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第19回　資生堂児童福祉海外研修団　日程表

1992年 9月7日㈲　成田発
　　　　　　モスクワ、ウイーンを経てアムステルダムから陸路で

　　　　　　ブラッセルへ（成田出発遅延にともない予約便に接続

　　　　　　できず）

・ベルギー 9月8日㈹ 「チャイルド＆ファミリー」

「Woluland」（保育所と難聴児のための特別ケア・サー
ビス）

9月9日㈹ 「De　Stobbe母子センター」

「児童虐待救済センター」

「子どもの家」〔Kinderland）

9月10日困　ゲント大学「子と’もの権利研究センター」

ゲント市内視察

チューリヒへ移動

・ スイス 9月1］日園 「ビュール子どもの家」

「シェンクンク　ダッペルス」

9月12日出自由研修

9月13日旧）郊外視察（ティトリス方面）

9月14日㈲ 「チューリヒ州青少年福祉部」

「オーバー・タワー・センター」

・ オーストリア 9月15日㈹ ウイーンへ移動

市内視察

9月］6日（水）　「SOS子どもの村」（ヒンターブリ＝一ル）

　　　　　　「治療教育センター」

　　　　　　「青少年援助センター」

　　　　　　「ユリウス　タンドラー　ホーム」（15歳未満の危機

　　　　　　下にある児童の短期保護施設）

9月17日㈱ 「家庭と青少年環境省」

ウィーン市営「子どもの町」

9月18日園 「SOS子どもの村（ピンカフェルト）」

「SOS子どもの村（ブルゲンランド）」
「母と子のホーム」

9月19日出　自由研修

9月20日側　ウィーン発　日本へ

9月21日㈲　成田着 解散
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第19回　資生堂児童福祉海外研修　実施要綱

1．目　　的

　家庭機能の低下にともない、家族の崩壊、虐待、放任など、子

　　どもにとって憂うべき現象が増加している。本年は、児童福祉

　の面で組織だった体制にある欧州（3力国）を訪問して、福祉

　の根幹をなす人間観、児童観等について広く考える。

　研修テーマ「子どもの権利と家庭機能支援活動を探る」

2．主　　催

　　財団法人　資生堂社会福祉事業団

3．後　　援

　　厚生省、全社協、全養協、全教協

4。研修内容

　　ヨーロッパ（3力国）における

　　　①子どもの権利保護に対する理念

　　　②一般家庭における子どもの養育傾向

　　　③子どもの虐待、放任と保護体制の現況

5．研修先
　　ヨーロッパ（ベルギー、スイス、it　一ストリア）

6．実施時期

　　1992年9月7日｛fi｝・一・　9月21日（月｝15日間

7．派遣人員

　　25名（児童福祉施設より団長以下22名、講師1名、事務局2名）

8．団員要件

　　施設において日常、子どもの処遇に真剣に携わり、本テーマに

　　よる研修にっいて高い関心を持ち、強い意欲と責任感のある職

　　員。また、心身ともに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。

9，選考方法

　　全国養護施設協議会、全国教護院協議会、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。

10．研修の報告、発表の義務

　　①　研修団は、報告書を所定の期日までに主催者側に提出する。

　　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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ごあいさつ

全国養護施設協議会

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19回、児童福祉

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います。

　本年度は「児童の権利と家庭機能支援活動を探る」というテーマ

のもと、ベルギー、スイス、オーストリアと社会保障制度が発達し、

児童福祉においても進んだ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の低下、児童の権利条約の批准へ

の取り組み、さらに平成6年には国際家族年を迎えることもあり、

児童家庭をめぐる問題への関心が高まっています。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深め、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。社会が大きく変動し、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

まく環境の変化により、さまざまな課題を抱えた児童が地域で生活

しています。国の施策面からも、養護施設は家庭養育支援事業の一

端を担い、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＝一ズは複雑・多様化し

施設でのきめ細かな対応と、児童の家庭への対応など、処遇の広が

りとさらなる専門性の向上が必要となっています。

　そして、児童の権利条約は批准が遅れていますが、この機会に我々

は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、考えを深めていくべき時であるかと思われます。

　養護施設のこれからの役割を考えるとき、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、本研修会の主催者としてご尽力いただきました資生堂社

会福祉事業財団、副団長の厚生省児童家庭局育成課課長補佐の萩原

英俊氏、ならびにご後援いただきました厚生省のご指導に深くお礼

申し上げます。
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ごあいさつ

全国教護院協議会

会長叶　原土　筆

　資生堂社会福祉事業財団の暖かいご理解とご支援によって、第19

回目の資生堂児童福祉海外研修事業に児童福祉施設職員を多勢参加

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。

　今日の社会は、豊かなモノに恵まれて満ち足りた不自由のない生

活を追求してきた結果、人と人との心のっながりが薄れて、児童の

健全育成の上にも様ざまな問題が生じているように思われます。

　それらの問題のなかには、好ましくない養育環境から生じたと思

われる問題をもつ児童が増加し、適切な指導者や施設が必要になっ

ているようです。このことからも、児童福祉施設に寄せられる期待

は高まっており、施設の役割は重要であろうと思います。

　このような状況のなかで、児童福祉施設職員の研修に多大なご尽

力をいただけますことは、大変有意義でありがたいことです。

　このたびの海外研修の目的は、児童福祉の面で組織だった体制に

あるヨーロッパの3力国を訪問して、福祉の根幹をなす人間観、児

童観等について広く見聞を広める、となっております。

　さきに述べましたように、子どもにとって憂うべき現象が増加し

ている現在、まさに時を得た研修内容と思います。派遣された団員

は、わが国の児童福祉施設のそれぞれの分野で活躍をされ、施設の

将来を担う職員であります。このたびの研修によって得られた貴重

な体験や所感は、児童や職員との日々のふれあいのなかで生かされ

て、大きな成果をあげていると思います。

　そのような団員が得られたすばらしい体験と所感が綴られている

この報告書は、施設職員や関係者に広く読まれて児童処遇のうえに

きっと役立っことと期待をしております。

　おわりになりますが、今回の研修にあたって主催者であります資

生堂社会福祉事業団理事長さまをはじめ皆さまには、事前研修から

事後のご指導まで大変お世話になりました。あらためて厚く感謝を

申しあげます。

　また、この事業に後援されご指導、ご援助をいただきました厚生

省育成課長さま他皆さまにも心よりお礼を申しあげます。
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団長報告

東光学園園長

団長大久保　佳　彦

　財団法人資生堂社会福祉事業財団が主催する「第19回資生堂児童

福祉海外研修」は、9月7日に新東京国際空港（成田）を出発し、

21日に帰国するまでの15日間、福祉先進国ヨーロッパ3力国（ベル

ギー、スイス、オーストリア）を歴訪し、当初の目的を果たし無事

終了した。特に今回は資生堂財団設立20周年記念として、ツアーコ

ンダクターを含め総勢26名の大型編成であった。団員は、全国の養

護施設、教護院、母子寮、情緒障害児短期治療施設および乳児院の

中から、常に指導的立場にあって、永年にわたり社会福祉施設現場

に従事してきたベテラン職員21名である。副団長（兼講師役）に厚

生省児童家庭局育成課萩原英俊課長補佐、財団事務局から池田字三

郎常務理事、藤元寿彦事務局長、そして明治航空株式会トt，小野鎮常

務取締役がツアーコンダクターとして参画した。

　研修テーマは、「児童の権利と家庭機能支援活動を探る」と題し、

近年世界的傾向として危倶されている家庭機能の脆弱化にともない、

家族の崩壊、虐待、放任など、子どもの危機が憂慮される現状下に

あって、とくに児童福祉の面で組織だった体制を整え、見事な成果

をあげてきたヨーロッパ諸国の福祉の根幹をなす人間観”や“児

童観”を通して、児童福祉行政、施策、制度、現状と課題などにっ

いて学ぶことを目的とした。とりわけ、1994年に国際家族年を迎え

るにあたり、児童をとりまく家庭や家族のあり方について知る機会

が得られたことは、我が国における家庭支援施策のより具体的方策

や、養護施設等児童福祉施設が、施設機能強化対策の一環としてト

ワイライトステイ、ショートステイ、分園型自立援助事業などを実

践するうえで、団員の一人ひとりに少なからぬ成果が得られたこと

を実感した。また、ベルギーではゲント大学「子どもの権利センター」

を訪問し、講義を受ける機会が得られた。ベルギーは、正991年12月

に児童の権利条約を締結、オーストリアも1992年8月に加入するな

ど、それぞれの国の児童福祉に取り組む真摯な姿勢に共感して止ま
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ないものがある。

　ともあれ、私たちが訪問した国々にはそれぞれの長く、古い伝統、

文化、政治、経済、宗教などによって培われた歴史がある。さらに

フランス語、ドイツ語、オランダ語といった一つの国にさまざまな

言葉があって、それぞれ特異性を有するコミ＝ニティーが形成され

ている。国境は、政治的にっくられたものにすぎない。とはいえ、

「国境があって、国境のない」ヨーロッパの隣接する国々は、人が

いて、そこに生活があり、文化が生まれてきたことを肌で感じた。

ヨーロッパ共同体が組織されようとしている。大きく新たな変容を

遂げようとヨーロッパが動きはじめた地殻変動のうねりが、そこに

はあった。私たちが訪問した国は僅か3力国であり、それは単に3

つの場所に過ぎないものでもあった。例えば難民の問題にしても、

施設を通して知り得た全体のごく一部ではあったが、しかし島国の

日本では考えられないほどに、切実であり、人々の生活の中に融合

している現実をっぶさに体感した。

　初秋のヨーロッパの国々は、北海道の秋を思わせる豊かな自然環

境の中で、さわやかに素晴らしい天候にも恵まれ、歴史に育まれた

古い街並は美しく、伝統の重みとともに私たちを優しく、温かく迎

えてくれた。スイスのチューリッヒ市内に、ペスタロッチ像が静か

な緑に囲まれた公園にあって、行きかう人の心を和ませてくれた。

かつてシュタンツ孤児院を思い、“私は彼らとともに泣き、彼らと

ともに笑った……”と自然と日常生活の大切さを求めてやまなかっ

たように。

　オーストリアでは、家庭と青少年環境省で数多くの科学者を輩出

させた誇りと情熱に、また、　“ウィーンの森”が、私たちの想像を

はるかに越えた広大な丘陵地帯であることも知った。

　「仲良きことは美しきこと」。私たちは、この海外研修が、大き

な一っの目的のもとに、団員相互が仲良く、楽しく、有意義に深め

られるよう出発前に誓い合った。全員が何の事故もなく、元気に帰

国し、これからの交流にさらなる意味あるものを期待して、スイス

の“地上の天国：高峰ティトリス”に思いを馳せ、さらに海外研修

19回を記念し「ティト1」スへ19会（行くかい？）」を結成した。

　最後に、この素晴らしい貴重な日々を与えてくれた資生堂財団、

厚生省、全養協等関係諸団体に心から感謝申し上げる次第である。
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．Xlciii　T：．ave］S／ervi（’L・［r｜し．

小野　鎮
明治傷’〔空サービス株式会社

，信
’．　「

1

　　t　ご
ワ．

直。・1

Ms．Yuriko　TAKAHASHI
Secretarv＆Child　GuidancE・“’tnker

Onomichi．X［vtg｝er．5　Home

（Hiroshima　Pref．）

高橋百合r

尾道母子寮

Mr．Hideo　ISEKI

Chief　Child　Guidan〔e　IYor．ker

VVakasugi　Gakuen

ChilClren’s｝・｜om．e（liokkaM「〕Prof，）

井関英夫
わかすぎ学園

Mr．ltaru　OGINO

Child　GuidancピWo〔・ker

Hinede　Zenrin’kan　Ch：ldren’．t　ll｛エmピ

（Fukui　Pref．）

荻野　至
日の出善隣館

Ms．Michivo　YUMITATE
Child　Care　Wc’，rl：t，J．

Hikarin力．Sc．‘ll，．，（’hild！・en’s　l］oru／t．

（Hi！・リshima　P！・c，i．〕

弓立美千代

光の園摂理の家

Mr．Hiroshi　TAKECHl
Chid　Co：．rl・c：」．，tl　Ir，st：・uじ：．，1・

Kv（’h【P：’c・fucT，u．！‘nt　Kihいk・，1．りka

GTakveti　ll“rnt’i・．，！．　T：・ユu、lrば／lt／d

Edueaiti〔・山／．／1．」巳v「u！d」1．11n“1：111T：・

〔Koehi　P2・el．．）

瓢県瑞望か丘学園

Mr．Sh輌9eharu　SAKAGUCm
Chief　Clllhl（〕uiLlanve，～～－〔〕：・k邑・

1｛〔）torisawa　GakuvT］．1｛，）ME，｛．，〉｜．

Enユot沁nal　l）iszurtht，d　Child：．i．・1、

〔1“・atc・P∫・d．）

坂［1繁治
ことi）さb・’｝彗翼

一 8一



MEMBER　LIST

Chief

Members

F

Team　2

Mr．Norio　OTAGIRI
thrTection　kStTuctor

Yarnanashi　Pref㏄tur副Koyo　Gal［uen

Home　for　Traiロing　and　Educatio旭10f

Juvenile　De丘ロque批s（Yamanasbi　Pref．）

小田切則雄

山梨県立甲陽学園

Mr．Hisae　TA】KAI｛ASHI

Chief　Child　Guidance　Worker

Shisei　Gakuen　Children’s　Heme

（Tokyo　Metropolitan）

高橋久雄
至誠学園

Mr．Shigeya皿O

Child　Guidance　Worker

Aino　Mother’s　Heme

（Nagoya　Pref．）

伊東茂哉
名古屋厚生会館愛のホーム

Ms．Shuko　KOMATHU
Child　Care　Worker

A鋤iga－oka　Gakuen

Childrenls　Home（Miyagi　Pref．）

小松修子
旭が丘学園

Ms．Nori1【o　MIYAZAWA

Child　Care　Worker

Heian　Yo止u－in　Children’s　Home

（Kyoto　Pref．）

宮澤典子
平安養育院

Ms．Etsuko　SHIMA

Child（㎞Werker
Tokushima　Children’s　Home

（Tokushima　Pref．）

島　悦子
徳島児童ホーム

Mr．Yoshitaka　KATO

Psychologica】Therapi）t

Narawa　Gakuen，Home　for

Emotienal　Disturbed　Children
（Aichi　Pref．）

加藤義孝
愛知県立ならわ学園

Chief

’司L　　．・」』

Members

　　　　一1、

、溺

　～　＝
　；；一’

Team　3

Mr．Masao　TOYOSHIMA
Chief　Child　Guidance　Worker

Shiiuoka　Chi」dren’s　Home

（Shizuoka　Pref．）

豊島雅男
静岡ホーム

Mr，Toru　TERUYA
Chief　Child　Care　Worker

Misato　Children「s　Home

（Okinawa　Pref．）

照屋　徹
美さと児童園

MLAkihiro　YOSHIDA
thrrection　Instructor

Hokkaido　？tefectural　Kovo　G訟咀

Ho匝e　for　Tr8ini㎎8皿d　Ed皿c邑itioロal　of

Jロ岨e伐1岬nts（Hokkaido・Pref，）

吉田－明洋

北海道立向陽学院

】M｛s．Mieko　SAITO

ChUd　Care　Worker

Sunamachi　Yuai－en　Children’s　Home

（Tokyo　Metropotitan）

齋藤美江子

砂町友愛園

Ms．Ryoko　NAGANO
Child　Care　“「orker

K三shiwada　Gakuen

Children’s　Home　〔Osaka　P］vf．）

永野良子
岸和田学園

Mr．Yutaka　YAMAUCHI
Child　Guidance　Worker

Itami　Mother’s　Home

（Hyogo　Pref．）

山内　裕
伊丹母子寮

Ms．Hikari　SHINTANI

Chief　Baby　Care　Worker

Holy　Spirit　Baby　Home

（IShikawa　Pref．）

新谷　光
精霊乳児院

一 9一



ヨーロッパで感じたこと

厚生省児童家庭局

副団長萩原英俊

　ヨーロッパは東西ドイツの統合、新制ロシアの誕生、東欧諸国の

混乱、更にはEC諸国を中心とする欧州連合への動き等、新時代に

向けて大きく歩みつつある。

　児童の問題に関しても1989年に「児童権利条約」が国連で採択さ

れ、施策、文化、社会的背景の違いや先進国、発展途上国の枠を越

えて、世界の国々がグローバルな観点から児童の権利、保護の促進

を図ることとしている。わが国も条約の理念の実現に向けてさらに

新たな一歩を歩み始めようとしている中で、ヨーロッパ先進諸国を

訪問し社会状況や歴史・文化を見聞できた今回の海外研修は、大変

意義深いことであり、何にもかえがたい貴重な体験であった。

　今回訪問したベルギー、スイス、オーストリアは、3力国とも人

口・領土とも日本の数分の1の規模であり、国家形態が連邦制、多

民族であること等のため地方自治が大幅に認められている。各国と

も福祉行政は州等の地方単位で行われており、言語も数力国語が使

われている。

　ベルギーは、9っの州から成っており、ラテン系のワロン人とゲ

ルマン系のフラマン人との2っの民族に大別され、国の南半分がワ

ロン圏、北半分がフラマン圏であり、言語もオランダ語とフランス

語が公用語となっており、両民族は風俗、習慣等にかなりの相違が

みられる。今回はフラマン圏であるフランダース地方の施設や機関

を訪問し研修した。

　スイスは、実質26州（カントン）からなる民主的共和政体の連邦

国家であり、全ての州は自らの憲法、法律、議会、政府を持つ政治

活動の中心体である。それぞれの州が公用語を決定し、独自の文化

を守っており、地方自治は極めて強固である。

　ごく最近まで州によって婦人の参政権が認められていなかったり、

教育や学校の運営も州単位で行われており、統一化に努力している

程である。
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　また、スイスは永世中立国家で、スイス人自ら「言語の平和」と

いうように4力国語を公用語とし、国民性は質素堅実で勤勉かっ効

率的に働き、日本の国民性に良く似ている、といわれており、日本

は東洋のスイス、スイスは西洋の日本とたとえられている。

　今回は、チューリッヒ州の児童福祉の状況を研修した。

　オーストリアは、歴史的な流れの中で生じた9っの州からなる連

邦共和国であり、児童、老人等の福祉対策は州政府の管轄であり、

民族はその殆どがゲルマン系でドイツ語を話すが、少数民族でも母

国語で教育を受ける権利が保障されている。

　東欧諸国との友好関係に力を入れており、そのため東欧難民を積

極的に受け入れ保護している。最近ではユーゴ難民を受け入れ対応

に苦慮している。

　今回は、ウイーン州の行政機関、児童福祉施設を訪問し研修したe

　最近、欧州統合とかEC統合というニュースがよく報道されてい

るが、ヨーロッパの各国は近隣諸国へ飛行機で1時間程度で行くこ

とが出来る地理的条件にあり、パスPt一トでなく身分証明書で自由

に出入国が出来る状況にあるそうだ。各国の入国審査も極めて形式

的なものであった。

　今回の研修では飛行機のエンジン・トラブルのため出発が大幅に

遅れた。そのため幾通りかの経路変更が検討され、結果的にウイー

ンからアムステルダムに飛行機を乗り継ぎバスでブリュッセルに行

くこととなった。才ランダからベルギーへの国境はゲートもなく、

バスの運転手が側道の事務所の窓口に走って行き、書類を渡す簡単

な手続きのみで国境を通過することができた。あまりにもあっけな

いものであった。

　また、訪問各国では後部にいろいろの国籍を示すステッカーが張

られた自動車が走行し、あるいは駐車しており、近隣諸国との交流

が日常茶飯事のこととして身近に行われていることが伺われた。欧

州統合が実現すると経済面での国境がなくなり、日本の各県間の移

動のようになるそうだ。

　マス・メディアについても、テレビ放送は、自国の放送以外に近

隣各国の国営放送が自国の放送と全く同様に受信できるようになっ

ている◇新聞は、地理的条件や多民族国家等の多様な状況を反映し、
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多種の言語により数多く発行されており、政治、経済、生活文化等

多岐にわたって各国の状況が報道されている。正しい情報を的確に

選択できる環境にあることを強く感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本は、今、個人が豊かさとゆとりを実感できる生活大国を目指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しているが、訪問各国の首都はともに車で中心部から20～30分も走

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ると山や森、牧場等の自然豊かな環境にあり、日本の市街地が延々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と続く大都市集中との違いを感じた。また、数百年の伝統を持っ石

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造りの建築物による街並を目にしたときや国立劇場でのオペラ鑑賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などの感激もひとしおであったが、訪問各施設のテーブルやイスな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どの調度品が共通して木製の分厚い4枚板で作られていたことやチュー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リッヒ湖を臨む丘で見かけた、幼稚園に昼食の迎えに行き幼児の手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を引きながら帰宅途中の若い母親のグループ等は心和む印象的な光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　景であった。今でもクラシック音楽の調べを聴きながらバスでウイー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンの森や高速道路を走った施設訪問の旅が昨日のように懐かしく思

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い出される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最後に、各訪問先とも数時間という多忙なスケジュールに加え、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通訳を交えた研修であるため、予定していた調査が十分できなかっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た所もあったが、団員が相互に協力し合い大変充実した研修であっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たと確信している。
　　　　　　　ベルギーのスタッベ母子寮にて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　t＿－　　　　　　　　t・．・浄』：＿－t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘王　　．．，　　　　　　　　　t　　＾　　　　　　　　　　　　　・▲．＝’…≡≡≡塁≡
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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

　昨年に引続きヨーロッパでの研修を計画したのは、昨年訪問した

施設では、日本の養護施設のようなものがほとんどなく、もう少し

日本の状態に似た施設がないだろうかと考えたからであった。候補

地としてフィンランド、ベルギー、オーストリアを選んだが、フィン

ランドは受入れ先との日程の調整がっかず断念せざるを得なかった。

その代りとしてスイスを選んだところ、幸いにも州政府の青少年福

祉部が我々の研修を引受け、様々な施設訪問を組込んで下さった。

　ベルギーでは、フランダース政府の代行機関であるフラマン（オ

ランダ）語地域の児童・家庭福祉事業を実施している「子どもと家

庭」（Child＆Family）という事業体に、様々な施設訪問をアレン

ジして頂き、ブリュッセルとアントワープを中心に研修をした。こ

こでは、国立の聴覚障害児のための施設や、市立の駆込み寺的な母

子福祉センター、児童虐待防止と相談のためのセンター、大型の養

護施設などを見学した。また、ベルギーのゲント大学「子どもの権

利センター」にて、子どもの人権に対する考えを聞く機会にも恵ま

れた。

　スイスでは、チューリッヒ湖を望む民間の発達障害児の施設や、

職業訓練を中心に、自立更生を図っている民間の男子教護院、世代

間の交流を図るための世代間同居施設やそのためのプログラム、独

立国にも等しい州政府の行政などについて学ぶことができた。

　オーストリアでは、世界的規模を誇るrSOS子どもの村」を中

心に母親役（ムッター）によるグループホームの形態や、市立の大

型養護施設、16～22歳までの未婚の母親を収容する施設、「連邦家

庭と青少年環境省」などでオーストリアの児童福祉にっいて学んだ。

　今回の訪問施設の中には、かなりの大型の養護施設をも見学する

ことができ、団員各位には日本の施設との比較ができたのではない

かと思う。また、この研修をとおして、子どもを一人の人格ある人

聞とみなし、全て規制し、縛るのではなく、信頼関係に立脚した指

導や、施設退所後のための自立援助に力をいれているヨーロッパの

教育や指導方法に、多くの団員が感銘を受けたのではないかと思う。
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ベルギー
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ヨーoッパの最も輝かしい都市の一つ、夜の

帳がおりるころライトアップされた歴史的街

並が数百年の時の流れを越えて現われる。
班　長

副班長

報告担当第3班

豊島　雅男

照屋　　徹

吉田　明洋

齋藤美江子

永野　良子

山内　　裕

新谷　　光

静岡ホーム

美さと児童園

北’海道立向陽学院

砂町友愛園

岸和田学園

伊丹母子寮

精霊乳児院
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Royaume　de　Belg三que＝Koninkrijk

Belgie＝Kingdom　of　Belgium

〔国土面積〕

〔人　　口〕

〔首　　都〕

〔略史年表〕

3万514㎞

988万人

ブリュッセル（Bruxelles）

1831　オランダ支配から独立

1866　日本と国交開始

1932　言語法制定

1947　ベネルックス関税同盟

1949　NATO加盟

1957　欧州共同市場加盟

1967　NATO事務局、プリ；ッセルに置く。．

1977　ブUaッセルに欧州政治協力事務局（EPC）設置

ユ988　憲法改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii，

現代史

　ローマ時代にローマ帝国により征服された現在のベルギーの地域

は、北部にゲルマン、南部にラテン文化の影響が残る。歴史的にオー

ストリア、スペイン、フランス、オランダなどの支配を受け、1831

年にオランダの支配から独立、ベルギーはオランダ語を公用語とす

るオランダ系のフラマン人の住む北部と、フランス語を公用語とす

るフランス系のワロン人の住む南部とにはっきり分かれている。

1932年制定の言語法はペルギー中央部に東西の言語境界線を作り、

南北に分けた。首都ブリュッセルは、両語地域、言語問題がベルギー

の重要な社会・政治問題であり、内閣も憲法によってフラマン人、

ワロン人同数で構成される。’78年、’88年の憲法改正により共同体

の自治化が進む。’84年にはドイツ語共同体も作られた。’89年に

は新しい財源法により政府予算の3分の1を地方に移すことになっ

た。北部、南部に言語併用のブリュッセル、少数のドイツ語共同体
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の連邦制体制が強化されている。フラマン系約57％、ワロン約32％、

ブリュッセル約10％、ドイツ語系約0．7％C87年現在）、政党はフ

ラマン系、ワロン系の2っのキリスト教社会党、2っの社会党が有

力、’88年以来5党連立中道左派の第8次マルテンス内閣、外交と

してはべネルックスを通しての欧州統合の推進を図り、NATO内

で協力Lている。

　1960年にベルギー領コンゴが流血の後に独立Lているが、現在は

南アのアパルトヘイトにも反対している。第8次マルテンス内閣は

教育の地方自治体への移管など、連邦国家化を目指している。経済・

産業面では伝統的な石炭・鉄鉱産業が衰退し、エレクトロニクスな

ど先端産業を育成、失業率の高さが問題であるが、経済は改善傾向。

，基礎データ

主な都市

住　　民

晶、．

［

白小
　
政
　

宙
思
　
一
兀
　

議

語

教

体
法
首
会

主要政党

GNP
一

人当iJG㊦P

通　　貨

為替レート

国防費

輸出額

輸入額

主要工業

主要農水産物

アントワープ（48万人）、ゲント（23万人）

ベルギー系91％、イタリア系3％、フランス系1％

オランダ系1％、トルコ系1％

オランダ語、フランス語、　ドイツ語

ローマ・カトリ・，ク96％

立法君主制

1831年制定

ギュスターブ・ポードワン1世（即位1951～）

二院制（下院212議席、上院184議席）

フラマン系キリスト教社会党（CVP）

ワロン系キリスト教社会党（PSV）

1、435億6，000万ドル（1989）

14，550ドノレ（1988）

ベルギー・フラン　Belgian　franc

1＄＝36．63fr　lfr＝約3．6円

25億3．000万ドル（1989）

838億4，000万ドル（1987）

805億6．000万ドル（1987）

金属、食品、機械、化学など

　　テンサイ、ジャガイモ、酪農
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訪問機関報告

　　　　　　　　Kind＆Gezin，　Office

　　　　　チャイルド＆ファミリー本部

（フランダース地方の児童、家庭福祉事業を実施する事業体）

チャイルド＆ファミリー
本部外観

　飛行機が、遅れ遅れて、9月8日午前2時48分、ブリュッセルの

ホテルに到着。成田を発ってから、実に20時間もたっている。

　深夜の車窓に浮かび上がる、王宮や中世の建物との遭遇に、神秘

的な感激と興奮の冷めやらぬまま、わずかの睡眠をとる。

　午前9時、ロピーに集合。快晴、風さわやか。

　午前9時半、　℃hild　and　Fa皿i1プを訪問。

　長旅の疲れも見せず、団員は、第1日目の研修へと意欲を燃やし

ていた。お昼は、おいしいワインと食事の歓待を受け、なごやかに

歓談。窓からは、ブVユッセルの街が一望でき、その落ち着いた雰

囲気の中で、改めて、ヨーロッパへ来たのだ、と実感する。

　　　　　　一「1　　’℃hild　and　Family”は、フラマン政府の

　　　　　　　　　機関であり、フランダース地方のchild　care

　　　　　　　　　　と福祉において、その促進と組織化を引き受

　　　　　　　　　　けている。

　　　　　　　　　　”Child　and　Familジは、個々のニーズに

　　　　　　　　　従って、子供の完全な発達と、普遍的な健康

　　　　　　　　　を保障することを目的としている。　これは、

　　　　　　　　　子供の社会福祉と同様に、身体的、心理的な

　　　　　　　　　健康が、あらゆる可能な手段をもって、保護

され、促進されなければならないということである。それは、子供

にとっての生活の資質が良くなることを保障するために、あらゆる

措置がほどこされるということを意味する。

CHILD　CARE
　　　　　発達の歴史

　1760年代、イギリスに始まった産業革命は、1830年代以降、ヨー

ロッパ諸国に様々な生活様式の変化をもたらした。飛躍的な生産性

の向上をもたらした反面、家庭に労働力の供給を求めたために、そ

れまでは、家族によってなされていた子供の保護や教育というよう

な重要な機能が、新しく出来た特別な施設に徐々に多く委託される
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”

Child　and　Family．

　　　　　　の任務

ようになった。今回の研修テーマでもある家庭機能支援活動は、こ

こに始まったといえる。

　労働者階級のまだ若過ぎて労働力となり得ない子供達や、不法に

就労させられている子供達を、貧民街や街の危険から、またあると

きにはその家族自身が持つ有害な影響から保護しようとする“日曜

学校怜や“保育所”が中産階級の支援によりできた。このような背

景から、子供の就労禁止法令（1889）や、子供保護法令（1912）、

義務教育法令（1914）、などが発布された。

　以後、子供の健康センターや、看護設備、食料救済や、不健康な

子供達のための住居センターが設立された。子供の保護組織に加え

て、　“Kitchens　for　Methers”が、母親たちのために設立され、

ミルクが子供健康センターで分配された。

　第一次世界大戦後、1919年の法令で、困窮救済のため、　“Natio－

nal　Child　Welfare　agenc．y”の基礎が出来た。これは“Child　and

Family”の前身であり、その活動は、年々かなり修iEされ、地方

のニーズを反映し、経済的、社会的発展により変化を加えて、今f’］

に至っている。

　最初、産業革命による労働者階級の発生に伴う、子供の支援と保

護（child　care）であった目的は、第二次世界大戦後、乳幼児の死

亡率が高かったことなどから、母と子、両方の健康に移っていった

（mother　and　child　care）。社会生活が機械化、高度化してきた

ここ数十年間は、子供自身の家族の背景を含む、身体的、心理学的、

社会学的に子供の発達に関係しているもっと広い範囲の分野に

（℃hild　and　Family　care’）重点が置かれている。

　発達途．ヒにあるこの最後の段階は、1980年から具象化し、child

careは、国から、地域社会へ権限を譲られた。そして、1984年に、”

Child　and　Family”という機関を設立する法令が、フラマン地方議

会によって発布された。

　℃hild　and　Famiiy”は、子供の生活の見通し、福祉、健康と関

わり、全ての援助が子供の家族と生活環境に、できるだけ基調をお

くべきであるという信念に根ざしている。

　”Child　and　Family”は、次のような任務を含む健康に対する予
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防的ケアと主に関わっている。

　一死産と早産の予防

　一全ての子供、特に、恵まれない子供の社会的・感情的、人格的

　　発達と、精神運動の発達の追及

　一将来親となる者、また、若い親たちのために、社会心理的支援

　　と健康指導

　一両親、及び子供に関わる人達のための、正しい健康教育の支援

　一子供のデイケア

　ー子供の虐待と放任の予防と対応

　一子供を巻き込む事故の予防

　一養子縁組

　この機関の使命は、先ず第一に、将来親となる者と、3歳までの

子供のいる家族のためのケアに関わることである。また、年長の子

供たちのための長時間保育や、特殊な任務として恵まれない社会グ

ループ（問題を持った家族、移民家族等）のための支援対策がある。

　フランダースにおける子供ケア施設は、とても多彩で、私立の、

あるいは、地方自治体で組織された多くのサービスがある。それら

は、産前産後のケア、幼児のケア、多彩な形態のデイケアと収容ケ

ア、を含んでいる。これらのt±・一ビスは、技術的条件と基準を満た

せば、℃hild　and　Family”によって、認可され、資金援助され、

支援されている。”Child　and　Farnily”は、社会的予防医学の発達

に従って、それらに共通の指針を打ち立てている。

　また、’℃hild　and　Family”の法人内ケアサービスにおいては、

およそ700名のソーシャルナースが、実質的で必須の役割を果たし

ている。この仕事は予防的であり、もうすぐ親になる者や、小さな

子供を持っ親の日常生活と直接接触することによって、社会医学的、

教育学的指針を授けている。親たちは、家庭や産院でソーシャルナー

スに訪問されたり、子供健康センターを自ら訪問したりする。

　ソーシャルナースは、また、他のサービスや組織との連絡の役目

も果たしている。

　”Child　and　Familジが行う個別的な仕事に加えて、子供健康セ

ンターに於ける医者たちの貢献は、特に重要である。彼らは、それ

らのセンターで働くたくさんのボランティアにT℃hild　and　Family”

の目的を理解させる助けをしている。

　以上述べた特殊任務に加えて、”Child　and　Familジは、全住民

に対する一般的な教育的任務を持っている。
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℃hild　and　Familゾ

　　　　　　　の組織

　’Child　and　Family’は、公共福祉のためのフラマンの法人組織

の機関であり、様々な家族団体や、母子養護の分野で活動している

協会の代表者で構成される理事会によって、統括されている。

　この理事会は、学際的な助言委員会による科学的援助を得ている。

また、特殊な問題（出生前のケアや託児所など）に助言を与える特

別委員会を設立することが出来る。

’℃hild　and　Family”の組織は次の4っの部門に分かれている。

1．法人内ケアサーピス

　　　’℃hild　and　Familジが、自ら提案し、独占して責任を負

　　　う、ソーシャルナースによる組織だった活動とサービス。

2．外部ケアサーピス

　　　’℃hild　and　Familゾが、処遇の質を監督したり、補助金

　　　を出したり、認可を規定するところの私的発議により組織

　　　される活動とサービス。

　　　デイケア、母性ケア、子供予防ケア、特別収容ケアを含む。

　3．クオリティーコントロール（監督）

　　　　サービスの向上に向けての指導と監督

　4．人事、財務管理
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理事会

管理長官と中央管理

全般的なサービス

地方サービス

　法人内

ケアサービス

外　部

ケア機関

クオリティ

コントロール

人　事

財務管理

（ソーシャ帰一ス派遣｝
（認可、指導、監査）

　（補助金）

妊邑雌、産後のケア

収容センター

養子縁組

デイ　ケ　ア

収容施設
虐待搬センター

研修初日、チ＋イルド＆ファミ
リーの組繕、役割について講義

を受ける団員

フランダース地方の各地域に、”Child　and　Familジは、地方や

地域の活動を促進し、支援する地方局を置いている。
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法人内ケアサービス

妊娠中と出産 　℃hild　and　Familv”のソーシャルナースは、妊婦の家を訪問し

たり、母親教室を開いたりして、予防医学的指針を与える。健康の

条件や、生活の仕方、衛生学や、栄養学が、次のことに強い影響を

与える。

　一妊娠と出産のスムーズな進行

　一胎児の発育

　一分娩の環境

　一幼少期の子供の健康

　フランダースの若い母親のほとんどが（97％）、産院での産褥の

間から、ソーシャルナースの訪問を受ける。この最初の接触が、後

の家庭や、子供健康センターでの援助に引き継がれている。母親は、

その地域の℃hild　and　Fami1y’の受け持っサービスを良く理解し

ている。勉強会が、しばしば、産院で開かれる。そして、そこでは、

若い母親達が、新生児の世話や、食事のさせ方などを、教えられる。

出産後のケア 　新生児の調和のとれた発育を保障するために、まず最初に必要な

ことは、規則Eしい医学上の監督をともなった、適切なケアと愛情

である。この点においては、ソーシャルナースの訪問と、’℃hild

and　Family“の子供健康センターが取り扱っている。そして、そ

こでは、小さな子供達のための予防的ケアの根本原理に基づいて活

動している．

　このサービスは、主に、次の要素を含んでいる。

　　一医学的：精神運動の発達、異常の痕跡、予防接種

　　一教育学的：生活様式、健康、栄養学、衛生学

　　一社会的：教育的、家族的、また、その他の困難に関する質問

　　　や問題の討論

　原則的に、これらの訪問は、子供が3歳になるまで続けられるが、

例外的に、6歳になるまで延長される場合もある。

℃hild　and　Familゾ

　　　収容センター

　℃hild即d　Fami1ジは、特別の個性と目的を持った、独自の

収容センターを経営している。

一 22一



養子縁組

　これにより、純粋に管理面だけでなく、日常の経験を通じて、外

部施設のニーズをもっと簡単に理解できるという利点が生じる。こ

の収容センターは、また、外部施設のモデルとなり、各研究グルー

プの調査や、指導パターンの試行のためにも役立っている。

　たくさんの予期せぬ「親のない子供」がいるのと同様に、自分の

意志でなく「子供のないカップル」がある社会では、養子縁組は、

まさにその本質において、遺棄児のためにより良い見通しを与える

解決策である。

　19世紀の子供のない人々は、例えば、その家系を存続させるため

の後継ぎに大人を養子縁組した。以後、未成年者を養子縁組するこ

とが可能になり、養子縁組が子供達に家族の中で育てられる機会を

与えた。たくさんの私生児を救うために、1958年、自身の私生児や、

配偶者の私生児の養子縁組が、有利な条件で推進された。

　1969年、法律の改正により、養子縁組を嫡出と認めることが可能

となり、単純な養子縁組に加えて、外国人の子の養子縁組や、外国

人による養子縁組も認められた。1960年代には、1年間で、2，000

件の養子縁組であったのが、この法律改正にともなって、2倍にふ

くれ上がった。このように養子縁組“市場”の要求には、著しい増

加があったが、しかし、これは、まだ、常に増え続ける子供達を保

護のもとに置くという、問題の本当の解決にはならなかった。

　1987年4月、新しい法律が発布され、子供を養子縁組することが

出来る年齢が引き下げられ、独身でも、養子縁組する資格あ与えら

れた。これによって、親に、1年間放置された子供（例えば、定期

的な訪問がないなど）を保護することができるようになった。

　ベルギー政府は、養子縁組の認可項目を定義した1989年の法令に

より、’℃hild　and　Family”に養子縁組サービスの管理を委託した。

　認可されるためには、養子縁組サービスは、現在、少なくとも、

一
人の医者と、一人の心理学あるいは教育学の学士、一人の法学博

士か法学学士と、1人のソーシャルアシスタントを含む、学際的な

チームを組織しなければならない。

　学際的なチームは、養育親を受け入れるか拒絶するか、道理にか

なった決定をする。また、生みの親と、養子と、養育親に対して、
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引き続いてのケアをする責任がある。生みの親や、未成年の養子、

養育者についてのデータを含む、子供と養育家庭の包括的な研究が

準備されなければならない。

　最後に、℃hild　and　Familジは、養育親や、一般大衆に情報を

提供する重大な任務を持っている。

外部ケアサービス

デイケア 　℃hild　and　Fami1ジは、家族の就労状況や家庭内のその他の状

況によって必要とされる子供のケア、及び、危機状況（子供の虐待

や放任など）に対応するケアを供給する施設を刺激し、統制し、管

理する役割を持っている。

　就学前の子供たちのケアは、次のように区別できる；

　1．認可され、補助金をもらっている子供ケア施設

　　LCRECHES（託児所）　　　　　＊216ヵ所、定員9．588名

　　　　　3歳までの子供達のためのデイケアと、6歳までの子供

　　　　　のための長時間デイケア　　　　＊放課後のケアも含む

　　2．PRE・SCHOOL　SECTIONS　　　＊47ヵ所、定員988名

　　　　　18ヵ月から36ヵ月の子供のためのデイケアと、6歳まで

　　　　　の子供のための長時間デイケア

　　3．DAY　CARE　AGENCIES　　　＊200ヵ所、定員16．839名

　　　　　’℃hild　and　Family”に登録されている家庭で、3歳ま

　　　　　での子供達のためのデイケアと、6歳までの子供のため

　　　　　の長時間デイケア

　これらは、その教育学的、社会医学的スタッフの質と数に関して、

厳しい公定基準で規制されている。これは、f’供と両親と、保母の

適切な指導のために必要である。両親は、彼らの課税対象となる収

入に応じて、公的日割り計算で、費用を負担する。

　また、このうち幾つかの施設は、夜間養護も受け持つ。

n．監督下にあるが、補助金をもらっていない、子供ケア施設

　1．THE　PRIVATE　OR｜NDEPENDENT　CHILD　MINDERS
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　　　　　6歳までの子供を、最高5人まで受持ち、自分の子供と

　　　　　同時に世話をする。　　　　＊1．750ヵ所、定員8．000名

　　2．PRIVATE　CHILDREN’S　HOMES

　　　　　6歳までの子供を、5人以上受持ち、自分の子供と同時

　　　　　に世話をする。　　　　　　＊296ヵ所、定員4．441名

　これらの機関は、’℃hild　and　Familジに活動の報告をしなけれ

ばならない。そして、たくさんの条件と質的判断の基準が満たされ

るなら、認可される。この認可は、良い品質のラベルと考えられる。

　このタイプの子供ケアで、両親から得られる費用は、法律で決め

られておらず、それぞれの保育者によって決定される。

　皿，監督下にないケア（グラフ参照：異なった施設の配分）

　グラフに表れているように、フランダースにおいて、子供のケア

の重要な担い手は、まだ、祖父母や親類である。この伝統的な形態

のケアは、報告の義務がない。しかし、そういう人たちも、全ての

デイケア施設と同様に、’℃hild　and　Family”のソーシャルナース

からの指導を、必要に応じて仰ぐことが出来る。

一 3ヵ月から3歳までの子供のデイケア利用率一

規則的利用　53．0％

例外的利用　4．0％

利用なし　　43．O％

　　　合計100％

■　規則的利用

珍　例外的利用

目利用なし

一 3ヵ月から3歳児、デイケァ利用タイブ別一

家族　　　　50．0％

補助施設　　23．0％

無補助施設　20．0％

幼稚園　　　5，0％

その他　　　2．0％

　　　合計100％

■家族
珍補助施設

霞無補助施設

踊幼稚園
口その他
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訪問施設報告

Konikljk　Iustituut　Woluwe

ウォルランド王立養護学校
（盲、聴、言語障害児デイケアセンター）

センターの外観

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブリュ・ソセル市街にあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　るWOLUL．ANDにバス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　は到着。正面玄関の屋根

　　　　　　　　　　　　　　　　　　には、イエス・キリスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　が両手を広げた彫刻があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。厳粛な気分で中に入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ると、にこやかなロメイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン・ファン・ヒフテ神父に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　迎えられる。　　この施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　設の施設長である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彼のお話のあと見学す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　彼の言葉と面差しの中に、宗教家独特の優しさと自信がうかがえ

た。

ドアの上の電光掲示板に、英文で“Welcome　Shiseido”とあり、

細やかな心遣いに感激し、カメラを向ける団員も…。

　ここは、盲、聴、言語障害児のデイケア・サービスをし、幼稚園、

小学校が併設されており統合教育をしている。

　今日は、この施設でどのような活動が具体的に行われているか、

難聴児の教育現場を見学することになっている。

沿 革 　WOLULANDは、1835年、修道会の寄付で聾学校として設立さ

れた収容施設であった。難聴児の統合教育としては、歴史が浅い。

　1965年、コンサルティングとリハビリのセンターが設立された。

加えて、1986年、ホーム・カウンセtJングがスタートした。

　この年、1人の母親が、リハビリテーンヨンセンターに、聴覚に

障害のある子供と一緒に、1日2時間通っていた。仕事を持ってい

る彼女は、その時間、仕事をストップしなければならなかった。周
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0～1歳児の保育室

E

囲の人々は、彼女の息子の教育効果を期待していたが、彼女の仕事

の都合上、通所は、様々な困難をもたらした。

　そこで、B中、共働きで、障害を持った子供を持っ親を助けるた

めに、組織的で、専門性のあるデイケアセンターを設立する運びと

なった。

　それが、このWOLULANDである。

翌年1月、始めて難聴の子供を受け入れ、7月には、常時4名受け

入れられるようになった。1988年から順調に発展しっづけ、1990年

8月に”child　and　Fatnily”の認可を受け、1991年3月、公式に開

所となった。

頻、

山

i

目的と指導

皆．
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　この施設の主要な琶的は、聴覚に障害のある子供とその家族、ま

た、その家族をとりまく人々（保育所、ベビーシッター、祖父母、

学校）への指導、援助である。聴覚障害の子供達には、円滑なコミュ

ニケーションの方法や、社会での適応が求められているからである。

　両親への指導としては、子供を受け入れていく過程についてサポー

トすること、教育方法、コミュニケーションについてアドバイスす

ること、養育上の技術的アドバイスをすること、行政や他の社会資

源にっいての情報を提供すること、の4点があげられる。

　子供への指導としては、コミュニケーションの方法や心理的な援

助や、耳が聞こえないことから来る思考力の遅れを取り戻すよう、
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刺激を与えることである。

　周囲の人々には、子供の具体的指導方法を理解してもらえるよう

努めている。

　また、この建物の2Fにあるリハビリテーションセンターと提携

し、診断、補聴器を合わせること、セラピーなども仕事としている。

入園に際しては、リハビリテーションセンターでまずセラピーを受

けることになっている。

施設の運営 　幼稚園と小学校の職員の他に、言語治療t：1名、精神科医1名、

小児科のナース1名、ソーシャルナース3名、事務艮1名というの

が職員構成だ。他に、大人の聾唖者1名が手伝っている。

　定員は23名。そのうち、聴覚障害を持った子供を5名まで受け入

れられる。AM7：30からPM6：00まで預かっており、早期の発見

と対応による教育効果が大きいという理由から、生後8ヵ月より利

用できる。この、低年齢での発見には、ソーシャルナースの家庭訪

問による、親へのカウンセリングに依るところが大きい。

訓練・教育の実際 　1階の0、1歳児のクラスでは2人の保母が、6人のr・供を保育

していた。室内には大きな鏡が造りつけられている。これは、聴覚

に障害のある子供の生活範囲を広げ、後ろで何かあった時でも、振

り返る必要がないようにするためである。また、これによって、小

さな事故も防げる。聴覚の障害を、視覚による刺激で補う方法は、

後に述べる訓練の際にも利用されている。

　2、3歳児のクラスでは、保母2人か人形劇をしている最中だっ

た。13人の「f・供達は、目を輝かせてそれを見ている。私達の突然の

訪問に少し驚いたようだが、また、人形劇の方に集中する子、私達

の方をずっと見続ける子と様々だった。どのr一が難聴なのか傍目に

は判らない位、保母の劇中の歌に反応し、いきいきとした表情のr一

供達だった。

　子供達の自然な姿から、統合教育の原点を見る思いかした。頂い

た資料の中に、「ハンディのあるr供は、いつも優先権がある。』と、

あった。健常児の思いやりと、障害児の自、ア、それを受け入れる整っ

た環境、何もかもが、当然のことのように行われている。
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言語指導室にて

　言語指導室において、訓練の実際を見学。難聴児は、言語治療士

による、1日2回、30分の個別指導を受けている。言語指導には、

手話法と、口語法とがあるが、ここでは、口語法を採用している。

これは、一般社会でのより自然な意志伝達に役立つことを目的とし

ているからである。

　この個別指導は、遊び感覚でゆうたりとした雰囲気の中で、視覚、

触覚、などの感覚を最大限に利用し、行われている（コンピューター、

鏡、マイクなどを利用）。発声訓練が目的であるから、教材（玩具）

は、興味を持ちすぎて遊びに夢中になりすぎないような物を選んで

いるとのこと。

　私達は、1歳児の個別指導の実際を見学したのだが、大勢の外国

の訪問者が周囲に居るにもかかわらず、指導者の目を見っめ、集中

して声を出すことを楽しんでいた。毎日の積み重ねが、このような

信頼関係を生み出すのだと思われる。

　このように、ソーシャルナースによる早期発見、家族へのきめ細

かなカウンセリング、リハビリテーションセンターからの支援と早

期教育の開始など、3本の柱から統合教育への道が開かれている。

この思想を進めるためには’℃hild　and　Family”の緊密な援助が不

可欠である。

　この幼稚園での統合教育（フランダース地方では、公立3、私立

1）が、発展、確立することにより、義務教育での普通学級への入

学が、スムーズになるという結果を生んでいる。義務教育がすむと、
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難聴児専門の職業訓練学校に行き、ほとんどの子供達は、順調に仕

事を覚えるという。

　こうして、難聴児に関わっている多くの人々の仕事を考えてみる

と、全ての役割が関連を持ち、ながれるように動いていることが浮

き彫りにされる。

　そこには、ハンディを持つ子供だけでなく、健常児を含めた全て

の子供が、住みやすく、共に育ちあう場所を作ろうという思想が、

力強く流れている。このような思想から、大人になっても、ハンディ

のある人への差別のない社会が作られる基盤ができるものと思われ

る。

　統合教育というと、健常児のクラスへ、ハンディのある子供を受

け入れるという考えが、頭をよぎる。しかし、WOLULANDでは、

まず、ハンディのある子供を受け入れ、そこへ健常児も一緒に教育

するようになったという。この発想の違いは、日本での統合教育へ

の道を考えさせられる研修であった。

収容施設 　問題を持ち、緊急の状態に置かれた危機状況の子供と母親は、紹

介され、子供の昼夜宿泊施設や、母と子の収容施設に人所を許され

る。しかし、そのようなケースの最終の目的は、出来るだけ早く、

その人々を彼らの家族や社会において、完全に再統合するように関

わっていくよう、指導することである。

　’℃hild　and　Family”の監督下にある収容施設は、対象者、収容

目的及びその期限に関して、次のように定められている。

　　1，3歳までの子供のホーム（乳児院）

　　　　　　現在、9施設、471定員

　　2．2歳から14歳までの子供の収容施設（養護施設）

　　　　　現在15施設、　　876定員

　　3．”Ch三ld　and　Family”に登録されている家庭での収容

　　　　　現在、6機関、定員120家1

　　4．母と子のホーム（母子寮）

　　　　　現在、6施設、定員95（母親）、子供（123）

　滞在は、6ヵ月まで。詳細な報告によって、適当と思われたら、

延長できる。
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訪問施設報告

　　　　　Kinderland

　　　　　子どもの家

（キンダーランド＝大舎制養護施設）

　　　　　≡
　　　　2§麟

　ブリュッセルから北方30㎞程にあるこの施設は、危機状況にある

子どもを救う大舎制の養護施設である。この施設は幼稚園と小学校

が併設されており、保護と教育が同時に行われるという理想的な運

営形態を採用している。

　施設長のファン・デューレン・ヤン先生は、どんな質問にも、

にこやかに答えながら、施設内を案内してくれた。2階の居間から

は、グランドで元気に歓声をあげている幼児や小学生の姿が見えた。

施設の運営 　この施設は’℃hild　and　Fami1ジの認可を受けており、補助金は、

生活費、人件費込みで1人1日約5，000円。親の負担は、1人1日

につき約400円程度である。施設内の改装等については、その経費

の60％は行政からの補助を受けているが、自然災害などによる臨時

的修繕には、私的援助に頼ることもある。

居室状況 　入所児は、小学生までで、中高生や障害児は対象外である。

　定員は81人で、グループは6つに分かれており、2つが、2～6

歳までの幼児のグループ、残り4っは、兄弟をわけないで、12名ほ

どを1グループにしている。各グループ毎に使用しているワンフロ

ヱ『
．，
矯桑

「・・‘1r乱P

アーは、プレールーム、居間、

寝室、トイレなどに仕切られて

いる。兄弟関係を大切にしてい

るといっても、そこでは、グルー

プ単位での生活が基本になって

おり、広々としたワンルームを

本棚等で仕切っただけのスペー

スに、プライバシーの保護や家

庭的ぬくもりは、短時間の訪問

では感じにくかった。

一 31一



短期の滞在

庭で子どもたちと一緒に遊ぷ
日本からの紙ふうせんや竹トン
ボ・ケン玉などに自然とうちと
け、楽しいひとときを過ごす

　子ども達の入所の理由は、親の離婚、死別などによる家庭崩壊、

また、保護者の病気、服役などによる養育困難などである。最近の

傾向としては、性的虐待による入所が増えてきている。

　親から子どもを預かる時、施設入所はあくまでも一時的な措置で

あることを伝え、早期に家庭復帰できるよう努力して欲しい旨を話

しているという。在園期間は、3ヵ月程度が全体の60％と一番多く

1年以内で家庭復帰する子供は30％、従って1年以上の子供はわず

かに10％程度とのことであった。

　日本の養護施設の実情からは考えられない日数であり、再入所の

ケース等について質問してみた。ヤン先生は「ほとんどありません」

と答え、「5年に1回ぐらいでしょうか。」とっけ加えた。収容が短

期間なのは、ベルギーに於ける収容施設の目標が、社会への再統合

であり、滞在は、6ヵ月を原則として、限定されていることにもよ

る。再統合に向けて、施設内の専門のケースワーカーが家庭訪問し、

子供が施設で培われた基本的生活習慣が、家庭へ帰っても損なわれ

ないように家庭環境を調整したり、親への養育上の助言をしている。

また、近隣社会やボランティアの円滑な援助を啓発している。

　職員の勤務は、週40時間、1グループに対し、3～4人で交代制

である。他に、看護婦が、週20時間だが毎日勤務し、医師は週2回

来園している。施設の一部に、病気の子供用のガラス張りの個室が

5～6室あり、日常使用する薬は民間の大会社からの寄付、とのこ

とであった。
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訪問施設報告

　　　　　De　Stobbe

スタッベ母子福祉センター
　　　　（母と子の収容施設）

　研修2日目、危機状況にある母子の収容施設、DE　STOBBEのあ

るアントワープを訪れた。

　日本では、「ルーベンス」、「フランダースの犬」などがキーワー

ドになっている大きな港町の静かな街並みの一角に着く。

バスを降りて眺めると、半開きになった大きなシャッターと片開き

のドアーっ、それを埋める壁だけで施設名も出ておらず、ただ番地

を示す57の数字が壁にあるだけであった。粗末で質素な印象だった

が、一歩中にはいると、テニスコートが2面はとれそうなきれいな

芝生の庭、玄関への石畳の通路、赤レンガ張りの瀟酒な建物が私達

の眼を引き付けた。建物内部も清潔に整っており、人間臭さが感じ

られない、と言っていいほどであった。
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施設の沿革と入所 　母子の収容施設としての歴吏は浅く、1988年にそれまでの修道院

を改装し、”Child　and　Fami1ジの認可を受けて、1990年に開設さ

れた。他では母と子が別の施設に収容されるケースもあるが、ここ

では設備が新しいために、母子を一緒に保護することができる。

　ここの定員は、母10人、子供35人である。母の最低年齢は19歳。
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r供の年齢についての制限はないが、6歳になると、入所、（E所は

できても、r供への補助金が出ない。

　入所の期間は長期の人で6ヵ月、ほとんと’が1週間から1～2カ

月で退所する。依存性が高くならないように、できるだけ㌦t期の退

所を目指して、援助している。

　難民の受け入れや、「今すぐ泊まっていいか」という母親からの

電話による直接相談が多いことなどが特徴的である。

処遇の方針、設備

スタッベの談話室にて懇談

　ここでは、母親と価1直観を共有できるようにし、他の人と．一緒に

普通の社会生活がおくれるように指導、援助をしている。そのため

に自分で責任をとれること、自己の価値観を持っようになることを

目標にLている。

　週に1度は、母と指導員との個別而、淡を行い、母の決めた生活フ

ログラムなどについて話し合う：指導員だけては解決できないこと

もあり、専門家の指導を受：ナるようにアト’バイスもする、

　様々な原囚て危機状況に置かれている母j”てあるから、t：だ住居

を提供するだ：ナでなく精神の安定を図り、抱え込んでいるストレ．ス

を解消するためのケアが必要である，母とj’・に自分たちの仲川や職

艮、カウンセラーなどとの暖かい関わりを通して、社会への再統合

の意欲の萌芽を求めていかなければ．ならない＝そのためには、台所

付きのアへ一トのような一般住居1；不適切てあり、学習楡、リピン

ク．’ルーム、談話室、台所、食堂、洗濯場という具合に、共刷のリド問

が用意されている、Fi9’“”は、純然たる寝宅てあり、その他は、完全

　　　　　　　　　　　　　　　な共同生活の場所にな一．・ている⊃

　　　　　　　　　　　　　　　　こうしアニ1｛ゴ舌：ま、⊥く1明1こ／一：る

　　　　　　　　　　　　　　　とわす・1，わ！、いも二）rこあるカ・、

　　　　　　　　　　　　　　　へによ．・ては本ノく臼分て言．るこ

　　　　　　　　　　　　　　　とを」該ほや他の人かLて（・1Lろ

　　　　　　　　　　　　　　　　・而：．あるグこめ、快返三感L．：

　　　　　　　　　　　　　　　LまうL－r衣∫］〔・ド｜：しり！ゴ：jま：rノ
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母子の生活と職員との

　　　　　かかわり

＊毎日の生活は次のようになっている。

　　8：00　朝食

　　8：30　　子供を学校に連れて行く

　　9：00　　皿洗い（交代制）

　　　　　　掃除（分担制）

　昼　食

　午後　　自由時間

　　　　　　一洗濯やタ食の買い物、準備など結構忙しい一

　20：00　　風呂や子供の就寝

　　　　　　一ここまで済むと後は自由時間で外出もできる一

　22：00　門限

　炊事やその買い物は当番制で、職員やボランティアが指導、援助

をしており、食堂で家族ごとにテープルを囲んで食べる。最低限度

の食事も作れない最下層の母が入所してくるケースが多いので、一

緒に基本的な食事作りをし、一緒に食べてマナーを教えたり、乳幼

児への食事指導をしたりすることが生活援助の一環になっている。

　＊一週間の暮らしは次のように設定されている。

　　　火曜日・決めたテーマについての話し合いがある。

　　　木曜日・前に住んでいた母親の来所、懇談がある。

　　　金曜日・『母の会』がある。

　　　　　　・将来のことや教育のことを話し合ったり、週1．600円

　　　　　　　の小遣いの配分をしたり、お金の使い方や週1回の

　　　　　　　カウンセリングを次は誰が受けるのかを決めるなど

　　　　　　　自主的なコミュ＝ケーションの場になっている。

　週末は外泊も認められており、施設の外の世界を出来るだけ見て

いけるような環境づくりもしている。

　一部の母は掃除婦、クリーニング作業などで働いている。月収で

14～15万円になるが、経済的自立は困難で、この人たちも公的扶助

を受けている。

　こうした給料を得ている母も含めて全員が金銭管理の指導を受け

ている。所持し得るお金の範囲内で予算を立て、計画的に自分の好

みにあわせた生活をしていくことが、社会生活の基本になるからで

ある。
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職員と勤務体制 　母と子の生活を援助する職員は次のように構成されている。

　　　　所　長　1人

　　　　指導員　4人

　　　　管理・自立援助職員　2人

　　　　子供の遊びの指導員（所内保母）　1人

　　　　営繕、清掃職員　2人

　母10人、子35人の定員45人に、職員10人の割である。男女各2人

の指導員が3種類の交替勤務を行い、始業の7時30分より終業の21

時までをカバーしている。

　21時以降職員が不在なのは、主に次の3点による。

　　1、母親は大人であり、責任を持たせる指導の意味がある。

　　2、開設当初20時間職員が待機していたが、現実には必要性が

　　　　少なかった。

　　3、緊急時に備えて、ポケットベルによる緊急呼び出しができ

　　　　るようになった。

　種々のハンディキャップを持った人々も、当然、一般社会の中で

普通に暮らしていけるのが、自然な姿である。その中で、一時的な

危機状況により、社会的に孤立した母子家庭は、施設収容により保

護され、JI二夫された施設処遇により、一般社会に再統合される。そ

してそのハンディは社会の中で裏打ちされ、保障されるシステムに

なっている。ただ、6ヵ月までの短期の処遇で危機状況から抜け出

た母子が、実際は、どんな形で、社会に再統合されていくのか。ま

た、退所後の、社会的援助ケアは、どんなシステムなのか……。た

くさんのことが、時間的制約と言葉の壁などにより吸収出来ずに終

わった面がある。しかしながら、その制度が現在の形で社会的に認

知され、そこに根差しているのであれば、それは社会の維持装置の

一っとして大きな意義がある。

　社会が一っの有機体であるならば、その一部に損傷を負った場合、

そこにも当然血液が送り続けられねばならないGそして白らの力に

よる蘇生が困難であるならば、一一時的に外部からの輸lrtlや手術など

が必要となる。そうした一時的な措置ともいうべきものがこの収容

施設の役割である。

　依って立つ歴史や、思想、価値観などを異にする国の制度を一概

に比較するのは危険であるにしても、11dyの児童福祉や母r福祉、

なかんずく母子寮に人きな示唆を与えるには十分なベルギー（フラ

ンダース地方）の一制度であった。
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子供の虐待と放任

　医学界は、当初、子供の虐待の問題を、単なる怪我や打撲などと

区別せずに扱ってきた。1961年、”battered　child（ぶたれた子供）”

という項日が、最初に紹介されて以来、この問題は、急速にふくれ

上がり、注目を浴びた。その後、多くの法律の改正を経て、虐待の

調査活動事業が開始され、これらの試験的事業は、虐待児とその家

族のための援助が急速に必要であることを証明した。

　現在では、それぞれの州に少なくとも一っずつの、子供とその家

族のための、有効で調整された諸専門分野からなる援助サービスを

供給できる児童虐待救済センターが設置されている。

　’℃hild　and　Familv”によるこれらのセンターの認可と、補助金

を出すことは、子供の虐待に関する機関の特別な任務となっている。

　’℃hild　and　Familジは、センターの認可に当り、3っの指導原

則を考慮している：諸専門分野のアプローチ、他の施設やサービス

や援助者との調整、そして、フラマン政府によって打ち立てられた、

特別な任務の実行である。

　児童虐待センターの主な任務は、次のとおりである。

　一子供の虐待に直面している援助者を支援すること；

　一必要とあらば、調整し、援助すること；

　一早期発見の手段として、一般大衆を含む、関係している全ての

者に問題を気付かせること：

　子供の虐待の問題は、専門家達によって取り扱われなければなら

ない、ということは明白である。虐待児とその家族に働きかけるこ

とは、非常に困難で、扱いにくく、大変な複雑さを要求する。論理

的な教育、訓練、テレビ放送の手段による継続した教育が、絶対に

必要であり、援助の重要な要因は、センターのチームそのものの中

だけでなく、公的、私的な他のサービスとの協力と、何よりも継続

した相談である。　この協力は、特別な子供のケア委員会、精神健

康センター、社会福祉の公共センター、病院、開業医、そして、も

ちろん、℃hild　and　Family“のソーシャルナースや、”Child

and　Fami1ゾの診療所に勤める医者との間に生ずるべきものであ
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る。

　とくにソーシャルナースは、家族との信頼関係を打ち立てられる

というそのユニークな身分と職務の実績により、この広大な基礎を

持っ協力システムにおいて、重要な役割を果たすことが出来る。

　およそ700名のソーシャルナースが、フランダース全域で、O歳

から3歳までの子供を持つほとんど全ての家族に、家庭訪問してい

ることを忘れないでおきたい。彼女等は、こうして、危機状況の家

族と一体となり、支援し、必要とあらば、センターに差し向けるこ

とが出来る。信頼関係が保証されてくるこの直接の接触を通じて、

彼女等は、子供の虐待のケースがあれば、予防と発見、救済に心お

きなく、貢献することが出来る。

訪問施設報告

Child　Abuse　Aid　Center　of　Antwerp

　　　　児童虐待救済センター

（アントワープ南地域の児童虐待防止相談センター）

お城のような病院

　パスで移動中、日本企業の看板を掲げた建物や、日本の銀行の支

店などを街角に見っけ、それらの企業や銀行を特別ひいきしている

わけでもないのになっかしいような、誇らしいような気持になる。

　涼しい風を切ってパスは走り、絵で見たことのある教会や、路面

電車の線路をカメラにおさめているうちに、アントワープ市内の児

’

一

声・■調

童虐待救済センターに到着。

すぐ隣には、センター付属のお

菓子で作ったお城のような外観

の小児科医院が建っている。

　施設長は、Dr．M．Michaels。

ジーパンにトレーナーというラ

フな格好で、机に腰かけて話を

する。映画の場面のようで、こ

のあたり、ヨーロッパ人的感覚

を感じる。
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虐待の定義 　子供の虐待とは、動的には、身体的、精神的に、有害な行動を持っ

て、静的には、放任という形で、その子供が保護者から傷を受ける

ことである。

虐待の実態（1989年）

　　　虐待の性質別報告件数

　　　　　　　　　報告件数
身体的虐待

身体的放任

心理的虐待

心理的放任

教育学上の放任

性的虐待

制度上の虐待

複合型

危機的状態

そのほか

275

122

232

78

25

463

　5
13

195

57

％
1
9
9
1
6
5
2
3
2
0
1
1
3
4

　　　　　　　虐待の報告者別件数

　　　　　　　　　　　　　　報告件数
ソーシャルワーカー

合計 1．465　　　100

Child　and　Family
医者
ソーシャルサーピス（社会福祉機関）

学校医療監督

学校

心理健康サービス

救済センター

病院

ノン・ソーシャルワーカー

近隣

親戚

被害者
（別れた）夫婦の片方

匿名

そのほか

0
0
0
2
フ
4
4
3

8
0
7
9
n
◎
2
　

5

　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

4
8
0
1
0
0
り
0

7
8
7
刀
叫
0
∨
7

　
1
　
　
　
　3

％

6

7

5

7

5

2

0

1
1

6－
13

5

3

3

27

43％

5ア％

合計 1，375　　100

　1989年、全部で、1，465件の子供の虐待のケースが、センターに

報告され、約L700名の子供が含まれる。6歳以下の子供が多い。

　子供が、自分で問題の報告が出来ない年齢であるだけに、早期発

見にソーシャルナースが貢献している。

　報告の約1／3が、性的虐待であることが、特徴を示している。

57％が女性、加えて、たくさんの身体的、または、心理的虐待のケー

スが報告されている。

　また、報告には、相当数の危機的状態も含まれていた。

児童虐待に関する政策 虐待に関する政策には、3っの重要な原理がある。

1．虐待は、司法的判断に優先して、医学的、心理学的援助が、

　　行われる。それには、ソーシャルワーカーと助けを求めるも

　　のとの信頼関係が、うまく保たれなければならない。虐待が

　　裁判所に届けられるのは、最後の手段として考えられている。

2．虐待への救済には、家庭を正しい方向に導かせるような取組

　　みが、全面に出ている。それは、犠牲となった子どもだけで
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　　なく、家庭や子どもを取り巻く環境をも援助する必要性から

　　である。虐待という目の前の現象だけでなく、広い意味で、

　救済への取り組みを考えていることがべ一スになっている。

3．学際的取り組みをし、研究的な要素をもつことにより、虐待

　　の減少、予防へとっなぐ。

　　この学問とは心理学、教育学、社会学、司法上の援助であり、

　　それらを専門のチームをつくって進めている。

虐待の救済と

　　　　司法上の関係

　虐待自体は、ベルギーの法律では罰せられることはないが、事実

上は司法裁判権が存在する。生命の危険にさらされるような状態が

発見された場合は、報告しなければならない法的義務がある。

　しかし、裁判所へ届けるということは、援助を供給しにくくした

り、被害者とその家族の状況をわかりにくくしたりする。そのため、

ほとんどの場合、センターに援助を求める結果となる。

　ソーシャルワーカーは、秘密を守る義務があり、それは助けを求

めるものと信頼関係を生む。カウンセリングは、綿密な計画と、慎

重なやり方で行われ、養育環境としての家庭のもっ意味を見直し、

親の義務と責任にっいて、ワーカーと、親との間で、何度も話し合

われる。

　しかし、ごくまれなケースで、裁判所へ届けることが、ただ一っ

の効果的な援助である場合もある。センターの援助と、司法権との

よい協力は、最も重要な課題であり、まだまだ解決しなければなら

ない多くの問題を抱えている。

子どもの権利条約を

　　　　　　めぐって

　ベルギーでは1991年、12月に国連の『子どもの権利条約』を批准

している。

　『子どもの権利条約』は、歴史的な人類の子ども観に変革を迫っ

ていることが、重要な点である。子ども独自の特質を認めながら、

人間とてし大人と同じ権利をもち、しかも、その権利を独立して行

使する権利があるという思想を打ち出している。この条約の中に、

子どもを虐待や放任から守るために、法的、行政的、社会的、教育

的措置をとらねばならない、という条文がある。
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「児童の権利に

　　　　関する条約」

第19条

（虐待に関する条文）

1．締約国は、両親、法定保護者、その他児童の養護を行うものが、

　児童の養護を行う際に、あらゆる形態の、身体的、または、精

　神的暴力、侵害、または、虐待、放任、または、怠慢な取り扱

　　い、性的虐待を含む不当な処遇、または搾取から、児童を保護

　するため、あらゆる適当な立法上、行政上、社会上、及び教育

　上の措置をとる。

2．当該保護措置は、児童、及び児童の保護を行うものに対し、必

　要な支援を行う社会的計画の策定のための効果的手続き、並び

　　に、他の形態の予防、児童虐待の実例の確認、報告、紹介、調

　査、処理、及び追跡調査、並びに、適切な場合には、司法的関

　与のための効果的手続きをも含む。

Child　and　Famiiyと

児童虐待救済センター

　　　　　　との関係

　℃hild　and　Familv”は、センターの認可と補助金についての責

任を負っている。また、全センターの機能すべての監督や、センター

間の討論会場として支援し、虐待をテーマとしたキャンベーンをす

ることも重要な責務である。

　この討論から、出版、紹介など教育的活動や、予防的措置、情報

提供をし、個々のケースの援助へとっなぐ。そのうえ、最終的には、

ケースの登録をし、今後の措置にっいての参考にする。

　センターには、5つの理念があり、

　　①届けは無記名である。
　　②鹸を受けた子どもの醜は、家庭がうまくいt’t；い現象である、という考えでやっていく。

　　③法律以外の活動をする。

　　④ボランタリーのベースで親子への援助をする。

　　⑤学際的な取り組みをする。

があげられる。

　センターの役割を異体的にあげると、

　　①それぞれの地域の虐待の実態を知るために、届け出をブー：」ングする場である。

　　②センター以外の人が問題を確認するため［；、専門の蹴チームに情報を流す。

　　③分析、診断、治療の方法を各方面から探り、意見をコーディネイトする。

　　　（これは、援助だけでなく、予防にも十分役立っている。）

　　④子供と家族を助ける。

の4っである。

　この4っの役割を果たすために、ソーシャルワーカーへの特別な

援助や、虐待防止への援助を調整、組織化すること、早期発見に努

めることなど、基本を踏まえて活動している。
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Dr．M．Michaels

　　　　　の話より

　悲しいことに、子供に虐待を与えた親の80％が、成育歴の中にや

はり虐待を受けたという事実がある。そこで、親のための治療と、

子供のための治療が、別々に行われるという形をとることになる。

　家族を助けるというのが根本的な役割であるから、親を特別観し

たり、罪悪視しないことは当然である。

　親が子供と面会するために初めてセンターへ来る時、とても不安

がっている。子供も、非常に怖がっているので、慎重に時期を見て

安全性を確認してから面会させる。この時、家庭環境が修復される

までの問、子供をどこに滞在させるかなど、契約書を親に書いても

らう。

　親へは、センターのやり方にっいて説明をきちんと行い、法的な

心配がないこと、親の側にたって助けてあげたい、ということを伝

えている。

　子供が家庭に帰ってからの再発率は5％だとのことである。

　ここで、団員から、「性的虐待でも家に帰すのか」という質問が

出たが、「じっくりカウンセリングを行っているので、自信をもっ

ている」との答えであった。

　子供が虐待のショックから、心理的、身体的にも、立ち直ったと

き家庭へ帰すことが大前提だが、里親に預けられたり、施設へ行く

こともある。「子供の真の幸福を考え、この決定には慎重に慎重を

重ねて進めている」と、Dr．Michaelsは結んだ。

　まず、児童虐待を救済するための専門的な組織があるということ

自体が驚きであった。それほど、ヨーVッパでは児童虐待が多いの

であろうか。

　Dr．M．Michaelsの話や”Child　and　Familピでの話から、べ一

スに人間を大切にする、というポリシーが厳然とある、と感じた。

　そこには、虐待という現象を被害者、加害者というとらえ方をす

る以前に、大きな人間愛が底辺にながれている。特に、虐待は罪と

して見るのではなく、虐待者が親であるとしたら、r親を助ける」

という、とらえ方である。

　1人1人の生きる権利に対し、肯定的な見方をしている。これは、

宗教の違いもあるだろうが、長い歴史や国民性が影響していること

もあるのだろう。
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　しかし、一方では、悲しいことに、どれだけ研究され予防へとつ

ながる運動をしても虐待が減らない、という事実は、どう考えれば

良いのだろうか。

　日本の虐待にっいての考え方と、その実態や政策への不勉強さを

痛感し、また、人間が生きるということの意味を深く考えさせられ

る研修であった。

QUAHTY　CONTROL（監査）

　与えられるサービスを監督することは、”Child　and　Family”の

基本事業の一っである。それ故、社会の変化していくニーズにあわ

せ、より有効なケァサービスを保証するために管理と改善が施され

る。　監査は、調査局の責任である。この局の構成は、

1，ソーシeルアシスタントとして教育を受けた21名の調査職員（女19名、男2名）

2．3名の監査官（2名のソーシャルナース、1名の調査官）

3．1名の主任監査官

4．1名の監査長官

　21名の調査職員は、子供虐待救済センターと養子縁組サービスを

除くすべての施設を監督するように、それぞれの地域を受け持って

いる。同じ原理に従って活動するために、それぞれの調査職員は、

同じ項目について、討議し、共通の特徴を観察し、同じ様式で、記

述的な報告書を書き上げる。良質の監督は、チャイルドケアサーピ

スの資質が刺激されることを意味する。加えて、教育学や心理学、

社会発達の分野にも問題提起をする。

　今年、’℃hild　and　Falni1ジは、デイケアセンターを訪問する調

査官のためのクオリティースケール（資質を図る物差し）の試案を

作成する予定である。

　最後に、’℃hild　and　Fatnily”は、関連機関と一般大衆の両方に

関して、重要な教育的任務を果たしている。情報は、教育的資料の

出販や配布によって、テーマに関するキャンペーンによって、また、

公共事業への参加（公演、ラジオ、テレビ放送等）や、時には、他

の組織や、協会との共同研究により伝えられる予防福祉と社会への

再統合にむけて、より充実したものにするため、常に、学際的な研

究グループと密に連携を保って、独自のサービスを再構成している。
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訪問機関報告

Faculty　of　Psychological　and　Educational　Science

　　ゲント大学「子どもの権利研究センター」

　ベルギーでの研修のしめくくりに、ゲント大学に併設されている

児童福祉の原点ともいえる、『丁供の権利』を研究しているセンター

を訪問した。

　このセンターは、正978年に設立され、ゲント大学教授Eugeen

VerheUen（ユージン・フェルハーレン）氏によって指導され、　r供

の権利に関するゼミナール、研究、講義などが行われている。

　『子供の権利条約』が、国連において実体化され、各国々におい

て批准されている今日において自分たちの集団（＝センター）の考

え方が、一般社会においては、なお支配的なものではないと謙虚な

表現をしていた☆このことは、子供の権利に対して非常に真摯な取

組みをしていることの一端とも言えるものである。

　歴史的に形成され、認知されてきた旧い子供観は、人々の心の奥

底に潜んでおり、その意識の転換は一朝一夕にできるものではない。

何かあると、気付かぬうちに頭をもたげてくるものである。これに

は、具体的、継続的な実践活動によってのみ対抗が可能である。こ

うした取り組みがなければ、子供の権利条約は、絵に描いた餅になっ

てしまい、子供が犠牲になり続ける……こうした厳しい現実認識が

センターの活動の基礎になっているように感じた。

旧い子供観 　歴史的な人類の子供観には、その前提の一っに『社会は、大人に

tgってからの活動舞台である』という認識がある。

　そのために、子供の教育や社会化、少年時代の大切さを論じる時

でさえも、子供とは…未成熟、半人前、大人とは違う、まだ大人祉

会に属していない、子供は子供だ・・…・、などという形での扱いしか

受けないことになってしまう。このことによる当然の結果として、

大人とか保護者の愛情の名のもとに、子供は客体としてのみ扱われ

ることになり、ード渉や抑圧の対象になってきた。また、現に抑圧さ
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れている子供がいるにもかかわらず、社会的な存在としての一般的

な子供観とか青年観の議論に問題をすり替えてしまう傾向がある。

　また、子供を論じる時のもう一つの前提が、『能力』に関する概

念である。これは、基本的に決定をする能力が子供にはないと想定

することを出発点にしたものである。このことから、仮に、子供に

なんらかの権利があるとしても、それを、主張する権利は子供では

能力的に無理と決めてしまい、親が、大人が、その権利を担保して

しまうという結論を導いてしまう。かくして、大人なしでは、子供

は、社会的な存在ではありえないものとなってしまうのである。

　このような旧い子供観は、子供をコントロールするという道を歩

んできた。すなわち、社会規範の枠からはみ出した子供（犯罪者、

虞犯者）たちは矯正の対象として、また、孤児、捨て子など、親や

保護者のいない子供たちだけが保護の対象として、社会的にコント

ロールされてきたのである。それ以外の子供たちは、親とか保護者の

コントロールの名のもとに社会的には、放置され続けてきたのである。

新しい子供観 　これらの旧概念からの転換点の一っが、第二次世界大戦後の経済

復興である。社会の安定は、

　1．すべての人が、生活できる。

　2．条件なしの援助をする。

　3．自分の個性を出す（自己実現）ための援助をする。

という思想を生み出した。この結果、子供の社会的処遇に関しても、

1日い子供観に対抗して、子供の能力と存在の再評価という観点から、

新たに取り上げられ、研究されてきたのである。

　子供の特質を認め、主体として、人間として子供をみていこうと

する。それによって、子供は若いけれども固有な存在であり、尊重

すべき権利を持っている。社会の出来事への関係者としての十分な

資格を持っている。また、根本的に子供は、大人と同じ個人の権利

や人間の権利の持ち主である、などの議論が生まれ、認知が可能と

なっていった。

　このような子供観の研究と、それによる変遷が、国連において、

1959年、「子供の権利に関する宣言』を決議させた。しかしながら、

これは、単に道徳的な力しか持たず、法的な力を伴わないものであっ
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た。文言は文言でしかなく、それが権利と言い得るためには、実体

化され、現に、履行されなければ、現実に虐待されたり、被害を受

けている子供には、まったく意味のないものに終わってしまう。ま

た、そうした子供を取り巻く大人の中にこそ、旧い子供観の根強い

信奉者が多いものであり、子供を忍従の道へと追い込んでいく。

現実には、あんな親ならいない方がましだ、子供のために親子分離

が望ましい…などと、子供自身の判断に優先して方向づけてしまう

ことなどが起きたりする。新しい子供観は、ここにおいて、子供の

意見表明権、目己決定権の行使を認め、優先させる。社会のいう

“ あんな親”でも、子供が望むならそれを認め、親子を分離するの

でなく、子供も含めた家庭への、また、それを取り巻く地域や関係

者へのケアへと目を向けさせる。

　1959年の宣言以来、多くの人々の取り組みや研究や運動が、子供

のための具体的、実体的権利として、1989年、r子供の権利条約』

として花を開き、実を結んだのである。

　フェルハーレン教授は、権利条約成立3年後の今日において、な

お、その考え方は決して支配的なものでなく、新旧の子供観のせめ

ぎ合いと混乱の中にある、と表現している。

子どもの権利研究

　　　センターの活動

　このような状況．ドにおいて、センターは、理論的団体として子供

の権利の概念の、大規模で、広範な普及を行い、子供や若者、そし

て、彼らの権利についての科学的調査の確立に貢献したいと願って

いる。そのために、専門的領域として子供を扱っている他の多くの

学問分野と同じように、センターは、社会が現に今持っている、社

会的制度として認められている問題も含めて、視点を変えていろい

ろな角度から問題を提起し、討論の場をつくっている。

　こうして、センターの活動は、調査、教育、サービスの分野に及

んでいる。

調査活動 　センターは、調査を促進するという課題を持っている。子供が調

査の単位として専門的に考察されるため、医学、心理学、教育学、

社会学、法律など多様な科学的学問分野に対して、センターの現在

の調査により、助言や、援助などの活動が可能である。
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教育活動 　教育は、科学的知識の普及に関する重要な手段である。センター

での積極的な活動、及びその実績による基礎的、科学的な知識が、

一っの（学習）科目となる。こうして、1990年より、子供の権利の

自由コースの講義が行われるようになった。

サービス活動 　このセンターの主要な目的は、一っは、子供に関する新しい研究

に寄与することである。同様に、社会へのサービス活動によって、

この調査と研究の幅広い普及を積極的にめざしている。

　そのために、

　　　1．資料の一般公開

　　　2．情報を求めている人への助言、援助

　　　3．出版物の刊行

　　　4．共同研究会や討議への参画や企画、カウンセリング

　　　5．多くの研究、作業グループの調整

　などを行っている。

　これらの点では、センターは、既に、大きな伝統と誇りと使命感

を持って活動している。

講義のあとの記念撮影

　こうした『子供の権利」に関する社会の大きな流れの中で、1992

年9月には米国で、11月には英国で、子供から親への離縁の請求が

裁判で認められている。これらのケースが、稀有な例であるとして

も、氷山の一角という言葉があるように、眼に見えないところで、

形を変えての子供への権利侵害があるのではなかろうか。

　　　　　－P’－TTI－ny．！－pte　　　また、法理論や判例の中で、

　　　　　　　　　　　　　　　子供の人間としての権利を認め

る方向に急速に変わってきてい

るとしても、裁判や法律の場面

でなく、現実の子どもたちが一

Bの大半を過ごす学校や家庭、

あるいは、収容している施設の

中でのH々の生活において、大

人が無意識のうちに子どもの権

利を侵害している。子供が自由・
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に意見表明し、自己決定をしていくまでの道はまだまだ遠く、『子

どもの権利条約」によって、やっとその出発点に着いたというのが

現状ではないだろうか。それほどに旧い子供観というものは根強い

のではないだろうか。テレビで、新聞で、子供をとりまく事件を聞

かされる度に、そのことが脳裏に浮かび上がってくる。

　児童福祉の現場におり、常に子供と関わっている私たちは、絶え

ざる研鑛とその実践を求められているとは言えないだろうか。

予防福祉 　耳慣れない言葉であるが、ベルギーにおけるソーシャルナースに

よる組織立ったサービスは、まさしく、予防福祉を目的としていた。

現在、家庭機能弱体化の中で、誰もが、福祉の対象者となる可能性

を持っている。問題が起こってから、手を差し伸べるのでなく、問

題が起こらないような環境を、学際的な研究チームと連携しながら

整えるという、一歩先んじた福祉である。

　3歳までの小さな子供のいる家庭の、97％に訪問し、その環境を

直に感じながら、1週間のうちのたとえ短い数時間ではあるが、一

緒に暮らしながら（livingという言葉で説明されていた）、指導、

援助、救済をしていくシステムである。

在宅ケァ 　日本では、養護問題を持つ子供たち、障害を持つ子供たち、非行

問題を持っ子供たち等と、分類して、それぞれの施設に収容し、専

門のケアを施すというのが一般的である。しかし、この国では、予

防福祉のところでも述べたように、家庭内に、多彩な種類の支援が、

いろいろな角度から入り込んでおり、『在宅ケア』が通常である。

極めて特異なケースで、施設入所になったときでも、それは、あく

までも経過的措置であり、一過性のとりあえずの措置なのであるか

ら、一日も早く家庭に帰して、家族や地域社会の中に再統合するよ

う努力される。

　施設内で、長く生活することで起こってくる別の問題も、心配さ

れるからであろう。そこには、親の生き方に重きを置いた援助や、

子供の長期的な幸せを目指していることが、浮き彫りにされている。

統合教育 子供の能力や障害に関係なく、全ての子供が、あらゆる差別を受
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けず、その子供に適した支援を受けながら育ち、その子供なりの社

会への貢献を果たし、最大限の幸せをっかむ権利があるのだ。それ

が、子供の権利条約にうたわれているところの「児童の最善の利益』

なのである。そのために、「教育する側の便宜を図るため子供を分

類して、まとめて同じように育てるやり方」ではなく、様々な人種、

能力、障害、感情、性格、などをあるがままに認め、雑多な人間関

係の中で、自分は、何が出来るのかをわからせ、そのための努力を

推進するような教育が、統合教育であろう。

　これら、我々が、感じた福祉における3点は、『教育とは、環境

である。」という言葉で裏付けられるのではなかろうか。『予防福祉kl

も『在宅ケア』も『統合教育』も皆、対象児だけでなく、それを取

り巻く家族や環境、関連する社会までも正常化するよう支援してい

く姿勢により成り立っている。

　我々の職場では、入所児を如何に一人前にするかに懸命で、その

家族を取り巻く環境まで支援したり、啓蒙したりするまでには至っ

ていない。そのために、退所後も、別の問題を生むことになってし

まう。（入退所を繰り返したり、母親が、自立した子供を経済的に

利用したり、退所後、親となっても正常な家庭を築けず、その子供

がまた、入所したり）児童相談所のワーカーも、ケースを多く持ち

すぎて、身動きがとれない、との悲鳴も聞かれる。

　子供が抱えている問題は、子供をどうにかして解決できるもので

はなく、子供に関わる全ての社会環境を研究、支援しなければ、解

決出来ないのだということを認識しなければならない。子供は、ひ

とりの、あるいは、一っの特別に用意されたプログラムによって育

っのではなく、流動的で、不確かではあるけれども、多くの人々の

関わりと支援を得て、自分にあった道を、自力で選択していくもの

なのである。大人が出来ることは、子供の意志を決定させたり、方

向づけたりすることでなく、子供が、自分の能力を伸び伸び、遺憾

なく発揮できるような環境を整えることではないだろうか。

　『”child　care“や、”mother　and　child　care”に加えて、”child　and

family　care”は、　Flandersにおけるchild　care政策の重要な第3

次元である。』と、”Child　and　Family”の管理長官が述べている。
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この国においても、最初は子供を救うことから始まり、母と子のた

め、今では、子供の関わる人も物も含めた全ての環境を整えること

に視野を広げてきた。我が国も、遅まきながら、施設の社会化、地

域に開かれた施設と、うたってはいるが、子供を社会に再統合する

ために帰す家庭の受け皿は、ややもすると、小さくてたよりない。

　子供が、家庭の中で育つのが最善という考えは、誰でも持ってい

ながら、その家庭を支援する政策や、公的、私的機関、地域のボラ

ンティアなどのお粗末な現状の中で、施設が子供だけを引き取って

も、根本的な解決にはならないことをしみじみと考えさせられる。

　帰国後、資料の整理の中で発見した言葉であるが、”integration

allowanCe”（統合手当）や、”integration　grant”（統合補助金）の

実際の内容についても、くわしく知りたいと思う。時間の関係や、

言葉の壁などで、未消化の部分を残す結果となったが、今後の処遇

のあり方について、多くのヒントを与えてくれた研修であったこと

に、疑いはない。

おわりに ベルギー王国で訪問した行政、施設関係、あわせて6施設。それに

加えて、アンケートに挑戦。

　ハードなスケジュールの中、3班は、エネルギッシュに日程をこ

なしていった。最初の訪問国ペルギーでは、ジェットラグと不慣れ

な海外研修の緊張で、少々、ぎこちない前半であったが、そこは、

持ち前の真面目さと明るさでカバー、pa　Ll行われたホテルでの班会

議では、Elに日に熱のこもった討論が展開されるようになった。

　メンバーは、北は、北海道から、南は、沖縄まで。東京、静岡、

金沢、大阪、兵庫と、個性豊かな面々。方言が飛び交う賑やかな仲

間であった。

　ただ、一つ、悔いが残るのは、せっかくベルギーに行きながら、

深夜までの班会議のため、観光らしい観光が出来ず、有名な小便小

僧とも、もちろん、他の班が見っけたという小便少女とも、対面す

ることが出来ず、空港で、小便小僧のミニチ＝アをさみしく求めた

だけであった。

　しかし、『是非、もう一度、同じメンバーで訪れる」という宿願

が残り、また、たのしからずや…である。
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　　ロ　　　ロ

来たカイがあった話

ベルギーこぼれ話．

　　　　　　　着るものの恨み〉食べものの恨み

　へJL÷一て食べたムール貝ごまろやかて

1．

「葉であらわ寸ことのてきない程のおいL

さ。Ih盛りに出たムール貝を、　「おいL．い！

おいしい！一と、あっという間に食べ、あ

まりのおいLさに、ついついゆて汁のスー

プまで飲んで！、まった。

　ほんとはこれ、みっ三もない話なんてす、

ても、はるはるへ1レギーまで来た’カイ‘

貝、があ・．・た、という才」、｝舌こ

ブリュッセルの街角の大道芸人

　日本とろがつてヨーロ．ノバは、午後6時

には殆どの店が閉店になる：研修の終る頃

には、店：ま人こ抵クローズtl－　．／

やむなくウ．インドウショソピングになって

Lまう。

　プリ；ノセルの町ですてきな刺繍入りの

フ． ラウスを見つけたt．ペルギーの鼓後ク）日

は、この店の辺りてフリー時問が設けられ

るとのこと．

　　あのブラウスを買おう！一，L・はウキウ

キニ研修にも身か入る二ところが、7ント

の［町て鼓後のフi．1一タイムをすご．すことに

二：1、とうとうぼえすL．まい

　いまたにあのステキなフrうウスか時eま

ぷたにちらrvく

　・食べし．のの恨み一　という1．≒れご、女性

にと一・て二　折るしのの恨み・ら深いものニ

プリコ7セ・レは今もブラウスを．坦い｝hさせ

る・1艮みのi町二

　またいつし，）川L・、　フ’・！ユ　ノセル．＼、　ブラ

ゥスを買いに行くそ、と女の執．念をもやL

f　　　　”L　・、勺こ

（Y．T）

恨みも残ったが、ケントの街では、

こんな楽しい舟遊びの想い出も・…．・

おかげて集合時間に遅刻
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スイス

アルプスの美しい山々、そして澄みきった空

気、鏡のような湖面、自然と伝統の国スイス、

その最大都市チューリッヒは初秋の気配をた

だよわせていた

＜

L

＜

1〔1

と耳

報告担当第2班

ノ」、E目切貝り雄

高橋　久雄

伊東　茂哉

小松　修子

宮澤　典子

島　　悦子

加藤　義孝

lll梨県LZ甲陽学1章i

至誠学園

名f握i芋’ヒ会館愛、り㌻一ム

旭か「1：学園

’ド安養育院

徳品り己苗ホーム

愛対1県、㍑よらわ学1ぷ1
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政治体制と歴史的背景 　中世後期の建国以来、スイスは一貫して、地方分権的な、連邦制

に基礎を置く政治体制をとってきた。

　17世紀から18世紀にかけては、都市部および農村部のいずれのカ

ントン（州）でも貴族政治が発達し、政治権力は少数の「統治能力

を備えた名家」の間で分割されていた。また、それ以前にもスイス

の広範な地域は、限られた権利しか持たない従属地域として取り扱

われており、強力な中央政府が樹立されることはなかった。

　スイス人の生活は、現在でもなお、小さいながらも独自の文化を

保持するそれぞれの地域を基盤として営まれている。

産業とスイス人の気質 　スイスは世界で最も豊かな国の一っだ。しかし、わずか数十年前

の窮乏生活と広範囲な貧困は、しっかりと国民の意識の中に残って

いる。天然資源に乏しいスイスは、もともと貧しい国であり、19世

紀前半まで、飢餓はありふれた出来事だったが、この国も、産業革

命のおかげで徐々に繁栄の道をたどり始めた。こような共通の体験

が次の二っの結果をもたらした。

まず一つは、少なくとも古い世代のスイス人は高い勤労道徳観念を

持っていること。二っ目として、多くのスイス人の生活態度に、慎

重さと、ものごとに対するやや保守的な姿勢が目立つ点が挙げられ

る。

　以上の二っの歴史的特徴は、工業化社会から脱工業化社会への転

換という困難な道を歩んでいる今日も、スイスという国を特徴づけ

る主な要素になっている。

　スイスは地中海と北ヨーロッパを結ぶ交易の中継地でもあったこ

とから、他国との貿易や文化交流は早くからスイス人の生活の一部

となっていた。

　また、天然資源の不足から、スイス経済は何世紀にもわたり、輸

入原料を加工し高品質の製品として再輸出することに専念してきた。

外 交 　貿易の発展とともに、スイスは諸外国と密接な関係を結ぶように

なり、すでに16世紀には、スイスが軍事力に依存した膨脹主義的な

外交政策を進めるのは不可能であることが明らかになり、自国の利

益を守るため、中立外交政策を掲げ、すべての近隣諸国と外交関係
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を持たざるを得なかった。そこで、経済的交流とともに、諸外国と

の平和的な外交関係をひとつの伝統としている。

この伝統は20世紀になってさらに強化され、より精緻なものに発展

した。現在、スイスの外交政策は、中立姓・不偏性・国際連帯・有

用性（中立国としての立場を生かして、紛争当事国間の仲介などに

働くことを意味する）の四つの原則に基づいている。数多くの国際

機関に加盟している事実は、スイスが国際社会へ政治的、外交的に

積極的に参加していることを示している。

しかし、スイスは国連には加盟していない。

現在の社会問題と

新しい形態の政治行動

　新しい社会問題として、アルコール中毒と麻薬の使用が挙げられ

る。特に、麻薬中毒者の数は、過去数年間に確実に増加し、大都市

だけでなく、他の地域にも広がっており、若年層の中毒者の数が増

えている。麻薬問題は、環境の保護や消費社会における文化的観点

から見た生活の質の維持とならんで、今日のスイス社会においてそ

の解決が望まれる主要問題の一つとなっている。一方、選挙やその

他の投票で、投票率が低下していることから、国民投票に代表され

る伝統的な政治決定のプロセスに対する市民の無関心が広がってい

ることがうかがえる。しかし、このことは、直ちに市民が政治的な

問題に興味を失ったというより、新たに発生した環境保護や文化、

生活の質などの問題に付随して生まれた新しい形の政治行動への移

行が進んでいることを示すものと考えられる。

国土面積と人口

首　　　　都

主　要　言　語

教
態
替

　

形
為

　
　
と

　
治

貨

宗

政

通

の
業

ぐ9
　
産

P

N
要

G
主

41、293㎞　　671万人

ベルン（14万人）

ドイツ語、フランス語、イタリア語

レト＝ロマン語

力トリック　49％　　プロテスタント　48％

26のカントン（州）による連邦制

スイス・フラン　US＄1＝SFRL48

　　　　　　　SFR　1＝￥77

219β37百万ドル（1人当たり）32，790ドル

金属、機械・機器、時計、化学、医薬品、

繊維、食品、銀行、保険、観光
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訪問施設報告

Stiftung　Kinderheim　Bifhl　Wadenawil

　　　　　　ピュール子どもの家

　　　（民間の精神薄弱児施設、学校を併設）

説　明　者 W．Zurbuchen（学校部門の責任者）

H．Meier（居住部門の責任者）

概 要 　チ＝一リッヒ市内からバスで約30分ほど走った丘陵地に位置し、

眼下にチューリッヒ湖を望む風光明媚な所にある。

　130年程前に設立された　精神薄弱児の居住施設で、養護学校

（1936年）、職業訓練施設を併設している。

　居住棟は、10～12年前に改築され、現在64名の子どもたちが生活

している。また、25名が自宅から通所している。その範囲は、概ね

10㎞であるが、中には、施設の少ないバーゼルから通所しているケー

スもある。学校は午前中だけで、給食もない。

学校・教育部門

自然に恵まれた環境

黙ご≧㍉．
SliijStiskd

’

友
〆
F

ず

スイスでは、精神薄弱児の障害の程度・能力に応じて、次の3段階

の基準に区分している。

G：重度～　身体的障害も伴い、生活に慣れること、一般的生活習

慣を身にっけさせることを目標にするレベル。

P：中度（Practice）～　学問的な学習は困難であるが、日常的、

実践的なことは学べる。実習可能なレベル。

S：軽度（SchooD～　学校に通うことが可能で、文化的なことを

学習、吸収することができるレベル。

　　　　　　　　　　　　　　　この施設の対象は、PとSのレ

．
．　　　　　　　　　　　ベルの、6～18歳の子どもたちで、

　　「輪、

能力別に5～7名で1クラスを編

成し、現在11クラスある。

　教育方針は、子どもの能力の可

能性を見出していくこと、そして、

その可能性を個々の子どもの教育

目標にしていくことである。
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職業訓練

金属加工の実習

　この施設には、6つの障害者のための職業訓練プログラムがあり、

18～20歳の軽度レベルのr一と．もたちに、職業訓練を行っているe

スイスの一般的な職業訓練期間は、3～5年であるが、ここのプロ

グラムは、最初の1年は観察期間とし、すべての訓練科目を経験さ

せ、能力や適性を判断し、職種を決定。そして、2年間の職業訓練

を行うが、一般のものとは質も異にしている。それは、プログラム

の段階を次の2つに分けているところである、：

　1，保護された環境て働くことがてきるよう訓練する。

　2．一・般社会（産業界）で働くことができるよう訓練する、

：ビ＝一ルrと．もの家の職業訓練プログラム］

　1．農園（農業）～温室や畑で作物の栽培、畜産も行っている，、

　2，園芸、造園～花や木の育成、千入れ、造園作業こ

　3，金属加E～金属｜1作．機械を使い、実際に外部から注文を受け

　　　金属加．工部品を’1三産Lている：

　4．木1二芸～子と．もの家で使う家具などの工作。

　5．家事～清掃、料理等の家庭科．、

　6．営繕～電球交換や水道なとの小さな修理、建物の管理なと．。

生活・居住施設

　　　　　　について

・ 居住棟の生活グループは、1グループの人数が8名で、現在8ク

ループあるsそして、その内訳は学校段階の児童が5グ’ループ、観

察期間が1グルーフ．、職業訓練段階か2ク．’ルーブである：

　職業訓練を実施している2グルーフ．は、現在男子のみで、年齢、

能力的にもそろっているが、将来的には女了も受け入れたいと考え

ている。

　生活グループは、男女、障害の違い、年齢等ミックスしている◇

それは、itPi．に良い影響を与え育ち合う、ということを期待しグルー

プを構成している。

　居室は1～2人部屋、2～3人部屋がある。子どもの状態、能力

等により部屋割りを行っている。

　普段、食事は集中調理されたものを各居住棟に運んで食べる。各

棟にも調理設備があり、特に、週末等は、子ども達も参加し各棟で

調理している。洗濯も一括して行われるが、1、「｝住棟にも洗濯機があ

り失禁等の場合は各々で行っている。
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　てんかんなどの障害を持った了ともも入所しているので、週に3

川医師が来所L．、投薬等の治療を行っている、．

　2週間に1度、金曜日の夜からH曜日の夜まで自宅に外泊する。

また、夏休みは5週間で家庭等に帰省する。帰省できないr一どもは

アルフ．．スにある施設の別荘で過ごしたり、里親の所に行ったりする。

職員について ・ 学校には、1クラスに1名の教員と補助教員が配置される。

　精神薄弱児の教育にっいて、専門教育を受け、ソーシrレ・ヘク

パーデの資格を持った教師がrと．もたちを指導する、

　ISfj三施設の職員の資格は、ソーシア1レ・ペクゴーケ．（生活指導員）

と呼ばれ、その職務はj二どもの家庭の調整、総合的問題解決を図る

こと、なと．てある。居住

施設は1寮に’t人の職員

が配置され、チームを組

み、24時間体制の勤務を

割り振り指導に当たるこ

　職員の勤務時問は、週

12時間てある＝宿直は、

2　グルーフ．16人：二1人の

職員が対応するttt

　また、職※1｛川練はマイ

スターの資格をもった職

員が配置される他、セラ

ヒ．スト等ビューしrども

の家全体て約1｛〕0人の職

員がいる，ほとんど通勤

だが15人程か施没の敷地

内に居住している：

施設の運営について ・
施、訟と運？元鍵2：ま、　［　日／　i／K’．s－1tこ：・）2．∬jSF　（辛勺］9．00Ui「1）

・ その内訳は、ll連邦政府6（」－90SF

　　　　　　／21各市町村3り一50SI弍（∫．と．もの出身地）

　　　　　　3その他〔カントンチューリ／．tヒ皮ひ保護者10SF）
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見 学 　寮舎は2階建てのスイスらしい建物で、日本流に言うとリゾート

地域に建つベンション風の建物。1階には、立派なソファなどの家

具があるホール、台所、食堂、夏には食事もできるテラス、2階に

2人部屋が3っ、1人部屋が1っあった。部屋の中はかなり広く、

職員の当直室もある。庭も広く綺麗に手入れされ、子ども達がちょ

うど芝刈りを行っていた。

　寮舎は、学校を中心に一定の距離を置いて配置されている。寮舎

の間には芝の庭や畑木立ちなど、よくバランスがとられている。

　体育館の下にあるシェルターを見学する。分厚いコンクリートの

壁、分厚いドア、空気清浄機などにびっくりし、永世中立国の防衛

体制の一端を垣間見ることができた。

　職業訓練の教室・設備等が整備され、すばらしいものであった。

金属加工のクラスには、大きな旋盤機械が何台もあり、専任の職員

と訓練生が外部から注文を受けた機械の部品を作っていた。木工芸

の教室では、合板材を造る装置から、大きな電動の工作機械があり、

家具などを製造していた。木材料の乾燥場所まであるのには驚いた。

また、木工製品はほとんど施設内で使用するとのことであった。

　料理実習などを行える教室、裁縫等ができる教室など、全てに赤

い椅麗な花が窓辺にかかり、半地下の教会兼集会室もきれいで全体

の雰囲気はアルプスの自然にとけこんでいた。

　農園、大きな温室を持っ園芸実習。できた作物は施設で食用にす

るほか、販売する店もあり、近所の人が実際に買い物にきており、

地域交流にも役立っていると思われた。

　広い敷地がとにかく羨ましい。そんなことを思っていると目に人っ

たのが木造の建物である。それが居住棟で窓辺に花が飾られており、

室内もゆたっりしたつくり、部屋中にグリーンの鉢植えかあり、こ

うしたところでの子ども達との団繁を想像すると羨ましい限りであっ

た。階段の壁には子どもの写真が額に入って掛けてあり．より一層

和やかな感じがした。べ．’1ドルームは個室なので使うf’と’もの趣味

や個性が出せる部屋造りができて素晴らLいと思う、，木目の柔らか

さも生活の豊かさとゆとりを感じさせてくれた、

　州政府から現在以llの入所の要望があるが、　fどもが多くなるこ

とで生活の質をドげたくないので、これ以ヒ受け入れtい、と話し

てくれた寮長のことばが印象的だったc
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訪問施設報告

Stiftung　Schenkung　Dapples

シェンクンク　ダッペルス
（職業訓練所を併設した男f’教護施設）

概 要

ホール外観

　1923年、ネノスル社の元会長、夕「／ヘルスが氏の別荘を寄贈し設

Cr．された民問施設で、チーリッヒ市内高級住宅地の広い敷地に居住

施設と職業訓練部門がある。対象は16歳～22歳の犯罪や麻薬等の問

題や情緒的に障害のある少年で、定員は30名である。その内2／3

は罪を犯した少年、1／3は家庭なと’で問題を起こし青少年局事務

所で人所が適当と判定された者が全国から入所する。16歳以下で罪

を犯した場合は別の専門施設に入所することになると言う。スイス

には17ヵ所の矯正施設があり、罪を罰する施設はないとのことe現

にこの施設は、｝τどもたちを閉じこめない、という方針で、鍵はか

けず、開放的である。

　ダ・ソヘルスの教育の重点は、職業訓辣である、職業訓練は、所内

で理論と実技を勉強する，訓練科日は、精密金属加Il、鉄鋼、木1．1

芸、塗装の4ってある。入所期間は、4年間である，：職業訓練学校

の訓練期間で、職業の国家資格が取得できるとのことでもあるニ

　ダッヘルスの教育方針にっいて、所長はベスタロ・チの考え方を

取り入れ、心とT：と頭を一体にすることで自分を見直L、職業資格

を取り、新Lい人牛を歩んてもらいたいと話していた。

　職員の数は寮舎（生活）担当15人、職業訓練担当15人、計30人て

ある一この施設は寮舎と訓練所の他にいろいろな催しに利川てきる

設備を整えたホールを持ち、地域住民に開放L交流を図っている．
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寮舎（生活の場） 　居住部門は3グループに分けられ、1グループの子どもは9人で、

各寮の職員は5人。寮舎など建物の配置は日本の教護院に似ている。

寮舎は3階建てで、キッチン（電磁調理機が配置されていた）、ホー

ル設備は素晴らしく、家庭的でもある。居室は全部個室で、ポスター

が張られ、ステレオ、椅子、テーブルの家具も置かれ「自分の部屋」

といった感じであった。

　全体を管理する建物はなく、所長自身も1つの寮を担当している。

各寮の自治性を尊重すると共に3寮間で調整しながら運営している。

　各寮舎では週1回会議をもち食事のメ＝ユーのことからいろいろ

な問題にっいても話し合う。また掃除、炊事は入所者自身が行う。

見学した寮では入所者7人分を1人の食事当番が作るとのことであっ

た。掃除は、共同で使う場所はきれいにするのみならず、見た感じ

が良いことまで要求する。各自の部屋も自由だが、だらしなくない

程度に片付けさせ、一般に要求されるよい環境の中で、生活リズム

を作り、常識的な態度を身にっけることを期待している。全体的に

は、個別差もあり寛容に見ているとのこと。アルコールは許可して

いないが、煙草は止めさせられないので黙認している。就寝時刻は

11時で、一応遵守されている。寮舎にあるテーブル、椅子、床、天

井の板張りなどもここで作ったもの、とのこと。

　r施設で長期間生活してはいけない。施設の生活に慣れ過ぎては、

社会適応ができなくなる。』という施設の方針に従って、月に1岡

週末外泊をさせる。外泊中はと’こに行っても良いとのこと。外出を

したがらない子どもには月に1回は外に出るように指導している。

また、入園2年目ぐらいから、施設の費用負担で近くにアパートを

借り自活させ、そこから施設に通所させているとのことである。

　22歳頃退所し、家庭復帰ではなく独立して出ていくことが多い。

退所直後に問題を起こしてしまうことが多く、相談しやすいように

いつでも帰れるような気持ちを持たせており、OB会もある。

　生活部門の方は問題が多い。スイス最大の都市チューリッヒでは

麻薬問題が社会問題になっており、この麻薬問題も施設に影響を及

ぼし、麻薬問題はこの中でも起こっているという。人所者とドラ・ソ

グとの問題の解決は困難である。また、この施設が抱えているもう

一っ大きな問題は、外国人労働者の子供、その2世が増加している
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ことである。現在8力国のr一どもか入所しており、．文化、考え方の

違いから、この施設で生活L、適応していくことを更に難しくして

いるとのことである：ここの施設に適応できない場合は、チューリノ

ヒから遠く離れた同レベルの施設に行くか、チューtjノヒから遠く

離れた閉鎖施設に入ることになるc

　｛叉問は2名の宿直者が指導を行うが、寮舎内に居て指導するので

はなく、敷地内・寮舎で巡回指導を］了い、問題が発生した時その場

に駆け付け指導に当たっているというc問題も多く、職員のストレ

スも多く、重労働であり、退職する職員（平均2～3年）ち多いと

のことである。

職業訓練部門

1『．

　施、没内に・金属加1．じ・鉄負司・木1：（家具製作）　・塗装の4つの訓

練科目があり、理論と実技を勉強する教室棟と各科の独立した広い

実習棟かあり、専属の指導員か配置されている、スイスの教育制度

とも関連L、職業訓練を重視していることかわかるt一修業期間は、

4年間て資格取得がてき、退所後も．、転職場はあるが、転職種は少

ないとのことてあるr

　　　　べ争鱒
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・ 金属加Il

　コンピューター付きの精密旋盤等の1二作機械がfiSJ台もあり、　f乍業

場も広く、上場のようである。日本製の機械もあり外国からも注文

を受けているとのこと。見学時、訓練生が機械部品を作っていた。

・ 鉄　　鋼

　鉄骨建物の鉄骨の加工など行っていた。設備はかなり充実している。

・ 木1：（家具製作）

　かなり大型の工作機械が並び、製品の保管場所、木材料の乾燥場

所などもあり、大きく立派な作業場であった。職員が営業活動も行

い注文も多く製品の評判もよいとのこと。

・ 塗　　装

　見学時には、訓練生は施設外の現場に行っているとのことでいな

かった，仕事の性質上、天気の良い時は、施設外の現場に行き、雨

天時と冬期間には施設内で作業をすることが多いとのこと。ダソベ

ルスで塗装科Hがあることが近燐に知られ、仕事は十分にあり、施

設への理解・広報などに役立っているとのことである。

　金属加1：の年間受注契約高は150万フランてある。入所者の賃金

は、一般の最低賃金に準じて支給している。その月額は、入所1年

n；350SF　2年［ヨ；450SF，　3年目：550SF，　4年目；700SFg

屋根裏を利用した食堂で
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感 想

世界的に著名なスイスの教育者

　　　　ペスタロッチの銅像

　日本流に言うと、寮舎での生活や入所児への開放処遇に対する指

導理念や寮舎や作業場などの建物の配置は教護院のようで、入所児

の入所理由・年齢構成（16～22歳）からいうと中等少年院に近い、

と言う感じであった。職業訓練の内容・規模・期間などからいうと

高等技術専門学校に近い。

　高校中退者が何十万人もいて、無職の少年が問題を起こし、暴走

族化して問題を起こし社会問題になっているU本にも、このような

福祉、教育施設がほしいと思った。

　驚いたのは、夜の管理体制である。3寮舎に職員はおらず、施設

全体を2人の当直者が管理・指導し、問題が起き騒ぎが発生した時

に駆け付けるというのである。教護院の職員としては、かなり気楽

な処遇観であると思わざるを得ない。が、施設に長期間居て施設生

活に慣れ過ぎてはいけない、社会復帰の妨げになるので、「月に1

回は外出させる」ことには共感をもっことができた。

　職業教育の充実にも、感心した。スイスの教育制度、職業観から

すれば、社会に出て1人前の人間として生きていくためには、職業

訓練を受け資格を持っことが最低条件である。非行少年が社会復帰

するには、施設でも職業訓練を重視することは当然のことかもしれ

ないが、そのための設備、職員配置が中途半端でないことには、や

はり驚いてしまう。

コト1

一

　土地が口本同様に高いチュー

リッヒ市内の高級住宅地に民

間企業の寄付’によってつくら

れたということ、地域住民が

その存在に不快感を持たず、

施設も、常に地域交流を考え

ホールを地域住民がいろいろ

な形で利用できるよう、その

設備まで改善し努力している

ことなどにも感心する。我々

が昼食をとったホールでは、

その晩結婚披露パーティーが

開かれるとのことであったc
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Jugendamt　des　Kanton　Zlirich

チューリッヒ州青少年福祉部

カントン・チューリッヒ州政府からの行政説明は、シェンクンク・

ダソベルスと州政府庁舎で行われた。

シェンクンク・ダッペルスで行われた行政説明

説明者：州政府青少年部施設担当責任者　M，ゲラーッ

・ 青少年ホームに関する法律（Kantonales　Jugendamt）に基づい

て施設福祉行政を実施している。

・ 施設福祉行政の組織

カントン・チューリッヒ州政府

文部省……青少年部……義務教育局……社会福祉局……施設担当課

　前日に見学研修したKinderheirn　Buhlは義務教育課に所管してい

る。

・ 施設担当の主な業務は、①助成金を出すこと、②監督（コン

トa一ル）、③基準を出すこと、である。

・カントン・チューリッヒの施設の定義は、「5人以上を5臼開以

1二（昼夜）処遇するところ」ということであった。

・ 1986年に施設の現場職員と協力して行った調査では、カントン・

チューリッヒの全施設の収容能力は2，029人で、L426人が入所して

いる。施設数は62ヵ所（定員は8人から4〔〕人）、施設職員数は860人

である。施設職員は前年比で87人減少している。

・ 発達障害児童など重度障害児童の施設入所を優先し、財政L：の理

由で軽度の児童は通学、通所に切り替えている。

　施設担当責任者M．ゲラーツ課長から日本の施設福祉の現状、特

に「施設と保護者との関係について」、「職員配置基準について」の

質問があり、養護施設、教護院、厚生省の代表から回答をする。

州政府庁舎で行われた

　　　　　　行政説明

説明者：州政府文部省青少年部副部長　P．ラガーッ

・青少年部は、チ＝一リ・ソヒ州政府文部省の一部で、Fi一少年問題の
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全般を扱っている。文部省およびこのような部局は州毎にある。

・チューリッヒ州政府文部省は、次のような部署に分かれている。

　①一般的問題；文化、教育上の問題に当たる。

　②大学部；21，000の学生がいるチューリッヒ州立大学の管理・運

　　　　　　営。大変に忙しい部署である。

　③ミドル・スノギムナジューム　教員養成などの専門学校

　④義務教育

　⑤手工芸、家政

　⑥教育学、研究部

　⑦職業指導、訓練部

　⑧教材研究

　⑨会計

　⑩青少年部

・チューリッヒ州政府文部省青少年部は、1919年に教員などから設

立要請の声が上がり設立された。州の法律『青少年援助法』に基づ

いてユースヘルフェ（心身の援助）を実施している。

　青少年問題を扱っているところは、州裁判所と州の局の下にある

郡（ベツヤック）である。郡は、チューリッヒ州に11郡ある。

・ 州レベルでは全体的な問題解決に対処するほか、人事、補助金交

付などを行い、実際に青少年問題の援助活動を実施しているのは、

郡である。

・チューリッヒ州政府文部省青少年部の業務内容

　（1｝一般的部門（総務、企画）1法律の改正などを行う。

　　　　　　　　　　　　　　職員は5人

　〔2施設部門；施設福祉を担当。

　　　財団法人の施設、プライベイト施設への助成金等援助

　（3峨業指導・訓練部門　職員8人

　　　　　　　　　　　この組織を再組織、改正の予定。

　　　職業指導・訓練は、スイスの大きな課題である。州レベルで

　　も教育に力を入れているが、スイスには26州あり、横のつなが

　　りは少ない。

　　　スイスの教育……スイスでは、人間が資源であると言う考え

　　方が強い。
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　義務教育は9年間。90％は職業∂ll練校へ。3～4年間の訓練後、

　3年間の企業実習、国家試験、資格を得て就職。

　10％が、医者、法律家、教師等になるために大学に進学する。

・ 職業指導・訓練に必要な教材、情報を集あること。800種の職

　業の資料を集めている。職業指導を重視

・ 最近、職業に関する情報を与え、自分自身で職業選択を考える

　ための施設；職業センター一一が必要となり、検討している。

・ 最近、女性などに職業復帰が多く、再職業訓練が課題となって

　いる。

（4）健全育成部門

・ 麻薬等の社会的問題、非行防止、予防福祉を担当する。

・11の郡が担当している。

・ 社会指導……子ども、青少年、親を指導する。

（5）青少年課　ユーリス　　　　職員は30人

・法を犯した青少年に対処する青少年法の執行は、11の郡で行う。

　280職場、400人の職員がいる。（市町村も含む。）

・ 州のホーム（施設）とは、緊密な連携をとっている。

・ 法を犯した青少年の処置は、概ね次のとおり。

・ 軽度；水曜日の午後に労働をさせる。（水曜日の午後は学校は休校）

・重度：ケースは少ない。（外国人も対象者となる。）

・最終的には、施設収容

・ チ＝一リッヒ州11郡が、実際に携わっている対象人口は85万人

　（120万一35万）である。州の首都Zurichは別途に実施

　Zurich　KANTONの人ロ　120万人

　Zurich　CITYの人口　　35万人

　刑法犯罪はZurich　KANTONが行うので，120万人が対象。

　郡の青少年局の事務所は、40ヵ所、400人の職員が配置されて

　いる。

・郡の青少年局の事務所の職員構成

　＊所長

　＊ソーシャルワーカー

　＊職業訓練指導官

　＊ムッターベラー（産後の母親指導、保健婦）
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＊児童心理セラピスト

・ 郡の青少年局の事務所には、家庭の問題、個人的、経済的、社

会的な問題を抱えて、指導・援助を受けたい人が事務所に自発

的に来所する。青少年局の事務所では、親・子・家族を指導援

助し、利用度は高い。年間に120ケース位を扱う。1ケース4

時間で、不幸な話が多く、問題解決の成功例は少ない。

　　0～2歳児の相談は、ムッターベラー、児童心理セラピスト

が相談・指導・援助を行う。女性は産後子どもが0～2歳の間、

月1～2回小児科医に無料検診を利用できるなど郡の青少年局

の事務所の援助が受けられる。強制的ではないが、母子手帳も

出している。

　　2～6歳児の相談は、主にソーシャルワーカーが行う。その

中で情緒障害、性的虐待などの問題の相談については、児童心

理セラピストが対応する。（5～10％）

・ 社会指導；4年間の専門学校で社会福祉の専門教育を受けたソー

　シャルワーカーが、実施している。11郡には約100人のソーシャ

　ルワーカーがおり、家庭の問題、個人的、経済的、社会的な問

題を抱えた対象者に、その問題を解決するため親・子・家族を

指導援助している。また、一般的問題にっいては講習会等も実

施し指導している。

　犯罪、刑法犯に関する問題については来所を待たず、法律に

基づき強制的に指導する場合もある。

・ 社会指導の例；離婚に関わるケース

　　チ；一リッヒ州では夫婦の3組に1組が離婚し、離婚から発

生する問題が多い。離婚した場合、父親は母子に対して養育費

の支払いという経済的負担を負い、裁判所は養育費の支払い命

　令を出す。70％は、父親が問題なく養育費を支払うが、残り30

％の父親が、支払い拒否、または、支払い困難である。相談を

受けたワーカーが、父親の元に支払いの要請、養育費の受取り

　に行くが、問題は解決されることは少なく、時間もかかり、難

　しい。10年前から、新しい解決法を取り入れた。支払い拒否、

　または、支払い困難の父親に代って州が養育費を母親に支払い、

州が父親から養育費を徴収するという方法である。その結果、
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質 疑

従来の支fムいeN難なケースoつ5∩％が支fムうようになった；．残り

50％は、一’部しか支払えない支払い困難者、支払い拒否者てあ

る：

　悪質な場合か年間に5｛〕ケースく．．らいあり、刑務所で服役する

こともある。

・ 1992年21．］に法律改ill二母r家庭など睾茶済的な理由でlll産ll噺1く．

に働かなけれはならない母親に助成金を支給（2年間）、2歳

までは母親との生活を大切に9ーべきとの考えからてある．

月客貞2．し）OOF．IF

支払条件　1母f家庭、未婚の母

　　　　2’経済的理山（出r庄2ヵ月後からはf’と．もを託1足所

　　　　　に預け働くことが必要、受給は自分で判断する）

・ユースセンター：再ひ働くことを希望する女性などの増加によ

ll再職業訓1襖を行う三めのセン9一を検討Lている．

：’登校拒否はあるか∵

・スイスには、叶一スは少ない　理解できない

・ 家出の場合は、警察か探L、㍑少年の事務所・ご｝：［1断L、ホーム

　に入所．させ、指三尊する

・ 義務教育期間の問題は、文離斉∫）義務教育課て対（己；するか、こ

の問題に一．．）いては聞いていない＝

・スイスの場合、親の都合で欠席きせると罰全刑になる．

⊃出産後2年間σ）助成全は母∫．が働かなくて1：．生活できる額か’．1

・ 50％は、働いていない、最低線の生活かてきる二とがペース．
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・生活保護を受けないでよい程度を青少年事務所が支給。

○軽い罪の子供に労働させるといういうこであるが、罪の段階を

　判断するのはどこか？

・ 各青少年事務所が行う。

・ 警察に補導され、裁判所に送致され、郡の青少年事務所に来る。

Oペスタロッチの考えはまだ生きているのか？

・学校教育の中には、基礎的な部分では根強い。

・ペスタロッチの時代にはなかった問題が（例えば離婚が）増大

　する中で、中心にはなっていない。

○子ども体罰禁止法はあるか？（日本ではあると紹介されている）

・暴行という意味ではある。

・3年前に、学校での体罰禁止法が制定された。

・一般家庭での体罰については、法律で禁止していない。

感 想 ・ カントンチューリッヒ州政府の特別室で研修は行われた。その特

別室には州議会員で連邦政府の大臣になった議員（7人の大臣）の

肖像画と歴代の州議会長の肖像画が壁に飾られ、天井も高く、椅子、

机も豪華であった。州政府が異国の研修団を歓待してくれるいるこ

とが感じられた。

・スイス人は働き者で、サマータイム制度を実施していることもあ

り、朝6時過ぎには出勤し、仕事を始めるとのこと。9時頃には少

しお腹が空くので、第2の朝食と呼ばれるパン、コーヒーを食べる

　　　　　　　　　　　　　　　　　と言うことで、我々も御馳

　　　　　　　　　　　　　　　　　走になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　・行政組織が複雑、州より

　　　　　　　　　　　　　　　　　は郡、郡よりは市町村の方

　　　　　　　　　　　　　　　　　がより強い権限を持ってい

　　　　　　　　　　　　　　　　　る。地方自治がはっきりし

　　　　　　　　　　　　　　　　　ていること、州政府も市町

　　　　　　　　　　　　　　　　　村の意志を尊重しているこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　と、などに感心する。

スイスの可愛いい

4つ子とその両親
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概

訪問施設報告

　　　　　　　　　　Zentrum　am　Obertor

　　　　　　　　　オーバータワーセンター

（世代間の交流を促進するための住宅と教育プログラムを持ったセンター）

要 所在地：スイスチa一リソヒ州“”interthur

経営主体：ウインタートゥールモデルtts［一，H

所　　長：ヱーリッヒ　ヴェルネル氏（Mr．　Erich“：erner）

センターの目的と理念：高齢者と若者がふれあい共に学習する場を

実践的に試行、開発する，

YOじNG　AND　OしD－IIOW　DO　I　FIT　IN？

　一私たちは、全ての1吐代がお「llいに理解し合うように考え、行動

　　しているだろうか？

　一私たちは、お年寄のアイデンティティーを支えるような手助け

　　をしているだろうかttl

　一私たちは世代間のギャップの橋渡しをしているだろうか？

開　　設：1977年

入居者の募集：新聞等で募集

家　　賃：世間の平均的な額

入居者：31の住居に家族、高齢者、障害者、学生を意図的に組

　　　　　み合わせ入居させている。現在45名が住んでいるr

住宅及び施設：現在10軒の集合住宅を使用し、住居の他、店舗やレ

　　　　　ストラン、一般の人々も通り抜けのできるψ庭、住人

　　　　　のための小さな中庭がある。また、住人の協同活動の

　　　　　ための施設として、ホールやグループ活動室、調理室、

　　　　　アトリエなどがある。

運営組織：．センター運営委員会　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各グループ

　　　　　　　　　．　　　　　　　　　＊選択できる

　　　　　i　－＜F・RM＞⊥・3明毎噺し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　いグループ（プ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　ログラム）　が取

　　　　　　鯖担当責儲　　L一り入れられる
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プログラム：個々のニースと全ての世代の希望を、5r〕のコースと毎

オーバータワーセンターの
　　　家並とシンポルマーク

　　　　　　週行われるいろいろなイヘントの中に組み入れるよう

　　　　　　に試みている：

　　　　　　　そして、それらのフ．ログラムは75人の教育ス9．ソフ

　　　　　　と多くのポランティアやオーカ．ナイザーによって企画

　　　　　　され運営されている：

　　　　　　　また、参加者の意見を常に反映するよう配慮されて

　　　　　　いる。

　　　　　　（各コースの参加者情成）8～12人、3世代が参加．，

　　　　　　（コースの形式）コースそのものの前後：如分聞は会場

　　　　　　を開：十ておくこと．途中でお茶の時間を†寺ち、コミュ

　　　　　　ニケーションを人切にする：

　　　　　　〔コースの例）外国語による会話、と．のように日分が

　　　　　　老いていくかの学習、芸術史、絵画、陶芸、料理、裁

　　　　　　辛逢、、涜，樗叶一クル、，；舌し合い、演奏、合唱、ハイキン

　　　　　　ク．、旅行、ダンス、コン叶一ト、レクチー・　一、展覧会、

　　　　　　などなど一

住民の自治：）」に1回（．定例）全体の交流の場を設け、そこで管理

　　　　　　的な約束や問題等も話L合」、解決、改善する。

　　　　　　開設以来15年間継続　出席率は80％c

運　　　営；運営費の公的援助は無く100％財団が負担しているc

　　　　　　建物の改造費については5〔〕％市からの助成を受けた。

財団について 　スイスの保険会社ウインタートゥールグループが100周年記念事

業として1975年に設立。

　社会的な問題の背景の一つとして世代間のギャップによるものが

あり、このギャップを少なくし異なる世代がふれあい、共に生きて

いくことを学ぶことが大切であると考えた。世代間の統合を進める

ための方法・丁段を開発し、より充実させて行くことを財団の設立

日標とした．そして、それは4部門（①．Centre　obertor，

2＞HotiSing　projec・t　unt．eres　Buhl，，③Concept　of　services，

④NeW　hc，using　sche1ues　on　t↓⊃Wn　outskirts）の科学的な調査や

実験的な活動とLて進められている。
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　異世代との交流についてのアンケート調査（1991年）の結果から

も65歳以上の高齢者の45％は若い人達と何かをしたいと答えている

が、40～60歳は16％、20～40歳は5％と若い世代ほど少ない。若い

世代に他の世代を受け入れ、高齢者が溶け込めるような働きかけが

これからの課題であるとのこと。

感 想

才一バータワーの
絵はがき

　世代間のギャップ

　を取りのぞくため

　のいろいろなブO
　グラム

　Fl本においても、伝承遊び、3世代交流…、ふれあい…等の遊ひ1

や行事、ボランティア活動を通し世代間の交流をli的とLたものが、

最近、特に多く行われるようになったと想える：，また、2世帯住宅

のように新たな家族形態を住宅の1頂から考えたり、i町内の1’1治会や

了ども会なと．地域をっなぐ組織もあるが、反面、地域社会の影響力

の低ドに象徴される．ように、人と人とのっながりというlkiではなお

不安定である　区画整理という形で行政ll導的な色彩の強い新Lい

“ まちづくり一か進められ、地域によ一）てはそのためにenSiii化を助

長し、　L‘生活”を壊LてLまう例さえある、，．その地域の伝統や文化

によって、保たれ、発展Lてきた地域社会の人1聞則係か失われ孤、7

Lていく中ての問題は、スイスも日本も共通するものかあるように

感した。

　その中で、このオーハータワーセンターの試みと実践の積み・Pね

は、　“ウインタート’・t一ル”モテ．ルの他の部門の’k：　if長や研究と相｝1／

に関係し、人とノ＼二の関係という点ての”葎らL”や“まち”の再
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構築をしていくプロセスであり、非常に興味深いものであった。

　そして、このセンターに暮らす人ぴとがセンターの環境やいろい

ろなプログラムを通して、自分と違う世代の人達に対する受け止め

方や関わり方に変化が生まれ、互いに尊重しあう関係が育ち、若者

は年寄りの経験から学び、年寄りは若者から現代的なものを学ぷ。

そして、共に新しい社会をつくっていくという広がりが、長い時間

をかけて主体的な文化を生み出し、その範囲を広げていく。あるい

は、センターで育てられた世代問の関係の持ち方が周囲へ波及して

いき、それが、大きな“まちづくり”へと発展する、というような

ことを考えると、遠大なプロジェクトであると、改めて感じ入った

ものである。

　児童施設では、特に「自立という課題での、社会との関わり方」、

また、児童が地域社会の中で育っという点で、社会の、児童福祉や

児童の健全育成に対するあり方が私達にとっても大切なテーマであ

る。言い換えれば“まちづくり”をしていくことも、児童養護を進

める上での環境づくりである。このセンターは援助を必要とする人

びとのための、いわゆる、福祉施設ではなかったが、子ども達を取

り巻く社会を考える上で大変興味深く、いろいろなヒントを得るこ

とが出来た。

スイスこぼれ話』

幸せ（4合わせ）な出会い

　スイスはティトリスのふもとの町で、4

っ子の赤ちゃんに出会った。あまり可愛い

いので、

「写真とってもいいですか？」

4っ葉のクローバーを連想しながら、そう

問いかけると、両親がうれしそうにほほ笑

む。赤ちゃんをあやしていると、

「私たちは撮らないのか？」

と父親が、ちょっと不満そうに言う。

「赤ちゃんは可愛いいけど、オヤのほうは

それ程でも………」という訳にもいかず、

もじもじしていると、父親が腕を組もうと

いわんばかり……。

　そこでみんなでハッピーな顔をパチリ。

「幸せ同志のハチ合わせ」などというが、

幸せファミリーとのこの出会い、やっぱり

4っ子は「4合わせ」をもたらしてくれる

のかなあ。

　久しぶりに赤ちゃんの笑顔とスキンシッ

プ。私たちも、とってもとっても心が和ん

でハ・ソピーな一日だった。　　（Y．T）
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オーストリァ

　
　
　
　
　
　
　
〆
諺
託

ワルツの街、ハプスプルグ家の王都。かつて

’栄光の都’と呼ばれたウィーンは、多くの

旅人の夢と憧れを満たす、オーストリアのモ

ダンな首都。

　　　報告担当第1班

班　長　生方　　孝　鐘の鳴る丘　少年の家

副班長　高橋百合子　尾道母子寮

　　　井関　英夫　わかすぎ学園

　　　荻野　　至　日の出善隣館

　　　弓立美千代　光の園摂理の家

　　　武市　　浩　高知県立希望が丘学園

　　　坂口　繁治　ことりさわ学園
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歴史的背景 　オーストリア共和国は10世紀の神聖ローマ帝国の領土であった頃

から、ヨーロッパ中部の交通の要として位置する、国の周囲が了力

国に接する内陸の国である。

　9つの州（カントン）から成る連邦共和国で、それぞれの州が憲

法・議会・政府を有し、司法・外交・軍事権は連邦に帰属している。

約8万4千㎡（日本の約5分の1の広さ）の中に約770万人の人口

を抱えている。山と森に囲まれた美しい国である。

　第二次世界大戦が始まった時には、ナチス・ドイツと合邦したま

ま戦争に突入したオーストリアは、複雑な国家の形態により、大戦

末期にはドイツ軍を追って侵入してきた連合軍を開放軍として迎え

ることになり、戦争が終わった時には、敗戦国なのか戦勝国なのか

はっきりしない微妙な立場に立たされた。

　しかし時の政治指導者たちは、大連立政権を形成し、その結果、

オーストリアはいずれの軍事ブロックにも加わらないU永世中立国”

として18年後の1955年に正式に独立を回復した。

　今、豊かで平和な国、オーストリアは、これ迄にも多くの出稼ぎ

外国人や難民を寛大に受け入れてきたが、東欧諸国・共産主義国家

の崩壊とともに、流入人口の増大にともなう住宅不足、職場不足、

その上に犯罪の増加など、今後も続くであろうこの事態に、大きな

社会問題として頭を悩ませている。

言語・宗教 　オーストリアはドイツ系民族が約98％を占め、公用語は99％の人

が話すドイツ語である。一部の州ではクロアチア語やスロヴェニア

語及びハンガリー語を話す少数民族もいる。

　宗教は9割がローマカトリック教であり他にユダヤ教、ギリシャ

正教がある。一般の人々のカトリックとしての信仰心は非常に強い。

　そしてオーストリア人はゲルマン民族に共通の、勤勉で規律正し

い資質を有する一方で、650年余り続いたハプスブルグ王家の歴史

を受け継いだ文化遺産にも誇りを持ち伝統に対する愛着も強い。

　また一方、音楽や芸術、科学技術や精神分析学といった面にまで、

幅広い世界的な先駆者を生んでいる6
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産業・経済 石油を初め、天然ガス、鉄鉱石、石炭等の資源にも恵まれ、かっ金

属加工の優れた工業国でもあり、他方、国土の2／3が山地である

にも関わらず、農産物の自給度も高く、牛肉や酪農製品、ワイン等

は輸出品目にもなっている。

社会保障 　社会保障の体系の主なものは健康保険、年金保険、家族手当、そ

の他の福祉、の4っに分けられている。健康保険は療養、治療、薬

剤の給付、傷病手当の支給が受けられ、年金保険は退職年齢（男性

は60歳、女性は55歳）に達したり、労働能力が減少した時などに支

払われるものである。

　家族手当は、出産の祝い金がユ5，000シリングがお産時に半額、1

歳の誕生日に半額が支払われる。

　児童手当は毎月下記のように支給される。＊1シリング＝約10円

　　　　　　　10歳迄　　　　ll歳～18歳迄　　大学進学の場合

健常児に　　　1．450シリング　1．650シリング　1．950シリング

（障害加算）　1，650　　　　　L650　　　　　11650

障害児に（合計）3．100　　　　　3、300　　　　　3，600

　その他の福祉では戦傷病者と戦没遺族に対して、医療費、年金の

支払い、犯罪被害者に対しては補償制度による支給、がある。

　また、障害児（者）や老人、児童といった社会的弱者に対する福

祉施策は各州の管轄で、地方団体と各種民間団体により、施設が設

置・運営されている。

　研修団が滞在した首都ウィーンは、第一次世界大戦でオーストリ

アが敗戦するまではハプスブルグ帝国の首都でもあったわけで、ヨー

ロッパ屈指の都市として栄えたその美しさと文化の香りは伝統その

もの。　“音楽の都・森の都・歴史の都”として現在に至っている。

　旧市街はリンクと呼ばれる幅57m、長さ約4　kmにわたる五角形の

環状道路で囲まれて、その両側には国会議事堂を初め、国立オペラ

座、王宮など、貴重な建物が所狭しと並び、中央部にはウィーン市

の象徴でもある聖シュテファン大寺院もあり、訪れる人々を圧倒す

る。また、ドナウ川の左岸には、国連の諸機関などが本拠を置く、

国際的、近代的な建物が目を引く。
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SOS子どもの村

　　SOS－Kinderdorf
創設者と設立の経過

　事前研修の時に色々な項目をとりあげて話し合ったが、メイ

ンとなったのは、やはりSOS子どもの村のことと、そこに働く

ムッターの役割・意識（考え）にっいてであった。

　SOS子どもの村は、創始者のヘルマン・グマイナー（Hermann

Gemeiner）がオーストリアのチロル地方のイムストという小さな

町に1949年、SOS子どもの村協会を設立したことに始まる。

　1919年、it　一ストリアの山岳地帯の農家に生まれたグマイナーは

早くに親を亡くし、長姉に育てられ、苦学の末にインスブルグ大学

（医学部）を卒業した。

　当時の第二次世界大戦により、子どもたちに降りかかった物質的

な破壊と、精神的、道徳的崩壊には計り知れないものがあった。

犯罪学者・心理学者・社会福祉関係者たちは、健全で秩序ある家庭

という後ろ盾を失った子どもたちが、正常な生活から投げ出された

ために、数々の社会不安がひき起こされることを予測した。

　グマイナーはこの時、自己の理想を実現しようと考え、「子ども

には家庭・家族が必要である」との考えを根底に置き゜Save　Our

Soul”「我らの魂を救い賜え」と、僅か600シリングの設立資金で

この事業に取り組んだ。しかし、設立当時は、人的にも設備面でも

資金面でもあらゆる点で不足していた。

　そして、戦争による孤児救済から始まったSOSであったが、オー

ストリアからヨーロッパへ、そして、次第に発展途上の国にも建設

が始まり、今や世界中に1．000ヵ所（400の養護施設と600の保育園、

学校、職業訓練所、療養所等）が設立されている。

1949年　オーストVア（イムスト）にSOS子どもの村協会を設立

1951年　オーストリア（イムスト）にSOS子どもの村を建設

1959年　創設10年でヨーロッパ各地に20ヵ所の子どもの村を建設

1963年　発展途上国に建設が始まる（南アメリカ・韓因）

1964年SOSキンダードルフインターナショナルが全てのSOSの統

　　　　括組織となる

1969年　創立後20年で35力国に70のSOS子どもの村ができる

1979年　創1’L30年の国際児童年に際して、新たに30ヵ所の了どもの

　　　　村を設立する
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1982年

1984年

1987年

1989年

1991年

インスブルックにSOSの養成（訓練）所を設立する

国連に認められる組織となる

グマイナーの誕生日、6月23日を国際SOSデイと呼ぶよう

になる

創立40年で283の養護施設と506の他の施設が設立される

SOS子どもの村は世界で最も大きな民間の施設となる

理念と特色 　基本的な考え方は、種々の理由により親と一緒に生活できない子

どもたちを、「自立するまで、養母（ムッター）を中心とした家の

中で、実の家族に代わって健全な家庭生活を提供する」ことに尽き

る。

SOS子どもの村の4原則

・　ムッター（常に愛情ある大人が必要である　）　親の愛情

・ 　兄弟姉妹（一緒に生活をし、育っべきである）　兄弟愛

・ 　家　　（家族には共に住む家が必要である）　住居の大切さ

・ 　ドルフ　（家と家があるから村ができる　　）　隣人愛

　一っの村には15軒から20軒の家があり、一つの家に6人から8人

の子ども達が、ムッターの愛と安らぎを受けながら生活を送ってい

る。その家、村は、生活の】家”であり、そして“ふるさと”でも

あり、いつでも帰ることができる場所である。

　また、SOS子どもの村は、政治的にも宗教的にも独立した民間の

社会福祉施設であって、それぞれの国の文化・宗教等を重んじ、自

国の努力により問題解決を図るために設立するのであるから、ただ

単に貧困を無くすことではなく、福祉と教育の問題を解決するため

のものである。

スタッフ 　中心的役割を担うムッターは、独身であり、一っの家で子と’もた

ちの世話をすることが条件となる。

　ムッターとなるためには、ドルフでタンテ（補助的な仕事）とし

て1年間生活をし、次にSOSの研修所でさらに1年間、専門の勉強

をして資格を得た上に、尚、人格的にも認められなければならない。

　家も、ただ食べたり寝たりする場だけではダメなように、ムッター

もただ愛する気持ちだけでは不十分で、厳しさやけじめがあり、明
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朗で健全な精神を持ち、子どもたちの模範となる、しっかりとした

人格の持ち主であることが肝要である。

　子どもたちに人生を捧げるムッターが日々養育するわけだが、入

所してくる子どもたちは、現実に、内面的にも行動面でもかなり複

雑な問題要素がある。

　当然に「父親」的男性の役割があり、村の村長を中心とした教育

の指導者（教育共同体の指導者）が村の全責任をとる形になっている。

　決して「父親」の役目を排除しているわけではない。

　彼らはドルフの教育や人事面で権威を持った指導者であって、ムッ

ターの心の支えとなるような良き助言者でなくてはならない。

　また、子どもたちにも、世間や人生、日常の問題、困難を認知し

ている男性像として映らなければならない。

自立までの援助 　ドルフの子どもたちは18歳まで、或いはそれ以上でも援助（保護）

を受けることができる。

　義務教育の時は地域の学校に通うが、義務教育を終えると、女子

の場合は、原則として元のムッターの所から職業学校に通い技術を

身につけるように定めている。近くに職業訓練校が無いSOSは、そ

の少女たちのために職業訓練校のある街に、寄宿舎をっくり、女性

の舎監の保護の下で勉学をする。

　男子の場合は、ドルフ内の職業訓練生の家（青少年の家）に移る。

学校に通っている少年は勿論、この家から通学するのだが、兵役義

務を終えた少年がこの家に再び帰ってくることもある。

　「青少年の家」「女子寄宿舎」と、自立するまで一貫して面倒を

見るだけではなく、ドルフの指導者たちは、その後も成長した子ど

もたち対して責任を捨てることはなく、また、子どもたちも、自分

が育ったドルフになお、住民権を持っていることを喜びと感じてい

るのである。

　ドルフの子どもたちには自分の家があり、家族に囲まれて生活し

ている、守られているという安心感がある。

　いわば大きな協同養育団体であり、より良い基盤の上で、子ども

たちが成長できる触れ合いの場であると共に、家庭内だけではなく、

外の世界への懸け橋でもある。
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組 織 　SOSキンダードルフは、民間の社会事業団体であり、各国にある

SOSキンダードルフ協会が運営に当たる。

　協会の任務は、ドルフの建設、維持、管理、及び必要な資金の調

達である。また、各協会には理事会があり、運営状況や資金調達、

会計監査などを行っている。

　なお、各国のSOSキンダードルフ協会は、1；部組織である国際S

OSキンダードルフ連盟に属しており、この連盟は、各国のSOSの

仕事の調整、新規建設の促進、援助、助言を与える。

財 源 　運営に必要な資金は、各国のSOSキンダードルフの会員や賛同者

の会費・寄付等によって賄っている。

　また、工00力国、600万人以上の払友”からの定期的な援助金や財

力のある後援者、企業、各種団体からの寄付もある。

　これらの寄付金は、各国の協会がそれぞれ管理し、それに関する

監査は、協会独白の機関と国の承認を受けた会計検査官の両面で行

われる。

SOS子どもの村
村畏のオリエンテーション
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訪問施設報告

　　　SOS－Kinderdorf－Wienerwald

SOS子どもの村　ヴィナーヴァルト
　　　　　　　（養　護　施　設）

所　在　地 ヒンターブリュール　Hinterbruhユ

説明（案内）者 副村長・リヒャルト氏　Mr．Richard（Deputy　Director）

概 要 　1957年に工事が始まり、1962年に出来上がったヨーロッパで最大

のSOSである9

　広大な敷地の中に、29軒のコテージ（家）があり（現在は内20軒

を使用中）、190名の子どもたちがムッターと共に生活している。

　別棟としてウィーン大学医学部の治療養育施設があり、特別なケー

ス（精神的障害等）も受け入れられ、1963年以降は、オーストリア

全てのSOSから、特別の問題のある子どもを受けるシステム及び治

療チームを有している。

　また、1981年には、村（ドルフ）の境に年金生活のできる退職ムッ

ターのための家がっくられた。

　ウィーンの森は音楽家たちがここで思索を重ね、数多くの名作を

生んだ所である。

　その森の東の一角に位置する、ヒンターブリュール・キンダーハ

イムは、世界の各地にある子どもの村と同様に、毎日ムッターと子

どもたちの生活が営まれている。

　ヴィナーパルトでは、リヒャルト副村長と、ムッターのブリゲッ

ティーさんと話す機会を得た。

　事前研修の時からムッターの生き方（考え方）に疑問の声が多かっ

たが、「ここでの子育ては母親に代わるべき仕事だから、一般の労

働者とは異なった認識を持っているし、給与が安く労働時間が長く

ても、子どもと遊んだり、世話をすることが好きだから」と、にっ

こりと笑ってさりげなく締め括った言葉に、ブリゲッティさんがムツ

ターとしての使命感、意欲、自負心を強く持っていることを感じた。

　リヒャルトさんには、父親の必要性やドルフ内での男性の役割、
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及ひ今、困っている間題等を聞いてみたc

　SOSの家は実際の家ではないし、あくまでも補助的な役割だが、

現実にオーストリアの一般家庭でも、母親が養育に関わる時間は父

親とくらべて長く、離婚率も30％を越える位で、父親がいないこと

が特に問題にはならない：，また、勉学やスポーツ、または色々な相

談を自分も受けたりすることで父親的な役目も果たしている、という。

　ブ．リゲッティーさんと同様に、今までにもSOSはこの方法で実績

をあげている、というリヒ←ルトさんの自信に満ちた言葉に敬服Lた。

　ただ、肝腎のムッターの人材確保がやはり難しくなりっつあるよ

うで少し心配だと、最後に本音が聞けた、という気がした。

SOS子どもの村全景図 SOSのシンボルマーク

糖尿病の子どもと成人のために、インシュリン

　　　　　注射治療ができるムッターの資格証 折り紙で交流
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訪問施設報告

SOS－The　Center　of　Therapeutic　Pedagogy

　　SOS子どもの村　治療教育センター
　　　　　　　　　　（治療教育の棟）

説明（案内）者 センター長　’ンィーハック　Mr，Czihak（Dr）

概 要

教育センターの外観

　ヒンターブリュールのSOS子どもの村の中にあるこの施設は、ウィー

ン大学医学部の治療室としての性格を持ち、オーストリア全体のS

OS子どもの村で生活する子どもたちの治療機関としての意味も持っ

ている：

　2っある役割の一・っは、家庭裁判所や児童福祉iJからの要請を受

け、そこから送られてきた子と’もたちを観察、調査する：とである。

約6週閻の観察、調査を行い、rどもの親と関係機関（教育者、役

人、医者、ウィーン大学の教授）を交えて、どこのrと’もの村に入

所させるのが適当かを判断するeまた、観察された態度や行動によっ

て、fどもの村に適さない場合は、オーストリア内の他の施設の中

でどこが適しているかを見極める、r一どもたちは約6週間の滞在後、

ここで決定された施設へと移って行く，この施設からの出入りは自

由で、敷地内にあるコテージに入所することが決定したfどもは、

コテージのファミリーとの接触も可能である。逆に、コテージのムッ

ターがこの施設を訪問することもできる。互いに訪問を繰り返し、

子どもが新しいファミリーとの関係を深めることができるよう、そ

して、環境の変化に対応しやすいように援助してゆくのである。
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　2っ目の役割は、ムッターとコテージの子どもとの問でトラブJレ

が起こり、ムッターがお手上げの状態になった時、その子どもを観

察、調査し、治療することである。子どもをできるだけ元のコテー

ジに戻すことが目的であり、そのためには、再度、子どもの生育歴

を振り返って観察、調査し、子ども自身のみならず、親や関係機関

とも話し合うc

　トラブルの原因としては、他人であるムッターに対L了どもが、

「何故、親でもないのに…」と反抗することが主なので、子ども白

身が何故ここでt＃．T：しているのかを理解し、親とムッターの間で起

こる心理的葛藤を整理し、容認できるように治療してゆく。スムー

ズにコテージにFRることもあるが、戻らない子と．もに対しては、6

名収容可能な更生施設があり、教育者や心理カウンセラーの治療を

受ける。

　また、子どもの村から出て行きたいと、意志表示する子どもに対

しては、義務教育を終えた段階で、家庭裁判所の判断によって退所

させることもある。

訪問施設報告

　　　　SOS－Jugendhilfszentrum

SOS子どもの村　青少年援助センター
　　　　　　　（小舎制の教護ホーム）

所　在地 ガントラムスドルフ　Guntramsdorf

説明（案内）者 教務主任　シュトラウス　スザンナ女史

Ms．Strauss　Susanne　（Educater）

概 要 　青少年援助センターは、SOS子どもの村ヴィナーヴァルトに付属

する小舎制の教護ホームである。

　SOSヴィナーヴァルトにあるヒンターブリュールからは離れたガ

ントラムス　ドルフにある。
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　住宅地に位置する青少年援助センターは、自立した社会生活ので

きない青少年のための教育施設であり、また、就労の意志はあるも

のの就労できない青少年のたbの緊急宿泊所としての性格も、併せ

て持っている。

　入所は、麻薬・暴力行為・就労拒否等の問題行動を伴い社会に適

応できない青少年が児童施設から通所及び入所してくるケースと、

一般家庭から直接入所してくるケースとがある。

　中には、チロル・ザルッブルグ等の他の州の出身者もいる。

目標、社会に溶け込むために次の目標がある。

　・　若い人に成長する時間を与える

　・　本人が自分の問題を処理できるように（自立）

　・　社会に認められる態度（姿勢）を養う

個人的指導　　　　　　　　集団的指導

　・　家庭的雰囲気の経験　　　・　食事時間・娯楽時間の厳守

　・　日常生活の整理・整頓　　・　毎日決まった仕事をする

　・　職業訓練の援助　　　　　・　グループでの話し合い

　・　自由時間の使い方

その他

　・　精神医学の指導をウィーン大学より受ける

　2人の指導者（男女各1名）は交替で勤務をし、一っの家（6人

以上の人数にはならない）の子どもを全ての責任に於いて援助して

いる。

　青少年と生活を共にし、規律正しい生活をさせ、体験学習や作業

を行い、自立した人間としての生活を指導する。

　1日3時間の仕事を監視なしで行なうことを繰り返すなかでスト

レスを感じることなく仕事することを学ぶ。

　緊急に入所してくる青少年は、借金の返済に追われたり、退職し

て次の仕事が見っからないなどの理由によって、である。

　こうした青少年にも同様の指導がなされる。

　これらの青少年は、それぞれが居住する棟は別だが、お互いの交

流は可能である。
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　青少年の部屋の菅理は、白主性に任せているが、現実にはうまく

いっていないじ

　敷地内には畑もあり、農作業の体験も予定されていたが、敬遠．さ

れがちで実情は空き地となっている。

　廃品を集め、年1［t：iガレージショップを行うが、ガレージの中に

はそのために集められた家具や調度品等が山積みにされている。

　お金になり、楽しみながら仕事を覚えることにもなるので、青少

年たちの楽しみの一っになっているとかe

　SOSヴィナーバルト内の治療施設をはじめ、「自立」を促進する

ためのこうした援助センターまで持てる、一貫性のある幅広い組織

力には驚かされた⊃
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訪問施設報告

　　　　Julius－Tandler－Heim

ユリウス　タンドラー　ホーム
　　　　　（研究・短期保護施設）

所　在　地 ウイーン　Vienna

説明（案内）者 施設長　シ；ミット女史　Ms．Schmidt（Dr）

沿 革

創設者Dr．ユリウスのレリーフ

　ユリウス・タンドラー・ホームは問題の予防、早期発見、早期対

応のために設立されたウィーン市立の施設である。

　6歳から15歳未満の危機的状況にある義務教育の児童の治療を目

的としている。

　オーストリアにもなるべく施設入所を避けようとする動きが当然

のようにあり、そのための児童相談の窓［、1が網のElのように存在し

ており、ウィーン市だけでも200ヵ所を数える。勿論、窓口とは別

に電話相談機能も多数存在している。

　施設入所を避ける動きは、国の統合教育や在宅福祉の考え方によ

るものである。

　この施設に入所してくる児童には、施設生活を送る中で社会と隔

離されることのないよう、毎日の生活に重点を置き、施設生活が家

庭生活の延長線」二になるような状況をっくる。

　この施設は、幼児心理学の対象になっていて、SOS子どもの村と

他の施設を退園した子どもの比較なども行っており、国の社会福祉

政策を進める研究的要素も含まれている。

　福祉関係・教育関係・心理関係の専門家が業務の遂行にあたって

いて、今までにもこの施設からシャロンテ・ビューラーや母子分離

とボスピタUズムの研究で知られるスピッツなど著名な学者も輩出

されている。

施設の役割 　入所している児章のケースから見て、今fllのウィーンの児苗問題

の傾向は、親のアルコール中毒・麻薬問題・経済的な貧困など、親

自身の問題によるものがほとんどである。
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　その根底には家庭機能、養育機能の低下が顕著であり、離婚率の

高さ（30％以上）も大きな要因の一つである。

　こういった子どもたちへのこの施設の役割は二っある。

　一つは親が子どもを養育できないケース、すなわち虐待や受刑中

であったりする場合。

　二っ目は児童自身が神経症・登校拒否・親への拒否反応等の心理

的な障害を持っている場合である。

　人所経路は学校や市の青少年課への報告があった児童の中で、特

別に複雑な問題を抱える児童が入所してくる。

　この施設の他に、自閉症や発達障害の児童には、ウィーンの郊外

に特別なホームが設けられている。

治療・指導 　対象児童は6週間から8週間の入所期聞中に専門家（医師・福祉・

教育、心理）グループにより細かな観察がなされている。

　ここでは問題の原因を究明し、治療法を立てることが中心となる。

そして、家庭へ帰して治療を行うか、その問題の治療にふさわしく

施設に入所させて治療していくか、の決定をする。

　治療プランの中には、特別な体操をさせるとか、図形を描かせる

とか、必要によっては医学的な処方がとられることもあるが、短期

の入所期間中に完全な治療が行われるわけではなく、専門家によっ

て立てられた治療プランに基づいて、治療の方向性を決めることが

中心である。

　その方向性の中で実際に児童と関わっていくのは、ソーシャルワー

カーである。入所児童の99％はソーシャルワーカーによって受け入

れられている。

問題傾向 　児童問題が年々、複雑化し低年齢化する傾向も顕著であり、親の

子どもに対する愛情のエネルギーが欠乏し、放任・虐待へとエスカ

レートしている。

　最近では難民問題が深刻で、難民児童のケースが急増している。

　オーストリアでは歴史上、多くの支配下に治められてきた経緯が

あり、難民を積極的に受け入れる姿勢をもっている。

　しかし、その対策は今や後手に回っており、子どもの施設にまで
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難民の家族を収容している現状である。

　今後の対応として、問題が複雑化したからといって、新たにその

問題に対応できる施設をつくることは考えていない。

　新しい施設をっくると、結果的にはさらに新しい問題を引き起こ

すことになり、悪循環を招く恐れがある。

どのような問題に対しても、施設をつくって「隔離」を第一に考え

るのではなく、統合教育の中で問題解決を図る考えを持っべきとの

ことである。

感想・印象 　子どもたちへの心理的な負担がかからないことを考慮Lてか、施

設の内部を見学することはできなかった。

　シュミット女史をはじめソーシャルワーカーなど5名の女性スタッ

フからの話があったが、これは日本の児童相談所の一時保護所的な

機能を持った施設であろうか。

　複雑な問題を抱えて施設人所するにも関わらず、ほとんどが女性

スタッフで占められていたことに大変驚いた。

　統合教育を中心に考え、子ども一人一人の育成環境を政策の中で

保障し、問題の予防・早期解決のために数多くの相談機能を持ち、

高いレベルでの専門家スタッフを有しているこの施設に大いに感心

させられた。

タンドラーホームの外観
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Ministerum　fifr　Umwelt，　Jugend　und　Familie

　　　　　　　　家庭と青少年環境省

　　　　　　　　　　（連邦の行政機関）

所　在　地 ウィーン　Vienna

説明（案内）者 青少年事業部長　Ms．Henriette　l　aber（Dr）

家庭　事業部長　Mr，Frischengruber（Dr〕

沿 革 　オーストリア共和国は、連邦基本法により大幅に各州への権限が

委譲されている。

　1984年に家庭青少年省と消費者保護省ができ、1987年には家庭と

青少年環境省に変更された。

　オーストリアの福祉にっいても、9っの州（カントン）それぞれ

の州法（基本法）により施行される。

　家庭と青少年環境省は、州法の施行や予算の配分等の指導監督を

する行政庁であり、ウィーン特別地区の子どもたちの福祉環境を取

り巻く、家庭や地域社会を含めた広範囲の福祉行政を行う所である。

　また、統合教育の考え方が根底にあり、幼稚園の統合教育は州法

で定められており、学校の統合教育は学校組織法で定められている。

　幼稚園のグループは普通1グループ20人ぐらいであるが、統合教

育で行う場合は1グループ、6人ぐらいである。

　障害児のいる学校ではクラスに2名の教員がいて、その労働時間

は4倍に換算される。

　統合教育を行なう教員は、人間的にも大きく、技術的にも高度の

ものが要求されるが、特に専門的な勉強と信念が必要である。

　ただ1974年に始まったばかりで、歴史的にも浅く、まだ初期段階

だそうだ。

　連邦基本法の福祉理念は、家庭をべ一スにした在宅福祉であり、

子どもはできるだけ家庭に留まるべきであり、施設人所児童を少な

くしようとするもので、不可能な時は、まず、里親に出すように示

されている。

一　90一



　そのために相談機能（機関）を多くし、問題の予防と早期発見に

力を入れている。こうした流れの中から出てきたものが統合教育の

考え方にも繋がっている。

　障害があっても　なるべく家庭で養育するよう努力している。

　現状として、施設（機関）の数は少ないといわれながら、収容施

設の数は減ってきている。

問題の傾向 　親のアル中や麻薬・貧困・離婚等、親自身による家庭養育機能の

低下が言われているが、その具体的な対応にしても、金銭を援助す

るだけで効果が上がっていないのが現実である。

　また、金銭以外の有効な援助の方法も見っかっていないとのこと

である。

　大都市への人ロ集中による大家族から小家族への変化、離婚率の

増加等も養育機能の低下の原因として考えられる。

　出生率の低さと、離婚、母親の就業率の高さ、が逆比例となり、

子どもが家に帰っても誰もいないという、放任さながらの実態も数

多く生じている。

　難民問題も大きなウエイトを占めるようになってきた。

　1956年のハンガリー動乱、1981年のポーランド、1989年のルーマ

ニアと、政変の度に多数の難民が入国した。

　現在のユーゴスラビアから来た難民だけでも3万から4万人を数

えるとのことである。

　オーストリアが安定した国であり、生活水準も高く、労働力を必

要としていることがその理由だと思われるが、今は難民を受け入れ

る家や施設が不足していることや、言葉の問題も出て来ている。

　学校によってはクラスの半分が外国人であり、オーストリアの文

化や言葉を理解できなかったり、また、小さい時からオーストリア

で育ったために、逆に本来の自分の母国の文化や言葉の理解ができ

ないという問題も起こっている。

　統合教育の中で、障害児と他国籍児童の言葉や能力差の壁など、

様ざまな対応が実際に可能かどうか、かなり難しいのではないかと

思われる。

　社会保障制度は、オーストリアはヨーロッパの中でも優れていて
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子どもが生まれると手当てが支給され、］0歳未満、10歳以ヒ、19歳

まで、というように児童手当てが支給され、障害児には普通児より

なお、高い金額が支払われているo

　母親は妊産婦の時から援助を受けられる体制があり、他にも数々

の社会保障が確立されているが、今後、さらに改正、改善が進むで

あろうと、ホワイトボードを使ってのナーベル女史の説明に、団員

一同ただただ聞き入ったことであった。

子どもの意志表明 　青少年局より送致する10歳以上になった子どもには必ず入園にっ

いての賛否を聞く義務があるそうだe

　施設の内容をよく話L、理解をさせる努力をするので、賛否の通

りに処遇することばかりでは無いそうである。

　その子どもに判断できるだけの能力があるのか？

　その後の対応がどのように図れるのか？

我われの質問には、「家族、

・係者噸・－1…i・…．…

して、話し合う」そうで、

強力に説得することすらあ

る、とのことであった。

＾子どもには

　幸せになる権利があります
家庭と青少年環境省のステッカー

質疑応答のあとの記念撮影
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訪問施設報告

Stadt　Des　Kindes

　　子どもの町
　（養　護　施　設）

所　在地 ウイーン　Vienna

説明（案内）者 施設長シュミットシェーベル女史　Ms．Schmidt　Schobel（Dr）

概 要

　　　雷’

関隅　’亀〔門

　1968年のオーストリア連邦共和国50周年を記念して、1973年に設

立されたウィーン市立の大型養護施設である。

　ウィーン市が多大な資金と、いかに児童施設に力を入れているか

を知らしめるに足りる規模であった。

　定員は3歳から18歳までの子どもが280名入園することができる。

　子どもたちは施設から地域の幼稚園、小学校、中学校、職業訓練

校にと通っているが、逆に地域交流の一環として、スポーツ面では

プールやテニス場、グランドの開放、文化面では絵画や陶芸、演劇

場での創作活動にと地域住民との交流が図られている。

「子どもの町」のシンポル

明るい温室のような児童棟

【グループ構成】　《児　童》

。　一っのグループに子どもは10名ずっ。

。　15歳までの男女共住グループが18ある。

。　15歳以上の少年グループが2っある。

O

＊

＊

＊

15歳以上の少女グループが6っある

　　　　　　　　　　　　　　　タ少年グループが少ないのは、対応できる少年

の施設は他の地域にも多くあるから。

少女グループが多いのは他の地域からも入園

してくるため。

施設入所に要する負担金は親の収入により異

なる。

　各、グループは独立した居住単位に住んでいて、

家庭的な雰囲気がっくり出されるように努力をし

ている。
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　年長児には個室があり、年少の子どもたちには、2人または3人

の部屋もある。

　男女共住7’　’Tu　一ブは、｛1三少皮び兄弟姉妹である。

　現在は2」0呂の∫・どもたちが、各グ”L一プに分かれて生活をして

いる。

職 員 　職員は150名で、内訳として、指導員86名、雑役係が64名いる。

　各グループには、3人の指導者（男女比が1対2か2対1）がい

て、3交代制で勤務をし、3日に1回休むローテーションをとって

いる。

　指導者は先生（教育）の資格はもちろん、児童心理も学んでいて

その道の専門家でもある。

　ここには住み込みの職員も居り、その職員たちは大きな子どもの

担当になり、通勤の職員は学齢児の担当をしている。

　その他にも外部からの心理学者が日によって施設に来る。医師は

日中のみ1名勤務している。

入園児の特徴 　家庭的に養育困難な子どもたちが入園している訳だが、その環境

を見てみると、ここでもやはり親の病気（入院）、精神病、麻薬、

受刑など、いわゆる崩壊家庭と言われる薄幸の子どもたちである。

　在園期間は様ざまであるが、親の手元で育てることを施設側でも

願っており、養育可能と判断できれば、すぐに引き取ることができ、

親の方も長く施設に入れておく意志は無いそうである。

　入園の話は親から直接来るものや、警察、学校、市の社会厚生課

などを通じての依頼もある。

　入園中も多くの子どもたちは、親とのコンタクトが取れていて、

親からの電話連絡や週末帰省も実施している。

施設設備 　一グループの居住には、居間・食堂・洗面所・トイレ・洗濯場・

乾燥機・シャワー等が設けられていて、20ヵ所、20グループ分の設

備がある。

　特に少女グループは全員が個室で60室つくられている。

　子と’もの町の特徴は何と言っても個人の趣味にも対応できる種々
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の設備があることである。

　前段でも少し触れたが、最初に体育館として建てた建物は今、子

と’も劇場として人形芝居などに利用しているそうだが、現体育館で

は、体力づくりのための設備や器械運動をはじめ、多種目の運動が

ti能な設備がある。

　プールは25メートル屋内プールで、地域の住民ともども年中利用

できる。

　屋外ではサッカー場、テニスコート等があるが、有料で地域に開

放されている。しかも、スポーッの盛んなヨーロッパを反映してか

利用頻度は高いとのことである。

　居住する施設にしても大きいだけではなく、明るく広々としてお

り、応接セットや廊下には子どもの絵をはじめ手芸品が飾られ、清

掃も行き届いていて非常に感じの良い印象を受けた。

　そして何よりも驚いたことは、ミラーボールのあるホールであっ

た。ここでは毎月1回（土曜日）ディスコ大会が開かれ地域の人び

とにも好評なのだそうだ二

　これもお国柄の違いであろうか。

感 想 　家庭に恵まれない子どもたちにも、できるだけ家庭の雰囲気が保

てるよう運営努力がなされている。ここだけではないヨーロッパス

タイルと言えるものだとは思うが、生活での規制や門限（時間）、

清掃当番等、子どもたちが自主的（指導者と相談の上で）に計画し、

グループ間でも討議をして実行している。

　日本ではまだまだ指導者がっくったプログラムの押しっけ的要素

が強いと感じるので、参考にすべき一面であろう。

　心身の健全な育成という意味では、これも日本との大きな違いで

あるが、休みの日には宿題もなく、自分の意志で自由に遊んだり、

スポーツをしたりできる。

　塾通い、受験戦争、学歴偏重社会のストレスの多い日本の子ども

たちを考えると、うらやましい限りである。

　M本と少々似ている問題では、全体的に学力不振の児童が多く、

そのための補助をする人がいて、勉学の奨励には学校との連絡も密

にして力を入れているということである。
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訪問施設報告

　SOS－Kinderdorf　Burgenland

SOS子どもの村　ブルゲンランド
　　　　　　（養　護　施設）

所在地 ピンカフェルト　1’inka　t’　c．1d

説明（案内）者 村長　ヴィルフレード　ムルフ氏　Mr．WUIfi・ied　Mlll宮

沿

施設外観

革 　ビンカフェルトは、ウ｛一ンから南に120km離れた所にあり19．　19

年まではハンカ．り一の領ヒたったか、1921年に国民投票によってオー

ストリアに合併されたc

　ハンガリーの公目1語はクロアチア語とハンガリー語であるが、ピ

ンカフユルトと含う］二地は、占くからドイ’ノ語圏であり、オースト

リアの領．i：となった方が便利だと判断されたからである［

　さらにヒンカフェ「レトli、200年も前から、孤児院や慈善院が宗

教家たちによって建てられていたようで、そういった時代背景と地

域の特色もあって、SOS了と．もの村も没立されノこそうである，

　このビンカフ＝ルト了と．もの村は、S〔）SとLては比較的新Lい村

て、1960年よ：）創（．）始めたそうだこ最初は地域の家を利用した小規

模なものて、次第に増築L、1：地を買い、今Flの14軒の家に10“人

前後のt”ともたちか生活できるようになったということてある，：

　村か見渡せる丘の中腹に位置Lた眺めは、素晴らL（、まるで、

おとぎの1司にいるかのような錯覚きえ起こLそうである．．

　すぐ東に見える丘の向こう側はハンガU一てある、村の中を歩い

て見ると、次々とi．：地を買い足していったせいでもないたろうが、

結構、起伏が激しく、道には勾配があって一足腰の鍛練にはとても

良いてすよ一「冬はソリ遊びもてきます．よ一と村長さんが笑って話

してくれた。

　［．1軒の家は現在10軒か使われていて、

その内の】軒か15歳以t，の職業訓練生の

使う家て、lt沙年の家と呼ばれる家しあ

るそうである、．また、難民に対Lても門

Jiを開いており、ヘトナム人やクロアチ
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ア人の家族が住んいたこともあるそうだ。

　村の中には幼稚園があり、近隣地域より70％、子どもの村より30

％の子どもが通園している。

　丁度、訪問した日は9月の誕生会の日で、大勢の外国人の訪問に

園児たちは目をパチクリと、驚きの表情をしていた。

　この村の基本方針の一っでもある、施設が周囲の環境から閉ざさ

れないで、積極的に融合していくためにも、地域の子どもを幼稚園

に受け入れ、ドルフの子どもたちを地域の学校に通わせる方法を取っ

ている。

　園児は3歳（15名）のグループと、4～6歳（25名）のグループ

に分けて、朝は7時30分から11時45分まで、午後は4時まで幼稚園

で過ごすそうだ。

　昼食は一旦、家に帰って家族と一緒に食べる。

　幼稚園の見学を終えてコテージへと移動した。ここは見学者が非

常に多くて、1週間毎に見学をする家を変えているそうだ。

　今週はアンナさんの家が当番だった。アンナさんは元看護婦さん

で、ムッターになって12年の経験がある。

　家のまわりには芝生や花壇があり、よく手入れもされていて、明

るく、家の中も広くて落ち着いており、壁には飾りも掛けられて、

本当に良い印象を与えてくれた。

　アンナさんは既に8人の子どもを育てた一ヒげた経験があり、それ

ぞれの子どもたちがブリキ屋やタイル職人、左官屋になって社会に

出て活躍していると嬉しそうに話してくれた。

　アンナさんによると、ムッターになるには何よりも強い信念と忍

耐力が重視されるそうで、SOSでの研修期間中でも、ムッターに向

いていない人には、はっきりとその旨が知らされるそうである。

　ここでも一人の女性が子どもの世話をすることに対する質問が出

た。答は、夫婦で世話をすることには無理が生じる、とのことだっ

た。例えば、コテージの子どもは夫婦の子どもと同様にはならない。

給与を自分の子どもとコテージの子どもにも平等に使うことの困難

さ等、一人の女性が‘我が子’と思い、世話のできる、この方法で

の成果・実績をSOSは歴史的にも確立しており、実証されているこ

との自信の程が伺えた。育児の中で母親の影響が約80％という研究

一 97一



報告もあるとのことであった。

　SOSのムッターの処遇技術の高さと専門性を示す一例として、こ

の村では小児糖尿病の子どもを受け入れているコテージもあった。

　血糖値を計ったり、食事療法を加えたり、さらに1日に何回かイ

ンシュリンの注射も打てる看護婦の資格を持っているそうである。

説諭と叱責

ムッターのセンスが生きる玄関

　事前研修の時、SOS子どもの村では絶対に“説論・叱責はしない“

と聞かされていて、このことに対して多くの団員が疑問を感じてお

り、訪問の時には是非確かめてみよう、ということになっていた。

“子どもには良く分るように話をしてあげる’と言われたが、躾と

体罰は違うとの発言もあり、微妙な言い廻しではあったが頷く団員

もかなりいた。しかし、正直なところ、これは「心」の問題としか

言いようがないようだ。ただ、最後にここに来る子どもたちは、そ

れ迄に大人に対してかなり強い不信感や心の傷を持っているので、

十分に気を配る必要がある、と言われたのには一同同感であった。

　いずれにしても、長い歴史の中でのSOSの方法が、一人一人の職

員に自信となって表れており、身構えず、気さくな内にも、強い情

熱と誇りが感じられ、頼もしく思えた。

　このように職員の意欲と資金の裏付け、そして周りの人々の協力

を得られた施設運営は、ただ羨ましく思うだけではなく、それまで

に積み重ねた実績の賜であろうと、敬服するばかりであうた。
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Mutter－Kind－Heim

母と子のホーム
　　（若年母子の寮）

所在地 ウイーン　
Vienna

説明（案内）者 施設長　インゲボルグ　ヴェゾロフスキー

Mrs．lngeborg　Wesolofsky（Heim　Leiterin）

概 要

ホーム入口にある母子象

　市営住宅のビルの間にある、母と子のホームは、母親と幼い子ど

もたちのための施設である。

　ここに入る母親は16歳から24歳位迄の若年齢であり、妊婦もいる。

職業訓練も受けていない人が多く、正規に結婚が出来なかったり、

すぐ別れなくてはならなかったり、その上、職に就いていない人が

ほんとんどで社会的弱者と言える。

　現在17名の母親と子どもたちが生活をしているが、ここの生活で

の彼女たちの目的は、母親としての自覚を高め、彼女たち自身が成

長し、自立する社会人となることであり、その最後のチャンスとな

る所である。

　入所することも自分の意志で決め、子育ての意識と親として自覚

し、その責任を果たすことに向かっての生活が送られている。

　ただどうしても子どもの養育が困難（無理）だと思われる母親に

対しては、話し合いの上、出来るだけ早くその子どもを里子に出す

なり施設へ入所させるなり、を検討する。母子分離による心理的影

響を少しでも緩和させるためである。

ベトロイヤー（指導員） 　ここで働く職員は、ベトロイヤーと呼ばれていて、女性が7名と

男性が1名、勤めている。

　朝は8時に出勤し、宿直の時は母子と一日の生活を共にし、翌朝

の9時まで、あるいはそれ以上の勤務をする。

　週の労働時間は45時間（法律では40時間）を超え、オーバーワー

ク分は給与で支払われる。
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　常時2名が勤務しているが、母子の問題は夜間や休みの時にも起

こることが多く、帰宅した後のプライベートな時間にも母子のこと

を考えたりで、精神的にもかなりハードな仕事であると聞かされた。

　ベトロイヤーとなるためには、義務教育修了後の4年間、市立・

国立の施設か学童保育の指導員になるための養成機関で訓練を受け

るか、高校修了後に2年間、上記の養成機関へ進むという2っの方

法がある。

　母親と年齢的に近いべトロイヤーでは、様ざまなトラブルが起こ

ることも予想され、保育園などである程度、経験を積んでからここ

に赴任するそうである。

　男性指導員の配置について女性ばかりの集団の中で反対の意見も

強かったそうだが、アル中や虐待の父親、暴力や行方不明になった

ポーイフレンド、今までに良き男性に巡り会えなかった彼女たちに、

こんな男性もいる、という男性の良いモデルとして、非常に良かっ

たと、今は感謝されている。

入所措置 　入所経路はここが市立であるため、全てウィーン市の青少年局を

通すことになっている。

　しかし費用面は、市立の施設ではあるが、市が全面的に彼女たち

の生活費を負担しているわけではない。

　子どもを出産してから2年間は児童手当（1，400シリング）が出

るし、彼女たちは入所以前に職業にっいていなかった者がほとんと’

で、社会局からの補助金（7000シリング）も受けられる。

　その中から家賃として1、500シリングを支払い、医療費や生活費

も支払い、少しずっ生活意識も高めていく。

　ただ、ここでの母親たちは、思ったより自由な時間が持てること

に驚いた。例えば、ボーイフレンドの訪問も可能だし、子どもを置

いての外出も週に3回（午後10時30分迄）はよいことになっている

し、外泊も月に4回程度は許され、その間はお互いの母親同士が子

どもの面倒を見合っているとのことである。

　ベトロイヤーは母親と話す時は、その母親の母になったような気

持ちで、密接に接して、信頼を築く努力をしている。

　アフターケアーにしても、担当した職員との人間関係のみに委ね
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ホーム入口にある母子像

られている。

　しかし、地域との関わりは残念ながらうまくいっていないようで

ある。それは、母親たちが大声で喚いたり、ホームの前の道路で男

友達と喧嘩をしたり、もめごとが多く、周囲の人たちに色メガネで

見られることがあるからだという。

　我われが「母と子のホーム」を去る時、16歳の母親が自分で作っ

た小さな花籠を一っずっ私たちに渡してくれた。

　ホームの入り口には、母親が慈愛に満ちた表情で、我が子を優し

く抱いているブロンズの像があった。

　教育も十分に受けてない上に、若年齢で職業の資格も持っていな

い、ハンディのある母親と子どもたちに“幸せを’と願わずにはい

られなかった。

オーストリアこぼれ話
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　　　　　　　　　　　　　ゴ胎6td口罰虎●”72rSt｛」ndo胴卜㎜80“　，

“72hoロrSΨi●n「ロ，’ticket　　　　‘二：

Carte．“72　h加res’i　Vienne　”　・

Blglietto，，720re　8　Vienns“

ウィーン72時間フリーパス　、
lm　verkehrsverbundO舗一Region　：

　　　　　　　　　　4！；T†

　　　　　　　　　ノ’t

ワ楡王二・翰　　．い∴t．．

禽19　uσ　fiワAo臼n

　　　躰語が分からなか・t・va　i

　オーストリアはウィーン。地下鉄に乗る　i

・・o・　・…れ・お…DAYチケ・
i

トというものをホテルで買った。翌日、べ一　i
・一・t・の落書・・あ・・ス・ラ・の場所i

を聞き勇躍路臓に鮎 　　i
l：㌶鷺二蒜㌘がちがi

　言葉も通じなくて料金の支払い方がわか

らない。不正乗車では日本人の信用を落と

・・思・・騨・中・・動販売機に・イ・；

を入れ、適当にことを済ませる。

　　　　　　　　　　　　．　　　．
　翌日。3DAYチケットの裏面を見ると、

　　　　　　　　　　　　　　コ　　サ　　ロ　　ロ
日本語で「この券は3日間市内の交通機関
■　　　　　　

全てに有効」と書いてあり大笑い。

3DAYの意味は分かっていたのに……　　　i
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ヨーロッパにおける国際感覚〔1〕

資生堂社会福祉ヲ［文財団
常酬i：1‘

池田 宇三郎

ヘン土一、スイスの研修を終えて：｛一スト．rアに同・．）〔一ス／t．‘

ア航空し二〕腹内．．配つ！る新聞は…　｛ソ語、フランス3派英語獲な

ながらil本語のはな二1のて、イギリスの薄汀葺1　一ド・吉．一ティrノ

、

r〉

ノ7
∋
て

を

ヘラヘラ＝ヘーンを繰っていくうちに（「．・．　・cり，；ンCむのは苫丁・　rg

ので自然にそ強る）■ものIWI虐待にっいて］＼き（：り ’

－

．
’
．
／

・
”’ア

己事をlh↓た．フもこれ：ま、咋年却雁てSijll；1したイ手リスの

NCH（ナショTら　チルドレンズ　で一ムズ：‘がっみωものでは

ないか、

アメリカてもヨーロノパでも、この種の虐待が社会問題となって

いることは度々耳にLたが、この写真の女寸生、NCI－1のグラス＝一

のセンターの、　r一と．もカウンセリンク．部門のs’t任者も、その深刻さ

を説明L、イギ．」スに1〔け所、スコ．vトラン 1ご．，
‘　L一 1書所あるNCH

のセンターに登録されている6、001〕人の性的li七待の危機ドにあるr

と．もたちを救うためには、年間600ノ∫ポンド（約1［億円）の金が必

要で、NCHでは．：1〔旧万吉ンドも使っているが、まだ2〔旧万吉ンド足

i）ない、と訴えている。
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　この新聞の報ずるところによると、イギリスでは10人に1人の割

合で、子どもたちが性的に何らかの被害を蒙っていると推定されて

いるとのこと。

　その事実にも驚かされたが、それと同時に、ヨーロ・ッパの国々は

よその国のことがこんな風に身近に伝わって来る環境にあるのだ、

ということをしみじみ感じさせられた。

　国がちがう、といっても、ヨーロッパでは日本でいう「他県」程

度の感覚かもしれない、と思った。3力国語ぐらい話せる人はざら

にいるし、いろいろな国の言葉や文字が街に氾濫している。ちょう

ど日本で、関西弁や東北弁や名古屋弁や九州弁が日常会話にとびこ

んで来るのと同じくらいの感じかな？と思ったものだ。

　ヨーロッパの人たちによると、まず人間が暮らしていて、言葉が

あって文化があって、いろいろなものがあって、国境はそのあとで

出来たものだ、という説明。「なる程。初めに人間あり、か」と思

う。陸続きだから、国がちがうなどといっても、同じ国のちがう地

方よりも地続きの他国のほうが近く親しいこともある。同じ国でも

別の言葉をっかい、別の国でも同じ言葉をっかうことはざら。（イ

ギリスについては陸続きとはいえないが……）

　島国育ちの私たちにとっては、まさにカルチャーショック。ペル

ギーでは、オランダ語圏のフランダース地方の福祉にっいては説明

を受けることができたが、フランス語圏、ドイッ語圏の地域にっい

ては、ベルギーの児童福祉関係者のくせに「分らない」という。

　福祉に関しては「国」が余り関わっていないので「全く別の国」

みたいなものらしい。「ベルギーの福祉」「スイスの福祉」「オース

トリアの福祉」というような概念では説明できないのである。

　「同じ国でも別の国」とは逆に、前述の新聞記事のように「よそ

の国でも隣の話」というような感覚で、言葉の壁を簡単にクリアし

て情報が行き交っているのがヨーロッパ、なのかもしれない。

　とにかく、陸続きのヨーロッパには同国人だけがムヤミに結束し

他国のことは意に介さない、というような島国根性はないようだ。

けれども、同じ国なのに、宗教や民族、人種のちがいなどから、血

で血を洗うような争いが絶えず、いっも、罪のない子どもたちが犠

牲になっている現実。これもまたカルチャーショックである。
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ヨーロッパにおける国際感覚〔2〕

資生堂社会福祉事柴財団
常務理事

池田　宇三郎

　オーストリアはウィーンのアマダホテルcバスルームに、ドイツ

語、英語、フランス語、イタリア語、スベイン語の5力国語で何だ

か同じことが表示されている。英語のがよく分かるので読んでみる

と、こう書いてあるっ

　　お客さまにお願いv

　世界中のホテルで、必要もないのにと’れ程のタオルが毎H洗濯

　されているか、想像できますか？その結果、途方もない量の洗

　剤が、私たちの大切な水を汚しているのです．。

　あなたの心がけ次第で、それが避けられます，

　バスタブやシャワーにタオルを放っておくのは、それらをきれ

　いに洗濯してほしい、というあなたの意志を表わします。

　タオルをタオルラ〃クに戻すことは、余り汚れていないので、

　もう一度使ってもいい、というあなたの善意を表わします。

　　　　　　　　　私たちをとりまく環境を少しでも

　　　　　　　　　よくするよう、ご協力をお願いします。

　ある頭の切れる日本人旅行者は「これはホテルの経費節減のアイ

ディアだよ。別にそれでホテル代を負けてくれる訳じゃなし、毎日

気持よく新Lいタオルを準備してもらえばいいんだよ」と、ホテル

の作戦を見抜いたかのように言ったものたが、果してそうだろうカ〉

もLそうたとしても、3、・lHの滞在の場合、湯上りクオルをちょっ

と使ったたけて毎Hそれを洗濯させるなんて一もったいない一と思

うのは「正に同感！」ではないか．、

　大体、経済大国になったV・g：．）ドった川1本人に’もったいtgい‘

という奥床しい概念がなくな一’て来たことのほうが問題てあつて、

ホテルのjHいが何てあろうと、「なる程．と思えば素直に実行すれ

ばよいてはないか．．何で㌧勘く．．．て．だまされてたまるか、という

日本人の．優秀さ．も悲Lいものた．

　それにLてi．．、陸続きのヨーロ．tttバては、ドナウ河にLてしうf

ン河にLても、い（っかの「司を潤Lて1毎に注く．従．．，て、河」11の汚
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染問題は正に国際問題。というより「私たちの水」という、もっと

人きな倫理感というか、連帯感のようなものを、子どもの頃からし

つけられているのではないか、という気がした。

　どちらにせよ水が貴重なヨーロッパでは「湯水のように一ムダ使

いする習慣はない。

　これはそういう善意の提案だと思う。日本のホテルも見習ったら

いい。すはらしい提案ではないか。

　「島国」はある意味では、n己叩心的でヒトの気持を考えない、

日本人共通の欠点を、自然のうちに育くんで来たのかもしれない、

と思ったものである。

ベルギーこぼれ話

本物の小便小僧

これが小便少女

小便おとめ

　「小便少女って知ってますか？」

　プラッセルで夕食時、隣席に座った日本人

に闘かれた。

　トヨタの駐在員である彼らは、小便小僧は

知っていても小便少女を見たことの無いわれ

われを、レストラン街の雑踏の中に案内して

くれた。

　「ここですよ。」と手で示された方向には、

立ち小便をしているお馴染みの男の子ではな

く、髪を耳の上でくくり、しゃがんで用を足

す女の子がいた。

　一同がどっと吹き出すと、「小便少女も百

年くらいしゃがんでいると、小便小僧と並ん

でブラッセルの名所になるんじゃないですか」

と駐在員氏が言う。女の了は、無邪気で悪戯っ

ぽい表情を浮かべてニッコリと笑っているe

　男女を差別しないブラッセルの人達のユー

モアが、この少女を誕生させたのであろう。
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スイスの自然をたずねて　～TITHS～

　9月13日、日曜日、快晴。観光パスにてティトリスを目指す。日

頃の書類片手の背広姿とは違い、リュックにスニーカーという出立

ちにみんな出発前から身も心も解放感に溢れている。軽快なスイス

民族音楽の音にのり、バスは山を越え谷を渡り、カーブあり。木々

の緑の合間から、ナナカマドの赤い実がちらほら。小野さんのガイ

ドと共に車窓の山は上へ上へと序々に空に近付いて行く。予想外に

高い山並み。断崖絶壁の岩肌に驚き、その崖の先端に立っ白い十字

架にもまた驚く。

　修道院を中心に発達したと言う観光地の村エンゲルベルグに着く。

ロープウェイの入口に着くと同時に射撃大会にちなんでか突然カメ

レオンの様な緑や赤の奇抜な服装の若者たちによるブラスバンドが

演奏を始め、観光客を歓迎してくれた。ロープウェイを2回乗り継

ぎ、ティトリス山頂にようやく到着。標高3．020m、所要時間45分。

ゴンドラを降りると今度はスイスホルンが私たちを歓迎してくれた。

外に出ると麓でであったバンドがいつの間にか移動し演奏している。

展望台のテラスから360度のパノラマに見とれる人、演奏に聞き入

る人、急いで上着を着込む人、写真を撮る人etc。絶景に一歩踏み

出し、積雪の斜面を登って、頂上地点へ赴く。金網越しに見下ろす

と何といっても標高3，020m。さすがに足が疎む。一瞬のうちに寒

さと高さで震えながらも、絶好のシャッターチャンスG冬期にはス

キー場としてかなり賑わうとのことc斜面を降り、真．ドの氷河のト

ンネルへ足をのばす。長いトンネルの奥にはガラス張りの展望窓が

あり、断崖の風景が、再び目に入る。何千年何万年の歳月によって

成された氷河のクレバス、氷の壁・・…・自然の威力はものすごい。天

然の冷蔵庫を脱出して、パノラマ・レストランにて昼食。ビール、

ワイン、ナチュラルウォーター、サラダ、スープ、数種類のメイン

ディシュ、そして、デザートのケーキ、ムース、フルーツなどなど。

何時でもどこでも食欲と好奇心は旺盛！みんなでみんなのお皿をっ

まむという和気あいあいといた雰囲気はいっの間にか定番となる。

それにしてもこのような高い所での管内設備の完蟹さには驚かされ

る。絶壁近辺には防護鉄柵が張られ、洗面所には給湯、水洗式トイ
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スイスの代表的な風景
ハイジの世界

レ。レストランにいたっては、町と変わらぬメニューとボリューム

を料理人が作っている。

後半は、班毎に集合場所のエンゲルベルク駅までの間自由行動とな

る。再度ロープウェイですぐ下のTrusee駅で下車。頂上とはうって

かわり草原が広がり、Trusee湖が美しい湖面を見せている。足元に

は高山植物がけなげに小さな紫の花を咲かせている。湖畔では沢山

の家族連れがアウトドアを楽しんでいた。

　湖畔の小さな小屋と雪を頂いた高い山々がまるで「ハイジ」の世

界そのものなのである。草の上に腰を下ろしたり、大の字になった

り、しばらくその情景に身をゆだね楽しんだ。そして、ロープウェ

イで．ド1．．II。途中平行して走るゴンドラから、何とバンディジャンプ

をしている若者たちがいた。その光景を横目にしながら、牛たちの

カゥベルに送られ、ティトリス入り口駅に戻る。

　集合場所の駅まで町を散策。意外に観光客も少なく、のんびりす

ることができた。カフェテラス、ホテル民家等の窓辺の花はいかに

もスイスらしい。駅のキオスクでおみやげを買ったり白いベンチに

座って緑の山々、色とりどりの国旗、真赤な登山電車などの眺めを

楽しんだ。全員が揃ったところでバスは有名な保養地ルヅンェルン

へと向かう。

　ルッッェルン湖畔で約20分の休憩。小走りで遊覧船の桟橋まで足

をのばすと対岸にはとんがり屋根の教会、レンガ色の町並み、時計

台、［．［」際のお城、ホテルetc。

おまけに心地よい風が吹き、モー

ツアルトのハーモニィーが聞こえ

てきそう、『う～ん、ヨーロッパ！』

と感嘆の声が上がる。

　こうして郊外研修は無事に行程

を終え、私たちは前半の疲れを癒

し後半を乗り越えるパワーを得、

柑路についた。加えて一　LI中晴天

に恵まれたことも私たちの日頃の

行いの賜物である・・…・ということ

にしておきましょう。
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アンケート・100人に聞きました

言葉の壁をこえて勇敢に

　　アンケートに挑戦

　私たちは、福祉先進国といわれてい

るヨーロッパの児童観、人間観を探っ

てみようと思った。日本との比較によ

り、研修の意義を少しでも高められた

ら、というのがきっかけだった、

　しかし、言葉が不自由でもヨーロッ

パの生身の人たちと直接にコンタクト

でき、人情にふれられたのは、望外の

すばらしい、かけがえのない想い出と

なった。

　団員の人たちが勇を鼓して、（誰もが尻ごみしたくなる気持ちも

よく分かるが）人生、おそらく初めての体験にチャレンジしたこと

も、終わってみれば楽しい経験。

今後の人生に何らかかのプラスになるだろう、と思われる。

　質問の内容と結果は、次のとおりである。

問1　あなたは何らかのボランティアをしたことがありますか。

　　　　A．

　　　　B．

　　　　C．

　　　　D．

　　100
　　90
　　80
　　70
　　60
％　　50

　　40
　　30
　　20
　　10
　　　0

はい

いいえ

これからしたいと思、う

これからもしたいと思わない

○－Il本 E一　ヨーロソバ

∨、．．
　　．、i．

＼．　　．

A B C　　l D

日 本 44 27 27　　1 2

ヨーロ ツ！∨
56 3］ 9　1

4

回答
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問2　子供が大人になるにあたって、一番強い影響を与えているものは？

　　　　　　A．父親　　　B．母親　　　C．家族全体

　　　　　　D．友人　　　E．学校　　　F．社会全体

　　　　　　G．その他

　　日本、ヨーoッパ共に、　“家族全体”が一番多く、次に、　“母

親”　“友人”と続く。また、［，1本では、　“その他”と答えるものの

中に、　“自然“という、なるほどと、うならせるものもあった。

　　　　i88

　　　　18

　　　　60

％　28
　　　　18

　　　　i8

　　　　　　　A　　B　　　C　　D　　　E　　　F　　G
○一日本 ■一一　ヨーロyパ

1
A　l B　l C　： D E F G

日　　　本1 6 13　‘ 47 13　‘
0 17 4

ヨーロツバ
2

13　‘ 57　； 10 8 13 0

回答

問3　あなたの子供が、職業を選択する時、あなたは、何らかの示

　　唆を与えますか。

　　　　　　A．子供の考えに任せる

　　　　　　B．子供の能力や資質を考え助言する

　　　　　　C．親の信じる道をすすめる

　fi本、ヨーロッパ共に、　“子供の能力や資質を考えて、助言する”

が、圧倒的に多かった。（グラフは殆ど重なってしまった）

％

8
8
0
8
0
0
0
0

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

A

O一日本

B C

●一　ヨーロッパ

‘ A B　　　　l C
［
ヨ 本‘ 26　　　‘ 70　　　1

4

ヨーロ ツノぐ 　　　　　　　．25 70　　　1 5

回答
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％

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

　0

問4　あなたが自分の子供に、将来一番期待するものは？

A．収入　　B．健康

A B C D

○一日本 ●一一　ヨーロVパ

A
B　　　　　C　　　　　D

日　　　本 44 27　　1　27　　…　　2
ヨーロツノぐ

56 31　　　　　9　　‘　　4　　　　　　　　　　　　　　　‘

　　　　　　　　　　　　　　回答

豊かな心を持っ』などがあった。また、ヨーロッパでは、『幸福』なと．

あったが、余白がなかったため、他に、具体的回答が得られなかっ

たのは残念だったc

C．結婚　　D．その他

　　1．．1本、ヨーロッパ共に、

　“健康“が、多かったが、

　“その他“のところで、

　日本は、具体的に『価値

　観、円滑な社会生活、心

理的にいきいきと暮らす、

　人に迷惑をかけないで生

　きる、誠実、努力、手に

職を得て暮らす、自分が

納得できる生き方、愛情

％

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

　0

　　　．・、、一⇒
A B C D

日 本1 44 27 27 2

ヨーロツバ1 56　　1 31　　！
9 4

　　　　問5　あなたの了供（6～15歳）が、友人のものを盗んだ時、あな

　　　　　　たは、どうしますかc

　　　　　　　　　　A．放っておく

　　　　　　　　　　B，優しく言ってさとす

　　　　　　　　　　C．厳しく言ってさとす

　　　　　　　　　　D．尻、または手をたたいて11ヒる

　　　　　この問いでの回答が、最も、日本とヨーロッパの違いが顕著に現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　われ、興味深いものとなっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たi，この違いが、児．童観

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の違いとばえるのではな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いだろうカ㌧これは、親

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が、事件の背景にあるも

A　　　　　B　　　　　C　　　　　D　　　　　のを理解し・了供の本当

　（〉一口本　　　・一ヨrロノバ　　　　　　の声を聞こうとしている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ということ、子供の人権

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を大切にしているという

　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答　　ことだと想われる。
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〈おわりに〉

　アンケー1一をとる時、　ヨーロ．／．パの人達は、必ず、　“な±、　どう

いう意図でするのかt1また、　‘卜調査は、と．のように利川されるか”

など三質i目Lてきたが、日本人の場合は、比較的安易に受け入れて

（れた：1いう違い元ミあった二　これ：こ、　自ラ｝乏）、lvl見や」乞場を人UJに．丁

る個人じ義の思、且㌧つ具体的t；現われた．三思われる、

　研修と観光の合閤の調♂fであり、∴梁の壁も人きか・．1た〔現地に

住ん．：いる人々．二）意見を聞きたb・ったのに、間」垂一tて外｛14からの観

光客：二依頼寸るという単純なミスち起二・．．た：

　．’＝一マ1‡．．日に二二，ikら』丁．．：．　　．1’ンナー1．は、15パニLて㌧

成二二う・一、た．　　一

　私二㌧か、はt．ノニ．ニジ／’‘式．みであ・．㌶こ∴．で、1．＜行点し多1あるか、

と1．．三れ、　ニンリ紙上一ン‘T．－9を通：．て、　⊇－L’1、．・　t⊃人たち三の

生身の，」．れあいか．ち．．ンたことi；、　．つの☆ひてあ一．．た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　蕊

　　　　　　　　　　　　、』鶯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61
　　　　　　F　L　：s　．：L．．L’．．・㌘．　L

「．　－．．：1「三．L．．・r　」．．c：　三．．：：二．】：．二．．．．　a’．ヂ「．‘r．r’．・．，．．．三、．「「．〔1〔’．　．こL

　．．：．」．．．．．”．．．．：．「　，L．「．．ミ」望・∵　二±ご．　．．．，；丁　．「　二唱　．．，‘：　’」．旨∴

．7　：et／」・．1、　5・．．．勾．」i　へ．．：：．え　・㌦門．そt　；■．．／1・．．Stl．．t」】．t．．「ろ．二ど　．r．三」三．．

‘．　＝．．．．．．．．！・「．　・」．．．．．・三．；ン　’；≠：．．．t、t「．L：．ボ・．：．．．．．二：．．「；．z．．．．．　et

tt．F．‘．． 　‘．　．．　　．．．．．．　．．二　、．：ぞ三乳［．．．　」　．L　　　LLt／．　三．「　」．L；　：．．．ゴ⊂　　」．．；二L．

　　．’．．　　7　．　．．．：「．、　．「L．．

　　　　E　　　’　ド　／t／　　　　　　ニトft　　　’　ニドご　　　の’ト：く　コ　：　ご　’　　ら　　らヂし　　　　ヨ　．tゴt／

1．㌻、；．、，，、∵；1．L，，、ぶ：、．1．11－）・；：∵：、ll：『‘’tt

　〆．．「　．L呂　．己．⊥：1．：：．：‘r　レ．．．．．．’：．｛　三1．．．‘「三｝：tど・．≡し＝．迩」一：　：．：　．．．：“．．1」撒

　．P：△．ヴ．’：≒tt．．．．．：吟．　、．：い：「．

　　フ　．．．．r．‘ヂ’

　．．〉．　f．．：．；．．　：．’　．．．．．’／．弓i．’：’．、，．．　：＼L．ぐ「　卜「．：∨「L

　　　　’ジご，ニ　　ゐt．　　　’　　ニ　　　ぺ　　　／tニ　こニド　

‘

｛』1字…．ト己L．．L二．、．r」t‘≡こ．．．‘．・吟「」．／：t．．．・．‘Ct〔．←．．．∴．．・＝．．・．：：

　．．．．．二．．L・．．　⇒・．．1．ユ．き上．　ヒ17e：．　¢：Zltt：．．．．　」＾　‘r‘　【．二．．L．　：．二．．二．・．：こ

　「：　【．：　．．、．7．：．

　ト’コ　ドド　　t／tt　ヒ　ニ’　　よア　ニ　，　　　けご　ニ！　　ド　　tド　r／ニニ；t　：　tt　［iコニペtt

　i三．／t」しジ／一’／．’／t　　　一三三．二・二』　’t：一ヒ／．．・

　　＝．・・三．ぺ　i／t／「⊃t　　　　　　　　二．　S二，．二、Ct　t．　　　／ぺ．　thな．」」ン

　　　　　　　　　　　　　　　　脅卯｝zプ．・t・・一右
・．…　．・．：、．．・。，，，．：1；，←：、t．．パ・一：1ご．t，．，．い．1。，，．　z㌫．議1、開＝

　ト　　　　ア　ttJ：：でtt　　　ニ’　ロ　　ニドど　llt　ニコ

×／t、．‘．ヒ’．1．‥i・。≡，。．／・．，．．．‘

　　；i．　r言ほセ　r唱　±：「奔．＝【　「二rt：二∴

　二　　1　L　l．’」：7△rc　ジン

．． ．・：　1．：・　∫：「　：rr，K」：」』r．．．

　：二L．　　t、

　「tXて．’
〆z、三

質問は、トイツ語と英語のものを用意した

たすねるほうが分らない．賃問用綬てあった

1川



　ロープウェイの駅
前広場で、町からやっ

てきた青年たちが、
陽気に演奏していたtt

ヨーロツパ紀行
　　　　　　■　　　コ　　　　

（見よう、聞こう）

団長

大久保　佳　彦
　（東光学園　園長）

ペルギーにて

　9月7日いよいよ出発のとき。全員元気に顔をそろえる。特別室

で、至誠学園の高橋利一園長の歓送を受け、出発ロビーへ。

…………… 　待っこと3時間30分！

予定便がエンジントラブルを起こし、その修理と安全確認のため、

大幅におくれるハプニングがあり、午後1時40分（日本時悶）やっ

と搭乗、成田を飛びたった。そのためにウィーンでの乗りつぎ便が

変更となり、急遽アムステルダム（オランダ）に現地時間で22時20

分到着。ツアーコンダクター小野氏の必死の交渉の結果パスをチャー

ター。アムステルダムを24時出発ベルギー国ブリュッセルへ向かう。

オレンジ色の街灯に淡く照らしだされたベルギーへの道すがら夜景

はすばらしく、国境を越える検閲もスムーズに通過、夜明けに近い

午前3時に、やっとの思いでスカンディック・クラウンホテル着。

全員少なからずグロッキー気味。翌日のスケジ＝一一ルの説明を受け

各自入室。とにかく無事最初の目的地ブラッセルにたどり着いて感

無量。

　ブリ；ッセルはベルギー王国の首都。王国として日本とは最も親

しい間柄の国。国民の75％がカトリック教徒といわれるキリスト教

国。フランダース地区とワロン地区に分かれ、それぞれオランダ語、

フランス語が主要語の国。　“ヨーロッパのハート’といわれるほど

美しい都。ここにはヨーロ・ッパのすべてが集約されている。美術・

建築、人々の生活そのものが歴史の流れの中で息づき、しかもそれ

は過去の単なる遺産としてではなく、荘厳さを誇る一つ一つの建物

や街並が、数百年そうであったように今もなお生活の場として息づ
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犬のトイレマーク

いている。

　長旅の疲れを少々残しながら、されど全員元気満々、いよいよ研

修のスタートに意気揚々として、最初の訪問先「チャイルド＆ファ

ミリー」本部へ向かった。まさに、おとぎの国を思わせるブラッセ

ルの中心地にある。そこはフランダース（フラマン）地区の児童、

家庭福祉を中心に総括する事業体で、保育所、養護施設、障害児施

設など手広く経営している。これからのベルギーでの研修の全体的

説明を受け、歓迎昼食会で温かいもてなしを心ゆくまで楽しむ。し

かし、あらためて一っの国で複数語を併せて使わざるを得ない国情

とその困難さを実感した。

　ベルギーでの最後の訪問はゲント大学「子どもの権利研究センター」

で、まさに研修テーマの一つである子どもの権利について学ぶ絶好

の機会であった。

　ベルギーの滞在は3日間。それぞれの思いで研修を終え、夕映え

の街に立って緊張から開放され、再び生気をとり戻し、夕食を求め

て繁華街へ向うひと時◆ブリ＝ッセルには数え切れないほどのレス

トランが立ちならんでいる。料理は上味で価格は比較的安く、豊富

な量があり、これぞグルメの町を彷彿とさせてくれるのがうれしい。

たとえば、ブリチュールと呼ばれるベルギー名物のフレンチ・フラ

イドポテト、そのおいしさと量にはびっくり！そしてムール貝は絶

品。ワインの味わいとともに忘れられない味。海の幸、山の幸、ロー

カル色豊かな郷土料理も、この国ならではの数々。出発前に財団の

福原理事長さんのご忠告が身にしみて“おいしく実感卵。

　タ食後、ぶらりと市内散策。かの有名な“しょうべん小僧’、愛

らしく街角にちん座ましますご対面。そして私は残念にもご対面で

きなかったが、そのすぐ近くに、しゃがんで小用をたす“しょうべ

ん少女”があったとか。男性諸氏、深い感銘を受け、しばしそこか

ら動かなかったとか、ヨーロッパ人のユーモアに心なごむ思いがし

た。もう一っ気付いたことは、車道と歩道の段差のついた各処に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ロ約500mの間隔で犬用の糞尿溝がっくられ、目印にワンポイント

“犬マーグが描かれている。街を美しく清潔に保とうとする人間

と動物との共存生活のための心にくいばかりの配慮がなされている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　ことに感心させられ、またその精神を“雄ペン”に物語っているよ
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うに思えた。

　ベルギーはレース編みの名品揃いでも有名である。時をおしんで

なりふりかまわずシ∋ッピング。服の色変える女性軍団。長旅の疲

れ、研修の苦しみ（？）も忘れ、思い思いのナイトツアー。

　楽しかったベルギーともいよいよお別れの時を迎え、10日夜サベ

ナ空港より空路スイスへ出発。ブラ・ッセルよさようなら、いっの日

かまた訪れる日を心に期して。

スイスにて 　10日夜、チrリッヒ着。スイソテル・チューリッヒホテルに投

宿。15日までの5日間をすごす宿。

　スイスは連邦国。世界で最も豊かな国のひとっ。ヨーロッパの中

央部に位置していて、地中海と北ヨーロッパを結ぶ交易の中継地。

それ故、他の国々との貿易や文化交流が早くからスイス人の生活の

一部となって発展してきたといわれている。もっともかってはナポ

レオンに進駐されるなど国力は弱く、永年にわたって国民は窮乏生

活を耐えしのんできた。その辛く苦しい経験は、天然資源にも恵ま

れないために、大変な働き者として生まれ変わった。早朝、6時に

仕事を始めているスイスの人たちの、ガンコなまでの労働意欲と真

面目な姿勢に感動し、日本人が忘れかけている大切なものを、そこ

に目のあたりに見せられた思いがした。

　さて、研修はスイスの国柄そのままにすばらしい訪問先がまって

いた。その一つにシェンクンク・ダッペルスがある。わが国でも有

名なコーヒー会社ネッスル社が寄附金によって設立した施設である。

男子専用の教護院で職業訓練に力を注ぎ、手に職をつけさせること

によって自立更生を図ることを目的としている。そこにはドイツの

マイスター制度が取り入れられていて、高い技術向上によりチ＝一

リッヒ州（カントン）では、その製晶は高い評価を受け、注文も多

く経営は順調であるとのことであった。わが国の教護院や職業訓練

校、各種授産施設、作業所には及びもっかない規模を誇っている。

　研修を終えお別れの挨拶をしていると、数台の乗用車が入ってき

て、急に賑わいはじめた。夕方から施設内で近隣のカップルの結婚

式が行われると聞いて、まさに開かれた施設の一っの姿をかいま見

ることができた。そして、その日は丁度金曜日で、施設の指導方針
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の一っとして、土・日曜は外出、外泊を奨励している。そのためか

彼等の顔は明るく、身なりを整え、ガールフレンドの出迎えを受け

楽し気に語り合う情景は、未だ未だ日本では考えられない国民性の

ちがいを感じた。

　チューリッヒを中心に、2日間の研修を終え、土、日曜日はフリー

デー。各自、各グループに分かれて市内観光、ショッピング。スイ

スは刃物類が名産品。パリーの靴は余りにも有名。その街角で、広

場で、ブラスバンドが奏でる名曲の数々。思わず立ちどまり、行き

交う人たちが、心安める風情。チューリッヒの中学生の射撃大会の

前夜祭のためとか。中学生が射撃を？と一瞬わが耳をうたがった。

平和とはいえ、やはり大陸の脅威なのだろうか、そういえば、スイ

スで最初に訪れた「ピ；一ル子どもの家1には地下シェルターが設

備されていた。いつ戦争が起るかわからない過去の歴史の中から生

まれた知恵の一っか、とりもなおさずそれは、核の恐怖であろう。

　とまれ、団員は思い思いに散策し、静かで美しい街を心ゆくまで

楽しみ、浸った。ホテル横の広場の平日は、子どもたちや老人が遊

びたわむれ、路上チェスに興じる。そして休日の早朝、そこは朝市

に急変する。市内を縦横に走る市街電車は、乗り降り自由で、切符

がなくてもよいのではないかと思わせる奔放さ。しかしある時、無

賃乗車を取り締まる検閲があって（コントロールといっている）、

幸いにも遭遇することがあった。一瞬びっくりもした。無賃乗車の

罰則は厳しく、料金の50倍を支払わされることになっている。貴重

な体験のひとっでもあった。

ティトリスの想い出 　ティトリス。それは中央スイス最高の展望の峰。緑の谷底から高

地アルプスの氷河の世界ヘタイムスリップ。スイスの街角で耳にし

たブラスバンドを凌ぐ民族鼓笛隊。美しく若い乙女らの風変りな衣

装と、今まで聞いたことのないリズムが私たちを大歓迎してくれた。

変化に富んだ45分のロープウエー。壮大な山並み、真白な雪と氷に

身を飾った白銀の世界。そして地に咲く色とりどりの樹木草花。何

と美しいことか。日頃の仕事から離れ煩雑な思いや、研修も全て忘

れて、心の洗われる夢のひと時。カラカラと、カウベルの響きが谷

間に流れる。さわやかな風。私たちの数日前に、日本相撲協会の二

一 115一



犬のフン入れの袋

オーストリアにて

自11相誇役前理’1宍、．已庭織’、ニノrtノか、［体．．．ノ相撲・ン．L－・を

求yジ：ヨーご．．へ各地を巡㌦、この地を訪れたヒ．．・ニ　ス／スには

　シ；ビン「τン　と．、｝い11る上こ赫、相江t．．・」】，．．　こ、7．ニフスilll．．や庄主

て、若者ごらか好tL’ス．i’一・二そろてある．おか1『ナの［，てするス

でスト目…業．　三ミ：こ、『・’〃句一。つヰ父芸〔祭：二は寝i大t；ノ（フこか［1，llj｛崔ここ．にて

いる±．一う　私たら．∫／通訳を一．．≡め．て11．アこ人か、］．度’．ゴ．山三ん

⊃案内役を’ゴた三話二てパ：た．　帰国後NliKて敏映きスげ二．．．〕を

［己ることがてき．’二：

　二．ン＋．ンへ．レ7、そ．1L．．；テ・．ト．・・‘スの裾］；1：に広かる静かて、小

三二川村’　∴．1．ぷ『ーこ集合ユ易・i5べ∴．11vali・，｝こ’・と三き、fl：き父『’．．㌧：ノ

三は∴’∫シー．スンて［．……三1．．．．rl1．：．こ○ミ』き二ころ．こ7ミ改．：・場かi”

二、ス！プ∴∴．．Zぷ．，｝かそ．「パ．．：・・ン＝一に：・iE．て：．た欲’、・．

ゴ．二：．／こ二ら、・、ふこ：t÷』．こ心遊ひをこて∫k㌢飛ひ散．r二　一▲．る】派一

．．～講．：，隠．］’る．i三：．た㌘．t・．．　Nべ二二　三頭・葺ドへ㍗㌧．二

、】．・1去．．二：㌦　そ／．’∴皇・え三．．一情景を・…i．・．月．．・．’二・．．二．，．．［、こ．．

．；．・㌧最1こ．．「1］．t2．；．二．・、川ご．一．三．る、ゴtt’・一ノ＼；、．］，f’．．．．ノ」．を教

え∴れ〔二よ．．・二気か．．t二

　初：三杉㌢散歩．・：：．⊂：ンに’．・．／　／r：こ1’　t’　；’・”：・・．’あえ．≒川ら．．t、そ

二r．．・L二に二べ11』i〈．．・．没i．1．’Fl二i．て．、．る　三．∴．外胤：二．！1．1已．．．已＝一一．ン袋

二細え一．．．：Fてゾン三．二：r．．．J．1．．・1了二；．〆：…三三．．：．出：．．・：；’．・る：、’三．↑㌧：

　　　　　　　　ウ
　“’ノこ．．）フン；N］1．袋”．こ、］㍉．．．ノニ．’へ．レ÷一三、．二ち㌧・・1ニノ」1：去．こ，t．アノ「

てt、動物を，、IEI．，，．i・；川二二：ノ剖に、“’、　’　tかう三1・・i；…1．に、川．ン燃境

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　ロ
三・．． 1：る㍗’スロ艮、・．：粛illi・∵．こ1に　’ア．一ン、三惑心．t：1．一∵二．

　　ン川．くて．．．．，充実c．，ンゴ…i川を終え．’二15i［にス弓を禁㍑・吉一ス

・ り・・’：二利．，　lsこ　7．イス．9、テ…一ソ∴、　r一二㍉こら、ま．’二氷る

　コ　　t　　，　

川，x　㌔』’’’”

　　醐1：；t’f一ン　1』操．．・都　：・杉系かバ。を山1・zンる国、tt－

tt ．品を川．こご．言る．．二：…ス1・教pa　ス弓三1・械・kti・．1い’．bil　l・こ1連

にり川i、リパ三ポは1．↓kl、：蘂斉［．印：1．．女定L．’こ」1鷺・．’∫国．

　　91」巨li1∴・∴，、　SOSゴ．二こL．パ・f！こ・［P’こ・1二、．．・こ．．．二力～　養・．一川肝　彦

にぺる

　　SOS∫．ヒニ．、〉．：．．↓・㌫i1：．…ぷ：こ名‘’，’1】／そ∴．名を；巨せ．tこS↓｝S　i：．｝　．！「1S’t．．

　　　　　　　　　　　llEi



の誰れもがおそらく最も期待していたであろうSOS。長期ロード

の疲れも見せず力をためて、研修に熱が入った。

　ウィーンでの3日間の研修が終った。帰国の日が近づいてくる。

一抹の淋しさが胸を過ぎる。

　19日（土曜日）。　“研修から解放されて自由時間。オペラ鑑賞、

美術館、ショッピングなどなど思い思いの“ウイーンの休日“。

　あの名優オースン・ウエルズが、映画「第3の男」を演じたプラ

ター公園の大観覧車。市内中央に広がるウイーン市民公園。そこに

はウイーンを舞台に活躍した音楽家たちの見事な｛象が偉容を誇って

いた。

　最後の夜。静かな住宅街に、こっ然と出現するウイーンレストラ

ンの数々。ワイン・ヌーボー、ホイリゲの味（ホイリゲ：その年に

収穫したブドウで醸造されたできたてのワイン）。シュランメル音

楽の悲しいまでの音色（シュランメル音楽：ヨセブ・シュランメル、

ヨハン・シュランメル兄弟のっくりあげた酒場音楽）。耳を傾け、

酔いしれた顔、顔、ウイーンは“我が夢の都”。

ま　と　め 　1994年に、国際家族年を迎える。この研修を通して、子どもの権

利や子どもをとりまく家庭、家族のあり方について、訪問したわず

か3力国ではあったが、多くのことを学び、感ずる機会が得られた。

このことは、わが国における家庭支援施策の、より具体的方策や、

養護施設など児童福祉施設が、施設機能強化対策の一環としてトワ

イライトステイ、ショートステイ、分園型自立援助事業などを実践

していく上で、団員の一人ひとりが大きなすばらしい経験を通して、

図り知れない成果を得られたことが実感できた。児童の権利条約に

ついても、すでにベルギーは1991年12月に締結し、オーストリアも

その翌年8月に加入し、それぞれの国の、児童福祉に対する真摯な

姿勢に共感して止まないものがあった。ベルギーで、ゲント大学

「子どもの権利研究センター」を訪問し、講義を受ける機会の得ら

れたことも、貴重な経験として心に残るものであった。

　とまれ、訪問した国には、それぞれ古く、長い伝統と文化によっ

て培われてきた福祉思想が根ざしている。スイスのチューリッヒ市

内に静かな公園があって、ペスタロッチの銅像があった。行き交う
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人に何を語りかけているのだろうか。かつてシュタンツに孤児院を

思い、“私は彼らとともに泣き、彼らとともに笑った…。”ことを

通して、自然と日常生活の大切さを求めて止まなかったように。

　オーストリアでは、家庭と青少年環境省が多くの科学者を輩出さ

せた福祉先進国としての誇りと情熱を学んだ。研修のあい間に、北

海道の秋を思わせる豊かな環境の中で、団員相互が親交と友情を確

かめ、オーストリアの“ウイーンの森”が、私たちの想像をはるか

に越えた広大な丘陵であることも知った。

日本時間8時20分成田に到着。第19回海外研修は終った。

　しかし私たちは、このすばらしい経験を通して、日本の児童福祉

向上のために少しでも貢献することが、次に課せられた勤めである

ことを銘記したい。
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ヨーロッパ研修で感じたこと

わかすぎ学園

井　関　英　夫
　「おまえは日本人か？」「イェス」

　「日本の老人は幸せか」と聞いてくるので、「ソォー・ソォー」

と答えたら、彼も「この国でも、ソt－・ソォーさ。」と言って大

笑いである。

　公園のベンチでたまたま隣り合わせになった老人との会話の一こ

まであったが、暖昧な英語しかできない私には、彼の意味している

「ソォーソォー」の背景がどこにあったのか未だ予測の域から抜け

出せずにいたのである。

　同じく、ベルギー・スイス・オーストリアの施設で感じたものの

中にも多少予測の面もあるが、特に印象深かったこと、考えさせら

れたことにっいて触れてみたい。

施設職員の姿勢 　「写真を撮ってもいいですか。」と、訪問者が尋ねる。すかさず

「子供に聞いてオッケイだったらいいですよ。」との返答である。

また、別な施設では、「施設の中を見せてもらえますか」の問いに、

「ノー」ときっぱり断られてしまった。理由は簡単である。「精神的

に不安定な要素を抱えた子どもたちの中に、多くの見学者が入るこ

とは子ども達にとって不都合であるから…」とのこと。

　ほんの一例にすぎないが、案内してくださった職員の理念に基づ

いた言葉であり、何か子ども達の大切なものを守ってあげている言

葉として受け止めざるを得ず、施設利用児童に対するプライパシイ

観について改めて考えさせられたものである。

施設と地域との関わり 　「子どもを無理に閉じ込めておけないので鍵は掛けず出入りは自

由なんです。」「法を犯したかどうかは、たまたま見っかったから犯

したことになるけれども、それ以上にそのことの背景を探り援助す

ることが彼らにとって大事なことなんです。」と、いとも簡単に言っ

てのけたのは、スイス・チ；一リッヒ市の虞犯や情緒障害の青少年

更生施設の寮長さんである。

　ここは、かの有名なネスカフェの創始者ネッスル氏が別荘を構え
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ていた高級住宅街のど真ん中。「住民との関係もまあまあです。」な

どと説明を受けても、わが国の物差しでは考えもっかないことなの

で、住民の本音も聞いてみたい気がしてならなかったのは私だけで

あろうか……。

　場所が変わって、ベルギー・ウォルランド聴力障害療育センター

内に設置されている保育園では、統合教育が行われていた。統合教

育にっいてのわが国の認識は、まさにr画期的」などとの見出しが

っきそうで、「統合教育の効果は？」「統合教育について健常児の親

から何か異存はないか？」と、日本の物差しで質問する訪問者に

「障害をもっている子が健常の子と一緒に保育を受けるメリットは

計り知れない程大きいし、地域の父母は特に異存などあるはずがな

いですよ。」と、怪認そうに統合教育本場の保母さんは答える。

　それにしても、r受容』『寛大』といった心もちはヨーロッパ人の

精神的パックポーンであるキリスト教から来るのか、大いに興味を

感じたものである。

社会的問題と

　　　　　子どもたち

　生活水準が高いスイスやオーストリアは以前から政治的避難民や

外国人労働者にとって魅力的な国であり、受入れ側も労働力の確保

といった観点から寛容さはあったとのこと。

　しかし、最近は東欧の崩壊とユーゴの内乱によりオーストリア・

ウィーン市の学校では、クラス半分近くを異民族の子どもが占める

状況にあり、異民族の文化的背景からあつれきも生じはじめ、民間

の青少年協会などが中心となって言語訓練による融和教育もはから

れているようだ。

　彼らの一部には親の生活基盤の脆さをまともに被り、福祉的サー

ビスを受ける割合が高くなってきていることと併せ、3件に1件と

極めて高い離婚率の中で犠牲になっている子どもたちのための施設

不足など、現状では多くの社会的問題を抱えているようだ。

が、しかし、子どもが出来るだけ長く家庭生活できるように家庭指

導をし、それが不可能であれば里親委託するなど、子どもたちの施

設入所を極力押さえているため施設の数が少ないのだと、家庭と青

少年環境省のナベール女史に説明された時は、ただただうなずくば

かりであった。
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ウィーン市営

「子どもの町」で

　　　　感じたもの

　ウィーン市から1時間半程離れた郊外に広がるウィーンの森の山

辺にその養護施設はあった。

　小さな村の住宅地に広大な面積を有したグランドやサッカー場、

プールは勿論のこと、子どもたちの指導訓練に必要と思われる各種

施設が備わっていて、確かにr子どもの町』を形成していた。

　私の勤めている小規模施設なら、優に6ヵ所分の240人もの子ど

もたちがウィーン市郊外の片田舎に集められていたのを目のあたり

にして、何か異様さと共に『社会的隔離』の5文字が浮かんでなら

なかった。240人もの子どもたちは、24のグループファミリーに分

けられ、3人の養育者と共に生活しているが、果たして細やかな配

慮がどこまで行き届いているか、少々疑問に感じたものである。

研修を終えて 　日常の中に埋没しかけた私が、例え初歩的であろうが英語を習う。

ヨーロッパに関する本を図書館から借りて来て「ベルギーについて…」

調べるなどと誰が想像できたであろうか？

　困難な問題には上手に避けて通るようになった私に強烈な揺さぶ

りをかけてくれたこの度の研修は、長年やってきたことへの再認識

と「ソォーソt－」から「ベター」となるための新たなるスタート

ラインを私に与えてくれた。

SOS子ども村で学んだこと

光の園摂理の家

弓　立　美千代

　ベルギー到着は深夜になった。ほとんど眠っていない状態で研修

第1日目は始まったが、空港からスカンディック・クラウンホテル

に向うパスの中から見たブリュッセルの街の美しさは、今でも脳裏

に焼きっいている。歴史的な建物が、闇の静けさの中に浮かびあが

り、最も華麗な姿で私達を出迎えてくれたようであった。

　事前研修で先入観を持ち過ぎたためと思うが、私は今回の訪問先

ではSOS（Save　Our　Soul一我らの魂を救いたまえ）子どもの

村に一番関心があった。1948年に、Hermann　Gemeiner氏の理想

に基づいて設立。全世界に広がる私的で自主的な社会事業であり、

政府の援助を拒否し、全て寄付によって運営されていると言う。恵
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まれた自然環境の中に、個性を重んじてつくられた各コテージがあ

り、そこには保母資格などは不要の、人格によって採用されたムッ

ターが、衣食住全ての経費を一任され、5～7人の子ども達と信頼

しあって暮らしている。子ども達は独立して生活出来るようになる

まで、一人のムッターと共にすごす。一私の頭の中は、期待でいっ

ぱいになっていた。

　9月16日（水）、いよいよ子どもの村訪問の日。なだらかな山の

裾野の広大な敷地の中に、めざす「ヒンターブリュール子どもの村」

はあった。一軒ごとに外観は少しずつ違い、周囲の高級住宅地とも

はっきりした囲いがないので、隔離されたかんじはなく、ゆったり

と穏やかである。

　創立者であるGemeiner氏は、8人兄弟の中に育ち、5歳の時

母親に死別。一番上の姉が母親がわりで兄弟を育てたと言う。第二

次大戦で孤児になった子ども達が、公共施設に収容され、30～40人

を2～3人の保母が育てている状態をみて、（1）子どもには常に永く

大人がっいてあげる必要がある。｛2況弟は一緒に育つべきである。

（3）家族には一軒の家が必要である。｛4）．as互扶助のため、同じような

立場のムッターがいる村が必要である。という自分の理想を実現す

るため、SOS子どもの村を設立。彼の実績が認められるにつれて、

彼の理想に賛同する多くの人達の寄付が、全世界から寄せられ、現

在は400の子どもの村と600の農園、幼稚園、学校、職業訓練校を運

営していると言う。

一
創立者の成育歴やSOS子どもの村の歴史にっいての説明に、

r私の想像した通り。なるほど、なるほど…』と、相槌を打ちなが

ら、耳に心地良く響く言葉に満足していた私であった。但し、次の

説明を聞くまでは。「ムッターになる動機ですが、自分は家庭を持

ちたかったが、うまくいかなかったから、ここに来た人もいます。」

また、「子どもを産めない体なので。」と答えてくれた女性もいた。

『そんな馬鹿な！』一私の心地良かった気持ちは一変した。rそう

いう動機で働くなんて、子ども達に対して失礼だ。それじゃ丸で、

自分の悲しみを子ども達に慰めて貰おうとしているみたいで、なさ

けない。』……次々と、怒りに近い感情が湧きあがって来る。

　ムッターは一生結婚しないというのが条件で、子ども達の世話を

することによって充実した独身の生涯を送りたいと願っている人。
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強い信念と、超人的な忍耐力と、子ども達を教育する能力を持つ、

愛情深い人と聞かされていた。私のムッター像は、健康で、魅力的

で、結婚も出産も本人さえその気になれば実現出来るけれど、それ

以上に子どもの村での生活に生きがいを感じ、プライドを持って働

いている人のはずだったのである。結婚できなかった人や、子ども

を産めなかった人の方が、他人の痛みを理解出来る優しさを持って

いるとも言えるけれど、私はその動機に納得出来ず、悶々としてい

た。1班の夜のミーティングでもこのことは話題になり、ピンカフェ

ルトで質問しなおしてみようということになった。

　私は永い年月、施設で働いて子ども達と接している。結婚もせず、

子どもも産まずにである。「子どもを産んだことのない者に、子ど

もが育てられるはずがない。」と言われたこともある。体験のなさ

を、子ども達に申し訳ないと思い、既婚者の採用を園長に願い出た

こともある。しかし子を持っ母親なのに、施設の子に対する意外に

も冷淡な態度に驚いたこともある。「未婚」というムッターの条件

にこだわったのは、私の選んだ生き方が、子ども達にとって果して

良かったのかどうか問いただせそうな気がしたからかも知れない。

　私達施設職員は、様々な問題行動を起こす子ども達について常に

論じ合っている。ケース会議が開かれ、指導指針がたてられ、日常

生活の細かな部分まで指図している。私達大人の不完全さをまるで

忘れているかのように。逆に、もし子ども達が職員一人一人に対す

るケー一一ス会議を行なったとしたら、独得の敏感さと鋭さで、厳しい

発言をすることだろう。大人にとって耳の痛い部分を、正当な意見

で指摘されたとしたら？と仮定してみる度に、仕事に対する自分自

身の未熟さが露呈してしまう。私自身はそれを反省と謙遜をもって

受け取る勇気があるだろうかと。そんなことを問い続け、いっか克

服したいと思い続けているので、福祉施設で働く職員の姿勢には、

どうしてもこだわってしまう。

　9月18日働、ピンカフェルトSOS子どもの村訪問。幼稚園に近

くの子ども達も通って来ている。ちょうど誕生パーティー中で、そ

の子は学校の先生の子どもとのこと。大久保団長がプレゼントを手

渡す。私達が訪れた家のムッターは、ウィーン総合病院で看護婦を

していた女性。12年目という。8人の子どもを育てて来たが、あと

2人位は引き受けたいらしい。「ムッターには強い信念と忍耐力が
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必要です。」と、きっぱりと言い切られた。

　団員の武市さんが、「ムッターは未婚の女性ということだが、な

ぜ夫婦ではいけないのか？」と質問した。

　（何分間位あったろうか。永い沈黙のあとに）「ひと言では言え

ない。夫婦で子どもを引き取ると、経済的な理由で大抵問題が出て

来る。自分の子どもと他人の子どもを同じ家で育てるのは並大抵で

はない。家族は父と母がいてパーフェクトなのだと思うが、ここは

この形でやって来て良かったと実証されている。男性の役割につい

てだが、父親の子どもの教育に対する影響は20％程度のものである。

ムッターになるためには、1年間の観察期間と、もう1年の勉強が

必要であり、熟考する時間がある。信念を持っていないと出来ない。

また、適任でない場合ははっきり断られる厳しい職業である。今ま

でいろいろな場所を転々と変わって来た子どもに、安住の場を与え

てあげるムッターは意志の強い人で未婚女性の方が永く続けられる。

子どもの村の歴史を振り返れば、未婚である一人のムッターにずっ

と育てられた子どもが、皆良い家庭を築いており、成果は実証され

ていると思う。」そんな答が返って来たe

　心の中のしこりがとけていくかに見えた。しかし完全にとけては

くれない前に私の狭いこだわりは少しずっ変化していった。働く動

機がどうであれ、今、子ども達と共に生きようとしている仲間を寛

容に見られないで怒っていた私は何と傲慢な人間だろう。人はそれ

ぞれその人にしか出来ない体験を積み重ねて生きている。産んだ体

験、産まない体験、産めない（男性も含めて）体験をしている人間

同士が、それぞれの視点で未来を担う子ども達を尊重し、見守って

共に育ち合うことが大切なはずなのに。大人に何らかの形で不信感

を持って施設に入所して来た子ども達が、再び人を信じ、自分の人

生を夢を持ってきり開いて生きていけるように援助してあげること

こそ私達の役目であることを改めて感じる。不完全なる者としての

自分を冷静にとらえた上で、私らしい生き方、私らしい愛し方で子

ども達に接していきたいと思う。人生に夢を捨てず、感動を忘れな

いで子ども達の前に立ちたいと。

　今回の研修で、福祉に前向きにかかわっている多くの人達に出会

えたことは、私にとって貴重な体験であった。すばらしい機会を与

えて下さった資生堂社会福祉事業財団に心から感謝したい。
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ヨーロッパ研修旅行が私にもたらしてくれたもの

尾道母子寮

高　橋百合子
　15日間仲間達とのふれあいの中で、また、ヨーロッパの国々で五

感を通していろんなものを見たり触れたりするうちに、自分の中に

いろんなものが蓄積しました。

　帰国して、以前よりも物事を客観的にしかも間隔をおいて冷静に

分析できるようになっていることに気がつきました。ですから、自

然と余裕が持てますので感情の起伏が少なくなりました。

　仕事の面にも変化が起きてきつつあります。ここ3年ぐらい仕事

に行きづまりがありましたが、帰国直前頃「ああ、こうすればいい

んだ。」と、いう確かな手がかりが見えてきました。

　以前は、グループワークをうまく利用しつつ学力と体験学習を両

輪にし、子どもたちを鍛え上げるのに、引っ張りあげるような感じ

でやってきました。

　そのやり方で3年前ぐらいまでは何とかスムーズにいき、学力の

ある子どもには、大学や高等専門学校への道を開いてきました。そ

して、人生を楽しんで生きられるようにと、あの手この手でいろん

なものを子どもたちの中に注いできました。

　しかし、3年前ごろからこの引っ張っていくやり方に対して一部

の親子から、抵抗的なものが出始めました。特に問題を抱えている

親のところからです。そこで、この3年間ずっと悩み、いかにすべ

きかと模索していました。

　このたびヨーロッパ研修を通して、一人一人の人権をもっと尊重

し、引っ張りあげるのではなく、彼らを温かく温かく包み込み自然

体で気持ちよく、のびのびした状態にさせながら、以前鍛え上げて

いたレベルにもって行けるのではないかと思えるようになりました。

　このやり方には、親とも子どもとも、以前よりよりよい関係がで

きる部分と非常に難しい部分とがあります。しかし、前向きに取り

組み、気長にこの方法でもがいてみようと行動を起こしています。

きっと2～3年経ったころには、いいものがっくり上げられ、それ

なりに落ち着くと確信しています。

この研修期間中に、いろいろ疑問が生じた時、

「そんなとりかたもあるけど、こんなふうに考えるともっと違うも
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のが見えてくるよ。」

と、そのっどそのつど優しく受け止めながら方向づけをして下さっ

た人もありました。これがより深く洞察するきっかけになったよう

に思えます。このような対応ができればすばらしいと思います。私

の人生の課題の一っとなりました。

　知識で知っていることと体全体で感じ理解するのとでは、そこに

大きなギャップがあることを再認識しました。五感を通して受けと

めたことは、血となり肉となって必要な時に必要なところに生かす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F
ことができるように思えます。

　帰国して寮生からすさんだ心が私に向けられた時、福祉の現場に

いる者はどんなにすさんだ心が投げかけられても常に変わらぬ温か

い心が向けられるように超越しなければいけないのだと気付かされ

ました。今までは、こんな時どっと疲れを感じていましたが、この

度はスーと自分の中を通過し爽やかというか動じない自分を感じま

した。このような体験が何回も繰り返され、しっかりと自分の中に

根を一ドうしてくれるといいなあ、と願っています。

　どんなことが自分に起きようとも不平不満を言うのではなく、自

分の中でそれをうまく消化しクリアしていってこそ人生は楽しいの

だと思えるようになりたい今日この頃です。

　以上が、帰国してiヵ月足らずのうちに自分の中にみえた変化で

す。これから先どんな変化が起きるか楽しみです。

　この研修で大きな飛躍をさせて頂き資生堂社会福祉事業財団をは

じめ団員の皆様に心から感謝しています。

研修を通しこれからの自分が見えてきた

平安養育院

宮　沢　典子
　訪問先のどの施設にも共通していたのは、室内・敷地内が、きれ

いに整えられ、生活感が感じられることであった。家具・鉢植え・

倉庫内の備品・壁面の飾り等に暖かいパワーがあるのである。「よ

りよく住むために考えているとこういうふうになっていた。」とい

う言葉通り、大人が子どもの住むところを工夫し、見守っているよ

うな、そこにあるイスに思わず座りたくなるような感覚がある。
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周りには庭があり、自然の景色、緑が確保されている芝生がある。

草の匂いがする。日本にもどこにも条件は揃っているが、ただ、生

かしきれていないのだ。庭がなくとも、何となく置かれた鉢植えや

一枚の写真が何となくいいのである。皆が住む場所として、日本の

場合、まだまだ気配り、心配りが必要だと痛感した。

　行政側からも、現場側からも、役割と、何の問題について、どの

範囲まで責任をもっのか明確にされていることが伺える。子ども自

身の自覚と責任・親の自覚と責任を明らかにし、それを土台とした

上で援助がなされる。施設の種類も多種多様の専門性が認められて

いる。養護施設の役割は何なのか？親と子の何が問題で、解決でき

ることなのか否か、どのような方向性をもっべきなのか…。どのケー

スも明らかにされ、方向性を持っている。

　なぜ、自分の仕事にしんどさを感じるのか、なぜこの職業を選ん

だのか…。自分自身、振り返らぬように、考えないように、流され

てきたように思う。目の前の問題を大きく膨らませては、あたふた

とし、目の前でそんな大人を見ている子どもたちに気づかず、年月

だけが重なっているのではないだろうか？何かしているけれど、何

をしているかが解らないのが現状なのである。

　各々の文化や歴史の違いはどこにでも、何にっいてもある。それ

でも、時代は同じ1992年を生きている。　“国”というこれだけ大き

なレベルで考え方が違うことを実感したことは「大切な刺激」であっ

た。全くといっていい程、出発点と目標が違った。これを基点に、

日常の取り組みの中に置き換えてみると、今までと少し違った

「物差し」で計るべきことが山程あると思う。具体的に何をどうす

るのかは今後の自分の行動・言葉の節々に現われてくるのかもしれ

ない。自分の中で、何かが変わったのは間違いないのだから。

　この研修に参加して、先ず考えたことは“立場”ということだっ

た。自分の何が通用するのか？肩書も養護観も時間をかけて、自ら

表明しない限り、理解し合えない。年齢的にも、経験的にも、自分

より上の人々のなかで一目瞭然に抜け出ているものは何もない。た

かが10年の経験で、人生を悟ったような感覚さえ持っていた自分が

“情けなく”思えた。それに加えて、体調も崩し、多くの方々に心

配と迷惑をお掛けしてしまい、泣いているのが“私”であった。後

は、ただ黙って笑っているだけだったのである。ところが、結構こ
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れが心地よい。あせりもせず、突っ張りもせず、無理もしていない、

不思議な感覚だった。さらに日が経つにつれ、研修はもちろん、昼

夜行動を共にしているため、各人の何かに取り組む姿勢や、些細な

会話や会釈からも“人柄”というものが感じられるのである。プラ

スの面でも、そうでない部分でも、5年後、ro年後の自分とイメー

ジを重ねることができたことは、今の自分にとって何よりも必要な

ことであった。去年でも、来年でもなく、今回、参加できたから感

じられたことなのかもしれない。

　保母主任という肩書を背負っていると思い込み、変に背伸びをし

て、しんどさに浸っていたのが少し楽に、なおかつ前向きに仕事の

円を描けるように感じている。その人の生きざまが“立場’をっく

り出すのかもしれない。どう説明すればご理解いただけるのかわか

らない程、　陪素直な気持ち”になれ、人に甘えて、支えてもらって

いるんだという実感、守ってもらっているという実感を持っことが

できたことは、私にとっての宝物がまた一っ増えたことである。

参加して『良かった」とても良かった。

　次は、その様々な思いを身近な人や子どもたちに感じてもらえる

ように、自分が光を放っべき“立場’なのだと思っている。

今後の課題として 　仕事というものは、見て、聞いて、学んで、体験して、悩んで、

そして自分のものにしていくしかない。ただ、その裏側には、自分

が学ぼうとする姿勢と勉強しつづける努力が、同時進行していなけ

れば、中身が伴わない。わがままは通用しない。私たちは専門的な

仕事だという良い意味でのプライドを持っべき職業だとも思い、悟

り、それを互いに刺激し合う必要がある。それは、今のままで安心

していてはいけないのであって、時は流れ、社会は変わり続けてい

ることをもっともっと知らなければならない。そして、少しでもよ

い方向に変えていかなければならないという気持を持たないと、人

の心に立ち入る資格はない。子どもが好きなら、人が好きなら、こ

の仕事を続けていくのなら、自己に対する厳しさだけは忘れてはい

けない。人について、ものに対して、大切にすることを考え続けら

れる人として生きてゆきたい。もちろん、もっと、楽しんで生きて

ゆきたいとも思っている。今回のこの出会いを素晴らしい思い出と

していきたい。

一 128一



研修を終えての感想

名古屋厚生会館

愛のホーム

伊　東茂哉

　資生堂児童福祉海外研修団の一員として、2週間にわたって、ベ

ルギー、スイス、オーストリアのヨーロッパ3力国の福祉の現状に

ついて有意義な研修をさせていただいたことは、自分自身の視野を

広げるとともに、今後の仕事への大きな刺激となったことは間違い

のないところである。

　同時に様々な種別の児童福祉施設に勤務する先生方と行動を共に

し、互いに知り合えたことも大きな収穫であった。

　出発当日、エンジンのトラブルにより、飛行機が4時間の遅れで

成田空港を飛び立ち、最初の訪問国であるベルギーに到着したのは

夜中の3時であった。にもかかわらず、午前7時30分のモーニング

コールに元気よくとび起き、精力的に行動を開始する各団員のパワー

に感動をし、いやが上にも気合が入った。

　今回、自分は2班のカメラ係として、訪問する各施設の概要を出

来るだけ具体的に、また、行動する各団員の様子を出来るだけ表情

豊かにファインダーの中に収めることに専念した。このことが結果

的に様々な場面を私自身の頭や心のフィルムに焼きっけていくこと

にもなり、自分にとってよかったのではないかと思う。したがって、

訪問先の記録メモはというと、所々、内容が歯抜けで役に立たず、

よって、この報告書づくりは、記録係の方から頂戴したまとめを活

用させていただいた次第である。

母子のための施設 　さて、今回ベルギーとオーストリアでは母子を収容する施設を見

学することが出来た。成田出発の際、財団から配布された訪問リス

トの中に2つの施設を見て、母子寮に勤務する者としては、たいへ

ん興味深く、行く前から楽しみにしていた。

　この2つの施設、概要にっいては、前記のとおりであるが、特に

オーストリアの施設において、印象に残ったこととしては、母親の

男性との交際を基本的に認めているということである。

　週に3回の面会、外出、また月に4回の外泊、母親の単独外泊も

可能であり、残った子どもは他の母親が面倒をみるということだっ

た。日本の母子寮、少なくとも私の勤める母子寮では考えられない
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ことである。

　施設長の話では「入所する母親のほとんどが、男性に対するイメー

ジを悪く持っている。母親は成育歴の中で、父親のアル中、暴力、

性的虐待を味わい、男性への不信感を持っている。これを取り除く

ためには、ポーイフレンドとの交際もひとっのアブO一チと考えて

いる。」とのことであった。

　また、「母としての資格、母として今後やっていける力を身にっ

けるために、様々なトレーニングを積んでいくが、最終的に自分に

母親としての力がないと感じた場合は、良い意味でここで子どもと

別れる。」という説明もあった。つまり、里子に出す等、母子分離

を考えるということである。良い意味とは、どういう意味なのか。

ここまでの話で、　“母性”というものは成熟しないものなのだろう

か。これでは母親であるということより、女性であることに視点が

置かれていると率直なところ感じた。

　例えば、未婚母子の場合などは、母親自身が意図的に未婚を選ん

だのではなく、精神的にも経済的にも親になる準備がないままに止

むをえず、そのような結果になってしまった場合が多く、特に若年

の未婚の母の場合は、性についての知識や自分の身を守ることを知

らないことから、出産に至ってしまうケース、しかも相談する人が

いない、そして、生い立ちは親が離婚して預けられたり、親が仕事

を転々としたり、病気だったりという不安定な生活体験を持っ、そ

ういった母親のケースが最近、私の勤める母子寮にも多く入寮する。

　そういう母親の場合“母性”の未成熟を非常に感じる訳だが、指

導員としては、母親の気持ちに変化が生じるまで子どもの親として

どのような役割を果たさなければならないか。親としてのあり方、

親子のあり方について問いかけ、考える機会を与えていくことが重

要だと考えている。そうでなければ母子寮に在寮する意味が、母子

にはなくなってしまうとも思うからだ。

　確かに離婚率が3組に1組の割合、未婚母子を入れると4割が母

子家庭、そうしたオーストリアの母子処遇のあり方と、日本の考え

方とは比較は出来ない。

　しかし、国情は違っても、母が子を想う心、子どもの幸せを願う

心は共通ではないか。共通であってほしいと思う。今回のオースト
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時計のようなスイス人

リアとベルギーの母子寮訪問によって新たな刺激を感じた。大きな

収穫かもしれない。

　「スイス人は働くことがホビーである。フランス人はバカンスの

ために働き、イタリア人は食べるために働く。」

　「昔、日本は東洋のスイスといわれ、今はスイスが西洋のH本だ

といわれている。」と、ツァーコンダクターの小野氏から聞いた。

　確かにスイス人は働き者だ、と私も思った。

　滞在中、6時30分のモーニングコールで我々が目を醒ますと、隣

のオフィスピルのいくっかの部屋にはすでに照明がっき、中ではビ

ジネスマンが仕事を開始している様子を見てきたからである。

　スイスを訪れた観光客が買いたいもののナンバー1といえば、今

でも必ず時計が挙げられ、また、レース刺繍等手づくりの手芸品も

人気が高いという話も聞いた。

　時計にしても手芸にしても、精密さと忍耐強さを要する仕事。

　そこには、厳しい山の暮らしを続けてきたスイス人の、勤勉で几

帳面な性格が現われているような気がした。

　また、スイス人のこの性格が、ものづくりだけではなく、施設づ

くり、人づくりにも共通したかたちで、これらの根底に流れている

のだと感じた。

　今回、スイスでは3っの施設を訪問することができたが、いずれ

の施設もハード面での素晴らしさと処遇のあり方に感動をした。

　情緒不安定な青少年を収容し、職業訓練をさせるシェンクンク・

ダッペルスの施設長から、「子どもたちは訓練を終え退所した直後

に、必ず何らかの困難な問題に遭遇するが、長い人生のなかでほと

んどが更生している。」という説明を聞いてハッとした。

　4年間の職業訓練のなかで確実に習得した技術、技能、そして社

会からも認められるライセンスが、たとえトラブルに巻き込まれた

場合でもそれを乗り越えるだけのパワーになっているのだと思った

からだ。

　自分のこれまでの取り組みの視点を新たにする機会を与えて下さっ

たこの施設長に、そしてスイス人に感謝したい。

　最後に一句、「ふと覚めし　明けぬに働く　人の影」
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ヨーロツパ雑感

ならわ学園

加　藤　義　孝

メルヘンの国にも深刻な家族問題。

　アメリカなどごく一般的な観光地には行ったことがあったが、初

めてヨーロッパを訪れ、まず目に入ってくる刺激に感動した。今ま

で感じたことのない驚きと新鮮な感じが、ただの家並みや木々をみ

るだけで感じられた。

　ベルギーではレンガ造りの家や、石畳の道にこれがヨーロッパか

と思ったが、スイスに来てみてまたまた違う感動に襲われた。緑と

湖と古い大きな建物、まるで小さな頃に見た絵本の中にいるような

感じであった。

　初めて訪ねた施設が、これまたメルヘンの世界のようなところで

ただただ感心するばかりで、日本の施設の、生活にゆとりのない建

物と比較して、いかにくつろげることが大切かを痛感した。

　スイスでは訪問した施設が少なくていわゆる児童施設での子ども

との交流がほとんどなくて残念であった。しかし、通訳の方から聞

いたスイスのいろいろな様子は興味深いものであった。スイス人は

「どけち」であるとか、日本人のように子どもに物を買い与えず、

親子でも売買しあうとか、スイスのパンは一番まずいとか、政治家

はボランティアで儲からないとか…。

　しかし、歴史的な永世中立を守り、国を守っていくために子ども

を非常に大切にし、そのための教育や健全育成にかける国民の意識

は高い。特に、親も一緒に、学校で子どもの学習することを理解し

ていなければならない、といった姿勢には感心させられた。

　役所で登校拒否にっいて質問した時、なかなか理解しにくい様子

であった。日本とは教育制度が違うので、いわゆる登校拒否の問題

はないようである。金持ちの子どもに多い麻薬の問題、自殺の問題

（スイス人はどちらかというと暗くて、欝的な人が多い）、虐待、離

婚の問題など、家族関係の問題も大きく、家庭の崩壊という問題は

日本より深刻なのであろう。

　やはり、人間の根本的な集団としての家族への回帰を求めている

ところに、オーパータワーのような施設がつくられる所以があるの

だろうと思ったことである。
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私をRe－Yokoさせたヨーロッパ研修

岸和田学園

永　野　良　子
　私にとって、初めてのヨーロッパ研修の15日間は、何百年もの重

みを感じさせる街並みの中で、浮き浮きと過ぎて行った。団員は、

皆、社会福祉施設労働者らしく、まじめで、陽気で、人なっっこく

て、日を重ねるごとに、心の広さ、やさしさ、熱心さ、そして、ひ

たむきさなど、新たな魅力に互いに引かれあう仲間であった。日頃、

施設に引きこもって、子供たちと向き合い、っいっい、目先の処遇

に明け暮れる私にとって、乳児院や母子寮、教護院や情緒障害児短

期治療施設で、経験を重ねた人たちの言葉は、一っ一っ、新鮮で、

的を得ていた。

　研修先は、ベルギーで6ヵ所、スイスで4ヵ所、オーストリアで

6ヵ所と、駆け足でめぐっては、メモをとっていただけの印象であっ

たが、自分の施設と距離をおいて、子どもたちのことを考える機会

にもなり、まさに、ヨーロッパの空気のような乾燥した風が、頭の

中をす一っと吹いていったようで、何か、refreshして、　rebornし

て、rechangeして、とにかく「re－一一」という感じで日本に戻っ

てきたような気がする。

　この研修を通しヨーロッパの福祉にふれ、印象に残ったことは、

地域に根ざした『予防福祉』、数々の多彩な支援に支えられた『在

宅ケア』、人種や個々の能力や障害を越えて、共に生きる喜びを教

える『統合教育』等である。そして、それはSOS子どもの村の「教

育とは、環境である」という言葉に表わされていた。

EMANCIPATION（解放）・自由・自立・自己実現

砂町友愛園

斎藤美江子
　ゲント大学で、子どもの権利等にっいて、話をしてくださった、

スピッツ・ガルパ氏の“自分は、一番、個人の自己実現を大切にし

たい”という言葉に、私は、現在おかれている福祉・人間のとらえ

方のヨーロッパと日本の違いを見た思いがしました。

　ベルギーのチャイルド＆ファミリーで聞いた、保健婦が、生まれ

た子どもの97％の家庭を歩き回り、親と共に、子どもがよりよく成
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長し、尊厳を保つように、遊びや食生活等の指導を行うことにっい

て、子どもを社会の一員として、一人の人間として大切に対応して

いることが、ただただ、すごいなと思いました。将来を担う子ども

に対して、狭く家庭でということでなく、広く社会が育てていると

感じました。

　そして、スイスの知恵遅れの施設では、子どもたちの部屋が個性

的でプライバシーが守られ、とても清潔だったことが印象的でした。

　教護院においても、子どもの過去のことより将来を考え、職業訓

練を行っているのを見て、ついつい足元ばかり見てしまっている自

分に対し、反省させられました。一人一人を大切に深く考えて育て

ることの意味を、改めて学んだような気がします。

　また、最終地のオーストリアの母子センターでは、所長さんが、

「友人に、よくお茶を飲んでお話をして楽な仕事ね」、と言われるが、

“相手との信頼関係を築きあげることはとても難しく、時には仕事

が終わった後も引きずり、プライベートな部分にまで入り込んでく

る大変な仕事です。”と話しながらも、とても自信をもって働いて

おられることが伝わってきました。

　2週間という期間でしたが、福祉にたずさわる人々を通して見た、

ヨーロッパ、そして、研修後の街中で出会った風景や銅像、伝統音

楽、のみの市の帰りに小物を広げて見ていると“これはXンピッ削

り’と身振り、手振りで教えてくれたおじさん、アンケートに、笑

顔で答えてくれた人々。公園の遊具や施設の家具があたたかみのあ

る自然木で作られていたこと。人間が生きていく上で、大切なもの

が、街に、自然にあふれる程あり、その中に、必ず“人間の存在”

“人間の権利“を根底に考えられていることが読みとれました。

　“自己実現という言葉の中には、その個人が、自分自身の束縛か

ら解放されて、自己の可能性に挑戦するという意味と、社会の一員

として他者のことを考えるという2つが隠されているように、私は

思います。その2つのことが、今回の研修を通して、ヨーロッパの

人々の人間観としてしっかり根づいていること、各々がそれぞれの

価値観を持って生きるということに真剣であり、他者に対して違う

存在を認め合っている、という気がしました。

　ソ連の崩壊の一方で、世界は、ヨーロッパは1っに、アメリカ、
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カナダ、メキシコの北米大陸3力国も1つになろうとしています。

経済だけでなく、自分も他人を認める社会、人種や障害、老若男女

を越えて………研修を機にさらに考えを深め、広い視野をもって心

広く、子どもに接したいと思いました。きっく言うのを、ちょっぴ

り少なくして（もちろん、ここだというときには、エネルギーを蓄

えておいて）、子どもと自分をゆったりと見っめ、心豊かに生活し

たいと思いました。

　団員は、皆、個性あふれる素敵な人たちで、楽しく、学びの多い

充実した研修でした。本当にありがとうございました。

研修をふりかえって

精霊乳児院

新　谷　　　光
　海外研修を終えて1ヵ月すぎた今、研修をふりかえり、あの2週

間がもたらした私の人生、あるいは、仕事への姿勢に対する意味を

考えてみたいと思う。

　私たちは、財団の池田常務理事から、研修テーマとは別に次のよ

うな課題を与えられた。1っは、良い仲間を作ること、2っめは、

ヨーロッパの福祉のフィロソフィーを感じてくること、最後に、学

んだことを資生堂社会福祉事業財団が刊行する報告書に的確に表し

てほしいことの3っだった。

　1っめの課題は十分果されたと思っている。人間を相手に仕事を

している仲間たちである。人が好きという共通点で、日がたっにっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
れ、昨日まで未知の人々だったのが、昔からの知り合いのような気

持になり、特に、同じ班の仲間とは兄弟のように親しくなれた。児

　　　　　　
童福祉の色々な施設で、子どもたちに真心を持って関わっている仲

間を得た。この出会いを大切に、これからも仕事に励んでいきたい。

　次にヨーロッパの福祉の哲学だが、訪問したどの施設でも、ひと

りひとりの子どもを大切にしていることが痛い程伝わってきた。宗

教的なべ一スがあるためなのか……。

　私は、施設に勤めて、通算14年になるが、子ども達の処遇に追わ

れ、親への援助にまで対応しきれていないのが現状だ。今回訪問し

た施設には、心理ワーカーが必ずいて、子どもや親にきめ細かい対
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応をしている印象を受けた。

　また、施設に入所している期間が、平均的に短く、子どもを家庭

に返す努力を常にしていると聞き、子どもの幸福を真剣に願うとい

う姿を、実感として学んだ。

　報告書については、他の団員と協力し、現地で入手した資料を参

考にしながら、私自身が学んだ事柄を、読む方々に十分伝えられる

ような報告をしたいと思っている。

　さて、私のこれからの仕事への課題について考えてみたい。

　1つは、自分の内面との闘いである。罪を犯した人や人生に挫折

した親たちへの偏見を捨てること、自分が強い者として上から見る

べきではなく、共に生きていく者として、相手の立場になれるよう

な自分になることである。優しい眼ざしを、いっも持てる人間にな

ることである。

　2つめは、真摯に生きていくということ。直面する事柄から逃げ

ないで、地道に、真剣に取りくんでいこうと思う。今までの自分を

ふりかえると、どんなに他人に甘えてきたかということを、深く思

い知らされた。このような体験と学びの機会に恵まれたことを、心

から嬉しく思うo

スイスこぼれ話…

　　　　　ご縁があったら……

　待ちに待ったフリーの日。ガラクタ市め

ざしてレッツゴー。

新品から中古品まで所狭しと並べられ、は

るか彼方まで続いている「ノミの市」。

　ある店でステキな飾りボタンに出会う。

　「イクス　キューズミー　ハウマッチ？」

にこにこしながら近づいてきた店主のおば

あさん、そのボタ

ンを私の掌にのせ

両手で私の手を包

スイスの
　　「ノミの市」で

み込み、にっこりと微笑んだ。思わず「サ

ンキュー」（しかしこれは誤解だった。）

　友達がすかさず日本の5円玉を私に渡す。

私は「ジャパニーズコイン」と満面に笑み

をたたえておばあさんに渡したら何とこれ

でOK。ついでに記念写真も撮らせてもらっ

　　　　　　　　　コ　　ロ
た。これも、何かのご縁とお互いハッピー

な気分になった心温まる一コマであった。

声
、
ヨ
．
．
淘
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第19回　資生堂児童福祉海外研修団　訪問先リスト

［ベルギー］（9月8日～9月10日）

「チャイルド＆ファミリー」本部

Kind＆Ge2in，　Head　Office

Hallep。ortlaan　27，

1060　Brussels
Belgium

TEL：02－533－1211　FAX：02－534－1382

＊ベルギー

！　frs，Liliane　Tr三enpont

（Acting　Inspector－General）

Mrs．Rita　Stevaert

Mrs，Greet　Willems

Mrs．Magda　De　Boeck

　　　　　フラマン（オランダ）語地域の児童・家庭福祉事業を実施する事業体。

保育所、養護学校、養護施設、乳児院、障害児施設等を所管。

「ウォルランド」（王立養護学校）

Konikljk　lnstituut　Woluwe

278Georges　Henrilaan
Brussels　l200
Belgium

＊盲、聴、言語　障害児の養護、幼稚園、学校

施設長　ロメイン　ファン

Brother　Romain　Hyfte

ヒフテ神父

「スタッベ母子福祉センター」

De　Stobbe　　　　　　　　　　　　　　　　指導部長
Julius　de　Gevterstraet　57．　　　　　　　　　Mrs．Declerco　Goedele

2020　Antwerpen
Belgium

＊アントワープ市立の母子駆け込み寺式の母子福祉センター。

「児童虐待救済センター」

Child　Abuse　Aid　Center　of　Antwerp　　　　施設長　M．ミシェルス医師

Kind　in　Nood　　　　　　　　　　　　　　Dr．M，Michaels
Albert　Grisarstraat　21，　　　　　　　　　　　　Director
2018Antwerpen

＊アントワープ南地域の児童虐待防止、相談センター。

「子どもの家」（Kinderland）　（ベルラール子どもの国）

Kinderland　　　　　　　　　　　　　　　　施設長　ファン　デューレン　ヤン
Ballaarweg　l　　　　　　　　　　　　　　　　Mr．Van　Deuren　Jan（Director）
2590Berlaar
Belgium

＊ブラッセルから北方30kmにある大型養護施設。

ゲント大学「子どもの権利研究センター」

Faculty　of　Psychological　a皿d

Educational　Science

Universiteit　Gent

Off三ce　No．209，2nd　Floor

Henly　Dunantlaan　2，　Gent
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［スイス］（9月11日～9月14日）

「ビュール子どもの家」

Stiftung　Kinderheim　Buh1　　　　　　　　施設長　ハンス　マイヤー氏
8820Buhl－Wadenawil　　　　　　　　　　　　Mr．Hans　Meier（Heimleiter）
Switzerland

＊チューリッヒ湖に臨む民間の発達障害児の施設（療育・居住施設、養護学校を併設）

「シェンクンク　ダッペルス」

Stiftung　Schenkung　Dapples　　　　　　　寮長S．　Devecchi
Flueh　Gasse　80　　　　　　　　　　　　　　Mr．Sergio　Devecchi（Leiter）

Zurich　CH－8008
Switzerland

TEL：01－381－6065

＊民間の男子教護院。

　特に職業訓練に力を入れ、手に職をつけさせることによる更生を図っている。

「チューリッヒ州青少年福祉部」

Jugendamt　des　Kanton　Zurich

Walcheturm　CH－8090　Zurich
Switzerland

TEL：01－259－1111

＊チューリッヒ州の青少年福祉全般を所管。

「オーバー・タワー・センター」

Zentrurn　am　Obertor
Obertor　8－14

CH－8400　Winterthur
Switzerland

TEL：052－213－8888

FAX；052－213－8878

部長　H．バークハード女史
Dr，Heidi　Burkhard（Director）

副部長　P．ラガーツ氏
Dr．P．Ragaz（Adjunkt　MBA、Jugendamt）

施設課長　M．ゲラーツ氏
Mr．M．Geraets（Leiter　fur　Abt．Heim）

センター長　E，ヴェルネル氏
Mr．Erich　Werner（Zentrumsleiter）

＊世代間の分離を住環境、社会教育、文化センターなど諸プログラムを実施することにより、こ

の交流を図ろうとするもの。ヴィンターツール保険会社創立100周年記念事業として1975年に
設立された。

〔オーストリア］（9月16日～9月18日）

「SOS子どもの村（ヴィナーヴァルト）」

SOS－Kinderdorf　Wienerwald　　　　　　　　副村長　リヒャルト氏
Hinterbruhl　　　　　　　　　　　　　　　Mr．Richard（Deputy　Director）
Austria

＊インスブルクに本拠をおく〔SOS子どもの村〕（全世界に100余か所の施設をもっ）の一っ。

　オーストリアでは最大のもの。

　Mutter（寮母）を中心としたグループホームが何戸か集まり村を構成。子どもが独り立ちす
　るまでの養護施設。
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「SOS子どもの村（治療教育センター）」

The　Center　of　Therapeut三c　Pedagogy　　　センター長　ツィーハック氏

SOS－Kinderdorf　Wienerwald　　　　　　　　Mr．Czihak
Hinterbi・tthl
Austria

＊「SOS子どもの村（ヴィナーヴァルト）」内にある治療教育センター

「SOS子どもの村（青少年援助センター）」

Jugendhilfszentrum　　　　　　　　　　　教務主任　シ＝トラウス　スザンナ女史
SOS－Kinderdorf　Wienerwald　　　　　　　　　　Ms．Strauss　Susanne（Educater）

Hauptstasse　49

A－2353Guntramsdorf
Austria

＊「SOS子どもの村（ヴィナーヴァルト）」に付属する小舎制教護ホーム。

「ユリウス　タンドラー　ホーム」（ウィーン市内）

Julius－Tandler－Heim　　　　　　　　　　　　施設長　シュミット女史

Lustkandlgasse　50．　　　　　　　　　　　　　Dr．Schmidt

A－1090Vienna
Austria

＊ウィーン市立の虐待児防止センター（短期保護施設）

「家庭と青少年環境省」

Ministerum　fur　Umwelt，Jugend　und　Familie青少年事業部長
Franz－Josefs－Kai　51．　　　　　　　　　　Ms．　Henriette　Naber（Dr，）

A－1010Vienna　　　　　　　　　　　　　家庭事業部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mr．Frischengruber（Dr．）

＊日本の厚生省児童家庭局に該当。

「子どもの町」

Stadt　Des　Kindes　　　　　　　　　　　　施設長：シュミット　シェーベル女史
Muhl　Bergstrasse　7　　　　　　　　　　　Dr，Schmidt　Schobel
A－1140Vienna　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leiteri皿
Austria

＊ウ．イーン市立の大型養護施設、プールなど一部の施設を地域住民に開放。

「SOS子どもの村（ブルゲンランド）」

SOS－Kinderdorf　Burgenland　　　　　　　　村長：ヴィルフレード　ムルフ氏
7423Pinkafeld　　　　　　　　　　　　　M　r、Wilfried　Murg
Attstria　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dorfleiter

＊ウィーンから南に120km離れた景色の大変良い環境下にあり、「村」も美しい。1975年設立。

「母と子のホーム」

Mutter－Kind－Heim　　　　　　　　　　　　施設長：インゲボルグ　ヴェゾロフスキー
Pleichgasse　2　　　　　　　　　　　　　　Mrs，lngeborg　Wesolofsky
A－111e　Vienna　　　　　　　　　　　　　　　　　Heim　Leiterin
Austria

＊ウィーン市立　未婚の母の家、または駆け込み寺。
　16歳～22歳までの母親を収容。乳児は3歳以下であること。
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第19回海外研修　入手資料リスト

［ベルギー］

’℃hild　Abuse　in　Flanders”（英文）（日本語抄訳）

’℃hild　and　Family－FLANDERS”（Fact－Sheet）（英文）（El本語抄訳）

” WolUland”（Fact－Sheet）（英文）

” REGLEMENT　VOOR　DE　KINTDEROPVANGCENTRA”（児童養護施設－法一オランダ語）
”

HET　KINDEROPVANGCENTRUM　ALS　TIJDELIJKE　RESIDENTIELE　OPVANGORM‘’

（養護施設及び一時保護施設）（オランダ語）

” SOCIAL　SERVICES　IN　THE　FLEMISH　COMMUNITY”（ゲント大学にて一英語）
” Jaarverslag　1991－Kind＆－Gezin”（オランダ語）

” Jaarverslag　1991－Vetrouwensartscentrum　V．Z．W．－Kind　in　Nood　Antwerpeバ

（オランダ語）

” Working　with　Abusing　Fa皿ilies－Professional　Experiences”－Dr．M．lIichiels

（Paper　presented　at　the　8tb　International　Congress　on　Child　Abusse　and　Neglect－Sept．

2－6．1990at　Hamburg）　（英語）

［スイス］

” Padagogische　Einriehtungen　der　Stadt　Zurich”（チューUヒ市児童福祉施設要覧）（ドイツ語）

”

Stiftung　Kinderheim　Buhl　Wadenswi1－Jahresberieht　1986～1991”

（財団法人「ピュール子どもの家」年度報告書一1987～199D（ドイッ語）

” JUGENDAMT　DES　KANTONS　ZURICH”（チューリッヒ州少年保護局）（ドイツ語）

℃esetz　uber　die　Jugendhilfe”（少年保護法）（ドイツ語）

” Kantona1e　Erziehungsdirektion”（州の施設教育方針）（ドイツ語）

” Jugendheim　Schenkung　Dapples”（「シェンケン　ダvペルス少年の家」パンフレット）（ドイツ語）

” Zentrum　am　Obertor－Die　ersten　lO　Jahre　1977－1987”

（オーベルタワー　センター第1－10年間報告）（ドイッ語）

”

Zentrum　am　Obertor－Jahresberricht　1991”

（オーベルタワー　センター　－1991年度報告）　（ドイツ語）

’ Zentrum　am　Obertor－（才一ベルタワー　センター紹介パンフレット）（ドイツ語）

”

The　foundation－winterthur　model－”

（ウィンターツール財団紹介バンフレットーオーベルタワー　センター紹介を含む）（英語）

［オーストリア］

白 SOS－K三nderdorf　Internationa1－Facts＆Facilities　1991”

（SOS子どもの家紹介パンフレ・ソト）（英語）

” SOS－Kinderdorf　Internatienal－Quarterly　Magazine－June　l992”（英語）

” SOS－Kinderdorf　Wienerwald　Jugendhilfszentrum“

（SOS子どもの村一青少年援助センター紹介パンフレット）（ドイツ語）
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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
（日数）

研　修　内　容

第｜回

（1972）

ヨ　　ー　　o　　　／　　！∨

　（含北欧）
養・保・児（5） 28

海外福祉事情視察

第2回
（
1
9
7
3
）
一

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

第3回
（197’D

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

第4回
（1975）

ヨ　　ー　　ロ　　ツ　　パ 児・教（25） 22
ヨーロ／バ． 5力国での児童福祉事情の視察

第5何
（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　　ツ　　バ
児、子どもの国

（24）

16 テーマ

　　　「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） M テーマ

　　　「分散小舎制の運営、地域社会関係」

第lo回

U982）
アメリカ・カナダ 養（18） 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っいての調査研修

第u回
（1984）

オーストラ　リア
（含タスマニア）

養（15） 15 テーマ

　　　「児童養護のネットワークづくり」

第12回

（1985）

ヨ　　ー　　口　　7　　バ

　（3　力国）
養（15） 15 テーマ「家庭の病理からくる情緒陣害児・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
（▲987）

ア　　メ　　リ　　カ

（東海岸地区）
養・教（17） ｜4

テーマ

　　　「非行傾向を示す児童の処遇問題」

第｜5回

（1988）
ア　　メ　　リ　　カ 養・教（17） 15 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
（17）

15 テーマ「児童福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
（17）

15 テーマ

　　　“地域社会での児童福祉の在り方を探る」

第18回

（1991）
ヨ　　ー　　ロ　　ツ　　バ

養・教・情・母・精
（23｝

15 テーマ

　　　「児童の権利と児童養護活動．］

第19回
（1992）

ヨ　　ー　　ロ　　ツ　　’ぐ
養・教・情・母・乳
（25）

【5
テーマ

　　　ー児童の権利と家庭機能支援活動を探る」

（注）養：養護施設

　　教：教護院

　　保；保育所

　　児：児童館

　　虚：虚弱児施設

　　情：

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

情緒障害児短期治療施設
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第19回資生堂児童福祉海外研修団　団員名簿

氏　　名　　　施没（動務先）名
郵便
番号

勤務先住所 電話番号・FAX 種別

団　長
大久保　佳　彦

⑰　　　　　　　　　　　　　　　　一

東光学園
593 大阪府堺市土塔町2028

丁肌0722－37．6161

FAX　O722－35－6005
養護

副団長
萩　原　英　俊

厚生省児竜家庭局育成課

課長補佐

100

．

45
東京都千代田区霞ケ関

　　　　　　1－2－1

TEL　O3－3503－1711

FAX　O3－3501－4782

団　員
井　関　英　夫

わかすぎ学園
051 北海道室蘭市母恋南町

　　　　　　5－5－39

TEL　OI43－23－7984

FAX　O143－23－7984
養護

小　松　修　子 旭が丘学園
988 宮城県気仙沼市館山

　　　　　　2－2－32

TE［、0226－22－0135

FA㊦0226－24－8835
養護

齋　藤　美江r 砂町友愛園
198

－

Ol 東京都青梅市沢井】－506
TEL　O428．78．8388

FAX　O428－78－9104
養護

生　方　　　孝 鐘の鳴る丘　少年の家
37】

θ2
群馬県勢多郡大胡町堀越880

TEL　O272－83－2156

FAX　O272－83・2156
養護

高　橋　久　雄
　　　　　　　　　　．至誠学園　　い9・ 東京都立川市錦町6－26－15

TEL　O425－24－2601

FAX　O425－24－2349
養護

豊　島　雅　男 静岡ホーム
1420

静岡県静岡市井宮町183
TE［．054－271．2691

FAX　O54－27】．2692
養護

荻　野　　　至 ロの出善隣館
9L2

福井県大野市春日65－92
TEl．0779－66－3357

FAX　O779－65－1467
養護

宮　澤　典　子 平安養育院
605 京都市東山区林下町400－3

TEL　O75－561－3039

ド、、XO75－332－4003
養護

永　野　良　子 岸和田学園
596 大阪府岸和田市三田町9｜1

TEL　O724－45．0710

ドAXO724．45．9690
養護

弓　立　美千代 光の園摂理の家
738 広島県廿日市市地御前】895

TEL　O829・39－1405

FAX　O829－39，1405
養護

島　　　悦　子 徳島児竜ホーム
770

徳島市城東町2－6－19
TEL　O886－52．8236

F，、XO886・52－8236
養護

照　屋　　　徹 美さと児童園
904

．

21 沖縄県沖縄市字知花528
TEL　O98－938－9138

FAX　O98－938－9140
養護

吉　田　明　洋 北海道立向陽学院
061

．

1
1

北海道札幌郡広島町
　　　　　　字西の里1015

TE［、011－375－3737

ドAXO11－375－3770
教護

小田切　則　雄 山梨県立　甲陽学園
400

．

15 山梨県八代郡中道町中畑1284
TEL　O552－66－4003

FAX　G552－66－43｜4
教護

武　市　　　浩 高知県立希望が丘学園
783 高知県南国市岡豊町小蓮720

TEL　O888－66－2069

F、、XO888・66－0649
教護

高　橋　百合子 尾道母子寮 722 広島県尾道市吉浦町7－7
TEL　O848－23－6963

FAX　O848・23－6817
母子

伊　東　茂　哉
名古屋厚生会館
　　　愛のホーム

451
　　　　　　　　　　　　　‘TEL　O52－55ト1944名古屋市西区縁場町1－74　　　　　　　　　　　　　　FλXO52－565－8062

母子

山　内　　　裕 伊丹母子寮
664 兵庫県伊丹市北野5－62

丁εLO727．8L609］
FAX　O727－84－6551

母子

坂　口　繁　治 ことりさわ学園
020

，

01
岩手県盛岡市上田字
　　　　　　松屋敷ll－20

T£1、0196・63－2606

FAX　O196－63－2606
情短

加　藤　義　孝 愛知県立ならわ学園
475 愛知県半田市鴉根町3－40

TEI．0569．27－5843

FAX　O569－27－6316 情短

新　谷　　　光 聖霊病院聖霊乳児院
920 石川県金沢市長町1－5－30

TEL　O762－23－2878

FAX　O762－22・7589
乳児

事務局
池　田　宇三郎

資生堂社会福祉事業財団
104

－

10 東京都中央区銀座7－5－5
TEL　O3．3574．7408

FAX　O3－3289－0314

藤　元　寿　彦 資生堂社会福祉箏業財団
104

－

10 東京都中央区銀座7－5－5
T肌03－3574’7408
FAX　O3－3289－0314

ツアーコンダクター

小　野　　　鎮
明治航空サービス㈱
常務取締役

101 東京都千代田区内神田

　　　　1－7－4晃永ピル

TE［、　03＿3295－5331

FAX　O3－3295－5326
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編　集　後　記

　国際児章年に生まれたfどもたちが、この平成4年4月、中学生になりました。彼らを支える

べき社会環境を整えることに、私たちは、どのように努力してきたでしょうか。

　我が国の経済成長は眼を見張るものがあり、経済構造の変化が、社会に大きな影響を与えまし

た。しかし、その社会や家庭の、Fどもを健企に育てる養育機能は、むしろ、低ドしてきている

と考えられています。

　学校や地域の中で、そして、家庭内で起きてきた、子どもたちの問題が、社会問題にまで発展

しても、その責任の所在や背景を推測し批判するだけで11tまっているようで、子どもたちの1巾び

やかな成長を保障する社会を築く努力も、別の大きな流れの中に消されてしまうような歯がゆさ

を感じます。

　今回の海外研修で、私は、ヨーロッパの社会に、改めて、伝統性と現実性という二っの印象を

持ちました。それは、安定感と変化への対応という言葉にかえられます。「子どもたちが、暮ら

しやすいようにつくってきたら、このような施設になった。」という言葉に、「はっ！」としたの

は、私だけではなかったと思います。

　団員は皆、それぞれの施設で、ベテランとして重要な働きをしていると同時に、少なからず、

行き詰まり感や悩みを持っているようでした。2週間の研修は、大久保団長の話にもあるように、

団員相互の仲間意識の高まりが充実感を増幅させ、まるで夢のようなすばらしい感激を、私たち

に与えてくれました。

　この報告書をまとめていく作業を通して、そうした気持ちや子どもたちと共に生きる喜びを、

改めて感じているようすが、一・人一人の文章の中から伝わってきました。私たちの今後の働きが、

子どもたちの育っていく環境に、少しでも良い変化を与えられたらと思います。そして、この報

告書を読んでドさる方々に、単なる資料ということでなく、紙数の都合で掲載しきれなかった分

も含め、団員の熱き思いをお伝えできたら幸いです。

　最後になりましたが、報告書の編集にあたり、財団の池田常務理事には全般にわたってご指導

を頂き、ありがとうごさ’いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集担当代表高橋久雄
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　　　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　ELO3－3574－7408

刷　　株式会社　朝t・・う　雅力・

　　　〒190　東京都立川市錦田r1－t9－15　mO425－27－3411
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