意に身体的障害を負わせる。又は障害を受けていることは黙認する。この行為に

よって，死，痕跡が残る。身体的及び精神の健康が損なわれる。身体機能の欠損又は不能

の原因となるもの。

ロ．刑法で定義されているところの性的犯罪を犯すか，又はそれを黙認する（しかしなが

ら，刑法でうたわれているところの強制証拠割り出しの必要性はない）

放　置

　親もしくはその児童の法律上の親権者が18歳以下の児童に対して，下記の行為を怠るこ

とによって，身体的，精神的，情緒的変調をきたすか，又はその危険を察知できる行為が

あることである。
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ー
．

イ．経済的にも，他の条件からも可能であるにもかかわらず，適切な食事，衣服，住ま

い、教育，医療を怠った場合。

P．適切な指導，養育を怠った場合。行き過ぎた体罰，アルコール，麻薬利用等によって

適切な指導や養育を怠る。

ハ．親もしくは親権者が放棄した全ての児童，そして虐待・放任の証拠や察知のための具

体的にきめ細かく身体上，行動上の症状を列記しているのである。

〔虐待・放任の種類〕

　虐　待

　『身体的虐待』　殴打，火傷，かみ傷等

　『性的虐待』　乱暴，近親相姦，性器へのいたずら，露出，ポルノへの強制

　放　任

　『身体的放置』　衣食住，教育，医療を与えない

　『情緒的放置』　たえまないからかい。じらし，言葉による攻撃，愛情，支援，話し合

　　　　　　　　　いの欠如

　虐待・放任の発生件数

　全米での虐待・放任総件数は，統計の不備な州もあってIE確な数値が把握できていない

のが実態であるが，「児童虐待・放任のための全国協会」（NCAAN）は，1976年から198

2年までの間，正式に受理した児童虐待の年間報告書を提出している。

　年度別虐待等通報件数・受理件数

年　度

　1976

　19了7

　1978

　1979

　1980

　1981

　1982

　1984

通報件数
669，000

1．OOO，OOO

1，700，000

受理件数
416，033

516，142

614，291

711，142

788，142

850，142

929，310

　1982年度においては，18歳以下の子どもがいる家族1，000にたいして25件の割合で発

生していることになる。現在の通報件数は約2百万件ともいわれている。いずれにしても

通報されるのは氷山の一角であることは確かで，二＝一ヨーク市では3分の2が未報告で

あるとされている。なお通報件数のうち明らかに事実と立証された割合は，1982年におい

ては約4割ぐらいであるといわれている。
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　年々通報件数が増加する理由としては，州の資料整備が向上していること。一般市民の

認識が広がったこと。そして実際に児童虐待の数が増加していることである。

児童虐待の種類

　1982年に実証された虐待の種類別割合は次の通りである。

　　身体的虐待　　24％　　　性的虐待　　7％

　　放任　62％　情緒的放任10％
　　その他の虐待　9％

報告を受けた児童の年齢・性別・人種

年　齢

　虐待を受けた児童の年齢は年々低下し，全米児童の平均年齢（9，4歳）より低く，7，4歳

であり，被害初体験は3歳といわれている。

性　別

　男女の割合は同じ位であるが，女子53．3％は，全米の女子の割合48．9％に比べて高い。

人　種

　1980年の米国人口の中の黒人と白人の比率に比べて，黒人及び他の人種の報告の割合の

方が白人の割合よりも常に高い。

人　種 1980年人【二1割合 1976～82年の報告の人口割合

白　　人

黒　　人

他の人種

79％

15％

7％

66％

20％

13％

加害者及び家族状況

家族状況

　母子家庭　41％（17％）
　公的扶助受給家庭　45％（12％）

　児　童　の　数　　2．2人（1．3人）

加害者
　親（実親・再婚親・里、親・養親）94％

　（実親）　　　　　85％

　親　　類　　　　　　4％

　その他　　　　　　2％

児童虐待の要因

　家族関係のトラブル　48％

　経済問題　　　　　48％

※　　（　）は米国の平均値
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　健康問題　　　　　45％

　（アルコール・麻薬乱用者）　19％

性的虐待について

　概　要

　1982年に正式に虐待と実証されたケースのうち，約7％が性的虐待として認められてい

る。NCAANはこの割合から推測して6万5千ケース，9万8千人の児童が性的虐待の犠

牲者であると推測している。

　内　容

　性的虐待は，他の虐待や放任と重ねて起こることの少ない典型的な虐待である。1976年

から1982年の間に正式に報告された資料において，驚くべき傾向が出ている。

①　性的虐待の主な犠牲者は女性である。　85％

②性的虐待の犠牲児童の平均年齢は10．5歳で，他の虐待された年齢より高い。

③　人種別の性的虐待の犠牲者の比率は，全米の児童人口の中の人種比率とかわりない。

④全加害者のうち約77％は児童の親である（そのうち57％が実親）親類が16％，その他

　が6％である。

⑤性的虐待の加害者は80％強が男性であるが，母親が虐待を知っていたり，それを黙認

　していたりしている。

⑥　性的虐待を起こす家族は，他の虐待がある家族に比べて健康上の問題があるが，経済

　的な問題は少ない。

⑦性的虐待の起こる家族には，アルコール依存症があり妻の虐待も増加している。

虐待・放任児童のための施策

　通告義務及びシステム

　児童虐待予防・対応症（CAPTA）がわれわれが訪問したニューヨーク州においては，1

963年に児童虐待に関する最初の法律を制定した。そして1973年ニューヨーク州児童保護

法において，児童虐待・放任ケースを通報するための条例を制定したのである。

　この州法の目的は，児童を守ることに最重点を置き，親を罰することを目的としたもの

ではなく，児童虐待・放任を防止するところにある。

　通報の義務は，児童に関わる専門職についている人たち（医師，医療関係老，宗教関係

者，学校関係者，福祉関係者，司法，警察関係者等）に対して，18歳以下の児童が虐待・

放任されている疑いがあれば，通報するよう義務づけている。そして，通報は即座に

ニューヨーク州社会福祉局に，電話通報されなければならないとされている。電話通報は

24時間体制が敷かれ，報告後24時間以内に書類化される。

　なお、通報の義務を怠ると罰則を受け，また通報者に対する法律上の免責を受ける権利
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も保障されている。しかしそれでもなお，＝ユーヨーク州においては，全体の3分の2が

未報告である。その理由の1つとしては，加害者の親の脅迫によったり，仕返しを恐れた

りして報告されないことも事実であると言われている。

　虐待・放任児童のための全国協会（NCCAN）

　児童虐待予防・対応法によって，NCCANは児童虐待の予防から，親の教育法、被害児

童への治療，保護サービスのあり方，情報管理，啓蒙活動等と幅広い活動を展開している。

つまり，予防，発見から治療，改善までの調査・研究・啓蒙活動まで一貫した活動を行い

貢献をしてきているのである。

　1974に制定されて以来，連邦政府は児童虐待・放任問題への挑戦をうたって社会的サー

ビス，精神衛生，医療，教育，法的援助等の各資源を導入し，サービスを提供し重要な役

割を果たしてきている。この間，数多くの専門家，ボランティア，そして一般市民たちは

児童虐待問題が社会の進展にとって大きな障害になるという認識が得られたのである。

　1963～64年には，アメリカ各州において児童虐待の通報を義務づける法律が設定され

た。

2，10代の未婚の母

　アメリカの10代の未婚の母の激増ぶりは，わが国にも紹介されている。その中で最も驚

かされたのは，未婚の10代の母，あるいは妊娠して母になろうとする高校生のための専門

の学校を設けたり，或いは校内に託児室やクリニックカウンセラーをおいたりしている事

実である。そこまで来たのかという感想であった。

　今回の研修においても，10代の未婚の母子ホームや出産を控えている10代の母のホー

ムを見学する機会を得て，10代の妊娠はもはや特殊なケースではなくなったという感を

もった。

　アメリカでは15歳～19歳まで10代の妊娠率は11％といわれている。また10代の黒人

女子1，000人中，63人が妊娠し，そのうち未婚の母になるのが51％であり，また中絶率

は41％と報告されている。一方，白人女子の場合は，1，000人中83人が妊娠J未婚の母

は19％であり，また中絶率は47％である。妊娠率は別として，非摘出子出生率は，白人家

庭より黒人などマイノリティ（少数民族）の貧困層に高いことを示している。黒人の場

合，未婚の母のほとんどが低学歴で失業中の10代の少女であり，13，14歳のものも少なく

ない。その多くの場合，彼女ら自身が未婚の母によって生まれた非摘出子であるとされて

いる。

　なぜ，10代の未婚の母が激増するのかさまざまな原因が述べられているが，社会心理学

的要因について次のことが挙げられている。
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（1）自立の強要

　アメリカの育児目標は，いかに子どもを独立させるかにあり，絶えずインデペンデンス

を親たちは口にする。最近では依存がまだ必要が時期にもかかわらず，独立を強要される

ことが多く，子どもたちは慢性的に愛情欠乏を抱き続け，その代償として赤んぼうを産

み、ぬいぐるみ的に赤んぼうにそれを求めているという説明を受けた。

（2）倫理観の変化

　すでに述べたように，日常生活の行動上にキリスト教の教えが侵透していたかつての時

代と違って，いまでは宗教が生活上の価値観を大きく規定することも薄くなっている。

　さらに多民族で構成されたアメリカ社会でこの10数年来，少数民族がそれぞれ自己主張

をしはじめ，ストイシズムを徳目としたワスプ（WASP）文化が衰退していったことも無

関係ではないと言われている。

③　マスコミの影響

　毎日ブラウン管をとおして流れるコマーシャルが，余りにもセックスアピールに重点が

おかれて，青少年に悪影響を与えているという見方がとられている。性情報の氾濫に対す

る問題視は全くわが国と同じ見方であった。

（4）福祉金制度の弊害

　18歳以下の未婚の母の場合J福祉金が支給される。とくに生まれた子どもが5歳になる

迄は，働かなくてもよいとされている。したがって貧困家庭の場合は，婚外新生児の出現

が喜ばれるといわれている。こうした福祉金の支給が年々膨大な額になり，財政を圧迫

し，福祉金の打ち切りをはかる州も現れてきたようである。

　このように10代の未婚の母の増加は，アメリカ社会では異常なことではなくなりつつあ

り，われわれが出会った若い女性のソーシャルワーカーの見解も，決してこうした現象を

否定的には見ていなかったのである。

　性の解放，倫理感の変化，文化の多様化とさまざまな背景が指摘されるにしても，未婚

のNの多くに無知ゆえに避妊に失敗したり，妊娠中絶を決心できないまま出産してしまっ

た例がみられるようだ。もっとも宗教上の理由やその他の理由から，妊娠中絶に対して否

定した考えを持つ人々も多く，それをほどこす病院，診療所等に対して抗議行動をとるグ

ループもある。多様な考えのもとに論争も活発であるが，10代の未婚の母あるいは母とな

る人々に対して．生まれる子どもの命を守るために高校で母親教育をしたり，母子施設や

未婚の母のための施設を設けたりしている努力には感銘を深めた。しかし，これらの母子

の前途は多難であるようだ。10代の母には職がなかったり，子どもゆえにいい職を探せな

かったり，社会の風は10代の未婚の母には決して温かくないのである。
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3．　10代の児童の自殺

　現在，アメリカでは自殺が15歳から19歳までの青少年の中で，2番目に大きな死因と

なっている。そして10代の自殺は年々増加しているといわれている。わが国でも10代の

自殺が社会問題化しており，とりわけアイドル歌手の自殺を契機として後追い自殺する青

少年が起きたり，イジメなどが原因となって自殺する子どもなど社会に大きな波紋を投げ

かけた。アメリカにおいても似たような現象が起きている。例えば，有名女優の自殺が青

少年の自殺の連鎖反応を巻き起こしたり，マスコミの異常報道が自殺の増加を促すという

批判が出るよ．うな状況は，わが国と似た現象である。

　われわれがアメリカの10代の青少年の自殺の増加について，強い関心を引いたのは，わ

が国の場合と違って，自殺を罪悪視するキリスト教の教えに逆ってなぜ，若者が死に急ぐ

のかという疑問であった。

アメリカの青少年の自殺率

25．5

15，7％

白人男

6．5

白人女

16，7

10万人当たり自殺率

口15～19歳

E≡ヨ20～2槙

“
［
口
山

黒人男

5．5

7

L
ロ

黒人女

3，6

（全米保健統計センター　1986年4月）
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1983年中，アメリカの10代の自殺は，5千人とも6千人ともいわれ，20年前の2倍とも

いわれている。しかも自殺未遂になるとその数はかなりに昇り，家族が隠蔽したケース数

も多いといわれる。黒人に比較して白人の方が，約5倍も高く，また男子が女子より2倍

以一ヒ高い。

　昔は黒人の方が自殺率が高かった。その理由は，黒人奴隷として前途に展望が持てず，

人権が保障されないところにあった。しかし現在において白人の自殺率が高いのは何を意

味しているのか。中流以上の家庭においては教育の場においても，社会的にも上昇志向が

強く要求され，またこの国の育児方針の『自立』が，青少年にとって大きな心理的負担に

なり，期待に応えられずに自殺する例があると聞く。

　自殺の直接的要因としては，孤独感，疎外感であることは間違いない。なぜ孤独感，疎

外感が生み出されるのか。それは親子関係の量的，質的な薄さに起因している。離婚によ

る軍親家族の増加により親子の接触が少なくなることは避け難く，あるいは母親の社会参

加の増大により鍵っ子に追いやられている事実も見逃せない。さらに，早期に親からの独

立を強要されているなどが，孤独感，疎外感につながっている。

　黒人の自殺の原因としては，やはり貧困と就職難が上げられている。前途に希望が持て

ないことによる。

　こうした10代の自殺の増加に対して，予防策も多様に考えられている。自殺予知の方法

も工夫され周知徹底を図ったり，コミュニティ・ホットラインを設定し常時電話相談に

のったり，予防のための研修会や学校教育において自殺予防のプログラムを提供し指導し

たり，マスコミによる啓蒙活動などさまざまな予防活動を展開している。しかし，その効

果は現在のところあまり現われていないようだ。

4．10代の犯罪

　アメリカの青少年の犯罪の深刻さはわが国の比ではない。暴力，婦女暴行，強盗，麻薬

等の青少年犯罪はまさに日常化しているといっても過言ではないようだ。われわれが滞在

したマンハッタンにおいて，朝の通勤，通学時間というラッシュ時間帯に地下鉄に乗車

し，訪問先に出向く途中の駅の構内において，警官が高校生ともおぼしき男子を取り調べ

ている光景に出会った。

　麻薬所持の取り調べの様であったが．壁に向かわせ手を上げさせて取り調べをする警官

の姿は，まるで映画を地でいくごとくであった。日本ではこうした風景に出会えば，必ず

野次馬でこったがえすはずであるが，乗客たちは，通勤，通学を急ぐのか立ち止まって様

子をうかがうこともなく通り過ぎていった。

　また渡米中，テレビニュースにおいて小学生が，校内において麻薬喪買をしていた事件
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を報じていたが，さすがにこの事件には大きな反響が寄せられていた。いずれにしても青

少年の麻薬が，学力低下，犯罪の増加，異常児の出産などに結びついている。

　ニューヨーク州が1983年に，高校生2万7千人を対象に調査したところ，6ヵ月以Eマ

リファナを常用した生徒は5器．うち20％はコカインを使っていたことが判明したとされ

ている。また全米の調査によれば，高校3年生の3人に2人は，少なくとも一年に一度は

麻薬を試みたことになる数字を発表している。

　麻薬問題と関連しての暴力や犯罪もあとを絶たないそうである。校内暴力によって正常

な授業が行えず，学校とは名ばかりのところであるとする高校もあるようだ。こうした学

校の多くが，多民族の寄せ集まりで，そのいがみ合いによる暴力行為が目につくそうであ

る。それと共に，生徒の家庭の多くが貧困家庭であるとされている。

　単親家庭で貧困生活を余儀なくされ，前途に明るい展望ももてないことから，殺那的な

行動に走るなどが原因とされているが，マイノリティ問題，貧困問題が解決されない限

り，こうした青少年の犯罪は減少することは期待できないのではないかと思われた。

　アメリカの家族問題，児童問題を概略してきたが，それらが直ちに養護問題に結びつく

とは思わないが，いつでも養護問題に転化する可能性があることは否定できない。　アメ

リカの養護問題については，わが国と同じくその根底に貧困問題が厳然として存在してい

る事実の説明に関心をもった。そして，こうした養護問題が親から子へと世代間を継承し

ていることが福祉関係者からの指摘も，わが国と全く同じ見方をとっている。ソーシャル

ワーカーをはじめ福祉に携わる人々の努力は，まさに養護問題の再生産の防止であり，そ

れへの挑戦でもあるのである。
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アメリカの児童福祉政策

　社会福祉先進国といわれる北欧やイギリス等とアメリカの福祉施策の大きな違いは，福

祉に関する問題について国としての統一的な法律を近年まで持ち合わせていなかったこと

である。つまり，州，市，郡政府が国に替わって福祉等の施策が担ってきた歴史を持って

いる。このことが地方によって福祉施策の内容の差異やサービス水準の異なりとなって現

われている。州の連合体としてのアメリカ合衆国の国家構造は，わが国とは全く異なった

原理を持っている。したがって，中央集権的色彩の濃いわが国と同じレベルで福祉行財政

を論じることは困難であり，また地方自治が未確立状況にあるわが国の福祉政策になじん

できたわれわれにとって，難解なテーマでもあった。さらに言えば，福祉行財政に関する

情報の収拾が不充分なこともあり，正確な報告のできないことが残念である。

　ただ目下福祉制度改革の嵐がふきすさぶわが国において，アメリカの福祉制度が大いに

参考になるように思われた。そうした視点から，児童福祉施策に関して羅列的に若干の報

告をしておく。

アメリカの福祉政策の理念

　アメリカの国家形成過程において，フロンティア精神は不可決な精神的支柱であり，そ

れが今日の福祉政策の上にも大きな影響を与えている。つまり自立，自助主義と個人主義

的貧困観が根強く，そのためヨーロッパ諸国とは異なった福祉施策となって現われている。

レーガン政権が財政悪化を理由として福祉切り捨て政策を断行できたのも，こうした下地

によると思われる。納税者の意向も福祉施策上にも反映せざるをえないとも言われる。州

の福祉施策を充実すれば，有利な受給を求めて他州から異動してくる者が多くなり，州の

財政困窮を招くと共に，地域環境の悪化につながるとして，納税者は福祉充実を歓迎しな

いこともあるという説明を受け，アメリカの独立精神がこうしたところにも息づいていた

ことを知らされた。

　連邦政府と州政府との関連は一様ではないが，福祉施策によって連邦政府と州政府とが

共同したり、，分担したりしている。基本的には連邦政府が基本的な福祉プログラムに補助

を決定し，州政府はその主旨にそって地方独自のサービスプログラムを決定し提供してい

るようである。また，連邦政府の福祉プログラムがなくても，州にとって必要であれば独

自のサービスを提供するという仕組みをとっている。
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　わが国の福祉制度の改革が図られつつあり，国の事務・事業を地方へ移管が行なわれは

じめたなかで，アメリカの福祉制度に学ぶべき点があるようだ。ただし，基本的には国と

地方の役割分担が不明確であれば，福祉制度の不統一性，混乱，非能率性が生じることも

起こることを銘記すべきであろう。

アメリカの児童福祉施策

　児童福祉施策においては連邦法である『養子縁組及び児童福祉法』（1980）があり，この

法が養護児童対策の根幹をなしているものと思われる。

　この法の主旨としては，①不必要な社会的養護の削減　②措置委託期間の短縮化　③家

庭養護の重視（家庭復帰の促進，養子縁組の推進）

　つまり養護児童に代替的親よりは永続的な親を保障しようとするもので，家庭にもっと

も近い環境を養護児童に保障するものである。この法律の主旨をいかして各州が法律を制

定している。ニューヨークでよく耳にしたパーマネンシープランニングは，その現れで

あった。われわれが訪問したニューヨーク及びロサンゼルスの行政当局において，アメリ

カの児童福祉施策の説明を受けたなかで，よく耳にしたのは扶養児童家族扶助（AFDC）

とヘッドスタートであった。そこでこの二つの法について触れてみることにする。

扶養児童家族援助（AFDC）

　AFDCとは扶養を要する児童のいる家族への扶助で，児童の貧困に対する公的扶助対策

であり，単親家族または両親がいる家庭であっても，片親が重度の心身障害者か失業者で

あれば扶助の対象となる。しかし，実態としては，もっぱら単身・女性世帯主家族が対象

となっている州が多い。

　未婚の母，離婚，別居の増加によりアメリカの母子家庭は飛躍的に増加した。そしてア

メリカの母子家庭の貧困問題も他の国と同じく深刻化している。特に非白人母子家庭の半

分は貧困階層であるといわれている。いずhにしても，母子家庭の増加とともにAFDCの

受給者は増加の一途をたどっているようだ。1983年で月平均1千60万人の受給者を数え．

10年間で3倍以上にふくれあがったとされている。

　AFDCはアメリカの公的扶助のなかでも最大規模の福祉プログラムとされているが，法

にはさまざまな問題点が存在しているといわれている。たとえば，必ずしも家族の安定に

寄与しているとは言えない点，自立を高めるに至っていない点，州によって扶助額に大き

な格差がある点を上げている。特に扶助額の格差は著しく，連邦政府の基準（3人家族で

約7千100ドル）に対して，9千ドル以．ヒも支給する州もあるが，逆に2千ドルを若干上

回る程度の支給ですませている州もある。
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　あるいは資格基準においても州によってのバラツキもありさまざまな矛盾を生み出して

いる。さらにレーガン政権の財政緊縮政策によってあらためて，AFDCの見直しが起こっ

ている。AFDCが社会的養護の予防的役割をも担う施策だけに，その行方に大きな関心を

もっている。

ヘッドスタート

　ヘッドスタートとは低所得階層の家庭児童に対する保育プログラムを提供することであ

る。低所得家庭の児童がよい職場が得られなかったり，よい地位につけないのは，出発点

においてすでにハンデを持っているからであるという見方による。

　つまり競争社会であるアメリカにおいて，スタート時における民族や階層間に不公正を

是正するために，低所得家庭の児童の就学前の保育プログラムを提供し，ハンデをなくす

ことを目的としている。

　そのために無料で保育所の幼児教育を提供している。これもAFDCと同じように貧困家

庭対策の一つとして児童福祉施策の中で重要な位置をしめている。

施設経費の契約制

　社会的養護は施設ケアよりは居宅ケアを重視しており，できるかぎり社会的養護サービ

スを避ける意味からも，家族援助サービス等の予防的役割が施策の上にも現れている。

　とくに施設養護が財源的にみた場合，高くつくこともあり，施設養護を避ける傾向にあ

ることは否定できない。そうしたなかで，行政と施設との間でサービスを買い上げるとい

う契約システムが確立している。契約の方式には経費支払い方式と出来高払い方式がある。

例えば，個々の児童の障害程度に応じて経費の高低を行政と施設とが契約して支払った

り，或いは児童の障害が専門的処遇の結果改善されたとして，処遇効果によって経費支払

高が決定されるという仕組みである。これは里親への委託費においても契約制が採用され

ている。

　施設養護の治療化，専門化の進展はこうした契約制も一つの契機になっているようだ。

わが国の一様的，画一的な措置費制度の見直しにとって大いに参考になる仕組みであると

思われた。

　さて施設については，レーガン政権においては，施設の小規模化が進み公立施設の定員

は25名以上を認めないことにしている。また施設経費については，連邦政府補助金，州政

府補助金，カウンティ当局の補助金で成り立っている。

　基本的には連邦政府の支出する補助金は，州政府にその使途方法を任せていることが多

い。連邦政府と地方政府との分担率は補助金の主旨によって異なるが，地方の分担率の方
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が高率である。治療施設等に支給される費用は，州によって異なるが，児童一人1カ月当

たり4千ドル前後であり，居住型施設はその約半分とされている。やはり，里親やグルー

プホームよりは相当費用が嵩んでいるようだ。

　細かな資料が得られなかったが，児童福祉予算も削減の方向にむいていることは確かな

ようである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島一雄・嘉戸　篤）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

　　　　（施設財源のためのラッフル売り風景）
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パーマネンシープランニングから学ぶもの

　私がこの二週間の研修の中で特に印象に残る言葉としてJindependence，　abuse，そし

てhomeless　childがある。それはこの3つの単語を結びつけた時，児童問題の狭い範囲の

中で短絡的思考が許されるとすれば，アメリカの歴史と文化，現代アメリカの課題，そし

て将来の一端が鳥瞼できるような気がするからである。

independenceというのは独立心ということである。移民の国アメリカでは開拓精神とと

もに個々人の独立心が強調されているといえる。自由を求め，国家権力の束縛を拒否する

アメリカ人気質である。社会保障法の原則も自助、自立．個人主義であり，地方分権の尊

重であり，それ故に民間活動の比重が大きくなったといわれるゆえんでもある。そこでこ

の独立心が子どもに対しても家庭教育の根幹をなすものであり，法的にも子どももまた親

とは全く別個の独立した人格だという認識があるという。これらのことからアメリカでの

親子関係は日本のそれと比べた時“冷たい”とも感じられるのである。独立心を強調され

て育った大人が自分の子どもに対して独立心を育てようとしてabuseに至るのか，あるい

はneglertという結果になるのであろうか。事実は，アメリカ人の文化的基盤からくる論理

的表現方法や他の要素を抱食させて分析されなければならないが，これらを考え会わせた

時日本における躾重点主義や体罰問題が想起させられるのである。

　つぎtc　abuseであるが，児童虐待は通常精神病理かが家族病理として位置づけられてい

るが，私は社会病理現象として捉えたい。確かに法体系としては，それが十分機能されて

いるかどうかは別として，子どもの人権を認めるという形は一定程度整えられている。虐

待する親の背景として経済的貧困がありアルコールや薬物であり，精神病でありまた親自

身が被虐待経験があり，マイノリティが多かったが，現在はそれに加えて収入や地位の高

い家庭にも見られるとの報告を受けた。このことはきわめて社会的であると考えられるか

らである。

　連邦政府は1974年に，各州では1960年代から児童虐待の予防等に関する法が制定さ

れ，通報の義務が学校教師，医師，警官，福祉関係者など特定の人の職業上の義務として

課せられ，これを怠った場合罰金か実刑判決を受けることになる。さらに通報者に対する

人権保護，たとえば訴訟免除なども保障されている。これにより総数180万件が通報され

たが未通報もかなり多いものといわれる。人口86万人のウエストチェスター郡の1985年

調査では，3千件の推定で約3分の1に虐待の事実があったとのことである。児童虐待の

t
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中でもさらに深刻なのは性的虐待である。見学したある施設では，性的虐待を受けた子ど

ものうち実父娘相姦が8割以一ヒもある，と耳を疑うような報告もされた。

　以ヒのような事実が認められた時は，子どもの最善の利益を求めて家族調整や社会的養

護が必要となり，homeless　chiidとして処遇されてくるのである。

パーマネンシー・プランニンゲ

　1980年，連邦政府は養子援助と児童福祉法（The　Adoption　Assistance　and　Chijd

Welqare　Act）を制定し児童福祉政策の大改革を行った。この背景には経済効率面からの

接近があることは疑いえない。1970年代は世界的な景気後退の中で社会保障のありようも

脅威にさらされる中，アメリカにおいても年間50万人もの子どもが社会的養護を受け，そ

の費用も年額30億ドル以上ともいわれ，しかもそこでの処遇方法への疑問も投げかけられ

たのである。これらが批判にさらされながら脱（巨大）施設化が必然的に叫ばれてきたの

である。しかしこの研修期間中，財政面での背景は多くは聞かれなかった。主に処遇プロ

グラムが強調されていたのである。それは措置期間が長すぎたり，ニーズに対して不適切

な措置があったり，子どもを実親の元へ帰すか養子縁組措置のための努力が欠如していた

りということであった。

　以上のような背景から法が成立し，その主な内容がパーマネンシー・プラソニングであ

るといわれる。しかしこれは殊更養子縁組を奨励するのではなく，措置期間を短縮するこ

とであり，それ以前に予防サービスを考えよということである。そのためのプログラムを

かなり用意されている。家族調整であり，緊急一時保護であり，日中保育であり，ホーム

マネジメントであったりする。いつれにしても子どもの心理的帰属感が人格形成上欠くこ

とのできないものであるという認識で，家庭復帰が不可能の場合養子縁組措置が講じられ

ることになる。そのために関係の家族法や家庭裁判所法等の改正も行なわれているとのこ

とである。

　ニューヨーク州，社会福祉局のパンフレットにはパー一7ネンシー・プランニングとは，

①児童の本当の家族がその問題を解決するに際して，法人が時宣をえて援助しなければな

らない。そのことによって児童がもっと安全になった家庭に戻ることができる。②もし家

族への援助と努力と家庭復帰が成功しなかった場合には，養子縁組措置が考えられる。養

親が児童に家，名前そして愛情のある場所を与えることができる。③大人と各施設とが責

任をもって児童福祉に関与していく使命を持つことである，としている．

おわりに

ここでhomeless　childにっいて考えてみたい。確かにアメリカでは日本と比べ問題も多
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く深刻である。対症療法的な感も拭えない。養子縁組も多民族国家だからこそできるのか

もしれない。しかし現在の日本でも子どもの問題は深刻化している。日本の法は「家庭に

入らず」といわれている。虐待にしても子殺し（親子心中）にしても問題は血縁絶対主義

共同体の幻想が内包しているともいえる。少くともhomeless　childはそこから解放される

といえる。そこで子どもが自らのアイデンティティが獲得されるのならばlfi1Wt幻想に束縛

されない新しい家族型態が求められなければならない。しかしその場合，社会がどのよう

な家族型態をも差別しないというコソセンサスが必要である。

　確かに日本の風上的体質から困難も多いと思う。しかしグローバルな視点から子どもの

最善の利益を求めて再考されなければならない問題であろう。殊に「特別養子制度」へ向

け，また親権と子どもの人権についても，子どもに携わる者として勉強しなければならな

いと深く痛感するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（喜　多　一　憲）

（パーマネンシープランニングの説明を受ける）
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パーマネンシープランニングの現状と課題

1．パーマネンシープランニングの理念，その必要性の要因

　親の養育責任という意味に於いて，パーマネンシープランニング以前の児童福祉施策で

は，親に対する公的強制力が殆どなく，親の養育責任放棄として，児童虐待，放任，遺棄

などが多発し，更に，10代の妊娠，10代の自殺などという問題に発展しており，問題解決

までの一時的保護であるべき社会的養護が長期化する傾向にあった。更に，犠牲となった

児童が親となり，同じ事を繰り返す状態が固定化し，問題の爆発的増加を招いた。このこ

とは，家庭の福祉依存傾向が増すことによる福祉予算の増大とそれに伴う財政圧迫だけに

止まらず，家庭の養育機能の崩壊という問題に発展するのである。

　もとより米国は多民族国家であり，それぞれの個人がそれぞれの信念と責任の上で生き

ていく伝統があり，それぞれの個人が形成する家庭が社会，国家を支える根幹であった。

　確かにイソフレによる失業，貧困。根深い黒人，ヒスパニックなどに対する差別。産業

構造の変化に伴なう女性の職場進出と離婚の増加など社会，国家の危機としてさまざまな

原因が考えられるが，親の責任放棄とその拡大再生産は家庭崩壊はもとより，社会更には

国家そのものの存続に直結するのである。その意味から，家庭の危機は国家の危機である

という意識が高まり，家庭崩壊をなんとか食い止めることが最大の課題となるわけである。

　そのような状況と前後して急激なインフレが財政を圧迫し，福祉予算の削減を求めるこ

とになり，莫大な予算を必要とする施設養護から家庭養護に切り変えることが，親の養育

責任の再確立という方針と一致したわけである。何故なら，施設収容だけでは家庭崩壊を

阻止出来ず，収容期間が長期化するだけになった。それに対し，家庭養護は早期家庭復帰

という前提があり，それを実行する過程で，家庭崩壊の現実を広く一般に知らせることに

なり，家庭復帰の働きかけをより効果的にしたわけである。

　こうした背景の基に進められているのがパーマネンシープランニングである。その基本

理念は，ノーマライゼーションに強い影響を受けており，家庭の再構築により親とfの永

続的関係を確保することである。親子が出来るだけ離れ離れにならない為に，問題の発生

そのものを予防する努力（プリベンティブサービス）をする事が前提であり，問題が発生

し，何らかの形で児童が家庭を離れたとしても，早期家庭復帰が求められているeそれが

どうしても無理な場合は，養子縁組等により本来の家庭に替る永統的生活環境が保障され
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るわけである。

　この為には，親の養育責任に対し，公的権力がかなり介入することが必要である。問題

のある家庭に対し，公的機関として親の養育が可能であると判断すれば，あら＠る手段を

講じて家庭復帰を求め，親に本来の養育義務を果たさせるわけである。

　ところで，ここで忘れてならないことは，現在の米国に於いて，家庭の再構築とは伝統

的な家族形態の復活を求めるという意味ではなく，親子関係を継続する為に何らかの問題

があればそれを解決するものであり，父子あるいは母子の単親家庭であっても立派な家庭

なのである。米国の厳しい現実が結婚に対する意識や男女の役割意識そして家庭に対する

意識を変えたわけである。

2．パーマネンシープランニングの実態と問題点

　（D　予防サービス（プリベンティブサービス）

　予防サービスの内容は幅広く，ソーシャルワーカーは家庭調査とその地域の状況を十分

把握し，問題解決の方法を決定する。実際の治療プログラムとしてニューヨーク市では，

ケースワーク，デイケアサービス，金品の提供，緊急一時保護施設収容など15種類あり、

いかに家庭の中を平穏にするかが大切な目標である。ただ，予防サービスだけで総ての問

題が解決するはずもなく，犯罪などの多い地域にはソーシャルワーカーがそれを恐れ近づ

かないという実態がある。また，児童虐待などに対しては，通報義務が一般の人々にも課

せられており，全米児童虐待予防委員会の発表によれば，マスコミなどを使った宣伝活動

の結果，通報率が上昇したということである。しかし，通報することで身に危険な事が起

きても守って貰える保障はなく，本当に対応が必要なケースが通報されているかは疑問で

ある。通報義務を怠って罰せられたというケースは話を聞いた限りでは無かった。法が出

来ても，それをどう運用するかは別問題なのである。

　②　養護サービス（フtスターケア）

　予防サービスだけでは問題が解決しない場合，里親あるいは施設に於いて一時的に養育

するわけだが，出来る限り元の生活環境に近いケアをする事が前提であり，施設養護より

家庭養護が重視されることになる。その意味から良い里親をいかに確保するかが最大の課

題となっている。一般の人たちも里親の必要性は認め興味も持っているし，マスコミを利

用しての宣伝や，里親を実際に経験した人がその必要性を訴えているけれども数が足りな

いのが現状である。また，里親には一定の規準が設定されており，パスした人に対しソー

シャルワーカー等が訓練を施し里親になるわけだが，ソーシャルワーカーは仕事｝こ追われ

ている為，十分な指導が出来ないのである。

　③　家庭復帰または永続的生活環境の確保
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　パーマネンシープラノニングのもう一つの前提として早期家庭復帰がある。期限は1年

から1年半であり，その中で家庭復帰が実現しなければ，養子縁組等により永続的に安定

した生活環境が与えられることになる。1年から1年・半という期限が明確になった事で，

確かに措置期間は短縮されているのだが，そもそもこの制度の背景に福祉予算の縮小とい

う意図があったことからも、期限の中での解決という結果のみを重視する事になった。

ソーシャルワーカーの仕事は複雑化し量的にも増加し（記録を報告することで，費用に対

する効果内容を示すことになり，それが不十分であれば次年度の予算が確保出来ない。）

児童や親に十分な指導がないままに家庭復帰となり，ますます問題を深刻化している。プ

ランニングの理念である家庭の再構築とは逆の作用をしているのである。

　家庭復帰が無理な場合はまず養子縁組が考えられるわけだが，里親と同じく養親が少な

いのが現状である。児童に本当にマッチする養親を見つける為には，単にひとつの法人だ

けでなく，全米的規模で見つけ出す努力をしている。また，養親が少ないだけでなく，養

親では対応出来ない難しいケースや高齢児の場合は，施設に於いて安定した生活を送り，

自立していくことが必要なわけで，専門職員から常時，密接なサービスが受けられる小規

模で地域の生活と結びついた施設の必要性が高まっている。それらの施設は，永続的で安

定した生活環境を児童に与えるものであり、福祉サービスが家庭i機能の補完的傾向が強い

米国に於いても，まさに家庭の代替としての養護施設が必要なのである。

3．日本の現状の中で

　米国の家庭問題は行き着く所まで行ってしまったという印象であり，パーマネンシープ

ランニングの理念である家庭の再構築が，この制度の運用によってどこまで実現するのか

疑問の残るところである。しかし，家庭崩壊が拡大再生産される中で，その深刻さ故に，

精一杯の努力が続けられており，その対応の早さは学ぶべき点であった。

　施設退所後の生活でいかに自立するかが最終的目標であり，その為に長期的方針に基づ

いた一貫的指導が必要なことは当然である。しかし，あまりにも長い措置期間の中で，処

遇計画が暖昧になり職員の努力も不十分になりJ親や児童も施設と家庭のどっちつかずに

なり，微湯に漬かったような現状が我が国にはあるはずである。それに対し米国ではt期

限があることで職員の責任が明確になり，親や児童も自分の将来について厳しく追い詰め

られており，それが生きることに積極的な姿勢を作り自立に繋がっている。米国の厳しい

現実が自立自助を強く求めているのである。

　問題も多く，制度の運用が逆に問題を深刻化している面もあった。高学歴を持った所謂

専門家と一般処遇職員では，知識，技術，意識の面で差があり，チーム実践であるべき福

祉サービスが時間と労力の浪費に終わっている面もあった。より密接で細やかなサービス
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が求められている中でJ日本人のスタッフに同じ条件で仕事をさせれば，今以上の処遇効

果が出るはずであるという声も聞いた。その意味から我が国に於いても，米国程度の施策

的充実は当然望まれるものである。

　我が国の養護問題を展望する時，ファミリーケースワーク，グループホーム，里親など

の問題が盛んに論議されるが，単に制度，方法，技術的な問題だけでなく，親や児童そし

て職員の意識を高める為にも，パーマネンシープランニングに於いて，家庭の再構築，早

期家庭復帰という理念がある様に，我が国に於いても明確な養護理念を打ち出す事がどう

しても必要である。ただ，米国に於いてのそれは，財政的背景の中で，一握りの専門家が

打ち出した方針にだれもが従っているものであり，我が国に於いては，日々，養護努力を

続けている私たち施設職員が，家庭のあり方について親や児童更には地域社会の人々の意

見を集約する中で，新しい養護理念を確立することが急務である。そして，それは単に家

庭養護か施設養護かという様な二者択一的論議の中からは決して生まれるものではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡　辺　一　弥）
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治療施設化の実態

1．治療施設化の契機

　アメリカにおいても日本同様，社会的養護を考えた時，施設養護か家庭的養護かという

問題は長い間論議されてきた。特に歴史的背景の中でホスピタリズム論争を契機に，施設

養護のあり方が問われた。このことは，ボウルビーによる「母性的養護と精神的健康」で

知られる国連保健機構の調査報告書の中で社会的養護としての施設養護に対してきびしい

批判的報告がなされたことの影響力は大きい。要するに，ホスピタリズム論争の結果とし

て（施設養護の欠陥的な代用として），養子縁組を前提とした里親（Adoption　Services）や

里親（Foster　care）が普及してきた。

　更に，アメリカの児童福祉の社会的養護サービスは，里親養護を中心とした地域に根ざ

した小集団からなる居住型養護（Group　Home）プログラムが積極的に展開されていった。

　つまりtアメリカにおける児童養護の基本的な考え方は，どんなに重度の情緒的又は身

体的障害を持っている児童でも，児童は本来家庭において両親又は両親に替わるべき養育

者（親戚や養子縁組など）によって養育されることが最も望ましいとする基本的理念があ

る。

　このことは，1909年，アメリカにおける第一回白亜館会議における宣言文の中で家庭に

おける児童の基本的理念について「家庭生活は，人類文明のうちでもっとも高い。もっと

も美しいものである。それはその児童の精神的成長，性格形成の基本的な場であり，緊急

やむをえない理由がない限り，児童を家庭から引き離すべきではない。」と強調されてい

ることからも理解できる。

　アメリカでは要養護児童に対して，児童処遇（治療計画）の目的（ゴール）は，はっき

りと明記されている。

イ）肉親の元に帰すこと。

ロ）もし，実親に帰すことが不可能であるならば，肉親に替わるべき親戚の元に帰すこ

　と。

ハ）更に，不可能であるならば，養子縁組なり，里親を考える。

二）しかし，特に高年齢児に対しては里親との関係において，うまくいかなくなった
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　　り，問題行動や情緒面において不安定をもたらすケースの場合は自立をさせる。

　あくまでも基本的な考え方はできる限り早期の段階において肉親の元に家庭復帰させる

ことが目的であり，そのためには，フォスターケアの最中でもできるだけ実親を訪問し，

家庭との連絡調整（親への治療アプローチ）を実施しているが，特に専門的援助の必要な

児童や施設内治療を必要とする児童には，治療教育訓練の場としての施設が考えられる。

2、治療施設化の実態

1）　対象児童について

　ニューヨーク州では，社会福祉法の中に児童福祉についての条項があり，具体的な最低

基準が定められている。（最低基準とは，施設の設備及び運営のみならず，さまざまな規則

まで定められている。）

　1982年福祉局長通達によると，施設の対象児童とは，13人以上の定員で12歳以上の児

童であり，行動面や情緒面において問題のある児童及び軽度の非行児や障害児も含むと明

記されている。

　対象児童の多くは，家庭養護の困難な児童であったり，遺棄された児童や虐待を受けた

児童たちであり，精神的にもかなり不安定であり，専門職員による援助や指導が必要であ

る。

2）　治療内容について

　入所してくる子どもたちが置かれていた家庭環境などは想像を絶するほど劣悪なもので

あり，精神的にも身体的にもかなり不安定な状態の子どもが多く，そのためには，一日で

も早く心から安心できる生活環境をあたえてやることが必要である。つまり環境を変えて

やることによって，子どもたちの生活をノーマルな形に戻し，人間らしく育てることに力

が入れられている。更に，できる限り早期の段階において本来の家庭である実親の元に戻

すことを心がけている。

　アメリカでは治療計画の中で，常に子どもたちの屋的は「家庭復帰」であり，そのため

に，家庭への援助プログラムがさまざまな形で実施されている。

　例えば，週末には家庭から両親なり家族が施設にきて，子どもたちと一諸に過ごす（生

活する）中で，親子の絆や家庭のあり方など家庭的配慮に基づいた治療教育が行なわれて

いる。また，夏季休暇には，ファミリーキャンプ（Family　Camp）などを通して積極的に

家庭に働きかけている。要するに，家庭療法である。

　更に，問題になる家庭の親には，アルコール中毒やマヤクなど薬物中毒に犯されている

場合が多く，精神発達遅滞や身体的発達の遅れが見られる。その結果，子どもたちも精神

遅滞や脳損傷などによる行動，情緒面において問題が多く，施設処遇において児童処遇の
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あり方だけではなく，家族，家庭をも含めたケースワーク（Family　care　Work）が必要で

ある。専門家による医療や精神衛生面からの臨床サービス（Clinical　Services）も実施され

ている。

　私たちが見学した，ほとんどの治療訓練施設では，施設内学校が設置されており，福祉

は福祉，教育は教育といった分業関係ではなく，福祉と教育とが一体化した一貫性のある

治療教育がなされている。

　また，職員体制は，心理判定医師，精神科医，職業訓練の専門指導員などが治療に関与

し，個人査定をするとともに，異常な行動をする児童の分析，治療プログラムを実施する

ために，ソーシャルワーカー，言語治療医師，医師，看護婦，遊戯療法士，栄養士などが

関わり指導が行われている。また，必要に応じて他の医療機関にも治療を依頼することも

ある。

　このように，一人の児童を処遇していく．ヒで，大勢の専門的なスタヅフが関わってお

り，あらゆる角度から処遇するための治療プログラムがなされている。治療プログラムを

進めていく時の，アメリカにおける治療施設としての基本的な考え方の根底には，パーマ

ネンシイプランニングの考え方がある。

　この考え方は，表面的には実親であれ，養親であれ，子どもたちにとって永続的な家庭

生活を保障することであり，緊急なむをえない場合を除き，実親（家庭）から離さないた

めの予防的な努力がなされた。しかし，その結果（今，判断を下すことは少し早いが），そ

の中身は，措置期間を短かくするのが目的（財政上）であり，決して養子縁組などを奨励

したものではなく，また，家庭の再構築という理念に基づいてのプランニングの運用は，

措置期間の短縮という実際面での結果を示しているが，家庭復帰を急ぐあまり，問題が複

雑化したり，ソーシャルワーカーが形式的結果のみを重視するといった，法の理念とは逆

の方向に作用していっていることも否定できないe

　治療教育施設としての役割を担う施設として，社会的養護を推し進めていくために，専

門的なスタッフを揃え，施設設備等の向上を図ったとしても，形式的結果だけを重視する

プランニングの運用では，本当の意味での治療教育としての目的は達成できず，児童に

とって，今何が必要であり，何を大切に考えていかなければならないのか，ということの

根幹を見直し，指導目標が設定され，処遇計画がなされなければ，真の（子どものため

の）福祉はないといえる。また，さまざまな児童問題をかかえているアメリカにとって，

このことは，大きな課題であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灰　野　甲子郎）
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治療施設の実態と課題

対象児童

　アメリカでは貧困家庭，片親，未婚の母，独身の父親，黒人，南米系，混合人種，教育

経済，宗教の問題，薬物中毒，アルコール中毒（親，児童又環境の問題）により保護され

入所治療をうける。

緊急の保護を要する児童

　緊急診断一時保護所の収容期間は最高3ヶ月，児童の身が守られる安全な環境を与え，

指導していくことである。家庭復帰あるいは他の措置先にいくまでの間，ケアー教育を施

し社会的自立心を教えながら，温かで居心地のよい環境を与える。あらゆる角度から専門

的なサービスを行ない，経験豊かな職員がケア・治療に関わる。身体的，情緒的，社会

的，教育的，宗教的，これらの各＝一ズを満たすべく指導・治療を行なう。サービスに関

しては充分計画され，各プログラムは個別に計画されている。

　まず第一に児童を肉親のところへ戻すことが基本的な考え方である。

　①実親に帰す。②親類に送る。③自立させる。④養子縁組。⑤成人の治療施設ヘ

　フォスターケアの最中でもできるだけ実親を訪問し，家庭調整を行なう。養子縁組に際

しては他の事業所とも協力して開拓する。

治療内容

　アルコール中毒，薬物中毒，虐待等により精神の発達の遅滞．又，身体的発達の遅れが

見られる。情緒不安定児童，情緒的安定を取り戻させる。

　O情緒障害の深刻なケースは難民児童に多く見られる。（ことば，文化のちがいによるも

　　の）

　O心理判定医師，精神科医，職業訓練の専門指導員等が治療に関与する。

　O個人査定を行なう。特にフォスターケアーに入っている児童に対して個別査定を行な

　　う。

　O異常行動児の分析治療を行なう。

　Oケアーを受ける児童の親に対しても精神医学的見地から治療を行なう。
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O児童の＝一ズに応じて他の医療機関に治療を依頼する。

具体的な治療の内容は得られなかったが，以上のような治療を行なっている。

現状から課題へ

　アメリカには，施設はないと聞いていたがまだ残っている。

　短期居住治療施設においては，定員75名であった。期間20ヶ月～2年である。

　受け入れに際しての年齢は男5歳～14歳，女5歳～8歳である。ひどい虐待を受けた児

童の受け入れは行なうが，精神障害がある場合は受け入れない。敷地内にコッテージ・

ホームがあり，他にグループホームがある。

　治療プPグラムには，個別治療とグループ治療があり，専門家又は他の職によって治療

が行なわれる。家族相談もこの治療プログラムの一環である。専門職員としては．訓練を

受けたソーシャル・ワーカーがおり，又精神治療：ヒがいる。直接児童に関わる職員が集ま

り定例会議や職員の反省会がある。

　教育においては，外部の公立学校に通う児童と，郡が認可する施設内学校に通う児童が

いる。娯楽，行事は計画性をもって行なっている。娯楽施設は適切であり，運動場は広大

で，プールも設置されている。この施設においても，特別にこれと言った具体的治療は，

行なっていない。施設は家庭にかわることは出来ないが，児童養護の基盤は家庭である。

施設は児童の人権を守る拠点であり，児童の健全育成のために機能する。単なる家庭の代

りでなく，家庭機能の代りであり，全人格的なかかわりをその場でもつことになる。アメ

リカにおいても日本においても同じことがいえる。児童の生活基礎そのものが，治療・教

育に意義のある存在であることが必要である。一貫した精神で温く養護することで情緒を

安定させることが大切である。

　児童のしつけは人間形成の過程である。成人し社会の中でどう生きるか，その子の生き

ざまにある。職員はこどもにとっていちばん身近な鏡である。どう生きているか，生きる

姿勢がしつけの手本になる。無意識におこなっている行動，考え方の中から子どもが，独

りでに学び体得するものである。意識して教えようとする躾は押しつけであり，永年の体

験の積み重ねによって学んでいくものである。専門性といわれているが児童に直接たずさ

わる職員そのものの専門性がとわれる。今の日本の養護施設は定員に対しての職員の数，

その他，問題が多い。アメリカは小規模な形態を行なっている。児童を家庭に帰すことが

第一の目的である。そのためには家庭にもっとも近い環境の中で治療教育する必要がある。

日本はまだ施設規模が大きいため課題の多いことを痛感し，今のアメリカの児童問題が数

年後，わが国にもおこらないようくい止める必要がある。　　　（中村京子）
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施設の専門性について

　施設機能の専門性を考える時，入れものとしての施設環境・設備はどうか。そこで生活

する児童はどうか。そして，そこに関わる大人はどうか。の3つの視点と，さらに総合し

てとりまく様々な社会的システムがどうかの視点がある。この4点のどれが抜けおちて

も，それは正確に専門性を追求しているとは言えないだろう。

　アメリカの施設というと，専門的・治療的施設として発展し，我国に比べると常に進歩

した学ぶべきものとして紹介される。私のイメージの中にもそれは大きかったが，現場で

働く者の感覚でアメリカの養護状況をみた時に，日本のもつ悩みとは違ったもの，一歩前

進したところで何か失っている矛盾を感ぜざるをえなかった。それは，専門という名によ

る人間の関わりの機械的なさみしさとも想えた。アメリカ社会の矛盾，かかえている問題

を抜きに論じえるものではないが，専門性を考えることを通して研修報告としたい。

L　アメリカの児童の理解と診断

　専門性の4つの視点に論を進める前に，アメリカの児童理解をどう見たかを明らかにし

ておく必要がある。要養護児童の範中には，非行・愚犯少年は入っていない。これらの児

童には法務局で対応する全く異ったプログラムが用意されているという。

　南カリフォルニアのチ4ルドレンズ・バプテストホームの見学で，強烈に印象を受ける

ものがあった。このホームは，5才から14才まで75名定員の養護施設であるが，ここの

施設長は「これからの児童問題には，コンピューターを活用して対応していく段階にきて

いる。」と160項目にわたるコード表を示し．コンピューターを使って，児童の行動理解を

行っていることをとても誇らしそうに説明された。このことは，ただこの施設のみのこと

でなく，どこの説明でも言われる「ここでやれるかどうかを判断する」「どこで生活させる

ことが一番適しているかを判断する」ことが，施設機能の分化・役割と施設のランクづけ

につながっており，施設ごとに独自性，効果を売りものにしなければならないアメリカの

契約社会の中での必要な効果測定とも言えるだろう。

　30日以内にソーシャルサービス局が，どこにその児童を置くべきか診断し，30日間の施

設生活中に治療プログラムを組み，3ヶ月ごとに診断・報告を行い，2年間で効果を上げ

られるかどうかの判断が行われる。ここで効果ないと判断されると，次の段階の設備とプ

ログラムをもつ所へと変更される。
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　同じくバプテストホームのもつ園内教育の場で，最も効果を上げている教師の教室を見

学したが，「教師の言いつけに従うか」を判断した表をクラスに表示し，そのトップになる

子をリーダーとして優遇して，その児童の著しい変化を強調されたが，その時の児童の動

きを見た時，たった6名の児童であったが，「何が児童のそこでの行動を作っているか」と

いう点で，なんとも言えないもの．つまり診断・評価と待遇の中で，「評価される為の行

動」として見受けられ，心に通じるものの稀薄さを感じざるを得なかった。

2．施設環境・設備としての専門機能

　児童に最良の設備・環境を，という条件作りは，どの施設を見ても我国の施設の現状か

ら考えると驚くばかりであった。その内容については他研修者の論にまかせるが，児童の

行動対応，精神的安定を計り得る環境としての条件作りが基本となっている。我国では

「不充分な条件下でも，人と人とのつながりでカバーできるという人問関係に基づくもの

を優先させる」考え方が根強いが，ここではきわめてシビアに「その子のニーズに対応で

きる条件が整っているかどうか」が問われているeニューヨーク州，ウエストチェスター

郡の，カージナル・マクロスキー（短期一時保護所）では，「大人の暴力から守られるとい

う安心感を与える条件」作りが重点となっている。この施設は、12才～18才までの虐待ま

たは放置された緊急の保護を要する児童の施設である。

　アメリカの施設でどこへ行っても，何か賄におちないものを感じさせたのは，全ての施

設が門に施錠し，又は高い塀に囲まれていることである。私たちが訪れると鍵がはずされ

閉められる。なんとも言えない感じを受けた。これは，大人の暴力から守るための児童に

とっては安心感を与える「守りの塀」だとのことである。

3．生活する児童と大人のかかわり

　第2番目と3番目の視点について考えてみると，どこでも専門家として上げられ，深く

児童に関わる大人として，ソーシャルワーカー，医師（心理判定医・発達専門医・精神科

医・小児科医）がいる。ソーシャルワーカーと児童との関わりは「精神的安定と児童の未

来の為に一番児童の側に立って考えてくれる人」となっており，その指示の元にケア・

ワーカーの働きがある。日常生活の中でケア・ワーカーの果す役割は大きいと私は考える

が残念なことに，どこで聞いてもケア・ワーカーの重要性と専門性については明快な返答

は得られず，「ケア・ワーカーは，自身がソーシャル・ワーカーとなる為の勉強として位

置づけてやっている」という，ロサンゼルスの養護施設ホリーグローグでの所長の返答が

物語っている。ケア・ワーカーの中身の追求が重視されず，専門家として位置づけられる

資格社会の中での子育てが，専門的養護ということで本当に語れるのだろうかとの想いを
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感ぜざるを得なかった。

　どの施設も施設内学校をもち児童を守る塀ばかりでなく，専門性とりくみの中に押し込

められた児童状況，大人の管理の元におかれ，大人の診断と評価に左右された人間の一生

として，これでよいのかと感じたのは私だけだったのだろうか。児童と大人の日常のとり

くみ，ぶつかり合いが人間を育てていくと私は考えるが，診断・評価で大人との関係を

作ってしまうアメリカの児童の基本的な信頼と安心感はt心の成長にまで結びつくのだろ

うか。ロサンゼルスの里親家庭を見学した時に，「私どもの所に来た子の中には，17ヶ所も

養育の場をかえられた子がいる」と，それだけ他で養育できないむずかしい児童を養育し

たと説明された。しかし，その子は今どうしているかはその里親も全く知らないと言う。

　大人と子どもの人間関係作りよりも，その施設のもつ条件と大人の中で，児童がやって

いけるかどうかの判断が下され，やれなければより高度な問題児として次へ送られる。私

たちの施設では，他へ措置変更することよりも自分のところでどうしていくかを考えるこ

とを重点とするが，アメリカの診断と契約社会は，児童にとって何か冷たいビジネス的養

育を感じざるを得ない。先に述べたチィルドレンズ・バプテストホームの3ヶ月ごとの判

定の結果は，「成功率30％，30％はまあまあ，30％はあまり効果なく措置変更につなが

り，10％は前より悪くなって変更する」とのことであった。

4．社会的な関わりについて

　最後に専門的施設養育を語る上で欠くことのできない社会的な面を簡単にふれておきた

い。ニューヨーク州ウエストチェスター郡の社会福祉サービス局の中に，児童保護サービ

ス部，児童居住サービス部，養子縁組開発部，養子縁組ホーム追跡調査部，そして，ボス

ターケア児童の為の小児科医のセクションが設けられている。

　ロサンゼルス郡の児童福祉局は，2年前に社会福祉局のひとつのセクションから格上げ

され，児童養護の重要な役割を果している。

その為のスタッフは3000名に，チィルドレソ・サービスワーカー（CSW）と言われる我

国で言う福祉司は1500人いると言う。750万人のロサンゼルスにおいてであり，1200万人

の東京の百数十名という数と比べると，社会的に力の入れようが違う。

　ロサンゼルスの21ヶ所あるCSWの事務所の一つを訪れたが，80名のスタヅフが，どん

な時にでもすぐ対応できる体制を整え，必要な機関との連絡も見事につなげられている。

　我国の施設の現状と比べて．条件整備とシステムの力強さは，ニューヨークの研修のま

とめで，カニングハム・久子氏が語った「アメリカの条件のもとで，日本人がやったらす

ばらしいものができるだろう。」とのひと言を，環境・条件・システムと人の問題として，

専門性を考え深く心に残るものとなった。　　　　　　　　　　　（中　山　正　雄）
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専門性の向上の対策と課題

　子どもの養育にとって，養育する側一大人一がどういう養育観を持って子どもを育てる

かということは，言うまでもなく，施設であるとか家庭であるとかに関わらず重要なこと

である．今回の研修においては特に，子どもの発達を保障するために，大人の責任として

の様々な取り組みを見せられ，改めて，我々の仕事の重要性を認識させられた思いがする。

　ここでは，子ども達の発達を保障するため、養育を専門とする施設職員の養成，訓練，

等を含めて，我々の専門性とは何か，また，専門性をいかに高めていくのかということに

ついて考えてみたいと思う。

　ロサンゼルスにあるチルドレンズ・バプテストホーム（CHILDREN’S　BAPTIST

HOME　OF　SOUTHERN　CALIFORNIA）　　情緒障害児短期治療施設一はいわゆる養

護施設から，約20年ほど前に情短施設に移行した施設で専門性ということを考えるのに参

考になった施設である。

　この施設では，グループセラピー，個人治療等，様々な治療的処遇がなされているが，

特に重要なこととして考えていることは，子ども達が生活する環境を整えるということ，

治療的環境を作るということであるとのことであった。すなわち，生活するものに安心感

を与える安定した環境，子どもの知的好奇心を十分に満足できるようにするための行動へ

かりたてられるような心理的状況を作るということであり，また，その行動を許す自由が

保障されているということである。叩かれることに怯えているとか，職員間のトラブルが

気になってしかたがないとかいう状況では，好奇心とか，さらに好奇心を満たすような積

極的行為というものは引き出されないのである。バプテストホームでの説明の中でも出て

きたブリッシ・レドル（Fritz・RedDは治療的な安定した環境を作るためには，次の様な

条件が必要であることを述べている。①罰を伴う残虐な行為をやめることe②様々な必要

な活動を保障すること。③文化的背景を考慮しながら発達段階に合った働きかけをするこ

と。④規則を少なくし，治療的柔軟性を持つこと。⑤二次的な目標を作り実践すること

（例えば，盗癖の子どもが学力の遅れを同時に持っている場合，盗癖そのものではなく，

まず学力をつけるということを治療目標にするということ）。⑥同一化できる人を多くす

ること。⑦現実生活に結びつけ，必要ならば，再教育の場を与える。ということである。

　この様な条件を整えることによって，安定した環境を作ることができるのである。家庭

での養護とは違って，社会的養護としての施設での養護はこの基本的な，4三活の環境を整

一 48一



1

えるという所から，まさに専門的なケアとして考えて行く必要がある。社会的養護を必要

とする子ども達は何らかの精神的外傷を持っているのであり，その外傷を癒し，さらに，

子どもの自己実現を保障する様々な治療的な働きかけをする上でも，この生活の環境を整

えるということは重要である。そして，この治療的な働きかけの所が社会的養護としての

施設で働く職員の専門として，さらに加えられるところではないかと考えられる。

　シェルドン・コーチン（ShetdonJ・Korchin）は臨床心理学の専門性ということについ

て，次のように述べている。「専門性は社会学者がいうように，専門的知識・技術と自律性

およびサービスという，相互に関連した三つの概念に基づいている。それらが相まって仕

事の場はこうあるべきだという確信をもたらすのである」と。さらに詳しく「まず第一に

専門的知識・技術，つまり特定の知識や技能が専門業務を行なうのに必要不可欠であると

いう信念である。その当然の結果として専門的知an　・技術は資格を持つ専門家によって特

定の教育と訓練を通じて得られるものであるという確信が生まれる。……（中略）……こ

の得られた能力を駆使する際の自律性は専門性の重要な理想の一つである。専門家は人に

相談することもあろうが，結局は自分が仕事の責任を負わねばならない。……（中

略）……しかしながら，専門的知識・技術と自律性という二つの概念の双方に共通する道

徳的基盤はサービスの理念である」と述べている。このことはジゼラ・コノプカ（Gesel・

a・Konopka）が次の様に述べていることに通じる。「児童収容施設の職員に求められてい

るものは，我々がその為に仕事をしている児童に関する深い理解と我々が用いる道具に関

する科学的知識およびこの治療的な専門職への心からなる献身である」

　いずれにしても，児童の養育を専門とする我々は，常に子どもの発達，養育等に関する

科学的知識・技術を学び続けること。子どもの発達保障，福祉のために献身し続けること

が必要である。そのことによって，我々の専門家としての力量を高め，子どもの発達保

障，福祉へとつながるのである。

　さて，上述のような専門家としての力量を高めて行くためにはどうしても，教育，訓練

が必要になってくる。米国においてはどのようになされているのであろうか。ロサンゼル

スにあるマクラーレン・チルドレンズセンター（MACLAREN　CHILDREN’S　CENTER）

を例にとってみると次のようである。この施設は，後に紹介されると思うが，若干紹介す

ると，まず公立の緊急一時保護センターであり，対象は0才～18才までの男・女200名が

収容できる。そして，約300名の職員が働いている。

　スタッフのトレーニングとしては、①施設内研修。②地域の社会資源を活用した研修。

③特別研修、の三つが行なわれている。詳しく説明すると，①施設内研修は次のように行

なわれているとのことであった。まず，週一回（火曜）午後を研修にあてる。さらに，月

に2回は職種ごと，月に1回は全体で研修をする。②地域の社会資源を活用した研修につ
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いては，まず，地元の研究施設の利用である。当地には，カリフォルニア大学，南カリ

フォルニア大学があり，そこの教師に講師として話をしてもらう。また，学校，他の局か

ら講師を派遣してもらい話を聞くこと等，関連する様々な分野の人から話を聞いたり．技

術を学ぶとのことであった。③特別トレーニングとしては，他施設との職員交流，実習等

を通して技術等を学ぶとのことであった。いずれにしても，職員の力量の向上，子どもの

より良い保護，指導のための研修にかなりの重点を置いており，そのための時間，費用を

かなり使っていることが述べられた。そして，何度も強調されたことは，子どものより良

い保護・指導のためにはいい道具にならなければならない。常に学ばねばならないという

ことであった。このトレーニングの中で，特に困難なことはスタッフがどのような研修，

トレーニング内容をニーズとして持っているかを見きわめることであるとのことであった。

また，意欲のないスタッフに対しては治療，処遇を行なうとのこと。しかも，勤務中，給

与も支払い根気強く行ない，結果的には，様々教えることによって，自信ができてきて，

いい仕事をするようになるとのことであった。

　以上が，マクラーレン・チルドレソズセソターでの職員のトレーニングについての内容

である。

　他の施設を含めて米国の実情を見ると，個々の職種の専門性があるということはどこで

も強調されるが，それらの力を総合するということでは困難があるというのが，大万の意

見であった。個々の職種の専門性を強調するあまり，ブリッツ・レドルが述べているとこ

ろの「収容治療とは治療的アブローチを総合する展開である」ということが忘れられてい

るようである。子どもの利益を守る，発達を保障するという一点で個々の専門性が統合さ

れるというのはむずかしいようである。

　従って，我々が専門性の向上を考える場合，とりわけ，誰の為の専門性なのかというこ

とを忘れてはならないだろう。

　最後に，職員の養成についてであるが，各養成機関（大学，専門学校）ともに，実習を

重視しており，日本とは比較にならない程の時間が当てられている。そして．実習に対し

て経済的援助もされているとのことであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（安　田　　　勉）
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グループホーム

施設の小規模化，専門化

　アメリカの施設養護は，かっては巨大規模で中には数千人を収容した施設もあったよう

である。わが国でいう大規模施設とはスケールが違うと感じたが，それだけに小規模化へ

の希求は強かったと思われる。居住施設は軒並み小規模化しており，小舎制が普及されて

いる。

　また施設は，短期治療施設（ホームと呼称されている）として位置づけられており，

ソーシャルワーカーをはじめ，治療目的に応じた職員を配置している。さまざまな障害を

もった児童の治療のみならず，親・家庭への援助サービスも主要な施設機能となっている。

　現在わが国の施設制度の改革が着手されはじめているが，今後の養護施設のあり方を考

える上で，材料の一つとして捉えられる。施設機能の拡大も参考となるが，契約制度に関

心が引かれた。つまり，一人ひとりの児童の問題程度，内容について公費支給額が行政と

施設との契約によって決定される仕組みである。それにともなって，また処遇効果も問わ

れることになる。こうした制度もこれからの措置費制度を考える上で参考になると思われ

る。

ゲループホーム

　グループ・ホームに関して，実際に見学研修の充分な時は持てなかったけれど，フォス

ター・ホームと収容施設の中間型として存在し，専従のハウス・ペアレントを強力なス

タッフ（精神科医，心理学者，小児科医等）がフォローしながら，専門的処遇が行なわれ

ている。HOIIY・GROVE・HOME（養護施設）へ訪門して，初めて施設分園型グループ・

ホームの紹介・説明を受けた。

　あらゆる努力を重ねても家庭i復帰の可能性が見つからない児童，又は，里親委託も困難

な児童を我が施設が責任を持って養育を継続していきたいと，”サテライト・ホーム“を

設立したのである。『ノーマルな人と同じパターンに子どもたちの生活を戻す』を目標に

おいて，住宅地に他の民家と変らない建物で実践されている。

　パーマネソシー・プランニングの考え方の子どもたちにとって，個別的で，永続的な大

人との信頼関係を基盤とする生活づくりを，自然な形で地域に溶け込んですすめているの
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である。

　脱施設化が唱えられて，大きな生活集団が小規模化し，児童福祉の基本は家庭にあり，

家庭を失なった子どもたちにとって養子縁組・里親委託が望ましく，次いでグループ・

ホーム，最後に収容施設となるのである。

　里親が家庭養護の延長であり，あまり問題のない児童を対象とするのに比べ，放任，遺

棄，虐待，障害等により，問題性の大きい児童に対しては，グループ・ホーム措置が適当

であるとの裁判所の決定が多い。

　12才～18才までの児童を対象に，定員6～12名までを養育する。養育者は，郡の認可が

必要であり，夫婦あるいは，3～4名の者でホーム運営をしている。社会学や心理学など専

門的学問を修めた者や，施設経験者であったり職員としての資格条件は，施設ほど厳しく

ないが一応決められている。治療・指導の色彩の濃い形態が，グループ・ホームである。

施設養護の厳しさ

　自らの養護実践プログラムに自信を持ち，又，最善を尽す中で，その成果が現われない

時には，当施設では無理であり，この子に合った処遇をと措置変更を申請する等，割り

切っている。社会全体で子育ての責任を有するという考え方が浸透しているからなのだろ

う。

　私自身は．一度担当した児童とは，社会に適応するまで，何らかの関係を保ち，喜びも

悲しみ・苦しみも連絡を取り合って＠きたいと願い，その時の出逢いで終らせたくないと

思うのは，エゴイズムであると気付かされ反省する。

　ロサンゼルスのフォスター・ファミリー・ホームのラーメイヤー夫妻が語られたr里r

として23年間に63名の児童を養育してきたが，現在，その子たちがどのような生活をし

ているのかは，全く知らない。又，知ろうとは思わない。彼らは，彼らの生活があるのだ

から………』との言葉が心に残る。

　又，連邦政府及び州からの予算の中では，充分な養護ができないと，一般市民からの援

助協力を願う部分が大きい。そのために，いろんな機会を通して実践内容，養護効果を理

解し認めてもらおうと，PRに努めるのである。

　州政府も保護委託した児童の健全育成に絶えず注目，関心を示し処遇内容に対する評価

は厳しく，記録を通しての報告を義務づけている。施設養護の厳しさと緊張感を学ぶ。

家庭的養護

　子どもたちが家庭で親の愛情に満たされて育つ中で，人を信頼する，愛すること，又，

人間として生活する基本的行動を体得するのである。だが，親の無能力・無責任で養育放

一
52　一



棄された子どもたち，虐待を受けて保護された子どもたちに対して，人間性の回復，絆の

再生が養護課題として重要なのである。

　f・どもたちの安全基地として家庭に代わるホームが，一人ひとりの人権を守り，精神的

にも肉体的にも安定のできる場を保障するe

　子どもの小さな発言を尊重し，r・どもの選ぶ権利と拒否する権利を認めていくことが大

切なのである。自分の意志で行動することを重んじ，命令，強制で枠の中にはめることの

ないように留意したいものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長縄良樹）

（ゲループホームを訪問する）
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大集団養護から小集団養護へ

　今日の養護施設に措置される子ども達のかかえている問題は，ますます複雑化・多様化

してきているといわれている。一地方の小さな施設の現場にいてもそのことを痛感する毎

日である。養護施設の機能・あり方が問われ，欧米各国では脱施設化の方向へすすみ，里

親やグループホームが主流になりつつあると聞く。

　今回，アメリカ研修に参加させていただき，アメリカの子ども達のおかれている現状，

子ども達におこりつつあることを見たり聞いたりするなかで，アメリカに現在おこってい

ることが，10年後，15年後（もっと早いかもしれないが）に日本でもおこるといわれるの

を聞くにつれ，そのことが「対岸の火」ですまなくなってきているように思う。

1．大集団から小集団養護の必要性と現状

　今の日本ではまだ考えられないようなことがおこっているアメリカでは，各施設の機

能，あり方，プログラムも変更せざるを得なくなったということを訪問先のあちこちで聞

いた。このことからも推察できるように単純な養護ケースは減少し，大規模施設では到底

救いようがなく，一人一人の子どもと家族へのアブPt　一チが重視されなければならなく

なったのではないだろうか。

　私たちが訪問させてもらった二＝一ヨークの福祉法人ルイズ・ワイズ・サービスでは

フォスターケアや養子縁組なども含め千名以上の子ども達を扱うということだったが，見

学させてもらった母子寮は定員10組であり，10代の妊婦のための施設も11名定員，精薄

及び発達障害児童のための施設は25名定員であった。

　ロサンゼルスのマクラレン・チルドレンズ・センターでは240名の子どもがいたが，30

名前後の人数で、男女別，年令別にAからKまでの棟に別れて生活しており，さらに棟の

中は2～3人ずつの部屋に別れていた。

　特にロサンゼルス地域の各施設は年間扱う子ども達の人数や年令，人所理由に違いがあ

り，コテージ形式，サテライトホーム形式，アパートメント形式というように，施設で多

少の呼び方は違っても子ども達の生活単位をできるだけ小さくしている印象を受けた。

　①チルドレンズパプティストホーム

　　　1つのユニットに2つのコテージがあり，それぞれのコッテージには4人つつのハ

　　　ウスペアレント（チャイルドケアワーカー）が10人つつの子ども達をみている。
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②チルドレンズインスティテユートインターナショナル

　　アパートメントユニットといわれる建て方になっており，それぞれのユニットには

　　12人つつ　4人の保母がついている

③ヒルサイド，グループ，ホーム

　　敷地内に4つのコッテージがあり，それぞれ10名前後の子ども達が生活し，1～2名

　　のスタッフが通勤している。

　　他にサテライトホームが2ヶ所あり，6名つつ入所している。

④ホリーグローブホーム

　　6つのコッテージに8名つつ生活し，カウンセラー（チィイルドケアワーカーと同

　　義語か）3名が住み込んでいる。

2．一人一人のニードにこたえるために

　生活単位を小さくしているのと同時に，子ども達が施設にいる在所期間がほとんどの場

合，2年未満であった。（例外もあるが）

　このことはパーマネンシー・プランニングの項でふれられるので詳細はさけるが必要な

部分だけふれると……

　子ども達が養護サービスを受ける場合は，警察，隣人などからの通報，自らの申告，あ

るいは行政からの連絡などで受けつけが始まる。その際，ソーシャルワーカーが，子ども

のゴールについて，あらゆる可能性を追求し計画をもつことになっている。一番望ましい

のは肉親にもどすこと，二番目は親類に送ることである。その他，自立させるか，養子縁

組を組む，フォスターケアをするなどがあるが，ソーシャルワーカーはできるだけ実親を

訪問し，親子分離を防ぎ，フォスターケアの最中でも家庭調整をし，早く親元に帰す努力

がされる。その結果、子ども達は1年以上施設にいることは少なくなり，施設での経費は

おさえられるが，ソーシャルワーカーの記録，報告書作成などの仕事量がふえ×変である

ということだった。

　日本とは事情が異なり，里親や養子縁組などの開拓もすすんでいるので施設に入ってく

る子ども達にはより専門的なケアが必要となってくるのではないかと思う。

　社会的養護の重要な柱であるソーシャルワーカーをはじめ，精神科医，医師，看護婦，

心理の専門家等，専門のスタッフがそろっていたアメリカの各施設。日本の場合，現場に

いる私たちは子どもたちだけをみているのではなく，もっと前述のようなスタッフの役割

もある程度していかなくてはならないかもしれない。しかしそれには限度がある。地方へ

の権限委譲がされるなか，一人一人の子どものニーズにこたえたいという願いを切りすて

ないでほしいと切に望むものである。　　　　　　　　　　　　　（蔦　田　千枝子）
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里親制度について

ニューヨーク州におけるフォスター・ペアレンツ（里親）制度について

　アメリカでは，各州によって児童福祉制度が異なり，現在ニューヨーク州で行なわれて

いる要保護児童に対するフォスター・ケア（家庭以外で実親以外の者が，24時間養育す

る。）として，フォスター・ホーム（Foster　Home），施設運営家庭型ホーム（Agency

Boarding　Home），グループ・ホーム（Group　Home）．グループ・レジデンス（Group

Residence），施設（lnstitution）があり，各々定員，対象児童が異なる。

　本稿では，ニューヨーク州ウエストチェスター郡社会福祉サービス局において説明を受

けたことを中心に論を進める。

　ニューヨーク州社会福祉法は，各郡に児童保護サービス部を設け，放任・虐待児童の保

護を義務付けているが，1985年ウエストチェスター郡において，1000家庭の児童が虐待，

放任あるいは性的虐待などの被害を受けていた。

　しかし，社会福祉局は，虐待，放任J性的虐待などを受けている児童にとっても，家庭

は今まで知った唯一の安心感や存在感を与・える場所であるという認識のもとに，出来るだ

け家族間の関係修復を援助し，どのような保護サービスを講じても家族間の関係が修復さ

れず，児童が生活するうえにおいて不適切な環境あるいは状況であると判断された場合一

時保護をする。

　保護された児童は，一時保護所，又は緊急診断一時保護所に収容され，最高90日間の措

置を受け，この間に医療診断，精神鑑定，心理判定，身体検査などを受ける一方，家庭に

対しては，児童を出来うる限り切り離さない様にと，ソーシャル・ワーカーなどが中心と

なり，家族全体に対する援助を行ない，家族全体に対するサービス計画を実施することに

より家庭復帰させるか，フォスター・ケアに移行するかを決定する。

　フォスター・ケアを受ける場合，家庭裁判所の許可を受けなければならないが，緊急

で，しかも危険が大きく，どの様な保護サービスも講ずる余裕がない場合，家庭裁判所の

許可を受ける前に，州法に基づき社会福祉サービス局が独自に判断ケアすることも可能で

ある。

　現在ニューヨーク州で行なわれているフォスターtホームの種類は次の通りである。

　1，緊急のためのフtスター・ホーム　このホームは，緊急一時保護を受け，通常措置
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2．

3．

4．

期間が30日を越えない24時間体制のホーム。

未婚の母及びその子供のためのホーム。

10代の母親が学校か仕事に出かけている間，里親はその子供のケアも行なう。

特別のニーズのためのホーム　里親及びその家族が，身体又は情緒の障害を持つ児

童に対するケアを行ない，特別の高い費用が支払われる。

通常のフォスター・ホーム　児童が家庭復帰又は養子縁組措置が決定するまで，通

常のフォスター・ホームで生活する。ホームは，黒人幼児，就学前の児童，高年齢

児童，及びすべての人種のニーズに応えている。

　以上の様に種々のフォスター・ホームがあり，児童にとって最適のフォスター・ホーム

に措置されるが，措置の期間は数日から1～2年にもわたる者もいるが，フォスター・ケア

はあくまでも一時的なものであり，その間，親又は親権者に対して教育や指導を行なう

が，効果が上がらない場合，養子縁組などの措置の変更を行なう。

通常フォスター・ホームは，フォスター・ペアレンツ（里親＝里父，里母）のいる家庭

を指し，片親の場合は，里父又は里母のどちらかが雇用される。

　最近，フォスター・ペアレントは職業化する傾向にあり，アメリカにおいてこの傾向

は，望まれたものとしてとらえられている。フォスター・ペアレントの発堀は，TV・ラジ

オなどを通じて行なわれているが，希望者に対して，各州では一定の基準を設けている。

ニューヨークでの主な基準は以下の通りである。

1
2
3
4
F
D

既婚，未婚は問わないが，年齢は21歳以上，上限はない。

経済的に独立していること。

児童を収容するのに充分な建物の能力があること。

子供がいる場合は13歳以下で，2人の2歳以上の子供がいる場合は不可。

児童虐待の前歴がないこと。

などとなっており，フォスター・ペアレント希望者は里子養育申込書に，家族構成，学

歴，職業，給与など必要事項を記入し社会福祉局に提出し，1回2時間，6回のグループ

・ミーティングを受けなければならない。

　そして，ケース・ワーカーと面接したり，4ヶ月にもわたる家庭訪問や綿密な家庭調査

を受け，フォスター・ホームを申し込んだ動機，希望する里子の性別，年齢，人種から家

庭の宗教，家屋の状況や家族の健康状態まで多岐にわたる質問事項にも答えなければなら

ない。

　フォスター・ペアレントになった後もケース・ワーカーが指導にあたったり，現任訓練

を行なったりするが，ケース・ワーカーの判断や活動に里子の将来がかかっていると言っ

ても過言ではなく，ケース・ワーカーの仕事は非常に重要なものである。
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　アメリカにおいて，フォスター・ペアレントに支払われる措置費の額は，各州，各郡に

よって相違があるが，ウエストチェスター郡における1986年1月1日に施行された措置費

用は別表（末尾）の通りである。

　前にも述べた様に，フォスター・ケアはあくまでも一時的なものであり，フォスター・

ペアレントは，児童，実親，社会福祉局などと協力して，児童の家庭復帰のために尽力を

おしまないが，アメリカでの麻薬，アルコール中毒，激増する離婚や失業など様々な要因

によって起こる家庭崩壊は想像を絶するものであり，その復帰率はあまり芳しくないよう

である。

　我々は，5才半から母親が精神異常のため，フォスター児童として育ったJベティー・

グリーン女史の体験談や，現在，身体的ハンディキャップを持つ児童には家庭が必要であ

ると，精神遅滞と重複障害を持つ児童を育てている，ミセス　ジョーン・パガネリー，19

才，6才，5才と3人の障害児を育てている，シングル・ペアレントのロゼッタ・ミン

ゴー女史の話しを伺う機会を得た。

　ベティー・グリーン女史は，それまで何度かソーシャル・ワーカーが家庭に訪ねて来て

いたが，突然何も知らされず，何の心の準備もなしに母親と離され，最初自分の身の上に

何が起ったか理解出来ず，非常にショックを受けた事を昨日の様に記憶していると語った

が，ウエストチェスター郡においても，毎年1000名前後の児童が一時的にしろフォスター

・ ケアを受け，彼女と同様に，自分の生活が足元から崩され，悲惨な心の痛手を受ける経

験をしている。将来に及ぼす影響は計り知れないものがある。

　ミセス　ジョーン・パガネリーは，特殊教育家としての資格を持ち，「愛はすべてを克服

する」という信念のもとに，精神遅滞児や障害児のフォスター・ペァレントとなり，現在

は，1人で小頭症t’重度精神遅滞，腰骨異常，聴覚異常を背負う児童と養子縁組を組み，

日本でも有名なドーマン法を実施しながら少しでもその回復に努めているそうである。ア

メリカでは，養子縁組をすると州や郡からの経済的援助は打ち切られるが，それでもハン

ディキャップを持った児童を家庭で育てたいという並々ならぬ情熱に頭が下がる思いがし

た。

　ロゼッター・ミンゴ女史は，全米里親協会の研修会に参加し，意見を述べたり，訓練を

受けたり，経験や知識を交換するなど積極的な活動をして来たそうであるが、彼女は黒人

で，フォスター児童3人もすべて黒人である。別表にもある通り，黒人のフォスター児童

は他の人種と比較すると圧倒的に多く，しかもフォスター・ホーム数の65％が黒人家庭で

あることを考え合せても，白人以外のフォスター・ペアレントには，白人以外の児童が措

置されるケースが多い様で，児童養護の原点にも人種問題が横たわっているアメリカ社会

の一断面を垣聞見た様な気がした。　　　　　　　（吉田文英）
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里親養護をめぐって

はじめに

　研修最後のロサンゼルスにてのことであるが，『小学3年生の男の子が学校内にて麻薬

を吸い，救急車で病院へ運ばれたが，危機状態！！』とショッキングな報道を耳にした。麻

薬までもがいとも簡単に児童の手に入り，興味本位でこれを吸う現実をこの地で聞いた時

には，これまでの各研修地での話しが，アメリカ全土で毎日のように繰り広げられている

事実を改めて痛感させられた。またJ世界のリーダーシップを取っている国が大きな爆弾

をかかえ，これをどのように処理・解決していったらよいのか，社会問題となっている事

も併せて再認識させられたのである。

冷たい現実を15日間見聞してきた中で，社会全体というか，大人のエゴの傘下で次代を担

う若年層，それもまだ幼少の子等が心理的・肉体的なダメージを被り，新しい息吹きが要

求され変革が熱望されている。特に，児童福祉を考えた場合，『ケアーに入ってくる事をで

きるだけ予防する事，また，一度ケアーが始まった場合には，できるだけ早く本来の家庭

へ帰す』という事を大きな目標設定としている事は事実である。しかし，現実にはケアー

を受ける児童の数は年々増加し，児童を保護した後の措置先は多種多様ではあるが，フォ

スターホームへと段階を踏むケースが多くなっている。

フォスターケアーの実情

　ここでニューヨーク州ウェストチェスター郡（W．C．C．）のフォスターケアーについて触

れてみることにする。W．C．C．では毎年900名以上の子をケアーしており，第一次的には虐

待・放任を受けているケースが多く，児童は成長段階，つまり人生の一番大切な時期に大

きな心の痛手を受けることになる。

後掲の別表「ケアを受ける児童数」からもわかる通り，ケアーが必要なのは年令的に幅広

く，人種的にも多いことがわかる。フォスターケアーは一時的なもので，その間に家族に

対してもいろいろな方法（治療）を試みる。『望むべくは子供達が自分の家庭へ帰れるよう

に！』と．然しながら．一部の親は責任を果してくれない為，全部が全部家庭へ帰れるとい

うものではない。ある種の家族は子供を育てるのが難しいと言い，また，自発的に子供を

育てる事をギブアップする親もいる。W．CC．には現在420名のフォスターファミリーが登
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録されている。65％以上が黒人，32％が白人，3％がスペイソ系の比率となっており，通

常は夫婦単位であるが，男性一人あるいは女性一人でという場合もある。

里親の責任範囲

　子育てに通常必要な日常の面倒を見なければならず，例えば，食事・衣類購人・健康管

理・その他である。これらの経費は郡の社会局から支払われる。また，全てのフォスター

チャイルドに対する最終的な責任は，郡の社会福祉局にあることを知った上で，児童の行

動及び発達に焦点をあわせ、ソーシャルワーカーと連携してサービスを提供せねばならな

い。

フォスターホームの種類

1．緊急のためのフtスターホーム

　　このホームは緊急一時保護を受け，通常措置期間が30日を越えない24時間体制の

　　ホームである。

2．未婚の母親及びその子どものためのホーム

　　10代の母親が学校か仕事に出かける問，里親はその子どものケアーを行なう。

3．特別のニーズのためのホーム

　　家族が身体又は情緒障害を持つ児童に対するケアーを行ない，特別の高い予算が支

　　払われる。

4．通常のフォスターホーム

　　児童が家庭復帰又は養子縁組措置が決定するまで，通常のフォスターホームで生活

　　する。全ての人種の子孫たちへのニーズが大部分である。

変わりゆくアメリカ

　『父母と子どもたちが一緒に暮らし，身体的・情緒的・経済的安定を保障する核家族こ

そ，アメリカの大多数の姿なのだと今でも考えている人が多い。ところが，こうした家族

は，多様な家族の一形態に過ぎなくなってしまったというのが1980年代の現実なのであ

る。』とミシガソ州里親会顧問のジェームス・C・ピアーズは述べている。

　現在離婚によって痛手を受けている子供の数は100万人を越え，この先10年間のうちに

その数がドンドン増えて行くことも予想されている。もし出産率が同じような状況で続け

ば離婚が良いか悪いかということは別としても，離婚によっていろいろと心理的なヒズミ

・痛手を受ける児童にどう対応するかということは大きな問題となってくる。そこで．

ソーシャルサービスとか，ソフトウェアーにかける予算を政府が今のうちから考えておか
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ないと，問題の根が深くなって＠くに相違ない。過去から分析すると，離婚家庭から来た

児童は離婚すると言われている。それは，人間関係の永続的維持に対する訓練がなされて

いない．永続的維持をする為には，どんなにお互いが努力しなければいけないかというモ

デルを見てきていない。その為に，たやすくイヤになったら人間関係を終結させればいい

というふうに考えやすくなってしまうとも言われている。

　ところで，福祉の中味は濃くなればなる程，国の予算支出は多くなる。さりとて，野放

図には福祉予算を増やすことはできない。そこで，チャイルドケアーは施設サービスから

居宅（里親）サービスへと変遷を余儀なくされる事が予想される。

　だが，救われる児童の質は本質的に多様化し，フォスターペアレントはケアーという概

念から，専門性や，資格なり立場が課されるようになる。こうなると，里親の数は必然的

に限定されてくることになる。益々，里親に対するウェイトが高くなってゆく傾向の中

で，里親の頭打ちは一種のジレンマを起こしかけている。どのような方法・方策を取れば

問題解決につながるのかとの質問も試みたが，適切な返答は得られずであった。つまり，

アメリカに於いても里親の開拓は難しい状況にあるのである。

　しかし，日本と違い福祉のネットワーク化が確立されている国なので，遠からず，この

問題は良い方向にむかうであろう。里親の周囲には，訓練指導者・ケースワーカー等J専

門家達が絶えず救いの手を差し述べているということである。また，マイノリティや低所

得者達の進出も期待できる。心情的国家ではない国民性であっても，子どもは依然として

家族の中で育まれ生きるのである。

研修から得たもの

　6才半の時から里親に預けられたべティー・グリーンさんはt『自分の成長に大きく影

響を与えてくれた人は，ソーシャルワーカーと育んでくれた里親であった。』と述懐して

いた。

　児童の成長に欠くことのできない要因は，関わり方である。『継続は力なり』という諺が

あるように，一人の児童に継続して関わることが重要と考える。そういう点では，スペ

シャリストを創り上げている専門分化されたアメリカのシステムには，若干の問題がある

ように思えたのである。本質的な違いがあるにせよ，コンビ＝一ター診断や細分化された

指導では児童の成長はありえない。むしろ，総体的に診断・治療してゆくサービスが提供

されねばならない。

　日本の福祉に於いても同様の事が言えるのではないか。ケアー中心から，児童のニーズ

に合致する特性を持った施設へ脱皮する事が急務である。しかも，益々多様化した環境か

ら措置されてくる児童に対しての診断・治療に関わる職員の姿勢も大切な要因となってく
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る。幅広い知識や情報を備えるには，深く興味を持ち，継続的に仕事に着手するばかりで

なく，トレー＝ング（訓練）を積み重ね，自己を研讃する努力が要求されてくる。さら

に，コミェニティにも目を向け，協力・協調体制を創り上げて＠く手段も構ぜねばなるま

い。また，福祉のネットワーク創りにより，あらゆる資源の活用も大事となる。これらの

事が実践されてこそ，児童の成長に寄与できると確信いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（丑久保　恒　行）
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フォスターケアに関する経費

フォスター’ケア措署費用（1986年1月1日施行） フォスター・ケア被服費（】986年1月1日施行）

年　齢 月　額　　　　　日　額 年　額　　　　　　　　　　半年額

21歳 280ドル　　9ドル21セント 6　1　0　ドノレ　　　　　　　　　　　　　　　　3　0　5　ドノレ

20歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

19歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

18歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

17歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

16歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

15歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 505ドル　　　　　　　　252ドル50セント

14歳 ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

13歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

12歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

11歳 250ドル　　8ドル22セント 325ドル　　　　　　　　　］62ドル50セント

10歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 〃

9歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

8歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

7歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

6歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

5歳 240ドル　　7ドル89セント 2　4　0　ドノレ　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　0　ドノレ

4歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

3歳 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

2歳＊ 210ドル　　6ドル90セント 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

1歳＊ 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

0歳＊ 〃　　　　　　　　　　　　　　　” 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

緊急フォスター・ホーム措置費用 420ドル　　13ドル81セント 被服費（措置時における受入の際の）

春・夏での措置（4月～8月）秋・冬での措置（9月～3月）

特別経費（措置費用の加算分 0歳～5歳　　　　　　　　1　1　2　ドノレ　　　　　　　　　　　　1　2　5　ドノレ

精神障害児童 85ドル　　　2ドル79セント 6歳～11歳　　　　　　　2　0　1　ドノレ　　　　　　　　　　　2　1　9　ドノレ

身体障害及重病児童 115ドル　　　3ドル78セント 12歳～15歳　　　　　　　　2　5　5　ドノレ　　　　　　　　　　　　2　7　5　ドノレ

情緒障害児童 135ドル　　　4ドル44セント 16歳以上　　　　　281ドル　　　　　　299ドル

ホ0歳から3歳まで、おむつ代として月額40ドル（日額1ドル32セント）

加算される
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フtスター・ケア

ケアを受ける児童数（年間）：

性別：

　　　男

　　　女

人種別：

　　　白人

　　　黒人

　　　南米系

　　　混血

　　　その他

年齢別1

　　　0歳～5歳
　　　6歳～13歳

　　　14歳以上

措置児童数：

措置解除児童数：

フォスター・ホーム

収容施設

グループ・ホーム

グループ収容施設

事業所経営寄宿ホーム

566（55％）

455　（45％）

294（29％）

597（58受∠）

59（6％）

59（6％）
12（　1％）

205（20％）

311（30％）

505（50％）

683（679多）

203（20S）

95（9％）

33（3％）

　7（　1％）

522（55％）

423（45％）

265（28％）

558（59％）

66（7％）

47（5％）
　9（　1％）

175（19％）

282（30％）

488（51％）

344

349

618（65％）

201（21粥）

86（9％）

31（3％）

　9（2％）

511（56％）

409（44％）

248（27％）

524（57％）

74（8％）

65（6粥）

19（2％）

174（19％）

269（29％）

477（52％）

238

312

558（61％）

227（25％）

84（9％）

39（4％）
12（　1％）

1986年（6月現拍…）

532（5A％）

445（46％）

249（26免5）

562（57％）

83（8％）

58（6％）

25（3％）

208（21％）

290（309多）

479（49％）

123

139

597（62％）

229（23％）

107（自％）

32（3％）

12（1％）
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LOUISE　WISE　SERVICES

一 子どもとその家族のための総合補助機関一

所在地　12East　94th　Street

New　York，　New　York，

10028

1．沿革と概要

　1916年ルイズ・ウィルミンズ・ワイズ夫人（夫はユダヤ教の長老）によって設立され

た。設立当初は，ユダヤ人の孤児の親深しの活動から出発した。当時，養子縁組の数は少

なく，殆んどの孤児は病院か孤児院に収容されており，親深しという事業のパイオニア的

存在であった。

　1955年ルイズ・ワイズ・サービス（以下LWSとする）となり，法人格となる。時代の

変化に伴う家族構造，家庭問題の変化に合わせてプログラムの内容も養子縁組活動だけで

なく，多方面での活動にも力を入れてきた。

LWSはユダヤ系の団体であるが，人種や宗教的偏見等にはとらわれず援助を行なってお

り，N．　Y．市の中の5つの区全てにおいてサービス活動を網羅している。

　LWSはニューヨーク児童福祉特別局と契約関係にあり，予算の90％はここからのもの

であり，残りの10％はユダヤ教会からの寄付である。年間運営費は650万ドルであるとい

う。

　N．Y．市における代表的な児童福祉活動を行なう法人のひとつであるLWSは，養子縁組

の斡旋やフォスター・ケアに関与する人たちへの訓練だけでなく，種々の援助活動を実践

すると共に市民の養護意識を高める上での活動でも日々努力を続けている。

2．事業内容

（1）問題発生を予防・防止するサービス

　フォスター・ケア等の措置を行なう前に児童及びその家族に働きかけ，問題の早期発見

によって親子分離を防ぎ，もしも母子を引き離さなければならない状況が発生しても早期

に児童が家庭復帰出来るよう働きかけるものである。
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　家庭内の問題としては，アルコール及び薬物濫用による障害，精神面及び情緒面での障

害，社会性の欠落等，様々であり，これらの諸問題に対して深く関与することにより，問

題解決の糸口をつかんでいく。更に，教育，経済，宗教等に絡んだ問題にも対処しなけれ

ばならない。

　学校，警察，病院等から，児童に問題が発生しているとの通報を受け，予防・防止サー

ビス部が活動を開始する。対応には10名のソーシャル・ワーカーと1名のスーパーバィ

ザーが当たり，全ての責任を任された彼らの独自の判断で行なわれる。

②　フォスター・ケア・サービス

　児童にフォスター・ケア措置を施すには，

1
2
3

各方面からの通報があり，裁判所の裁定により必要と認められた場合

親の意志によって申請がなされた場合

十代の母親等養育能力が明らかにないものと判断され，市当局が関与しなければな

らない場合

の3つが考えられる。

　ソーシャル・ワーカーたちが状況を詳細に調査した上で，指導目標及び治療計画を立て

る。フォスター・ケアは一時的な措置と考えられており，出来ることであれば短期の措置

を前提にその後のゴールを設定する。それらは，

　1．実親のもとへ復帰させる　　　　　　　　　4，養子縁組措置

　2．親類等親以外の肉親のもとへ戻す　　　　　5，収容施設へ送る

　3．自立させる（特に高年齢児童の場合）

の5通りが考えられる。しかし，家庭への復帰が第一義的に施されるべきであり，フォス

ター・ケア措置が行なわれている最中でも実親を訪問して家庭調整のための努力を怠らな

い。里親に対してもその旨充分に指導を行なう．児童及びその家族が過去にあった問題を

解決すべく，里親は自分の置かれている立場を充分に把握してケアをしてゆかなければな

らず，その資質を備えた人を発堀することもこのサービスを行なう職員の重要な仕事であ

る。

③　養子縁組のためのサービス

　養子縁組措置を施す場合，N。Y．市が関与し，裁判所の裁定に基づき，親権を実親から別

の親に移す。通常，フォスター・ケアを行なってきた里親がそのまま児童の養育を継続

し，養子縁紐措置を行なうケースが多い。しかし，児童のためにケアを行なってきた里親

が児童の親として不適格であると判断される場合と，里親の方が養育の継続を拒否する場

合とが生じるので，LWSに登録されている養い親だけでは不足となるため，全米規模でそ

れらの資源を獲得すべく活動を行なっている。
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　養子縁組が成立した時，半年から1年の間アフター・ケアが行なわれる。養子縁組措置

後，経済援助は行なわないが，児童が障害を持っている場合であるとか，兄弟等の同時措

置で養子縁組先の家族員の数が多くなれば公的補助が認められている。

④　医療に関するサービス

　問題のある家庭の親というのは，アルコール及び薬物濫用，被虐待，更に貧困等の育成

歴から，精神及び情緒の発達障害及び遅滞等が見られることが多い。必然的にその子ども

は重度の精神障害，情緒障害，脳損傷等の問題を持っていることが少なくない。

　心理判定医師，精神科医，職業訓練の専門指導員の専門家を多数関与させ，いち早く児

童の対応に当たらなければならない。専門職員がチームを結成し総合的に児童に治療を施

す方法と，1対1をべ一スとしての心理診断・治療の方法とがありt適宜児童のニーズに

合わせて対応していく。また，児童のみならず，その親を対象にして医療サービスも提供

している。

（5）難民に対するサービス

　マレーシア，カンボジア，ハイチ，ベトナムからの難民児童へのサービスを行なってい

る。彼らは言葉や社会環境の相違から特別の＝一ズがある。精神面，物質面での援助を行

ないながら，フォスター・ケア及び養子縁組等のサービスを中心に活動を行なっている。

現在，10歳から20歳までの80名の児童をケアしており，全米でも，LWSがこれら難民の

ためにサービスを始めた最初の団体であるとのことであった。

⑥　収容サービス

　LWSが経営する3施設については後記することにする。

（所見）

　LWSはN．Y．市において児童福祉サービスを行なう代表的な法人であり，ニューヨーク

における児童福祉の実態を知るには絶好の場所であった。児童福祉の歴史的な流れや現在

の児童に対するニーズ等，わかり易い説明をしていただき大いに参考になった。

　児童福祉に携わる彼ら職員の基本的な考え方は，多様化する社会情勢の中で発生する諸

問題に対していかに実践的な対応を前向きに講じるか，であり，職員個々の話や訪問施設

から特に感じた点である。

　十代の妊婦の施設を訪問したときに，「彼女たちが若くしてこのように妊娠し，未婚の母

になっていくことについてどのように思いますか。」という質問に対して．「決して彼女た

ちが悪いのではないのです。彼女たちがこの施設に入ってくる経緯を知れば，どうしよう

もない現実があったことを理解することができます。我々はそんな彼女たちに“なにかを

してあげないではいられない。”」という答えが若いソーシャル・ワーカーから返ってき

たことが強く印象に残っている。
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RESIDENCE　FOR　DEVELOPMENTALLY　DISABLED　C卜llLDREN

－ LWS経営の精神発達，情緒障害をもつ児童のための居住ホームー

所在地：536West　187th　Street

New　York，　New　York，

10040

　このホームは，精神遅滞及び発達障害を持つ児竜のための中間ケア施設であるc日常の

生活訓練を中心に児童の精神発達を向止二させることが大きな目的ということである。

1，措置児童について

　定員は25名で，児童の年齢は8歳から16歳。知能指数（IQ）は15から50くらいとの

こと、

2．学校教育について

　小学生以ヒの児童は地域の学校か成人教育施設に通っている。

3．職員について

　寮長1名，寮長補佐1名，直接処遇職員14名を配し，その他，ソーシャル・ワーカー，

ケア・ワーカー、言語治療医師，心理の専門医師，医師，看護婦，遊戯療法止等が関わっ

て治療に当たり，24時聞体制で処遇を行なっている。職員は全て何らかの訓練を受けた人

たちで，チームを編成して治療プログラムを展開している。

（所感）

　我々がこのホームを訪問した際には，児童は皆地域の学校や成人教育施設に行ってし

まっており．直接に措置児童の様子を見ることが出来なかったことは残念である。

　最重度の児童を措置しているとのことであったが，どの程度のものか知ることは出米な

かった。措置児竜の数からすると職員の数の割合が大きいことと，あらゆる方面からの専

門家が関与して至れり尽くせりの処遇を行なっている点には驚くと同時に，障‘害を持つ児

童に対して行なわれている手厚いケアを知って感心させられた．J
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MATERNITY　RESIDENCE

－ LWS経営の．卜代の未婚の妊婦のための居住ホームー

所在地：31482nd　Street

New　York，　New　York，

10128

　このホームは，十代の未婚の妊婦を収容するもので，出産までを措置期間とする。現在

11名の十代の妊婦を収容している。出産の準備をしながら，出産後には母子が健全な社会

生活が送れるよう指導を行なっている。また．経済力がないままに若くして妊娠すること

の重大さを教えると共に，このような失敗を再度繰り返さないよう日々教育している収容

施設である。

　出産後必要となる家事，子育て，生計の立て方，等を教えており，母子が自立した生活

を送っていけるように自立訓練指導（手芸，経理，裁縫等）を施す一方，学校教育を中断

させないようホーム内に一般学校と同等の教育が行なわれるクラスを設けている。

　医療の面においては，ホームの近くにあるユダヤ系のマウント・サイナイ病院から援助

及び指導を受けている。緊急の場合に備えていつでも連絡ができるようになっている。若

くして妊娠した背景には様々な問題が潜んでおり，精神的重圧ははかり知れないものがあ

り，それらを取り除いてやり健全な出産ができるよう手助けしてやらなければならない。

又，直接指導に当たる職員は細心の注意を払わなければならない。児童の家族やボーイフ

レンドとの定期的な面会を許可するのもそのためである。

　直接処遇職員の他に，ソーシャル・ワーカー，心理の専門家，精神科医が関わってお

り，綿密な処遇計画のもと，年間60名の児童を収容，ケアを行なうということである。

（所感）

　ホームに収容されている児童たちは意外に明るく，我々の訪問に対しては，“一般の十

代の女の子たち”となんら変わることのない振舞で歓迎してくれた。

　2組のうち1組は離婚という形で結婚生活にビリtドを打ち，離婚する人のうち2人に

1人が再婚するというアメリカの社会情勢を知れば若くして未婚の母になることをそれほ

ど恥だとは思っていないかも知れない。十代の妊娠の増加は近年急で，大きな社会問題の

ひとつであるという。このようなホームをもっと増やさなければならない現状を知り，ア

メリカが抱える深刻な問題を見たような気がした。
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Mothers　and　Babies　Residence（LWS）

（一母子居住ホームー）

所在地：6East　g3rd　Street

New　York，　New　York，

10128

　このホームは，LWS本部から徒歩数分のところにあり，日本で言う母子寮である。未婚

の十代の母親とその子どもとを一緒に収容して，将来的には母子共々健全な社会生活が送

れるよう指導・教育する場である。

　母親が実子の養育を行なうことを大前提とし，そのために母親に対してはきめ細かな指

導・教育を施している。育児教育や職業訓練をホーム内で実施しているほか，地域の学校

に通学することによって一般教育が中断されることを防いでいる。

　定員は母子10組。年間約30組の母子に対してケアを行なっており，母親の年齢は16歳

から18歳までで，彼女たちの子どもの年齢は0歳から2歳くらいまでとのことであった。

平均在所期間は2年くらいで，その間に母子が実社会において自立できるまでに指導・教

育していこうというものである。

　ホーム長，ソーシャル・ワーカー，ケア・ワーカーをはじめ，その他十数名の直接指導

職員が母子の日常におけるケアに当たっている。同時に，このようにケアを受けなければ

通常の生活を送っていくことが出来ない人たちをこれ以上増さないよう，地域に働きかけ

て，その防止運動を展開する事も大きな目標に掲げ，活動を続けているとのことであった。

　この種のケアの方法は，N．Y．市においてもここを含めて4つの法人しか実施していない

ばかりか，全米においても非常に新しいケア形態であり，今後そのニーズは急激に増加す

るであろうとのことであった。

（所感）

　我々が訪問したのは，午後3時頃であったため，母親たちは地域の学校に通っており．

彼女たちの予どもが直接指導職員を相手に遊んでいる最中であった。子どもたちは自分の

置かれている環境を知ってか知らずか，無邪気に我々訪問団にまとわりついてくる。その

屈託のない笑顔や寝顔を見れば彼らもすくすくと成長しているのだなあと感じられた。し

かし反面，庭のないコンクリートに囲まれたホーム内のだだ広い広間で遊戯に興じる子ど

もたちを見ていると，彼らが将来どのような生活を送っていくのかと不安を感じた。

一 72一



LEC丁URE　ON　MUSIC　THERAPY　BY　DR，　HELEN　M．　GROB

（音楽療法についての講義）於：テレンス・カージナルク・ソク保健医療センター

所在地：12495th　Avenue

New　York，　New　York，

10029

　ここでは，ヘレン・M・グロブ博士：から受けた音楽療法についての講義内容を説明する

とともに，その意図するところを我々の養育と結び付けて考えてみたいと思う。

　先ず，音楽療法が考えだされてきた背景であるが，第一tc，1965年頃社会経済的に貧困

な家庭に多い問題として，生活体験を十分に経ないで学齢期に達し，その結果として，自

己認識，社会性，情緒的な面で十分な発達が見られないということがあった。

　それに対してどういうことが必要か。さらに，また他にどういう点が欠落しているのか

ということが研究されてきた。

　おもに発達心理学の研究によるものであるが，1歳から3歳までの発達が非常に重要で

あり，子どもたちへの刺激をできるだけ早期に与える必要があることがわかってきた。特

に，母子共に十分な親子関係ができないまま不十分に発達するとますます問題が大きくな

る．乳児期に情緒的な発達を促せない母親は応々にして自分自身がやはり情緒的に発達し

ていない場合が多い。その結果として，乳児に大きく影響してくる。すなわち，不十分な

発達しかしていない母親には不十分な発達しかできない子どもが生まれてくるとL・うわけ

である。そのため母子関係を，治療教育的な意味でt相互関係を促していくことが必要で

あることがわかった。

　第二に，知的，社会的にもかなりのレベルにある家庭の問題である。そこには，2つの

問題があり，一つには，近年女性の自覚が高まり，外に出るケース，つまり，外に働きに

出るケースが多くなってきたことである。そのことによって家庭を顧みる時間が限定され

るようになったことである。．二つには，経済的な問題から夫だけの収入だけでは，4三計が

立てられなくなった事実である。これら二つの理由から，子どもを保育所に預けなければ

ならない状況となり，別の問題が発生するようになった。勿論．保育所で生活することに

よって社会性は身に付くものの，母子の相互作用が不十分になり，それをどこかで補う必

要性が生じたのである（このような社会情勢に逸早く目を付けた企業が，子育ての場所や
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親子の相互作用をスムーズに行なわせる場所を提供し，それらを商売として成り立たせて

おり，別の意味で社会問題となっている）。

　このように，二つのグループ，つまり，貧困で経済的に十分に子育てが受けられなかっ

たグループと，経済的には豊かであってもいとも簡単にコマーシャリズムに乗ってしまう

グループは，共に出てきた背景は異なるものの，結果としては，親子の相互作用が不十分

になってしまうということである。そこで，実子の相互関係をもっと強調していくために

言語を伴った治療法というものが開発されたのである。この治療法は，1965年頃，コロン

ビア大学精神医学研究所で考案されたもので，最初は伝達障害を持つ子どもに対して何ら

かの治療法が必要なのではないかということで考えだされたものである。

　次に，音楽を使った治療法についてであるが，スライドを使った説明であったので，十

分に伝えきらない部分があると思うが，説明することにする。

　この治療法は、音楽を用いることによって他とスムーズに相互関係を形成する方法であ

り，1対1でもグループでも施すことができる。また，この方法は上述したような子育て

を十分に行なうことができない母親に対しても施すことが可能である。どのようなアプ

ローチをするかというと，まず，セラピストが母親に方法を教え、その後，母親が子ども

に対して直接その方法を取り入れるやり方である。従ってセラピストは子どもに対して間

接的に指導することになる。1対1で行なうときは言葉を同時に使うと効果が上がる。リ

ズムのある動き，寸劇，ジェスチャ，器具，道具の使用については音楽のセンスがなくて

も可能である。セラピストー母親一子ども，これら三者で種々の感覚を十分に使うことが

必要である（触覚．知覚，聴覚，視覚等）。更に，何かを達成したときに満足感があること

が重要である。些細なことでも達成感があれば，融通のきく展開ができるようになる。セ

ラピストは子どもの行動を統制したり，一緒に行動を起こしたりする（例えば，多動性の

ある子どもと一緒に動いたり，その行動を抑制したりする）。これらをフレキシブルに行

なうことが必要である。セラピストは，音楽の面での技術，心理療法，人間発達について

の知識が要求される。治療の中で、レコードからの音楽は使用しない。というのは，レ

コードは聴覚に訴える手段にすぎず，他の感覚を呼び起こすことができないからである。

様々な感覚を導入することができ，あらゆる形態の刺激を与えることが大切である。刺激

を与える過程で，すなわち，治療の最中でも同時に診断も行なう。

　利用する音楽の要素にはパルス，リズム，ピッチ，ダイナミックス，テンポ，メロ

ディー，ハーモ＝一，リリックスの8つがある。その中で，パルスとリズムは心の安定を

与えるために，他はコミュニケーションを保障するための注意を引くために使われる。こ

れら音楽を形成する要素を組合わせて治療を行なっていくのである。

　音を出すことによって，子どもたちがどのような反応を示すのかということがあるが，
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先ず，自分の声を出し，リズムをつくることを覚えていくようになる。また，シンプルな

メロディーを繰り返し使うことによって，次に何が起きるかということを予測できるよう

になる．（例えば，ある音がしたら父親が帰ってくる，というようなこと）。このことによっ

て動作を容易にすることができる。

　音楽を使うことによって多面的な刺激を与えることができる。また，何かを教えようと

しても全く興味を示さない場合，メロディーを使うことによって容易に次の動作を起こす

ようになったり，子どもがフラストレーションを起こしたときに，メロディーを入れると

態度が柔らいでいくこともある。外界のものを認識していくときに，メロディーを入れる

ことによって，それを容易にすることもできる（例えば，開けるという行為を認識すると

きに，開けるという動作と言葉に合わせて音楽を入れる）。

　グループで行なう場合の一例として，複数の母子と治療者が円陣を造って座り家庭的雰

囲気の中で治療が行なわれている様子をスライドによって説明された。円陣を造って座る

ことには次のような利点がある。1．丸くなることによってアイコンタクトが容易にな

り，他人が取る動作を容易に認めることができると同時に自分の行動を他の人に認めても

らうことができ，相互作用が期待できる。2．座ることによって子どもの動きをスムーズ

にし威圧感を与えないようにできる。3．円陣を組んで動作を起こす中で社会性（例え

ば，順番を待つこと）を身につけたり，予測するということを学ぶ。4．グループで訓練

を行なうことによって，今まで孤立しがちであった母親が友人をつくることができ，母親

自身が社会性を身に付け成長できる。5．グループでの訓練に積極的に参加することによ

り，生活のリズムを取り戻すことができるようになる。

　このように，治療的働きかけによって，家族の自立を図っていくことになる。そして，

子どもたちは治療に初めて参加してから，4カ月から7ヵ月すれば確実に変化が見られる

ようになる。

　以上がプロブ博士の講義の内容であるが，私が持った感想は，治療過程の中で子どもと

母親の動きに鋭い視線を向け，全ての動きを治療に利用していこうとする姿勢，更に，問

題を持つ子どもと母親に対して考えうる対応をできるだけ関与するスタッフ全員の連携の

もとで行なおうとする積極性，を見せられたような気がした。

　ともすると見落しがちな子どもの動きを感じ取る大人の感性，姿勢というものを常に

養っていくよう努力したいものである。その為の専門家へのトレーニングが日々行なわれ

ていることが印象的であった。
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NEW　YORK　FOUNDUNG　HOSPITAL

一捨て子養育院一

竺．，，】些・・些】竺さ

所在地　1175Third　Avenue

New　York，　New　York，

10021

はじめに

　ニューヨーク・ファンドリング・ホスピタルは，＝ユーヨーク市内ダウンタウン近くの

住宅街に位置し，大きなピルの中に種々の活動を行なう施設や事務局を置いている。その

サービス活動の内容やケアを行なっている対象児童の数から，全米でも最大規模を誇る総

合活動機関である。

　活動を開始して以来，100年以上の歴史がある。時代の変化に伴い，児童及びその家族の

ニーズは変わっているけれども，一貫して“子どもの成長には彼らを見守る家族の働きか

けが重要な要素となる゜なる哲学を持ち続けている。全ての児童に対して，いつの場合で

も家族の中の一員としてその存在が重要視されることを最大の目標に掲げている。

　ニェーヨーク・ファンドリソグ・ホスピタルは．可能な限り早期に子どもたちが実の家

族または代替の家族へ引き取られることを使命として，Cl）なるべく実の家族から引き離

さないでケアを行なう，②　やむをえず家族から引き離さなければならない場合，できる

限り短期にフォスター・ケアを行ない，家庭復帰させる，③　実の家庭が彼らにとって安

全であるという保障がなければ，養子縁組措置を行なう。

　設立当初は，年少児童を対象にした養護施設であったが，1980年代に入り虐待や離婚等

の急激な増加に伴い，養護ニーズも変化してきたので，36種類もの活動プログラムを実施

し，年間約7千名の児童にケアを提供し続けている。
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主なサービスの内容

1．重複の身体及び精神障害を持つ児童のための居住施設

　現在，重複の身体及び精神障害を持つ乳児期から12歳位までの60名の児童に対して特

別治療プログラムを提供している。この特別治療プログラムの主な3機能は次のとおりで

ある。（1）知能，身体及び情緒に障害を持つ年少児童に対して．自覚を持たせ，早期診断

を行なう。②　各分野の専門家と直接処遇職員との連携のもと個別に治療プログラムを実

施する。③　家庭復帰を第一目標に掲げ，長期の措置はできる限り回避する。

　専門の治療には，小児科医，精神科医，心理治療医師，ソーシャル・ワーカー，訓練指

導員，整体治療医師，言語療法士、看護婦，特殊教育教師等が当たり，日常の生活には，

慢性の障害を持つ児童6名に対して直接処遇職員が3名関わっている。

　治療ケアには、各児童に対してできる限りの環境的刺激を与えながら，各児童の行動及

び能力を充分把握した上で，言語，音楽，作業の各療法を駆使し，機能回復と社会性を身

に付けさせることに重点を置いている。

　施設内には，教育庁から認可を受けている特殊学級が設けられており，教師たちによっ

て，障害を持つ児童個々が社会生活において適応できる能力と自立できる能力を獲得でき

るよう，教育・指導が行なわれている。

　経費については，5歳以上の児童に対しては州から，5歳未満の児童に対しては州と市

の負担が2分の1つつである。

2．養子縁組のためのサービス

　実親のもとへの復帰が不可能な児童に対しては，短期のフォスター・ケアの後，永久の

措置として養子縁組措置が実施される。対象児童の年齢は様々で，大半が黒人又は南米系

である。

　各メディアを利用したりJ地域，関係協会及び各団体等に積極的に働きかけて，養い親

を開拓する。綿密な広報活動のお陰で，市街地のアパートに住む人，郊外に住む人，大き

な一戸建て住宅に住む人等，あらゆる方面からの受け入れ先としての希望があり，中には

独身の人からの申込もある。

　養子縁組の活動に関わるワーカーは，そこが児童の最終的な居住先となるよう，細心の

注意を払いかがら活動しなければならない。受け入れ先の調査，養子縁組が成立するまで

の書類上の手続等を行なう一方J充分に適応できるよう児童及び受け入れ先家族に対する

カウンセリングや助言を与える等，その活動範囲は多岐にわたる。

3．N子のための居住施設

　十代の未婚の母とその子どもを同時に収容し，18ヵ月間のサービスを提供している。現
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在，16歳から18歳までの20名の児童が実子と共に生活しており，母子が実社会で自立し

た生活を送れるよう将来の生活設計を立てさせている。

　このプログラムの主な目的はt母親に対して大人としての自覚を持たせ，親として必要

不可欠の，生活を送っていく上で必要な，技術・考え方を教育することである。この目的

を達成させるために彼女たちは，子育て，家計のやりくり，食事のメ＝ユー作り，食事の

準備，買い物等，全てに責任を持って行なわせるようにしている。また，一般教育や職業

訓練も受けさせている。一方，子どもたちに対しては，施設内に保育所を設けて，集団生

活を体験させると共に情操教育の場を提供している。

　18ヵ月の在所期間中は必要に応じて，専門職員によってカウンセリングを行なってお

り，将来，母子共に健全な社会生活が送れるよう指導する。母親への指導の効果が見られ

ない場合には，子どもに対して一時的にフォスター・ケア措置を実施することもあり，ま

た，退所後6ヵ月間のアフター・ケア期間を設け，対応には細心の注意を払っている。

4．緊急保護施設

　これは，家庭内で緊急危機の状態にある年少児童を収容する10名定員の施設である。照

会を通じて，飛込みで，または，ホットラインを通じて入所してくる。入所してくる児童

のニーズに直接指導職員が応える一方，その家族に対しても福祉指導が行なわれる。職員

が対応しなければならない家族は，貧困に窮していたり，粗悪な環境下で生活しており，

それが児童に影響を及ぼしたものである。そこでt児童を措置している問に，保育所，物

質，カウンセリング等の地域サービスが受けられるよう取り計らう，この活動によって児

童が家庭復帰したときに虐待や放置を防ぐことができる。

　また，ホットラインを設けて正日24時間体制で緊急事態に備えている。保育所の紹介を

したり，必要とするサービスが受けられる地域のサービス機関に照会したり，カウンセリ

ング・サービスを行なっている。開設してIOヵ月も経たないうちに，1651件の問合せを受

けるなどニーズは大きい。

　さらに，アフター・ケア活動にも重点を置いており，児童の退所から30日後，3ヵ月

後，6ヵ月後と3回に渡って児童とその家族を訪問し，適切な地域サービスが利用されて

いるかを確認する。

5．親への教育サービス

　このプログラムは，親としての機能を果たすことができないために子どもを満足に養育

できない人たちに対してのものである。ニューヨーク市一帯に存在する資源を活用させる

と同時に，実親とフォスター・ケアを行なっている里親の両方に，より充実したケアを行

なうよう指導している。実親に対しては，気軽に立ち寄れる場所を設置して相談が受けら

れたり，学習会に出席できるよう配慮がなされている。また，里親に対しては，州社会福
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祉局からの予算を受けて，訪問サービスを行なっている、

（所感）

　多様化する児童の＝一ズに応えるべく考えうる数々のサービス（紙面ではその内の主な

活動について紹介したに過ぎない）を提供しており，建物の大きさと共に職員の数や対応

する児童の数を聞いて，驚かされた。児竜によってそのニーズは異なるわけで，各分野で

のそれぞれの中身の濃いプログラムが実施されている点には感心させられた。

（マンハッタンの街なみ）
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WESTCHESTER　COUNTY　DEPARTMENT　OF　SOC｜AL　SERVICES

一 ウェストチェスター郡社会福祉局一

所在地　112East　Post　Road

4th　Fioor

White　Plains，　New　York，

10601

はじめに

　私たちは夕闇せまる摩天楼をあとにして貸切バスで北へ向かった。喧騒としたマンハッ

タンから約70㎞，高級住宅が建ち並ぶ閑静な町White　Plains　｝：着いた。ここはW郡の中心

地でありニューヨーク市のベッドタウンでもある。

　W郡は西にハドソン河，東はコネチカット州に隣接し，面積は1165km°で，人11は86万

7千人（1980年調べ）である。そのうち白人が84．2％であるが黒人や南米系の人「｜が増加

傾向にある。また，年齢別では65歳以上，20歳から35歳までの人口は増加傾向にある

が，f代の人口は減少傾向にある。更に，片親家庭であるが，1970年から10年間で40％

増加し，片親の80％以上が女性である。

　失業率は，ニューヨーク州全体では，7，1％であるが，W郡は4．3％である。1985年2

月現在，公的援助したのは5万ケース近くあり，うち3万人余の児童が何らかの援助を受

けている。

　以llがウェストチェスター郡の概要であるが，我々は局を訪問して，膨人な資料と懇切

1’ 寧な説明の大歓迎を受けた。以下，かいつまんで内容を説明する．

1．　児童福祉の概要について

　1975年まではWhite　Plainsでのサービスが中心であったが，1979年児童福祉法改111が背

景にあり，郡全体に渡るようになった。この法の基本的な重要事項は児童の保護と予防に
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1

あり，ケアが開始された場合は，できるだけ早期に家庭復帰させるか，それが不可能な場

合代替措置を講ずるということであり，これに沿ってサービスを行なわなければ公的援助

が削減されることになる。現在，白人へよりも有色人種へのケアが又，グループ・ケアよ

りもフォスター・ケアの方が多く，措置は全て裁判所の裁定に基づく。

2．児童保護サービスについて

　ニューヨーク社会福祉法では各郡に児童保護サービス部を設置し，虐待・放置児童の保

護を義務付けている。1985年には3千家庭においてt児童虐待・放置の疑いが持たれ調査

の結果，3分の1にその事実が認められた。この法は，虐待・放置の事実が判明した場合

即座に対応することを義務付けている。この法が施行されて以来，大部分の家庭が救われ

ている。しかし，この法が効を奏せず，家庭崩壊に向かう事実があり，その場合あらゆる

可能性が講じられることになる。児童を家庭から離すことは容易ではなく，フォスター・

ケア措置を実施する場合裁判所の裁定が必要である。しかし，事態が緊急を要する場合に

は，二＝一ヨーク州家庭裁判所法に基づき局が独自に査定，判断できることになっている。

できる限り児童から家庭を離さないプログラムを講じることが最重要課題であり，そのた

めこの部所の仕事の大きな柱は，詳細に調査することと家庭を再構築させることである。

親が同意しない場合，公的権力が優先され，他方，同意してサインする場合には必ずしも

裁判所の許可を必要としない。

3．フtスター・ケアにおける医療的見地について

　1985年1年間で措置した児童は，フォスター・ケア・ホーム1，089名，収容施設390

名，グループ・ホーム又はグループ・レジデンス192名，事業所経営のホーム18名の計

L689名であったが，数字は流動的で常時入退所が繰り返されており，概ね1，500からL

600名の児童にケアを行なっている。これらの児童に対して小児医療の立場から次のよう

な役割を果たしている。

（D　フォスター・ケア措置を受ける全児童の医療記録の永久保持

（2）完全整備された治療設備の維持

（3）入退所における身体検査の実施

④　児童の検診・治療及び，里親に対する保健衛生上の指導

（5）他医療機関との連携，活用

（6）虐待，放置等の調査及び証明

⑦　小児科医療の立場からのあらゆる検査の実施

これらはケース・ワーカーや実親，里親，各部所の職員との連携のもとに進められなけれ
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ばならない。

　現在，エイズ感染児童への対応が最大の課題であり，局としては，措置できるホームの

確保や他のサービスについて検討中である。

4．居住サービスの概要について

　居住サービスの大部分はフォスター・ケア措置であるが，重度の身体，精神，情緒面で

の障害を抱え治療訓練等が必要な児童に対しては施設へ収容しケアが施される。それは施

設内で総合的なプログラムが受けられるからである。又，14歳以上で行動に問題がある児

童に対してはグループ・ケアが施される。これらの選定や調整は郡の中央事務局で管理さ

れているが，各収容施設は州が認可する民間事業所が経営しており，局がケアを委託契約

するという形をとっている。契約期間は1年間で，現在，40ヵ所の法人と契約関係にあ

る。

　児童保護サービス部を通してくる児童のうち9割がフォスター・ケアの必要があり，10

歳から18歳までの児童の診断は重要で，一時保護所に最高90日間を限度に収容し，ここ

で総合的診断を行ない家庭復帰を第一に考える。

　二＝一ヨーク州では，児童の定員が7名から12名をグループ・ホーム，12名から25名

をグループ・レジデンス，25名以上をインスチチューションと規定している。イソスチ

チューショソは学校が併設されている。因に，児童にかかる年間費用は，フォスター・ケ

アはインスチチューションの10分の1，グループ・ホームは2分の1である。

5．フォスター・ケアの資源開発について

　主に親からの虐待・放置を受けた年間約900名の児童に対してフォスター・ケアが実施

される。1986年6月現在，977名の児童がフォスター・ケアを受けている。男532名，女

445名，黒人562名，白人249名，南米系83名，混血58名，その他25名である。年齢

は，0歳から5歳までが208名，6歳から13歳までが290名，14歳以上が479名である。

　フォスター・ケアは一時的な措置と考えられており，家庭復帰を第一目標にJケア中に

家庭調整を行なう。しかし，時として裁判所の裁定に基づいて家庭から離される児童もい

る。いつれにしても，ケアの中で子どもを育て成長発達させることが必要となってくる。

児童を愛情ある環境の中で育て，受容し，周囲を理解させ、そして家庭を育んでいくこと

が重要になってくる。

　現在，420件のフォスター・ホームがある。黒人家庭が65％，白人家庭32％，南米系家

庭3％である。通常夫婦の里親であるが，単親の場合は1名の職員を配している。里親の

条件としては，21歳以上，十分な経済状況，適格なケアを与えられる資格を有しておりJ

一 82一



健康で，建物等物的条件を満たし，健全で適切な環境を提供できる者，となっている。ケ

ア中，ワーカーが里親への指導，現任訓練等を行なっているが，詳細については別項にゆ

ずる。

6．養子縁組開拓について

　全ての児童が永久の家庭が得られるよう保護されるべきで，これが州法の第一目的であ

る。14歳以下の児童で家庭復帰の可能性がない場合，養子縁組措置が望ましい。養子縁組

が成立するためには，親自身が親権を放棄するか，裁判所が剥奪する場合がある。最終的

には，裁判所の裁定によって決定されるが，それまでには2年程度の期間を要する。今年

1月から8月までの間に47件の親権喪失があったが，うちi4件が親自ら放棄している。

ここに至るまで，郡の社会局長が法定後見人（親権代行者）となって関与し，養子縁組を

すすめていく。養親はその90％までが里親であるが，養親がすぐに見つからない場合に

は，児童の写真付き書類を全国に配布し養親を募る。今年になって養子縁組措置を行なっ

た児童が30名おり，平均年齢が8歳6ヵ月で，0歳児も2名いた。養親に対しては州が定

める補助金が出るが，これは障害等の問題がある場合で，現在30名のうち27名が補助金

の対象となっている。27名中9名の児童に障害があり，他には何らかの問題があるとい

う。養子縁組の最後決定をする6ヵ月から1年程度の期間を一緒に生活し，その後養親が

親権代行者という形で裁判所にて法的な手続を行なう。その場合，裁判所としても児童の

意見をできるだけ反映させ，特に14歳以上の児童の場合は書面で意思が確認されなければ

ならないとしている。

　おわりに

　以上行政説明を中心にまとめてみたが，ここでの訪問では，行政機関ということもあり

準備に手抜かりはなく，事前にマスコミに知らせ，また事の結果をPRする。マス・メ

ディアを大いに利用し，まさに福祉の関心度を高めようとしている。また，資生堂ミッ

ションの仲介役を買って下さったカニソグハム久子氏の信望も厚く，丁寧にもてなしてく

れ，米国東部（ニューヨーク州）の児童福祉の現状を周到に説明して頂いた。

　分刻みのスケジュールを計画しJ合理的に事が運ぶ感じであった。紙数の制限があり，

不十分な報告しかできないのが残念である。

　しかし，日米の比較をしてもラチはあかないが，特に治療分野の研究は一歩先んじてお

り，一人一人の人間を多くの専門家が「家庭復帰」の名のもと誠意を持って励んでいる。

こうしたところは，やがて日本にも波及してくるだろうし，新しい情報が得られたことに

感謝したい。
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CRDINAL　McCLOSKEY

一緊急一時保護所一

所在地　155North　Highland　Avenue

Ossining，　New　York，

10562

L　沿革

　経営主体はカージナル・マクロースキー・チルドレンズ・ファミリー・サービスで，児

童及びその家族に対してあらゆる援助を行なう法人である。この法人の創設者であるカー

ジナル・マクロースキーは，1882年ニューヨークにおいて，最初のカトリックの大司教

（Cardinal）に任命された人である。ニューヨーク市及び周りの地域の不幸な子どもたち

及びその家族に対して援助を行なうという使命を受け，1946年に設立された。

　設ウニ以来，デイ・ケア・サービスをはじめ，予防サービス、緊急のカウンセリング・

サービス，フォスター・ケア措置，グループ・ホーム及び収容施設措置，養子縁組措置等

の活動を行なってきた。これらの活動を行なっているうち，地域と密着した収容施設を設

置して児童のニーズに応えようという案が出され1980年，今回我々が訪れたグループ・レ

ジデンス（ヘイデン・レジデンス）が設置され，その活動が現在に至っている。

2．施設概要

（1）施設の種別

　親からの虐待・放置を受けたために緊急の対応を要する児童のための，人所期間の最高

を3ヵ月と定めた一時保護施設であるe入所してくる各児童が抱える問題は複雑であり，

しかも短期でその問題を解決する必要があるので，綿密な治療計画のもとでケアが行なわ

れなければならない。

　施設のまわりは緑がいっぱいで絶好の環境であり，また，児竜は粗悪な環境からやって
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くるために，温かで家庭的な雰囲気を与えられるように配慮されている。このような環境

下，児童には直接処遇職員をはじめ，各分野の専門家が関わり，家庭復帰あるいは代替の

措置が講じられるまでt手厚い治療，ケア，教育が行なわれている。

②　対象児童

　予防サービス活動に力を入れるニューヨーク州ウェストチェスター郡児童特別サービス

部と契約関係にあるため，郡の指定区域の児童が対象となっている。親からの虐待や放置

にあっているために緊急の非難場所が必要と思われる児童を入所させており，非行歴の多

い児童は対象外である（このような児童を収容する施設を，法人は別に持っている）。児童

の年齢は，原則として12歳から18歳までであるが，危機状態にある場合は，それ以下の

年齢でも受け入れることがある。

（3）定員

　男女20名で現在11名収容中である。

（4）養育方針

　人所してくる児童全員が劣悪な家庭環境のもとで，生活を余儀なくされてきており，精

神的にも身体的にもかなりのダメージを負っている。大人に対して恐怖心を抱いていたり

信頼できる肉親を失って虚無感にさいなまれていたりと，心は極度の不安定状態に陥って

いることが多い。特に女子の場合は，性的虐待を受けて心の傷はなかなか拭い去ることは

できない。このような不幸な体験を持つ児童に対して，安心して生活できる環境作りを行

ない，安全な場所で生活できることを保障してやる。と同時に，専門的な立場からあらゆ

る治療を施し，精神を［E常な状態にまで戻してやる。

⑤　診断プログラム

　入所してから60日位かけてあらゆる方向からの診断を行なう。診断の結果を十分に検討

しながら，残りの30日間で，将来の行く先を決定していく。家庭復帰させることを第一に

指導していくが，親に養育する能力がないと判断されればフォスター・ケア措置．治療の

継続が必要と判断されれば，グループ・ホーム等の治療施設への措置変更が考えられる。

診断，退所後の措置先については，診断を行なってきた専門家のチームによって検討され

ることになるが，最終的には郡の決定に基づく。実際に行なわれている診断項目は次の通

りである。

　①総合医療の立場からの診断

　②精神医療の立場からの診断

　③臨床医療の立場からの診断

　④心理の立場からの診断

　⑤教育心理の立場からの診断
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　⑥行動観察

　⑦社会心理学的立場からの家庭調査

⑥　一般教育プログラム

　1985年9月に施設内学級“ヘイデン校”として，教育省より正式に認可を受けて一般教

育活動を開始したばかりである。入所によって学校教育が中断されることなく，教育要領

に沿って時間割が決められている。州が認定する教員資格を持った校長以下，4名の教師

が学習指導に当たっている。学年．能力に合わせてクラス編成が行なわれ，1名の教師が

4名の児童を担当する。知能障害や学習遅滞等の問題を持つ児童も多いが，できるだけ一

般のレベルに近付けるよう指導されている。又，将来生活するであろう場所の教育環境を

十分に把握した上で．それに適応できるよう児童個々に学習プログラムを設定する。

｛7）職員構成

・ 施設長

・ 寮長

・ 学校長

・スーパーバイザー

・ ソーシャル・ワーカー

・ 教師

・ チャイルド・ケア・ワーカー（指導員，保母）

・ 看護婦

・ 精神科医（週3日）

・ 心理医師（週2日）

・ その他，調理員，主事

⑧　家庭調整に関するプログラム

1名

1名

1名

1名

2名

4名

12名

2名（正・准1名）

1名

1名

　ソーシャル・ワーカーたちが家庭訪問を通じて，家庭調整に当たる。実の子どもを家庭

から離さなければならなかった原因等を詳細に調査し，又，社会心理学を導入してカウン

セリングを行なう。親たちが再び子どもたちを受け入れられるような環境作りができるよ

う指導する。又，必要に応じて子どもへの面会を奨励し，親子間のきずなを絶やさないよ

うにする。

　インテークの段階で，ソーシャル・ワーカーが関わって児童の治療・指導計画が立てら

れると同時に，親への治療・指導計画も作成される。これらの計画通りに進歩があって家

庭復帰できる可能性があるかどうかを，統一ケース記録（UCR）を利用して査定し，これ

を是認する。
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3，所感

　カージナル・マクロースキーが経営する“ヘイデソ・レジデンス”は緊急一時保護施設

であるというその特性．ヒJ各方面の専門職員を置いて，総合的な診断・治療が行なわれて

いる。児童のケアに関わる職員が，あらゆる方向から検討し，診断できる点は，日本でも

見習いたいというのが実感であった。

　又，施設を案内されている最中，ケアを受けている16歳の女の子が，我々に興味を持っ

たのか，やってきて，“日本とアメリカの一番大きな違いは何ですか。”との質問をあび

せてきた。日本の施設に入っている同年代の女の子を想像したときに，こうまで屈託なく

大勢の来訪者のなかにうちとけていけるのかどうか。このときに異国の地で研修している

ことを改めて知らされたような気がした。反面，彼女の真剣な表情には，逆境にありなが

らも懸命に生きている姿を見ることができ，とても印象深かった。

（児童相談に関するポスター）
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WHITE　PLAINS　CH｜LDREN’SCENTER

一デイ・ケア・センター一

所在地　295Church　Street

White　Plains，　New　York，

10603

沿　革

1965年開設され，就学前の児童保育が行なわれている。

財政事情

　’年間予算　　　　　　　　　　　　　　　　＄200万

　・収入内訳

　　親からの費川徴収　　　　　　　　　　　　　　　　＄　50万

　　連邦政府　　　　　　　　　　　　　　　　＄50万

　　郡社会局　　　　　　　　　　　　　　　　＄20万

　　連邦政府からの食費援助　　　　　　　　　　　　　＄　10万

　　共同募金　　　　　　　　　　　　　　　　　＄10万

　　ニューヨーク市補助金　　　　　　　　　　　　　　＄　8万5千

　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄148万5千

　収人内訳は以1：であるが，年間51万5千ドル不足するので，民間会社，種々の社会事業

団，教会，個人からの基金援助とその開拓や，人員調整などの施設努力によって不足分を

カバーするよう努あているということである。

　「生き残るためには，様々な努力をしなければならない。」と語った理事長の言葉が印象

的であり，又現在の状況を端的に表しているように思えた。
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親の階層

　ホワイト・プレインズ・チルドレンズ・センターには，全ての階層の家庭の児童，様々

な人種の児童が通園しているが，親の階層は概ね次のように大別できる。

i．中の上の収入（費用は，全て個人負担）

2、中の収入（費用は，郡及び共同募金からの援助がある）

3．下の収入（費用は，政府のヘッドスタート基金によって支払われる）

　1人当たりの年間費用は次の通りである。

開園時間

保育料

サマー・キャンプ費

教材費

通園費

　　合　　計

＄7，500

＄1，600

＄　900

＄5，000

＄15，000

1／3

1／3

1／3

　早朝6時30分から夕方6時まで開園されており，子どもたちはこの時間内に8時間を過

ごす。年中無休でいつでも入所できる。

処遇上の特性

　ホワイト・プレインズ・チルドレンズ・センターは，子どもたちの様々なニーズに応え

るべく，種々の活動プログラムを行なっている。活動プログラムは以下のとおりである。

1．初期保育

　このプログラムは，3歳から5歳までの主として学習遅滞のある児童や精神面における

問題行動のある児童を対象にして行なわれ，特別教育所で訓練を受けた2名の教師によっ

て，現在，7名の児童が個別指導を受けている。二＝一ヨーク州社会局からの基金によっ

て運営され，裁判所からの認定を受けると保護者の費用負担は免除される。

2．ペアレント・パートナーシヅプ・プログラム

　このプログラムは，ウェストチェスター郡地域精神局からの基金で，親たちのための学

習会をタ方に開催している。親たちには無料で託児所と夕食が提供され，この学習会を通

じて親たちは自分自身を理解していくばかりでなく，子どもたちへの理解をも深めていく

ようになる。と同時に，各家族が新しい仲間を作ることができる活動として評判が高いよ

うだ。この学習会に，現在までに95名の親たちが参加し，ストレスの管理，親としての義

務を果たす方法などを学んでいる。この学習会は非公式で，2名のソーシャル・ワーカー
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と2名の心理学者（1名は2か国語を話す）によって行なわれている。

3．小規模臨床保育

　このプログラムはホワイト・プレインズ・チルドレソズ・センターが長年に渡って発展

させてきた最も特色のある活動である。最近とみに子育てがまずい母親やうつ状態の母親

が増加しており，このような母親に育てられた子どもの中には精神に異常をきたし家庭生

活や社会生活に適応できないものが多くなってきている。そこでこのプログラムは，

ニューヨーク病院小児・思春期科の職員の協力によりこのような傾向にある母親と子ども

が協力することを目的とした「親と子どもが協力して活動する会」を施設内に設置してい

る。会員は週1回，2名のソーシャル・ワーカーから親子共々に対する指導を受ける。ホ

ワイト・プレイソズ・チルドレンズ・センターの職員は，再び子どもたちが家庭生活や社

会生活に適応できるよう，親たちが正常な養育をしようとする努力に対して，助言を与え

ている。

4．デイ・ケア・プログラム

　現在345名の児童が，1クラス25名保育されている。1人の職員が担当する児童の数は

次の通りである。

年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教師：児童

よちよち歩き児童（18ヵ月～2歳）　　　　　　　　　　　　1：4

幼児（2歳～3歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：6

保育児（3歳以上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：8

　1クラスを，主任1名と2名の助手が担当し，2名の正看護婦も常時正規職員として待

機している。

　創立以来，生eq　6ヵ月以ヒの乳児に対しても保育を行なってきたが，1985年9月以降財

政的な問題から，ILむをえず中止している。

保育方針

　保育はモンテソーリの教育方式を取り入れ，子どもたちは「何かを自分ですることに

よって学ぶ」という環境の中で初期体験することが必要である，という方針に基づき保育

されている。

　子どもたちにとっては毎日が冒険の日々であり、興味がわけば，自分のやりたい遊びを

自由に選択することができ，絵画，工作，数字遊びJ積木，パズル，等々が，カラー・タ

ブレットなどのモンテソーリ教材を利用して行なわれていた。これらの学習や遊びを通じ

て児童は自分自身のペースで学習していける機会や，仲間と共に生活し成長していく機

会，それを見守ってくれる大人たちに対する信頼感を学ぶ機会等を得て，早期児童教育の
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効果を高めている。

　その他にアメリカに移住してきた子ども，両親の仕事の関係で現在アメリカに滞在して

いる子どもなど，英語を話せない子どもたちのためのクラスも開設されており，見学させ

て頂いたのは20名程度の3歳児のクラスであったが，フランス語，スペイン語，イタリア

語などが入り交じり，身振り手振りで意思を伝え，コミ＝ニケーションをはかるなど大変

活気があり，こちらも負けずに身振り手振りで話しかけ，楽しい一時を過ごさせて頂いた。

　このクラスもやはりデイ・ケアのクラスと同様に，1名の主任（2力国語を話す）と2

名の助手が担当しており，このクラスの主たる目的は，英語を通じてアメリカの文化様式

や行動様式を判り易く教え，子どもたちの思考や会話を育成し，アメリカで心地良い生活

が送れるよう指導することである。

所見

　ホワイト・プレインズ・チルドレンズ・センターは，ウェストチェスター郡の閑静な住

宅外の街はずれにあり，もとは学校であった建物を利用しているので，バイク・ルーム

（自転車やおもちゃの自動車を自由に乗り回せる部屋），ジム（体育館），図書室，積木

ルームなどの部屋があり，広い運動場や，リスが走り回る庭など，子どもが育っていくに

は申し分のない環境だった。

　大人が子どもたちの動きを支配するのではなく，この広大な敷地の中で自由に育てるこ

とをモットーとした幼児教育によって，ひとりひとりの子どもが健全な成長を遂げている

様子が我々を喜ばせたものである。
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〈LECTURE　ON　MOTESSORI　EDUCATION　BY　MS．　CAROLE　M．　KORNGOLD＞

一モンテソーリ教育についての講義一

　ここでは，WPCCにおける教育，特に，モンテソーリ教育についての講義について，そ

の理念を中心に紹介，説明したいと思う。

　コーンゴールド氏は，WPCCの教育担当責任者で，様々な形で職員の訓練，養成に関

わっている。

WPCCの職員は低い給料に甘んじておりそうした中で，できるだけ状況を良くして，中

身の濃いものにすべく努力している。多くの職員が，わずかばかりの経験しか持たない

で，高校を卒業してすぐに現場で働いている人が多い。このように現場での経験が不足し

ていたり．理論面での知識が少ない職員には，もっと勉強してもらう必要がある。そこ

で，経験の浅い職員に対して教育を担当するのがコーンゴールド氏である。

　さて，モンテソーリ教育についてであるが，この教育の方法には次の4つの要素がある。

1．自分自身で教材を選び，それらを使って学習する。

2．まわりの大人，教師，指導員が子どもに直接関わる。

3，教材を自分にあった方法で使用し，そこから自分自身で学習する。

4．小グループ内で行なわれる。

　この教育を受ける児童は，0歳から3歳まで，3歳から6歳まで，6歳から9歳まで，

9歳から12歳までの，4グループに別けられる。各グループが，特色のある学習や訓練

を，資格を持った指導員から受ける。

　環境については，子どもと教師が同等の立場で学習できるよう十分に注意が払われる。

教える側と学ぶ側の間にある垣根を取り払って，はじめて望ましい相互関係が生まれるの

である。

　更に，日常行なわれている行為をそのまま取り入れて，これを教育の一環としている。

例えば，昼食の準備をする場所を設定しミルクを自分でコップに注ぐ。自分でテーブル

マットを置く。食器をセットする。また，外で食事をする。食事の後片付けを自分でやら

せる。花を飾る。このように日常生活の中で何気無く行なっている行為を自発的にできる

ように促し，それを完全に自分のものとして取り入れられるよう指導している。また，こ

のような方法を取り入れることによって，自分自身をコントロールできない児童に対して

は治療教育的な意味を持たせて対応することもできる。

　プログラムの中味はより具体的なものであるため，小さい子どもにとっても取り人れる

ことが簡単で，理解しやすい。例えば，豆を使って数の数え方を覚えたり，箸を使って一’

つの器の中の物を他の器へ移す等，必ずしも学習を早く覚えさせていこうとするものでは

ない。
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　また，モンテソーリ教育は，事柄をきちんと把握するということを目的としている。上

記の通り自分自身が教材を選択し，それらを利用して必要と判断したことをやっていく。

更に，周りの子どもたちと一緒に学習することによって，お互：いに刺激を与えながら，責

任ある行動を取りながら新しい人間関係を形成することができる。

　以上がモンテソーリ教育についての理念であるが，実際に教育を行なっている現場を見

学させて頂いて感じたことは，コーンゴールド氏の説明にもあったように，アメリカ文化

の影響か子ども個々のニーズに合わせて教育し，指導していくことが一般的でそれがあま

りにも強調されすぎているという，点であった。我々からすると，個を強調しすぎて好き

勝手に物事をやらせ，集団で何かを創造していくという点に欠けているという印象を受け

ざるをえなかった。他方，職員の資質の向上という点において，現任訓練に力を人れて職

員個々に，より現場での責任を持たせているという努力に対しては感心させられた。

注）

　モンテソーリ教育とは，イタリアのモンテソーリ女史が1909年，ローマのスラム街にで

きた子どもの家で行なった教育法で，その後，幼児のための教育法として発展した。特

に，子どもの自主的活動を尊重すること。教材は感覚教材を中心とし，環境を整備しなが

ら，子どもが好きな時に遊びながら発達していくように配慮されたものを使用する。そし

て，このような教材の使用により，諸感覚を統合的に教育し，知的教育まで進むことがで

きる，という考えに基づいている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（保育風景）
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COUNTY　OF　LOS　ANGELES　DEPARTMENT　OF　CHILDREN’S　SERVICES

一 ロサンゼルス郡児童福祉局一

所在地：｜1256th　Street

Los　Angeles，　California，

90017

沿　革

　ロサンゼルス郡児童福祉局養子縁組部門が1949年6∫］に設置され，人種的背景，大家

族，心身障害，情緒障害等の問題から，養子縁組措置が必要にもかかわらずそれが照難で

ある子どもたちに対して，養親開拓を進めてきた。以来，1985年6月までに，3万4千人

の子どもたちに対して養子縁組を成立させている。

　1960年代初期の乳幼児の人口の急増に伴い，局は養子縁組先の開拓に努め，1969年には

黒人社会を中心とする養子縁組サービスのために，カンプトン地区に事務所を開設する。

夫婦に限らず独身者でも養い親になれることを可能にし，これは当時としては画期的なこ

とであった。因に，1985年6月末までに1060名の児童が独身者によって引き取られてい

る。

　1979年，局は，それまで養子縁組措置の対象外とされていた，親に養育を拒否された発

達障害のある児童に対して，ロサンゼルス郡の地域センターとの協力のもと，活動を開始

した。1985年現在，259名の発達障害児が永続的に養子縁組措置されている。

　この部門での活動は．国内でも，規模，内容ともに有数の専門的なプログラムとして高

い評価を受けている。

概　要

　児童福祉局は，特に児童に対するサービスを行なう独立した活動部門として，従来の養

子縁組部門と社会福祉局・児童福祉サービス部門の機能を併合，強化したものである。局
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の目的は，児童虐待，放置，その他の理由によりサービス・ニーズがある児童及びその家

族に対して社会福祉サービスを提供することである。この目的を達成するたあには，次の

ような活動を行なっている：

1、虐待，放置等の被害を受けた児童，又はその危険性のある児童のために，安全な家庭

環境を築きそれを保持する。又，その過程で親又はその代替者への援助を行ない，危険の

防止にあたる。

2．児童の家庭内での安全が保障されない場合は，児童及びケアに当たる者に対して家庭

外での短期サービスを行なう。

3．実子に対して親が，家庭を安全な場所として維持できない，又は，その意思がない場

合には，児童が永久に住むことができる場所を発掘・確保しなければならない。そこで，

児童には，養子先及び長期のフォスター・ケア・サービスを提供してくれる先を，そして

彼らのケアを行なっている人に対しては，親権獲得のためのサービスを提供する。

4，追跡調査，必要であれば資格の認定を行ない，養親，デイ・ケアを行なう職員，グ

ループ・ホームの職員，及び里親に対して援助を行なう。これらの活動によって，地域内

で長期の児童へのサービスを行なうことができる人材を維持し，更に拡大することができ

る。

5．公立であれ民間であれ他の児童福祉に携わる人たちとの関係付けと調整を行なう。こ

の活動によって，地域全体が子どもたちに対する有効なサービスのネット・ワークを広げ

維持する際の援助を行なうことができる。

行政説明　フランクリン・ヤン氏

　　　　　　　　　　　　　　一児童福祉活動の実際一

10年前の法改正により，「誰でも児童が虐待されているのを発見したら，当局に報告しな

ければならない。」という義務が課せられた。これを怠ったら，千ドル以下又は6ヵ月以下

の実刑判決を受ける。学校の教師，病院の医師，警察，福祉関係者，隣人等が虐待の事実

を知れば，報告義務がある。報告者に対しては，当事者の名誉棄損等の訴訟から逃れるこ

とができるよう法律によって保護されている。

　申告を受けると局の職員（CSW）は，それがどの程度のものか査定し処理するが．緊急

を要する場合には職員が2時間以内に現場に派遣され実情を調査する。緊急を要さないと

判断すれば3日以内あるいex　IO日以内にと分類して対応する。

　事態が一時的なものや軽いものと判断すればその場で指導を終結するか，又は．1，

2ヵ月間，局の監督下に置いてCSWのカウンセリング・サービスを行なう。もし児童の

事態が深刻な場合は，直ちに親から離して，親類があれば親類宅へ，なければ緊急一時保
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護センターへ送り込む。

　一旦，児童を収容したならば，法的手続を取らなければならない。そのために，CSW

は48時間以内に少年裁判所に嘆願書を提出し，その後少年裁判所は72時間以内に拘留に

対する聴聞を行なう。ワーカーの判断が誤りであるならば，直ちに家庭に戻すよう裁判所

からの命令が下る。判断が正しいと判定されれば，一時保護センターや児童収容施設にお

いて，局が監督するよう命令が下る。その後2，3週間以内に調停聴聞が行なわれる。両

親と．児童の弁護士が話し合い，その調停で同意が得られなければ，3ヵ月かかって法的

手続を取り最後に処分聴聞が行なわれる。その結果，実親のもとへ戻す，継続して児童収

容施設で措置する，あるいは，裁判所の管轄下に置かなくても局に依頼して6ヵ月間だけ

保護する，のいつれかの対応をするよう命令が下る。6ヵ月間の保護の状況は，ワーカー

によって裁判所へ詳細に報告される。

　その後，親の養育態度が改められ，再度児童虐待を繰り返す恐れがないと認められた場

合には，ワーカーがその旨裁判所に報告し，この事件の終結を申請する。このような努力

が，もし1年間継続されても親子関係が改善されず，なお虐待の恐れがあれぽ，ワーカー

の判断によって，永久措置に対する聴聞を申請し，今後の処遇を尋ねる。そこで，裁判所

によって，下記の3種類の方法が取られる。

1．養子縁組措置を命令し，養親を捜すよう局へ依頼する（10歳以下の児童の場合）。

2．10歳以上の児童で，心理状態及び家庭の事情によって，後見人を設定する（親類又

は．他の代替の親を法的に）。

3．養子縁組も後見人の設定も適切でないと判定されたなら，長期の収容施設措置の命令

を下す。そうして，18歳まで局の保護下に置かれ，監督が継続される（施設措置中，ワー

カーが家庭調整，カゥソセリング等を実施する）。

　ワーカーから局に対する児童についての報告は，年間7500件から8500件ある。そのう

ちの85％が深刻ではなく，1ヵ月の短期ケアで終了するが，残りの15％は深刻で．ケア

は長期にわたる。

　ロサンゼルス郡内には，郡から認定された一時保護機能を持つフォスター・ホームが約

4000あり，利用頻度の高い収容施設は130ある。現在ケアを受ける児童の数は，毎日変動

はあるが，フォスター・ホームに7000名，収容施設に1500名，親類に委託されているも

の8000名，家庭内でケアを受けている児童も合せると，5万名余にも上る。

　　　　　　　　　　　　一児童福祉ワーカー（CWS）一

　ロサンゼルス郡児童福祉局に所属する児童福祉ワーカーの数は3000名で，彼らが中心と

なって児童福祉に携わっている。その職務は重要で，児童虐待・放置等の報告を受けてか

らこの事件が終結するまでを担当する。児童とその家族との関係を改善するための調査
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や，児童の生活環境を矯正する等のサービスを行なっており，このサービスは，独自で行

なうか又は，少年裁判所からの指導のもとで行なう。その他次のような職務がある：

1．危機状態にある児童を，必要であれぽ，保護できるよう少年裁判所に申し立てを行な

う。

2．一時保護施設や収容施設にいる児童の状況を把握するために，月に1，2度訪問，正

しい養育がなされているか調査・監督する。

3．裁判所に対して，児童及びその家族のための適切な方針及び，治療に関する報告書と

推薦書を提出する。

4．ケースの進展状況，指導の継続が必要なのかどうか，家庭復帰が望ましいのかどうか

等を，定期的に裁判所に報告する。

5．一時保護施設や収容施設の予算措置を行なう。

　　　　　　　　　　　　　一郡児童福祉局養子縁組部門一

　アメリカ合衆国条例と民法第96条272項（1980年の養子縁組保護法及び児童福祉法）

が，カリフォルニア州法に組み入れられて成立した州条例SBI4号及びAB2695号の通過に

伴い，少年裁判所によって照会される児童の数が激増する。現在では．養子縁組措置を受

ける児童の81％がこの過程で照会されてサービスを受けにやってくる。身体的虐待を受け

た児童が，養子縁組部門に運び込まれたら，その日のうちに，頭部のレントゲン撮影が行

なわれ，小児科医による全身の医療検査が行なわれる。虐待を受けた形跡があったら，

ワーカーは即座に児童の司法権を有する地域の警察関係機関に報告する。書類化された事

件は，児童の育成記録に記し，これを永久に保存する．

郡地域事務所について

　ロサンゼルス郡児童福祉局は，郡内を6つの福祉区に分割し，1福祉区に3～5ヵ所の

地域事務所を設置しており，郡内には合計21ヵ所ある。見学させて頂いたのはロサンゼル

ス国際空港の近くにある第六福祉区内の西南地域事務所であった。この建物は郡の出先機

関として，社会福祉局と児童福祉局の合同庁舎となっている。

　主な業務は，80名のワーカー（CSW）が関わって，通報のあった児童虐待についての調

査，里親への指導，フォスター・ホーム開設に際しての申請の受理，保護した児童が長期

ケアを必要とするかどうかの判断，等である。因に，ワーカーの男女比率は，男性1に対

して，女性9である。

　職務は2部門に大別され，フォスター・ホームやグループ・ホームに対して助言・指導

を行ない，問題解決のための調査を担当する部門と，民間施設に対して児童育成の現状調

査・監督・指導を担当する部門とがある。1人のワーカーが約60前後のケースを担当して
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おり，目が回るほどの忙しさであるとのこと。

　第六福祉区内にあるフォスター・ホームの数は，300～400と定かではないが，他の地域

事務所との連携を密にし，ホームの空き状況について情報交換したり，養子縁組措置につ

いても連絡・調整を行なっている。

　児童のケアには，通常フォスター・ホームが利用されるが，情緒，身体，行動面におい

て問題がある児童に対しては，看護婦、精神科医，他の専門職員がいて治療機能をもった

グループ・ホームやスモール・ファミリー・グループ・ホームへの措置が適切で，これら

の資源開拓にも努めている。現在，郡の管轄下にある116のグループ・ホームで3951名t

各地のスモール・ファミリー・グループ・ホームで183名の児童に治療ケアを行なってい

る。
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CHILDREN’S　BAPTIST　HOME　OF　SOUTHERN　CALIFORNIA

一短期居住治療施設一

所在地　7715South　Victeria　Avenue

tnglewood，　California，

90305

沿　革

1932設、ンニ

施設の特性

・ 定員　　　　　　　　75名

・ 児竜の受け人れ

　受け人れに際しての年齢は，男f・5va～14歳，女子5歳～8歳。ひどい虐待を受けた児

竜の受け人れは行なわれていない。LADCS（ロサンゼルス郡児童福祉局），保護観察局，

そして少年裁判所からの照会で人所してくる。

在園期間

　在園期間は，20ヵ月から2年で，長期に施設に在園することを避けるために．児童の家

族への援助を行なっているが，その効果はあまりヒがっていない。

職員構成及び建物の構造

　敷地内に9つのコッテージ・ホームと2つのグループ・ホームがあり，各ホームには，

訓練を受けた経験豊かなハウス・ペアレント（指導員又は保母にあたる）4名が配置され

ているt．職員は，他に非常勤で医師，心理の専：門医師，精神科医，看護婦が配置されてい

る。ハウス・ペアレント，ソーシtル・ワーカー，スーパーバイザーがチームを編成し，
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間接処遇職員も治療者の一員として参加して上記の専門職員との連携も図りながら児童の

治療にあたる。

　各ホームは，清潔で充分に余裕を持たせてあり，温かい家庭的雰囲気をかもし出せるよ

うに家具等も備わっていた。各児童が個室を持っておりプライベートの時間が保てるよう

に配慮されている。児童と職員は食堂で一緒に食事を取り，時として家庭料理を楽しむこ

ともあるそうである。

処遇上の特性

・ クラブ活動

　クラブ活動も治療の一環として位置付け、現在，重量上げクラブ，自動車及び飛行機の

プラモデルを作成するクラブ，写真クラブtボーイスカウトクラブ等が活動している。

・ 宗教活動

　児童には入所に際して聖書が手渡され，食事の前にお祈りがあり，朝のミサも行なわれ

ている。日曜日の朝には，ヴォランティアの人たちによって人生相談が行なわれるが，こ

れらへの参加は任意であって強制ではないそうである。

・余暇活動

　全ての措置児童が，水泳，自転車乗り，スケート，室内スポーツ，絵画及び工作，野外

見学旅行，キャンプ等に個人の能力に関わらず参加し，これらの行事は参加する児童全員

が，発達的，社会的，そして身体的に効果が上がるように，レクレーションディレクター

が計画する。

・ 教育関係

　このホームは，ロサンゼルス郡立学校と連携しながら，敷地内にフォーラム・パーク・

スクールを開校して，一般教育及び特殊教育を行なっているe児童個々が，施設職員と学

校職員との協力によって評価され、能力に最も適したクラスに配置される。

治療プログラム

　児童は入所時点から，個別ニーズを基盤として治療計画が立てられ，教育的，社会的，

娯楽的，身体的，心理的及び精神的な各領域における成長を考察し，長期及び短期の目標

が設定され，これらの目標に向かう各児童の成長を継続して評価する．

　児童に対しては，色々な環境を設定して治療を行なう2種類のプログラムのうち，より

高い治療効果があるであろう一方を実施する。

　年少児童に対しては，ランガー・コッテージでのプログラムが実施され，主として行動

療法を利用し，異常行動を抑制し，積極的な行動ができるよう各児童に対して，長期及び
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短期の行動目標を設定する。この目標の中には1時間毎の，1日毎の，1週間毎の目標が

あり，目標が達成されるごとに報酬を与えるものであるが，子どもの心を物で釣っている

ようであまり感心できなかった。又，行動療法については，職員が児童の第三者的な観察

者になりさがってしまう危具があるのではないかと感じた。児童の心理的発達を促すたあ

には，児童と職員の積極的な触れ合いが不可欠であると思うからである。

　年長児竜に対しては，ポンデローサ・コッテージ又はロス・アミーゴス・コッテージで

のいつれかのプログラムが実施される。ここでは，グループ・カゥンセリング法や種々の

個別の治療技術を駆使し，各児童のニーズを満たすようにしていた。各コッテージでは

“ 仲間集団における総合関係方法（PGD”及び，“人間関係がもたらす効果方法

（RIM）”を実施している。

　PGIは，関係集団理論を基盤として，優秀な仲間からの影響を強調し，異常行動を抑制

させるものであり，自分の行動に対して責任を受け止めていけるように，そして自らの生

活を調整できるよう，更に最終的には自己評価できるように指導していくものである。

　RjMは，コンピュータを導入して始めた治療方法だそうである。160種にも及ぶ児童の

日々の行動観察や面会の記録をコンピュータにインプットすることによって，児童の生活

や行動に影響を及ぼす人間関係をより明確にとらえようと導入されたばかりのプログラム

で，その成果や，今後の治療にどれ程有効であるか，については模索中で結果が出るのは

まだ先のことであるということである。

将来の展望

　南カリフォルニア・チルドレソズ・バプティスト・ホームは，50年以上も児童のケアを

行なってきたが，過去の50年間，児童の症状の重さと問題のタイブが変化しており，また

地域のニーズも変化してきた。これらの変化に伴って施設の構造を変えたり，プログラム

もそれに対応させてきた。しかし，現在は，家庭内暴力，児童虐待，片親問題等様々な問

題が発生しており，これほど児童及びその家族のニーズを要することは過去にもなかった

そうである。

　そこで現在行なわれている活動を更に発展させ，地域に対して広範囲のサービスが提供

できるよう，行政側から簡単に予算を受けられない地域内のニーズに応える努力をし，緊

急一時保護ケア施設の設置，昼間治療プログラムの充実，及びグループ・ホームの設立に

ついて検討中とのことである。

所　感

年間予算が日本円にして3億数千万円。非常勤も合せて職員数が90名で，しかも各分野
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1

の専門職員も多数関与・。コンピュータや新理論の導人u等々，多様化する児竜のニーズに

応えるべく，いたれりつくせりのケアを行なっている様子を見学させて頂いて感心されら

れたものである。

　しかしながら，これだけの体制を取って非の打ちどころがないような指導が行なわれて

いるかといえば，疑問に思える点もいくつかあった。

　一つには，大人とf’どもの心からの交流が充分にあって，指導止最も重要と思われる心

の結び付きがあるのかどうか。．二つには，最高の在園期間が2年間ということでこの短期

間に充分に児童のニーズに応えられているのかどうか。更に，ア7ターケアについての質

問に対しては，その必要性は感じてはいるものの，退所後の児童の動向はほとんどつかめ

ていない，との返答があり，それをよしとしているのかどうか。政策並びに園の方針に限

界を知らされたような気がしたのである。

（中庭）
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CHILDREN’S　INSTITUTE　INTERNATIONAL

　　　・ケア・センター一

所在地．711New　Hampshire　Avenue

Los　Angeles，　California，

90005

沿　革

　1906年の創設以来，精神的に問題のある女性に対してサービスを行なってきたが，1980

年代に入って大きく方向転換を図って，当時大きな社会問題になりつつあった親からの虐

待及び放置の犠牲にあっている児童にサービスを提供するようになった。1986年は，創

設80周年の記念すべき年だそうである。

定　員

0歳児から4歳児までの48名

建　物

　アパートメント・ユニット方式になっており，2階にあるガラス張りの居室から階下の

遊戯場を四方から見降ろすことができるようになっている．施設内は暖かい雰囲気がかも

しLHせるようにとの意図から，明るく彩りが施されていた。1居室に12名の児童が収容さ

れている。

受け入れ方法

　ロサンゼルス郡全域に住む乳幼児が対象となっており，親から虐待又は放置を受けてい

る疑いのある理由でその家庭から離さなければならない事情が生じた場合に受け入れる。

入所に際しては，1U24時間，1年365日いつでも緊急事態に対応できる体制を整えてい
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る。受け入れてどのような治療が行なわれ，又，どれだけの治療効果があったか等を郡の

福祉局に報告することが義務付けられている。

　“1975年以降，アメリカ合衆国では虐待を受ける児童の数が急増，特に5歳以下の低年

齢児童がこれらの被害を受けるケースが顕著になってきたのに伴い，チルドレンズ・イン

スチチ＝一ト・インターナショナルでは種々のサービス・プログラムを設定してその対応

に努力を続けている。”我々の訪問に笑顔で迎えて下さった副施設長は，このような説明

から始められたが，虐待についての現状を説明する頃になると被害の悲惨さを怒りをあら

わにして話して下さった。以下最近緊急保護を受けて入所してきた児童の例をあげれば：

①母親が麻薬中毒患者で，ひきつけを起こしているにもかかわらず，放置されていた新生

児

②風呂に入れてもらわなかったために，寄生虫に冒され，又，話しかけられたこと，抱か

れたことがなく，言葉を発することができなかった2歳児

③母親のアルコール中毒の愛人からセックス遊びを強いられた双子の4歳児

これらはほんの一例に過ぎないとのこと。

　このように残酷極まりない仕打ちを受けて入所してくる児童の治療ニーズは多様で，身

体面，心理面，情緒面，医療面の各専門的立場から種々のプログラムを設定して対応に当

たっている。又，治療プログラムと並行させて，日常生活においても日頃から保健教育や

社会教育を行なっている。

活動プログラム

　実施されている活動プログラムは多彩で，指導員，保母に加えて正看護婦，小児科医，

保健職員，事務職員等全員が関与してケア，治療に当たっている。以下，現在実施してい

る活動プログラムである。

1。性的虐待診断プログラム

　性的虐待は，現在日常茶飯事であり，加害者は警察関係者，医師，ソーシャル・ワー

カー，教師，更に実親等である。身近な者に虐待を受けた児童の恐怖の心を癒すことは容

易でない。そこで，特に年少児童を対象に，この恐怖心を取り除いてやることが，このプ

ログラムの大きな目的である。診断センターを設置し、小児科医，精神科医，訓練を受け

たソーシャル・ワーカーたちが，診断にあたる。他人に自分の被害状況を話すことに警戒

心を持つ児童に対しては，ビデオ・テープを使ってインタビューを実施する。また，児童

の心を和らげることを配慮して，人形を抱かせながらその人形に対して事実関係を話せる

ようにしている。
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2．現任訓練及び教育プログラム

　国内及び国際会議，学習会，研究会等を開催して，又，パンフレット，指導用ビデオ，

調査報告書を配布してt特に児童のケアに関与する警察官，看護婦、教師，医師等に現任

訓練及び教育を実施する。これらの活動を通して，虐待を察知する方法，犠牲になった児

童及びその家族への援助の方法，虐待予防の方法等を全ての人に知ってもらうのである。

このプログラムにはカリフtルニア州からの予算があり，南カリフォルニアの10の郡が

サービスを受ける対象となっている。

3．家族ディ・ケア・プログラム

　虐待を犯す原因としては，貧困，他人から疎外される，教育の不足，進歩の機会が与え

られない等があげられる。低所得の母親に対しては，補助金を出している。また，母親が

就労又は職業訓練に通っている昼間，子どものケアを行なう。このようにしてできるだけ

早く親子が自立した生活が営めるように母親への助言や激励をする。

4、家族センター・プログラム

　このプログラムの大きな目的は，児童虐待及び放置に関する問題を特別に解決するもの

で，州から認可を受けて地域の精神衛生促進のための活動を実施している。裁判所から照

会されてやってくる親たちに対して，カゥンセリング，子どもの緊急一時保護，緊急の経

済援助等を行なっており，児童を安全に家庭復帰させることが親にとって最も大切である

ことを教えている。

5．幼児一時保護プログラム

　3歳以ドの虐待や放置の被害を受けた児童を対象に，短期の緊急一時保護を行なってい

る。各児童に対してt訓練を受けたワーカーからの愛情あるケアと，医療面での診断が下

される。

6．その他のプログラム

　①KICKプログラム

　　性的虐待を受けた児童が裁判を行なう過程で，種々の障害を回避するためにヴォラン

　　ティア・グループによる支援活動である。

　②SPARKプログラム

　　4歳から12歳までで性的虐待の被害を受けた児童を対象に，自分たちより年少の児童

　　に虐待を加える兆候のある児童に対応する活動である。

　③C［インターンシップ・プログラム

　　卒業年度の大学生及び大学院生に対して施設内で職業体験をさせ，専門教育を行なう

　　活動である。

　④シェアード・ペアレンティング・プ・グラム
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　虐待を受けた児童がフォスター・ケアを受ける際に，安全で効果的な選択ができるよ

　う支援する活動である。

⑤放課後ケア・プログラム

　幼稚園及び保育所が終了する時間に，ケアする者がいない低所得の家族に対して支援

　する活動である。

所　感

　我々の訪問を歓迎してくださった職員のほとんどが女性で，彼女たちの歓待振りが優し

さに満ち溢れていたこと，そして，施設内の雰囲気及び遊戯道具が明るさを印象付けてく

れたことにより，関係者の児童に対する心使いを感じることができた。全ての児童が虐待

等の被害を受けたために暗い過去を引きずって入所してくるわけで，このような悪夢を，

幼い子どもたちから取り除いてやることが，施設側としては，一番に考えなければならな

い条件なのであろう。

（アパートメントユニット方式の遊戯室）
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MACLAREN　CHILDREN’S　CENTER

－ ”サンゼルス郡立短期緊急一時保護施設一

所在地：2024Durfee　Avenue

El　Monte，　California，

91732

施設の概要

　ロサンゼルス郡児童福祉局（DCS）によって経営される短期の緊急一時保護施設である。

対象児童は，非行性のない被虐待児竜たちであるe24時間体制の緊急保護施設であり，目

的は児童の緊急に応えることである。児童たちは，身体的にあるいは性的に虐待を受けた

者，放置あるいは遺棄された者たちである。又，数名の児童は以前の措置機関から別の措

置機関へ変更されるのを待っている者たちである。

　ロサンゼルス市から西へ約20kmにあるエルモント市に10エーカー（約1万二千坪）の

敷地があり，男女合計200名が寝泊まりできる。対象児童は，乳児から高年齢児童までで

ある。ここでの指導理念は，児童個々に留意やケア，そして指導を提供することである。

そのため自分たちの精神的資質の発達を向上させるための娯楽，行事プログラムを提供し

ている。そのf：，施設内において完全な医療診断及び，医科，歯科，心理の各ケア’サー

ビスをも提供できるよう用意されている。これらのサービスによって，児童が施設措置さ

れている問，保健衛生面からの安全を図ることができる。

　建物は，管理棟，保育棟，児童居室棟，保健棟，そして“早期幼児教育”から12年生ま

でのクラスをもつ学校等からなっている。また児童のために図書室，体育館，ジム，ビデ

オ・ゲーム室，理容室，衣料品の店，プール，バスケットボール・コート，各運動設設等

の施設が完備されている。

　家族の訪問が奨励され，両親の仕事時間に合わせて面会時間の調整が行なわれる。児童

の意志に沿って，宗教の指導，相談が受けられる機会を与えているが，参加は強制されな

し㌔

　児童たちは，地域の特殊な人口構成のなかで，偏見を受けてきた者たちばかりである。

その結果，彼らに特別のサービス，活動，用具を提供して下さるために，多くのヴォラン
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ティア・グループがこの施設に関わってきている。職員と地域のヴォランティア・グルー

プの協力によって，家庭から家庭外ケアに生活が変わった児童のストレスを最小限に押さ

えることができる。積極的な児童体験がマクラレン・チルドレンズ・センターの敷地内で

行なうことができる訳である。

各担当者の説明

1．ヘレン・マクスウェル施設長の話

　この施設は，郡の中で最も大規模なものであり，年間五千人の児童をケアしている。在

所期間は2日から数か月に及ぶ場合もあるが平均15日から20日である。退所後は家庭復

帰，フォスター・ケア措置，親類宅へいくことになるが，家庭復帰の割合が約5割である。

　施設内に学校があり，特に精神，情緒障害を抱える10歳前後の児童たちには，特殊教育

を行なっている。又，3，4歳の幼児に対しては，“ヘッド・スタート教育（早期幼児教

育）”が行なわれているe

　保健衛生部を設置し，特に乳児の医療；一ズに応えるため，1日16時間，緊急にまたは

一時的に乳児を預かるために，医師や看護婦を待機させている。

　大規模の施設ではあるが，児童に対しては家庭的環境を提供し，そのため300名の職員

が指導に当たり，また親たちにもカウンセリング・サービスや精神面での援助を行なって

いる。

　建物は，郡保護観察局の教護院で法務省の管轄下にあったが，2年前社会局を経て児童

福祉局の管轄になり，地域の理解や援助も必要となる。その面でヴォランティアの協力は

大きな戦力になっている。

2．保健衛生，健康サービスについて

　現在，16名の正看護婦が3交替で勤務している。入所当初，診断を行ない，どの施設ま

たはどの機関で医療サービスを受けたらよいのか判断する。児童の状態を24時間把握する

必要があり，看護婦ひとりひとり全員が権威と技術や知識を持ち，重い責任を担っている。

医務室には常時25名前後の児童がケアを受けており，病状把握，特に感染性の病気や風土

病のようなものには充分注意を払っている。そのため，居住棟には1日最低3回回診して

症状を知り．生活担当職員と連絡を取って，症状が緊急の場合は病院へ送る。

　虐待にあって入所してくる児童は火傷の跡やアオあざ等目に見えるものがあるが，貧血

や虚弱等一見してその症状が判断できないものもある。これは栄養補給が充分なされてい

ない場合で，もともと健康はさほどではなく，親の放置等が原因と思われる。そのため児

童に何があったのか，トータルに育成歴を見て判断しなければならない。

3．精神衛生サービスについて
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　臨床心理学の面からカウンセリングを行ない，特に行動，情緒面での障害がある高年齢

児童に対して種々のサービスが行なわれているが，地域内では，このような児童が増加し

ており，彼らへのサービス・ニーズも高くなっている。

　そこで管轄の地域に精神衛生局が100のベッドを置いているが，今年度あと100ベッド

増設する予定である。これはこの施設が保有しているのではなく，郡が事業団と契約して

ケアを委託する仕組になっており，費用は郡が負担することになっている。これらの施設

には，例えば，自殺の恐れのある児童，精神分裂症状の児童，心身症・精神薄弱・機能障

害・知能遅滞・肢体不自由の児童たちが送られてくる。

4．ヴォランティア・職業訓練及び施設内での各部の調整について

①ヴォランティアについて

　ヴォランティア組織としては，“United　Friends　of　ChHdren”があり，過去100万ドル

の寄付を受けている。また金銭面での援助ばかりではなく，児童と直接接触したり．例え

ば℃ood　Grooming　Day”というような特別の日を毎月設定して，服装や身だしなみの世

話などを行なっている。

　ロサンぜルス郡は経済的に大変豊富な郡であり，多くの寄付を募っている。居室内には

ベッドやカーテン，おもちゃ等寄付によって受けた物も多く，児童の生活必需品となって

いる。また，敷地をとり囲む塀には大壁画が描かれているが，これもヴォラソティアの協

力によって，大人と児童が共同で仕上げたものである。これらは，ヴォランティアの人た

ちによる“助言委員会”が設立されており，活動の調整がここで行なわれている。

②職員の訓練について

　300名の職員を抱えしかも職種も多く，これが児童の状況把握，ケアを十全ならしめる

ためには，職員の訓練も充実したものでなくてはならない。現在，毎週火曜日の午後を訓

練の日に当てている。うち月1回は部門毎に全職員で行なう。これらは地域の社会資源を

活用して行なっている。例えば，近くの大学へ出向き講義を受けるJ場所を借りる，ま

た，特別訓練として生活担当の職員を他の施設へ派遣しまた逆に招待して交換訪問見学講

義を実施する，等である。更に，郡の他局，例えば，衛生局，教育局等，との交流を実施

したり，指導も仰いでいる。この職業訓練は業務の一つとして位置付けられ．これらにか

かる経費は施設が負担する。この活動によって職員の自信を高め，質が向上していくもの

である。職員は児童の道具にならなければならない。

③各部の調整について

　人所当初は，各部が協力し，児童に対してどの部の指導が必要か決定されなければなら

ない。保健衛生，幼児教育，施設内学校の各部の責任者たちが児童のニーズに応えるべく

綿密に計画しなければならない。情緒面，精神面に問題のある児童に対しては，特別措置
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ユニットを設け，次の措置先の準備，調整を行なう。また，地域内の民間の治療施設に措

置変更の際の調整を行なう。

5．施設内学校について

　施設内学校は，郡の教育局の管轄下にあって郡教育長によって運営されている。幼児用

から12年生までの全てのクラスがある。ここには校長がおり，教師も州公認の資格を持っ

ている老で，学級内では資格を持った補佐役もいる。

　この施設に措置されるに当たり，各児童が学力評価を受け，翌日には学校からの評価を

受ける。児童の約8割は学習遅滞が認められ，特殊教育を施さなければならない。また，

重度の情緒障害を持つ児童も多く，2つの特殊学級を設置している。

　ここでの科目は全て州からの認定を受けており，他の学校と同等の卒業資格が与えられ

る。教師たちは，優しさや許容性をもって児童に接している。そこで問題として短期の措

置であるということで個人のプログラムを作成することが困難であることも現実である。

居住施設について

　平面図にある通り，A～E棟が保育棟であり，F～K棟の6つのコッテージからなって

いるが，これらは児童のニーズによって別けられる。1日1回はコッテージ内でミーティ

ングが持たれ，児童の責任やコッテージの責任等が話し合われる。自分たちの部屋や持ち

物は自分で管理している。

　職員と児童は概ね1：3の割合で，夜間は夜勤体制で2名つつ配置されている。

　また個人や集団の活動にも配慮がなされ，生活をエンジョイしている。コッテージ内の

ゲーム，個人的にはヨガやダンス，コッテージ毎には外出や小旅行なども行なわれる。

おわりに

　私たちを迎えてくれたのは若い美人施設長であった。友情の印にと楯を贈られた団長も

心なしか上気しているようだった。施設長以下スタッフも，そして児童たちにも温かい雰

囲気が漂っていた。高年齢のたくましい男の子が上半身裸で懸命に花壇づくりをしていた。

話しかけられると笑いながら答えていた。子どもは洋の東西を問わず純真なものである。

しかし，その背景を考えれば，同情の念を禁じえないものがある。一時保護所ということ

での時間の短さと，その中での一期一会，スタッフと児童との人間としての出会い，人と

人との関わりが，どのように企てられ．連関されているのか。まだまだ多くのことを聞き

たかった。

　また，黒人の年若い男性のチャイルド・ケア・ワーカーが朴とつと語る中で児童への細

かい配慮が伺われたのが印象的であった。
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HILLSIDES

一短期情緒障害児施設一

所在地　940Avenue　64

Pasadena，　Californiat

91105

概要

　1913年孤児院として創設され，現在まで70年間，児童のケアを続けている。その間，法

改正があり，社会の；一ズも変わり，それに伴って活動も変化してきている。現在情緒障

害児，被虐待・放置児，棄児の治療を行なっている。カルフォルニア州lmzai．サービス協

会，州教育局から認可を受けている。ここに入ってくる児童には，様々な社会・経済的背

景があるが，全て同等のケア，治療，教育の機会が与えられる。常時45名の児童が17

エーカーの敷地内にある4件のコッテージのうち1つに寝泊まりでき，年長児童に対して

は地域内にあるサイライト・ホームで生活できるようにしている。ほとんどの児童は外部

の公立学校に通い，特別のニーズを持った児童に対しては，敷地内にある特殊学級に出席

させる。創設以来何千人もの問題を持った児童にケアを提供してきたが，1985年には138

名の児童とその家族にサービスを提供し，サービスをを行なった人数の合計690名は，前

年度に比較して85％の増加である。

建物概要

・ 管理棟一事務所，食堂、厨房等

・コッテージー敷地内に4か所ある

・ サテライト・ホームー敷地外，パサデナ市内に2か所ある

・　ユニeF，　工芸室

・ 体育館

・ 法人経営の学校が敷地内にある

一 115一



居住サービス

コッテージ・ホーム

　現在，①12名の女子，②11名の男子，③12名の男子．④9名の男女で，各々コヅテー

ジに4歳から13歳までの児童が生活している。スタッフは，通勤交替性でフルタイムベー

スで7．5人，つまり6人と1．5人のパート職員がケアに当たっている。その上に修士資格

を持ったソーシャル・ワーカーが児童に対するカゥンセリングを行なったり“直接処遇職

員への指導を行なったり，家族療法を行なったりしている。

　各コッテージには個室と二人部屋が3か所あり，食事は厨房で作り，各コッテージで取

るがJ時には全体一緒で食事をすることもあるそうである。

　措置児童の親の20％が服役しており，全児童の60％が性的虐待を受けた犠牲者である

が，60％から70％は家庭復帰するとのことである。残りの30％から40％の児童は長期の

フォスター・ホーム措置されるか，収容施設へ措置されるか，あるいは養子縁組措置とな

る。しかし，問題が根深くなってきており，家庭復帰できる児童の割合は減少していると

のことである。

・ サテライト・ホーム

　地域の中にあるグループ・ホームで，12歳から18歳までの高年齢児童が男女別で6名つ

つの2か所がある。スタッフはフルタイムベースで，1ホーム当たり4．5人になり，児童

が学校に行っている間は，空家になる。こちらの方で生活する児童はコッテージ・ホーム

で生活するよりも問題性は少なく，地域の中でも充分生活できる者としている。

　居住サービスの小規模化は創設以来のことであるが，当初から一つの健物の中に18人以

上同時に置くことはしない，一部屋に4ベッド以上置くべきではない，としてこれを堅持

している。そしてその利点としては，個々人にあったプログラムが持て，個性が重んじら

れること，一つのコッテージで起きた問題が他に影響を及ぼさないこと，コヅテージ毎に

個性を持ったケアがなされ個々人が尊ばれること，等をあげている。因に在所期間は，1

年前後である。

　しかし，以上のシステムで，年間予算が200万ドル以上にものぼり．補助金だけでは不

足であり，法人で年間30万ドル以上の寄付を集めている。寄付金は，遺産や企業から募

り，パンフレット等の配布により一般市民にも呼び掛けている。また宗教団体からの後援

もあり，教会の信者から寄付を募っている。

学校について

法人が経営する学校で，重度の障害児のためのものである。1クラス12名定員で．教師
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1名，助手として2名，その他2名教育関係職員が配置されている。授業は，8時から1

時30分までである。コッテージの措置児童は，概ね地域の学校に通っているが，昨年度は

正式に入学してきた28名の生徒のうち12名が措置児童であった。その他，学校において

32家族に対して家族治療を行なった。今年度においては，児童40名，48家族にまで増員

予定であるとのことである。因に，学校にかかる費用は，郡の教育局からの予算で賄って

いるとのこと。

緊急事態の対応について

①児童と家族共のケア

　6週間の初期調停と，6ケ月のアフターケアを行なうもので，1986年度は，22家族，8

5名の家族員に対して郡からの補助金で対応する。

②家族再建のためのケア

　4週間の初期調停と、6ケ月のアフターケアを行なう新規のプログラムで，1986年度

は，60家族，200名の家族員に対して州からの補助金で対応する。

いずれのプログラムも，家庭崩壊を未然に防ぐためのものである。
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HOLLYGROVE

一 児童養護施設一

所在地　815North　El　Centro　Avenue

Los　Angeles，　Callfornia，

90038

沿革

　1880年7月3日の設立で，当時としてはロサンゼルス郡において，宗教や人種の区別な

く全ての児童に対して受け入れを行なう先駆的施設であった。設立当初は5，6名の孤児

を預かっていたが，その後30年間にその数は増加していき，130名もの孤児を受け人れる

までになった。

　ケアを行なう児童の数の増加に伴い，19il年に現在の地に移り，その後も孤児のケアの

ために努力していく。

　しかし，時代の変化と共にf・どものニーズも変化してきたために，1950年代後半から受

け入れを問題性のある児竜に絞りケア方針を転換する。定員を削減したり，専門職員を配

置して治療機能を持たせたりして，処遇内容の充実を図り，現在に至っている

施設概要

1．養育方針

　この施設の名称“ホーリィグローブ”とは「聖なる心の宿る場所」という意味で，この

名の通り悲しい過去を引きずる．fどもたちに対して，家庭的な雰囲気の中で，人間性を酒

養し，人間性豊かな大人になるための指導を行なう。また．早期に家庭復帰させることを

目標に，環境療法等の科学的な技術方法を導入すると共に．子どもたちに関わる大人たち

が彼らにとって最も信頼できる人間として接することができるよう，指導を行なう。

2．対象り己4匡

　入所時の年齢が5歳から11歳までの男女で，情緒面での障害を持つ児童が対象で，12歳

になるまでは在籍可能である。ただし，重度の身体障害や非行歴のある児劃ま受け人れて
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いない。定員は48名で現在，男子児童32名女子12名となっている。

3．養育形態と職員体制

　敷地内に6つのコッテージ・ホームを置いて（日本でいう小舎制），男女別に8名のグ

ループを編成，生活させている。この8つのグループ編成に際しては，各児童の文化的背

景，抱える問題の質，性格等を充分に把握した上で，児童個々がそれぞれのニーズを満た

すことができるように配慮されている。

　各コッテージには，3名のハウス・ペアレント（指導員又は保母）が3交替制で生活指

導に当たっている。直接の指導職員は全員住み込みで，子どもたちと起居を共にすること

によって，家庭的雰囲気がかもし出せるようにしている。又，4名のソーシャルワーカー

がハウス・ペアレントとの連携のもと，対外的な対応に当たっている。更に，精神科医等

の専門職員も非常勤職員として，待期しており，緊急の事態に備えている。

4．予算

　児童1人当たりにかかる費用が年間3万ドル程度であるとのこと，

5．学校教育

　ノーマリゼーションの理念のもと，できる限り子どもたちを地域の学校に通学させるよ

うにしている。知的レベルが平均以上の子どもたちは一般の公立学校に，平均以下の子ど

もたち一因に，入所児童の約半数が知能遅滞である一はやはり公立の特殊教育を行なって

いる学校に通わせる。更に，公立学校では対応の困難な子どもたちには，市からの補助金

を受けて特別のプログラムを提供している民間の学校に通学させている。学校側との連絡

調整には，ソーシャル・ワーカーが当たっている。このように児童個々のニーズに合わせ

て学校教育を継続して受けられるよう配慮している。

6．家族調整

　入所している児童には，できるだけ早期に家庭復帰させるように指導している。そのた

めには，親子のきずなを絶えさせないことが大切で，子どもに定期のホーム・ビジヅト

（一時帰省）を勧めたり，ソーシャル・ワーカーが関与して親との連絡調整を行なった

り，親子カゥンセリソグ・サービスを行なったりしている。このような努力の結果，入所

してから1年半以内に60％の児童の家庭復帰がなるとのことであった。

7．アフター・ケア

　フォーマルな形では実施していないが，子どもたちには退所後何か問題があったら連絡

するよう指導している。たまに退所児童が立ち寄って現況を報告していくとのことであっ

た。

里親に対するサービス

　上記の通り，子どもたちには家庭復帰を第一の目標に指導を行なっていくが，不可能な
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場合代替の措置としてフォスター・ケアを行なう。子どもたちがこの施設に入所してきた

原因は親からの虐待，放置及び遺棄であるため，精神的，情緒的，身体的に問題のある老

が多い。そこで彼らのケアを行なう里親に対して，現任訓練及びカゥンセリング・サービ

スを行なっている。又，年に一度，研修会を開いて，里親の質の向上を図って教育・指導

及び助言を行なったり，里親同志の意見の交換の場を提供している．

地域内コッテージ

　子どもに対して家庭復帰を第一の目標に掲げ，不可能であればフォスター・ケア措置を

施す。しかし，精神面，情緒面，教育面である程度治療的ケアを行なわなければならない

児童たちに対しては，その他の方法で対応しなければならない。そこで，地域内にコッ

テージ・ホームを設置して，これらの児童のケアを行なっている。現在6名の児童が，1

名の主任と1組の夫婦によってケアを受けている。

　このような形でケアしなければならない児童は年々増加傾向にあり，この施設でも将来

的には徐々に増やしていく方針であるとのことであった．

所感

　今回の研修で見学させて頂いた施設の中では，このホーリィグローブが最も日本の小舎

制の養護施設に近い形で行なわれているとの印象を受けた。このような印象を持たされた

のは，養護形態が似ているばかりでなく我々の対応をして下さった施設長の子どもたちに

対する考え方が，原因だと思われた。

　施設長自身が施設内に住み込んでいるという。職員も住み込み制を取っており，子ども

たちにとって日常生活を共にすることによって初めて心のつながりが築き上げられる，と

いう話をして下さった。施設長自ら古い形態だと認めながらも，子どものためには愛情を

与えられる大人が常にいてやらなければ健全な児童育成はないと，考えている。子どもに

とって，大人が彼らの“ベスト・フレンド”でなくてはならず，これは．正に子ども中心

の考え方であり，施設長の温和な口振りに長い歴史に裏打ちされた自信のようなものを感

じたのである。

　しかし，このような体制に対して不満を持つために，職員の定着率もあまり高くなく，

優秀な職員確保が目下のところ悩みの種であるそうである。退職後，ここでの経験を生か

して他に職場を求め，別の知識や技術を得ようとする職員がほとんどであるらしい。

　一般のH本人が持っている考えに近いこの施設長の考え方に感銘を受けた反面，より条

件の恵まれている職場にいくために一つの職場を腰掛として利用し，自分を高めるたあに

又より自分の能力を発揮することができるよう努力している現実を知って，合理主義の国

アメリカ合衆国をかいま見せられたような気がした。
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FOSTER　FAMILY　HOME　BY　MR．　AND　MRS．　RAHMEYER

一 ラーメイヤー夫妻のフォスター・ファミリー・ホームー

所在地．2703West　175th　Street

Torrance，　Cafifornie，

90504

ラーメイヤー一家とケアの足跡について

　私たちを迎えてドさったのはご夫妻とその一番下の娘さんであった。アメリカのごく一

般的な中流家庭の，決して大きいとはいえない家へ16名もの異国人の集団が訪問したとい

うことでか，説明役の奥様は少々照れながらも静かな口調で」『寧にお話し下さった。生命

保険会社に勤めているという，人の良さそうなスリムな体のこ1汰は，裏方にまわり，家

の中の案内やお茶のサービスを快くかってでて下さった。

　ご夫婦は23年前にフォスター・ケアを始め，今までに63名の児童のケアに当ってこら

れたという。夫妻には5人の実子がおり当時，その子どもたちも幼く，lr．が13歳で下が2

歳であった。5人育てるのも6人育てるのも一緒であると思い1人の子どもを預ったのが

始まりだという。ご夫婦とも子どもが好きで，子どもたちのために何かをしてあげたいと

思って始めたが，ケアを行なってきた23年間には，重度の情緒障害児や身体障害を持った

児童をケアしたこともあるという。一人の児竜に対して最も長くケアした期間は，5年半

であり，平均は2年半くらいであるととのこと。現在，4名の児童をケアしているが学校

に行っていて会えなかったのが残念である。以下，奥様が話して下さったこれまでのケア

したケースについて紹介することにする。

ケースその1

　預かったのは，生後14ヵ月でそれまで養子縁組措置されていた子どもであったが，裁判

所の決定で解除される。この家にやってきた第1日目，昼食後昼寝をしたが，表情がなく

あやしても動きが見られず，一つのことに執着する面が見られた．朝着替えさせる時や朝

食時の行動にも片寄りが見られた。サイコロジストに相談し診断してもらった結果，情緒

面でかなりの片寄りがあり，少しつつ矯［Eしていくように指示された。情緒的な片寄りを

なくさせるために，また情緒を安定させるために，いくつかの物を与えて，その中からf’
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ども自身に選択させる方法を取った。

　6ヵ月たったある日の午後，靴をはかせようと試みたが，“私ははきたくない。おかあ

さん，いやよ。”とはっきり意志を表わした。その時，本人の意志が備わってきたんだな

あと，その成長を喜びあったものだ，ということである。

ケースその2

　2歳半の男の子。身体的に発育が遅れ．情緒面でも色々な問題があることをあらかじめ

承知して受け入れる。メンタルエイジが18ヵ月くらいで，言葉も2言，3言しか発するこ

とができず，ほとんど話せない。歩行も数歩しかできない状態であった。あらゆる努力を

してみたが，発達に進展が見られなかったので，10ヵ月経て病院へ連れていく。医者や他

の専門家に診断してもらった結果，軽度の精神発達遅滞がみられるということであった。

その後，専門的なトレーニングを行ないながら2年間ケアした。結果，実親への家庭調整

が成功して家庭復帰した。その後この子に会いにいったが，栄養不足で痩せて．体のあち

こちにタバコの火を押しつけられた跡があったりで虐待を受けていることは明らかであっ

た。これは失敗例であったとのこと。

ケースその3

　4歳の時に受け入れる。ここが17回目の措置先で，問題が多く精神科医の専門治療を受

けながら，1年くらいでやっと落ち着いてきた。その後，この子の兄弟一人と一緒に養子

縁組してくれる場所が見つかり，この家を出ていった。

地域との関係

　子どもたちの受け入れを開始した当初は，冷たい目で見られたことは確かである。ケア

するのはよいが黒人の子どもだけはやめてほしいという苦情も聞かれた。子どもが通う学

校側の受け入れについても，その子のレベルやクラスをどうするかで多少問題はあったが

現在では学校側も理解してくれており，特に問題はないとのこと。近所の人も現在では温

かく見守ってくれているそうである。

　夫婦でどこかに出かける時とか，休日が欲しいときには，他のフォスター・ケアを行

なっている友人にお願いする。逆の場合もあるのでよく連絡を取ってお互いに助け合って

いる。

　現在，4名の子どもを預かっているが，受け入れ能力は6名までで，2歳以下の子ども

の場合は3名までが面倒が見れる限度である。
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感想

　夫婦で実r一がいながら23年という長い間ll！親をされている．、里親になる動機は，　fども

が好きでその∫．どもたちに何かをしてあげたいと話されていたが，それだけで里親になろ

うとしたとは思えない。何かはっきりしなかった。実子が5人もいながら始めたと聞い

て，日本では考えられないことである。今まで何名もの重度の障害児をケアし，その苫：労

や努力が肌で感じられた、

　施設ではtjコえられない家庭的養護，里親ではあるが，ここでケアされたFどもたちは愛

情豊かに成長しているものと思われる一全てのケースが成功しているわけではないが，施

設とは違った良い面を多く与えられながら成長している。日本ではまだまだ施設養護が中

心で，Ψ親家庭での養育は少ない。その点，アメリカの里親制度は問題もあるようだが，

日本よりはかなり進んでいると思われたn特に気負った様チもなく，さりげないケアを行

なっているこの夫婦の姿がとても印象的で’あった一

（ホームの庭先）
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SMALL　FAMILY　HOME　BY　MS，　POINDEXTER

一 ポインデクスターさんのスモール・ファミリー・ホームー

所在地：13413South　Van　Ness

Gardena，　California，

90269

　私たちが見学させて頂いたのは住宅街の一角にある外からはごく普通の中流家庭を思わ

せる「家」であったe看板があるわけでもなく，隣の家と比較しても何ら変わった様f’も

ない。しかし，中に案内されて実際に行なわれているケアの実態を知って訪問者一同強い

衝撃を受けたものである。以下，このホームで障害児に対する里親として生活しているポ

インデクスターさんのお話を中心に，このホームについて紹介することにする．

　現在ホームには，9歳から13歳までの男子2名，女子4名，合計6名の障害児がケアを

受けている。我々が訪問したときには，車椅子で生活している9歳と，松葉杖を使って

やっと歩行可能な11歳の男子児童は地域の養護学校に通っているということで会えな

かったが，あとの4名はベッドに寝たきりで，年齢はおろか男女の性別すらも一見しただ

けでは不明の障害児たちであった。

　ポインデクスターさんが言うには，もっと家庭的な雰囲気の中でこれらの子どもたちを

看たいけれども治療及び介護の便宜止，医務室的な部屋で残りの4人を寝かせておかなけ

ればならないそうである。この4名の状態は以下の通りである。①13歳の女子。重度の発

達障害で，呼吸器を施してやっと生存している。②13歳の女子。脳すいしゅ。腰ついの手

術を受ける。③13歳の女子。小頭症。他のホームでケアを受けていたがケアの方法が不適

格で．病院で人院治療。治療の結果，病状が好転したのでこのホームに移されたe④ll歳

の女r－。小頭症、，この4名全員が鼻から胃までチューブを通して人日栄養を補給しなけれ

ばならずJ全面的な介護が必要だそうである。

　ここまで重症の∫・どもたちを，しかも6名もケアしている40歳くらいの独身女性のポイ

ンデクスターさんがこの仕事を始めた動機を，次のように話してドさった。以前病院で
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17年間看護婦として働いており，仕事を通して多くの障害児に関わったことがあったが，

その障害児たちは家庭的にも恵まれず，しかも病院では充分の看護が行き届かないことを

感じて，じゃあ自分がこのような子どもたちを預かって面倒を見ようと思った，そうであ

る。

　10年前．このホームで子どもたちのケアを始めたころはわからないことばかりで苦労し

たが，最初に面倒をみた気管支ぜんそくの子どもを，病院との連携があって，自分自身の

手で家庭復帰できるまでに回復させたことが，このような子どもたちをケアしていける自

信ができたのだそうである。因に，この子は精神遅滞のように見えたが，手術の際の全身

麻酔の影響で，神経が冒されて肺機能が正常に働かなくなったのだそうである。

　これまでの10年間“十代後半の実娘2人の手助けはあったものの，障害児の里親として

1人で努力してきたが，子どもたちが障害を持つようになった原因が彼らの両親の麻薬及

びアルコール中毒にあることが最近特に顕著になりつつあることに対しては，いかにも残

念だという口振りであった。

〈感想〉

　ホーム内を案内されて，実際にケアを受けている4名の寝たきりの子どもたちを見せら

れたときの衝撃は強烈なものであった。植物人間と同様の子どもたちを何の目標をもって

ケアしているのか，又，これらの児童をケアし続けるよりどころは何なのか，訪問者全員

が抱かざるをえなかった疑問点であった。そのあたりの率直な質問に対して，ポインデク

スターさんは，「自分も大家族の中で育ったし，大勢の子どもの面倒をみることに対して

は，何の抵抗もないの。」と。又，「あなたはこれらの子どもたちに対して，看護婦として

か，それとも，母親として，一緒に生活しているのですか。」という質問に対しては，「母

親としてですよ。jと，いとも簡単な答が返ってきただけだった。私たちに説明して下さっ

た言葉や，質問に対する答には何の気負いも感じられず，正に自然に当然のこととして子

どもの養育をしているという印象を与えて下さった。州からの予算にも満足しており，

又，全ての治療や介護を終えてゆっくりできるのは，夜の8時か9時ごろになるという話

であったが，医師の回診の回数が少ないこと，隣人からの援助が少ないことについては多

少の不満はあるものの，自分自身の生活のベースは失わないでいられる，とのことであっ

た。

　研修先での一番最後の訪問施設であったこのホームによって，我々団員全員が一様に大

きなショックを受け，外国の地で再び別の世界へ引きずり込まれたような気にさせられた

ものである。
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昭和61年度　資生堂児童福祉海外研修研修先一覧

月　日 時間 研修先又は研修内容

9月29日 AM Louise　Wise　Services（LWS） 子どもとその家族のための援助機

関

活動の内容
説明

」a」．

PM Residence　fbr　Developmentally

Disabled　CMdren，run　by　LWS

精神遅滞・発達障害をもつ児童の
ための居住ホーム　　　．r．　」」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．◇

施設見学及
説明1．「「．．．．．．．．」．．．．．

1
Matemity　Residence．run　by　LWS 十代の未婚の母親のための居住ホ

ー ム

施設見学及
説明

．．、「．．

Mothers　and　Bables　Residence．run

by　LWS

十代の未婚の母親とその子どもの

ための居住ホーム

施設見学及
i説明

9月30日 AM Leαure㎝Music　Therapy　by　Dr．
Helen　M　Grob

ヘレン・グロブ博士による音楽療

法についての講義・説明

PM New　York．FoundUng　Hospital 捨て子養育院 施設見学及
説明

10月1日 AM Westchester　Cou耐y　Department　of ウェストチェスター郡社会福祉局 行政説明

S㏄ial　Services（DSS）

PM 　　　　　　　　　　　　　　　「．．．．．Hayd朗Residerlce．run　by　Cardinal
MacCloskey

繁急診断一時保護所 施設見学及
説明

R
　
K

O　．

　　10月2日 AM

PM

　White　Plains　Chi｜d　Care　Ass㏄iaU・
lo・1・c・　Lecture　on　Montessori　Education　by

デイ・ケア・センター

キャロル・コーンゴールド氏によ

1施設見学及

．．

［．醐．．．

Ms　Calore　W　Korngold るモンテソーリ教育についての講

義・説明

Lecture　on　Chnd　Care　Comcil　of サリー・ジーグラー氏｛Cよるウェ

Westchester　by　Ms，　Sally　Zeigleor ストチェスター郡児童養護委員会
の活動についての講義・説明

LecLure　on　Ass㏄iated　Pro「essor　of ポーリナ・カーンパーグ博士によ

Psychiatry　by　Dr．　Pauhna　F．　Kem・ る精神医療協会についての講義・
berg 説明

10月3日 AM Story　about　Being　a　Foster　Child

by　Ms．　BeUy　Green

ベテイー・グリーンさんによる里
子としての体験談

Story　abou【Being　a　F◎ster　Parent
by　Ms．戊ban　Pagane｜｜i

ジ’ヨァン・バガネ11さんによる障

害児の里親としての体験談

Lecture　on　Foster　Care　Ass㏄iation ゲール氏による里親協会について

by　MsGale の体験談

PM Wrap　up　by　Ms．　Hisako　Cmning・
ham

三三’二百ニク州児童福祉現状にっ

いての講義・説明
NY州児童
福祉まとめ

10月7日 AM County　of　L‘）s　Angeles　Department ロサンゼルス郡児童福祉局 行政説明

of　Childreげs　Services（DCS）

PM Ch“drenS　Baptist　Home　of　Southem
California

短期居住治療施設 施設見学及

説明

Children’s　lnstitute　lnternaUonal デイ・ケア・センター 施設見学及

L
O

説明

S
　
　
A
N
G

10月8日 AM

PM

McLaren　Ch“dren’s　Center，　run

by　DCミ

H川sides

LA郡立短期緊急一時保護施設

　　　「．．．．．．．磁瀦緒障害児施設

施設見学及
説明

施設見学及
説明

「．「．．．

E
L
E

　1・LL」．
HbllygroΨe 児童養護施設 施設見学及

説明

S
10月9日 AM DCS　Regionalαfice LA郡児童福祉局第六地域事務所 行政説明

Foster　Family　Home　by　Mr．　and

Mrs　Rahmeyer

ラーメーヤー夫妻によるフォスター・ファミリー・ホーム ホーム見学
及説明

S示all　Family　Home　by　Ms，　Gladys
Poindexter

ポインデクスターさんによるスモ

ー ル・ファミリー．ホーム

ホーム見学
及説明
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1

昭和61年度　資生堂児童福祉海外研修団名簿

氏　　　名 施設名　　（動務先） 所　　　在　　　地 〒 治

団　長 畑　　　邦　成
（社福）信濃社会福祉協会

うつじが丘学園園長
長野県岡谷市川岸4－12－51 394

0266〔22）2574

講　師 池　田　尚　義
厚生省児童家庭局児童手

当課　課長補佐
東京都千代田区霞力関1－2－2 】00 03（503）1711

3
福　島　一雄

（社福）共生会

希望の家　副園長
東京都葛飾区東四ツ木1－12－

　　　　　　　　　　　　17
124 03（696）0252

4
安　田　　　勉

（社福）仙台基督教育児院

（情短）小松島子どもの家 宮城県仙台市小松島新堤7－1 983 022（233）1755

5
灰　野　甲子郎

（社福）希望館

希望館
群馬県高崎市大橋町210 370 0273（22）4528

6
丑久保　恒　行

（社福）あゆみ会

あゆみ学園
埼玉県羽生市大字上岩瀬370 348 0485（62）122工

7 嘉　戸　　　篤
（社福）清友会

暁星学園
東京都足立区扇1－12－20 123 03（896）1996

8
中　山　正　雄

（社福）二葉保育園

二葉学園
東京都調布市上石原2－1？－7 ］82 0424（82）2578

9
長　縄　良　樹

（社福旧本児童育成園

日本児童育成園
岐阜県長良森町1－n 502 0582（31）1387

10
渡　辺　一　弥

（社福）芙蓉会

ひまわり園
静岡県富士市今泉2220 4口 0545（52）0402

1】 吉　田　文　英
（社福）金城六華園

金城六華園

愛知県名古屋市守山区大字中志

段味字古山田1594
463 052（736）2028

12
喜　多　一　憲

（社福）名古屋文化福祉会

名古屋文化キンダーボルト

愛知県愛知郡長久手町大字長漱
字丁子田17－99

480

－
11 05616（2）4728

13
葛　田　千枝子

（社福）小鳩会

小鳩幼児院
滋賀県大津市錦織1－14－25 520 0775（22）4897

14
中　村　京　子

（社福）カリタスの園

天使育児院
福岡県北九州市門司区光町1－

　　　　　　　　　　　4－13
800 093（381）0244

事務局 杉　本　　　勇
（財）資生堂社会福祉事業

　　財団 東京都中央区銀座7－5－5 104 03（572）3749

添乗員 小野　　　鎮
明治航空サービス株式会
社

東京都千代田区内神田1－7－

　　　　　　　　4　晃永ピル
101 03（295）5331
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1

編　集　後　記

　貿易摩擦問題，中曽根首相のマイノリテa発言等，日米間の雲行きが不安定な昭和61年

秋，われわれ研修団はニューヨーク，ロサンゼルスを訪問しました。それにしても日本の

経済力の強さは訪問した都市のいたるところで見られました。マンハッタンのタイムズス

ケァの最も目立つ場所は，わが国の大企業の広告に占拠され，東京のど真ん中にいるので

はないかと見間違うほどでした。アメリカ市民はこうした光景をどのような心情で見てい

るのかを考えると，気恥ずかしい思いに駆られました。

　そうした状況には全く無関係に，訪問した行政機関，福祉機関の方々から心より歓迎を

受け，熱心にわれわれに学習の場を与えていただいたことに，一同感激いたしました。わ

れわれの研修の成果はこの報告書にまとめてありますが，それ以bの収穫が得られました。

これもひとえに＝ユーヨーク在住のカニングハム久子氏，ウエストチェスターカウンティ

のみな様の熱意あるご助言，及び事前研修での秋山智久氏（明治学院大教授）岩崎浩三氏

（東京都八王子児童相談所）のご指導によるものであります。

　r大集団から小集団養護へ』『施設養護から家庭養護へ』『生活施設から治療施設へ』と

アメリカの社会的養護の動向を伝え聞いていたわれわれ研修団は，現実を見聞し学習し改

めて『一見は百聞にしかず』の言葉の重みを自覚しました。実践者として何が最も大切な

のかを再認識させられ，また欧米諸国の正しい情報を取捨選択しながら，これからの日本

独自の社会的養護のあり方と施設の方向を模索していく必要性を痛感しました。

　最後に資生堂の杉本常務，明治航空の小野の両氏の並々ならぬご尽力に感謝するととも

に，報告書作成のためにご協力頂きました全養協事務局の西田さん，松島さんさらに赤i一

字子供の家の鈴木美都子さんにお礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員　中山，嘉戸J丑久保，福島）

昭和61年度資生堂児童福祉海外研修団報告書

社会福祉法人　全国社会福祉協議会

　　　　　　　　　養護施設協議会

㊦100東京都千代田区霞ケ関3－3－2

　　　　　　　　第2霞ケ関ビル内

　　　　　　　　宕　　03（581）6503
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