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第20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、

　　わが国も含め世界の国々においても増加している。本年は、人権意識の高いといわれるカナダを

　　主たる研修対象とし、子ども観、家族観について考える。またアメリカにおいては、現今の児童

　　福祉の問題点と、新政権下における今後の対応について理解を深める7

2．主　　催：財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援：厚生省、全国社会福祉協議会、全国養護施設協議会、全国教護院協議会

4．研修テーマおよび研修内容

アーマ　「家族と子どもの権利」を考える

内　容　カナダにおける

　　　　①子どもの権利保護に対する理念

　　　　②家族の理念とその役割について

　　　　③子どもの虐待、放任と保護体制の現況

　　　　④ファミり一サービスの実態について

アメリカにおける

①児童福祉の現状と理念

②今後の方向

5．研修先：カナダ（トロント、ケベック）、アメリカ（ニューヨーク）

6．実施時期：1993年9月8日（水）～9月22日（水）15日間

7．派遣人員：25名（児童福祉施設より団長以下21名、副団長1名、講師1名、事務局2名）

8．推薦要件

　　　施設において日常、児童の処遇に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心を持ち、

　　強い意欲と責任感のある職員。また、心身とも健康にして長期にわたって児童福祉に貢献できる

　　職員とする。

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に提出する。

　　　②それぞれの協議会等の主催する研修会等において研修結果を報告する。
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あいさつ
全国社会福祉協議会

全国養護施設協議会

会長小野倉蔵

　資生堂祉会福祉事業財団による海外研修も本年で20回目を迎え、養護問

題に取り組む職員に貴重な研修の機会を与えて頂いており、多大なご尽力

を頂いております．、．

　今回の研修は、カナダとアメリカでしたが、特に人権意識が非常に高い

といわれるカナダにおける子ども観、家族観についての研修では、子ども

の権利保護に対する理念や家族の役割、また、子どもの虐待と保護体制、

ファミリーサービスの実体という内容でした。わが国においても「児童の

権利に関する条約」の批准が待たれているところでもあり、また、虐待問

題もその増加が懸念され、養護施設においても家族を視点にいれたサービ

スが求められているときでもあります。今回の研修は、これまで以上にわ

が国の児童福祉ならびに施設養護のあり方を考えるうえで参考になったこ

とと思います。

　今年は、児童福祉体制の見直しの年とも言えるほど、各児童福祉関係者

はその将来像を模索・検討する年となりました。その背景としては、児童

福祉法が昭和23年に制定されて以来、児童や家庭をめぐる社会的状況が大

きく変化し、これまでの児童福祉施設の機能にあらたな役割が求められて

きていることがあります。養護施設でも入所児童の背景は複雑になり、ま

た年齢の高い児童の入所などで、これまでの実践にさらなる専門性が求め

られています，、また、地域においては、子育て支援の一環としての役割も

期待され、児童の処遇のみだけでなく、家族に対する働きかけも期待され

ておt）、これからの養護施設のあり方を考えるうえで、課題は山積されて

います。

　そのような状況の中で、児童の福祉を守る立場にいる者としては、他国

の状況を参考にし、児童福祉の未来を見つめた実践に本報告書を活用して

いくことができれば幸いに存じます。

　本研修に際し、主催者として企画段階からすべてにご尽力いただいた資

生堂社会福祉事業財団にあらためて感謝申し．ヒげますとともに、本研修の

後援をされている厚生省のご指導に感謝申しあげます。



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特別な厚意によって開催され、今年で20回を

迎えた資生堂児童福祉海外研修事業に関係職員を多数参加させていただき、

大変ありがたく心から厚くお礼を申し上げます。

　今、わが国の児童をとりまく問題としては、子どもを健やかに生み育て

る環境づくりが唱えられながらも、子育ての環境は望ましい傾向であると

は言えない現状であります。児童の出生率は年々低下し、21世紀の前半に

はかつて経験したことのない超高齢化社会を迎えようとしております。そ

して、児童の虐待や不登校、または非行の一般化などの問題は相変わらず

の様相が見られます。

　今、未来を担う子どもたちを暖かく育くむ社会づくりの重要性がこれま

でになく高まっており、その中で平成6年度は国際家族年を迎えようとし

ております。世界をあげて、児童や家族をとりまく諸問題について深く考

え、解決にむかう努力がなされようとしている時であります。

　私ども、児童福祉にかかわる者としても、児童の問題行動の表面にとら

われないで、問題行動をとらざるを得ない複雑な背景に思いをめぐらせて、

好ましくない環境を克服できる児童を育成したいと努力しているところで

す。

　このたびの海外研修の目的は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わが国でも世界の国々で

も増加しています。そこで、本年は人権意識の高いといわれているカナダ

を主たる研修対象とし、子ども観、家族観について研修する、となってお

ります。

　私ども施設職員のみならず広く一般の方々にとっても、意義深いテーマ

であろうと思います。それだけに、この報告書は児童福祉施設の児童処遇

について、大きな影響を与えてくれるものであると期待しております。

　おわりに、この研修会の主催であります資生堂社会福祉事業財団並びに

厚生省児童家庭局育成課の皆様に心より深く感謝を申し上げ、お礼のご挨

拶といたします。
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団長報告
誉田養徳園長

団長椿　　　光　忠

　第20回資生堂児童福祉海外研修団は、カナダ・アメリカ研修を目的とし

て9月8日、東京国際空港を出発、15日間の日程を終え、9月22日無事帰

国した。

　参加団員は、養護、教護、肢体、精薄、情短、乳児、母子等より選抜さ

れた職員である。

　今回は、事前研修にて御指導いただいた駒沢大学教授・高橋重宏先生も

研修団に同行された。副団長として、厚生省企画課施設調整室・古川克容

補佐、財団事務局より、池田宇三郎常務理事、藤元寿彦事務局長、明治航

空株式会社・西陰邦男営業第2部次長が参加された。

　今回の研修テーマは、「家族と子どもの権利を考える」であり、内容は、

カナダにおける、①子どもの権利保護に対する理念②家族の理念とその

役割③子どもの虐待・放任と保護体制の現況　④ファミリーサービスの

実態について⑤アメリカの児童福祉の現況・理念と今後の方向について、

であった。

　カナダについては、CASを初めとして、数々の施設・機関等を見学、

また、社会福祉系大学にて、教授による講義等も受け、充実した研修内容

であった。

　多民族国家であるカナダの福祉行政は、わが国では考えられない規模・

内容であり、社会福祉からウェルビーイングの時代への国民の意識、国の

財政援助等、福祉国家への国づくりについて力強さを感じた。

　初秋のカナダは、メープルの風薫る森と湖の国であり、アメリカは、世

界の代表都市であるニューヨーク市街等々、移り変わる旅の景観は、忙し

い研修の合間の素晴らしい想い出となった。ホームステイではカナダの国

民生活を体験し、福祉についての意見交換も行われ、楽しいひとときとな

った、

　最後の研修地であるニューヨークでは、多々良紀夫、砂金玲子両先生の

熱心な講義の中で、アメリカよ1｝も、日本の福祉が世界のリーダーとなる

よう努力すべきとの激励の言葉があった。それを心の糧として、今後、団

員一同が、職場で、また、STARSの一・員として活躍されますことを期

待し、今回の海外研修にてお世話になりました皆々様にお礼申し上げます。
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副団長報告

厚生省児童家庭局企画課

副団長古川克容

　「家庭と子どもの権利について」をテーマとした、この海外研修の出発

2か月前に、批准寸前であった国連の「子どもの権利に関する条約」が衆

議院解散のため批准に至らなかったのは、皮肉なことであった。

　カナダ、アメリカとも多民族国家である。トロントでは、150近い民族

と、100を超す言葉が使われていると聞いた．このような国だから、それ

ぞれの民族の権利保護は大変重要であり．難しい問題を抱えていると思わ

れた。子どもに対する権利保護もこのような考えから発想しているのであ

ろうか、手厚い保護が与えられている。親からの虐待、放任は勿論、学校

や社会におけるいじめ等について、具体例を漫画のイラストで示したパン

フレットを作成し、子どもたち自身が権利保護を主張できるよう周知を図

っていた。だが、その例示の内容もさることながら物心ついたばかりの子

どもに、ここまでしなければならないのかと思ったほどであったeしかし、

わが国における最近の校門での圧死事件、マット窒息事件、悪魔ちゃん命

名等々を考えると、子どもや地域住民からの直接の訴えを受けるシステム

の構築や意識の醸成が必要である。

　カナダとの違いのひとつに、施設体系がある。乳幼児の保育は、カナダ

ではベビーシッターが主流と聞いた。1時間600円～800円の保育料だが長

時間の場合、食事を用意しなければならないという。また、インケアは里

親やグループホームが主であり、養護児童や障害をもつ子ども数人を里親

やグループホームで預かり養育している。里親手当のアップを求めてスト

もあると聞いた。昔のカナダの施設は、今日の日本の施設体系と同じであ

ったと聞き、家庭的環境での養育の充実が唱えられているわが国も、将来

カナダと同じようになるのであろうか、と思った。

　もうひとつ、社会システムの違いを感じたものがある。カナダにも日本

の共同募金と同じシステムの団体があり、ほとんどの国民が、それぞれの

所得に応じて社会福祉や教育などに使途を明確にしてそこに寄付をする。

寄付をした者は、税務申告の際その領収書を添付すれば税額控除される。

今日の日本の財政事情を考えると、民間の社会福祉事業の財源確保にこの

ようなシステムが考えられないだろうかと思ったe

　今回の研修で、文化、社会の仕組み、国民の考え方の相違など大変貴重

な体験と勉強をさせていただいた。
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講師報告

　　　　　ウェルフェアからウェルビーイングへ

駒澤大学教授、日本総合愛育研究所児童家庭福祉研究部長　高橋重宏

　トロント、ケベック、ニューヨークと研修旅行団をご案内した。トロン

トについては直接連絡を取り、報告書にあるように、多くの機関、団体の

ご協力により、すばらしい研修、交流をもてた。この背後には、敏子X一

デルマン氏、ユキコ・ローキンス氏、イト・ベンクーソレンソン氏、デビ

ット・マッキントッシュ氏らペテランの同時通訳の方々による貢献がある。

　ケベックについては、トロント大学のラルフ・ガーバー教授を通して、

ラヴァ’レ大学のジャクス・バァション教授に依頼した。同じ国でありなが

ら言語や文化、システムの異なる実態を学ぶことはより効果的な学習がで

きると考えたからである。オンタリオ州は英米法、ケベック州はU一マ法

と法律のフレームワークが異なっているのである。ケベックでもバァショ

ン教授や州政府のご協力ですばらしいプログラムが準備されたeだが、非

常に残念なのは、報告書にもあるように通訳の問題があり、団員が混乱し

たことであった。

　言葉は文化であり、その背景を解説しないと深い理解はできない、確認

するたびに訳が変わり、やがてイライラし、ストレスが高くなった。もっ

とも、フランス語が理解できればこのようなことはなかったのであるが。

　最後のニューヨークでは、砂金玲子氏、多々良紀夫氏から適切な講義を

受けた。多々良氏の「H本はアメリカから学ぶものはあまりありません。

アメリカは日本から学ばなければなりません。」という指摘は刺激的であ

った。

　資生堂社会福祉事業財団のお陰で、参加者一人ひとり多くの収穫があっ

たと信ずる。これを、カナダでの体験として、また思い出として大切にし

まっておくだけではなく、日常の実践の中に生かしていただきたい。

　短期間に言葉や文化の異なる国のシステムやサービスを理解することは

非常に困難なことである。どうしても自国のイメージから類推し、自分の

知っている知識で理解しがちである。例えば、オンタリオ州政府のコミュ

ニティー・ソーシ1・ル・－t　一ビス省C．Ministr｝’of　Cnmmunity　and　S【）cia｜

Services）を厚生省と訳しがちである。だが、厚生省と訳すと日本の厚生

省のイメージがあり、オンタリオ州の実態とは理解にズレが生じやすい。

ゆえに、本報告書も気をつけて読んでいただきたい。
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　オンタリオ州では、児童福祉（child　welfare）と言うと、日本でいう児

童相談所の児童保護プログラムをさす。現在では、もっぱらウェルビーイ

ングという概念が用いられる。ウェルビーイングという言葉が注目されて

きた背景には①人権意識の高揚、②伝統的な児童福祉が、子どもや親に恥

辱的な苦痛を与えてきた歴史への反省、③伝統的なイルネス・モデル（メ

ディカル・モデルとも言うが、問題が起こってから事後的に対応する現在

の日本の福祉サービス）から全ての子どもと家庭襯）を対象としたウェ

ルネス・モデル（健康の積極的増進、問題の予防、学習など）への政策転

換などがある。

　メトロポリタン・トロント・カソリックCAS所長のマロー二博士は

「伝統的な児童福祉は、問題が起こってから対応してきました。だが、心

理的に傷を受けた子どもたちを治療することは非常に難しいことです。子

どものウェルビーイングは昔は多くの家庭に母親がいましたので、母親が

その役割を担っていました。また、コミュニティーで近隣が共働し、子ど

ものウェルビーイングが確保されていました。例えば、昔は3時半に学校

が終わると、子どもはお母さんが待っている家に帰ることができました。

現在は、帰っても母親はいません。帰る所のない子どもたちをケアする体

制ができていません。カナダでは、学校の登校日は年間たった185日しか

ありません。両親ともに働いている場合に、登校日ではない残りの180日

間子どもたちはどうやって過ごせぱよいのでしょうか。カナダでは夏休み

は2カ月もあります。ほとんどの母親は仕事を持っています。子どもたち

は、レクリエーション、スポーツ活動、あるいはキャンプなどに参加でき

ますが、すべての子どもにそのようなプログラムが用意されているわけで

はありません。今後は、社会的に子どものウェルビーイングを確保するた

めのソーシャル・サービスを策定していかなければなりません。社会的に

子どものウェルビーイングを促進する多様なプログラムを準備し、すべて

の子どもの健康な育成に向かって、社会は親のパートナーとなって問題が

起きないようなプログラムを準備していかなければなりません」と主張し

ている。また、ケペック州では、日本語でいう社会福祉という言葉は使用

されていない。すでに40年間、ビエン・エットロ（Bien・etre）という言葉

が使用されてきた。これは英語のウェルピーイングにあたる。

　日本でもウェルネス・モデルに基づいたウェルビーイングの理念を普及

させたい。なお、具体的には、「ウェルフェアからウェルビーイング」（川

島書店、1994）を一読頂ければ幸いである。
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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

　カナダでの研修は1982年〔第10回）以来、10年ぶりであった．

　今回、カナダを研修の地として計画した理由の一つは、～カナダからの

インフォメーション～「レジデンシャル・ケアの児童とティーンエージャ

ー のための手引き」という小冊子の発行が一つの縁となっている：tこの小

冊子は、今回、特別講師として研修団に同行しご指導いただいた駒沢大学

の高橋重宏教授が、1989年から2年間カナダのトロント大学で客員研究員

として過ごされた時に入手したAGUlDE　FOR　CHILDREI＆TEENS　－IN

RESIDENTIALCARE～を日本語に翻訳され、当財団がその出版を担った

ことによる。二つには、「子どもの権利条約」の批准を控え、子どもの人

権に対する意識が高まってきたこの時期に、人権意識の極めて高いといわ

れるカナダを研修してみたいと考えたからである。

　カナダでは、カナダ最大の都市オンタリオ州のトロント市を中心にして

研修し、そのほかに自治意識の高いケベック州を加えることでカナダにつ

いての理解を深めることとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とし＆　アメリカでは、アメリ方公共福祉協会で活躍されておられる多々良紀夫

氏にワシントンDCからニューヨークお越しいただき、また、ソーシャル

ワーカーとしてハーレム地区などで社会福祉活動をされ、「ニューヨーク

　　　　　　　　　いさ　1’nL，　ニ
の光と影」を著された砂金玲子氏に、最近のアメリカにおける児童福祉や、

アメリカがかかえるさまざまな福祉の問題などにつき講演をいただいた。

　今回の研修の特色の一つは、トロント市におけるホームステイの体験で

ある。ただ単に、その土地での生活を体験するだけなら、言葉が少々不自

由でも可能だが、私たちの場合は、その土地に住む人達の考え方や、その

背景および福祉についての情報を収集することを目的としたため、言葉で

不自由のない日系カナダ人がホスト・ファミリーとなっていただけたのは

幸いであった。

　最後に、現地における指導は勿論のこと、企画の段階からプログラムの

調整に至るまで、多くの助言と協力をいただいた高橋教授ご夫妻に、また、

ホストファミリー斡旋の労をお取りいただい新移住者協会の江口静子会長

ほか多くの会員のかたがたにお礼を申し上げる次第である。
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第20回　資生堂児童福祉海外研修団　研修スケジュール

日次 月日（曜） 時　間 臼　　　　　　　　　程

1
9月8日⑯ 12：10 成田発　JLOlo

9：】0 シカゴ着

13：20 シカゴ発　AA670

15：51 トロント着

2
9月9日（木 9：30 CAS（メトロポリタン　トロント）スカボロウ支部訪問

CAS施設見学

3
9月10日幽 9：3⑪ Thistletown　Regional　Cenヒre　for　Chndren　and

Adolescents〔シッスルタウン青少年地域センター）訪問

13：00 シッスル・タウン施設見学

15：20 意見交換

18：30 Momiji　Health　Care　Centre　見学

19二〇〇 ホスト・ファミリーとの会食・懇談

21：00 解散、ホームステイ先へ

4
9月11日比1 自由研修（ホームステイ先のスケジュールによる）

5
9月12日旧1 10：00 ホームステイ先よりホテルに集合

ナイヤガラ濠布見物ほか

6
9月13日洞 9：00 Y《）uthdale　Treatment　Centre　　訪問

9：30 2グループに分かれて、本部施設見学

12：45 グループホーム見学

16：00 本部にて　総括および質疑応答

19：00
“ Pape　Adolescents　Resource　Centrピ見学〔オプション）

7
9月14日内 9：00 Catholic　Children’s　Aid　Society　訪問

15：00 YMCA（North　York）にて

講義「JFSについて」サーロ節子　女史

19：00 フェアウェル　パーテf－　〔日本料理「絵馬亭」）

8
9月15日函 10：00 テーマ別研修

①説明会「Defence　of　Children　Interna【ional」（国際児童保護団体）

Dr．Roberta　Roberts　　【まカ、
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日次 月日（曜） 時　間 日　　　　　　　　　程

8
9月15日咽 ②見学「シル　ア・ノプス　スクール」

③座談会「里親」についてby　Mrs　je加Peasah

④「ダウン症患者自助グループ」について　by　Mr　David　Macfar｜ane

13：00 講演［Wellbeing］について

Prof．Ral∫Garber　l世界社会事業学校連盟会長　ガーノ《一教授）

19：05 トロント発　AC548

20：46 ケベック着

9
9月ユ6日困 9：00 保健社会省カンブレイ庁舎訪問

14：00 ラヴァル大学社会福祉学部訪問

10
9月17日幽 9：00 モン・ドゥーヴィル社会復帰センター訪問

12：00 エスカル保護センターへ向け出発

15：15 ケベック市内見物

1ユ 9月18日㈹ 11：00 ケベック発　AC8110

13：00 ニユーヨーク着

入国後専用バスにて市内観光（メトロポリタン美術館）

17：00 ホテル　チェックイン

ミュージカル観賞（オプション）

12 9月19日旧｝ 9：00 市内観光

13
9月20日㈲ 8：30 講演「USAにおける児童福祉の

た　た　ら　　　としw

現状と今後の方向について」　　　（多々良　紀夫氏）

10：05 講演「ニューヨークの児童福祉
いさ　＝　　　　れい　二

一
見たこと聞いたこと」　　　　　（砂金　　玲子氏）

13：00 自由研修

14 9月21日㈹ 13：00 ニューヨーク発　JLOO5

15
9月22日㈱ 16：10 成田着

（トランジット・エリアにてミーティング、成田発国内線利用者と別れる）

通関後解散
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第1章　カナダの児童福祉における基本的概念

報告担当

第1班
班長　乾

　　　栗原

　　佐道

　　　芝田

隆雄（泉ケ丘学院）　　　　　　　　　黒川

典子（東京恵明学園／　　　　　　　　芹沢

　寛（享誠麹　　　　　　　山本
利生〔心身障害児総合医療療育センター）

尚彦（香川県立斯道学園）

　出q1｜ノ内母子寮）

朝美（小鳩乳児院）



カナダ99？6139

372614

　　　日奉　7772？

即：醐【kmt》
eWNre阻爾阻ユ甲直5年の田4

±り願

カナダ

アメリカ

　　　　　　　1．カナダ

ーその地理的条件と社会体制一

　カナダは北米大陸の北半分を占め、倒立三角形の形をしている国で、面

積は、約998万kmtである。これはソビエト連邦崩壊後世界一の面積であ

り日本のほぼ27倍の面積である（図1）。東西の広がりも大きく、国内で

6つの異なった時間帯を使用している。また、カナダでは、多くの先進国

と同様、夏時間を採用しており、4月上旬から10月下旬までの間1時間早

くなり、夏はさらに一日が長く感じられる。

　地理的特徴は、セントローレンス湾からオンタリオ湖まで東西1万k皿

に亘って流れるセントローレンス川と、ハドソン湾をめぐってU字型に広

日　本

閣2：人ロ比較（1ma皐位；方入｝

経隣衝r圃要亘」斑5年の責糾よりma

祈2652
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M輪↑榊榊12361

E
灘

【

．
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●3；　　　　　’娩牢脚
ほ済断r匿癩冤」畢岐6毎Φ貿瞬より凪

がる楯状地がカナダ特有の地形である。

　カナダの人口は2．652万人（1990年）（図2）、

人口密度は、3人／krn：（図3）である。また、

民族構成は、イギリス系、フランス系、ヨー

ロッパ系、その他多数の民族と合わせて40以

上の民族で構成されている（図4）多民族

　　国家である。移民を受入れているため、特に近年は有色人種の移民

　　の増加が著しく、民族構成はますます複雑化してきている。

　　　主要言語も英語とフランス語が公用語とされているが、多民族国

1丁

　　家であるため約125力国語が使用されている（図5）。

　　　政治体制において、アメリカ合衆国は共和制であるのに対し、カ
’2T

　　　ナダはイギリス国（女）王を元首とする立憲君主制である。私たち

　　　はいつもアメリカとカナダを同じように考えてしまうがカナダから

　　児童の社会福祉を学ぶうえでその歴史的特徴を理解しておかなけれ

　　　ばならなヤ㌔

歯4；民艮田賊“畝，

厄』㎞｛｝』｛1臓2の冒脚より体成

モΦ抱四
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2．カナダの人権意識の発展

　　　　一歴史的背景一

イギリス・フランス　　カナダには約3万年ほど前から、北米大陸に住むアメリカインディアン

による植民地支配
の種族（インディアン、イヌイット、メーティス）の先住民が住んでいた

と考えられている。白人によるカナダ占拠は、1492年コロンブスのアメリ

カ大陸発見に始まる。当時ヨーロッパ大陸で勢力を競い合っていたイギリ

スとフランスが植民地政策に乗り出したのである。

　イギリスは、1497年にニューファウンドランドを、大英帝国の植民地第

1号とした。一方フランスは、1534年セントローレンス河を遡り今日のケ

ベック市の地点に到達し、この地域一帯を「新フランス」（ヌーペルフラ

ンス）と命名したのである。新フランスの名称は、イタリア生まれの航海

士ヴェラツーノが、1524年フランス王の名のもとに探検航行の途上、その

新地を漠然と「ノヴァ・フランチェスカ（新フランス）」と名づけたこと

に由来すると言われている。

イギリス領カナダ 　フランスのカナダ植民地経営は、1759年イギリス軍によるケペック攻略

をもって終わり、英領北アメリカが成立した。「新フランス」のイギリス

領編入は、名義変更といった性格のものであった。

　その後1773年に起こった「ボストン茶会事件Jが、本国統治に対して植

民地独立を主張する運動となり、英仏両系の関係に大きな影響を与えた。

この事件により一つは、忠誠派ニューイングランド人がカナダに大量移住

し、英仏両系移民人口は、6対3の比率となったことである。アメリカ独

立革命による王党派（Loyalist）の到来は、短期間に大量の中産階級の移

動が起こり、移住後直ちにイギリス系カナダの風土を形成した。それは、

基本的人権の確立、自由な土地所有制度、代議制議会、イギリス流の教育

制度の樹立などであった。

　もう一つは、イギリス本国のフランス系カナダ人への政策転換である。

1774年「ケペック条例」発布により、刑法を除いては全面的にフランス法

の慣行を認め、信教、言語の自由を保障した。ケベック条例は、当時フラ

ンス系植民地で、指導的役割を果たしていたカソリック教会に歓迎された。

しかし、イギリス系は、この条例を改革しようとしていたため、フランス

系カナダ人は、イギリス本国には親近感を抱きながら、イギリス系カナダ
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人に対しては根強い不信感と警戒心をもつようになり、「私は覚えている

（ジュ・ム・スヴィアン）」というケベック州のモットーとなり、フラン

ス系カナダ人の自己確認（アイデンティティー）となってしまった。

カナダの経済発展 　カナダの経済は、カナダ以外の先進国（フランス、英国、後に米国が加

わる）の商業的工業的需要に対応して発展した。初期において、ヨーロッ

パ人の目にカナダは、「辺境」以外の何物でもなかったので、先進国は、

無人の地に資本を投入し、最新のテクノロジーを駆使してカナダの鱈、鮭、

穀類、鉱産物、天然ガス、石油などの自然資源を取り出し、自国に持ち帰

ったのである。

　イギリスは、カナダに対して、「植民地主義」をとり、カナダを本国の

市場とし、カナダの自立を促進するような産業を発展させないようにし、

イギリス製品を使用することを強制した。このイギリスによる植民地主義

に反感を持ったカナダ社会は、社会的、経済的に少しずつ母国英国を離れ、

1776年のアメリカ独立後は、距離的に近く、安価な物資を提供してくれる

アメリカ寄りになっていったのである。ただし、政治面ではいつまでも米

国と一線を画し、常に英国寄りであった。

宗教的対立 　宗教的にも英仏両系の対立は根深いものがあった。一般的には、フラン

ス系はカソリック、イギリス系はプロテスタントといわれているが、カナ

ダにおいて、フランス系はカソリックであるが、イギリス系には、プロテ

スタントとカソリックがいて、カナダはカソリックが多数の国ということ

になる。（図6）

　カソリック教会が、必死になってフランス系カナダ人の団結を呼びかけ

強力な精神的指導を行ったからこそ、フランス系カナダ人は新教化されず

またフランス語も失われなかったのである（図7）。フランス系カナダ人

ヒンドゥー敏・イスラム歌・仏敬

プeテスタ’ト（400％

函6　カナダの主な宗教U朗9年）

トロント・スター砥資襲より作虚

　　　　　ユダヤ敦（10％〕

＼

＼

／

）一
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　　　マニトハ

ー
畑　　　フランス　　その飽

が多数であるケベック州においてカソリック教

会は、杜会の核であった。学校・病院・孤児院

を経営し、土地を管理し、教区民の結婚に強い

発言権をもっていたのである。とくに農村部で

は、結婚は「個人」の事柄ではなく「コミュニ

ティー」の事柄であった。教会は階層のちがっ

た者同士の結婚を認めなかったので「結婚の統

制」を通じて教区民の「社会移動」を統制して

いたのである。ケベックにおいては、教区が現

在の行政区と一致しているのである。

移民の流入 　工858年に現在のブリテイシュ・コロンビア州にあたるフレイザー河渓谷

で金鉱脈が発見され、探鉱者移民が集まり、金山町を拓いた。1880年に大

陸横断鉄道が開通すると、アメリカ中西部やヨーロッパから多数の移民が

カナダに入った。第一次大戦後には敗れたドイツや、政体の変わったロシ

アからも移民が入った。中国や日本から農業、漁業移民が太平洋岸に到着

した。第二次大戦後には社会主義体制となったポーランドから、また工956

年のハンガリー事件後にはハンガリー人が、さらにはベトナム戦争に反対

するアメリカ人の移民が、中立を示したカナダに移住し、現在の移民族国

家を作り出した。

カナダ独立
Confederation

　このように40以上の多くの民族集団から構成されているカナダの内政事

情は複雑であるa人種、言語、宗教など多くのわだかまりを解消する手段

として、1841年の「カナダ統一条例」から、1857年のオタワに首府を建設

する決定、そして1864年のケペック会議でケベック決議を行い、1867年に

「英領北アメリカ条例」が発効され、連邦政府の結成（Confederation）に

よってやっとカナダはイギリスの植民地から、「自治領」として独立した。

（コンフェデレーションとは、連合国、同盟、連邦という意昧で、ある種

の統治機能を共同で行うための永続的同盟関係を意味し、現在ECの統合

は、カナダをモデルに行われているe＞1867年当時ノヴァスコシアとニュ

ー
プランズウィックとケベックとオンタリオの4州から始まり、1869年北

西準州、マニトバが、1871年プリティッシュコロンビアが1873年プリンス

・ エドワード島が、1905年アルバータ、サスカチュワン、ユーコンが、

1949年にニューファンドランドが参加したのである。
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　この「英領北アメリカ条例」は、新憲法成立するまでカナダの基本法で

あった。その特徴は、①教育など人々の生活に直接関わる事項は、州の権

限に任せ、連邦・州の権限分担した連邦の採用、②英語と仏語を公用語と

し、③連邦下院の人ロ比代表制、④中央政府の力をできるだけ強くしよう

とした。

　しかし、首府を建設する決定もビクトリア女王によるものであり、「英

領北アメリカ条例」も1866年にイギリス議会により立法されたものであり、

多分に外力に寄って独立が成立できたともいえる。

多様文化主義と

新憲法
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　憲法制定は連邦政府の大きな宿願であったが、憲法により州の主権に制

限を受けるのではないかと恐れるフランス系のケベック州や、豊かな天然

資源の独自開発を主張する西部諸州（図8）が反対し難行した。しかし、

1982年、トルドー首相の粘り強い努力と大幅な政治的妥協とにより、新憲

法が公布され、名実ともにイギリスから完全に独立して主権国家となった。

　新憲法の特徴は、「人権憲章」で、「基本的自由」として、①良心、信教

の自由、②思想、信条、所信、表現の自由、③平和的集会の自由、④結社

の自由、「民主的権利」として、すべてのカナダ市民の選挙権と被選挙権

を、「平等権」として、人種、国民的・民族的血統・皮膚の色、宗教、性、

年齢、精神的または肉体的障害にもとつく差別を受けることなく、平等に

法の保護および利益を享受する権利が規定されている。また、イヌイット、

インディアン、メティスら先住民の既存の権利も確認・認知されている。

連邦制については、①連邦政府の歳入の地域格差是正の原則、②州内の天

　　　　　　　　　　　然資源に対する州の専属的開発・管理権、他州

　　　　　　　　　　　への間接課税権を与えた。

　　　　　　　　　　　　憲法成立に先立ち、1971年カナダ政府は多様

　　　　　　　　　　　文化主義を政策として採択した。多様文化主義

　　　　　　　　　　　とは、①異質な文化的・民族的集団を構成要素

　　　　　　　　　　　として含む「社会」と、②その社会の中の異質

　　　　　　　　　　　な文化的・民族的集団が、お互いに他の文化・

　　　　　　　　　　　民族を尊敬し合う「理想」と、③その「理想」

　　　　　　　　　　　を実践に移すような連邦、州政府の「政策」と

　　　　　　　　　　　を指す。
永谷敬三’「カナグ　庄みた‘唱」：六貝幽賑lgegの賓料より作成
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カナダの抱える問題

密9　婁冒暖歯成長塚（％、

1靱口でイ；　カ＋〆ρ吐会召■．．1減匂からHび企■fr「琶震■衷牢醐Ω費料より作fi

　カナダは、G7（先進7テ国蔵相・中央銀行総裁会議）のメンバーでも

ある先進国であるcpa　9▲。しかし、1981年の資料によると、カナダのト

ップから100までの企業中、およそ3分の1はアメリカを中心とした外国

資本の支配下にあり、カナダの鉱業と製造業は、外国資本の支配下にある

と言われている。さらに、カナダは、外国の投資家や企業に、配当・利子

・ 特許使用料等々を支払わなければならないのである。カナダ資本が完全

に掌握しているのは、金融、運輸通信・公共事業の部門だけであるといわ

れている．

　一方、カナダの政治・経済・社会を実際に支配しているのは、ごく少数

の白人エリート層であり、「富裕な国カナダJの人口の実に4分の1は貧

困層であるとも言われ、ここ数年の深刻な不況のもとで失業率は11％を越

え〔図IOJ、消費税も15％になり、税負担率は収入の40～50％を占めるよ

うになった。今回私達が訪問した施設でも職員数が減らされたり、今後減

らされるであろうという話も聞いた。今後経済的に現在の社会サービスを

　　　　　　　　　　　　どこまで維持できるのかが深刻な問題となって

　　　　　　　　　　　　いる。

　　　　　　　　　　　　　また、人口の6割は、ケベックとオンタリオ
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の2州に分布しており咽1D、中でもフラン

ス系のケベックには、カナダからの独立を望む

声も多い。

　民族問題、地域格差の問題、社会成層、経済

的問題とカナダの抱える問題は多く、ことにこ

の成熟した社会福祉制度も経済力に支えられて

いるところが大きく、今後の経済政策が期待さ

れている。

プリティ7シュ⊃ロンビア

アルハータ（9．3sc

サスカチュワン（3．8％）

　マ；トパ（41％）

　図11：州別人ロ比鮫｛1的0年）
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3．カナダの児童・家族に関する人権思想

　　　　　　一法的側面を中心に一

　　　　　1

カナダの人権意識 　現在カナダの「人権意識」は世界で最も進んでいると言われている、し

かしそれは、過去の反省に立脚するものである。現実には、深刻な民族問

題を抱えている。フランス系とイギリス系との対立。またそれ以外の少数

派の問題、さらに、民族ごとに地域的に集中する傾向があり、経済的要素

と相まって根強いものになっている。日系人は、以前バンクーバーの海岸

線に集中していたが、第二次大戦中に財産を没収され強制収容所に入れら

れたため、現在でも日系人は、集団的に居住せずカナダ社会にとけ込もう

としている。

　カナダ社会の基盤を成す、エリート層、中間層、下層の階層構造の階層

聞の葛藤に加え、少数民族は、偏見・差別を受け、排斥されてきた。

　このような歴吏的背景の中から、カナダは多様文化主義を採択し、これ

がカナダの高い人権意識につながってきたものと思われる。

英米法とローマ法 　西洋の法思想の源流は、ギリシア（ヘレニズム）にまでさかのぼる。こ

の流れを継いだのが、古典ローマ法である。西洋におけるもう一つの大き

な思想は、キリスト教（ヘブライズム）である。宗教的基盤を従来の神々

の信仰におくローマ法は、キリスト教に変更することにより、キリスト教

的ローマ理念が誕生する。中世ヨーロッパにおいて、ローマ法典（ユステ

ィニアヌス法典）に註釈を加える註釈学派により、ほぼヨーロッパ大陸全

土にローマ法が継受された。

　一方、教会法も発達し、世俗裁判所たる国家の裁判所とは別に、教会裁

判所で適用されていたeドイツにおいてローマ法の継受とほとんど同時期

に教会法は普通法として、ドイツ世俗裁判所で継受された。しかし、教会

法が経済生活を規律するのに不便であること、また、教会の権力が国家権

力と分離してゆく過程に伴い、教会による世俗裁判の形態はなくなり、教

会法は宗教関係のみに限定されるようになった。ただし、教会法は、ロー

マ法をキリスト教化し世俗法のなかにキリスト教論理を導入した。例えば

婦女子の法律上の地位の向上、刑罰制度の人道化、衡平の原理の確立など

である。

　イギリスでは、早くから強大な王権が成立しており、国王による判例の
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集積が行われ、コモン・ローCCommen　Law）が成立していた。そのため、

大陸ほどローマ法の影響を受けなかった。ただし、体系の整理に関してと

エクィティー（Equit）・、衡平法）の形成に影響を受けた。衡平法とは、コ

モン・ローに対して実質的な正義および衡平、すなわち当該事件の．具体的

妥当制に照らし救済を与えるために成立した法規範である。英米法とは、

コモン・ローとエクィテt一を含めた判例法と制定法を含めたものである

現在、英米法は、イギリス、アメリカをはじめとする英国連邦のオースト

ラリア、ニュージーランド、ケベックを除く英国系カナダなどが準拠して

いる。

家族法について 　このような法思想史のために、英米法ICommon【aw　SysLem）とローマ

法（Roman　Law　System〕とでは、家族法において大きな違いがある（図

12）。英米法における家族法では、国王ICrown）が国の親として、直接

児童を保護する権利と義務を有するという概念｛国親：パレンス・バトリ

エ、parens　patriae〕がある。裁判所が児童と親と国の権利について判断

するというシステムである。その特徴は、高橋重宏教授によれば、「国は

国民の中で最も弱くて自立のできていない構成員の人権を社会から保護す

る責務を持っている．，…　国は、自分で自分を保護することのできない

国民の構成員｛つまり児童｝を保護するためにその児童の家族に介入する

ことができる…　　法システムが機能的、効果的に作用するために正確で

しかも明確な規則とその手続きやプロセスのメカニズムも検討し、国、親、

児童の三者が詳しく理解できるよう説明しなければならない。」という3

つの特徴をヒげている．、

　カナダのオンタリオ州では、「児童と家族に関するサービス法〔Child

and　Family　Servise　Act：1984）」があり、裁判所や児童保護援助協会

〔Chndren’s　Aid　S‘，ciety）などにより、児童の人権は守られている。

国

国

蔵判所

児意 垣

頼

児嵐
載会

図12；児童と親と国の関係における、英米法とローマ法比較

　　左が英米法、右がローマ法

　「児童と家族に開するサービス・システムの国線比較」より引用
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　ローマ法における家族法では、親は児童に対して限りない権利を持って

おり、国の支配権は家族の中に及ばないという考えで、児童を保護するた

めに家族への介入は、教会が行っている。国家と教会との役割が分担され

ているのである。

　同じカナダでもローマ法を中心とするケベックでは、行政区と教区とが

一致しており、以前、子どもの保護は教会が行っていたが、10年ほど前か

ら教会の孤児院は解体され、行政の児童保護機関と取って代わってきた。

児童と家庭に関する

サービス法

　この法律は、国連の子どもの権利に関する条約（ユ989年）を先取りする

形で、1984年にオンタリ州にて成立した。これは、多様文化主義、地域主

義、人権尊重のカナダの政策方針が反映されたものである。そのサービス

の信念体系は「①児童の最善の利益、保護、ウェル・ビーイングの増進が

最終目標である。②家族の単位としてのまとまりが守られ、自立できるよ

う援助し、また、可能な限り、児童、親間の相互の同意に基づきながら援

助を提供する。③児童にとってのケアの一貫性と安定した家族関係が重要

であることを尊重してサービスを提供する。④それぞれの児童の身体的、

精神的発達の違いを十分考慮してサービスを提供する。⑤その児童又は家

族を援助するために限定的でなく、家族を壊さない最も適切な方法を選択

する。⑥文化的、宗教的、地域的な差異を可能な限り配慮してサービスを

提供する。⑦インディアン、先住民の児童、家族に対しては、その文化的、

境遇、伝統、そして大家族の概念を認めて、サービスを提供する。」とい

うものである。

　特に、Abuse（虐待）とNeglect（放置）に関して、日本と大きな違い

がある。Abuse（虐待）とは、医療機関において治療が必要なほどのけが

のみならず、身体的・性的・情緒的・精神的傷害を含めた広い意味での虐

待を指す。同様にカナダにおいて最近、妻に対する虐待（wife　abuse）が

問題にされている。妻に対する虐待とは、自分の妻や恋人に対して暴力を

ふるったり、精神的虐待、性的暴行を意味する。精神的虐待とは、罵倒・

侮辱すること、脅すこと、人前でひどい扱いをすること、物事を彼女のせ

いにすること、束縛し行動を支配することなのである。

　NegTect（放置）とは、児童は適切なケアを受ける権利があるというも

ので、例えば12歳以下の児童が一人で放置されること（自宅であっても）

は、NeglectとみなされCASの調査をうけるのである。
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WelfareからWell－beingへ
《　「ウェルビーイング」とは　》

講演者：Ralf　Garber教授

　　　トロント大学ソーシャルワーク学部前学部長

　　　世界社会事業学校連盟会長

“キーワード” 　国連の子どもの権利に関する条約ではWelfareではなくWell・beingと言

うことばが使われているのが、欧米諸国、もちろんカナダにおいてもこと

ばが、そして、概念がWelfareからWell・beingへと変わって来ている。

　日本では、子どもの権利条約の批准がなかなか進まない中で、このこと

ばや概念が定着するには至っていない。それは、子どもの権利条約の政府

訳で、We］1・bein9が「福祉Jとなっていることをみてもわかるものである。

過去に、Child　welfareを「児童福祉」と訳して日本の児童福祉は展開さ

れてきたのだが、しかし、WelfareとWell・beingは全く違うものである。

Welfare…つまり「福祉」とは、救貧的貧困対策から進んできたため、権

利としての社会福祉を進めようとしても救貧性が背後にあり、福祉に対す

る人々の関心は薄かった。それに対し、Well－beingは救貧性はもたず、権

利というものを基率としており、権利意識と共に高まってきた考え方であ

る。また、ことばそのものは「快適な状態が時々刻々と存在し続けてい

る」という意味であり、「権利の尊重」「個人の自己実現を支援していく1

といった内容をもっている。

　厚生省の、子どもの未来21プラン研究会においても検討されてお13　．報

告書の中で「今後は北欧や国連が使っているWell－beingの概念をもっと

研究していってもいいのではないだろうか」と報告されている。

　さて、1994年の国際家族年に向けて、諸機関・諸レベルでの動きが活発

になってきている。国際家族年の日本の課題は「子どもと親のウェルピー

イングの促進」である。子どもの権利条約にしても、さらには、今後の児

童福祉の新しい道を追求し、展開していく上においても、Well・beingは大

切なキーワードとなっている。

ウェルビーイング Garber教授は、ウェルビーイングについて、こう語られた。

ウェルビーイングは社会福祉ではない。福祉でいう保護ではなく、子ど
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もをコミュニティ・家庭の中で守ることがウェルビーイングにつながる。

そして、宣言・憲章・条約・新しい法律といったものはすべてウェルビー

イングに対する姿勢を変えなければ、本当の意味で有効なものにはなり得

ない。さらに、その価値観が広く社会に受け入れられなくてはならない。

ウェルビーイング…具体的にそれは何を意味するものか．そのことばから

連想される要素について考えてみると、以下のものが挙げられる。

　・子どもの健全な発達

　・健康

　・財政的安定

　・良い居住環境

　・損なわれることのない家族

　・情緒的な安定を確保し、提供するもの

　・文化の持続性

　・レジャー、アート、スポーッ、旅行

　・環境保護として、汚染されていない水と空気

　・いろいろな虐待（身体的、精神的、社会的、民族的、人権的、宗教

　　的）から保護される権利

　・ハンディキャップに対する偏見から保護される権利

　　そして、児童福祉の中で定義されているいろいろな意味での保護も含

　まれている。

　高橋重宏教授はその具体的なサービスについてこう著している。

　①児童福祉サービス（虐待されている児童の保護、養育環境に問題のあ

　　る児童の保護）

　②児童へのトリートメント・サービス

　③児童と家族への介入（intervention）サービス

　④少年犯罪プログラム

　⑤健康

　⑥児童のソーシャル・ケア（保育・学童保育など）

　⑦レクリェーション

　⑧教育

　⑨住まい

　⑩児童文化の育成

　これら、広範囲にわたる児童とその親を支えるサービス網を整備してい

くことを期待されている。　このように、ウェルビーイングと児童福祉は
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明らかに違うものである。ウェルビーイングとは、実にいろいろな要素・

いろいろな面を網羅しているのである。

子どもの権利に

関する条約
　1959年　児童の権利宣言

　ユ989年　児童の権利条約

　権利宣言の30年後、条約が採択された。条約には、遵守条件があり、国

際的に実施するためのガイドラインも組まれ、子どもの人権について本格

的な取り組みが始まった；1989年、国連において権利条約が採択された後、

条約締結、批准した国は多く、1993年6月10日現在、138ヶ国で批准し、

条約規程を実現するために各国でさまざまな取り組みがなされている。

　条約は、前文、本分54ヶ条、末文から構成されており、特に、第30条の

「子どもの最善の利益」、第12条の「意見表明権」は、子どもの権利を明

確化している注目すべきポイントである。

　その背景には、子どもについての捉え方の変化がある，今までの、「子

どもは発達過程にある段階で大人の保護をうけている」存在から、「子ど

もも一個の人間である」存在へと捉え方が変わったのである。

子どもの最善の利益 　オンタリオ州における「児童と家族に関するサービス法」（Child　and

Family　Services．　Act．1984）の最終目標は、「子どもの最善の利益」「保

護」「ウェルビーイング」を増進することである。では、「最善の利益」と

は何なのか。

　先にも記したように、子どもについての捉え方が大きなネックとなって

いる。日本でも、児童憲章のもとで、「子どもは一される」存在として定

義され、児童福祉が展開されてきた。そこでは、子どもがどう思うかとい

う視点からの処遇や援助はなされてこなかった。

　では、子どもにとって、「子どもの最善の利益1とは何なのか？

　誰がそれを「子どもの最善の利益」だと判断するのか？

　どのような手続きを経ると「子どもの最善の利益」と判断し得るのか？

　大入が、これが「子どもの最善の利益」だと考えた内容がいつでも子ど

もにとって好ましい内容とは限らない。何が「子どもの最善の利益」にな

るのかは個人のカだけでは到底判断し難いもので、さらなる検討が必要と

なってくる、ここで、権利条約第12条の「意見表明権」の必要性が見えて

くる。つまり、「子どもの最善の利益」と「意見表明権」は互いに切り離

しては考えられないもので、両者を保障したうえで子どもの権利が守られ
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ていく上での重要なキーポイントとなる。そして、’児童福祉T’　’‘ウェルビ

ー
イング”の各制度や方法を「子どもの最善の利益」という視点から改め

て検討していくことが必要になってきているのである。

Chlldren　Flrst

戸

　「まず、子どもを！」（Childre皿First）これは、1990年、オンタリオ州

政府のコミュニティ・ソーシャルサービス省大臣に答申された子どものた

めのサービスに関する諮問委員会の報告書である。一部では子どもにばか

り優先権を与えるのはどうかという声も出たそうだが、最も必要としてい

るところから…という観点でChildren　Firstとなった経緯があるとのこと

であった。

　日本では、1992年3月、国会に「子どもの権利に関する条約の締結につ

いて承認を求める件」を提出して既に1年半が過ぎたが今もなお、宙に浮

いたままの状態である。これこそ、Children　First！…一日も早く批准さ

れることが望まれる。

　そして、「Children　Firstaでは、「Promoting　the　Well・being　of　Chi｜dren」

（子どものウェルビーイングの増進）がキーワードとなっている。高橋教

授が「日本においても「子どものウェルビーイングの増進Jが施設運営の

申心理念となるべきであるsと訴えることばを、私達もしっかりと受け止

めていかなければならないだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　最後に、英語圏で暮らす人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々にとって、Well・beingとは、

撫籔
叫
　

v

し
、
．

　

、
，

＼
、
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＼
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粛、
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とても日常的に使うことばで

Welfareの「幸せ」が限定さ

れたようなものであるのに対

し、Well・beingの「幸せ」は

生涯で最終目的とするような

広い意味での「幸せ」で、精

神的に満たされていなければ

ならないということを付け加

えておきたい。

ウェルピーイングの講演をするRalf　Gavber教授
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　　　5．児童と家族の権利の実態

一 トロントでのアンケート調査より一

アンケートの目的 　事前研修において、高橋教授から、オンタリオ州を中心にカナダの児童

に関する社会福祉事業について講義を受けた。養護施設の脱施設化が進み、

里親制度のみならずグループ・ホームが数多くあること、そしてそれを援

助するCAS（児童保護援助協会）やトリートメント・センターが充実し

ていること。それらの施設が公立ばかりでなく、半民営組織（QANGO）

や民間団体があること。しかも、政府が援助していること、さらにユナイ

テッド・ウェイという民間の募金団体があることなど、理想に近い状況で

あることを学んだ。しかし、その支出は税金によるものである〔図13）。

高齢者が少ないため（図14）合計した率はヨーロッパ諸国より低いが、租

税負担率は高い水準で、社会保障制度全体の費用は、イギリス・北欧型租

税負担方式に近いと言われている。おそらくそれを支えるのはカナダの多

様文化主義、地域主義、人権意識であろうと思われた。

　そこで我々は素朴に、CASやユナイテッド・ウェイが、また、人権意

識が、どこまで市民に浸透しているのか疑問に思い、訪問する施設職員か

らではなく、一般の方々から直接インタビューして確認することを企画し

た。合わせて、現在日本で問題になっている校則についてもたずね、その

違いが生じた考え方について探ることを考えた。

方　法

男

■

田

胞

．

　　　　　アンケートは、英文にて（図ユ5）行った。9月9日（木）PM　4：00～

　　　　6：00クイーンズバーク（トロント大学構内も含む）、10日（金）11日（土）

　　　　ホームステイ先にて、13日（月）神谷指圧学校にて行った。（なお、ケペッ

　　　　クとの比較をするためにフランス語のアンケートも用意したが、オンタリ

　　　　オとケベックの違いが予想以上のものであったため、ケベックでのアンケ

　　　　ートを断念してしまった。）

Ml■e’ぽ鎮●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箇14：年蝕用人ロ包成（lggeny，

「7けタのttsefi■」⑰資叫より仰鼠

　目霊快囚榔鷺

～蘭
』
一
←
炉
各
ひ
治
ホ
←
←

　　男　　　　　　　　　　　　　　　　女

C…Vzat　Beajke　ISS！の責料より幟〔●位：百万）
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結果回答は、71人（内日系入は、9人）

　　i　　　　　アンケート質問内容　　　　　　…

…：：：㌘警i÷1∴

i・・・・…あ・蹴i
　　　問3：CASのサービスを含めて・家族i

　　　　　　の受けているサHビスに齪してi

　　i　いま軌　　　　i
　　i問4：ユナイテッド’ウェイの募金に参i

　　i　加されていますか・　　　i

i…蕊㌧約何年間されi
　　i。，，。族。お。。人撒育。鰍的、、i

　　i　　　強化されているのは、どんなこと

i…うh・e　　i
　　…問7（a｝：子どもの通っている学校に校　i

　　i　則はありますか．　　　i
　　i　　　（b）：例えば、どんな校則がありま　i

　　i　軌　　　　　i

i問8（㌫㌘鷲鷲
　　i　　か。　　　　　　　　　i

　　：　　　　一点だけ挙げて下さい。　　　　　；
　　i問、、子ども。教育で悩．だとき、誰。i

i・・・・…“一…e　i
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質問と回答は以下のとおりであった。

問1；　はい：57いいえ：14

問2：　はい：9いいえ：62

問3：　はい：9　いいえ：11

（問2ではいと答えた人で

　　　はい：6　いいえ：2）

問4：　はい：38いいえ：31

　　最低1年、最高20年（平均5年）

問5：　はい：43いいえ：16

問6（a）1はい：26　いいえ130

問7（a）：はい：25いいえ：18

問8〔a）：健康：46

　　　　結婚：45

　　　　収入：6

　　　　その他1幸福　3

　　　　　　　　個人的満足　2

　　　　　　　　地球愛

問9：学校：44

　　　家族：23

　　　知人：16

　　　CAS：0

　　　その他：校長

　　　　　　教育コンサルタント

　　　　　　自分自身
図15

英文アンケート



問6（b）の回答

・ 差別待遇のない世界〔人種、弱いものの

　言語、先住民、文化、宗教）…　　8

・ 平等　　　　　　　　　　…　　2

・ 男女の平等　　　　　　　　…　　2

・ 個人の権利　　　　　　　　…　　2

・ 言いたい事が言える自由　　…　　2

・ 自分の好きな物、好きな服装ができる

・全ての子どもは平等に教育を受ける

・女性の権利　　　　　　　　…　　1

・ 動物の権利

・ 各自の能力を自由にのばせる

・ 子ども一人ひとりが一個人である（親の

　所有物ではない｝

問7（b）の回答

・ 制服　　　　　　　　　　　　・　・5

・ 時間厳守　　　　　　　　　・　・4

・ 行儀よくする　　　　　　　・　・3

・ 命令的な出席　　　　　　　・　・3

・ 試練を受けなければならない・　・2

・無届けで休まない　　　　　・　・2

・遅刻しない　　　　　　　　・　・2

・16歳までの就学　　　　　　・　・1

・ 宿題の提出

・誠実であること

・他人を尊敬する

・フェアープレー

・ 障害児への思いやり

・ 粗雑な言葉を使わない

・装飾品を着けてはいけない

・喫煙は学校の外ですること

・ けんか、コカインをした場合の停学処分…

・毎週末教会に行く　　　　　　　　　　i

問8（b）の回答

・愛情　　　　　　　　　　・・

・コミュニケーション　　　　・・

・他人の人権を尊ぷ　　　　　・・

・他人への思いや1〕　　　　　・・

・家族の平和的な共存　　　　・・

・ 自立　　　　　　　　　　・・

・家族とともに過ごす時間　　・・

・尊敬　　　　　　　　　　・・

・親が子どもの模範になること・・

・ 理解しあう　　　　　　　　・・

・ 健康な生活　　　　　　　　 ・・

・他人に公平であれ　　　　　・・

・ 子どもの意見を聞く

・ 常に開かれた気持ちでいる

・自分の行動に責任を持つ

・ 親の極端な影響からの独立

・ 教育をきちんと受けさせる

・ 子どもの可能性をあたえる

13

10

5
　
5
　
5
　
5
　
4
　
4
　
4
3
3
　
1

考　察 　CASとユナイテッド・ウェイといった社会的機関の存在は、ほとんど

の人が知っていた．オンタリオ州の児童家族サーピスシステムが「保護」

「予防」「参加」の原則のみならず、パンフレットやラジオ・テレビを使

って「普及・啓発」にも努めていることがうかがえた．しかし、その利用
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や参加は低いような印象を受けたe

　学校の校則については、校則があると答えた人が25人いたが、日本で問

題になっているような校則はほとんどなく、大半が日本では常識的義務と

されていることを校則ととらえていた。ごく一部に制限がある学校があっ

たのみであった。北海道大学のクラーク教授が校則について問われたとき

に“Be　gentte（紳士たれ）”だけでよいと言ったということを連想してし

まった。

　高校生（16歳以上）なると、行動は個人の責任であり、親が高校に呼ば

れることはないそうである。子どもは常に一人の個人としての位置におか

れ、子どもの発言が保障されている。家庭においてもコミュニケーション

が大切とされ、子どもの立場が保障されていることが窺えた。その根底に

は、子どもを一個の人格として尊重される個人主義があるのではないかと

思われた。

　また、日常の生活から人権に対する意識が高く、学校での人権教育にも

満足していないという意見も多く、日本の学校における言葉の上での教育

に留まっていることと比べ意識の相違を感じた。

　カナダでは、子どもの権利条約を批准する1年前に国民一般に条約を理

解してもらうために、パンフレットやラジオを使用し啓蒙活動が実施され

たそうである。今後日本政府も児童権利条約批准に向けて一般に啓蒙する

ことが必要あろうと考えられる。

アンケートを

行ってみて

　街頭でのアンケート調査も、最初は7人で固まって行っていたものが、

最後にはひとりで行うことができた。71件と少ない回答であり、これでカ

　　　　　　　　　　　　ナダの児童福祉を論じることはできないが、私

たちは、才ンタリオ州の児童・家族サービスシ

ステムを生んだIE童観・家族観を肌で感じるこ

とができたと思った。

　なお、今回のアンケート調査でこのような多

数の回答を得ることができたのも、ホスト・フ

ァミリーの方々のご協力があったからであり、

改めてホストファミリーの皆様のご協力を感謝

したい。

ト回ント大学構内でのアンケート実施
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6．カナダの子どもたちは、いま

　　一現在の児童観と家族観一

　これまでに述べてきたようにカナダは、フランス、イギリスの植民地政

策、その後の多くの国々からの移民によって地場産業が発達し、町ができ、

州ができ、最後に国家ができ憲法が作られてきた。

　植民地時代から、民族集団はそれぞれの文化・言語を守ろうとしてきた。

地域集団は、自分達の生活地域の利益と安定を守ろうとしてきた。このよ

うな歴史的経過からカナダにおいては、地方分権と、人権意識が高まって

きたといえる。福祉制度も、在宅福祉を中心に高度に整備されている。

　カソリックCASのDr．　Cotin　Malroney氏は、講義の中で、現在カナ

ダの家族において変化が起きていることを述べられた。それは日本の家族

に起きている変化となんら変わりなく感じられた。しかし、オンタリオに

おいて「児童と家族に関するサービス法」に見られるシステム、そのシス

テムを生み出す社会構造に日本との相違を感じた。

学校教育 　カナダにおいて、これまで学歴は大きな問題ではなく、高校の中退者も

多かったという。その原因となる社会構造は日本のような終身雇用ではな

く、年単位の雇用契約であること、転職が容易であり、何種類もの職を経

験することで人間に厚みが出てくるという考えが基本にあるといえる。実

際あるホストファミリーのお子さんは、自ら進路を決定し、高校を中退し

就職されたという。また、別のホストファミリーではご主人が9月よりト

ロント大学に入学するという。大学は授業料が安く、奨学金は返済しなく

てもよく、大学教育を受けたいと思えば本人次第でいつでも入学できると

いうことなのである。このように子ども自身が、進路を決定でき、また、

親もそれを認めていける社会構造がカナダ社会にあることを感じた。しか

し、最近の不況における失業率のアップにより、高校の中退率の減少、奨

学金制度において返済の義務が生じるなど、変化が起こりつつあるとのこ

とであった。

　ホームステイのときに、カナダ人から見て日本人の不思議な慣習として

指摘されたことのひとつに、日本的先輩・後輩関係があったeカナダにお

いて、学校で決められたクラブ活動はなく、例えばサッカーをしたければ、

友人を集めチームを作り他チームへ試合を申し込むのだそうである。日本
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のクラブ活動の形態とは全く違い自主的なものである。自主性を重んじ義

務を遂行することを課せられたひとりの人間として認められている子ども

観が窺える。

子どもの生活 　カナダの子どもたちは、12歳までは親に保護の義務があり、法律にも定

められている。ホストファミリー宅でも、子どもを長泣きさせたり、芝生

で子ども達だけで遊ばせておいたところ、近所の方の厳しい注意を受けた

という。12歳をすぎると子ども達には、自分自身で処遇を選択できる権利

が与えられている。

　また、アルバイトをすることができる。カナダにおいて、経済的理由と

いうより子どもの自立を促す意味での社会的経験として重視されており、

社会的に承認、支持されているところが日本との大きな違いである。代表

的なアルバイトは、ベビーシッターで、13歳から認められている。ベビー

シッターとなるために、オンタリオ州では、社会教育としてYMCAや赤

十字協会で講習が行われており、試験によって証明書が発行される。この

ベビーシッターは、単にアルバイトとしてだけでなく親としての準備をす

るための大きな経験となっている。また、親も安心して外出できる機会を

作れるのである。学校においても、ビッグプラザー、ビッグシスターとい

う取り組みがあり、地域の中でのお兄さん、お姉さん役をするなかで子ど

も達の成長を促しているのである。カナダにおいて、18歳になると親から

独立して自分の生活を始めるのが一般的だそうである。12歳からすでに独

立の準備がなされているのが窺える。

育児支援にみる

児童観・家族観
オンタリオ州における育児支援の取り組みは、次のようなものがある。

・初めての子育てをする若い親に向けての手引き書の発行

・プレイグループの奨励、援助。（近所に住む親子のグループで、子ど

　もを保育し合うことで母親の余暇の時間を確保する）

・ドロップインセンターの奨励、援助。（オープン型保育園で、地域の

　親子が自由に遊べる）

・ 子育て資源センター：半民営組織で、図書館と共にドロップインセン

　ターの役割を果たしており、子育てに必要な人材、資源、情報を集め

　た子育て支援総合センター。

このような取り組みの基本となっている考えは、「息抜きをしなさい」

〔子育て手引き書第1章）、「母親の権利、父親の権利、そして子どもの権
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利」である。家庭の幸せのために一人が犠牲的奉仕をするのではなく、誰

もが幸せな状態でいてこそ家族の幸せがある。つまり、日本のように母子

が密着した関係を作ってこそ良い親子関係が生ずるというのではなく、そ

れそれの幸せを尊重した個人主義が基本にあるといえる。この思想は、男

女差別排除の取り組みにも現れている。絵本において、台所に立つ人は母

親だけに限らず、消防士、医者の表現も男女差別はなく描かれている。育

児のパンフレットにも「母親」ではなく、「親」という表現が使用されて

いる。育児が母親だけのものでないことを配慮している。

オンタリオ州の育児支援のねらいは、育児の孤立化の軽減、育児能力の

向L、家庭内の相互協力の促進である。個人を尊重した人権意識が政策の

基本としてあるなか、コミュニティーを中心に、親同士の相互援助をシス

テムとして成立させることで、家庭を育児の基本の場として強化しようと

している姿勢が感じられた。
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第2章　オンタリオ州における児童福祉の現状

報告担当

第3班
班長稲辺　仁崎玉県立埼工学園）

　　　鈴木　　力｛東京育成園）

　　　田中佳代子（鳥取こども学園1

　　　岡野　圭子｛峰山乳児院付設幼児寮）

四蔵　幸夫暖の聖母園｝

中村　範子〔二葉乳児院｝

西田　　篤u云島市愛育園〕

協カ…第1班・第2班



　　訪問報告

CASMT（Children’s　Aid　Society　of　Metropolitan　Toronto）

　　　　　　　　メトロポリタントロント児童保護援助協会

　　　　　　“多様なプログラムで、児童・家庭を支える”

概　要

　　1

1　も

lmaeln

Mr．　Brvce　Rlv⑤rs

（CAS所長）

　1891年初代会長ケルソーの呼びかけにより設立された、北米では最大規

模の組織である。1925年より州政府の補助金をうけ、1965年の児童福祉法

の改正により児童の健康な育成と予防サービスのための法的権限を得た。

訪問したスカボロー支部を含む5つの支部が年中無休、24時間体制でサー

ビスを提供している。その活動は1984年に制定されたオンタリオ州法の

「児童と家族に関するサービス法」により、他のCASでサービスを受け

るカソリック、ユダヤ教徒以外のO　－16歳の子どもを対象とし、具体的に

は虐待、放任・放置、非行等の通報に対して、調査・介入を行っている。

　事業規模としては、1992年の年間運営費が7．000万カナダドル（注1）、

職員数640人、連携する里親480人、ボランティア800人である。1992年度

には、2万人が何からのケアを受けており、うちコミュニティーケアが1

万7．000人、インケアが2．500人である。（注2）

　クライエントの83％が貧困線以下にあり、50％は母子（単親）家庭であ

る。（注3）

　最近の動向としては、アルメニア・ソマリア’ボスニア難民等のカナダ

移民へのサービスのニーズが高まってきており、職員に移民国出身者を採

用するなどの配慮をしている。またカナダ経済の不況に伴い、虐待例が増

加している。過去5年間の統計で見ると、アルコール・薬物関連のケース

が増加している。また、エイズ問題の子どもの数も増加している。

　サービスは100％無料サービスであるが、インケアの場合、親の経済状

態に応じて相応の負担もある。

インテーク機能

について

外部からの通報に対して対応するCASの窓口にあたるスカポロー支部

には7人のフルタイムのソーシャルワーカーがいるe

　インテーク例としては、

　・性的虐待

　・放置された子

　・行動のコントロールのできない非行、問題児

　・家庭の中に悪い養育環境がある
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　・医療行為を受けさせてもらっていない

　・親に養育能力がない

　・親が薬物中毒である

などがある。

　通報者は匿名でもかまわないが、通常、隣人、本人、家族であり、専門

機関としては警察、学校、宗教団体などから通報される。CASに通報が

あれば、間接情報であっても警察と連絡をとりながら調査・介入を開始す

る。特に虐待については、疑いであってもCASもしくは警察への通報が

義務づけられており、通報があると法に従い、24時間以内に行動を起こさ

なければならない。すぐにミーティングが開かれ、行動計画が立てられる。

　警察との連絡を密にしており、ソーシャルワーカーが危険調査、家族援

助、サービスプランの立案をするのに対して、警察は刑法違反かどうか、

告訴か警告かの見極めをする。

　インテークの後、40％はファミリーサービスチームでケアを行い、60％

は地域内の他機関へ委託したり、終結となる。また、同じ文化、民族グル

ー プに紹介して委託する場合もある。

　英語圏以外の住民では、コミュニティーにおける秘密保持の問題から通

訳の確保に苦労する事が多い。

　処遇困難ケースは多くはないが、なるべく処遇計画等をオープンにして

クライエントに説明したり、ファミリーサーピスチームとの役割分担をし

て対応している。また、クライエントとの間で、相互責任の文書（契約

書）を作り確認している。

種々のプログラム

について

｛1）　Babies　Best　Star

　10代あるいはエスニックなどの、独立して情報源を持たない母親への健

康、栄養、育児、家庭内暴力などに関するトレーニングプログラムである。

コミュニティーに根付いた家庭内での育児を推進し、第一段階での予防を

目標としている。具体的にはトレーニングを受けて証明書をもらったホー

ムビジターの母親が子どものいる家を訪問し、子どもの発育の評価やスト

レスの軽減をはかる。サービスを受ける母親は一緒にショッピングや図書

館に行くことで、コミュニティーの活用資源を知る事ができるし、ホーム

ビジターを通じたグループプロセスで他の母親と友達になることができる。

　当初、3家族でスタートしたが、現在スカポロー支部で100家族以上に

サービスを提供している。

　このプログラムには、CAS財団の100周年資金が提供され、また、カナ
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ダ連邦政府からネグレクFや虐待の防止及び生保受給者である母親の自立

（フルタイムの仕事に行けることなど）に役立つと認められている。

（2）　Toronto　Street

　Young　Project

　12－16歳の売春の危険性のある少女に対して、州政府コミュニティー・

ソーシャルサービス省の援助で1985年5月に開始した。

　スタッフは全員トレーニングを受けた職員（プログラムソーシャルワー

カー、チャイルドケアワーカー）であり、8人が24時間、年中無休体制で

サービスを提供している。子どもの信頼感が高められるような働きかけを

し、子どもが自分の過去の性的虐待や放置された経験をスタッフに伝え、

それをもとに家や地域内で対応できるようなサービスを提供する。

　プログラムは、子どもを2週間この建物に入所させ、症状や問題行動パ

ターンを抑え安定化させる。レベル・システム〔ある・一・定の行動がとれる

かのチェック）を用いて評価し、次のステップでどう処遇するのがよいか

を判断する。

　二次的な段階としては、トロントの北のオークビルに30日間のアセスメ

ントプログラムがあり、約30％の子どもがこれに進む。

（3）　Res｜dentlal

　Service

　1964年に最も問題のある子のために作られ、1960年代には、32人の子ど

もを35人のスタッフで世話し、施設内に学校もかかえていた。

　rggorp代になって、プログラムの見直しを行った。すなわち、それ以前

はコミュニティーから切り離して生活させていたが、①子どもはノーマル

なコミュニティーで暮らすのがよい②経済的である、との理由から、コミ

ュニティーハウスの中で親モデルを持ちながら生活するプログラムに変わ

った。

　形態としては、一ヵ所で一一組のフtスターペアレント（結婚したカップ

ルで、うち一・名がソーシャルワーカーもしくはチャイルドケアワーカーの

有資格者）と二人のアシスタントCCAS職員）が4人の子どもの世話を

しており、それが4カ所ある。他に8軒の家に2人ずつの子どもが生活し

ている。子どもはここから、スクールバスで地域の学校へ登校する。

14）Family　Bullder 　危機介入のプログラムであり、3つの団体（メトロトロントCAS、カ

ソリックCAS、ユダヤCAS）から紹介されたケースについて4～6週間

のコンサルトを行う。

　対象の必要条件は、
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1）　ソーシャルワーカー、スーパーバイザーの判断で、他のプログラムで

　対応できなかった。

2）　インケアを要するとの報告から24時間以内に行動を起こさなければな

　らない。

3）　このプログラムかインケアかを子どもに示し、このプログラムを選択

　した。

　方法は、以下のようになっている。

①まず、ソーシャルワーカーは家に出向き、離婚、暴力、薬物、精神疾患

などの問題に現場で対応し、またポケベルを持ち、いつでも応じられるよ

うにしている。特に最初の3～4日は、質問も控え、信頼関係の確立に努

める。

③6週までには、ソーシャルワーカーが去った後の事を他機関に紹介・依

頼する。

　特徴としては、他の通所カウンセリングサービスよりも家族の評価がよ

く、短期的で、事が起こっているときに実際に見て対応できるという利点

がある。

Family　Service　C：ついて　家族のまとまりを維持するために、様ざまなプログラムを利用して家族

　　　　　　　　　　　へのサービスを行う。CASのソーシャルワーカーの75％がこのサービス

　　　　　　　　　　　にあたっており、インテークワーカーから、ファミリィーサービスのソー

　　　　　　　　　　　シャルワーカーにまわってくる。研究面では、財政的制約もあり未開発な

　　　　　　　　　　　面もあるが、他のプログラムへのデータの提供という点で評価されている。

CASの目標

CASの将来構想

感　想

　家族単位のサービスを行うことにある。可能な限り、家庭、家族の中で

解決するが、時には他の機関や、家族の同意を得た上で知人・親戚の所へ

紹介、依頼する。深刻なケースについては、児童福祉裁判所に依頼し、里

親等へ委託されることもある。

①家庭に合った、在宅のサービスを充実させる。

②民間からの援助・寄付をうける。

③CAS財団のR＆D機関（研究開発プログラム）において、将来に向け

　た研究、調査、提言を行う。

日本の児童相談所にあたる組織であり、児童福祉の制度全体から言えば、
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人：lI］及び要の位置に存在していると恩われた．児童相談所に」’ヒベると

i．∫・どもの人権保護と健全育成のための強い法的な権限が与えられている、

2尊二富で多様なスタッフを抱えている．

．：｛．．活動内容は判定と処遇方針の決定にとどまらず、種々のサーピスプログ

　ラムを持っている

．・iさまざまな人、封r一ビス、機関を結ぶソーシャルワーカーが重要な役1．．1

　を担う；

5汁一ビス内容に対する研究開発を進め、ニーズの変化に応じたシステt、

　やフログラムの柔軟な変更が行われている．

といった特徴があると思われた

一

家庭こそがi：どもの成長にとって最良の場」であるという福祉令体の動

向の中で、緊急時における要援助家庭への“出前ttサービスであるフ1’ミ

リー・ビルダーなどの面白いプログラムにも接することができた．

　ただ、家族の支援、家庭の中へのサービス介入という流れの中で、福祉

のシステムやプログラムが作り変えられる時、それが実際的な“効果“判

定と二コストの問題を切り離して厳循：に検討されるべきだと思われた、さも

ないヒ、財政削減の方向の中で、’L理想”を求めた変化の結果が、「安かろ

う悪かろう」になる危険をはらんでいると思われた．「
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注1）　CASMTのAmual　Report　1992のFlnanclal　Statementによると

歳入

オンタリオ州

メトロポリタントロント市

カナダ政府

雑収入

5、442．9万

1、319，6万

　89．1万

　188．5万

歳出

児童福祉サービス

　　基準児童福祉

　非基準児童福祉

コミュニテtサボート廿一ビス

2．360．8万

・4．088．7万

　51．2万

固定資産取得

7、054．4万

　25．2万

合計 7．040．1万ドル 合計 7．079．6万ドル

注2）　CASMTのAnnual　Report　1992のSummary　ot　Servicesによると

サービスを受けた子どもの総数

　　インケァ　　　　　　　　　2，502
　　家庭i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l7．296

虐待調査数

　　身体的虐待

　　性的虐待

合計

1、36】

い192

19、798人 †’「日合 2，553ffF

12月31日現在のケアを受けている子ども

里親　自立生活

養子

CASレジデンス
外部の組織

他（病院・家庭訪問）

901

76

39

487

65

1．568人

時間外サービス

　　受付

　　ケア人

合計

養子縁組み

　　養子になった子ども

　　養子縁組み成立

rl．351

　566件

人

組

0
ウ
㎞
8
7

ケアへの出入

　　出

　　入

　　ケアの平均日数

889件

942件

618日

ボランティアと里親

　　ボランティア

　　里親（12月31日現在」

773人

400人

サービスを受けた家族の総数

　　ファミリーサービス

　　出産とアフターケアー

　　養子情報公開

7．403

　236

1，702

合計 9，341家族

常勤スタッフ

　　事務

　　ソーシャルワーカー

　　チャイルドケアワーカー

　　牧師

　　専門家　他

80

240

136

ユ23

61

合計 640人

注3）CASMTのAnnual　Report　1992の1992　Client　Proti｜eによると

　・37％が家賃援助を受けた家に住んでいる。

　・54％が何らかの形で社会サービスを受けている。

　・49％が片親家庭である。

　・83％の子どもが貧困線以下の生活をしている。

　・33％の家族が種々の民族及びエスニックのグループ出身である。
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1

　訪問報告

Thistletown　Regional　Centre　for　Children　and　Adolescents

　　　　　　　　シッスルタウン児童・青少年地域センター

　　　　　　　　　　　　“家族の持つ力を大切に”

施設の概要と沿革 　シッスルタウンはオンタリオ州政府コミュニティー・ソーシャル・サー

ビス省が運営してる施設であり、現在は児童青少年のための地域センター

（トリートメントセンター）としての事業が行われている。

　まずその歴史的な歩みについて簡単に触れてみたい。

　今世紀初頭、トロントでは問題を抱える児童が地域で発見された場合、

トロント・アイランドの大きな家に収容されることもあった。こうした児

童の一部は結核や栄養失調といった医学的なケアを必要とする児童も含ま

れており、適切な医療的施設の開設が求められた結果、1927年7月に小児

病院としてシッスルタウンが開設されることとなった。結核、リューマチ

熱、リューマチ性心臓疾患、ポリオといった児童への治療がこの時期から

始まったのである。

　シッスルタウン病院は特に長期医療の必要な児童の治療のための役割を

1950年代の初めまで担ったが、この時期小児病院の経営陣はすべての機能

をトロントの中心街にある大きな施設に統合した方がよいと判断し、シッ

スルタウン病院は1957年に保健省所属の情緒障害児に対応する施設として

再出発することとなった。つまり、レジデンシャル・ケアの中で治療困難

な児童を処遇し、家庭復帰を目的とした取り組みが行われるようになった

のである。

　1966年にはシッスルタウンはワーレンデール・センターの管理運営の責

任も引き受け、それ以降児童の患者に加え青少年の患者も引き受けるよう

になった。またユ960年代の末にはシッスルタウンは病院の機能を廃止、地

域センターとしての役割を主として果たすようになっていった。1970年代

以降養護施設がトリートメントセンターとしての機能を果たすようになり、

コミュニティー・ベースで家族支援をするようになっていった過程との関

連も考えられる。現在では多岐に亘るプログラムやサービスが児童、青少

年、家族に提給され、また学校や地域に対し専門的な援助や指導といった

サービスが提供されている。

　なお1980年にはトレーニングスクール（教護院）で行われていたことが
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矯正とメンタルトリートメント（精神保脚を統合していこうという変化

が起こ1）　．それ以降レジデンシャルでなくコミュニティー・ベースで、家

族危機に対する治療のために施設が使われていくこととなった

　以上のような精神医学的なサービスの他に、クライエントに対する多く

の教育的プログラムも提供されq983年9月～、コミュニテf一内の学校

での教育的なサービスの提供が、教育委員会の管轄下で行われている．．ノ

またオークビルではシル・アップス青少年センターと共同で保護ケア・ト

リートメントの必要な青少年にサービスを提供している．．Ll987年にはシ

ソスル9ウン地域センター・シル・アップス校舎と名称変更をした．）

（参考文献・資料）

1，）　　A　PROF｜LE　OF　THIS↑LETO、～’N　REGIONAl、　CENT｝～E

2）　シッスルタウン：児童・青少年のための地域センター

事業内容 〔1）　インテンシプ・デイリー・プログラム

　インターフェイスqNTERFACE）のディレクターのバーバラ・デディ

ク女史からの説明を受けた，インターフェイスは処遇困難な問題児を親元

から離さないで、地域の中で家族援助し、家族の発達を促進するためのプ

ログラムであり、インターフェイスに紹介される児童とその家族は、事前

に精神衛生機関にかかった経歴をもつものとされている。具体的には重度

の精神的問題（盗み、放火、自殺等）を抱える児童が学校・医療その他地

域の機関から紹介されてくる。電話による問い合せが主であり、その場で

即決することを心掛けている。インターフェイスはその基本哲学として、

1）　児童を取り巻くシス

　テムとしての家族機能

　重視。異常があれば修

　正していく、

2）問題に焦点を当てる

　のではなく、児童・家

　族の潜在的可能性に着

　目しそれを引き出し、

　伸ばすことに重点を置

　く［t

インターフェイスプログラム
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3）柔軟性を心掛ける。（児童・家族のニーズに合せてプログラムを変更

　する。）

といった3点があげられる。特に家族機能の重視は、シッスルタウンの職

員の言葉の中で何度も繰り返され、インターフェイスのみならずシッスル

タウン全体でそう認識されていることがうかがえた。

　次に、問い合せによりプログラム参入が行われた場合についての流れを

見てみたい。まずスクリーンが3段階に分けられ綿密に行われる。続いて、

治療方法の選択及びプログラムの作成が行われる。そのプログラムとして

は、以下のものがあげられる。

1）　ファミリー・アンド・スペシャル　プログラム（S．S．S）

　地域や一般の学校でのプログラム

2）　ファミリー・ケア　プログラム

　　・実の親を含めてインターフェイスのチームスタッフ全員参加のもと

　　　でさまざまな評価が16－20週かけて行われる。

　　・里親、ソーシャルワーカー、CASのインターフェイスのイントロ

　　　ワーカーに対する調整を行う。

　　・里親のケアワーカーとチャイルド・ケアワーカーがかかわる中で、

　　　里親はチームが作ったプランを実行する。

3）　ホーム・サポート　システム

　システムワーカーがホーム・サポートスタッフや学校・家庭と連絡を取

b、児童の行動上の問題点を話し合ったり、必要な援助をする。

4）　システム・ファミリー・セラピークリニック

　ワーカーが柔軟性を発揮し、問題を抱える家族のセラピーを行う。

5）発達評価クリニック（DEEC）

　オンタリオ州全体で行われているプログラム。心理学者、精神科医、チ

ャイルドケアワーカー、言語療法士、ファミリーワーカー等の専門職がチ

ー ムで協議し、児童の発達評価を行い、体系的な処遇計画を立てる。（両

親のフtローアップとして機能する。）

6）　通所サービス

　専門ワーカーの対応。ケースマネージャーは、必要に応じて他のインタ

ー フェイス内のプログラムにまわす。

7）　IFTU（集中的家族療法ユニット）

　これについて、実際に使われているユニット（治療場所）の内部を見学
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した。（後述）

　問題を抱える家族に1－3日間入所してもらい、専門スタッフ（ソーシ

ャルワーカー、心理学者、精神科医、チャイルドケアワーカー等）で観察

・ 分析し、集中的な援助を行うことで、子どもを家庭の中で養育しながら

問題を解決していくためのユニットである。

　特にインターフェイスの基本理念として挙げられるのは、

1）　ワーカーをシステム・ワーカーと規定し、いろいろな情報を活用・取

　り入れることを重視、体系的な枠組みを作ろうとしていること

2）家族の中の積極的な機能面に着目していること

3）　子どもは、家族の中で治療するべきであるとの共通の認識をしている

　ことの3点であった。

　　特に、2）、3）の点は、現在の日本の児童養護理念と若干の開きがあり、

　学ぶ必要があるところである。

（2）　セーフT

　性的虐待を受けた児童、青少年及びその家族のための臨床的トリートメ

ント、及び長期的な援助を実施する専門プログラムである。

　治療対象には、性的虐待が起こった家すべての家族構成員が含まれる。

その理由は、家庭内の不健全な性的関係の存在が家族それぞれに対し深刻

なストレスをもたらすのであり、その心理的な傷の治療が必要であると考

えられているからである。

　ここでのサービスは、

1）　アセスメント（評価）

　　家族または家族の周囲の環境に対して行われ、裁判所命令のアセスメ

　ントも行われている。

2）コンサルテーション（専門家にする助言指導）

　　この中にはケースコンサルテーション、プログラムの開発、ワークシ

　ョップ、ゼミナール等が含まれる。

3）　トリートメント

　　家族療法、個人に対するさまざまな療法、グループ療法が行われてい

　る。

（3）保護プログラム

　　児童家庭福祉法並びに少年犯罪法に基づいて行われるプログラムで、

　裁判所の命令による措置により開放施設として一般家庭に近いグループ
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シッスルタウンのファミリーユニット

ホームにおいて処遇が行われ

ているところが1か所、閉鎖

施設として重度の犯罪．等で裁

判所の命令によりて拘禁して

の処遇を行う、シル・アソプ

スの施設が1か所ある．

　楕神医学、心理学、ソーシ

ャルワーク、看謹、直接のケ

ア、教育等のさまざまな処遇

が，学際的な専門職のチー！、

：こよ1）言卜問1カ［策定きiL、　プミイf

され『1いる

｛ll　TRE－ADD

　rl閉症や発遼障害を有する児店と青少年のための包括的な地域を基盤と

したプログラムである　cTRE－ADDについては、見学したことを後

に説明を加える㌦

一 見学一

〔い　　1．F．　T．　U．↓集中的家族療法ユニ．ノト）

　”ド前中、」．F，　T．　U．を行っている家を見学した．さまざまな専門

家のチームが、問題を抱えた家族を1－3日問の間、集中的に観察、分析

しながら援助することにより、家庭内での養育を続けながらの治療を行え

るようにするための施設である，

　流れとしては、照会の後、家庭i訪問をして事前評価、1．F．　T．　U．

の説明を家族にした後、連絡を取り合う　人所に際し、照会をしてきた人

ヒの話し合いを持ち、人所ヒなる

　初IIのメニューとしては、

tl：　前：フ7ミリーセラピー

’［：　後：個々に対するさまざまなセラピー

　その後夫婦の行動を自由とし、家族の抱える問題によって吋応が変わ・t

てくる

　2日［」、3H日については初nの繰り返しもあるし．家族の動きによっ

て対応を変えている
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　居間にはマジックミラーが置かれ、居間・食堂・プレールームにはビデ

オが設置されており、許可をとって観察し、家族が思わしくない行動をし

たときに電話で知らせたりするようになっている。食事に関しては、家族

で作り、片付けを行う。その中でどんな動きが出るのかを観察する。職員

スタッフはそこに寝泊りはせず、異常があれば電話で連絡を取るようにし

ているそうだ。

　なお、1．F，　T．　U，の利点としては、

1）通常の短期のセラピーでは出てきにくい本音が出やすい環境であり集

　中的な治療をすることで効果が得やすく、また指導もしやすいこと。瀬

　戸際まで働きかけることができ後の手立ても容易であること。

2）費用・時間の両面からも、子ども1人を切り離して施設入所させるよ

　り、節減可能であること。

　特に印象的であったのは、ここでの経験で初めて家族がゆっくりできた

という家族の存在である。また、そうした家族に対し、家族のもつ潜在的

な力を伸ばしていこうとする積極的な取組みにも驚かされた。

（2）　TRE－ADDのグループホーム見学

　インケアの子ども（グループホーム）に、音楽療法を行っている教室を

見学した。対象者4名に対しワーカーは6名が参加しており、ワーカーが

多いというのが率直な印象であった。おおむねワーカー4名に対し対象者

5名での教室運営が行われており、職業訓練的な教室も開かれているとの

ことであった。

　ここでのケアワーカーの勤務体制を聞いたが、

　　A）7：00～15：00

　　B）15：00～23：00

　　C）23：00～7：00

　　　　　＊C）の夜勤者は2名で別枠

　　　　　＊通常のケアワーカーはA）B）を週交替で勤務

　　　　　　週休2日制　40時間勤務

　　　　　＊ワーカー12名に対し対象者5名

　　　　　＊他に日常生活業務中心の勤務者もいる。

とのことであった。

　処遇上の特徴として、建物の外観・内部の構造は集中家族療法ユニット
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バーバラ・デディクさん

感想

と｜：：．1ト．長．ソ）瞳物を使い、対象者・・．人ひ．ヒ1．・；こ、1疫主を∫是供でき7i・スヘースが

ある　　個別に「：iい物：こ行く等ノ．｝デイ：1－・．ノ．□11．ラム、f’［　’」　”．．の買い物に行く

’

噛；：：　ti1声S　　
二．．

　．　　V　　　
t7』

　　ラ　　 ：
　 、

　
　

，
：
士
｝
．
：
　

’「1　

）
　
　

輌
　
）
　
　
　

、　　　　 辛：ミ　

を
’
　
　

ト
L
l
　
　

r r
　

’（　署t　　L　　 、　物　　 を，　　一　言

・

　
　る　　i…

え
　］

塔
　

J．う　

　
　
：

〆　　 、　　　　　fi　と　 ÷冬　 n　y・　 ：　．二　　：　S　　 　　」』　　亨ミ

で買’一物がてきるよノ．・に】、1「ll練をLてい．る

　　またスーパーヒ．シ．ヨンの体i則と㌧ては、処遇会、毒文はi！；．U＃］とし’．こ．；固lln侑．・

い、・必要に「巳・じてきらに｝．jl「．↓．ll加えたりする．　・人ひ．ヒリに個々の’ノーシ

ャルワーカーが．付き、ソーシャルワーカーの中にスーバ．一．バイザーが置か

れ、日常的にスーバーピジ．ヨンを行える体制である．また、ケアワーヵ・一

：こ．も．fルーフ：ホームマネージ．t‘、’一が、スーハーピジ．∋ンを行一．，ている．ワ

ー
カーはそれそ．れ1年に11菜fl：i茎．｝面の司ξ価を’．乏けるとL／itl．㌧システムも存

riモしrこ㌧’る．

　　こ．：「）．クrルーフ．ホームのll姦に、フ’・’ミリー→トホートを’するた〆）．二．’．）グルー．ノ．

ホームがあ一．、た．問題を抱えるゴ・ピもの．観が息抜きをで．きるようにビ当然

そ一の間はケアワーカーがゴ・ど．もの対応・をrするわけである．，あるいは緊．言1，

事態に2・f応で．．きるよう薩能しrこいる．艮．期の．利川にk・fl、L’・するもiノ）が2カ・il斤、

垣期．：．．「）利川にi・「応するものが2かFl庁であ・．：た＝これに関わるワーカーは、

’L・珂㍑1良『c－～ク）一．1言こり、　↓6．刊1手：｝・［フミ『，c一あったり、rl．語指・導員で三ク）一ノ、♪こり、　】そv）

ニー一ズ：二合わ・ぜて多種にわた・．．．．・て」・る　ワーカーは、家族のコンートルダン

ト的な役剤．も持吉、、例えば．学校li日係．呂’への代弁をし．t．：1．1、」こ婦間や㌧己剃昌l

o’．）トラプ．ル等；の解消σ）ための援助．も行・・．）ている

　　まノこ、シ．．．・．スルク「「rンび：戊．．テ徴．としてさらに、以卜．・1．り2．1、1．1：カ｛．挙げられる．

L　ナン’fリ：］．州唯・の・月・i政府の直接運営する．施設で．ある．．ニヒ

2．．　ぴ門職養成V）たゴ）に学生の教育を行うことが義務づ．けられているこ…二．

　　またリ÷．テーチにも積極的に取り親んでいること．

，
づ　与　　「，

、＜クh勺

　　さて、この項の妓後にシ．ノスル’yウンのj；．日：の枠紐み、人員配．置につい

『 ご．醇f巾．に角虫れ『．こオ」きアこい；．fiこ1旧J二．算は、2．51．．｝U～2．6しIUノ」‘カナタrドル　．：糸り2（．1

数億円．，で、職員．放は約5nl．1名1．常勤約・川．．）．名、非常勤約1川知を有しで

いる】のこヒて．あ’．．」た；

　　シ．，・スルタウン．の訪1昌］中、説明者の1［から幾1芝．．ヒなく繰り返ざれS：1－i．葉

：：、　‘．∫’・ヒ．も：ま’毒｛匠≦．でオ；．「舌r．］ぶるぐ．．つカ．．：．　・～6なCりttt　　　 と11・う　、．｝．．葉『ご’i）．．．・オこ．．　こ

れまで、ll本で．も4（で読み、耳iにLた1．．．「葉で．あるが、このli’葉が想像以E

ls



に刺激的だったのは、実際に家庭をいかに再構築するかの視点で家庭に対

するさまざまな援助機能を持っているからであった。単純な施設無用論な

のではなく、本当に必要なのはどういったサービスなのか、という問いに、

常に対象のニーズの変化への対応といった視点から誠実に取り組んで来た

ことが感じられた。

　それは、自分たちを「システム・ワーカー」と規定している自負にも感

じられた。専門職としての意気込みは、日本のワーカーたる自分には大い

に参考になった。

　家庭支援が強化されていることに対し、収容型の施設よリコスト面でも

安上がりだと、述べていたが、それならばこそ、今後子どもたちに対して

どういった中身の施設であるべきなのか、低コストで、より効果的な施設

のあり方を検討していく時期にあるように感じる。

　今の日本では、家族を中心とした社会福祉サービスは困難なものとして

扱われがちであり、そこからすると「家族の本来持つ力」を大切にしてい

るシッスルタウンの考え方はあまりにも楽観的な感じさえして来るが、逆

にいえば、そこに手をつけられないでいる日本の現状の問題点が浮き彫り

にされて来るように思う。発想の転換が必要となってきているのである。

　子どもたちの本当のニーズはどこにあるのか、という検証の必要性など、

シッスルタウンから学ぶものはとても大きく感じられた。

tF－－r－rM一　mrmuaこぼれぱなし県l

l　　　　時差ボケ
び

｛　　　　トロントは日本と昼と夜がほとんど

i正反対・醐旅行・初め・、・・う団

1　員が多く「ジ・・トラグ・は初め・の

i　試練・
1　　　最初のうちこそ興奮と緊張で目がパ
i

l　　　ッチリだったが、3日目ともなると時
1差ボ。現象で目もト。ント．、モをと

i・・も漢酬咄・ず・全・・ナ

1　　ダ」という人もいたそうな。　（U．1）l

l　　　真黒なリス
1　ト・ン・・街中、ち・こち・こ、う

1　ろうろしているのがリス・リ・と聞い

L－p＝一．一一一一．一一

て「わあ、かわいい」というのは日本

人観光客だけだそうで、現地の人は厄

介もの扱い。何しろゴミ箱はひっくり

返すは、かまれると恐犬病になる恐れ

があるとか・・……・。

　そういえぱ、茶色の可愛気のあるリ

スは珍しく、縞リスなんかはいない。

　ほとんどが真黒なリスで、緑の多い

公園や道路をうろちょろして交通妨害

にもなっている。お腹までクロいから

好かれないのかなあ。トシをとったら

白髪になるのかな。シッポまで白くな

ったら、それこそ「尾も白い」のにね。

　　　　　　　　　　　　　（N．K）

…
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ー
…
…
」
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訪問報告

Youthdale　Treatment　Centre　Ltd．

ユースディール・トリートメント・センター

　“医療と社会サービスの橋渡しを”

　ユースデf一ルとは、若者が集まるための広い谷聞という意味であり、

センター．本部は、イートン・ショノピングセンターなどのあるダウンタウ

ンの一一角にある、

　ユースデf一ルの特徴は、〔．私立でありながら、州政府から援助を受け

ている　2大規模であi）ながら、錬歪度から重度まで多面的なレジデンシ

ャル・ケアー・プログラムを行っている　］．医療と杜会サービスの連携と

して、保健省とコミュニテf－・ソーシャル・サービス省との僑渡しの役

割を担・．’ている．

政府との関係

左：ユースデール所長Dr，Dan　Haglar

右：社会福祉省Mr，Paul　Heung

　オンタリオ州には、1．8（10ヶ所の社会サービス事業所があり、児童・フ

7ミリーに対する出資額も多い．また、高い知識を持った職員を備え、精

神董：［医、心理十、言語療法十、看護婦などが専門家集団とLて協力Lて働

いている．

　しかし、不況のため資金繰；1に困っており、サービスは継続しなければ

ならず、現在、サービスを受けようとする人が、待機している状況である．

各施設は、限られた資源で、いかに需要に応1二るか悩んでいる状況である

　政府は、税金を社会サービスとして還元しているが、質の高いサービス

を保証し効果的に行われなければならない．そのため年に．一度Wl：Sfの基準

に適合しているか監査を行い、助言を行っている、また、社会サービスの

ネ．ソトワーク作i）も行っている．．連携を奨励し、ネットワークからケース

がもれないように努めている．また、政府は、私的施設やボランティアの

エネルギーを大切にしており、創造JJを高めるよう援助している

　ユースデf一ルは、政府と・体となってこの社会サービスを行っている，

その内容は協議しながら行われる．

沿革 　ユースディールは、1969年に’つのグループホームとして設v’tlきれ、了

どもの個々のニーズと”J’能性を尊屯し、r・ども遠が家族やコミュニティー

で大切なメンパーとなるよう支援．するプログラムの種類を増やしてきたt．

25年経過した現在は、多様な組織となった．中心となるレジデンシャルケ
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ア・プログラムも9軒（70床）と拡大された。また、多分野の専門職（チ

ャイルド・ケア・ワーカー、ソーシャル・ワーカー、精神科医、臨床心理

士）が働いている。中でも「児童に対する精神医療サービス」においてア

メリカ精神医学会より金賞を受けた。

対象と受け入れ 　ユースディールは、「児童と家族におけるサービス法」のユ8～19条の

「情緒に問題のある児童とその家族にサービスを提供する」という条項に

従って運営されており、クライエントは、家庭、地域で、情緒的問題を抱

えた児童、青少年であり、その申には、法律に触れるような問題を抱えた

児童、青少年も含まれる。

　受け入れの経過は、図1のように、レファー（通報・照会・委託）が、

両親、学校、保健所、コミュニティーの中から行われることが多い。

　　　－tユースァィールの
プログラム

①児童及び家族のための治療センター（通所）：ソーシャルワーカーが事

前調査、インテーク（受け入れ）の責任を持ち、親に対する指導を行う。

精神科医、臨床心理士の助言を受けながら治療の方針を決定する。

②レジデンシャル・トリートメント・センター：家庭、グルーブホーム、

里親のシステムにおいて、治療を行うことが困難な児童が居住して、生活

する中で治療を受けるプログラムで、施設は、トロント大都市部のグルー

プホームと地方の入所施設とがあり、その他アフターケアー”フォローア

ップ”プログラムとヨーク地方のサービスがある。

③スクール・プログラム：地域の学校に特別クラスを設け、地域の学校と

連携しながら、問題を抱えた児童の教育にあたる。

④精神科医危機ユニット：病院ユニットで、精神科的問題を安定化させる

ために、短期集中入所治療をする場である。

児童及び家族のため

の治療センター
　どのケースも、子どもに責任があるという見方はせず、児童と家族全体

の問題としてとらえ、家族をひとつのシステムとして系統的アプローチを

行っている。親が疲れてセンターに依頼してくるが、親と共に解決しよう

としている。インテークの段階でも、家族が治療の方法に関わるようにし

ている。家族の抵抗がある場合、1人でも参加してもらい、家族に伝える

ようにしている。クライエントの代弁者として教師、レジデンシャル・ケ

アスタッフも含めて会議を行い治療を進めている。構成職員は、ソーシャ

ルワーカー7名と精神科医で、ソーシャルワーカーは、家族療法士と情報
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と情報管理者としての役割を果たしている。子どもの治療効果について会

議を毎週行っている。

　それぞれのソーシャルワーカーのオフでスは、クリニカル・フロアをつ

い立てで仕切り、オープン・コンセプトにより、透明の扉によって面接状

況が見えるようになっている．

　家族との面接室は、マジックミラーとビデオの設備があり、別室にて家

族の様子を観察できるようになっている（もちろん、ビデオ記録の際には

家族の承諾書が必要）。しかし、部屋の真ん中に大きな応接セットがあり、

壁にはすてきな絵が掛けてあり、家庭の応接室のようなムードをつくりだ

そうとしている、

レジデンシャル・

トリートメント・

センター

　インテークの流れは、図1参照。レファーが、児童福祉機関による連絡

の場合は、説明書類があるため直接児童と接することなく判断する。私的

な場合には児童と家族に面接する．：審議はディレクターレベルの委員会に

おいて、情報をもとに審議し、治療を受け入れるべきか検討する。多様な

問題に対応できる診断技術を持っている。行動に変化があった場合、それ

にあわせて対応も変化させている。

　ワーカーが実質的親にならないように注意している。入所中に電話をか

けたり訪問したりして親との間係において子どもの行動に変化がおこるこ

とを促している。

1）都市部のグループホーム

　定員は、1軒8名（男女各4名）。対象は、10～20歳（ユースディールは、

主に青年向けで、実際に見学したマディソン・ハウスは16歳からであった）

　人所児は、種々の問題を抱えており、情緒的、分裂病、非行、アビュー

ズ（虐待）、ネグレクト倣任、無視）などである。グループホームに入

る児童は、すでに種々の介入が試みられ、失敗した児童である、，法的に親

が親権を放棄している場合、16歳以上は本人が決断する。

　インケアには、精神科医も参加し、親子を含めてどのような点を改善し

て行くのか明確にし、いつまでに何を達成させるかプランを立てる。入所

正ヵ月後、以後8週間ごとに見直しを行う。上部への報告は1ヵ月後、以

後6ヵ月ごとに報告書の提出を行う。目標計画はファイルにしておき、職

員は1日に1回確認するようにしている。退所にむけて1ヵ月から毎週親

との面会（あるいは外泊）を開始する。

　サービスは無料で、州政府より、25万ドルの運営費が支給されている。
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高級住宅街にある

グループホーム

子どもの居室

2人用の一角

　　　　　　　　生活は、中流を基準に、基本的要求を満たし、安全と安

　　　　　　　定を与えている．朝から夕まで食事が出て、子ども達の食

　　　　　　　欲を満たし、ダンス・クラブ、合唱団、アートセンター

　　　　　　　（写真、美術、陶芸、映画）などの活動を行っている，．ヒ

　　　　　　　・日曜など、買い物やこのようなプログラムで充実してい

　　　　　　　る、

　　　　　　　　決められたスケジュールに従い、規則正しい生活を行う

　　　　　　　ことが基本であり、児童が将来自分の抱えている問題を解

　　　　　　　決できるような経験をさせ、自立できることを｛．．1標として

　　　　　　　いる。

　　　　　　　　年少児には、ごほうび制度を導入している（fi・い物に出

　　　　　　　かけることや家族に電話することなどの程度のものである

　　　　　　　が）、年齢と共に責任の伴う自由を努力して手に入れるこ

　　　　　　　とを教えて、しつけに結び付けている一

　　　　　　　職員の指導のもと洗濯や買い物、炊事のお手伝いを行い、

　　　　　　　お小遣いをもらう（週に7㌦25㌢程度）。その他、自立が

近づくと地域での種々の活動やアルバイトも奨励している、，

　子ども達が反抗する場合、その囚果関係を探り、懲罰・体罰は行ってい

ない（登校拒否に対しても、罰は映画が見られない程度のもの）。それよ

りも、夕方のグループ・ミーティング（スタッフも参加）を大切にしてお

り、グループのメンバーから励まされる。グループメイトから話を聞いた

方が効果的な場合も多い。しかし、ソーシャルワーカーは、1日に1回は

個別に話をするように心がけているc

　近所付き合いについては、丁寧な挨拶などを指導しているが、隣がアパ

ー トのことも多く、入居の．単身者は、興味を示さない。（ちなみにカナダ

では、日本のようなご近所付き合いはないようであったコ｝

　職員は、ソーシャルワーカー1名、チャイ

ルド・ケア・ワーカー7名（見学したマディ

ソン・ハウスでは男性2名）、家政婦1名。

チャイルド・ケア・ワーカーの勤務は、3交

代制、週43時PHB　，．　AM7－PM　3　（2名｝、　PM

2～PMII〔2名）、夜間（1名）である。さ

らに、スーパーバイザー1名が数t所のグル

ー プホームを担当している。
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2」地方の入所施設

　人里離れた隔離された山中にあり、外界からの接触を少なくしてある．t

ここに人所する児甦は、他の治療方法がうまくゆかず、最後の治療である

対象児は、麻薬など、深刻な問題を抱えている場合が多く、長期的展望の

も】に治療される　敷地内に学校もあり、本人の能力に合わせて教育が行

われている　豚を飼育したり、作業を通して治療を行っている，

　入所児は、1名ずっ2軒、合計14名日0－i8歳〕，職員は、デ（レクタ

ー 1名、スーハーバイザー1名、ソーシャルワーカー1名×2、ケアワー

カー6名×2、ヒL階員2字パ．2、教師2名×2、合計2、．1名である．

〈サマーキャンプ〉この施設を利用して、夏に都lf∫部グループホームの児

童と合同で丁週間のキャンフを行っている児童70名、職員5〔〕名〕．ただ

！，　－1’1・：llが近い児1猶：の場合．キャン7に参加せず自立のためのプログラム

を行うという柔軟性も持っ’こいる

グループホームスタッフとの質疑応答（ダイニングルームにて）

スクールプログラム 　地域の学校に特別のプログラムをもつ教室を設定したものであるt．中・

高校に2ヵFi斤、小学校に2ヵ所ある、

　カリキュラムは、通常の授業と同じで、3ヵ月経つと普通クラスへも部

分的に参加するようにし、徐々に移行してゆく．．準備が整えば元の学校へ

戻れる、懸け橋的プログラムである

　対象児は、1卜19歳、行動の問題から学校でうまくやって行けない児童

て、学習障害児なヒもいるが、知的に問題ないが情緒的問題【攻撃的、う

つ病、精神異’勘などがあることが多い　児童達は、自尊心が低く、社交
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スクールプログラムをもっ

高校とカリキュラム

術が未熟で、家族に問題があり、学習についていけないなどの共通

する状況がある，これに対して．一・貫した治療プログラムのもと、指

導・監督を行っているtt学校での成功を経験させることによ：J、自

尊心を高め、社交術のまずさも指導・監督し、前向きに問題解決学

習を行い、種々の集団活動に前向きに参加できるようにしている

週に1度は児童とティーチャー・セラピスト「チャイルド・ケア・

ワーカーで特殊な訓練を受けた剖は面接している，

　職員は、教育委員会からの教師とティーチャー・セラピストであ

る。学習に関しては教師が受け持ち、治療ヒの働きかけは、テf一

チャー・セラピストが行い、協力して児童の最善の方向へ導いてい

るt／また、グループホームのチャイルド・ケア・ワーカーとは、毎

日連絡をとっており、朝には、チャイルド・ケア・ワーカーからテ

ィーチャー・セラピストへ、夕には、その逆を行い、児童の情報の

交換を行っている、家庭から通学する児童では、家族やファミリー

・ セラピストへ情報を送っている、

　見学したクラスは、18名の児童にテf一チャー・セラピスト2名

と教師2名の職員で、家庭からは1名、他はグループホームからで

あった。以前は、地域からも通学していたが、不況のため縮小され

てしまったとのことであった．t

危機ユニット 　移動式危機支援ユニットと入所式治療チームがある，

　レファーからの流れは（図2参照）、レファー一・家族の面接→事前評価

｛ソーシャルワーカー〕→精神科医の評価→危機ユニット全体での治療方

針決定である、レファーは、年間L500件、年齢は、▲3～15歳が多い（図

3参照）、入所者は、年間200名、男子には、不登校、暴力、器物破損など

（図4参照）、女．．，Fには、自殺、家出、性的虐待などが多い（図5参照㌧

治療方針は、症状の度合によって決定され、程度によっては関係する入た

ちを集めて協議したり、本人に合った機関を紹介する。周囲に及ぼす危機

度が高ければ（明確な根拠が必要）入院治療する．、家族に協力を要請する

が、このときCASの助けを借りて親の育児能力を計ることもあるt．

　入所期間は原則として2週間t：精神科治療は、ジェラルド・キャプラン

のa’ 危機介入の原理”に従って行っており、クライエントを囲むコミュニ

ティー、学校、家族の働きかけを重要視しており、本児の教育と並行して

学校・警察とも連携をとっている。入所すると短時間で落ち着くが、施錠
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することも、薬品を使用することもある。ただし、入所後弁護士が付き、

入所が適切であったかフォローアップ会議を行っている。

まとめ 　不況の影響がこの施設にも及んでいたv昨年に比ベグループホームにお

いて1．5％の予算の削減で人員の減少が余儀なくされ、労働強化が強いら

れ、所長をはじめ職員は不満を持っていた。また、養護施設がなくなって

いったのも理想的理念のみならず、経済的圧力も手伝っていたことは否定

できない。しかし、25年をかけて児童のニーズに応えようとして、これだ

けの多様なプログラムを生じさせた高い理想がうかがい知れる。

　また、職員教育にも力を注ぎ、そもそもチャイルド・ケア・ワーカーは、

専門の教育を受け、心理学か社会学の学位を持っており、入職後集中的訓

練を受け、毎週1回スーパーバイスを受け、月1回のデベロップメンタル

・ミーティングが年に2回、全員での会議が行われている。

　このようなユースディールの理想と情熱を政府が援助してうまく発展さ

せることができた一．例なのであろうと思われた。

図1　ユースディールでの受け入れの流れ

電話での麺報

韻、学校、児童

福祉機問からのこ

とが多い

（すでに保笛されて

いる児童であれば）

以前のサービスか

らファイルを男巨め

てまとめる

　漸
フプイルで委員

会へ報告

一→
槻

ワ
の

3タ月後の

評妬

通所評価

醐な決定を
行うのに十分

tl情報がない

ときに行う
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図2　危機ユニットにおける通報・照会・委託からの流れ

紹介・委託
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相談・指導

入　　所

紹介・指導
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図3　危機ユニット利用者の年齢
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訪問報告

　　PARC（Pape　Adolescent　Resource　Centre）
　　　　　　　　　　　青少年の自立支援センター
“

SPEAK　OUT…僕たち・私たちの声を聞いてください”

　9月13日（月）、その日予定されていた研修が無事終了し、その夜のP

ARC訪問は、希望者のみのオプション研修であった。「子ども達が自分

たちの手で、新聞を発行している作業所があるので行ってみないか」とい

う高橋教授の誘いで、われわれ団員6名と高橋教授、通訳の方1名、総員

8名の小人数での訪問となった。

　今回の研修では、たくさんの機関を訪問し、それぞれの訪問先で有意義

な話を伺うことができたが、実際にケアを受けている子どもたちと直接、

話をすることができたのは、このPARC訪問のみであった。われわれ研

修団には、うらやましいほど整備されたカナダの児童福祉の現状を、ぜひ

子ども自身の語りの中で確認したいという欲求があり、その意味でPAR

C訪問は、大変意義深いものとなった。また、毎日のように児童と接して

いるわれわれ直接処遇職員の団員にとって、PARCでの子ども達との語

らいは、本当に心休まる楽しい一時となった。

プログラム

PARCの事業概要

　PARCは、トロント郊外の住宅地の一角にあり、地下1階、地上3階

建ての1軒の普通の家を利用している。

　PARCは、オンタリオ州のコミュニティー・ソーシャル・サービス省

の財政的援助により、ユ986年に始められたインケアにある青少年のための

自立支援事業で、CAS（児童保護援助協会）が側面的な援助を行ってい

る。具体的には、里親やグルーブホームで生活をしている青少年の自立支

援を目的としたさまざまなサービスプログラムがここで提供され、子ども

たちは、学校の帰りなどに、自分に合ったプログラムに、自主的に参加す

るという形である。その参加については、インケアにある子ども達にとっ

ての権利のひとつとして保障されており、ソーシャルワーカーから紹介さ

れた後、本人の意志で決められる。

　プログラムは、以下のように曜日ごとに異なったものが用意されている。

・ 月……識字学級（ニュースレター作り）。ワープロも完備されている。
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・火・…・・スポーツ交流（スタッフとメンバーで野球などを楽しむa）

・水……話し合いの場（ネットワークグループ）18－24歳のメンバーが集

　　　まり、自分たちが受けてきた性的差別や人種差別の体験を踏まえて

　　　それらのことについて語り、自分たちより若い世代に問題提起をし

　　　ていく場。

・木……美術教室

・金……セックスグループ（健康な男女の人間関係育成プログラム）

　　　　アルコール中毒の問題を抱える青少年の集まり

　この他にも、インケアにある児童の自立の時のアパート等の斡旋や、進

学や自立のための就職相談など、多岐にわたるサービスが提供されている。

　PARCは、子ども達が自立するためのひとつの訓練の場として提供さ

れているが、PARCのプログラムに参加することによって、さまざまな

問題に悩んでいるのは自分だけではないと青少年たちに気づかせ、彼らの

孤立化を防ぐよい機会となっている。

青少年たちとの話し合いの中で

　私たちがPARCを訪ねると、待ちかまえたように、子ども達が、人な

つっこい笑顔で、スタッフと共に私たちを迎え入れてくれた。PARCの

プログラムに参加している13～20歳の8名の男女の青少年たちである。招

かれた一室のテーブルの上には、彼らの手作りであろうか、ドーナッとコ

ー ヒーが用意され、子ども達の間に私たちが割り込むような形で着席した。

　お互いの簡単な自己紹介の後、彼らが発行している「YOUTH　EDITION」

・「SPEAK　OUT」の説明があり、一息ついたところで、その日のテーマ

に沿ったミーティングが始まった。黒板に書かれた話し合いのプログラム

は、私たちのために特別に組まれたもののようであり、私たちの関心を十

分に引き付けるものになっていた。司会の女の子は、時々不安そうにスタ

ッフの女性を振り返りながらも、スタッフの笑顔での励ましを受け、少し

恥ずかしげに、少し誇らしげに、手際よく話し合いを進めていった。

　以下、彼らとの話し合いの内容の一部を紹介したい。

テーマ1…インケアにある自分の立場について、どう感じているか

インケアにあること A：家にいた時よりずっといい。愛している家族に会えないのは、ちょっ

　とつらいけど…。
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E：インケアはまあまあいいけど、規則が多すぎていや。

F：私は、家にいたときの規則よりは、インケアの規則のほうがいいわ。

B：私は今まであっちこっちの家をたらい回しにされてきたけど、今のイ

　ンケアの規則はずっと健全だと思う。

G：僕はインケアになって13年になる。1ヶ所にずっといられたからよか

　ったが、兄や姉は8ヶ所も移り変わっている。僕は今、18歳以上になっ

　ているので延長ケアの財政的援助が受けられ、グループホームに家賃を

　払える状況になった。

H：インケアは家にいるほどよくはないけど、よく考えてみれば、家とは

　全く違う場所だから、規則が多くてもそれに適応していかなければなら

　ないttだって、家には全くルールなんて無かったし、責任感も持たなか

　ったから。

テーマ2：良いソーシャルワーカーって、どんなソーシャルワーカー？

良いソーシャル
ワーカーとは？

A：仕事がゆっくりでも確実にできる人。里親で問題があったとき、里親

　やグループホームのスタッフと問題解決できるよう協力してくれる人。

B；私の所へたびたび訪問してくれて、私の気持ちを察しサポートしてく

　れる人。ワーカーに心を打ち明けれたら気持ちが楽になるし、そんなワ

　ーカーがいてくれることはとても心強い。

C：私のワーカーは、まあまあ。でも、いい人。頼れる人。気持ちよく関

　われる人。

D：私のワーカーは、私のニーズに聞き耳を立ててくれる人。里親と会っ

　て話をする時、私のニーズに合わせて話をしてくれる人。

H：私のワーカーは、本当に頼りになる人で、友だちみたいな人。

悪いソーシャル
ワーカーとは？

テーマ3　いやなソーシャルワーカーって、どんなソーシャルワーカー？

A：本当に頭にくること。里親の所に来て母親の話を最初に聞いてしまい

　私の話を全然聞いてくれない。

　連絡をとると、いつも休暇中。今日も休暇だった。それなのに、ワー

　カーからアポイントをとってきたときは、学校を休まなくてはいけない。

　こちらからアポイントをとると、忙しいと言うばかり。

G：今まで4人のワーカーに関わったけど、信頼できると思ったのは、1

　人だけ。
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D：私の意見を全然開かないで勝アに決めて、三これがいいのよ」って言

　ってくる人

B：あまり期待していないから…でも、や’．．・ばり不満がある　唯・いやな

　．事は、カウン七リングを受けて、自分に精神異常者というレッテルが貼

　られたみたいに感じた時　本当にいや

A：「あなたはまだ若いからできないわ、って言うけど、年をとりても自

　分で決断させてくれない

H：初めの人は、いい人だった　2番日の人は大嫌い　緊急の時でも、自

　分の都合の悪い時は桐談を受けてくれない

ミーティングを終えPARCの仲間と共に

注…参考．．りため、発ぼ者てある」”とも迂のイン

ケア年数ヒ、これまで関わ’．・メこソー一シャ，レワー

カーの数1　‘を記しておく

八一2年131“　B－1年「7如　C－・3年
．：り、1

D－L8年（：1人l　E－9tr’弓，IIN　’i　F－3’r

月己人l

G－］：ぱ恒4ノベ　H－3コrJj‘21“

　　　　　　　※Gのみ男性で、他は女†生

団員とだるま落としで遊ぶ

　カナダは多民族同家である、さまざまな理由から生まれ故郷を後にして

カナダに移り住んできた人達が多い、それそ’れ異な’．・た．文化的11テ景を持っ

た人々が共に暮らす社会である．

一
（．il一



　このPARCに集まってくる若者たちも、そのほとんどが他国からの移

住者である，児童福祉の基本理念の一つとして「多様文化主義」を掲げる

カナダだが……。多民族国家カナダで生きる彼らの生の声を聞いてみた。

A：私の里親は白人のカナダ人（Aは黒人）。私は2年前にジャマイカか

ら来たけど、黒人が映っているテレビは一切、切られてしまう。料理はカ

ナダ料理ばかりで、ジャマイカのような香辛料をたくさん使った料理は作

ってくれない。もしも食べなければそれは暗黙の反抗行為だと言われてし

まう。

　里親の家は、敬慶なカソリック信者で、教会に行くよう勧められる。そ

れを拒むと、侮辱的行為だと言われる。

　カナダは、ジャマイカと違って、家族の絆をとても強調する。だから、

里親の実の子や、孫など身内の人達が来ると、私にはとても排他的で、そ

の場に居づらくなり、私はいつも自分の部屋に逃げ隠れてしまう。

D：私のワーカーは同じジャマイカ出身で私の気持ちをよく分かってくれ

る。里親は、ジャマイカに10年住んだことがあるので食べ物の好みも良く

わかってくれる。

H：1人目のワーカーは英国系の人。2人目はアフリカ系の人。でも別に

人種は関係ない。仕事をきちんとやってくれれば。

SPEAK　OUTを重ねて

「YOUTH　EDITION」・「SPEAK　OUT」について

　PARCに集まる若者たちとそのスタッフは、おおよそ月1回の発行の

「YOUTH　EDITION」（約20ページ）というニュースレターと、年1回発行

の「SPEAK　OUT」（約120ページ）という散文集で、彼らの思いと主張を

広く人々に伝えている。また、これらを発行する過程の申で、彼らは自分

自身のことについて語り、他の仲間の言葉に耳を傾ける。ミーティングを

通じ、文字どおり“SPEAK　OUT”を重ねることによって、自分を語る表

現力を身につけると同時に、自己を客観的に見つめる目を養っているよう

であった。そのことは、「ここでは感情を隠さずに話し合う機会がもてる。

このグループの中での建設的な批判はカウンセリングみたいなものだと思

う。ここだと自分のことを批判されても、それを素直に聞くことができ

る。」という彼ら自身の言葉の中からも確認することができた。

　さらに、「YOUTH　EDITION」や「SPEAK　OUT」という一つの形ある

ものにまとめヒげる作業は、この事業に取り組むPARCのスタッフの熱
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意および彼らと若者たちの信頼関係ぬきでは考えられなく、そのことは、

私たちとミーテ｛ングの間、若者たちの白主性を尊重しながら、若者たち

自身の運営に対しての参加意識を育てていくというスタッフの姿勢の中に

も随所垣間見ることができた

「YOUTH　EDITiON」・「SPEAK　OUT」とその内容の一部

v。、・

鵬ピ“‘’ 　　　　　　EQUAL
　　　　　By：Alvir｝K］ng

man　and　w。man　equa｜n。　maロer　what　cO1。ur山ey　are．

kwhite　md　white．　Black　and　black．　White　md　b｜ack　if

【。出eエlt　is　up　t。白em．　n。t　wh2t。由er　people胸k．　if

ge【mar6ed．　ib・e　is血e・nly　W，　n。t　what　pe。ple出ink・

to　whaゆeople白ink．

訪問を終えて 　彼らとのミーテfングを終え、私たちが建物の中を見学している間、　一

人の若者の送別会が開かれていた、彼の自立のための就職が決まり、彼に

とっては、この日がPARCでの最後の活動の日だという、手作りのケー

キを囲んで、抱き合い、涙を流しながら別れを惜しむ彼らの姿は、私たち

に、このPARCでの活動の確かさを感じさせた．．

　文化的・人種的・民族的背景の異なる境遇の中で’kきる若者たち。しか

もインケアの立場に置かれている若者たち。しかし、彼らはとても生き生

きとして見えた．彼らとのひとときの交流は、私たちに、何かしらほっと

したような感慨をもたらした，それは、しばらく遠ざかっていた了・ども達

との心の交流の感触を、私たちに思い出させてくれたせいだったかもしれ

ないし、またカナダの児童福祉理念の現状の端を、初めて肌で感じるこ

とができたせいかもしれなかった、
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　訪問報告

CCAS（Catholic　Children’s　Aid　Society　of　Metropolitan　Toronto）

　　　　　　　　　　　カソリック児童保護援助協会

　　　　　“児童は家族の中で育てられるべきである”

　研修が始まって1週間が経過し、トロント市内の町並みも、やや日常的

な映像として身近に感じられるようになった。地理的な感覚も少しは芽生

え、前日の研修に引きつづき、地下鉄を利用しての訪問となった。

　地下鉄に乗っているトロントの人びとの多種多様な顔立ちを眺めながら、

カナダが国策として掲げる多様文化主義は、国策というよりはむしろ、カ

ナダ社会の持つ宿命そのものなのだということを感じていた。

　多様文化主義は、宗教的な側面においてもその理念が生かされている。

「児童と家族に関するサービス法」の中で、“児童が生まれ育った文化的

背景、宗教的信仰、血縁関係は、児童の最善の利益に基づくいかなる決定

においても重んじられる”とうたわれているように、児童のおかれている

宗教的背景を重要視している。

　CCASは、この理念に基づき、メトロポリタン・トロントにおける16

歳までの児童とその家族を対象として、その保護援助を行う北アメリカで

最も大きい児童福祉機関の一つである。我々はここでCCASの組織・活

動の概要を知るとともに、CCASのDr．　Colin　Malroney氏より’‘カナ

ダ社会における家族の変遷と児童問題”についての興味深い講義を受ける

ことができた。

沿革と組織・運営

CCASの概要
　今から100年前の1893年、街角に氾濫する孤児や放任されている児童の問

題に苦慮した一人の牧師の呼びかけにより、CCASの母体が創設された。

　現在、協会は約400名のソーシャルワーカー、児童ワーカー、青少年ワ

ー カー、弁護士、その他の専門家・支援スタッフがその任にあたり、また、

事業を支える300世帯の里親、500人のボランティアをかかえている。

　協会のサービスは、16歳までのすべてのカソリック系児童およびその家

族に提供されるが、必要に応じて、16歳を越える児童についてもサービス

が継続される。協会は、年間平均15．300人の児童と7，・OOOの家族に対して、

保護サービス、養子縁組、家庭相談、性的虐待トリートメントプログラム

などのさまざまなサービスを提供している。これらの児童のうち2．000人
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↓）、ヒが、毎；tll、協会の委託寸’る1∪親，協会の職口が運’営するグループホー

ム等でケアを受けている　　．他の児亭：は、州政府の許‘il』をうけたグルーフ．．ホ

ー ムでケアを受けるものがあり、またそれ以外の多放の児酸は、協会の実

施する各種の家lfU　A＋授フ．ログラムを通㌧て、彼らド1身の家庭内でサービス

の提供を受けている

　CCASは、CFSA一尼革：と家族に「莫1する→．h一ビス法：に．よ・．」て定め

られた薩関であ；1、財．政的には、連邦政府、すンタリ”t州、トuント‘i；iに

よ一．．・て運営資翁が提供されるが、会員や個ノ、の寄付に．よ・．てその運？；｛’資rf一

か補充されている：

家族の変遷

講演するDr．　CoTin　Malroney

Dr．　Colin　Malroney氏による講義概要

　、hh・叩人・y氏のtPt義は、”今、カナSi’の家族でf‘1∫か起二．・で．・るか、そし

てその家ほの形態の変fヒが、児1亨「にどのような影響を’元・えているか”三い

・うこヒカ・’ノカ右まドノた

　．陛、家族は社会の中で・．番小さなコミニ：、ニテf一であ1）、それは社会の

基盤をなすコミュニテf一だった．家族のそれぞれが、家族のr日ヒ㌧て

の役割を1裂たすこヒで、家族ヒいうコミュニテ／一の縫能が形成i・・れてい

た　 父ii見：ま　・’家1ゾ）働き「三ヒしrご、　母視は『家躰三ヅ｝’L・e）よi｝と「ころヒ㌧．・〔、　ま

た、　」’・ピも」茎も’家鯵ミCり　・員ヒしてσ汀iξ3剖を打レ．，て三㌧’こ．ノメこ硯1ま元ミ1ξと二㌧て

権威の象徴であ・．．．た　例えば、跨は、父観が1”どもに仕事を頼むヒ、∫．ヒ．

も1ま’㌧．・つま『．C・やればよいのtド’　と答えた　今、　∫．竺も迂；t・らは”ご・〕し

ご？”ヒいう答えがはねカ・え／ぷぐくる

　このような片の家族のあり方に対して、すべての友達か満足Lていた．ヒ

いうわけではなかったが、妻達の．iモ張が社会全体の総呂：として二｝）ノJにはな

らず、公にも認められることは少なか・．・た　だが、時代は変わ［i、友の、）1

砺



場も変わり、家族のあり方も変わった。

　今、社会は、権威による命令・役割によって定義づけられる家族の時代

から、話し合いによって同意を求めるパートナーとしての家族の時代に変

わってきている。

　では、どのような要因があって家族のあり方が変わってきたのであろう

か。

｛1）歴史的要因

・アメリカ独立戦争の勝利による個人主義の発達（権威から個人主義へ）

・フェミニスト運動（女性である前に、人間であることの主張）

・ 黒人の権利運動

（2）他の要因

・ 第二次世界大戦中、軍事工場で女性が多数働いたことにより、女性が外

　で働く経験を持ったこと。

・教育制度の改善により、高等教育を受ける女性が多くなり、女性の職業

　上の地位を高めたこと。

これらの要因は、長い年月の間に、どのような影響を、カナダの家族にも

たらしてきているのだろうか。

（1｝離婚率の上昇

　　現在、結婚した夫婦のうち、実に40％が離婚を経験し、そのうち70％

　は、女性側からの離婚要求である。そして、離婚した女性の50％は、収

　入の少なさや夫からの養育費の不払いなどにより、貧困を味わっている。

（2）勤労女性の増加

　　経済動向が変化し、女性が外に出て働かざるを得なくなってきている。

（3）（1）、〔2）の変化の他に、トロントでは、世界中の国から多様な人々が移

　住し、民ix　・文化・家族のあり方の違いによるさまざまな軋蝶を生み出

　している。

　以上のような社会構造の変化は、協会の行う社会サービスのニーズの変

化を生み出している。昔は、家族の養育機能の中に安全ネットというべき

ものがあり、90％以上の児童はその中で保護され、社会サービスを必要と

する児童は10％以下であった。今では、離婚率の増加等で、それが25％に

も達している。それだけ危機状況にある児童が増えてきているということ

である。アメリカのガバリノ教授の研究によれば、児童の危険要因には、

①配偶者のいない家庭②貧困　③ハンディキヤップ④性的虐待⑤教

育上の問題等があり、その危険要因が重なり合うほど、児童の知能にも影
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児童虐待の増加

今後の課題

響してくるということである。危険要因が増大する一方の現代社会におい

ては、提供する社会サービスの種類も質も、個々のニーズに合ったものに

変化させていく必要に迫られている。

　アメリカのケンプ教授によると、古い家族観の中では児童は親の所有物

であり、事実上の虐待があっても児童は口に出して言うことはなかった。

周囲の人びとも、プライペートな家庭の中で何が起ころうとも、それは他

人が口をはさむ性質のものではないという考えを持っていた。しかし、新

しい家族観の中、家族のあり方がオープンになるにつれ児童虐待の実態が

明らかになってきた。ケンプ教授は全米の医師に呼びかけた、「子どもが

傷を負って来院した場合、親を診察室に入れずに子ども自身に話を聞くよ

うにJと。1970年代、児童虐待の問題は、多くの人々の関心事になった。

肉体的児童虐待の中には数多くの性的虐待も潜んでおり、さらに1990年代

に入り情緒的・精神的児童虐待がクローズアップされてきている。

　40年ほど前は、養子縁組のとりまとめが、協会の仕事の中で、大きな割

合を占めていた。だが、今では家族そのものを支えるサーピスプログラム

が必要となってきている。サービスを受けるのは当然の権利であると、

人々は考えるようになり、サービスに対する期待や要求も大きくなってき

ている。そのような中で、児童のウェルビーイングを確保するため、児童

・家族のニーズに合ったサービスをどのような形で提供していくことがで

きるのか、来年の国際家族年に向けての大きな課題となっている，

感想

　カナダ社会における家族の変遷の過程は、日本においても似たような歩

みをたどっており、ガバリノ教授の言うところの危険要因を持つ児童の数

は確実に増えているように思われる。ただ、日本の場合は、民法で手厚く

保護されている親権の枠組みの中で、児童のさまざまな問題が潜在化して

しまっているのではないかと危慎される。

　親としての役割をほとんど果たし得ない家庭の中で、情緒的・感情的発

達を著しく阻害され、どうしようもないほど問題が表出して初めて、周囲

の大人があわて、施設等に措置するのが日本の現状ではないだろうか。

　カナダのように、”児童は家族の中で育てられるべきである”という理

念を基本に据えた直接家族に働きかける家庭支援サービスの育成と、潜在

化している虐待等の児童の問題を早めに手当てすべき法整備を含めた体制

づくりを日本でも急ぐ必要があろう。
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　　訪問報告

JFS（JAPANESE　FAMILY　SERVICES　OF　METROPOLITAN　TORONTO）

　　　　　　　　　　ジャパニーズ・ファミリー・サービス

　　　　　　　　　“日系社会に信頼できるサービスを”

　初めての海外旅行で緊張の連続、出発前から心配だったホームステイも

ホストの方々によって楽しく、心暖まる研修と交流の時にしていただき、

胸をなでおろした後、研修日程第7日（9月14日火曜日）YMCAにて

「JFSについて」と題し、サーロ節子女史（JFS所長）より講義を受

けた。

JFSについて
（カナダの多様文化主義）

　JFSとは、日系人及び日本人を対象に、日本語または英語で、専門家

によるカウンセリングサーピスを提供するカナダ・オンタリオ州政府から

認可された社会福祉法人のことである。また、新しくカナダに来た人々が、

カナダ人社会へ早く適応できるように、セミナーなどを通して各種の情報

や学習プログラムを提供している。

　カナダは移民の国である。そしてトロントは、世界保健機構（WHO）

から世界最大の多様性文化・言語都市として指定されている。カナダ移民

及び難民の3分の1はメトロトロント近辺に定着し、メトロ人口の3分の

2以上が、アングロ文化系でないのが現状であり、そして3分の1の人々

が、日常生活において英語に不自由を感じているとのことである。

　移民・難民の多くがアフリカ・アジア・中南米、カリブ諸島からの人々

と推測され、百以上の異なった言語を話す住民に、より公平なサービスを

提供し、全ての人々が人間としての「自己実現の機会均等」を享受できる

ことが、多様文化主義の「神髄」であるとして、その社会的挑戦の一翼を

JFSが担っているとのことであった。

ビ財

YMCAにて、サーロ女子（正面・右）を囲んで
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　カナダにおける日系社会は百年以1：の歴史をもっているが、さまざまな

理由で、新しく入国する日本移民の受け入れ体制が日系社会には存在しな

かった、そのためにJFSが創設され、日本人・El系人が、社会生活を営

む．ヒでのさまざまな問題解決のために活動をしている。

　例をあげると、相当の英語会話能力がある人でも、精神衛生問題・生活

問題・法律問題の渦中にある場合、自分の思いの全てを英語で表現したり、

医学や法律用語を十分理解することは難しい。結果的に主流社会の．一般カ

ナダ人が利用しているオンタリオ州政府の成熟した福祉サービス機関をf

分活用できず、多くの場合、問題を抱えた人達は、　・人で悩み、不利益を

被り、最終的には泣き寝入りすることになる。つま1．1日系人・日本人社会

の中に、日本語で対応する専門相談機関がないために、いろいろな差別・

不都合・問題が生じても、州政府や圭流社会の機関に抗議することができ

ず、種々の深刻な問題が潜在化するといった状況にあった、ということで

ある，

創　立 　1987年6月に第1回準備委員会が開催され、1988年7月に第1期理事会

が組織され創立された。1989年】1月にはオンタリオ州政府より社会福祉法

人として認可され、1990年1月国税庁より会費及び寄附金の税控除が認可

され、正式に慈善団体として認められた。

活　動 具体的な活動内容は、

①専門家によるアセスメントとカウンセリン久カナダ専門機関への

　　紹介

②　カナダ社会に適応するための情報の提供、学習・交流プログラムの

　　提供

③　個人・家族・コミュニティーの人権を守るための代弁

　〔人権侵害を受けた個人、家族、コミュニテf一の代弁者となって、

　　大臣や政府役人、裁判官、あるいは団体の責任者に手紙を｝き、面

　　会を求め、また、公聴会等で積極的に発言する．）

④保健・福祉及び教育機関、施設に関するコンサルテーション

⑤　日本人の生活様式に関する理解を深めるために、カナダ専門機関へ

　　の情報提供

以上の5項目となっている。また、JFS便1）〔OCT、25、199Dによ
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るとサービスメニューとして

　①専門家によるカウンセリング

　　（a）秘密は厳守されます。

　　（b）相談は無料です。

　　（c）コミュニティーにある適切な専門家や専門施設などを紹介します。

　　（d）ケースごとの各分野におけるコーディネーションをします。

②情報提供、学習、交流プログラム

　　〔a）JFSの集い、セミナーの開催

　　（b）ボランティアの募集

　　（c）日本語による生活情報の提供、出版

　　（d）　「JFS便り」の発行

　　（e）講演会等への講師の派遺

③その他サービス

　　（a）電話による相談

　　（b）日系コミュニティーの中の福祉職員訓練

となっている。

カウンセリング・情報提供

専門機関への紹介状況〔1992年度）

・ 個人的な相談件数：

　　子ども、青年　　　　　　66

　　大　人　　　　　　　　278

　　シニア　　　　　　　　　　　21

　　　　　　　　　　　　365

・セッション数：

　インタビュー　　　　　　886

　クライエントに関する会議

　　　　　　　　　　　　　72

　各専門機関との協議　　335

　情報提供と紹介　　　　415

　　　　　　　　　　　　1，708

・ 男女比率：　　男　女＝1：2

　その中で主な相談内容は、結婚の破

綻、世代間における価値観の違いに起

因する問題、精神的・身体的・知的障

害に関する問題、予想外の妊娠、刑事

犯罪、家庭内暴力、雇用主・大家・知

人による搾取や詐欺、失業、経済的困

窮、病気・障害である。

　情報提供希望者には、カナダに来て

間もない人が多く、教育、住宅、就職

などの相談が主である。また、カナダ

生まれで英語を母国語とする人も情報

を求めてくる。例えば、親の老後計画

についての相談である。最近では、ワ

ー キング・ホリデー・ビザの人達の相

談も増えている。しかし、深刻な相談

はカナダに長期滞在している人から寄

せられることが多い。
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経済的運営 　カナダ連邦政府、オンタリオ州政府市民省・社会福祉省・保健省・女性

局、メトロポリタン・トロント評議会、ユナイテッド・ウエイ、日系人補

償財団トリリアム財団、日本国政府（外務省を通して）、トロント日本商

工会、法人会員、個人会員が財政を支えている。ほとんどの財源はカナダ

側、日系カナダ人によるものである。

　JFSがカナダの基金に補助金を交渉する際、共通して直面するのは、

「日本人社会は福祉で問題のないコミュニテ｛一だ」という誤解であり、

オンタリオ州にある多くの日本の大企業が、いかにも日系人・日本人の社

会が裕福であるとの印象を与え、カナダの公私の団体から、JFSが運営

資金で苦労していることを理解してもらえない結果を生んでいる、とのこ

とであった。

まとめ 　「多様文化主義が、歌や踊り等の表面的な文化の交換程度で終わってし

まっている。実質的な多様文化主義というものは、各民族のグループが持

って来た文化遺産を互いに尊重し、受け入れ合いながら、同時に横のつな

がりをも強め、カナダという国家を築き上げるものである。」このように、

多様文化主義が本来の目的から焦点がずれてきているという批判があり、

見直しの時期に来ているという話を聞くことができた、

　しかし、多民族国家、多言語民族国家としての現状を受容し、全ての

人々が人聞としての「自己実現の機会均等」を図ることができるために挑

戦するという姿に触れ、深く感動すると共に、自分自身の今後の姿勢を教

えられた。

　「連邦政府はカナダの経済を維持するために、毎年25万人の移民・難民

を受け入れる必要がある。」とのことであったが、さらに複雑な状況を受

容することの難しさに、「世界でユニークな人道的政策」で立ち向かうと

いう。その具体的な一・つの取組み、実践について研修したのであるが、人

間理解について基盤の確かさや、度量の大きさや、溢れんばかりのエネル

ギーにただ感嘆するばかりであった。

　自分という存在がどれだけ微力であるかはいうまでもないが、どんな人

間の存在も一人であるならばそれもまた微力であることには相違ない。小

さな力であっても挑戦がなければ、変化も成長も生まれてはこない。この

JFSの研修で教えられたことは、まず自分の一歩を進めることから始め

なければならないということであった。
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訪問報告

　　　DCl 　（Defence　of　Children　International）

児童の権利保護のための国際的団体
“

子どもは、権利の主体者である”

子どもの権利条約
について

カナダの現状

　DCIは、子どもの権利条約で確約された子どもの権利を守っていくた

めの国際的機関である。カナダ政府は、199ユ年12月13日の子どもの権利条

約を批准した。カナダは連邦政府であるため、州レベルの合意がなければ

批准を決定できず、批准までに長い時間を費やすこととなった。

　国連は、この条約の草案をまとめるまでに、約30年という年月を費やし

た。子どもの権利を定義付けするには、国際間の文化の差異・世界観の違

い・子どもの取り扱い・家族閲の違い等から難しさがあったためである。

　この条約では、成長発達の問題の有無や、思想や信条の遠い、国家間の

貧富の差といった違いがあろうと、子どもは誰も奪うことのできない権利

の主体者であるとされ、年齢や発達段階に応じた相応の権利を保障されて

いる。また、この条約では、家庭を子どもの保護のための最も重要な場で

あるとし、普通の生活が営めない状況下にある子ども（ストリートチルド

レン、売春を強要されたり虐待を受けている子ども、戦争や飢餓に置かれ

ている子ども、等）の保護を行うことを明言している。

　DCIは、B本がこの権利条約に対し、今後どのような姿勢を示すか興

味深く見ているとのことであった。

　カナダでは、子どもの権利条約を一般市民に啓蒙するため、

「CHIRDREN　HAVE　RIGHT　TOOjというパンフレットを作成・配布し

たり、トロントのラジオ局で特別番組を放送する等の取組みを行ってきたp

しかし、まだ条約の内容が、一般市民に理解されないことも多いとのこと

であった。

　また、カナダ政府は児童の権利保障に力を入れているが、先住民の児童

や非行少年、ストリートチルドレン、難民の子ども等の権利保障について

課題となっている。特に先住民の児童に関しては、先住民の中では子ども

の体罰はしつけの手段として有効とする考えが強い上に、アルコール依存

症の親も比較的多いといった問題もあり、複雑な状況下にある。

　近年、青少年の凶悪犯罪が低年齢化の傾向とその件数も増加しており、

現行法上の逮捕年齢の12歳を10歳に引き下げようという動きもある。また、
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「家庭内の暴力は禁止するが、親のしつけのための体罰は認める」という

内容の刑法があり、子どもの権利を守るためにはこの法の改正が必要とす

る意見と、法を改正すると家庭内で子どもをしつけることができなくなる

という意見の対立も見られるとのことであった。

　学校では、校内暴力等の問題も増加傾向にあり、了・どもの権利をより強

化すべきとする考えと、学校の権限を強化していかねば暴力等の問題は減

少しないとする考えがあり、どちらを強化したらよいのか今後の課題とな

っている。つまり、今カナダでは権利とその規制という問題の問に、「ゆ

らぎ」がみられているのである。

感　想

　DCI活動について語るメンバー

　カナダは、日本よりはるかに人権意識の進んだ国であり、その背景には

多様文化主義を連邦政府・州政府共に推し進めてきたことが大きな要因と

なっているように感じられた．

　DCIの活動では、子どもの権利条約を一一般市民に啓蒙するために、即

座にパンフレットを作成・配布し、ラジオ放送も行うという積極的な面が

あり、感心した。

　人権擁護のために、法律により推し進めていくことは重要であるが、そ

の結果として、青少年の問題行動が増加している側面もあるようだ，子ど

もの権利を保障していくためには、子どもという特性も充分考慮しながら

考えていく必要があると思う。DCIのメンバーの話から、まず子どもた

ちの人閾性を高めていく教育が必要であり、権利の主体者として、同時に

市民の義務をはたしていけるような教育が、家庭で、地域で、学校で行わ

れていかねばならないように感じた。

　現時点ではC1993年12月）、日本政府は「子どもの権利条約」を批准し

ていないが、近々批准されることになるはずである．、．日本では、虐待を受

けている子どもさえ、親権ヒの問題や権利を守るための基盤の弱さ等から、

保護しきれてはいないというような状況もあり、カナダの現状から学ぷこ

とが多くあるように思う。そして、人権意識を高めていくため［：、人間性

の教育を日本の巾で行っていく必要があると考える．同時に、カナダの現

状と政策を参考にし、具体的な1・どもの権利を守るための方策を打ち出し

ていくことが、今後の日本の課題であるように思われた，日本の社会的養

護の中でも、子どもの権利を守るためのあり方を検討し、それを実現する

ための機関をつくっていくべきであろう。
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訪問報告

　　　　　　　　　　SYL　APPS　SCHOOL
　　　　　　　　　　　　シル・アップス校舎

　　　“3つの保護プログラムで社会復帰を目指す”

　この施設の見学は、是非とも教護院関連の勉強をという団員の強い希望

のもとに、講師・高橋教授のお骨折りと資生堂財団事務局のご厚意によっ

て特別に実現をみたものである。ココ菊地さんの懇切丁寧な通訳兼送迎に

より、教護院に身をおく3名の団員が見学させていただいた。

沿革 　1982年、シッスルタウン地域センターが、オークビルにあるシル・アッ

プス青少年センターと共同で「保護プログラム」の運営を始め、1987年に、

「シッスルタウン地域センター・シル・アップス校舎」と名称を変更して

現在に至る。まだ新しい施設である。

3つの「保護プログラム」 　保護プログラムには、次の3種類があり、3様に運営されている。

（1）　「保護監督」プログラム

入所対象：児童家庭福祉法及び青少年犯罪者法に基づき、窃盗・強盗・殺

　　　　人などの犯罪を犯した、12歳～16歳までの児童。現在12歳～20歳

　　　　までが入所中。16歳の少年が最も多い。

入所定員：4つのユニット〔寮舎）に分かれ計40床。

入所期間：予め裁判で入所期間が決められており、2、3カ月から最長5

　　　　年間（殺人等凶悪犯罪の場合）までが限度。僅か一日で退所する

　　　　少年もいる。また、入所中に傷害等の問題を起こさない限り、入

　　　　所期間は延長されない。この期閲が過ぎれば社会復帰するが、再

　　　　入所することはない。

提供するサービス：社会復帰のための専門家介入を含んだアセスメント

　　　　（評価）及び個別プログラムを提供する。

運　営：①男女別に入所（以前は男女一緒）。それぞれが縦割り。

　　　　②アフターケアは行われないe

　　　　③入所記録は抹消する（前科を残さない）。

｛2〕　「予防拘留」プログラム

入所対象：児童家庭福祉法及び青少年犯罪者法に基づき、同じく犯罪を犯
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　　　　した12歳～16歳までの、裁判を待つ児童。児童は強制的に入所さ

　　　　せられるのではなく、医師の勧め等により入所。

定　　員：12床（1ユニット）

入所期間：期間は未定で、数ヵ月から、長い場合には1年間入所する児童

　　　　もいる。日本の少年鑑別所の感じである。

運　営：①男女一緒に入所

　　　　　②　「保護監督」プログラムに比べ、より児童の意思を尊重し

　　　　　て柔軟に処遇する。

〔3）　「安全なトリートメント」プログラム

入所対象：重い情緒的障害をもち、自己または他者に危害を加える危険性

　　　　のあるユ2歳～16歳までの児童。現在、12歳～18歳までの児童が入

　　　　所中。

定員：20床（1ユニット）

入　　所：児童家庭福祉法によって定められた基準に基づき、所長の許可

　　　　を得てなされる。12歳以下は州の大臣の許可が必要である。

入所期間：最高180日を限度とし、6ヵ月毎に入所継続の必要性を見直す。

　　　　結果、9年間いた児童もいる。アフターケアも実施し、再入所も

　　　　ある。平均入所期間は約1年半である。

提供されるサービス：精神医学、心理学、ソーシャルワーク、看護、直接

　　　　ケア及び教育を含めた広範にわたる臨床的サービスを提供する、

　　　　包括的アセスメントに続き、個別治療計画を学際的トリートメン

　　　　ト・チームによって策定する。トリートメントの介入には、個人

　　　　・グループ・家族や、遊戯療法・知的発達プログラムなどを含む。

運　営：①男女一緒に入所

　　　　　②教育は、後述する学校教育部門外で、特殊教育として行う、J

　　　　　ミュージカルや本を作る創作活動も行っている。

｛4）施設運営のその他の特色

（a）　閉鎖施設で、各プログラムのユニット、学校教育部門とも、すべて

　　施錠している。小さなグランドの回りには、囲いがある。

（b）　犯罪を犯した児童（「保護監督」と「予防拘禁」のプログラムの対

　　象｝と、「安全なトリートメント」プログラムの対象の児童とは、学

　　校教育も含めて、分離して処遇する。
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cc）職員への反抗はかなりある。治療に対する抵抗もあるが、押え込む

　　のではなく、根気よく説得する。暴力的に反抗する場合もあるが、児

　　童のパターンを読み取り、処遇チームで早期に防ぐ態勢をとる。

　　体罰は勿論ないが、行動の制限という罰がある。

（d）児童の環境をできるだけ良くすることに配慮している。問題行動の

　　根源的な原因は家庭にあるため、家庭への治療サービスも提供している。

（e）地域からは、今は好意的に見られている。地域の人を行事に招くこ

　　ともある。

ユニットの見学 　各プログラムごとに3様の運営をしているが、「予防拘留」プログラム

の寮を見学した。｛造りはどのユニットも同じで、コンクリート造り）

｛1｝構　造

　2階建だが、階段で続くフロア間には仕切りがなく、全体が1つの大き

い生活空間となっている。が、窓はなく、外は見られない。

　1　階：キッチンとテーブル数個、この他卓球台も置かれている。

　中2階：職員の執務する事務室と、全員がくつろげる広さのラウンジ

　　　　（リビングルーム。カーペットが敷いてある）からなり、TVが

　　　　（TVゲームも）ある。

　2　階：4．5畳ほどの個室（寝室）が並び、端にシャワー設備のあるト

　　　　イレが3室並んでいる。室内は動かせないよう床に固定されたベ

　　　　ッドの他には、小さな机と椅子があるのみで殺風景。コンクリー

　　　　ト壁で、冷たい感じがする。不透明なガラス窓には、格子がある。

②　職　員

　13人のフルタイム職員（職員数は他の寮舎も同じ）

　10人のパートタイマー（この人数はユニットごとに異なる。「安全なト

リートメント」プログラムが最も多い。）

t3）処遇体制

　午前7時～午後1工時……少なくとも3人以上で処遇する

　午後11時～午前7時……1人で処遇（このほか施設全体を計4人で巡回

　　　　　　　　　　　する）

（4｝その他の特色

①ドァ・パネル（ボタンひとつでユニット内のドアが一斉に開けられる

　システム）を設けている。（火事で逃げ遅れた事故があったため）

②事務室にコンピューターを設置し、情報を集中管理している。
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る　3階に竃話ポ．ノクスがある　たまたまこのユニットのみにあ［）、使用

する場合は必ずモニターする　児革：は許可をヒt　．／てかけi，iLるが、オ

　フtスてつなく．勝9一にはかけられな1．、．‘

tl　日課がある　ガイドラインとLてルーチンワー．一クを決めている．無理

やり日課に従わせることはせす、児苗の．凱どを尊重｝，て”待つ”ことが

　11J能で、ベナルティもない　むLろ職員に村L談する安勢を奨励する　ま

　た、児童に責tf：を持たせるために、役割活動がある

t／）　児章：の問題は、1レールでこれを押え込むのではなく、よく観察して職

　員が一緒に解決Lてくというノ∫法をヒる．

6　　トイレは［司H5，に．・人しか人らせない　 もし2ノ」ユ1ソ＼るときは許1り．か

　いる

i””私物は持たせない方針だが、児童：の信頼度によらて増やしている　衣

服は自前、ある少年は、衣服を乱雑に放り散らかしていた＝壁にはブロ

　マイドが貼ってあり、片すみにカセットデ．ノキもあった．

ユニ・ット見学（入ロに施錠してある）

学校教育部門 　いわゆる施設内分校の形式で、地域の教育委員会が管轄している

費川も総て州政府（文部省戊から出る

スタッフ：校長・副校1弍以ド教師……　26人iフILタイム1

　　　　クラスのアシスタント……5．5人1バートタイム1

内　　容1中学1午生程度か；）、必要に応じて高校卒業程度まで孝女える

　　　　科目……数学・英註吾・手：ビデ：・調理・本1’／・音楽・その他
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重点目標：①

運

　　①「カナディアン・スタディ」とよび、先住民や黒人などの

　　　文化的な遺産を学習する科目がある。狙いは、祖先に誇りや

　　　敬意を抱かせるとともに、異文化への尊敬の念を育てること

　　　にある。選択科目で、履修すれば単位が認定される。

　　②　職業のスキルを学ぶコースもあり、同じく履修すれば単位

　　　として認定される。（例、同施設内のレストランで働く。施

　　　設外へ働きに通う、など）

　　　　児童の精神的な安定をまず第一に考えるe

　　②小グループの中で、成就感を体験させる。

営：①児童をよりよく理解するため担当の教師を固定し、一貫した

　　　教育を行う（ホームティーチャーが1－2人を担当）c

　　②学校の時間帯は、原則として教師が児童にかかわる。

　　③人間として尊重される（ケアする側の気持ちが伝わるよう

　　　な）環境づくりに努めている。

　　④刃物等危険物の管理を徹底し、安全の確保に努めている。

　　⑤児童が教師の指示に従わないときは、5分間だけ鍵のかか

　　　る個室（おしおきの部屋）に入れることができる。それでも

　　　指示に従えないときは、ユニットの職員と話し合わせ、ユニ

　　　ットに帰すこともある。緊急の場合には、訓練を受けたケー

　　　スワーカーがかかわる。

　　⑥教育は全く隔絶したものではなく、スポーッを通して外部

　　　との交流もある（外部からやって来る）。

目標の設定：教師・児童・ソーシャルワーカー・スーパーバイザーに、外

　　　　　部のプロベーションオフィサー（保護司）も加えて、3カ月に

　　　　　1回、各自の目標を設定し見直す。犯罪の背景には、性的虐待

　　　　　や単親家庭など家庭の問題があるため、これを査定しながら見

　　　　　直していく。

教師の資格：普通の教諭免許に特種教育の免許を併せ持つ。閉鎖的な環境

　　　　　でも、教えられるということで、教師は志願して来る。このた

　　　　　め教師は意欲的である。

その他：①学校としての造りでないため改築中とのことであった。

　　　　　②教室ごとにコンピューターを備え付けており、広く情報

　　　　　　　を活用できる。コンピューター室も1室ある（7台）。

　　　　　③スクール・コントロール・デスクと呼ぶ係員が1人ホー
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　1レ中央に腰掛け、学校部門に通じる2つの出入iJ［を常に

監視し、児童の出人りをチェ．ノクしている　また、各教室

　に緊急ボタンがある　登校も、各ユニノトから学校部門に

違三絡しtこf受iこt了う

1　クッキング室……30畳程の広さがあり、清潔．男女各2

　名ずつが、女了・職員2名と調理中であ・った．来客月1の食事

やA分たちのおやつ等を作る

；　riく1：室・…・・3人の男1「一が男」㌧職員1人と作業中であった

　製品はバザーで販売する　機械設備が1．分整えられており、

時計を置く台等を」’寧に作っていた

感　想 　教護院を想定していたが、「保護監仔一プログラムは少年院、’．予防拘

留．プロ7ラムは少年鑑別所のような印象を受けた

　広々と㌧た敷地にCr／地しているが、ユニ．’トを除けば牛活空1｛IIが狭い、

日4この伝統的な教護精吾トに垣似したものは見られない　また、ヒやrl然に

触れることも1ε視されてはいないようで、自然の．もつ浄化力を活川すると

いうことも窺われなかった　ユニノトもll本の家庭舎とはほ竺遠く、暖か

い雰囲気や生活の匂いが感じられなかt・）た．

　児巾が重症であるためであろうが、「安全なトリートメントーフ．Uク『ラ

ムを除1÷は』．処遇や運営全般にわたって、管理的な色彩が強い二とが印象

的であつた

　時間的な制約から伺うことができなか

t ）たのだが、三まざまな職種の職員が、

指導の・貫性をどのように確保している

のか、職員の男女の性的役割はノトかされ

ているのか、また児童の予後の状況はど

うなのか等疑問が残り残念に思った＝し

かL、前述した人所記録の抹消や、私た

ちのユニノト見学について、案内の担当

識員が、事前に児ぷ全員のJ’解をとられ

た点には、人権尊重の姿勢が徹底さ才して

いて、深く感銘を受けた

校長佑側の女性）と記念撮影
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健常者を啓蒙する知的な発達障害者

デイヴィッド・マックファレンを訪ねて

　私たちのグループがダウン症侯群の障害をもつデイヴィ・ソド・マックフ

ァレンさんをトロントの家庭に訪ねると、日系2世の母、としこさんと愛

ノこスカイが私たちのことを｛H迎えてくれた。

　デイヴィッドさんは30歳の香；年、映画やTVの俳優でもあり、トロント

大学教育学部特別教育学トト特別講師でもある、

　彼と彼のお母さんは私たちに、彼が活躍をしている仕事のこと、これま

でのことなどを語り、彼の関わっている在宅発達障害児者のための

1letropolitau　T〈）roluo　Associatir，n　for　Communk｝・Livingに案内してくれた．

彼から2本の彼n身の諭寅用の原稿をもらったので、要約して紹介したい

ダウン症侯群

俳優、デイヴィット・マッ

クファレン

　　　　　　　　　　　PRESENTATION

　皆さん、私がここにいる理由は、私がダウン症だからです。ダウン症と

は大抵の人がひとつの細胞に46本の染色体があるのに対し47本の染色体を

もつ状態のことをいいます。その47本の染色体のためわれわれはあなた方

と異ってみえるかもしれませんc．

例えば

1．目が傾いて、または飛び出して見えるかもしれない。

2．鼻柱がつぶれているかもしれない。

3．耳が小さく見えるかもしれない。

4．口のおおきさに対して舌が大きく見えたり、口の筋肉が緩み過ぎてい

　るかもしれない。→私ははっきりと話すために、かなり懸命に集中しな

　ければならない。

5．私の手のひらを見てください。横切っている1本の線が見えますか。

　あなたの手のひらと見比べてみてください。

6．47本の染色体のために、私はあなたたちよりゆっくりしたペースで物

　事を学びます。

　　たったひとつの余分な染色体がこんなにも多くの影響をもたらすなん

　て驚きでしょう。でも、私は耐えなければなりません。→ダウン症と共

　に生きていかねばなりません。

　　では、発達障害と共に生きるとはどんなことでしょうか。生きる部分
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教　育

仕　事

大人として

市民権

　は素晴らしいのですが、発達障害のラベルを貼られまわることはうんざ

　りです。社会の中には能力でなく、その障害だけを見る人もいます．

　　私たちはみな感情をもっています．私たちは、考え、技術、興味、好

　みを持っています。

・ 6～τ2歳、特殊学級に行きました。何よりも自信と自尊心を与えてくれ

　ました。

・ジョージ・ブラウン大学で調理コースを終了しました。

・ 普通の高校に挑戦することにしました。数学、科学、英語は本当に難関

　でした。

・1989年に中学校の卒業証書をもらって卒業しました。

　私は個人的には、全ての学生が、自分のペースで、興味のある分野を学

べるように、教えることのできる教師がいる普通の学校に入るべきだと思

います。

　俳優業が私の主な仕事ですc．ほとんどのストーリーに障害者は含まれて

いないので、役を探すのは大変です。私にとって最も挑戦的な役は大変限

られた能力しかない人の役を演じることです。なぜならば、その役の人を

確実に尊厳をもって表現したいからです。

　私は1980年にヨークトン・フィルム・フェスティバルで最優秀主演賞を

もらいました。1989年にはコマーシャルで最優秀主演KARl賞をとりま

した。私は特別分野で多くの賞をとりましたが、普通の俳優たちと競った

うえで獲得したYORKTON賞とKARl賞に最も誇りをもっています．

　私の第2の職業は2つの大学での非常勤講師です。私はそれぞれの大学

で教育と社会福祉の分野の生徒に年に4回ほど講演しています。

　ダウン症の若者の集まりで関心がもたれているのは仕事のことです。概

して、みんなは本当の職場での、本当の賃金がもらえる、本当の仕事が欲

しいのです。

　私は家では両親と同等のパートナーとして費用や家事を分担しています。

両親がフランスに行っていた5週間、私は家のことを全てやりました。

　その時がきたら私は自分で自分の家庭を築くことができると確信してい

ます。

　学生は家の管理の仕方、お互いの助け合い方を教わる必要があります。

　私は18歳の時から投票しています。

私は3年の間に2回、陪審員として召喚されるという珍しい経験をしま

した。その際の「あなたは視覚障害ですか」「精神障害がありますか」と
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レクリエーション

の質問に、「いいえ、ダウン症侯群です」と書きました。私は2回とも陪

審選抜で選ばれませんでしたが、弁護士たちは私を認める必要がありまし

た。

　また、交通事故の審理で証人になる機会がありました。「障害をもつ人

は特別なパスを使用すべきだ」という人がいました。審理陪審は障害をも

つ人も公共交通機関を使用する権利があり、そうするべきであるとの私の

証言を支持しました。

　一市民として私たちは権利と責任について教わる必要があります。

　私はパラリンピックに出場するためのフロアー・ホッケーと水泳のトレ

ー ニングを続けています。

　体操、社交ダンスなどもしますが、フィギアスケートではアマチュアコ

ー チもしています。

　スポーツは新しい友達に出会い、新しい技術を学び、健康を増進させる

チャンスを与えてくれます。

　私は、私の友人たちが自分にあった仕事を選ぷことができ、その仕事を

続けることができるよう技術をもつことができること。また、自分で自分

の生活を切り開いていくことができる時を思い描いています。

　これには皆さんの理解、サポートとスキルが必要です。私たちは自分の

夢を達成するにはチャンスと時間が必要なのです。

　不思議かもしれませんが、私だってダウン症でないことはどんな感じだ

ろうと思うことがあります。

　私はどんな顔をしているのだろう。私は私の容姿や、学ぷことが遅いな

どの影響を与えた47の染色体について研究している科学者になっただろう

かなど。

　皆さん。私たちはお互いに学ぶべきことがまだまだたくさんあります。

皆さんのサポート、スキルと理解によって、皆さんも、そして私の一生も

素晴らしいものになるでしょう。

施設

　デイヴィッドたち6人の仲間の目下の目標はアパートでの共同生活だそ

うである。その6人とそれぞれの母親が集まり、共同生活の実現に向けて

話し合いを続けている。知的な発達障害をもつ人びとの暮らす場所につい

て、それぞれに次のようなコメントが述べられた。

　「職員にとっても利用者にとってもよくない。おおきな施設ではプログ
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里親

グループ・ホーム

アパート

懇談のあと、デイヴィッド

・マックファレンさん佐）

を囲んで

ラムを変えることに時間がかかりすぎる。」

　「家族や親に養護的に素質や動機がある場合には必要とされる。しかし、

事業として里親をしている場合がある。」

　「サポートを必要としている人にとってはよい。ただし、経済的に劣る。」

　「できる才能のある人にとってはよい。」

　また、私が自分の勤務場所を「Residentiaal　Facility　fer　the　Menta｜ly

Retarded」と紹介したところ、デイヴィッドから「カナダでは今はmental

retardedとは言いません。　Cleveropmental　handicapと言っています」と指

摘を受けてしまった。

　さらに、私は「大学や高校で講演する場合は何を一番訴えるのですか」

と質問をしたところ、デイヴィッドは暫く考えて「態度を変えること」と

答えてくれた。私にはカナダのトロントは障害者に対してとても理解があ

る街にみえたが、デイヴィッドからすると、まだまだ一般の人々の理解が

足りないのだろう。角度を変えてみると、一般社会では理解が不十分なの

でデイヴィッドが講演をして歩くことになるのであろう。これは永遠のテ

ーマとなるのであろうか。

　それにしても、ダウン症の人が講演をする、映画やTVに俳優として出

演することなどは日本では考えられない。そういった場面を設定する社会、

そして社会でその役割を果たすデイヴィッド、なんと素晴らしいことであ

ろうか。愛犬と戯れる物静かな青年が、彼の考えをきちんと意志表示し、

さらに一般の健常者にまで影響を与える啓蒙活動をしている姿にさわやか

な感銘を受けた。

脇
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オンタリオ州における里親制度について

　カナダの里親制度を知ることは、我々研修団にとって、事前研修におい

て確認された重要なテーマの・一つであった。なぜならば、インケアを必要

とする児童にとって、“できうるかぎり児童は家族のもとで”というカナ

ダの児童福祉の理念の実現は、里親制度の充実なしには考えられないこと

であり、また、それを知ることは、施設処遇を中心とする日本と、カナダ

の児童福祉制度の違いをより明確にする一つの手がかりになると考えたか

らであった。

　9月15日、我々は、CASの里親専門ソーシャルワーカーであるジーン

・ ピアサ氏より、オンタリオ州における里親制度について詳しい説明を受

ける機会を得た。以下は、その概要であるa

概 要 　1984年以降、子どもをできるかぎリインケアにしないという建前でいろ

いろなファミリーサービスがつくられ、インケアになりそうな子どものい

る家庭にはどんどんワーカーが入っていっている。そしてインケアの必要

な子どもはできるだけ里親（フォスターホーム）で受け入れている。問題

の大きい子どもの場合はグループホームで受け入れることになる。身体的

な障害のある子どもの場合、医療的なケアが中心となるケースについては

病院に入ることもあるが、基本的には里親で受け入れるe

　里親は全てCASが窓口になっている。里親が日中、子どものいない時

間に他の子どもを預かる場合もCASへの届け出が義務付けられている。

　現在、非行・薬物中毒・自閉などの精神的な障害、虐待、親の薬物中毒

などの問題を持つ児童が増えている。

里親の選考 　里親になるためには、3名以上の推薦者と医師・警察の証明が必要であ

る。また少なくとも2～3回の面接を行い、家族全員と話し合う必要がある。

　ソーシャルワーカー・里親・実父母をひとつのチームと考え、そのチー

ムワークが保てないような頑固な人や、自分の寂しさを紛らわせたい等の

自分のニーズのために希望する人は除いていく。共働きの家庭やシングル

マザ’一、同性愛者のカップルというようなこと自体は問題にされない。ま

た、収入の足し〔ビジネス）として里親をすることも良いとされている。
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　家の広さの基準はないが、広さや部屋数に応じて人数・性別・年齢がき

められる。家がどんなに広くても里子として受け入れられるのは最高4人

までである。安全面の配慮から、少しでも地下にかかっている部屋では受

け入れることはできない，火災などの非常時に備えて、年齢の低い子ども

については連れて逃げられる人数に制限されている。

新しく里親になった　　最初にオリエンテーションコースがあり、次のようなことが指導される。

人たちへの活動
　①親と別れて暮らす子どもの心理や情緒

　②虐待を受けた子どもの見分け方・反応の示し方・対応の仕方等

　③ソーシャルワーカーとのつき合い方

　④子どものライフブック（記録）の作り方

　この段階で辞退する人がいる。一方ふさわしくないと思われる人につい

ては、辞退を勧める。

　里親としての活動が始まり6ケ月位で辞める里親が多かったことから、

初めの6ヶ月間、子どものソーシャルワーカーとは別に里親にもソーシャ

ルワーカーがつきサポートしていく。期間は希望や状況によって延長する

こともある。

里親の決め方 　CASに里親のプレイスメントがあり、里親の登録がされている。イン

ケアできる人数・性別や年齢の希望・家族の状況等が記録されている。

　インケアが必要な子どもが生じると

　①予どもの担当ワーカーがプレイスメントのワーカーに連絡する．

　②プレイスメントのワーカーが里親の候補を選び、里親担当のワーカー

に連絡する。

　③それぞれのワーカーで相談して決める。

　正式な決定権はCASではなく1二部の組織にあるが、事実ヒはCASが

決定する。子どもの状態がよくわからないときには、CASで6週間観察

・評価してから判断する。

　里親の候補を選ぶにあたっては人種的なことも考慮に入れる。里親選考

の段階で人種的偏見の強い人は除かれるなど、実際子どもをインケアする

段階でもできるだけ問題が少ないような形で進めていく。特に白人ばかり

のところには黒人を入れないように居住区ということには注意を払ってい

る。

　インケアを行うには親と子ども自身の承諾が必要であり、承諾しない場
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合には5日以内に裁判所に行かなければならない。子どもが12才以上の場

合には、子ども自身のサインも必要である。しかし、裁判になった場合も

CASは子どもの安全や利益を追求していることから、ほとんど自動的に

許可されている。

里親の権利 　里親は自分のワーカーだけでなく、ワーカーのスーパーバイザーに苦情

を言ったり相談することができる。また、CASのフォスターペアレンツ

アソシエーションという里親団体のコミュニティ・チェアパーソンに相談し、

サポートしてもらいながらワーカーやスーパーバイザーと話し合いをする

ことができる、それでもだめな場合はさらに上部の組織に相談ができる。

費 用 　費用は、里子となった子どもが18才を迎えるまではCASより支払われ

る。金額はCASの里親と民間団体の里親とでは違ってくる。CASの場

合、全年齢一律で、部屋代と食費として1日につき23ドルが翌月に支払わ

れる。他に衣料品代として年間665ドル（レシートと引替え）。子どもの用

事で車を使用した場合、1kmにつき29セントが支給される。さらに子ど

もの持っている問題の程度によって加算がある。3年ほど前までllドルー

12ドルであったが、里親のストによって増額された。

　民間団体の里親の場合、1日につき60ドルー70ドルが支払われる。障害

を持つ子や、精神科医のセラピーを受けている子については、その費用も

含めて1日200ドル以上支払われることもある。費用はまず経営者に支払

われ、そこから里親家庭に支払われる。

　18才一2工才の間は学校に行っているか職業訓練などのトレーニングを受

けているという条件で、毎月567ドルと交通費が支払われる。

　里親からの独立などにより経済的援助のない子どもに対し、州政府から

援助として大学進学費5．000ドルの援助があった。しかし1991年より返済

しなければならなくなった。

親権剥奪と

子どもの権利

　家庭状況が改善されず、インケア後2年以内に自分の家庭にもどれない

場合は親から親権が剥奪され、国が親権を持つことになる。6ヶ月経過す

れば、親は親権を取り戻す訴えを裁判所に起こすことができるが、よほど

改善されていない限り認められることは少ない。子どもが12才以上であれ

ぱその意志が尊重され、子どもが希望すれば裁判にも必ず出席させなけれ

ばならない。（i2才未満でも出席することができる。）
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　調査のためにCASを訪れる者がワーカーの記録した子どものファイル

を見る時も、16才以上であれば承諾のサインが必要である。

ソーシャルワーカー
の任務

　ソーシャルワーカーは、自分の担当している子どもに90日に1回は必ず

会わなければならないことになっている。現在ソーシャルワーカーは、フ

ォスターホームを3～4軒受け持ち、ひとつのホームに1人のワーカーが

いるという形をとっている、これは同じホームに複数のワーカーが入ると

子どもによって扱いが違ってきたり、ワーカーによって言うことが違い、

混乱するという理由からである。しかし一人の子どもを担当するワーカー

が何度も変わるのは問題だということから、・一人の子どもに一人のワーカ

ー が継続して担当するという形に変更される。里親中心から子ども中心に

なったとも言える。

里親の内容 　民聞のフtスターホームはレベル、内容に差がかなりある。その中から

CASのソーシャルワーカーが選択していくのである。

　ブリッジウェイ・ファミリーホームというところは30年位前に現経営者

の父が創設し、現在約30軒のフtスターホームを経営している。独自でソ

ー シャルワーカーを持ち、継続して2週間に1回の研修も行なっている。

質が高く、問題の大きい子どもも受け入れることが町能な信頼できる経営

をしている。元は養護施設のようなところであった。

　スカボロウにある養護を目的とした施設では、1985年にあまり多くの子

どもを一緒にするのは良くないという理由から、4つのユニットに分けて

8人つつ小舎制のようなかたちで何年か続けた。その後、町に家を買いグ

ループホームから出られるようになった子どものためにフtスターホーム

のネットワークも作った。選抜された里親とワーカーが集中的に活動して

いる。また、ミックスマザーという形を取り入れているホームもあり、里

親だけでなくスタッフが入リサポートしながら活動している。スタッフが

入ることにより里親の休日が週に一回取れるようになっている。これらの

ことにより、普通ではグルーブホームにしか行けなかったような難しい子

どもも入ることのできるトリートメント・フォスターホームとなっている。

里親の問題 　里親の問題として、新しく里親になる人が少なく老齢化してきていると

いうことがあった。2年くらい前にスカボロウ市で小学校やショッピング

タウンでビラを配って里親を集める運動をして成功したため、他のところ
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でも行なわれ少しずつ増えている。

　難しい点として、他の里親の方がより子どもにとって良いと判断された

り短期の予定が長期になったりなどの理由で、子どもを他の里親に移すと

きに精神的にうまくクリアーできない場合があげられる。里子に一生懸命

になるあまり実子の方がほったらかしになってしまうケースや、ユ8歳を過

ぎても子どもも居心地がよく、里親の方も子どもがいる方が良いという気

持ちがあり、離れることができないでいるケースもある。

養 子 　養子という形を取るのは、親がいない場合や完全な親権剥奪がされた場

合である。（親権剥奪には完全なものと、不完全なものの2種類がある）

フtスターホームにいるときに養子ということになれば、まずその里親に

話すことになっている。その里親が養子にするケースも多いが、里親以外

にも子どもが欲しいという人は多いのである。

感 想 　養育里親が本当に少ないという日本の現状とカナダの里親活動を比べて

みたとき、差を感じないわけにはいかなかった。しかし、果たして日本で

うまくいくのかと考えてみると、やはり難しい点が多いだろうと感じた。

　里親制度を円滑に行なうためには、子どもを守る意味でもソーシャルワ

ー カーの働きがたいへん重要である。ソーシャルワーカーの養成もさるこ

とながら、ソーシャルワーカーの働き方というのがたいへん難しいように

思う。というのは、家の中のことを他人に干渉されたくないという考え方

には根強いものがあるからである。

　養子は他人を入れて家族にするのであるが、里親は家族の中に他人がい

るという状態が続いていく。また逆に考えると、一緒に生活していると感

覚的に家族のようになってしまい、手放すことができなくなってしまうと

いうことにもなる。

　生活形態が違い、家の造りも違う。家族の中にいても個々人のプライバ

シーを大切にするという考えがあり、それができるような家の造りになっ

ている。

　この里親の話を聞いて私自身が一番興味を持ったのは「ミックスマザ

ー」という制度についてである。日本で里親制度を広げるための参考にな

らないかと思う。日本においても、すべての里親にとまでは思わないが、

子どもを措置するときの選択肢の一つとして考えられるようになればと思

う。

一 88一



オンタリオ州における児童福祉の概況

　　　　一第2章・まとめにかえて一

1　オンタリオ州の児童福祉の背景

政策の特徴

理　　念

　カナダは、その特徴的な政策として、①多様文化主義（Multiculturalism）、

②地域主義、③人権重視、を掲げている。カナダ連邦最大の都市トロント

を含むオンタリオ州においても、以上の政策が根幹に置かれているといえ

る。

　①多様文化主義とは、それぞれの民族が持つ文化を尊重し、共存をはか

ろうとするものである。移民を多く受け入れてきたカナダで試行錯誤の上

に選択されてきたものであり、アメリカ合衆国の同化主義とは大きく異な

っている。特に、WHOから「世界で最も移民の多い都市」と認定された

トロントを含むオンタリオ州では、それぞれの民族の文化を尊重した政策

が推し進められている。

　②地域主義により、連邦・州・市町村の3つのレベルに政府が置かれ、

それぞれの責任分担が決められていることで、徹底した地方分権がはから

れている。児童福祉を含むソーシャル・サービスは、州の責任としておこ

なわれ、オンタリオ州の独自性が盛り込まれている。

　③人権重視の施策は、多様文化主義とも関連し、また児童福祉の上でも

その根底に置かれている。政va　・制度の根底に、人権を重視する視点が盛

り込まれている。一例えば、レジデンシャルケアの児童に、その権利が書

かれた「レジデンシャルケアの手引き」が、必ずワーカーから渡されるこ

とも法的に保障されている。など、細部にわたって、権利（人権）の保障

が推進されているといえよう。

　次に、以上の政策上の枠組みから生み出された「児童と家族に関するサ

ー ビス法」（オンタリオ州法、tg84年）から、オンタリオ州の児童福祉の

理念を見てみたい。一この法は、児童福祉サービスの信念体系であり、こ

れによりオンタリオ州の児童福祉サービスが提供されている。その内容は、

①最終目標を、児童の最善の利益の保護、ウェルビーイングの増進として

いること。
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サービス提供の背景

②家族のまとまりが守られ、自立できるような援助を行うこと。また可能

な限り、児童・親閤の相互の同意に基づく援助を提供すること。

③児童へのケアの一貫性の尊重。安定した家庭環境・家族関係の重要性を

尊重したサービスの提供をすることe

④それぞれの児童の身体的、精神的発達の違いを考慮したサービスの提供

をすること。

⑤児童や家族の援助をするために、（限定的でない）家庭を壊さない最も

適切な方法を選択すること。

⑥文化的、宗教的、地域的な独自性を可能な限り配慮したサービスを提供

すること。

⑦先住民の児童・家族に対して、その文化や境遇、伝統、そして大家族の

概念を認めたサービスの提供を行うこと。

と要約できる。つまり同法は、児童や家族のウェルビーイングを目的とし、

児童の擁護には、その家庭を基盤としたサービスを優先するファミリーサ

ー ビスを重視していること、そして民族の独自性を重視するサービスの提

供、個別なニーズへの対応の重視、等がその特徴としてあげられる。また

第1章でも触れられているように、オンタリオ州法は英米法の体系下にあ

り、国（パレンス・バトリエ）が直接児童を保護する権利と義務を持ち、

裁判所が国と親をチェックするシステムとなっている。すなわち、国は最

も弱い構成員の保護につとめ、保護のための介入を行い、それを裁判所が

チェックするという機能を持っているのである。

　そしてこれらのサービス提供の背景には、カナダ社会の家族のあり方の

変遷があげられよう。Dr．マロニー氏（CCAS）が、その講演の中で触

れているように新しい家族の形態から、新たな問題が起きてきている。権

利の主張ばかりで義務が忘れられ、学校や警察、地域の秩序が持てないこ

と、あるいは子どもにとっては、単親家庭・新たな貧困等といった危険要

因や虐待や教育上の諸問題も増加しており、子どもに対する社会的サービ

スのニーズが急速に高まってきているのである。

　そうした社会的なニーズの増加から、それに対応するための資金の調達

が大きな課題となり、また問題の予防のための学校や地域を中心とする支

援体制の整備が急務となってきている。
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1　オンタリオ州の社会的養護の概況

養護サービスの特徴

諸機関の役割と特徴

　1でみたオンタリオ州の理念から社会的養護サービスの特徴として、

1）地域を基盤とするサービスの展開

2）家族に焦点を当てたサービスの実践

3）法律に基づく、児童福祉裁判所の活用

の3点が挙げられる。

　次に、訪問機関を役割と特徴から分類してみたい。

①CAS：虐待、放任・放置、非行等の諸問題に対して、調査・介入・診

断・措置等を業務としている。日本の児童相談所に似た機能を持つが、半

官半民の機関であり、ワーカーの7割がファミリーサービスに関わってい

る点、プログラムの多様性、法律に基づく児童福祉裁判所の活用CCAS

の対応ケースの86％が児童福祉裁判所に送致される）等の点に違いがみら

れた。

②シッスルタウン1オンタリt州蜘紆・コミュニティサービス省の運営す

る青少年のためのトリートメントセンターである，処遇困難児を抱える家

族に対して家庭の機能を発達させる支援を行い、問題解決を図るプログラ

ム等の家庭支援を中心とした援助と、児童福祉裁判所の命令によるグルー

プホームと、拘禁して処遇を行う施設、あるいは自閉症や発達障害等の青

少年のための包括的な地域での処遇システムを持っている、

　シッスルタウンでは、「子どもは家庭で」という理念のもとで家庭の再

構築をH指す取組みを行い、またニーズに対する柔軟な対応を行うことを

心掛けている、

③ユースデー1レ：民間のトリートメントセンターで、問題を抱える家族や

児童に対する通所治療、さまざまな問題を抱える児童が生活する中で問題

の改善を図るグループホームや、重度の問題を抱える児童のための人所施

設、学校で不適応を起こす児童に学校内で教育にあたるプログラム、児童

の精神科的問題に緊急対応するプログラム等を持っている。

④PARC：レジデンシャルケアの児童のために、さまざまなn立のため

のプログラムを持ち、援助を行っている機関である。E9　，Zのための就業や

住宅の斡旋から、識字・スポーツ・芸術等の活動、1ども間のネットワー

ク作i7　．性教育を行うグループ活動等さまざまな取組みが行われている：t
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里親中心のインケア

⑤JFS：日系人と日本人に対し、カウンセリング等のサービスを提供す

るオンタリオ州政府に認可された民間の機関であり、CASや他の公共的

なサービス機関とも連携している。異なった文化や言語を話す人々が、よ

り公平なサービスを受け、すべての人が「自己実現のための機会均等」を

享受することを目指す多様文化主義の一翼を担っている。

　多種多様なニーズに対応しており、その精力的な取組みには感銘を受け

た。日本人へのサービスの提供が多いのにもかかわらず、その財源はカナ

ダ側・日系人社会からであb、日本からの資金の提供が少ない点は問題に

感じられた。

⑥里親制度11984年以降、オンタリオ州では、できるだけインケアをしな

い方向で進んでおり、どうしてもインケアの必要な場合はできるだけ里親

委託とし、問題性の高い子どもに対してはグループホームでの受入れが行

われている。

　里親制度は、オンタリオ州での社会的養護機能の中心的な存在であり、

選考や研修もさまざま行われている。また、里親自身がいろいろな形で苦

情を訴える手段も保障されており、費用も公負担である。子どもへの権利

保障も行われている。ワーカーも90日に1度は必ず担当の子どもとの面接

が義務とされているように、その義務・役割が明確化されている。

　以上のように、この節の最初に述べた3点を忠実に、また積極的に活か

そうとするシステムがつくられている点に特徴がみられる。多大な示喚を

与えてくれる内容となっていた。

皿　オンタリオ州の社会的養護から「日本Jへ

私たちが学ぷもの

今後の謀題

　こうしたオンタリオ州の社会的養護の概況から、私たちが学ぶべき点と

今後の課題としたい点についてふれてみたい。

1）家族重視の処遇システム

　CASやトリートメントセンターでは、家族の積極的な機能に注目し、

そこに焦点を当てた住宅中心のケアが行われていた。経費の削減といった

面からの政策的な背景もあろうが、オンタリオ州のノーマライゼーション

の観点から家族成員個々に光を当て、家庭の再構築をはかる取組みは、家
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庭福祉の充実が今後の課題である日本の参考となる事例であった。

　また、オンタリオ州では養護施設は姿を消し、インケアが必要な場合に

はレジデンシャルケアで対応している。文化的な背景や社会の諸制度等の

違いもあり、そのまま日本への移入はできないだろうが、大規模収容型施

設から小規模施設、さらにグループホーム、里親へという歩みが着実に進

んできており、その先駆性に注目したい。

2）レジデンシャルケアの児童の権利保障と自立支援のプログラム

　1で述べたように、オンタリオ州は人権を重視する施策をとっており、

子どもの人権を守るための配慮がなされていた。子どもの権利条約の批准

がなされようとしている日本でも、より積極的に子どもの権利を守ってい

くための取組みが必要であろう。

　また、レジデンシャルケアの児童のための自立支援を行うPARCのよ

うな専門機関の存在、そしてプログラムの多様性とその内容の濃さには驚

かされた。こうした専門機関が、日本にも必要ではないだろうか。

3）スーバービジョン体制について

　グループホーム等の職員配置が、日本の現状の職員定数よりはるかに多

く、またスーパーバイザーの配置もされ、スーバービジョンの機会が保障

されていた。我が国でも導入すべきといわれて久しいが、未だに未整備で

あり、早急に取り入れる必要があろう。

4）児童のニーズの対応

　個別なニーズの対応を重視した処遇を行おうとしていること、また専門

性の高い処遇を専門職者のチームで行っていること、緊急対応のシステム

が充実していること等により、それぞれのニーズにできるかぎり答えるた

めのシステムづくりが行われていた。そして、そのためにオンタリオ州で

も試行錯誤しながら進んできたこと、またカナダは不況下にあb経費の削

減がせまられていることも付け加えておきたい。

　以上のようなオンタリオ州の事例は、日本の社会的養護のあり方を考え

る上で大変参考になろう。この研修で得たことを、私たちの実践の中に活

かしていきたい。
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第3章　ケベック州における児童福祉の現状

報告担当

第2班
班長　熊本

　　　秋田

　　　松本

敬一（京都府立i＃陽学校）

勝典〔札幌南藻園）

恭典（聖ヨゼフホーム）

上田　一恵（子供の家）

吉田　鈴子（郡家母子寮）

小沼　　肇（国立秩父学園）



はじめに

ケベック州の特徴

連邦政府との関係

　カナダは広大な土地に、多様な文化を持つ移民の入国によってできた国

である．また、多くの行政権限が各州に委ねられている連邦制国家である。

特に、ケベック州は、民族・宗教・文化等の独自性を認めさせ、できれば

国家としての独立を求めていきたいとの要求もある州であるL．

　ケベック州はオンタリオ州とならんでカナダ東部の中心的役割を担って

いる。またカナダ10州最大の面積（166．7万km：）を持ち、カナダ金土の

レ4を占める。この広大な土地は、北部のツンドラから、のどかな田園地

帯を経てセント・ローレンス川沿いの近代都市などが絶妙な構成によって

できあがっており、中でもケベック市は、フランスの流れを汲むヨーロッ

パ的な雰囲気と北アメリカ的な近代都市機能を合わせ持ち、独特の情緒を

かもしだしている。また、古くから貴重な文化遺産を今日まで継承しなが

ら、鉱業・バルブ・製紙工業などの産業も発達しカナダ経済の中心となっ

ている、いわゆる「顔」のある町として有名であるtt

　カナダの民族構成は、イギリス系・フランス系がそれぞれ1／3であるが、

ケベック州においては、78％がフランス系であり、イギリス等アングロサ

クソン系の出身者は、減少している。

　宗教についてもカナダは多様である、カソリックがカナダ全土で47％で

あるのに対してケベック州においては州人口の88％を占めている。ユダヤ

教信者数10万人がケペック州に住み、これはカナダ全ユダヤ教信者の1／3

に当る。

　また、言語についてもカナダでは家庭内でフランス語を使用しているの

は24％で、各州では10％未満が多い中ケベック州ではフランス語を使用し

ているのは83％である。ちなみに英語の使用は、カナダ全体では69％であ

るがケベック州では13％と家庭内では圧倒的にフランス語が中心である。

　ケベック州では民族・宗教・文化が他のカナダ全州と異なることから分

離独立運動等、連邦・他州間との対立が激しい。また、トロントとは違っ

てこの州では英米法ではなくローマ法のシステムである、

　国が児童を保護するために家庭に介入することを法的に許されないとい

う考え方が強く、家庭介入はもっぱらモラルの上でカを持つ教会の役割で

あるとする考えである。この点については、日本とよく似たシステムであ

り、我々の研修滞在期間中日本と似ているという実感を抱かせることがと

ころどころ見受けられた。

　カナダはフランス語、英語の二言語主義を採用しているが、ケベック州

においては1974年にフランス語を公用語とする法の制定、1977年フランス
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語だけを公用語とするフランス語憲章の制定、その後道路標識のフランス

語表示と、ますますフランス文化の支配が強まりつつある，

　ケペック州においては最近、連邦からの独立の運動が盛んである。この

州は1982年のカナダ憲法を批准しなかった。1987年のミーチレイクの合意

書では、ケベックは「特別の社会」であるとしたi7、1992年の連邦会議で

は「独自の文化を持つ社会」と規定する改憲案が提出されるなどの運動が

ある。

　　　ピエン　X7トU
福祉（Bien－etre）政策

について

ホームケア政策

住民活動への援助

　このような社会であるが、我々が実際に滞在し情報収集できた時間と量

が少なく限られているため、他の資料により情報を紹介したい。

　ケベック州のホームケアサービスは1960年代にすでに行われていたがホ

ー ムケア政策が独自性をもって始められたのは1970年以降であるとされて

いる。ケアはヘルスケアとして看護等専門的・医療的ケアが重視され、ホ

ー ムケア政策も医療保障をはじめとする社会保障制度の充実発展によって

成り立ってきた。ケベック州では医療保障制の充実による財政的な裏付を

基盤に、独自のホームケア政策を可能にする行政機構の改革を、1988年保

健福祉サービス法の制定で実現した。この法は民族・文化・地域を配慮し

て医療・保健・福祉分野での対人サービスの充実向上のため行政地区とそ

の機構の設定、州が直接保健・福祉サービスを利用者に供給する仕組、分

離していた州政府の医療・保健と福祉の担当部局の統合、州政府による直

接サービスの監視を実現した。この法の実施でケベック州は州の主導によ

るホームケアサービスを1970年代に実施し、医療保障と同様に普遍性と接

近性のあるサービスを目指した。

　これらの一つにCSS　（Centres　de　Services　Sociaux）という機関があり、

児童・女性・障害者・家族・高齢者等あらゆる年齢層の心理・社会的問題

をもつ住民に対し、ソーシャルワーカーの専門性を駆使して、治療や社会

的弱者の保護、代弁機能を果たす機関として、州内13地区、16のCSSが

合計177ケ所の施設を開設、3．095人（1987年）の州公務員のソーシャルワ

ー カーがいた。CSSは、病院や施設にソーシャルワーカーを派遣したり、

生活やケアの場の保障のため高齢者・障害者・児童などの施設入所の

P；acement〔紹介・斡旋）の権限をもっていた。このような機関の設置に

より州における総合的・直接的・専門的サービスの供給体制ができたとさ

れている。

　ケベック州における近年の保健・福祉分野でのサービスは、公的サービ

一 96一



スを優．先してきたが、カナダという国令体を見ると移民て構成する国家と

しては、f’i：助活動なくしてはΨ存事態が困難でth）・．た時代もあ一tた．その

ため宗教的活動や民族ごとのiモ休的な住民による地斯藁活動・ポランテfア

活動が生活を支えてきた歴史があり、福祉サービスにと”てはこのような

活動を無視することはできなか’．た　活発な住民活動を担i開してきたt］li“

ク’ルーフ．にとっては、1970年代の専門1窪を重視した公的筏「弘1での保健’福

祉分野サービスの導人は、強力な中央集権化の境れと考えられ、住民活動

を抑制するかのように受け取られ、州の保健・福祉サービス機閨とじり間て

緊張や葛藤が続いた時期があ・tたとされている

　このような経過を経て1979年に庁少年保1護法がil’；LLけられ現在に至・ノてい

ると考えられる

　また、近年特にピ張されだした「．権利．二．の・つに’知る権利．かある．

この権利は法律にも明確に定義づけされており、近代社会においての個人

の白由を保障するトでも、また国民の・人・人かそれそ4［の責任において

行動できるようにするヒでも必要不nJ欠な権利とされている　このような

わltで、青少年保護法の中でもその理念が活かきれているヒいえよう．

転記・参照文献 ＊ケベ・ソクカ．イド｛観光案内、カナダ・ケベノク州政1《「在il事務所発行

＊ケベック丹iのホームケア　　高橋流Pl！i「．

＊児童と家族に関するff・一ビス・システムの国際比較　高橋弔：φこ・イト・

ペング

旧ヨーロッパの趣漂うケベックの市街
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訪問報告

医療と福祉が統合された青少年保護

　　　「ケベックにおける青少年保護」

　　　「青少年保護法における諸問題」

　保健社会省カンブレイ庁舎において保健社会省青少年家庭計画担当カミ

ー
ユ・ピカール氏より「ケベックにおける青少年保護」「青少年保護法の

適用に伴う諸問題」の説明を受けた。

青少年の保護に

関する法律

　ケベックには青少年とその家族に関する法律が3つある。児童に関する

法律はカナダ全土にあるが、応用の仕方に特徴がある。

1．一般の健康、保険、福祉に関する法律

　ケベック州はすべての国民に健康、福祉に関するサービスを施す義務が

あり、サービスは無料でおこなわれる。

ロ．法律に違反する青少年を守る法律

　州に応用を任されており、法的な面だけでなく社会的な面でも個人とし

ての青少年を守ることを強調している。

　青少年のために法律だけでなく福祉サービスがあり、罪を犯した青少年

のための施設がある。そこで特別な教育を受けるのである。

皿．青少年の保護に関する法律

　青少年の安全と発達を守ることが強調されている。法律の原理、方針は

以下の通りである。

　①青少年の安全発達の権利を尊重し、援助を与えなければならない。

　②施設に入れるだけでなく、家族全体の指導をし、家族は決定した指導

　　に協力しなければならない。

　③医者は患者の秘密を守る義務がある。ただし、暴力を受けた子どもを

　　診たら報告しなければならない。

青少年の保護組織 　ケベック州が18の地区に分けられており、各地区に健康に関するサービ

ス及び児童福祉のために設けられた法律を守らせるための組織として社会

福祉センター（CSS）がある。各地区で3つのチームに別れて活動をし

ている。

　①各ケースを調査、研究して、子どもの安全、発達を守るためにどうす

　　ればよいかを考え決めるチーム。
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　②青少年を引き受けて、子どもとその家族の安全と発達を守るための活

　動を実践するチーム。

　③年に1度、子どもたちに対する活動を評価、判断するチーム。

　ケペックにおける全ケースの50％が社会福祉センターに通報される，そ

の内の50％は家族からの訴えである，その内の年間に約15、OOOfglのケース

について活動が行なわれる。2／3は家族の中で、1／3はインケアになる。

実施の方法 　性的虐待や身体的虐待を受けている、見捨てられた子どもがいる、家出

した子がいる、行動のおかしい子どもがいるなどの通報が各地区の社会福

祉センターに入る。

　通報を受けた段階で、ソーシャルワーカーが家族のところに行って子ど

もの安全や発達が危ないと感じたらすぐに子どもを守る活動を始める。

　ソーシャルワーカーが家族から子どもを離すか、家族の中において指導

するかを判断する。ソーシャルワーカーの知識を超える場合は医者、弁護

士などの特別な専門職の人の指導を頼んで判断する。家族から離す場合に

は施設に入る場合と里親等に委託される場合がある。

　子どもと家族が協力するとなれば、子どもと家族はソーシャルワーカー

の指導のもとに具体的な活動を始める。

　協力しない場合は法的な働きを始める。青少年のための裁判があり、裁

判官の指導に従わなければならない。この場合でも、インケアを命令する

のでなく強く勧めるのである。

児童保護に関する

3つの報告書
　ケベック州1979年に青少年保護法を設けたが、IO年後にこの法律と運用

の再検討をした。そのために1989年青少年保護法の再検討をする3つのグ

ループが設置され、1991年に次の3つの報告書が提出された。

①児童の教育と若
　者の価値観の状況

　このレポートでは現在の若者達の教育、児童がぶつかりおぼれやすいア

ルコールや麻薬そして排掴している児童についての報告がされている。そ

してその対策の一つとして、中学や高校を出て仕事をする児童への職場の

情報ものせてある。20世紀の若者のためにどんな仕事が必要か、また親と

しての資格にはどんなことが必要かの報告である。

②児童保護の措置 この再検討グループは18地区のソーシャルワーカー（ワーカー配置基準
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：各地区のLiPti㌔1の数の割合による．て構成されている　二・カソーシャルワ

ー
カーは現在の都祉の実8駕の廿．なを分析「，た1）、これを改善するためには

とうしたらよいかの報告をしているが、その．「艮告書の中で現在実銭されて

いる法律の応川に村Lてどの．ようにしたらよ：，1よい活動ができるかを示し

ーン　　　　　tt

＼1、1勺

　その中には、ケヘック州にtt”tる各ソーシャ1レワーカーが家庭ての指導

ノバ上力1織［『きれ1司しi枠］誕を↑吏用『「ること「ノ）’Z・‘要．［生べ」」 ソーシャル「ノープ戊一

同i：のつなかりの．大LVj　1一とソーシャ‘レワーカーと協力している法lrJ職業の

人、心理学や医療、保健の．仕事にかかわ・．1ている人遠．ヒのつながりをもつ

と弓重く’「るようにとのノ∫婁1．カ〉凪三t．ミ・㌧1して：・る

き．：法と福祉との

　つながり

　この再検討ク「1レーフは編祉の分野で活動するノ＼達と法的な仕事を1一　’：こい

る人達ヒの集まりで、その一：つの分野で働．く人達がど‘のようにLたらより

．よいつながりができるかの報告辞である

ケベック州における児童保護に関する3つのレポート
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質 疑

　この報告書の中では、児童保護の法律を改善する必要があるとし、例え

ば現在法廷に被害者と加害者が同時に出頭しているのを、同時に両者が出

頭しなくてよいとし、また、本人が出廷しないでビデオを使って質問をし

答えることができるようにするなどの改善点をあげている。

Q・法律の見直しで一番大きく変わりそうなところは。

A・1979年にできた法律の原理を再確認し、詳しくはっきりさせること。

　・時代が変わってきたことで児童にたいする大人の見方が変わってきて

　いるので、法律をその考え方に適合することができる。

　・どこの地区に行っても各ソーシャルワーカーのつながりとか精神的に

　子どもを指導する心理学者、医者、弁護士、裁判官とのつながりをもっ

　と強くすることができる。

　・暴力を受けた子どもにソーシャルワーカーを送り検討して動き始める

　まで今までは時間（期間）がかかりすぎたので、時間を短くして早く解

　決するための改善ができる。

Q・ケベック州での施設の形について。

A・ケベック州では5．000人の児童がトリートメントセンターに入所して

　いる。ケペック州では、できるだけ家族の中で問題が解決されるように

　努力するが、もし解決できなければ里親に預ける形をとる。50入～ユ00

　人定員のトリートメントセンターはあるがそれ以上の大きな施設はない。

Q・フランス語を理解できない人への広報の仕方について。

A・文献や報告についてはフランス語であるが、英語を話せるソーシャル

　ワーカーを配置している。

Q・ソーシャルワーカーの所属は。

A・ケベック州のソーシャルワーカー協会のメンバーであり且つ保健社会

　省の職員（公務員）である。

Q・予算について。

A・保健社会省は今年の4月1日から各地区の施設の予算を各地区が決め

　る事ができるよう責任を譲った。

Q・オンタリオ州での性的虐待は70％だがケペック州ではどうか。

A・性的虐待の統計がないのでわからない。又性的虐待の範囲とか深さの

　判断基準がむずかしい。
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「

訪問報告

実習を重視したソーシャルワーカー養成

　ラヴァル大学のソーシャルワーカーの養成

　「家庭内暴力」などの授業を担当し、バカロニアのプログラム担当のリ

ンゼイ教授からラヴァル大学のソーシャルワーカーの養成の説明を受ける。

ラヴァル大学ソーシ　　　ラヴァル大学杜会科学部には社会学、企業（産業）学、心理学、ソーシ

ヤルワーク学部
ヤルワーク学、政治学に関する分野（学科）がある。

　社会科学部の先生の数は200人、学生は4．eOO人である。

　ソーシャル学部の教授は27名、助教授20名、他に実習生の指導担当者が

いる。学生数は学年に平均750名程度である。

　ケベック州にはソーシャルワークの学校が8校、今年50周年となるラヴ

ァル大学ソーシャル学部はカナダではトロント大学に次いで規模が大きい。

　ソーシャル学部には①ライセンス②バカロニア（学士）③マスター（修

士）④ドクター（博士号）の4つのプログラムがある。

　バカロニアの制度に入学を希望した人は900人、しかし毎年145人しか受

け入れられない。

ケースワーカーの養成、

プログラムの内容、

具体的な活動

　バカロニアのケ・一スワーカーになるためのプログラムは3年間である。

　養成には理論と実習があり、内容のポイントは、具体的なケースにどう

介入するかである。例えば、ケースが報告された時、ケースワーカーはそ

の問題を解決するために家庭あるいは個人に会う。その最良のやり方の勉

強や研究をする。

　1年生の勉強は主に理論を学ぶ。内容は、児童または青少年の保護に関

する法律、社会福祉の問題への介入方法で、1年生に大切なこととして教

えられている。

　2年生には第1学期に介入の仕方の理論がある。他に学生がお互いに

「どのようにするか」の討議をする。

　2年生第2学期に3ケ月半、3年生で4ケ月間の実習を行なう。

　3年生の第2学期の活動は全て学校内で行なわれる。今まで勉強したこ

と、また実習のまとめ、分析、反省、学生同志の話し合いなど、今まで勉

強したものをまとめる。
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理 論

実　　習

　また、バカロニアの制度では学生がどの授業をうけるか本人が決め、ど

んな実習をするか本人が選ぶ、いろいろな選択ができる。学生は選択でき

るが時々迷う。学生の迷いは、研究についてや自分がソーシャルワーカー

に適しているかどうかなどであるが、それらの指導にあたる。

　養成コースの申に社会福祉に対する国の方針、法律的、施設、プレイス

メント、また道徳についての授業も設けられている。

　バカロニアの学生は健康、精神の健康、老人、女性についてなどの他の

学部の授業を受けたり、他の研究もできる。

　その他に①児童の問題ケースに介入する方法②専門家としてどうやって

ケースを扱うことがありうるかの2つの授業がある，

　問題のケースの処遇についての勉強の中にO－12歳までの保育所に関す

る勉強、引き受ける家庭、法律の勉強もする。

　専門性を持って社会福祉のケースにあたる処遇方法がある。実習に行く

前に専門家としてどういうふうに考えたらよいのか、社会福祉の問題をど

う取り扱うのか、どのように気を使って、どんな雰囲気を作るのが必要な

のか、重要な授業である。

　もうひとつは、ひとりの社会人としての問題と、ひとりの個人個性）

としての問題について学ぶ。

　学生は、①O－12歳のこどもの発達②青年として13～17、8歳の発達③

心理（社会の心理）のオプションを選ぷことができる。

　心理（社会の心理）について学ぶのは、福祉のコースでは社会の問題の

分析の仕方を勉強することが必要だからである。社会にはいろいろな社会

的な活動があり、社会の中にあるひとりの人間の勉強をしている。

　例えばひとつの福祉の問題の例として、暴力を受けているこどものケー

スの場合、いろいろなかたち、いろいろなふうに考えることができる。暴

力の問題は親の問題、または親の心理、親の精神状態かもしれない。親は

環境に圧迫されているかもしれない。移民の国だから親の文化（本人にと

って当然）、家庭の教育はさまざまである。いろいろな側面から考えなけ

ればいけない。

　実習期間は理論で学んだものを実践する。処遇方法について実習をやり

ながら研究する単位が45時間ある。それだけでなく自分の行なった実習に
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ついての反省、自分のやり方について先生や他の学生と討議し、評価、批

評する時間がある。

　2年生の第2学期に3ケ月半、3年生は4ケ月、合計7ケ月半の実習に

行く。2回Hの3年生の実習は学生がより責任を負うような実習を行う、

つまり重要な責任を感じるように指導をする。

　実習期間が1週間過ぎた頃に学校から担当者が現場を訪問して実習生に

会う。同時にユ40名が実習するので、実習生に会いに行くのは1回か2回

である。

　最初の実習期間の後、学生は3週間学校にもどる。

　実習先はレ3は児童福祉、青少年保護のためのセンター、その20％は各

地区のもっと小さい保健所みたいなセンターに、他は州政府または保健社

会省と関係のない施設で実習する、レ3は個入、あるいは家族を援助する

センSt　一へ、レ3は大きなグループを援助するセンターに行く。

資 格 　ケベックのバカロニアの制度を受けたら学校を卒業と同時にソーシャル

ワーカー協会のメンバーになり、専門のソーシャルワーカーとして働ける．

特別の試験はない。マスターまで研究を続ける人もいる。

注：トロントはマスター・オブ・ソーシャルワーク（M・S・U）が中心

卒業後の進路 　卒業した学生は、いろいろな施設や機関に就職する。青少年センター、

地方の病院、老人ホーム、保健社会省とつながっていない施設などである。

卒業する学生の10％はさらに勉強を続ける。

マスターコース 　バカロニアからマスターコースに進学する学生は毎年40人か50人である，

　マスターコースの受講者の40～50人は職業をすでに持っている人である。

　6～7週間毎に集中的に4日間学校にきて勉強する。もうすでに職業を

もっている人で社会福祉をやりたい人にも勉強ができるような制度、つま

り毎日通学して学ぷのではなくて集中講義とする制度があるので、オンタ

リオなど他の州からも、ケベックの一番北からの学生もいる。

　マスターをとるための勉強は2つの方法がある。また、①児童と家庭②

社会環境の変化③社会福祉の経営④老人の4つの分野がある。
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ドクターコース 　ラヴァル大学ではドクターコースは4～5年前から始まり、毎年6～7

名が在籍する。

　カナダではドクターコースが3ケ所にあり、そのうちのひとつがラヴァ

ル大学にある。それに対してアメリカには50もある。

ラヴァル大学の理念 　「いろんな考え方がある。個人を重視するか、社会を重視するか。理論

的に考える人でなく、自分の置かれている環境の中で人間としていかに生

きるかを指導する。」

その他 　フランス語を話すことができない人達は主にモントリオールに集まる。

モントリオール地区は移民する人達のために、その言葉を話すワーカーを

養成している。ケベック地区は特別にそういったことを要するケースはな

い。ただし、英語を話すワーカーを養成している。

感 想

、L二二」

　ケペックのラヴァル大学バカロニアコースは日本の専門学校または短期

大学の課程に該当するように思われたが、卒業後の社会的位置としては日

本の大学卒業程度のレベルとして位置付けているように思われた。

　また、バカロニアコースでは現場実習が重要視されている。大学の養成

　　　　　　　　　　　　　　　　の基本的思想を「理論的に考える人

L」　且＿．でなく、としており、・緬で7ケ

　　　　　　　　　　　　　　　　月半もの長い実習期間を課程の中に

　　　　　　　　　　　　　　　　組み込み、とりわけ2回目の実習で

　　　　　　　　　　　　　　　　は責任をもった実習、つまりインタ

　　　　　　　　　　　　　　　　ーンのような実習を課している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉関係従事者の養成につい

　　　　　　　　　　　　　　　　てB本においても従来から実習が重

　　　　　　　　　　　　　　　　要視されてはきたものの、社会福祉

　　　　　　　　　　　　　　　　現場などからは実習が不充分である

　　　　　　　　　　　　　　　　との指摘もあり、バカロニアの実習

　　　　　　　　　　　　　　　　に対する考え方、実習の体制は参考

　　　　　　　　　　　　　　　　になった。

「ケースワーカーの養成」リンゼイ教授
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　　訪問報告

青少年を守る専門家グループ＝青少年権利保護委員会の活動

　　「青少年権利保護委員会の任務と青少年保護法の適用について」

　ラヴァル大学において、青少年権利保護委員会ケベック地区委員長であ

るフェルナン’ルクレルク氏から説明を受けるe

概 要 　1974年に青少年の権利を守ることを目的として設立された委員会である。

1979年に児童保護に関する法律が改善され、任務の範囲の変更と内容が詳

しく説明されている。

　児童保護と福祉の法律の中に、基本原則として親の責任、児童編祉の活

動は社会に力を入れるべきこと、そして家族が子どもの問題を解決するた

めに一番よい場であるということが述べられている。委員会が、その法律

を応用し、守るために活動しているのである。

　メンバーは14名で、州政府が全土の一般国民の中から選び法務省が任命

した公務員である。14人のうち2人だけが職業として常勤で働いている。

あとの12人は委員会がある時に出席する。

メンバーの職業は

　　弁護士　　　3人　　　　精神科医　　　1人

　　経営者　　　3人　　　　小児科医　　　1人

　　警察官　　　1人　　　　教育助言者　　1人

　　ソーシャルワーカー　　4人

　ケベックのすべての移民のために、すべての民族の代表者をメンバーに

入れたいが不可能なので、各民族の言語を話せる人を入れるようにしてい

る。今はイヌイットの代表の人がいる。

委員会の権限 　ケベック州の児童福祉に関する法律を変えることができる。

　カナダ連邦政府の非行少年の法律に意見をいうことができる。

　問題の青少年を調べる強い権限を持っている。

　各メンバーが問題の青少年の一人ひとりに対するすべての書類を調べる

ことができる特権を持っている。また、青少年の権利が守られていない場

所に立ち入ることができる。そういった場合でも各メンバーは訴えられる

ことはないeただし、法的な措置をする場合には、法律の専門家である弁

護±の助けを求める。
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委員会の任務
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　法律に述べられている児童・青少年の権利を守ることを任務としている。

　メンバーは一般からの苦情を受け付けて、暴力や虐待等の通報は児童保

護の係の人に知らせる。

　ソーシャルワーカーが自分の役割を果たしていないというような、組織

への訴えや、法律で説明されている児童の権利に関する訴えを受けるので

ある。

　苦情がなくても委員会は青少年の権利が守られていないと感じたらすぐ

に調査を始めなければならない。委員会が青少年の権利が守られていない

と認めたら、自発的に改善策を提案する。対象は人、施設、設備等である。

　裁判官に青少年やその家族に命令することを依頼できる。また、裁判官

の決定に意見をいい、変更の要請をすることができる。

　　　　　　　　　　　　　　子どもが亡くなったとき、不審な点があれ

青少年権利保膜委員会　フェルナン・ルクレルク氏

童の権利の保護とはどういうことかを知らせ

る。

　研究活動として、15年位前から「児童の権

利」「性的虐待」「暴力を受けた児童Jなど20

種類の報告書を作成して、一般社会に知らせ

ている。

　1979年の児童保護に関する法律の改善以降

も法律に変化があって委員会の任務の範囲が

広くなってきた。さらに月日が経つうちに任務の範囲が法律より大きくな

ってしまい、子どもの権利を守る活動に力を入れていると、親の権利にま

で配慮をしなくてはならない状況になる。そこで法律に決められている範

囲に戻している。

　委員会の任務を考えると、調べすぎて親や社会の権利の侵害になるので

はないかという心配がある。それを恐れる人もいるが、支持する人もいる。

厚生省や文部省は結果を大切にしている。結果を知らせるということでの

問題は今のところ起こっていない。

通報、苦情の内容 　各地区の児童保護の係に入る通報は全部で5万件ある。ケベックの人口

は約650万人でその内の0才～18才は約200万人である。通報の内訳は下記
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の通りである。

　　捨て子　　　　4．4％　　　　性的虐待　　　　　13．5％

　　放任、無視　　45．0％　　　　非行、行動異常　　22．4％

　　身体的虐待　　14．7％　　　　　　　　　　　　（1992年）

　委員会に年間1万5千一2万件の通報情報、苦情が電話、郵便、本人が

直接来てよせられる。その内、委員会が受け付けるのは全部で年間500件

でそのうち300件を調べる。裁判所で決められたことに従っていないとい

う訴えや里親が子どもと連絡を取ることを許さないという実の親からの訴

えが多い。

感　　想 　一つの制度だけでなく、青少年の人権が何重にも守られるように制度が

作られており、青少年の人権をとても大切にしようとしていることがよく

分かった。そして、すべての人の人権を大切にするという姿勢から改めて、

自分の中の人権意識の低さを感じた。

　そんな中で、自分の気持ちが一番反応したのは、保健社会省や文部省が

委員会の調べた結果を大切にしているということを聞いて、プライバシー

はどうなっているのか、侵害にはならないのかということだった。

　人権の低さを感じ、プライバシーの心配をする。何故かと考えてみると

プライバシーと言うのは自分の中で他人に触れられたくない部分として位

置付けられているe人権というのは自分自身から少し離れた、高いところ

にある感じであることに気がついた。これではいけないので、改めて人権

そしてプライバシーということを考え、今後の自分自身の課題としていき

たい。

お城のようなラヴァル大学
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訪問報告

ケアが困難な子どもたちを対象としたエデュケーションセンター

モン・ドゥーヴィル社会復帰センター

　今日はケベックでの最後の研修である．研修訪問先

はモン・ドゥーヴィル社会復帰センター．訪問先に向

かうバスの車窓から幼児か小学生ぐらいの子ども達を

見かける。カナダにきて子ども達と触れ合うチャンス

がないのが少し残念に思う。

　モン・ドゥーヴfル社会復帰センターの前庭には、

幼な子イエス・キリストとその両親のマリヤとヨセブ

と思われる像があり、建物の最lr一階には｝’字架がたて

られてあった，ケペック青少年児童福祉センター所長

のピx．一ル・コリポー氏が歓迎のスピーチをして下さ

った後、ケベック青少年センター職業課長のルイーズ

・ レサール女史より「児童・青少年保護事業の地方組

織」についての説明がなされた

モン・ドゥーヴィル社会復帰センター

沿　　革

施設の変化として

　フランスからの移民のなかにいた修道十や修道女が、孤児や老人の見寄

りのない人たちのケアをしたのが、このセンターの始まりであり、1924年

カソリック教会によってセンターが創設される．コケベック州は宗教（キリ

スト教）が、家庭に介入するといったローマ法のシステムのため、キリス

ト教が生活全般を担い、運営も献金によって賄われていた．宗教が実施し

ていた事業に、1978年から政府の予算がつきサービスが提供されるように

なった．t〔高橋教授の説明より）

　児童の保護と青少年の社会復帰の活動は、別々の組織でなされていたが、

法改正によりひとつの組織でなされるようになった。

　児童の保護と青少年の社会復帰のための施設は6か所あり、この6つの

施設の運営委員会会員は18名、職員tt1．200e，。385人はソーシャルワーカ

ー であり、精神科医や弁護士、心理学者等の専門家がボランティアとして

活動に加わっているとのことである。
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センター内の見学 　この社会復帰センターには、子どもの状況や指導目標等によって分けら

れた11のグループ（内訳は男女混合、男子のみ、女子のみ）がある．私達

が見学したのは1－2ケ月を保護期間としている6才から13才の男女混合

のグループであった、

1グループ

児童定員　12名Ulグループ全て12名定員〕

職　　員　6名1心理・教育の専門家）

勤務形態　交替制　①7：00～15：0｛，②15：00－22：30

　　　　　　　　　ざ22：30～ア：00

　　　　　　　　　日中は各勤務時間に2名か3名の職員が従事している

　　　　　　　　　が、夜はユ名の職員が勤務している。

生活空間図

個室 個室

個室

個室

個室

個室

職員

　夜勤室

職員

　動務室

個室

個室

個室

個室

個室

通

路

洗　面　所

子供たちの多目的ルーム

ー　テープル

　　　　　　　テープル」
［
…
」

［
口
［
］

ガラス張リ

巨一

［ガラス張リ

食　　堂

　センターおいては家庭的な雰囲気で

個人を尊重したケアを心がけていると

のことであった、なお、高橋教授の説

明によると、このセンターは行動上何

らかの問題を持っているためにグルー

プホーム等でのケアが困難な子ども達

を対象としたエデュケーションセンタ

ー （教育施設）であり、どちらかと言

えばトリートメントセンター｛治療施

設）の役割を担っているところである，

日本で言うならば情緒障害児短期治療

施設に近いところといえよう：t

　入所する子・どもの教育〔学習）をど

うするかが、センターの問題のひとつ

になっているが、子どもの状況によっ

て施設内か地域の学校に通うかを教育

委員会の判断に委ねている：t

　ケベックはこうしたセンターでのケアの他にグルーブホームや里親制度

があり、現在750名の児童が里親に預けられている、里親数は600名。セン

ター活動として養子縁組のサービスも提供されているとのことである．ま

た、職員が子どもの家庭を訪問し、家族と過ごして家族を含めたケアをす

るサービスも実施されているとのことであった．
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モン・ドゥーヴィル社会復帰センター個室

感 想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個室内部

　ケベックの印象はトロントが“動”ならケベックはtt静ttを感じるとこ

ろである，一見見た限i〕では躍動的な都市のようには思えなかったが、ケ

ベックはオンタリ才州に並ぷカナダ経済の中心となっているとのことであ

る．長い間、宗教ihソリソク｝が福祉を担い支えてきたことを．説明で聞

いたが、それを実証するかのように宗教色の濃い街であるように思った。

ケベックの人口の約90％がカソリック教徒であるとのことで、街中には数

10m間隔でカソリックと思われる教会が建っている、州旗も青地に白の．†’

字架が描かれていた。

　センター内にある施設の一つのグループを見学させてもらった。べ・ノド

ルームは個別に仕切られている：tその子ども達のプライベートスペースは

ベットと机、備え付けの収納庫のようなものがあるだけで、狭く殺風景な

感じを受けた。見学が昼食時と重なり、子どもたちは食堂で食事中だった．

モン・ドゥーヴィル社会復帰センター多目的ルーム

みんなあどけない可愛い顔をしていて

笑顔で挨拶を交わす、そんな子・ども達

を見て、何故か感傷的になり胸が．一一杯

になつた、トロント、ケベックでの講

義や見学を通して、私達大人は子ども

達が健やかに育つ家庭や社会を築かな

ければならない、その責任が私達大人

一 人ひとりにあることを、私達はもっ

と認．識しなければならないことを改め

て考えさせられた．線引は社会事業

研究所年報より引用）
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青少年保護法による通報プロセス

通報の義務・方法

　具体的な青少年保護の第一一歩となる通報プロセスについて、モン・ドゥ

ー ウィル社会復帰センター緊急保護課主任であるビェール・ラセット氏の

説明を受ける／、t

　子どもに何らかの要保護状況が生じたか、あるいはその疑いがあると思

われる場合、発見者にはそれを通報する義務が生じる．特に発見者が専門

職者⑭えば教師Ff．）である場合、もし通報を怠れば裁判になることもあ

る。通報はこの専門職者によって行われることが多いが、他に近隣の人々

・ 親戚・友人・親白身・子ども自身である場合もある、

　通報は電話、手紙、直接の来訪等によって行われているが、これに対し

て365日、24時間体制で貢・t応している．その内容はネグレクト〔無視・放

置）．アピューズ〔．虐待）・セクシャル・アビユーズ（性的虐待）’強制

労働・｝「・ども自身の異常行動・薬物乱用・牛活環境の悪化等であるtt

事実確認・調査・保護

ピエール　ラセット氏

親権の一時停止と

剥奪

　通報が入ると、まず通報者白身についての確認が行われる．但しその身

元については秘密が守られ、また、訴訟を起こされることもないtt次に対

応方針についての検討が行われ、24時間以内に決定される　そしてそれに

基づいて事実確認のための調査が行われる、具体的にはr一どもが通ってい

る学校・近隣住民・通報者等からの聴きとり等である

　保護段階からは別の職貝が重†応する　まずその状況が実際に了・どもにど

ういう影響を与えているのかを判断し、fどもが1・iue以ヒであればその親

と共に事実を確認する．事実であれば、その状況を改善する意志を確認す

ると共にその能力を判断する、次に保護方刻’を提示し当事者の合意を得ら

れればサインを受ける。もし合意を得られない場合は家庭裁判所が介入し、

審査を行う　そして裁判所の決定には従わなければならない、ケベック州

では、tt親には1三どもを守る責任がある“ということが強調され、よって

親に対してもそれを意識させ実行させるような決定が下される，

　裁判所の決定により例えばインケアとなった場合、親が勝手にグループ

ホーム等から連れだそうとしても法律によって制止される．．つまり親権の

一・ 時的な蜘トと言える、、また、｝：どもの危機が深刻な場合は親権の剥奪も

あり得る、何れにせよ保護の決定はL・P・」1児童保護の関する法衛

に基づいて裁’［＃］所により行なわれる、保護の期閲は予め決められ・定の時

期に評価が行われる．
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訪i［i］報；㌧

児童のための指導・治療施設

エスカル保護センターの任務と役割

ぷ「べ．！ケi，…↓研・ilt少liこ保護センt－「垂助課長てあるシ．…1－・・．いレチ．’　ti：

c足　 ：、lmt・，L1‘じie・1’vl］t・ti，．．r・．　よ　・！、i己1り」を’：乏：ナ4

概　要

ケベック青少年センター

シンポルマーク

ケアの実際

　ユ・スカ．「レf．5ミIi‘→：ン　タ’一：±、　　［己市：こ｜昊1プ1一4　：メ〆．ノ：ノ）｛」：｛lt－　．りこ≡’『「メ：rl隻：二1三］．」．』ノ：，

法律・健康福．裾．に閣する法律・㍑．少’；1’一非行に「呈iするi．M計；二」1，つ．いて運営

されている　1；1’～］S．3’の女ゴ・児車：：を～・」1象．二している社会・家庭復帰しつた

めの援助センターである　なお運営費は州政的からHGされているが、．規の

収；、により最高で13万円程度の〔1己則．llがある

　ノ、所IE己苗：mソ＼、1唾所・訪問児・言言（．）人、

　常勤しり栽員15Uノ、　li」日：S．9．17現在1

　i．FiJi’児苗のブルーフ．は1．グルーフ．12九で．構成され、こlitに対し’こ1人の

9tf．r者と7ん川享「‘」的教育者．力対｛：じしている

　児苗のノ、所理illは以．ト．の通りである

　’i’グレクト怠慢・放置・似；19t／　qi・1　vi．無関’L・・貧国・離婚なピが1！；日即

　｝’・ともの異常行動　　　　　 25％

　性的虐待　　　　　　　　　6％

　身体的虐待　　　　　　　　5％

　通．報力｛人ると、ま寸．㌧受kれの適否を険討．する．㌧と人：れかiだ∫ヒ・ξ．ると、ソ

・一 シ寸川レワーカーが家庭を訪れ．1’．ヒ．．も．三家族のμ；者．：〔）同意を得る　その

Lで・ヒンター一での『1ログラムを間始する　センターでは．ゴ・と．．もを2種育iソ．）

グルーフ．に分けてケアL．ている　ひとつは問題の少ない1’．とぶのためのグ

）L．一フ．． て．、　3f亟力LMIIl堤され’．（L・なL．t　　もうこ）kと㌘〃汀グルー・ノ：まISj題Cり多L：

r・どものたゴ）のグルー’ブで、建膓勿には鍵カ1カ’カZ［）t「垂カカ．；吊川艮tコれ、隣ほ翌再↑

決のために24時間職員がノヒ活を共にし．ている．f’・　L’も．：〔）状況か己儒善されて

くれ1まぞ余々にi制「浪力こ曽午力弓L、　お．iStL．tのi吐など：ま［司題の少ない∫．．ごもoT）ク．ル

ー プと共に過こすようになる

　このセンター内では学校孝文育のフ．．ログラムも行・．．ている．教育委員ニミか

ら．享業証．書．も発f．．；：される．メζ、時には同じ問題をも・．．．たゴ・ヒ．もた㌧てfl’　）レ

ー ブを作り、話をしたIJ・諸に行動ざ・せるアログラムを行な．．．．tている

一
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エスカル保護センター　ブール

　　　　感　　想

　■‥ワー一一一一一一t

　ソーシャルワーカーは保健所・医者・学校等の協力を得て問題の解決を

図っている。子どもに地域の施設を利用させたり、一般の子どもと行動さ

せるなどもそのひとつである。

　入所期間は最高2年で、平均入所期間は約1年である。1年を経過した

時点で評価を行い、プログラムを続行するか否かを決定する。

　なお、当該ケースに両親の夫婦としての問題がかかわっている場合は、

その専門機関があるのでその協力を得て親の指導をおこなう。

　ここでは子どもを個人として尊重し、一人ひとりに合った指導・治療を

目指している。また、親との関係を保ちながら進めていくことを重視して

いる。

　　　　　　　　　　見　　学

　　　　　　　　　　　問題の少ない子どもたちのグループを見学。

　　　　　　　　　　　　1階には食堂・居間・小さく区切られたカウン

　　　　　　　　　　セiJングルームがあb、テレビもある。2階には

　　　　　　　　　　15の個室・バスルーム・シャワールームがある。

　　　　　　　　　　個室には、特別な疑いなどが無い限り原則として

　　　　　　　　　　職員も入らないことになっている。他に室内プー

　　　　　　　　　　ル・体育館があり、個人のプログラムに応じて活

　　　　　　　　　　用している。又診察室があり、看護婦が常駐し、

　　　　　　　　　　週に1～2回医者の往診がある。

　エスカル保護センターに着いてまず、テーブルの上に置かれた日本の国

旗を見てびっくり。メニューを見ると日本語が書かれているのを見てまた

びっくり。出てきた料理を見て3度びっくり。そしてこの日のために沢山

　　　　　　　　　　　　　Jn　tQb’iユ」但庄㊨de　r」5　ぜo　ve魂v
　　　　　　　　　　　　　　　　H四　村nCle’o
　　　　　　　　　　　　　　‘・a己乙しフ、．∴亀’“ぞ’‘、主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　るtオ　エぷ継謡㍑器S濡灘B虻　　・’改白ピ・’itm・jl・e
　　　　　　　　　　　　　　　，，，プエ，▼7’，一ム1．一プ
　　　ヤベ7，←党n少年せンター　　　　　　　　　　　　　　　　・、・

　　　　sxカル　　　　　　　　　　⑭brechet稔砲da　tn」itsぜロ』・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　ふユ∂　’omdu●d6　POiraeu「　Lεv宮バD蜘1　iT　5ガ鱈㎜」9ツ3
　　　　　　　　　　　　　　』’よnesses　dロ♪o【na稔「
　　　　　　　　　　　　　暑¢争プロvユ’トeロ真ギソーえ訴］．　　　　　Isヨ鵠sslT｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　直撃零　邪’a灯lcre　SH∬肛00　Cロ1」）U　Ngnpme

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　5TVOγ剛R
　　　　　　　　　　　　　　’05鯛開n】血m”rehb　　日木厚生補言！｝代表団の皆拭へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　今：・プ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ロシ
　　　　　　　　　　　　　　艮　t”te書“置　b戊o”ets　　　　●Stt　AliPStir　∫
　　　　　　　　　　　　　　　　7今，＿・・．；一・’q
　　　－ポ　づ　べ　ぎ　　ノ　　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユロロ

の時間をかけて準備して下さり、心よりの歓迎の

気持ちを込めて下さったことを感じ、感謝、感謝、

感謝の気持ちでいっぱいになった。

　見学していて一番目を引き、羨ましく感じたの

は各個人の個室である。話の中に何度も個人を大

切にということが出てきていたが、ここにも表わ

れている。何度も強調されていた社会に戻すとい

うこと、人間として社会に生きるために、という

目標は我々にも共通することであり、常に忘れて

はいけないことであると感じた。

研修団、歓迎昼食会のメニュー
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独自の改革を進めるケベック州（第3章・まとめにかえて）

　まず初めにことわっておかなければならないことがある。それは言葉の

障害と訪問先が少ないこと、研修の前に情報が得られなかったことによる

情報不足である。

　まず言葉の障害については、ケペックがフランス語圏の州であることに

よるものである。英語が比較的理解できる人が多いのに対してフランス語

については通訳を通さないと理解できないこと、フランス語資料の翻訳が

難しいこと、通訳の数が少ないために福祉関係の適任者がいなかったこと

などから十分な情報が得られなかった。

　次に、訪問先がモン・ドゥーヴィル社会復帰センターとエスカル保護セ

ンターのニケ所のみ、併せて見学時間も短時間で、目で見る、肌で感じる

研修とは程遠かったために満足な情報が得られなかった。

　それらのことをカバーするために研修後に入手した資料などによって補

足はしたもののやはり情報不足は否めなかった。

　そういった状況でケベックを語ることには不安が残るが、それを勘案し

たうえでケベックにおける研修の考察を行いたい。

　私達はトロントでの研修後にケベックを訪れ、併せて情報が満足に得ら

れなかったために、どうしても、はじめは児童の権利擁護の体制などがト

ロントに比較して立ち後れているような印象をもうた。

　しかし、この後に掲載するケベックで入手した「子どもとその両親の有

する知る権利」によって、問題を早期に掘り起こす通報システムや14歳以

上であれば自分のファイルをみることができる知る権利など、トロントと

同じように児童の権利擁護の体制が確立されていることが明らかになった。

　また、社会事業研究所年報Nb．28高橋流里子「ケペック州のホームケア」

によって児童の保護体制が着実に改革されていることがわかった。

　つまり、情報不足からケベックに対して誤った印象や評価をしていたが、

これらの資料から、むしろ日本は独自の改革を進めるケベックが参考にな

るのではないかと思われた。

　ケベックとトロントの違いは、トロントでは顕著な問題となっている離

婚やセクシャルアビューズ（性的虐待）がケベックではあまり問題となっ

ていないこと、トロントには居住型施設が皆無と言っても過言ではないの
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に対してケベックでは100入未満とはいえ施設が存在するなどである，そ

れらは宗教的背景、またはローマ法を基盤とする児童観によるものと思わ

れる、

　事前研修で私達はカナダをまとめて語れないことを学んだが、実際にカ

ナダが英語とフランス語の両方を公用語にしているのにケベックはフラン

ス語のみを公用語とすることにしている、ケベソク州で強い独立運動が起

きていることなどからそのことを現地で実感した．トロントとケベ．ノクの

両方で研修できたことは私達にとって幸運であった．t．

　いずれにせよ、ケベックが自分たちのものをた切にしていることが街並

を見てもわかる．．H本に住む私達が学べきところ、見習うべきところが多

いように思われた，

〈参考資料〉

子どもとその両親の有する知る権利

青少年保護法の定めた子どもに対して保護

義務のある諸機関職員のための情報冊子

　この資料は、ケベ・／クで入手したものであるが、

ケベックにおける青少年保護機関のありようが、詳

しく述べられている．．紙面の都合により、すべては

紹介できないが、その一部を抜粋して掲載する．

　0鵬oロOITS

　o田YE■㎜
■TO■5■6…開鴨
　一直’白㎡●口■肩b●
■’．mu●■6田eH－一一
■一貞」匂遣■』パ馴鯛一

　4■」陣●◆●d日●

　　凸陪一

Qu6be（器

　このパンフレ・トは、青少年保護機関への通報の段階からその登録終了までの間の、機関の介人にお

ける注意事項が記されたものであ：J、．1保護機関の職貝が果たすべき義務　2．特殊な義務　3．．守秘義務

1｛適切な業務のありノiのイ項Hについて説明がきれている

　近↑卜、頻繁にil張される権利の・つに「対1る権

利」があるが、この権利の全体像は完全に理解され

ているとはいえない　しかし、我々はH常生活の中

でこの「知る権利」を無意識のうちに行使している

のである．、例えば、商品を購入する際、何気なく目

にしている商品ラペルがそのよい例である．；i：、

契約書にサインする前にその内容を確認したり、千

術を受ける前に担当医に対して、自分が不明瞭に感
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じることを答えさせるといったことも「知る権利」

を行使していることになる。さらに、この「知る権

利」は法律にも明確に定義づけられている。近代社

会において個人の自由を保障するうえで「知る権

利」は大変重要なものであり、また国民一人ひとり

がそれぞれの責任において行動できるようにするう

えでも必要不可欠な権利である。

　そのようなわけで、青少年保護法の中で、青少年

保護機関が一家族の個人生活の場にまで大々的に介

入することを認められていることも当然といえよう。

また、その逆に家族の側には、介入の内容、そのよ

うな介入がなされる理由、そして、その介入の終了

予定等について、知る権利が与えられている。また、

この青少年保護法では子どもとその両親に対して、

考えられ得る対策手段ができるだけ完全な形で知ら

されるように規定されている。

　青少年保護法は、とりわけ法の保護を必要として

いる子どものために制定されたものであ17、この法

の下で決定される事柄は、必然的にその子どもたち

にとって必要不可欠なものであるから、子どもとそ

の両親には保護機関の介入の段階での参加や協力が

必要とされるのである。

　一見したところ、このように子どもやその両親に

随時情報を提供する義務はたいへん骨の折れる作業

のように思われるのだが、長期的な見方をすると、

たとえば子どもが実際に何か事件に巻き込まれたり

その子どもの親が資任をとらなければならない場合、

必要となるものなのである。

　「知る権利」に関する事柄は、青少年保護法の第

5条においてその詳細が述べられている。

　「この法律の定めるところの保護機関の介入が行

われる場合には、両親に対してだけでなくその子ど

もに対しても、介入終了までの機閲保護的措置がど

のように行われるか、またその子どもの社会復帰に

関する具体的な援助方法についての情報提供がなさ

れなければならない。」

　「「知る権利」は青少年保護法第6条以下に示さ

れている諸権利の基盤をなすものである。」

　「この法律により、子どもの保護に関する事項の

決定の委託を受けた者および裁判所は、その子ども

はもとより、その両親、あるいは子どもの保護を目

的として介入を行うすべての者が有する「知る権

利」を犯してはならない。」

　子どもとその両親に情報を提供する義務は法律に

よって認められているものであり、このことは根本

的かつ客観的な要求を反映しているといえよう。

　このパンフレットには，青少年保護機関への通報

の段階から、その登録の終了までの間の機関の介入

における注意事項が述べられており、各業務を進め

ていくうえで保護機関の職員が果たすべき一般的な

義務、特殊な義務、プライバシーを尊重するうえで

の守秘義務、そして適切な義務のあり方の四項目に

ついて説明がなされている。

1．誰が伝えるべきなのか

　この法律の定める子どもに対して責任を有するす

べての者に、その子どもと両親に情報を提供する義

務がある。ここでいう「すべての者」とは、単に青

少年保護機関に勤務する者のみを指すのではなく、

青少年保護機関から委託を受けた諸機関においてそ

の業務に携わる者は、その業務環境の差異に関わら

ずすべて含まれる。

　その代表的な機関としては、社会福祉センター、

リハピリセンター、病院をはじめとする医療機関、

市民文化センターなどがあげられ、このような機関

に勤務する者は、各人にそれぞれ子どもとその両親

に情報を提供する義務が課せられている。また海外

においては、青少年裁判所の判例からわかるように、

上記等の機閥に勤務する者に対して特殊な賞任が課

せられているようである。

2，保護機関への通告段階における注意事項

　保護を必要とする子どもが諸機関の保護を受ける

際、本人やその保護者からの申し出がない場合であ

っても、保護することが必要と恩われる場合には諸

機関の介入がなされる。このように、機関への通告

段階においてすでに子どものプライバシーがある程

度侵害されているともいえる。したがってこのよう

な初期の段階においては、適切に情報提供が行われ
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るよう最善の注意が払われなくてはならない。

〈一般事項について〉

　保護機関へのアプローチが子ども自身、あるいは

その両親からなされるケースはたいへん少ないので、

まず、機関の役割について当人に詳しく説明するこ

とから始めなければならない。

　保護を受ける側の子どもやその両親は情報提供を

受ける権利を有しており、当人が納得をして初めて

機関の介入がなされるのである．

　この情報提供を受ける権利は、全ての｝どもに対

して認められており、たとえその｝どもが幼少であ

ったととしても自分の年齢がいえる程度の年齢であ

るならば、その子どもには与えられた情報を理解す

る力が備わっているものとみなすjしかし、情報提

供を行う場含には、子どもやその両親がその内容を

適切に理解できるよう明確に伝える必要がある。

《特殊事項について）

　大抵の場合、保護機関への保護や援助の要求は子

ども本人やその両親からなされるよりも、第三者か

ら行われるようである。

　保護機関に提供された情報から判断して、その子

どもが機関の保護を必要としているか杏かが決定さ

れた後には、その情報が直接子どもやその両親から

提供された場合であっても、機関への受け人れが可

能であるか否か、またそう判断さttる理由について

1・　8もやその両親に対して伝えられなければならな

いjそして、その子どもに対して機関の保護の必要

性が認められない場合には、その旨を伝えておく必

要があるt：

　また、機関関与が必要と判断される場合には、以

ドの事柄が子どもとその両親に伝えられなければな

らない。

　・緊急措置が必要である場合には、その内容につ

　　いてs

　・提供された情報による状況判定e

　・子どもが現在置かれている状況が、健全な発達

　　や安全保障に適したものであるか否かが判断さ

　　れた結果．。

　そのほか、弁護士に相談したり、意見を求めるこ

とのできる権利についても子どもとその両親に対し

て伝えられなければならない。そして必要のある場

合には、弁護：ヒを探す援助やそうした行為をしかる

べき機関に委託できる権利を有することも伝えてお

くべきである。

　保護機関に持ち込まれた依頼に対して機関の関与

の必要性が認められないと判断された場合であって

も、その依頼者に対して、適当と思われる他の保護

機閨を紹介することも機関の職員に課せられている

義務の一つである。また、法律問題や訴訟に関する

情報提供や援助を行う青少年保護委員会の存在や、

保護を必要としている子どもとその子どもと関わり

のある人が直接訴訟を起こす権利を有することにっ

いても伝えておくべきであろう。

《守秘義務について》

　青少年保護法により定められた保護機関において

その業務に携わる者はすべて、保護を必要としてい

る子どもに関する情報を保護機関に提供した者の身

元について外部に公表することがあってはならない。

これは情報提供者本人から身元の公表を差し控える

よう希望されていない場合であっても、完全に保障

されなければならない。

　保護機関に持ち込まれた相談にその機関の関与の

必要性が認められない場合、提供された情報は外部

に漏れることのないよう、破棄しなければならない。

　逆に、保護機関の関与が必要な場合、機閲が知り

得た子どもやその両親に関する情報は、いかなるも

のであっても第三者に対して公開しないことを子ど

もと両親に伝えておかなければならない。その際注

意すべき点は、機関への介入要求が子ども自身やそ

の両親からでなく第三者からなされた場合であって

も、いったん機関の介入が開始されると、その介入

要請者に対しても機関介入後の子どもの様子や情報

はいっさい報告されてはならない。

　青少年保護法により定められた保護機関に勤務す

る者は、機関が介入をすすめていくうえで知り得た

個人のプライバシーに関する情報を、本人の同意な

しに外部に公開してはならないが、特殊なケースと

して裁判所が情報の公開を認めることもある。この

ことについても子どもとその両親に、初期の段階で

伝えておかなければならない。
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3．緊急措置について

　青少年保護機関では、機関の介入要請を受けると、

その依頼が機関に受理されるべきものであるか、ま

た、機関が緊急措置や一般的な介入を施すべきか判

断が下される。

（一般事項について》

　保護機間による緊急措置や一時的な介入が必要と

思われる場合は、実際に介入がなされる前に，予定

している介入のあり方やその内容を子どもとその両

親に伝えなければならない。また、弁護士に相談し

たり意見を求めることのできる権利についても、子

どもとその両親に対して伝えられなければならない。

そして、必要のある場合には弁護士を探す援助やそ

うした行為をしかるべき機関に委託する権利を有す

ることも伝えておくべきである。

《特殊事項について》

　保護機関による緊急措置や一時的な介入が必要と

思われる場合、その介入の概要やその必要性につい

て子どもに対して伝えておかなければならない。た

だし、両親に関してはそうすることが可能な場合の

みでよい。

　保護機関が一時的な介入を行う場合、その介入に

ついて事前に子どもやその両親に伝えられるが、そ

の．介入は急を要するものなので、たとえその子ども

や両親の同意がなくても24時間体制で、あるいは別

に定める期間内において取り行わtzる。しかし介入

期間が延長される場合、子どもやその両親の側から、

その決定がなされるよりも早く介入に対する意義申

し立てがなされたときは、それを考慮しなければな

らない。

　保護機関が子どもを一時的に家族から隔離する必

要があると判断する場合、子どもに対してはもちろ

んだがその両親にも子どもが家族から離れ、どこに

保護されるのか伝えておかなければならない。青少

年保護法により、以下に示す諸機閲、およびその職

員には無条件に、保護を必要としている子どもに関

する情報の守秘義務がある。

　・弁護士

　・青少年保護機関

　・青少年保護委員会

　・裁判所の判事、および蘇己

　また、裁判所が特例として認めない限りは、以下

の者に対しても同様の守秘義務が課せられてる。

　・その子どもの両親

　・その子どもの兄弟姉妹

　そして、その子どもが居住する地域を管轄する中

央保護委員会によt）、具体的に明文化された禁jh条

例の存在する場合をのぞいて、その他のすべての一

般市民にも同様に守秘義務がある。

　※　保護機関の職貝は、以上の守秘義務について、

その具体的内容を機関の保護を必要とする子どもに

対して伝えておかなければならない。子どもが家族

から隔離されている場合に、万一一子どもが保護機関

の許可を得ずその隔離場所を離れてしまった場合、

保護機関職員は直ちにその旨をその子どもの両親に

伝えなければならない。

　子どもを保護機関に収容する際の留意点としては、

その子どもの有する権利を完全に保障すること、そ

してその子どもに必要な援助を適切に施せる保護機

関に収容することの二点が揚げられる。

　保護機関は子どもを収容する際、その機関の内部

規律について子どもに説明をしておく必要がある。

また、その規律は常時、機関内に掲示しておく必要

があるe

　前述したように、保護機関の介入が長期化する場

合、子どもやその両親は保護機関に対し意義申し立

てをすることができるが、青少年保護機関は介入期

問の延長を決定した後OA時間以内に、あるいは別に

定める期間内に延長申請を裁判所に提出し、是非は

裁判所において判断される。

5，保護機関の介入について

　子どもの置かれている状況が健全な発達や安全保

障に反するものとされた場合、青少年保護機関はそ

の子どもへの援助・保護を開始するのだが、まずは

じめに、その子どもを保護機関が任意に指導して行

くべきか、裁判所に委ねるべきか判断しなければな

らない。その判断の結果、どちらの方法が採られた

としても以下の事柄は保障されていなければならな

いe
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　・その子どもがト分に保護されていること

　・保護機腿がitどもの援助・保護をすすめていく

　　うえで、その画親に対して積極的な参加を求め、

　　結果的にその両親が親としての責任を果たすこ

　　とにつながっていくこと。

　・できるだけ地域社会に密着した形で援助・保護

　　が行われること

　上記した条件については、子どもとその両親‘二伝

えておかなければならないe

《一般事項について〉

　保護機関の職員は、子どもとその両親に対して以

ドの事柄についてその内容を説明しなければならな

いo

　・保護機関の援助・保護活動はすべて、子どもと

　　その両親の協力のもとに行わなければならない⊃

　・機関の援助・保護活動について譲論きれる場合、

　　’r一どもとその両親の意見も反映されていなけれ

　　ばならない。

　・r一どもとその両親は機関の援助・保護活動に関

　　して弁護士に相談したり、意見を求めることが

　　できる。

　ド記に青少年保護法第8条を示すが、保護機閥の

職員はこの内容について子どもとその両親にわかり

やすいように説明しなければならない。

　「すべての1・1・もは、口常のあ1｝とあらゆる場面

において適切な教育制度、医療制度、社会福祉制度

の恩恵を破1｝ながら、健康で文化的な生活を送る権

利を有している．、この権利を保障するには、とりわ

け教育に関する援助を行う組織団体の充実が必要と

なってくる，」

　保護機関が子どもを一時的に家族から隔離する必

要があると判断する場合、保護機関の職員は子ども

とその両親に対して、その子どもの受け入れ先が子

どもに継続的な介護を施し、その’f一どもの年齢や要

求を考慮した落ちついた雰囲気のものであることを

伝えておくべきである。

　また、保護機関の職貝は予どもとその両親に対し

て次の事柄を伝えておかなければならない。

　・f’どもを一時的に隔離する必要があると判断し

　　た理由

　・子どもの受け人れ先

　・機関の介入における中心的な援助の内容

　・その他の援助の内容

《特殊事項について》

　保護機関の職貝は、援助・保護を行おうとする子

どもとその両親に対して以fの事柄を伝えておかな

ければならない∈

　・青少年保護法の規定にある子どもの援助・保護

　　活動を行うにあたil　．保護機関と裁判所のどち

　　らが中心となり、その活動を推し進めていくか

　　を決定するための話し合いがその子どもと両親

　　を交えて行われるが、その決定は第一回の話し

　　合いが行われた日から数えて20日以内になされ

　　なければならない。なお、子どもが満14歳以ド

　　である場合にはこの話し合いに参加する必要は

　　ない。

　・万．一、20日以内に決定できなかった場合、青少

　　年保護機関は別の新しい援助を提示するか、あ

　　るいは、その子どもの援助・保護を裁判所に委

　　ねるかを決定しなければならない。

　・『↓どもの援助・保護活動を保護機間が担当する

　　ことで同意に達した場合はそれを文書化し、ま

　　た、その活動の期聞は1年以内としなければな

　　らない。

　・保護機関の受けた委託は、r一どもやその両親か

　　らの申し入れがあれば常時検討され、その要求

　　が満たされるよう改訂される。

　・子どもの置かれている状況が望ましいものに改

　　善されるまでに、子どもやその両親が保護機関

　　の介入を取りゃめるよう要求した場合、青少年

　　保護機関はその子どもの保護を裁判所に委ねな

　　ければならない。

　保護機関の職員は、子どもとその両親が有する以

下の権利について説明しなければならない．

　・保護機関が適当とみなした援助・保護に対して、

　　異義をとなえることのできる権利について

　・保護機関の援助・保護活動の在り方の是非を少

　　年裁判所に問うことのできる権利について
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参　考：ケベック州政府が発行した「MAKE　THE　RtGHT　CALL」という児童の要保護状況の

　　　　発見～通報についてのパンフレットの中にあるポスター（左下）とその一部和訳

MAKE丁HE　RtGH丁CALL

セクション38（e）

　子どもは両親に保護されており、その両親の

態度や生活習慣は子どもにとって精神的危機や

身体的危機を引き起こす。

〔いくつかの兆候・…　　〕

子ども

・ 十分に睡眠をとらない

・刺激が欠けている、一方極端に多い、

　年齢以上に成熟している

・ 意気消沈した様子〔憂うつ、自閉）

・度々、人を傷つける

・自殺の恐れや未遂

・家庭において、言葉による暴力の犠牲・ある

　いは身体的な虐待があうたり、目撃したりし

　たと子どもが言う

・ 両親が、子どもがしたいようにさせている

　倣任）

・度々ひとりで置き去りにされたり、世話をす

　るには幼な過ぎる子どもに子どもの世話をさ

　せていると子どもが言う

両　　親

・薬物乱用、またはアルコール依存

・ 精神医学的な問題がある

・ 知的な欠陥がある

・ 激しい憂うつの発作がある

・不安定、衝動的、無責任、または混乱

・ 十分な権威をもって子どもを扱えない

・ 家庭において暴力的である

・刑法を軽んずる

それらが意味するもの

・ 両親は自分たちの関心に捕らわれており、そ

　して子どもたちを養育する能力がない。

・両親が正しく子どもを導くことができない。

・ その子どもの家族の状況はとてつもなく不安

　定で、おそらくいつでも崩壊状態である。

・両親と子どもの役割は逆転している。（彼の

　両親は“チャイルド・マザー”である。）
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第4章ニューヨークの子どもたちは、いま

一
講演録一

報告担当

第1班

　世界で最もエキサイティングな都市

ニューヨークe

　しかし、その繁栄をよそに、ニュー

ヨークの福祉政策は、出口の見えない

いばらの道を歩んでいるように思われ

た……。



講演報告

アメリカが先生の時代は終わった

多々良紀夫氏講演「アメリカにおける児童福祉の現状と今後の方向」

多々良紀夫氏

　講師紹介．・

　多々良紀夫（たたら・としおl

ig80年より金米公的社会福祉協会調査研究部部長　社会衙祉分野

では世界的に有名な多々良報告書などを発表され、現在、ll本国

籍のまま、国際杜会福祉協議会米国委員会会長なヒをされている

図1：連邦政府、1994年歳入予算

　　　　　12．513億ドル

その他（4．0％）

借り入れ金（17．0％）

アメリカの財政赤字

　　アメリカが社会福祉の分野で先生であった時代は終ったのである　アメ

　リカ人は、他国から学ぷことが苦手であるが、これからはアメリカが他国

　から学ばなければならない時代となった　アメリカでは∫・どもの貧困と呼

　応して犯罪が増加している．高い資本と専門家を起用しながら、なぜアメ

　リカは失敗したのか．そのことを検討することから多くのことを学ぶこと

　ができるであろう

　　日本は、もっと社会福祉で成功した面を積樟1的にitt界に広めて行かなけ

　　　　　　　　　　　　ればならない；Hi会福祉の分野においても、　B

　　　　　　　　　　　　本がリーダーシノプをとる時代は近い．現在は

　　　　　　　　　　　　アメリカとIT4sが同等の迄場で話し合い、研究

　　　　　　　　　　　　情報交換をする時代である、
費税（3．0％）

　　　　　　　　　　　　　新しい試みとしてアメリカ人6人を1149の福

　　　　　　　　　　　　祉の現場に人れ、また日本人をアメリカの福祉

　　所得税（個人）37’0％　　の現場に入れ、liJF究．報告．検討するという企

　　　　　　　　　　　　画が、国際社会福祉協会で予定されている　こ

　　　　　　　　　　　　れからは世界に通用する同際社会福祉人を育て

　　　　　　　　　　　　なければならない，

　福祉を考えるヒで、社会、文化を学ばなければならないが、まずここで、

経済的視点において検討する．

　連邦政府の財源のほとんどは〔図い、所得税と社会保険掛け金という

個人から徴収されるもので占められているttその最も大きい要素は税金で

あり、これは、裕福な者から貧困者への所得の再分配という原理によるも

のである．ところが、アメリカの税制は実に複雑で抜け道がたくさんある
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ため、思うように収入を増すことができない、

　アメリカの財政赤字は、1960年以降、ベトナム戦争頃から増え続け1図

2）、現在、利子だけでアメリカの国家予算の14％にもなっている（図3）

クリントン政権の予測でも｛図4｝、赤字を埋める予測は立っていない，

　支出のうち、軍事費が多いのではないかという印象があるが、軍事費は、

厚生省の予算の半分にすぎない〔図3），アメリカ厚生省の予算総額の

95％は一定の条件を満たせば受給できる社会保障給付プログラムである

1図5b・、，この社会保障給付プログラムは、議会で決めたものであり、大

統領にとって自山裁量である予算は残り5％にすぎない。そのため、誰が

大統領になろうと大統領のできる新しい社会福祉政策の試みは限られてい

る　アメリカに必要なのは、議会とうまくやって行ける大統領なのである

　　　　　　　　　　　　アメリカでは、60歳から老人法が適用され、65

　　　　　　　　　　　　歳から高齢者福祉が受けられる。現在の人口
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（約24．997万人）のうち、子どもは6．700万人、

60歳以上の高齢者は・1、200万人であるが、2020

年には、子どもが6．6〔旧万人に減少し、高齢者

は7．200万人と増加することが推測されている，．

確実に高齢者杜会になって行くことが予想され

ている．

　また、アメリカでは、3．700万人の人が健康

保険に加入しておらず、厚生省予算の14．4％が

医療費扶助として出費されているLtところが、
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有効なプログラムがないのが現状である、しかも、たとえプログラムがで

きたとしても、法制化され施行されるまでに、早くて4年かかってしまう

のである。

　経済が不況となり、失業者が増加し、貧困者が増え、社会保障給付費が

確実に増加しているのである。これらのことから、厚生省の必要とする｝

算は増える一方なのである。

アメリカの政策 　レーガン大統領は経費節減の対策としてブロック・プラント（包括補助

金制度）にまとめてしまった．要するに連邦政府から地方政府への規制や

規則も簡素にし、補助金は出すが［は出さない．その代わり、失敗しても

そちらの責任としたわけである。また、福祉改革により、1988年から6歳

以上の児童をもつ親は、働くためのトレーニングを受けることが義務づけ

られた。さらに、クリントン政権は、社会福祉を一・時的なものとするため、

受給を2年間に限定する方針である。しかし、最終的には、経済を回復さ

せなければ問題は解決しないであろう、

高齢者福祉と

児童福祉

　了・どもの虐待・放任通報件数は、徐々に増加しているが（図6）、通報

されているのは、4件に1件であろうと推測されている。高齢者の虐待通

報は、児童の10分の1であるが、通報は14件に1件であろうと推測され、

社会の高齢者虐待に対する認識が低いことを示している。また、高齢者福

祉に対する風当た1’）が強く、児童福祉と高齢者福祉の対立も起きている。

　高齢者福祉の保守的プログラムの改善と児童の貧困に対するプログラム

を考えることが現在の課題である。

図5：1993年度アメリカ厚生省大統領予算案一概略
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貧困な児童の増加 　貧困な6歳未満の児童が、増加している（図7）．人1－1全体における貧

困者の割合に比べ、または他の年齢層に比べ、児童の貧困者の率が高く

（図8t経時的にみても貧困者の割合は、高齢者は減少しているのに対

して、児童は増加している。また、6歳未満の児童総数における、白人と

黒人とラテンアメリカ系の比率に比べ（図9）、6歳未満貧困者における、

その比率は、黒人とラテンアメリカ系が多く（図10｝、各々のグループ別

6歳未満の貧困者率は、黒人とラテンアメリカ系が高く【図il｝民族的問

題とも絡み合っていることを示している

州における格差と

児童の教育
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「良い州」は、コネチカット、アイオワ、カンザス、マサチューセッツ、

ミネソタ、ネブラスカ、ニュー・ハンプシャ、北ダコタ、ユタ、ウィスコ

ンシンなどである。また、反対に、3つ以上の項目で下位10位以内に入っ

ている「悪い州」はアラバマ、アーカンサス、ワシントンDC、ジョージ

ア、ケンタッキー、ルイジアナ、ミシシッビー、南カロナイナ、テネシー、

西バージニアなど南部の州が多い。

　裕福な州は教育にも熱心だが、南部の州は教育意識が低く、アメリカ全

体でも、教育の質（施設、教員）は、ますます悪くなっている。お金もな

く、教育も貧困である低所得者の児童はたいへん苦労することになる。

児童を守るために 　児童福祉の問題は、予算がないこと、プログラムがうまくいっていない

こと、評価データも出ていないことである。

　これまでの、アメリカのプログラムの特徴は、問題が起こってから対処

してきたことである。しかし、これからは里子制度は最後の手段とし、児

童に対して「予防」的プログラムにお金を出して行かなければならないの

である。

参考資料 1）多々良紀夫：岐路に立つアメリカの社会福祉・保護政策、月刊福祉

　　Vol．76　：108－113、　1993．
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　講演報告

　　　　　　　　　　　　　ニューヨークの光と影

砂金玲子女史の講演「ニューヨークの児童福祉一見たこと聞いたこと」

1．アメリカの社会福祉

　　　　　　　アメリカでも日本でも、社会福祉の発端は宗教的な機関で行われてきた。

　　　　　　社会福祉は、実際に人にかかわり、人の生命や人生を左右するものである。

　　　　　　　アメリカの福祉制度は、1935年のルーズベルト大統領によるニューディ

　　　　　　ール政策に基づいており、1974年児童保護法が成立し、政治・経済を含め

　　　　　　た変動に関連しながら今日に至っている。しかし、児童保護法よSPも先に、

　　　　　　動物保護法が存在しており、アメリカにおいて、本当に子どもの福祉を考

えてきたのか疑問がある。（事例1）

ゴ…　講師紹介…’…’…’’’’”…“＾”…’’”…’…’”“’”…’……’……”　’……l

i砂舗子（いさご・れい・）　　　　　　i
i早細大学文学部社会学科卒業eアメ・」かディユベル・カレi

i　ッジ社会学科卒業。バファロー大学大学院社会福祉科卒業。国際

i社会事鯛、カソリ・ク慈辞業刷二鱗．］967年よりニユー・i

i　一ク市勤務。人間資源管理局社会福祉部を経て、現在児童福祉部　i

iス＿バー．バイザー。　　　　　　　　i

i　著書：ニューヨークの光と影　朝日新聞社：ig90年、他。　　　　i

砂金玲子女史

親権の一時停止

：一一・…事例1…・・……………・………・………・・……

i　　1世紀ほど前に、体罰として身体的な虐

　待を受けていた9才の子どもを救出するた

i　めに、“動物保護法“を援用させて救出を

i　訴えたという。

　この間に、最も注目すべきものは、1979年の福祉法の改正による、「親

権の一時停止」が認められたことである。

現在では、2年間親権が休止され、里親に預けられる。2年後、子ども

が親の家に帰れるか検討し、親の準備がなければ、また、子どもの同意が

なければ、親権が停止される。あるいは年令によっては自立していく。残

　　　　　　　　　　　　　念なことに、実際には約40％の子どもたちが、

　　　　　　　　　　i　　自分の家庭へ帰ることができない。

　　　　　　　　　　　　　　子どもの権利という立場に立てば親権の停

　　　　　　　　　　i　止は、一時的に預けられる里子より、養子と

　　　　　　　　　　i　　して安定した状態で可愛がられて成長した方

　…・…一…………・…・…1　　が良いであろう。
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2．福祉の阻害要因としての文化

　　　　　　　子どもの福祉を阻害する要因として、アメリカならではの文化的な問題

　　　　　　がある。子どもが救出される原因は、アビューズ（虐待）やネグレクト

　　　　　　（放任）であるが、ニューヨーク市で現在里親に預けられている約7万6

　　　　　　千人のうち、96％が黒人とヒスパニック系の子どもたちである。

人権問題一ダブル

スタンダード
　アメリカ社会には“ダブルスタンダード”があり、白人であるか、黒人

又はヒスパニック系であるかによって、生活そのものが全く違っている。

もちろん教育の場面などでは、改善の余地がないかという焦りの反面、社

会的には明確な“ダブルスタンダード”が存在している，就職、教育の機

会、その他さまざまな面で黒人たちへの差別が存在しているのである。

　アメリカは移民の国であるが、移民して来た親たちは、まず言葉が通じ

ず良い仕事につくことができない。しかもアメリカ生まれの二世たちも、

依然として煙突掃除や皮革加工などの仕事の域を脱し得ない状況がある。

麻薬と犯罪 　虐待や放任をする親の一番の原因は麻薬である。1980年代には、クラッ

クという麻薬が流行し、麻薬と犯罪という文化が形成されている。（クラ

ックというのは、1回分10ド、くらいで、小学生でも容易に手に入れられ

る。）さらに重要なことは、これを吸っていた若い十代の妊娠女子高生た

ちから産まれた子どもが、学校でも非常に落ち着きがなく、椅子に座って、

先生の話を聞いていられないという報告がなされた。出生する赤ちゃんの

11％が、ドラッグをする母から産まれてくるのである。

労働力として 　歴史的には、子どもが労働に使われていたという事実がある，子どもは

体が小さいので、かつては煙突掃除に良く使われた。また、1850年から

1929年まで、孤児となってニューヨークに集まった子どもたちが、CAS

によって強制的に北西部の農家へ労働力として送られたという史実もある。

現在でも、チャイナタウンでは、縫製工場などで小さい子どもたちが潜り

で労働させられている。

個人主義 　アメリカには‘’あなたの知ったことじゃない（Mind　own　your　business

！）”という個人主義的な考えがあり、これが通報自体を遅らせることが

ある。医師・教師・保母の職業にある人は通報しなければならないという

法律は、1964年に定められていたが、これらの職にある人々でさえ、見て

一
Iz9　一



見ぬふりをしていた。1980年代に入って、黒人やヒスパニック系の家庭だ

けではなく、中流の家庭にもたくさんの虐待ケースが生じたため通報義務

が強化された。

しつけ（体罰） 　真剣に育児を考えている父親の場合でも、“しつけ”という名のもとに

ひどい体罰を加える親がいる，父親としての権威を保つために儀式的にす

る場合もあるが、感情的行き過ぎとみられる場合がある。その他、1980年

代には、性的アピューズ嗜待）なども数多く取り上げられた。

　また、アフリカから移民した家族の父親の厳しさは、むごいものである。

アジア系では、特にフィリピンの人たちの体罰にも非常に厳しいものがあ

る。勿論通報もあるが、家庭訪問でも、“それぞれの文化的・伝統的なし

つけがあるので余計な口をはさまないで欲しい”と言われたことがある。

宗教的対立 　同じ白人のクリスチャンの中でも、プロテスタントとカソリックでは、

考え方が厳しく対立している。中絶に対する考え方では、プロテスタント

は中絶を認めるが、カソリックでは禁止している。（事例2）

3．里親養護の間題

　　　　　　　里親を必要とする子どもの増加に比べ里親が少ないため、ソーシャルワ

　　　　　　ーカーたちは、養父母を探すために、パーテ（一を催したり、子どもの写

　　　　　　真と紹介文を学校など公開できるところや、各州にも配り、街頭で通行人

　　　　　　に呼び掛けたりさまざま努力をするが、養父母探しは難航している，

　　　　　　　アメリカ全体では人口の14％が貧困であるが、ニューヨーク市の里子に

　　　　　　出される子どもの42％が貧困である。その他、人種問題とも相まって、現

　　　　　　状での里親養護において、子どもの措置や受け入れ態勢には、さまざまな

　　　　　　問題がある，

事例2

　里親がカソリックで、その里1こが妊娠

して、子どもが中絶を希望したことがあ

ったcその里親もカソリックのソーシャル

ワーカーも全く預かり知らないことにし

て、子どもを一・時的にプロテスタントの

里親に預け、1’・どもは市のソーシャルワ

ー カーに連れられて中絶し、翌日、また

もとのカソリ・ノクの里親の家庭へ帰った：t
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人種閥題と

新たな危険性
　黒人のソーシャルワーカーは、“黒人の子どもには、黒人の里親や養父

母の家庭が適している”と主張している。白人の人たちからの里親、養父

母の申し出も、拒否されることがある。しかし、実際には実現が非常に難

しいことである。何故なら、里親や養父母を必要としている子どもたちは

ほとんど黒人であるからである。

　そこで、これまでは生活に余裕がなけれぱ里親になれなかったが、里親

になる黒人の家庭を増やすために、里親になる基準を下げている。現在で

は、生活保護の受給者でも里親になることができる。

　これは確かに現実的で、より多くの黒人の家庭が里親となることができ

る。しかし、これに伴い、子どもが里親の家庭で遭遇する危険も多くなっ

た。その結果、ソーシャルワーカーに、措置の際には十分な慎重さが要求

されるようになった。

4．在宅福祉を目指しての新しい試み

　　　　　　　子どもを家庭から救出した場合でも、現在では、可能な限り家庭から引

　　　　　　き離さないような取り組みが行われている。例えば、ハウス・キーパーを

　　　　　　派遣し、あるいはホーム・サービスをおいて子どもたちに食事を与えたり

　　　　　　買い物等の手伝いをするなどのサービスを提供している。

ホームビルダー 　この一環として、民間施設によるホームビルダー・プログラムが、1993

年10月から行われる予定である。これは一人のソーシャルワーカーが常時

2つの件数を担当し、24時間態勢で、その家庭から呼び出されるといつで

も必ず家を訪問し、必要な処置をするというものである。そして市のソー

シャルワーカーたちが民間のソーシャルワーカーたちをモニターするので

ある。市の負うべき仕事が徐々に民間へと移行されているのである。

家族とは何か 　血縁に基づく本来的な家庭が、もはや家庭としての機能を失いつつあり

血縁、血族だけに頼っていられなくなってきている。むしろ、血縁に基づ

かなくても、子どもにとって心身共に健康な生活のできる家庭であれば良

いのではないかという傾向になってきている。マサチューセッツ州では、

子どもの両親として女性の同性愛者が認められた（片方の出産した子ども

であったが）。このような時代のもと、里親や養子縁組という制度がさら

に必要になってきたわけである。
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講演をふりかえって

明日への児童福祉

講演後、多々良・砂金両先生を囲んで．

　二．・；．一ヨークを愛i＝れる砂ゴ・先牛．の講演：ま、’ノーシ・t・ルワーカーとして

の豊富な実践に裏付けられているだitに、さすがに説得jJがあプた、

　なか一こも、児市禍刊：にお：tる現．在あるいは「1；ii史的な“影’層に触れ、本来

的な福祉のあil戊∫に鏡く」［］］jながら、あくまでもゴ・．ビもの・”：場に立プて実

践しようヒする姿勢には、ソ．ロ’フ．〉．ノショナルと「，．’この信念をt”tこうとす

る芯の強1．を盛し、感銘深いものカiあった

　福守1［の担いT：としての、人間性や｝’・どもに対する姿勢は、き見ゴーの絆など

人間灯を尊屯されている．ことを感した　人間を愛L．て．1ヒまない先生の’Lき

かたが伝わ・ドてくるのを感Vた　1司じ福祉従’力者の・人とL．て、強くt！l気

づげられるも．」りがあ・．．．た

　それ：：しても、1／R｛liのアメリカ〔り膓」つ、麻薬、　IXI悪犯罪やホ・・Z．・レス、

あるい；ま・性的駐〔1≧6や人種問の．葛藤；こ．代～ミされる”影”が・1〔ilに解部の兆L

を見・せない　 このニュー一ヨークで、・IY〈済を・必‘宏：ヒする｝「一とボもたち．ゾ〕竺まき．

まな福祉1：目il；一の」状「兄は、ヒニこにその）亡1助を見い川すので多）ろうか

　行き．拍」く：λこの全く見えないかのような醇il澹ノ：る将来を・↓是えながら、第．

辛泉：二1：元〆つソ・・シャル「フーカーたちilAt］1：i這’｝1者ソ〕、そぴ）’ヒ々とした単kいレ「）現

場に触れる機会かなか一　．／たの：よ残念であった

　多々良先生の’s福刊：の領域て＼日卒こか先進国．ヒなノLる時期力㍉もう川1近

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に迫・．にごいる”　というi．i’柴に、福

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祉従．’ll者’e．）ひヒi］ヒして撒乏雛され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たようなンvカXした

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児1覧も「i刊／にお：テる，目本狙lr1の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」見きものをltF発見しなけれ1まなら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なLビご．あ／｝う　レf川丁にll．4ミ’こも蔚「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たな児II㌔：：福祉ソ〕問題に対処Lてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くために、将来を見」唾㌧た］：防的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な一　ターr　策力言一Z・‡葵　イく　1》J．クこ『≡こ．あ　る　　　　 1　｜　「嵩、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の間近な問題に囚われる．ことなく、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YU　E’i’1：福祉の理1．想をさぐり、その’£

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　jlitのたM）の戊ミ輌文をそゴう・z・【茨力．ミある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であろう
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研修をふりかえって

Part　7 感想録

15日間の海外研修で得た

感動・喜び・

忘れ得ぬ想い出

おどろき・発見

　　　　　のあれやこれや

帰国してからの私たちの変貌は？

などなど……

ざっくばらんに、

団員それぞれの思い出を

ピックアップしてみました。
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「子ども観のちがい」に感動

聖ヨゼフホーム

松本恭典

人間観の確立を
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レジデンシャルケアの児童とティーン
エージャーのための手引き（カナダ版）

　この研修での私自身の課題は、カナダ、アメリカにおける児童観、ある

いは人間観を学ぶことでした。その理由は、毎日の養護実践の中で最も重

要なことは、“子どもをどう見るか4一あるいは”人をどうみるか”という

ことだと強く感じているからです。言い替えれば、人間（私）と人間（他

者）との関係は何なのかということです。子ども達との毎日の生活の中で、

私は“子ども達・一人ひとりが、人生の主役である”と言い聞かせつつも、

ともするとその人格を意識していない自分と行動に気がつくのです。また、

養護についての専門性が問われて久しいけれども、杜会的福祉であるから

こそ、その第一の要素は人間観の確立だと思うのです．何故ならそこから

養護の目標や援助技術、論理（例えばバイアステックがソーシャルワーカ

ー の7原則としてあげたものなど）さえ導かれると思うからです。

　さて私たちは、研修の前に、高橋重宏教授邦訳、資生堂社会福祉事業財

団発行の「レジデンシャル・ケアの児童とティーンエージャーのための手

引き」を手にしました。まさに衝撃でした。子どもを徹底的に尊重してい

るという感じなのです、日本の現状とは明らかに差がありました。つまり

大人は子どもの優位に立っているという根深い観念から生じる不平等です。

何故なのでしょうか。大人は子どもより力が強いからでしょうか。知識が

多いからでしょうか。それとも経済力の差からでしょうか。この点につい

　　　　　　て高橋先生は、明治民法下で確立された家父長制家族制度や

　　　　　　ローマ法の影響など、を指摘されています。

Ji　　　　　こうしたことから私にとってこの海外研修は、前掲の手引

　　　　　　き書から窺われる児童観、人間観を検証することだと思えま

した。はたして主にトロントでの講義、見学ではそれを裏付

ける制度や施設、あるいは人びとを垣間見ることができまし

た。例えば、子どもの問題は家族と切り離して考えられない

という分析から、家族をまるごとケアするIFTU（集中的

家族療法ユニット）などは画期的です。また、ケアワーカー

に対してソーシャルワーカーが、そしてソーシャルワーカー

に対してスーパーバイザーが助言するシステムにも納得でき

ます。もちろんこうしたことは、高福祉・高負担という仕組

みによって実現しているのです。しかしそれだけではないこ
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Big　question

とを窺わせる例がいくつもありました。行動上の問題を抱えた子どもを、

地域から切り離すことなく、一般の高校のなかに設けたクラスでケアし、

教育しようとするシステムもその一つです。また、人権をテーマにした講

義の際、私たちが「おそらく日本では、躾という名のもとに叩かれるとい

う行為を受けずに育った子どもは、少ないでしょう。」という発言をした

ところ、カナダの講師の方々が驚きの表情を見せていました。こうしたこ

とは、金銭の問題ではなく、児童観の違いを窺わせます。

　研修も半ば、ある講義の質疑応答の際、私は子どもを虐待する人と、逆

に子どもを保護しようとする人の間には、どんな児童観の違いがあると思

うか、と質問しました。しかし上手く表現できずに言いたいことが伝わり

ませんでした。やっと伝わったと思ったら講師の方から帰って来た言葉は

「Oh！big　question！」そうなのです。限られた時間の中でこの問いかけ

は、大き過ぎたかもしれません。でもなにかヒントになる一言が欲しかっ

たのです。

　この一‘Big　question　1”は、私が×学時代、秋山智久先生が熱く語る社会

福祉哲学と出会った時から始まり、今後も続く私の根源的なテーマだと思

っています。と同時に、海外研修を終えた私にとってこれからの課題は、

仲間たちとこの研修で学んだことをどれだけ仕事に生かしていくかという

ことです。制度の改善という大問題もありますが、トロントもやはり1日に

してなったわけではありません。過去に対する反省のヒに今があるのです。

　以上、私の感想を綴ってみましたが、この思ってもみなかった海外研修

と、良き仲間との出会いの機会を与えてくださったことに深く感謝してい

ます。

苦しい時、励まし合える仲間ができた

鳥取こども学園

田中佳代子

　カナダ・アメリカでの海外研修は、私に多くの感動と刺激を与えてくれ

ました。海外の福祉に触れることにより、日本の福祉を考え、自分自身一

歩前進したいとの思いで参加しましたが、出発前、私は、担当児童の問題

で頭を抱え重い気持ちで園を出ました。しかし、一歩外へ踏み出してみる

と、そこには日本では見られない異国の風景があり、各施設での暖かな出

迎えに驚くとともに、研修団の皆さんのいたわりとやさしさを感じ、日頃

の子どもたちとの格闘に沈んでいた自分の殻が破れていくのがわかりまし
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生き方を変える可能性

大切にしなければ

いけないこと

すべては「人」に

た。そして子どもたちにもこの刺激を与えてやりたいと思いました。「人

間にはさまざまな生き方があり、それは懸命に生きることによって肯定さ

れてゆく。だから、自分の殻に閉じこもっていないで、もっと広い目で社

会を見て、自己の可能性の糸口を見つけ出す努力をしてほしい」と伝えて

やりたくなりました。

　特に、トロントで日系の方々と出会いホームステイさせていただくなか

で、日本人であilながら異国に来て言葉につくせぬ忍耐と努力を重ね、自

分たちの生活を確立されてきた方々と語り合った時、また日本の風土が合

わなくて移住された方が実に生き生きとしておられるのを感じた時、一・つ

のことに固執しなくても、人間は生き方を変える可能性があることを実感

として味わったのです。子どもたちにこの思いを伝えるためにも、私は、

今まで以上に子どもたちと共に前向きに日々を過ごし多くの刺激を与えて

やろう、生き生きしている姿を見せてやろうと思いました。新たな意欲を

もって帰国できたことは、私にとって大きな収穫でした、

　海外研修のなかで．一番驚いたことは、ティーンエイジャーの未婚の母が

多いことと、離婚率が非常に高いことでした。養護施設に働いていると、

家庭のしわ寄せを受けた子どもたちの悲痛な叫びの中に、社会崩壊、秩序

の乱れによる危機感を感じます。しかし、日本の社会背景にはしがらみ的

なものが多く存在し、時にはそれを重荷に感じることがありますが、日本

の道徳的背景がある以上、カナダ、アメリカにみるような悲惨な状態には

なり得ないだろうし、そうあってはならないと思うのです。日本の質の良

い伝統、’ヒ壌を私たちはもっと大切にしなければいけないと感じるととも

に、海外の福祉をストレートに取り入れることは多くの危険性を伴うと感

じ、児童の人権保障の面で何が大切なのかを考えてゆかねばならないと思

いました。

　人権を守ることとわがままを通すことの微妙な違い、権利と義務の兼ね

合い等、もっと真剣に考えて行かねばなりませんcどんなに素晴らしい福

kl：体制や技術があっても、それを上手に活用しなければ意味がない，やは

り、すべては「人」にかかっていると思うのです、トロント・ニューヨー

クのように、福祉の上にあぐらをかいて生活することを良しとする人をつ

くらないためにも、人間としての価値観を伝えてゆきたい。そのうえで、

トロントで学んだ児童福祉における質の高い専門性、組織性、児童、家族

に対する数々のプログラムと綿密なトリートメント等々を、もう一度考え

直して行きたいと思いますe子どもは、家族の中に育つのが最善であると
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社会のニーズの把握

いうトロントの福祉理念は、私も共鳴できる所があ：）ます　しかしながら、

経済大l」1｜と呼ばれる現在の日本では、核家族化、少1’・化、価値観の歪み等

により家族そのものが崩壊し．健全な養育が非常に困難な状1世ヒな一．、てい

ます　健全な家族の育成という意味で現在重視されつつある家族療法か、

トロントでは以前から確、》：され先進的な発展をめさ．している点は高く評郁i

されるものであil、今後も多くのことを学び、家族と施設、地域、社会か

体となって、児童のノ＼権保障に努めてゆかなければならないヒ思います

　施設は今、社会のニーズに併せて変化しつつあ；iます　駄たち職員も同

じ所に留まることなく、社会のニーズを把握［一　．厚門性を高めて1｝∫進して

ゆかなければならないと確信します．

　今の感動、情熱が絶えず続けは良いと思うのですが、現実の蔽しさ、自

己の弱さのためにきっとまた、自分の処遇に行き詰ま；〕悩むi．1が来ること

と思います．＝そんな時、声を掛ければ励まし合い助ばを得るこヒがてきる

研修団の仲間達が全国各地で頑張っているという励みは、海外研修を通し

て得られた私の大きな財産となりました．

カナダの子ども達（CAS年間リポートより）

カナダで知ったウェルビーイングという理念

郡家母子寮

吉田鈴子

　9月8H水曜、▲r・後［2時lu分発シカゴ「行き、JAL｛．llt）便は資生堂社

会福祉海外研修団員25名を乗せ飛びたった

　今回の研修先はカナダのオンタリオ州都トロントを中心にケベ．ノク、二
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ユーヨークの3都市であった。機内では現地の時間に合わせ眠るようにと

アドバイスを頂いたが、眠ろうとすればするほど眠れず、小さな窓から地

kより少しだけ近くに見える北斗七星や町の灯りを見ながら、飛行機が夜

明けの世界に進むのを待った。やはり初めての海外で緊張していたのだろ

うと思う。シカゴ経由でトロントのホテルに着いたのは夕方だったが、カ

ナダは夏時間のため太陽はまだ高いところにあった。トロントもケベック

も緑におおわれた美しい都市であるが、ケペックはトロントとは全く異質

の文化を感じる州である。それもそのはずトロントは125ヵ国語が使われ

ていると言われるほど、多民族が共存する都市であるのに対し、ケベック

は人口のほとんどをフランス系が占め、会話もフランス語が主であり、単

・一民族に近い社会である。ケペックは本当に美しい静かな町である。研修

を終えた後、全員で市内観光にでかけた。宿泊のホテルからもさほど遠く

ないところにある、小高い丘、全面芝生の戦場公園に行った時のことであ

る。戦場公園の眼下を流れるセントローレンス川の対岸の町から「ガラー

ン・ガラーン・ガラーン」と鐘の音が響いてきた。一度外国で教会の音を

聴きたいと思っていた私には、心和む嬉しい鐘の調べだった。

見学で感じたこと 　オンタリオ州では「子どもは家庭で育つもの」という理念に基づいて、

いろいろなプログラムが実施されている。子どもにとって何より家庭が×

切であり、そのために家庭の持っている能力を十分に生かそうとしている

ことを、私はトロントのどの訪問先でも感じた。トロントには「子どもは

～ 」の理念のもとに、家庭以外での養育を必要とする児童は里親やグルー

プホームで生活することになる。施設でケアされる子どもはかなり深刻な

問題を抱えておりその解決（治療）を目的としている、

　今回の研修で印象に残ったのは州立のトリートメントセンター・シッス

ルタウンで実施されているインターフェイスという家族療法のプログラム

である。観察のためのビデオやマジックミラーが整備されている住居に、

問題を持った子どもとその家族全員が3日間滞在し、日常の生活を過ごす。

心理学者、ソーシャルワーカー等の専門家がビデオやマジックミラーを通

して、家族を観察し、家族の問題を分析し、子どもと家族のニーズを考え

たプログラム作成がなされるということだ。

　私はユニットを見学し説明を聞きながら、「このシステムの中で家族が

自分達のありのままの姿をだすことができるのだろうか」という疑問を持

った。そのことを尋ねると、家族は初めナーヴァスになっているとのこと
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だが、家庭の改善を目標としている家族であり、3日問の滞在中にワーカ

ー との信頼関係もできゃすいということだった：t

　問題を持った子どもの親はそれなりに罪悪感を持っているため、批判す

るのではなく、問題を意識させ前向きに家族が取り組むようにする．．そし

て子どもの強さや可能性を指摘し、それを伸ばすことが大切である、との

こと、また、どこも誉めるところがないような家族であっても、「うまく

息をしているね1と誉めてあげることも必要であるとのことだった、

　CASのファミリービルダー〈危機介入のプログラム，の説明でも同じ

ようなことが話されており、数週間の介入では家庭の問題は解決できない

が、家庭の持っている長所を伸ばし、家族が問題に向かって前向きに歩き

だすことが重要である、とのことだった。いずれにしても関わるワーカー

の訓練された専門性がプログラムの成功につながってくると私は思ったc・

　福祉に関わる者としてまだまだ未熟な私がおこがましいと思うが、研修

の記録を見ながら、クライエントに対するワーカーの配慮や姿勢に、なる

ほどと頷かされることが多かった、しかしそれは特別なことではなく当然

配慮されなければならないあたり前のことのように思う、しかし、その

’L あたり前”と思えることがなかなかできないのである。母子寮でいろい

ろな家族と出会う、批判をしたり愚痴を言っても問題解決にならないと思

いながらも、自分の心の中で相手を裁いている，これは相手に微妙に伝わ

るものであり、良い信頼関係はできてこない。この研修で専門性というこ

とについて良い学びをさせていただいた．

ユナイテッドウェイ

トロントのYMOAの入ロで
見かけたユナイテッドウェイ

からの助成を示すプレート

　10月の初旬、例年通り、当施設長も赤い羽根共同募金のために早朝より

街頭に立った。カナダではユナイテッドウェイが、日本の共同募金とi司じ

であると説明を聞いた．n本と違うのは、企業が媒体になっており、各従

業員の年収に応じてその年の募金額が提示され、その提示された額が給料

から天引きされる仕組みになっているとのことだ。

　ユナイテッドウェイは民間福祉機関の活動に大きな役割を果たしている．．

しかし査定は厳しいようで、補助を受ける福祉機関はかなりの実績が必要

とのことだった。

　また、ユナイテッドウェイが実施される期間〔9月～10月）は他の募金

活動は一一切されない．，いただいた資料によると’人当りの募金額はアメリ

カ1．600円、カナダ1．000円、日本は何と200円だった。この数字は何を意

味しているのだろうか、n本人はただ一tケチーtなだけなのだろうか．私は
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北米の人は、福祉を自分のこととして受け取っていると思ったのだが……、

　この15日間の研修で、講義を聴き、見学し、また観光や美味しい料理も

いただいた、はっきりと理解できていないが、救貧的な福祉から、全ての

人権を尊重、自己実現をうたっているウェ，レビーイングという理念で、世

界の福祉が新しい方向に動きつつあることも教わった．．n々、流されてぼ

んやりとしている私にはいい刺激が与えられ、ひとつひとつの学びを通し

て自分を振り返t）　，これからの歩みについても考えることができた。少し

残念に思うのはトロントの人々の人権に対する意識を肌で感じることがで

きなかったこと。そして、自由時間を利用して公園などで遊ぷ子どもや設

置されている遊具なども見ておきたかったと思う。しかし、私には公私共

に貴重な1511間だったtt

「豊かさ」とは何かを考えさせてくれた

香川県立斯道学園

黒川　尚彦

あこがれのカナダ

　ああ、これが夢にまで見たあこがれのカナダ！

　そう、”メイプルタウン物語一tとかいうf二ども向けのアニメーション番

組でEtにした、まるでおもちゃのようにかわいい瀟酒な住宅が、どの家々

も芝生に映えて、アット・ホーム（at　home〕さをゆったりと醸しtliし、

街の中の（芸術的な）高層建築群のたたずまいの中にさえも芝生広場が

青々と広がって、メープルの樹木がそよそよと気持ち良さそうに初秋の風

にゆられているじゃないか！

　街行く人々は、色とりどりの好き勝手な服に身を包んで、若いカップル

は腕を組み、あるいは自転車で颯爽とサイクリングする親子連れ、

　街中のゴミひとつない広々した静かな公園には、黒やきつね色のリスた

ちが道行く人間には目もくれずに戯れ遊び、木陰ではベンチで一人読書の

お年寄り…　　．

　そのお隣では、新人生歓迎で沸くトロント大学の若者たちが、節操を保

ちながらも賑やかにデモ行進し、おとなしい静かな街を活気づけている。

　一バスで移動中、もう午後6時だというのに日はまだ高く、明るく澄

みきった空気の中の街角に、清潔さと調和と、成熟した静かな大人のイメ

ー ジを抱いた私は、白分がほんの数日前にやって来た東洋人であることを

忘れて、いかにもおおらかそうなこのコスモポリタンなトロントの街に、

今からでもすぐに同化してゆけそうなはやる気持ちを覚えるとともに、郷
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愁さえ感じそう．それほど“浮いた”自分に気づいたのであった．

　こうして私の研修は始まった．長年の念願であ’，た資生堂海外研6参に参

加の機会がξ」一えられたのは、本当に幸運であった　おそらく　・生で1泣高の

宝物の’つヒなることであろう．．

　しかし、これは研修を終えての感慨であり、’｝揃には、初めてilにする

先進国の児竜福祉の状況にさまぎま思いを馳せながらも、　・方では”はた

して本当に白分が海外研修に行けるのか”と判rlsド疑の毎11であった．．

　海外に来たという実感がやっと湧き始めたのは、航空機の最初の相睦地

のシカゴであったろうか　やや開散とした空港内は静かだが行き交う人ぴ

とは1．El際色豊かで、確かに異国情緒が漂っていた．

　そしてカナダに到着　翌日、児童：保護援助協会等をはじめいくつかの機

関を訪問し、さまさ「まな取り組みを！1聞きし始めた頃から、やっと海外研

修の実感が湧き始めたように思う

　　　　　　　　　　　　研修は、毎日が新鮮　何でもHや耳に詰め込んでおこうと、ついつい貧

　　　　　　　　　　　欲さが頭を持ちヒげてくる、加えて“旅の恥じはかきすて“という方便に

　　　　　　　　　　　も助けられて、できる限り好奇心を発揮しようともくろむ　Lかし悲しい

　　　　　　　　　　　かな、1年間を要した英語の通信教育の成果はみるも無惨で、到底国際人

　　　　　　　　　　　にはなれないことを痛感する、

　　　　　　　　　　　　しかし、団員の誰かにいつも助けられて、貴重な体験をし、見聞を随分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と広めることはできた．二度とT＝
ナイヤガラ近くの大きな花時計の前で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に入れられないこれらの手L産は、

三恒 児童福祉に限ったことではなくて、

団員のjj々とのくつろいだひとと

きであったり、暮れなずむ川園風

景の言いようもない風情や街角で

出会・．）た見知らぬ人の・瞬の表情

であったi）もするのだが、書二きな

ぐった数冊のノートの間にしっか

りとしまいこんできた．くれぐれ

もかの1三f：箱のようにならぬよう

に、これから少しずつ、Jく切に大

切に玩1味させていただこうと思う．
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豊かさとは何か 　これらの思い出の詳細は、しかし、時の流れとともに次第に色あせ、や

がて忘れ去ってしまうかもしれない。

　が、本研修を通じて出会った資生堂社会福祉事業財団をはじめ団員の

方々の思い出だけは、今後も印象深くずっと心に残っていくことと思う、

　思えぱこの研修で、“浮かれた”以外に、何かの変化が自分自身にあっ

たとすれば、そのきっかけはこの新たな人との出会いをおいてはないであ

ろう、

　団員の皆さんには本当に学ぷところが多かった．のみならず大変お世話

になったことに対して、心からお礼を述べたいと思う、

　また、初めて体験したホームステイでも、ご家族の本当に心暖まるおも

てなしに接し、貴重な話を数々お聞きすることができた。

　日本からはるばる移民されて数十年経つご夫妻の、温和な表情でとつと

つと語られる言葉の奥底に、私は、スケールの大きさよりも、むしろ“人

が何かを求めて人生を切り開いていく“ことの凄さに心打たれる思いであ

った。そして、ご夫妻が家族のみならず友達や私たちを非常に大切にされ

ることを目の当りにして、一’体入間の豊かさとは何かということをしみじ

みと考えさせられることとなった。この問いは、今後の私の一もちろん、

仕事を離れても一生涯の課題であり続けることと思う。

言葉は目で聞くものと悟る

小鳩乳児院

山本朝美

言葉は目で

　研修を終えて、久しぶりに通った裏道は、黄色の稲穂に赤の彼岸花の風

景であった，眩しく飛び込んで来たその風景に、美しいというよりも、な

つかしさで、少女チックに、彼岸花の咲く土手に坐りこみ、「日本人なん

だよね」と独言をつぶやいたことを思い出す。

　2週間、英語の世界と、フランス語の世界、会話のできる方の“金魚の

フンー4であった私であるが、？？？の心のあせりは十分に味わうことがで

きた。これも楽しい思い出。しかし、このことが貴重な体験だと気づいた

のは、研修終了後1カ月経過したある日のことであった。

　その1］、フィリッピン人のお母さんと入所児の件について話さねばなら

なかった。日本語は理解できるとのことで、気楽に面接を行っていた。し

かし、肝心の所でピーンとこないなあと心の中で思いつつ、記録していた
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手を休め、顔を上げたその目に、フィリッピン人のお母さんの表情が追っ

ていた。「あっ」あの時の気持ち、？？？　そう、言葉の上でなく、実感

として、心のザワザワとしたあせりが、伝わってきたのである。「ごめん

ね。お母さん」わが子のために一生懸命に正確に伝えようとするお母さん

の姿に、心のザワザワと共に、言葉は耳で聞くのではない、圏で聞くもの

だということを思い出し、自分を叱った。

　今、研修において、たくさんの友人から、たくさんのことを学ぶことが

できたことに感謝している，この心のザワザワ君は、団員の皆さんの一人

ひとりの顔、6時間歩いたトロントの街角、ケベックの家並、青春のニュ

ー ヨーク、そして、フfリピン人のお母さんの目と共に、いつ迄も、心の

中に宝として残り続けるであろうと思う。

国立秩父学園

小沼　肇

垣間見たカナダの障害者福祉

　緑の美しいカナダ、果物が美味しいカナダから帰ってから3週間、洪水

のように物凄い勢いでインプットされた膨大な情報をやっと整理して考え

られるような余裕が多少でてきたように思います。

　障害者福祉に携わるものとして、垣間見たカナダではありますが、知的

な発達障害をもつ2人の青年と話す機会にも恵まれましたので、カナダの

障害者福祉をみての感想を書いてみました。

障害者に優しい国 　2人の青年、また家族の話の中から障害者への差別に関する問題は感じ

られませんでした。むしろ私は障害者に優しい国と感じました。

　それは宗教的な背景ではないかと話してくださる方が多かったのですが、

歴史的にはそんなに昔からというわけではありませんから、反省からの社

会意識の変革、またそれをしてしまう国なので、できたと考えるのが妥当

なのではないでしょうか。羨ましく思いました。

　そんなカナダですが、高校や大学で講演をすることがあり、俳優でもあ

る知的な発達障害をもつD君は、講演する際に一番主張するのはL般の

人の障害をもつ人に対する態度の変革」だそうです。障害者にとって永遠

のテーマになるのでしょうか。

日本がよかった

職員の意識

　システム、考え方、力の入れ方などいろいろと得ることが多かった海外研

修でしたが、この職員の意識の問題だけは私には納得がいきませんでした。
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　シッスルタウンは規模などは違いますが私の勤務する国立秩父学園と機

能も職員体制も本当にそっくりでした、

　しかし、違っていたのは職員の勤務年数でした。シッスルタウンのよう

にほとんどの職員が2年で退職してしまうことなど日本では考えられませ

ん一トロントでは特殊学級の先生も同じでした，日本が終身雇用制度にな

っていること、また給与面などが理由として考えられますが、私には重要

な問題で、悩んでしまいました。

　知的な発達障害をもつ人びとにとって他の障害をもつ人びとの補聴器や

白杖に匹敵するものが「人」ですL．そして障害が重くなる程に関係をもつ

ための時間を要します。私の経験では、知的な発達障害をもつ人びとにと

ってその人との関わりが重要なポイントになると思います．

　仕事の醍醐味としての観点からも、職員が充実感を味わう前に辞めるこ

とになってしまうのではないでしょうか。

　文化の違いなのでしょうか、

　やっぱり、その点では日本でインケアーを受けている知的な発達障害を

もつ人びとの方が幸せかな………と思ったことでした、

知的大ぜいたく旅行

子供の家

上田一恵

　何もかもが不安だらけの中で始まった私にとっての海外研修t、不安だけ

ど行ってみたい．「行ってみたい」ただその気持から始まった。

　申し込み書類を提出して、待つこと約1ヵ月．参加決定の書類を手にし

て、周りからの「おめでとう。良かったね。」の言葉にも嬉しさとともに

またまた、不安がむくむくj事前研修に行って、書類の山を手にしてまた、

むくむく．

不安の中での出発 　まだまだと思っていた研修出発の日がやってきた、荷物は大丈夫か、忘

れ物はないか、2週間ちゃんとやっていけるのか、研修についていけるの

だろうか等、きりがない程の不安を抱えての東京行きだった。

　ところがである。出発してしまうと私のなかの不安はあっという閲に小

さくなり、いつの間にか無くなってしまった。何もかもが新鮮。驚きと感

激の連続で私の心のなかに不安のいる場所はすぐに無くなってしまったの

である。
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　シカゴ空港に降りて、まず空港の大きさに驚かされた。思えばこれが何

もかもが大きなカナダ、アメリカの始まりだった。

はるかなる地平線 　そしていよいよ、最初の研修地であるトロント。水平線がある。なんと

湖なのだ。周りを見渡すと遙か彼方まで地面がつづいている。地平線と、

水平線。雄大な景色を目にして「カナダに来たんだ。カナダなんだ1」と

実感する。

　さて、肝心の研修が始まる。初めはなかなか理解できなかったが、いく

つか講義を聴いていくうちにそれらが少しずつつながり、おぽろげながら

も全体像が見えてくる。全体を通じて施設の立派さ、人員配置の多さ、そ

してどこにいっても職員が誇りを持って働いているということを感じた。

　日本の現状を考えると十分恵まれた人員配置がされているように思うが、

それでも「まだ足りない。増やしてくれるように掛け合っている」という

ことをきいたとき、常に子どもを中心に考え、よりよいサービスを目指し

ている姿勢を感じた。日本においては職員の意欲に頼るところが大きすぎ

るように思う。

　人権ということもとても大切にされており、子どもだけではなく、職員

の人権も守られている。人権を守らなければいけないというよりも、守ら

れて当然のものになっているように感じた。

　「子どもは家族の中で」という理念のもとさまざまなファミリーサービ

スが行われている。今後の大きな課題として考えていく必要を感じた。

養護施設がない 　何より、日本と違う点として「養護施設」が無いということ。インケア

にしない、インケアにする場合もまず、里親。無理な場合にグループホー

ムというように個別的な処遇を考えている。もともと、大きな施設が無か

ったわけではなく、施設がグループホームや里親に変わっていっている。

日本とは、社会的背景や家族の形態、考え方も違うので同じようには行か

ないと思うが、子どもを措置するときの選択肢の一つとして里親やグルー

プホームが考えられるようにならないかと思う。

　ケベックに移動して、予備知識としての同じ国であってもまったく違う

ということを実感した。同じ陸続きであることが信じられないくらい、言

葉や文化も違い、町並みも違うのである。

　講義を聴いていても、トロントと比べて少し日本に近いものを感じた。

それでも、人権を大切にしようとする姿勢や職員の配置、青少年保護の制
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親切であった。しかし何よりもほっとしたことは、短期間でそれぞれのメ

ンバーとも親しくなれて、私自身が援助を要求することができたことであ

った。また、心くばりもありがたかった。皆さんのおかげで楽しい時間を

過ごすことができた。

社会的不況の中で 　現在、社会的不況のため、カナダでも失業率が高まっており、見学した

どの施設でも聞かれたことは、失業率の上昇で、よい職場を得るために高

校の中退率が低下しているということであった。障害者に関しても、大き

な施設は、経費がかかるので縮小されてきたが、ケアについては職を増や

すという点で歓迎されるらしい。

　もうひとつ気づいたことは、街や施設があまり障害者に対して考慮され

ていないことである。点字ブロックは、トロント、ケベック、ニューヨー

クでまったく見かけなかった。スロープもあまり見かけなかった。トロン

トの地下鉄では、車内放送が全くなく、これでは視覚障害者は一人で地下

鉄には乗れないであろう。その代わリトロントでは、障害者用のバンがい

つでも無料で利用できるとのことであった。

　また、ガーバー教授の話にも出てくるが、「ハンディキャップ」という

表現を好まず、「ディスエイブル」を好むグループがいるとのこと。それ

ぞれが独立することができなくても、複数の障害者が集まれば集団で独立

することができるというものである。この点には疑問が残る。

互いの助け合いの中で 　健常者でもたった一人で生活することは不可能である。健常者も誰かの

お世話になっているのではないか。障害者の自立とは、できないことはで

きないのである。他人の手を借りなければならないのである。障害者同士

が集まって無理して独立しなくても、健常者の何かに役立てればお互いに

助けあって生活すれば皆の自立が進むのではないか。私は、料理が苦手で

家内にお願いしている。そのかわり番犬の役に〔精神安定剤くらいかもし

れないが）なっている。

　生活保護に関して、アメリカの「基準を満たせば誰でも受けられる」制

度は問題があるとのことであった。働く意欲を起こさせないのが問題にな

ってくるというのである。帽本では、支給額に不満もあるのであろう。）

障害者にとって働くことは楽しいことである。家庭以外のコミュニティー

を持つことになり、その社会の中で何かの役割を果たすのであるtJおどろ

いた点はこのような日本でも、多々良紀夫氏のお話では、「社会福祉におい
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て優れている部分もあり、そろそろ世界の社会福祉のリーダーシップをと

ってもよいのではないか。」また、ラルフ・ガLバー教授は、日本について

階級杜会でないことに福祉の将来が期待される、と指摘されたことである。

　今回の研修で、ひとつだけ残念に思ったのは、準備期間中に「アドボカ

シー（代弁）」に関して全く予習することができなかったことである。n

本にはその概念しか紹介されておらず、欧米では、すでにシステムとして

成立しているようであった，事前に資料を集めたが、システムに関しては

n本語の文献を見つけることができなかった。そのためこの点について全

く質問をすることができなかった。

　今回の研修で、多くの人に助けてもらって無事帰ってくることができ、

感謝している。そして、最も嬉しいことは人生の先輩としての暖かいアド

バイスや同世代の友達が増えたことだ，また、報告書作成において、ある

程度の責任を負うこともでき、みんなと協力できたことを嬉しく思う［t

　ちなみに、板橋区はカナダのバーりントン市と姉妹都市だったそうで、

帰国して間もなくの10月16・17日にカナダフェア93が開催された。そこで

カナダで紹介していただいた、ラルフ・ガーバー教授のご子息のダニエル

さんと会う機会が得られたことも忘れがたい想い出となった。

「カナダ・マラソン記」

愛の聖母園

四蔵幸夫

革靴からジョギング

シューズに

　指導員になってふとしたきっかけで始めたマラソン、その虜となって8

年、しかしまさかカナダで走ることになろうとは。

　元来、へそまがtlなわたしは、観光地と呼ばれる場所に行くと、そこに

群れる人に背を向けたくなってしまう、美しいすばらしいと讃えられるも

のの造られた人工美が、妙に鼻についてしまう。美しかろうと、醜かろう

と、そのままの生の姿に触れたい。そこに生きる人の飾り気の無い、平々

凡々とした営みに触れたい、，そのために、旅にでると、自然とわたしの足

は路地裏へ、路地裏へと向かってしまう。

　今回のカナダでもその例に漏れず、革靴からジョギングシューズに履き

替えた足は、‘F朝トロントやケベックの街を名所旧跡にEiもくれず（とい

うより、事前学習を怠ったためにどれが名所旧跡なのか分からなかったと

いうこともあるが）名も無き道を黙々と走った。
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　トロントはジョギング愛好者も多くべン・ジョンソンのような黒人の男

性に太い大きな声で挨拶されたb、白人の老人のかたと笑顔で挨拶を交わ

したり、と楽しい思いをした。その一方で何気なく走っていた韓国人街で

実はつい最近、移民同志の撃ち合いがあったと聞かされぞっとさせられた

り、ケベックでは、ヨーロッパを思わせる石畳と城壁、それに馬車の走る

風景。その風景が美しければ美しいほど、そこからさほど遠くないところ

にある薄汚れた住宅街と、早朝（午前5時ごろ）にもかかわらず、パス停

に並ぶエスニック系とおぼしき多くの労働者の丸まった背中の哀感が、よ

り鮮烈に感じたりもした。さすが、125ヵ国もの民族で構成される多民族

国家「カナダ」だと変に感心させられもした。

　我々研修団は、カナダの先進的取組みに学ぼうと、カナダの児童福祉の

最先端を見て回ったのではあるが、わたしは、自分の足で名も無き道を走

ったことで、人権保護の思想のもっとも発達した国といわれるカナダのも

う一つの姿を、その肌のぬくもりとともに垣間見ることができたと思って

いる。

モントリオールに続く道　　カナダを発つ日の早朝、モントリオールに続くという道を、ケベックに

　　　　　　　　　　　いままさに昇りつつある太陽のぬくもりを感じつつ走った。いつの日にか、

　　　　　　　　　　　わたしの走ったこの道を、この街並みを、我が園の子どもたちに、わたし

　　　　　　　　　　　につながる多くの子どもたちに、自分自身の足で踏みしめてほしいと、い

　　　　　　　　　　　ささかセンチになっている自分に苦笑いしつつも、心底から熱く願わずに

　　　　　　　　　　　はおれなかった。それほど忙しくも、充実した一日一日であった。

トロントの街並（右手はオンタリ才州立博物館）

呪羅
蕊蜘
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メイプルの木々への誓い

峰山乳児院付設幼児寮　　資生堂社会福祉事業財団の第20回海外研修団の一一員として、カナダ、ア

岡野圭子　　　　メリカにおける児童福祉の勉強の機会をいただきました・私の勤めている

　　　　　　　　　　　峰山乳児院付設幼児寮は、京都府の最北端に位置する小さな町にありますtt

　　　　　　　　　　　その小さな町で、小さな子ども達と生活しながら、このままでいいのだろ

　　　　　　　　　　　うか、まだこの子たち一人ひとりに何かしなければならないことがあるの

　　　　　　　　　　　ではないかと、疑問と納得の毎Hでした。そんな中、今回の海外研修は、

　　　　　　　　　　　自分自身を振り返り、また見つめなおすとても良い機会になりました．さ

　　　　　　　　　　　らに、日本の福祉や外国の福祉を勉強するとても大切なチャンスとなりま

　　　　　　　　　　　　した。

いざ、北米大陸へ1 　初めて外国の地に足を踏み入れた空港で、「あれっ、えっ」と、感じた

のが、なんと車椅子に乗った人の多いこと。思わず車椅子に乗っている人、

介添えしている人の様子に見入ってしまいました。両者ともおしゃべりし

ながら、とても和やかな雰囲気。これが通常のことなのでしょうか。残念

ながらH本では、あまりみられない光景です。

　今まで、知らなかった全国から集まった団員との15日間の生活、そして

ホームステイ先へ、期待と不安の入りまじる研修のスタートでした．

ホームステイで学ぷ 　ホームステイ先は、30年ほど前に移住されたバラル・博子さん宅でした。

その家には、機械の設計から製作で成功されたエンジニアのご主人と、生

後1ヵ月で幽門狭窄のために脳に障害を持つことになった息子さんがおら

れました（娘さんもおられるとのことでしたが、同居しておられない）。

息子さんが5歳になった時、発達の遅れに気づきフィラデルフィア、パリ、

ドイツそして日本と名医めぐりをし、あらゆる方法を試し、「我が子を普

通の子に取り戻したかった」と話してくださいました。そんな焦りが我が

子に対し悪影響を及ぼし、この子にとってはどうなのかと、見直し出して

から子どもも変わってきたとも話されました。それからは、障害に関する

あらゆる会議に出席されたとのことです。このようなことから、今回のホ

スト役を引き受けたとも話されていました。いろんな分野の勉強をされて

いて私にとって自分の無知を思い知らされる一方、このファミリーとの出

会いは人生の中でとても大切なものとなりました，、
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ホストファミリー

との出会い

　緊張しながら訪れたホームステイ先は、想像もつかないような豪邸、そ

のヒ、知的な生活、豊富な知識、作家の桐島洋子さんなどたくさんの著名

人と知り合いとか。私とはかけ離れたお宅でした。

　その中で、今まで私自身が、自分の福祉に対する自己満足の世界だけに

しかいなかったのだと、思い知らされました。

　私自身の福祉への目標、課題というものが、何なのか、福祉という仕事

への思いがどのようなものなのか、問い直しながら研修にのぞむことにな

りました。福祉の進んだ国と日本の福祉を比べると財政的な面で措置費や

職員数など大きな違いが、ありすぎるように思いました。また、宗教的背

景の差や、大学卒業の資格だけではなく、それ以上に職員教育に力をいれ

ているなど、職員の福祉に対しての考え方が、少し違うようにも感じとれ

ました。

視野の広がり 　私は自分の施設に満足し、他へ目を向けずにいたように思います。実践

の中で「これを…」と、思っても自分自身の力の限界を先に考えてしまっ

ていた面もあったのではないかと思いました。全国から、また外国から集

まった仲間達からいろいろな刺激をもらい、視野を広げられ、井の中の蛙

から少しでもはい上がれたように思います。

　訪問したそれぞれの国が、おかれた政治、経済の状況そして多様文化主

義のカナダにおいて、人権というものが重んじられ、ボランティアひとっ

を見ても、医師などの専門家が関わっていたり、とてもうらやましく、素

晴らしい実践を見せていただきました。その感動の中で日本の福祉も素晴

らしいと、思うこともできました。何故なら、カナダにおいては、家庭を

中心としてコミュニティーの中に帰すための取組みが表に強く感じられ、

「一人の個人に対しての思いは？」「福祉の源となる心は？」と少し不安

になる時もありました。権利と義務の問題、制度と個人の問題と言えると

思うのですが、時折権利と制度が先走りし過ぎているのではないかと感じ

ることがありました。私の勉強不足や認識不足も当然あるとは思いますが、

感じたところを素直に表現すると、このようになります。日本人は人権思

想に疎いと言われていますが、まず福祉に携わる私達がそのことをしっか

りと考え、これからの社会を築く子ども達に「人が生きていく権利」の大

切さを「正しく」教えられる実践をしていければと思います。
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良き代弁者に 　トロント、ケベック、ニューヨーク、と北米大陸で見るもの、感じるも

のが、すべて雄大で素晴らしく、その中での追いかけられるような［II程は、

ともすれば自分の気持ちの中で日本の福祉を、打ちのめしてしまうところ

でした．、社会福祉が、その時代の流れにマッチしているかどうかというの

は、技術的なことや設備環境の問題だけでなく、それに携わる者の人間性

が一番大切で大きな影響力を持つということを学んだように思いますttI8

歳になれば親に対して、家族の中で自分の意志、発言が重視される国と、

1】本のように親子の扶養関係が重視される国とでは、民族性や文化の背景

が違うので比較はできませんが、いずれにせよ今私達に求められることは、

子ども達にとって良き代弁者となることだと思いますt）

　カナダで見たメイプルの木々の葉のように、だんだんと色づける実践を

と、思いを馳せています。

そして、オンタリオ州トロントの研修先で聞いたことを胸に！

You　can　take　chi｜dren　away　fronl　the　9．　treet．　bu【　you　cannot　take　away

streets　from　ehik｜ren．

　み　　ち

「街路から、了Lどもを追いやることはできても、∫二どもから、それを奪い

去ることはできないc－コ

親・子・夫婦のあるべき姿を見た

山ノ内母子寮

芹沢　　出

子育てにおける

日本との違い

　今回の海外研修では、講義、見学だけではなく、ホームステイがあった

ために、たいへん奥の深い研修となったと思う。我々のホームステイは、

日系人（戦後移住者）家庭でのホームステイで、2泊3日と短期間であっ

たが、実際に＊一ムステイ先で一緒に生活をすることで、政府の施策、福

祉サービスに対する市民の受け止め方、人権問題1差別）、子どもの権利、

文化の違いによる家族観、児童観の違いについて、現実を見て感じること

ができた．これらはもちろん事前研修、あるいは、施設訪問や講義などで

話を聞いていたことではあったが、より具体的に実感として理解ができた

ことはすばらしい体験であった、、

　私のホームステイ先には、23歳と21歳の息子さんがおられた．、23歳の息

Fさんには、お会いすることはできなかったが、21vaの息了・さんとは、少
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ミルクボーイと呼ばれて

恵まれた教育システム

し話すこともできた。とてもしっかりしておられ、社会性というか、生き

ていく力強さを感じたa奥さんから、息子さんのことについていろいろと

聞かせていただいた。次男は、高校に行っていたが、働きたいと自分から

言い出し、高校を中退し、職につき、社会人として生活していた。しかし、

最近の深刻な経済不況と、社会生活からの経験から、今後の生活に将来の

不安を感じ、職業訓練校に通うことにしたらしいとのことであった。

　私は、母親、子どもそれぞれの話から、お互いが、自分自身の生活につ

いて、自分自身で考え決定していることがとても強く印象に残った。奥さ

んに、高校をやめられたことは、ショックではなかったですかと、お聞き

した。「カナダでは、中学を卒業すると親は子どもの生活に口出ししない

のですよ。私も最初、子どもにどこへ行くの、何時に帰ってくるの、夕食

はどうするの、と聞いていたのです。すると子どもが友達から、ミルクポ

ー
イと呼ばれるらしく、それ以後は口出しするのはやめました。高校中退

に関しても同じですよ。私はショックでしたが、あの子の人生です、あの

子が自分の力で生きて行くでしょう」と話して下さった。私は「また学校

に行かれるようになって良かったですね」と話したが、奥さんは確かに学

校に行くことに対しては喜んでおられるようだったが、日本の母親とはか

なり違っているように感じられた。

　日本の家庭の多くは、子どもが高校を中退し、働きたいと言った段階で

猛反対するのではないだろうか。また、高校を中退すること自体が、社会

性のない、出来の悪い子と評価されてしまっているのではないだろうか。

日本の家庭は、親の夢、希望を子どもに押しつけ、親の体面、面子のため

に子どもの自主性、社会性を奪ってしまっていることがあるのではないか、

と考えさせられる。カナダにおいては、高校、専門学校、大学は、国の援

助が厚く、ほとんど授業料は要らない、大学においては、寮制度が定着し

ており、地方の学生であっても、親からの援助なしに学校に通えるのであ

る。子どもは、中学を出れば、自分自身の意志で生きていくものであり、

親が子どもの生活、人生に、余リロ出しするものではないと考えている。

また自分達の将来についても、子どもは結婚し、家を出れば全く独立した

家庭と考え、老後について、子ども達に面倒をかけない、自分達で生活し

ていく意志がはっきりしている。

　現在の日本では、家長制度が崩壊し核家族化が進み、形の上では欧米に

近い家族形態となってきたが、生活している国民の意識の上で家父長制度

から脱皮しておらず、少子化と相まって子どもの意志、権利を侵害し、精
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夫婦二人で

移住者協会の絆

神的に未発達な子どもを育ててしまっているのではないか、と感じた。

　このようにカナダの家庭を見ると、皆それぞれがパラパラで、家族、地

域社会すら存在しないのではないかと思われるかもしれないが、決してそ

うではない．

　一緒に研修に参加した団員の話であるが、団員が、「何ヶ月もの間、夫

婦二人だけで、遊びにでかけたことがない」と話されると、「カナダでは

考えられないことです、そんな夫婦はとっくに離婚していますよ」と、言

われたそうである、カナダでは、ベビーシッターが普及しており、子ども

をベビーシッターに預けて、夫婦で出かけることは当たり前である。ホー

ムステイ先の奥さんは、こんなことも話しておられた。「子どもは親の血L

が流れておb、可愛がるのは当たり前です。夫婦は元々他人なのですから、

お互いが理解し合い、協力していくことが大切です」。

　子育てについてこんな話も聞いた。子どもが小さいときに、勝手に子ど

も達だけで家の前の広場（芝生戊で遊んでいると、隣の家の人が、とても

怒ってやってきた，「子どもが道路に出ていた、こんな所で遊ぱせては危

険だ、あなたがしっかりみていてあげなさいllと注意されたと言うのであ

る。

　また、学校には古くから、ビッグブラザー・ビッグシスターという取り

組みがり、地域の中で大きな男の子、女の子が小さな子のお兄さん、お姉

さんとなり、一緒に遊んだり、誕生日を祝ったりする。その中で、子ども

達が相互に助け合い、教えあっていく習慣ができてくるという。

　カナダは多民族国家であり、多様文化主義をとっているが、現実には社

会の中に多くの偏見、差別が残されているようである，少し前の話らしい

が、息子にガールフレンドができたが、その子の親が娘に「日本人なんか

と付き合ってはダメだ」と言ったらしく、息子からは電話もできず、彼女

が親の目を盗んで電話してくるのをじっと待っていた。あの時にはとても

可哀そうで見ていられなかった、と話して下さった。

　同じ民族同士ではみんなで団結し助け合っている。トロントには中国人

街や韓国人街があり、それぞれの街の中ではほとんど母国と同じように生

活できるようである。日系人は、第二次大戦中に強制収容所に入れられた

教訓から、集団で固まって暮らすのではなく、カナダ社会の中にとけ込ん

で生活するように努力しておられた。しかし、移住者協会を作り、相互に

連絡し合い、協力し、助け合っておられる。

　私達のホームステイは新移住者協会の方々が受け入れて下さった。新移
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住者協会の方々は、とても団結が強く、おiilい協力し、助け合う川il／扶助

に基づいて紐織されている．この他にJFS（ジャバン・フ7ミリー・サ

ー ビ7．）という団体があり、この組織はカナダ政府の援助を受けて、公共

機関として機能している　新移住者協会の方々は、相i［扶助を行っ’こおり、

我々の訪問に対しても、いくつかの家族ごとに集まって、パーベキューハ

ー テr一を催してドさったり、　’緒に買い物にet－）たりし、ふだんから！

ても仲良く協力しておられることが感じられた　私のホームステイを引き

受けて下さった方は、葡移住者協会の前会長であったが、おll：いに困リた

ときには相談に乗り、トラブルがあったときに［S　．真夜中でもその家に駆

けつけたこともあるとのことであった．柑談は、法的なもの、カナダ社会

内でのトラブルから、F育て、丈婦問の問題とさまさ．まだそうだ

　JFSのように報識化、体系化され、政府から1川：援助を受けて運営さ

れているサービスだけが福祉ではない　移住者協会のみなさんのように、

地域住民の中でおIllいが精神的に支えとなり、人間的なつながりを大切に

し相1＃：扶助の中で生きていくことが、4こ当の意味での地域福祉であると強

く感じた

　カナダ社会においては、家族観、児童観といったものがU本とはかな［）

違う、それぞれの権利、自毛性を尊重し、　・見パラパラのように感じるが、

ホームステイ・いくつかの家族が集って（ホストファミリー・西風氏宅）
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実はそれぞれが、地域社会や家庭の中で自分の権利、他人の権利を守るた

めに、お互いを認め合い、協力し合っているのである。

　子どもの養育は、親の責任であり、義務である。しかし、子どもは一人

の人間であり、個人である。親の所有物ではない。現実の子育てや地域社

会のあり方を短期間ではあったが、肌で感じることができ、私にとってと

てもすばらしい体験となった。

ホームステイからホームシックに

泉ヶ丘学院

乾　隆雄

　生まれて38年間、ホームステイは初めての体験であり、まして外国での

生活をすること自体、夢を見ている状態である。「君は、どう思われます

か？」と急に質問される。「エーッ」と言いたいが、言えない自分である。

　それは、民族の違った夫婦間の“子育て論”である。3歳の子どもを寝

かすのに、妻は添い寝をする。夫は子どもの自立につながらないので良く

ないと言われる。何度言ってもこの状態であると言われる。「君は、どう

思われますか？」と、また質問される。

　多民族国家カナダを構成している一一家族の中での日常の出来事である。

どちらが良い等と言える立場でないが思わず、「互いに話し合われたらど

うですか？」と、失言してしまった。互いに育った国の文化・風習等が違

い、互いの価値観を背景に、家庭の衣生活・食生活・住生活・子育てが行

　　　　　　われる。夫婦が、移住した理由はいろいろあるが、真剣に

　　　　旬

ホームステイ実現の立役者、高橋教授と

新移住者協会の江ロ静子会長

生きていく姿勢を肌で感じた。

　また、母国を離れて月日が長く過ぎても、子どもの子育

てに母国の文化を伝承していく姿勢が窺われる。食事は、

日本食をペースにし、日本語はできるだけ機会あるごとに

教えたい。将来的に子どもを日本に留学させて日本の教育

を受けさせたいと考えておられる。年齢の小さい時からこ

こまで考えておられることに驚き、私自身反省させられる

点が多々あった。

　また、アンケート調査をする中で、カナダについて聞く

ことができた。経済不況のカナダで、税金も高く、教育に

も不信が感じられ、今後どうなるのかと不安を持っている。
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学校では、校内暴力も多く、子どもの人権が優先され、子どもの義務が果

たされず、教師も困っていると聞いている。このような教育環境に子ども

を通わせるのに不安だと言われる。また、人権問題について、町の中でも、

ある民族とは関わらないといった偏見は互いにあり、差別や差別意識は現

実にあると言われた。カナダの国の人権理念と現状とのギャップが少し感

じられた。しかし、最後に日本より住みやすい国だと言われ、「君も移住

してみませんか？」とお誘いをうけた。翌日、分譲住宅のモデルハウスの

見学ドライブにまでつれていっていただいた。

　今回、ホームステイを経験した中で、日々仕事に追われ、忘れていた私

自身の家庭を振りかえる機会を与えていただいたことに感謝したい。ホー

ムステイ中の会話の中で、早く日本に帰りこの気持ちを家族と話したいと

いった一種のホームシックになった自分である。

「pm｛ma－ma－cr－
　　　　　　　　　Toilet紀行

　　旅行中の切実な問題のひとつにToiletがあ

1　ります。見知らぬ異国ではなおのこと。そこで

　　移動する先々で、まず確認したいのがここです。

1　訪問先の方もよくご存知で、こちらから聞く前

　　に必ずといっていい程説明してくださいます。

　　それ程大切なことなのです…？その表示は国に

　　よってさまざまでした。

　　　まずは「REST　ROOM」シカゴはオヘア空港
｝
1　です。名称も初めてならば膝元がスースーする

　　のも初めて。話には聞いていましたが、本当に

　　落ちつかない気分というのを実感しました。

i次はト゜ント・こちらは「WASH　R°°M－

　　Baby　changing－」の案内板。一瞬、「エー！赤

　　ちゃんを交換するの？」すぐにオムツ交換がで

　　きる所と意味はわかりましたが、不思議な気分

　　でした。

一 こぼればなし・一一一一一・・一一P－一一一一一

ケベックはフランス語が公用語とのことで、
　ト　ワ　レ　’　ト

「TOILETTS」男・女もHOMME・FEMME。

「
納観光では．　ts土離さんで拝借．ここ｝・びi

。くり！・馴、、・鋤と。ジ。嬬き。紙！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すが貼ってあり、日本人観光客の多いことを物語　　i

。ているようでした。　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　最後はニューヨーク。ここでは「TOILET」　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
「RESTROOM」だったと思いますが、ケネデ　！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
イー国際空港で目についたのは「RESTROOM」　｛
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研修をふりかえって

Part　2　誌上座談会
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　初めて知りあった仲間と、共に過ごした15日間、この海外研修で、私たちは何を感じ、何

を学ぶことができたのであろうか

　25名の団員は、児童福祉という共通の基盤を持ってはいるが、職種も違い、職場も違う仲

間達でした，それぞれの立場で、思い、感じたことをいま一度確認したい・確認する作業の

中で、ややもすると日常の仕事に埋没しがちな自分にとって、海外研修の意味は何だったの

か、改めて問いなおしてみたい，そんな思いが少しずつ広がってきました、

　この座談会は、テーマに沿ってアンケートに答えてもらい、足りないところは電話での聞

き取りで補い、誌仁座談会としてまとめたものです。第1部・班別研修報告で、語りきれな

かった私たちの声を、少しでも伝えることができたらと思っています、
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　研修が終わってから3か月ほどたち、印象度の自然淘汰といいますか、印象の

強いものほど、今、頭の中に残っているかと思いますが、その辺の所からお話を

伺いたいと思います。

　今回の研修では、非常にたくさんの機関を訪ね、また貴重な講義も数多く受け

ることができました。特に印象に残っている訪問先や、講義等について、お話く

ださい。

　私は、ユースデールのグループホームが特に印象に残っています。インケアの

青年達の処遇を、できるだけ家庭に近いものにしていこうとしている努力がいた

るところに見られましたし、　・人ひとりの子どもに与えられている生活空問は、

日本では考えられないほどの広さでした、ケアワーカーの人数も羨ましくなるほ

どでした

　私も、あのグループホームには驚きましたが、特にその中で、子どもたちにか

かわる職員の専門性の維持・向ヒのためのスーパービジョン体制に感心させられ

ました

　同じユースデールですが、私は、ハイスクールプログラムが印象に残っていま

す．／教育委員会、ユースデール職貝、セラピストとチームで一・つのプログラムが

実施されているのが…。日本ではあまり例のないことですから、とてもすてきに

感じました．
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　私もユースデールが印象に残っています。報告書の担当だったということもあ

るかもしれませんが、それよりも、ユースデールは、半民営組織（QANGO）

であり、私の職場も半官半民の国立民営の組織であるため、非常に親近感を感じ

ましたね。

　また、その歴史的発展が、数軒の保護施設から始まり、社会のニーズに応じて

多様に発展し、通所の相談から病院組織まで幅広い対応をしているところも、私

の職場とまったく同じでした。

　ユースデールのことが続きましたが、他ではどうでしょうか。

　印象に残った所は数多くあるのですか、その中で…つ上げるとすれば、シッス

ルタウンでしょうか。特に家族療法ユニットで、スケールの大きさはもちろん、

ペットまで持ち込めるよう犬小屋まで用意されているとか、問題児の対応で疲れ

切っている療法中の夫婦に、安らぎのため外出の時間を作ってあげるとか、非常

に細かな配慮がなされていることに驚きました。

　私は、その家族療法の中で、どれだけ家族がありのままの姿をさらけだすこと

ができるのか、少し疑問に思いましたが…。しかもビデオやマジックミラーに囲

まれている中で…。でも、このシステム療法がよい成果を上げていると聞き、職

員の訓練された専門性が成功につながっているんだなと感じました。

　他にはどうでしょうか。

　何といっても、PARCでの子ども達との交歓会です。今回の研修では、子ど

もと直接、話のできる機会が少なかったものですから、PARCでの子ども達と

の語らいは、本当に素晴らしい時間でした。

　私も、PARC訪問が非常に強く心に残っています。理由は、　PARCでの取

り組みが“開かれた”サービスであるということに尽きると思います。PARC

に集まってくる子ども達は、虐待を受けた体験や、里親やグループホームでの扱

いに対する不満、あるいはソーシャルワーカーに対する批判などを、子ども達自

らが表現しあい、話し合い、互いに励ましあいながら自分の問題を整理し解決し

ていこうとしているわけです。

　‘’開かれた゜と私が感じたのは、PARCでのプログラムが福祉サービスとし

て用意され、福祉サービスそのものへの批判等をも堂々と表現でき受け止められ

るということ、また押しつけではなく、それが任意のきめ細かな地域サービスの

提供のひとつであるということ、の2点からです。見方を変えれば、福祉サービ

スは生活権の最低保障というナショナル・ミニマムを満たしていればよいといっ

た考えではなく、それを補完するものとして、さまざまなサービスを用意してい

ること、しかも物的なサービスではなく、こういった精神的なものに対する日常
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的なサービスの提供という点でも、私は日本にはまだまだ欠けているところだと

思われ大変感心しました、

　今回の研修では貴重な講演に接する機会がたくさんありましたが、特に印象に

残っているお話がありましたら、どなたかご意見を伺いたいのですが…。

　私にとって’番インパクトがあったのは、ニューヨークにおける多々良紀夫氏

の講演でした、少なくとも、海外に学ぶということは「日本より外国の方が進ん

でいる」という前提のEでの行為なのですが、氏の言われた、「日本は経済と同

じように福祉でも先進国になりつつある。他国の失敗に学ぶべきである。」とい

う言葉には新鮮な響きがありました、

　さらに、ともすれば福祉の仕事は日常的な現場仕事に追われてしまいがちで…

それ自体は大切なことなのですが、多々良氏の講演の中で、今や日奉の若手から

国際的な福祉の分野でのリーダーが出ることが期待されている、という話を聞き、

自の前が開ける思いがしました。

　Hの前が開ける思いがしたところで、次のテーマに移らしていただきたいと思

います．カナダ・アメリカに行く前の事前研修等を通じて、カナダの児童福祉に

おける日本との違いについては、ある程度の予備知識を持っていったわけですが、

実際に現地にいって見て、さらに実感として強く感じられたことがあろうかと思

います。その辺の所のお話を伺いたいと思います。

　個人毛義における’」個一tが大切にされる人権思想が、法律によってきちんと制

度化されているところに大きな違いがあると感じました。“個”が大切にされる

からこそ“家族”もノ（切にされる、しかし、日本の場合は、非常に倫理的な部分

において支えられているのではないでしょうか，”家族”があって“個”がある、

制度的にも空洞的なところを、現場にいると感じるところが多いですね。

　私も同じように、権利に対する感じJi、考え方が制度の中に大きな影響を与え

ていることを感じました，日本でも、まもなく「子どもの権利条約」が批准され

ると思いますが、カナダはひとつのモデルになると思いますね、、カナダでDCI

のメンバーと話をすることができましたが、そのことが、今回、日本で結成され

るDCIに、私も加盟しようと思うきっかけになりました。

　また、家族に対しての視点が、日本とはだいぶ異なっているように思いました、

日本の中でも家族へのアプローチをさらに行えるような体制が必要だと痛感しま

した、

　そうですね、n本の場合、児童福祉というと、子どもだけが切り離されてケア

されることがほとんどですが、カナダでは家族すべてが対象になっているのです

ね．その辺がずいぶん日本とは違うなと感じましたし、とても羨ましかったです

一 160一



栗　原

芹沢

司　会

小　沼

西　田

ね。乳児院では当然、母子が分離されるわけですが、子どもの入所期間中、親に

対してのサポートがほとんどなく、根本的な問題の解決がなんらされないままの

ことが多いんです。いつも、そのことに不満を持っていましたので、よけいそう

感じました。

　私が強く感じたのは、児童のケアにしろ、家族へのサポートにしろ、問題が起

きたときの対応が、とても素早いということでした。日本の場合、石橋を叩いて

渡るといいますか、問題の発生から、何らかの手立てが打たれるまで非常に時間

がかかるわけですが、CASなどの活動を見てみますと、その対応の早さは、ず

いぶん日本とは違うなという印象を持ちました。

　私は、児童観の違いといいますか、日本とカナダでは、その国の発展形態の違

いからくる人権意識のレペルがかなり違うと思いました。カナダでは、子どもは

親の所有物や付属物ではなく、あくまでも一入の人聞として独立した人格を持っ

ていると、社会的にも、また親自身も考えています。これは教育のシステムとも

関係してくることなのですが、私がホームステイでお世話になったところの息子

さんは、高校時代、アルバイトの方が楽しくな1）　．高校を中退して社会に出られ

たそうです。社会に出て、自分の将来を自分で考え、もう一度学校へ行き勉強を

して技術を身につけることにしたそうです。遠回りしているようにも思えますが、

自分で判断できるようになった子どもは自分の人生を自分の意思で歩んでいくこ

とが基本になっているのですね。

　さらに、その家庭のご主人は、今度大学へ入学されるということでした。結婚

し、妻子があっても大学へ行けるだけの社会サービスが完備されていること、時

間的なことも含めて、行けるだけの社会的条件が整っていること、とても羨まし

く思いました。

　児童の権利に対する法体系を含めた制度の違い、家庭支援体制の違い、児童観

の違いなどが出ましたが、その他、社会的背景などの面ではいかがでしょうか。

　障害者福祉については、その居住環境に違いはあるものの、その方法、課題と

も、基本的にはそれほど差がないように思いました。しかし、文化の違いは非常

に感じました。カナダで「どうして？」と聞いても、「どうしてそんなこと聞く

の、聞かれたって……。」という顔をされることがたくさんありました。それが、

文化の違いだったのだと思うのですが、その背景を抜きにしては福祉について語

れないことをつくづく感じました。

　私は、基本的には、社会のありかたが、マジョリティーにとって暮らしやすい

社会か、マイノリティーにとって暮らしやすい社会なのかという違いがあi）　．カ

ナダの場合は、もちろん後者なのですが、それが福祉にも反映されていると思い
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ました。カナダは人権尊重という意味では大変進んでいました。しかし、福祉に

おける人権「圭義」を押し進めることは、具体的には法律等で権利や義務を細か

く規定していくことになるでしiうが、そうすると法や規定に照らしてイエスか

ノーかしかなくなり、サービスの提供者と受益者との関係は対決的で、極端にい

うと、例えばサービスの提供者は多少非情であっても規定されてないことはしな

くてよいということになり、古来あった温情主義的、道徳的な側面はなくなるの

ではないかと思われました、

　日本とカナダの児童福祉の違いについて、いろいろな角度からお話を伺ってき

ましたが、どうも、カナダの児童福祉のよいところばかりが目についてきたよう

な気がします。それではちょっと悔しいような気がしますので、H本の良いとこ

ろも伺いたいと思います，15日間の研修を終え、あらためて日本の児童福祉制度

の良さや日本の社会の良さを感じられた点もあろうかと思いますが、その点につ

いてお話を伺いたいと思います。いかがでしょうか。

　カナダでは、人権を尊重するあまり、個人主義が先行し過ぎているような感じ

も受けました。しかし、日本では、まだまだ家制度のなごりとか、地域意識とか

が強く残っている面があり、そのことによって、道徳観念等が支えられている気

がします．，それが、すべて良いとは思いませんが、日本の風土の良さをあらため

て感じました，また、施設処遇の面でいえば、カナダは、ビジネス的感覚が割り

と強いのに比べて、日本は、情でつながっている部分が多くあり、やはり、人間

同士の触れ合いの仕事として考えると、時には情がじゃますることもあるんです

けど、本質的には、とても大切なことなんじゃないかと考えてしまいました。

　カナダで、税金が高いという話をあちらこちらで聞きました、福祉制度が発達

しすぎて、それを維持するために税金が高くなり、また、働いて生活を維持する

ポーダーライン上の人の失業率が高くなることで、働くことに消極的になってし

まうという話も聞きました。そんな話を聞くと、日本人の“はたらきパチ”の姿

勢も、社会を支える大切な力なんだと感じました。

　前の話でも触れましたが、カナダは一つの福祉の方向としては進んでいると思

いました。ただ、例えば、ひとつひとつの機関は最・ヒのシステムとサービスを志

向しているのでしょうが、厳密に自己の役割を規定しているため、レファーを中

心として全体のシステムが成り立ち、一人の子どもの立場からは、ケアーの一貫

性、連続性を欠くといった問題もあると思われました。

　日本の場合、職員の志の高さと過剰な労働の上に成り立っているとはいえ、子

どもの情緒的発達には、その温情主義的立場、関わりの連続性が寄与している点

も大きいと思われました．
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　私は、日本の福祉を支えているもののひとつに倫理観があると思いました。日

本でも、離婚率、未婚の出産率共に上昇はしていますが、カナダやアメリカのそ

れとは比べ物にならないくらい低い値です。また、単一民族の国家であるため、

社会病理現象が非常に少ないといえます。つまり、倫理的コントロールがしやす

く、そのことがある意味で子どもを守っているといえるのではないでしょうか、

　ありがとうございました。日本の良さも少し出ましたので、ほっとしています。

　さきほどカナダの児童福祉制度の良いところがたくさんでましたが、その中で、

是非これだけは日本でも取り入れ、具体化していかなければならないと感じたと

ころがありましたらお話ください。

　私は、ファミi）一ケースワークというところに、もっと目を向け制度化してい

く必要があると感じました。そのためには、まず専門家の育成が必要かと思いま

す。また、養育里親の制度が、子どもを措置するときの選択の一一つとなるぐらい

の整備ができるといいと思います。施設の存在を全く否定はできないと思います

が、ほとんどの子どもが養護施設へという現状は打開すべきだと思いました。

　私も、同じような意見ですが、子どもだけでなく、親も含めてのケアが充実す

るような方向へ行ければと思います。そのためにはケースワーカーの数を増やさ

なければいけませんが…。カナダのように親子別々のケースワーカーがつくよう

な体制が、日本でもできればと思っています。

　家族を支えるということについては、是非、日本でもファミリービルダーの制

度が導入できればと思っています。現在、老人障害者の方へのヘルパーの派遣は

認められていますが、母親に問題があって子どもの養育ができない場合は認めら

れていません。実際、精神疾患の安定期にある方の子育ての援助を求め、市のヘ

ルパー派遣を打診してみたこともありましたが、制度としてそこまで手がのばせ

ていないとのことでした。

　施設が、専門家として、ファミリービルダーの派遣ができればという夢はあり

ます。実際、要請はよくあります。退所後、不安になったお母さんの電話に1時

間も2時間も付き合っていると、同じ時間、家庭に行って話を聞いてあげれtX

もっと効果はあるのにと、よく思います。

　私は、家庭療法を日本でも、もっと多く取り入れていければと思います。家族

療法は、今、日本でも取り入れられつつありますが、まだ確立された段階までい

っていないのではないかと思います。家族全体をケアしていくことで、子どもの

状態が改善されるケースは多いわけですから、カナダで行われていたような家族

療法をもっと研究して、日本の杜会に適応できる形で取り入れていければいいと

思っています。
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　家族支援体制の具体化についての意見がたくさん出ましたが、他の点に関して

いかがでしょうか。

　私は、日本の場合、行政の児童福祉問題に対する国民への啓蒙活動がまだまだ

足りないような気がしています、例えば子どもの権利条約や1994年は国際家族年

だということについて、一般の国民がどれだけ知っているか大いに疑問の残ると

ころです、そういった児童福祉問題に対する国民の関心を喚起するような働きか

けを行政はもっとやるべきだと思います。例えば、児童虐待の問題にしても、カ

ナダ、アメリカではあれだけ社会問題化しているのに、日本では、それほど国民

の関心事にはなっていません。今、問題を掘り起こす手立てを打たないと、ます

ます潜在化し、深刻化するのではないでしょうか。

　今、児童虐待の問題が出ましたが、私も児童虐待に対する通報システムの確立

を、日本でも急ぐべきだと思っています。日本でも一部、志のある方々によって

児童虐待通報システムが試みられていますが、まだまだ足りません。児童虐待が

明らかになったときの受け皿の問題もありますが、通報システムの普及を早急に

具体化する時期だと思っています。

　その．他、いかがでしょうか。

　カナダでは、より良いサービスとそのためのシステムを目指し、現状への点検

を加えながら、スクラ・ップ＆ビルドが行われていることがありました、

　そのための条件としては、福祉の世界にもある種の競争と区別化が必要と思わ

れます。したがって、H本でも、例えば同じ養護施設でも厳密な審査によってラ

ンクづけし、改善への努力を怠らず、より良い内容を持つところには措置費を多

く支給し、その努力を支援していくという風なことがあっても良いかと思いまし

た。

　そうですね、これからは施設の機能の評価についてが問題となってくるかと思

います。サービスの質が問われる時代になってきました。カナダで学んだことを

契機に施設経営をリストラしてゆかねばと思っています。

　これからの、具体的な問題としては、子どもの権利条約について、国会での批

准された後の実際的な運用面での課題ですね。

　私も、Fどもの権利条約の批准を契機に、子ども自身に、自分の権利と具体的

な方法を明示していくことが、これからの課題だと思っています。日本には、そ

のS．：壌が培われていないので大変難しいでしょうが…。

　f’どもの権利条約批准後のことについて、カナダ訪問中、印象に残った話があ

りましたので、ここで、紹介しておきたいと思います。

　日本では、チどもの権利条約が批准されて、子どもの意見表明権などが大々的
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に議論されるようになると、子どもたちが増長し扱いにくくなるのではないか、

児童福祉に携わる人間にとって、これは大問題だという人が、児童福祉の関係者

の中にさえおります。その点、カナダ、トロントでは、子どもの権利条約が云々

される前から、その精神にのっとって、子どもの権利を守るための啓蒙運動、特

に子ども達に自分たちの権利を自覚させることに努力してこられたが、その過程

で、このような問題、つまり、子ども達が増長し、手に負えなくなった、という

ようなことはなかったか一一こういう質問を、CASでしてみました。答えはイ

エスでした。2～3年間、大変な時期があって、現場の職員はとても辛い苦しい

試練をなめてきた，しかし、これは結果的には、過渡的なもので、子ども達が、

権利の裏には義務があり、そのバランスの中にこそ本来の自由と人権があること

を、だんだん理解してくれるようになった。だから、日本の人達も、ぜひ勇気を

持って、試練を乗り越えてほしい。混乱の苦しみを避けていては本当の児童福祉

はない。一と。このメッセージは、ぜひH本の心ある児童福祉関係者に伝えた

いと、強く心に思ったものです。

　良いお話を伺いました。近い将来、E体でも子どもの権利条約が批准されると

思います。批准後、さまざまな角度から、これまでの児童処遇の見直しが行われ

ると思いますが、ぜひ、いまのお話を思い出して、良い方向に進められるよう努

力していきたいと思います。

　さて、次にちょっと話題を変えましてホームステイのことについて、お話を伺

いたいと思います．20回を数える海外研修の中で、幸運にも、今回初めて、私た

ちはホームステイを体験することができました。ホームステイを通じて、通常の

研修では得られない多くの収穫があったことと思いますが、その辺のところのお

話を少し伺いたいと思います。

　ホームステイは、本当に楽しく、貴重な体験をさせてもらったと思っています．

私のお世話になった神谷さんご夫妻は、指圧・針の診療所と学校を経営されてい

る方ですが、30年間しっかりとカナダに根をおろして生活している姿に、大変逞

しさを感じました。日本の良いところと、カナダの良いところをうまく取り入れ

たすばらしい家庭を見ることができました。

　私は、移民ということについて、人が何かを求めて”生きる”あるいは“自分

を生かす”という意味で、まず人生のスケールの大きさを感じました。

　私のお世話になった西風さんご夫妻から、カナダでも世界大戦後、っい最近ま

で人権差別が激しく、さまざまなつらい体験をされたと聞きました。しかし、そ

れに負けずに人一倍努力し、今の成功を収めたことを思うと、人が“何かを求め

て生きるT一ことの凄さを、ただただ痛感するばかりでした。
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　また、移民された数人の方からお聞きしたのは、日本人は今、アイデンティテ

ィーに乏しいのではないかという指摘でした。私は、それは国民性の問題という

より、人生をどう生きるかという自分自身の主体性を指摘されたようで、とても

心に残っています。本当に大切なことを教わった思いがしました。

　私は、ホームステイでお世話になって、人の暖かさを肌で感じることができま

した。また、日系の方々があのように手を取り合ってがんばっている姿は、EI本

では想像できなかったことでしたし、3日間お世話になって、そのことを実感で

きて、とても良かったと思っています。

　私のホームステイ先には、脳性麻痺のために知恵遅れになってしまった19歳の

男の子がいたのですが、実に明るく、家族の方もオープンしておられるし、世間

の方も、こだわりなく迎えてくれると話してくれました。

　ホームステイ先の方との話の中で、一番印象に残っているのは、子どもの教育

に対する考え方の違いでした。子どもが学校にいっている間、親が学校にいくこ

とはまず無かったそうです。学校の校則のことを聞いてみたのですが、校則自体

があるのかどうかという感じでした。子ども達は、学校で知識を学ぶというより

むしろ、自分自身のことをいかに表現するか、主張できるか、そういう訓練とい

うか学習を、小さいときからやってきているようでした。また、カナダでは、16

歳から運転免許を取得することができ、高校へも車で通うことができるそうです、

大学は夏休みなどを含め休みが長く、アルバイトで学費を稼ぐことが一般的だそ

うです。［1本とはずいぶん違うな、という感じがしました。

　カナダにおいて、子ども達が、自分自身の権利をきちんと主張したり、親の干

渉を受けずに、自分自身の進路を決めたりできるのも、このように、小さい時か

らの教育や生活の中で、長い時間をかけて、自然な形で身についたものがあるか

らなのだということを、つくづく実感させられました。

　いろいろと貴重なお話ありがとうございました。ホームステイに関しては、カ

ナダの児童福祉についての受益者側からの意見を聞くという点で、大変貴重な機

会だったわけですが、それだけでなく、カナダの旅の味を満喫させてくれたとい

う意味で、大変ありがたかったと思っています、、夜空の星を眺めながらプールで

泳いだ方もおりましたし、私も、まさかと思っていたゴルフもさせていただきま

した．改めて、ホームステイでお世話いただいた皆様に感謝したいと思います。

　さて、いよいよ最後になりましたが、しめくくりとして、今回の研修で学んだ

ことを、これから先の自分の仕事にどう生かしていきたいと考えているか、また、

研修全体を通じて、自分にとって一番の収穫はどんな点だったか、その辺のとこ

ろをお話していただければと思います。
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　　醗としては・　1’・どものノ・擬考泣処遇実践をこれまでり、ヒに進めていきた

いと思っています　また、家庭に対してのアプローチも、今まで以LにJJをいれ

ていきたいと思います’そして、J：　t’も達一人ひとりの価f［（・／を見い出し得るよう

な、また1㌘ども達の自L1実現が可能な環境づくりを、グループホームの実践σ）中

で行っていきたいと考えています．

　また、この研修を通じて、日本令国の児竜福祉に携わるベテランのノ∫々、しか

も、いろいろな職種の方々と知り合えたこと、他国の児童福祉の実践を、この目

で見、肌で感じられたこと、まだまだ経験の浅い自分にとって最高の研修になり

ました

　私は、研修の問、自分の仕．事を振り返ってみる機会を多く持つことができまし

た。教護院と同じ施設は見学できませんでしたが、現在の教護院の体質改苫に役

立つことが多かったように思います．研修のあ肱施設のあ肪について．P．

体的な提言をこれから精力的に行っていきたいと思っています、

1姻の制戯知り・そこで旧本の酬・をも振腿ることができたことは、も

ちろんですが・それよりも・待で知らなかった団員助々との杣剛γ1活は、

人を相刊こ仕事をする私にとって、とてもすばらしい研修となりました．チーム

ワークの取り方、自分の行動をどうすべきかなど、施設での今までの白分自身を

振り返る大変よい機会となりました。

私も・　lf’Jじです．．，研修を通じてすばらしい．仲間に出飯たことカt－一番の収穫：で

す、これから仕事を続けていくうえで、よき相談相手になってもらいたいとiLL　一・，

ています、よろしくお願いします．

　事前研修の時に、池田常務理．事が私たちに言われた言葉があります，「研修を

し、報告書を作成することも大切だが、何よりもあなた方の人格形成にこの海外

研修が役に立てば良いのです・j・と、帰国後この言難思咄し、改めてその

意味を考えると、私たちの人格が少しでも豊かになれば、それはおのずと仕事に

生かされてくるものだという、単純なことに気づかされました。この研修では、

いろいろなものを与えていただいたと思っています、研修を終えレポートなどを

まとめているうちに、今まではあまり頭に無かった問題なども考えるようになり

ましたv具体的に言うと、今までは目の前にある仕事ばかり考えていて、広くf・

どものことや福．制・のことを搬てこなかった気がします．．本当に駐オ・た15川j

の研修でした。

　毎1，1、仕事をしていると、［．1常業務に忙殺されることが多く、また、そのiUr　pt

の常識を疑うことなく是認していることが多いと思います　今回の研修ではそう

した自分および自分を取り巻く世界を相対化して見せてくれたと思います．，ただ、
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カナダも決して理想郷ではなく、むしろ日本の文化、実状に即した福祉のあり方

が模索されるべきであり、ニューヨークで多々良氏が言われたように、その結果

を日本式として世界にアピールしていってもいいのではないかと思われました。

　また、福祉の仕事は現場でこつこつ行うといった印象が強いのですが、そうし

た日常の仕事に上に立つ広い視野を持つことの重要性を改めて感じました。特に、

アメリカでの二人の講師が言われたように、結局、福祉の問題は経済問題なのだ

という視点は重要ですし、福祉の世界の人間も福祉的方法論を越えたマクロ的な

議論も深めていく必要があると思いました。

　ありがとうございました。まだまだ語りきれないところもあろうかと思います

が、最後に、今回の研修団のまとめ役として、大変なご苦労をおかけしました団

長、副団長に、．言ずつお伺いして、まとめに変えたいと思います。

　事前研修後、九州の大雨や台風があり、団員の中には被災地からの参加者もい

たので、心配しましたが、全員参加できて、なによりだったと思っています。私

も海外へ出かけたのは初めてだったのですが、実際行ってみて、児童福祉の制度

はもちろん、そこに住む人々の習慣や文化の違いについても驚かされたことが大

変多かったように思います。それらの違いを、知識としてではなく、肌で感じて

こられたことに、この研修の大きな意味があったように思います。さきほどの話

にもありましたが、この研修を通じて培われた、それぞれの団員の方々の人間的

成長が、きっと、日本の児童福祉を良い方向に変えていく力になるだろうと確信

しています。ご苦労さまでした。

　団長として、団員の皆さんのあたたかい協力で、無事研修を終えることができ

たことを感謝申しヒげます。正直申しますと、私も初めての海外研修だったので、

出かける前は食事等、大変不安な気持ちがありましたが、今回の15日間の研修で、

少し自信がつきました。機会を見つけて、また海外旅行へ参加したいと思ってい

ます。

　th’JII副団長より、それぞれの団員の方々が、この研修を通じて一回り大きく成

長されたという話がございましたが、それに加えて、この研修を通じて、それぞ

れの団員の方同士のつながりを持てたことが何よりも大きかったように思います。

そのつながi）が、財産となり、それぞれの現場での児童福祉実践の支えとなれば

と、願っています，最後になりましたが、このようなすばらしい心の財産を私た

ちに与えてくださった資生堂社会福祉事業財団に対してお礼申し．ヒげます。

　皆さん、ご協力、大変ありがとうございました。
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第20回 海外研修　訪問先住所

［1■oronto］

Children’s　Aid　Sooiety

Metropolitan　Toronto

Scarborough　Branch
843Kennedy　Road

Scarborough．Ontario

MIK　2E6．　Canada

TEL：（4］6）924－4646

Thistletown　Regional　Centre

for　Ch‖dren　and　Ado｜escents

51Panarama　Court

Etobicoke，　Ontario

MgV　4L8，Canada
TEL：（416）326－06〔｝0

Youthdate了reatment　Centre
227　Victoria　St「eet

Toronto、　Onta「io

M5B　IT8．　Canada

TEL：（416）365－7576

Catholic　Children，s　Aid
Society

26　Maitland　Street

TOi・onto，　Ontario

M4Y　IC6．Canada

The　Momiji　Seniors　Centre
3555　Kingston　Rd．

Searborough．Ontario
Canada

TEL：（416）261－6683

FAX；（4ユ6）261－9384

SYL　APPS　SCHOOL
475　1roquois　Shore　Road、

Oakville，Ontario　し6H　l　I　r3

TEL：（416）338－4269

［Quebec］

Ministere　de　la　Sant6

et　deS　ServlceS　soclaux
’

Edifice　Cambray
1088Rue　Raymond　Casgrain

Quebec　GIS　2Ml．Canada

Universit6　Laval
’

Ecole　de　service　sOcial

Cite　Universitaire

Quξbec．　GIK　7P4

Canada

TEL：（418）656－2371

JapanesθFamily　Service
ot　Metropolitan　Toronto

1300Den　M川s　Road

Suite　202

Don　Mills，Ontario

M3B　2W6．　Canada

TEL：（416）444－6669

Pape　Adolescent　Resource
Centre

469Pape　Avenue

Toronto，　Ontario　M4K3P9

Centre　be　r◆adaptation

Mont　d’Youvi｜le

29ユ5Avenue　Bourg－Royal

Beauport，Quebec

GIC　3S2、Canada

TEL；（418）661－6951

Centre　d’accueil　L’Escale

4515de　Ia　CoHine

Cap・R〔｝uge．　Quebec

GIY　3Al．Canada
TEL：（418）653－5241

一
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第20回　海外研修入手資料

1．シッスルタウン「児童・青少年のための地域センター」

2，　［Metr‘）politan　ToronLo　A＄seciation「or　Community　Living］

　　　　｛精神障害者のコミュニティーでの生活について）

3．　［Children’s　Aid　Society　of　S｛etroPolitan　Toronto］

　　　　（CASの紹介）

4，　［Youthdale］　　　　　－lnformation　Kit－

5．　［Catholic　Children’s　Aid　Society－For　the　Love　of　Children］

6，［Japanese　Famii｝・Set・s・ice　Metropolitan　T〈｝rento］（JFS）関係

　　①JFSの紹介②ファミリーサービス便り｛1’O．7～NO．9）

7，　［Youth　Edition］　PARC　Vol，9　Summer／1993

　　　（CASにおけるインケアの子どもたちが自分たちで発行した新聞）

8，LES　DRO［TS　DEじENFANT　ET　DE　SES　PARENTS

　　「親と子の人権」（青少年保護法が適用される人のための情報資料集）

　　　　　　　　　　　　　ケベック州青少年人権擁護委員会

9，　SIGNALER，C’EST　DEJA　PROTEGER！

　　「保護を求めている子どもにはその兆候がある」

　　　　　　　　　　　　　ケペック州青少年人権擁護委員会編

10．UN　QUEBEC　FOU　DE　SES　ENFANTS

6頁｛日文）

一 Broehure－｛英文｝

一 Brochure一

一 Breehure一

（英文1

（英文」

（英文1

（日文）

19頁（英文1

19頁（仏文）

22頁｛仏文）

　　　　　　一RAPPORT　DU　GROUPE　DE　TRAVA【L　POURしES　JEUNES－

「ケペックの知的障害児」一知的障害児の処遇研究報告一

　　　　　　　　　　　　　ケペック州保健社会福祉省（1991年｝

11．　LA　PRO’「ECTION　SVR　MESURE

　　「擁護手法について」〔青少年保護対策研究グループ報告モ薯）

　　　　　　　　　　　　　ケペック州保健社会福祉省

12．LA　PROTECTION　DE　LA　JEUNESSE～PLUS　QUシUNE　LOI

　　「青少年擁護問題」一法制を越えて一　青少年保護法審議グループの報告

　　　　　　　　　　　｛青少年保護法、非行少年法を見直すための意見報告）

　　　　　　　　　　　　　ケベック州　保健社会福祉省

　　　　　　　　　　　　　ケベック州　法　　務　　省（1992年｝

13．LES　PROGRAMMES－FACULTE　DES　SCIENCES　SOClALES

　　「ラヴァル大学社会科学部プログラム」

14，AU　SERVICE　DES　DROITS

　　「人権活動について」

　　　　　　　　　　　　　ケベック州青少年人権擁護委員会編

179頁（仏文）

164頁（仏文）

191頁（仏文戊

20頁（仏文）

一 Brochure－（仏文）

一
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1

資生堂児童福祉海外研修の実wa－一覧

開催年度 研　修　先 団員種別（人数）
期間

旧数）
研　修　内　容

第1回
（1972）

ヨ　　ー　　ロ　　ツ　　バ

　　（含北欧）
養・保・児（5） 28 海外福祉事情視察

第2回
｛1973） アメリカ・カナダ 精・重・肢（29） 29 大学・病院及び付属研究所各種施設の視察

第3回
（1974）

ヨ　　ー　　ロ　　ッ　　パ 養（23戊 22 ヨーロ．7パ6力国での児童福祉事情の視察

第4回
11975）

ヨ　　ー　　ロ　　ッ　　パ 児・教〔25） 惣 ヨーロ．ソバ5力国での児童福祉事情の視察

第5回
（1976｝ アメリカ・メキシコ 乳・虚（25） 26 地域ぐるみの子育てと里親制度、アメリカ・メ

キシコの児童処遇

第6回
U977）

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
（1981） オーストラリア 養U8） M テーマ

　　　「分散小舎制の運営、地域社会関係」

第10回
（1982｝ アメリカ・カナダ 養｛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ついての調査研修

第11回
〔1984）

オース　トラリア
　（含タスマニア）

養（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　　ロ　　ッ　　パ

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

　　　への指導」など

第13回
（1986）

ア　　メ　　リ　　カ 養（15） 15 テーマ
　　　「施設養護と家庭養護」

第U回
〔1987）

ア　　メ　　リ　　カ

　（東海岸地区♪
養・教（17） 1

4
テーマ

　　　「非行傾向を示す児童の処遇問題」

第15回
（1988）

ア　　メ　　リ　　カ 養・教（1η 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

｛199D
ヨ　ー　　ロ　　ッ　パ

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
（］992）

ヨ　ー　　ロ　　ッ　　パ
養・教・情・母・乳

｛25）

15 テーマ
　　　「児童の権利と家庭機能支援活動を探る」

第20回
｛1993） カナダ・アメリカ

養・教・情・母・乳
・ 精・肢〔25）

15 テーマ
　　　「家族と子どもの権利を考える」

（注）養：養護施設

　　教二教護院

　　保：保育所
　　児：児童館
　　虚：虚弱児施設

　　情：情緒障害児短期治療施設

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
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第20回資生堂児童福祉海外研修団　団員名簿

氏　　名 施設働務先）名
郵梗

番号
勤務先住所 電話番号・FAX 種別

団　長

椿　　　光　忠
誉田養徳園 313 茨城県常陸太田市瑞竜町1425

TEL　O294－72－3415
FAX　O294－72－4425

養護

副団長
古　川　克　容

厚生省児童家庭局企画
課施設調整室室長補佐

ユ00

－

45
東京都千代田区霞ケ関

　　　　　　　1－2－2
TELO3－3503－1711
FAX　O3－3581－6⑪46

講　師
高　橋　重　宏

駒沢大学第一研究館
409号室

170 東京都世田谷区駒沢3－15－2
TEL　O3－34i8－9327
FAX　⑪3－3418－9126

団　員

秋　田　勝　典
札幌南藻園 064 札幌市中央区界川1－6－14

TELO11－561－0668
FAX　Oll－56ユー0668

養護

松　本　恭　典 聖ヨゼフホーム
202 東京都保谷市本町4－12－7

TEL　O424－64－2211
FAX　O4劉一68－5823

養護

鈴　木　　　力 東京育成園 154 東京都世田谷区上馬4－12－3
TEL　O3－3421－0041
FAX　O3－3421－2131

養護

栗　原　典　子 東京恵明学園児竜部 198 東京都青梅市友田町

　　　　　　2－7M－1

TEL　O428－23－0241
FAX　O428－21－2345

養護

佐　道　　　寛 享　誠　塾 921 石川県金沢市乎和町3－23－5
TEL　O762－41－1514
FAX　O762－41－3970

養護

岡　野　圭　子 峰山乳児院付設幼児寮 627 京都府中郡峰山町字室27
TEL　O772－62－1251
FAX　O772－62－3775

養護

乾　　　隆　雄 泉ケ丘学院 593 大阪府堺市平井482
TEL　O722－78－0374
FAX　O772－79－2650

養護

上　田　一　恵 子供の家 661 兵庫県尼崎市若王寺3－16－3
TEL　O6－491－8953
F八XO6－498－3444

養護

田　中　佳代子 鳥取こども学園 680 鳥取市立川町5－417
丁EL　O857－22－4206

FAX　O857－23－0242
養護

四　蔵　幸　夫 愛の聖母園
891

－

Ol 鹿児島市上福元町5507－2
TEL　O992－68－2045
FAX　O992－67－0412

養護

熊　本　敬　一 京都府立　洪陽学校 622 京都府船井郡園部町

　　　　　栄町3－71
TEL　Oア71－62－0062

FAX　O771－62－0092
教護

稲　辺　　　仁 埼玉県立　埼玉学園
362 埼玉県，ヒ尾市上尾宿2096

TεL　O48－771－0056

FAX　O48－770－1054
教護

黒　川　尚　彦 香川県立　斯道学園 760 香nl県高松r打西宝町∫2－6－9
TEL　O878－61－4834
FAX　O878－61・4838

教護

芹　沢　　　出 山ノ内母子寮 615 京都市右京区山ノ内宮脇町9
TEL　O75－801－9734
FAX　O75－80】－9735

母子

吉　田　鈴　子 郡家母子寮
680

－

04
鳥取県八頭郡郡家町

　　　　　宮谷2212－1
TEL　O858－73－0｜39

FAX　O858－73－OI39
母子

芝　田　利　生
心身障害児総合医療療
育センター

173 東京都板橋区小茂根町

　　　　　　　　1－1－10

TEL　O3－3974－2146

FAX　O3弓554－6176
肢体

小　沼　　　肇 国立秩父学園 359 埼玉県所沢市北原町860
TEL　O429－92－2839
FAX　O429－95－2253

精薄

中　村　範　ア 二葉乳児院 160 東京都新宿区南元町4
TELO3－3359－4578
FAX　O3－3359－4596

乳児

山　本　朝　美 小鳩乳児院 520 滋賀県大津市錦織仁14－25
TEL　O775－22－2785

FAXO775－22－2785
乳児

西　田　　　篤 広島市愛育園
732 広島市東区光町2－15－55

丁EL　O82－263－0683

FAX　O82－261－0545
情短

事務局
池　田　宇三郎

資生堂社会福祉事業財団
lo4

－
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

ツアーコンダクター

西　蔭　邦　夫
明治航空サービス㈱

営業2部次長
101 東京都千代田内神田

　　　　いグ4晃永ビル
TEL　　O3－3295－5331

FAX　O3－3295－5326
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編集後記

　昨年の朋パ阪紅督里研修所で剤回糠会議がもたれA回の報鵠の糠基本方針が

決定されました・編集類は・当初・rg・1班・栗原第2班・松本、第3班・淋、中徹氏それに

私の5人でしたが潤東近辺の団員は全員巻き込んでしまえとばかり編簸員・事綱の鑛噸

で・第1班’芝臥第2班・小沼涌氏1・も礁類として加わ・てもらう・とになりました講に

意図したわけではありませんが・結果的には、都合よく各班2名ずつの瀧類曜置となりました．、

　その後、各班の編集委員が精力的に原稿収集に奔走し、各団員も忙しい日常の仕事の合間をぬって

願縫に馳組んでく栂した・そのおかげで浅まった原稿はぽ越」、にぽた、これまでの

報告書にないほど嬉のものとな1’）ました．そのた暗蜘には、緬の関係でどうしても鮮書に

載せきれない原稿が出てしまいました。お詫びいたします。

財団事務所において・計5臥雛会議を開き、ま緒班ごとのレイアウト・紅作業岨回重ね

ました・雛委員にと・ては・・の半年間・ずう・と海外研修が続いているような、嬉しくもあり、

つらくもある、そんな複雑な気持ちの毎日でした、

日々の仕事に追擁る屯駄嬉の原稿を前にして、時にはくじけそう｝・な。てしまうur：ち素

人編鞍員でしたが・その思い搬り払v．かつそれ編集作業の勧に変えてくれたのは寄せら

れた原稿の鯛から伝わ・てくる団員の皆さんの海外研修に対する熱い思いと、顎に映。た韻や

研修中お世言舌にな・た方・の懐かし・纈でした．そん姥さんの励ましに支えられて．kうやくこ

の報告書ができあがりました。

　この海外研修を通じて、私たちは、子どもたちの“いま”をふりかえり、子どもたちの”未来”を

毅礁覚紗し身につけらt・・tJような気がしています．・の結書を読んでくださる方。と、その

ような思いを多少なりとも共有できたらと願っています。

　なお、カナダでは、プライバシー保護のため、子どもたちの写真撮影がほとんど許可されませんで

した・そのため冷回のsuePtでは残舗力・ら生き生きとし好どもたちの表情を顎を通じて

お伝えすることができませんでした。ご了解ください。

最後になりましたが・継書の編鯨あたり、財団の翫事鰯鱈よび碑11月｝、財団鰯退さ

れ馳田常務騨には・全般にhk・て丁寧なご指導いただきました．心よ・憾紳し上げ、編験

記といたします。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長稲辺　 仁
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