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第18回資生堂児童福祉海外研修要綱

　虐待や放任、ホームレス等、世界的にも、わが国においても、

「児童の権利」が軽んぜられる現象が増加している。本年は、歴史

的にも多くの実証の上に先行した考えを持ち、組織だった体制にあ

るヨーロッパ諸国（3ヵ国）を訪問して、福祉の根底にある人間観、

児童観等にっいて広く考える。

研修テーマ 「児童の権利と児童養護活動」

財団法人　資生堂社会福祉事業財団

厚生省、全社協・養護施設協議会、全国教護院協議会

ヨーロッパ（3ヵ国）における

①　児童の権利保護に対する理念

②　一般家庭の児童養育の傾向

③　児童の虐待、放任と保護体制の現況

ヨーロッパ（デンマーク、イギリス、ドイツ）

1991年9月2日（月）～9月16日（月）　15日間

23名（児童福祉施設より団長以下20名、講師1名、事務局2名）

　推薦する候補者は、施設において日常、児童の処遇に真剣に携わ

り、本テーマによる研修について高い関心を持ち、強い意欲と責任

感のある職員。また、心身とも健康にして長期にわたって児童福祉

に貢献できる職員、とする。

　養護施設協議会、全国教護協議会、並びに関連団体の推薦にもと

づき、資生堂　児童福祉海外研修選考委員会の審査により決定する。

①研修団は、報告書を所定の期日までに主催者に提出する。

②　それぞれの協議会等の主催する研修会等において、研修結果を

　　報告する。
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あ　　い　　さ　　つ

社会福祉法人　全国社会福祉協議会

　　　　　養護施設協議会

　　　　　会長　小　野　倉　蔵

　資生堂社会福祉事業財団による海外研修は本年で18回目を迎え児

童問題に取り組む職員に貴重な研修の機会を与えていただいており

ます。

　本年度は「児童の権利と児童養護活動」のテーマのもとデンマー

ク、イギリス、ドイツと歴史ある国々を訪問しての研修となりまし

た。我が国においては児童の出生率が低下し、一方で、児童の権利

条約が批准する方向にあり、児童をめぐる問題への関心が高まりつ

つあります。そうした状況の中で社会福祉において実績のある国々

の見聞を広め、その児童観、人間観を知ることは今後の児童養護の

あり方を考えるうえで大変参考になることと思われます。

　今日、養護施設は地域社会で果たすべき役割・機能の拡大がます

ます期待されています。社会の変動が大きく、家族のあり方も変容

し、家庭の養育機能の低下が指摘されています。また、児童をとり

まく環境が大きく変化し、さまざまな課題を抱えた児童が地域で生

活しています。国の施策面からみると、養護施設は家庭養育支援事

業の一端を担い、不登校児童の指導を行うようになりました。いま

や養護施設は地域からも施策面からも、機能の拡大が急速に求めら

れています。

　一方、社会の歪みをうけた要養護児童のニーズは複雑・多様化し

施設処遇のさらなる専門性の向上が必要となっています。そして、

児童の権利条約が批准する方向にある中で、児童の権利とは何か、

また、養護施設の今後の処遇のあり方にっいて考えるべき時である

かと思われます。

　きたるべき21世紀に児童福祉全体の中で、養護施設はいかなる役

割を果たしていくのかを考えるとき、本報告書を広く活用していた

だければ幸いに存じます。

　最後になりましたが、本研修会の主催者としてすべてにご尽力い

ただきました資生堂社会福祉事業財団にあらためて心から感謝申し

上げます。また、副団長の厚生省児童家庭局育成課課長補佐の住原

清弘氏、ならびにご後援いただきました厚生省のご指導に対し深く

お礼申し上げます。
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あ　　い　　さ　　つ

全国教護院協議会

会長叶　原　土　筆

　大都市などへの人口集中に伴い、核家族化がすすみ、出生率の低

下によって少子家族時代が固定しつつあるのは大変淋しいことです。

そして、女性の社会進出によって母親不在の家庭が増加するなど、

児童をとりまく環境は徐々に変化しつつあります。

　少子家族のなかで、期待され大事に大切に心身共に健やかに生み

育てられている筈の子どもたちが、成長するにつれて無意欲、無気

力、そしてひ弱な自主性の乏しい子どもになってしまっている現実

が目立っています。こうしたなかで、資生堂社会福祉事業財団によ

る第18回海外研修が本年も実施され、教護院の職員も参加させてい

ただき、大変ありがたく心から感謝を申しあげます。

　今回の海外研修は、ドイツ、デンマーク、イギリスなどのヨーロ

ッパ各地を訪問して福祉の根底にある人間観、児童観について広く

考えることをテーマにして研修をして来るというものでした。

　人間尊重、福祉優先、そして恵まれた豊かな環境の中で子育てを

と言われながら、世界やわが国でも虐待や放任、そしてホームレス

の子どもが増加していると報告されています。児童の権利が唱えら

れながら、それが軽視されている現状があり、このような時に養護

や情短、そして教護などの児童福祉施設の未来を担う優秀な職員が、

先進各国の児童福祉の現状を見聞し、考察をすることは、わが国の

児童福祉に新しい刺激を与え、より望ましい方向に進展していくひ

とつのきっかけになることと、大いに期待を寄せております。

　この報告書は研修団員が高い関心と強い意欲をもって学び得た、

貴重な体験と所見が収録されているものです。訪問国とわが国との

風俗習慣などの相違もあって、施設の運営等が急変することは望め

ないとは思いますが、今後の児童福祉に大きな示唆を与えてくれる

ものと思います。

　主催者である資生堂社会福祉事業財団の事前研修から帰国後に至

るまでの並々ならぬご尽力、また、ご後援をいただいた厚生省の暖

かいご高配に対しましても、心より厚く感謝をいたします。
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団　　長　　報　　告

三　帰　寮　長

大平 要

　財団法人資生堂社会福祉事業団の主催する、第18回資生堂児童福

祉海外研修は、福祉の先進国ヨーロッパ（デンマーク、イギリス、

ドイツ）の3ヵ国を訪ね「児童の権利と児童養護活動」を主研修テ

ーマとし、15日間の日程で児童福祉の実態を見聞してきました。

　団員の選定は、養護施設、教護院、母子寮、情緒障害短期治療施

設、精神薄弱児施設の職員を対象に、数多くの研修候補者の中から

慎重審議の過程を経て、団員23名が選ばれ、7月29日からの事前研

修に不安と素晴らしさを抱き臨みました。結団式のあと明治学院大

学教授福田垂穂先生による「ヨーロッパの福祉活動とその背景」と

題して、訪問する3ヵ国の福祉の歴史や制度、活動の講義があり、

「研修テーマとその取り組みについて」厚生省児童家庭局育成課課

長補佐住原清弘副団長を中心に、班編成や記録などの役割分担、研

修課題等々を決めたわけですが、その中で、団員一人ひとりが、現

地の状況を可能な限り把握し毎日のミーティングで相互に意見を述

べ合い、助け合って研修の効果を上げようと、力強い団結の意思を

示してくれました。普段交流の殆どない者同志でしたが、児童福祉

に携わる者としての協力と連帯感と責任感で、無事に研修を修めて

帰ることができたのは大きな喜びです。

　さて、訪問した各々の国には、その国の古い文化や宗教の歴史に

よって支えられた福祉があって、1976年に施行されたデンマークの

ピスタンスロウは「胎内から天国まで」といわれている福祉体系の

中で、児童の人権を尊重し、ニーズを深く理解し、知識と経験豊か

なワー一カーによって十分なケースワークがなされ、積極的かつ具体

的な社会自立指導があり、国民は「高負担高福祉」を認識している

ことを学びました。どの国も、財政の逼迫による福祉施策の見直し

が求められている様子等も伺えました。この研修で得た多くの課題

を正しく咀噌して、我が国の福祉の向上に繋ぎたいものだと強く感

じました。終りになりましたが、貴重で素晴らしいヨー一一ロッパ研修

の機会を与えて下さった財団法人資生堂社会福祉事業財団、厚生省、

全社協、全養協、全教協、の皆様に衷心より感謝を申し上げると共

に、この研修事業が一層発展することを祈念いたします。
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副　団　長　報　告

厚生省児童家庭局育成課課長補佐

　　副団長住原清弘

　第18回資生堂児童福祉海外研修団は、1985年第12回以来6年ぶり

のヨーロッパ訪問となり、三帰寮（養護施設）大平要寮長を団長と

し、児童福祉施設等から選ばれた総勢23名の構成となりました。

　ヨーロッパ訪問日程は、9月2日～16日までの15日間で訪問国は

デンマーク、イギリス、ドイツ、の3ヵ国です。

　今回の研修は、「児童の権利と児童養護」をテーマとして、訪問

国の実情を実地に研修してくるものであり、情報化社会の中、各国

の実情は多少は知っているつもりでも、実際に自分の目で見、自分

の耳で聞く体験は違うものがあるのではないか。実際に各団員は実

体験についてのすばらしさを詳細に報告書の中にまとめています。

　研修期間中各団員は、ハードスケジュールであると感じていまし

たが、それが終わってみると、もう少し見ておきたかったこと、も

う少し聞いておきたかったことがあったことを考えると、15日間の

研修日程ではやむを得なかったことかと後で考えます。

　そのハードスケジュールの中で、始めての訪問国デンマークにお

いては、4日間の日程で、千葉忠夫氏を始め地元の人々からの中身

の濃い研修が受けられたことは意義深いものでありました。

　外国に訪問した際には、言葉の壁があることは当然であり、たと

え通訳を通してもその壁が完全に取り除かれることはありません。

しかし、デンマークにおいては、日本の福祉にも精通しているデン

マーク在住の千葉氏及び片岡氏の説明並びに地元の人との通訳は大

変良く理解出来る内容であり、有意義な研修となったことは全団員

の感じるところであります。

　また、今回の研修期間中天候に恵まれ、各国を訪問した先々で

「今年は天気が良い。」と言わせるほどの良い天気でした。

　15日間の研修で、各国の福祉に対する基本的な考えは我国と同じ

ですが、ただ、その方式を我国にすぐ当てはめることは、それぞれ

の国の文化、政治、経済の違いから難しいと感じました。しかし、

今回の研修により、改めて我が国の福祉を見直すことができるよう

になっことは、団員全員にとって大変意義深く、思い出多い研修と

なったことと思います。
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事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

事務局長　藤　元　寿　彦

　今回のヨーロッパ研修は1985年以来6年ぶりであった。訪問した

国の中でも特にデンマークでは、彼の地にて20余年に亘り福祉活動

をされ、フユン島のボーゲンセという町において、自ら生活学園を

運営されている千葉忠夫氏に多大のお世話を頂いた。事前に施設見

学の他に一般家庭の訪問を希望していたところ、一般家庭の他に里

親家庭を訪問する機会を設けて頂いた。この訪問は、今回の研修の

ハイライトともいうべき貴重な体験であった。

　更に毎晩、深夜に至るまで我々の宿舎で酒を酌みながら、デンマ

ー クのあれこれについて、熱っぽく語ってくれた千葉氏の話は、大

変実りの多い貴重なものとなり、この研修の成果を決定づけたとい

っても過言ではないであろう。誌上を借り、千葉氏に改めてお礼を

申し上げる次第である。

　研修のテーマである「児童の人権と児童養護活動」について、特

に児童を一人の人格ある人間とみなし、親権よりも児童の意思が優

先されること。その背景にある行政、教育、文化、社会制度、価値

観といったものの日本との相違を学んだ。

　イギリスでは、スケジュールの関係で1日のみの研修となり、団

員の期待に副えない部分も若干あったようだが、イギリスの抱える

財政、福祉従事者の不足、などの問題とその対応の一端を知り、ま

た、新しい試みの施設を見学できたのは収穫であった。

　ドイツでは、日本の児童施設とは異なるが、社会に適応が難しい

青少年を、様々な職業訓練を通して社会的に自立させるための施設

やプログラム、これら事業に携わる人々の信念、哲学といったもの

に触れ、団員一同感銘を受けた。

　日本は経済大国と呼ばれてはいるが、今回のヨーロッパ訪問で、

日本では感じられない「心の豊かさ」「ゆとり」「博愛」といった

ものを強く感じたのは、私ばかりではなかったのではないか。

　このように団員一人一人が貴重な体験と成果をもてたのも、大平

団長、住原副団長の真摯な態度と、絶妙のコンビによるリーダーシ

ップ、それに総務を引受けて頂いた側垣団員の、マネージャーとし

ての働きに負うところ大であり、ここに深く感謝する次第である。
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SHISEIDO　CHILD　WELFARE　STUDY　TOUR　TO　EUROPE

Team　Leader

Mr．　Motomu　OHIRA
S．　UPerintencletl［．　Sank］．R｝1’

ChildreTゴs　Home

〔Nagan・Pref．1

Vice　Leader

Mr．　Kivohiro　SUM｜HARA
AssNallt　Dlred軋）r．

Chlld　Carf・D1、「｜＼1［m．

Chlldn・n　HTIcl　F：illlilies　BUrt・au．

Nlinistr｝　t，f　IIealth　and　 、1『clfat『e

Chief

」

Team　1

Mr．　Kensuke　WATANABE
Chief　Child　GUidal｜ce　“’エ｝rker

Ter｜shi．［le．s．　・）Tlt、

（II｜，kkaido）

Chief
Team　2

Mr．　Akira　KITAMURA
Ch〔ぐ！’C－r’rc・ctl“n｛．）ff【Ct・r

、Vakayar11111－’rt・f｛・ctural　Scnkel

GakueTi　“Valtay：’”iia　Prcれ

Members

Ms．　Hiroko　ARAKl
Chief　Child　Guidal1Ct・VYf）rker

．Takkt）．En，〔sailama　Prcf．［

Members

Mr．　Hiroyuki　TAKAI
Chk・f　Ch｜ld　Guidance　W［lrkし・「

Iwakl　Ikuseisha
（Fukuトh｜lna　Prcf．）

Mr．　Jiro　OTA
Child　Guidance　、、『orker

Hachiraku　Jidv－Ry《）｛Alchl　Pre｛」

Ms．　Etsuko　HORITA
Nurse1’y　Tt・acher

Fukui？Llunlc〕pal　Dailch］Shaka戊

K－seien〔Fukui　i）ref．〕

Mr．　Toru　HIRATA
COT’T’ect1（m　Officer

GUmma　Prefeαu「E
｛G1“n｜na　Pref．［

C：unlm．1　Gakuill

Mr．　MasaYuki　IMAl
Uhil（1　Gllida！lcc！　、V1）rker

Ya〔｝　．Xlけヒhピr層＼　H1）rne

｛Osaka　Pl’efJ

Mr．　Haruhiko　HANAJIMA
Yc｝uth　Guidancc　、、’Orker

ASahiga《）ka　S雪エ政h【M”s　II‘）lllt・

｛Chlba　Prefぴ

Mr．　KazuYa　SOBAGAKl
Chllc］　（；u｜dこL［ICv　yVl》rker

Sank‘）・Juku　dlト『“．gr《レPI’t・f，1

・－
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MEMBER　LIST
Secretarv

Mr．　Usaburo　IKEDA
Executi、・e　DH℃ct“7．

Shls【・ldcムSl）cial、、’el∫；n・←　FりuBd《1【1‘川

Secretary

Mr．　Toshihiko　FUJMO↑O
Secrdar・v　General
SlliSei《i‘［　 S〔，CIZI1　　、、．ぺ、1fa1．e　　F‘‘tLr1〔iaIir）！ユ

Chief
Team　3

Mr．　Tsuyoshi　NAKAHARA
Super］ntende川
Okubo　Gakuen　（Clliba　Pref．り

Chief
Team　4

Mr．　Kenji　NIKl
Cllild　Guidar）ce、、’orker

Oka、alna　P1．efeCturHl　1’SushiTn？t

Jid〈）　Gakuin　（（）kaF・aロ）a　1’ref．）

Members

口
Mr．　Tomiji　FURUMl
Psycholc｝gical　Therapist

Shizu《ikn　Prefectural　Y〔｝shihara

Rinkall　Gakum〔Shlzuoka　Pref．；

Members

Mr．　Hiroshi　SATO
Correctlon　Instruct〔、r

Nati↓）na1　こLiusashin〔｝（；akuell

（Saitama　Pref．1

Ms．　Shizuka　KAKINAMl
Child　Guidal、c七　、、『‘，rker

、’nshiki　Aiji・Eri（Yamaguchl　Pref．　

Ms．　Minako　KINOSHITA
Chi］d　Guidaile（．　、S’orker

Futaba　Gakuen　（Fし｜kuoka　Pref、）

Mr．　HiroYuki　ANSHl
Chief　Correcti（，n　Instructor

Kag‘）shima　Prefectural　Makinohara

Gakuen（Kagoshima　Pref．）

Mr．　Kazuhisa　KOSHIKAWA
Chi［d　Guidance　W《）rker

Keisetsu　Gakuen｛Chiba　Pref．〕

Mr．　Hirotoshi　IWAHARA
Child　Guidance　W〈｝rker

Ishizaki　Gakuen　Clbaraki　Pref．｝

Tour　C◎nductor

Mr、　Hiroshi　FUKUDA
Sales　Representative
MeiJI　Travcl　Ser、・1cc．　lnc．
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氏　　　名 施設（勤務先）名 施設（動務先）所在地（郵便番号，住所，電話番号） 種別

団　長 大　平　　　要
児　童　福　祉　施　股

三　　　　帰　　　　寮

〒381
長野市大字屋島2373

TEL：0262－44－8355

FAX：0262－44－8355
蓑護

副団長 住　原　清　弘
厚生省児童家庭局育成謀

課　　長　　補　　佐

100

－

45

東京都千代田区霞が関

　　　　　　　　1－2－2

TEL：03－3503－m1

1　班

班　畏
渡　辺　憲　介

（社　・福）　聖母会

天　　使　　之　　園

061

－
11

北海道札幌郡広島町

　　　　　　　字広島82

TEレOl1〔372－3520

FAX：OU－372－1894
養護

1　班 新　木　弘　子
（社　・福）　雀幸園

養護施設　雀　　幸　　園

360 埼玉県熊谷市大字四方寺

　　　　　　　　　185

TEL：0485－25－2880

FAX：0485－25－2880
養護

1　班 太　田　二　郎
（社　・福）　和敬会

八　　楽　　児　　童　　寮

441

－

13

愛知県新城市八束穂字

　　　　　　天王1032－2

TEL：05362－2－0760

FAX：05362－2－0762
養護

1　班 平　田　　　通 群馬県立群馬学院
372 群馬県前橋市川原町826

TEL：0272－31－2554

FAX：0272－31－2548
教護

1　班 花　島　治　彦
（社・福）千葉ぺタニヤ

ホーム　旭が丘母子寮
260 千葉市都賀1十2

TEL：0472－3H823

FAX：0472－32－1477
母チ

2　班

班　長
北　村　　　昭 和歌山県立仙渓学園

649

－

64

和歌山県那賀郡打田町

　　　　　　東三谷900

TEL：0了36－77－3172

FAX：0736－77－4740
教護

2　班 高　井　裕　幸
（社・福）

昌平債いわき育英舎

979

－

31

福島県いわき市小川町

　　　　上小川字大坂5

TEL：0246－83－1571

FAX：0246－83－1571
養護

2　班 堀　田　悦　子 福井市第一社会厚生園
910 福井市花野谷町43－40－2

TEL：0776－54－2254

FAX：0776－54－2255
養護

2　班 今　井　iE　幸
（社・糧）八尾隣保館

八　尾　母　子　ホ　ー　ム

581 大阪府八尾市南本町3－5－37
TEL：0729－22－1032

FAX：0729－92－1243
母子

〔2竃）

飽　務
側　垣　一　也

（社・福）三光事業団

三　　　　光　　　　塾

663 兵庫県西宮市鳴尾町1－3－38
TEL：0798－41－4421

FAX；0刊8－40－2879
饗護

3　班

班　長
中　原　　　強 （社・橿）大久保学園

274 千葉県船橋市金堀町499－1
TEL：0474－57－2462

FAX：0474－57－4069
精薄

3　班 古　見　徒美二 静岡県立吉原林間学園
417 静岡県富士市大淵2781

TEL：0545－35－0076

FAX：0545－35－0278
情短

3　班 柿　並　　　静 （社・福｝吉敷愛児園
753 山ロ市大字吉蜘750

TEL：0839－22－2509

FAX：0839－24－6766
養獲

3　班 案志　宏　之 鹿児島県立　牧ノ原学園

899

－

44 鹿児島県国分市上之段2528
TεL；0995’48－2424

FAX：0995－48－2i76
教護

3　班 岩　原　広　利
（社・潟）茨城補成会

石　　崎　　学　　園

311

－

31

茨城県東茨城郡茨城町

　　　　　上石崎祁8牛2

TεL：0292－93－8787

FAX：0292－93－7097
養護

4　班

班　長
仁　木　健　次 岡山県立津島児童学院

700 岡山市いずみ町3－12
TEL：0862－52－2185

FAX：0862－52－2186
情短

4　班 佐　藤　　　裕 国立武蔵野学院
337 埼玉県浦和市×字大門1030

TEL：048－878－1260

FAX：048－878－1244
教護

4　班 木　下　三七子
（社　・福）　双葉会

双　　葉　　学　　園

803

－
02

北九州市小倉南区長行東

　　　　　　　3－13－15

TEL：093－451一川8

FAX：093－452－1441
養頂

4　班 越　川　和　久 （社・福）螢雷学園
285 千葉県印旛郡酒々井町伊篠

　　　　　　　　457－3

TEL：0434－96－4008

FAX：0434－96－6196
養摸

事務局 池　田　宇三郎
⑭資生堂社会福祉事桑財団

常　　務　　理　　事

104

－

10 東京都中央区銀座7－5－5
↑EL：03－3574－7408

FAX：03－3289－0314

事務局 藤　元　寿　彦
⑭資生堂社会福祉事業財団

事　　務　　局　　長

104

－

10 東京都中央区銀座7－5－5
↑EL：03－3574－7408

FAX：03－3289－0314

ツアー
コンダ
クター

福　田　　浩
明治航空サービス株式会社

営　　業　　2　　部

101
東京都千代田区内神田

　　　　1－7－4晃永ピル

TEL：03－3295－5331

FAX：03－3295－5326
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研修スケジュール

9／2成田発
（月）A凪usterdum，　Copenhagenを

　　　経由して、Odense着

　　　専用バスにてBogenseへ

9！3Bogense　Kystにてデンマー
（火）　クの福祉に関する講義

9／4　Fa面1y　Center（家族治療所）

（富）　　H．C．　Andersens　House

　　　（アンデルセン記念館）

9／　5　　Special　Treatment　Insti－

（ホ）　tutiOfi（児童特別治療施設）

　　　家庭訪問（一般1、里親2）

9／6家庭訪問（里親1）
（金）　　Danish　Japanese　Culture

　　　College
　　　現地児童福祉関係者との懇談

9／70denseからCopenhagenへ
（i）　（市内見学）

　　　CopenhagenからLondonへ移動

9／8
（日）

9／9
（月）

9／10

（火）

9／ll

（ホ）

9／12

（木）

9／13

（金）

9／14

（土）

9／15

（日）

9／16

（月）

ロンドン市内見学

National　ChiIdren’s　Home

Cumberlo▼　Lodge

LondonからFrankfurtへ移動

Frankfurtから専用パスにて

Hidelbergを経てStuttgartへ
Offenburg［キリスト教青年の村］

Altensteig［キリスト教　青年の村］

Kaltenstein城一C．」．D．発祥の地

StuttgartからParisへ移動
ルーブル美術館ほか見学

自由研修

ParisからAmusterdumを経由

して一路成田へ

成田着

蕪；

蕪懇纒羅．

鐡

　　　　　　力：㌧．．
　　　　　　　　　　　o灘lili響，ハン1’”、

購・戴アーk、

・｛K－
麗

イギリス

　　　　　z“
　　　　z－’
：．コ／．ペンハー惣

・ ）

旧ソ連

L＿＿⊥←＿＿＿一一一トー鯨から
　ロンドン

、，

tl、、，、　一　罵グきこぎ躍一・㌧

　　　　　　　　　　　O＿　灘kt　ぺ・グ・一・・＼一，ブカ…・

ベルリンO　、

一 ll一

　　　一＾＿’““s

ポ＿ランド　　S

　　　　　　　l

ワルシ・ワ。　　（

　　　　　　　　’、



デンマーク・オーデンセ市

福祉担当官を囲んで、

役場前庭にある母子像．

　事前研修の際の緊張感を残しながら、1991年

9月2日午前9時、私達、資生堂海外研修団の

メンバー23名は成田空港に集合した。折りしも、

前日閉幕した世界陸上選手権の各国選手団の帰

国ラッシュと重なり出発ロビーはかなりの混雑

を呈していたが、メンバーの頭の中はこれから

の研修旅行に対する期待で一杯だったようだ。

以下、私達研修団の行動を時間の流れと共に日

記風に報告したい。

9月3日（火）　午前ボーゲンセ・キスト

　前日、日本時間AHII：50に成田を飛び立って以来、このボーゲン

セに着くまで約31時間の永い一日だったにもかかわらず、メンバー

は早朝より起き出し、散歩にジョギングにと非常に元気である。

　早速周辺を散歩してみる。ホテルの前は海で、近くにはオ・・一一トキ

ャンピング場が広がり、落ち着いた静かな雰囲気を持った町である。

人ロ約6，000人のボーゲンセの役場の前には、この国の福祉のシン

ボルである母子像がおかれていたのが印象的であった。今日から5

日間この町を中心にデンマークの福祉を学ぶことになる。
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木たちに囲まれ

トのコテージ．

た、

初日の勉強風景、

　午後から、この研修の全てのお世話をしてくださる千葉忠夫氏と、

オーデンセ市福祉局のフレデリクソン氏による講義を受ける。千葉

氏は、デンマークがなぜ福祉国家と言われるのか、それはその歴史

的背景と教育にあるという事を話されたが、翻って日本では…？

　また、フレデリクソン氏は、デンマークの中でも一番進んでいる

といわれる、オーデンセ市の児童福祉システムについて熱っぽく語

られたが、子どもたちの問題を解決して行くためには、何よりも、

実現にむけてのアティテユード（姿勢）が重要である、と強調され

たが、この言葉には施策を実行している自信が塗れていた。
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9月4日（水）オーデンセ家族治療施設　アンデルセン記念館

　Pt・一ゲンセの町から約30分。デンマーク第3の都市、オーデンセ

へ。閑静な住宅街の一画に施設はある。以前は未婚の母の家として

使っていたそうだ。入ロの壁に象徴的なレリーフが掲げてある。父

母と子どもが手をつないで進んで行く姿に、この施設の意図が読み

取れるようだ。内部を案内してもらい、食堂で話を聞く。決められ

た治療プログラムによって、家族が自分自身で問題を解決して行け

るように、また生活の主体は入所者自身であり一っのユニットとし

て社会の中で生きていけるように、ワー一一カーは外から援助するだけ

である、という姿勢を持って治療している。
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　午後は、アンデルセン記念館へ。デンマークの生んだ世界的な童

話作家アンデルセンは、このオーデンセの町で生まれ育ち、そして

名誉市民になる。彼の童話は、弱者へのいたわりと限りない愛情に

溢れているが、これはまさに福祉の基本的な理念である。記念館は

彼の生家が当時のまま利用され、周辺の町並みも当時のまま景観保

存されていた。市内を歩いていて感じることは、制服の姿がないこ

と。背広ネクタイ姿がいないこと。自転車の多いこと。建物の色彩

の美しいこと。午後5時を過ぎると、店が全部閉まり人通りが全く

なくなること、などである。
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9月5日（木）午前　ウードゥビィ児童特別治療施設

　午前、ボーゲンセから車で10分程の、児童特別治療施設を見学。

広大な敷地に、学習棟、生活棟、訓練のためのアスレチック設備、

ファイヤープレイスなどが点在する。その環境にまず驚く。管理棟

の食堂に通され、副施設長から話を聞く。情緒に障害を持つ子ども

が、感情のバランスを自分の力でとる事ができるよう指導する事を

基本とし、勇気を持ち、自分を好きになること。それらを、親と共

に改善し、その結果、親にも勇気を持たせ、親子の関係を修復して

いく指導を行っている。親子で泊まれる宿泊設備も備えている。
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ポーゲンセの学童保育所．

子ども達がそれぞれやりたいことを

やりたいようにしてすこしていた。

　午後、学童保育所を訪問する。建物に近づくと子どもたちが3輪車

や自転車で走り回っている。すぐに手を振って寄って来る。室内は、

そんなに広いというわけではないが、子どもたちが活動するのに十分

なスペースが確保されている。ここでも、インテリアの色彩の豊かさ

には感心させられる。工具室なども、子どもが自由に利用できる。メ

ンバーが持って行ったケン玉や折り紙などの周りに子どもたちの輪が

でき、団員も一緒になって時を忘れて遊んだ。利用対象は7歳～14歳

まで。朝6時から17時まで。このあたりにも、デンマークの共稼ぎ事

情や、対応する制度の細やかさが現れているように思えた。
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　夕刻から、グループにわかれて家庭訪問をする。一般家庭、母子

を預かる里親。非行児を預かるファミリーホームの3ヵ所である。

訪問し、膝を交えて語りあった団員の共通した感想は、充実した福

祉制度の中でも、費用の問題、働く時間の問題など、やはり本音の

部分ではしんどさもあるということであった。脱施設化の一方の側

面である費用削減の方向が、ワーカーには負担になっている現実も

あるということを感じた。ただ、日本のレベルと比較はできないと

思うが…。しかし、子どもが好き、この仕事が好きで、という思い

も十分に感じることができた。
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デンマークの児童福祉関係職員との

質疑応答　それぞれの仕事の現状と

共に今後の児童福祉、教育の課題に

ついても話されたe 9月6日（金）　午前　家庭訪問　里親　ボーゲンセ生活学園

　1グループが里親宅を訪問。昼前に全員で千葉さんの生活学園を

訪問する。奥様特製のカレーライスをご馳走になる。元小学校の建

物で、庭には我々のために、こいのぼりを揚げてくれていた。15歳

から19歳までの5名の少年と生活している。室内や武道場を、17歳

のブライアン君が案内してくれる。子どもの個室は、ソファーやテ

レビなど、一通りの物が揃いきれいに整理され、全体として少し大

きめの家庭、という感じである。彼等は、入所も、退所も全て自分

の意志で決める。それが、デンマーク流で、制度でもある。

　午後、児童福祉関係者と懇談。教師のソーレンセン氏、県職員の

ラウセン氏、グループホームのイェスパス氏、生活指導員で片岡夫

人のインゲ・ソーレンセン氏、片岡氏、千葉氏である。脱施設化の

理念とその経済的側面について、まだまだ、問題は大きいこと。家

族の問題は、デンマークにおいてもこれからますます複雑化するこ

となどを聞いた。時間的な制約から表面的な所で終わったのが少し

残念だが、審議中の新しい福祉法によってデンマークの福祉がどの

ように進んで行くのか、今後も注目して行きたいと思う。国や制度

は違っても、やはり子どもに対する思いや夢は同じなのだ…。
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ハシの使い方伝授で国際交流．

大平団長は、文化交流にすごS：る熱心であった。

僧
デンマークでの研修終了後のサヨナラパーティー。

日本からおみやげのケン玉で国際親善．デンマークのケン玉

チャンピオンもこの場で決定z認定書をさしあげた。

手と手を取って、互いの友情を深め肩を組み交わし、共に歌い、それぞれの

場での児童の福祉の向上につとめる二とを誓いあった．

　デンマークでの全ての研修プログラムを終え、タ刻からお世話に

なった方々を招いてパーティーを開く。家族共々集まり、滞在中、

水のようにお世話になったピールや、我々が提供したウィスキーな

どで大いに盛り上がる。父親が中学生の息子にウイスキーを勧めて

いたのには少々驚いたが…。けん玉を教えたり、全員で肩をくんで

歌ったり本当に楽しいときを過ごすことができた。深夜になり、普

通このようなパーティーは、いつ頃お開きにするのか問うと、いつ

もは、みんなで朝日を見るんだ、とか。彼等のバイタリティーには

驚く。このバイタリティーとアティテユードが福祉の原動力なのか。
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イギリスでの宿舎。
＿れも名物．

近衛兵交替のためのバレード．

9月7日（土）　デンマークからイギリス（ロンドン）ヘ

　デンマーtクでの5日間の研修を終え、次の研修地ロンドンに到着。

デンマークでのゆったりしたペースとの変化に少々戸惑う。さすが、

かって世界の首都といわれただけの町並みである。歴史を感じさせ

るホテルに旅装を解き、ふと隣の大きなピルを見上げれば、ロンド

ン警視庁の建物。これだったら安心と納得してしまった。翌日は日

曜日、久し振りに研修のない休日を楽しむ。博物館や美術館は無料。

羨ましい限りである。夕刻からは、グループ毎の行動となりそれぞ

れが、ロンドンの休日を有意義に過ごすことができた。
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リネ・ウイリアムズさ

んの経験談を聞くt

長い間、N．C．Hで勤

務した彼女とある子ど

もとの愛情物語を聞い

て通訳が感激して涙す

る、という一幕もあっ
た．

9月9日（月）　N．C．　H．　カンベロー・ロッジ

　英国でも最大の民間組織である、ナショナル・チルドレンズ・ホ

ー ムを訪問。ロンドンの中心地から約40分程のところにある。本部

の大きな建物はかつては多くの児童を収容していたが、今は児童福

祉センター的な役割を果たしている。長年勤務しているウイリアム

ズ女史の話には、深い感銘を受けた。昼食後、カンベロー・ロッジ

を訪問。脱施設化の流れの歪みが、子どもに大きな影響を及ぼして

いることを感じずにはいられなかった。しかし、その状況を何とか

変えようとするワ・一一カーの情熱は素晴らしい。
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街の居酒屋で、ソーセージ

をサカナにビールに舌つづ

み．思わず顔もほころんで

しまう。

9月10日（火）　ハイデルベルグを経てシュツットガルトへ。

　短いロンドン滞在を終え、次の宿泊地、シュツットガルトに向か

う。フランクフルトを経てバスで一路アウトバーンを南下。途中、

ネッカー川ぞいの古城と大学の町、ハイデルベルグに立ち寄る。赤

い砂岩を利用して建築されたハイデルベルグ城の足元に広がる中世

から変わりない町並みは、自然と調和して暮らすドイツの伝統を感

じさせる。昼食にソーセージとピールで乾杯。日も暮れかかる頃よ

うやく到着したシュツットガルトは、谷の中の大都市。駅の建物の

屋上には巨大なベンツのエンブレム。現代ドイツのシンボルか。
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9月11日（水）　C．J．　D．オッフェンブルグ青年の村

　早朝、今回のドイツのプログラムを世話していただくマテウス夫

妻が来られる。彼等の案内で、オッフェンプルグ青年の村へ。ここ

は、学習能力等に障害を持つ子ども達の職業訓練を行っている。広

大な敷地に訓練棟や寄宿舎が立ち並ぷ。ドイツの徒弟制度の中で落

ちこぼれて来る子どもたちにも、時間をかけチャンスを与えて行く

という。子どもたちは、職業訓練だけでなく、さまざまなプログラ

ムによって自信を持って社会的自立ができるように、全人格にかか

わる援助がなされている。
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アルテンシュタイクの

美しい街並み。

漕酒で広々としたアルテン

シュタイク・シューレ。

上級学校へ進むための教育

を行う。カリキュラムの中

で特別にコーラスとチェス

の授業に重点を置いている．

広大な敷地に教室や寮が点

在するt

9月12日（木）　C．J．　D．アルテンシュタイク青年の村

　昨日に引き続き、マテウス夫妻の案内でアルテンシュタイクへ。

ここは、ギムナジウムとして登録されている。特徴は、コーラスと

チェス。世界中演奏旅行をする程の実力を持っている。音楽室で、

彼等の演麦を聞かせてくれた。素晴らしい。チェスのほうは必須の

授業を行っているという。子どもの持っている能力に応じて適切な

援助をするという意志がここでも貫かれている。マテウス氏の「子

どもは神さまからの預かりものであり、一人一人が大切に育てられ

るべきである」という言葉にC．J．　Dの考えが集約されている。
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カルテンシュタイン城の速望。

周囲はブドウ畑で、そのブドウ

でハウスワインを作っている。

カルテンシュタイン城、第2次世界大戦中は

ナチスがニニにユダヤ人を収容．

現在は青年の村の女子寮．

　　　　女子寮で、気軽にポーズを取ってくれた、

　　　　りトアニアからの難民の子ども達。

ハウス・キーピングのコースの

生徒に日本の折り紙の実習を行

う、先生は北村団員。 　午後、カルテンシュタイン青年の村へ。ドイツにおけるC．J．

D．の発祥の地だそうだ。丘の上に聾え立っカルテンシュタイン城

を中心に展開されている。ここでは、最近ドイツで増加している世

界各地からの難民、特にアジアの紛争地域や、旧ソ連邦からの難民

の青少年を多く受け入れ、ドイツの社会に適応して行けるよう職業

訓練と共に、語学、社会生活一般についても教育している。世界の

情勢が直接自国に影響を及ぼす欧州の厳しさと、それに現実的に対

応して行くドイツの懐の深さを感じずにはいられない。同様に我々

はアジアの難民を受け入れることができるだろうか？
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手をとり合ってと

もに歌う。

城で採れたブドウ

酒、手づくりの料

理、そして歌、い

つまでもなごりは、

つきなかった。

…’バー．一　 ■函■■■■■■■■一■■『一

　夕刻から、食堂でディナーパーティーを催していただく。心尽く

しの料理、カルテンシュタイン城で採れたブドウで作ったハウスワ

イン。マテウス夫妻をはじめ、ドライシュマイアー校長、そして、

C．J．　D．創立者の子息で、現会長であるダンネマン氏も駆けつ

けられた。大平団長からの鯉のぼりのプレゼントは大変喜ばれた。

飲むほどに味わう程に雰囲気も盛り上がり、ドライシューマイアー

校長のギター片手の独唱には、全員感激、お返しに皆で「花」を合

唱、心は一つになった。ダンネマン氏の挨拶、「このような仕事を

しているお陰で皆さんにお会いできたことを神に感謝したい。」同

感である。研修としては最後の夜．同じく子どもの仕事に携わる者

として、肩を組み合っているメンバーの目が心なしか潤んでいたよ

うだ。
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最後の旅程バリでの宿舎と

なったホテル・ド・ループ

ルの夜景　ループル美術館

の隣にある，

バリ初日　凱旋門、シャデ

リゼ通り、ルーブル美術館

とフランスを満喫した一日。

今年のヨーロッパは異常気

象のためD、9月だという

のに暖かく、半袖の人もい

る．エッフッル塔をバック

にe

9月！3日（金）14日（土）　　パリ滞在

　デンマーク、イギリス、ドイツでの研修を予定通り終了し最後の

訪問地パリへ。一通りの観光地を見学した後、グループ毎の自由研

修となった。大平団長の顔にもようやく安堵の色が見え出した。

　3ヵ国での研修を通じて、多くの人々の児童福祉にかける情熱に

実際に触れ、各国の事情を垣間見ることができたことは何よりも得

難い収穫であった。また、各地での同じ仕事に携わる仲間の暖い歓

迎と友情を忘れることができない。国はちがい、制度は異っても手

を携え、子どもたちと共に生きる喜びを持つことができる社会をつ

くり上げる努力をしたいと、しみじみ皆の想いは同じであった。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンデルセン「人魚姫」の像。

デンマーク見たまま、聞いたまま

　　　　　　　　デンマークは、首都コペンハーゲン市近郊に総人ロの約4分の1

　　　　　　　に当たる136万人が集中して住んでいる。グリーンランド島とフェ

　　　　　　　ー回諸島のデンマーク領を入れると、50倍くらいになるが、イヌイ

　　　　　　　ット人とフェーロ人が自治していて、国際閥の問題等がなければ、

　　　　　　　デンマーク政府はあまりタッチしないので、通常はデンマークの国

　　　　　　　土面積は本土だけを指し、九州より少し大きいくらいの面積である。

　　　　　　　　公用語はデンマーク語で，主食のじゃが芋を口にほうばったまま

　　　　　　　話す言葉と評され、また、語気も荒いと言われているが、小4か5

　　　　　　　年くらいから英語を勉強し、かなりの人が、日常会話程度の英語は

　　　　　　　話せる。中学1年からは、隣国のドイツ語を勉強する。

　　　　　　　　土曜日は官公庁、会社は皆休みになる。デパートも土曜日は休み

　　　　　　　になるので、不便ではある。

　　　　　　　　　1週の労働時間は37時間、日本と比べると1年間で、300時間以

　　　　　　　上少ないといわれている。20年近く昔から、週休2日制を続けてい

　　　　　　　る。学校も週休2日制である。景気が悪かったこともあって、春闘

　　　　　　　で余りべ一スアップは望めないという労働組合の考えから、また、

一 29一



テクノロジーも発達してきて生産量が十分上がっているはずだから、

もっと家族と一緒にいる時間や、趣味を生かす時間が欲しいという

要求で、ここ2、3年、30分ずつ勤労時間を減らしてきて、現在、

普通の勤労者の労働時間は週37時間となっている。それで、金曜日

は、3時頃から、帰宅のラッシュが始まる。

　若者達が、流行のカラフルなサイクリングパンツをはいて、格好

のいいロードレーサーに乗ってブロンドの髪をなびかせていく。自

転車王国だ。

　歩道がない道路は、ほとんどないが、自転車が非常に多い国で、

現在でも自転車専用道路は、車道や歩道を少しずつ削って造られ、

増え続けている。自転車道路はコペンハーゲンで100キロ、国内で

は3，　OOOキロメートルは走っている。

　2人に1人は、有効に使われる自転車を持っている。店の前や駅

の前には、たいてい自転車置き場がある。市内が混雑しないように、

事故が起こらないように、また、廃棄ガスを防ぐために、自動車の

乗入れを制限するだけというわけにはいかない。市民の足も確保し

なければということで、市の新しい試みとして、プロジェクトがス

タートした。独特の形の自転車をつくり、市内に60ヵ所の自転車置

き場を設置し、どこでも乗れてどこでも置けるシステムに、という。

20クローネ入れると、チェーンが外れる、別な場所で自転車を置き、

チェーンをかけると、お金が戻って来るということだ。この自転車

が、近くお目見えするそうだ。

　一般的に言って、泥棒の多いところではないが、自転車だけはよ

く盗まれる。しかし、この自転車だと特別な形をしているので、盗

んでもすぐに分かってしまうし、盗む必要もなくなるということだ。

都市には、麻薬中毒の患者が多く、大麻欲しさに、自転車を盗み、

部品にして売ってしまうeあまり多いので、保険会社も悲鳴をあげ、

対策をたてた。自己リスクということで、　500～800クローネは、

盗まれても自分持ちで、残りを補償するというものだそうだ。だか

ら、自転車にはよく鍵がかかっている。

　普通の冬だと、夜、零下5度、昼間はプラスの5度位で、そこを

いったりきたりするくらいだというeひどく寒いということはない。

　ルネサンス時代やバロック様式の古い石造りの荘厳な建物が沢山
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あり圧倒される。ある港などは、プラスティックの船はいっさい認

めないという厳しさもある。それらのことが、伝統や自然を大切に

している国民性を窺わせる。

　オーデンセの街では、老いも若きも、店先に並んだ、白い丸テー

ブルと白い椅子に腰をすえて、昼間から、ピー一一ルを飲みながら、談

笑している。いかにも平和な伸び伸びとした光景である。

　かなり、暖かい昼下がりだ。Tシャツも多いが、中には裸の男も

いる。一方では革のジャンパーや、セーターを着ている人をよく見

かけた。それにしても、道行く人の服装はなんだろう。寒暖の感覚

がないのだろうかと不思議に思った。

　デンマーク人は、よく流行を追う国民だそうで、職場や仲間とい

う集団で、服装にもその主義主張を出すという。その集団による流

行というのがあるそうだ。それだけでは納得できなかったのだが、

例えば、赤ん坊のおむっをきれいに染めたバンダナを頭に捲くとい

うのが保母さん達の間で一時期大流行したという話で、合点がいっ

た。そういえぱ、家族治療施設で、我々の説明役になってくれたイ

ンゲ女史は、デンマークでは最近、家族ぐるみの治療というのが

　「流行っている」という言葉を使っていた。

　デンマ・・一一クの幹線道路は幅20mは優にある。そこを、三菱、日産、

トヨタなどの日本車もよく走っている。日本人をみかけると、「三
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菱、トヨタ」などと、声をかけてくる。車は、すごい速度でとばし

ているが、狭い街なかの道路でない限り、時速80キロ制限、街なか

が普通60キロ制限になっているからだ。信号のない横断歩道でも、

傍らに立っていると、運転手は必ず止まって、歩行者を優先する。

日本では考えられないほど、紳士的で、このことは、ヨーロッパの

どこでも同じであった。

　デンマークの主食はパンと馬鈴薯で、パンは、普通は黒パンをた

べるという。この黒パンの上に「にしんの酢漬」をのせて食べるの

だが、これが、なかなかの美味で、また、これと一緒に飲むスナッ

プスという45度の火酒が妙に合う。また、酪農王国であるだけに、

チー・一一ズの種類が豊富で、いろんな味に出会うことができた。

　最大標高差が400mしかないという平坦な土地がまるで北海道の

原野のように続く。どこでも、農地になり、どこでも宅地になる。

日本の半分の金で、倍以上の土地と建物を手に入れることができる。

漁業をする海もある。そして、産業も盛んだ。思った以上に豊かな

国であった。

世界ha　1の福祉国家．デンマーク

　「今日、世界で最も進歩した国はデンマークであり、これに続く

のがスウェーデンとノルウェーである。」

　これはアメリカのペンシルバニア大学のリチャード・エステス教

授の言で、彼が20年がかりで行った研究成果として、経済、生活の

質、人権をはじめとする46項目の指標を総合評価した結果、デンマ

ー クが世界で最も進歩した国だというのである。この研究成果に触

れるまでもなく、デンマークをはじめとするスウェ・・一一デンやノルウ

ェーといった北欧の国々の高福祉政策は世界各国から「福祉の理

想」と注目され、日本をはじめ東欧諸国からも目標とされてきた。

　私たち第18回資生堂児童福祉海外研修団は、この最も進歩した福

祉国家デンマークを最初の訪問国とした。

　デンマークではボーゲンセにある「生活学園」の責任者で、正真

正銘の日本人である千葉　忠夫氏の全面的な協力により研修プログ

ラムは進められた。
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　千葉氏は「自分の一生を貫く仕事にどういうものが良いかと考え

た時、日本は工業なり、教育なり、経済なり、世界に追い付け追い

越せと努力し、やがて世界のトップを走るようになり、もはや他国

から学ぶべきものは殆どなくなった。しかし、もし他国から学ぱな

ければならないものがあるとしたら、それは福祉であると感じ、世

界で一番福祉の進んでいる北欧へやって来た」と言う。現代の日本

は転職情報誌が飛ぶように売れ、より条件の良い職場を求めて転職

を繰り返すのが流行、としている若者には、おそらく千葉氏のこの

熱い胸の内は伝わらないであろうが、千葉氏の生涯をかけた使命感

には敬服する思いであった。また、千葉氏は北欧の福祉を日本に還

元するべく、社会福祉研究協会を通してデンマークの最新福祉情報

を日本語版にして雑誌等に紹介する仕事にも携わっている。

　千葉氏は時折回想しながら、「私は日本の国から頼まれたわけで

はないけれど、昭和42年に片道切符を手にしてシベリア経由でデン

マークにやって来た。リュックサックーつ背負い、懐にはわずか

500ドルしかなく、それを使ってしまうと日本に帰るすべはなかっ

た。知っている人もいないし…。そう、福祉をやりたい一心でした

ね」と団員の前で語った姿がとても印象的であった。

　私たちのデンマークでの研修は実質5日間であったが、こうした

千葉氏の優れた洞察力と企画力により、人権尊重の理念に根ざした

　「Social　Welfare　in　Demark」の実情を十二分に受け止めること

ができたことに対し、敬意と感謝を申し上げたい。そしてその内容

を脚色することなくリアルに報告するために、なにより千葉氏の迫

力に満ちた講義内容そのままを紹介することにしたい。

デンマークの児童福祉 （千葉　忠夫氏のレクチュアから）

　いわゆる「ゆりかごから墓場まで」というのはイギリスで、デン

マークでは「胎内から天国まで」といわれます。それ程福祉が充実

している「社会福祉国家」と呼べる国は、世界広しと言えど、おそ

らく地球上に、このデンマークとスウェーデンの2ヵ国だけだと思

います。もちろん社会保障がなされている国、あるいは充実してい

る国はあると思いますが、要するに、社会福祉国家として、完壁に
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」

．4

熱っほ！く語りかける

　千葉忠夫氏

その形態を成し遂げている国は、この2ヵ国だけだと言っても過言

ではないと思います。

　それでは、何故デンマークが社会福祉国家となりえたか、ですが、

ある国は経済大国になっておりますし、ある国は福祉国家になって

いますので、どのようにして違いができてきたのか。その辺を探っ

てみるには、歴史的に見なければなりません。

　この国は11世紀までは、バイキングでしたeバイキングから農民

化していったわけです。日本と同じように、庄屋がおり、地主や小

作人がいたわけです。その時に地主・庄屋の支配者は、農民を拘束

し、領内から出さないようにする法律を作りました。それに対して、

デンマークの農民は、それを自由の剥奪であるとして、絶えず反発

して、我々は自由であるべきだという運動を続けてきたわけです。

ですから、デンマーク人は、おさえっけられて生活するのではなく

て、絶えず自由を欲するという国民感情が、13．4世紀からでき

あがっていたと思います。その辺にデンマークが、福祉大国になっ

た第1のヒントがあると思います。

　18世紀の頃、デンマークでは、世界で初めてといわれる農業組

合を世界に先駆けて作りました。これは、要するに、どこかの農家

が不作などで困った場合、お互いの助け合いを目的とするものでし

た。ここに、第2のヒントがあると思われます。

　19世紀に入りまして、西洋の先進国をはじめとする世界各国が

工業化に入りましたが、産業革命がデンマークまで及んで来た頃、

デンマークも農業人口が都市に移ってきまして、工業労働者になっ

たわけですが、その時に、彼らが何を作ったかと申しますと、農業

協同組合の経験を生かして、今度は労働組合を作るのです。しかし、

デンマークの場合は、かれらの生活を安定させ、あるいは保障する

ために作ったものであって、あまり政治的な運動ではなかった。要

するに、自分が病気して、あるいは失職して困ったときに、そのた

めに生活を壊されないように、安定した生活が出来るようにという

目的で、労働組合を作ったわけです。これも、お互いに助け合うと

いうことです。産業革命がデンマークまで及んで来た頃、労働組合

が育ったのです。労働者の間にも、互助の精神が培われました。こ

こに第3のヒントがあると思います。
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　　　　　　　　　　　　　　　そして、1930年代に入りますと世界恐慌を体験し、非常に苦しい

　　　　　　　　　　　　　　国民生活を強いられた訳ですが、その頃、政治家達は社会保障を完

　　　　　　　　　　　　　　備していかなければいけないと力を社会保障に注ぎ始めました。

　　　　　　　　　　　　　　しかしながら、1940年に入って早々、第二次世界大戦が勃発しまし

　　　　　　　　　　　　　　て、このデンマークはドイツ軍に占領されました。その時に、デン

　　　　　　　　　　　　　　マーク人が非常に欲していた、また、貴んでいた自由が奪われたわ

　　　　　　　　　　　　　　けです。ですから、デンマークの政治家達はこの戦争から回復した

　　　　　　　　　　　　　　ら、もっと素晴らしい福祉の充実した国を作ろうと話し合ったわけ

　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　　　　　　　　　　　　　政治家達と申しましたが、デンマークはこんなに小さな国です

　　　　　　　　　　　　　　が、11の政党があります。人間の考えが皆それぞれ違うということ

　　　　　　　　　　　　　　を如実に表しているわけですが、こと福祉に関しましては、いろい

　　　　　　　　　　　　　　ろな法案が国会に提出されたとき、超党派、あるいは絶対多数で、

　　　　　　　　　　　　　　福祉の法案が通るというお国柄です。国民の利益にっながる福祉法

　　　　　　　　　　　　　　案であれば何でも国会で可決されるというお国柄であります。です

　　　　　　　　　　　　　　から、国民は常に福祉に関心をもっているお国柄だと言っていいと

　　　　　　　　　　　　　　思います。

　　　　　　　　　　　　　　　それではどうして、第二次世界大戦が終わった後、デンマークが

　　　　　　　　　　　　　　福祉大国になったかということを考えますに、冒頭で話しましたが、

　　　　　　　　　　　　　　ある国は経済大国になったが、その原因は何かなと考えますと、私

　　　　　　　　　　　　　　は、デンマークの場合は、教育が非常に重要な位置を占めていると

　　　　　　　　　　　　　　思います。

　　　　　　　　　　　　　　　デンマークの教育制度はもちろん、義務教育ですが、非常に外国

　　　　　　　　　　　　　　と教育の仕方が違います。もちろん、私の一番よく知っている外国
どこまでも広がる大地は、デンマーク

の基幹産業である農業を支えている。とは、日本のことですから、日本とデンマークの教育を比較します。

日本のことは皆さんがご存じ

の通りですから、デンマーク

の教育についてお話します。

　9年の義務教育、その前に、

幼稚園、保育園がありますが、

14、5年くらい前から、小

学校入学前に各公立小学校の

クラスに1年間の幼稚園学級

を作っています。保育園、幼
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稚園に入る人は60％程度ですが、その1年間の幼稚園クラスは、99

％とほとんどの人が入っています。デンマークの法律で、その幼稚

園クラスでやうてはいけないことがあります。それは、読み書きや

算数を教えてはいけないことです。それが、どこかの国では、なる

べく小さいうちから、いろんなことを教えて、早く覚えて、人より

も頭を良くするというようなところもあるようですが、デンマーク

ではそういうことをしてはいけない、ということになっています。

　幼稚園では何をするかというと、いままで家庭にいたわけですか

ら、家庭から社会に出る、その社会化のためにみんなと仲良くする、

それには同じ年頃の子ども達と、まずは仲良く遊ぶという、もちろ

ん喧嘩も社会化のプロセスではありますが、とにかく、みんな一緒

になるということが、その幼稚園学級の重要なポイントになります。

もちろん、遊びを通じて教育的なものを取り入れていますが、より

友達になることが、中心課題です。幼稚園学級は義務制ではありま

せんが、99％の子ども達が行っています。

　1年生から9年生までが義務教育になっています。その間、　（日

本の教育と）徹底的に違うのは、例えば1年生に入学しますと、あ

る国では、24名入れば全員が同じ教科書をもらって、同じように声

を張り上げて読んで、何日かしたら書取りをさせられて、試験をし

てというようなパターンがあると思いますが、こちらでは、もちろ

んアルファペットなどは先生が教えますが、その子どもにあった国

語のリーダーを与えます。ですから、教室全員が同じ国語の本とい

うことはまずありえません。教室も最大限27名です。もし、28名だ

としたら、14名の学級を2学級つくることになります。

そして、授業の方法はどうかと言いますと、一斉に読むということ

はなく、例えば一種類のリーダーを使っている子どもを呼んで読ま

せ、その間、ほかの子どもは自分のリーダーを読んだり、書取りを

します。最初の生徒が終わると、また次の生徒を見るといった方法

です。均一な授業やるのではなく、個人個人、その子どもにあった

ものを与えていく。そこで、何が培われるかと言いますと、1年生

の時から、同じリーダーを使って試験をされて、あの人は100点と

り、あの人は80点だった、あるいは0点だったという、それであの

人は、出来る人だ、出来ない人だということを植えっけられた子ど
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もとは全然違ってきます。リーダーを読むことは、その人にあった

本を読むことで、それは、出来る、出来ないではありませんeある

国では、人間にも出来る出来ないで差をつけてしまうわけです。そ

こで、成績という差がっいてしまう。そうすると、福祉で一番大事

な「人間は平等なんだ」ということが、すでに子どものときから破

壊されてしまいます。デンマークの場合は、子どもの時から、そう

いう棚のない、「人間はみな同じなんだ」ということを、教育の一

番最初の場面で、義務教育を通して植え付けられていきます。

　さらに、1年、2年と進んでいきますが、日本と違うのは、例え

ば、夏休みが、小学校は、6月20日頃から8月10日頃まで、2ヵ月

くらいあります。

　私の息子が、一番最初の夏休み「明日から、学校が休みだ。」と

いって帰ってきました。手ぶらで帰ってきたんですね。私の小学校

の頃だったら宿題をいっぱい持って帰った思い出があるものですか

ら、おかしいなと思って、「宿題は？」と聞いたら、宿題なんてな

いと言うんですね。「そんなばかな。これから2ヵ月の間何も勉強

もしないなんていうそんな馬鹿なことはないそ。それは嘘だ。」と

言ったら、「本当にそうだ。」と言うんですね。　「そんなことはな

いはずだ、とっちめてやる。」と言ったら、家内が、「何を騒いで

いる。」というんで、事情を説明すると、「あなたは夏休みという

のをどういうことだと思うのか。」と言うから、「夏の休みだろ

う。」と言うと、「だから、何もしないで休めばいいでしょう。」

と言われた。その通りなんですが、なんとなくしゃくにさわって、

デンマークのいなか町

ポーゲンセの港。
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家内と一日中話もしなかったことを覚えています。

　その日以降、息子は2ヵ月の間教科6も何も見ないんですね。た

だ、その休みを通して、旅行をしたり、自然に親しみ、あるいは、

徹底的に遊んで、子どものときに本当に必要とする情操的な面が培

われます。よく覚えていますが、日本のように、日記帳を書く、天

気をつけ忘れた、などということに拘束されることなく、本当に伸

び伸びとやっていました。最初のうち、私もこれでいいのかなと疑

問に思ったのですが、私の息子は、中学3年生ですが、この13年間

に夏休みに、宿題を一度も持ってきたことがありませんでした。そ

れでもいいのかな、とも思いますが、デンマークでは、それでも高

等学校や大学へ行く者は行くし、そして行かない者は行かない、そ

れでいい国なのです。

　もう少し1年生から3年生・4年生と進んでいきますと、まず、

通信簿がない。それでは、子どもを放ったらかしかというと、そう

でもないわけです。ちゃんと、授業参観とか、あるいは、個別の面

接が先生とありまして、あなたのお子さんはこれこれこういう具合

いですと。で、一番簡単なのは、「あなたのお子さんは何も心配あ

りません」ということで、あっけなく終わってしまうわけです。そ

ういう具合で、算数が何点、理科が何点、国語が何点だから、これ

にもう少し力を入れなければいけませんよ、というようなことは言

いません。

　1年生から9年生まで続きますが、通信簿がつくのは、9年生で、

日本でいう中学3年卒業のときです。それも、試験を受けた者だけ

に点数がつけられます。中学卒業の時に試験を受けたくなければ、

受けなくてもいいわけです。試験を受けない者には、あなたは義務

教育である9年間を終了したという証明書がでます。試験を受けた

者は、これこれの学科が何点ある、という証明はされます。試験を

受けるもの、と言うのは、将来、高等学校や上級学校へ行きたい者

がまず、受けます。

　こちらの高等学校は本当にレベルが高いと思います。何故かと申

しますと、ある国のように、高校入試で、この高校が駄目だったら、

別な高校、そこも駄目だったら、また別な高校という具合いで、ど

んな高校を終わっても高校卒業の資格を与える国とは違いまして、

一 38一



この国では、国家が行う高等学校卒業の資格認定試験を通らないと、

高校卒とは言えないからです。

　ということは、ある国では、高等学校にも差があることを、学校

の教師も、本人も、社会もみんな認めている。また、国全体で自分

達の住んでいる国の中に差別があるということを平気で認めている

ということですね。この差別こそが、社会福祉の敵になる元なので

すが、それを公然と認めている。そして、実際に高等学校の進学に

あたる教育者である教師が、試験をして、あなたは1OO人中2番だ、

3番だと人間に差をつける。そういうことをたたき込まれたら、お

互いに相手のことを思って生きなければならないという、福祉で一

番大事な原則となるものがどんどん学校教育でこわされます。しか

も、幼児のうちから壊している国であると、また、教師が先に立っ

て、人間に序列をつけている国である、と思います。

　もちろん、それが悪いことだとばかりは言えないわけです。要す

るに、そういったやり方は、大きな経済大国になる原動力にはなる

わけですね。人よりも良いものを良くやって、競争に勝っという。

すごい力になる。だから日本は経済大国になったのだと思いますが、

そういう教育を続けられていたら、福祉大国には絶対になりえない

ですね。

　私は、日本は福祉国家にはならないと思いますが、本当に必要と

する弱者に対して福祉が保障されれば、それで十分だと思います。

ただし、それすら難しいのは、やはり、福祉に対する国民の理解、

その国民を形成するときの義務教育、その義務教育の段階で、まず、

義務教育をほどこす教育者が国民を壊していると、これは私の個人

的な考えですが、そう思います。ですから、デンマークの福祉国家

を支えているバックグラウンドに「国民の教育」があげられると思

います。

　高校の話が出ましたから、ついでにお話しておきますが、デンマ

ー クの高校進学率はせいぜい30％にも満たないです。ほかの人はど

こへ行くかと申しますと、中学を卒業しまして、専門学校へ行きま

す。車の修理工になりたい人は自動車の修理学校、鍛冶屋になりた

い人は鍛冶屋の専門学校、商社マンになりたい人は商社マンの専門

学絞、ホテルマンになりたい人はホテルの専門学校。ですから、大
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のびのぴと明るいデンマークの

子どもたち、

学を出て、銀行員にな

ったり、商社マンにな

っている人は、ごく希

な例外を除いて、まず

ないと言っていいと思

います。それぞれ、そ

の専門の教育を受けれ

ば、それで十分足りる

のであって、猫も杓子

も名前だけ高等学校や

大学を出る必要がない

のです。

　2、3年前に、あるシンポジュウムで日本側と対談しましたが、

私たちの提案が終わった後で、日本のパネラーの方が「北欧の福祉

にっいてはよくわかりました。しかし、我が日本は知的水準が高い

し、経済大国であるから、北欧の福祉に追いつき、追い越すのは時

間の問題である。」と述べられました。会場からは、ものすごい拍

手がありまして、私はこれはとんでもないことをおっしゃると思い

ました。

　知的水準が高いということは、あのように差別をつけながら、相

手より良い成績を取って、という教育を受けて知的水準を高くし、

夏休みものんびりと遊べないような状態で、子ども時代を失ったよ

うな形で育てられて、知的水準が高い。そして経済競争に勝ったお

かげで、福祉をつくると言う。それは同じような似たような設備あ

るいはそれよりもいい機械や設備を使った施設はできるかもしれま

せんが、国民全部がデンマークのように心のともなった福祉はおそ

らく難しいと思います。ですから、そのシンポジュウムの場でそう

いうことを言うべきだったのかも知れませんが、やはり、大衆の前

ですし、せっかく盛大な拍手を彼は受けていますし、そういうこと

を言うのはどうもはばかられましたので、論文を書くときあるいは

こういう席を借りて話しています。

　知的水準というものは、私たちが考える福祉にはあまり影響を及

ぼさないと、むしろそれは福祉の敵になるのではないかと思います。
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ですから、結論としまして、このデンマークの福祉には心がある、

差別はない、ということです。

　そのほかに、今、成績のことにだいぶ固執しましたが、Integrate

（統合）という言葉がございます。障害者等も普通の学校に入れて

教育すると、どういう効果があるかと申しますと、例えば動物でも

猫と犬を小さい頃から一緒に住まわせておくと、仲良く育ちますね。

人間も、幼児の時からあるいは保育園などの小さいときから障害者

も一緒にいるという生活をしていますと、この世の中には、いろん

な種類の人間、老若男女、障害者等いろんな人が生活しているんだ

な、ということを生活を通して実感するわけです。そこで、差別と

いうものを大いに防げますね。障害をもった人も、この同じ地球に、

同じ社会に住んでいるんだと。ですから、そういう方法をとって差

別と言うものをこの世の中からなくそうということです。

　ですから、デンマークの基本原則である自由と平等、あとはフラ

ンスの三色旗と同じですが博愛ですね。それが三拍子揃って、もう

一っは民主主義の原則になりますが、そういった自分達が勝ち得て

きたもの、自分達の教育を通して植え付けられたものがあるから、

高福祉がキープできるのだと思います。

　この高福祉には当然高負担と言うことになりまして、国民みんな

がだいたい50％以上の税金を納めています。ただし、どんなに税金

を納めても、大病をしようが大手術をしようが治療費はただですし、

高校や大学に行くにも学校の教育費も一切無料ですから、国家に貯

金したようなものです。

　ある国では、為政者が信用できなくて国家に貯金できないという

ことですe銀行が信用できない場合は、自分でお金を持っていた方

がいいですから、その銀行に貯金しないですよね。デンマークでは、

国民のために、そのようにやってくれていますから、税金が高いと

文句を言いながらも、税金はきちんと納めて、この福祉を享受して

いるわけです。

　日本の場合は、憲法25条がありますが、あの条項をそのまま、国

が保障してくれれば、あれで十分なわけですね。あれすら保障され

ていないというのが現状のようですので、問題です。最近では、

「福祉が人を殺すとき」という本が出ているようですが、むしろ保
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護に絡められて困るというような状態では、ちょっとひどいと思い

ます。

　とにかく憲法25条を保障する国であれば、　「立派な社会保障がで

きる国」であって、　「社会福祉国家」とまではいかないかもしれま

せん。社会保障は出来ると思います。わざと、　「社会福祉保障国

家」つまり社会保障がなされている国と、　「社会福祉国家」とは解

釈を変えておりますが、社会保障はなされている国であればよろし

いんではないか、と思います。　　（以上、千葉さんの話）

われわれにとって、やはりデンマークは「夢の国」か

　　　　　　　　　「なぜ、デンマークなのかe」というのが研修団員一様の思いで

　　　　　　　あったが、その回答は全て熱のこもった千葉氏の説明で解明できた。

　　　　　　　千葉氏は言う。「デンマークで、日本人が生活学園を運営する場合

　　　　　　　でも行政はきちんと認可しますよ。外国人がデンマークの子どもを

　　　　　　　　更生させ、社会化させるための施設をやると言えば喜んで許可をし

　　　　　　　　ますよ。」と。真の人間愛に根ざした福祉の在り方がここにはあっ

　　　　　　　　た。国際貢献が叫ばれている今日、福祉の理念に国境はないはずで

　　　　　　　　ある。先駆性、柔軟性が求められる国際社会にあって、日本は経済

　　　　　　　　大国には成り得たが、福祉国家にはなれない要因がこの千葉氏の発

　　　　　　　　言から思い知らされる。国境を越えた千葉氏の福祉活動に、大いな

　　　　　　　　る敬意と激励の拍手を贈りたいものである。

訪問、見学先報告　（1） 家族治療施設

　フユン県の運営による24時間体制の家族治療施設。今から26年程

前に未婚の母の家としてこの施設は発足した。1976年に県の施設と

なり、4年前に現在のようなファミリーセンターとなる。家族の中

で発生したトラブルや危機を家族の中で解決できない場合に「家

族」を1つのユニット（単位）として治療し、危機を乗り切り社会

復帰することを目的とする収容施設である。

　定員は21名（7司0世帯）。他にアフタケアのために通っている家

族もある。利用者は無料で、経費は県と出身市町村が半分ずつ負担

する仕組みになっている。職員は15名で、心理治療士2名、ケース
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ソーシァルワーカーのインゲ

さんから施設の概要をきく。

ワーカー3名、生活指導員6名、他に調理員等5名の常勤職員と、

必要に応じて外部の専門家を治療に加える体制になっている。

　「治療」ということで家族の概念をみると、それは単純なもので

はなく、輻接性のあるものとして捉える必要がある、と説明にあた

ったケースワーカーの方は話す。それは、（a）個人的要素一家族は

一人一人が個人的・心理的問題を抱える個人から成り立つ。（b）家

族はそれぞれの横のつながりのある一つのシステムであり、グルー

プダイナミックなものである。（C）家族は社会の中にあり社会の一

員である。ということで、この3つそれぞれに対応していくことが

大切とのこと。従って、問題も複雑で治療にも高度な技術と経験が

要求される。現在デンマークでは「家族治療」がもてはやされてい

るが、これらの要素を個々にケアしていることが多く、3つを統合

してケアする施設は少ないという。

　処遇の内容としては、　①治療＝心理分析ということで個人一人

一人の問題を見ていくと共に家族・グループとして治療する方法も

取り入れている。　②教育＝教養科目ということで知識や技術を習

得する。　③社会＝ここでは職員は客ということで、自然な環境の

中で自分達の思う通りに生活していく場を設けている。治療は週間

プログラムに沿って行われるが、親だけの治療や教育、グループ活

動と、親子で行う治療と教育、入所者の住民会議等が行われ、必要

な職員が配置される。

　入所期間は平均8ヵ月から1年半。その後アフタケア通所で約6

ヵ月。子どもは14歳まで、小さい子どもを抱えた家族がその対象

である。何度かこの施設を出

たり入ったりするケースもな

い訳ではない。母親が自分の

親から“母親”としてのきち

んとした教育を受けて来てい

ない、というケースがほとん

どである。自分がもっと親に、

または子どもに面倒を見ても

らいたいという欲求がある。

中には、子どもに食事をっく
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プレイルーム。との部屋も明るく

清潔感が漂っていた。

ってあげられないとか、子ど

もについ身体的・精神的な虐

待をしてしまう、といったケ

ー
スもある。

　現在は保育所も併設されて

おり、この施設から親が他に

働きに行っている場合、子ど

もを保育所で預かるといった

こともしている。

　なお、入所の最終的な決定

権はあくまでも家族（本人）

が持っている。形式的な契約文書が法律（条例）に基づいてはいる

が、本人がその契約をいつでも破棄することができる。どういう問

題をどのように施設で援助するか、施設と家族がひとつの協定をっ

くり「治療」を行っているとのことである。

訪問、見学先報告　② 児童特別治療施設

　ボー一ゲンセ近くのウーピー地区にあるこの施設は1968年に開設さ

れ、学校不適応の子どもや、児童・家族（家庭）双方に問題のある

子どもの治療、そして家族を含めての治療も行っている所である。

　平均ll歳ぐらいの子どもが住んでいる。現在一番の年長児で18歳

（例外的）。入所期間としては1年から1年半で、男の子が多い。

定員は24名。児童は、精神的に異常であるとか、能力の低い子ども

ではなく、普通の能力を持っていながら問題のある子どもを、対象

にしている。ここの子どもの行動様式を観察して見ると、精神病者

に近いような動きの見られる子どももいないわけではないが、ごく

ノーマルな普通の理解度をもった子どもで、ただ行動様式がノーマ

ルではないということ。問題はあるが、まずは家庭（夫婦間、親子

間）に原因がある、そういった子どもを1セッション8名程度、職

員が生活を共にしつつ治療に当たっている施設なのである。

　次に治療の方法についてであるが、入所中の多くの子どもは不安

を持っている。不安が大きすぎて正常な発達が妨げられている子ど

も達。不安あるいは問題を取り除くというよりは、むしろフィーリ
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団らん室，隅々まで

家族的な暖かさが感じられた，

感情のバランスが

ポイントと治療の

説明に熱が入る。

副所長のステンラソン氏L

ング（感情）でバランスをとれるようにしていく、というのがここ

での治療の方法であるとのこと。また、感情に振幅を持たせるよう

に、ということにも留意している、との説明であるe

　子どもは6歳ぐらいまでにノーマルな発達をしていないと、その

後に発達上の様々な問題が出てくる。治療施設に来ている子どもは

とにかくアンバランスな発達をしている。不安を表に出せず内にこ

もるタイプ（女の子に多い）、逆に攻撃的になるタイプ（男の子に

多い）とに分かれるが、最近デンマークでは、男の子が内にこもり、

女の子が攻撃的になってきている傾向が見られるとのこと。

　家族も同時に「治療」する、と前述したが、それは親に何か子ど

もの治療に対して責任を持たせる、あるいは義務づける、すなわち

親も子どもの治療に参加させるというようなことを通して「治療」

していくのである。ここでは、親に召集をかければ必ず来る。子ど

もが治ってここを退所する時、子ども達の両親は皆良い親たちであ

ること、そして職員の力だけでなく、両親が貴任をもって指導に参

加したからこそ良くなった、ということを強調することにしている

とのこと。とにかく職員だけ

が子どもを治療するのではな

いことが強調されていた。ま

たその子どもが何歳かに関係

なく、彼が言おうとしている

こと（希望、求めているも

の）をまずキャッチしそれに

対応していくこと。親も含め

てサバイバル訓練などを行

い、人のできないようなこと
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたたかい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手づくりの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンとコーヒー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で歓待された．

をやって見せ、またそれを共にやり、親子に自信を持たせっっ関係

修復にあたるというようなことも行っているようである。

　近隣住民は、治療施設の子ども達に対して特別悪い感情は持って

いない。むしろ、どうして“普通”の子どもがこのような所に来て

いるのか不思議がっているとのこと。施設内（同じ敷地内）に学校

があるが、社会化が目的なので可能な限り地域の学校へ（あるいは

町のクラブ活動などに）行かせるようにしているとのことである。

ただ、現在は26人中4名が地域の学校へ通い、残り22名が施設内学

校へ。情緒障害児なので“学校に行く”　“椅子に座っている’とい

うことを敷地内学校でまず学ばせているようである。

　なお、職員構成は生活指導員や学校の教師、ケースワーカー心

理学者、その他を含め42名で、そのうち32名がフルタイムで働いて

いるとのことであった。

訪問、見学先報告　③ 学童保育所

　デンマークにおいては、

成人女性の就労率が90％

にものぼり、児童の保育

や健全育成が児童福祉の

中で大きな問題となって

いる。

　ボーゲンセの町にも2

ヵ所の学童保育所がある。

通常、小学校の授業は昼
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までに終わってしまい、それ以降子どもを見る者がいない場合、子

どもを学童保育所に預けることになる。

　私達が訪れた学童保育所は定員40名、月曜日から金曜日まで朝6

時から午後5時まで、5歳から14歳までの児童を保育している。家

庭の事情で朝6時に食事持参で来る子どももいるとのこと。スタッ

フは6名で、フルタイム2名（指導員）、アシスタント4名があた

っている。スタッフは、学童施設で働くための資格（3年間の教育

を受ける）を持っている。

　土曜日、日曜日、祭日は休みだが、夏休み等の長期休暇中は一日

保育を実施し、親の就労を保障している。

　運営費は、全て市からの補助金で賄われるが、親の所得に応じて

最高、月900クローネ（約2万円）の負担金が徴収される。申し込

みは、市のデイケア担当の窓ロ。

　子ども達は、決まったプログラムもなく、それぞれが外で自転車

に乗って遊んだり、スタッフの指導でクラフトを作ったり好きなよ

うに遊んでいた。施設の設備も工作室など子どもが使える部屋だけ

で4部屋あり、それぞれが20㎡以上あるように見えた。

　この自由保育のスタイルと6名のスタッフにより、子ども達は自

分で考え、工夫をして遊ぶことを通じて個性や創造性、自己の責任

を学び、多くの子どもの中で人間関係を学んでいるようである。

　私達は、ケン玉や竹とんぼなど日本から持参した物で子ども達と

の交流をはかったが、子ども達が皆明るく人なつっこくて、言葉は

通じないが何とかコ

ミュニケーションを

持とうとしてくれて、

楽しく、そしてすば

らしい心の交流が持

てた。

日本から持っていったお

土産（ケン玉や紙ふうせ

ん・竹とんぼなど）

で子どもたちと交歓。
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訪問、見学先報告　（4）

ソーレンセン家での歓談．

家庭訪問（A）一般家庭　　「ヌード」もある先生の家

　我々が千葉さんに案内され玄関に立つと主人のエリック・ソーレ

ンセン氏（小中学校教師　職歴17年）が、にこやかに出迎えてくれ

た。煉瓦づくりの2階建てで古いが、日本の基準でいうとかなり大

きな建物である。驚いたことに、玄関には堂々と女性のヌードの絵

が飾られており、さすがデンマーク、とうれしくなったものである。

室内に案内され、居間で家族を紹介される。夫人と次男と犬が一緒

に話に加わる。お子さんは長男r3歳、次男11歳、長女10歳である。

室内は落ち着いたインテリアで、質素ではあるがそれぞれに家族の

歴史を感じさせる装飾品がおかれている。しばらく話をする。仕事

は、小中学校で理科の教師をしている。家族は5人で、最近では、

デンマークでも祖父母と一緒に住むことは少ないという。この建物

は、父親から譲られたもので、むかし寺小屋のようなものに使って

いた物だそうだ。一般的に、デンマークでもそれほど大きな建物で

はないとのこと。しばらく話した後、ソーレンセン氏は長男を迎え

に出かけた。　（長男の陸上競技の試合があったそうである。）

　その後、千葉さんの奥さんが加わり、夫人がご主人の勤務する小

中学校を案内してくれることになった。ソーレンセン家から歩いて

5分程のところにある煉瓦づくりの小さな建物である。内部は明る

くペイントされて各教室の机や椅子も配色よくデザインもすっきり

していて、彼等のセンスを伺わせるようだ。夫人にそのことを伝え

ると、室内の壁は毎年塗り変えるが、今の色は、地味過ぎて気に入

らないとのこと。日本の学校と比べると結構カラフルな気がするが。

特別教室などは、設備の面ではかえって日本の学校の方が整ってい

るようであった。但し、クラス

の定員は24名程度で、これは比

べものにならない。また、廊下

には禁煙の大きなポスターが張

ってありそのことを質問する

と、子どもたちの健康のために

指導している、とのことだった。

（ちなみに、デンマークでは未

成年者の喫煙や飲酒を罰する法
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千葉さんの奥さま。

ソーレンセン氏、長男．t

律はない。）地下の美術教室に案内されると、子

どもたちが制作中の壁画が置いてあり、未来の学

校ということで色々な光景が描かれていたが、そ

の中に自動販売機の絵があり、コーラやジュース

と並んでビールやスピード（麻薬）の販売機の絵

があったのには驚かされた。

　美しい夕焼けを見ながらもう一度、ソーレンセ

ン家に戻ると長男とご主人が戻っていた。長男は、

日本に興味があり、特に車、コンピュータ関係に非常に興味を持っ

ていた。将来はエンジニアになりたいそうである。

　帰りぎわに玄関のヌードの絵をもう一度鑑賞させていただいた。

日本でいえぱ、小、中学生のお子さんのいる家庭で、しかも玄関に

堂々と飾られることにデンマーク人のナチュラリズムと大らかさを

見た思いがした。また、短時間ではあったが、我々を特別にではな

く、普通に温かく迎えてくれたソーレンセン家のメンバーに、デン

マーク人の豊かさを見たような気がして、建物を後にした。

訪問、見学先報告　⑤

ヨルゲンセン家の人たち

は、背豊にあるカヤぷき

の屋根のように私達団員

を暖かく迎えてくれた。

家庭訪問（B）　“母子”を里子として預かっている里親家庭

　1650年に建てられたという古いが大きく頑丈な家。ll年ここに住

んでいるというヨルゲンセン夫妻には13歳の女の子（実子）がいて、

その他に母子を里子として預かって共に生活している。

　ご主人は以前失業者対策プロジェクトで働いていたが、現在は筋
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ヨルゲンセン夫人の著書を興味

深く拝見．

ジストロフィーの子をその家庭に行って世話するという仕事をして

いる。奥さんは、以前収容施設で働いていた経験があり、現在は家

にいて専業里親として母子の面倒をみている。夫妻とも生活指導員

の資格をもっていて、奥さんには自らの体験を基に書き上げたとい

う著書もある。

　以前は子どものみを里子として預かっていたが、7人の里子を育

てた経験から、子どもは親と一緒に生活するのがやはり最良だと考

え、現在のような親子を共に里子として預かるような形にしたとの

ことである。建物は前述したように古く、文化財として国で保護、

保存されているものなので手は加えられない。　2．5haの土地があり、

馬2頭、牛2頭、他に羊、豚、ガチョウなどを飼っている。これら

の動物のいることが、里子を育てていく上で大変役に立っていると

のこと。

　里子についてであるが、母親の方は36歳で、以前は精神分裂病の

ため入院していた。現在は薬を飲んでいるが、月に1度看護婦の所

に行ったり、3ヵ月に1度医者に診てもらっているeその子どもの

方は、6歳の男の子で躁唐的傾向がみられる。そういった母子をこ

の夫妻は預かっているわけだが、日々あるいは曜日ごとに治療その

他の面で何をするか、といったしっかりした計画の基に世話・処遇

をしている（例えば、話し合いの場を設けたり、共に計画を立てた

り、適切な課題を与えたり、月末に反省会をしたり等々）。なおそ

の母親には、障害年金や手当が直接母親宛にくる。里子（母子）と

里親宅の経済はきちんと分けて行っているとのことで、それがまた

　　　　　　　　　　　　　　　　　大切なことである、とも話

　　　　　　　　　　　　　　　　　していた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その奥さんに対しては、

　　　　　　　　　　　　　　　　　市の福祉課から給料として

　　　　　　　　　　　　　　　　　毎月17，　OOOクローネ支払わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　れ、そのうちの6，　OOOクロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ー一一ネは控除（住宅、車その

　　　　　　　　　　　　　　　　　他で借金が多ければ多い程

　　　　　　　　　　　　　　　　　控除も多くなるとのこと）

　　　　　　　　　　　　　　　　　され、残りll．000クローネ
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に対して54％の税金を引かれるとのこと。高負担について意見を求

めると、その夫妻は、「税金の遣われ方がうまくいっていないとこ

ろがあるのではないかe効率よくつかってほしいという希望はある。

皆がきちんと税金を払うのであれば今のままでも良いのではない

か。」と話していた。　（1クローネ＝約22円）

　里親になる資格にっいては、里子を送ってくる市に承認されるこ

とで、特に資格というものはない。夫婦の片方が家にいること、そ

して前科がない、ということぐらいが条件。里親の中には「一人で

家にいるからお金を稼ぐためにやっている。」といった人もいるよ

うである。　“より家庭的に”ということと“安くあがる”というこ

と等々でデンマークでは集団の収容施設を少なくしているが、現実

には里親が何度も変わったり、問題がより深刻になってしまったと

いうケースが少なからずあり、「むしろ施設が良いのではないか」

といった意見も最近出てきている、とのことである。

　最後に、その夫婦は「里親の中には里子を自分の子のように思い

世話している、といったことを言う人が少なくないが、それは間違

っている。その子どもの実の親は別にいる、ということをはっきり

させた上で里子にかかわることが大切だと思う。」それから、「里

子の本当の親と連帯感が持てること。自分をよく知ること。誠実で

あること。そして勇気があること（まちがいを素直に認める勇気）

が大切だ」とも話していた。プロ意識を強く感じた。それから、日

本でこのような精神的な病気をもっている親子を、里子として預か

り世話をし「指導」「治療」をするということができるかどうか、

またそういったことをやれる人が実際いるかどうか大変疑問に思う。

それだけにすばらしいと感じた。

訪問、見学先報告　⑥ 家庭訪問（C）　　非行、登校拒否の児童を預かっている里親家庭

　オーデンセ市ベリンゲ町にある才ルセン家。その他に2人の生活

指導員がいて、共に非行や登校拒否の児童を里親として預かり指導

している。

　1980年、プライベートの里親として始めた。1990年、施設里親と

して認められた。奥さんは病院の研究員。小学校の息子さんがいる。

現在23歳、17歳、16歳の里子をみている。

一 51一



　非常に家族的な雰囲気で、我々日本からの訪問者を歓迎してくれ

た。持っていった日本のお土産で遊んだりしたのが中心で、また里

子も一緒だったので、彼らがどんな問題でここに来るようになった

か、などの詳しい話が聞けなかったことが残念だった。

　自動車整備の専門学校に通っている17歳の少年が居室を案内して

くれた。

　アクティピティーハウス（精神障害者のための）で作業をやって

いる23歳の青年は、父親が貿易の仕事で日本の長崎に行っていたこ

とがあり、日本に関心があるという。公害の問題にも関心があり、

工業化でデンマー・クの河川も汚れてきているが、日本もそうかと熱

心に話しかけてきた。彼のベッドルームには、テレビと沢山の本が

あった。

　デンマークは、新しい試みをどんどんとり入れるが、彼の行って

いるアクティビティーハウスはその一っである。心理的な指導には

フロイトの考えをもって、サイコロジストと綿密な計画を立てるな

ど相談しながらやっているとのこと。

　地下に作業場があり、そこで3人のパキスタン人の若者が電気プ

ラグの組立作業をやっていた。作業場を貸して、出来高払いの作業

員を雇っている。専業里親で工場もやっている例は珍しいというが、

そういうことも認められているところがおもしろい。

　子どもの出入りは、2年から3年。出てからの自立は、自分達の

アパートを持って職に就かせることが多いとのこと。

　オルセン氏にこの仕事の感想を尋ねてみた。それによると、r忙

しくて休暇も取れないことが多い。苦しいことも多いがやはり楽し
オルセン家の里子たちとの歓談、

いこともある。経済的には何とか

したいということでいろいろな試

みを考えている。」とのこと。

　里親の費用は、市の認可を受け

ている施設で、1人1ヵ月45万か

ら50万円ぐらい。精神病的な傾向

のある23歳の青年などには90万円

ぐらい市に申請しているようだ。

個々の児童ごとに市との交渉に当

たるとのことである。職員と里子
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の割合は、2人に1人。

　この制度が始まった理由は、自分は脱施設化のような方法で児童

福祉をやってみたいというようなアイデアを持っている人がいて、

また財政難もあり、行政の考え方も脱施設化に傾いていた。そのよ

うに児童福祉に関係する人の考えと行政の考え方がマッチしたため

であるとのこと。

　なお、施設里親の資格審査はかなり難しいものがあるようである。

訪問、見学先報告　⑦

ラウセン氏自ら建てた

家の中で話がはずむ。

家庭訪問⑩）　　里子2人を預かる里親

　門から家までは約100m、雄大な景色にぴったりの真白な家がな

だらかな坂の上に建っていた。その家が訪問先のラウセン家である。

庭の途中まで夫妻が出迎えてくれた。

　ラウセンさんは身体が大きく、腕がまるで丸太のようであごヒゲ

が立派、そのままでもサンタクロースのようである。残念ながら里

子は2人とも学校に行っていて留守。家に入るとピアノがあり、そ

して窓際には数台のバイオリンが掛けてあり、家族の団巣の場とい

った落ち着いた雰囲気。この家は15年かかってラウセンさんが自身

で建てたと聞いて驚いた。

　家族構成は、ラウセン夫妻と子どもが2人（10歳の男の子と16歳

の女の子）、他に里子が2人で10歳と12歳の姉妹である。姉妹が里

子に出されたのは、両親が精薄者で養育に問題があるという理由か

らで、里子は2人とも精薄児ではない。

一 53一



　ラウセンさんは20歳の時大工の資格を取得し、30歳で生活指導員

の資格を取得。これから心理学を勉強するそうで、現在は精神薄弱

者施設の所長をしている。妻のマリアンヌさんは、以前10年間程美

容師をしながら夜は身障者に一般教養を教えていた。今も冬季には

夜間学校で裁縫を教えているとのこと。主に里子の世話は奥さんが

している。ご主人の趣味は家を建てたり、リフォームすることで、

また音楽が大好きで、家族で、ピアノ、バイオUン、アコーディオ

ンなどで合奏したりもしている。里子は別で、自由時間を自分の家

族だけで過ごすことも多い、とのこと。

　ラウセン家の生活及び養育方針としては、自分達の子どもには責

任を持たせ自由な教育をしているが、里子の2人に対しては両親が

知恵遅れだったためか、物事の善悪を理解していなくて、何が良い

事で何が悪い事かを教える必要がある。また学校でも集中力に欠け

るので少し四角張った教育をしているとのこと。具体的には、子ど

もの時から馬や家畜の世話をすることで個々に責任を持たせ、そう

いった過程の中で物をつくる喜びや仕事が成功した時の満足感、失

敗した時の挫折感の中から得るものを重要なことと考え、教育して

いるとのこと。前述したように、ラウセン夫妻は以前大工、美容師

と他の職業に従事しており、そのことが里子を育てる上で非常に役

立っていると話していた。

　ラウセン家を訪問して、大自然の中で生活している邊しさと、お

おらかさを強く感じた。

ラウセン氏自作の寡は

外観もすばらしい。

垣根もない広々とした

庭で記念撮影．
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　また、驚かされたこととしては、ラウセン氏が「里子は週末、夏

休み、冬休み等は両親のもとへ帰す。もし両親の都合が悪ければ他

の里親に預けて、自分達も家族だけの時間を過ごす。」と話されて

いたことである。これを聞いた時（日本ではとても考えられないこ

とだが）はっきりと仕事と割り切っていて、また家族の絆がとても

強いという国民性を強く感じた。それから、「社会福祉課に、自分

及び自分達の休日や自由時間についてはっきりと要求している。そ

の理由としては、自分達に精神的余裕がなければこのような仕事は

できない」と。このような言葉は私達が訪問した他の里親さんも話

されていたことではあるが、自分には何とも素直に納得できない言

葉であり、割り切れない複雑な気持ちであった。

訪問、見学先報告　⑧ 家庭訪問（E）　日本人の千葉忠夫氏経営のグループホーム

　日本で言う教護院に行くような子どもを預かるグループホームで

ある。現在4人の児童（15歳～19歳）を預かり、実子2名と共に奥

さんと世話をしている。県が認可し、その子どもの出身地（地方自

治体一市）が措置費を払う。1人1ヵ月に45万円程度。他に小遣い

として2万円、被服費として2万円出る。45万円の中から職員の給

料その他を支出するとのこと。なお児童の定員は6名。

　子ども達は、入所前にケースワーカーと一緒に千葉氏宅を見学に

来て、結局は子ども自身が選んで入所といった形をとる。入所後は

子どもとの“約束hにおいて指導がなされる。生活の時間は決めな

い。朝食の時間と学校に行く時間だけ決め、その他は外出も何時に

‘　　’　・』　　　　‘

オーデンセ郊外にある

千葉忠夫氏経営の「生

活学園」外観．

元は小学校であったと

いう建物はレンガづく

りで「歴史」を感じさ

せる。
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伝
竺
、

　
、

デンマークの空に泳ぐ鯉のぼり、

日本人千葉氏経営の「生活学園」

のシンポルである。当初は日本の

国旗とまちがえた人もいるそうだ

ジャバニーズカレーライスとみそ

汁のもてなしに舌つつみをうつ。

帰り、何時に寝ても自由、というようにしている。子どもが勝手に

家を出て行った場合には決して捜さない。というのは、入所の際も

日常的にも、この施設での生活の意義を理解させてあるので、ここ

でやっていけないと子ども自身が判断したら子どもの意思に任せる

しかない、無理に連れ戻しても意味がない、との千葉氏の言である。

時には子どもに、例えばコペンハーゲンまでの旅費を渡し領収書を

書かせ、出してやることもあるそうである。その場合、その子ども

は他の施設を選ぶか、それでなければ「個室」に行ってもらうとい

った形になるそうである。千葉氏宅を出て行ってしまった場合は、

その後は県のケースワーカーの仕事となる。無断外出時に子どもが

事故を起こしても、施設長の貴任には決してならないとのこと。

　原則として、ここで世話をする子どもは15歳から18歳までとなっ

ている。　（デンマークでは18歳を越えると大人扱いとなる。）男子

のみを扱う。今まで最も年齢の高い子どもで30歳とのこと。指導し

ても効果がない、例えばどうしても学校に行かないとなると、県に

（ケースワーカーに）子どもを返すことになる。

　現在は、子どもが5人なので夫婦のみで行っているe子どもが少

なくなった場合、奥さんに給料をやらないといったこともある。6

人の子どもを預かった場合は、他に正規の職員を1人雇用する。そ

してまた子どもが少なくなると、その職員には自宅待機していただ

く。その場合はその職員は失業保険を貰うようになる。　（勿論、契

約で明記しておく。）失業保険は2年間、90％出る。

　子ども一人に対し45万円

ということを前述したが、

その子どもの問題行動等に

よってはその市との契約で

70万円とか90万円というこ

ともあるとのことである。

とにかく、前もって「私の

施設ではこのような指導を

する。」ということで、そ

れを示したうえで県の認可

を得るとのこと。ただし県
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は直接お金を出しているわけではないので、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特にロも出さない。市町村（自治体）はお金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は出すが、ロは出さないと言う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デンマークにおいては、　“子どもを叩くの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は勿論、押さえっけてもいけない。”といっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た法律があるが、例えば、特別な理由があっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て子どもを押さえつけるといったようなこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をした場合には、県に対しどんなことがあっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てどんな指導をしたか文書で報告する。それ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を見て県が了解のサインを示すと、この一件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は終了ということになるようである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここで私達は、手づくりのカレーライスと

少年たちの居室e　　　　　味噌汁をご馳走になったが、その後、17歳の青年が明るくそして親
灰皿のあるところがおもしろい、
　　　　　　　　　　　　切に建物の中を案内してくれた。一見教護性などないように見える。

　　　　　　　　　　　　彼は来年、空軍徴兵に行くと言う。千葉氏は、ここの子ども達に、

　　　　　　　　　　　　身体を鍛えたり仕事をさせたりする中で、活力を与えていくといっ

　　　　　　　　　　　　た方法をとっているようだ。

　　　　　　　　　　　　　「自由と責任」ということについて深く考えさせられた。自由の

　　　　　　　　　　　　中での責任、厳しさについて。日本は全てにおいて忙しすぎる。子
千葉氏が新たに入手した
ヵヤ．洛の農家　このハ　　　どもに対しては手をかけすぎる（過保護、そして過干渉）、また子

ウスを見学者用のゲスト
　　　　　　　　　　　　どもを守りすぎ囲いすぎているかも知れない。デンマークでは、自
ハウスにしたいという

由であるが、本当

に最低限やるべき

ことは自分の責任

においてさせ、そ

の他は自分の責任

において自由であ

るe放任ではな

い。厳しさがある。

「責任ある自由」

という言葉が強く

心に残った。
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左より片岡氏、

イェスバス氏、

インゲさん、

ラオセン氏、

ソーレンセン氏、

千葉氏、

1991年9月6日
ポーゲンセ・キストにて．

デンマーク福祉関係者との懇談会

　デンマークでの研修の最後のプログラム、福祉関係者との懇談会

の記録である。各方面から、現場のワーカーに出席していだたき、

私達の質問に答えていただくという形式で行ったが、短い時間の中

でのさまざまな質問にも、真剣に答えていただいた。デンマークの

福祉制度と現実についての、現場のワーカーの本音の部分を、少し

ではあるが聞くことができたことは、大きな収穫であった。

　また、この懇談会後のフェアウエルパーティでも、彼等の家族も

交じえて深夜まで大いに懇親を深め、同じ福祉の仕事に携わる人間

同志の友情を確かめあうことができたことも、付記しておきたい。

〔出席者プロフィール〕

　　　　　　　　〔千葉忠夫〕●才一デンセ大学で社会福祉を学んだ後、各種の社会福祉施設の指

　　　　　　　　　　　　　　導員を経て国立教護院の主任指導員の資格を得る。現在、最小規

　　　　　　　　　　　　　　模の教護施設、　rボーゲンセ生活学園」を夫人と運営し、15歳か

　　　　　　　　　　　　　　ら19歳までの5名の少年と生活を共にしている。

　　　　　　［ラ1ζ矧゜小中学校の理科の教師をして17年になる・4蹴敵を出て獺

　　　　　　　　　　　　　　養成校で、地理、生物、数学を専攻。現在、7歳から14歳までの

　　　　　　　　　　　　　　小中学校に勤務。既婚で、3人の子どもがいる．

　　　　　　　　院ζシ1°フユン県立の’bfi障害児施WのN・　an代に建築関係の職人の資格

　　　　　　　　　　　　　　を取り、建築の仕事をしていた。30代になり、生活指導員の資格

　　　　　　　　　　　　　　を取った。オープン大学で、コミュニケーションを勉強した。ゲ
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　　　　　　　　シュタルト心理学のコースの受講も決まっている。既婚で2人の

　　　　　　　　子どもと2人の里子を預かっている。

「インゲ．マリー’1●生活指導員、心理士の資格を持っている。職歴は、全盲者の施
ソーレンセン

（片岡氏夫人）

ラース．
．．イェスパス」

　設、保育園の保母5年、乳児院4年、心理士としては、精神病患

　者のカウンセラーとして臨時にボランティア的に勤務。児童電話

　相談のプロジェクトにも参加している。3人の子どもがいる。

1●ローセンデュというグループホームの施設長。14歳から20歳の子

　どもを4人預かっている。生活指導員の資格を持っている。1979

　年以降児童関係のいろいろな施設で勤務。85年からグループホー

　ムを妻と始め、90年に法人になった。職員3名で運営している。

〔片岡　豊］●オーフス大学大学院卒業後、千葉氏とともに「生活学園」の指導

　　　　　　員として勤務。現在はDSSA（デンマーク社会研究協会）の事

　　　　　　務局長として活躍。今回の通訳をしていただいた。

〔質　疑　応　答〕

質

千

質

イェスパス1

イ　ン

質　　問：

ラオセン：

問：始めに、デンマークの福祉を支える法律の名称について教えて

　　ください。

葉：全てを総合する「社会福祉法」があり、その下に「児童福祉

　　法」があります。

問：デンマー・一一クにおける児童福祉の基本釣な国の方針（基本理念）

　　はどのようなものですか？

　　　児童の権利、環境、状況が最優先されるように行うことです。

　　18歳までを児童と定義します。しかし、実質的には、親の権利が

　　優先されているように思います。

ゲ：　今新しい法案を審議中です。それは子どもが12歳以上の場合、

　　里子に出される時、あるいは施設に収容される時には、子どもの

　　意見を聞かなければならない。また、15歳以上の場合、独立した

　　個人として、例えば弁護士を置いて意見を取り上げなければなら

　　ないという法案です。その新しい法律には、同時に、里親や施設

　　は、子どもを措置する時には親と家庭の将来について計画を作ら

　　なければならない、という条項が入ります。

　　　脱施設化に至る社会的背景、経緯について教えてください。

　　　自分は精薄施設の仕事をしていますが、みなさんもご存じのバ
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　　　　　ンク・ミケルセンが提案して法律案を作成しました。それには、

　　　　　大きな中央施設を廃止して、ノ・・一・マライゼーションの方向に持っ

　　　　　て行こうということが謳われています。経済的な問題が指摘され

　　　　　　ましたがそれは既成の事実としてあります。その他の脱施設化の

　　　　　原因は、3、40年前ですと、心身障害者に対する社会の見方は「病

　　　　　気だ」という観点から施設長は医者でした。2、30年前から社会の

　　　　　認識が変化してきて、「心身障害は疾病ではなく、発達課題であ

　　　　　　る」と発達論的な観点から見るようになってきました。ですから、

　　　　　できるだけ普通の社会に統合（インテグレイト）させるという考

　　　　　　え方です。

エリック：　学校教師であると同時に、町の社会委員会のメンバーでもある

　　　　　　立場から、経済的な観点からも触れてみます。脱施設化は、一つ

　　　　　　のイデオロギーがあった訳ですが、同時に経済的な節約にもなり

ました。大きな施設を

廃止し、ノーマライゼ

ー ションを実施して、

実際に節約できると分

かりました。障害者を

病気と見ないで、発達

の課題である、という

見方にっいては余りう

まく行っているとは思

われません。精薄と精
ボーゲンセの住宅街。

レンガ造りに赤瓦、平均的　　　神病とはどうしてもタブー視される傾向がまだあり、特に精神病

な街並だそうである。
　　　　　　　　　　　　　はその傾向が強いように思います。

　　　　　　　ラオセン1　私達の障害者施設は、逆統合もやっています。障害者を社会に

　　　　　　　　　　　　　出すことが統合ですが、施設をオープンにして、市民を施設に招

　　　　　　　　　　　　　待しています。施設のことを説明したり、障害老が地域の人と接

　　　　　　　　　　　　　触できるようにしています。地域の住民に場所を提供すること、

　　　　　　　　　　　　　施設の障害者が作った物を町の広場に持って行って売る活動を通

　　　　　　　　　　　　　して、市民との交流を図っています。ノーマライゼーションとい

　　　　　　　　　　　　　う場合、障害者を市民の中に入れるだけでなく、逆に市民が障害

　　　　　　　　　　　　　者の中に入って来ることも必要と考え、努力をしています。
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質 問：

イ　ン　ゲ：

　
リ

質
工

問：

ック：

　国連で調印された子どもの権利条約第42条の「知る権利」につ

いてデンマークではどのように考えていますか？

　第42条にっいてはわかりませんが、先ほどの、児童の意見を聞

く、という法律案は進められています。その条約そのものを子ど

もたちに知らせるという意味では、具体的なことはやっていない

と思いますが、テレビ、ラジオ、新聞を通して、常に、子どもの

権利とはどういうものかということを知らせることは、やってい

ます。また、児童の相談事務所があって、訴えることがあれば24

時間いつでも電話で相談できるシステムがあります。

　現在、抱えている問題や悩みがあれば聞かせてください。

　まず第1に親の問題です。教員としての体験からですが、学校

では、児童に対して非常なリソースを投資する。生徒に問題があ

れば、さまざまな援助を与える。補強授業をしたり施設に入れた

りしますが、問題のある児童の家庭に対しては何もしていないの

で、また家庭に戻ってきた時に振り出しに戻ってしまいます。そ

れがひとつです。2番目は、離婚家庭が多くなったということで

す。昔は、学校に1人か2人でしたが、今は、クラスの半分以上

が離婚家庭であり、中には2回も3回も離婚、結婚を繰り返して

いる家庭もあります。週末に、祖父母のところに泊まって、する

ことがないものだから、列車に乗って全国をただグルグル回った

りしていた例もあります。傾向として、子どもがフラフラしてい

るという感じで、ともかくルーツがない子どもが多くなったよう

に思います。3番目は学力の問題ですが、以前は、学力のカープ

が一つの山の形になっていた。つまり、学力の低い者が少数いて

次に普通の学力の者が最多数であり、高い者が少数いるという曲

線です。ところが今は、山が2つになってしまった。学力の低い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　者と高い者に2極化し、

普通の学力の者が少な

くなってしまった、と

いう現象があるという

ことです。

ポーゲンセ・キストの前の

入江。キャンプ・サイトが

ある。
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　　　　　　　イェスパス：　里親の人件費節減を謳う新しい法律が出来そうになり、そこか

　　　　　　　　　　　　　ら経済的な問題が、非常に大きくなってきています。どこでも節

　　　　　　　　　　　　約しなければならないということで、大きい施設がどんどん廃止

　　　　　　　　　　　　され、小さな施設になった。’しかし、小さな施設では経済的な理

　　　　　　　　　　　　由で対処しきれない問題が沢山出てきています。対処できない子

　　　　　　　　　　　　　どもは、援助も受けられず、ただ町の中をプラプラしていること

　　　　　　　　　　　　が多くなりました。調査によると、コペンハーゲンには約350人

　　　　　　　　　　　　の子どもたちが、ブラブラしているといいます。オーデンセにし

　　　　　　　　　　　　てもそういう子どもが多くなったという現象が見られ、それは、

　　　　　　　　　　　　今言った経済的な問題がひとつの原因になっていると思います。

　　　　　　　ラオセン：　経済的節約ということで、行政指導があり、里親の経費をなる

　　　　　　　　　　　　べく節減するという方向になってきています。これは資格を持っ

　　　　　　　　　　　　　ていない里親しか雇えない経費です。そうすると、そういう里親

　　　　　　　　　　　　　は、問題の大きな子どもに対処しきれないから、里子たちは、そ

　　　　　　　　　　　　　ういう資格をもっていない里親の所を転々と回るようになります。

　　　　　　　　　　　　近頃では、ディスカウント里親という言葉も出てきました。

　　　　　　　質　　　問：　「家族」という言葉がよく出てきましたが、「家族」というも

　　　　　　　　　　　　　のをどのように考えますか？

　　　　　　　イェスパス：　普通に考えると、子ども・父母ということですが、現在では母

　　　　　　　　　　　　子家庭が非常に多くなっています。この期間が当たっているかは

昼下り一ポ　ゲンセの街角　　　別として30年～35年くらい前は、父母、子どもと祖父母という構
で立話．

成が「家族」であった訳

ですが、現在では、父母

と子どもあるいは母子家

庭ということになってい

ます。父と生活したいと

いう子どももいますが、

デンマークの場合は、母

親の親権が強く、母親の

質が特に悪いということ

でなければ、母親が子ど

もと生活することになり

ます。
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質

エリック：

ラオセン：

イェスパス：

千

エリック：

ラオセン1

問：　子どもの問題は親の問題ということで、例えば学校では手がっ

　　けられていないということですが、将来的には、親の問題をどう

　　して行こうと考えていますか？

　　　学校の教員としては家庭の援助は余りできません。生活指導員

　　を家庭に送り込んで、家族がなるべく普通の生活を送れるように、

　　例えば、朝しっかり起きて朝食を食べ、宿題をして、というよう

　　なごく普通の日常生活ができるように指導していますが、学校と

　　しては、宿題をやってこない、勉強が遅れたという面では補習さ

　　せたりという援助はできますが、その他はたまに家庭訪問をする

　　くらいしかできません。

　　　それらは、社会福祉課のケースワーカーの仕事だと思いますが、

　　実際はケースワーカーは経済的な保護費の支払いくらいしかやっ

　　ていません。家庭の指導に時間を余り取っていません。だから、

　　現状ではケースワーカーに余り多くを望めないのです。悪循環を

　　解決するためには、問題を起こしている子どもに資源を投資して

　　いかなければなりません。現状では、子どもに親と同じような道

　　をたどらないようにと教えて行くやり方しかありません。

　　　私のところでは、里子の実の親との会話に大変時間をかけてい

　　ます。非常に時間のかかる仕事ですが、里子と一緒に出かけて行

　　って、実の母親と一緒にいる時間を長くして行きました。その成

　　果は出たと思います。

葉：　問題のある家庭から子どもは来ていますから…。でも、私は親

　　を教育するという気はありません。施設で子どもの効果が上がっ

　　たら、親にこういうことが効果があったということは知らせます

　　が、それで親を教育しようとは思いません。卵と鶏の関係で、私

　　は卵を一生懸命育て、良い親にした方が良い結果が期待できると

　　思いますので、どちらかというと親の方は放っておきます。

　　　学校を転々としている子どもと家族が多くなっています。福祉

　　課でその問題のある家族に対処しようと準備していると、親が福

　　祉のシステムを知り尽くしていて、次の場所に移ってしまい行政

　　の網に乗らないというケースがあり困っています。

　　　笑い話ですが、新しいお父さんが来ることになった。名前はオ

　　ラーソンだと母親が子どもに話した。すると子どもが、「ああ、
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イ　ン

質

ラオセン

イェスパス：

質

片

　あれか、88年に俺のお父さんだった。いい奴だったよ。」とね…。

　一つの話として、現在の若者たちは、私達60年代の世代と考え方

　　が違ってきています。60年代というのは、自由なセックスだとか

　　沢山のパートナーと生活するとか、権威主義に反発して新しい生

　　活を求めたものです。現在の世代は、60年代に対する一つの反抗

　　として、エイズの流行とは別に2人だけの生活を重要視するよう

　鴫こなっています。

ゲ：親の問題をどうするかということについては、家族全体を収容

　　して面倒を見るというシステムが、最近増えてきました。

問　　職員の資質の向上が日本でも言われていますが、デンマークで

　　は特別に職員の研修制度はありますか？

　　　生活指導員は10ヵ月の研修制度があります。施設長になるとか

　　管理運営を学ぶという名目になっています。自分の場合は県の職

　　員なので、フユン県の場合研修費をどこで使うかということが規

　　定されていません。それで、始めに言った3年間の研修に金を出

　　しています。3万クローネですが、個人的にはtoヵ月の研修は余

　　り参考にならないと思います。10年か20年前に資格を取った職員

　　たちがリフレッシュするための講習会という感じで、その試験官

　　をやったことがありますが、今の生活指導員養成学校の卒業試験

　　の方が、その研修よりも内容が難しいくらいだと思います。

　　　ラオセンの場合は、フユン県の職員としての特権がありますが、

　　自分たちのような里親の場合は、そういう金が出ません。せいぜ

　　い年間1万5千クローネで、講習会に行ってしまうと、代替の職

　　員も雇えません。だから、私達は週末の1、2日の講習会に出る

　　くらいですね。

問：　デンマークの福祉の流れは脱施設化の道を進んでいますが、将

　　来もこの方向で進められて行くべきでしょうか？

岡：　脱施設化、ノーマライゼーション、インテグレーションという

　　方向はこれからも進められて行くだろうというのが、皆の一致し

　　た見解です。大きい施設というのはどうしても閉鎖されたもので、

　　非人間的なものになってしまいます。シュタイナー学校も閉鎖的

　　であり学校から出ると社会でうまくやって行けなくなるというこ

　　とが問題になり、シュタイナー学校の関係者自身がよく話し合っ
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質

イ　ン

　
リ

質

工

懇談会の後のフェアウェル・

Jl一アイー．．

山席者の蒙族も加わり、深

夜まで統いた。

　　　ています。やはり、子どもは自分の家で扶養を受けるという原則

　　　がありますから、施設も小さなものにして行くという方向にあり

　　　ます。

　問：　デンマークの場合、離婚率が高いということですが、高福祉が

　　　女性の生活を安定させており、生活が確立されていることが、原

　　　因の一つになっているという捉え方は正しいでしょうか？

　ゲ：　ある意味ではそうでしょう。以前は離婚するといっても経済的

　　　な問題がすぐに出てきた訳ですが、現在では、離婚した次の日に

　　　社会福祉課に行って手続きをすると生活保障をしてくれます。経

　　　済的不安がなくなったことは離婚がしやすくなったということで、

　　　やはり大きな一っの原因といえるでしょう。女性の働く機会が多

　　　くなり、経済的自立が進み、また仕事をしていない場合も生活保

　　　障されるということが離婚しやすくなった理由といえます。

　問：　失業率についてはどうでしょう？

ック：　失業率が高いことに関しては、実際には就業者数は今までにな

　　　く増えているのです。仕事の数は多くなっているということです。

　　　それでも高いということは女性の進出も原因の一つにあげられま

　　　す。女性の就業率は大変高く、女性の約90％が仕事についていま

　　　す。もう一つとして、仕事を複数持っている人も沢山いるという

　　　ことです。私の知っている人で郵便屋さんをしていて、仕事が早

　　　く終わるということで、午後にはカーベット屋さんに行っている。

　　　つまり仕事がうまく配分されていないということにも原因がある

　　　と思います。
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千

質

エリック：

質

千

葉：　失業率は、公の数字として、12％～13％となっていますが、政

　　府の中にも実際には4．3％とか5％くらいという見方をする人も

　　います。どうしてそういう見解が出てくるかといいますと、いろ

　　いろな統計が出ており、人によって違う解釈をします。どうも政

　　治家は、自分の都合のよいように解釈する傾向があるようですね。

　　本当のところ、失業率がどのあたりにあるのか、はっきりしてい

　　ないといえます。

問：　学校で、福祉教育というか、例えば差別をしないということを

　　教えるのに、どういう教科があるのでしょうか？

　　　特別に教科としてはありせんが、障害者に対してとか、ケース

　　によっては、国語の時間に話し合うということはあります。最近、

　　大きな町では、1学級の3割とか半分近くが外国人の子どもで、

　　彼等がいじめられるという問題も出ています。その理由は、大き

　　な町に外国人が集まりやすいことと、外国人を1ヵ所に集めてし

　　まう政策が原因ではないかと思います。これについては、永住す

　　る外国人と一時的に居住する外国人の2つのカテゴリー一に分け、

　　永住する場合は子弟を各地に分けて一般の社会に統合させて行く

　　というやり方、一時的な場合は同じ文化の人達を集めて、教育、

　　生活させた方が良いと思います。障害を持つ人達については、保

　　育園、幼稚園などでも障害者を統合して扱っているので、ハンデ

　　ィキャップを持った人達を虐めてはいけない、ということが小さ

　　い時から根づいているといえます。

問：例えば、千葉さんの生活学園で、地域の人とのつながりとして、

　　ボランティアはありますか？　　あるとすればどのようなことを

　　しているのですか？

葉：　私の施設では、ボランティアとのつながりはありません。っま

　　りデンマークでは、もう完全にないという訳ではありせんが、殆

　　どボランティアはいないと言えます。

以上、時間的な制約もあり、また質問が多岐にわたり報告として

はまとまりのないものであるが、それぞれの言葉の中からワーカ

ー としての思いを読み取っていただければと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　（記録　平田・文責　側垣）
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わが買い物の記 　　多分、20数人の日本人が訪れたのは、町始まって以来ではなか

ろうかと思わせるようなデンマークの小都市ボーゲンセ。ここに私

達は5泊し研修を重ねたe

　着いた翌日、みんなと一緒に散歩に出かけた。雑貨店の店頭で絵

はがきを見つけ、数枚選び店の中に。すると、何とあの栄光の60年

代ポップス。リトゥル・エヴァの「ロコモーション」がラジオから

流れているではないか。私はレコードを持っている。懐かしい。思

わず‘’Do　you　know　……”とロからでた。店員さんも

ニコリ。その後“なんちゃら、かんちゃら……、スタンプス？“ス

タンプだけ分かったので”イエス”。すると切手をくれた。お金を

支払い何とか買物ができた。

　3日4日とたっと、心尽くしのデンマーク料理も、そろそろ飽き

てくる。“何か…”と思い、ふらっとスーパーに出掛けた。並べら

れている商品は、ほとんど日本と変わらないよう。でも米は見当た

らなかったし、鮮魚コーナーもなかった。じゃが芋にしても、葡萄

など果物にしても、出来損ないかと思われるような、小さいものが

あったり…。およそ、わが国では店頭に出そうにないモノも並んで

いた。肉もきれいにスライスされたものではない。ごろんとしたブ

ロックだが日本よりかなり安い気がした。

　果物とジュースを適当に買物籠に入れレジに。お金を支払ったま

では順調。しかし、さて困った。例のビニールの袋をくれない。

“

イクスキューズ　ミー。　アイ　ウtント　パッグ”とでも言お

うと思ったが…、その瞬間、バッグとはハンドバッグ。皮製品のこ

とかな。結局、バッグだけ言わず後は日本語と身振り手振り。レジ

のギャルはキョトン。通じない。さりとてパラで持っては帰れない

と思案していると、分かってくれて指差す。レジの下にあった。向

うでは、勝手にとるらしい。分かってくれてありがとう。

　さて、ショッピング　バッグでよかったらしい。ショッピング

バッグは決して知らない単語ではないが、全く思い浮かばなかった。

何と浅はかな英語力。次に機会があるならもう少し勉強をして行こ

う。それに和英辞典も忘れずに。でも、それなりに苦労したかいが

あって、新鮮な葡萄はうまかったし、名前は分からないが無花果の

ようで柿に似た味の果物も格別だった。　（仁木　健二）
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セントポール大聖堂。

チャールズ皇太子とダイアナ妃が結婚式をあげた教会。

イギリス編

1　はじめに

　「ゆりかごから墓場まで」、この言葉は、1942年、イギリスの経

済学者ビバリッジ（1879－1963）が作成した「社会保険および関連

事業に関する報告書」から出てきたものである。それは、

　ω　児童手当ての確立

　②　保健施設の完備

　③完全雇用の実現

など、その考えの新しさと徹底度により世界の注目を集めた「社会

保障案」である．

　1979年、総選挙でサッチャー政権が誕生した。彼女は、　「英国病」

と経済力、社会的活力の低下現象に対して、賃上げと物価上昇の悪

循環を断ち切り、インフレ抑制のために市場原理を徹底させようと

した。公共支出の削減、国営企業の民営化、所得税軽減などを軸と

したものであった。

　このことは、福祉の面においても多くの影響を与え、さまざまな
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若者が集るトラファルガー広場

タワーブリッジ

深刻な問題を起こしている。

2　イギリスでの研修

　イギリスにおいては、キリスト教系の民間慈善団体であるNCH

（National　Children’s　Home）を訪問し、イギリス児童福祉の概要

説明を受け、児童虐待に関する講義を受けた。そして、現在建設中

である青少年の治療教育施設カンベローロッジ〔Cumberloy　Lodge）

を見学した。

3　児童福祉の現状

（1）児童福祉全般の状況

　サッチャー政権以降、国が提供する福祉サービスを減少させ、将

来的には、国の役割を少なくし、ボランティアや私的サービス（私

企業による福祉サービス）の方向に持っていくことを考えている。

政府は、私企業による福祉サービスの方が自治体のそれよりも、よ
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り良いサービスが可能であり、資金の有効活用も可能と信じている

ようである。そして、地方自治体の権限を小さくし、ソーシァルワ

ー
カーの権限も大きくしないようにする態度がみられる。

　その結果、施設が私企業に移管され、施設数が減らされ、そして、

その分、里親によるケアが増加する傾向にある。

　これらのことは、自治体や施設で働く職員の志気の低下や資格の

ある職員が職場から離れていく現象を起こしている。また、対処の

困難な児童を里親委託し、「失敗する」「施設や里親の間を盟回し

にされる」などの問題も生じている。

　しかし、これらの政策はともかくとして、地方自治体よりも、ボ

ランティア組織の方が、職員としてきちんと訓練された有資格者が

多い、過去の高い実績に加えて有効に資金を利用できる、伝統的に

福祉問題に取り組む姿勢ができている、などの利点もあるという。

　　　　　　　　　　　（2）児童法1991

　　　　　　　　　　　　現行法は、児童を不適切な家庭から救済する方法として、　「児童

　　　　　　　　　　　　を家庭から切り離し保護者を罰する」方向にあった。そのため、国

　　　　　　　　　　　　と家庭との間で敵対心が生じ、問題解決の失敗を繰り返してきた。

　　　　　　　　　　　　　このことを踏まえ、法改正が行われた。新しい法律を「児童法

　　　　　　　　　　　　1991」と呼ぶ。

　　　　　　　　　　　　　この新しい法律は、親の権利よりも、親の責任や義務を求めるも

　　　　　　　　　　　　のとなっている。主な考え方は、以下の通り（抜粋）である。

　　　　　　　　　　　　①児童の福祉が最も大事なことである。

研修風景。ジュディ・スケトウ女史と。
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②子どもは、自分自身の家庭で育つことが一番良い。

③救済や支援の必要なものは、家庭の中で行うべきだ。国の施設に

　入る期間は、できるだけ短期にする。

④援助は、サービスとして子どもや家庭に与えられるが、親と協力

　してやっていく。

⑤子どもは、自分自身のことを決められる時、自分の状況に関して

　知らされていて、その決定に参加することができる。子ども自身

　が、医師やソーシァルワーカー・一一などの評価を拒否する権利がある。

⑥家族は、子どもの将来にずっとかかわるべきである。家族は、子

　どもと離れていても、ずっと責任を負うべきである。

（3）CARE　SYSTEM（保護制度）

　この国の保護制度は、法律、ボランタリー、民間の3つの部分か

ら成り立っている。

Statutory

Voluntary

Private

（4）PROVISIONS（福祉サービスの種類）

　　　Adoption　（養子縁組）

　　　Community　Homes　（施設）

　　　Foster　Ho田es　（里親）

研修風景。ジョン・サットン氏と。
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Day　Care　Centres（デイケアセンター）

Family　S叩port　Services　（家庭支援サービス）

Special　Education　（特殊教育）

Other　Special　Services　（その他の特殊サービス）

Hedical　Provisions　（医療給付）

Therape凹tic　Services　（心理治療サービス）

Counselifi9　（カウンセリング）

｛5｝COURT　ORDERS　（裁判所決定）

　　　Youth　Treat匝ent　And　Custody　Centres　（青少年治療および

　　　Detention　Centres　（鑑別所）　　　　　看護センター）

　　　Rendered　Assessment　Centres

　　　Supervision　Orders　（保護鑑察）

　　　Probation　　（保言蔓観察）

　　　Com血unity　Services　Orders

　　　Special　Fostering　（特別養育）

　　　Residential　Ho皿e　And　Hostels　（収容施設）

　　　Ho皿e　On　Triat　（試験観察）

⑥　児童保護の状況

　ウェー一一ルズ地方は、ケアオー一ダー（Care　Order：保護の根拠とな

る法律）により、現在、72，868人の児童が保護されている。

リネ・ウイリアムズ女史の講義。
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　イギリスにおける、養護政策は国の財政的理由が主な要因で、

①家族に対するリハビリテーション

②養子縁組

③里親委託

④施設入所

　というような優先順位があり、施設養護は、最終的な方法となっ

ている。その72，　868人の内訳は下図の通りである。

　ウェ・一一ルズ州の刑務所は、受刑者で常に満杯の状況にある。受刑

者のほぼ80％は、子ども時代に何らかの形で保護された経験を持っ

ている。このことは、これまでの児童保護の「質」が問われること

であり、保護そのもののあり方に問題があったと考えられている。

（7｝施設の職員

　施設に勤務する職員の平均勤務期間が20ヵ月という統計がある。

職員の出入りが激しいということは、施設が不安定になる大きな要

因となっており、児童保護の観点から大きな問題となうている。

　この問題は、個人の人格的問題や仕事の性質上の問題と考えられ

ている。非常にストレスの高い仕事であるのに、ケアにあたる職員

の年齢は、18～20歳と若く、入所児童とそれ程年齢差がない。その

ため、威厳を持って仕事にあたることが困難となっている。また、

資金的にも潤沢でないため、きちんとトレーニングを受けて、資格

を持って仕事に就いている職員は、約20％しかいない状況にある。

〔8）地域における家庭の支援

　地域社会や地方自治体でケアしているケースは、全体の24％程度

であるe
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　市のソーシァルワーカーが、スーパーバイザーの指示のもとで、

家庭を巡回し、子どもや家庭の相談に応じたり、アドバイスをした

りしている。金銭的な援助の受け方とか、医療サービスのアレンジ

などである。

　地域のファミリーセンターなどでは、家族同士お互いに助け合っ

たり、専門のアドバイザーから指導を受けられる。ここでの指導は、

料理、家の整理整頓、掃除、家計のやりくりなど家庭生活の基本的

なことが多い。その他、親によっては、子どもとの遊び方、愛情の

示し方、子どもの抱き方など養育に関することも行っている。

　これらの指導の対象となっている親は、親自身が子どもの頃、生

活が崩れた中で生活してきたため、基本的な生活の能力に欠けてい

る場合が多い。

4　虐待（ABUSE）について

　この国では、虐待を受けた子どもの保護が大きな社会問題となっ

ている。

　政府は、虐待の基準を設けているが、その判断は極めて困難であ

る。虐待の調査は、直接的には、医師、警察などが行うが、ソーシ

ァルワーカーの判断が、子どもの保護に重点を置くため、家族との

間でよく衝突が起きることがある。

ω　政府が虐待と見なす5っのカテゴリー

①NegLect（保護の拒否）

　寒さから守ることを怠ったり、食事を与えないなど、生命をおび

やかすような危険な状態にさらすこと。

②　Physical　abuse（身体的虐待）

　身体にお湯をかけたり、傷っけたりすること。

③Sexual　abuse（性的虐待）

　子どもを、性的な行動に関与させること。

④E皿otional　abuse（情緒的虐待）

　感情的に、無視したり、拒否したり情緒発達を阻害させること。

⑤Grave　Concern（重大な心配がある状況）

　同じ家に住む人が、過去に虐待の事実があったなど、虐待を受け
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るかもしれないといった状況に置かれること。

　なお、近年虐待の認識が変化しており、このカテゴリーでは分類

不可能となり、新たに2つのものが付け加えられた。

⑥Occ凹lt　abuse（儀式的〈オカルト的〉虐待）

　大人のグループが、秘密裡に集まり行う悪魔払いにかこっけた性

的な虐待。過激で死に至るものもある。

⑦Abuse　by　child（子どもによる虐待）

②　虐待への反応

　虐待が発見されたり、その疑いがある場合、72時間以内に市の福

祉課で関係者によるミーティングが行われる。ここで、虐待の判断

と、ソーシァルワーカーがどんな援助ができるかが話し合われる。

　虐待と判断された場合、この親は、地方自治体に記録されること

になる。

　虐待と判断されなくても、子どもの保護のプランが立てられるこ

ともある。

（3｝虐待の判断の困難さ

　虐待の判断は、大変困難を極める。それは、個人によって、親や

関係者の価値観が異なったり、潜在意識（男女差別、人種差別等）

により左右される面を持つからである。また、親がなかなか本当の

ことを話してくれず、虐待を受けた子ども自身も多くを話したがら

ないこともある。

　虐待を受けるのは、黒人の子どもが多いが、経済的にも、社会的

にも上流の白人の家庭は、虐待が表に出ないような何らかの対応を

しているものと思われる。

　なお、これらの問題にかかわるソーシァルワーカーは、虐待の基

準を知るだけでなく、社会的な経験を必要とし、また、自分自身の

力量もよく理解していなければならない。

5NCH伽ational　Children’s　H㎝e）

　この組織は，122年の歴史を持つイギリス最大のキリスト教系の民

間慈善団体である。大規模に施設の運営をする他、福祉関係者の研
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修、調査、研究などを行い、政府の諮問機関としての役割も果して

いる。現在、職員数は約2，000人で、M，ooo人以上の児童とその家

族がこの施設を利用している。

（1）NCHの活動と理念

　児童の保護を中心に、身体障害者、精神薄弱者、貧困家庭、被虐

待児などに、施設を提供したり、相談サー一ビスを行うなどさまざま

な活動をしている。

　児童の保護に関して、かっては、児童を不適切な家庭から切り離

し、救済することを行っていた。

　しかし、最近は、子どもを家庭から切り離さず、家庭を援助する

ことで、子どもが家庭で過ごせる方向に変化してきている。そして、

子どもや家族のために何かをするということではなく、子どもや家

族と一緒になって、問題の解決を考えいく姿勢を取っている。

　しかしながら、現在の社会は、家族が脅かされる状況があり、結

果的に被害を被るの子どもであることから、施設収容も重要な役割

を持っていると考えている。

②　児童法1991に伴うNCHの活動

　新しい法律にのっとって、NCHの活動も、3つの分野で行われ

る。

①　予防対策

　これは、地域にファミリーセンターを設け、問題のある家庭をサ

ポートする活動で、具体的には、

　・家のない子に遊び場を提供したり、医療を提供。

　・電話相談。

　・雑誌、ビデオなどによる虐待防止活動。

　・調査及びその結果の公表。

②政府への協力。

③子どもの声（Child　Voice）を聞く。

　虐待を受けた子の声を聞き、子どもの立場にたって、代弁者にな

り、諸活動を行う。

③　NCHの財源

　NCH運営のための財源は、自治体からの補助金や企業や個人か
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らの寄付で賄われているが、独立の募金活動も行っている。

　街頭募金は、2～3時間、街頭に立ち、募金活動をする地域のボ

ランティアによるものである。この継続した努力があって、NCH

の活動が成立している面がある。

　さらに、企業にスポンサーになってもらい、スポーツ、音楽、フ

ァッションショウなどのイベントを企画したり、日常晶やキャラク

ター商品の販売なども行っている。寄付やこれらの募金活動を通じ

て、昨年度は900万ポンド（約23億円）以上のお金が集められた。

　NCHにあっめられた資金の使途は、86％が保護活動、11％が募

金活動、2Xが情報（宜伝）活動、1％がその他の活動となっている。

6　Cumberlow　lodge　（カンペローロッジ）

　（施設の位置、建物）

　ロンドンの中心街から、車で約1時間半程離れた閑静な住宅街に、

現在建設中の施設である。

　施設の敷地と建物は、以前は、個人の家で、ボランティア的に女

子少年院のような形で使用されたこともあったという。現在も、管

理棟の最上階には鉄格子が見え、当時を物語っている。ただ、今は

教育上良くないという配慮から、そこに通じる階段に壁を作り、入

室出来ないようになっていた。

　管理棟、教育棟、寄宿棟など建物のあちこちが工事中で、今始ま

ったばかりという印象を受けた。

　（収容人員）

　建設中ではあるが、現在は男女5人ずつの収容が可能であり、男

子が5名入所していた。将来的には、定員30人にまで広げていく予

定とのことである。

　（入所対象）

　この施設は、精神的に不安定なため

不適応を起こしている16歳から21歳ま

での青少年を対象としている。

　（治療）

　これらの青少年に対するケアは、ま
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カンペローロッジ寮棟。

　　　だ具体的な理論や方法などは定まって

　　　いないが、心理学的な治療、教育、職

　　　業指導などを通して、人生や将来につ

　　　いて共に考え、社会的自立を援助しよ

　　　うとすることを考えている。

　　　　　　　　（スタッフ）

　　　　　　　　スタッフは現在、12名いる

　　　　　　　が、将来的には、カウンセラ

　　　　　　　ー、教師、指導員、保母、心

　　　　　　　理判定員などを揃えていく予
、「．

　　　　　　　定である。

　　　　　　　　　（施設の特徴）

臣圃卿・

胃ijl　　．wi冨籔∵．

　　　　　　　　一
　　　　　起1晃⊆義1・

研修を受けたステファンソンホール。

　イギリスにはこのような施

設は他にもあるが、義務教育

終了者を対象とした施設はこ

のCumberlov　lodgeだけであ

る。

プレゼントの鯉のぼりがすぐ掲揚された。
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入所児チャーリー君の案内と説明。上は暦室n

彼によると、「ここは、自分を大切にしてくれる。

自由で、落ち着ける」と感想を述べてくれた。

「一一一ヨーロッパ研修こぼれ話　（1）一一一一一＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿「

t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

｜　どこの国に行っても、生水には手を出すな、　（いや、口を出すな、1
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

｝かな。）と注意が出る。どこも、まずい水ばかりだ。仕方なしに、　！

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
1ピンに入った水を買う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　あるホテルでのこと。部屋にはビンに入った水が置いてあった。　｜
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l炭酸の入ったこの水も、ロに合わず、とても飲めるものではない。　1

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
1それでも、やはり喉は乾く。1さん、「え一い、どうにでもなれ」　｝
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

｛と、風呂のお湯をがぶりと飲んでしまった。後で曰く、「水よりもNl

lお湯の方が、少しは安全じゃないの」　　　　　　　　　　　　　l

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

1　「ユーは易し飲むは難し」腹痛にもならず「ホット」したそうな。｜
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ff＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1
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3班座談会

イギリスの児童福祉に関して

中原

古見

案志

柿並

中原

岩原

　イギリスはあまり時間もなく、多くのものを見ることがで

きませんでしたが、その中で、皆さん、どんな感想を持ちま

したか。

　イギリスの児童福祉は、　「こんなものかなあ」という印象

でした。国の逼迫した経済事情が、福祉を切り詰めてしまっ

たのでしょうね。国が金を出し渋り、福祉から手を引こうと

している様子が感じられます。国が福祉の仕事を私企業に移

管したり、国が、民間の活躍に期待したりすることの是非は

ともかくとして、国の責任や役割がよく分かりませんでした。

こういう状況の中では、民間の活躍がますます大きなウエイ

トを占めてくるでしょうし、また、これがないとますます先

細りになってしまいそうですね。

　カンベローロッジに入所していた児童が、ここに入所する

までに、12年間で、里親5ヵ所、子どもの家2ヵ所、治療施

設3ヵ所を回ってきたと言っていましたが、これがイギリス

の児童福祉の現状を物語っているように思いました。

　一昔前までは、「ゆりかごから墓場まで」と言われたよう

に我々にとっては理想の国だったのですが、この衰退はどう

したのでしょうか。やはり、経済的問題なんでしょうね。

　確かに、イギリスの福祉全般に斜陽的な面を感じましたが、

だからこそ、新しい試みを模索しながら、問題解決に向けて

努力する必要があるという、NCHの職員の姿勢に好感を持

ちましたe

　デンマーク、イギリス、ドイツと3ヵ国を見てきたわけで

すが、それぞれの国の歴史や文化、また、国の経済事情など

があり、一概に比較したり、評価したりできないと思いまし

たeそれにしても、改めて、経済の状況が大きく影響するこ

とを感じましたね。

　大変困難な状況の中にも、学ぶことも沢山あったように思

いますが。

　児童の保護や問題発生の予防的な面で、NCHのような民
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’

「

五

」
．

ロンドン郊外の街なみと

庶民の住宅。

柿並

案志

岩原

間の福祉団体が大きな貢献をしたり、あるいは、それ以外の

民間福祉団体が、青少年に有益な余暇活動を提供したりして

いることには大変感心しました。

　イギリスでは、乳児院に相当するものが無い、ということ

ですし、人間関係のあり方から、発達段階の上で必要な乳幼

児期に集団保育をするという考えがないことなど、考えさせ

られる話が沢山ありました。

　養護問題が、費用の面から、施設養護から里親委託に切り

替えられていますが、施設でなければ養護出来ないケースも

あるという話は大変興味深く聞きました。

　あちこちを盟回しにされて、カンベローロッジに入所して

きたチャーリー君が、「ここは、自分を大切にしてくれるの

で、とても落ち着ける」と言いましたが、福祉にかかわるも

のとして、原点を見るような、フレッシュな気持ちになりま

したね。そして、こんな困難な状況の中でも、一生懸命子ど

もの問題に取り組んでいる人達がいるんだ、ということで自

分ももっと頑張らねば、と思いました。

　NCHの施設では、措置された子どもに対して、できるだ

け早く家庭に戻すことを目標にしているし、入所期間は、子

どもの精神的な傷を癒す期間、としてとらえていましたね。

指導にあたっては、子どもが自分自身の存在価値を見出すご
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虫緒あるホテルでの晩餐。

とを大切なこととしていまし

たeよく考えてみれば、これ

は当たり前のことですが、子

どもにとっての施設の意義と

でもいうのでしょうか、きち

んと整理されていましたね。

何よりノーマライゼーション

の本質を語っていましたし、

職員のもつべきフ1ロソフィ

ー についても、その言わんと

することがよく分りました。

古見　　児童法1991ですか、新しい法律ができたようですが、興味

　　　がありましたね。この法律ができる背景には、今話題の児童

　　　の権利条約のことがあるのかもしれませんが単に子どもの指

　　　導や治療をどうするかというのではなく、それ以前の子ども

　　　の生活や権利をどう保障していくか、ということなんですね。

　　　　日頃、子どもの生活をどうしていけばいいのか考えている

　　　っもりでいたのですが、ついつい、指導や治療の面に目が向

　　　いてしまいがちです。その以前の、子どもの存在や生活とい

　　　ったものを見直す必要を改めて感じました。我々の仕事も、

　　　その上に立って考えていかねばならないのでしょうね。児童

　　　法1991の説明を聞いていて、自分の立場や、福祉を根底か

　　　ら見直す必要があるという意味で、とても刺激的でした。

中原　　NCHの資金集めの活動は大変興味がありましたね。

　　　街頭募金にしても、そのためのボランティアがいたり、スポ

　　　ーツや音楽などいろいろなイベントを企画したりしています。

　　　これは、民間故に資金集めが必要になるのでしょうが、資金

　　　集めの活動そのものが、福祉の大事な活動の一つになってい

　　　るのではないでしょうか。

　　　　子どもの保護や処遇だけが福祉の仕事ではないと思います。

　　　こういう活動は、一般の人に対する福祉のPRになり、理解

　　　を求めていくための有効な方法になると思いました。
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ハイデルベルグ城

Germany

はじめに

　ドイツは、戦後40年に及ぶ東西分断の時代に幕をおろし、東が西

に吸収される形で、1990年10月3日に統一ドイッを実現した。しか

し、東西ドイツの統合は、両国民の悲願達成として手放しで喜んで

ばかりはいられない事態であるのも現実である。統一ドイッは、社

会的問題を含め、特に経済的な面で大きな変化をもたらし、様々な

形で問題を投げ掛けている。中でも、社会福祉制度、教育、失業率

増加それに伴う税負担増、ことに医療保険の負担増等は、緊急の課

題として早急に制度改革に向けて着手していかなければならない事

態となっている。

　旧西ドイツにおける社会福祉は、法制度そのものが、社会福祉に

関する法律ばかりでなく、社会保険や援護、教育や雇用の促進に関

する法律によって行われていることが特徴である。即ち、我が国の

厚生省や労働省や文部省といった行政の領域を、青少年家庭福祉保

健省と社会労働省が、連邦レベルでカバーするという法体系になっ

ている。したがって、児童福祉政策が青少年家庭福祉保健省だけで

行われることはない。各省庁間の連携がうまくいっているのは、こ

のような法体系によるものであろうが、このことは、今回のドイッ
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ハイデルペルグ城から眺める市内の

街並み。フランクフルトから南へ車

で1時間。旧市街の中心部は車がなく

歩行者天国。中世の趣き、もあった。

オッフェンペルグ青年の村で．

研修のC．J．　D．の施設視察の中で、より具体的に実感として知

り得たものである。

　C．J．　D．とは「キリスト教青年の村」という意味で、民悶慈

善団体である。ドイツ国内140ヵ所に施設がある。そこには、小学

校、中高等学校、職業訓練学校（施設）、その他様々な教育福祉施

設がある。そのほとんどは旧西ドイツであるが、統一後、旧東ドイ

ツにも施設を少しずつ建設、または建設中である。第二次世界大戦

後、日本と同様絶望的な状況の中でC．J．　D．は設立された。こ

の組織では、様々なタイプの施設があるが、特徴的なものの一つは、

充実した職業教育である。

　ドイツの教育制度に視点を移すと、この国では戦前の教育制度が

そのまま残り、基礎学校（小学校）を4年で修了すると、将来大学

進学をめざすギムナジウム（中高等学校）と義務教育修了後企業内

で実践的な訓練を受け、

技術を習得した後（い

わゆる徒弟）資格を得

て就職をめざす学校、

ハウプシュー一レがある。

また、ギムナジウムと

ハウプシューレの中間

に位置し、民間及び官

庁において、中級職を

養成するリアルシュー

レ（実科学校）があり、
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オッフェンベルグ青年の村にて、

大歓迎を受ける。ドイツ人は特に

日本人が好きだという話も聞く。

ドイツ研修の案内役。

マテウスこ夫婁を囲んで。

全部で3タイプに分か

れる。しかし、いずれ

のタイプの学校でも、

4分の1は学業不振者

が生じる。彼らには、

容赦なく落第が待ち構

えている。学校から脱

落することは、職業資

格が取れないことを意味する。資格がないと社会的に認知されない

ドイツ社会では、健全な市民生活は困難で、将来は社会福祉の援助

（生活保護）に頼るか、人によっては犯罪への道を歩まざるを得な

くなるeこのような義務教育や企業内訓練についていけない人を受

け入れる施設が、C．　J．　D．には用意されている。それは、この

組織の2つ目の特徴であるが、このような社会的弱者（移民、難民

等も含む）に対して、しっかりした受け皿があることである。

　C．J．　D．のバックボーンであるキリスト教精神とは、一体ど

んなことなのだろう。今回のドイツ研修の案内役マテウス氏によれ

ば、　「自分たちで、自分の神を見っけることである。神から授けら

れた自分は1人だけであり、それぞれが固有の能力を持っている。

それぞれが持っている才能を見っけて促進することが、基本的な考

え方である。」ということだ。キリスト教精神に則り、あくまでも

個人を尊重しながら、個人の問題解決に組織的に多角的に取り組ん

でいく姿勢は徹底している。それは、社会的弱者だけが教育福祉の

対象なのではなく、一般の人々や才能のある人もその対象であると

いうことでもある。

r失業者増大により外

国人労働者とドイツ人

とのトラブルが絶えな

い。」等、ニュースで

伝えられているが、こ

の組織においてはその

ようなトラブルはない

という。　「新しいドイ
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ツ連邦政府が、財政的に困難になっても、予算が減らされることは

ない。」「落ちこぼれた彼らが職に就けば、5～7年でそのお金が

戻ってくる。その方が効率的。」というC．」．D．職員の言葉に、

実績に裏打ちされた揺るぎない自信と使命感が感じられた。個人に

とっても社会にとっても、善であるなら追及してやまないドイツ人

気質を感じると共に、戦後驚異的に経済発展を遂げたドイツの底力

を垣間見た思いであった。

ドイツ連邦共和国学校制度

継続教育
大　　学

専門学校 専門学校

△
13 その他の職藁学佼

（例えば △12

専門上級学校） 顎薬学校（定時割）
n

△ △
総合学佼 ギムナジウム

〆｝
10 ．凱o学年

一三9

実科報 基幹学校
8

リアルシェーレ ハウプシューレ
7

工吟吟．
・吟 ，，嚇，，，÷，，，・．．，・

P ，●●●，●，●．．一．・．．・一． ．吟

吟吟・，・，，．，．，・

θ

指 針 段　階
5

4
一
3
一
2
一
－

基礎学佼

学

年 　　　　　　　　　　A

　　ぶ澱：：ii基幹学校終了　　灘中等敏育終了　　罷灘i大学入学資抱

ドイツの学校制度

　子どもは6歳で基礎学校に入学する。基礎学校は一般に4年であ

るが、ベルリン（西）では6年になっている。基礎学校にはすべて

の子どもがひとしく通学する。その後進む方向が分かれるが、子ど

も達は複数の可能性から選択することができる。しかし今日では多

くの生徒がまず指針段階（5、6学年）に入っている。そこで生徒

は特定の学校類型に対する自分達の決定について熟考し、変更する

ことができる。

　この年齢層の半分弱の子ども達は基礎学校に引続いて基幹学校に

入る。15歳で終了するものはその後大体において職業訓練に入る。
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　　　　　　　　　　　　（これと並行して、18歳迄職業学校へ通学する）基幹学校を無事卒

　　　　　　　　　　　業すると、手工業、工業における多数の訓練職業への道が開かれて

　　　　　　　　　　　　いる。基幹学校における学習内容は以前とくらべて著しく改善され

　　　　　　　　　　　　ている。例えば、どんな生徒も外国語1ヵ国語（大体は英語）及び

　　　　　　　　　　　職業理論の授業を受けており、職業訓練に容易に取り組めるように

　　　　　　　　　　　　している。

　　　　　　　　　　　　実科学校は、5学年から10学年までの6年である。実科学校は

　　　　　　　　　　　　「中等教育終了」につながり、基幹学校とギムナジウムの間に位置

　　　　　　　　　　　　している。実科学校を卒業すると、専門学校または専門上級学校へ

　　　　　　　　　　　　の入学資格を得たことになる。実科学校終了は、民間及び官庁にお

　　　　　　　　　　　　ける中級職の前提であり、全生徒の3分の1は中等の教育を終了し

　　　　　　　　　　　　ている。

　　　　　　　　　　　　　9年間のギムナジウム（5学年から13学年まで）はドイツにおい

　　　　　　　　　　　　ては伝統的な「高等学校」である。かつての古典語、現代語、数学、

　　　　　　　　　　　　自然科学といったギムナジウムの形態は今日殆ど見られなくなって

　　　　　　　　　　　　いる。今日では改革された上級段階（11～13学年）が普通であり、

　　　　　　　　　　　　そこではコース制度が旧来のクラスシステムにとって代わっている。

　　　　　　　　　　　　各コースで生徒達は自分達が特に関心のある専門分野と取り組むも

　　　　　　　　　　　　ので、これにより大学への移行を容易にしようとするものであるe
ハイデルペルグの学生街に残る

元学生牢の落書き・今では観光上級段階が改革されたギムナジウムと並んで、例えば経済ギムナジ
名所の一つにもなっている。

ウムといった特別

な形態もある。

　基幹学校、実科

学校及びギムナジ

ウムという一般教

育学校の3基本形

態と並んで数多く

の特別な学校があ

る。例えば肉体的

または精神的障害

をもつ子どもは特

殊学校へ通学する
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ことができる。そこでは障害に留意し、持っている能力を伸ばして

くれる。なお勿論のことながら、教育学者達は今日障害児と非障害

児を分けずに授業することが正しいと考えている。　（ベルテルスマ

ンレキシュテー一一ク出版社による）

C．J．　D，（ドイツキリスト教、青年の村）について（Christtiches　Jugenddorfverk

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Deutsehlands）

エイズ予防のポスター．

オ・ンフェンペルグ青年の村にて．みでは、多様な教育、職業訓練ができず、C．

　ドイツは、第二次世界大戦後、多くの若者が職、家を失い、貧困

者、浮浪者であふれていた。この絶望的状況の中で、牧師ダンネ

マンは、ig47年カルテンシュテイン城を借り、若者に住む家を与え、

学校に通わせ、職業教育を実施し、ここにキリスト教精神に基づく

C．J．　D．が設立された。

　ドイツ国内には、民間の多くの社会福祉、教育組織があるが、

この組織は、その中でも最大のもので、約140の各施設を持ち、

4，700人の職員が働いているe創立以来、　171万人の若者が、この

組織で学び、巣立っている。C．　J．　D．では「人みな個々に能力

があり、その能力を発見し、引き出し、全人格的に増進させること

が重要である」という考え方が底流にある。そのため、各施設は、

学力、技術の習得のみならず、全人格の育成を目的としている。憲

法においても、「国の仕事を法人が代わってする時は、その法人を

支援すべきである」と謳っており、変化に富んだ多様性のある教育

が保障されている。

　さて、各施設の運営費は、関係省庁から賄われているが、それの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．D．では、産業

界から多額の寄付を受けてい

る。入所者（研修者）の直接

負担はないが、関係省庁が家

庭の収入に応じて負担金を徴

収している。また、キリスト

教団体からは寄付は全くない。

それは伝導のための組織では

ないからである。だから、入

所において、キリスト教信者

であるかどうかは問わない。
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C．J．　D．

＊学校（連邦　教育制度認可）

＊アストマ病の青少年学校

＊職業訓練工場

＊職業資格モデル学校

＊発達障害児養護学校

＊帆船プログラム

＊青年の村センター

＊青年の村教育センター

＊青少年活動責任者学校

＊移住者相談所

＊援助者関係施設

9／11AM
（対象生徒）

（位置）

の多種、多様な教育、劃1練プログラム

＊移住者後援学校

＊職業前専門教育

＊居住者用教育施設

＊職業促進工場

＊再教育学校

＊総合青少年学校

＊大学生用施設

＊社会訓練施設

＊幼稚園

＊短期居住者用施設

＊障害者のための施設

オッフェンプルグ「キリスト教青年の村」

義務教育、企業内の職業訓練に落ちこぼれた若者。

パーソナリティや能力に問題のある若者。

シュツットガルトから南西に車で2時間位走った所。

フランス国境付近。

〔施設の概要〕

（1）6種類、14職種の職業訓練をしている。

　1金属関係　2建築関係　3繊維関係　4造園、農業関係

　5ホテル関係　6家政関係

②徒弟制度（中世ではギルドと呼ばれた）のような制度がまだ残

　っており、マイスターより訓練を受ける。

③　訓練内容は、現在の企業と結び付き、企業で使っているものと

　全く同じ設備を用い、下請け的性格を持っ。

（4）訓練期間は、2～3年間。最初の1年間は、4種類の訓練をし

　て、自分に適したものを探す。その後、1つの訓練を受けるシス

　テム。

（5｝生徒は、メーカーに出向き、自分に合う仕事を見つけるための

　実習が可能。
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⑥　訓練は小グループ（8～13人）で行う。

（7｝訓練を終了すると、商工会議所で資格試験を受ける。

⑧　職業訓練特殊学級を持っている。　（なかなか資格が取れない生

　徒のために週に2回ドイツ語や計算を教えている。最近は、移民、

　亡命、難民などの子どもが、特に東南アジア、中近東から生徒と

縫製の実習室。
して入りこんでいる。）

⑨　6棟の寄宿舎を持

っている。　150人収容

可能。利用者は、距離

的に通所できない者、

何等かの理由で家庭生

活ができない者で、寄

宿舎には青年指導員、

生活指導員がいて指導

にあたっている。
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　広大な敷地に、大きな建物が幾棟も散在し、庭も公園のように整

備され、自然環境に恵まれている。音楽、スポーツなど色々な設備

が整えられていて、訓練、指導に役立っている。また、心理学や社

会学の専門家がいて、治療したり、相談にのっている。入所する生

徒は、最初自信がなく、自分に何ができるのか、わからなくなって

いるので、自由時間に成功体験を持たせるよう、つとめている。

「ヨーロッパ研修こぼれ話（2｝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　シュツットガルトに着いて、さあ夕食を食べに行こう！となり、　I
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

lみんなでホテルを出発し、ツアーコンダクターの福田さんは指定の　1

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
｜レストランを探しましたが、なかなか見つかりません。地元の人に　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l聞きながらたどり着いた所は旅行会社、しかも、時間がおそくクロ　l

l一ズされていました。ホテルを出て、1時間はたっていたでしょう　｛

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1か。長旅の疲れと空腹で、一同一触即発のあやしい雰囲気になって　｝
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

lしまいました。福田さんもあせってきているようで、みんなもキョ　1

｛ロキョロあたりを見ながら探し歩き、時間もしだいに過ぎみんなの　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l顔の表情にも疲れと怒りが…。そこで、「ありました」と福田さん　｜
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

｝の声。さあ！ビールが飲めるぞ…とたんに正直なもので皆ニコニコ　l

l顔です。1時間近くシュツットガルトの街を歩き廻った疲れもどこ　1

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

lに…当然ピールは福田さんのオゴリ（オワビ？）。おいしいビール　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

lと食事に大満足のドイツ第1夜でした。　　　　　　　　　　　　l

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1
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生徒たちがやいたtいうバン

をご馳走になる。

「ヨーロッパ研修こぼれ話　㈲一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一T

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　9月10日、私達はイギリスのロンドンからドイツのシュツットガ　1
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

lルトへ向かった。この日、私はとんでもないミスをして、他のメン　l

lンバーに大迷惑をかけてしま。た。　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l　場所はハイデルベルグ。ここは、フランクフルト空港から目的地　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

；シュツットガルトまでの途中にある街で、私達はここで休みがてら　l

l昼食をとったのである。フランクソーセージにポテトにビール…ド　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

｜イツならではの食事で私はすっかりくつろいでしまった。昼食後、　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l歩いて市内観光をした後、「パスに4時に集合してください」とい　｛

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

lうことで、メンバーはバラバラになったのである。この時の現地時　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

；間は3時20分頃であるが、私の時計は1時20分であった。なぜこう　1

；なってしまったかというと、ロンドンとドイツの時差1時間を進ま　l

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

1せるべき所を、逆に1時間遅らせてしまったのである。というわけ　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

lで・この間私は「知らぬが仏」でのんびりとおみやげのTシ・ツの；

1品定めをしながら街をぶらついていたのである。私を探しに走って、｝

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l来た側垣さんと幸いバッタり出会い、バスにもどったものの30分ぐ　I
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

1らいオーバーで、全身からドッと汗がふき出したものだ。改めてお　l

lわび申し上げたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　この後も、私は夢の中でよく遅刻する夢を見て、冷や汗をかく時　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1がある。私のニガイニガイ体験である。　（匿名希望）　　　　　　　｛

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」
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アルテンシュタイク　青年の村。

ヨーロッパ指折りの合唱団が私た

ちを歓迎してくれた，

9／12AM　アルテンシュタイク「キリスト教青年の村」

　ギムナジウム（大学進学過程の学校）視察。寄宿入居者、通学者

併せて670人在籍。ここでは、音楽教育とチェスを授業に採り入れ、

ユニークな授業を行っている。

（位置）シュツットガルトから南西に車で1時間のところ。広大な

　　　　丘陵地にある。
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女子寮の談話室。

クリストファー学校の生徒たち。

明るく屈託がなく、人なつっ二い。

（学校概要）

〔音楽教育にっいて〕

　音楽教育は、コーラスを中心に

行っている。必修科目であり、1

年生から4年生を能力別に8っに

分けている。最も優秀なクラスの

コーラスグループを「クリストフ

ァー合唱団」と呼び、ヨーロッパ

を中心に世界各地を公演してまわる程の実力をもち、1962年以降、

　1，000回以上の公演をしている。週3回のコーラス練習を、意図

的に音響効果を悪くしたホールで練習するほか、個人授業を行い、

練習する。

〔チェスの授業〕

　ドイツの伝統的ゲームであるチェスをギムナジウム1～2年生

　（日本では小5小6にあたる）の必修科目としている。ギムナジ

ウムの最後の2年間で再び、授業の科目としてとることができる。

成績もつく。授業の内容は、ルールの説明から始まり、競技した

り、分析したりする。ルールを守りながら、戦略を考えたり、守

りを固めたりしてチェスのゲームをすることは、頭脳の発達に良

いと考えている。年に1回チェスの大会（オープンマイスターの

競技会）が行われる。

　ドイツの教育制度では、小学校4年を修了すると、児童は次の

ような3つのコースのうち1つを選択する。

・ギムナジウム（9絹）

　大学進学コース

　大学に行く資格がと

　れる。

・リアルシューレ（6精）

　実科学校（中級職養

　成職業訓練学校）

・ハウプシューレ（5緒）

　基幹学校（職業訓練

　学校）
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　　児童の進路については、学校の成績と保護者の意見で決定さ

れる。現在は各コースとも3分の1ずつのほぼ同じ割合で児童は

進学するが、昔はハウプシューレに進む児童が一番多く、次いで

リアルシューレで、ギムナジウムに進む児童はとても少なかった。

そのため、最近、ドイッでは現場の労働者が不足しているという。

各コースとも途中での進路変更は可能である。寄宿舎は、10棟で

325人の入居が可能、平屋中心のゆったりした住居である。

カルテンシュタイン城「キリス

ト教青年の村」から見た街の眺

め。斜面のブドウ畑の産物であ

るワインはドイツ全土に広がる

「青年の村」の需要を十分にまか

なっているという。

9／12PM　カルテンシュタイン城「キリスト教青年の村」

（対象）祖国を離れその後帰国した人や外国からの移民達に教育や

　　　職業訓練を行っている。全寮制。

（位置）シュツットガルトから僅かに北西にいった所でハイヒンゲ

　　　ン市にある。小高い山に城があり、ここから街並を一望で

　　　き、観光名所ともなっている。

（学校概要）

　1949年、創立者ダンネマン牧師は、第二次世界大戦後、廃撞に

なった古城を借り、25人の青年に職業訓練を行ったC．J．　D．

発祥の地である。この城は、外観は昔の面影を偲ばせるが、建物

の中は近代的内装を施し、生徒の寄宿舎として使われていて、奨
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女子寮、同室の3人。 　　　　　　　　　ドライシュマイアー校長とスリランカからの難民の子e

学生から職業訓練の生徒まで200名が生活している。義務教育過

程では、ドイツ語教育が中心になっていて、情操面の育成に音楽

教育がとり入れられている。入所者の社会適応が困難な状況にあ

るため、職業訓練を通して、全人格の育成を図っている。したが

って、寄宿舎内の生活指導にも重点がおかれている。ここは、多

民族、多人種が集まっているが、特にトラブル等はみられないと

いう。インタ・一一ナショナルな色彩が濃いため、食事は2種類用意

されている。指導職員は120名で敷地内の別棟で家族と生活して

いる。職員の職種は、牧師、ソーシァルティーチャー、指導員、

ソーシァルワーカー、心理学者等である。ソーシァルティーチャ

ー とは、生徒の寄宿舎に住み込み、勉強を教えたり、クラブ活動

をしたり、生徒の相談に乗ったりする先生のことである。ソーシ

ァルとは、「人格を高める」という意味が含まれている。

u

△

：はこんな作品もある．
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〔職業訓練棟の職種〕

　1家政　2電気関係　3室内装飾　4木工　5金属加工

　6機械関係　7調理　8農業　　　（準備中）塗装

　寄宿舎の生徒部屋数は2～4人用でかなり広くゆったりしてい

る。しかも、女の子の部屋であっても、若い男女が全裸で抱き合

っているポスターがはられているなど、おおよそ「管理」という

イメージからかけ離れた開放的雰囲気である。この城の斜面には、

ぶどう畑が一面に拡がっていて、すべてワインになる。私達も、

このワインを賞味したが、たいへん美味なるものであった。実は、

ドイツはピールだけでなく、ワインもうまいし、有名なのだ。

　この城は、12世紀につくられ、14世紀に再建されたが、第二次

世界大戦では強制収容所に使われ、多くの人びとが命を失ったと

いう暗い過去もある。現在も、南アフリカ共和国の人や話題のバ

ルト諸国の亡命者の子どもたちもいて、中世から現代の歴史の流

れを感じさせるものがある。

旧東ドイッについて

大平団長よりC」D会長ダン
ネマン氏に鯉のぼりの贈呈。

（9／12晩餐会にて、C，　J．　D．会長あいさつより）

　「旧東ドイツでは、若者は、40年の共産党の制度のもとで育った

人たちである。共産党が入る前は、ナチスの感覚を持った人達であ

った。ということは、1933年からナチス政権の台頭と共に独裁政権

に慣れ60年以上自由な

しの生活をしているの

である。彼らをたとえ

るなら、少年院や刑務

所から出てきたばかり

の若者のように感じて

しまうのである。これ

は実感である。いくら

刑務所から出てきて

も、まだ自由な感じが

しないのである。彼ら
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一■■■■■L一　　　．「

お別れの晩餐会で、ドライシュ

マイアー校長は、ギターの弾き

がたりで、すばらしいノドを披

震して下さった。

自家製ワインの味も最高であ7
た。

は今でも「人から命令

を聞かなければいけな

いのだ」という感覚を

持っているのだ。そう

して誰かからの「こう

しなさい」という命令

を待っているのである。

旧東ドイツに住んでい

る年とった人も若者も

このような状態であり、

手をとりあって共に歌った

感動のひととき。

私達はこのような人たちとの体験を毎日しているのである。だから

彼らは用心深く、自分で何かをしようとか、言おうとせず、後ろの

方に引っ込んでいる状態である。誰かがそこに来て「何かしなさい」

というと、ほっとしている状態である。そこで私達のしようとして

いる仕事は、若者を「自由」に慣れさせるように、自由教育を今か

らするのだ。それは、彼らと新しい社会をつくっていこうというこ

とである。即ち、自由に立候補し、選挙する議会主義である。ここ

でもう一っわかったことがある。それは「何々をしなさい」とい

う共産党の下では、何が正しいかはっきりしていたが、統一後は、

正しいことも悪いこともなくなった、ことである。今は真空状態に

なっている。何が人間をして人間の考え方に影響を与えるのか、何

によって人間の考え方が変わるのか、それが問題である。私達C．

J．D．の東ドイツの青年に対する課題は、こういった青年の人格

を高めていくことである．」

　ダンネマン会長の言葉には、現在のドイッを憂い、将来のドイツ

をおもう真情と信念があふれ、「愛国心」と「ドイツ魂」のような

ものをみた思いがした。
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　デンマーク、イギリス、ドイツ3ヵ国での研修を終え、9月中旬の

秋空のもと、パリでは一日終日の自由研修があった。

　前日に見学したループル美術館を再度見学する者、新たにオルセー

美術館を訪ねる者、モンマルトルの丘に登る者、ショッピングに夢中

になる者、シャンゼリゼ通りを何度も往復する者、各々がそれぞれ思

い思いの時を過ごした。

　その日、団員たちはそれぞれの班に分かれ、今回の研修について、

ざっくばらんに印象を語り合う座談会が開かれた。ある班は、パリの

公園の芝生の上で、また翌朝早く出発しなくてはならないのに遅くま

でホテルの部屋で、座談会をもった班もあった。

　聞くと見るとでは大違い。児童観、児童の人権、教育、福祉行政、

日本の福祉との相遠、日本の未来の福祉、等々についてざっくばらん

に語ってもらった。その一部を匿名座談会として紹介したい。

デンマークの

子どもたち

口　交流会のとき、夜中の1時になってもけん玉で遊んでいる子ども

　がふたりいました。　また、B本の子ども達より集中してやり、短

　時間でうまくなったことに感心しました。どうして、2時間も3時

　間もやっていたのだろうと今でも不思議に思います。根気があるの

　か、けん玉には、僕が感じていた以上の魅力があるものなのかとも、
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思いました。なぜ、短時間でうまくなったのかを考えたとき、段々

うまくなっていくから、おもしろくなるんだと思うんですが、もう

ひとつは、デンマークの子ども達は、小さいときからいろんなこと

をやって、鍛えられているから、日本の子どもより、仲びが早かっ

たのではないか。これは、国の姿勢だな、デンマークの教育の影響

があるからではないか、と感じました。

口　千葉さんの話ですが、日本の施設の子どもと、デンマークの施設

の子ども達と一緒にキャンプをやったことがあったそうです。そのと

き、デンマー一一クの子ども達は何も教えなくても、自分の食事を作った

り、テントを張れるのに、日本の子ども達はお手上げで、何にも出来

なかったそうです。

口　最近、時に、日本は大人が、手をかけすぎるのではないのかな。

口　千葉さんの施設を訪問したときに、デンマークの子ども達は強い

　なという印象を持ちました。非行少年を預かっているわけだけれど、

　日本の非行少年と違うなと思ったことは、例えば、お客様がいらし

　て、かたづけてとか、洗ってと言われたとき、日本の子どもだった

　ら、絶対ぷいと、外に出てしまうと思います。それは、躾けの違い

　か、指導の仕方の違いかわかりませんが、やっぱりきちっと最後ま

　で自分の仕事をやって、遊びに出ていきましたよね。そして、大人

　が飲む所にもいて、自分達も大人につきあうという、あの態度に、

　私は感心しましたね。

口　大人以上に礼儀正しいところがありますね。

口　私がデンマークで感じたことは、里親の所を訪問して、今迄いろ

　いろな問題を持ってきた子ども達だったと思いますが、非常に伸び

　伸びとして、明るいということですね。例えば、日本の施設、私の

　教護院の子どもなど、人が訪問してきたら、これは恥ずかしがって

　か、挨拶するとか、自分から進んで愛嬬を振り撒くことなんてない

　ですよ。ところが、デンマークの子ども達というのは、非常に明る
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く、我々を心から歓迎してくれた、というところですね。各施設、

あるいは里親の、子どもを置いてある部屋というのが、非常にしっ

かりしている、ということですね。一つの部屋を見ても、ベッドが

あってですね、ちょっとしたスペースがあって、子ども達は自分が

吸いたい煙草、見たい本、それをそのまま置いている。日本ではこ

ういうことをしてはいけないとか、いろいろ規制しますね。ところ

が、デンマークの里親とか施設長は、あまり細かなところの規制は

していないんじゃあないか、というところも感じ入りました。

口　躾けによってこんなに違うのか、というところはありましたね。

職員と子どもの関係 ロ　イギリスでも、ウイズの精神ということが、盛んにいわれていま

　したが、千葉さんのところでは、それをやっているという感じがし

　ますね。収容されている子どもと指導者の関係ではなく、もっと人

　間的なつながり合いが強いような気がしますよね。

口　ただ、千葉さんの言葉の中で、私は絶対親ではないのだから、親

　にはなりえない、だからお父さんと呼ばれる必要もないし、親の代

　理まではする必要はないんだ、ということにね、感じ入りました。

　なんとなく日本の施設は、施設長にしても私達にしても親代りとい

　うことを前面に出したがるところがありますけど、非常にクー一一ルに

　考えているような気がします。

口　それは、　（日本の）教護院も千葉さんのところと同じで、親代わ

　りでは決してなく、親になりたがってるわけでもない。日本だって、

　別に職員が、親代わりになりたがってるわけではないでしょう。

口　親になりたいとは思わないけど、どうしても、最後まで面倒をみ

　ようとしてしまうところがあるんですね。

口　だから、子ども自身は、親ではないんだということをはっきりと

　僕らにも言うけれど、僕ら自身が、反対に子離れ出来ないというか、

　そういう気持になってしまう、ということだと思いますよ。
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口　千葉さんだって、だんだん可愛くなってくれば、最後まで面倒を

　みてあげたいというような気持ちはあるのでは、と思います。ただ、

　ウイズでどこまで、実質的にやれるかということだと思います。例

　えば、教護院では、職員が毎朝子ども達と一緒に走っています。こ

　れは当り前のことです。千葉さんも、当り前のように、子ども達と

　走っていますよね。そして、ほかに何がやれるか、後は、学校にな

　んとかして、行かせることだと、前面に出しますね。教護院でも、

　同じことをやっていますから、そういう意味では、ちっとも変わら

　ないと思います。

デンマークの行政 口　印象として、すごいなと、思ったのだけれど、デンマークの施設

　の話を聞いたり、家庭訪問をするうちに、一人一人のレベルで言っ

　たら、日本の社会福祉に関わっている民間の人たちと、デンマーク

　のソーシァルワーカーとは、姿勢の面ではそれほど違いはないよう

　に思いました。ただ、それをバックアップする制度なり、行政なり、

　そういう問題がある。

ロ　デンマークでは、正直なところ、新しい話が出てくるものと期待

　していたのですが、何もなかったですよね。オーデンセのやってい

　ることを紹介してもらったり、デンマーク全体の話を聞く中でも、

　日頃我々が言ったり、やっていることと同じなんです。ただ、違う

　と思ったのは、我々は掛け声だけで、予算の問題や、縦割行政の問

　題などで進まない。ところが、デンマークはそれができてしまうと

　いうところに、決定的な違いを感じ、すごいなあと思いました。

口　行政の姿勢といえぱ、デンマークの研修の最初に、オーデンセ市

　の社会福祉課の担当官が、我々に、OHPを使って、パリバリと説

　明してくれましたが、ああいう福祉をひっぱっていくような姿勢、

　お互いに協力しようという姿勢が日本の行政にはないような気がす

　る。なんとなく、千葉さんのところと協力関係が出来ていそうな感

　じがしました。

口　日本でも、建前としては、児童相談所は、よく連絡調整しましょ
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う、とか、協力しあっていきましょうとか、我々には言いますが、

実際にどれだけやれるかとったら、施設側が一生懸命やろうとして

も、行政が出来ない部分が多いようですよね。

口　民間の施設の生き方として、ドイツのように、自己資金を持って

　新しいプロジェクトを始め、それが社会的に有効であれば、政府が

　バックアップする、というようなことを考える必要があるのではな

　いかと思います。民間の社会福祉施設は、全部措置費のひもつきで

　すからね。

口　日本の場合、お役所先行で、役所の発想がまずあって、プロジェ

　クトにしても小さい予算が一件分くらい出て、これでやってみない

　か、ということはありますが、デンマークやドイツの場合、民間か

　らプロジェクトを出して、それがうまく行きそうだということで、

　大きな予算がついてくる、というところが不思議だと思います。

ロ　ドイツでは、認可をとって、　（学校の中で）ワインを作って、自

　分達に還元していましたよね。城自体を学校や施設にしてしまう発

　想も日本では考えられません。

口千葉さんが言っていましたが、経済大国である日本は、社会保障

　の国にはなれるかもしれないが、福祉国家にはなれない。福祉国家

　と保障とは違うと、はっきりおっしゃっていましたね。日本は福祉

　国家になりえないという言葉は印象的でした。これからの日本の生

　き方としては、ドイッ的な方向かな、という気がしますね。

施設の自助努力 口　幼いうちに社会的な能力をつけられなかった、環境に恵まれなか

　ったために自分の潜在能力が出せなかった児童、それを引き出して、

　それを社会に還元していくという組織立ったものが、日本にはない

　ような気がしますe能力を引き出そうということでは、学校も施設

　も、個々には努力してはいると思いますが、ドイッのようなかたち

　で産学共同で、福祉的なことを組織的にやっていくような考えがな

　いですね、日本は。
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口　それぞれの施設ではがんばっているのだけれど、コーディネイト

　していく人がいないのかもしれませんね。

口　島国根性ですよ。ポリシーをもって、大企業にかけあうような政

　治的な力がないですよね。逆に、長者番付に出て来るような人が、

　福祉になびかないところがある気がします。

ロ　ドイツのCJDもやっぱり、本部自体が長期的なビジョンをもっ

　ているんですよ。それに沿って金集めをして、施設の拡張をしてと

　いうことですね。民間の立場からすると、法人自体がビジョンをも

　って、長期的な考えをもって運営していかなかったら駄目ですね。

ロ　ドイツでも1世紀前は、同じだったんじゃないですか。

ロデンマークのまとめに戻りませんか。

ロデンマークにはショックを受けました。市の福祉の予算が、学校

　の予算より断然多く、学校の予算が伸びなくても、福祉の予算がの

　びている、なんていうところがね。

口　あるケースについて、こういうことが必要だ、そのために、これ

　だけのお金が必要だといって、それがそのままもらえるという、そ

　こが日本なんかと全然違うところですよね。日本の場合だと、まず

　予算があって、この範囲でやれよ、こういうことをするために、こ

　れだけの金がいるといっても、予算がないから、というところで終

　わってしまう訳です。このあたりが、基本的に福祉国家かなあと思

　ったりもしたのですが、随分違うなあと思いました。つまり、必要

　なことができるということですね。

予算の与えられ方 口　それに、施設にしても、一人につき、いくら欲しいと要求すれば

　その額がとれるということ、精薄施設などの場合、何もかもいれて

　でしょうが、月に1人90万で交渉しても、その額がくるというとこ

　ろが、ほんとうに驚きですね。ポリシーとして、福祉が最重要課題
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になっている、ということが、このことでよく分ります。

口　市の福祉課が、学校にまで指示したり、都市計画までやっている

　というところは、驚きでした。日本では考えられないことですね。

口　だから、ある意味では、社会福祉課にくるということはエリート

　コースなんでしょうね。日本だったら、決してそうじゃないですよ

　ね。現実問題として……

口　職員の異動についても県の金を動かせる土木とか商工課に行くの

　と、民生関係の課へ行くのとでは、だいぶ違いますよね。

口　地方自治体がビジョンをもてないということは、2、3年で担当

　者が代わっていってしまうからですよ。自分が担当している間に大

　きな事故でもなければいい、という程度の考えなんですね。なかに

　は、ビジョンをもっている人がいるんですが、2、3年で代わって

　しまうと、それを達成するだけの時間がない。

口　こちらの福祉に携わる職員は、福祉一本ですから10年とか20年と

　か経験が長いですね。日本の場合は、長くても3年位で他の部所に

　変わっていくでしょう。そうすると、長期ビジョンを考えるべき行

　政が、日本の福祉を考えるとき、ビジョンを持ち得るだろうか、あ

　るいは技術を持ち得るだろうか。こういう福祉に対する国のいれ込

　みというか、地方自治体にしても、その辺が随分違うのではないか、

　と感じました。

口　行政のなかにも、個人的には、いい考えをもっている人もいます

　が、実現するだけの時間もないし、力もない。従って、抜本的な解

　決はできない、ということでしょうか。

教　育 ロ　デンマークは教育制度が違いますね。ですから、はっきり言えば、

　小さいときからの教育によって、子どもが育っていく、そして、福

　祉という考え方が小さいときからできている。日本の場合は、一般
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の人が障害者を理解しようと思ってもなかなかできない。これは、

教育制度の問題だと思いますね。

ロデンマークでは、乳幼児期の教育として、福祉に対する物の考え

　方だとか、理念、思想を徹底的に教えていますね。読み書きは一切

　教えないが、ヒューマニズムに対しては、徹底的に教えている教育。

　これは、B本にはないと感じました。そのことが、デンマークが福

　祉国家だと言われる所以になっているのですね。一般家庭を訪問し、

　子どもたちと接触するなかで、そのことが非常によくわかります。

　　「三ツ子の魂百まで」という日本の諺のとおり、3歳児期までに、

　国民性なり、また、どういうふうにノーマライゼーションを教えて

　いくかが、ひいては、福祉国家をつくりあげていく基礎になってい

　ます。このことは、アメリカのヘッドスタート計画というのがあり

　ましたが、これは、就学前の児童を幼稚園教育のなかで、徹底的に

　遅れている子どもたちを底あげするということで、大成功をおさめ

　た計画でした。国民の教育レベルを高める上で、非常に効果的なポ

　ジションを占めたわけですが、デンマークで何という名称で呼んで

　いるかわかりませんが、幼児期に同じようにノーマライゼーション

　というヒューマニティの意味で思想教育をしてしまうところが、福

　祉国家だといわれる所以だと思います。

　　日本では、名門幼稚園から、名門小学校へ入ってというエスカレ

　ーター式の縮図が見られるわけですが、それが、デンマークでは全

　く違って、幼児期に読み書きを全く教えないというところが、人間

　らしい国だと感じました。

口　国家が何を求めているか、ということが如実にわかりますね。

口　競争ではないんだ、人間みな等しい力を持ち合わせている存在な

　んだということを教えているというのは・…だから、日本の場合は

　100点満点が、これもできない、あれもできなかったという減点主

　義になっているから、1OO点満点の子どもが、80点になり、60点に

　なりと下がっていってしまう。ところが、北欧の場合はこれが出来

　るから20点、これもできるから50点というふうに、加点主義ですね。
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減点主義と加点主義で子どもがどちらが伸びるかというと、加点主

義に決まっています。NHKで減点パパという番組がありましたが、

正に日本の教育を物語っている一場面だろうと思います。北欧だと、

そういう発想自体がありませんね。

「平等J 口　平等ということですが、例えば、障害児も普通の学校に入れて教

　育する、そうしたら、他の子ども達も障害児という特別の目で見な

　いようになるということですが、鹿児島県でも、障害児を普通学級

　に入れることには賛否両論があるわけです。学校の先生は、それな

　りの施設に入れて、それなりの設備とか、施設の整ったところで教

　育すべきだという意見もあるし、子どもの親からしたら、障害を持

　っていても一緒に学ばせたいという気持ちがあるにはあります。

　　デンマークの場合は、この辺が徹底されているということだけれ

　ども、はたしてどこの学校でも、設備があり、指導員がいて、入る

　ことができるのか、ちょっと疑問に感じたんですよね。

口　平等という言葉が出ているけれど、日本との違いみたいなもので、

　日本の平等というのは、形式的な、形の上での平等なんですよね。

　日本は学校の先生がよく言うのは、一人の先生が40人位の子どもを

　見ているわけですが、一人一人の子どもは、教師にとって、40分の

　1でしかないんだ。つまり、40分の1しか見られないんだよと。そ

　れが平等みたいな考えがある。それは形式的な平等であって、デン

　マークで感じるのは、そういうものではなく、一人一人がきちんと

　権利を持った存在としてある、というところを強く感じました。

主体性と自尊感情 口　日本語で言えば、自尊感情を非常に大切にしている。社会、ある

　いは国にとって、あなたの存在が必要不可欠なんだという教育をと

　っていますが、残念ながら、日本の養護施設で、自尊感情を育てて

　いるかというと、あなたはこれが出来ないから、あれがやれないか

　ら駄目だという式でやってしまう。だから、子どもの自尊感情を培

　うなんてことは、おおよそやれていないという現状があります。今

　回ヨーロッパを回ってみて、どこの国でも言われていたのは、この

　自尊感情で、自分の存在意識を認めるということ、これをどこの国
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でも教えられた。日本でもそのことに気づいている人たちは結構い

ると思いますが、現場がそれをやっているかというと疑問です。埼

玉養護のアンケートではないですが、注意、命令、指示で、日常会

話の6割に、叱責、罵倒が2割で8割になってしまう、というのが

今の養護施設の現状で、こういう中で、子どもの自尊感情が育つの

かどうか。特に養護施設に入って来る子どもたちは、ひとつの家庭

を否定されてしまった子どもたちだから、第2の家庭までも否定さ

れてしまったら、完壁に打ちのめされてしまうことになります。

口　人を貴ぶということは児童憲章でも語われているんですけどね。

ロ　イギリスで、「いままで認められていない子どもを見るわけだか

　ら、まず、認める所から入る」ということを強調していましたが、

　それは、我々B本の福祉を長くやってきた人たちも、その辺のこと

　はわきまえてやってきているはずです。やっていないとしたら、か

　なり素人だということになります。

ロ　イギリスにしろドイツにしろ、理念的なことは、日本でもあるに

　はありますが、それが組織的ではないし、金を使っていないし、金

　を使えないようなことになっているという気がします。

予防福祉 口　こちらの人たちは、限られた予算だけに、金の使い方をよく知っ

　ていますe金のクオリティな使い方をよく学んでいます。投資をし

　てこそ利益を産むということが、予防福祉につながっていると思い

　ます。予防福祉は、ある意味で、ケアフォースという部分で、予防

　福祉が進んでおり、施設に入れないでおくためにはどうしたらよい

　かということを施設が考えています。日本だったら、暫定定員をく

　らっては大変だということで、施設に来てもらいたいという思いが

　我々にもあると思います。子どもが施設に来ないようにということ

　をイギリスではどこの施設でもやっています。

　　これからは、予防福祉の時代で、家庭から離さないためにはどう

　したらよいかということです。ファミリーサポートワーカーという

　ようなものがいて、買物もできない、洗濯もできないという家庭に
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は、ワーカーが家庭に入っていって、洗濯の仕方から、買物の仕方、

子どものだっこの仕方まで教えていく。子どもをいかに家庭から離

さないでやっていくかという施策で、ケアフt一スが発達していま

す。日本は、養護施設に入れなければならない子どもが発生した段

階で、発生してしまったのだから、受けていかなければならないと

いう、もぐら叩き的指導です。こっちが出て来ればこっち、あっち

が出て来ればあっちという具合いで、日本の養護施設というのは、

もぐら叩き的です。

口　養護施設に入所する児童の中に、教護児童が増えている傾向があ

　りますが、どうしてでしょう。

口　約2割は教護、ほかに精神障害的な児童も入ってきています。

　　その理由は、ひとつには、措置費の問題があります。っまり、経

　営的な問題からです。人数が少なくてはやっていける状態ではない。

　だから、無理をしてでも受けざるをえないという状況が、全国的に

　あると思います。

経済的自立 口　だから、経済的な自立が必要だな、と痛感するわけです。

口　経済的な裏付けが、大切なのですが、ヨーロッパのような政策が

　日本にはありません。

口　完全に対処療法になっていて、施設の機能として、予防福祉もあ

　り、「やっているところには、お金も出しましょう」という考え方

　がない。予防福祉に金をかけることが、金の合理的な使い方だとい

　う政策がないですね。

ロ　ドイッで徹底的にそれを教えられましたね。　（問題をかかえた）

　青少年を職業訓練することで、刑務所送りになるかもしれない人た

　ちを防げるのだから。あれ（CJDのシステム）がなかったら、も

　っと莫大な金が将来必要になる、ということですから。

一 109一



口　要するに、ああいうことをやっていれば、最終的には、福祉なん

　かいらなくなるというか、産業、教育が福祉を取り込んでいる。し

　かし、非行の問題については、あちらでも、回答に苦しいところが

　あったようですね。

口　日本の場合は、対処療法で、目先のことしか考えていない、とい

　う感じです。

ポリシー・理念・

歴史的背景

口　でもそのまま、日本には取り入れられないと思いますよ。理念的

　には、日本でも、特に福祉の現場では、底辺では、デンマーク的な

　ものも、ドイツ的なものも、イギリス的なものも持っている。持っ

　てはいるが、政策としては実現されなかった。それは、国民的ポリ

　シーになるような基盤、つまり歴史が違うということがある。ドイ

　ッのような、自由都市、ハンザ同盟であるとか、徒弟制度だとかい

　う社会制度の基盤がまずない。そして、キリスト教という国民的な

　精神基盤がない。ということは、そのまま、ドイツ的な政策が、日

　本に実現できるとはいえないということです。デンマークは、とい

　えば、日本の農協のように上からこうしなさいと言われてきたもの

　と違って、農民が大変苦しい思いをして、　（封建制度のなかで）自

　らかち取ってきたという民主的な農協が育って来るような歴史的、

　社会的背景があったのだから。まず、条件がちがう、ということを

　知っておかねばね。

口　もし、ヨーロッパの福祉の良いところを見習うとすれば、そうい

　った国民的ポリシーまで、もっていくのにはどうすればよいのかと

　いうことが、課題になると思います。これから、自分の施設に帰っ

　て、一個人が、よき理念をどう叫ぼうと、・…僕らはやってきまし

　たが、長い間、叩いても壊せない壁があった。それは、やってきた

　人は感じているはずです。学者が良いことを言っていても、政策と

　しては、日本の福祉は変わらなかった。変わらない政治的基盤があ

　る。福祉から、教育から、変革をしていくといった小さな観点では

　だめで、社会的、政治的な問題だと思います。だからといって、諦

　めるのでなく、僕らが何もしなくて良いということではないのです

　がねえe
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ロデンマー一一クの福祉をみて、思わず、日本がこうなるには、1，　OOO

　年かかるなと言ったら、世代を代えないとだめだね、という話にな

　りましたね。

口　いや、世代を代えても駄目だろうね。何世代も何世代も子どもの

　時から、考え方を変えない限り、変わらないと思うよ。

誠実と勇気 ロデンマークの家庭訪問に行ったときに、「これは、誠実と勇気

　だ」と言われた言葉がこのヨーロッパのッアーの中で、一番心に残

　っているのですが、去年オーストラリアに行ったとき、いみじくも、

　ビッグチェンジだという言葉を耳にしました。そのとき、今、福祉

　の職員が、自分たちの仕事の使命はなんだという質問に対して、今

　の仕事を大きく変換していくことが、今の我々に課せられた使命だ

　とみんながそう言いました。だから、ビッグチェンジだということ

　なのですが、日本だって、デンマ・・一クのデルタラインにしろ、考え

　方では非常にいいところまではいっているんですよe考え方として、

　いいところまで、いっているのに、現実的には、やれていないとい

　うのは、現場の誠実さと勇気ではないか。実態を変えていこうとす

　る勇気が欠けているのではないかと思います。いいものをいいとし

　ながらも、そのいいものを、やっていけないという、誠実さみたい

　なものが、欠けているかなと思います。

口　いや、ビッグチェンジをしたいと、みんな誠実にやっているのだ

　が、できない歴史的背景があったんですよ。

口　この子どもたちに対して、子どもたちのためにやっていくという

　わけだが、誠実にと思えば思うほど、壁に近づいてぶっかってしま

　うというところがあるんですね。

口　いいということが、どうしてできないのかな。

口　みんな一生懸命やってきたが、できなかったという挫折感がある。

　どのなかでも、なんとかしなければ、と努力を続けている実態があ
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る。ただ、誠実と勇気だけでは、福祉政策を動かす力にはにはなら

ないのです。みんな諦めてしまったわけではないのだけれど。

ロデンマークを見て、現場の職員としては、忘れてはならない、い

　ろんな葛藤と矛盾を通り過ぎてきた果てに行き着いた誠実さと勇気

　だな、と思ったものです。

口　彼らのためにいいことだと思ったら実行する勇気が必要で、分か

　っていても、やらないことには変革はできない。駄目かも知れない

　けれども、やらなければならないんですよ。

口　とってもいいことなんだけど、でもね、園長先生に聞かなきゃね、

　とか。わかっているんですよ。それでも、やれない。

口　ようし、俺がやってやろうという気にはなかなかならない。

口　でも、それさえ消してしまっては、何にもならないですね。それ

　が、誠実さと勇気にっながるのだと思いますよ。

　　ピア・アンド・ナウということが、福祉にはあると思う。今、自

　分が面倒をみている子どもたちのためにがんばろうという意識が、

　福祉の職員には強く、世界とか、日本とかを広くみられない現状が

　ある。無論、国の政治に自分たちの考えをどう反映させようか、と

　かより、いま現にいる子どもたちのために、どういうふうに、ウイ

　ズの精神でやっていくか、かれは今どういうことで悩んでいるか、

　そういう仕事で精いっぱいなんだ。それが、誠実ということである

　し、世界の情勢や、日本の福祉をどうするかなんていう学問的なこ

　とやっていたら、子どもと本当にウイズの精神でやっていけない。

　何が、誠実かということを考えると、子どもたちのために、共にや

　っていくことが、誠実ということになる。そういうふうに、子ども

　のために誠実に働いている福祉の職員が、世界の福祉の情勢を知り、

　日本の福祉を変革する強さをもつようになることには、無理がある

　と思います。

ロ　ウイズという話が出ましたが、カトリックの施設では、子どもた
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ピア・アンド・ナウ

と「ウイズ」の精神

ちとともに、ということ、そして、子どもたちから吸収しなさい、

ということが、いっも言われています。それが、職員の基本になけ

ればいけない。職員が、上にたって、ものの見方を子どもたちに与

えていくようではよくない、ということは、カトリック施設で園長

や修道者から言われてきたことでしたが、今回、改めて、そのこと

を痛感しました。

口　それが、段々、年をとってくると、子どもと一緒に働いたり、運

　動したり、一緒に楽しんだり出来なくなってきますね。悲しいこと

　だけど…。

口　どうしても年数が高くなってくると、上から、押し付けるような

　感じのことしか言わなくなるけど、ウイズの精神が基本なんだとい

　うことを、改めて思いますね。

口　特に、児童福祉職員は子どもの部分と、大人の部分と、親の部分

　と全部もっていないと、できないような気がする。ある意味では、

　児童福祉は全人教育であると思うから。

口　ある意味では、今の日本の社会で、受け入れられ難い人格の持ち

　主でないと、あるいは、社会の落ちこぼれでないとできないのかも

　しれないですね。

ロ　デンマーク的な人間でなければ、できないのかも知れない。福祉

　先進国であるデンマーク的な考え方をもっていないと、日本の福祉

　であろうとどこの福祉であろうと、本当の福祉はできないのかもし

　れないですね。

口　自分たちがみている子どもたちだけでなく、入ってくる若い職員

　に対しても、同じように、減点法ではなく、加点法で育てていって

　あげないと、いけないなと思いますね。

口　今回の研修は、キリスト教精神の圏内でしたが、宗教的な後ろだ

　てというのは大きいですね。
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口　日本は、新しい試みを、じゃあやってみれば、と気軽に言えない

　社会ですね。

口　そういった意味で、非常に保守的ですからね。

口　だんだん、新しいものも取り入れようという気風はでてきている

　ようですが、まだまだという気はしますけど、そういう新しい試み

　が、どんどん成功をおさめていけばいいんですね。そうして、新し

　い試みをやらせてみた方がいいな、と行政が考えるようになり、政

　策にもっていけるようになればいい。だから、新しい試みを試験的

　にでもやって、ともかく、人に解るような、いい成果をあげるしか

　ないかもしれませんね。福祉の職員は、どうしても、今いる眼前の

　子どもに、ピア・アンド・ナウでやらざるを得ないし、のめりこん

　でしまう傾向がありますが、もうちょっと理想に近いものがあるは

　ずですから、プロジェクトをたててやってみて、地方自治体から、

　金を引き出すようなことを考えないと駄目かも知れないですね。

社会福祉のマンパワー 口　日本のマンパワーは、小中学校の義務教育の教員の数が、80万人、

　社会福祉が、身障だとか、老人、養護を含めて、50万人産業だとい

　われているんですね。

　　かつての国鉄が32万人いて、JR統廃合の折りに、15万にしよう

　ということで、遵法闘争だとか色々やって荒れていた時代があった

　わけです。そう考えてみると、小中学校の先生達が80万人で、最大

　のマンパワーだった。そのときに、福祉産業に働く者の数が52万人

　で、第2位の地位を占めていた。だから、そういう意味では、政治

　的な力を（潜在的に）もっているということです。

口　しかし、横のっながりがなかったわけですね。むしろ、断ち切ら

　れているのかもしれない…………

口　今回の資生堂の研修でも、情短と教護と養護と母子が集まってき

　て分かったことは、正直言って、他の児童福祉施設のことを良く知

　らなかった。52万人の力を合わせれば、強大な力になっていくマン
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パワーをもっていながら、同様に、なんら活用していない、といえ

るんじゃないですか。

口　最終的に、日本で早く福祉の改革をするには、政治が動かなけれ

　ばならないと感じます。福祉のプロの議員を、一人でも送り出さな

　ければいけないということかな・…………・・

口　あとは、企業でも、メセナ運動とかフイランソロピー活動とかが

　盛んになってきており、日本でもだいぶ取り入れられてきています

　よね。企業も動かさないと駄目かもしれませんね。企業が動かない

　と政治が動かないという気がしますね。

企業を動かし福祉を

動かす

口　だから、企業をいかに揺り動かすかということもあるし、　（マン

　パワーをもっている）福祉団体を動かすにはどうしたらよいか、と

　いうこともある。ちょっと課題ですね。

口　例えば、教護では、子どもたちの就職活動が、難しいわけですが、

　昔から、地域の青年会議所のメンバーが中心になって、企業を実習

　先として、子ども達の3週間の職業実習を受け入れてくれています。

　子ども達は、その実習を体験して、だいたい卒業していくという形

　をとっています。3年前に、青年会議所が中心になって施設の協力

　会をつくりました。これは、青年会議所のメンバー以外にまた、地

　域だけでなく、県全体に広めていこうということなんです。かれら

　は、本当に一生懸命なんです。ただ儲けていればいいという考え方

　では世界に通用しない、という意識に企業は芽生えてきている時期

　だからこそ、福祉は、そこを捉えて行動すべきだと思います。

ロ　スポンサーになってもらうからには、こちらも、なんらかの形と

　して、企業に返していく必要があると思います。いろんな方法があ

　ると思いますが、企業にとってもメリットがあるのだ、，二いうこと

　を認識してもらわなければ駄目だと思います。

ロ　ウイズ精神という基本に戻って、やらなければ駄目だということ
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を痛感しました。帰ったら、今までやってきたカトリックの基本的

考えは間違いではなかった、ということを職員にも伝えていきたい

と思います。

口　自分で聞いてきた、見てきたことだけでなく、仲間の協力で得ら

　れたものとか。そうして、吸収できたものを職場の仲間に伝えたい。

　　ウイズの精神も、子どもたちの能力をなんとか引き出すというこ

　とも、僕らは、昔からやってきたわけだから、もう少し理論的にま

　とめて、説明できるようにしたいとは思います。ただ、ヨーロッパ

　では、似たようなことをやっているけど、やり方や規模が違う、と

　感じました。

研修成果と自分の仕事 ロ　デンマーク、ドイツの福祉レベルまでもっていくには、やはり、

　一般家庭の生活レベルが変わらないと駄目だと感じました。という

　のは、日本より、人間らしい生活がずっと豊かだと感じました。ま

　た、生活感覚が全く違いますから、一概には（経済大国だの、福祉

　大国だのと）言えないと思いました。

　　もうひとつは、確かにヨーロッパを見てきたのですが、イソップ

　のたとえ話ではないですが、象の鼻だけ触れたのかもしれないし、

　尻尾だけだったかもしれない、ということです。だから、全部わか

　ったようなことは言えない、ということです。その3つくらいのこ

　とを考えて、研修の成果を一生懸命仲間に伝えられればと思います。

口　いろんな意味で勉強になりましたが、福祉とか社会とかいうこと

　の基本になる部分で、人を育てることの大切さ、あるいは、どうい

　うふうに育てていったらよいか、ということの大切さを身にしみて

　感じたように思います。仕事の現場に戻ったときに、自分がどうい

　うものをもって働いたらいいのか、という意味で、やっぱり誠実さ

　と勇気、そして、この子ども達をどういうふうに育てたいか、と思

　う姿勢を、改めて考えさせられました。形には、なかなかなりにく

　い仕事ですが、大河の一滴という言葉がありますけれども、ほんの

　一粒の雫が集まって、大きな河になっていくということを考えます

　と、自分がまず、その一滴にならなければいけないと思います。そ
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ういうみんなの気持ちが集まったとき、政治を動かし、社会を動か

せるようになっていくのではないかと思います。

口　まずこの研修に参加させていただいて、人と人とのつながりが、

　いかに大切かということを教えられたことが、私にとっては、非常

　にプラスになりました。デンマークにしてもドイツにしても、自分

　が実際に見て来て、自分の肌で感じられたことは、日本の福祉に働

　いている人は、人にやってあげている、という意識が非常に強い、

　と思うんですe口では、子どもと一緒にとか、お年寄りと一緒に、

　とか言うことが多いと思いますが、なんとなく、心の隅で、この人

　達は私達がやってあげなければ駄目なんだ、というような自惚れた

　気持ちがあるように思います。デンマークでは、本当にウイズとい

　う言葉が、私の身にしみたというか、一緒にやっていく大事さを勉

　強させていただいたと思います。私のところでは、上から押さえる

　というような、特にそういう傾向がある気がしますので、施設に帰

　ったら、養護の職員に、少しでも、「子どもといっしょに」という

　ことを広めていきたいという気持ちで一杯です。

ロ　ヨーロッパ諸国を回らせていただいて一番感じたことは、福祉国

　家デンマークがこうだから、日本に帰って、すぐに、まねしなきゃ

　いけないとか、こうしなきゃいけない、とかいう問題ではなく、追

　っていいところと、そうでないところをまず、はっきりさせなけれ

　ばいけないなと、思いました。強いて言えぱ、デンマークの税金の

　高さ、50パーセントも持っていかれるという話のなかで、これを日

　本の今、福祉行政のなかに当てはめようとしても、追える話ではな

　いのです。2点目には、やはり、予防福祉、ケアフォースをどこの

　国でもやっているということです。施設に入れなければならなくな

　ってからでは、莫大な費用がかかるし、そうなってからでは遅いと

　いうことを、どこの国もやはり考えているということです。日本は、

　残念ながら予防福祉という点においては、全然手がつけられていな

　いというのが現状です。3番目に感じたことは、処遇内容の質とい

　うものです。これだけの金をかける以上は、それだけの質を保つと

　いうこと、例えば千葉さんのところでも、5人の子どもが入ってき
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て云々という話をされていましたが、一法人で、1グループホーム

を経営していくなかで、千葉のところでは、こういうことをやって

いるんだ、ああいうことをやってくれるんだ、だから、あそこを評

価する、というやり方がある。ところが、日本の今の福祉行政には

そういうものはない。非常にクオリティを問われてきている。いま、

初めて、暫定という問題が出てきて、にわかに（質の問題が）叫ば

れはじめてはいるけれど、まだまだ、甘い。ですから、今回、3ヵ

国をめぐって感じたことは、追っていいところと、追ってはいけな

いところがあるということと、予防福祉に徹しているということと、

クオリティの差なんだろう、と。それが、ひいては誠実さとか何と

かいう論にっながっていくんではないかと、そういう印象を受けま

した。

一生の想い出。財産e 口　私の心に残ったことは、一生つきあえる仲間づくりということ。

　それから、人生観がかわる、人間観、子ども観、世界観…・・…・につ

　いて、今一番噛みしめています。大きく変化することはありません

　が、海外研修という場を与えられて、ジワジワと水がしみこむごと

　く変化する自分自身を見ることができそうです。

ロ　イギリスのNCHでいわれた「子どもたちに、自分はどこかに属

　している、と思わせ、自分たちの存在感をもたせ、自分の価値を認

　識させる」………これは子どもを育てていく上でとても大切なこと

　だと思いました。この2週間、ともに過ごした団員の方々との強い

　絆はこれからも大切にしたいし、この宝石のような2週間は、一生

　忘れられない日々となりました。

口　世界中にいい人がいっぱい。ますます人間が好きになりました。

　児童福祉という、同じ仕事をしているおかげで、オープンマインド

　ですばらしい人びとに会えました。すばらしい思い出になります。

口特にデンマークなどは、自然と素朴さと、ゆとりの中で「人とし

　て大事なもの」を育てているのだなあ、と、そのことにいたく感銘

　を受けました。
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ヨーロッパ3ヵ国児童福祉事情

資生堂社会福祉事業財団　常務理事池田宇三郎

デンマークはアンデルセン記念館で。

子どもたちと。

ドイツからの

　これは、1991年目月5・6・7日

資生堂伊豆研修所にて開催され

たバーナード・バン・リヤ財団

日本プロジェクト委員会　主催

資生堂社会福祉事業財団　後援

　家庭養育機能強化

子育てワークショップ

のプログラムの一部スピーチを

転用したものです。

　今、ご紹介がございましたように、今年の9月2日から16日まで、デン

マーク、イギリス、ドイツを見てきたんですが、去年は大体同じ時期に、

オーストラリアに行かせてもらいました。そんなことでちょっとお話をさ

せていただきたいとは思うんですが、とにかくデンマークにいたのが6日

間、イギリスが2日間、施設見学をさせていただいたのはたった1日です。

それからドイツが3日間ほどおりまして、いろんな施設を見せていただい

たのが丸2日間です。そういうわけで、そんな短い期間では分かるわけが

ないんです。分かるわけはないんですが、直感で各国々で感じたことを、

我田引水でうまく取り入れながら、日本ではどんなことを考えなきゃあい

けないのか、ということを、私なりにちょっとお話をさせていただきたい

と思います。

ヨーロッパといってもそれぞれちがうお国がら

　ヨーUッパ児童福祉なんて、ヨーロッパと言っておりますが、ヨーロッ

パにはたくさんの国がありまして、国一つ一つみんな事情が違うんです。

もちろん共通点もございますが。文化とか人種とか、自然環境、それから

気候風土、それから食べ物のこともありますし、戦争を何回も経験してい
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るとか、それで勝ってばかりいたか、負けてばかりいたか、そういうこと

も、いろんなことが児童福祉の背景にありまして、いろいろそういう背景

が分からないと、福祉も分からない面があるんですね。

　ヨーロッパではないんですが、今年の7月、「アジア交流研修」という

のを長年資生堂がやっているんですが、その研修会で、韓国とか台湾とか、

今年はシンガポールの方にも来ていただきまして、児童福祉に関する情報

交換をしたのです。そこで、たとえば台湾の方から話を聞いたんですが、

台湾では福祉が非常にやりにくいというわけですね。その一つの理由に、

台湾では、宗教的な背景というのがありまして、リインカーネーションっ

てご存知ですか。リインカーネーションというのは、人は一度死んでもま

た別の生命体として生き返る、そういうことで、今この世で苦しい人、非

常に惨めな人ほど死んだ後、次の世では必ず救われる、幸せになれるとい

う、そういう教えがあるんですね。

　まあ言ってみれば、昔々の為政者のごまかしかも知れませんね。今苦し

みを我慢すれば来世では幸せになれるんだ、というんですから………。と

ころがその理屈が非常に広く浸透しているそうです。ですから今かわいそ

うな子どもたちを見たとしても、それに手を差しのべて何とかしなきゃあ

いかんという気持ちになかなかなりにくいんだ、惨めだったら惨めなほど

次のあの世で救われるんだ、という、何か変な論理があって、非常に福祉

を進めにくい、というふうなお話を聞いたことがあります。そんなふうに、

国によっていろいろと違うわけですね。

「自由と平等」　デンマーク

　3ヵ国に行ったわけですから、まず違うところ、共通のところをお話し、

日本にどういう示唆を持っているかということもお話をしたいと思います。

まずデンマークなんですが、デンマークについては、端的に言いますと、

キイワードは「自由と平等」ということでしょうか。それが全てというこ

とです。デンマークという国はどういう国かといいますと、イメージで言

いますと北海道を連想していただいたらいい、非常に牧歌的なのんびりし

たというか、私たちが行きましたのがボーゲンセというまた田舎町なんで

す。よけいにそう思ったのかも知れませんが、昔私たちが子どもだった頃

の日本、ずいぶん昔ですね、もう50年近い昔ですけれども、そういうのを
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彷佛とさせるような、懐かしいような国した。

　馬がポコポコ歩いていますし、車はそんなに走っていませんし、自転車

もそう多くはありませんでしたし、茅葺の家がまだありますし、私たちが

フtスターファミリー、里親のところに家庭訪問したら、そこの家庭は車

はなくて家族3人分の馬を3頭飼っているんです。それからそこの人とい

うのは、一番最初に家を借りて、建築の勉強をしてそれを5年で改築して、

その後17年かかって自分の家を自分で建てた。それが、きれいなちゃんと

した家なんですね。すばらしい家です。それを自分で建てたそうです。

　それから奥さんなんかは、庭といいますか、広いんですが、そういうと

ころにプラムの木があって、それの実をとってジャムを作ったりなんかし

ている、何でも手作りなんですね。それから断頭台みたいな木の枠があり

まして、芝生に置いてありまして、これは何かというと、羊をそこに入れ

て毛を刈って、その毛を紡いで、このセーターは自分で作ったんだと、そ

ういうみんな手作りで自給自足なんです。それでお金を出来るだけ使わな

いで、お金に執着せずゴーイングマイウェイで生きている、非常にのんび

りしたところなんです。

　それで「自由と平等」ということですが、本当に競争心のない国ですね。

税金が50％ぐらい、半分ぐらい持っていかれるんです。ですけれども皆さ

ん文句を言わないで、その代わり何かあった時には完全に生活が保障され

る、という国なんです。

　もともとデンマークというのは農業国で、みなさんお百姓さんなんです。

そんなに気候もいいところではありませんので、団結してやらなきゃあ駄

目なんだ。その国から人が逃げていくと、大陸続きだから生活が苦しくな

るとよそへどんどん逃げてしまうんです。逃げていくと駄目なんだ、とい

うことで、何かお互いに互助組織みたいなもので組合的な団結というのが

もともとあるんです。そういうふうなことで、助けあいの精神というのが

非常に強くて、その中で、自由、平等というのが自然のうちに浸透してい

る、という国ですね。

自主性を尊重、子どもも大人あつかい

学校なんかでは宿題はない、成績表はないんだそうです。子どもたちはの

びのびとしています。それから、差別の一切ない国です。たとえばハンデ
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イキャップ、精神的なもの、身体的なものいろいろありますね、そういう

人達が街や学校でも本当に自由に普通の活動ができるような社会体制をつ

くっている国です。日本なんかですとそういう人達は1ヵ所に収容してま

とめて面倒みよう、というところがありますね、そういうんじゃないんで

す。そして子どもたちも小さいうちからそういう人達と慣れさせて、不自

然に感じないのがノーマルなんだという、そういう人達もいるのが当たり

前なんだという、だから日本みたいにジロジロ見たり、そいうことがない

んです。デンマークというのはそういう国ですね。

　人ロがたった500万です。福祉大国2番目のスウェーデンが850万です。

ですから人口が少ないというのもやっぱり福祉を浸透させる一っの要因か

な、という気もしますけれどね。そういう小さな国ですが、本当に心温ま

る国です。

　競争がない、そして子どもたちも尊重されているというか、大人扱いで

す。面白かったのは私たちが一番最後に、さよならパーティーというのを

開いた時のことですが、このさよならパーティーが本当に差別がなく、象

徴的でした。普通パーティーといって宴席をつくりますと、ここに偉い人

が坐って、とか、日本の場合は席順がうるさいでしょう。何でこいっが俺

より上座へ来たんだ、とか、ものすごくうるさいでしょう。違うんです。

誰がどこに坐ってもいいんですね。そしてパーティが始まりますよ、とい

うと、話している人が一緒に行きましょうということで適当にサッと坐っ

ちゃう。ウロウロしていると何か端の方になっちゃうんですね。誰がお客

さんか、そんなのはほとんど関係ないんです。そして子どもたちも堂々と

正面に坐っていたり……。

　そしてその子どもたちも大人と一緒になって、ワインを飲んだり適当に

やっています。日本では夜9時や10時になると子どもをそろそろ気にする

でしょう。でも全然平気なんです。あくる日に新聞配達のある子なんかは

早く自分の意志で帰りますが、我々のパーティが夕方6時くらいから始ま

りまして、12時に終わる予定が真夜中の1時ぐらいになって、何やかや言

ってまた2時頃までいたんですが、本当に子どもが一緒にいるんです。そ

して親も何とも言わないんです。

　それから、祝辞は誰から、とかいって、順番があって日本の場合やりに

くいですが、そういうのはないんですね。何かいいたい人はグラスをあげ

てチンチンチンと鳴らすんですね。そうしたらみんなが注目して、それで
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「乾杯」とかいって、ちょっと一言喋るとか、そういうふうで、本当に競

争や差別のない、いい国だなと、思いました。

　そんな国でもちゃんと徴兵制があるんです。この間の湾岸戦争にも兵隊

を出したと言っていました。あそこは皇室がありますから、近衛兵なんか

もいますね。おもちゃの兵隊の感じで決して強くはないと思うんですけど

ね。そして面白いなと思ったのは、兵隊に行くのが嫌な人がいるんですね、

日本でもそうですが、嫌な人は代わりをどうするか、2年間福祉活動をす

ればいいんです。兵隊に行くか福祉か、だからそういうことで福祉の方に

入ってくる人が結構いる。マンパワーというのはずいぶんあるんですね。

非常に恵まれています。

「知的水準」くそくらえの国

　それからもう一つ羨ましいな、と思ったのは、日本人で、もう25年間も

そこに住み着いて、そこでチルドレンズホームを経営している方がいらっ

しゃるんですが、その人達なんか、子どもを5人預かって、それからご夫

婦と、スタッフも雇って、それで自分たちの生活は十分やっていける、里

親でも3人ぐらい預かれば、十分生活ができるというぐらい政府からお金

が出るということなんです。だから、ひとりがひとりの面倒をみれば、自

分の生活は、そこで安心して人並み以上のものができる、ということです。

　デンマークでは、決して人より優れたいとか、人を押しのけて、という

考えはないんです。この間、日本のあるテレビの番組を見ていますと、何

とかという作家が北海道のサロマ湖ですか、あそこからずっとカヌー一一で旅

している、それが出ていましたがね。その人が言ったんですが、カヌーと

いうのはすばらしい、と言うんですね。人間と同じスピードで、同じ目の

高さでずっと岸辺を見ながら楽しめる、というんですね。何か、そういう

視点でものを見られる国がデンマークだな、という気がしました。

　日本人なら新幹線でビューと行っちゃって、飛行機でパッと帰って来る

でしょう、そしてイライライライラしてね。だからそういう牧歌的な良さ

というのが感じられたのがデンマー一一クです。そういう中にある福祉ですか

ら、大体想像がつくと思いますね。デンマークというのはそういう意味で

すばらしい国だな、さすが福祉大国だなと思いました。でも決して経済大

国にはなれません。というのは競争というのは進歩の一っの原動力になっ
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ているんですね。それがなくて、いい国だなと言いますが、半年もいたら

我々はちょっとおかしくなっちゃうんじゃないか、という気はしました。

ただ日本にない要素というか、日本がなくしたいいものを非常に大切にも

っている国です。日本もそうなろう、というのではなくてバランスですね、

何かもっとそういう大事なものを見直さなきゃあいかんのじゃないか、と

思いましたe

児童福祉に必要なのは、知識、技術以上にフィロソフィー　イギリス

　次はイギリスへいきます。イギリスはたった2日間いただけなんです。

イギリスのキイワードは「ノーマライゼーション」ということです。ここ

ではN．C．　Hという組織、ナショナル・チルドレンズ・ホームという民

間の組織ですが、そこで施設見学をしたり、いろいろお話を聞きました。

「ナショナル」がついているといっても、ガバメント、政府関係の組織で

はなく完全に民間のものです。

　ここのリネ・ウイリアムズさんという元ソーシァルワーカーで、今は結

構偉い仕事をしていらっしゃるんですが、その方のお話はとても印象的で

した。白髪ですごく魅力的な女性だったんですが、その方が非常に情熱的

に話をなさいまして、その一つは、イギリスの児童福祉の特徴を一言で言

うと「ノーマライゼーション」だと言っておられました。それは「子ども

は家庭にいるのが一番いいことなんだ」ということです。　「昔はイギリス

も、そういう施設に、問題のある子どもたちを集めて収容して、そこで面

倒をみていた。だけど今は短期間、治療のためといいますか、ノーマルな

状態に戻すために必要な期間は入れるけれども、あくまでも仮りに入れる

だけで、必ず家庭に帰すんだ。家庭こそ子どもにとってベストな場所であ

る」ということを言ってましたね。そういうことを信念をもってやって

いる人です。

　その時に思い出したんですが、去年オーストラリアに行った時に、オー

ストラリアというのは昔イギリスの植民地でしたね。ですから「イギリ

ス」がそのまま残っています。たとえばTheatre、シアターなんか

でも語尾がreになっていますね。Centre、センターでも語尾は

reですね。イギリスの言葉そのままです。そいういふうにイギリスのや

り方を尊重してやうてきた国です。
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　そこで聞いた話を思い出したんですが、子どもたちの立場に立ってもの

を考えなきゃあいけない、いかに駄目な親でもその親が本当にいいのかど

うか、判断できるのは子どもしかいない、というんです。我々はこんな親

だったらいない方がましだ、ない方が子どものためだというふうについ思

ってしまいますね。たとえば前科があるとか、飲んだくれでどうしようも

ない親がいれば、こんな親がいることさえ、子どもにはマイナスだ、親な

んかいないというふうに教えた方がいい、なんて思うことがありますね。

　しかしそれこそ、子どもに対する人権侵害で、子どもにとってどんな親

だろうと親は親なので、どんなに罪を犯した親であろうと、やっぱり子ど

もの感覚でその親がいいとなれば、尊重してあげないといけない、という

ようなことです。たしかに小さい子だと、いいとか悪いとか、なかなか意

志は出せないと思いますが、要するにそういう子どもの目でものを見なけ

ればいけない、ということをオーストラリアでだいぶ言われましたけれど、

そのことをその時に思い出しました。

　そのウイリアムズ女史が非常にすばらしいことを言われたのです。児童

福祉に携わっている人にとって、一番大事な要素は何か、それは知識でも

技術でもない、たしかに児童福祉に携わる人は、知識も技術も磨いてそれ

をうまく使って子どもたちに接する必要があるので、そういう研修がある。

だけど一番大事なのは、その人のもっている価値観、フィロソフィーだ、

ということを言っていました。どんな人生観をもって生きているかという、

子どもに接触する人は、それは日に日に何らかの形で子どもに伝わるとい

うんですね。人間何のために生きているのか、人生って何だろうと、そう

いうしっかりしたものを持っていないと、言葉の端に、あるいは態度に、

いろんな動作にみんな出る。だからそういうものを持っているということ

は一番大事なことなんだ。それは知識や技術よりも大事なことなんだとい

うことを、非常に熱をこめて言っておられました。これは大事なことだと

思います。

子どもは国家のもの　ドイツ

　それから最後にドイツに行きましたが、ドイツは面白い国でして、とて

も日本と似たところがあるんです。全くちがうところもありますがね。ド

イツのキイワードは「サプスティテユーション」という言葉です。ドイツ
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憲法にはそういう言葉があって、これは「代行」、代わって何かをすると

いう意味ですね。それで、国がすべきことを個人あるいは組織がした場合

は、これは国が即刻支援するという、そういう条項なんだそうです。これ

がドイツで一番福祉の上では誇るべき条項であるといっておりました。

　ドイツには、C・J・Dという組織があって、　Cというのはキリスト教、

JはユウゲンドルフのJ、Dはドイツですね、「キリスト教青年の村」、

とでもいいますか、そういう民間の組織でいろんな話を聞いた時に、ドイ

ツにはそういう憲法があるということを言っていました。それで何を言っ

ているのかというと、　「子どもは生まれた時から国家のものである」ちょ

っと首をかしげましたが、「国のものである。だから子どもが生まれたら、

それは両親が面倒を見るにしても、他の人が面倒を見るにしても、それは

国に代わってやっていることなんだ。だから、もしもその人達が困るなら、

国がいっでもそれに対して手を差しのべる」という、そういう体制がある

ということです。

　ドイツは、キリスト教の非常に宗教色の濃いところへ行ったからそうか

も知れませんが、「神が授けたもうた自分」という、そういう考え方で、

将来のドイツ国民になる若者たちを教育しているんだという。　「神が授け

たもうた自分」、「もっと自分の存在感を大事にしろ」、それを教えると

いうことなんんですね。　「神が授けたもうた」ということは、「どんな人

間にも自分の能力でできることがある」、「どんなハンディを持った人間

でも、自分の能力でできることがある、神様は無駄に命を与えているわけ

じゃない」、それから、「あなたでなければできないことがある」、それ

を子どもたちに教えてやるんだ、ということを言っていました。

社会に有用な国民づくり

　それでドイツという国の一つの面白い点は、ドイツというのは人ロが

8，000万ぐらいですね。西ドイツが5，000万ちょっと、東ドイツがくっつ

きましたが、でも日本に比べればまだ小さいですが、しかし今ECではド

イツというのは非常な脅威になっているんです。東と西とくっついて大き

くなったらどうなんだろうか。それは私らも感じましたが、こういうこと

を言っていましたね、ドイツは、これからも子どもたちを、生産性の高い、

本当に社会に有用な優秀な人材に育てるために、そういうエデュケーショ
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ンやトレーニングを非常に熱心にやっている。

　デンマークは政府がやっているという臭いが強かった。そしてイギリス

は民間の組織と言いましたね、家庭を中心にやるためには民間だけではな

くて、政府といいますか、地方自治体が共同して一緒にやらないと家庭支

援というのは出来ないんだ、子どもを個人として見るんじゃなくて、その

家庭というものをケアしていくんだという考え方ですね、そうすると民間

だけではできない、地方自治体ではできない、その組合わせでやっていく

んだということをイギリスでは言っていました。

　ドイツの違う点は、ドイツはドイツで、国が、　「子どもは国のもの」と

か「国民のものだ」なんてやっていますね、それに加えて、ドイツという

のは民間でも非常にそういう志の篤い企業や人達がいまして、その人達が

非常に福祉には協力をしているということなんです。将来、国を栄えさせ

るような生産性の高い国民に育て上げていくんだ、という意図は職業訓練

所なんかに強く現れていました。

　ドイツの児童福祉といいますと、日本みたいに養護施設は何とか、教護

院は何とか、情短施設は何とかと、そういう環境的にハンディのある子ど

も達を施設に入れているだけじゃなくて、一般の子どもたちもそういう組

織に、特別の学校だとか職業訓練所があって、そこへ呼び込んで、という

か、来てもらって、いろんな職業訓練をして、技術や知識を高めて世に送

り出す、そういうことをやっているんですね。

　ですから福祉の対象というのが、若い人全部なんです、それに企業が噛

んでいるということなんです。たとえば、私たちが見学したところなんか

は、木工だとか金属工業だとか、そういうものの実際の工場と同じ機械が

ずっと並んでいて、そこで実習ができるようになっているんです。そこで

実習をして、実際に企業に送り込むそうです。それで企業でまた訓練をし

て、私たちが行ったのはシュツットガルトなんですが、メルセデスベンツ

などで有名なドイツの自動車の町なんですが、そういう工場だとか、そう

いう工業がいっぱいありまして、職業訓練生を受け入れるんです。そこで

実際にやってみて、本当に社会に出たら役に立つような形に訓練してまた

学校に帰ってくるとか、企業がそういう協力をしているわけです。本当に

社会に出れば有用な人達がどんどん育っている、というのがドイツですね。

　それで、優秀な人達を育てるんだ、この人達が次の時代の国を動かすん

だ、世界を動かすんだということを、夢をもって語っていました。非常に
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自信をもって、やっぱりそういうさっきのイギリスの人と同じような、ち

ょっと違うんですが、同じようなことを言っていましたのは、自分たちは

何ができるのか、何のためにこの世に生まれてきたのか、という、そうい

うものをはっきりと子どもたちに教えるんだ、と、自信をもって言ってい

ました。ちょっとイギリスとはニュアンスが違うんですが、しっかりした

人生観、価値観、フィロソフィーをもたせる、と、そういうことを言って

いました。

子どもたちは次の社会をつくる「仲間」

↑↑↑

デンマーク

↑

↑↑

イギリス

↑↑

↑↑
ド　イ　ツ

　こういうふうにして比べて見ますと、3ヵ国それぞれに福祉の上では進

んでいる国には違いないんですが、特徴があるわけです。「ゆりかごから

墓場まで」という言葉をご存知ですね。これは福祉が非常に進んでいる国

の一っの象徴として私たちは聞いた、これはイギリスです。デンマークは

何というかご存知ですか。あんなイギリスのはデンマー・一クの比じゃない、

デンマークは世界一だというんです。「胎内から天国まで」というんです。

お母さんのおなかの中から天国まで、「天国」と「墓場」はどう違うんだ

ろう、と思うんですけどね。そこまで言っていましたが、何か分かるよう

な気がするんですね。

　そこでちょっと左の図をごらんください。

　そこに矢印が書いてありますね。その矢印はどういう意味かお分かりで

すか。児童福祉に対するとりくみ姿勢を象徴的に図示してみました。横線

は平均レベルを意味します。デンマークというのはレベル以下の人、この

人たちをレベルに引き上げるというのが目的で、レベルまでいって平等に

なれば、普通のレベルに達したらそれでもういいんだ、というのがデンマ

ー クの考え方です。

　それから、まあもちろんそういうこともあるけれども、やっぱりちょっ

と優れなレベル以上の人も育ってほしい、というふうな考え方があるよ

うに見受けられたのがイギリスです。ドイツというのはレベル以下を上げ

るだけではなくて、むしろ英才教育をして、レベル以上の人間をつくる。

実際私たちは聞かせてもらいましたが、ヨーロッパを巡業の旅をして回る

ぐらいのすごい優秀な合唱団をそこで組織したり、本当に優秀な人たちを

つくる教育をやっているんですね。そいうふうに同じヨーロッパの国とい
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ってもちょっと違うな、という気がしました。

　そういうふうに違うんですが、何が共通かといいますと、アジアとヨー

ロッパとどういうふうに違うかというと、その国々に共通して感じられた

のは、子どもたちを「次の社会をつくる仲間」というふうに認めていると

いうことなんです。非常に期待しているという、そういうところがありあ

りと見えたということです。

　日本とかアジアの国々は、大人と子どもというのは、子どもは弱いもの、

大人が保護してやるべきもの、子どもたちには、何かその、憐れみとか同

情とか慈悲とか、そういう手を差しのべてやるというところがあるんです

よ。だから同じ人権をもった人間として自分と対等だとは見ていない、そ

ういうふうに思いませんか。厚生省からお金が出て、それを恵んでやると

はいいませんが、そういう流れで「情けをかけている」という感じです。

　ところが、デンマV－一クなんかでははっきり言っていましたけれども、プ

リベンションという、予防という考え方が非常に発達していまして、ハン

ディをもった子どもたちがそのまま大人になると社会の足を引っ張るよう

になる、それは困る、それを解決するのにはもっとお金がかかる、だから

今のうちにお金をかけて、自立できるような人に、まともな人に育っても

らうということが非常に大事なのだ、今なら安くできる、だから今こうい

うことに力を入れるんだと、はっきり言っています。イギリスでもそうい

う考え方です。

　ドイツなんかではそれがもっと極端みたいですね。これから世界を動か

す人たち、というふうなことで、非常に期待している、そういう意味でド

イツはちょっと怖いことろがありますねeニューナチなんていう動きもあ

るそうですが、ドイツ民族、ゲルマン民族はものすごく優秀だし、誇りを

もっているとひしひし感じましたね。ところが彼らは言うんです、大和民

族も優秀だ、ドイツと似ている、というんです。たしかに似ているところ

があります。

　ドイッでは、バスなんか降りて歩いていますと、私より年配の白髪のお

ばあちゃんなんか、「いや一日本人！」と言って寄って来るんです。50年

も昔のrB独同盟」を思い出して、日本人を見るとえらく親しみを感じる

みたいですね。下手をする＆日本人を見ると握手して、もう1回ドイツと

日本と手を握ろうよ、というふうな、冗談じゃなくてそういうことがある

ことはあるんです。
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人間、何のために生きているのか

　今、日本では、「児童福祉が大切だ」という論の中に、これはおかしい、

というものもあります。それは、高齢化社会がすすむと若い人たちに支え

てもらわなければならない。子どもたちはその時のための道具で、減って

は困る、というふうな考え方です。そこまでになると、ちょっと困るんで

すが、B本よりもうちょっと「全体、人類とか国とか、社会とか、もうち

ょっと未来にかかわる全体のことを考えての子どもたち」というとらえ方

をしていると思います。子どもたちを憐れんでやっていることじゃなくて、

その子どもたちは否応なしに大人になって社会をっくっていくわけでしょ

う。そういう関係がずっと続くわけですね。そういう見方です。

　この間、私ははじめてこういう言葉を知ったんですが、「自然は先祖か

ら譲り受けたものではなくて、子孫から借り受けたものである」。これは

どこかの偉いインディアンの酋長が言った言葉だそうです。この「自然」

というのを「地球」とか「世界」におきかえて見たらどうでしょうか。す

ごくこれは感銘した言葉です。何か、私などは会社でも時々非常に反発を

感じたものですが、何か私たちが頑張って成果を上げても、君たちあんま

り偉そうにするな、これは先輩方のおかげで………といっも「先輩のおか

げ」にされるんですね。けれどもこれからの人たちのために立派な仕事を

しろ、いい会社にしよう、いい業績を残してやろうな、といわれたほうが

余程やる気になります。それと同じで「自然は子孫から借り受けたもので

ある」という言葉には大きな夢がある。人類がずっとつながっている感じ

がしませんか、何か自分一人じゃない、人類は大きな一っの有機体なんだ

という……そのことをイギリスのウイリアムズさんが言ってたんですね、

ドイツのダンネマンさんも言っていたんですが、そういう、人間は何のた

めに生まれてきたのか、何ができるのか、人生の目的は何なのか、もっと

そういう真当な価値観を子どもたちが身にっけるようにしてあげたい、と

思います。むりやり教えるんじゃなくて、やっぱり子どもたちと接してい

る人たちがそういうものを持っていれば自然に浸透していくと思うんです

ね。そういうものが今の日本には一番必要じゃないか、と思います。

　テレビタレントのサンコンさん、彼はアフリカの人ですが、「私の国で

は友達たくさんある人が金持ちね」と言っていました。彼の「金持ち」と

いうのは、本当の金持ちじゃない、　「幸せ」という意味です。日本で「金
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持ち」というと「幸せ」とイコールでしょう、彼は「幸せ者」という意味

で「金持ち」と言ったんです。だから「友達たくさんある人が幸せね」と

言ったんです。すばらしい国ですね。羊何頭持っているから、という、そ

ういうのじゃない。要するに「幸せ」とは何かということですね。そうい

うようなことで、私たちはもうちょっと考えなきゃいけないなと思う。何

か精神的なもの、私たちがなくしてしまった精神的な良きものを、もっと

ヨーロッパの社会では、そういう古いものを大事にしているということが

よくわかりました。

　私たち人間はなんのために生きているか、今皆さん方平均年齢はどれぐ

らいかといいますと、35歳くらいですか？　地球はといえぱ生まれて46億

年ですね、地球に生物が生まれてから何年ぐらいだと思いますか、3516億

年なんですね。銀河系では地球はまだ若いんだそうです。大体150億年ぐ

らいもっといわれていますから、46億年というとまだ3分の1ぐらいしか

たっていない。だけど地球も永遠じゃないんです。そういうことで地球に

生物が生まれてから35億年になるんですが、皆さん方の平均年齢35歳とし

て1億年を1年と数えるとどうなるかというと、人類らしきものが生まれ

たのが300万年から400万年ぐらい前ですね、そうしますと大体35歳の人

の人生ではわずか1週間ぐらい前なんです。人間なんて自分の人生にして

考えるとたった1週間ぐらい前にしか出てきていないんです。キリストが

生まれて2，000年でしょう。わずか十分間です。大体1分間が200年ぐら

いに当たりますので。人間は平均寿命80何歳といってもこの論でいくと25

秒ぐらいですね、アッという間ですよ。人間なんてすごくはかないものだ

し、本当に飛行機の上からみる蟻みたいな、そういうちっぽけなものなん

です。そういうちっぽけではかない人間は、何のために生きているんでし

ょうか。

あなたに会えて、神様ありがとう

　そういうはかない存在だと知った上で、だったらどう生きればよいのか、

開き直ってみたらいかがでしょうか。去年もお話ししたんですが、そんな

にはかないものならば、私たちは夏の夜空を彩る美しくもはかない花火み

たいな生き方をしたい。花火というのは本当にきれいでし、tう。大人も子

どももみんな我を忘れて感動しますね。あれは、花火師がみたら、見ほれ
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る一方で、もっといい花火をつくりたいと思うらしいですね。人間もああ

いうふうに素直に感動して、ワアッすばらしい、と思えたらいいですね。

そして自分もできるだけたくさんの人に見てもらって、人を感動させて、

それから自分も感動して……。自分も美しいものに感動したり、すばらし

い人に感動したり、されたり、そういうことで精一杯人生を生きていくと

いうのがいいんじゃないかと思います。ですから、皆さん方自身が花火な

んだから、子どもたちがそれを見て、「あの人みたいになりたい、あの人

みたいに生きたい」というふうに、そういうふうに思わせるような、そう

いう影響力を持たなきゃあいけないと思うんですね。

　もう10年も前ですが、日本生命のコマーシャルで、すばらしいものがあ

りました。　「あなたに会えて、神様ありがとう」という、あなたみたいな

すばらしい人に会えて、神様を信じる信じないは別としてお礼を言いたく

なるという気持ちを、「あなたに会えて、神様ありがとう……」。これと

同じことをドイツでダンネマンさんに言われたんです。「この仕事をして

いるおかげで皆さんのように心通わせあえる仲間たちと会えて嬉しい、そ

れを神様に感謝する」と、私たちと会って言ったんです。本当に児童福祉

をやっていますと、どこへ行っても、そういうことでパッと心を開いてう

ちとけられるのですね。さっきのサンコンさんの言葉も一緒です。だから、

人間は何のために生きているか、お分かりですね。

　日本人というのは、クヨクヨしすぎですね。「今」を楽しむのが下手で

す。今こんなことをやると昇給に差し支えるんじゃないか、とか、会社で

偉くなれないんじゃないか、とか、老後をどうしようか、とか。そのくせ、

海岸をコンクリートでかためたり、川を汚したり、森を切り倒したりして

21世紀のことを考えていない。日本人というのはえらくチマチマしていま

すね。だからもっと「今の」人生を楽しんで、いろんな人に会って、いろ

んな話をして、こんな人に会えたという、そういう喜びを、もっともっと

大事にしたいですね。

　人間の値打ちは何で決まるか、これは、どれだけたくさんの友達をつく

れたか、どれだけの人との良き出会いがあったか、その人たちと心通いあ

う話ができたか、「数」ですね、少なくとも凡人はそうです。べ一トーペ

ンだとかトルストイだとか、偉い人たちは自分が生きた時代だけじゃなく

て作品で残して、後世の人にまで影響を与えることができます。それはす

ばらしいことです。だけど私たちは凡人だから、そんな後世に残るような
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作品を作れるわけがない。そうするとできるだけたぐさんの人に会って、

いろんな話を・して、心通い合わせて、手を握って、そういう機会が、あれ

ばある程いい。私たちが資生堂の研修所という、こういう会場をお貸しし

て、皆さま方、いろんな施設の人たちの交流の場を作っているというのは、

そういう意図なんですね。

人類は未来につながる大きな生きもの

　人間なんて本当にはかないものだと思いますが、「一人のためのみんな、

みんなのための一人」という言葉があります。人間というのは「人類」と

いう大きな生きもののごく一部で、ずっとつながっているんですね。です

からそういう意味で子どもたちというのは、「保護の対象」とか「憐れみ

の対象」じゃなくて、明日の「仲間」なんです。自分たちの子孫というか、

人間というのはずっと未来につながる共同体なんです。そういう一つの有

機体みたいな、そういうイメージがわいてきますね。これは大事にしなき

ゃあと思います。そういう気持ちで子どもたちと接していただきたい。

　それから、やっぱり人間は人に役立つ、人に喜んでもらえることが一番

の喜びであり、幸せだと思います。人のお世話になるのもいいんですが、

やっぱり自立できるというのが非常に大事なことですね。だからハンディ

のある人たち、今福祉はそういう人たちを幸せにしてあげると言います

が、本当の幸せは金やものを与えるだけじゃないんです。その人たちには、

「人に喜ばれる喜び」も必要なのです。今日本はマテリアリスティックと

言うんですが、物質文明に毒されています。物質「文明」と「文化」とは

違うんです。物質文明は世の中を便利にするものです、「文化」というの

は心を豊かにするものです。精神「文化」といいます。今はバランスが物

質文明に偏りすぎているんです。もうちょっと戻して、「文化」の方にし

なきゃあいけない。そうすると、もっと「文化」を大事にして、自然も大

事にして、もっと地球を大事にして、そういう次代の子どもたちのために

も、21世紀をいい世の中にするには、今子どもたちに接していらっしゃる

皆様方がどんな気持ちで、どういうふうに生きていくか、というのが、も

うそのまま毎B毎日子どもたちに伝わるということを申しあげて、時間が

まいりましたので、終わらせていただきたいと思います。
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第18回　資生堂児童福拒毎外研修　訪問先リスト

訪　問　国 訪　問　先 訪　問　先　名　及　び　住　所

デンマーク 家族治療施設 Fyns　Amts　Familie　Center
Sanderum，　5250　0dense　SV
DENHARK

児童特別治療施設 1蹴帥鵠ingshje血
DENMARK

学童保育所 il68ns§。跳desh」e皿

DENMARK

家庭訪問1 Hr．＆　Mrs，　Erik　F．　Sorensen

｝｛idlfartvej　1，　5400　Bogense
DENMARK

家庭訪問2 Mr，＆　Mrs．　Vibeke　Jorgensen

1罐lvej　15・5464　B「e皿de「up

家庭訪問3 Mr．＆　Hrs．　Rosenly　Olsen

Rosenvej　3，　Bellinge　5250　0denseDENMARK

家庭訪問4 Mr．＆　Mrs．　Bent　Laursen
Ellebaekvej　3，　Nr．　Hojrup，　5450　0tterup
DENMARK

ボーゲンセ生活学園 Hr．　Tadao　Chiba

Danish　Japanese　Culture　College
Fae目edvei　ll，　5400　Bogense
DENHARK　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：64813280

イギリス ナショナル National　Children’s　Ho阻e
チルドレンズ・ホーム 85c　Highbury　Park，　London　N5　1UD

U．K，　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：071　226　2033

カンベロー治療施設 Cu皿berlow　Lodge
24Cha｜font　Road
South　Norwood，　London　SE25　4AA
U．K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL；081　768　0370

ド　イ　ツ CJDオッフェンブルグ C」D　Jugenddorf　Offenburg
青年の村 Berursbndungs胃erk

Zahringerstraβe　42－59
D－76000ffenburg
Ger皿any　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0781－79080

CJDアルテンシュタイ Jugenddorf－ChristoPhorusschule
≠の村 AltensteigUberberger　Weg

キリスト教音楽学校 D－7272　Altensteig，　Ger皿any　TEL：07453－27312

CJDカルテンシュタイ Jugenddorf　SchloB　Kaltenstein　i皿　CJD
ン Postfach　llO8
青年の村学園 D－7M3　Vaihingen・伽｝置［！61142－8041
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入手資料

〈デンマーク〉

コ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

1
2
3
4
5

6

8

9

10．

lL

12．

13．

14．

The　曹elfare　Syste皿

Bei皿g　ELderly　in　Odense

Caring　for　the　Handicapped

Fa田ily　Ψerk　in　Odense

剛】ile　Hu皿and　Dad　are　at▼ork．．．．

（Looking　after　Pre－school　chiidren）

In－Service　Training
”

FJORDTOFTE”

（乱n　Experi阻ent　in　ettt－patient　treat凪ent　of

Psychologically　disturbed　chiLdren）

Reflections　on　Crime　Prevention　and　胃orking　Procedures

in　Den皿ark

Attitude　Adaption　by　Primary　School　Students

in　a　Cross－Disciplinary　Co－operation　within

Ode【！se　Municipality　during　the　period　1984　to　l990．

“eUTLINES’，．．ofi　project　vork　in　the　field　of　children／

juveniles　including　the　charting　of　proble田es　or

children／juveniles　and　current　field　Projects　in

local　sub－districts

SSP　Co－operation

（co－oPeration　extending　across　the　official　depart皿ental

boundaries　in　Odense，　Den田ark）

The　Danish　Cri血e　Prevention　Council

Prevention　of　JuveniIe　Delinquency

The　Danish　Day　Care　System－・by　Signe　Hemmingsen一

〈イギリス〉

1

2
3

4
5

”

Survey　of　Treat皿ent　Facilities　for　Abused　Children　and

of　Treat皿ent　Facilities　for　Young　Sexual　Asusers　of　Children”

（Co皿皿issiened　by　the　Department　of　Health　from　NCH，　June　l990）

（195イージ）

同上の（Summary）要約　　（10K一ジ）

AChild　Guide”We　Can　Say－No！”

（Hov　to　Protect　Yeurself　fro田　Dangerous　People）

－ David　Pithers　＆　Sarah　Greene　－

NCHの基金活動資料
”

Cu血berlov’－A　ney　service　for　young　peopte－（施設案内）

〈ドイツ〉

　　　　　”Christliches　Jugenddorfyerk　Deutschlan〔ls　e．　V．”

　　　　　（キリスト教青年の村一ドイツ連盟　概要パンフレット）
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

開催年度 研　　修　　先 団員種別（人数）
期間

（随）
研　　　修　　　内　　　容．

第1回
（1972）

ヨ　ー　ロ　　ッ　パ

（含　北　欧　）
養・保・児（5）

l
l 海外福祉事情視察

第2回
（王973）

アメリカ・カナダ 精・重・肢（29） 29
大学・病院及び付属研究所各種施設の視察

第3回
（1974）

ヨ　ー　ロ　　ッ　パ 養　　（23） 22
ヨーロッパ6ヵ国での児童福祉事情の視察

第4回
（1975）

ヨ　ー　ロ　　ッ　パ 児・教　（25） 22
ヨーロッパ5ヵ国での児童福祉事情の視察

第5回
（1976｝

アメリカ・メキシコ 乳・虚　（25） 26 地域ぐるみの子育てと里親制度，アメリカ・

メキシコの児童処遇

第6回
（1977）

ア　　メ　　リ　　カ 養・母　（26） 24
養護施設及び里親制度，母子福祉の視察研修

第7回
（1978）

ヨ　ー　　ロ　　ッ　パ
児，子どもの国
　　　　　（24）

16
一アーマ

　　　「児童健全育成に関する民間施設活動」

第8回
（1980）

ア　　メ　　リ　カ 養・母・乳（25｝ 15 テーマ「児童処遇における施設と地域社会」

　　　「児童の特性に応じた生活指導方法」

第9回
（198D オーストラリア 養　　（18）

1
4

テーマ

　　　「分散小舎制の運営，地域社会関係」

第10回
（1982）

アメリカ・カナダ 養　　（15） 17 アメリカ・カナダの要養護児童に対する居住型

施設の形態及び運営機能についての調査研修

第11回
（1984）

オーストラリア
（含タスマニア）

養　　（1D
15 テーマ

　　　「児童養護のネットワークづくり」

第12回
（1985）

ヨ　ー　ロ　　ッ　パ

（　3　ヵ　国　）
養　　（15） 15 テーマ「家庭の病理からくる情緒障害児・家族

　　への指導」など

第13回
（1986）

ア　　メ　　リ　　カ 養　　（15） 15 テーマ

　　　「施設養護と家庭養護」

第14回
（1987）

ア　　メ　　リ　　カ

（東海岸地区）
養・教　　（15） 14 テーマ

　　　「非行傾向を示す児童の処遇問題」

第15回
（1988）

ア　　メ　　リ　　カ 養・教　（15）
1
5

テーマ「非行傾向を示す児童の処遇問題」

　　～ファミリープログラムを含めて～

第16回
（1989） オーストラリア

養・教・情・母
・精　　　（15）

1
5

テーマ「児童橿祉施設と地域社会とのかかわり

　　方について」

第17回
（1990） オーストラリア

養・教・情・母
・ 精　　　（15）

15 テーマ「地域社会での児童福祉の在り方を

　　探る」

第18回
（199D

ヨ　ー　ロ　　ッ　パ
養・教・情・母

・ 精　　　（20）

15 テーマ

　　　「児童の権利と児童養護活動」

（注）　養：養護施設

　　　教：教護院

　　　保：保育所

　　　児：児童館

　　　虚：虚弱児施殴

精：精薄児（者）施設

重：重症心身障害児施設

肢：肢体不自由児施設

母：母子寮

乳：乳児院

情：情緒障害児短期治療施設
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編集一後記

　「社会福祉にっいて考える時、もし自分が

社会的弱者になった時にどのようにして欲し

いかを問えば、おのずから答は出て来る。そ

れにどう応えることができるかによって、そ

の国の福祉の水準が計れるのではないか…」

　私達、第18回資生堂児童福祉海外研修団の

23名は、昨年9月2日から16日まで、デンマ

ー クでの6日間の研修を皮切りに、イギリ

ス、ドイツ、そしてフランスの各地を訪問し

研修する機会を与えられました。

　全員がデンマーク班、イギリス・ドイツ班

の2班にわかれ、事前研修の際に話し合った

テーマにそって、それぞれが各地で意欲的に

資料を収集し、質問し、意見交換をしてきま

した。実際、日本において自分たちが予想し

ていた以上に、目にするもの、耳にすること

のほとんどが、新鮮で感動を与えてくれるも

のでしたし、同時に、制度の違い、文化の違

いに少なからず戸惑いを覚えたのも事実です。

　また、それ以上にその違いを越えて、デン

マークで、イギリスで、そしてドイツで、児

童福祉に賭けるワーカーの「熱き意志」を肌

で感じ、共感し合うことができました。宿舎

で、毎晩のように行われていた班ごとのミー

ティングでは、その思いが溢れ、次の日の予

定を忘れて、深夜まで語りあったことも度々

でした。冒頭の言葉はデンマークでお世話に

なった千葉氏の言葉ですが、これもそのミー

ティングの中で伺ったことです。本当に、貴

重な、そして暖かい経験をすることができま

した。
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　そこで、この報告書では私たちが実際に見

たまま、聞いたままをまとめることを基本に

しました。各班がまとめたものを中心に、現

地で伺った話などもできるだけそのまま報告

することにし、写真も可能なかぎり使用しま

した。

　今後、私たち団員には、この研修で得たも

のを、時間をかけて熟成し、自分自身の仕事

に、また、自分にかかわる子どもたちに直接

返してゆく作業が残されています。その大き

な課題を忘れることなく、今後も一層努力を

続けて行きたいと願っています。

　今回の編集作業にあたっては、団員全員の

協力のもと、編集委員の太田、古見、佐藤、

花島、高井の各氏、そして全てにわたってご

指導を頂いた、住原副団長、池田常務理事、

藤元事務局長の絶大なご協力に、深く感謝し

たいと思います。

　最後になりましたが、今回の研修に参加す

る機会を与えて下さった、資生堂社会福祉事

業財団、厚生省、全国社会福祉協議会及び関

係機関の皆様、また現地で、暖かく私たちを

受け入れご指導いただいた、デンマーク、イ

ギリス、ドイツの福祉関係者の皆様、そして

研修中の2週間、団員の全てに細やかな心配

りをしていただいた、大平団長、住原副団

長、池田常務理事、藤元事務局長に、この場

をお借りして心よりお礼を申し上げます。

編集委員代表　側垣一也



　　　　　　　　　　第18回（1991年度）資生堂児童福祉海外研修団報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992年（平成4年）2月29日発行

社会福祉法人　全国社会福祉協議会

　　　　　　養護施設協議会〒100　　東京都千代田区霞ケ関3－3－2　田03（3581）6503

全国教護院協議会〒703　岡山県岡山市平井2丁目2522MO862（72）1268
財団法人　資生堂社会福祉事業財団　〒104－10　東京都中央区銀座7－5－5　　　正LO3（3574）7408
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