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第21回　資生堂児童福祉海外研修　要綱

1．目

2．主

3．後

的；多くの異民族、異文化が併存する国家を存立させるためには、互いに他の民族、

　　文化を尊重し合うことが前提となる。本年は、多民族の移民からなる国家として、

　　また、人権意識において先駆的なアメリカ合衆国を研修対象とし、その背景にあ

　　る人権意識を通して、子どもの権利とそれを支える家族について研修を行う。

催：財団法人　資生堂社会福祉事業財団

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

　　テーマ：「子どもの権利と家族への支援について」

　　　　　　～子どもと家族のウェルビーイングについて考える～

　　内容：アメリカにおける

　　　　　　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ファミリーサービスの実態について

5．研修先：アメリカ（フィラデルフィア、オマハ、デンバー）

6．実施期間：1994年9月10日（土）～9月24日（土）15H間

7．派遣人員：13名（児童福祉施設より団長以下11名、副団長1名、事務局1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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

一 3一



あいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国養護施設協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　小野　倉蔵

　資生堂社会福祉事業財団のご厚意により、第21回を数えるこの度の海

外研修に、養護施設職員を始めとして児童福祉施設に働く多くの職員に、

参加の機会を与えていただきましたこと、さらに、本事業が多大なる成

果を納め、終了されましたことに厚くお礼を申し上げます。

　戦後50年近い時を経て、わが国の社会・経済の構造的変化が子どもや

家庭に与えた影響は、学校や社会での「いじめ」や「虐待」など、子ど

もたちにとって辛く厳しい、困難な課題を現出させています。

　このような時に、多くの民族、多様な文化を擁するアメリカが研修先

として選定されましたことは、誠に時宜を得た選択であったといえます。

　しかも、精力的に行政施策関係、民間の児童福祉施設プログラム、

フォスターホームなどを訪ねられたことで、子どもの権利や家庭問題、

虐待、放任、ファミリーサービスなど、様々な課題に多くの示唆が得

られたことと思います。

　わが国においても「児童の権利に関する条約」が批准され、養護

施設でも同条約の精神に基づいた処遇の向上、充実がもとめられて

いるところです。また、家庭内の育児不安や虐待、非行問題に対処

するため、本年度より都市家庭在宅支援事業が開始されています。

さらに、来年度からは入所児童が早期に家庭復帰がなされるよう、

家庭との調整を行う養護施設入所児童早期家庭復帰促進事業が予算

化されました。

　かかる時に、参加の機会に恵まれた方々が、極めて熱心に、精力的

に研修に励まれ、この報告書が作成されました。このような形でまと

められた本報告書が、団員の方々だけでなく、多くの児童福祉施設の

職員の方々に広く活用されることを期待しております。

　最後になりましたが、本研修を企画・実施し、報告書の作成に至る

まで事務局としてお世話いただきました資生堂社会福祉事業財団の皆

様、研修の内容充実のためご配慮をいただいた厚生省の関係者の方々

に、改めて感謝申しあげます。
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あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国教護院協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長叶原土筆

　景気がやっと上向きになって、回復のきざしが見えはじめたという情報

が聞かれるようになりました。ここ2・3年は経済が低迷をして、多くの

企業は財政難が続き、離職を余儀なくされた人も多かったようです。

　そのような状況に中で、今年も資生堂社会福祉事業財団の特別なご厚志

により、今回で21回を迎えた資生堂児童福祉海外研修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あげます。

　このたびの研修は、多民族の移民からなる国家、また、人権意識におい

て先駆的なアメリカ合衆国を研修対象とし、その背景にある人権意識を通

して、今、わが国でも高い関心が集まっている子どもの権利と、それを支

える家族についての研修視察でありました。

　世界のすべての子どもの尊厳を守り、生存、保護、発達などの権利を保

障するという、子どもの権利条約が国連で採択されて、5年目を迎えまし

た。わが国は、平成6年4月にようやく158番目の批准国となりました。

　世界の各国では、批准がどのように実施されているのでしょうか。子ど

もや、家庭の実態にふれることによって、法改正のみならず子どもをとり

まく環境を更に整えるための新しい取り組み、子どもを暖かく健やかに育

成する社会づくりを強力にすすめることが重要のように思います。

　私共の児童福祉の現場にも、いつの間にか新しい波が寄せてきて静かに

変わりつつあるように思います。

　このような時に、児童福祉関係では異種別の関係職員が統一したテーマ

によって、アメリカ合衆国に出向いて児童福祉の現場に触れて、新しい理

論や実践力を身につけるということは、誠に意義深いことであります。

　この報告書は、研修者たちが海外で見聞した新しい体験と感動に基づい

て、心を込めて綴ったものです。私共や関係者に大きな示唆を与え、わが

国の児童福祉の向上に大きく役立つものと期待をしております。

　おわりに、主催者であります資生堂社会福祉事業財団並びに厚生省の関

係者の方々には、事前研修から事後の報告書の作成に至るまで、特別なご

高配をいただきました。重ねて心から深くお礼を申しあげます。
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団長報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関大平学園長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長北崎　畢

　わが国の経済事情の厳しい今日、資生堂社会福祉事業財団には昨年に続

き海外研修の実施に踏切られたことにまず感謝を表したい。

　第21回海外研修団は、9月10日より9月24日の2週間、米国の東部（フィ

ラデルフィア），中部（オマハ）、中西部（デンバー）の各地を訪問し、視

察・研修を行った。今回は、米国の児童福祉の現況と、子どもの権利保障

の施策や家庭支援事業の状況、特にフォスターファミリーとの交流などが

主な研修目的であった。

　まず、ペンシルバニア州のフィラデルフィアに第一歩を記した。稀にみ

る猛暑の日本と比べ、快適な米国の天気がわれわれを歓迎してくれた。

　ここでは、青少年の健全育成事業と家庭支援事業の現況について研修し

た。続いて、広い丘陵地に栄えた街、ネブラスカ州のオマハでは、市の西

郊外にある「ボーイズタウン」を訪れ、約80年続いた子どもの教育への情

熱に感動した。最終訪問地のコロラド州ではデンバー市に約1週間滞在し

た。晴天続きで水の心配をしたが、ロッキー山脈からのおいしい水を口に

することができた。また、お世話になったヘネシー澄子さんのすばらしい

通訳のおかげで、米国の福祉事業の全貌を知り、グループホームやフォス

ターホームの訪問をとおして交流を深めることができた。

　今回の研修で、日本の児童福祉のあり方について、次の感想をもった。

すなわち、青少年の健全育成は地域をあげての育成事業であるが、それに

加えて、学校教育の面でも、理解と協力が重要であることを再確認したこ

と。また、日本では、問題をもつ児童・家庭への対応は、施設が受け皿に

なる場合が多く、今回アメリカで見たようなソーシャルワーカーやケース

ワーカーの出番や活動が少ないこと。そこで日本の場合、地域のワーカー

として、もっとフットワークの効く、活気のある人材の育成が急務と考え

る次第。これを補完するためには、もちろんそれなりの専門性と報酬が用

意されなければならないが、施設の職員の出番も考えられるのではないか。

　終りに、今回の研修に当たり、若干ハードスケジュールであったが、団

員の情熱と意欲に支えられ、また、各方面の方々のご支援により、成果を

得て無事帰国できたことに感謝したい。
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副団長報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立秩父学園次長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副団長羽深　英男

　この度、財団法人資生堂社会福祉事業財団が主催する児童福祉海外研修

に参加する機会に恵まれ、アメリカ各地を訪れることができた。

　本年度は、多民族の移民からなる国家として、人権意識において先駆的

なアメリカ合衆国が研修の対象とされ、その背景にある人権意識をとおし

て「子どもの権利とそれを支える家族への支援について」をテーマに研修

が行われた。

　研修訪問先は、ペンシルバニア州のフィラデルフィア市を最初に、2番

目はネブラスカ州のオマハ市、そして3番目にコロラド州のデンバー市と、

まさにこの行程はアメリカの歴史を追いかける意味合いも含まれ、しかも、

帰路はサンフランシスコ経由であったので、さながらアメリカ大陸横断の

感があった。

　移動することに、機内で「時差」を気にしなければならない、アメリカ

大陸の想像を越える広大な国土。多民族を受入れる寛容な国柄。たとえ障

害をもつ者であっても、分け隔てなく受入れ、同じく生きる一員として共

生していこうとする懐の深さ。各種施策やシステムの特異性。子どもも大

人と同じ個人として尊重されることや、契約社会であること。これらのこ

とは、彼の地を訪ねて本当に実感できたことであった。しかしながらその

一方で、家庭（家族）至上主義を掲げつつも、虐待や放任、家族の絆の弱

さなどによって安心して暮らせる家庭のない子どもたちの増加。そこには

理想通りにならない、悩めるアメリカを見る思いがしたのは私だけではな

かったのではないか。

　「百聞は一見にしかず」の諺にもあるように、この度の研修をとおし、

現地で実際にこの目で見、聞き、触れられたことは、そこの文化や社会の

仕組み、国民の思考方法の相違などを知り、より視野を広めることができ

た。そしてこれが、自らの足元を見直すきっかけにもなり、またと得難い

貴重な体験と勉強をさせて頂いたと、思いを新たにしている。

　これからは、お互いに情報交換や交流を深めることにより、団員相互の

絆、連携を一層強め、児童福祉に携わる者として、この度の研修の成果を

糧として今後の活動に生かして参りたい。
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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

　1993年、カナダでの研修の帰路ニューヨークに立寄った際、ワシントン

にて活躍されている国際社会福祉協議会米国委員会の多々良紀夫会長と、

ニューヨーク市の児童福祉部スーパーバイザーをされている砂金玲子氏に、

アメリカの児童福祉の現状について講演をお願いした。

　その際、財政赤字、失業、人種問題、貧困、麻薬と犯罪、虐待、放任、

など様々な問題に苦悩するアメリカの影ともいうべき状況の説明が両氏か

らあった。さらに、多々良会長からは“福祉の領域で日本が世界のリーダ

ー シップをとる時代は近い”との話があった。

　そこで、今回は、アメリカの抱える問題を肌で感じ、①要養護児童のた

めの居住型施設に代わる里親、グループホームの実態はどうなのか。②家

庭中心主義を徹底するための支援プログラムはどのように実施されている

か。③子どもへの虐待が多いとの報告に接するが、その救済のシステムは

どうなのか。等々について理解することは、日本の将来の予防的対策に役

立っと考え、アメリカを研修の対象として選んだ。

　研修地の選定については、前述の多々良会長にいくつかの候補地の中か

ら、フィラデルフィア市とオマハ市を推薦いただき、それぞれの研修プロ

グラムの調整をお願いした。また、前述の2ヵ所との比較の意味で、中西

部に位置するデンバー市を選び、アジア太平洋啓発センターのヘネシー澄

子所長に研修日程のアレンジをお願いした。

　アメリカの児童福祉については、家庭中心主義を標榜し、様々な施策が

なされているが、多民族からなる国であるが故か、日本では考えも及ぱな

い、複雑な“おとな”の福祉に苦悩していることも実感できた。しかし、

アメリカとは事情の異なる日本ではあるが、家庭機能崩壊の修復および予

防についての施策や、そのプログラム開発に対する真摯な態度に接し、団

員一同思いを新たにされたのではないか。今後の活動の糧にしていただけ

れば幸いである。

　最後に、この研修に多大なご助言を頂いた明治学院大学の松原康雄教授、

国際社会福祉協議会米国委員会の多々良紀夫会長およびアジア太平洋啓発

センターのヘネシー澄子所長ほか多くの関係者に感謝の意を表したい。
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第21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 日　　　　　程

1
9月10日（土） 17：15

16：55

19：40

20：25

成田発　UA800

ニユーヨーク着

ニューヨーク発　　TW7777

ブイラデルフイア着

2
9月11日（日） 9：00 市内視察

3 9月12日（月） 9：00

13：00

14：00

16：00

Philadelphja　Dep頴men【of　Human　Services訪問

・ ブイラデルフィアのファミリーサービスについて

　CommissionerJ．Reeves他

Doylestownに向け出発

Tabor　Chi】d爬n’s　Servi㏄s着

・ 家庭保護プログラムについて説明と見学

Doylestownを出発しフィラデルフィアへ帰る

4 9月13日（火） 9：15

10：45

13：00

Trinity　Lu【heran　Ch田ch（Gemamown）訪問

・ Philadelphia’s　Family　to　F8mily　k1垣ativeについて

Sally　Watson　Center（Cdsis　N口sery一緊急保育所）訪問

自由研修

5 9月i4日（水｝ 10：00

H：02

12：20

13142

フィラデルフイア発　UA381

シカゴ着

シカゴ発　　　　　　　UA535

オマハ着　着後　市内視察

6 9月15日（木） 8：50

12：30

16：00

Boys　Town　Center訪問

昼食

Boys　Town発

7 9月16日（金） 8：30

13130

ネブラスカ社会サービス局訪問

・ サービス・プログラムの概要

・ 少年裁判所におけるファミリーサーピス
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日次 月　日（曜） 時　間 日　　　　　　程

8
9月17日（土） 10：15

10：51

オマハ発　UA2321

デンバー着

市内視察

9
9月18日佃） ロッキイーマウンティン国立公園

10 9月19日（月） 9：00

14：00

16：00

アメリカの福祉について（於：Embassy　Su“e　Hotel会議室）

・ アメリカの社会福祉機構と方針〔連邦政府と州の関係）

C酋泌Center訪問（デンバー市社会福祉局の特殊プログラム）

コロラド州知事公邸訪問（幼児教育について一州知事夫人）

11 9月20日（火） 9：00

11：30

14：00

18：00

Cleo　WaUace　Cemer（情緒障害児治療センター）訪問

アジア太平洋啓発センター訪問（アジア系移民・難民へのサービスセンター）

Waπen　VUlage（母子・父子寮と児童発育センター）訪問

フォスターホーム訪問（3グループに分かれる）

　訪問先にて夕食　　　Chapano氏宅

　　　　　　　　　　　wnson氏宅

　　　　　　　　　　　Carr氏宅

12 9月21日（水） 9：00

13：30

18：00

Lookout　Mounta垣Youth　Service　CenteT（非行青少年矯正施設｝訪問

Developmenta1　Pathways，　lnc．訪問

　（発達遅滞者のためのコミニュティー・プログラム）

フェアウェル・パーティー

13 9月22日（木） 10：20

11：50

デンバー発　UA207

サンフランシスコ着

　着後　市内視察

14 9月23日（金） 13：45 サンフランシスコ発　UA837

15 9月24日（土） 16125 成田着

通関後解散
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序章訪問都市について
第1章児童福祉の現況について
第2章　子どもの権利保障と具体的施策

第3章家族支援と具体的施策
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序章 訪問都市について

　アメリカ合衆国は、本土48州にアラスカ、ハワイを加えた50州から成る

連邦共和国である。地理的条件、人口統計、産業などに関する主要なデー

タは以下のとおり。

・ 面積

・ 時差

・ 人口

・ 人口密度

・人種構成

・首都

・ 公用語

・ 宗教

・ 政治体制

・ 産業

約980万9，000k㎡（世界第3位。日本の約26倍。）

本土は、南北がカナダ国境からメキシコ湾岸まで2，000キロ

あまり、東西は太平洋から大西洋岸まで4，000キロあまり。

本土は4つの時間帯、アラスカ、ハワイを加えると5つ

の時間帯がある。

約2億5．790万人（在外人口を含む。93年中央商務省推計

日本の約2倍。）

1厨当たり26人。（日本は328人／1価。93年統計。）

州によって異なるが、全体としては白人系

アジア

　　　　黒人系

・ヒスパニック系

　　　　先住民

　　　　その他

80．3％

12．1％

2．9％

O．8％

3．9％

　　　　　　　　　　　　　　　　　（90年国勢調査）

ワシントン

英語。メキシコ系、プエルトリコ系はスペイン語を併用。

プロテスタント（8．668万人）とカトリック（5，857万人）が

中心。ほかには、ユダヤ教（598万人）ギリシャ正教など。

50州とコロンビア特別区（首都ワシントン）からなる連邦

共和制。大統領が最高権力者。

工業（機械・鉄鋼・航空機・自動車・コンピューター・化

学製品・エレクトロニクス製品）農業（小麦・トウモロコ

シ・コメ・大麦・葉たばこ・綿花・柑橘類）
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　1492年、コロンブスが「新大陸」に到達。以後、イギリス、フランス、

スペイン、オランダなどの西欧諸国が、次々とこの「新大陸」に進出した。

　国家誕生の歴史は、「新大陸」の先住民である「ネイティブ・インディ

アン」対「植民者」、「移民者」対「本国政府」といった相対する立場・

人種などによる数々の武力衝突を出発点にしている。

　特に1775年に起こったイギリス本国とアメリカ植民地との衝突は、独

立の機運を高めた。

　1776年、ついにアメリカ東部13州代表が独立宣言を採択する。1783年

のパリ条約で英国植民地からの独立が正式に承認、1787年ペンシルバニア

州のフィラデルフィアで「合衆国憲法」を制定し、連邦政府創設に至る。

　今からおよそ200年前、この国の「建国の父」と呼ばれる人たちが選ん

だ国家のモットーは、ラテン語でEPLURIBUS脳UNUM（多様性の中

の統一）という言葉であった。（現在もこの言葉は、アメリカのコインに

刻みこまれている。）

　様々な立場の論理や制度の言い分、人種の立場や価値体系などが入り

乱れて、その存在意義を主張しあっている状況こそが、建国以来連綿と

引き継がれて来たアメリカ社会の最も大きな特色であると言えよう。

　では一体、この広大な国土において「アメリカの子ども」の現状はど

うなっているのだろうか。そして「子どもの福祉」はどのような方向に

向かっているのだろうか。

　私たちはこのたび、アメリカの東部、中部、中西部の特色ある三つの

都市で研修を行った。そこで研修報告に入る前に、まず、その三つの州

｛ペンシルバニア州、ネブラスカ州、コロラド州）、三つの都市（フィラ

デルフィア、オマハ、デンバー）について概観したい。

2．！1Pt！；lti

デンバー

wa
＼㌻㌔」w

　　　　、VT’・・・…ξ一’会一「

　’・・－a

ぽ壌・・ラデル・・ア

ネブラスカ
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2．ペンシルバニア州

二
『

》

フィラデルフィア美術館から
市庁舎を望む

　合衆国の北東部に位置する。州の名前は「ペンの森」という意味で、

1681年にW。ペン（WUIiam　im）がイギリス王のチャールズ皿世から領主

権を譲り受けたことに由来する。“独立13州”の一つとしても知られてい

る。なだらかな山脈が州の北東から南西にかけて走り、南東部には豊かな

農業地帯が広がる。東は大西洋に注ぐデラウェア川に接し、北西端はエリ

ー湖に接する。この州は土地が肥沃で、鉄や石炭などの地下資源も豊富な

ため、農業、工業ともに発展した。現在は、鉱業・コンピューター産業・

観光・サービス・運送業が主な産業となっている。

州都　　　　ハリスバーグ

面積　　　　約11万9、750hi〈全米33位）≒北海道＋関東

人口　　　約1、188万2，000人（全米5位）≒東京都（約1，185万6．000人）

人口密度（1厨あたり）約99人（全米8位）≒岩手県（約93人）

フイファルフイア

　人口では州内最大、全米では第5位の都市である。フィラデルフィアと

は「兄弟愛」という意味で、ペンシルバニア植民地の創設者であるW．ペ

ンが命名した。「第1回大陸会議」「独立宣言」「合衆国憲法の調印」が行

われた合衆国建国の要の町であり、アメリカ出生の地として“「lhe（：radle

of　lhe　Naticrn”（国家のゆりかご）とも呼ばれている。1780年から1800年ま

ではアメリカの首都であり、その後も合衆国銀行の所在地として商業活動

の中心地となり繁栄した。デラウェア川沿いには国内有数の河港があり、

造船・石油精製などの産業施設が立地する。

面積　　　　　　　　　　　　約350k㎡≒山口市（約357k㎡）

人口　　　　約158万6，000人（全米5位）≒山口県（約156万人）

人口密度（1　hiあたり）　　　約4，530人≒大阪府（約4，537人）
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3．ネブラスカ州

ネブラスカ州オマハは中西部の
家畜取引所の中心地。さすがス
テーキハウスがいっぱい。

　大陸のほぼ中央部に位置する。州の名前“ネブラスカ”は、州を東西に

流れるプラット川に名付けた「平坦な水」という意味のインディアンのこ

とばに由来する。地形も平坦で、ほとんど起伏がない。開拓時代には西部

へ向かう幌馬車隊の通行の要所となった。1862年、リンカーン大統領の時

代に制定された“ホームステッド法”（農民に農地を格安で提供する）以

後この一帯の農地開発が盛んになった。州の産業は農業・牧畜秦を申心に

発展し、コーンの生産量では現在全米第4位。また、古くから牧畜でも知

られており“ビーフステイト”（B㏄fS倣e）とも呼ばれている。都市部で

は金融・保険・不動産業が盛んである。

州都　　リンカーン

面積　　約20万1，130ぱ（全米15位）≒北海道＋東北＋四国＋九州

人口　　約159万3．000人（全米36位）≒山口県（約156万人）

人ロ密度（1厨あたり）約8人（全米42位）

オマハ

　肉牛の取引市場とE・フラナガン神父が創設した“ボーイズタウン”

（本文40ページ参照）で、全米に知られている。幌馬車の時代から交通の

要所であったが、その後は大陸横断鉄道を完成させた“ユニオン・パシフ

ィック鉄道”の本社が置かれ、現在はその博物館もある。今日のオマハは、

保険とテレコミュニケーションの中心地であり、また、戦略空軍司令部の

拠点でもある。

面積　　　　　　　　　　約261厨≒豊橋市（約260圃｝

人口　　　約33万5，800人（全米48位）≒豊橋市（約34万人）

人口密度（1k㎡あたり）　約1．288人≒愛知県（約1，288人）
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」㌧，コロラ．ド州

・
・
●
尋

コロラド州の議事堂

　大陸の西部に位置し、州の中央をロッキー山脈が縦断している，州の名

前はスペイン語で「赤らんだ」という意味を表し、もともとはコロラド川

をさして使われていた．年間平均310日以ヒが晴天。平均海抜が全米の中

で最も高い。独立宣言発布後100年目に州に昇格したため”Centennial　State

（100年記念州ド’の別称を持つ。もともと鉱［h州として発展し、現在でも

石油・ウラン・石炭・天然ガスなどに恵まれている．州の東部は平原で、

肉牛・羊・養鶏とトウモロコシ・小麦・牧草・テンサイ・果樹などの栽培

が行われている。

州都　デンバー

面積　　約26万9、620kni（全米8位）≒本州の面積

人口　約337万7，000人（全米24位｝≒静岡県｛約371万人）

人口密度q㎞あた1川　約13人（全米38位）

デンバー

　海抜1マイル（L6キロ）の高地にあるため“Mile　High　Citジと呼｛まれて

いる。1858年金鉱発見当時、デンバーは60余りの粗末な小屋からなる集落

であった。その後、銀が豊富に採掘され始めると同時に、金・銀のもたら

す富と鉄道の発展を基盤に急速な成長を遂げた。現在は鉱業のほか、周辺

の大自然を舞台とする牧畜や粗放農業および加工・流通産業の一大中心地

でもある。

面積　　　　　　　　　　約397k㎡≒盛岡市（約398㎞）

人［1　　約46万8．000人（全米26位）≒静岡市（約47万1，000人）

人口密度（lk㎡あたり｝　約1，178人≒千葉県（約1．100人）

参考青軒：

1．Gal¢ReStwrch㎞c．“Citiese「T†鷺UnLted　StatesH　2版1994

）共同歯信社「世界年鑑v4jl994
3‘松尾ミ之・大西健夫肩rアメリカの社会一多様性の中に統一を求めて」早稲田大学出版部1994

4．斎藤真ほか藍修「アメリカを知る事典」平凡社1997

5／KYO｜KじSHA「E本アrレマナ’クヒ巻」1993
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第1章一アメリカの訪問都市における一

　　　　　　　　児童福祉の現況について

1．総　論

はじめに 　第21回資生堂児童福祉海外研修団として私たちは、「子どもの権利と家

族への支援について」～子どもと家族のウェルビーイングについて考える

～ を研修テーマにアメリカ合衆国のフィラデルイア、オマハ、デンバーの

3都市を訪問した。本章では、これら訪問都市における児童福祉施策につ

いて報告する。

連邦政府と州 　アメリカにおける施策及び社会福祉機構を理解するには、連邦政府と州

政府との関係を理解しておかなければならない。

　アメリカには連邦政府、州政府、地方政府があり、日本との違いは、連

邦政府の制定した法律を州政府は、州内で施行するか否かの選択（拒否権〉

をもっていることである。また、連邦政府が制定していない分野の法律を

州政府が独自に制定することや、連邦法を州の実情に合わせて施行するこ

とも可能である。具体例として、アメリカにおける基本的社会福祉施策の

ひとつにMedicaid（公的扶助制度：アメリカ合衆国社会保障法第19項）があ

る。これは低所得者のために連邦政府が50％，州政府が50％拠出するもので

あるが、必ずしも、この通りにする必要は

ない。連邦政府のMedicaidを利用しないか、

州独自の“Medicaid”を制定してもよいの

である。

　福祉施策も州によりかなりの違いが見ら

れる。州において社会福祉施策を展開する

ときにLow－ineomeとCategoricalの二つの選

択肢がある。

　1776年に東部13州が独立したときの星条旗。
・1この家でベッツィ・ロス夫人によって手縫い

tで作られた。
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①Low－lncome：収入によってMedicaidを決める。

②Categorical：・AFDC（Aids　to　Famity　with　Dependent　Children：

　　　　　　　　18歳未満の児童を養育する母子世帯を対象とした公的扶助）

　　　　　　　　・AND（Aids　to　N㏄dy　Disabled：貧しい障害者を対象と

　　　　　　　　した公的扶助）

　　　　　　　　・OAP（Old　Age　Pension：老齢年金｝

　　　　　　　　などの対象ごとに別に決める。

　いまアメリカで問題になっている医療改革法〔Health　Care　Reform）につい

ても進歩的な15の州で独自の医療改革法を制定している。しかし、このこ

とにより福祉の充実した州に人口が移動するという現象が見られ、新たな

問題を生み出している。

児童の概況 　アメリカでは多くの子どもが一定水準以上の環境で養育されているが、

一 方では、毎日1，849人の子どもが虐待あるいは放任されている。

135，000人が銃を携帯して通学し、211人が薬物使用で逮捕されている。そ

して、500人の新生児が18歳以下の母親から生まれている。

　家族との関係では、19歳以下の子どもの24％がひとり親家庭で養育され

ている。このうちアフリカ系ではこの数値が50gre以上になり、ヒスパニッ

ク系の場合は30％以上になる。白人は19％。

　600万世帯以上の乳幼児を抱えた母子世帯が存在し、増大傾向にある。

10代の母親の約半数は公的扶助の対象となっている。

子どもの虐待 　子どもの虐待に関する通告制度の存在により、年間200万件の通告が

ある。ただし、この数字には重複通告がカウントされているし、全ケー

スが虐待または放任と認定されるわけではない。おおよそ55～65％は認

定されていないケースである。逆に、ケースワーカーが頼りにならない

などの理由で、実際の虐待や放任が通告されていないとの指摘もある。

　虐待の定義は州によって異なるが網羅的にみると、身体的、心理的、

性的、倫理的虐待及び身体的ケアの欠如、適切な医療を受けさせない、

放任、捨て子、情緒的問題への対応拒否、学校に登校させないなどが含

まれている。
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図1 放任および虐待の通報状況
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家庭中心主義 　アメリカにおける児童福祉施策の基本的考え方は、子どもは家庭で養育

されなければならないとする「家庭中心主義」である。この考え方により

入所型施設は減少し、コミュニティのなかでケアすることが大きな傾向と

なっている。

　この考え方の背景には、次の2点が理由としてあげられる。

①本来あるべきこと（right　thing）を行わなければならないという

　　こと。（子どもは家庭で養育されなければならないということ｝

②　経済的問題、すなわち、福祉施策の対象者が増加し限られた財

　　政の中でいかに多くの人々をケアできるかということ。

　これらの考え方は、60年代におきた精薄児の父母による、脱施設化運動

から始まった。「子どもを施設ではなく家庭で育てたい」「地域の子どもた

ちと一緒に、地域の学校に通わせたい」。そのための必要な施策を要求す

る父母たちのノーマライゼイション運動の成果として、連邦及び州政府が
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地域で生活できる施策を立法化していった。それが、結果的に従来の入所

型福祉より成果が上がり、その上費用的にも安くつくことがわかった。以

来、連邦及び州の政策として確立した。

州における社会福祉機構 　各州ごとに社会福祉機構は異なるが、基本的な仕組みをコロラド州を例

にあげて説明する。

　州の行政機構は州政府→カウンティ（County）→市町村となっており、

それぞれ議会をもち法律をつくることができる。カウンティはデンバー市

のように一つの市で構成されている場合もあるし、いくつかの市町村によ

って構成されている場合もある。連邦政府の福祉施策から州政府は州の実

情に即して施策を選択し、州の施策として実施している。

　コロラド州の社会福祉施策は社会福祉局が行っており、サービスの内容

に応じて、州立の施設や機関、カウンティ及び市町村、州法で定めた社会

福祉法人、それに非営利の民間機関などが運営する施設や機関をとおして

施策が実施され、それぞれに予算を配分している。（次頁の図表参照）

児童福祉施策 　連邦政府が立法化したアメリカの児童福祉の基本的施策には、以下のも

のがある。

①AFDC（Aid　to　Family　with　Dependend　Children）

18歳未満の子どもを養育する母子世帯を対象とした公的扶助制度。医療

費が無料になる。年間支出は185億ドル。連邦は、支出の2分の1以上

を負担している。91年の受給者はIO．923，000人。

州により給付水準が異なる。

　　　　　　　　　　　　　カリフォルニア州

　　　　　　　　　　　　　コロラド州

　　　　　　　　　　　　　ミシシッピー州

　　　　　　　　　　　　　全米の1世帯平均

②フードスタンプ（Food　StamPS）

632ドル　（月額）

322ドル

122ドル

394ドル

　切符制による食料の現物給付制度で連邦政府の直轄制度。（AFDCとの併

　給可）1991年の受給者は、20，036、00X｝人。

③社会保障法

　連邦政府の方針と予算を示し、州の独自性を加味した主体的なサービス

　展開を認めている。
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図2

コロラド州の社会福祉機構

州政府　社会福祉局

施策の実施機関〔予算、許可、契約）

　　　　　（児童福祉関係）

州の施設、機関

（例）・州立精神病院

　　　・非行少年矯正施設

　　（Lookout　Mountain　Youth　Center）

カウンティ、市町村の施設、機関

（例）・福祉事務所

　　　・被虐待児緊急一時保護所

　　（Family　crisis　Center）

州法で定められた社会福祉法人噛設、機関）

（例）・地域精神衛生総合相談所

　　（Community　Mental　Health

　　Center）

　　　・地域乳幼児発達相談所

　　（Community　Center　Board）

非営利の民間機関（州と契約）

（例）・情緒、精神障害児治療施設

　　（Cleo　Wallace　Center｝

　　　・母子・父子寮

　　（War「ren　Vi皿age）

　　里親（Foster　Family｝

　　｛呆育所　（Day　Care）

主な施策（立法、体系化）

自立援助施策

（Self－Sufficency）

・ AFDC
・ フードスタンプ（Food　Starnps）

・低所得者援助施策（LEAP）

・ 児童援助施策

・ 老齢年金（OAP）

・ 就労援助基礎技術訓練施策（JOBS）

健康と機能回復の指導施策

（Direct　Services＆Heatth　and

Rehabilitation）

・ 医療扶助　　・障害者の就労援助

・ 酒、麻薬中毒者治療施設

・ 復員軍人給付金制度

・ 精神科施設利用制度

・ 発達遅滞者援助制度

子ども・家庭福祉施策

（Children　Youth　Families）

・ 児童福祉サービス

・ 児童保護援助施策

・ 非行少年矯正制度

＊施策の実施期間は、行政との契約に基づき非営利の民間機関が主体となって行っている。
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④児童虐待防止法（Chikl　Abuse　Prevention　and　Treatment　Act）

　1974年に制定。連邦レベルでの児童虐待対策への介入から児童虐待の予

　防や対策に関するデモンストレーション・プログラムへの連邦援助。連

　邦レベルでの虐待報告義務のオーソライズ。

⑤児童扶養強化プログラム（Child　SuppOrt　Enforcement　Prograrn）

　1975年に制定。性別母子、未婚の母の夫あるいは子どもの父に養育費を

　負担させることを、連邦政府と州が共同して行う。州は給与の差押えが

　できる。AFDC対象者の場合は全員。そうでない場合は母親の希望に応

　じて行う。

⑥児童福祉・養子縁組援助法（AdOption　Assls　aance　and　Child　Wettare　Act　of

　1980）

　パーマネンシー・プラン、定期的なケースプランの見直し、不必要な家

　庭外措置の禁止が義務づけられている。

⑦行政における民間機関（非営利）との契約

親子関係の調整など専門的援助が必要なケースについては、行政が民間

機関と契約を結んでおり、そこが対応する。

まとめ 　今回訪問した3都市において、家庭中心主義を根底にした児童福祉施策

の実践を見聞し、多くの示唆を得ることができた。アメリカの児童福祉施

策は連邦政府が方針と予算を示し、各州がそれぞれの独自性を加味し、州

としての予算措置をした上で施策を策定し、公立及び社会福祉法人のほか

に非営利の民間機関が州からの委託をうけて実施する形態をとっている。

また、実施機関の中核を担っている民間機関も、運営・処遇内容などに独

自性を出す努力を重ねている。

　rはじめに13の州があった。その後に合衆国が成立した」一この言葉は

アメリカの児童福祉施策を理解するための前提として、連邦政府と州との

関係を説明する際に、州の独自性をいい表すキーワードとして、講師をし

ていただいたヘネシー澄子女史が話されたものである。日本における中央

主導型とは異なる地方分権の上に展開されているアメリカ児童福祉の現況

を、第2章以降で具体的に報告する。
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2．フィラデルフィア市の施策

PHILADELPHIA　DEPARTMENT　OF　HUMAN　SERVICES（DHS）の概要

DHSの概要を説明するフィラデ
ルフィア市ヒューマンサービス
局のJ．Reevesコミッショナー

「H㎜Ser丙㏄」という名称において、他櫛では、フードスタンプな

どを含む低所得者問題や、精神衛生管理などの様々なサービスが行われて

いる。フィラデルフィア市の場合は、それとやや異なり、サービスの対象

は市法により、1．青少年問題、2．児童家庭問題、3．貧困老人と規定

されている。「家庭中心主義」を掲げ、コミaニティのなかで子ども、老

人の保護を行う。また、フィラデルフィア市は、アフリカ系、スペイン系

などの貧民も多いため、文化的なニーズにも配慮する。例えば、スペイン

語を話す者には同じ言語を扱うワーカーが対応する。現在、韓国系、ベト

ナム系の人口が増えているが、DHSには3名のアジア系ワーカーが働い

ている。

　スタッフは1，200名、うち500名がソーシャルワーカーである。年間予算

は5億3、OOO万ドルである。この予算の77％は、州と連邦政府からの資金で、

残り23％は市民税による。DHSは、州の条例によりサービスの依頼を受

け、資金とサービス実施のためのライセンスを貰うDHSのサービスに対

する州の評価が、資金の交付にも影響するため、両者の間には緊張関係が

ある。

DHSは次の4部門にわかれる

①子ども・青少年部門…危害を加えられたり、遺棄、放任されている子

どもを扱う。ペンシルバニア州法で詳細に規定されている。

②非行少年部門…非行少年が、裁判前に通過するサービスを提供する。

年間、約5，㎜名のクライエントを扱う。「非行少年」であるかどうかは家庭

裁判所により、民間のレジデンシャルホームや州刑務所、グループホーム、

家庭復帰が決められる。現在保護観察官のもとで、それぞれの場所に約

1，000名ずついる。その他、教育、個人指導教師（tUlor）、カウンセリング、

レクリエーションなど非行防止プログラムがコミュニティ内の300ほどの組

織により提供されている。このプログラムの年間予算は、5．500万ドルである。

③老人施設部門…100年ほど前に、センターシティの申心から離れた所

に設立され、精神障害者などを対象としていた。現在は、290名の成人と
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老人が居住している。入所前に無収入であったり、痴呆症、糖尿病を伴う

者、車椅子使用者、麻薬、アルコール中毒者なども含み、40歳から80歳く

らいまでの年齢幅がある。長期入所者で20年くらい、短い場合は数か月の入

所である。この施設自体は、地理的に離れた場所にあるが、自立した生活が

できるようになったのちは、以前住んでいた地域で住居を探すことになる。

④運営管理部門…他の3部門に対する支援業務を行う。予算、契約書の

作成、監査、また契約したサービスについてのモニター業務、運営・管理

についての情報サービスも行う。

最近の傾向と対策 　最近の10年間において、放任・虐待された子どもや未婚の母、不登校

児、ホームレスなどが増加。要因として麻薬、貧困、雇用の不足、飲酒

などが考えられている。対策において、精神衛生を含む保健機構、警察

のほか子どもと家庭に関係のある組織の、協働と調整が不可欠である。

そのため市長マンデル氏によって、Child　Family　Cabinetが設立された。

DHS青少年サービスの概要

DHSのサービス 　DHSの基本理念は家庭中心の保護サービスであり、ペンシルバニアの

57郡では、理念に基づき、各々いろいろのサービスを実施している。DH

Sには、毎日24時間体制のホットラインがあり、1か月1，〔噺牛の電話があ

る。電話の多くは、放任や虐待である。

虐待などの通報があると、100名のスタッフ・ソーシャルワーカーが調査

をして、サービスの必要性について検討する。53％は虐待などの事実は不

明確であるが、残りの47％は実際にその事実があったとか、又その可能性

が高い場合であり、福祉サービスが提供されることとなる。

　ワーカーは、家庭で子どもが安全に生活できる可能性について検討する。

可能性がある場合は、サービスとして、カウンセリングや、集中プログラ

ムとしての、Fa皿ily　Prevention　Serviceを実施する。親としてのありかた、

躾の方法、衛生、健康、居佳状態などについて教える必要がある。

　コミニティー・サービスとしては、デイ・ケアがある。子どもを預かり、

親に自由な時間を持たせる事で、家庭内にある緊張感を緩和させ子どもが

家庭で安全に生活できるためのプログラムの一つである。緊急避難所もあ

り、福祉サービスを必要としている人は、30日間の滞在が可能である。
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子どもにとって家庭以外の
生活の場とは

家庭裁判所の役割

ソーシャルワーカーの役割

ソーシャルワーカーの資格

DHSの今後の方向

DHSの委託機関のチェッ
ク機能

　DHSが直接サービスを提供するのではなく、約tOOの民間機関の中か

ら、契約をする。23．000人の相談ケースのなかで、7．000人以上は家庭から

離してのプログラムが必要である。そして、そのなかの4．500人位は里親と

の生活で、5、000人位は祖父母、伯父・伯母などの親類との生活となる。

　子どもを家庭から離す決定は、親として子どもが家庭で生活するために

可能な限り手段をつくしたかどうかを家裁が調べ、その上で法的親権者を

指名する。そして、6か月ごとに家庭から離れて生活すべきかどうかを再

検討し、DHSのサービスも再審査される。子どもが生活できる場として

の家庭でないとか、親が引き取る意思がない場合は、最終的には、親類と

か里親に託す。そこで2年～2年半経過すると、又、家庭にもどすか、養

子家庭に託すかを判定する。

　援助を必要としている家庭には1人のソーシャルワーカーがつく。ワー

カーの担当ケースは、最高で1人30家庭と州法で定められている。ワーカ

ー は、子どもが委託されている機関で、サービスがきちんとされているか

どうかのモニター、虐待などの防止のためのプログラムの実施、コミュニ

ティーでの活動が円滑に進むための他機関との連携などを行う。

　福祉専攻の大学卒、または、他の学部卒で必要な訓練を受けた人が、ワ

ー カーとして働いている。ライセンス方式はまだない。

　コミュニティーでの活動の活性化を望んでいる。例えば、里親制度にし

ても、コミュニティー内であれば、同じ学校、同じ友達との生活となり、

子どもにとっては、適応しやすいと思われるからである。

　委託機関は4半期毎に援助内容のレポートを提出しなければならない。

そして、DHSの評価部門が年1回再審査するシステムになっている。
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Parent　Action　Network（PAN）の概要

システムの概要

PANの目標

PANの特色

　親の援助のシステムであり、州政府に資金を負担してもらっている。ワ

ー カーは8名で、夜の時間帯に1週間1回の実施で、大体10週続けている。

1983年に8つのグループでスタートして、今では19のグループがある。子

どもに暴力を振るうことは良くないなどと親同志が話し合い、援助し合っ

たり、ワーカーを自分のモデルと考えて態度を変えるように援助している。

年間の参加者は600家族である。PANはスローガンとして「親とは大変

なものである」と掲げている。

①親とはどういうものか理解させること

②子どもに感情の大切さや、性的問題を教えられるようになること

③子育ての楽しさがわかるようになること

①市内の誰でも参加できる

②参加費は無料

③参加者の交通費を負担

④参加時間内は、子どものデイケアは無料

Out－Reach　Program

プログラムの概要

プログラムの内容

　コミュニティーを基盤としたプログラムであり。問題を起こさないよう

に予防的な働きも持ち、参加については強制はしないシステムである。ス

タッフは5名である。

　19のプログラムがあり、1週に2時間を基本としている。1グループの

人数は、最大で15－21名、最少で7～9名である。「ペアレント・アドボ

ケイト」は5つのグループに分かれ、親としての問題を話し合うプログラ

ムである。「スペシャルグループ」では子どもを預かっている祖父母を対

象としている。そのほかに「女性の自己評価を高めるグループ」「父親の

グループ」「性的虐待を受けた成人・IO代の子どもを持つ親のグループ」

「スペイン語で話し合うグループ」など、必要に応じて多種のプログラム

が用意される。
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発展した理由 Pクライエントのニーズを把握できる

2）援助機関とクライエントが良い関係を持てる

3）良い親になるための援助ができる

今後の目標 P里親・養子縁組を希望している母親への援助

2Jコミュニティーの中でリーダーになれる人の養成

3｝就学に関してトレーニングを必要とするクライエントへの援助

●●●．●●●eee●．〉●e●eee●se－eg．●●●●●・●●・e●9●●●●●●・・●●●．●e●．●●●o●e●●Oe●．●．e●o●o●LS●e●●●●●●
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　今回の研修で、印象に残ったことがいくつかあった。一つは、多くの施

設で花壇が大変美しく整えられていたこと、今夏のn照りで、自分の施設

の植物をほとんど枯らしてしまっただけに、広い青空の下の、鮮やかな彩

りがとても羨ましかった、施設に限らず、ホテルの玄関、商店街のアーケ

　　　　　　　　　　ードの上、また、それほど人も通りかからない

　　　　　　　　　　のでは、と思われるような田舎の家の庭などに

　　　　　　　Z　ように感じたのだが、一方で、お相撲さんのよう
　　　　　　．三プ
　　　　　　記な齢の硅すいぶ硯かけパごとながら稗

街なかの美しい花壇とウィリアム・ペンを戴くフィラデルフィア

市庁舎

心配になった．アジア太平洋啓発センターでいた

だいた、ベジタリアン弁当にはびっくりD緑黄色

野．菜ときのこのおかず、しかも海草サラダつきだ

った。もちろん、私の見たことは、ごく部分的な

ものにすぎないのである　が、食べ物と健康、ま

たよく新聞などで取上げられる「豊かさの偏在」

というようなことについても、少しばかり、考え

させられ．た旅であった

　　　　　　　　　　　　　　村田紋子

eee●e●e●9ee●婚●eeeee●e●・●o●9●o・⑭●ee“e9●e●●●●●●・㌔・●eeO・ae●●◎●di●Φ●eeee・●’bOo●e●NeO●
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3．ネブラスカ州（オマハ）の施策

概況 　オマハ地区はネブラスカ州の8ヶ所の行政区域のうち最大で、州の社会

サービスの45％をこの地区で行っている。

　この地区の人口は櫛万人で、そのうち連邦政府の医療保険（メディケイ

ド）の対象者が4．800人、フードスタンブの受給者が4．geo人、心身障害者

サービスの受給者が6，000人いる。また、児童扶養サービスを受けている世

帯が9，000世帯である。

　社会構造の変化で離婚が増え、家庭崩壊がすすんでいる。虐待は10年間

に91％も増加し、93年には8．439件あった。また、10代の女性の婚外妊娠が

増えている。

　社会福祉局は1980年代から家族と子どもの福祉に関する第一線の機関と

して、州内において先導的役割を担っている。諸施策の基本思想は「家庭

中心主義」であり、子どもが成長する場は家庭であり、援助計画の作成時

から対象者を同等のパートナーとして位置付けている。施策の目標は家庭

崩壊を防ぎ、家庭がより健全なものとなるよう援助することである。

児童福祉施策

ネブラスカ社会福祉局にて

地区行政官のMR．J．E．NANFrro

　ネブラスカ州では8（庫代末から90年代初頭に、従来の施策を全面的に見

直した。従来の方法では、危機家庭の立て直し及び再発予防に成果が上が

らず財政上の負担増を招いていたからである。成果が上がらなかった理由

のひとつは、対象家庭（者）に対しての援助が、いわゆる行政のお仕着せ

援助に止まり、危機家庭が自ら危機を脱し家庭再建できるために必要な援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助を行う、という視点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に欠けていたからであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。このことから、コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミュニティを基盤とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た家庭中心主義の施策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に転換をはかったので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具体的な施策として、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAFEユニット、ポ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランタリィユニット、少
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年裁判所ユニット、長期的養子縁組ユニットがあげられる。また、これら

の施策を遂行するために3体系の支援サービスを作り上げている。

（別表参照）

／蕊蕊鑑1
　教育関係者からの提起を受け、地域内の公立小学校を単位に組織された

家族援助プログラムである。社会福祉局に専門スタッフがおり、学校長よ

り通告のあった生徒及び家庭に対して必要な援助を行うものである。

　オマハ地区の小学校における生徒の人種構成は、アフリカ系29％、白人

54％、アジア系L5％，ヒスパニック系596、アメリカインディアンL5％

となっており、最近の傾向としてヒスパニック系の増加があげられる。全

生徒の30％が連邦政府の経済援助を受けている。

　具体的プログラムとして

・ 家庭危機への介入

・育児技能指導

・ 緊急宿泊施設の提供

・ 親、子どもに対する継続したセラピーの実施

・ 妊娠相談と養子縁組

などがあり、プログラムの実施主体は行政のほか、非営利の民間団体が州

との契約にしたがって行っている。

　SAFEユニットは、家庭危機の予防及び初期の時点での解決を目的と

しており、学校が窓口となることで要養護児童の早期発見、また、保護者

が相談しやすいという特色がある。

ボランタリーユニットについて 　この施策はSAFEユニットで問題解決が見られなかったケースのうち、

在宅で子どもの安全確保をはかりながら問題解決を行なうプランである。

家族の構成員に問題解決への意欲がある家庭に対して、家族自身による家

庭危機の解決に必要な援助を行うプログラムである。

　スタッフとして、1名のソーシャル・ケースワーカーと9名のケースワ

ー カーがおり、一人のケースワーカーが25家庭を担当する。ユニットの目

標は家庭内のリスクを取り除き、子どもが親元で継続して生活できるよう

にすることである。

　このプログラムに適応する家庭であるか否かを家族全体及び各構成員との

話し合いをとおして評価を行う。話し合いのポイントは、次のとおりである。
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・ どうして子どもへのリスクが生じたのか

・ リスクの原因は

・ 何が足りなくてリスクが生じたのか

・リスクを乗り越えるための方法はあるのか

　ケースワーカーが行った家族の評価に対象家庭が合意した時点で、目標

設定を行う。ケースプランは家族が作るものであり、ユニットは変化のプ

ロセスを支援するためのサービスを提供する。サービス内容は、子どもの

デイケア、交通機関利用援助、一時的里親の利用などがある。必要な場合

には、精神科医やセラピストの紹介も行う。

ケースプランを対象家庭にたてさせるのは、家族に自立した権限を持たせ

ることにより、自己尊厳が生まれ、問題解決への意欲を育てるとともに、

ケースワーカーとの関係にも、好ましい影響が生じるからである。

長期的養子縁組ユニットに
ついて

　家庭での養育環境が整わない子どもや、親に子どもを養育する意志のな

い場合は、親権を停止し社会福祉局の保護下に置かれ、里親に養育される

ことになる。

　里親との組み合わせについては、次の3つの条件を満たすことを前提に

している。

①子どもにとって生活上の制限が最も少ないこと

②育った環境に最も近いところ

③人種、民族、文化的な配慮

　また、子ども自身に情緒面などに問題がある場合には、セラピーができ

る里親に委託される。

※少年裁判所ユニットについては、第2章で報告する。

　ネブラスカ州における児童福祉施策は他の訪問都市と同様に「家庭中心

主義」が基本にある。従来の施策からここで報告した現在の施策に転換す

るにあたって、「家庭中心主義」による施策の進んでいるフィラデルフf

ア市より専門家を招いて指導を受けたとのことである。

研修プログラムをアレンジしてい

ただいた児童福祉課マネージャー

のMS，C｜NDt　McCONNELL
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NEBRASKA　DEPARTMENT　OF　SOCIAL　SERVICES［OMAHA　DISTRICT］－CHILD　WELFARE　PROGRAM一

PREVENTION　（予防）→INTERVEN丁10N　（介入）→CLOSURE　（終結）［※左から右に行くほど行政の介入度合いが強まる】

1
治
1

SCHOOL　AND　FAMILY

ENR］CHMENT　UNIT
　（学校と家庭の改善部11「P

◎危機が減少ならケース終了

◎危機力．；未解決

INITIAL　ASSESSMENT　UNIT
　〔敢初の評価部門）

◎危機の存在が証明されなくて

　ケース終了

◎危機の存在が実証され、親が

　自主的に働く　とが可能か、

　または希望している　〔子ども

　は概して家庭に置かれる｝

◎危機の存在が実証されたが、
　親力V白じrl9｝こ働くことカtイこ百」’

　能か、または希艶していない

　（子どもは概して家庭から離さ

　れる）

VOLUNTARY　UNIT
哨主解決部門）

◎危機が減少ならケ

　ース終r

◎危機が未解決

JUVENILE　COURT
UNrr

　（少．年裁判所部門）

◎危機が減少ならケ

　ース終了

◎危機が未解決なら

　親権停止

ADOPTION　LONG　TERM
UNIT

〔長期的養子縁組部門）

◎子どもを養子縁組しケ

　ース終了

（補助金は交付）

◎子どもを最長19歳まで．

　できるだけ拘束の少な

　い状況で当局の保護下

　におく。

支援的　サ　ー　ビ　ス

［地域で供給されるもの］

FOOD　PANTR肥S　（食券）

SHELTER（緊急宿泊所）

低所得者向け佳宅・VNA

〔福祉局が第3者と契約して利用者に提供するもの］

ファミリーサボートワー一カー－

RESPITE　CARE　C親．HIII’（r問題がある時、一時分離し休息させる）

家族療法、里親、医療的ケア、暖熱費補助

チャイルド・デイケア、フードスタンプ

［当局で供給するもの］

ファミリー・サボート

ファミリーセラピスト

子どもへの交通機関利

その他

・ スペシャリスト

…」サービス



はじめに 　行政組織として、知事の下に17の局がある。また、州の下に63か所の郡

（カウンティ）があり、その下に市町村がある。

州の社会福祉は、社会福祉局（Departrnent　of　Human　Service）が担当して

いる。

サービス内容に応じて施策の実施主体が州、郡、市町村と区別されており

予算もそれに応じて配分されている。

福祉事務所は、郡の管轄になる。郡の予算は、連邦政府、州及び構成して

いる市町村により分担されている。

社会福祉機構の特徴 　コロラド州の社会福祉機構の特徴の一つとしてシングル・エントリー・

ポイント制度があげられる。この制度は、関連機関を統合し対象者のニー

ズに即応できるように窓口の一本化を図ったものである。

精神衛生分野では州内に23か所のコミュニティ・メンタル・ヘルス・セン

ターがありこのセンターで対象者の診断、援助計画が作成され医療機関に

引き継がれる。このことにより従来数か所の機関を経なければならなかっ

たのが1か所で対応できるようになった。

　乳幼児発達支援分野ではCCB（コミュニティ・センター・ボード）が

州内23か所にあり発達遅滞児の早期発見及び治療援助を行っている。

　社会福祉機構を考える上で重要なことは、シングル・エントリー・ポイ

ントを基本に横の連携、ネットワークづくりをいかに行うかということで

ある。ソーシャルワーカー、医師、看護婦、教師等がチームをつくり、ケ

ー スマネージャーを中心に対象者の支援を行うことが求められている。

児童福祉 児童福祉施策として三つの中心的な施策がある。

（1）児童福祉サービス（Child　Welfare　SeTyioes）

　虐待・放任から子どもたちをまもることが目的である。社会的養護の受

け皿として基本にあるのが里親・養子縁組制度である。この制度を利用す

る子どもたちの多くが被虐待児で親の親権を停止し社会福祉局の管理下の

もとにある。92年には約53．000人の子どもが、このサービスを受けた。そ

のうち、75％が被虐待児であった。
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（2）青少年非行矯正制度（Youth　Services　Juvenile　CorTections　System）

銃使用の低年齢化など非行問題が深刻化している。これらに対応する制度

である。州立少年院や民間の教護施設を利用している。

〔3）児童保護援助政策（Cbild　Cafe　Assistance　Pπ）騨m）

共働き家庭の子育て支援のため、デイケア体制の整備が必要である，優良

なデイケア供給のための取り組みを行っている。

　92年には16，887人の子どもたちがこの政策による助成金を受けデイケア

を利用した。州内には10、OOO人の免許をもったデイケアの供給者がいる。

まとめ　　　　　　　　　　　　　コロラド州の児童福祉施策も家庭中心主義を基本に展開されている、特

　　　　　　　　　　　　　　　　　徴としてあげられているシングル・エントリー・ポイントの考え方は、日

　　　　　　　　　　　　　　　　　本の縦割り行政の弊害として指摘されているネットワークづくりの嗣難さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　の解決策となる示唆が含まれていると思う。

●●●e●●．e●●●o●●●●●・●●●e●．●．●●●●●．・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●．●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●・●●

ドラッグ・フリー

　フリーの意味は？

P●e●●●e●・●●●e●e●・●e・●●e●・●●

　デンバー市内で”DRUG　FREE”と書かれた立て札を見かけた。

「麻薬　自由」　？、「麻薬　開放」　？、「麻薬　無料」　？

　思い付く日本語訳は、どれもこの健全そうな街角にはそぐわない。一体

「麻薬」が、どうだというのだろうか。どうもこの“FREE”という単語が

気になってしかたがない。

　さて、この立て札の意味についてヘネシー澄子さんに伺ったところ、次

のような答えが返って来た。すなわち「この“DRUG”というのはもちろ

ん“麻薬”のこと。“FREE”という単語には”一から解き放たれている“、

’」

～ から逃れている”という意味がある。要するに“DRUG　FRUiE”とは、

「この地域はrDRUGから解き放たれています』iDRUGから逃れてい

ます」と読むのである」と。「『DRUG』の忍び寄る‘魔の手”から逃れ

ている」という解釈は穿ちすぎだろうか。

　それにしても、内容が内容だけに意味を取り違えると．大変なことになるtt

もっとも、英語が分かる人は間違えないのかもしれないがc

　ちなみに、“ALCOHOL　FREE”という立て札もあるとのこと，、「お酒は

タダ」と言’う意味ではない，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリーライター）

ee●e●e●●●e●・●●●●●●●e●●●e●e●e●e●e●●●e●●●s●●●e●e●●●●●●●
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第2章 一 アメリカの訪問都市における一

子どもの権利保障と具体的施策

1．総　論

はじめに 　アメリカは移民国家であり、多様な人種、民族によって社会が構成され

ている。子どもの権利保障を考えるときには、その人種、民族への配慮を

も含めた対応が求められている。

　訪問した都市及び各施設において施策を実施する際、子どもたちの持つ

人種的生活習慣、文化の特性を考慮した対応がなされていたD具体的な対

応として、里親選定の基準に同一人種を原則とすることで子どもの生活習

慣、文化を保証しアイデンティティーの確立をめざしている。また、子ど

ものケアにあたる施設職員、里親にも人種の特性を理解することが求めら

れており、相談事業、医療ケアの場面では、同一人種のワーカーや医師、

看護婦などが対応できるよう努力がなされていた。

　このことは「国際化」する日本の社会においても基本的な認識として確

立させなければならないことであろう。

基本理念 　家庭中心主義が、どの訪問都市、施設においても基本理念として施策や

サービスの中に位置付けられている。アメリカにおける子どもの権利保障

は、児童福祉という単独の施策としてとらえるのではなく、児童家庭福祉

という複合的総合的施策の一環として、行われている。

具体的取り組み 　この章では、以下の報告をとおして子どもの権利保障と具体的施策を検

証していくことにする。

（1）ネブラスカ州の少年裁判所における少年の権利保障

（2）ボーイズタウンにおける総合的な児童福祉事業の展開

（3）デンバー市のクライシスセンターにおける被虐待児の一時保護

｝
一 35一



2．少年裁判所における子どもの権利保障と具体的施策

乙イ．三1｛

蹴WIT
4ぴρw万9錨’

TEMう　t？i　－＝trプ
・楡．’1￥早”弓ぺ

Eご”’

少年裁判所について説明する

弁護士のMS．PEG　STEVENS

　アメリカで法制度が始まった当初は、子どもには一切の権利が認められ

ていなかった。それらしき権利が初めて認められたのは、1920年代の後半

に入ってからのことであった。

　そのころニューヨークの街に、青あざと汚れた衣服と悪臭にまみれた6歳

になる一人の少女がいた。彼女になんとか救いの手を差し延べようとしたソ

ー シャルワーカーが、彼女の両親や祖父母に掛け合ったのだがその甲斐もな

く、警察にも法的な権限が何もなかった。ある日、この少女のための弁護人

を見付けたソーシャルワーカーは、ついにこのケL一スを法廷に持ち込むに至

ったのである。子どもの権利保護のための法律が何も存在しなかった当時、

この少女の保護のために援用されたのは「動物保護法」であった。

　これが、アメリカに“子どもの権利保護’に関する法律をもたらす発端

となったエピソードである。

　少年の保護に関する本格的な法律ができたのは、それから約30年後の

1950年代に入ってからのことである。

少年保護の法律の目的 ’全青少年の健康と福祉と安定した生活環境を提供すること。

・青少年の健全育成と市民権を保護すること。

以上の二つが主な目的である。

少年裁判所の特色 　ネブラスカ州には97のカウンティがあるが、ダグラス、サーピィ、ラン

カスターの三つのカウンティでは、少年の裁判所を一般犯罪の裁判所と分

けている。また、子どもが生涯、社会的な法になるべく触れないようにす

るために“リハビリ”の機会を設けている。

　サーピィ　カウンティの場合、郡としては、結論が出るまでリハビリを

受けることを強制しない。それは、親や子どもの自発性を尊重することで

信頼関係ができると考えているからである。

リハビリ

　原因を解消するためのすべての行為で、たとえば「法廷に出され

る前に精神科医などの診察やカウンセリングなどを受ける」ことな

どを言う。
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子どもを親から離すときの
条件

子どもが親の元にいることで

・ 子どもの健康が損なわれる場合。

・一般社会に大きな影響をおよぼす場合。

の2点で、具体的には以下の三つの場合が考えられる。

1．家庭で子どもが世話を受けられない場合。子どもが虐待を受けている

　　場合。

2．子どもが家庭内で暴力をふるう場合。また、犯罪行為を犯したとき。

3．親や学校の教師が子どもをコントロールできないと見なしたとき。ま

　　た、子どもの行為が社会に危害を及ぼしそうな場合。

このうち社会福祉局が扱うのは、1．と3．の場合である。

「親子の分離」は社会福祉局と密接な関係をもちながら法的な手順に従っ

て実施される。

裁判に至るまでの審議の流れ 　社会福祉局やコミュニティから少年裁判所に申請書が提出される。裁判

所に送られた申請書を見ながら、警察が犯罪・虐待・放任などの有無の判

定を行う。警察が必要とみなしたときにのみ親の親権を停止し、子どもを

親から離して州や郡の管轄下におく。

親権停止の手続き ・ 子どもの身柄保護から48時間以内に地方弁護士が申請書を提出。

（虐待、放任の場合はこれに限らない。｝審判期間中の5日間以内にヒア

リングをしなければならない。

・ 犯罪が絡んだケースや、親や教師による保護が困難な場合には24時間以

内に申請書を提出し拘留を正当化するためのヒアリングをしなければなら

ない。

　裁判所は、拘留が法的に正当かどうかを審議する。

ヒアリング

　ケースを法廷にもちこむかどうかを判断するためのミーティング。

ケースワーカー、弁護士、ケースマネージャーなどのすべてのスタ

ッフが参加する。子どもと親が自発的に協力する意志があるか、親

が認める問題点があるかなどについて、各パートからのレポートを

集めて審議する。

　当事者が協力的である場合などには、法廷に持ち込まずにこの段

階で「リハビリ続行」となることもある。

一 37一



サーピィカウンティの特色 審議や処置の進め方は、各郡の施設、人材、性格などによって異なる。

サーピィ　カウンティの場合

・親権は社会福祉局が持つことになっている。この場合、子どもはリハビ

　リを受ける権利が与えられている。

・ リハビリは法廷に持ち込まれる前に行われ、このことによって貴重な時

間のロスを防いでいる。

’ ヒアリングのあと、実際に法廷に出る前にプレ・トライアル・ヒアリン

　グがある。

反論権と裁判の費用 　親が訴えに対して反論を申し立てる場合には、弁護士を付けることがで

きる。その費用は本人が持つ場合と州が持つ場合とがある。

　放任のケースの場合には、子どもの弁護士の費用は州が持つ。親につく

弁謹士の費用を親が払えないという証明があれば、州で支払うことになる。

審判が終了する前に、親の支払い能力を調査することになっている。

警察における子どもへの配慮 　特別な訓練を受けた少年専門の警官が5人いる。ほかにリスク評価を行

うスタッフがいて、調査の際にはチームになって行う。警察は犯罪を評定

し、ケースワーカーは子どもが家庭におかれたときの危険性を判断する。

両者がチームになることで、効率的に進められている。

裁判所の役割 　裁判所はすべての情報を集め、審議されてきたことがらが実際の事実関

係に基づいているものであるかどうかを判断する。また、いったん法廷に

持ち込まれたケースについては、以下の四つの点について管理する。

・ 法律に照らし合わせながら、6ヵ月に一度ケースの見直しを行う。

・ サービスが法廷の判断どおりに施行されているかどうかを点検する。

・ 当事者である親や子どもが、協力的な態度をとっているかどうかを調査

　する。

・ 家庭に対する州の介入の必要性について調査し判断する。

　裁判所の管轄下におかれた子どもは、19歳までは裁判所の管理下におく

　ことができる。
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解決までに要する時間 　犯罪関係のケースの場合は平均1－1年半を要する。軽犯罪の場合は2

～ 3ヵ月で解決する。コントロールが難しいケースの場合には、3～6年

を要する。近親相姦のケースの場合には3～5年を要する。

ネブラスカ州での課題 　虐待や放任のケースと、虐待を受けた特にIO歳代の子どもに対する対策

に力を注いでいる。前者はケースの数が増加しているが、子どもが年少の

ために再発予防のチャンスがある。後者の場合には、社会の保護と子ども

の利害関係のバランスがとりにくいことがあり、社会福祉局での治療がな

かなか進まないことが問題である。

より効果的な対応を目指して 　関係専門職の協力体制作りに努めている。サーピィ　カウンティでは良

いチーム体制ができており、社会福祉局と警察と少年裁判所によって素早

く総合的な対応が実現できている。

　分野ごとの関心事が一体化されにくいこともあるが、お互いに納得がい

くまで話し合い、クリアなコミュニケーションを持つように皆で努力して

いる。時には関係者のエゴが衝突することもあるが、子どもの利益をまず

第一に考えて、大人の立場で解決をはかるように努めている。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●．●●●●・．○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●

スマイル・ボックス

●●・●●●●●●●●●●●●●●．．●●●●●．●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

　日本人旅行客はあまり訪れないというオマハのホテルでのことである。

そのホテルマンは、ある日本人旅行客から日本語で「スマイル・ボックス」

はどこかと尋ねられ、何のためらいもなく「貴重品預かり」の用意をした。

さらに、その旅行客が「いまでなくてもいい。」と日本語で伝えると、ホ

テルマンは何事もなかったように「貴重品預かり」の箱を元の場所に戻し

たという。

　「英語に対する緊張感」をふと忘れさせてくれたエピソードである。

　それにしても、”Safety　Box”を「スマイル・ボックス」とはよく言った

ものだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（安心箱）

●●●●●●●・●●．●●．●・●●．●・・●・●・・●●●
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3．ボーイズタウンにおける子どもの権利保障と具体的施策

　ボーイズタウンは、1917年にフラナガン神父によって孤児院として創設

された、70年以上の歴史を誇るアメリカを代表する児童福祉施設である．

　創設当初は男子だけの大舎制の養護施設であったが、｜975年頃から小舎

制に転換していった，．

　現在オマハにあるホームキャンパスには、76の小舎があり、女子はアバ

ー ト、男了一は一・戸建てを使った小舎制である．共に夫婦が住み込んで子ど

ものケアを行っている．養護児童のほかに、教護児童も多数入所している

　また、ボーイズタウンはtマハだけでなく全米14都市に施設を開設して

各種のプログラムを行っている、、ボーイズタウンが全米各地に発展してい

るのは、ここに‘’アメリカの家庭のありかたや子育てを変えるのだという

強い．使1命感”があり、また‘‘オマハよりもボーイズタウンをもっと必要と

しているところ1：たとえばニューヨークのブルックリンのような所｝に出

て行こうというフラナガン神父の「神の仕事」の精神”が、脈々と流れて

いるからである．

Boys　Townのシンボル像

プログラム

　ボーイズタウンの各種のプログラムは、以下のとおり、

！電話相談‘．Boyg．　Town　Natlona川Olline　l－8（X｝－448－3（H’X））

②長期居住プログラム（しong－term　Res’idential　Homes　for　Boys　and　Gir］s｝

ぼ短期保護プログラム「緊急避難サービゐ

　CShort－Tem】SheLlers　for　Boys　and　Girls　｝

．1・治療的里親サービス1：Treatment　Fosler　Family　Services｝

S）家庭保護サービスLFamilv　Preservatioll　Services）

．lil良識ある親になるためのプログラム1：Common　Sensc　Parenting）

．？J研修｛Boys　Town　Nalional　Resource　and　Traini　lg　Center）

．8．濤i校↓Father　Franagan　High　School）

．．tt－．病院（Boys　T‘）wn　National　Research　Hospital）

．．1」〕．ポーイズタウン・リーデでンゲ’センター　IBoys　Town　Reading　Center）

このうち、私たちが実際に見学し説明を受けた．i＞から：11iのプログラムにつ

いて、その概要を報告する．．
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①電話相談 　1989年10月に開設されたこのサービスはオマハのポーイズタウン内にあ

り、年中無休で、全米50州のほかコロンビア特別区、プエルトリコ、ヴァ

ー ジン諸島、カナダに在住するすべての親と子どもからの電話を受け付け

ている。ホットラインは、ラジオ・テレビ・新聞・掲示板や電車・バス・

地下鉄の車内広告などによって全国的に広告されている

　子どもたちや親はどんな問題についてでも電話で相談することができるt一

相談内容は多岐にわたるが、身体的・精神的虐待、アルコール中毒、麻薬、

育児問題、家出、学校、自殺などが主である、，ホットラインのオペレータ

ー 〔スタッフ）は、大学で社会福祉とカウンセリングの資格を取り、経験

を積み、高度な訓練を受けた専門家である、．英語だけでなくスペイン語を

話すオペレーターが24時間待機している。相談の電話は．一・Hにし400件以．．ヒ、

年間50万件以上にのぼる。そのうち55％が19歳以下の子どもたち自身から

の電話で、3分の2が女性、3分の1が男性である。

　ホットラインは、全米各地の5万の福祉関係の施設や機関のコンピュー

ター・データ・ベースを持っており、これによってtペレーターは、電話

による相談だけでなく、相談者自身の居住地域の福祉施設や専門家に特別

の援助を問い合わせることもしている。そうしたネットワークを駆使して、

継続的にフォローアップし、子どもだけでなく家族を含んだ援助を行って

いる。

Boys　Townの全景
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②長期居住プログラム
　（グループホーム）

職業訓練センター

　オマハにある76の小舎1グループホーム1には問題を抱えた少年少女が

夫婦のホームティーチャーと生活を共にしている，　一つのホームには6－

8人の了・どもが生活しているが、1993年度は全体で836人であった。

　子どもの平均入所年数は2年であるが、できるだけ早く子どもを地域に

帰すようにしている．子どもの平均年齢は13．5歳で、8－－1gerまでの1ども

で、入所理由は主に虐待と軽犯罪であるt：80％が肉体的虐待を受けており、

そのうち30％の男子、60％の女子が性的虐待を受けている。100％の子ど

もが精神的虐待を受けている、

　入所経路は、ボーイズ・タウン・ナショナル・ホットラインと社会福祉

局からの紹介である。入所の申し込みは全米各地から、1欄に3、㎜件あ

るが、入所の決定は、ボーイズタウンに入所することが本当に一・番良いの

かどうかを調査してから行う、

　グループホームはオマハのほかにも全米31ヵ所にあるが、これからも増

やして行く予定である。ニューヨークのブル・ノクリンなどの都会では’戸

建ての住宅が手に入りにくいので、アパートを利川している。

　各ホームは夫婦とアシスタントで子どもの世話をしているが、このほか

に自由な立場にいて必要に応じて対応する職員もいる，また夫婦ごとに担

当コンサルタントがいて、問題があった場合には24時間いつでも対応でき

るようになっている

職業訓練センター内の自転車整備訓練所
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　子どもの日課は各ホームに任せられている。学校がホームキャンパス内

にある場合、そこの学校に通学している。子どもの養育方針は、セラピス

ト、ホームティーチャー、事務局が話し合って治療プログラムを作り一週

間ごとに評価を行っている。

　虐待を受けた子どもが多いので定期的にカウンセリングを行っており、

精神科治療が必要な子どもを発見したら病院でセラピーを受けるようにし

ている。セラピーによって初めて、幼いころの虐待の体験が明らかになる

ことがある。

　このほか評価専門チームがホームを回り、子どもの意見を聞き、ホーム

ティーチャーの評価やホーム環境の評価などを行い、見直しのための委員

会を開き、子どもの意見を反映させているが、子どもたちに対しては権利

と共に果すべき責任・義務があることを日常生活を通して教えている。

③短期保護プログラム 　このプログラムは、虐待、放任、家出などの理由から、緊急な支援が必

要な10～18歳までの子どもたちとその家族に対して、安全な場所、食事、

世話などを提供し、彼らの問題を解決して、もう一度家族として再建でき

るようにすることを目指している。ケースは通常、地域の機関や家庭から

紹介されて来る。このプログラムで子どもを保護する期間は6～8週間程

度であるが、子どもがこのサービスの対象年齢にある間は、アフターケア

を受けることができ、家庭復帰後も支援を受けることができる。

　このプログラムの一番の目的は家庭の保護にある。個々の子どもと各々

の家族のニーズに共感できる地域の福祉施設や地域の家庭の援助を得て個

別の調停プログラムを作成し、家族の絆を強め、家庭崩壊にならないよう

に励ましている。

④治療的里親サービス 　全米10ヵ所にある。このサービスは、ボーイズタウンのグループホーム

で行っている子どもの声に耳を傾けた効果的な治療技術を取り入れている。

　このプログラムは地域にある個人の家庭に提供され、十分に訓練された

親が子どもたちに精神的な支えと養育環境を与え、障害を乗り越えて新し

い技術を学び、豊かな生活を送ることができるようにしている。このプロ

グラムを必要としている子どもは、‘’伝統的な里親’家庭にいる子どもよ

りも、もっと注意が必要な問題をもっている。

　通常ポーイズタウンの里親は、里親としての訓練を子どもが入ってくる
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前に30～40時聞受けることになっている。そこで新しい技術を学び、トレ

ー ニングを受ける。治療チームによる協力と問題行動に的を絞った治療計

画は、日々の子どもの世話のための道具として里親に利用されている。こ

のプログラムは、科学的治療技術・個別的治療技術をべ一スにしたトレー

ニング、徹底した相談、支援サービス、支援スタッフや里親の業績評価な

どにより、子どもの精神的生活に配慮している。

⑤家庭保護サービス 　危機にある家族のための徹底的な家庭内治療サービス。全米5か所で実

施している。このサービスのユニークな点は、家族の苦悩や虐待などの実

情を親から聴取して問題点を明らかにし、セラピーによって個々の親の能

力を高めるための訓練を援助することにある。

　スタッフは24時間体制で電話相談を受付け、いついかなるときでも危機

に対応する。これらのサービスは家庭の能力を強め、家族関係、親として

の技術、コミュニケーション、問題解決能力の改善に貢献している。

⑥良識ある親になるための
　プログラム

　全米7か所で実施している。このプログラムは、ボーイズタウンがこれ

まで蓄積してきたすべてを提供している。アメリカでもっとも困難な問題

をかかえた子どもたちに関わって学んだことや、多種多様な問題を持った

家族に対する非常に豊富な経験を用いている。

　親が継続的に講座に参加し、小グループを作り、自分たちの能力や子ど

もたちの能力を訓練したり、問題解決に焦点を向けることを学ぶ。また、

個別的なトレーニングもあり、これには各家庭の能力、弱点の認識、行動

計画の作成および技術を学んだ後のフォローアップも含まれているc具体

的には、次のことを教えている。

①育児技術

　②子どもを評価することの重要さ

　③家庭内におけるルールづくり

④虐待の予防

　⑤社会的マナーの指導方法

　⑥親子関係の強化方法
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　このほかボーイズダウンでは、今までの成功例をもとにビデオテープを

作成しており、販売したり全国チエーンのビデオレンタル店でレンタルし

ている。

⑦研　　修 　子どもの世話や指導の方法を向上させ、自分自身をも高めるための研修

プログラムである。ポーイズタウンのホームキャンパス内に宿泊研修所が

ある，ここでトレーニングを受けた人が全米各地に散らばり、問題をかか

えた子どもたちに対する従来の援助の方法を変革しようとしている。トレ

ー ニングには、教育部門、精神衛生部門、家庭部門、発達部門、ワークシ

ョップ部門がある、毎年多数の了ども、親、教員、福祉関係者が参加し、

利用している，

ボーイズタウンによるプログラムの実施都市図
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」

4．デンバー市における子どもの権利保障と具体的施策

　　　　　（クライシスセンターの役割をとおして）

はじめに 　クライシスセンター（飽皿y（Msis　Oenter）は、デンバー市の要保護児童

の中で、虐待、放任など緊急に保護を必要とする、新生児から12歳までの

子どもを対象にした一時保護所である。

　ここで私たちは、デンバー市における被虐待児の保護システムを研修す

ることができた。保護システムの特徴は、市民・行政・警察・裁判所が一

体となり被虐待児の保護を最優先にしている点にある。

　システムの具体的内容は、被虐待児の発見・通告→警察による身柄保護、

保護所への移送→ソーシャルワーカーによる事実確認→裁判所による措置

決定という流れになっている。

　事実かどうかを確認する以前に、強制力をもった警察が子どもの身柄を

保護するというこのシステムは、“被虐待児の保護”という問題の緊急性

からいっても、子どもの“人権保障”という観点からもいっても優れたシ

ステムであると思う。

虐待・放任の定義

’冒「、
　壽
　十cl

　撚

被虐待児の保護システムについて

語る所長のMS．KAREN　BOWERS

　人口50万人のデンバー市で1年間に15，000件の虐待、放任の報告がある。

　ここでいう虐待とは、子どもの身体に外傷を負わせたときに初めて認定

され、ただぶつだけでは虐待にならない。

　虐待には、3段階あり

　（1）軽症→黒ずみが一つ

　（2）中度→黒ずみが複数ある

　（3）重症→骨折等

に分類される。

　また、放任とは、養育の放棄により子どもの衣食住が保障されていない

状態をいう。

　クライシスセンターには医師が配置されており診察をとおして虐待であ

るか否かの診断を行う。

　今、問題となっているのは性的虐待への対応である。通告があると医師

の診察を受け医学的所見が報告されるが、性的虐待の事実確認の際には、

子ども自身の申し立てが大きなウエイトを占める。性的虐待の被害にあっ
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ている子どもの特徴として、事実を話したがらないということがある。こ

のため保護に結び付けることに困難を伴うケースが多い。

発見・通告から身柄保護まで
の過程

　通告は、託児所、幼稚園、医療機関などからが多い。子どもの身柄を保

護しクライシスセンター一に移送できるのは、警察官だけである。

　クライシスセンターは24時間子どもの受け入れが可能な体制にある。子

どもは、身柄保護後48時間まで警察の管理下に置かれる。その間に、ソー

シャルワーカーによる事実確認調査が行われる。

事実確認及び措置決定 　ソーシャルワーカーは、子どもの身柄保護後48時間以内に保護者との面

接を含む家庭調査を行い、虐待の有無を判断し虐待ケースと判断した場合

は、裁判所に措置の決定を求める手続きをとる。

　実際には48時間で調査を終了することは困難であり、最長14日間延長の

許可を裁判所から受けることができる。

　子どもは措置決定までクライシスセンターで保護されるが、14日間以降

は、里親に保護委託される。

　裁判所は、ソーシャルワーカーの報告書及び保護者の申し立てを聞き裁

定を下す。90％は、親または親せきの引き取りとなる。残り10％は、親の

状況が悪く親権停止の上、社会福祉局の管理下に置かれ養子縁組、里親委

託の措置がとられる。

在宅指導 　家庭引き取りとなったケースについてはサポートプログラムが与えられ、

ソーシャルワーカーがフォローアップする。その間に改善が見られなかっ

たり虐待が再発したケースは、親権停止の上、子どもは里親委託される。

親を教育し成果がみられれば再度、引き取らせる。

　このように家庭養育のサポートシステムのもとに親権停止された親のう

ち、95％が一度の危機で立ち直る。残り5％は、サポートしながら家庭養

育可能になるまで長期間を要する。

ソーシャルワーカーは、その役割によって3グループに分かれている。

　（1）事実関係を調査するもの

　（2）クライシスセンターで子どもを統括するもの

　（3）親を指導援助するもの
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クライシスセンターの概要 　施設は住宅街の一角にある。定員16名、職員数35名。受付にはセキュリ

ティポリスが常駐し、私たちの目には違和感を覚えたが施設の性格を考え

ると安全確保から必要な措置であろう、センターは二つの部署に分かれて

いるe一つは管理部門で、子どもの受け入れ対応、診察などがここで行わ

れるeもう一・つが子どもたちの生活棟である。

　クライシスセンターができるまでは一・時保護機能はなく、直接里親に委

託されていた。しかしこのやりかたでは、診察、事情聴取などでそのつど

医療機関や福祉事務所を移動しなければならず、子どもの負担が大きかっ

た。センターでは、これらのことを一貫して行える体制を備えている。

まとめ

虐待の有無の判定・治療を行う
診療室

　デンバー市においても家庭中心主義を基本に施策を展開している。被虐

待児の対応もサポートシステムのもとに親元での養育をas・一に考えている。

この体制で実際に子育てがどのように行われているのかを検証することは

できなかったが、学ぶべき点として被虐待児の保護のために公権力が積極

的に介入する体制がつくられていることがあげられる。また、虐待をした

親を切り捨てるのではなく、サポートシステムを施行する中で親業

（Pareting）の教育を受ける権利〔義務でもある）を保障していることも学

ぶべき点であると思われた。

　委託先の里親は、いわゆる伝統的な里親だが、現在、七ラピーができる

里親の養成を目的としたプログラムに取り組んでいる。

　虐待が増える理由として、

　｛ユ）核家族化

　（2｝価値観の多様化

　（3）両親の仕事によるストレスの増加

をあげており日本と共通するものがある。

　アメリカでは核家族化が1950年代から始まり、現在対象となっている親

は第2世代にあたる。親業を学習できずに親になってしまう例が多くなっ

ている。このことは、El本においても言えることであろう、

　近い将来、さらに核家族化が進み養育能力がぜい弱化していけば、H本

もアメリカにおける被虐待児の増加と同じ状況を迎えるであろう。施策の

整備が急務である。
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第3章 一 アメリカ訪問都市における一

家族支援と具体的施策

1．総　論

　アメリカの児童福祉の理念は「家族申心主義」である。この理念に基づ

き、児童福祉のサービスが提供されている。

　家族中心主義とは、子どもにとって「家族」という第一元的である価値

観を重視するものである。これは、可能な限り子どもを家族から離さない

で支援することである。そのため、地域の社会的サービス機関は、子ども

が安全に生活できる場として、家庭が本来の機能を維持できるように適切

な技術（育児・教育・家事）を教えたり、家族の問題を解決し、再構築で

きるように家族全員に援助をしている。これらの施策は、子どもの権利を

保障する「場」としての、家族への援助である。

　私たちは、これらのことを検証するために、ペンシルバニア州・ネブラ

スカ州・コロラド州にある10数か所の組織や施設を訪問した。

　この章では訪問研修を通して理解した家族領域と支援サービスは大別し

て下記の3例に集約される。

①Ftmily　to　Fatnily　patiativeとは、社会的養護の重要な機能である里親制

度の再検討、再構築のプログラムで、ジャーマンタウンの地区で実施され

ている。

　②デイケアセンターでは、就労している母親のために子どもを中心とし

た家族保護サービスや、家族の問題発生を予防するためのサービスを実施

している。

③ウォーレンビレッジは、単親家族へ住宅や子どもの養育援助を提供し

ながら、精神的、経済的自立を援助していくプログラムを実施している施

設である。

　これらのプログラムは、いずれも家族福祉を基盤として、対象者のニー

ズに応じた援助を行う福祉施策である。そしてこれらとともに、問題の発

一 49一



生予防を目的とした施策も、積極的に取b入れ実施されている。

　しかし、アメリカの児童福祉を理解するためには、政治、経済の変動や、

文化などの背景をも理解しておく必要がある。そしてアメリカ人の人間観、

価値観、家族観、児童観が権利に対する考え方や、支援体制に大きく影響

していると考えられる。

　これらのことを踏まえながら、わが国における家族支援領域と、支援サ

ー ビスを、一層充実させ、積極的に取り組む必要があると考えられる。

　今後の課題として、次のような事項があげられる。

①家庭の機能を重視した支援体制

　　家庭が家族として機能できるような、再構築の取り組みの積極的な推進、

②家庭の問題発生を予防する支援体制。

　　両親が心身ともにゆとりを持って養育できるような、地域社会機関の

　　援助プログラムの実施。

③支援体制のプログラムの多様性

　　対象者のニーズに応じた多種多様な支援プログラムの提供。

　日本の「児童福祉の理念と現実」を再認識しながら、わが国の家庭支援

のありかたを考え、これからの課題解決に取り組む重要性を認識させられ

た研修といえる／．

ボーイズタウンセンターが発行し

ている様々な訓練テキストの一部
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2．「Fam範y　te　Famiユy　In旋iative

　Family　to　Family　initiativeとは、里親システムの再概念化、再形成、再

構築を追及するためのシステムに使われている名称である。

　これは児童福祉の国家的専門家による会議において計画され、アン・

E・ケーシー財団の許可によって設立されたもので、フィラデルフィアで

はジャーマンタウン付近で試験的プログラムとして実施されている。今秋

にはさらにペンシルバニア州以外の4つの地区へ拡大される予定になって

いる。

　「施設的環境では子どもは育たない」という考えに基づき、子どもが親

と別居する状態を最小限にとどめ、別居せざるを得なくなった子どもには

質の高い家庭を提供し、しかも早期に家庭に戻すことを目的としている。

また、子どもは文化的環境に敏感であることから、その子どもの住んでい

た地域に根ざしたサービスを提供するため、できるだけ同地域の里親家庭

を確保するよう考えられている。

1．Family　tO　Family　lnitiativeが想定する新しい里親制度

　①家庭を保護するためにはどのようなサービスが提供されるべきか。

　　また、その子どものニーズは何かを探る。

　②集団あるいは施設でのケアを受けている干どもたちを、彼らの地域

　　社会へ戻すための目標を設定する。

　③家族の再構築のために里親家族をその援助を行うチームのメンバー

　　として参加させ、ひとつの社会資源とする。

　④里親制度に関わることのできる地域の人的資源を活用する。

2．ジャーマンタウンにおける実践

　Family　tO　Family　Initiativeのプランの実践をしていくにあたり、「子ども

に安全な環境を与えておけばよい」という伝統的な里親観を変えていかな

ければならないという問題を抱えながら、変革を進めている。例えば、里

親に預けられた子どもの親の指導までを期待することは、これまでの里親

の役割を違った目で見なければならなくなった。また、ソーシャルワーカ

ー も里親と実親がそれぞれの立場から関わっていくためのトレーニングを

する必要が出てきている。
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　地域社会の人的資源とは、社会的に現役を引退した人や老人であり、子

どもの親への援助者として活用していきたい。

　プランの実践において、子どものIE常な成長・発達は家庭においてのも

のが一番望ましく、可能であれば三世代家族において生活できることが理

想と考えている。

　里親の条件としては、連邦政府のガイドラインに沿って各々の自治体が

基準をもうけており、ペンシルバニア州では、里親は①21歳以上であるこ

と、②健康診断において基準をパスすること、③必要なトレーニングを受

けることが定められている。そのトレーニングには、ファミリーダイナミ

ックやなぜ子どもが里親委託に至ったかの経緯の理解、そしてやがてやっ

てくる里親との別離について理解させるものが含まれている。

　里親になる動機には「何か手伝いたい」という気持ちが根本にあり、社

会的な意味で里親を希望しているものであって、その報酬が目的ではない

（必要経費は支給されるが実際は里親の負担も大きい）。

　現在、里子に対する里親の数が足りない状況にあり、その理由として里

親が常にソーシャルワーカーからその養育状態を監視されて、それを嫌が

る里親がいること。そして、里親希望者が積極的であっても他の家族が消

極的で賛同が得られないため里親になれないという事情もある。

　このようにFamUy　to　Family　Initiativeの活動は、たとえ子どもが親もと

から離される状態になってもその関係を保つために、里親に実親を指導す

る力をつけさせようとしたり、里親システムに関わるあらゆる地域の人的

資源を活用して、よき指導者として参加させ、家庭における子どもの養育

の実現を追及しようとしている。しかし実際にはまだ始まったばかりであ

り、これからの成果が期待されるところである。

Fami｜y　to　Fami｜yの説明を聴く。

左からMS．P．BATHURST、　MS．MALLORY、

MS」NGRAM

一 52一



3．デイケアセンター（フィラデルフィア市）

TRINITY　LUTHERAN　CHILD　CARE　CENTER

　ジャーマンタウンはその名のとおり以前はドイツ系移民の多く住む街で

あったが、現在はアフリカ系の住民が95％を占めており、貧民街となって

しまっている。そのため社会的問題を多く抱えていて、幼稚園では警察官

が園児にドラック教育を行っていたり、小学校では5年生の児童に避妊を

中心とした性教育を行っているなどの実態が紹介された。

　ここでは学校を拠点とした地域サービスが実践されており、学校の授業

時間以外に地域の福祉サービスに対応するための各種のプログラムが用意

されている．＝例えば、ソーシャルワーカーが常駐していて、校舎を使って

地域住民の保健衛生についてのカウンセリングも1．fっている．、まさに学校

が地域サービスの中心的な役割を担っているのである．

　ここのチャイルド・ケア・センターは、この学校とも連携しながら、家庭

中心主義を目的として地域サービスを提供しており、そのより良いサービス

提供のために地域に居住する人材を活用し地域住民と共に取り組んでいる．．

Trinity　Lutheran　Churchの外観

◎チャイルド・ケア・センターでのデイ・ケア・サービス

ベンシルバニア州のデイ・ケア・七ンターにlk、公立のものと民間経営の

由

ものとがあリ、また、営利目的と非営利

のものとがある．いずれも連邦政府・州

が定めた職員配置などの基準が設けられ

ている：

　ここでのデイ・ケア・サービスは、9

年前に教会の牧師が始めたもので、2歳

から就学：前のi’どもを対象にしたものと、

学童を対象にしたアフダー・スクー・ル・

フログラムをもttt．cいる：前者は、就弓；

するための準備段階として．のフ．ログラム

である　アフクー・スクール・’フ．ログラ

ムにおいては、1．，．に学校の宿題をみたi」、

レクリユニーシ∩ンカCおこな才）iLる　’i言校
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の休日には1日中センターを開放したプログラムが立てられている。

　現在、2～5歳児は17名、アフター・スクール・プログラムは27名が利

用しているが、その子どものほとんどは単親であり、両親揃っている子ど

もは稀という状況である。

　利用料金は、2歳児が65ドル（週）、3－5歳児60ドル、アフター・ス

クール・プログラムが30ドルとなっていたが、この地域には多くのデイ・

ケア・センターがあるので、利用者確保のために料金を下げて対抗したり、

利用者を引きつけるプログラムを考慮して生き残りを考えていた。しかし

これ以上のコストダウンをすると運営できなくなってしまうと悩んでいた。

TABOR　CHILDREN’S　SERVICES　INC．

沿革と概要 　ここはフィラデルフィア市郊外に位置し、約33万nfという広大な敷地を

持った家庭保護サービスを行っている民間の非営利団体組織である。

　創立は1907年、孤児院としてスタートした。1970年代に入1）、家庭およ

び地域をベースとしたサービスに移行し始め、現在は主として市の社会福

祉局とバックス郡児童幼年部と契約して、子どもを中心とした家庭保護サ

ー ビスと就労している母親のためのデイ・ケア・サービスを行っている。

　年間の予算は700万ドルで、その内訳はフィラデルフィア市から75％、

ペンシルバニア州から5％、連邦政府から4％、その他基金・寄付金によ

って運営されている。

　スタッフは全員4年制大学卒（社会福祉専攻ばかりでない）で30名が従

事している。ちなみにケースワーカー1人につき15人の子どもとその家庭

が対象となる。

サービス理念 　子どもの安全を第一とし、家庭という価値観を重視していくことを身上

としている。そのサービスは、まず対象となる家庭がその家庭を維持でき

るよう適切な技術（育児・家事・社会的機関の利用のしかたなど）を教え、

そして地域のあらゆる援助機関からの支援によってその家庭自身で問題の

解決が図れるよう援助していくことである。

サービスの実際 ①デイ・ケア・サービス

　この地域には都市部に通勤する家庭が多く、経済的にも比較的裕福な
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家庭の子どもに利用されている。

　現在、0～5歳の子ども100名を預かってお1・）、広大な敷地を生かし

たプログラムにより利用者のニーズに応えている。しかし、都市部にあ

るデイケア施設との競争が激しく、いかに「質の良いプログラム」を提

供するか、「対抗できる利用料金（3か月～1歳児＝週130ドル、2－5

歳児＝週95ドル）」を設定するかが一つの課題になっている。

②家庭保護サービス

　契約を結んでいる公的機関から要保護児童ケースの依頼があると、そ

のケース概要から里親を捜してサービスを開始する。

　このとき大切なのは、危機状態の子どもを家庭から引き離すことを隔

離的、消極的なものとしてとらえるのではなく、家庭内のリスクを取り

除くまでの一時的な措置とし、早期に子どもが家庭復帰できるためのあ

らゆるプログラムを展開していくのである。

　取り扱うケースの90％は里親を利用し、その2～3ケ月の聞に家庭を

立て直す、もしくは家庭の絆の再構築のためのff一ビスが集中的に行わ

れている。

　家庭内のリスクとは、虐待・放任・貧困のみならず、その家庭に成人

の養育者が不在であったり、ガス・ヒーター・電気・水道などの日常生

活に不可決の設備がないという状態をいう。住む家さえもないホームレ

ス状態のケースもある。

Tabor　Children’s　Servicesの外

観。古い住宅ながら歴史的価
値があるとのことで保存建築
物に指定されている。
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　典型的なクライエント像とは、アフリカ系アメリカ人でg年程度の教

育しか受けていない27歳前後の未婚の母が〔全クライエントの88％が．女

他、麻薬常習者となって長期閥就労もせず3－4人の了・どもを抱えて、

正常な養育をしていない状況にあるケースである．つまり生活手段や養

育知識を持たない家庭（親〕である、，

　そのためサービスのプログラムのなかには「カレンダー」を配布して、

時聞・曜日などの観念を指導していく場合もある．，

問題点と課題 　．工里親委託において、理想としてはその費用を子どもが里親委託され

なければならない状態に陥る以前に投人するほうがより効果的であり、

危機状態を予防するサービスが重要と考えている＝また、子どもにとっ

ても、他人の家庭で生活することからくるストレスを考えると、予防的

サービスを積極的に進めていく必要がある、

　②サービスを実施していくヒでの問題として、クライエントの抵抗に

あって容易にアプローチができない場合があげられる，そのひとつはア

メリカの大きな社会問題である薬物使用であり、「薬は時々しか使わな

いからいいじゃないか］というクライエントの意識の低きが援助の妨げ

研修団一行を迎えてくれたTabor
Children’s　Servicesの子どもたち
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にもなっている。また、家庭とはいえぬほど劣悪な住居や貧困に加え

て、子どもへの性的虐待などがあり、ワーカーにとってはかなりの負

担を強いられている。

③ワーカーの負担という問題と関連して、平均勤務年数が3年とい

う数字が物語るように、ここのスタッフの入れ替わりは激しい。年収

は2万2㎜ドルで他の職種との大差はないものの、仕事の危険度と長

時間拘束が主たる理由である。女性スタッフが多いだけに麻薬常習者

のクライエントから危害を受ける可能性が高いこと、また、フレック

スタイム制といえども常時ポケットペルを携帯しての勤務はかなりの

ストレスにもなっている。そのため2か月に1回は仕事からくるスト

レスについて話し合う場をもうけたり、危険な家庭を訪問するときは

複数のスタッフでいくなどの工夫や努力をしている。

SALLY　WATSON　CENTER
（Crisis　Nursery）

　このジャーマンタウンの緊急保育所は、家庭において予期せぬ親子分離

に直面した乳幼児で、里親委託を必要としないケースの短期保護を行って

いる。

　！990年、州からの援助により設立され、主に被虐待乳幼児の保護と予防

を目的として活動している。

　ここはSAFS（児童虐待ファミリーサービス）やフィラデルフィア市

からの援助を受けているので無料で利用できる。

　現在、17名まで収容可能であり、昼間は12－－13人のデイケア、夜間は5

人のチャイルドケアをしている。

　通常は親からの依頼によりケアを開始するが、他人に連れてこられたり、

病院からの依頼によって入ってくるケースもある。虐待のほかには、母親

のノイローゼによるもの、母親の緊急入院によるものなどがあり、親の都

合による週末だけのケアにも応じている。

　未婚でティーンエイジャーの母親から「学校へ戻りたい」という理由で

生後2・3か月の乳児を預かる場合もあり、そのようなケースには早く学

校へ戻れるような配慮がされている。

　対象児童のケアのみならず、その親に対するケアも実践しており、子ど
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ベピーベッドの横で子どもが昼寝をしていた。

もの年齢相応の育児方法や、問題のある育

児方法をと・）ている親にはその正常な技術

のアドバイスを行っている。時にはスタッ

フが実践している姿を親にみせながら学ん

でもらう方法もとっている，ただし看護婦

を必要とする子ども、つまり医療的ケアの

必要な子どもは受け付けていない．、

　ケアを開始する場合、親と契約書をかわ

すが、その最終契約日から24時間以内の引

き取りおよび連絡がなければ社会福祉局へ

連絡し、それなりの措濱をしてもらうシス

テムになっている

　この緊急保育所は、その実績が認められ

州の援助によってウエストフィラデルフf

アに、さらに大規模の施設を設立する予定である．t／なお、ウィリアム・ペ

ン財団からの援助を申請中であるとのこと，

所長のMS、BISHOP（中央）と
プログラム・スーパーバイザー
のMS、SUSSMAN（左：）

L
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　　4．WARREN　VILLAGE
母子（父子）寮と児童発育センター

　研修も11日目と終盤にはいり、デンバーではヘネシー澄子女史の日本語

の講義により、アメリカの福祉がだんだん理解できるようになる。アメリ

カ福祉の行政機構の一例としてコロラド州のDEPARTMENT　OF　HUMAN

SERW（ms（社会福祉局）を理解し、その中のSelf－Sufficieacry（低所得者を

早く自立させる）プログラム関係の民間福祉法人施設Warren　Villageを視

察した。

事業内容と歴史 　WanenVUIageは、単親家族に子どもへの援助や住宅利用料の一部補助を

与えながら、安定した職業につけるような訓練・教育・個人的な相談援助

を通して、経済的自立を目的とした施設である。

　Warren　United　Meth（KtiSt教会が、1950年より低所得者への援助を試みた。

そして寄付を募り、HUDより資金援助を受けて1974年に6階の居住アパ

ー トを建設した。HUDからは、建設費ローンの返済・居住者利用料の一

部補助を受けている。居住者へのプログラム参加を義務付けている、全米

でも珍しい特色のある施設である。今まで2，100以上の世帯の単親家庭が、

社会的自立を果たしている。

　※HUD＝正㎏p頷me血of　Housipg　and　Urban　D巳velOpment

　　　　　　（住宅土地開発省）

μ

入居までのプロセスの×切さ 　単親家庭だからといって、すぐにはWa㎜　Villageに入居できない。入居

する前に、スタッフより親に対して居住者概論プログラムを1か月に2回

行う。ここで規則などについて話し、この規則を遵守できるか意思確認を

する。次に住居者の代表グループが面接をする。アパート家賃などの踏み

倒しはないか調べる。その後また代表グループが入居申請書を詞ぺ、居住

者によい影響を与えるかどうか審査する。ここでよければ、初めてWam

Villageのファミリーサービスのスタッフより、一時間程度の面接がある。

今までたどってきた生活歴、これからの目標、自分をどのように立て直し

ていくかを聞く。そこでもよければ、初めて居住者として適当と判断され

る。しかし、遮当となっても待機名簿にまず掲載され、世帯人数などと部

一 59一



屋のサイズを照らし合わせ入居の運びとなる。ここでの入居期間は2年間

で、平均18か月から24か月で退所する。

①低所得者のための居住アパート供給

②家庭支持プログラム

③GOALSプログラム

④託児所

Warren　V　illageの

4つのプログラム事業

Wallen　Villegeの正面入ロ

①低所得者のための居住アパート

　居住者の条件として、貧困ライン以下の低所得者で、・4入までの子ども

のある18歳以上の父親・母親が対象となる。親は、フルタイムで就学する

か、フルタイムで就労するか、就学しながら就労するか、どれかに属した

生活で子育てをしなければならない。居住者の利用料は、各自が収入額の

3分の1を支払い、その不足分はHUDから補助される，、

　Warren　Villageで住むために一番大切なことは、「ここに住もうとする気

持ち」「各自しっかりとした目標を持つ」「どんな過去があろうとも、これ

からの生活をよくしようとする気持ち」である．．またそのような人が集ま

ってきている。

②家庭支援プログラム

　家庭支援プログラムを受けることは、ここに住むための必須条件であるtt

入居して6か月間は、

ここでの規則や生活の

しかたを習うために新

入居者のグループに入

会する、その後はGO

ALSプログラムに入

る．

3GOALS（H標‘
　プログラム

　その後毎H3日問、

夜問講習されるGOA

LSプログラムも必須

参加である、成長の段
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階（Growth）では、本人に必要な情報をたくさん与える。機会の段階

（Opportunity）では、自分の好きな機会を持てるようにする。達成の段階

（Achievement）では、履歴書などの書き方を教え、就職の目標達成の準

備をする。統率力の段階（Leadership）では、発表したり人を推薦したり

して統率力を養う。最後に成功の段階（Success）では、コミュニティに

あるグループに参加したりする。

　これらのプログラムを進めていく上で入居当初は1か月ごとに、入居6

か月移行は3か月ごとに目標設定・見直しを行っていく。ここでは「カウ

ンセリングには応じるが、治療はしない。」自分のことは自分で行い、子

ども扱いはしないという方針で自立を促している。

④託児所

　WarTen　Villageの建物の1階にあり、現在6か月から12歳までの子どもを

対象としている。現在146名が在籍。将来は18g名の在籍数にしたいと願っ

ている。

　幼児には幼児教育・夜間託児のプログラム、就学児童にはアフタースク

ー ル・プログラムが行われ、評価が高い。年齢別プログラム・夏の農場プ

ログラムがある。母親が就労・就学している子どもは、ここで預かるケー

スが多い。

　在籍児の80％が低所得家庭からで、その中には栄養失調、発育遅滞の子

どもがいる。在籍児の60％は入居者の子どもである。ここの子どもが、貧

困家庭からの子どもと言われないよう配慮している。

スタッフと職務 　ファミリーサービス担当のディレクター1名。（スタッフの監督、新入

居者のグループリーダーを務め、入居者への独立援助を行う。）

　職業カウンセラー1名。（希望職種につくための資格取得方法などの援

助を行う。）

　夜間スタッフ2名。（夜間のプログラム指導、託児所のコーディネイト

を行う。）

　行政アシスタント1名。（スケジュールやプログラム効果の統計を行う。）

　その他実習生は数名。（ディレクターのアシスタントを勤める。）

入居者の体験談
ティナー・スミスさん

　母親40歳、女児5歳の2人家族。母親は以前ハウスマネージャーをして

いた。会社に所属していないので健康保険などの身分保証もなく、安定し
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た職業につくためにはもっと高い教育を受けたいと思った。しかし低所得

で、子どもも幼児なので、預けて就学するためにWarTen　VMageに入居した。

一人一人がWarTen　VMageの入居者としての自覚が強く、グループもまとま

り、共同体としてしっかり支えあっていると、施設を評価している。入居

当時は子どもはためらったが、現在は友だちも増え楽しんでいる。

　母親は現在モンテッソーリ教育の専門学校に通学している。近々卒業し、

のちにコロラド大学で学士号を取り、幼稚園の教師として働く生活設計を

立てている。

　生計について聞くと、毎月＄285のAFDCを収入とし、支出はフード

スタンプ分（食費）＄180、入居利用料＄72、車の保険など＄50ほどで、

毎月＄3ほどしか残らないと語る。現在の学費は以前勤めていた仕事の人

から借り、奨学金などを実習費にあてて何とかやりくりしている。これか

らは大学に進めばさらに経費がかかるが、スミスさんは「夫もいないし、

40歳で、黒人で、女であるから、同情が得られて何らかの援助を貰えるで

しょう。」と笑みを浮かべながら話されるあたり、アメリカ女性のたくま

しさを感じた。

ひ＼

　　　　’『
　　．　　　1

巡）－Si

居室にて利用者の説明を
うける
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第1章 訪問先概要

1．フィラァルフィア

PHILADELPHIA　DEPARTMENT

OF　HUMAN　SERV｜CES

；フfラデルフィア市ピコ．一マン

サービス局｝

所在地：City　of　Philadelphia

　　　　l401　Arch　S汀eet、

　　　　Philadelphia．　PA．19102

TEL：215－6S6－2741

［概要］行政機関ごj”ども・青少年

部門、非行少年61；門、老人施：没部

門、運営管理部門の4つの部門に分かれ、市の福祉サービスを行っている，スタ．ノブはL200人．

そのうち500人がソーシャルワーカー．体文24ページ参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TABOR　CHILDREN’S　SERVICES

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lNC，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Doylestowm地媛・：ノ）1’．ヒ1．もく．づ．デでケ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アおよび家庭保護・．£援『．ノログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li斤rC地：ωI　Ncw　Bri【ain　Road

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Do、．lcsto、、11．　PA．1S90］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：こ15－34S－40了1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．19｛）了≒．にイCl／L㌧巳P？」ピ　ニrこ91］“［

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民川L1．〕．井営手］」組絃　jUl　Tlは∫．ヒも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ハデfケア叶一こ．ス．．．’〕ほ；う・、家ほ

保ほ・ヒ援フログニノムを提郎Lている　』・」’象児は乳児から5置位ま’こ．1つ口11川人　スρ．アブ：こ、

三」．イコ七ラヒスト、指導U、ケースリーカ・一なt’，“30人　．本£S4へ一ジ参照
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TRINITY　LUTHERAN　CHILD　CARE　CENTER

（．子どものデイケアセンター～

所在地：53〔X）Gemamown　Avenue

　　　　Philadelphia、　PA．19144

TEL　：215－848－5399

［概．要］1985年創設，半官半民の組織．．教会が場

所を提供し、就学前の子どものデイケアと小学

生を対象に放課後のプログラムを実施している／t

デイケアフ．ログラムには17人、放課後のプログ

ラムには27人が参iJ］］．

1本文53ヘージ参照1

SALLY　WATSON　CENTER

い子どものためのデイケアおよび’

緊急保育所）

所在地：5128Wavne　Avenue

　　　　Philadelphia、　PA．19144

TEL；215－844－6931

［概要〕1990年、州の援助によっ

て創設．．保．育所的なデイケアプ

ログラムのほかに、虐待…などに

よ・．ttて危機的な状況にあるo歳

から5歳までの」㌘どもを、24時間体制で必要な時・間だけ預かる什一一ビスシステムを実施・〃e員17

VL、スタッフ1Lノ×．．本k’．S7べ一シ．参llll　i
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2．オマハ

BOYS　TOWN（総合児童福祉施設1

所在地：14100　Crawford　Street

　　　　Boys　Town．　NE．68010

TEL：402－498・｜300

［概要川917年フラナガン神父によ

り創設、民間の非営利組織e養護

機能を主とした、子どもとその家

族のための総合福祉施設。約525

万平方メートルの敷地内に住宅、

学校、教会、農場、郵便局、職業

訓練所、体育館および職員養成の施設がある，、同市内に病院もある。入所時の子どもの年齢は

8歳から16歳、、平均13．S歳．平均在所期間2年。国内にある15のプログラムを通じて年聞2万人

の子どものケアを行っている。体文40ページ参照｝

NEBRASKA　DEPARTMENT　OF

SOCIAL　SERVICES

lネブラスカ州の社会福祉局）

所在地：Omaha　Metro　Disinct　Offloe

　　　Downtewn　Education

　　　Center

　　　State　Office　BuiLding，

　　　　1313Farnam－on－the－Mall

　　　Omaha，　NE．68102

TELI402－595－2859

［概要］州の行政機関、州やコミュニティにある28のプログラム1州全体の45％の社会サービス）

を担当、家族と子どもの福祉に特に力を入れているc

体文29べ一シ参照）
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3．デンバー

FAMILY　CRISIS　CENTER

（子どものための緊急避難所1

所在地：c．02200Wesl　Alameda

　　　　Denver，CO．80223

TEL：303－572　4609

［概要］市の公共機関c虐待、放任

からの緊急保護を日的とした専門

機関。新生児から12歳までの子ど

もを24時間体制で受け入れ、最長

2週問ケアを行う．年間約8〔［（．）ヶ

一 スを扱う＝スタッフはソーシh・ルワーカーのほかに虐待を判定する専門の医師と看護婦が駐

在する．定貝16人　スタソフ35人．1本文46べ一ジ参照｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GOVERNOR’S　MANSION

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔．コロラド州2［］事公邸〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地：4（沿E．8th　Ave．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Denver．　CO．80203

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：303－837－1844

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［概要］知事公邸。2階部分が知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夫妻の公舎（私的）スペース，正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門は常時開放されており、守．衛の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姿も見えず、1階の公的スペース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　への出入りは臼由に行なえる．tこ

れは、市民によって選ばれた知事が住む公邸は、常に市民に対して開放されていな［tればなら

ないとの思想による．1本文83ページ参照）
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CLEO　WALLACE　CENTER

（情緒障害児のための治療・教育施

設）

所在地：8405W．100th　Ave．

　　　　Westminster．　CO、80021

TEL：303・466－7391

［概要］1954年にクレオ・ウォレス

女史が言語障害児の治療施設とし

て創設。非営利の民間組織。全米

から訪れる3歳～21歳までの情緒

障害児とその家族を対象とした治療・教育機関。同一敷地内に病院、学校、居住施設がある。

年間約2．000ケースを扱う。総スタッフ数は400人。職種は、精神科医、サイコセラピスト、ソー

シャルワーカーなど。（本文75ページ参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ASIAN　PACtFIC　DEVELOPMENT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CENTER

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アジア系移民・難民のための

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス機関）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地：t818Gaylord　St「eet

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Denver，　CO．80206

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：303－355－0710

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［概要］1980年創設。公益法人組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織。アジア各国、太平洋の島々か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら来た移民、難民、旅行者を対象

に、精神病患者の治療や職業訓練・斡旋、通訳派遣などのサービスを21の言語を通じて行って

いる。（本文78ページ参照）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WARREN　VILLAGE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔単親家庭のための自1乞援助機関）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可i在地：　1323Gi｜pin　Street

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Denver，　CO．80218

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：303－321－2345

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［概要］1974年創設rt民間組織」低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所得層にある単親家庭の生活の自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立を援助する機関。利用者は入所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時に生活設計のn標を立て、目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に即した教育や就労を条件に、住

lk’と子どものケアのサービスおよび援助プログラムが提供される．定目100家族・．

体文59ページ参照｝

治療教育のほかに職業指導を行っている、

ッフ130人。↓本文8（ハページ参照）

入所児童の対象は13、18歳の男子．定員132人．

LOOKOUT　MOUNTAIN　YOUTH

SERVICE　CENTER

（非行青少年の矯正施設1

可「｛1三上也：24th＆Jackson　Slreet

　　　　Golden，　CO．80401

TEL：303－273－2605

［概要］州の公共施設。強盗、婦女

暴行、建築物破壊、麻薬経験など

の比較的罪の重い非行少年を対象

とする．「社会復帰」を信条とし、

　　　　　　　　　　　　　　スタ
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DEVELOPMENTAL　PA丁HWAYS

］NC．

〔発達遅滞者とその家族のための

援助機脚

所在地：11111East　Mississippi　Ave

　　　　Auro｜a．　CO，80012

TEL：303－360－6600

［概要］1964年創設．、民間の非営利

組織、発達遅滞者とその家族の支

援サービスを行う．、．地域への参加

を信条として、乳幼児の通所指導、家族支援、成人のための職業サービス、グループホーム、

老ノ＼のデイケアなどのプログラムを提供しているt／t対象は0歳児から老人まで．年間約1．OOOケ

ー スを扱う．，r本文71べ一ジ参照）

％叫●r叫●o・s●●●a、●貞●e●c，％．倍●、声o●s●ウ●“｝●⊂．●さ％％●o●脅％％●09り●Ptei）●⑰●頓1●弓●●●●●⑱●6●④●e．．⑯

アメリカ洋館紀行

P　　　　　　i

長崎市にある木造レンガ造りの

マリア園本館

・ト●』1 ●パ●．．●‘●．．ご●：ご．ゴ

　　　私が勤務Lているマリア園の本館は北フランス風木造れんが造りの堂々

　　たる建物ですt．tシスターたちのHX〕年にわたる努力で今も現役です。これ

　　からも頑張ってもらわねばなりません　アメリカには仲間がたくさんいま

　　した．みんな現役バリバリです．、外のお顔は多少くたびれていますが、中

　　は持ちilの趣味を活かして緒麗にお化粧しています、床、天井、調度品そ

　　れにお花．どれも住んでいる人の人柄が出ています，でも一番すてきなの

　　は夜です、日本とアメリカの夜景は全然違います。アメリカの夜景はとて

　　も温かみがあります，：．夜、お部屋の中はとてもシックで温かく落ち着いた

　　雰囲気が漂います。蛍光灯は調理場など作業場にありますが、居聞などに

　　はありません．、最初は薄暗くて不便だなと思ったけど、慣れてくると明る

　　すぎるより、とても暮らしやすいと思ってしまいました，．

　　　マリア園の建物はこれからもたくさんの子ビも達と生きていくでLよう、

　　「外のれんがは・11／派だけヒ’r1コはいただけないね．：とほわれないように住むノkの

　　心が感じられる内KXにお化刊していきたいなあと思って1．　liます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤岩保博

i．’●．’●’．．e：．ev●L．●’e’．．．．’1●」’●t●’：e－．●●tt’・’．ダ●．’●．．e’二e’●」」．ぺL’ぼ・げ白．ど．●’●
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第2章　施設訪問記

1．DEVELOPMENTAL　P酊HWAYS　lNC．
（発達障害者とその家族のための援助機関）

内 容 　Deve］opmental　Pathways　Inc．（以下D．　P．　L　と略す）は、アラバホ

カウンティ、ダグラス　カウンティおよびオーロラ市に在住している

「発達障害」や「精神薄弱」と診断された新生児から老人とその家族を対

象にした、援助機関である。

　事故などによる中途障害のケースは対象外である。また学齢のケース

は、重度の障害があっても学校に通っているので、実際には利用されて

いない。年間約1，000人の利用者のうち大半が成人。また、ほとんどの人

が家庭から通所している。

サービス ①ケースマネージメントー乳幼児サービス・就学前指導・家族支援・居

　住サービス・老人プログラムなど、利用可能なサービスと資源につい

　てケースマネHジャーが情報を提供する。

②早期介入一「早期発見・早期治療」を最大の治療方法とし、医療機関

　と密接な連携体制をとっている。治療的なサービスとしては医療のほ

　かに理学療法、作業療法、言語療法がある。

③家族支援一このプログラムに一度登録すると、利用者のニーズに応じ

　てファミリー・サポート・コーディネーターが、家族と共にサービス

　計画を進める。

④AVATRAC雇用サービスー職業の斡旋サービス。現在は、授産所に通

　うよりも企業で働く方向での支援が主流。個人での受け入れが困難な

　場合には、グループでの雇用を企業に働きかけている。

⑤送迎サービスー1nにつき118人の送迎を行うc

⑥老人サービスー“老人のデイケア”を行っている。現在20人が利用。

　“精神薄弱の老人”と“精神薄弱ではないが一人で家においておくこと

　が危険と見なされる老人”とを、同時に同じプログラムでケアしている。

⑦居住サービスー対象となる人の状況に応じて4種類の居住プログラムを
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　提供している。12のアパートと6つのグループホームを所有している。

⑧Foltow　A｜ong　Program一身辺処理に関して自立している人が対象。職

　業に就いており、対外的な交渉や財政上の判断に際して支援のスタッ

　フを必要とするケースが典型的。

⑨Residential　Services　Program一食事、活動、予算計画、清掃および緊

　急時のサポートが必要なケースを対象にしている。スタッフは日中か

　ら夕方までの時間帯に訪問する。

⑩Personal　Care　Alternatives一実質的なケアのほかに、里親的なニーズ

　にも対応している。夜間は2－3人のスタッフが勤務し、24時間体制

　で子どもの指導や監督を行う。

⑪Group　Homes一スタッフを常に必要とする重度発達遅滞および重複障害

　者のためのプログラム。職員は24時間体制で対応。（73ページに訪問記）

実状と今後の課題

能

力

10　20

（Mary　Beth　LeitZmannさん一シニアプログラムのチーフの説明）

グループ・ホームからアパートへ

　精神薄弱者は「IQが40レベルの重度障害者も地域のアパートへの入

居が好ましいという」考え方が今は主流になってきており、居住プログ

ラムは最もニーズが多い。しかし家を所有するには費用がかかり、最近

では家を確保すること自体が難しくなってきている。グループホームを

少なくしてアパートを利用する方針であるが、希望者が多く入居までに

8年も待たなくてはならない状況である。

特色ある老人プログラム

　ここの老人サービスは全米から注目されている。ここでは精神薄弱者

も、かつては医師や弁護士であったような人も、老人になったら同じプ

　　　　　　　　　　　ログラムでケアを受けているeそれは次のよ

　　　　　　　　　　　うな理由による。人間は生まれた時には、精

成長度

70　　80　（才）年齢

神薄弱の人もそうでない人も能力的にはほと

んど差が無い。しかしその後差が開き、また

年齢が増すに伴って普通の人の成長が緩やか

になる。70－80歳にもなると能力の度合が近

付いて来ると考えられるのである。

　また一般に、精神薄弱者に対しては“訓練”または“学習のプログラ

ム”が必要といわれてきているが、老人になってもまだそれらのプログ
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ラムが重要であろう。ある一定の年齢に達したら、人間のデfスアビリ

ティをいつまでも訓練することよりも、アビリティ（できること）が低

下しないようなプログラムに力を入れている。

活躍が期待されるレクリエーションセラピスト

　老人部門の場合、管理職は老人関係の専門の学士号または修士号の資格

取得者、その他にソーシャルワーカー、レクリエーションセラピスト、そ

して資格を持たないスタッフが従事している。特にレクリエーションセラ

ピストは、老人たちを楽しませながらケアをするプログラムを考える人た

ちで、ボーリングやピクニックに連れ出すことなどもしている。こういう

プログラムは意義があり、今後も大いに期待されている。

Group　home訪問記 　D．P．1．見学の後、急遽‘’グループホーム訪問”の機会を得たの

でその訪問報告をする。訪問したのは最重度の重複障害者のグループホ

ー ムであった。

場所と設備…D．P．1．の中心施設から車で15分程度の所にある平屋

　の住宅。居室・寝室・台所のほかに、バスルームが二つ。地下室もあ

　る。（地下室に向かう階段には竜巻非難対策としてスロープを設置。）

　寝室のベッドは、すべてウt一ターベッド。

居住者…いわゆる“重症心身障害者”の男女6人。自力移動が困難。

　Yes・Noの意志表示があるのは一人のみ。栄養を胃痩から注入してい

　るケースやてんかん発作があるケースもある。

スタッフ…1日5時間勤務の人と8時間勤務のスタッフ2～4人が交代

　で勤務している。超過勤務になることが多い。同性介護ではない。医

　療スタッフは常駐していない。

日課…午前5時に起床。3人入浴（ほかの3人は夜入浴）。更衣・朝食

　のあと、5人登校し一人はデイケア。午後2時半に下校後、運動機能

　訓練（各人の運動能力に即したプログラム）を実施。夕食・入浴の後、

　就寝。

食事…献立は栄養士が考え、調理されたものが届けられる。マッシュに

　するなどの食物形態の加工は、ここのスタッフが行う。

医療的ケア…一般健康状態は良い。人によって、毎日あるいは半年に工

　回程度てんかん発作がある。発作が長く続くときは担当の看護婦に連

　絡する。10分以上続く時は救急車を呼ぷことになっている。
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機能訓練…理学療法士の訪問訓練がある。作業療法士、言語療法士の

　訪問訓練や指導はないが、このグループホームでは問題にはなって

　いない。

入居者と家族との関係…家族の面会は自由。1日3回来る人、週末に来

　る人、ほとんど来ないケースもある。家族が泊まることはない。希望

　も無いし、システムとしても考えていない。

グループホームのプログラム…スタッフが日帰りでドライブに連れ出す

　ことがある。そのほか、パソコンを使った学習プログラムを考えるこ

　ともある。

スタッフの勤続状況…すぐに辞めてしまう人が多い。「ここは、特に（居

住者の）反応がはっきりしているほど、スタッフも長く続けられるよ

　うだ。」というコメントがあった。

老人のプログラムを紹介するパ
ンフレット

’seniorsi’

　　Choice．
　　　Adult　Day　Prograht

葎叉　　　＼

Reach　Out

＆Feel　Yoursel　f
明るくレクリエーションに興ずる老人たち

Grow

c”v
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2．CLEO　WALLACE　CENTER
（情緒障害児のための治療・教育施設）

歴　　史

対　　象

事業内容

Cleo　Wallace　Centerの全景

　同センターは、1954年クレオ・ウt・レスという女性の家で行なわれた障

害児治療から始まる。初めは頭部に障害を受けたり言語障害のある子ども

を対象とした小さな託児所だったが、急速にまず学校として拡ノくされた．

さらにその後1年以内の子どもを預かる治療所が付設され、数々のプログ

ラムも加わって現在に至っている。

　3歳から21歳までの精神病患者を、1年に2、000人扱う．3歳から12歳ま

ではChndかhog㎜を、それ以一ヒは箭プログラムを受ける．か勧の

数の子どもが身体、精神的に虐待を受けている　注意力散漫、精神分裂病、

非常に落ち込むなどの症状がある，

　敷地は35エーカー（約14万1500耐．学校、子どものf主む居住区域、二

つの病院がある。

①病院治療

　3歳から12歳までと青年用とに、病院は一1つに分かれ、短期治療と長期

治療を行う．

　短期治療の検査部門では、ユか月｜00名を診察tt長期治療（6か月から1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年｝部門では、II・1に79名

　　　　　　　　　　で1．一　　　　　までは診察する。1年の入
　　　　　　　　　　　’．、1斤一‘’x．」　．

　　　　　　　　　　　　　　．　　　　院者数約10〔ハ名、入院には1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日450ドiレ［無保険では600

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド」いかかるc、　（外部の他の
　　　　　　　　　　　　　　　　否
　　　　　　　　　　　　　　パ　，’　　病院では一’般に】Hgeoドル、

無保険では1200ドル必要と

される［，　，1

　3歳から12歳用の病院は2

年前に設立された．この病

院により長期治療だけでな

く、楕神病の子どもの初期
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の診断にも対応できるようになった。ここでは2日から14日の検査を行い、

投薬で平常の状態にして家に戻す。その後外来患者として、引き続き服薬

治療やカウンセリングを行う場合もある。

②レジデンシャルプログラム

　6か月から1年、情緒不安定な子どもを預かる（自殺企図はなくなって

いるがまだ危険な状態にある子どもなど）。費用は1日250ドル。

③学校プログラム（デイプログラム）

　自宅からクレオ・ウtレス内の学校に通う。レジデンシャルプログラム

や病院の治療にもあてはまらないような子どもが対象。学校としての許可

を受けているため、一般学校と内部の雰囲気も含めてあまり大きな違いは

ない。そのため今までの学校でどういう問題を起していたかも把握しやす

い。ただし、在学期間を書酌して個人的カリキュラムを組むようにしてい

る。4か月半を一学期とし、通常は80人ぐらいが通学している。21歳まで

在学する子どもは少ない。

　ここでは5段階に分かれたレベルシステムをとり、何か良いことをする

とトークン（tCken）が貰える。レベル1ではスタッフがつきっきりで自由

はない。レベル5では自由もかなりあるが、自分で責任もとらなければな

らない。

　校内では、自傷行為などのある時などに子どもを入れて落ち着かせるク

ワイエットルーム（qu㎞m㎝）も備えられていた。中学・高校の授業では、

卵の壊れやすさを例にとり、友情を大切に育むべきことを考えさせていたe

また幼児クラスでは、様々な表情のミッキーマウスの絵によって、情緒に

ついて教える様子を見学することができた。

④家族療法

　特にレジデンシャルプログラムでは子どもが家庭に戻るために家族療法

がとても重要である。このプログラムには他の州からも参加しているが、

父母を飛行機で呼び寄せ近くのホテルで8日間宿泊させる。昼間は子ども

と生活させ、家庭受入れの準備をさせる。そのほか精神科医との面接、ペ

アレンティング授業の受講、家族治療などが行われる。父母には、2か月

に8日間、センターにくる義務があることはあらかじめ伝えている。一度

に5家族を対象とし、その5家族自体も治療目的に浴った1つのグループ

とされている。滞在の費用はクレオ・ウtレスが負担。
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⑤24時間ホットライン

　3人の担当者が交替で行う。1日75～100件の電話があり、全てのレコ

ー ドをコンピューターに入力している。

　子どもは、状況によってもっとも適切なプログラムに随時移動するこ

とができる．各プログラム間では融通がきくようになっており、この方

法はcontinual　careと呼ばれる。レジデンシャル・プログラムを受けてい

た子どもに自殺企図がみえたら入院させるなどの措置をとることができ

るのである．

　服薬治療だけでなく、家族治療、グループ治療などを一人一人に合わせ

て行う。各プログラムごとに利用できる定員は一一・応あるが、満員にならな

いように調整している。

　また従来は、現在の問題を過去の発育歴などから分析しがちであったが、

そのやり方を改めている。子どもの父母が「今日」の問題をどのように解

決していったらよいかに焦点を当てている。

スタッフ

センター内にある学校の教室

　医療の一環としての機関なので、精神科医、心理学者、ソーシャルワー

カーなどが勤務。ちょうど病院のような感じになっているが、薬剤師のみ

外部からの契約によって勤務している。

　また400人のスタッフ全員がコンピューターのトレーニングを受けてい

る。記録をコンピューターに入力し、他の福祉事務所からも引き出せるよ

うになっている。

　管理職の横の連携も重視している。なお学校の教師を含め、スタッフの

　　　　　　　　　　　　　　　　ほとんど全員が修士号を持つ。

　レジデンシャル・プログラムにお

いて、子どもと一・“緒に住んでいるの

は学士（心理学、ヒューマンサービ

スなど）で21歳以上。24時聞交代制

をとっている。
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3．ASIAN　PACIFIC　DEVELOPMENT　CENTER
　　　　　　　　　　　　（APDC）

（アジア系移民・難民へのサービスセンター）

歴　　史

APDCの建物（中古住宅を利用）

　1980年にコロラド州に急増した東南アジア系難民の、精神衛生治療の

ために創設、、ベトナム語、カンボジア語、ラテン語のできる4人のスタ

ッフで開始

　その後レーガン大統領の時期、資金が減らされ困窮した，当時ヘネシ

ー 澄f女史は州の施設局に勤務．隣の精神衛生局に相談し、そこの助言

を得てクリニソクとして登録後活動を再開．その頃はスペイン系のクリ

ニックやデンバー児童病院内のクリニソクしかなか・）たか、APDCは

アジア系のクリニックとして認められた，1982年州から1撒算がドりるよ

うになり、外来の心理治療以外にも数々のプログラ

ムを発展させた．

　現在コロラド州には約6万4，000人のアジア系住民

がいるが、APDCでは、中国語の〃言も含め常時

21か回語での対応かui能である　資金の5〔〕％は患者

からの治療費である

　L？棟の3階建ビルにより事業を行っているが、1

つは外来の心理療法に、他は精神衛生関係、職業斡

旋、コンビューts一訓練などに使用

　じなフUグラム内容は以ドの通りてある、

◎心理治療外来…現在取り扱・．ている患者は年間

400人　創設期から1薗院している，患者もいる．週1

－ 2回の通院　精神手’1・医3名のほか、精神科関連の

訓練を受けた看護婦、ソーシャルワーカーが勤務、

個人セラピー、家族治療、グループ治療や薬剤の処

Jiも行う　その他アルコール中毒者の治療や、学校

や刑務所への訪問も行う
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◎デイトリートメント…本来精神科入院が必要な程度の患者に対し、服薬

状況も調査しつつ、一回5時間のプログラムを週に2回与える。以前は年

に2－3回入院していた患者が全く入院せずに済んでいるなど効果が上が

っている。入院すれば1日250ドルくらい経費がかかるが、デイトリート

メントでは1日80ドルである。

◎コミュニティ教育…2．OOO人ほどを対象としている。初めて渡米してきた

人に法的な知識や防犯対策なと敦える。各民族の宗教的集会所も利用する。

◎犯罪被害者への援助…補償金の受けとり方や病院への行き方を教える。

また、精神的被害を受けた者は、クリニックで対応する。このプログラム

についての資金は市やカウンティなど公的機関から来るが、この中には加

害者からの罰金も含まれている。なお加害者への精神科治療も行う。（被

害者対象プログラムと、建物は別にしている。）

◎インター・ジェネレーション・デイケア…祖父母と子どもが一緒に来ら

れるプログラムを提供する。効果が評価され、幾つかの財団から資金が下

りている。

◎通訳派遣…病院、裁判所などから、要請あり。32力国語に対応する人材

を揃えている。

◎アジア系高校生のための職業訓練・・アジア系青年は就職してもなかなか

管理職へ昇進できないため、このプログラムが考案された。4年間に月2

回、APDCセンターで職場適応訓練を受ける。（職場で人種差別を受け

たらどうするかなど。）大学卒業時には大手に優先的に採用されるなど成

果が出ている。

◎老人のためのプログラム…健康保持のための教育など。
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「

4．LOOKOUT　MOUNTAIN　YOUTH　CENTER
（非行青少年矯正施設）

歴　　史 　デンバーの中心からバスで約30分。ロッキー山脈を見渡せる自然豊かな

所に1、ookOUt　Mountain　Youtii（1eriterがある。

　1880年代にコロラド州の大学（鉱山関係）が3年間、この地にあったが、

気候条件があまりに厳しいため、大学は別の土地に移転してしまった。

　大学移転後、この土地が州の所有であったため、非行少年のプログラム

の場として使用され、1920年～80年に建物を増築し現在に至っている。過

去には農場があり、入所児が牛や馬の世話をしていた時期もあった。

入所児童について 　入所児は、定員が132人であるが、現在は定員がオーバーし179人が入所

している。子どもの年齢は、13～20歳までで、主訴は強盗、暴行、性的虐

待、住居侵入などで、裁判所から入所期間が決められて（平均1年間）入

所してくる。

　入所児の60％がスペイン系、アフリカ系、アジア系の民族、80％が麻薬

経験者、80％がは学力が4年ほど遅れている。

学校のプログラムについて 　入所児のほとんどがスペイン系、アフリカ系の子どもであるため民族の

誇りを植え付けるように指導している。また、子どもの家族は貧困家庭が

多く、保護者は自分の子どもの教育を重要視していない。そのため、入所

前には学校に登校していなっかたり、退学している子どもが多く、学力が

低下しているので、子どもを小グループ化し、子ども同士が協力して学習

できるよう指導している。学校のクラスは次の通り。

　　　　　　①中学クラス：中学校と同じ科目　…30人

　　　　　　②高校クラス：16～20歳…・………・・120人

　　　　　　③高卒クラス：短大と提携　…………30人

　今年8月からメトロポリタン州立大学と提携し、大学から先生が来て、

子どもに勉強を教え初めている。

　教育方針は、仕事に就くための勉強（コンピューター、自動車修理、調

理など）が中心で、例えば数学の場合、単に数学として教えるのではなく、

仕事に結びつけて実用的な教え方をしている。科目は一日おきに同じ科目
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外部と出入ロは二重となっていて逃亡を防ぐようになっている

を教えている　二のノカ：去だt

繰り返Lが多．（なり身につく

確率が高くなること！、教室

移動が少なくて済む．

　大学の先E相ま意欲；尚々である

が、ここでは先生自らぴ）身の安

全をi’z］るこ、とと、　1’・どもび）t．t重力

を抑制する術を学は．なければな

らない．メトロポリyン州立大

学と提携して2週間しか経たな

いので、教育効果は、まだ評価

できる段階でない．．

特別指導（麻薬関係） 入所児の80％が、長期間麻薬常用

　”　　75％が、マリフアナ常用

　t・　　50％が、薬品（マリファナとアルコール混合｝

　〃　　25％が、シンナー吸引

　〃　20％が、コカイン常1．ll

卓

．二ss 二ぽ巨 民間の同様な施設が独自のプログラムとして軍事予科訓練

をこの施設の一部を借用して実施していた。

パソコンの訓練教室
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入所児全員に対して、麻薬に頼らない生活できるような教育を行っている。

プログラムは次のとおりである。

・ 第1段階（治療前）

　入所児全員に対して、過去にどのような麻薬を使っていたか、両親は

麻薬を使用していたかなどを調査する。その結果に基づいて、その後の

治療の有無を決める。

・ 第2段階（治療）

　麻薬経験者を対象に、麻薬を使用したことをはっきりと認識させる。

怒りを麻薬で解消するのではなく、麻薬を使用しないで表現する方法を

教える。

・ 第3段階（治療後のアフターケア）

　子ども個人に治療計画書を与える（週1回指導を受けなければならな

いなど）。また、子どもによっては、週2回職員が面会し、援助したり

電話で指導したりする。

保護者への指導 　子どもの入所時に保護者用のプログラムがあることを説明し、保護者に

対しても指導を行っている。その結果、保護者の50％からプログラムへの

参加希望がある。保護者に対しては、絶対に非難はせず、子どものために

スタッフのパートナーとして、一緒に頑張って行こうと勧めている。

居住棟について 　家庭的な雰囲気を保つように努力している。生活態度が良好な子どもに

は、電話の使用や午後7時から9時までのテレビ視聴が許可される。（つ

まり、何か悪いことをしたから罰として、それらのことが許されないとい

う減点主義ではなく、良いことをしたら何々の特権が与えられるというよ

うに、加点主義なのである。）

　過去には女子寮もあったが、女子の入所が減少したため、現在は男子の

みの入所となっている。

プログラムの評価について 　施設で実施しているプログラムが、どんな成果を上げたかについては今

後、専門官（大学教授など）による調査が行われることになっている。
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　　5．GOVERNOR’S　MANSION

コロラド州知事夫人を公邸に訪ねて

x．

星条旗とコロラド州旗が入口に
揚げられている州知事公邸

　このたびの研修で、コロラド州の知事夫人と懇談する機会を得た私たち

は9月20日、デンバー市内にある州知事の公邸を訪ねた。

　星条旗とコロラド州旗を掲げた建物に一歩足を踏み入れると、高い天井

に見下ろされたまっすぐな廊下が目に飛び込んで来る。廊下に面して開け

放たれた扉からは応接室が見える。壁面を覆う巨大な肖像画と華麗な装飾

に縁どられた重厚な家具が、シャンデリアの優しい明かりに照らし出され

ている。落ち着いた色彩の柔らかなカーペットが足に心地よい。“テラス”

の外には見事に手入れの行き届いた庭園があり、黒いリスが樹木の間を見

え隠れする。“マンション”ということばの本来の意味を実感した。

　その“テラス”に一番近い応接間で、私たちはローマー夫人とお目にか

かることになった。幼児教育の専門家としての考えや、現在州で展開して

いる様々な活動の内容などについて、大変興味深いお話を伺った。

　コロラド州知事夫人（Mrs．　Bea　Ro㎜：ローマー夫人）

コロラド州知事として1987年より2期在任中のMr．　R・Romer氏の令

夫人。教育心理の修士号および幼児教育の博士号を持つ。“州知事夫人”

になる以前は幼稚園に勤務。家庭では7人の子どもの母親である◆「幼

児の教育は良い大人になるための基礎である」という理念をもち、より

良い幼児教育を実践するための様々なプログラムを全州で展開している。

　まず夫人から歓迎のスピーチをいただいたのち、私たちも一人ずつ自己

紹介を行った。そしていよいよ、夫人のお話しを伺うことになった。

かつて幼稚園の先生をして
いた

　夫が知事になる前は幼稚園の先生をしておりました。3歳～5歳までの

150人の子どもが通う幼稚園で働いていました。ここの幼稚園では、通っ

ている子どもの親たちが、1か月に1度幼稚園に来て勉強することになっ

ていました。もちろん幼稚園にはちゃんと先生がいるのですが、幼稚園の

手伝いをする機会を作ることで、親自身が子育ての様々な勉強をすること

を圏指しました。

一 83一



1

幼児期は良い大人になる
ための基礎

　夫が州知事選挙に出馬した時に選挙運動のために州内を回り、あちらこ

ちらの幼児教育のプログラムを見て参りました。それぞれ一つ一つの教育

内容のセンスはすばらしいものでしたが、横の連絡が全くとれていないこ

とに気付きました。誰が何をしているのかコーディネーションがされてい

ないということです。幼児期の教育は大人になるための基礎みたいなもの

です。幼児教育がちゃんとできていなければ、いい大人になれないと私は

考えています。そのためのプログラムや組織作りが必要だと思いました。

よい幼児教育を実践する
ために

　そのプログラムの一つとして“ファースト・インプレッション”という

組織を始めました。「最初の印象。初めての環境。それが一番大切。」とい

う意味です。身体障害や知的障害などのある子どもたちも、健常の子ども

たちも同じように生活ができるようにしようという趣旨で、州全体にまず

8つのミッションを作りました。ファミリー・ディベロップ・センターは

その一つです。ここに来ればいろんなプログラムや情報があります。ちょ

うどショッピングセンターのようなものです。こういった場が、これから

16に増える予定です。

家族で学ぷ

MRS．　BEA　ROMER

Z
駕

　次にご紹介したいのが“GED怜というプログラムです。アメリカは移

民の国です。英語が話せない、読めないという親もいます。そういう人た

ちが家族で英語を学べるようにするプログラムです。高校を出ていなくて

も、そこで学ぷことで高校の卒業資格を取ることができ、その間に子ども

も幼児教育を受けられるようにしています。

Read　To　Me　Colorado　キャンペーン

　もう一つ州全体で展開しているのが“Read　To　Me　Col㎝吻キヤンペーン”

です。子どもたちに、1日1回IO分だけでも本を読んであげようという運

動です。本を読むことが難しい親には、ボランティアが代わりに読んであ

げる。そうすることで子どもは本に親しみ、自分からも読んでみようとい

う気持ちが育つ。そのようなことを期待しています。このキャンペーンは

テレビにもコマーシャルを流しています。このプログラムに10ドル寄付を

すると“ピザ・ハット”（ピザのチェーン店）のチケットがもらえます。

その寄付による10ドルもまた、このプログラムを支えています。これらの

運動は“子どものための運動”ということで、企業にも呼びかけて寄付を
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お願いしています、

気掛かりなこと 　特に託児所で働く人の給料が安く、教育を受けていないスタッフが多い

ということです、幼児教育は大切なので、スタッフには’」人学教育を受け

た人にきてもらいたい”というのが私の考えです、そのためには、託児所

で働く人の資格を明らかにし、その仕事自体に高い給料が支払われるよう

になることが必要だと思っていますt／

これからの里親制度 　現状では、里親から里親へ転々としている子どもが多くいます。これは

7一どもの成長にとって望ましいこととは言えません。そこで里親制度を少

し変えようと思っています。たとえば「里親の元にいる期間は長くても1

年」に制限し、1年を過ぎたら親元に返すか養子縁組させるようにしては

どうかと考えています。家庭がもっと永続的な場所であるために、家庭に

対していろんなプログラムを用意し、子どもはできるだけ親から離さない

ようにしようというのが全体的な傾向です。

天皇・皇后両陛下が州知事と会
見された広間にて

　このほか懇談の中で夫人からは、日本の「女性の就労状況」などに関す

るご質問があった．、

　ところで今年の6月知事夫妻はこの公邸で、ご訪米中の天皇・皇后両陛

下と懇談の席を持たれたそうであるrその席で、特に皇后陛下は’‘Read　To

Me　Colorado”のプログラムについて大変興味を持たれたとの話を伺った。

話ぶりの大変穏やかな夫人であるが、“子どもの福祉”に対する情熱と

アイデfアと行動力には並々ならぬものがあると感じたt一けミ人の支持者

も多い。」という事前に聞いた評判も頷けるよ

うな気がした　折しもご主人のローマー氏が11

月に州知事選挙を控え、夫人にとっても多忙な

時期であった．そのさなかに貴重な時間を割い

てドさったご厚意に、私たちは心から感謝しつ

つ公邸を後にした。｛付記：1｝月8r．1の全米州知

事選挙でMr．　R・ローマー氏は3期llの州知事

に再選された，．）

一 85一



6．PLEASE　TOUCH　MUSEUM
（子どものための遊びの博物館）

　研修3日目の自由研修の時間に、有志で博物館にでかけた。歴史的建造

物と”建国ゆか｝ピ’の博物館が多いフィラデルフtア市に、比較的最近作

られた“子どもための博物館”である。

ブリース㌦タッチ・ミュージア
ムの外観

概　　要

館内のようす

展示物について

E　PLEASE　TOUCH　MUSEUM　FOR　CHILDREN

　（子どものための遊びの博物館）

所在地　：2】ONonh　21st　Street、

　　　　　Phi］adejphia，　PA．191｛）3

TEL：215－963－｛X｝66

FAXI2｜5－963イ｝424

1掲套官∬猴摺1：’1：tiiJ　g　i博一’F後4ff・130う〕L

人場料：3ドル

　1976年創立、非営利組織　7歳以ドのf’どもを対象にした博物館で展示

物はすべて、自山に触れて動かすことができる。

　1階には受付とシアターと売店、そして2階に続くなだらかなスロープ

がある、壁に埋め込まれたtLミニチュアの街”を眺めながら2階に1；がる

とフロア・杯に展示物があるn

　その内容によって、衣・食・住に関する“身近な事物のコーナー”“造

形・創作のコーナー‥’劇遊びのコーナーt’など、いくつかのコーナーに

分けられ、展示されているc

　ほとんどすべての展示物が、子どものために読えられているように見え

るが、ところどころに「バス」や「電話」の“本物”が置かれている。

身近な事物のコーナー…ここには’喰事”‘移動”など生活の中の身近な

事象にまつわる事物がある。例えば“食事”についてであるが、このコー

ナーは農場に始まり、スーパーマーケットから台所へと“食べ物の旅”を
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廃物を利用して作られた“象”

たどる構成になっている／．スーパーマーケ・ソトには、その棚にコーン

フレイクや缶詰1の実物の空き容器）が並び、レジのカウンターには

本物の「キャ・ノシュレジスター」がある．t　4〈物そっくりのシステムキ

ッチンは“子どもサイズ¶である。

　乗物は”本物一tと”tg－t・型“がある．特に模型のミニチュアは、モノ

レール・バス・ポート・飛行機などの様々な交通手段が・乞体的に配置

されている．リモコン操作でダイナミックに動き出すさまには、つい

立ち止まって見とれてしまう。

造形・創作のコーナー…ここでは、自分で素材．を組み立てて造形・創

作を体験することができる、また、作品も展示されている、廃物を利

1．

目して作られた“象”は見ごたえがある．

劇遊びのコーナー…劇を演じたり鑑賞した1］する体験のコーナーで

ある。人形劇用の小さな舞台セットのコーナーと、テレビスタジオの

コーナーがある、テレビスタジ才では、テレビに自分が写ったり人を

映したりすることができるようになっている．・．

ほかには、小道具とコスチュームで変身して遊ぶコーナーや童話の舞

台でお話しを体験するコーナーなどもある，．また、博物館のプログラ

ムとして、演劇・音楽・ダンス・人形劇などの催し物も行っており、

誕生日会などのパーティをここで催すこともできるとのことである／：

感 想

プリーズ・タ・ンチ・ミュージアム

のシンボルマーク

　さて、私たちがこの博物館を訪れたときにも、何組かの親子が来館

していた。私たちが2階のフロアの”バス停“のベンチに腰掛けたと

ころ、目の前の　“バズ’から3歳くらいの男のチがかけ降り、何やら

話しかけてきた．どうやら私たちは“バスを待っているお客さんt一と

みなされたらしいtt

　日常生活で口に触れる物こそ、幼い子どもたちにとっては興味が尽

きないようだ，、それは”ただそこにある”というだけで、こんなふう

に見知らぬ人との会話のきっかけをも提供してくれるのだ，，

　これらの物を目の前にしただけで、いろいろとはたらきかけて試し

てみたくなる．．t人に話しかけてみたくなる、この博物館が展示Lてい

るのは、単なる“物”ではないらしい、

”’Fどもの福祉”関係者がこの街を訪れる際にはお薦めしたい場所である．．
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第3章 フォスターホーム訪問記

　私たちは、デンバーで、子どもの権利の保障として揚げている、アメリ

カの「家庭から家庭へ」という理念について、そして社会養護の重要な機

能としての「里親制度」についての講演を受けた。そして実際に「里親制

度」を確認する上で、フtスターホームを訪問する機会を得た。その時の

住宅状況、家庭の様子、質問事項などを紹介する。

1．Mr．　Eusebio　＆　Ms．　Kathy　Chaparro家庭

家族構成

里父母のほか、祖母同居。

実子の息子二人はすでに独立。別居。

ジュリアンくん、7歳（男｝…里子。2歳時から引き取る。

ステファニーちゃん、10か月（女）…里子。2週間前に引き取る。

トラバスくん、6歳（男）…養子。4歳時から引き取る。

　訪問は夜の8時近くになっていたが、キャパロ夫人が笑顔で迎えてくれ

た。家は平屋建てで、新しいとは言えないがこじんまりしている。案内さ

れた10畳ほどの居間には、2つのソファーとテレビが置かれ、多くの写真

が飾られていた。キャパロ氏はまだ帰宅していなかったが、祖母と子ども

たちが私たちを歓迎してくれた。子どもたちとは、日本からの折り紙、竹

トンボなどの玩具でしばらく一緒に遊ぷことができた。

里親志願の動機 実子が早くから家を出て、孫もいるがときどきしか会えない。元来子ど

も好きだったため、家の申が暗くなってきて寂しかったため。

子どもたちの実親との関係 　今も未解決な問題を持っている実親もいる。また現在も週1回、福祉事

務所で実親と会っている子どももいる。ワーカーが迎えにきてくれ、1時

間の面会をするが子どもにはそれは短いらしく、面会のあとは機嫌が悪い。
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面会日は里親としてはやや気が重い，

養子縁組の状況について 　全てのII！子と養r縁組できるわけではない　ある里子については、養子

縁組ができたが、．一方では親の状況などにより、それが難しいrどももい

る．、養子縁組をしたことは、子ども自身にも分かる範囲で教える．．それで

も実親のことを時々思い繊して、1コにすることがある，

　ステフ7ニーが来た当初は、1二の子どもがやきもちをやいたが、今では

かわいがり、面倒もみようとする．．．実子ともうまくいっている．

経済的援助について 里子には経済的援助があるが養子縁組すればなくなる、

ソーシャルワーカーとの関係 　ソーシャルワーカーは里親、実親、里．∫・それぞれに担当がつき、相談に

応じる、．養子縁組の決定に際して、子どもが幼い場合は、それぞれのワー

カーが話し合い、役所が決定、養子にな’．・た場合は、養親との不仲、虐待

など、特別な問題か起きた時以外はワーカーはっかない。

　楽しみながら、そして豊かな愛情を持って子育てしている『母親』の笑

顔を、私たちはキャバロ夫人に見た，やがて眠くなり始めたステファニー

にミルクを飲ませながら寝室に連れていった。

私たちの迎えのバスが、一・家の見送りでホテルに向かったのは9時を過ぎ

ていて、住宅街の家々の明かりはもうすでに暗くなっていたt一

左からキャパロ夫人、

ステファニーちゃん、

ジュリアン君、トラバス君
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2．Mr．　Robert＆Ms．　Mae　Wilson家族

家族構成

里父…警察官

里母…幼碓園教諭

マイケルくん、12歳（男）・’・実子

キースくん、14歳（男）

ジョバンくん、12歳（男）

ジョーンくん、5歳（男）

なお、当日は会えなかったが、実子の18歳の女の子が同居。

その他の実子3人はすでに独立、別居。

　ウィルソン宅は、デンバー市市街地から車で30分くらいの、静かな住宅

地に位置し、2階建である。到着するなり夫人が出迎えてくれ、さっそく

子ども達を紹介してくれた。

　まず、実子のマイケル君（12歳）、彼はサッカークラブから帰ってきた

ばかりだった。つぎに里子の3人兄弟が登場するが、長男キース君（14歳）

は空手の道着を着用してのサービスぶりである。つづいて次男のジョバン

君（12歳）、三男ジョーン君（5歳）が紹介されたのだが、この時の夫人

の言葉に驚かされた。「彼のお父さんとお母さんは今刑務所に入っている

のね。ねえ」とジョーン君に相槌を求め、彼も「そうだよ」と平然と答え

たのである。これまでの訪問先では、子どもの顔写真はことごとく制限さ

れてきただけに、里子のプライバシーを、しかもあまり知られたくない事

情を、第三者のわれわれに公言されるとは予想もしなかったからである。

まず日本では考えられないであろう。この辺にアメリカのお国柄と、日本

との里親の姿勢や里親制度のあり方の相違を感じさせられた。

　そうこうしているうちにご主人が帰ってきた。彼は警察官で、夜7時か

ら翌朝7時までの勤務であるが、この日はわれわれのために休暇をとって

くれていたのである。そしてあいさつの際、われわれ日本のゲストが「多

くの里親家庭の中から、自分の家庭を選んでくれたことをとても名誉に思
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う」と喜んでくれた。その気持ちが食事に表われていた，この日の夕食は

すべてご主人が早くから仕込み、用意してくれていたものだった、』それに

われわれゲストのお茶のオーダーまでとってくれたのである．食後のデザ

ー トは近所の友人が作ってくれたチーズケーキttここにもウfルソン夫妻

のお人柄がうかがえた．

里親志願の動機 　7人の実子がいたが、2人を事故で亡くした「3人はすでに独立生活

18歳の娘と12歳の息子が残ったが、その年齢に開きがあったため同年齢の

子どもが必要になった．「大勢のほうが食事がおいしいから↓と夫人が付

け加えた。確かに実子と里子の部屋が並べてあった、

　つぎに夫人が静かに話し始め、現在の米国の犯罪の多くは黒人が関わっ

ており、事件を知るたびに情けない思いをするのだと述べた　その時、黒

人家庭のウfルソン夫妻の顔の表情が雲っていたのがわかった、た人はま

た1こうしてほとんどの予どもが里親に預けられ、家庭が修復されると早

期に家庭に戻されているけれど、その家庭はドラッグなどで荒廃し、家庭

とはいえなくなっている。これからは、また昔のような孤児院！erphunage

と表現した）が出現Lてくると思う」と述べた，

　ウィルソン氏はあと2年で、夫人はあと3年で定年を迎えるという。そ

の後は里親専業で生活していくのだと話してくれた＝里子を社会の子とし

てとらえ、そしてわが子同様の愛情と教育万針をもって接しているウfル

ソン夫妻に、われわれは敬意の念を抱いて訪問を終えたのである

ウィルソン氏の家族と

歓談のあとの記念撮影
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3．Mr．　Chuck＆Mrs．　Dee　Carr家庭

家族構成

デボラちゃん、12歳（女｝…夫妻の養イ・

トロイくん、10歳1：男｝…里子

ダニエルくん　デイビッドくん　シャロンくん、9歳｛：男3人）…里チ

デイプくん　ジュニーンくん、8歳1男2人1…里．i’

アイアンちゃん、4歳〔女）…里子

　カー夫妻の住まいは、デンバーの都心部から北に向かって車で約30分程

の所にある閑静な住宅街の中にある、、建物は、その辺りではごく普通の

tt

庭のある1戸建て”の住宅であるが、この家の主であるカー夫妻は過去

12年の間に、訂50人の里子を受け入れた経歴をもっている，夫妻の間にも

6人のお子さんがいるが、現在は皆独立しこの家には住んでいない、．ご主

人のカー氏は現在63歳．．．約40年間勤務した航空会社の機械整備の仕事をリ

タイアし、現在は、．・緒に暮らしているrと‘もたちとかかわることが主な

日課となっている

　9月20［、午後7時すぎ．。夫妻と7人のチども達の出迎えを受けた私た

ちはtl二いに自己紹介をした後、食卓につき、お祈りをして、夫妻手製の夕

カー氏と歓談する北崎団長
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食を子どもたちと共にした。何人かの子どもたちは実によくおしゃべりを

した。日本とアメリカの生活習慣の違いや、学校のこと、得意なスポーッ

のことなどが特に話題になった。子どもたちはその旺盛な好奇心で訪問者

に問いかけたり、自分たちの日常について話を聞かせてくれた。

　食事が一段落すると、ダニエル少年が「今日、始めたばかり」のバイオ

リン演奏で私たちを歓迎してくれた。そのイキな“おもてなし”に思わず

拍手でアンコール。その後は大人も子どもも一緒になって、けん玉、折り

紙、竹トンボ、こままわしなどに興じた。

里子の契約 　里子の契約は、デンバー市のヒューマン・サービス局と結んでいる。里

親として子どもを預かる場合には、いくつかの規定がある。たとえば、

・ 里子の人数は一度に最高4人まで。

それを越える場合は、「グループホーム」という形態での受け入れにな

る。カー夫妻の家庭の場合は、これに該当する。

・一 人の子どもを預かる期間は2年以内。

カー夫妻の場合、例外的に4年間預かった例があるとのこと。

グループホームの場合、このほか2年に1度、消防局による家屋の安全面

に関する厳しいチェックを受けなくてはならないことになっている。

里親の動機 　カー夫妻に、里親を始めたきっかけを伺うと「子どもが好きだから。」

という明快な答えが返って来た。それに「（自分達の）子どもも大きくな

ったことだし。」と付け加える。孫くらいの年齢の子どもの世話は何かと

苦労の多いことと推察されるが、近所に住んでいる夫妻の子どもたちが、

時々手伝いにきてくれるという。

親元が一番だが 　「子どもにとって

は、親元が一番」と

考えるカー夫妻であ

るが、過去12年間に

預かった50人の子ど

ものうち、実父母の

元に帰ったケースは

2人のみ。

　　　　　　　　　s・

」
、

∴～

食事のあと子どもたちに折り紙を教える門脇団員
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（残りの48人の行方については、残念ながら伺いそびれてしまった。）

「実の親の元に帰ることは、現実には非常に難しい」と、カー氏は述べる。

里子の背景 　さて現在、このグループホームにいる子どもたちの背景であるが、彼ら

は皆、何らかの形で「親からの虐待を受けている」という。性的な虐待を

受けた子どももいれば、目の前で母親が殺害されるところを目撃したとい

う子どももいる。子どもたちは皆、情緒的な面で多かれ少なかれ不安定さ

があり、行動の面でも問題が見られるという、さらに1人を除いては皆、

知的な発達に遅れがある。このため、子どもたちは各々異なる特殊な学校

に通っておi）　．（1人を除いては）本来の学年よりも1学年程度下のレベル

の小規模な（1クラス4－5人程度の）クラスに所属しているとのこと。

　訪問の日、私たちは里親夫妻のほかに8人の子どもたちとおHにかかる

予定であった，が、子どもたちのうち1人は「病気で入院している」との

ことであった。

　普段の日なら、子どもたちはベッドに行く時刻なのだが「今日は、クリ

スマスみたいなものだから」と、夫妻はパジャマ姿で遊ぶ了一どもたちを見

守っていた。

　あっという間に別れの時刻が訪れ、私たち訪問者は玄関の外まで‘’一家一／

のお見送りを受けた．．この時である。男の子の・・人が次々と何人かの訪問

者に抱きつき、驚かせた。

　・瞬の出来事であったがsいつまでも忘れ難い光景であった

「今日、始めたばかり」のバイオリン

をご披露してくれたダニエル君
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巨大なパッチワーク

　景色も人も食べ物も、行く先々でその“大きさ”を見せつけられたアメ

リカの旅。予想はしていたものの、いざ目の前にするとさすがに圧倒され

る。

　何度フt一クを口に運んでも、一向に減らないレストランのスパゲティ。

座ると足が床に届かない空港のトイレ。背伸びしてやっとの思いで回した

バスルームのシャワーのハンドル。

　自分が急に小さな子どもになったような錯覚〔と、無力感）を覚えた．

（幼い子どもも、時にはこんな気持ちを味わっているのかもしれない。）

　空から見た景色も’Lビッグ”そのものである。“グレイト！”と言うべ

きか。シカゴの東側にあるミシガン湖は、飛行機の高度から眺めても湖の

全景が全くわからない。シカゴのオヘア空港を飛び立ち、間もなくすると

下界は一・面の耕地となる。まるで定規で引いたような矩形もあれば、円や

三角もある。そんな’4アート”がオマハまで延々2時間も続く。オマハか

らデンバーに向かう飛行機の窓から、久々に山を見た。雪を頂いた高度

4．㎜メートル級のロッキー山脈は、デンバーからサンフランシスコに向か

う下界に悠々と、横たわっていた。

　　　　　　　　　　　　　　　ツアーの初日、私たちは“建国の地”

フィラデルフィアで，アメリカ最初の星

条旗をパッチワークで作った“ベッツ

イ・ロスの家”を訪ねた。いろいろな形

のハギレをコツコツと縫い合わせて作る

パッチワークのように、空から見たアメ

リカの景色も変化に富み、見るものを飽

きさせない。

　大陸横断の旅ならではの醍醐味である。

　　　　　　　　　　　　　杉本恵子

●・●ee●●●●・●●●●●d●・○●●●●●ρ●●●●●●舎●●●●●●●●●●．●●．●○●●●●●●●●●●●●●●●●○●●●●e●●●●●●●●●．
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（座談会）

　　　1994年10月20日

資生堂千里研修所にて

　私たちは2週間にわたるアメリカでの研修で多くのことを見聞きし、

多くのことを学ぶことができたt．その成果を1－2部において報告さ

せていただいたが、k’章の行問に埋もれ、また、紙面の都合で言い尽

せなかった各団員の思いをr座談会」の場で語iJ台った．

　団員’人・人が現地で虚心に観て、聴いて、感じたアメリカの児童

福祉の現況をこの㊥談会から読み取っていただけたら幸いである．
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司会（羽深）早いもので、アメリカ研修から早や1か月がすぎたわけです

が、記憶が新鮮なうちに研修のまとめをと考えておりましたところ、本日

団長はじめ皆さんにお集まりいただいたこの機会に「研修のまとめにかえ

て」として座談会を開かせていただくこととなりました。

　皆さんの積極的なご発言をお願いしたいと思います。

　それでは、最初に、このたびのアメリカ研修で「一番印象に残ったこと」

について、順次述べていただきたいと思います。

　まず団長からお願いいたします。

も
　
コ

（

冬
　
　
　
　
‥

三
！

．r：＝プ9

印象に残ったこと

、

団長（北崎）社会福祉の先進国でありながら、多民族ゆえか、問題が次々

と発生しており、これへの対応・対策はこの先どうなるのか、ちょっと不

安を感じましたね。

村田　機関や施設の運営において、競争・効率の原理が組み込まれていたこ

とです。わが国の場合だと、ややもすれば、措置制度の上に安閑としてしま

いがちで、サービスや処理の内容についての反省や検討が乏しく、アメリカ

のようなシステムだと、外部からの評価を常に意識することとなり、この結

果として新しいプログラムの開発なども進みやすいのではと思いました。

　また、社会福祉専門職の養成に、大変なお金と時間がかけられており、

人材の厚みが違うことに驚きを感じました。訪問先では、私たちもソーシ

ャルワーカーとして紹介されたのですが、これまで私たちが受けてきた訓

練や職務上の権威、社会的評価において大きな差を感ぜざるをえませんで

した。

門脇　子どもの福祉に情熱を抱いている人との出会いの連続であったとい

う感じですね。

　子どもが、親や社会の影響をもろに受けているのはどこの国でも同じで

すけど、精神障害児の治療施設や、クライシスセンターを訪れた時には、

生きることすら否定されるような状況の子どもたちがいるという現実を、

まざまざと見せつけられた思いでした。

　しかし、福祉の措置を必要とする子どもの数が増えている現実では、施

設を新たに創ったり、里親に頼むには費用がかかりすぎるため、比較的費

用のかからない家庭支援等に向かうという政治と福祉の立場のむずかしさ

を改めて実感いたしましたe

上栗　アメリカには日本のような入所施設はほとんど存在せず、主として
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コロラド州の社会福祉について解

説いただいたMr．　G。　KAWAMURA

とヘネシー澄子女史

家族中心主義の理念

里親に委託されていると以前から聞いておりましたの

で、このたび、なぜそのようになったのかを確認した

いと思っていました。

　それは、家庭申心主義、家庭至上主義ということで

したが、納得出来ませんでした。ところが、デンバー

市の社会福祉局のカワムラ氏の説明で「いかにコスト

を安く抑えて、いかに多くのクライエントをケアでき

るかという「経済的」な理由がある。」と明言されたと

き、初めてつかえていた物が取れたような気がいたし

ました。つまり、コスト削減がひとつの目的だったわけで、家庭至上主義

だけでは、子どもの正常な発達は保証できないという思いに駆られました。

赤岩　日本でいう施設がほとんど存在せず、家庭至上主義というのはわか

りますが、どちらかというと、施設を否定的に捉えるのも少し行き過ぎで

はと感じました。コスト削減が大きな理由のようでしたが、里親などでケ

アする期間はせいぜい2年位と短く、家庭に返してもまた別の里親にケア

されたりしているようで、いわゆる「たらい回し」になっているケースも

あると聞き、何か矛盾を感じました。

村田　家庭中心主義が成立した背景には、「経済的」な理由だけでなく、

「ライト・シング（Right　Tling）」、「ノーマライゼイション」の実践の成果

という事実があることも忘れてはならないと思います。

　「子どもを施設ではなく、家庭で育てたい」という60年代におきた障害

児の親たちの運動があったとの説明がありましたが、これがまさに「ノー

マライゼイション」であり、「子どもの人権」を保障していく施策の出発

点であったのではないでしょうか。

内山　心身に傷を受けた子どもたちが今後立ち直って行くには、ボーイズ

タウンのような素晴らしい環境（広大な敷地、建物、スタッフの充実）が

必要なのではとも感じましたね。

佐藤　多民族国家であり、人種差別に配慮した生活を重視していること。

例えば、グループホームにしても、特に目のつく看板といったものはなく、

極めて普通のコミュニティの中にあったことが印象的でした。これもノー

マライゼーションなのでしょうね。

長谷川　ボーイズタウンのあり方が、さまざまな社会的変動を通じて、ア

メリカの児童福祉の変遷と今日の支援体制など福祉の理念を物語っている
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ように感じられましたね。

犬塚　Wanen　VMageの居住者であるテイナー・スミスさんが「夫もいない

し、40歳で、黒人で、女であるから同情を得て何らかの援助をもらえるで

しょう。」と笑いながら語ってくれたことがとても印象的でした。広大な

スペースや近代的な建物が目立つアメリカでしたが、一方、単親家庭の子

どもも多く、低所得の黒人や、ヒスパニック系の子どもの非行、虐待問題

が目立ちました。いままで不遇な家庭環境であったという彼女が、5歳の

子どもを育て、この施設や公的援助などを受けながら、所得は少ないが、

将来、幼稚園教諭を目指して大学に通学しようという生きざまをこの目で

見て、真のウエルビーイングを感じました。

杉本　デンバー市内のクライシスセンターは、子どもの放任、虐待などの

緊急事態から子どもを保護することが主たる役割となっており、虐待かど

うかを判定する医師や看護婦も駐在していました。アメリカでは、子ども

の虐待が増加傾向にあると聞いてはいましたが、子どもの危機状況の認識

が高いですね。

司会　日本とアメリカにおける「家族観」というものの違いをお感じにな

ったと思うのですが、それらを通じ今回の研修テーマの一つであった「家

族支援」について、門脇さんはどうお感じになりましたか。

家族支援について

Waπen　Vilbgeの居住者であるロバ

ータ・ライラー女史（右から2人
目）彼女は電気技師をしている

門脇　ネブラスカ州社会局の説明の中で、「子どもの問題を解決するのに

は、同時にその家族を援助（サボート）しないと、子どもは家庭に戻って

いけない。また、子どもの問題がどんどん進んでいって、裁判所がかかわ

ってきたら、それぞれ双方に弁護士がついて、親と接触を持てなくなる。

　　　　　　　　それが故に、初めの第一歩が大切である。」とのことで

　　　　　　　　したが、私もそう思いました。

司会　ところで、いま、子どもと同時にその家族を援助

（サポート）しないと問題の真の解決にはならないとの

発言でしたが、家族の援助に的を絞ってご意見をどうぞ。

犬塚　アメリカにおける福祉の現場では、どこでも、家

族中心主義が言われていました。その理由として、家族
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での親子関係が子どもの成長にとって大きな影響を与えるからであると

の説明がありましたが、これはある意味では当然だと思います。この前

提に立って、例えば、親の虐待がその子にとって危険であればこの関係

を一時的に切り離し、親に対する必要ケアや支援を地域ぐるみで行うプ

ログラムを持ち、一方、子どもについては、里親との家族関係でその期

間保護されることによって、心の痛みを癒しs最終的にはもとの親子関

係を修復させるのに必要な支援を行うプログラムがあるというように、

親と子の両面に対しアプローチを行っているとの説明がありました。し

かも、行政サイドにこの計画段階から積極的に関与していこうとの姿勢

が窺われました。つまり親のなすべきことのトレーニングとか、家庭崩

壊を防ぐためのチェックマニュアルなど具体的な家族支援対策がとられ

ており、淺目いたしました。

佐藤　子どもに危険がある場合に、その安全確保ができるまでに家族に対

しカウンセリングを行い、短期間で家庭に子どもを戻すという施策が効果

を上げているという説明には、驚きを感じました。私の施設（教護院）の

関連で言いますと、成功例が極めて限られており、むしろ地域を含め家族

の受け入れが皆無に近いものですから。

団長　地域が組織的に活動し、プログラムも良く考えられ、工夫されてお

ると感じましたね。わが国もこの点、地域や施設を拠点に実践できるプロ

グラムを作成し、活動すべきだと思いました。

ボランタリーユニットについて

説明するソーシャルワーカー

　　　　　　　　　　　叫4一綴㌘

司会地域が組織的にということで、村田さん、どうでしょうか。

村田　オマハの公立学校と社会福祉局との協同プログラムを受け入れること

で担任の先生にとっても、子どもの問題を家庭と結びつけられるので、これ

　　　　　　　　が早い解決につながっているとのことであり、大いに参

考になりました。

杉本　日頃、臨床の場でひとりの子どもを通して、そ

の家族全体の問題状況が見えてくることは少なくあり

ませんが、その時の対応次第によっては、家族全体の

状況が良い面に大きく変わることもあり得るのではな

いでしまうか。その意味で、施設に携わる一人として、

家族全体を見、家族全体を支えるサービスを行ってい

るという認識をもっと自覚すべきではと思いました。
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　また、このたびの研修では、デンバー市内のWarren　Villageのサービスシ

ステムが印象深かったですね。低所得の単親家庭を、物心両面から支える

具体的プログラムを実施していました。利用者自身の前向きで力強いメッ

セージが今でも心に残っています。

赤岩　家族支援のプログラムがきちんと整備されていると感じました。当

局の説明によりますと、地域組織（ソーシャルワーカーなど民間福祉機関、

学校などを含む。）が、日本より家族支援にその機能を発揮しているよう

ですが、実態をもう少し知りたかったですね。

村田　親に対する支援プログラムの成否については、担当者の力量や関連

分野との有機的連携が大きく影響するのではないでしょうか。それに、地

域ごとにきちんとしたスタッフの配置も必要なので、財政上の裏付けが不

可決であると改めて感じました。

内山　関連しておりますが、日本のように核家族化が進行すると、精神的

支援はもとより経済的支援がうまく機能しないとその効果が思ったより期

待できないのではと思いました。

上栗　子どもを家庭におくだけが家族支援ではないと思います。親元で子

どもが生活することが難しい状況にあるならば、施設がまさに代替できる

機能を有していると考えられるし、そこで「家庭」もしくは「家族」とい

う絆は維持できると思いますね。

｜

私たちのために手作りしてくだ

さったネブラス力州の児童福祉

行政図

司会　わが国の基本的な課題について、長谷川さん、ご意見を…。

長谷川　問題解決のために、家庭の機能を重視して、多種多様なプログラ

ムが提供される体制、また問題発生を予防するための支援体制などこれら

は、わが国福祉の家庭支援施策の中で早急に取り組むべき課題であると思

うのですが…。

稲田　家族支援について、アメリカで家族中心主義を

とらざるを得なかった要因がそれなりにあり、日本で

同じことを言葉だけ持ってきても、即そのままという

訳にはいかないのではと思います。日本の福祉は、ま

ず家庭で助け合う。さらに、親戚・隣近所に助けても

らうといった歴史的な経緯があったと思うのですc一

方アメリカでは、私からみて家庭とはいえないような

状況の中でも養育が行なわれているのをみると子ども
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が生活する環境をどう捉えるのか、入所施設の中で、子どもの環境をど

う変えていくのか、これを契機に、考えていきたいと思います。

　家庭中心主義の評価はともかく、家庭支援の体制が、地域社会の中で、

行政の思惑どおり組織化されるならば、アメリカの現状を変革すること

になる施策であると思います。

　しかしながら、それ以前に、アフリカ系をはじめとする有色人種の社

会的、経済的地位の向上を実現させる施策を強力に展開しなければ、要

保護家庭の再生産という基本的な問題は解決できないのではないかと感

じました。

フォスターファミリーに
ついて

司会　このたびのアメリカ研修において、「フtスターファミリー」につ

いての説明を受け、実際の家庭を訪問する機会に恵まれました。この制度

が名実ともに、社会的養護の重要な機能として位置づけられ、かつ、社会

に定着していること、そして施設という概念の説明がないことに驚いたの

は、私だけではないと思います。

　まず、団長から感想といったものをお伺いしたいと思います。

団長　フォスターファミリーを実際訪問できたことは、本当に良い経験に

なりました。そして携わっておられた、ワーカーやケアをしておられる

方々の努力に感動いたしました。

村田　自分のお子さんを亡くされたという悲しい経験を乗り越えて、里子

を迎えておられるところに感銘を受けました。

　また、セラピューティック・フtスター・ファミリー（’［herapeutic　Foster

Family）についても、詳しく知る機会が欲しかったですね。

門脇　私たちを招いてくださったフォスターファミリーは自分たちの子ど

もを育てヒげ、多くの里子を受け入れていました。現在7名の里子を世話

しておられ、家庭で虐待を受けた子どもや、さまざまな事情を背負った子

どもが温かい里親に見守られ、明るく、元気に生活しているように見受け

られ、日本ではとてもそこまではと感じました。

司会　アメリカの制度について、何か問題点といったものはありませんで

したか。
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門脇　現在のアメリカの制度では、およそ2年ぐらいで親元に戻すなりt

他の里親の元に移されるとの説明を聞いて、子どもにとって生活の場を

転々とすることになり、問題があるのではないかと思いますね．、．チどもの

状況により何年か延長されるケースもあるとのことでしたが、仮にそうだ

としたら、その状況判断が極めて大切だと思うのですが……。

内山　私も同じような疑問を感じました．子どもの成長過程で、最も大事

な時期に、家庭→里親→家庭→里親といった繰り返しが子どもの成長に少

なからず良くない影響をあたえるのではないかということです．じっくり

対応することも必要ではないかと思いました，もちろん、ケースにもより

ますが。

フォスターファミリーの
日本との違い

里子たちと一緒に遊ぷ団員

司会　実際、フ’tスターファミリーを訪問して、日本との違いといったも

のについてお聞かせ下さい、．杉本さんいかがですか：，

杉本　自分の孫ほどの子どもを養子にし、そのほかに6人の里子を預かっ

ておられるフォスターファミIJ一を訪問して、そのバイタリテfと懐の広

さが、．一・体、何に由来するのか考えさせられました。単に「子どもが好き

だから」という以上に、何か日本で言う血縁という枠組みにとらわれない、

おおらかな家庭感を垣間見たような気がいたしました、

上栗　私は、アメリカのフtスターファミリーでは、5歳の年少児に対し

てでも実の子でないこと、両親は刑務所に入っていることなどをはっきり

自覚させようとしていることに、日本との遠いを痛感いたしました、つま

り、そのことが良いとか悪いとか言うのではなく、里子を社会の子として

．見守り、社会的に養育していくという意識が現われており、それがアメリ
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カの里親のあり方なのではと思いましたね。

佐藤　いわば、日本的感覚では、里子に対し言葉を選んだり、話の内容に

もっと気をつかうだろうと思いました。この点アメリカでは、里親はすべ

てを知って受け入れ、一方、里子は受け入られて「楽しく生活する」とい

うことであり、驚きを覚えました。

司会　そのほか参考になったことはないでしょうか。

門脇　身体障害や精神障害などをもった子どもの世話をするフォスターに

はそのための必要な訓練を受けることがもとめられてお＋｝　．施設を極力否

定することの結果だけではない、子どもを育てるために必要なことは、き

ちんとしようという姿勢が窺われました。

稲田　H本において、里親制度を、社会的養護の選択肢のひとつとして今

後も活用していくのであれば、アメリカの制度が市民権を得ている実態を

踏まえ、内容的見直しに際して、大いに参考にすべきではないでしょうか。

従来から、日本の養子縁組中心に疑問を感じていましたので。

子どもの人権について 司会　「子どもの権利条約」が日本でもようやく今年批准されましたが、

アメリカにおける「子どもの人権」ついてはいかがお感じになりましたか。

杉本　アメリカが「子どもの権利条約」を批准しないのは、「州によって

法体系が異なり、しかも、個人個人の権利が実態的に州の法律のなかで保

障されている。」といったことを、事前研修で学びました。確かに、訪問

先の機関などでは、高度の教育を受けたスタッフが、子どもの人権に配慮

した施策の実施を工夫していることが窺われ学ぶことが多かったと思いま

す。（※クリントン大統領は先般、アメリカ連邦政府は「児童の権利に関

わる条約」を批准する考えであると発表した。｝

　しかし、一般社会をみますと、子どもの虐待が増加しており、子どもが

放任され、薬物に侵され、未婚の母から生まれる子どもが後を絶たないな

ど「家庭のなかはいうに及ばず、社会での子どもの人権が危うい。」とい

う皮肉な状況が深刻化していることも知りました。

　「法」以前の家族（家庭）内の倫理観そのものが危ういと感じましたe

実態は深刻ですね。

上栗　家庭至上主義によって、「子どもはできるだけ、家庭で育てられる

べき」という政策面では、子どもの権利は護られているようでしたが、そ
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の家庭の実態はというと、アフリカ系、ヒスパニック系などには虐待、貧

困、単親、ドラッグといった劣悪な環境に汚染されている家庭が多いよう

であり、子どもの「正常に発育する権利」や「人格を完成させる権利」の

保障ということには、おおいに疑問が残りました。

内山　アメリカにおける子どもの虐待が、予想以上に多いことにびっくり

したところです。

司会　個人を大事にするといわれるアメリカであっても、子どもの人権

が護られていないということでしょうか。虐待の再生産的事態も深刻と

聞きました。そうはいいながら、政策面での努力、システムについては、

わが国として、学ぶべきことがあったはずです。この点に絞って伺いま

しょうか。

団長　人権に対する認識、考え方がアメリカと日本では違うと思いました。

日本ではこれを本当に理解するまでには時間がまだかかるのではないでし

ょうか。特に学校サイドの問題が山積しているように思いますし、また、

施設における生活のなかにおいても、子どもの人権が護られているか、根

本的に考え直す面もあると思っております。

　そもそも、アメリカでは施設に入所するということは、少なからず人権

が拘束されることを意味するのではないでしょうか。入所施設がほとんど

存在しないというのは、経済的な理由だけでなく、子どもの人権を尊重す

るという理念が根底にあるからだと思うのです。

稲田　マスコミなどを通じて見聞するアメリカの銃、ドラック、出産の超

低年齢化、未婚の母の増加とか、「強いアメリカ」の再生を望む白人層の

保守化に伴う移民、難民の排斥機運の高まりなどを見ると、子どもの人権

だけを抜き出して論じることには抵抗を感じますが、危機介入のシステム

については学ぶべきものがあると感じました。

村田　子どもがサービスに不満な場合、ソーシャルワーカーや弁護士の支

援があると各所で聞きましたが、日本では、施設内の子どもの声をとりあ

げたり、処遇改善に役立つシステムの整備がまだ十分とは言えないと思い

ます。

佐藤　アメリカの子どもの人権を語る時、家族を除いては論ぜられないと

いうことです。「強い家族」を目標に、子どもの人権確保のために親権停

止を強力に認め、そして、子どもの養育環境整備のため、同時に親に対す

一 105一



るサポート‘：家庭支援｝を徹底している施策に、日本との違いを痛感しま

した、

長谷川　アメリカの多民族性、文化の多様性、社会情勢の変遷、そして人

間観、児童観など、これらがアメリカの人権に対する考え方に大きく影響

しているのでしょうか，

犬塚　多民族国家アメリカでは、生活習借ひとつとってみても、「・人ひ

とり違うのだ」という考えにたって、用手を尊重し、相手を知ろう、理解

しようと努力していると思いました。そして、このスタンスが、相手の人

権をノこ事にする考え方につながっているのではと思いました．社会的弱者

といわれる∫・どもに関しては、人権を．・層大切に考えて周囲の人人が接し

ていこうとするところにアメリカの施策の姿勢を感じました、

日本の児童福祉への課題
（提言）

ハイ！ポース、．研修の合間にホッ

とひと息ttカウボーイになった副
団長。

司会　このたびの研修を通して、何を今後の1．体の児童福祉の課題として

受け．止められたか、あるいは、提言とい’．．たものについてご意見を伺いた

いと思います．

　まず、団長からどうぞ’．、．

団長　私は次の．1つを提言したいと思います．

　　．工幼少時代より、福祉現場への訪問などの実践と体験を義務づけるこ

　　　とが、必要ではないかということです　これが、よりよい福祉への

　　理解に繋がると思われます．、

　　2地域福祉を、推進するために地域社会が組織的に機能することが大

　　匂」だとL・うことて二寸1

　　．1；．ポランテfアの支援も大切であるヒ思いますが、金を使うところに

　　は、金を．使うという行政サイドの英断も必要たろうと思います

司会　赤岩さんどうぞ，

赤岩　アメリカで感心したことは、「チどもは杜会の∫ヨであり、jtども

の人権を護るために、警察、裁判所が積極的に介入して、ケースによって

は親権を．停止し、これを行政サイド　〔福祉局1に委ねてしまうということ

でLた．．そして、里親なり施設は1：どもが起こす事故などの損害を被らな

いでよいヒいうシステムをも・．・ていました．

　つまり、アメリカでは、iJ－　k’もにとって好ましくないことは、公的関与

「公権加を使ってで．も引き離すことを、一時期であっても敢えて行うわ

けですが、日本でも見習ってもよいのではヒ思いました．
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司会　アメリカでは、ほとんどといってよいほど、施設のもつ役割が窺え

ませんでした。日本においても、これまでの施設中心から地域福祉への移

行は時代の流れとして理解出来るとしても、どうでしょうか、やはりアメ

リカから学ぶべきことは多いと思いますが。

上栗　家庭至上主義とは言いながら、コスト削減が圓的との説明を聞くに

及んで、アメリカの制度を総て良しとして真似てはならないと思いました。

よりよいケアを必要とすべき子どもにはやはり施設が不可欠ではないでし

ょうか。つまり、子どもを一時親元から離すことがその子どもの福祉、人

権をまもるうえから必要とされるとき、施設入所は大切な使命を担ってい

ると思います。

“Parenting”について

顔より大きいそ1

24オンスのTポーンステーキ

司会　アメリカでの研修において、’‘Parenting”（親業）という説明を耳に

いたしましたが、訪問先で、本当の親となってもらうためのさまざまなプ

ログラムを学ぶ機会を得ました。

　振り返って、日本の場合、すべてとは申しませんが、一度施設に入所す

ると、最初はともかく、親がなかなか訪れ来なくなってしまうケースが散

見されます。一方、施設を出て、親元なり社会に戻りその一員となって生

活することが大切なはずなのに、残念ながら親元なり地域社会が受け入れ

ることが難しい現状にあるのも事実です。

　受け入れる地域社会を含めて、本当の親になってもらうための働きかけ

を誰がやるのかが、今ほど問われている時はないのではないでしょうか。

　今さら言うまでもないことですが、子どもの問題は、親のあり方と表裏

一体といえます。また地域福祉を充実させるということは親を地域とどの

ように連携させるかの問題でもあります。この辺にポイントを絞ってお伺

いいたします。

門脇　親業についての訓練や、親同志の交流の場を持つなどの実践をやら

なければならないということを、この研修で学びました。日本でも親業に

ついて真剣に考え実践すべきではないかと思います。例えば、児童相談所

のケースワーカーは、子どもが施設入所後、親と子のかかわりをもっと重

視してみることが望ましいと思います。もちろん施設とも連携すべきだと

思います。そして、そこには、より高い資質と、より専門的な教育を受け

た人材の確保が急務なのではないでしょうか。

村田　残念ながら、日本では、社会福祉全般において人材の養成が遅れて
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いるのではと思います。十分な訓練、研修を受けた者がサービスを提供す

るのでなければ、結局、利用するサイドの人権はまもられにくいのではな

いかと思います。

　人材の養成は時間のかかることには違いないのですが、結果的には、基

本的な問題解決能力などを、福祉の分野全体で獲得していけることになる

と思います。

赤岩　その場合、施設サイドからいえば、施設が単なる入所機能に留まら

ずに、施設の持つノウハウを提供するという観点から、できれば児童相談

所の機能の一部を施設に持たせるくらいの方が、実態上機能すると思いま

すねa

犬塚　基本的には施設入所はやはり一時期であり、施設を退所後は地域社

会｛コミュニティ）のなかで、その一員として通常の生活をしていくこと

が求められるわけですから、子どもの人権が護られる、受け入れやすい地

域社会が用意されていなければならないと思います。

長谷川　実態的に機能するために、活性化された地域のネットワーク作り

を急ぐ必要があると思います。

オマハ市議会議員の日系二世リチャード武市氏

夫人が私たちのために日本語に翻訳してくださ
ったオマハ地区の「児童福祉に関するポリシー」

‘
一

¶
．
●
．

一

，
◇

Lookout　Mountain　Youth　Service　Centerを公式訪問

した証明書

↓
‘
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司会　皆さん、アメリカは多民族国家であるがゆえに、契約社会である

ことを実感されたことと思いますが、これに関して、施設のなかでとり

いれられることについて述べてください。

杉本　概して、福祉の分野は、内容の面で評価の対象になりにくい部分

もあるわけですが、あえて自分たちの仕事を、施設の入所（利用）者サ

イドや事業実施主体（行政庁）もしくは地域社会などから内容の面で評

価してもらうことは、その質を高め、本当のニーズに応えているかを客

観的に認識する上で極めて大切なことと思います。

村田　アメリカでは、福祉の企業化ではないかとも思われる事例（ボー

イズダウンなど）も窺えましたが、これとて、良質のサービスを提供し

ないと運営に必要な資金が調達できないということになるわけで、結果

として競争原理がもたらしたメリットではないかと思いました。

長谷川　私もそう思います。契約社会のアメリカのように、日本の施設

においても、外部のチェックシステムが必要なのではないでしょうか。

　サービスの質の優劣により、施設が評価されることとなり、これによ

り、施設の処遇を高める上での効果が期待されるからです。

司会　最後に、藤元事務局長、一言どうぞお願いいたします。

藤元　今回の研修では、それぞれの施設や機関でのサービスに対し、学

者などが中心となった専門家により評価がなされているとのことでした。

　日本でも、施設に入所している子どもの意見表明権が実質的に保障さ

れるようになれば、子どもたちからもサービスについていろいろ注文が

でてきて、施設が選ばれるようになるのではないでしょうか。

　アメリカが家族中心主義をとった背景の一つに、入所施設ではコスト

がかかり過ぎるとの問題がありました。今回、私たちは養護施設のよう

な入所施設はもう存在しないということで見学できなかったわけですが、

過去にヨーロッパで見た例からすると、施設の規模およびスタッフの人

数の点では日本と比較できぬくらいにコストがかかっていますね。です

から、彼らからすれば、施設の概念というのは、ケースワーカーや心理

判定員のような専門のスタッフを何名か常駐していることが最低の条件

であったりするわけでしょう。また、施設の方がよいとする考えの中に

は、管理がしやすいということもあると思います。行政側は施設を、施

設側は入所児童を、というようにです。子どものウエルビーイングを考
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えた場合、果たして里親やグループホームと施設とどちらがよいのか、も

っと子どもの視点にたって考えてみる必要もあると思いますね。

　しかし、アメリカではトリートメントのための施設入所であれ、フ’tス

ターホームであれ、子どもと親との関係修復のために、また、子どもは社

会の一員として自立できるよう、様々な努力が払われていることは、皆さ

んもお感じになったと思います。

　ただ、その理念と現実のギャップに悩んでいる姿もみたように思いますtt

　最後に、現地の訪問先研修では時間が足りないほど始終ご熱心に質問を

され、皆さんのそのような態度に受入側も真剣に受けとめていただき、大

変有意義でした。主催者側として、皆さんに感謝をいたしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　司会　どうもありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　最後に、私の印象に残ったことを、一言述べさせていただきますと、ア

　　　　　　　　　　　　　　メリカにおける障害者の捉えかたとして関心があったことは、例え障害者

　　　　　　　　　　　　　　であっても、すべて社会の大切な一員であるという視点から、もはや、

　　　　　　　　　　　　　　“Handicap”とは言わず、“Disabilitジという言い方が主流となbつつある

　　　　　　　　　　　　　　ということでした。

　　　　　　　　　　　　　　　このことは、ハンデでをもっているのではないという意識と認識に加え、

　　　　　　　　　　　　　　「ノーマライゼーション」の考えとその理念が広く国民のコンセンサスを

　　　　　　　　　　　　　　得ており、しかも、t・irfreな限りコミュニティでケアするという地域福祉施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策が実践され、かつ浸透しているからで
“ 名誉ソーシャルワーカー一一証”の授与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はとの印象を強くしました。

　また、団員一同が訪問先の市庁におい

て、名誉市民（ネブラスカ州オマハ市）

の認定や名誉ソーシャルワーカーの任命

（ネブラスカ州デンバー市）を受けるなど、

各所で心のこもった歓迎を受けたわけで

すが、これなどは、まさにアメリカなら

ではのサービスとでもいうのでしょうか、

その気配りも大いに印象に残りました．、

　なお、全般を通じて、アメリカはプラ

ス〔＋）思考、1．1本はマイナス（一：1思
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1776年7月4日、独立宣言に署名するジェファソン、フランク
リンらの「建国の父たち」

べ『 ンジャミン・フランクリンのそっくりさんが
フランクリン博物館の前でガイドをしていた。

考であることを痛感しました．特に、児童に対する評価において顕著だと

思いました，t

　それでは、終わりに団長お願いいたします

団長　皆さんが今回の研修に参加されたことで、皆竺ん自身が今までと

違った自分を発見され、　一層スケールが大きくなることを、また、この

研修で学ばれたことを糧に、時代を担う∫．どもたちのためにご．活躍いた

だく．ことを期待しております。そのことがこのような機会を与えていた

だいた資生堂社会福祉事業財団のこ1享意に報いていくことと思います

ここに一同深く感謝の意を表したいヒ思います　ありがとうごさ．．いまし

た。

司会　時間も参りましたので、このあたりで座談会を終わりといたLま

す．，．皆さんのご協力に感謝申し上げます．．
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パパと踊れるレストラン

パパと踊る小さなレディー（？）

　デンバーにあるそのレストランに入ってまず驚いたことは、店内の内装

である。壁一面に鋏で切られたネクタイが整然、と並んでいる、

　ここでは男性のネクタイ着用はご法度で、もし見つかるとハサミをもっ

た店員がけたたましく鐘を鳴らしながらやってくる．そして容赦なくネク

タイを切り落としてしまうのだ。壁に並んでいたのはそのネクタイだったc

店内の中央には、2階から1階のフロアにかけて滑り台があった。

1階のフロアには、ダンスステージがあった．よく見るとライブのバンド

演奏で踊るカ・ソプルたちは、小さな子どもと大人のペアばかりである．、そ

の時間は『親子専用ステージ」であった。

　そのほのぼのヒした’存囲気が、料理の味を・層引き立てている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小さな大人）

コロラド州運転免許取得事情

　　　　　　　　　　　　　　「コロラド事情」・：ロッキー時報社）という在米．fiil　／ui，］けの雑誌によると、

　　　　　　　　　　　　　　「移住．者の場合は州の柱人になったときから30日以内に’J’IHの運転免許を取

　　　　　　　　　　　　　　ることが法律によ・ノて義務付けられている」とのこ、ヒ．免許の取i）方は、

　　　　　　　　　　　　　　次の通りである、

　　　　　　　　　　　　　　1州内の運転試験場で2．輪、・1輪のための．試験問題集〔無；料1を入ftする

　　　　　　　　　　　　　　．2．筆記試験は四者択一．’1司題で80点以1．■L一れは．合格＝：II本の仮免許に相ViGl

　　　　　　　　　　　　　　　試験場では、随旧…、時聞制限なしで立ったままで．試験が行われる、．試験

　　　　　　　　　　　　　　　幸：↓金｛よ＄IO崎i，L（X〕OPj：‘．

　　　　　　　　　　　　　　3、．筆記試験に合格すると、lnSTruction　Permitが’」一えられ、経験のあるドライ

　　　　　　　　　　　　　　　パーが同乗して路卜練習ができる．．

　　　　　　　　　　　　　　川実地試験の当日は多くの場合、友人の申：で試験場に乗り付［t、その「i［の

　　　　　　　　　　　　　　　助手席に試験官が．乗り、通常15分聞路ヒでのテストが行われる

　　　　　　　　　　　　　　　実地試験利・は＄151約L50011Ptt

めでたく合格するヒ、巾二が「． 第：の足」ヒなる＝ （F1レーサー）

●．●●●●●●●●●●●●■「●●●●●●．●●●●●●●．「■． ●●●●．●●」． ●●．●●●●
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ロッキー国立公園

ロッキー国立公園展望台にて

　今HgE18日1日）1まロッキー国立公園を観光する日である。

　ホテルを9時に出発．バスの車窓から見る景色は延々と広がるトウモロコシ

畑で、収穫はすでに終えていた．その広々とした農地の所々に2～3m位の怪

獣ロボットみたいなものが首を上下に振ったり、じっとして動かないものが

点々とある。何んだろうと尋ねたところ、石油を掘るポンプだという。日本で

は見られない光景である、．いま、日本ではガソリン1リットリ当たり12〔｝円前’

後である。アメリカではその3分の1の値段である。さすがに資源豊．富な国で

あることを識らされる、．そして道路幅は広く、どこまでもまっすぐに、地平線

まで伸び続いているようで、バスはかなりのスピードで走り続けた。

　ロッキーの山々が次第に近づく。山に入ると小川が流れ、小高いti．1並みが

続く＝昔見た映画の西部劇のシーンを思い浮かべる。あの岩陰からインディ

アンが飛び出して来る。小JIIのほとりで馬が水を飲み、旅人が焚き火でコー

ヒーを沸かしながら休んでいる。駅馬車が襲撃された場所に似ている。バス

は2時間程走ったであろうか、ロッキー国立の入口に到着した。バスの中は

暖房を入れていたほどで、外気がとてもひんやりとしており、山．岳道路を進

むにつれて冷え込んできた。足速にバスに戻り、さらに高い目的地に向かっ

て進んだ．

　これからは高度3．500m以．］．zになるので酸欠で少し呼吸が苦しくなるかも

しれないという．＝20分程で目的地に着いたtt風はさっきより冷たく、チラチ

ラと雪らしきものが降ってくる。向かい側には4．000m級の；II並みが葺え、

　　　　　　　　夏でも溶けない万年雪が見える。ここは樹木のないツン

　　　　　　　　　ドラ地帯である。この雄大な山脈をバックに写真におさ

め、早々に帰りの途についた。帰路、松林の多い地帯を

通る。この辺で’は松茸がいっぱい取れるそうで、n本か

ら松茸刈リツアーがやって来るというので驚いた。

　ロッキーはもうすぐ冬，．ロッキーの麓には有名なスキ

ー 場がいくつもあり、スキーヤーの憧れの地でもある。

私も少々スキーをやるので、一・度はアスペンスキー場で

滑ってみたいものだ、　　　　　　　　　　佐藤　造

9eO●e●●●●●．●●●e●●●●●●●●●．●o●e●．●・．e●e●s●・●e●e●⑱Φ●“eeee●e●eee●e●句●⑫●e●s●e●・●●●e●
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Dr．D．J．Idaとの再会

D．J（右）と筆者（左）

Crisis　Centerにて

　「コンニチハー」「コーヒー、ドウゾ」と流暢な日本語で

・・ 人の日系女性が我々の部屋へ入ってきた。これが私と

Dr．DJ．ldaとの再会の一瞬である。

　9月tgH、コロラド州デンバーのcrisis　Centerを訪問した

ときのことであった．私はすぐさまD．Jだと直感したのだ

が、彼女の方はまだ私に気がついていない様子だったので、

おもいきって声を掛けてみたc，「失礼ですがお名前は」。も

ちろん日本語です。「アキエです」と返事が返ってくるなり

思わず私は全身に振るえを覚えた。まさかこんなところで

会うとは思ってもみなかったからであるtt私の顔を見つめ

ながらひと呼吸おいた後、彼女も記憶が甦ったのか突然興

奮して英語で捲し立て始めたのである，t何を喋ったのかは

理解できなかったが、「あらあ、明男先生、どうしているの

ですか」との意味であることは、なんとなく肌で感じられ

た：．続けて「ワンダフル」を連発するD．Jと私とのやり取

りでt周囲のメンバーや現地スタッフの方々もやっと事情を理解してく

れたのである、

　そもそもD．Jとの出会いは9年前にさかのぼる。第8阿資生堂児童福

祉海外研修に参加したメンバーの．・人が、ヘネシー澄子女史に誘われて

デンバー・チ，レドレンズ・ホームに2年間在職し、帰国の際、ヘネシー

澄子女史から頼まれて、n本で勉強したい意向を持っていた日系三世の

彼女を私の勤める広島新生学園に紹介したのがきっかけである．

　彼女の滞在期間は約3週間ではあったが、昼間は広島市内の情短施設

「愛育園］へ通い、夜間及び休日は当園の女子児童の寮の・一室で子どもた

ちと生活を共にしていたのである。園の行事の遠足の引率をしたり、夜

遅くまで高校3年の大学受験を控えた児童の英語を教えるなど、思い起

こせば、馴れぬ日本での生活や言語、習慣などの不自由さをものともせ

ず頑張っていた．．D，　Jにとってはこの体験が大切な思い出であったこと

は間違いない．，彼女の口から「クミは……、ミエコは……、マスミは…

、o●㌔㌔e．9●◎●㌔巷●e●●●㌔心●㌔㌔e●●．㌔●●●●●●㌔o●㌔告．o●・●●●◆●●●．●6●●・o●o・●●●●o●・●●●
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子どものバレーボール遠征に同行したD．J（後列左から1番目）1985年3月

t－一 」と続々と出てくる子どもらの名前と、その鮮明な記憶がそれを物語

っていた．

　現在の米国ではほとんど見ることのできなくなった集団寄宿形態をと

る日本の．養護施設で、様々な過去を持つ．∫一どもたちと寝食を共にし、暖

かい情を交わした体験が今のD．Jの仕事にもきっと生きているのだろう

と思う。

　9月22H、我々がデンバーを発つ日、空港に見送りにくると言っていた

彼女の姿はなかった、きっと先日の事件で母親を父親に殺された3人の東

洋人姉妹の調．査で忙しいのだろうと諦めていた、ところがポーディングプ

リッジに向かう途中、見送りに来られていたヘネシー澄子．女史に呼び止め

られたので振：）返るとD．」が息を弾ませながら駆けつけてくれていたの

である、まさに映画のラストシーンを見るかのようなドラマチックな．光景

で’ある，二しっかりと握手したf：から熱い思いが込み上げてきた二旨

　この資生堂児童福祉海外研修が取り持ったD．Jとの「出会い」と「再

会」に私は不思議な縁を感じながらデンバーを後にしたのである，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上栗明男

魯○巳●L　：●吻ダ1●e●．’ゴ●’ab●o●嚇●ふ●Φ♂’●函●1’●．●●●．●e●e●働●e●｛s●v’●y●む●e●なb畠♂●儂●o・e●・●⑮●e●・●9’ぼ』
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第21回 海外研修 訪問先住所

［Philadelphia］

Department　of　Human　Services
City　of　Ph祀adelphia

I401　Aエcb　Sロeet，

Phiiadelphia，　PA　19102

TEL：　（215）　686・2741

Tabor　Children’s　Services　lnc、

601New　Bd㎞Road
Doyleslown．　PA　18901

TEL：　（215）　348－4071

Trinity　Lutheran　Church

5300Gemiantown　Avenue
Philadelphia，　PA　19144

TEL：（215）848－5399

Sally　Watson　Center
YOuth　Servi◎esT　lr1C．

5128　Wayne　Ave．

Philadelphia，　PA　19144

TEL：（215）844毛931

［Omaha］

Father　Flanagan’s　Boys’Home
l4100　Crawford　Street

Boys　Town，　Nebraska　68010

TEL：　（402）　498－1300

Nebraska　Department　of　Social　Services

Omaha　Metro　District　Office

1313　Farnam－on－the－Mal1

0maha，　Nebraska　68102

TEL：　（402）　595－2859

［Denver］

Family　Crisis　Center

1290King　Sし

Denver．　CO　80236

Governor’s　Mansion
400E．8th　Ave．

Denver．　CO　80203

TEL：　（303）　837－1844

Asian　Pacific　Deveiopment　Center

1818Gaylord　Street

I〕enver、　CO　80206

TEL：（303）355－0710

Lookout　Mountain　Youth　Service　Center

24th＆Jackson　St．

Golden．　CO　80401

TEL：　（303）　273－2605

Developmentai　Pathways　lnc．

lllllE．　Mississippi　Ave．

Aurora．　CO　80012

TEL：　（303）　360－6600

Cleo　Wallace　Center

8405W．100th　Ave．

Westminster．　CO　80021

TEL：　（303）　466－7391

Warren　Village

1323Gi］pin　Strcet

Denver，　CO　80218

TEL：　（303）　321－2345

［Foster　Home］

Mr．　Chuck＆Ms．　Dee　Carr

I1446　E．　Arkansas　Ave．

AuroTa，　CO　80012

TEL：　（303）　751－7399

Mr．　Eusebio＆Ms．　Kathy　Chaparro
21600sceola

Denver，　CO　80212

TEL：（303｝477－6435

Mr．　Robert＆Ms．　Mae　Wilson

15005　Maxwell　Place

Montbello，　CO　80239

TEL：　（303）　371－5758
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第21回海外研修入手資料（英文）

［Philadelphia］

＊Depa血1enr　of　Hurnan　Services，　Children　and　Youth　Division　・・・…　‥・…　‥‥…　■一・・■t・”－Brochure－

＊Tabor　Chi］dren’s　Services　Inc．　…　一・・・・・・…　一…　t・・・・…　一・・一・・一・・・・・・・…　一’－Broclture－

＊Playing　Together－A　Cuiendar　of　Activities　for　Farnilies　with　Young　Children－　一一一・・・・・・・…　38p．

＊Parents’Check　List－For　the　Prevention　ofChild　Abuse－（Booklet）　　・・・・・・・・・・…　■一・■■・■■・”16p．

＊MagazinピParenゴs　Guide”（September　l994）　・…　……………・・…・……………60p．

＊Bucks　County　WIC　Program…・…・…………・…・・……・…………・……－Brochure－

＊Sally　WatSon　Center’’’’’’’’”…’’’’’”…’“’”“”“”…’’’”・”“…’・・°”・……－Brochure・

＊Parent　Action　Network　－■一■一・・・…　■一・…　■一・・■一・・一■・・・・…　■t・・・・・・・・…　一・・・…　一】3r㏄hure・

［Omaha］

＊Teaching　Social　Skiil　To　Youth－ACuniculum　fbr　Child・Care　Providers・一・・・・・・・・・・・・・・・…　292p．

＊Basic　Social　Skill　for　You【h－AHandbook　from　Boys　Town－　・・一・・・・・・・…　一一・・・・・・・・・…　38p．

＊Comrnon　Sense　Parenting－A皆actical　Approach肋m　Boys　Town・…………’’”…’137p．

＊Fa山e’Hanagan’s　Boys’Home　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・…　一・・・・…　一・…　一・一・・－Br㏄hure－

＊Boys　Town・Visilor　Information　・・…　一・・…　一・・・・・・・・・・・・…　一・…　一・・・・・…　一・Br㏄hure－

＊Boys　Town－Working　Paper－

　　　－Residential　Care：A　Study　of　Shor卜and　Long－Tem　Educalionat　Eff巴ts－　・一・一・・一・・一・・‥44p．

＊Volun皿y　Child　Prevention　Service　UniいEm｝xwering　Families－4’…‥”“一’‥”…’’’’’’’’”18p．

＊An　EmpOwerment　Mode】・・・…　‥・・・・・・・・・・・・・…　一…　一・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・…　；Op．

＊lntegrated　lntake　Assessment”…’”……’’”…”…”…’…’－a”…’…’…’‘…46P．

［Denver］

＊Denver　Department　of　Social　Services　・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一～Brochure・

＊Colorado　Departrnent　of　Human　Services－An　Overview－・一・・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　－5p．

＊Asian　Pacific　Development　Center”・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・…　－Br㏄hure－

＊Play　Materials　for　Children－lnfancy　to　Five　Years・……………・…・・………・………7p．

＊Cleo　Wallace　Center…・・…………………　…・……　………・・…・・……－Brochure－

＊Lookoロt　Mountain　You血Service　Center・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・一・・・…　一・…　…－Brochllre－

＊Mode｜Comprehensive　Substance　Abuse　Treatment　Program　for　Correctional　Populations…・…・29p．

　　　－State　Juvenile　Jus【ice－

　　　－The　Pearl　Projec卜Prqlect　EvaLuator’s　Report

＊Inst曹uments　and　QuesUonnai邪es

　　　－　Adolescent　Self　Assessment　Profile－　〔Tes［BookleO　　・・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　17p、

　　　－SetfAssessment　Questionnaire－　（Booklet｝　・・一一・一・・一…　一・一・・一・一一・・・・・・・…　6p．

＊Warren　Village　一　Twenty　Years－……………・……………・…・・……・………・4p．

＊Waπen　VHIage’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　’’’’’’”E’”“’’’’’”‥“”………・－B’㏄hure－

＊Developmenta］Pathways［nc．…　一…　一・・・・・・・・・・・・・…　一・一・・・…　一・一・・・・・・・…　－Brochure－
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

開催年度 研修先 団員種別〔人数）
期間

佃数）
研修内容

第1回
（1972）

ヨーロツパ
（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）

ヨーロツパ
　（含北欧）

養（23） 22 ヨーロッパ6力国での児童福祉事情の視察

第4回
（1975）

ヨーロッパ
　（含北欧）

児・教（25） 22 ヨーロッパ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
（1977） アメリカ 養・母（26） 24 養護施設及び里親制度、母子福祉の視察研修

第7回
（1978｝ ヨーロツパ 児、子どもの国（25） 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（18） 14 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究

第11回
（1984）

オーストラリア
（含タスマニア） 養U5）

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） ！5
テーマ「家庭の病理からくる情緒障害児・家族へ
　　　　の指導」など

第13回
（1986） アメリカ 養（15） 15 テーマ「施設養護と家庭養護」

第14回
（1987）

ヨーロツパ
　（含北欧）

養・教（17） 14 テーマ「非行傾向を示す児童の処遇問題」

第15回
（1988） アメリカ 養・教（17） 15 テーマ「非行傾向を示す児童の処遇問題」

　　　　～ファミリープログラムを含めて～

第16回
（1989） オーストラリア 養・教・情・母・鯖u7）

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・柄｛1刀

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 ヨーロツパ 養・教・情母・柄（23）

15 テーマ「児童の権利と児童養護活動」

第19回
（1992） ヨーロツパ 養・教・情・母・精r25，

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」

第21回
〔1994） アメリカ 養・教・情・母・肢〔13） 15 テーマ「子どもの権利と家族への支援について」

1注｝養：養護施設　　　　　　精：zaff児施設
　　教：教護院　　　　　　　　　重：重症心身障害児施設

　　保：保育所　　　　　　　　肢：肢体不自由児施設
　　児：児童館　　　　　　　　　母：母子寮

　　虚：虚弱児施設　　　　　　乳：乳児院
　　情：情緒障害児短期thff施設

　　　　　　　　一118一



第21回資生堂児童福祉海外研修団　団員名簿

氏　名 郵便番号 勤　務　先　および　住　所 種別

山口県下関市貴船町4－9・16

団　長 韮蒔　璽 〒751 下関大平学園 養護

TEL：0832－22与801　FAX：0832－224566

埼玉県所沢市北原町860
副団長

u　　　．』か　　ひで　　　自

羽　深　英　男 〒359 国立秩父学園 精薄

TEL：0429－92－2839　　FAX：0429－95－2253

東京都武蔵野市境南町L2呑1
団　員

いな　　だ　　　まさ　　ぴ二

稲　田　雅　彦 〒180 赤十字子供の家 養護
TEL：0422－31－8283　FAX：0422－31－8957

東京都杉並区和田2－21－1

団　員 符由穀手 〒166 救世軍世光寮 養護
TEL：03－3381－0545　　FAX：03－338ト｛〕710

兵庫県西宮市鳴尾町1－3－38

団　員 酋爾喜代 〒663 養護施設　三光塾 養護

TEL：0798－414421　FAX：079840－2879

東広島市西条町大字田ロ391－2

団　員
かみ　　ぐし　　あぐ　　お

上　栗　明　男 〒72牛05 広島新生学園 養護
TI三L：0824P25－i378　FAX：0824－25－1378

長崎県長崎市南山手町12－17
団　員 茱碧蕉樽 〒850 マリア圃 養護

TEL：0958－22－1583　　FAX：0958－22－1726

新潟市五十嵐三の町9952
団　員

うち　　やま　　まさ　　と

内　山　正　人 〒950－21 新潟県新潟学園 教護
TEL：025－262－2075　　FAX：025－262－2558

山形県西村山郡大江町藤田8374
団　員

s　　とう　　　　　いたろ

佐藤　　造 〒990－Il 山形県立朝日学園 教護
TEL：0237－62－3044　FAX：0237－62－3764

岩手県盛岡市上田字松屋敷IL20
団　員 長訓嘉艀 〒020イ）1 ことりさわ学園 情短

TEL：Ol96－63－2606　　FAX：0196－63－2606

愛知県半田市栄町2－22
団　員

いぬ　　つか　　　　　さよし

犬　塚　　　清 〒475 半田同胞園母子寮 母子

TEL：0569－21－0645　FAX：0569－21－0645

東京都板橋区小茂根1－1－10

団　員
丁ぎ　　もと　　1ゴい　　こ

杉　本　恵　子 〒173 心身障害児総合医療療育センター 肢体
TEL：03－3974－2146　FAX：03－3554－6176

東京都中央区銀座7’7－5

事務局 養完寿彦 〒104－10 資生堂社会福祉事業財団

TEL：03－3574－7408　FAX：03－3289－0314

ツアー

コンダクター 酋濠邦美 〒101

東京都千代田区内神田1－74　晃光ピル

明治航空サービス株式会社

TEL：03－3295－5331　FAX：03－3295－5326
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編集後記

　空港でスーツケースを開けたら中が空だった…　　というような悪い夢に、出発の朝まで悩まされなが

ら出かけた研修でした。私にとって、全てが文字通り始めてのことで、皆さんにご迷惑だけはかけないよ

うにと、だいぶ緊張した14日間でした。その後の編集作業も、不慣れゆえに仕事がなかなか進みませんで

した。しかしその中でも、新しいことをさらに多く教えていただき、感謝しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員　村田紋子）

　報告書が完成し、ホッとしています。事務局、編集委員ならびに関係者の皆様、お疲れ様でした。また、

研修への参加に加えて報告書編集の役割に対しても、終始理解を示し協力してくださった勤務先の同僚に

は、重ねて感謝する次第です。初めての“本格的な編集”の作業は、予想以上に“根気”と“時間”を要

求されましたが、その行程で新しい知識や経験に出会うことが少なくありませんでした。その都度、半年

前の研修での見聞が新鮮に思い出され、改めて理解を深めることができました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員　杉本恵子）

　1994年9月to日から2週間に亘った第21回の海外研修から、早いもので半年が過ぎようとしています。

その間、幾度となく編集会議を開き作業を重ねてまいりました。編集担当者が不慣れなため関係者にご迷

惑をおかけすることが多く、期日までに報告書を作り上げることができるのか不安に駆られることもあり

ました。ここに無事報告書をお届けすることができ、責任の一端を果たすことができたと安堵しておりま

す。今回の報告書は、研修団が訪問したアメリカの3都市における「子どもの権利保障」及び「家族支援」

について、見聞することができた具体的施策や施設での実践を児童福祉施設の一線で働く職員の視点に立

って、まとめたものです。言い尽くせないもどかしさを感じつつもアメリカの多様性に富んだ社会福祉施

策の一端を報告できたと思います。この報告書が日本の児童福祉施設で働く皆さんの日々の実践に、少し

でも役立つことができれば幸いです。

　帰国後多忙の中、各団員が書かれた原稿を紙面の都合で一部割愛しなければならなかったことをお詫び

いたします。また、この報告書編集にあたって北崎団長には2度にわたって上京され、貴重なご助言と激

励を、また、羽深副団長には全般に亘ってご指導、ご助言をいただき、深く感謝いたしております。

　最後になりましたが遅々として進まぬ編集作業に快くお付き合いいただき、懇切一r寧にご指導をいただ

きました資生堂財団の藤元事務局長はじめスタッフの皆様に心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員長　稲田雅彦）

　　第2i回（1994年度）資生堂児童福祉海外研修団報告書

発行　1995年3月31日
　　　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

　　　　　〒10410東京都中央区銀座7－5－5

印　刷　　株式会社資生堂経営企画部　グラフィックアーツ開発グループ

　　　　〒173　　東京都板橋区加賀2－16－1
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