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第23回　資生堂児童福祉海外研修実施　要綱

1　目　　的

児童福祉施設の中堅幹部職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、

施設の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者

の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目指すa

2．主　　催　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援　　厚生省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ　「日本の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」

5．研修内容　オーストラリア及びニュージーランドにおける

　　　　　　（1）児童福祉に関する基本政策・理念及び将来の展望。

　　　　　　　　　（国、州、市などの行政と民間団体、施設、ボランティアなどの役

　　　　　　　　割について）

　　　　　　（2）児童に対するサービス（児童へのサービスにはどんなものがあるか）

　　　　　　（3）施設と地域社会の関係について

　　　　　　（4）児童虐待と保護体制の現状について

6．研修先　オーストラリア及びニュージーランド

7．実施時期　1996年10月1（火）～10月11（金）　（11日間）

8．派遣人員　17名 （児童福祉施設より団長以下13名、副団長1名、講師1名

事務局2名）

9．推薦要件

　①過去に他財団、団体の主催する同類の海外研修に参加していない者Lt

　②職務経験年数が5年以上で年齢が45歳以下の者。（96－4－1現在）

　③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者。

　④心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者。

10．研修報告書の作成及び研修の発表

　　①研修団は、報告書を所定の期日までに作成し主催者に提出する。

　　②それぞれの協議会等の主催する研修会等において、研修結果の報告を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上



あ　い　さ　つ

全国養護施設協議会

　会長　谷松　豊繁

　財団法人資生堂社会福祉事業財団のご厚志により、本年（平成8年）10月、昨年に引き続き

実施されました第23回資生堂児童福祉海外研修に養護施設職員をはじめ、全国の児童福祉施

設の職員に参加の機会を与えていただきましたことに心から御礼申しあげます。

　近年のわが国の社会情勢は、出生率の低下や高齢化社会の到来など、その変化は著しいも

のがあり、極めて深刻な社会問題となってきております。なかでも、核家族化の進行に伴う

家庭機能の脆弱化、地域の共同体意識の希薄化等を背景とした児童を取り巻く環境は大きく

変化し、従来の要保護児童に加え、いじめ、不登校、虐待、自立できない児童の増加などに

見られますように、児童をめぐる新たな福祉課題はますます増大しつつあります。本年、厚

生省ではこのような状況も踏まえて、戦後間もなく制定された児童福祉法を中心とした児童

家庭福祉施策・体系の見直しに着手され、中央児童福祉審議会に基本問題部会を設置し、目

下、児童福祉法改正に向けて精力的な検討がすすめられております。

　一方、全国養護施設協議会におきましても、ブロック協議会や全国養護施設長セミナーを

開催し、養護施設の現場の意見や要望を聴取するとともに、制度検討特別委員会および常任

協議員会等を開催し、制度改正に向けての要望書をまとめ、厚生省へ提出いたしました。

　さらに、本年の全国養護施設長研究協議会が50回の節目の年として、秋篠宮同妃両殿下を

お迎えし東京都内で記念大会を開催いたしました。この大会の中でも、制度改正問題をテー

マに議論を深めてまいりました。まさに、この1年は「制度改革元年」ともいえる1年であ

りました。

　このような年に、第23回の海外研修がニュージーランドおよびオーストラリアを歴訪し実

施されましたことは、今後のわが国の児童福祉を考えるうえで、両国から多くの示俊を得ら

れるものとして、大変時宜を得たものであったと思います。

　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、さらには研修の内容充実のためご配慮い

ただきました厚生省の関係者に改めて感謝申しあげますとともに、本研修が引き統き児童福

祉施設職員にとって実り多い機会として、今後の児童福祉と健全育成に一層寄与してまいり

ますよう祈念してお礼とさせていただきます。



あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国教護院協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　平井　光治

「福祉は人なり」、福祉従事者は常に、人間に関心を寄せ、向上心が望まれると共に、大き

な視野と長期的視点をもった姿勢が大切であり、これを備えて、福祉現場の現実生活、業務

を如何に充実させるか、線に連なる点を充実させられるかが重要だと思います。この資生堂

の海外研修は私ども福祉施設従事者にとっては、その資質を練磨し、点を線にする大きな研

修会の一つです。23回の長きに渡り、人材育成に寄与して頂き、深く感謝申し上げます。今

回は「日本の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」というテーマで、オーストラ

リア、ニュージーランドを約2週間訪問し、福祉の基本政策と理念、児童へのサービス、施

設と地域社会の関係、児童虐待と保護体制等を研修するというものでした。教護院からは2

名参加しましたが、2力国の福祉の動向、施設の小規模化、家庭に近いものへの移行、里親

制の活用等に、直接触れ又他の職種の人達との交流の広がりにより、大きく見聞が開けたと

の報告を受けております。国は児童福祉法制定後50年経過し、制度疲労した、各種施設の機能、

役割を見直し、現代に合った施設への再編成に努めております。中央児童福祉審議会が基本

問題部会の中間報告を先頃、厚生大臣に出しました。教護院も21世紀の教護院推進委員会を

設置して、教護院が創立百年を迎えた、丁度21世紀になった時、問題を背負った児童へどう

応えるか、その将来像を検討し、作成中です。施設は生活の場であり、環境、雰囲気共に自

然が重要である事を基本に、児童の人権、意見表明権、最善の利益を実現し、施設生活で、

児童が主体的に関り、社会へ自立する事を確立し、また関係機関との連携を具現化し、そし

て家庭養育支援や地域支援機能を付加し、地域に開かれた教護院を目指して努力しておりま

す。今、各種別の児童福祉施設が将来像を考えその実現に努力しておりますが、今回の研修

の成果である2力国の福祉の実情の把握と人間交流で各自が身につけた知識や見識が今後の

施設の再構築に活きてくるものと期待します。又この報告書を読んだ一般の人達にも福祉の

将来への示唆を与えるものと確信します。終りになりましたが、この研修会を開催された資

生堂社会福祉事業財団ならびに厚生省児童家庭局家庭福祉課の皆様に心より感謝を申し上げ

て、お礼のご挨拶といたします。
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団長報告

　　螢雪学園
園長　越川　和哉

　今回の研修は、1970年代から多彩な施策展開をしている福祉先進国であるニュージー

ランドとオーストラリアの福祉の実態を研修し、H本の児童福祉施設の在り方探ることを目

的として計画されましたe

　私たちが今回の研修で痛烈に感じたことは、両国とも人権に対する基本的な考えが徹底し

ており、要保護児童のケアについては、両国とも1980年代後半から1990年代の前半

にかけて居住型児童福祉施設はそのほどんとが閉鎖され、ソーシャルワーカーの仕事もホー

ムケアとフォスターケア（里親委託）の仕事が中心となってりおり、虐待の問題について通

告の義務と通告者の保護も法制化されており、法律や制度も日本の現状とかなり違いがある

ことを学びました。

　また反対に団員の誰もが持った疑問は児童福祉に関する脱施設化は理解出来るとしても、

どうしてこんな短期間に居住型施設（グループホームを含む）が閉鎖されてしまったのか、

又離婚率が40％を越え、又麻薬、虐待等、増加してゆく児童問題に、果たして現状で十分

対応出来ているのかどうかの2点でありました。

　この疑問にオークランド・シティ・ミッションのディレクターのロバートソンさんは、　「ニ

ュージーランドにおいて、多くの施設が閉鎖された理由の第一は、そのマネージメントの難

しさと拙さであり、第二は国の財政難と政権交代による法律の改正でありました。しかし、

現在行きどころのない子どもがいることも事実であり、施設の重要性を考慮せず廃止してし

まったことは、現法律の欠点であり、B本において、もし法律の改正をする場合には、こう

した点を一卜分考慮すべきである。」と答えてくれました。

　現在H本が児童福祉法制定後50年を経過し、少子高齢化社会の到来の影響もあって、児

童福祉法改正の機運がようやく出てきたとはいえ、長引く不況、そして国家財政のひっばく

は、行財政改革そして福祉改革の名のもとに、今後福祉予算の切り捨てが行なわれる可能性

があります。こうした状況の中で今後の日本の児童福祉施設が果たす役割は何か、そしてそ

の役割を果たして行くためにはどうすればよいか、この報告書が「日本の児童福祉施設の将

来の在り方を探る」ための一助になれば幸甚に存じます。

　最後に、今回の海外研修にあたり資生堂社会福祉事業財団をはじめ、厚生省、その他関係

諸団体の皆様方の絶大なる御支援により、団員一祠貴重な体験と研鐙を深めさせて頂き誠に

ありがとうございました。心から厚く御礼申し上げます。



Φ

副団長報告

厚生省児童家庭局

　　　　中村　賢

　私ども第23回資生堂児童福祉海外研修団は、平成8年10月、研修テーマとして「日本

の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」を掲げ、福祉先進国といわれているニ

ュージーランド、オーストラリア両国に行ってまいりました。

　期間申、団員の皆さんは一致団結し、真摯に研修課題に取り組み、ハードな研修日程にも

めげず大変頑張ってまいりました。難しい研修課題ではありましたが、研修団としては大き

な成果を上げることができたと思っています。

　また、研修団としてだけでなく施設職員個々人としても、両国のいろいろな立場の福祉関

係者と交流できたことは、児童を処遇する上で、参考になるところが多かったのではないか

と思います。施設で待っているこども達に、たくさんのお土産を持って帰りましたが、今回

の研修で得たことも大きなお土産となったのではないでしょうか。ともかく、全員無事に元

気に帰国できましたことが、なによりのことではないかと思っています。

　さて、詳しい内容は後段の団員報告におまかせすることとし、両国の児童福祉への取組み

について、特に感じたことを記してみたいと思います。

　両国とも「子どもは、住み慣れた家庭・地域で生活していける権利」が法律で保障されてお

り、このノーマライゼーションの理念が基本となって児童福祉への取組みがなされています。

このため政府では、虐待等にあっている児童を、単に親から切り離すことを考えるのでなく、

児童をいかに家庭や地域で安全に養育できるのかを考え、そのためには、親や家族、近隣の

血縁者等への教育あるいは訓練・治療等を施すというような家庭支援方法をも含めた処遇計

画を作成し、親に認めさせた上でこの計画を実行していくという方式がとられています。

　この方式での成功例は多いとのことでありますが、特徴的であるのは、親や家族にこの計

画を認めさせるに当っては、ファミリー・グループ・カンファレンス（親や家族、血縁者、

近隣の人等できるだけ多くの人々の参加による協議）を政府により開催し、問題点、問題解

決への支援方法等のすべての情報を地域で共有し、地域を上げて取り組むことを義務づけて

いることであり、成功例が多い理由としてうなずけるところであります。

　最後になりましたが、このような海外研修を企画実行していただいた資生堂社会福祉事業

団に対する感謝と、今後ともこの研修の継続のお願いをし副団長の報告といたしますe



講師報告
東京家庭裁判所調査官

　　　　　　竹内　尚

　第23回資生堂児童福祉海外研修に、家裁調査官として初めて参加させていただきまし

た。今回家裁調査官がこの研修に参加させていただけたのは、施設職員である団員の方々と

違った立場の人間が参加することによって、団員の方々の活動が何らかの面で広がることを

期待されてのことではないかと思っておりましたが、果たしてそのようなことができたか甚

だ疑問です。越川団長、中村副団長はもとより、団員の方々にもお世話になりっぱなしの11日

間でした。

さて、今回研修に参加して一番感じたことは、訪問先の方々、団員の方々の、児童福祉に

対する熱意の強さでした。訪問先であるニュージーランド、オーストラリアと日本とでは、

児童福祉制度や施設に対する考え方、職員の資格等異なる点は様々ありましたが、児童の福

祉を一番に考えるという熱意が重要であるという点が、いずれの国でも強調されていました。

一方、団員の方々も、訪問先と日本との相違点について熱心に質問され、日本に取り入れる

ことによって児童の福祉のためになることがあるなら一つでも多く吸収して帰ろう、という

強い姿勢が感じられました。

　また、ニュージーランド、オーストラリアにおいては、近年「施設から家庭へ」という非

常に強い流れがありますが、実際に児童福祉に携わっている方々は、理想としては同意する

もののやみくもにそういう方向に行くことに対しては危倶を感じているようでした。家庭の

重要性と共に、それに代わるものの存在の重要性とそのあるべき姿も考えていかなければな

らないという点が今後の課題になっているような印象を持ちました。

　ご存じのように、家裁調査官は家庭裁判所において児童の福祉を考える立場にあります。

しかし，裁判官が決定を下した後は、実際に処遇する方々にお任せするしかありません。こ

れは、判断機関である裁判所の宿命なのですが、我々としては、処遇機関に対して非常に大

きな期待を寄せています。その意味で、今回、外国で児童の処遇に当たっている方々の実情

を知ることができ、さらに、研修に対する姿勢を見たりそれぞれの方の施設の現状等を聞か

せていただいたりすることを通じて、団員の方々の熱意を直に感じられたことは大変有意義

でした。

　最後になりましたが、研修の主催者である資生堂社会福祉事業財団に心から感謝いたしま

して、講師報告とさせていただきます。



事務局報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務理事　中川　泰輔

　今回は過去一度も訪問をしていないニュージーランドと6年振り五度目の訪問となるオー

ストラリアの二か国で研修を実施した。児童福祉法制定50周年を迎えるにあたり、児童福

祉施設の在り方が問われる中、　「日本の児童福祉施設の将来の在り方（近未来像）を探る」

をテーマに研修を実施した。

　特に、ニュージーランドは初めての訪問ということで、事務局も大変期待をしていた。し

かし、ニュージーランドは財政破綻から大規模なリストラを実施したことにより福祉関係の

スタッフが削減されたことと、過去実施していないということもあり、プログラム作成に大

変苦労したが、明治航空サービスの小野専務のご尽力により、オークランド・シティー・ミ

ッションにプログラムのアレンジをお願いすることができた。スタッフの方々の熱意で、僅

か二日間の研修であったがニュージーランドの福祉の実情を知ることができた。オーストラ

リアは五度目の訪問ということもあり、20年来当財団とお付き合いのあるSt．　JOHN‘S

HOMES　FOR　BOYS　AND　GIRLSの理事長エリス氏にプログラムのアレンジをお願いした。

財団の活動も良く知っておりわれわれの希望を十分考慮してくれ、三日間の訪問であったが

満足のいく研修ができた。オーストラリアは訪問する度に児童福祉の実情が大きく変わって

おり、たえず最新の情報を入手することが大切である。そういう意味で今回の研修報告は大

変意義のあるものとなる。

　今回の研修団は芸達者が多く、各地の交流会の場でパフォーマンスを披露した。ニュージ

ー ランドでは山澤重美さんが「書」を披露し、おおいに場を盛り上げた。オーストラリアで

は黒川松子さんが中心となって、「阿波踊り」を団員全員で披露、オーストラリア側の出席

者も一緒になって踊りだすというハプニングがあった。オーストラリア側から、コーラスの

お返しがあり、最後に全員で合唱し、時間の経つのも忘れて盛り上がった。これも、エリス

氏のご配慮のおかげと感謝する次第である。

　十一日間にわたる研修を無事終え、全員元気に帰国しました。

　最後に、今回の研修にあたりご支援、ご協力をいただいた関係各位に心よりお礼を申し上

げる次第である。



第23回　資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月　日（曜） 時　間 日　　　　　　　　　程

10／1（火） 20：30 東京（成田）発　QFO60

ブリスベーン経由、オークランドへ

10／2（水） 7：55 ブリスベーン着

9：30 ブリスベーン発　QF　141

14：30 オークランド着（到着後ホテルへ）

10／3（木） 9：00 （ホテル）

・

Auckland　Citv　Missionによるオリエンテーション　　　　　　・

・ NZの児童福祉政策の発展と状況の変革について

・ 児童・青少年のためのサービス

・ 青少年のためのサービスと地域社会の関わり方

13：00 資生堂ニュージーランド工場訪問（昼食）

14：30 Dingwall　Tmst訪問（児童・家庭支援施設）

・ 家庭支援、児童・青少年の短期・長期ケア、休日のプログラム、

教育プログラムなどについて

16：00 Te　Whare　Ruruhau　o　Meri訪問（マオリ族の支援施設）

・ マオリ族の子どもの保護と、文化的特性に基ずくプログラム

18：00 （ホテル）

・ Auckland　City　Missionとの懇親会

10／4（金） 9：00 （ホテル）

Auckland　City　Missionによる講義

・ 児童、青少年及び家族法の下での法的機関の機能

・ 問題青少年の育成について

・ ソーシャルワーカーの訓練について

14：30 New　zealand　Children＆Young　Persons　Serviceき方問

（ニュージーランド児童・青少年家庭局）

・ 家庭と共働して児童を護り、要養護児童の安全確保と養護など

15：30 Massey　University訪問　　（マッセイ大学Albanyキャンパス）

・ニュージーランドにおけるソーシャルワークについて

19：00 オークランド発　NZ　467

20：00 ウエリントン着

10／5（土） 市内見学

15：45 ウエリントン発　QFO48

17：05 シドニー着



月　日（曜） 時　間 日　　　　　　　　　程

10／6（日） 市内見学

15二〇〇 シドニー発　QF　443

16：20 メルボルン着

10／7（月） 9：00 Department　of　Human　Services訪問（ビクトリア州ヒューマンサービス省）

・ 社会福祉の組織・法制度・サービスシステム、NGO機関と

の契約、児童虐待の対策とその法制度などについて

14：00 St．　John’s　Caτe・Force訪問（民間の家庭支援機関）

・ 養育里親について

10／8（火） 9：00 T皿ana　Juvenile　Justi㏄Centre訪問（少年司法センター）

・ 青少年犯罪への対応策、非行青少年へのサービス、家族会議など

について

11：00 Brosnan　Centre（民間の家庭支援機関）

・ 青少年犯罪への対応策について

14：00 Chris6an　Brothers　Child、　Youth＆Family　Services訪問

（民間の家庭支援機関）

・ ファミリーグループホーム、スペシャリトサービス、Napier

サービス、一時的保護施設などについて

10／9（水） 9：00 Canterbury　Family　Centre訪問（民間の家庭支援機関）

・ 問題のある家庭への支援サービス、虐待児童の保護と予防、

Families　Firstプログラム

12：00 StJohn’s　Homes　For　Boys　and　Girls訪問（民間の家庭支援機関）

・ロビン・クラークさん「養護施設からコミュニティをベーにしたケアへ」

の論文に関しての質疑応答。

・ コミュニティーをべ一スにした青少年へのサービス

・ 「まとめ」と「ディスカッション

19：00 St、　John’s　Homesとの懇親会

10／10（木） 市内見学

19：45 メルボルン発　QFO21

10／11（金） 6：40 東京（成田）着

・トランジットエリアで研修終了のミーティング

空港で解散

⑭



≡　＝ユージーランドにおける児童福祉事情

面積＝27万986km2
人1コ＝349．万人

首都＝ウェリントン

民族構成＝ヨーロツバ系87％

　　　　　ア人9％

主要言語＝英語（公用語）、

ポリネシ

　　　　　　　　　　　　マオリ語

主要宗教＝イギリス国教会29％、長老派

　　　　　18％、カトリック9％

通貨＝ニュージーランドドル

元首＝イギリス国］三（女E）

建国＝1907年自治領として発足

　国名のニュージーランドは、17世紀にこ

の地に．ヒ陸したオランダ人が、オランダの一’

つの州名（ゼーランド）に「ノバ（新しいの

意）」という語をつけてノバゼーランドと呼

んだことに由来する，．これを英語読みすると

シダの葉はニュージーランドとオールブラソクス

のシンボルマーク．

ラグt一は国技であリオールプラ・ノクス

　　　　　　はあまりにも有名．

ニュージーランドとなる　南大西洋の南西部

に位置し北島と南島、それに周辺の島々から

なり、面積は、日本の本州とJL州を合わせた

くらいである．日本と同じように環太平洋造

山帯に位置しており、特に北島に火山が多い＝

　　　　　　　　　　，
南島は3．000メーFルをこえる高い山々が

連なる．

　政体は、イギリス連邦に加盟した立憲君主

制で、元首はイギリス国工（女．E）．議会は

・ 院制である

　牧羊や牧牛を中心に農牧業が盛んで、国土

全体が緑の牧草に包まれている（国土の49

％）。羊毛、羊肉、牛肉、酪農製品はこの国

の重要な輸出品になっている　北島の火山地

帯では地熱を利用した発電が行われている．

　ニュージーランドの最先住者が何者かは、

いまだわからない．ただし、14世紀頃と目

される現在のマオリの初期移住者が先住民族

の入々（モア＝ハンター）を確認しているので

これらの人々がこの地に最初に移住した人類

　一デ．・？≠ア

陵
靭

「？弔”v・・一”
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であろうと考えられている。彼らを後にモア

；ハンターと称した理由は、彼らが大型の飛

べない鳥（モア）を狩猟していたことに由来

する。モア絶滅の後、やがて彼らも絶滅した。

モア＝ハンターについで13世紀中頃にこの

地に到来し、現在に至るまでニュージーラン

ドの文化を維持してきたのがマオリであった。

マオリは、現在もニュージーランドの各地で

見られるような高度な彫刻、装飾芸術を保持

している。その伝統的社会秩序も、高度に発

達した身分と役割秩序からなる．いまや、オ

セアニア全域がキリスト教化されているのに

対しマオリは多くの神々からなる独自の宗教

体系と神話形式を備え、ポリネシア文化の中

枢的継承者である。とりわけ注目されるのは、

勇壮な音声をともなう男女の舞踊、一木をく

りぬいた高速集団カヌー、マエラ（祖先の身

体を模したもので、集会もしくは休息用の大

家屋建築）を中心とする精緻を極めた彫刻作

品、身体全体にほどこす入れ墨技術等である。

　ヨーロッパ人がこの地を発見したのは、

1642年のことで、オランダ人タスマンに

よる。18世紀中頃にはイギリスのJ・クッ

クが探検し、マオリと交渉をもっている。

本格的な自人の入植が始まったのは1840

年にワイタンギ条約が結ばれてからのことで

ある。ワイタンギ条約とは、19世紀以来入

植を始めたイギリス系ヨーロッパ人との紛争

を解決するため、1840年2月6日、イギ

リス女王の代理W・ボブスンと約50名のマ

オリ部族長との間で調印された。その内容は、

①ニュージーランド全体はイギリス女王の主

権の下に置かれること、②マオリの土地（森

林、漁場を含む）所有権は保証されること、

③マオリは、パケハ（白人の意）と同等のイ

ギリス市民権を与えられること、以上わずか

三力条である。北島のワイタンギ村で調印さ

れたcマオリ語は、公用語の英語に準ずる扱

いを受け、ラジオ、テレビ放送もマオリ語の

時間帯を設けている．又政府は、公的行事の

オープニングセレモニーをマオリの儀礼で行

うなどマオリ文化との融合を図ろうとしてい

る。これに加えて、近年は大量のアジア人、

オセアニア人が流人しつつあることから、政

府、公共機関、諸団体は、様々な文化の共存

に留意している。多民族、複合文化国家形成

と、まったく類縁性のない複数の文化がどの

ように共存しうるかという問題を考えるケー

スとして、ニュージーランドは最適かもしれ

ない。

　日本のニュージーランド認識は、これまで

微弱であった、せいぜい牧畜国家、社会保障

の先進国といった程度であった。観光客の増

大にともない、徐々にこの国に対する正確な

認識がなされつつある。とりわけ、核兵器に

対する徹底した拒否姿勢、極めて積極的な自

然環境保護、人権保護運動、あるいはアジァ

重視政策等が知られるようになっている。経

済パートナーとしては小規模国家であるが、

きわめて、良質な社会内容をそなえた国家で

あることを、もっと認識する必要があるかも

しれない。

参考文献　1992年「国際情報大辞典

PASPO」学研
　　　　　　　　　　　　　　　（長島）
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o訪蹴概況

○オークランド

　1865年まではニュージーランドの首都

としてその機能を果たし、eq　一（｜1も人rl約100

万人を誇るこの国最大の都市である．オーク

ランドは北島の北西部に位置し、　ノースラン

ド半島がト1’け根の所で急にくびれており、地

狭になった部分に建設された都市である．ワ

イテマタ港とマヌカワ港の二つの湾に囲まれ、

古くから圏内の商」二業や貿易の中心地として

栄えてきたこの都市は、CitvOf　Sai】s

（帆の街）の愛称を持った美しい海岸都市と

しても知られ、休日の湾内にはたくさんのヨ

ットが行き交いしている．博物館や公園、史

跡などが街の中心を囲むように位置しており、

ゆるやかに起伏する幾つもの丘がつながって

いるので、海がよく見える・温和な気候と落

ち着きのあるたたずまいの街であり、而積は

4．518km2　クイーン通りがメインス

トリートで、　番の繁華街となっている，

オークランド市内触策

オークラントでの早朝散歩、朝ぼらけのなかから

「comeon」と笑顔のお招き　いっばいのウィン

ナーコーヒーが醍い体にしみわたり、お手製のマ

フィンに口元がほころぷ　ああ幸せ

なお、1986年にこの都市と1］本の福岡市

は姉妹都市となっている、

○ウェリントン

　ニュージーランドの首都であり、北島の最

南端に位置し人［1約33万人を数え、オークラ

ンドに次ぐ第二の都市である．．．丘と海に囲ま

れた坂の多い町でモダンでありながらも、行

政の巾心地としての重厚な雰囲気が漂ってい

る，ニコルソン湾沿いの丘の斜面に半円形に

広がるこの美しい街は、HarbourCapital

の愛称で呼ばれている．市内は高層ビルが立

ち並ぶ近代都市で、ニュージーランドの政

治・経済・文化・産業の中心として機能して

いる．ビジネスマンが多く、ニュージーラン

ドで唯一’朝夕の通勤ラッシュが起こる街であ

る，オークランドからは660km離れていて、

飛行機で約1時間である、首相等の執務室の

あるモダンなビル（よBeehive（蜂の巣）と

呼ばれており、地ドは災害時などに閣僚が生

活しながら［・E・1政の指揮が取れる地卜要塞とな

っている、面積は28，897km2．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（窪）

CAprrAL　cn『Y New　Zealand

国会鰻事堂〔右働とBeehiveと呼ばれる閣僚の執務室（左側）

ウエリントンの人達は、とても友好的で暖かい印象を持ちました

一緒に飲んで、下手な踊りまで踊ってしまいました



　　　　　　　　　　　　唱」‘　　㌧ノ

　ニュージーランドは児童福祉において長い

歴史を持った国である。特に1989年に制

定された「児童・青年及び家族法」（ChiLdren，

Young　Person　and　Their　Families　Act　）は非

常に革新的であり、この法律によって児童福

祉は大きく様変わりしたといってよい。主な

変化の内容としては、子どもが中心であった

児童福祉から、家族支援も

含めた地域支援型の児童福

祉に変わった事や、17才

以下の青少年犯罪が、殺人

事件を除き法的に裁かれる

のではなく、児童福祉の分

野で取り扱われることにな

ったことが挙げられる、ま

た児童人所型の施設が減少

しているのも、この法律に

る。里親の選択においては血族関係が一番で

あるとされているが、そうでない場合は対象

となる家族と長い付き合いがあり、子どもが

親しく思う者、つまり子どもの精神的安定が

図れる人達の中から選ばれることになる。ま

た、里親になるための条件としては、経済的

条件（子どもの生活費用のほとんどが自己負

担となるため｝や、過去の犯罪歴（警察の調

査が入る場合もある）、あるいは、子どもの

ケースによっては里親としての経験の有無、

家族構成などの諸条件がある。これらを踏ま

「児童・青年及び家族法」に較っている絵

よる変化である．そして施設の代わりに里親

制度が注目され始めたのである。

　この国においては児童・青年を家庭や親、

通常の養育者から引き離すのは最後の手段と

されており、ソーシャルワーカーや警察が児

童を家庭から引き離すことが許される唯一の

理由は、「児童の安全確保」のためである。

したがって児童・青年を引き離すには、傷害

を受けているか、家庭にいることが安全では

ないと考えられる場合に限られる。そうした

状態で、家族以外の社会的養護を考える場合、

里親・ファミリーホーム・施設等が考えられ

えてソーシャルワーカーが

里親と接触し、調査を行っ

た上で決定となる。実際の

家庭に児童が戻れることが

最終的な目的とされ、子ど

ものみならずその家族へも

家族療法を行いつつ、その

一方で里親でのケアがなさ

れていくtt

　ニュージーランドの児童福祉機関は、政府

の社会福祉省が中心となっている（別表1参

照）。その業務の主な内容は「保護とケア」

（Care　and　Protection）と、「青年司法」

（Youth　Justice）であるe社会福祉省の下部

組織として「CYPS」があり、この国の児童

福祉における中枢的な役割を果たしているが、

これについては後で詳しく説明したい．
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（別表1） 社会福祉省

局（ISS） 地域社会経費配分機関（

　　　（サービスの購入

　　CYPS
　　　　］

CYPS地域事務所
　　　　｜

　CYPS事務所
　　　　1

　　　　施設

民間社会福祉機関・施設

　公的福祉機関に対し、民間団体も児童福祉

に深く関わっており、子ども達のケアに関し

て大きな役割を果たしていることも見逃せな

い事実である。民間団体は行政から離れて独

自の運営を行っているが、そのほとんどが教

会を基盤としており、実際の運営費の三分の

一・ を上限として政府からの援助を受けている。

それ以外の運営費は、企業などからの支援金

と個人の寄付とで成り立っているため、団体

の中心となるソーシャルワーカーは資金集め

の活動にかなりの時間を費やしている。民間

機関としては、英国国教会、救世軍、長老会

サポートなどがある。こうした民間の福祉機

関は家族支援を中心としたサービスを提供し

ており、親業訓練、家事訓練、休校日の児童

・ 青年のためのプログラム等もある。また親

が子育てについて学んだり、カウンセリング

を受けるために親と子どもが共に宿泊する施

設（Residential　Family　Unit）もいくつかある。

こうした施設は以前までは入所型の施設であ

ったところが多い、

　　　　　　　　　　　　　（尾形、岸原）

　通称シップス（CYPS）と呼ばれるこの

機関の日的は二つある。一つはニュージーラ

ンドにおける児童・青少年の保護とケアであ

り、もう一つは青少年犯罪の法的管理である。

ニュージーランドを大きく13の地域に分け、

それぞれの地域に3カ所から5カ所、計50

カ所の事務所を置いていて、その中心となる

事務所はウェリントンにあり、14の事務所

のマネージャーが連絡を取り合って仕事にあ

たっている。政策はすべて中心となる事務所

で作られる。

　ニュージーランドの新しい政策としてデュ

ー ティチームがある。このチームは、学校や

地域の人々から子どもの問題に関する通告

を受ける係である。すべての通告はデューテ

ィチームに入るが、それぞれのケースがどう

いう分野に関わってくるのか、どういう種別

に分類されるのかについては、1989年に
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制定された「児童・青年及び家族法」という

法律にケアと保護に関する内容が規定されて

おり、それに基づいて考えられている

　なお、通告者は法的に保護されている　例

えば、隣の子どもが虐待されているとすると、

実際に虐待されている事実の通告であれば法

的に保濯iされる　しかしこれはあくまでも任

意通告であり、必ずしも医帥だからといって

通告しなければならないという厳しい義務は

ない．

　具体的なケアと保護についての過程である

が、相．’tlのスーパーバイザーへ話が持ち込ま

れる前に、例えば、保育所、学校、近所の

人々からの情報をすべてデューティーチーム

で総まとめにする．、そして．今後と．ういうケ

アが必要であるのか、ある程度内容をまとめ

てから担当のスーハーバイザーに持ち込まれ

る＝

各CYPS事務所には、週に10ケース程度

の情報が持ち込まれ、それらのケースはスー

ハーバイサーが内容を把握し、適切なソーシ

ャJLワーカーに振り分けられる　これらのソ

ー シャルワーカーはそれぞれ専門の分野をも

ち、対応にあたっている　ソーシャルワーカ

ー には、r一どもが身体的、性的、精神的虐待

を受け、危険な状態にあると判断される場合

には、その場から了どもを保護する権限が与

えられている．

　例えば、教師から連絡があり、その通告内

容がその了どもにk・tする性的な虐待や暴力だ

ったとする　デューテ｛チームの撹当者が、

子どもを家庭におけない状況であると判断し

た場合には、スーハーバイザーに相談内容を

連絡、スーパーバイザーは2人のソーシャル

ワーカーを学校へ派遣し、rどもと学校関係

者から事情を聴く．そして、一・時子どもを保

護したヒで、今度は家族の庄に川向いて事

CYPSの事務所前の看板．
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情を聴く，何らかのケアが必要と判断された

場合は、よりよい方向を模索するために、子

ども、家族及び関係者らと共にファミリーグ

ループカンファレンス（FGC）を行う，家

族がFGC参加を拒否した場合、あるいは、

FGCで話されるケアの内容にどうしても同

意しない場合は、ファミリーコート（家族問

題を扱う裁判所）の審判をあおぐこととなる。

FGCで家族がケアを受けることに同意した

場合は、同意書をとってそのケアが与えられ

ることになる．なお、ファミリーコートでは、

家族のプライバシーが守られる、

　FGCの結果、親元から離れてケアを受け

た方がいいと判断された場合には、以下のよ

うなサービスが提供される。

●オルタナティブ・ケア・プログラム

基本的には親戚の家に置き、一時的なケアを

与えるプログラム。

●フォスPt　一・ケア　　　里親によるケア。

●レジデンシャル・ケア　　　子どもが生活

する入所型の施設，

●スキュア・ケア　　　監視付きのケア施設．

このようなサービスの対象となる子どもは実

際には少ないtコ3mおきにファミリーコート

に行きカウンセリングを継続しながらケアを

受ける、

　これらは、　「児童・青年及び家族法」に基

づいて提供することになっているが、多くの

場合、政府が直接すべてを管理しているので

はなく、民間の福祉団体と契約をして政府が

サービスを買い取るような形をとっている．

政府は、行政機関のコミュニティ・ファンデ

ィングを通して、13のエリアに対して、予算

を支給する、ニュージーランドでは、福祉事

業が広い範囲で民聞に委託されているが、ス

キュア・ケアに関しては政府が直轄している．

　　　　　　　　　L　　’　　　　ーtの　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

‘lt．　　　，　　白ナーV－i・言字ト

（1）Youth　Justice　Center（政府福祉機関）

　犯罪を犯した17才以ドの児童は、1対1

の監視のもとで24時間拘置所に拘置される。

その結果により家庭裁判所の判断が下り、そ

の後72時聞まで拘置が継続される場合がある。

CYPSの中で説明を受ける。右側の男性はソーシャルワーカーのバトリック・カンネマイヤーさん．

左側の女性はオークランド・シティミッションのロバートソンさん、
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（2）Residential　Family　Unit（民間福祉機

　　関）

　身体的、精神的、性的虐待の問題を抱えて

いる家族や、危険性のある家族が処遇の対象

になっている。親の養育方法が変われば、子

どもを保護する必要がなくなるという考え方

に基づいており、このユニットには、家族で

最高5週間までの宿泊が可能である。家族と

常勤職員が課題を話し合い、その結果により、

家族に必要なケアが何であるのか、CYPS

のケアが必要か、裁判所の介入が必要か等を

職員がレポートにまとめて家族に提示する。

親への教育内容は、良い養育ができる親のあ

り方、家計のやり繰り、子どものしつけ、家

庭を安定させる方法等がある。子どもにとっ

て、親と同居することが危険と判断されれば

里親に委託され、その間実親は、精神的な治

療やカウンセリングを受けたり、家庭の管理

方法を学ぶ。ユニットの滞在を終え、家庭に

戻った後は、職員が家族支援を行い、3ヵ月

ごとに改善された点や、修正が必要な点を家

族と話し合う，育児の簡単な作業（おむつ替

え等）の指導から、子どもの学校教育につい

てや裁判所への出頭、行政団体と関わる必要

がある時などの援助も行っている。家族が家

庭に戻ってからも、最高2年くらいは家庭へ

の支援を続けていく。このユニットや家族支

援は、良い結果をもたらし、親が良い養育者

となることで子どもが早い段階で家庭に戻れ

るようになっている。このようなユニットは、

現在12ヵ所くらいあり、価値あるプログラ

ムを提供していることから今後も増やすべき

だと考えられている。

（3）Barnardoes（民間福祉機関）

　家族がなんらかの苦しい状況にある時の、

デイケアを行う設備を設けている。保育所と

違い、ストレスを抱えた親が利用できる。

　　　　　　　　　　　　　（窪・長島）
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日本では10月の時期には見られないオリオン座

を、行きの飛行機の中で見たとき、南半球に来

たことを実感した。星に手が届くようだった。
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　　　　児童虐待に対する福祉サービス

　　　　（事例を通して）
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　対象となる家族の問題としては、例えば、

家族が未熟なために起こる問題、酒のために

荒れる、性的虐待、家庭内暴力等がある。多

くの場合、親は、「この子に問題があるので

す。」と相談に来る。親は子どもの好ましく

ない行動が問題であると考えているが、子ど

もの行動の原因は、家族が生み出しているの

であり、この場合、子どもを親から離すこと

では問題解決にはならない。家族が、家族と

して機能するため、家族から課題を拾い集め、

問題解決策を考えだすシステムがある。

　ある家族のケアプランを通して、そのシス

テムの紹介をする。

＠



　3才の女の子と9才の男の子を持つ夫婦が

政府の福祉機関から紹介されて、ファミリー

センターに相談に来た。9？の子どもの顔に

は打撲の跡が見られたc政府の福祉機関は、

この家族と接触して、ファミリーセンターで

の親教育が必要であると判断した。まず最初

に一人のソーシャルワーカーが担当して調査

を行い、現状を理解するために様々な質問を

家族に投げかけた。この質問によって、9才

の男の子に対して暴力的であったという問題

だけではなく、夫婦間がうまくいっていなか

ったこと、食生活も乱れていたこと、家事が

きちんとなされていなかったこと、上の子ど

もが妹に性的な異常行動をとっていたことが

確認された。又、母親が、子どもの頃に実父

から虐待を受けていたことも調べていくうち

に分かったのである。

　9才の男の子が親から虐待をうけていると

いうことから始まったこのケースでは、調査

を通して、幾つかの間題が発見された。その

後、ソーシャルワーカー、該当家族、関わる

スタッフでいろいろな話し合いが持たれ、ケ

ー スプランが立てられた、具体的なケースプ

ランの中には家族療法が用いられ、2人の子

どもを健全に育成することを前提に、家族が

治療の必要性を受け入れることが重要になる。

プランができると、家族にそれぞれ治療のコ

ー スが設定される。父親には、怒りの感情を

コントロールできるようになるためのコース

を、母親には、母親自身が過去に受けた虐待

による傷を治療するコースを、又夫婦そろっ

て、親になるための教育を受ける。子どもへ

のプログラムはない。この家族は、2週間程

で状況が落ち着き、9才の男の子の行動に変

化が見られ、3才の女の子の行動も落ち着い

た。このプランを通して理解できることは、

子どもには何の治療も行わないのに、親が変

わることで子どもが変化してきたという事実

である。家族は、6週間程かけてスタッフと

一緒にプログラムを行った後、家庭に帰る。

家庭に帰った後も、父親は怒りをコントロー

ルするプログラムを続け、母親もカウンセリ

ングを続けていった、父親の怒りのコースが

終了すると、次は、夫婦で家庭管理の勉強を

始めた。

　子どもをレジデンシャルホームに入れてし

まうことで問題解決を図った場合、家族の元

に子どもが帰ったとしても同じ問題が繰り返

されることになるであろう、虐待を受けた子

どもが問題解決をしないままに成長してしま

うと、自分の子どもを虐待するという問題の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

：　　　　　　　　　　　　　　　：

i　　きよ㌢誌】i

：最後に笑うのは私…　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●・．●．●・．◆・．…　　．・・●・・●・．．●…　　　●

●



再生産が見られる，この事例のように．家族

の問題の解決策を見いだすことによって、家

族が破滅せずに済むのである、

　現在、虐待の数は増加傾向にあると思われ

るが、発見のためのシステムができてから、

早期発見が可能になっている。虐待を受けて

いるi”どもや、暴力を振るわれている女性を

保護するための法律も確立されている．ファ

ミリーセンターのサービスは、その家族の持

つ考え方や生活スタイルを尊重し、家族にあ

ったサービスを準備している、努力すれば、

必ず解決する道はある　どの家族にも解決す

る機会が与えられる　ファミリーセンターの

サービスを一般の人々に知ってもらい、理解

してもらうことが必要なのである、

　　　　　　　　　　　　　　　　（長島）

　　　　ソーシャルワーカーの専門性と

　　　　育成について

1．歴史的背景

　ニュージーランドには、様々な種類のソー

シャルワーカーがいる　　つは行政機関に所

属して仕事をしているワーカー、もう一’つは

民開団体に所属して仕事をしているワーカー

である

　20世紀初め、ニュージーランド政府は福

祉への関心が少なく、教会や、民間福祉団体

が中心に福祉業務を担っていた，そのため、

他国に比べてワーカーの育成が遅れる結果と

なった

　1920年に最初の児童福祉法が制定され、

法の制定をきっかけに福祉に携わる職員を教

育する必要性が言われはじめ、職業としての

ソーシャルワーカーが生まれた「その当時は、

ソーシャルワーカーは、優しい心と、仕事へ

の熱意があれば、資格の必要はないと考えら

れていた．

　しかし、第2次LW，＃大戦後、ニュージーラ

ンドでは、専門的な短｜識がないと解決できな

いような様々な問題が生じ、トレーニングを

受けた優秀なワーカーの必要性が言われるよ

うになった．

　1950fF～］974f卜（1）1－E：1　t二、民1茜ll寸1f4こ

を通して、iE式なワーカーのトレーニングが

始められた　そのトレーニング方法は、海外

から取り人れられたものである　その後、大

学にも学部が確立され、知1識の部分の勉強は

出来るようになったが、実践を学ぶ場は充分

なものでなかった

　1980年からユ996年の間に実践を学

ぶ場も取り入れられ、　・般大学の他に、職業

訓練的な大学もいくつかでき、実践面を含め、

新しい法の内容を取り人れた教育も含めたコ

ー スが設定されるようになった

オークランド・シティミ・ノションによる団義

tセントラ・オークランドホテルにて‘

Φ



　　↓

　4年間
　　↓

ポリテック

　　↓

　2年間

　　↓

共通して教えているのは対象者の

文化的な考え方

・ マオリ族の文化

・ ワイタンギ条約（白人とマオリ族の条約）

・心理学

・ ソーシャルワーカーの論理学

・ ソーシャルポリシー

　↓

マオリ語
発達論

　↓

　　　　↓

　　　実　習
2年間のコース終了後
ワーカーとして働く

3・4年生は団体に所属して
実技研修を行う

　　↓

4年間のコース終了後

　　↓　　　↓
・ 修士レベル　・ワーカーとして
の勉強　　　　働く

　大学もポリテックも卒業後は同じレベルで

仕事をする。長い間福祉に携わり、経験は積

んだが、論理的な部分の勉強が不足してい

るワーカーは行政機関にも民間団体にもおり、

そのようなワーカーには正式な教育を受ける

ように奨励している。

　新しくできた法によりワーカーの立場や位

置づけが変わり、更にトレーニングされたワ

ー カーが必要となった。以前は子どもたちの

問題解決ばかりだったが、今は家族全体やそ

の取り巻きの中で解決していかなければなら

ない。その上で、ワーカーとして身につけな

ければならない事は、以下の点である。

①人間関係の築き方

ワーカー自身と対象家族、家族を取り巻く

人々との関係を上手に作らなければ、良い話

し合い、解決につながらない。

②対象者の文化的な違いを理解する知識

白人、太平洋諸島の人々、マオリ族は、それ

ぞれの文化が異なるため、それぞれの考え方

で関わらなければならず、その知識と行動様

式を学ぶ必要がある。

③交渉、折衝力

大きな集団の複雑な問題を解決まで導く必要

があるから。

④状況に適した判断力

特にファミリーグループカンファレンス

　（F．G．C）では重要な判断をしなければなら

ない。この時、家族との関わりを尊重しなが

ら、且つ、子どもの安全を考えながら判断し

ていく力が必要となる。

　これだけの取りまとめをしなければならな

いとなると、未経験のワーカーや、知識に偏

りのあるワーカーには難しい仕事となる。

　現在の大学やポリテックには、面接試験が

なく、適性を判断する機会もない。いずれの

コースも知識の成績は測れるが、これだけの

仕事を行う技術を身につけたか否かは測れな

い。1992年の白書では、今のトレーニン

グの実技による適性の部分を測る内容として

は、レベルが低いと言われている。しかし、

実技による適性を測ることを法に含めていく

だけの資金が不足しているのが現状である。

（長島、窪）



o訪問先報告

1．ディングウォールトラストについて

施設名

訪問日時

所在地
代表者名

三’L　　　」’
ri’（　　　」∫．

員
員

h
£
咋
凪

’
，
　
町

運営費

Dingwall　Trust（日本の居li型養護施設のような施設）

96fF　101－］31．1

8Dingwal］Place　Papato（・toe　South　Auckland．　New　Zealand

Mr．　Fraser　FAじLKNOR

1928年に11hvid　McNair　I〕ingwal］氏が死亡　氏θ）「児竜福祉のために生かし

て欲しい」との希望により、遺された莫大な資産の一部を充“1し、2年後の1930

年に施設が設ウ：された

35名

ケア・ギパーほ～2名）　ソーシャルワーカー（4名）

ケアギバー・アシスタント　｛f’どもの人数によって調整）

David　McNair　Dingwa｜1氏の資産投資からの利益が充当されている　政府から依

頼のあった子どもの場合は、政府の援助がある．

庭が広くて緑か美しい、建物

このような建物が4つ点在している

理事長のフ1一クノールさんから

施設の概要説明を受ける

◎



建 物学校として利用されている建物が1棟、子ども達の生活の場として利用されてい

　　る建物が2棟ある。設立当初はダイニングルームだったところが、現在ではそれ

　　ぞれの建物で食事をするようになったためと、学習教育が必要になったために学

　　校へと変わった。また、敷地外の地域には夫婦でケアしている家が2軒ある。

対象となる子どもたち

　　　　　「家族と子どもができるだけ一緒に生活することができるように」ということが

　　　　基本として考えられている。基本的にソーシャルワーカーがその家庭へ出向き、

　　　　　その場で解決するように進められている。しかし、子ども達が抱えている問題が

　　　　　あまりにも大きく、家族と一緒に生活することが困難な場合のみこの施設での生

　　　　　活が始められる。ケアを受ける子ども達の最終目標は再び自分の家庭へ戻れるよ

　　　　　うになることである。

　　　　　施設を利用している児童の内訳

　　　　　・在宅でケアを受けている児童　　　　　　　　　45名

　　　　　・建物に住んでケアを受けている児童　　　　　　　35名

　　　　　・家族のもとへ戻りアフターケアを受けている児童　30名

職員と子どもの配置

　　　　　一つの建物では、7人の子どもに対して夫婦のケア・ギバーがケアにあたってお

　　　　　り、さらに2人のアシスタントが加えられている。ここでの子ども達は長期的な

　　　　　ケアが必要とされており、家庭的な雰囲気を作ることに力が入れられている。ま

　　　　　た、もう一方の建物には、11人の子どもに対して3人のフルタイムのケアギバ

　　　　　ーがおり、さらに5人のパートタイマーがケアにあたっている。ここは短期滞在

　　　　　の子ども達で、2～3週間で家庭へ戻っていくことが目標とされる子どもが中心

　　　　　となっている。問題が深刻でなかなか解決しない場合は、長期的なケアが必要と

　　　　　なり夫婦でケアにあたる寮へと移動する。精神科医やカウンセラーは雇われてお

　　　　　らず、専門的な知識や、治療が必要な場合は地域の専門家に相談され、必要なサ

　　　　　ービスを受ける。

職員の専門性

　　　　　子ども達が抱える問題がとても深刻になってきているため、「里親」という形を

　　　　　とるのが非常に難しくなってきている。問題を抱える子どもにとって「里親」は

　　　　　誰でもよいわけではなく、知識や経験をもった人が必要となる。そうした理由で

　　　　　この施設では里親制度を取り入れておらず、ケア・ギバーといった、あくまでも

　　　　　トレーニングを受けて専門知識を持ち、さらに継続的なトレーニングを受けてい

　　　　　る人が中心となり、子ども達のケアにあたっている。



　．コ「°
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施設名
訪問日時

所在地

代表者名

施設種別

利用対象

職
運
設

員
営
備

職員体制

レiレルノア・’・1－一｝L－

Te　Whare　Ruruhau　O　Meri

96年10月3日
671　Great　South　Road　Otahuhu

PO　Box　22363　Auckland，　New　Zealand

Ms．　Hera　CLARKE

家族支援施設

基本的には性的な虐待など、さまざまな虐待をうけたマオリ族の人達が中心に利

用している。その年令に制限はなく、マオリの文化的考えに基づいて、O歳から

老人までが対象となっている。

ソーシャルワーカー　2名、ユースワーカー　2名

英国国教会による

英国国教会による支援により現在のオフィスがつくられ5カ月になる。ある一室

は親権や養育権を持っていない親が、子どもと面会することができる部屋になっ

ている。裁判所の判断で、家では会ってはいけないと条件がつけられている場合

などは、ここで面会する。

「オンコール」という名称で24時間体制をとっている。どの職員も車で10分か

ら20分の所に住んでおり、必要であればいつでも働くことができる体制を組ん

でいる。ケアギパーの職員は法律に基づいたトレーニングを受けて、問題のあっ

た家族やその子どもと接触している。

英国国教会の擾助で麓てられた真新しい白い遣物。

◎



七

目
f 考　ニュージーランドの児童福祖：を考える時には、この「マオリ族」の人々を抜きに

　　は考えられない　白人とマオリ族との問に対立意識はあまりないようであるが、

　　マオリの人々は独特のk化・伝統を持っており、例えばマオリのJ’・どもが白人の

　　家庭でケアを受ける場合に「家族のように扱ってもらえないのでは？」といった

　　不安が生じる　そのため、法改IEでも、マオリの人々の疋化・伝統を考慮した制

　　度化となっている　この施設を訪問する際に、マオリの1云統的な儀式で迎えて頂

　　き私たちも、その文化の一’端に触れることができた、　　　　　　　（長谷川）

鼻と鼻をお互いにつけてあいさつするのがマオリ

方式、緊張のためか．頭をつけている長谷tllさん．

3．マッセイ大学について

訪問先名

訪問i．｜時

所在地

Massey　University

96年’10月4日

N〈，rth　ShOre　I　lail　Centre

Auckland　New　ZeaLand

　キャンパスはカーブノースの西海岸に2つとオークランドに1つある　オークランドに住

んでいる太平洋諸島・アジア系の人々が、カーアノースまで通うことができないため、1993

年にオークランドにキャンパスが開設された

取得できる大学である

　ここで、ニュージーランドの社会的

背景について講義を受ける．以T；に、

その内容について、若「ふれることに

する

．

社会福祉に関して学t・修i：・博上の単位が

マ．ン．セイ大学で、マイク・オプライエン博±の講義を受ける

◎



失業者：ニュージーランドは現在雇用が充分でなく失業者が増えている．

　　　　　1985年　約6万人

　　　　　1990年　約21万人

　　　　　1996年　約16万人

　　　　　あと5年くらいまで16万人という数字は続くであろうと言われている、

フードバンク：食料を配給する制度であるが、10年前はこのような制度はなかった，1991年

　　　　　に社会1呆1｛章子・’1］〔貧しいノ＼々への手’il）の10％～15％がカソトされ、’L活が

　　　　　　一層困窮化した．f’⊥］が削減された結13、フードパンクに沢lhの人々が訪れて食

　　　　　料を求めるようになった．

生活水準の比較：ニュージーランド全体を見ると中流家庭が最も多いのだが、極端に貧しい

　　　　　生活をしている人もまた多いのが現実である一

Oi｜澤）

　　　　　　　一

マ．ンセイ大学の教室の前で、一同記念撮影．

マッセイ大学で講義を受ける団員

◎



≡　ll オーストラリアにおける児童福祉事情

面積＝771万3364　km2

人口＝1766万人
首都＝キャンベラ

民族構成＝ヨーロッパ系95％

主要言語＝英語（公用語）

主要宗教＝カトリック28％

　　　　　イギリス国教会24％

　　　　　プロテスタント系23％

通貨＝オーストラリアドル

元首＝イギリス国王（女王）

建国＝1901年連邦国家成立

　　　　　1960年代以降は鉱産物の割合が増加して

　　　　　いる。鉄鉱石、石油、石炭、ボーキサイト、

　　　　　ニッケル、鉛、亜鉛、スズ、ウランなど鉱物

　　　　　資源に恵まれ、近年は、農牧業国から鉱工業

　　　　　国へと転換しているe

　　　　　　1642年、オランダの探検家アベル＝タ

ァジァ系　　スマンがタスマニア島を発見したのをきっか

　　　　　けに17世紀からオランダ、ポルトガル、イ

　　　　　ギリス、フランスが太平洋地域に進出した。

　国名のオーストラリアは、ラテン語で「知

られざる南の大陸」を意味するテラ＝アウス

トラリスに由来する。日本の真南の南半球に

位置する世界最小のオーストラリア大陸とタ

スマニア島からなる。面積は日本の約20倍。

東部にグレートディバイディング山脈、ニュ

ー イングランド山脈、オーストラリアアルプ

ス山脈などが海岸線に添うように走っている。

中央部は低地で盆地が広がり、西部は台地が

占める。中央低地から西部の台地にかけての

地域は乾燥地域で砂漠が広がる。政体は、イ

ギリス連邦に加盟する立憲君主制であり、元

首はイギリス国王（女王）。議会は上院、下

院の二院制である。

　小麦、羊毛、牛肉、サトウキビ等の生産が

盛んで、これらは重要な輸出品であるが、

　　オーストラリアに住むかわいい小動物ポッサム。

中でも、イギリスは、アメリカの独立により、

流刑先を失い、さらに1880年代半ばから

フランスの南太平洋への進出が著しくなった

事実などが複雑に絡み合った結果、オースト

ラリア大陸の専有植民地化に本格的に動き始

めた。

　航海史上有名なイギリスの探検家キャプテ

ン・クックこと、ジェームス・クックは、

1770年4月、オーストラリア大陸東海岸

に到達、シドニー付近のポタニー湾に上陸、



これを機に移民国家オーストラリアの歴史が

始まったのである，

　約4万年程前から1万数千年前の間に東南

アジアから移住してきたオーストラリアの先

住民族がアボリジニである、白人、黒人、黄

色人種に次ぐ、「第4の人種」とも言われる、

入植当時は、500の部族に分かれ、約30

万人いたが、アボリジニの虐殺が断続的に今

世紀前半まで続き、1930年代前半にはわ

ずか5万人に激減した．　「アボリジニは死に

ゆく民族」という考え方は1930’F代末に

否定され、保護政策、強制同化から、アボリ

ジニ文化を認め、オーストラリア社会への統

合を図る措置がとられ、70年代には土地所

有権の立法化が行われた，現在は約23万人

　（うち純血は約7万人）のアポリジニがいる．

　都市社会が成立し始めると共に各植民地で

は、自治政府を本国へ要求する運動が高まっ

てきた。1850年、植民地政府法が制定さ

れ、ニューサウスウェールズ、タスマニア、

サウスオーストラリアの各植民地は植民地憲

法を制定し近代的議会と選挙制度を獲得した、

各植民地は自治政府と内閣制度を有するよう

になった．．59年にはクィーンズランドが、

ニューサウスウェールズから分離独立．

90年にはウェスタンオーストラリアも白治

政府を樹立した、，1901年、中央集権国家

を確立する必要性を感じるようになり、オー

ストラリア連邦国家が創設され、自治領とし

てイギリス連邦の一員に組み込まれた、

　首都キャンベラは、連邦政府直轄地区にあ

る．首都で国際線の直行便がないのは珍しい

が、シドニー又は、メルボルンから飛行機で

一一 時悶程度，1927年、正式に首都となっ

たが、メルボルンからの移転は60年代には

いってからのことである。

　オーストラリア経済の発展を支えるのは、

鉱物、エネルギー資源の輪出であり、その最

大の輸出先は1．1本である、又、観光産業の最

大の顧客も日本入である。オーストラリア経

済の発展にとって［1本の存在はなくてはなら

ないものとなり、目本語学習熱も高まりを見

せているという．、

参考文献　1992年「国際情報大事典

PASPO」学研　　　　　　　　（長島）

コアラはテリケートな動物で．動物園でも抱

けないところが増えて来ているt

＠



0訪問都市概況

ttt
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1シドニー

　ニュー・サウス・ウエルズ州の都であるシ

ドニーは、同時にオーストラリアの最大の都

［liでもある　キャブテン・クックのヒ陸に続

き、移民団が移住区を建設したのが、18川

紀後」ト　その際、当1痔のイギリス内務相シド

ニーにちなんで、この地名がつけられた

　191世紀半ば、内陸地バサーストで起こっ

たゴールド・ラッシュにより、シドニーは経

済・文化の中心としての役割を持つようにな

った．以来発展を続け、現在は人｜1約380

万を抱える大都巾に成長．歴史的なものを大

切にする’方、近代的な国際都市としての機

能も｝｛fね備えている

あまりにも有名なオペラハウス

シFニーの揚をハ．．’クに記念撮影

．ニオヘラ・ハウス

　シドニー港の東側、ベネロング岬に壮麗な

たたずまいをみせるオヘラ・ハウスは、貝殼

を幾「丘にも重ねたようなユニークな屋根で有

名である．デンマークの建築家、ヨルン・ウ

．ソツホンが、入江に浮かぶヨットにヒントを

得てデザインしたというもので、1973年

に完成した，

　また、彼がいき詰まって、みかんを食べて

いたときに、皮からデサインが、浮かんだと

もいわれている

．⊃ハーバー・ブリッジ

　ニック’ネームは、”古い洋服掛け”であ

る．全長はアブ．ローチを含めると3．6キロで

ある．ポート・ジャクソンをまたいで、市街

地と、ノース・シドニーを結んでいる，

⑱



○メルボルン

ー 英国よりも英匡1らし（這奈りr高き田r一

　ビクトリア州σ）都であるメルボルンは，最

も英国的な雰囲気を漂わせる人［300万、

シドニーにつぐオーストラリア第2の都市で

ある

　メルボルンの歴史は、1835年、植民地

として栄えていたタスマニア島から開拓者達

が移り住んだ時に始まる、その2年後、当時

の英国首相の名にちなんでメルボルンと命名

された．その後、西の方のバララットで金が

発見され、町は急激に発展した　1855年

には、ビクトIJア州が成立、当時の英国は、

ビクトリア女Eの黄金時代でもあった．また．

この時代の輝かしい帝国の面影が今もメルボ

ルンに残っている、ゴールド・ラッシュの後は、

ll業都市として発達している　今や、オース

トラリアの全丁業生産の四分の・を占め、金融

の中心地t農産物の集積地として、シドニー

観光客のための馬車が走って

いるメルボルン市内。

と競ってる　また、1880年オーストラリ

ア初の世界博が開かれ、1901年、キャン

ベラが首都と決まるまで、連月敏府が置かれ

ていた　このような歴史を持つ町に市民は誇

りを持っている，また、昔ながらの市電も走

っている

○フィツツロイ公園

　市街の東、官庁街の背後に広がる広大な庭

園＝かつて、メルボルンの特産ブルー・スト

ー ンの石切り場だったところで、イギリスの

園旗であるユニオン・ジャックのデザインを模

したレイアウトで、庭園が造られた，園内には、

メルボルン百周年祭を記念して、1934年

に英国から移されたキャプテン・クックの家

がある、レンガ造りの典型的な英国の民家で、

クックは、少年時代この家で過ごしたと伝え

られている，

　　　　　　　　　　　　　　　　（黒川）
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　　　　オーストラリアにおける
　　　　児童福祉の概況

1］　臨雛副髄観ム

　オーストラリアは6つの州と2つの連邦政

府直轄区からなる人口1．800万人の連邦制国

家である「連邦政府が中心の権限を担ってい

ることは言うまでもないが、教育や福祉など

その多くの権限が州に委ねられている．今回

は研修団の訪問先であったビクトリア州の児

童福祉概況を中心に、オーストラリアの児童

福祉の概況をまとめた一ヒで、その中でも特に、

家族への支援、ならびに被虐待児の保護とケ

アについて重点を置いて報告する。

　オーストラリア自体の歴史は約4万年であ

るのだが、児童福祉の歴史は浅い．1769年、

英国人キャプテンクックが東岸に到着し、そ

の地をニューサウスウェールズと名付’け、翌

年、英国国王の名のもとに占領した，その後、

英国はこの地を流刑地とし、1788年流刑

者が上陸、植民地としての第一歩を踏みだし

た．この年からオーストラリアの政治経済的

歴史が始まるのだが、施設養護の歴史に限る

と、その発祥は1850年頃にみることが出

来る．その中心は孤児対策から始まっている、

1890年に不況があり、多くの家族が貧困

になり、養保護児童が増加する．／そして第1

次世界大戦後には、イギリスから多くの戦災

孤児がオーストラリアにやってくる、．こうし

た親のいない子ども達を集め、施設で養護し

てきたが、そのほとんどが200人を越える

大規模なもので、経営母体は教会や修道院に

よるものが殆どであった、中には施設内に学

校を設置するものもあったという．こうした

大規模施設収容の歴史は長く、1970年代

後1三まで続く．この頃になって、世界的には

すでに始まっていたホスピタリズム論争（特

に1951年、Bowlbv，J．M．の“rHOへ

の報告としての論文「母性的養護と精神的健

康」が施設収容に対する検討を促すことにな

る）の影響も受け、オーストラリアの専門家

たちによる調査研究でも、大規模施設入所は

児童によくない影響を与えるという結果も重

なって、政府と広範な兇童福祉分野の専門家

が中心に、大規模施設ケアを順次廃1ヒすべき

ビクトリア州のヒューマンサービス省で、オーストラリア社会福祉の概況説明を受ける．
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主流となって来たのである，、

　家族のもとから離れてケ

アを受けている（Placement

Care）児童の総数は1994

年度で2，146人で、児童

1，000人に対して2．2人

を占める。オーストラリア

全土では12，273人で児童

1，000人に対して2．7人で

ある。アメリカは50万人で

7，7人／1．000人、デン

との決定を下すことになる。こうして脱施設

化の動きが始まり、大規模施設は次々に閉鎖

されていく。それに替わって、家族により近

い形としてファミリーグループホームといっ

た小規模な居住型施設が中心となってくる。

普通の住宅地域に他の家と何ら変わりなく建

てられたファミリーグループホームは、子ど

もたちが、自分のことを「施設の子」と感じ

ずに、友人に「家族と住んでいる」と言える

などその利点は大きく、地域に根付いた形で、

ある意味で理想的な施設形態として広く普及

していく。しかし、近年では、オーストラリ

アの児童福祉の前提となる基本的な価値観と

して、「子どもは自分の家族と一緒に住むこ

とが一番良く、出来る限り家族から離さずに、

在宅のまま家族をサポートする」という考え

方が主流になって来る。家族支援こそ基本の

福祉サービスであり、家族を支えることが、

児童のWell－Beingにとって重要との考え方が

定着して来ている。そしてたとえ家族のもと

から離さなければならない場合でも、家族形

態に一番近い里親ケア（Kin・

ship　CareとFoster　Care）が

　　　　　　　　　　　　　　　イぴ位名二人／looo人）
　　　　　　　　　　　　　　12

6

3

マークでは11，147人で、5、1人／1，000

人である（図1参照）。このように家族のも

とから離れてケアを受ける子どもは、他国に

比べて少ない。以前はこうした児童は非常に

多かったが、先述した経緯によって減少して

来たのである。そしてこの内、約80％が里

親ケアである。

　ちなみに、日本でのPlacementの総数は

62，951人（児童福祉施設人所児数と里親

委託児数の合計値。1994年度厚生省調査

より）で2．3人／1，000人となり、その

ほとんどが施設入所である。日本が他国に比

べてP］acementの割合が低い理由として、日

本では家族から子どもを離して他人、特によ

その家族に子どもを預けることを否定的に考

える文化的背景が古くから存在していたこと

が大きな要因と思われる。

　オーストラリアの児童福祉を語るうえでカ

ギとなる重要なポイントが他にもある。それ

は近年の深刻な財政難である。社会的な貧困

も深刻でオーストラリアでは失業率が10％

Placement　Ratesの国別比較
図一1

0
　酬m　　　　　Frunce　　　　　Or一　　　　　　φ　　　　一　　　　〉㎞　　　　　　USA　　　　　　』

　　D㎝哨由　　Germeny　　　l＝　　　㎞■【鞠　　｝　　　　UK　　　　Aeelr曲
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を越えるほどである。児童福祉サービスを、

在宅ケア、里親ケア、ファミリーグループホ

ー ム、施設入所に分けた場合の必要経費を見

ると、オーストラリアでは次のようになる。

在宅ケアの場合、1家族当たり年間約4千ド

ル、里親ケアでは1人当たり年間約1万2千

ドル、ファミリーグループホームが約3万ド

ル、施設入所の場合は約5万ドルである。政

府は財政の立て直しのため、いわゆる行政改

革を推進することになり、経済効率を第一に

考える政府は、可能な限り在宅ケアを、家か

ら離れる場合でも里親ケアを優先的に勧め、

お金のかかる施設ケアやグループホームを

次々に廃d二することになったのである。この

ようにオーストラリア政府の財政難が児童福

祉の基本的な価値観を後押ししたと考えられ

る。

　また政府は、行政改革のもう一つの策とし

て、政府の業務を縮小し、多くの福祉サービ

スを民間に委託するようになった。そして民

間に低コストで有効な家族支援を中心とした

福祉サービスを求めるようになったのである。

ビクトリア州では現在、児童に関わるサービス

の32パーセントを当省で行ない、残りの68

パーセントは民間に委託している。民間委託

＝安上がり福祉の実践、といった非難もない

ではないのだろうが、これにより地域に根付

いた民間団体が、社会、地域、家族の本当に

必要と考えられる、言わば現場に根ざしたニ

ーズを掘り起こし、様々な福祉サービスプロ

グラムを開発することが可能になったという

面では、大きな進歩であるとも考えられる。

　　　　　　y　　　　　　　　　　　　‘　　　M　　　　　　　　「．‘

　ビクトリア州では中心の機関として州政府

のヒューマンサービス省（Departrnent　of

Human　Services）がある。ここでの中心の業

務は、児童、家族、障害、精神、老人、医療

（急患）である。児童福祉については、家族支

援と児童保護が中心の業務だが、家族支援の

ほとんどは民間団体に委託している，政府は

民間団体の作るプログラムに対して資金を援

助するという形で支援している。児童保護に

ついては、1989年に児童・青年法が制定

され、17歳以下の児童について、虐待など劣

悪な環境からの保護が明確に打ち出され、同

時に、子どもを家族のもとから離す権限は政

府が持ち、それ以外の人や機関は、たとえ家

族が望んでも児童が家族のもとから離してケ

アをすることはできなくなる。さらに1993

年に強制通告制度が法令化されるに至って、

州政府が権限を持ってこれにあたることにな

る，ヒューマンサービス省では約660人の児

童保護ワーカーを中心に、通告を受け調査し、

児童を保護するというシステムが整備されて

いる。これについては後述する。

　児童福祉サービスの体系を整理すると、ま

ずは在宅によるケア（Family　of　Origin）と家

族のもとから離れてのケア（Placement　Care）

とに大きく別れる。前者の場合、児童のみな

らず家族へのサービスも含んでいるが、むし

ろ家族へのサービスが中心であると言った方

が良い。家族を支援することで、児童が家族

のもとで安心して暮らせることがねらいであ

り、そのことが児童の福祉にとっては一番良

いことと考えるのである。しかし、ひどい虐

待が繰り返されているなど、ケースによって
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は児童を家族のもとから離さなくてはならな

いことがあることは事実である〔そうした場

合に児童はPlacementによるケアを受けるこ

とになる．，しかしこのPlacement　Careも長期

的なものではない，．子どもが家族から離れて

暮らしている間も、家族に対するサービスは

継続して行われ、なるべく早期に家族のもと

に帰ることが可能になるよう援助することが

大切と考えている．

　Placement　Careついては以ドの4つの形態

がある。

①Kinship　Care　l血縁関係のある家族か、非

常に親密な家族のもとでケアを受ける場合を

言う．Placementの場合、まずKinship　Care

を優先的に検討する．家族支援を行う民間団

体のソーシャルワーカーが血縁家族をあたり、

政府の承認をもって、委託家族が決定される

1995年度の統計では、家族のもとから離

れてケアを受ける子どもの約20％がこのケ

アを受けているLt

②Home　Based　Caie　l里親委託（Foster　Care）

のことである、家族のもとから離れてケアを

受ける子どもの約52％が、このケアを受け

ている、里親の種類として、週末だけ、月に

1度、緊急時のみなどといった短期の里親と

2年を限度とする長期の里親とに分かれる。

長期で2年を越えた場合、もとの家族に戻る

か、里親との養子縁組に至るか、あるいは施

設入所になるか、子どもの様子によって様々

であるが、委託されている間は家族のもとに

帰ることを第1の目標にケアを行っている、

ビクトリア州では94％の里親が、地域に点

在する民問のファミリーセンターを通して登

録されている。センターではまず里親を募集

する，里親の資格としては、前科のある無し、

健康であるかどうか、地域での評判などが考

慮されるが、未婚既婚、男性女性は問わな

いとのことである．応募した人達には必ずト

レーニングを行う．トレーニングの内容は、

「両親を失うとはどういうことか」　「別居

　　　　することの悲しみ」　「本当の子で

　　　　はないということの認識」　「本当

グレイソンセンター。フォスターケアの中心となるセンターT・、

里親募莫などの様々なパンフレットが用意されている．

の親のところに訪問することをサ

ポートすること」　「子どもの問題

行動について」など、実際的な内

容である。その後、センターのソ

ー シャルワーカーがトレーニング

を受けた里親候補者を評価し、そ

の記録を資格を与える政府公認の

委員会に提出し、里親が決定され

るe一番大切なのは、その後の実

際の子どもと里親とのマッチング

である．、つまり相性が合うか合わ

ないかの検討である。何回かの面

㊥



接により双方の意見を聞いて決定される［．里

親に対しては1ヵ月の養育費として、0才か

ら2才までは160ドル、3才から7才まで

は144ドル、8才から10方までは176

ドル、11才から12才までは210ドル、

13歳以上になると、295ドルから315

ドルが政府からファミリーセンターを通して

支払われるが、知的身体的障害児の場合では

1週間に450ドル支払われる。

③Residential　Care：これは日本の養護施設

などにあたる施設ケアとファミリーグルーフ

ホームでのケアを指す。ファミリーグループ

ホームは、大規模施設に替わるものとして広

く普及して来たが、3年前までビクトリア州

では23あったホームも現在では11に減っ

ている。またスタッフは、夫婦2人という場

合が多かったが、難しい子どもの入所が増え、

スタッフの専門性が求められるようになり、

トレーニングの時間確保のため、近年は3人

での交替制が主流となっている。対象年令は

9才～13才（以前に比べると若年令化）で

一つのホームに3～4人が普通である。入所

施設ケアは最後の手段として選ばれる．入所

施設はほとんどが廃止され、現在は4ヵ所の

みで、すべて大規模なものではなく、児童数

は20名前後である．近年、被虐待児など、

心に傷を持った子どもたちが増え、そのほと

んどが、在宅ケアや里親ケアでは扱い切れず、

さらにはファミリーグループホームでも不適

応を起こし、施設入所に至るといった場合が

多い。したがって非常に重度の心理的・精神

的障害を持った子どもが多く、そのため専門

的なケアサービスや特別な教育を受けられる

ようになっている，現在は、こうした兇童の

増加により、逆に入所施設の必要性が再認識

されるようにもなって来ていると言う。

④Secure　Welfare：州政府の機関である。問

題行動の激しさなどから、保護が必要な子ど

ものための機関である。24時間監視体制の

施設でt施錠されている。保護室が設置され

ている、

⑤Juvenail　Justice　Center：犯罪少年のための

人所、及び更生を目的とした訓練施設である、

殺人やドラック、売春など犯罪を犯した10

歳以上17歳以下の少年（10歳未満の少年

は犯罪少年として扱われない）は、児童福祉

，・
亘二子’’’’’’’”°◆’”°’◆’’’’’’’’’’’’’’’’’”°°’’’’’’’’’’’’’’”・
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ギャンブルが好きでない人にとってはたいした

話ではないのですが、1日のハードな研修を終

えた後のちょっと一息には、グッドなカジノが

ありました。NZでもALでも私はなれない手つ

きでスロットマシーンに挑戦し続けましたが短

時間で大赤字。後で気が付いたのですが、同じ

スロットマシーンでもお客の財布事情により1

プレイ5セント（4円）で遊べるものから1ド
ル（90円〉のものまであったのです。私はひ

たすら1プレイ1ドルのマシーンにコインを吸

い取られていたのであった。
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の領域で扱われる。日本の場合、法務省管轄

の少年院や少年刑務所がその役割を担うが、

建物は塀で囲まれ、24時間の監視のもとで、

更生が行われるという点では、日本の少年院

に似た形態を持つ施設である［tこれらの児童

は、1989年に児童・青年法が制定される

まで要保護児童と同じ施設に入所していたが、

現在は別々の施設で扱うことが望ましいとさ

れ、この施設ができたのである。人所期間は

裁判所の判決、いわゆる刑期によるr

　15歳以上の男子のためのユニット（MJ

J）、10歳から14歳までの男子のための

ユニット（ブラッドマンユニット）、10歳

以上の女子のためのユニット（チズムユニッ

ト）の3つに分かれ、MJJは塀、ブラット

マンユニットとチズムユニットは網で囲まれ

ている。

　また、犯罪を犯した少年や家族を中心に、

判決が下る前にグループカンファレンスを行

うプログラムがある。罪を犯した若者や家族、

その他関連した人々に集まってもらい、その

事件を犯したということがどういうことか、

その背景に存在するものは何かを理解するた

めに話し合う会議である。会議のメンバーは、

ソーシャルワーカーが選び、本人と家族以外

でも、本人を心配している人達に参加を呼び

かける。例えば親戚、友人、近所の人などで

ある。警察官や弁護士に加わってもらう時も

ある。グルーブカンファレンスによって事件

の内容や前後の状況を調べ、犯した罪に対し

てどのように対処すればよいか、将来におい

て再発させないようにするにはどうすればよ

いかなどのプランを検討する。ソーシャルワ

ー カーが、その結果を治安判事に提出し、プ

ランを踏まえて判決が下される。グルーブカ

ンファレンスを開くことで、裁判の判決が緩

やかになることが可能となる，，

（増沢、木塚、黒川）

　　　　児童福祉の

　　　　柱となる家族支援

湿蹴灘窒茶郭　．胃蟷諸．．

　　「子どもは家族と一緒にいる権i利がある」

　「出来る限り家族のもとでケアを受けること

が望ましく、Placementは最後の手段である」

が、オーストラリアで、児童のWell－Beingを

考える際の重要な柱となっている価値観であ

る．しかし、このことを実現するためには、

家族の安定が前提条件となってくるc．家族の

安定があって初めて、児童のWelトBeingが保

障されるということになるわけだから、福祉

政策の中でも、家族に対する支援サービスが

まず第一に必要な福祉サービスということに

なる。

　家族支援サービスはそのほとんどが民間の

福祉団体にゆだねられている、、民間団体のソ

ー シャルワーカーは、地域の家族のニーズに

合ったプログラムを開発し、政府からの承認

を得、経費の支援を受けて実施している。ビ

クトリア州では、カンタベリーファミリーセ

ンター、セントジョーンズホーム、児童保護

協会など多くの機関で、機関ごと児童の年齢

や家族の持つ問題の内容などにより対象は異

なるものの、家族支援サービスを行っている

Φ



中でもセントジョーンズホームは、20年ほ

ど前までは、児竜の人所施設であったが、政

府が家族支援対策にJjを人れる前から、家族

へのサービスを重要と考え、できるだけ早期

に家族のもとに子どもを返し、家族を支援す

る事業に活発に取り組み、政府にも家族支援

の必要性を訴え続けて来た先駆的施設である

　安定した家族のもとで子どもが生活できる

よう、親が安心して子育てできるよう様々な

福祉サービスを行っており、IIS待などで了ど

もの生命や精神的・身体的発達を著しく阻害

されるような状況を予防することが中心のサ

ー ビスになっている＝

　サービスの具体的な内容としては

工資源の提供1住居場所があるか、食事が取

れているか、清潔で暖かさが保たれている環

境であるかなど、家族のもとを訪ね、生活す

る上で基本となる生活環境を提供するサービ

スから、本やビデオ（子育てに関する親θ）た

めの本から子どもの本まで）、玩具の貸出し

まで、ニーズに合った方法で、様々な資源を

提供するサービスである

2，インホームサホート：家族に寄り添い、子

育てや家事、家計のやり繰りに対する助言や

情報の提供、医療、fi三宅、法律など社会資源

に関する情報の提供などを中心に行う、具体

的な家族への援助である．、

弐カウンセリング：個人で受ける場合と家族

で受ける場合と様々　1固人や家族の不安を受

け止め、白分や家族のことを理解し問題を解

決していけるよう援助する

／1グルーフワーク：同じような問題を抱えた

親同ヒが集まり、ディスカッションを行う

子育ての情報を得る機会であり、悩んでいる

のは自分だけではないことを知ったり、他人

に共感されることなどの機会を得て、自らの

問題を解決できるよう援助する．

：親」た宿泊：カンタベリーファミリーセンタ

ー のみで行われているサービスである。この

センターはもともとはH本の乳児院のように、

セントジョーンス・ケアフt一スで里親ケアについての説明を受ける

Φ



乳幼児の孤児のための人所施設であったが、

現在は閉鎖し、家族支援が中心のサービスと

なっている、その中の1つとしてこのサービ

スがある．子育てに問題があったり、子育て

についての知識のない母親を中心に、短期間

子どもと一緒に宿泊し、実際の生活の中で、

専門スタッフの援助を通して、子育てについ

ての知識や楽しみなど、種々のことを体験す

るサービスである　カウンセIJングやグルー

プワークなど他のサービスも同時に受けるこ

とができる

⑤託児サービス：これもカンタベリーファミ

リーセンPt　一で行っているサービスである、

未婚の母親や、地域で子育ての協力者がいな

い母親にとって、子育てはストレス過剰にな

りやすい．またカウンセリングやグループワ

ー ク、その他の福祉サービスを受けたくとも、

了どもがいるためにその時間がないという状

況も生じてしまう、そのため、支援が必要な

家族に限って、子どもを預けることができる

サービスである．1週間に2H間まで利用で

きる．子どもを預けている間、母親は様々な

福祉サービスを受けたり、ストレス解消のた

め映画を見に行くなどの貴重な時間を得るこ

とができる

Lスヘシャリストサービス：上記4つに関し

てはソーシャルワーカーが中心にサービスを

行うが、ここでは精神科医、セラピストなど

の専門家との連携を通して、子ども自身や親

に対して、専門家による治療が受けられるよ
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うに援助することである。援助を受ける家族

の中には、深刻な問題を抱えている家族が少

なくない。精神障害者、薬物中毒者、アルコ

ー ル中毒者、性的犯罪者などの親や、性的虐

待を受けた子ども、その他の虐待を受けて行

動に問題のある子どもたちなどである。例え

ばカンタベリーファミリーセンターのように

セラピストがいて子どもにプレイセラピーを

実施しているなど、機関の中でスペシャリス

トサービスが提供できるところもあれば、地

域の専門機関（クリニックや病院など）と連

携してサービスを提供する場合とがある。

⑧地域での家族支援ネットワーク作り：サー

ビスを求める家族以外に、例えば、教師、幼

椎園の先生、医師、看護婦など親との関わり

がある専門家に、子育てについてのトレーニ

ングを実施している。子育てしている親の気

持ちや、子育ての大変さを知ることで、福祉

機関以外でも、家族を支援するネットワーク

作りが地域で活発になることがねらいとなっ

ている。セントジョーンズホームで行ってい

るサービスであるが、1996年度では、74

名の専門家にトレーニングを実施したとのこ

とである。

シャルワーカーを中心にプログラムを開発し

政府に資金援助を申請するというシステムが

できている。プログラムには「○○プログラ

ム」と必ず名前が付いているが、家族支援だ

けとってみてもそのプログラムの多さに圧倒

される。このことは、家族を支援するために

はいかに様々な方法が必要であるかの表われ

であると同時に、地域のソーシャルワーカー

がいかに地域のニーズを掘り起こして対応し

ようとしているかの証であろう。

　プログラムの具体的な例として、子育てに

不安をもった親に対するもので、セントジョ

ー ンズホームで行われているParent　Help

Education　Programや、虐待が起こっている

ような危機的な家族に対して、そうした状況

を改善するように援助する、児童保護協会の

Alys　Key　Family　Program、虐待が頻繁で子ど

もの保護が必要な家族に対して実施する、カ

ンタベリーファミリーセンターで扱っている

Family　First　Programなどといったものが代

表的である。

　後者2つのプログラムについては、次項の

「虐待とそれに対する福祉サービス」で報告す

ることにし、ここではParent　Help　Education

Programについて詳細に報告する。

　児童の年齢や問題によって、または家族構

成や家族が抱えている問題などにより、サー

ビスの内容は大きく異なって来る。サービス

の対象、目的、方法、具体的内容などを整理、

検討し、いろいろなサービスを組み合わせる

などしてサービスの体系としてまとめたもの

を、プログラムと呼んでいる。各機関がソー

一 Parent　Help　Education　Program一

　プログラムの目的は、家族が子育ての難し

さや重要性について理解すると同時に、子育

ての知識や情報を得て、子育ての不安を低減

し、子育ての楽しさに気づいてもらうことで

ある。

　このプログラムの前提となる考え方は、

「子育ては、必ずしも本能的なものではなく

㊥



て学ぶもの」ということである。

　プログラムの対象は、子育てに不安を抱え

ている親、充分な教育を受けていない親、社

会的に孤立している親、年齢の低い親、言語

や文化の障壁がある親などである／：．

　具体的流れは以下のとおりとなる。

　まず前段階として、ソーシャルワーカーが

家族と話し合い、何が問題なのか、何の問題

に焦点を合わせるかを検討する。そしてどの

プログラムが必要かを親と共に選択し、この

プログラムが選択されて初めて実施されるこ

とになる。

　約12名ほどの同じような悩みを持つ親の

グループが構成され、ソーシャルワーカーが

リーダー（司会者であり、導き手である）に

なって、1回2時間のセッションが行われる。

セッションはグループディスカッションがほ

とんどである。

　1回目のセッションで、話し合う内容を皆

で相談し、徐々に自分たちの問題は何か、ど

うすれば解決できるかなど、掘り下げた内容

の話し合いになってくるtt　1人で考えるより

多くの人達と一緒に考えた方がより良い答え

が出せ、話し合うことによって気持ちを分か

ち合え、自分だけが悩んでいるのではないと

いう気づきの中で、安心感が持てるなどメリ

ットは大きいとのことである。

　グループによって話し合いの内容が異なる．、

例えば、10代の子どもを持つ親のグループ

では、青少年の発達や子どもとのコミュニケ

ー ションを図ることの重要性を知ること、家

族内での子どものルールをどこに設定したら

良いかを理解し合うこと、親だけでなく子ど

もも怒りなどの感情を持っていることを知る

ことなどがテーマになるという。

　こうしたセッションが6週間から8週間行

われ、プログラムが終了するが、その際に親

に対してフィードバックを行う。何か得たも

のがあったかどうかを尋ねるのである。　「自

分だけではなかった」　「自信がついた」　「支

えられていることが分かった」　「皆に理解し

てもらえた」　「子育てが楽しいものだという

ことが分かった」などの感想が多いそうだ。

　セントジョーンズホームで行っているプロ

グラムであるが、1996年度には、272

人の親にこのプログラムを行っている。

（山脇、増沢）
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プロスナンセンターの前で、バスが故障し

どうなるかと思っていたら「4～5人で押し

てください」とのこと、男性陣が押すと何

と動いたではないですか。

エンジンもかかり研修も無事続ける事がで

きました。めでたしめでたし。
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　　　児童虐待とそれに対する

　　　福祉サービスの現状

樋勘ズ繍騨灘塵一　　　t・
　日本では、近年「虐待」についての関心が

高まりつつあり、マスコミでも盛んに取り上

げられるようになった。また被虐待兇の養護

施設などへの入所も増え、その保護とケアに

ついては様々な論議がなされているc世界的

には、すでに早くから関心が持たれており、

カナダやアメリカを中心に保護システムや家

族への介人など多くの取り組みがなされてい

る，オーストラリアでも同様の動きがあるが、

ここでは今回の研修地であるビクトリア州で

の児童虐待の現状と被虐待児の保護とケアの

状況を中心に報告する。

　ビクトリア州でも、虐待に対する関心は高く、

州政府のヒューマンサービス省（Department

of　Human　Services）とそれに関連する民間

福祉団体が扱う虐待ケースは年々増加してい

る。こうした傾向の背景には、日本の場合と

違って、法的整備とそれに伴うシステムの

改変がある：．1989年に「児童・青年法」

が制定され、虐待やネグレクトなど、ひどく

危険な状態にある児童を保護できるという政

府の権限を明確にした。そして保護されてい

る状況下で家族に対して出来る限りのサービ

スを提供できるようになった。さらにビクト

リア州では1993年に17歳以下の子ども

が何らかの虐待やネグレクトにあっている場

合、州政府に通告しなければならないという

法律を制定した〔M　andatory　Reporting），現

在は過渡的段階として医師、看護婦、警察官、

教師に限って罰則規定のある通告義務が課せ

られている。これにより通告数がそれまでの

年に比べて63％増加したという．現在は年

間約3万件の通告がある。その半分にあたる

約1万5千件に調査が行われ、調査後に児童

の保護が必要とワーカーが判断（児童裁判所

の保護命令ではない。これについては後で述べ

る）したケースの実数は約7千件である、ビク

トリア州の人口が約300万人でこれは日本

の横浜市の人口におおよそ相当する。地域的

な背景の差や機関の性質の違いゆえ比較する

のは難しいが、横浜市の3ヵ所にある児童相

談所に、棄児と虐待やその他の家庭環境の問

題で相談した件数は1994年度が593件

　．　　・．●■■■●●●■●■●●●●●●●■●●■●●●●●●●●●●・●…　　　．・．・・．…　　　．・．・・…　　　．■
　　　．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

1∵．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の空気を吸って走っている心地よさと、　：

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“GOOd　morning”の声に励まされ外国に　：

●・…　　●・…　　●・．・．●・◆◆・．・…　　●●■●●●●●■■●●■■●●●●●■●●●■●●●●■●●●●●
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である（厚生省大臣官房統計情報部「社会福

祉行政業務報告」1995）。両国間で大き

な差異があるが、この差を、オーストラリア

の方が児童虐待が多いからと見るか、何を虐

待と見るかの判断基準の違い（オーストラリ

アの方が体罰などに対して敏感）と見るか、

罰則規定のある通告義務がオーストラリアに

はあるからと見るかは、ここでは何とも言え

ない。しかし、通告義務のない日本では、虐

待が福祉サービスの土俵に上がって来るのは

氷山の一角に過ぎないように思われる。実体

としては、もっと多くの児童虐待が潜在して

いるものと思われ、もし日本にこのような通

告義務が取り入れられた場合、現在の相談件

数を大きく上回るに違いない。

　次に、ビクトリア州の1994年度（1994

－ 95年）の虐待の内訳を見ると、通告総数が

31．619件の内、ネグレクトが11，193件

（35．4％｝、身体的虐待が7，836件（24．8

％）、情緒的虐待が7，255件（22．9％）、

性的虐待が4，036件（12．8％）、その他

が1，299件（4．1％）である。年齢の

分布を見ると、0－4歳が35％、5－11

歳が40％、12－17歳が26％である。

　（図2、3参照）。

　虐待の原因として州政府が考えている一つ

は貧困社会の問題である。オーストラリアで

は失業率が10％を越える，貧困層ではネグ

レクトなどの結果、ストリートチルドレンも増

加しているという。多人種が住む国家で、最

近ではアジア系移民が多い。貧困層の中には

こうしたアジア系移民や先住民（アボリジニ）

が多いようである。次にアルコール中毒者が

親であ6場合、そして精神的な問題を持つ親

が虐待に至る場合が多いという。州政府と強

い関係を持っている民間団体の1つであるセ

ントジョーンズホーム（St．　John’sHomes　for

Boys　and　Girls）の理事長であるエリス氏は、

政府の見解に加え、オーストラリアの離婚率

の高さをあげる。現在オーストラリアの離婚

率は50％を越える。日本の離婚率の0．16％

（1994年度、厚生省大臣官房統計情報部

「人口動態統計」）に比べはるかに高い率で

ある。性的虐待の場合、実子の出生後離婚し、

虐待の種別割合（1　994－95）

図一2

A　Neg｜ect

B－Physical

C－motiona｜

D－Sexual

E－Other

年齢別割合（1994－95）

C

B

A

　　（単位名：％）

t1，tg3　（35．4％）

7，B36　（24．8％）

7．255　（22，9％）

4，036　（12，8％）

1299　（4．1％） 図一3

Φ
合計31，619

　　　　　　　（単位名：％）

A－O－4歳　　　11，066　（35．0％）

B－5－11歳　　12，647（40．0％）

C－12歳以上　7，906（25．0％）

合計31．619



その後再婚した家族で、継父からの性的虐待

を受けた子どもが多いとのことである。

　被虐待児は精神的な傷が深い。人に愛着を

感じないs落ち着きのなさ、家出や暴力、自

傷、性的逸脱行動、犯罪、精神病的症状など

様々な問題を示しやすい。こうした点はB本

における重刻な虐待体験をもつ子どもと同様

と思われる．

　まずビクトリア州の通告義務の導入の経緯

について述べる。1980年後半から性的虐

待が社会的に問題になり教会を中心に通告義

務制度を導入しようという動きが始まった。

またその後2歳の子が虐待の末、殺害された

事件の裁判で、裁判官が「もし通告義務があ

ればこういうことにはならなかった」という

見解を述べ、これを契機に、教会や児童福祉

の専門家たちが州政府に圧力をかけ、1993

年に法令化されるに至った。

　通告義務は子どもに関わる多くの専門家に

課せられることになったが、現在のところ、

過度的段階として、医師、看護婦、警官、教

師がその対象となっている。今後はサイコロ

ジストやチャイルドケアワーカー、ソーシャ

ルワーカーなどにも課せられる予定である。

的・行動的特徴」などである。ビクトリア州

では現在までで10万人ほどの専門家にトレ

ー ニングを行った。

　ビクトリア州政府は各地域にオフィスを設

置し、週末も含め昼間、夜間を問わず、いつ

でも通報を受けられる体制を整えている。通

告数は年間約3万件だが、3分の2が医療関

係者からのものであるという。州政府の児童

保護ワーカーは660人ほどだが、その中の

一部が緊急サービスとして通告を受けている。

　通告を受けたケースの内、約半数の深刻な

ケースについて児童保護ワーカーが調査を行

う。調査の結果、虐待が繰り返されているケ

ー スなどの場合、児童保護ワーカーが児童の

保護が必要と判断し、児童裁判所（Children

Court）に保護の申し込みを行う。そして児

童裁判所での審判の結果、保護命令が下され

ると、児童は政府の保護下に置かれることに

なる。1995年度では通告数が30，100件、

その内調査されたケースは14，870件、保

護の申し込み人数は7，264件、保護命令が

下された件数は3，180件である（図4参照）。

（単位名：人敗｝

　州政府の専門教育課（Professional　Education　20，000

Unit）のワーカーが中心となって、地域のソ

ー シャルワーカーやセラピストなどが、通告

義務対象者である上記の専門家たちに、通告

についての教育を行っている。教育の内容は、

「児童・青年法に基づく通告義務について」

「児童虐待とは何か」　「いつどのように通報　　　馴993－SC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1　　－95
するのか」「虐待が予想される子どもの身体　　　etg95－96

保護の件数 図一4
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4．000
田t位名：人）

保護命令件数

2．000
1989　　90　　9t　　92　　93　　94　　　95　　96

一 カー数の不足などにより、積極的にケース

に介入できずにいる場合がある。

図一5

保護命令が下されたケースについては（図5

参照）、児童を保護し、児童保護ワーカーが

家族を監視することになる。その間、家族内

で再び虐待が起こらないように集中的なサー

ビスが家族に行われる。出来る限り家族のも

とから離さずにケアを行おうとする（Placement

Prevention）が近年の動向であり、オーストラ

リアの児童福祉の重要な価値観となっている

が、家族とともに暮らすことがどうしても無理

な場合、Placementが実施されることになる。

　通告義務が法令化したことで、虐待など児

童が危険な状況に置かれている場合に早期に

介入できるなどのメリットは大きいが、多く

の医師達を中心に問題を指摘する声も上がっ

ている。医師は通告義務がありトレーニング

を受けるが、通告すべきかどうかの判断とし

て、州政符の判断基準の方が、医師としての

専門的、経験的判断より優先されることへの

疑問である。また強制的に通告するシステム

によりプライバシーが侵害される恐れはない

かということである。医師が法廷で証言台に

立たなくてはならないことへの抵抗もある。

次に児童保護システムそのものの問題もある。

それは通告数の増化にシステムが対応しきれ

ないという問題である。つまりせっかく通告

されたのに、報告書の処理に追われ、またワ

　（1）在宅によるケアサービスについて

　被虐待児やその家族をケアする場合、家族

から離さずにケアをする場合と家族のもとか

ら離してケアをする場合とがある。オースト

ラリアでは先述のように出来る限り家族のも

とから離さない方針を打ち出しているため、

在宅によるケアサービスを受ける場合が圧倒

的に多い。中心となるのは親や家族へのケア

サポートである。この場合、児童に何らかの

精神的な問題が生じているときは、精神科医

やサイコセラピストなどの専門家による外来

治療も平行して行われる。

　親へのサポートサービスとしては、未婚の

母親へのプログラム、十代の子どもを持った

親へのプログラム、子育ての不安を抱えてい

る親へのプログラムなど様々なプログラムが

あり、そのほとんどは民間団体のものである

ことは、先の「児童福祉の柱となる家族支援」

の項で述べた通りである。

　虐待する親に対してのプログラムについて

は、民間団体が行っているプログラムと州政

府自身が行っているプログラムとがある。前

者は児童保護協会が行っているもので、Alys

Key　Family　Care　Programと呼んでいる。こ

れに対して後者は虐待が繰り返され、危機的

な状況にある子どもを家族のもとから離すこ

と（Placement）の必要性が検討されたときに

㊥



実施されるプログラムである。これをFami］y

First　Programと呼んでいる／tt以下これら2つ

のプログラムについて述べる：／

一 Aiys　Key　Family　Program－

　11年前から実施されているプログラムで

あるc

このプログラムの目的は、家族自らの力で、

虐待を阻止できるように親としての力を身に

つけることであり、その結果、子どもが家族の

もとで、安全な状態で養育されることである。

　プログラムの対象となる家族は、子どもに

対して虐待が行われている家族であるが、中

には、アルコール常習の親、ドラック常習の

親など深刻な問題を抱えた親も多い。なお性

的虐待者には別のプログラムが用意されてい

る、40％は州政府からの紹介で、40％は

親自ら自分の子どもを虐待してしまう自分に

不安や罪悪感を感じて自発的に相談に来るケ

ー スである：・あとの20％は他の機関、例え

ば医療機関や保健所などからのケースである，

自発的に相談に来たケースは、「子育ての技

術を学びたい」　「自分を変えたい」という動

機が高く、向上するが、州政府からのケース

は、自らを何とかしようという動機も低く、

深刻な家庭状況の中で脅かされている子ども

が多く、扱いはかなり大変とのことである。

　家族は次の3つのサービスから選択する。

一つのサービスを終えて、次のサービスへ移

っていく場合も多い。

①インホームサポート：インホームサポート

ワーカーが家族を直接サポートする。家事や

家計のやり繰りに関した情報を提供すること

や家族が医療、住宅、法律的なことなど、他

のサービス機構を利用できるよう援助するこ

と、また必要な場合は家族の代理人として家

族を擁護することなどが主な内容である、

②カウンセリング：個人でカウンセリングを

受ける場合、家族全員で受ける場合、夫婦で

受ける場合と様々である．カウンセリングの

ねらいは、自尊心を高めることと自分たちを

理解する機会を与えることである。話の内容

は相談者が決めるが、時間と目標は決まって

おりそれに焦点を合わせていく。

③グループワーク：12名ほどのグループで

ディスカッションを行う。週1回2時間のセ

ッションで、6週間から8週間行われる。話

し合いの中から、子育て技術の習得、子育て

に不安があるのは自分だけではないという安

心感の獲得、自信や自尊心の回復、子育ての

喜びを知るなどの体験を得るe

㊥



◎

　プログラムに参加している家族にはケース

マネージメントを行う。これはソーシャルワ

ー カーと心理学者がケースマネージャーとな

り、対象となっている家族を3カ月に1回、

訪問して評価するe家族とマネージャーが責

任を分かち合い、家族と相談して必要な情報

（他のプログラムなど）を提供するe

　3～6カ月間プログラムを受けるのが平均

的で、中には2年間に及ぶ場合もある。精神

障害児をもつ親やドラック常習者などは長い

サポートが必要である。

　介入が必要なケースでも親がサービスを拒

否する場合、とにかくサービスを受け入れる

ようケースマネージャーは最善を尽くすが、

それでもうまくいかない場合など、州政府を

通して法に訴える場合もでてくる。

一
Family　First　Program（家族緊急プログラム）－

　Family　Firstは、　Family　Prevention（家族保

護）や、Intensive　Family　Service（集中的家族

サービス）などとも呼ばれている。州政府の

プログラムである。1991年にアメリカの

シアトルで行われているプログラムをモデル

にビクトリア州に取り入れられた。

　深刻な虐待が繰り返されるなどの理由で、

保護の必要性が検討された場合にこのプログ

ラムが実施される。しかし、このサービスを

受けない場合、あるいはこのプログラムを実

施しても効果の上がらない場合、Placement

が実施される。

　このプログラムの目的は、家族のもとで安

心して暮らせることであり、そのために親の

子育てに対する考え方や信念、方法を変える

ことである。認知行動の変容をはかることで

あるが、例えば、子どもを叱るときに、子ど

もを傷つけるのではなく、違ったやり方があ

ることを学ぶことであるe

　このサービスの基盤になる考え方は以下の

通りである。

①子どもは家にいる権利がある。したがって

Placementは最後の手段である。

②初めから危害を加えようとしている者は少

ない。従って親に対して尊敬をもって接して

いくことが大切である。

③原因を突き止めていくと、必ずどうしてそ

ういう行動（虐待）に出たかが理解できる。

それは文化の違いかもしれないし、生まれつ

き暴力の多い家庭にいたからかもしれない。

④家族に変化が起こるのは、家族と話し合っ

て目標を設定してそれに焦点をあてたときに

起こる。行動に焦点を合わせた目標を3つな

いし4つ設定することで、家族の変容が生じ

る。認知行動療法的発想である。

　家族に対してなるべく多くのサービスを提

供することになるが、すべてのサービスにつ

いて、家族がセンターに来なければサービス

が受けられないというシステムではなく、ワ

ー カーが家族のもとに出向いて、サービスを

提供するのが大きな特徴である。またプログ

ラムを受けている間は、家族は政府の監視下

におかれ、この間に子どもが何らかの危機状

況に再び陥った場合、緊急連絡し、すぐに保

護されるシステムになっている。さらに家族

からサービスのニーズが生じた場合、24時

間いつでもすぐに提供されるのもこのプログ

ラムの特徴である。

　プログラムは4～8週間行われるが、1つ

の家族に対して1人のワーカーが週に平均し



て15～20時間関わることになる。ワーカ

ー はカウンセリングや家族療法、そして一般

的な実用的サービスを行う。実用的なサービ

スとは、宿泊できる家があるか、暖かさが保

たれているか、食事はとれているか、清潔か

などを調査し、物品の提供などの文字通り実

用的なサービスを行うことである。こうした

基本的な環境が整った上で、カウンセリング

や家族療法、認知行動療法的なアプローチな

どを行い、親の認知行動に変化をもたらして

いくのである。プログラムにはなるべく多く

の家族成員が参加するように働きかける。

　ワーカーの心得として、家族に敬意を払う

ことを忘れてはいけないという，　「我々はボ

スではない。家に行っても命令するのではな

くお願いする姿勢が大切」と考えている。

　ここで問題となるのが、州政府の”プログ

ラムの成功”の判断基準は、単に子どもが家

族と一緒に住んでいることを指しているとい

うことである。虐待が起こる可能性をはらみ

ながら、たとえ不安な状況であっても、何も

起こらず一緒に住めていれば成功であるとの

判断には疑問を投げかけるワーカーは多い。

やはり安全性の理由から、子どもを家族のも

とから離して保護することも必要なのは確か

であると考えているワーカーは多いようだ。

（2）Placementによるケアサービスについて

Placementには近親者の親に変わってのケア

（Kinship　Care）、里親ケア（Foster　Care）、

ファミリーグループホーム、施設ケア（以上

の2つがResidential　Care）、一時保護施設

（Secure　WeLfare）があり、近親者によるケ

アや里親ケアが主流となっている。オースト

ラリアではPlacementの総数12．273人の内、

近親者によるケアと里親ケアを合わせての割

合が79％で、グループホームや施設ケアは

20％しかいないことはすでに述べたが、我

が国のように施設ケアがほとんどの現状から

すると驚くべき数字である。

　被虐待児でPla㏄mentに至る児童は深刻な

虐待を受けて来たケースである。当然それに

よる心理的な傷は深L㌔基本的信頼感の欠如、

攻撃的衝動のコントロールのなさ、過剰な甘

え要求、逸脱行動の激しさなど、ケアする上

で困難な問題を抱えた子どもが多い。それで

も多くは里親ケアから始める。里親は募集の

上トレーニングを受ける。思春期・青年期の

●●●●●●●．．●・・．●●．・●・…　　　．．．．・・・・・・・…　　　．・・．●・．・・●●．・●●●●・◆

メルボルンのヒルトンホテル隣のバーのマスター

は日本びいき。日本語を勉強中で、片言で話しか

けてくれ、すぐに仲良くなった。会話も盛り上が

り、ビールをおごってもらい、私は日本手ぬぐい

をあげました。国際交流に乾杯。

元来の酒好きと、良き仲間を得て、夜は主にビー

ルッアーの渦の中でした。

オークランドの場末のバー、ホテルのラウンジな

どビールと聞けば飛んで行きました。良き友、良

き空気、そして良きビール、私の腹まわりと同じ

く一生涯の財産となりました。

・

・

●

●

●

・

・

●
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子どもたちは、症状や問題行動はより激しさ

を増す。したがって里親になりたがる人も少

なく、里親探しは困難な状況になるという。

また里親との生活の申で破綻を来たす場合も

多いという。そして里親がだめとなった場合

になって初めてファミリーグループホームや

施設ケアを受けることになる。

　ファミリーグループホームは1970年代

から80年代にかけて大規模施設に取って代

わり、広く普及していった施設形態である。

地域のごく普通の家で、コッテージペアレン

ツ（夫婦）が1日24時間、4～5人の児童

をケアするもので、夫は働きに出るのが普通

であった。しかし被虐待児を中心とした不適

応児童の増加に伴い、スタッフの専門性が求

められるようになり、現在は、3人のスタッ

フの交替制で、専門トレーニングを受ける時

間を確保できるようになっている。またここ

3年間で23あったのが11に減っている。

出来る限り家族から離さない方針と州政府の

福祉財政の削減からであることは既に述べた

が、政府は全てのファミリーグループホーム

の廃止を予定しているという、

　里親ケアでもファミリーグループホームで

もうまく行かない場合、最終段階として施設

ケアがある。ビクトリア州では男女それぞれ

を対象に2つずつ、現在4つの施設しか残っ

ていないが、ここでは高品質のスペシャリス

トサービスが提供されることになる。

　ケースの流れを振り返ると、まずは在宅か

ら始まり、里親ケア、次にファミリーグルー

プホーム、最後に施設ケアというようになる。

「ケアの連続性」という当たり前になってい

る考え方らしいが、　「ここでだめなら」式の

措置には疑問を抱かざるを得なかった。出来

る限り家から離さないという方針と財政難に

よるものと思われるが、児童と家族の問題や

状況に応じた適切な処遇場所を選ぶべきもの

のように思う。さらにスペシャリストサービ

スが提供できる施設が必要となる児童は、被

虐待児を中心に実際には非常に多く、政府の

施設閉鎖の方針とのギャップは否めない。福

祉の現場の声として、政府の方針が行き過ぎ

たと感じているワーカーは非常に多く、施設

ケアの重要性を改めて痛感させられる。しか

しこのような政府の政策によって、家族に対

して濃密なサービスが行えるようになったこ

とは事実で、プラスとマイナスの両面を心に

留めておく必要があろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　（増沢）

　　　　ソーシャルワーカーの専門性

　　　　と育成について

　社会福祉に携わる者の資格や専門性につい

て述べる。国の定める資格はソーシャルワー

カー（Social　Worker）とユースワーカー（Youth

Worker）の2種類がある。そして、ピクトリ

ァ州独自の資格として、チャイルドケアワー

カー（Child　Care　Worker）がある。上記の

資格の取得方法であるが、以下に示す通りで

ある。

ソーシャルワーカー：4年生の福祉系の大学

にフルタイムで通学し、学位を取得する。

ユースワーカー：TAFE（高校卒業後に通

う福祉系専門学校のようなもの）に3年間フ

ルタイムで通学し、学位を取得する。

チャイルドケアワーカー：TAFEに2年間

●



フルタイムで通学するか、時間のある時にそ

れに相当する期間通学し、大学に準じた証明

書を取得する。

　上記の3つの資格の取得に対して、国家試

験等が実施されるかというとそうではなく、

学校の卒業試験がそれに相当する。そして、

在学中に、何らかのプロジェクトに参加する

ことと3カ月の実習を行なうことが必要とさ

れている。

　しかし、資格以上に、子どもとの関係を築

ける能力など、各々の持つパーソナリティー

が重要であるという。また近年、被虐待児な

ど重い障害を持った子どもが増加し、そのケ

アは非常に難しくなっている。里親やグルー

プホームのケアギバーなどに、難しい子ども

を扱う上での専門性が求められるようになっ

て来ている。気持ちややる気はあってもその

技量を問わねばならない時代を迎えたと言え

よう。

　そのため、州政府や民間福祉団体はそうし

た技能を身につける研修の充実を図っており、

各々の取り組みをしている。

　オーストラリアの福祉政策を推進する上で、

ソーシャルワーカーの力がそれまで以上に重

要であることは、以上述べて来た報告を振り

返れば、誰しも異論の余地はないと思う。日

本よりはるかに濃密な形で行われている児童

の保護や家族支援を先頭に立って実践してい

るのは、州や民間のソーシャルワーカーを中

心とした福祉従事者であり、その貴任と労力

は計り知れないものがあろうと痛感する。勇

気と責任感とタフさが要求されるとともに、

プログラムの開発などアイデアや専門的知識

も要求される。また通告数の増加に伴い、支

援する家族も当然増加しているが、ソーシャ

ルワーカーの数はそれに追いつかず、1人の

ワーカーに求められる労力は、年々高まって

いる。しかし、待遇面や社会的地位という面

では、それに相応して決して高いものとは言

えない。彼らを支えているのは、宗教心に裏

付けられたボランティア精神であり、自尊心

と誇りを持って仕事に携わっているようだ。

　資格を最優先することに重点を置いた日本

の中で、マンパワー問題を問う作業が盛んに

行なわれている。資格をとって地位が与えら

れればそれで良いという人は、その取得のプ

ロセスにおいて、一番肝心な人格を育てると

いうことを見落としてはいまいか。福祉がな

ぜ必要で、何のために我々は働いているのか、

その根底にある動機を見つめ直す必要がある

のではなかろうか。今回の研修を通して、ふ

とそんなことを感じてしまった。

　　　　　　　　　　　　　（木塚、増沢）

●



　オーストラリアの児童福祉サービスは、家族支援が中心となって来たが、この施設はその

家族支援が中心の業務となっている施設である。以前は0～7歳までの乳幼児が入所して生

活する施設であったが、現在はそうした機能はなく（現在オーストラリアに日本の乳児院に

あたる施設はない）、O～7歳までの子どもが家庭で安心して養育されるよう家族をサポー

トしていくための様々なサービスを提供する施設に変わっているe

　サービスの内容としては

　・生活必需品から本やビデオ、玩具など子育てに必要な物品の貸し出し

　・虐待など子育てに問題のある母親へのサービスプログラム

　　　在宅の訪問サービス

　　　ファミリーファーストプログラムなど

　・知的障害や身体的障害をもった子どもをもつ家族へのサービスプログラム

　・行動に問題のある子どもを持つ家族へのサービスプログラム

　・親子での宿泊プログラム

　・託児保育

　・児童へのスペシャリストサービス

　（以上については日V．児童福祉の柱となる家族支援」を参照のこと）

　メルボルンにはこうしたセンターが4ヵ所あるが、ここが中心のオフィスである。4カ所

で400名のスタッフがおり、家族のサポートを行っている。スペシャリストサービスにつ

いては心理学者、サイコセラピストが専属スタッフとしておりこれにあたっている。建物は

中心の棟と親子宿泊棟、そして託児施設がある。どれも石作りの重厚な建物である。1925

年に実業家が寄付をした建物であり、それを改良して、先述したようにベビーホームを経て、

今日のセンターとなっている。

　中心の棟にはプレイセラピーを行うプレイルームがあったが、本来ならば3つに別れるべ

く部屋が家具などで仕切って1つに統合されたような雑然とした部屋であった。

　在宅のまま家族をサポートしていくことも限界はある。どうしても子どもを家族から離し

て保護しなくてはならない状況も出てくる。そのため州政府の児童保護ワーカーとは充分に

連携をとって業務にあたっている。

団体名Canterbury　Family　Centre

訪問日時　96年10月9日　午前9時

㊥



所（E地

設．ウニ年

不ll用対象

19Canterbury　Road　Camberwell　3124　Vict（，1・ia　Allstral桓

1928年
Ot’～7t’

　それまでは人所施設として機能していた施設が

ターとして生まれ変わって

いる事実を知り、果たして

日本の施設も、家族支援．が

求められる中、このように

変わっていくのだろうか、

あるいは変われるものなの

だろうか、大いに考えさせ

られた．それまで施設で働

いていたチャイルドケアワ

ー カーたちの多くが、ファ

ミリーサホートワーカーと

して生まれ変わっていると

いう．こうした変化に戸惑

うどころか、その政策を充

分にF2似：し、

驚かされた．

われている

、地域に根差した家族支援サービスのセン

《

富豪の実婁家が寄付したカンタペリーセンターの立派な建物

　　　　　　トレーニングを受けて、白信をもって家族支援に携わっているワーカーの姿に

　　　　　　日本人は旧態依然とした形態にいつまでもしがみつこうとする民族であると言

　　　　　　どちらが是か非かの判断はゆだねるとして、家族が求めるニーズに対して、そ

れまでのありようにこだわらず、必要なサービスを柔軟に提供していく姿勢は学ばねばなら

ぬところと言えよう

2．ツラーナ少年司法センターとプロスナンセンターについて

Juvenile　Justice　Centerlま、犯罪少年（10歳から17歳まで）のための入所、および更生を

目的とした州政府の施設である　殺人やトラック、売春など犯罪を犯した少年は、1．｜本と違

って児童福祉の領域で扱われる・ユ989年に「児童・青年法」が制定されるまでは，こう

した少年たちと要保護児童〔犯罪を犯したわけでない｝とが同じ施設でケアされていたという

この法律制定を機に別々に施設でケアを受けることになった　そこで川来たのがこの施設で

ある．15歳以ヒの男1一の施設（MJJ）と10歳以ヒの女子の施設｛チズムユニ・・ノ1・）、

及び10歳から14歳までの男1’・の施設げラノドマンユニット）の3つに分かれている

●



　MJJは高い塀で囲まれ、青々とした芝生の広大な敷地に生活棟や訓練棟などいくつもの

棟が整然と建っているc．この空間に入るための入り口は1つで、2重のドアを越える必要が

ある。1つのドアが空いているときはもう1つのドアは絶対に開かないシステムになっている。

どの棟も新しく、中の設備は充実している。職業訓練のための様々な教室があるが、このよ

うな施設ではよく見られる木工室や金工室はもちろんのこと写真画像室、コンピュータグラ

フィックができる教室、プール、ウェイトリフティングジムなど非常に多彩であり、それぞ

れの専門家が教えに来てくれている。生活棟は個室と4人部屋に分かれている。簡素なベット、

机、ロッカー、シャワー室がある。外から中の様子は良く見ることが出来、必要最低限の物

品がおかれ、殺風景な印象であった。

　これに比べ、女子の棟は、塀ではなく網で、施設の建物も一般の家のように家族的雰囲気

をもっている。部屋の中も物品が多く、豊かな印象である。規則も男子より女子の方がずっ

とゆるいそうだ。日本の施設で職員が頭を悩ましている茶髪とピアスも女子はOKとのこと

である。さすが女性上位の国と驚いたが、これは一種の差別ではなかろうかとも思った。プ

ラッドマンユニットもチズムユニットに似た雰囲気をもっている。見学の際、ちょうど学習

時間で、食堂に集まって家庭教師がついて勉強をしていた。日本の養護施設の学習風景とな

んら変わらない雰囲気である。

　これらの子どもは、すべて裁判所の判決によって入所し、入所期間も決められている。

　この施設を出た後、地域にいかに復帰していくかが問題となる。このサポートを行ってい

るのが、民間の施設であるBrosnan　Centerである。犯罪を犯した子どもたちの多くは、家庭

が崩壊しており、退所後帰る家がない場合は珍しくない。そのため行き場のない子どもたち

は再び犯罪に手を汚してしまうことになる。こうした子どもたちと関係をつなぎ、地域に復

帰できるようサポートするのがこの施設の役割である。職探しや住居捜しなど具体的なサー

ビスから、山登りや冒険キャンプ等のイベントの企画実施を行っている。こうした活動を通

して、子どもたちを物的、精神的にサポートしているのである。また犯罪を犯した少年とそ

の家族を中心としたファミリーグループカンファレンス（「皿．オーストラリアにおける児童

福祉の概況の2．児童に対するサービスの体系」参照のこと）はここで行われる。

　今回見学した際、ワーカーとここを利用している子どもたちが、どちらがスタッフなのか

見分けがつかないほど打ち解けている光景にまず感動したc退所した子どもたちにとって、

ここが大きな心の居場所となっているのだろうなと感じられた。こうした施設が民間から起

こり、その必要性を政府に認めさせて運営しているという事実に頭が下がる思いがした。ま

たこの施設が町の隅にひっそりと建っているのではなく、大通りのど真ん中にどっかりと建

っているのには大いに驚かされた。日本にこうした施設があるのだろうか。犯罪少年に地域

がどれだけサポートできているのだろうか。目を背ける風潮がなかろうか。日本を振り返っ

たときに悲しい思いがしてきた。
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団体名

訪問日時

li斤在地

定　　員

期　　間

Turana　Juvenile　Justice　Centre

96fF　10月811　41　，・　B’i］’911．？

900Park　St．　PARKVILLE，3052　Victoria　Australia

男．主乞60名、　女一1「’5名

3カn～3｛ドまでだが、裁判所の判決によって決まる：＝

網が張りめく「らされたツラーナ少年司法センター

　
『 1

町のまん中にあるフロスナンセンター．

団体名

訪問ll時

i」斤在地

設立年
利川対象

運営費
職　　員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ．ロスナンセンターで説明を受ける．

Brosnan　Centre

96fli・10日81：1　’Til〕il「11H芋

291　Svdnev　Road，　Brunswick，　PO　BOX　284　Brunswiek　3056、

yごict‘，ドia　 AUstrUlia

1977年
17才から（ユーストレーニングセンターをlll㌔所した肖L少年）

政府からの資金、寄付金

ユースワーカー4名、　f也にスタ．ソフ
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団体名

訪問日時

所在地
施設種別

活動内容

Department　of　Human　Services

96年10月7日　午前9時

20th　Floor，555　Collins　Street　Melbourne　3000　Australia

ビクトリア州政府の機関

・ 州政府の機関で日本の厚生省にあたる。

・ 高齢者ケア、医療、地域サービスに大きく分かれる

・ 児童の福祉に関しては

（1）児童保護システムの管理、運営として24時間の通報の受付、調査、保護

　の要請。

（2）Professional　Education　Unit

　医者・看護婦・警察官・教師など通告義務のある専門家を中心に、虐待に

　　ついての知識、法律、通告についてトレーニングを企画実施する。

（3）入所施設の運営

　　Juvenile　Justice　Center、　Secure　Welfare

団体名
訪問日時

所在地
活動内容

St．　John’s　Care－Force

96年10月7日　午後2時
2A　Chelmsford　Street，　Greythorn，3104　Melbourne　Australia

フォスターケアに関する、中心のセンター

・ フォスターファミリーを捜す

・ フォスターファミリーのトレーニング

・ アセスメント

・ マッチング

・ ファミリーサポート

・ シアルドファミリーケア（障害を持っている子どものケア）
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団体名
高方「苫lrl［1寺

所在地

活動内容

Christian　Brothers　Child，　Youth　and　Fami｜y　Services

96fF　10月8日　’1㌦i※1‖芋

おtFloor　85　Paislev　Street　F《｝otscra、・3011　Melboume　Australia

人所施設に関する巾心のセンター

クリスチャンプラザースチャイルド’ユース・アンド・ファミリーセンターで．

団体名

訪問日時

所　在地

St，　John’s　Homes　For　Boys　and　Girls

96年10月9「1　’1”｛妾1日聯

BBalwvn　R‘）ad、　Canterburv　3126　Victoria　Austi・alia

エリス理事長をかこんで、セント・シ∋一ンズホームの前で記念撮影，

●



設立年
職　　員

運営費

活動内容

1921年（孤児院としてスタート）

約200名（うち80％が女性）

年間約700万ドル

（74％が州政府、26％が催事から得られる収益）

Children’scottage（チルドレンズ・コテージ）

Foster　care（フォスター・ケア）

Family　support　service（ファミリー・サポート・サービス）

Youth　program（ユース・プログラム）これについては以下に説明する

一　Youth　Programについて一

予　　算　年間150万ドル（80％が州政府から）

スタッフ　25名

利用者数　現在90名（Residentialもそうでない人数も含む）

プログラム

　①地域の人に家を提供してもらい、青少年の世話をしてもらう。少額ではあるが、実費が

　　支給される。

②Residential　Youth　Program

　扱うのが難しい子を対象とし、職員が24時間週7日体制で対応する。

　家に戻すことが目的）

③SpPort　Housing　Program

　ある住宅にボランティアが居住し、そこで3人くらいの青少年と住む。

④Adolescent　SupPort　Program

（なるべく早く

現在、親と同居しているがこれから別居しそうな青少年を対象とし、青少年と家族にサ

・一・ ビスを提供して問題を解決し、同居を維持するようサポートする。

（栄、増沢）
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ll≡児童福祉施設の将来の在り方を探る

　日本の児童福祉制度の基調となる児童福祉

法は、制定され50年を迎えようとしている

が、この間日本人の価値観やライフスタイル

は多様化し、家族形態も変化した。親族関係

や近隣関係も希薄化ないし崩壊した。結果と

して母親の育児負担を増大させ、子育て支援

が重要な社会的課題となっている。また、「児

童保護」から「児童福祉」へ、さらに「児童家庭

福祉」的な方向が求められており、「子ども家

庭サービス」（Child　and　Family　Services）

へと施策の名称も内容も変わろうとしている。

　児童福祉制度は、ここ数年、各児童福祉施

設、全国社会福祉協議会、行政等さまざまな

部門で協議・検討が活発に行われている。今

国会に児童福祉改正法案が提出されようとし

ている現在、再編成に向けての現場サイドで

のもう一歩踏み込んだ議論、意見調整が今一

度なされなければならないと考えられる。

【掌叢議幽祉）
　両国共に、児童福祉は孤児対策に始まり、

非行問題への対応、施設の大規模化の反省よ

り、小規模化、家庭に近い形としてのファミ

リーグループホームへの移行を経て、里親ケ

ア主流へと変わっていった。この間、両国と

もに経済状況がきびしくなり様々な経済政策

が実施されたが、思うような回復は見られず、

苦悩している状態になる。その結果行政改革

を余儀なくされ、公務員の大幅削減や福祉予

算の切り詰めが、里親ケアを申心とする流れ

を後押ししたと言える。ニュージーランドで

は1989年の「児童・青年及び家庭法」の

制定や、オーストラリアでの1989年「児

童・青年法」の制定により、家族支援が中心

の福祉サービスとなってきた。施設やグルー

プホームなどは次々にに閉鎖され残っている

のはごくわずかである。

Placement　Preventionの考えの下、ぎりぎり

まで家族のもとに子どもをおいてサービスを

提供してきた。しかし被虐待児など心に重い

傷をもつ子ども達への対応は在宅ケアでは十

分でなく、問題が解決できないばかりか、問

題を先送りしている傾向も出て来た。　「処遇

の連続性」の名のもと在宅→里親→ファミリ

ー グループホーム→施設と子どもが年齢を重

ねつつ回されていく傾向にあるようだ。我々

が訪問した際、施設を必要としている子ども

が実際は相当数いて、施設入所も含めた、機

関によるサポートやケア・問題解決が必要で

はないかと、ソーシャルワーカーから述べら

れていた。

［2，我が国の児童福祉改革の動註

　児童福祉法制定50年という節目に向けて、

法改正への審議が始まっているが、行・財政
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改革ともあいまって厳しい状態である　これ

までの間、小さな改iEは行われたもののニー

ズにF分対応したものとはいいがたい状態で

あった．児童福祉から児童家庭福祉へ、1情

て支援から子育て家庭支援へと、考えh－、視

点が変わってきている．

　法改正に向けてそれぞれの分野での検討や

論議がなされており、各種別施設協議会の動

きについてみることとする．

工全国養護施設協議会

　昭和55年の第34回全養協大会において

　「養護施設の展望についての学習会」を実

　施　その後昭和59年度「今後の養護施設

　のあり方研究会」そして「養護施設制度検

　討特別委員会」　「制度検言士小委員会」等で

　調査検討が行われ、近年では平成7年219

　に「養護施設の近未来像」が川され、施設

　体系の抜本的な見直しと、新たな養護体系

　の構築の方向が示されている

巳全国乳児福祉協議会

　組織的取り組みが他と比較して早く、昭和

　50年に、調査研究委員会を中心に「乳児

　院のあり方プロッジェクトチーム」を発足

　させている　昭和63年には「新しい乳児

　院のあり方を考える」を提出　そして平成

　3年には「乳児院における施設機能拡大調

　査結果報告」を受ば「乳児院の将来構想に

　ついて一地域における子育てセンター化」が

　平成8年には「21世紀の子どもを含む子

　育て支援センター（乳幼児ホーム）」構想

　が山されている

づ全匡1母子寮協議会

　昭和40年代の第18回人会で「これから

　の母子寮のあり方をめざして」が出され、

　その後全母協では、昭和54年に特別委員

　会報告、昭和60年に基本問題検討会報告

　を～｝’1している

　」こ成2年「これからの母了寮の基本的方向」

坂井さんを中心に研修テーマの

　　　まとめを行う団員

●



　平成4年「地域の子育て家族支援方策」

　平成5年「母子寮の機能」

　平成6年「21世紀をめざす母子寮づくり

　：家庭・家族福祉の拠点をめざす」と連続

　して将来像を提言している。

④全国情緒障害児短期治療施設協議会

　平成5年に、施設のあり方について「提言」

　をおこなっているが、種別施設協議会の各

　種提言の中では最も大胆な再編成を含んで

　おり、「弓掛レポート」そのものとも言える

　内容である。その後は平成8年に「児童福

　祉施設の近未来像（試案）」を発表した。

⑤全国虚弱児施設協議会

　取り組みは必ずしも早いものではなく、平

　成6年に虚弱児施設制度特別委員会が発足

　してから、集中的審議を経て平成8年に委

　員会報告として「子ども健康福祉センター」

　構想の提言を発表している。

⑥全国教護院協議会

　平成7年教護院のあり方委員会を設置し平

　成8年に「21世紀の教護院」を発表して

　　　…　　　．・…　　　◆●・◆●◆●●●・…　　　．・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
：ヘビースモーか（4名）にと・て、機中、：

i8曇綴1鑑罐1；÷’1
　．　●■　■　■　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　■●　■　■●　●　■●　●●●　・

　いるが内容は教護院の枠内での検討で、掲

　げられる事業も再整理にとどまっている。

⑦保育関係団体

　保育ニーズの変化の中で、将来の「保育に

　欠ける」子どもを支援対象にした措置児中

　心の保育から、地域のすべての子どもや家

　庭を対象にした地域の子育ての拠点へと転

　換していった。

　全国保育協議会では、平成4年に「新しい

　時代の保育所のあり方に関する検討委員

　会」を設置し、平成5年に「夜間保育事業

　に関する検討会」および「保育制度等に関

　する研究委員会」を、平成6年には「保育

　所の運営改善に関する検討委員会」を設置

　し、平成7年に「エンゼルプランとこれか

　らの保育所の運営改善」を報告しているt

⑧全国社会福祉協議会

　施設改革に積極的にのりだすのは、行政改

　革の最中の昭和57年に「施設制度基本問

　題研究会」を設置し、昭和58年に「新た

　な福祉施設活動の展開」を発表。そこでは、

　新たな福祉ニーズに対応する施設機能のあ

　り方、民間社会事業のあり方と措置制度の

　見直しについて大きく2つの問題提起がな

　された。その後、昭和61年に「社会福祉

　改革の基本構想」を発表。平成3年「児童

　福祉法制改革の方向と課題」を報告。特別

　委員会の議論を受け平成6年に「児童福祉

　施設のあり方委員会」を設置し、平成7年

　に「児童福祉施設再編への提言」発表して

　いる。

●
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0児童福鵬に向1π

　「現行の児童家庭福祉体系の見直しについ

て」が児童家庭局長名で平成8年3月に出さ

れており法改正の具体的課題として3つの柱

が上げられている。

①要保護児童施策体系をめぐる状況一従来の

　要保護児童対策に加えて、いじめや不登校、

　虐待や自立できない子どもへの対応、地域

　や家庭への支援が経済社会の状況に応じて

　なされなければならないとされている。

②児童保育施策をめぐる状況一女性の社会進

　出や就労形態の多様化による保育の多様化

　を指摘し、保育の質の向上や小学校低学年

　の放課後に関する施策へのニーズが増大し

　ており、充実が求められる。

③母子家庭施策をめぐる状況一母子家庭の自

　立支援に有効となるような見直しが必要と

　される。

として、それぞれについて課題を上げ、中央

児童福祉審議会に特別委員会（基本問題部会｝

を設けて検討するとしている、，

視点的には

　・保護施設から支援施設へ

　・児童福祉から児童家庭福祉へ

　・私的養護から社会的養護に

　・家庭代替え機能から家庭養育機能へ

昨年の人口統計では合計特殊出生率は1．42と

なり出生数も119万人弱となっている、少

子化要因としては、一般に結婚や出産に関す

るラィフスタイルの変化と子育てに関する負

担感の増大が上げられる。

児童福祉施設再編への提言（平成7年全社協）

では、再編の必要性を述べるにあたり現在か

かえている課題を2点から述べている。

人所ニーズの変化

　・入所児童数の減少

　・複雑な問題を抱えたケースの増加

　・問題行動を抱えた子ども（高齢児童）の増加

　・境界領域の子どもの増加

　・家庭支援サービスの必要性のあるケース

　　の増加

施設の抱えている課題

　・専門性

　・スティグマ

　・f云統的職務体制

　・施設単位とケア単位

　・アフターケア

　・制度的課題に関わる諸問題

　　　これからの児童福祉施設

　　　のあり方

①要保護児童の範囲

現行法では児童の年齢は18歳未満となっ

ているが、社会的自立を考えた時、20歳

までは措置対象とすべきであり、教育等も

考慮すれば22歳までの措置延長の道は必

要である．家庭養育機能の低下への対応も

積極的に行うことが求められる。



②児童福祉施設の再編

　要保護児童福祉施設は、センター機能を持

　った総合的施設と協働作業者としての専門

　的施設に分類されていくことになるだろう。

　総ての児童への対応を基本としながら、社

　会的ニーズ（虐待、不登校、いじめ等）に

　答えるためには思い切った決断と実行が迫

　られているのである。

③ケア単位の小規模化

　施設は集団生活を活用しながら、個性を尊

　重したケアの実現を目指しているが、とも

　すると施設という集団機能の方が重視され

　る傾向に陥ってしまう場面が無いわけでは

　ない。本来そこは個人の自己確立や自己実

　現の援助をする場所でなければならない。

　子どもが自分は大切な存在なのだと認識さ

　れるような生活が送れなければならないの

　である。

　施設単位は職員全員の目の届く規模が一つ

　の単位と思われるが、機能や設備等を考え

　ていくと限界がある。ケア単位の小規模化

　の方向が実質的には求められるところであ

　る。その視点でグループホームは進められ

　ていく方向にあるが、それに加えて担当複

　数制やグループ担当制の視点が必要となっ

　ている。またケアの連続性や、ケア基準の

　作成・公表、人所児童の声が直接伝わる機

　構の整備が必要である。

④里親・里親型グループホームケア促進への

　協力・援助

　里親制度の拡充と、多様な里親（乳児里親、

　自立支援里親、週末里親、一時里親）への

　施設機能によるバックアップが必要であり、

　施設と里親との協力による子育て支援の施

　策の策定が必要である。

　国民性等の理由によりわが国の里親養護は

　施設養護の一割程度である。施設養護と里

　親養護との関係や関連、それぞれの特徴を

　尊重しながら、子どもの福祉という視点か

　ら共に研究や実践の積み重ねをして行かな

　くてはならなL㌔

⑤在宅福祉サービス

　これからのポイントとなるものである。収

　容から利用へ、そして子育て家庭支援セン

　ターへと変わって行こうとしてる。しかし、

　行政、他施設や機関、関連部門との連携な

　しには考えられないし、家庭支援サービス

　（在宅サービス、通所サービス、緊急一時

　保護サービス、入所サービス）は、地域か

　らの理解も必要で、機能面だけではなく地

　域の人的な資源の活用も重要となってくる。

　特殊な事柄、困難を伴う事例、法改正まで

考えなくては対応不可能なものも数多くある

が、実践の評価、反省を含んだ積み上げが必

要であり、困難にチャレンジして行くファイ

ティングスピリッツを忘れてはならない。こ

れは職員だけでなく、施設長会の取り組みに

期待するところ大である。

①虐待問題への対応

　抜本的な法改正が求められており、緊急性

　の高い問題である。虐待の通告・緊急一時

　保護・入所措置については早期に通告シス

　テム作りがなされ、保護が可能な処置が図

　られる事を期待する。親権や親権代行に関

　わる部分についても速やかな取り組みが求

　められる。
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②自立支援

　資本主義社会の中において、子ども達がい

　かに自立し、国の明日を担うようになるか

　は、いかに適切な時期に適切な援助が必要

　に応じて受けられるかが問題であり、多様

　なニーズに対応するプログラムが準備され

　なければならない。

③児童の権利擁護

　児童は一人一人の人格者として発達が保障

　されるために、国がその基準となる環境整

　備などを準備し実施する必要がある。我々

　福祉に関わる者は、児童の権利を守り、児

　童の自己実現へ向けて絶え間ざる援助を行

　わなくてはならない。

評価は、対象者の生活を向一ヒさせ、そして施

設の質を良くする。

（2）福祉情報

行政の情報については開示されて行く方向に

なってきているが、まだそれはほんの一部で

あり、福祉施設においては、プライバシー等

の問題もあり限られた内容である。施設は地

域にあってもなかなか理解してもらえず、特

殊な場所と見られているところが多い。施設

のもつ機能が理解されずまた利用されないで

いることは、社会にとっての損失である。

　森本佳樹氏は、ソーシャルワーク研究の

　r福祉情報」とその種類を①ニーズ情報②

　サービス資源情報③処遇情報④参加情報

　⑤運営・管理情報とに分類している。

（1）評価

評価には、自己評価と外部評価がある。施設

においては、処遇目標・年間指導計画等必ず

作成されなければならないものと、特別に指

導目標を作成するものがあるが、それらの目

標や計画の結果が外部より評価されること、

そして公表されることはほとんどない。

児童以外の業種では、特別養護老人ホーム

・ 老人保健施設サービス評価事業が平成5年

度より実施され、

　①具体的な共通の目標ができたことにより

　職員の意識向上が図られた。②評価委員の

　助言を受けることによりサービスの向上に

　役立った。③評価結果の公表により、施設

　の地域開放になり、施設の理解が深められ

　他施設の参考になり、かつ刺激になってい

　ることが上げられている。

0確からみえてくるもの

　ニュージーランド、オーストラリアの児童

福祉においては、財政上から、行政改革、福

祉予算の切り詰め、法改正等が行われた。そ

の結果、家庭で生活することが良いとの施策

が実施され、日本で言うところの児童養護施

設は次々に閉鎖されていった。しかし日本の

現状を考えてみると、虐待や心にダメージを

受けている子ども達が入所して来ており、処

遇の困難さに直面しているcまた子どもが入

所にいたるおもな理由は家庭環境に起因して

おり、複雑なケースも増加している。問題発

生の家庭に子どもが帰るには、現行の施策の

みでは、はなはだ不備である。

　ニュージーランド、オーストラリアにおい
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ても、今の状態は、「少しいき過ぎの感はあ

る」との発言があり、大規模施設（定員200

名）養護からグループホームへ移行し、それ

から法改正が行われ急激にフォスターケアへ

と変わった。そして今それだけでは対応しき

れないという現実に直面している。

　B本においても「児童福祉法」制定50年

の節目の年に向け、法改正へ向けて動き出し

ている。現行の児童福祉施設体系では、複雑

化・多様化する児童福祉ニーズへの対応は十

分ではなく、児童福祉施設の再編も含めた議

論がなされているところである。方向的には

ウエルフェアからウエルビーイングへ、子育

て支援から子育て家庭支援への考え方である

が、安易な施設閉鎖による実現ではなく、現

状を踏まえたうえでの家庭支援の強化が必要

である。

　超高齢化、少子化、出生率の低下等の状況

を考えたとき、21世紀を担う子ども達への

支援は早急にして重大な課題である。この時

期に福祉先進国を訪問した我々は、そこでの

問題点や課題を認識したうえで、今のそして

これからの児童福祉、社会福祉にたいして声

を上げていかなければならない。そして福祉

改革が行われているこの時、子どもの権利保

障の視点で参画していかなくてはならないこ

とを実感した。

　　　　　　　　　　　　　　（坂井・窪）

※以下に昨年12月に出された「中央児童福

　祉審議会基本問題部会中間報告書」を参考

　までに記載しておく。

1中央児童福祉審議会基本問題部会

中間報告書について

1．審議の経緯

○児童福祉法は昭和22年に制定され、制定後

　50年を迎えようとしているが、現行の児童

　福祉法を中心とした児童家庭福祉制度につ

　いて、新しい時代にふさわしい質の高い子

　育ての環境づくりを目指した制度として再

　構築を図るため、中央児童福祉審議会に基

　本問題部会（部会長　江草安彦）を設け、審

　議を開始。

○基本問題部会では、当面まず取り組むべき

　課題として、

　①児童保育施策

　②要保護児童施策

　③母子家庭施策

　　の3本の柱に即して審議し、今般、

　①「少子社会にふさわしい保育システムに

　　ついて」

　②「少子社会にふさわしい児童自立支援シ

　　ステムについて」

　③「母子家庭の実態と施策の方向について」

　　として、それぞれ、中間報告をとりまと

　　めた。

2．基本問題部会の開催状況と委員

○基本問題部会は、本年3月13日に設置され

　て以来、これまで14回審議。

　　（この他、部会の下に、要保護児童施策に

　ついては児童自立支援専門調査会を、母子

●
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　家庭施策については、母子家庭自立支援専

　門調査会を設け、それぞれ5回ずつ開催。

○基本問題部会委員

　（別紙）のとおり

3．中間報告の概要

○報告の概要は、次のとおり。

1「少子社会にぶさわしい保育システム
について」　（中間報告）　（概要）

1子育てをめぐる現状と今後の保育の方向

　について

（1）子育てをめぐる状況の変化

①子どもの最善の利益の尊重

②少子化の子どもの成長への影響

③夫婦共働き家庭の一般化

④家庭や地域の子育て機能の低下

（2）子育てに対する社会的支援の強化

・子どもが最善の子育てを受ける環境をつく

　ることは、少子化傾向が定着する中で、社

　会にとって最優先課題の一つ．

・ 少子・高齢社会の中で、高齢者の支援だけ

　でなく、次代の社会の担い手を育てる子育

　てについても社会全体で支援していくこと

　を国民的合意として再認識することが必要。

　子育てと就労の両立を可能とし、子育て家

　庭の負担を軽減する観点から、子育てを社

　会全体で、システム、費用負担の両面で引

　き続き支援していくことが必要。

（3）多様な子育て支援システムの整備

・保育システムを多様なニーズに対応できる

　ものとして整備し、利用者が適切な保育サ

　ービスを選択できるようなシステムにして

　いくことが必要。

　また、エンゼルプラン、緊急保育対策等5か

　年事業の着実な推進に努めるとともに、保

　育所以外の保育施設、ベビーシッターサービス

　等を地域の保育資源として位置付けるべき。

2．保育所について

（1）保育内容の情報提供と利用者が選択で

きる保育所・保育サービス

・ 現行の保育所制度は、市町村が保育に欠け

　ると認めた児童を保育所に措置するもので

　あり、制度上は利用者が選択できる仕組み

　ではない。

　子どもの最善の利益の確保という観点から、

　保育所の保育内容等の情報が十分に提供さ

　れ、利用者が保育所、保育サービスを選択

　する比組みとすべき。

・ 優先度の高い人が利用できなくなることが

　ないよう、申し込みは市町村に対して行う

　ことが適当。また、保育に係る費用に対す

　る公費負担などの面で、公的責任が後退す

　ることのないようにすべき。

（2）保育所における多様なサービスの拡充

・ 保育所は全国的に見ると量的には充足。一

　方、乳児保育の確保、保育時間の延長、障

害のある子ども等へのサービスの提供が必

　要。

（3）保育所による地域の子育て支援

・ 保育所において、専業主婦家庭を含め、幅

広く相談に応じられるように体制の整備を

　進め、地域の子育ての専門のセンター的機

　能を目指すことが必要。

（4）保育所サービスの質の確保と運営の弾

力化

・ 保育所の設備・構造・職員配置等の基準に

ついては、次代を担う子どもにふさわしい



　サービスの質を確保しつつ、効率的なサー

　ビス提供が図られるよう、施設運営の自主

　性や地域性にも配慮しながら弾力化を進め

　ることが必要。

・ 保育サービスの質の向上は、保育従事者に

　負うところが大きいことから、養成課程を

　含め、研修等の充実を図る必要。

（5）費用負担の在り方

①保育料の公平な負担

・ 夫婦共働き家庭の一般化が進む中で、保育

　所利用が極めて普通のことになった。中堅

　所得層、サラリーマン世帯にとって負担感・

　不公平感が強い所得税額にリンクした応能

　負担方式の保育料負担から、保育コストや

　子どもの年齢などに配慮した均一の保育料

　体系に改める方が、公平な負担にかなうも

　の。また、利用時間帯にかかわりなく、同

　一の利用時間の保育料負担が平等になるよ

　うにするという考え方がある。いずれにし

　ても、低所得者については負担軽減措置な

　どの配慮が必要。

②公費負担の在り方

・ 子育て家庭の経済的負担を軽減するための

　社会的支援として、適正な保育料負担の水

　準を確保するために引き続き所要の公費負

　担を行うことが必要。

・公費の投入方法については、通常の開所時

　間内の保育サービス部分に公費を重点的に

　投入する方法、利用時間にかかわりなく同

　一の利用時間の保育料負担が平等になるよ

　うな公費の投入方法、バウチャー方式（利

　用券方式）があり得るが、適正な保育料の

　水準、実務上の問題等を考慮しながら十分

　な検討を行うことが必要。

（6）保育所以外の保育施設

・ 保育サービスの安定的確保等の観点からは、

　保育所が保育サービス供給の中心になるが、

　多様なニーズに応えられるようにしていく

　ことが必要。保育所以外の保育施設は、保

　育所で応えきれていないサービスを提供し

　ており、安全・衛生面や保育の質の水準確

　保のため、基準のあり方等の検討が必要。

3．放課後児童対策について

・夫婦共働きの一一般化の中で、子育てと就労

　の両立支援や放課後保護者のいない児童の

　健全育成を図るため、小学校低学年の子ど

　もを対象とする放課後児童クラブについて

　は、市町村の積極的な取り組みが求められ

　ており、児童福祉法の体系の中に位置付け

　ることを積極的に検討すべき。

・ 利用者の選択や運営主体の創意工夫により、

　ニーズに即応した事業の展開が図られるよ

　う配慮すべき。また、地域の実情に応じ、

　様々な社会資源を有効活用し、多様な運営

　形態を認めていくべき。

基準の在り方も制度の見直しと並行して検討

が必要。その際、基準の弾力化の方向での検

討が望ましい。

1
「少子社会にふさわしい児童自立支援

　システムについて」（中間報告）（概要）

L児童をめぐる現状と今後の支援のあり方

（1）児童をめぐる状況の変化

①児童の最善の利益の尊重

②少子化がもたらす児童の成長への影響

③家庭や地域の子育て機能の低下

・ 児童虐待などは、深刻化・複雑化する前の

　早期発見・対応が一層重要。
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（2）問題の多様化・複雑化

・児童福祉法制定当時の要保護児童は、貧困

　・親の死亡を理由とするものが中心。

・今日、親がおり、家庭の経済状況が必ずし

　も貧困でない児童が何らかの社会的支援を

　必要とする場合が増加。

・ 虐待、不登校、いじめ等の問題が増加し、

　新たな対応が必要。特に、虐待については、

　総合的な検討が必要。また、地域の環境改

　善に向けた努力が必要。

（3）今後の支援にあたっての考え方

・ 支援に当たっては、保護し養育するだけで

　なく、一人ひとりが個性豊かでたくましく、

　思いやりのある人間として成長し、自立し

　た社会人となることが基本理念。

・問題の多様化・複雑化に対応して、一人ひ

　とりの態様に応じた支援を行うべき。なお、

　児童の自然の成長力が最大限発揮されるよ

　う見守ることも重要。

2．施設の夜り方

（1）施設入所の実態

・ 現行の施設体系の分類では対応できないケ

　ースが増加し、問題類型や対象児童数も変

　化していることから、各施設の機能と現実
　　　　　　　　　　　　かい　1］
　に入所している児童の間に乖離。

・ 特に教護院は入所率が低いが、その理由は、

　入所が敬遠されること、処遇内容が変化に

対応しきれていないこと。

（2）今後の方向

・施設の役割、対象児童の範囲、名称などに

　ついて見直しを行うべき。この際、運営の

弾力化を図るとともに最善の処遇が選択さ

れうる方法を検討すべき。

入所だけでなく、相談・通所、在宅サービ

　スの積極的な提供を図るべきe

・教護院は、名称の見直し、運営形態の弾力

　化、学校教育の導入等の学習指導体制の充

　実、専門的機能の強化等を図り、新しい施

　設として再生。

（3）児童の自立までの一貫した支援

・ 施設が連帯を図りながら、最も適切な施設

　で処遇することが重要。

・施設退所後も、社会的に自立するまで、施

　設がアフターケアを行うべき。

（4）施設におけるサービスの向上

・ 国民生活の水準の向上等を踏まえ、基準の

　見直し等が必要。

3地域社会における支援体制の整備

（1）こども家庭支援センター（仮称）の整備

　児童相談所では地域レベルの対応に限界。

　地域の施設等を活用して、総合的・専門的

　な相談・指導を行う「こども家庭支援セン

　ター（仮称）」を設備すべき。

・ こども家庭支援センターの整備に当たって

　は、保健医療、福祉、司法、警察、教育な

　ど各種の地域資源との一卜分な連携を図ると

　ともに相談体制の集約化が重要。

（2）問題の早期発見・早期対応

・ 早期発見・対応の重要性から、虐待防止セ

　ンターなど民間ボランティアも含めた地域

　の関係者の連携の強化が必要。

（3）地域におけるアフターケアの充実

・ 施設のアフターケアを基本としつつ、児童

委員によるきめ細かな支援も検討。

・ 地域で生活訓練を支援する民間の自立援助

　ホーム事業を制度的に位置づけることも検

討。

（4）　里親部」度



’里親制度は、運用の改善を行い、実態等を

踏まえ、今後、検討を行うことが必要。

4．児童相談所の活性化

（1）バックアップ機能の創設

　児童相談所の処遇決定の専門性・客観性の

確保と、児童の権利擁護の確保のため、医

　師、弁護士、施設関係者等の外部の専門家

　で構成するバックアップ機能を設けること

　が望ましい。

・このバックアップ機能については、児童相

　談所と切り離した形で設置するという考え

　方、一定の独立性を保った第三者機関とし

　て児童相談所内部に設置するという考え方

　がある。

（2）指導力の強化

・ 児童相談所は、各施設等の指導、処遇計画

　の見直し等を図るべき。また、処遇決定に

　当たって、児童の年齢等も考慮しつつ、意

　見表明権の保障を適切に行うべき。

　虐待などの権利侵害性の著しいケースにつ

　いては、一時保護の活用等を図り、迅速か

　つ的確な児童の保護を図るべき。

・児童相談所の事務は、虐待などの対応に重

　点を置き、地域密着型の相談・支援は、こ

　ども家庭支援センターを活用すべき。

児童福祉施設最低基準についても、制度の見

直しと並行して検討が必要。

1「母子家庭の実態と施策の方向について」

（中間報告）　（概要）

1母子家庭の現状と今後の施策の方向について

（1）世帯構造の変化

　わが国の世帯構造は、世帯数の増加と小規

　模が進むとともに世帯類型が多様化する傾向。

・ 離婚率は長期的にみて増加傾向。離婚に関

　する意識の急速な変化などが要因として指

　摘。

（2）母子家庭の現状について（「全国母子

世帯等実態調査」等による）

　母子家庭数は平成5年で79万世帯（昭和36

　年99万世帯）

・ 生別母子家庭は昭和36年に22．9％。平成5年

　には732％と大幅に増加。

・ 平成4年の母子家庭の年間平均収入額は、

　215万円であるが、収入階級別分布をみる

　と、収人状況は相当拡散。

・ 母子家庭の就労率は、平成5年は87．0％であ

　るが、約4分の1が転職希望。

・離婚世帯で養育費を現在受けている世帯は

　約15％、過去に受けたことがある世帯は約

　16％（平成5年）

（3）母子家庭に対する社会的支援について

　母子家庭の実態は一様とは言えず、社会的

　支援を必要とする母子家庭の態様やニーズ

　も多様であり、個々の母子家庭の態様等に

　応じ、きめ細かく自立を支援することが必

　要。

（4）母子家庭施策と一般施策等との関係に

ついて

・ 母子家庭施策は、一般施策と別個のものと

　してとらえず、ニーズの内容に着目しどの

　ような社会的支援が必要かという視点から

　捉え、施策の総合化や普遍化を進めていく

　ことが必要。

　父子家庭については、収人状況等が母子家

　庭の場合とは異なっており、同一に捉える

　ことはできないが、子育てと就労の両立支

　援や各種相談等のニーズは母子家庭と共通



　しており、これらの施策については区別す

　ることなく取り扱うことが適当。

2．社会的支援のための施策について

〔1）技能習得や職場の確保

・職場訓練等の充実を図り、条件の良い就業

　に結びつく支援、母親の適性等に見合った

　就業の場の確保が必要。

・ 母子寡婦福祉団体のホームヘルパー養成研

　修等の内容の見直しやホームヘルパーを採

　用する市町村との連携強化が必要。母子家

　庭の相談援助機関等と、公共職業安定所等

　との連携が必要。

（2）子育てと就労の両立支援

　保育サービス等の充実、母子家庭等介護人

　派遣事業の利用要件の緩和の検討が必要。

（3）相談体制の整備

　母子家庭は相談相手を必要とし、相談内容

　は、多岐にわたっていることから、見近な

　相談機関で総合的かつ専門的な相談支援を

適時・適切に行える体制を整備するため、

「こども家庭支援センター（仮称）」の積極

　的な活用を図るべき。

・母子相談員の有効活用、婦人相談員との一

　体的な活用を検討。

・ 相談には、法律関連の問題が少なくなく、

適切なリーガルサービスを受けることがで

　きる仕組みを設けるべき。

（4）母子寮の機能強化

・ 母子寮の入所者の態様やニーズは一様では

　なく、母子家庭に対するケースワークや寮

　内保育、緊急一時保護等を積極的に行うイ

　ンセンティブを与えること等により、母子

寮がその本来的機能を十分発揮できるよう

にすべき。並行して、施設の名称や設備・

構造等の基準についても検討が必要。

暴力逃避ケースなどに対応できるよう、母

子寮の入所決定を広域的に行う仕組みや婦

　人相談所の一時保護所との有機的連携等に

ついて検討が必要。

3．児童扶養手当制度について

・ 児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と

自立促進に寄与し、もって児童の福祉の増

進を図ることを目的として支給されている

が、離婚した夫の子に対する養育義務を免

責するものではない。

・ 昭和60年の児童扶養手当法の改正により、

離婚した夫が高額所得者である場合には手

当を支給しない旨の規定が設けられたが、

夫の養育費支払能力と実際の履行は別とい

　う議論が国会でなされ、この規定は見施

行。

・養育費の支払の適切な実施は、子どもにと

って極めて重要。離婚の際の適切な養育費

の取り決めとともに、適正な履行のため、

早急に対応を講ずることが必要。

・離婚母子家庭への児童扶養手当の支給に当

たっては、社会的校正の確保という観点を

踏まえ、手当を支給した上で、離婚した夫

から、その所得等を勘案し、手当に要する

費用の全部又は一部を徴収できる仕組みを

導入することも考えられるので、その可否

などについて、理論面、実務面の対応を含

め検討すべき。

児童扶養手当と併給禁止の公的年金の額が

児童扶養手当の支給額を下回る場合の取扱

い、未婚の母の子が父親から認知された場

合の支給の是非なども検討が必要。
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（前埼玉県申央児童相談所所長）

（東京経済大学教授）

（白梅学園短期大学学長）

（川崎医療福祉大学学長）

（読売新聞論説委員）

（NHK解説委員）

（慶応大学教授）

（日本労働組合総連合会女性局長）

（埼玉県副知事）

（東京家政大学教授）

（東京学芸大学教授）

（全国養護施設協議会副会長）

（弁護士・さわやか福祉財団理事長）

（キッコーマン（株）常務取締役）

（母子愛育会愛育病院院長）

（明治学院大学教授）

（上智大学教授）

（サンケイリビング新聞社編集長）

（金沢市長）

（厚生年金基金連合会理事長）

（日本経済新聞論説委員）
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96年1月　第23回海外研修の基本計画を検討

　　　2月　基本計画を常務理事に提案し決定する

　　　　　　旅行代理店に計画を案内（（株）明治航空サービス）

　　　3月　海外研修の実施要綱を決定

　　　　　　研修団受入れの依頼を行う

　　　　　　　①オーストラリア（セントジョーンズホームズ）

　　　　　　　②ニュージーランド（オークランド市長）

　　　　　　オーストラリアより研修受入れ回答

　　　4月　厚生省、全国社会福祉協議会へ後援依頼

　　　　　　研修団員推薦依頼（全養協、全母協、全乳教、全教協、全情短協）

　　　6月　団長、副団長決定

　　　7月　研修団員選考会、団員の決定（7月12日）

　　　　　　ニュージーランドより研修受入れ回答

　　　8月　結団式、事前研修（8月29日、30日）

　　　10月研修（10月1日一一10月11日）

　　　　　研修先宛て礼状発送

　　　11月　事後研修（11月18日～11月19日）

97年3月　報告書完成

　　　　　厚生省、全社協、全教協、スターズなど関連諸団体、団員、海外の福祉施設、

　　　　　福祉団体へ送付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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回　 ：：・　1奮　．’　・

今回海外研修というものに初めて同行させていただいた．研修の詳しい内容は報告書に譲る

として、この資生堂児竜福祉海外研修はと．んな一i・うに行われるのか、報告汗に表れない部分

を今回の研修を通して、見たままにトビックスなと’もまじえ、同行記の形でまとめてみた．

　　1

前日の9／30は台風23｝｝、24～｝が沖縄に接近し、IL州が午後には暴風雨圏に入るとい

う1フ報で急遽、ノし州からの団員3名に連絡をとり、万一’の場合に備えて当H中のヒ京をお願

いした　結局、その内2人に30「1にD；（していただいたが、翌10／1H、台風は太’ド洋

．1．：にそれ．無事出発することができた．18時の集合であったが団員は17時頃から集まり

始め、越川団長はこ」㌘息夫妻に送られて到着、最後に18時近くになって山澤さんが現れた．

18時から添乗員の指示のもとにチエ．ソクインを開始、重い旅行ケースがなくなってさっは

りする．18時20分から特別待合室で出発11i∫の打ち合わせをifった．当財団のllり11常務戸｝！

事と越川団長が研修出発に際しての挨拶をされ、その後明治航空0）添乗員富1．nさんよりハス

ポートやその．他の、：｝類が渡され、渡航．r続きの説明を受けて、19時20分出発ゲートへと

向かった　出川手続き後、別世界のように華やかな免税店をながめながら、手回し良く、睡

眠薬とかいってビールやつまみを買い込む者もいた．待合室で写真をとったり、改めてガイ

ト．プ・ソクなどを開いて旅の期待に胸をふくらませて時間を過ごし、20時30分発カンタス

航空060便で、最初の訪問国である二」、一ジーラントのオークランドへ向けて出発した、

機内はオーストラリア政府法令により禁煙とアナウンスされ、4人のスモーカーの団貝は我
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慢のフライトとなった。離陸して約1時間後に機内食のサービスが始まり、ある者はオース

トラリアのビールを飲み、いい気分になって眠りについた、後部座席がガラ空きの状態であ

り、2～3席占領して体をのばして休むことができた。

ひと眠りしたところで午前3時30分頃、ケアンズに着くという機内放送と一杯の冷たいオ

レンジジュースで起された、翌朝8時にブリスベーン着、のスケジュール表を見ていたので

一同驚いたが、このコースは必ずケアンズに給油で寄るとのことで、最初からちょっと調子

が狂ったがこの際は“予定になかったケアンズ

という都市も訪問できだ’とプラス思考に切り

替え、7時55分陽光のブリスベーンに到着し

た、ここはトランジットのための寄港で、もち

ろん空港の外に出ることはできないわけである

が、明るい春の陽射しが空港一・杯にあふれて、

男性陣はオーストラリアのビールを一杯、女性

陣は免税店で買い物に忙しい様相となった、こ

の本能的とも思える買い物に対する熱意に男性

側は感心しきりであったが、ある女性はおみや

げの買い物を、ほとんど終了したということで

二度びっくりの状態であった。ブリスベーン空

港で2時間程休み、9時45分に出発、14時

45分に最初の研修地であるニュージーランド

ほ
ぺ
゜
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　　　　　　　　響誌】

：資生堂ニュージーランド工場で鹿児島：

・出身者を発見。私が勤務している修道・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

．会経営の幼稚園の卒業で、施設の事も．

：知っていると聞き二度びっくり。　　’
° 地球は狭いなあと感じました。　　　：
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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のオークランドに到着した（ブリスベーンとオークランドは時差が2時間ある）。さっそ

くセントラ・オークランドホテルへ入り、三々五々にある者は市内見物、ある者は買い物と

夕方の一時を過ごし、ホテル近くのレストランで夕食をとった。NZに無事着いたことを喜

び、明日からの研修を頑張ろうと、越川団長が挨拶し一・同ビールで乾杯した。

本日からいよいよ研修のスタートである。研修は同じホテルの会議室で英国国教会系の福祉

団体である、オークランド・シティミッションによる講義から始まった。今回の研修プログラ

ムを作成していただいたマネージャーのダイアン・ロバートソンさんによりオリエンテーシ

ョンがあり、まず最初に団員が自己紹介を行い、同時にNZの児童福祉について研修したい

ことを一人ずつ述べた。続いて理事長のリチャード・バトルさんが所用のため、マネージャー
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のメリル・オネィルさんによりNZの児童福祉政策の変遷、少数民族であるマオリ族につい

ての講義が続いた　各テーブルには冷たい水とキャンデーが用意されており、NZの会議ス

タイルなのか、団員にとって、眠くなる時この水とキャンデーは効果的とのことであった

今回も例年のように、団員を訪問閨別にNZとALの2つのグループに分け、取材、報告書

の分担を行ったが、団員はそのグループ分けにこだわることなく、全員がすべてを自分が担
’」

iであるかのように、ビデオやテープレコーダーを回し、筆記し、終始熱心に研修を行なっ

ていた　これは今回同行して個人的に一・番感心したことであった．またどこを訪問しても質

問が次から次へと1出て、相手を辟易させる程であった・NZで通訳を担当してくれたのは↑

さんという小柄な女性で、オークランドで10年以上も仕事をされているそうで・所懸命やっ

てくれたが、団員からの指摘もあったように児童福祉という専門分野のためか言葉の基本的

な訳が明らかにはずれているものがあり、ちょっと残念であった　本人は今回一卜分な準備が

できなかったと言っていたが、通訳、旅行代理店、当財団との問で詰めをもっとしっかりす

資生堂；ユージーランドの水町さんから説明を受ける、

べきであり、これは来年以降の大きな反省材料である．今回は海外で活躍しているH本企業

も視察しようと欲張り、午後からパスで約20分程移動し、（株）資生堂の現地法人である資

生堂ニュージーランドを訪問した．ここで昼食をとりながら社長の水町さんにNZのfヒ粧品

市場について説明を受けた、当社は現在NZで第一・位のシェアを占めているとの説明があり

団員一同感心して同祉を後にした，午後はディングウオール・トラストという、現在は極め

て少なくなっているという日本スタイル（居住形態）の養護施設を訪問したt．広大な庭園に

オレンジ色の屋根の建物が散在し、絵を見ているようであり一同環境の良さに感心した，し

かし、残念ながら施設の中を見ることはできず、子ども達に会うこともできなかった、午後

の2番目はマオリ族の家族支援施設を訪問した，施設の入Uでマオリ族伝統の歓迎の儀式が

あり、次に施設の管理職の皆さんと団員は、これもまたマオリ式に鼻と鼻をくっつけて」’キ

オラ、テナ・コエー一　（やあ元気、こんにちわ）と挨拶をした．ここはマオリ族のfどもの保
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時間早いだけであり、1．体との違和

感をあまり感じさせない町であった

シティー・オブ・セールズ（帆の街）

と呼ばれているこの町は、港にヨ・ソ

トがあふれて、海洋スポーツが最も

人気のあるスポーツだそうで、同じ

海洋国である日本とは大分ライフス

タイルが異なるように思えた

オークランド・シティミyションとの懇談会にて

　オールフラックスの試合は全土をテレビの前にくぎ付けにする

護と、マオリ文化の特性に基づくケアを行なっており、今回の訪問ではユニークな部類の施

設であった　これで第1日目の研修は終1’し、19時からオークランド・シティミッションと

懇親会をもった、これには昼に訪問した資生堂ニュージーラント’のスタッフも加わった．．中

川常務理事と団長が訪問の挨拶を行い、lll澤さんの「書」のパフォーマンスがあり、副団長

の中村さんが1体式の手打ちで締めを行い、ちょっぴり異文化交流とあいなった　バイキン

グスタイルのディナーであるが、なによりも果物、特にいちごが本来の白然の味で大変おい

しかった，夜は大橋巨泉が経営しているとかいう1二産物店に行き、オールブラ・ソクスのグッ

ズを同僚や友人に、オパールの石を奥様にというぐあいに、買物で過ごしたc地元のn本語

ミニコミ紙に、巨人・中「1がプレーオフになるかも、などとあり　’同野球の話に花が咲いた

が、オークランドに来て、巨人・中日・広島がどうのという話を聞くのはなんとも不思議な

感じがした　オークランドは気候が日本の秋のようで、町並も「］本の都市と似ており．また

車は左側通行でH本車が90％を［li

めているとのことである　ilStt：も3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口睡遍已

資生堂ニュージーランド工場
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ニュージーランドは現在人口360万人であるが、羊は9，000万頭もいるそうでまさに”羊

さん一一の国である。午前中は昨日と同じ会議室でオークランド・シテtミッションにより、

NZ児童・青少年及び家族法、ソーシャルワーカーの訓練、他の講義があった．この「NZ

l見童・青少年及び家族法」の原書（約2，000円）を買った団員が7人もいて、この果敢に挑

戦する意欲には本当に尊敬の念を禁じ得なかった．お昼はシティミッションのスタッフを招

いてt寿司、てんぷらの日本食を食べたがあまりおいしいものではなかった、寿司、てんぷ

らなどはNZでもポピュラーだそうで彼らは器用にはしを使って食べていたが、もっとおいし

い本物を食べさせたい気がした。午後はまたバスでCYPSとマッセイ大学を訪問した、19時

発のウエリントン行きに乗らなければならず、週末のラッシュに遭ってちょっと心配であっ

たが危うく間にあったttそういうわけで時間がなく、空

港のロビーで日本人の一’行18人がウーロン茶を飲みな

がら夕食の幕の内弁当を広げることになったが、あまり

かっこうの良い光景ではなかった．それから一時間程の

フライトで20時にウエリントンに到着し、ジェームズ

クック・セントラホテルに人った．ウエリントンはNZ

の首都で国会議事堂があるi団員一同、NZでの研修を

終えて一’段落ということで、夜は早速国会議事堂のすぐ

側にある、ウエリントンで一番‘’有名”といわれる英国式

パブ“THE　BACKBENCHER”に乗り込み、今度はNZ

のビールをしこたま飲んだ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハックベンチャーのコースター：

　　　　　　　　　　　　そばの若者に”ここはウエリントンで一・番有名なハブと聞いて

来たんだよ”と言うと、彼は“いや、単に国会議事堂の側にあるから有名なだけさ、ツアー

ガイドの言う事は余り信用しない方がいいよ”とのことであり、そういう解釈もあるものか

と妙に感心した．ホテルに戻り財団の主催で、一’杯のビールのもとに慰労の懇親会をもった

週末を迎え、初めての観光となったがあまり時間がな

く駆け足で市内をバスで回った．例の国会議事堂、歴

史のある教会、チューリップ公園などを見物し、また

山頂から市内を見渡した．頂f：からの景色はすばらし

かったが特に見るべき観光スポットはない町のようで

あった．人［1は33万人でIH∫はイギリス的色彩が濃く、

10／12に今回初めて日本と同じように小選挙区比

例代表制による総選挙が行われるという事で選挙の看 ウエリントン港で．羊の人形によるパフォーマンス．

L左から、黒川、栄、坂井さん」

◎



板がいやに目についた　15時45分にウ

エリントンを発ち、17時5分にオースト

ラリアのシドニーへ着き、シドニーヒルト

ンホテルに入った　夕食は港にあるシーフ

ー ドレストランへ行き、ここで資生堂オー

ストラリア社長の浅沼さんに参加していた

だいた。浅沼さんは奇妙な縁で、団長の越

川さんと高校が同窓ということもあり、話

がはずんだ．ヨコ飯（外国人と話しながら

食事をすること）が続いているせいか食欲

のない人も見えたが、ビールだけは皆さん

良く飲んでいたようであった。

山頂から景色をながめる．

　　1　　．

シドニーでは早起きして市内を散策する者、ジョギングをする者と大分旅なれた感じになっ

てきた。シドニーは人口が380万人でAL第・の大都会であり、また、2000年のシド

ニーオリンビックを控え、日本の大林組が大部分の工事を請け負い、工事が始まっていると

のことであった。またシドニー港は世界3大美港の．一つといわれており、そういうわけで午

前中は港のすぐ側にあるシドニーオベラハウスへとバスで乗り込んだが写真で見る方がまし

な感じであった，H本人でここでコンサートを行ったのが五木ひろしと森進一と聞かされ、

私のなかにあるイメージがダウンしたのかも知れないが、一’恒例”により免税店を回ってよ

けいな買い物をし、昼は飲茶とあいなった、中華の方が好みに合うとみえ、全員が旺盛な食

欲を発揮した　それから15時にシドニーを発ち、16時20分、第2の研修地であるメル

ボルンへ着いた、空港にはALでの研修プログラムを作成していただいた、セントジョーン

ズホームズの理事長であるエリスさんが出迎えて

くれた，背筋がピンと伸びて英国紳士のような、

ビジネスマンのような感じの方で、全てに如才が

なく、歯切れがよく、シャープであり我々の研修

を終始バックアップしていただいた、エリスさん

と空港で別れ、バスでメルボルンヒルトン・オン

ザパークに人った，夜はレストランでL‘オースト

ラリアのイタリア料理“を食べ、ホテルに戻って

から越川団長の部屋に全員が集まって、軽く飲み

ながら明1：1からのAL研修の英気を養ったtt 食欲が元気の基

⑳



メルボルンはガーデン・シティー（公園の街）といわれ、市の30％が公園・緑地とのことで

ある。公園にはポッサムという、顔が猫、体がリスのようなけっこうかわいい夜行性の動物

が生息しており、団員は夜な夜なパン屑などを持って公園を俳徊することとなった。ヒルト

ンホテルはメルボルンオリンピックが開催されたオリンピックスタジアムのすぐ側にあり、

現在公園になっている跡地にはあちこちに記念の銘板がはめ込まれて、オリンピックの歴史

を告げていた。日本への距離が比較的近く、経済大国という評判と観光客が多いためであろ

うが、オーストラリアでは8年前から学生の日本語履修率がフランス語を抜いて第1位との

ことである。そういうわけか、一般の方で片言の日本語を話す人も多くみられた。またホテ

ルの室内に掲げてある注意事項や非常時の対応、ホテルのサービス、クリーニング用の袋、

テレビの見方にいたるまで、すべて英語と日本語で書いてあり日本のホテルにいる錯覚にと

らわれた。さて、本日はAL研修の初日で、まずバスでビクトリア州ヒューマンサービス省

を訪問し、AL社会福祉の組織、法制度などについて説明を受けた。多くの資料をもとに、

5～6人のスタッフに人れ替わり、立ち代わり説明していただき、頭の下がる思いがしたs

昼は近くのリアルト・タワーでメルボルンの町を眺めながらエリスさんも加わって食事をし、

午後はセントジョーンズ・ケアフォースを訪問した。ここでは養育里親など種々の家族支援

施策についての説明を受けた。説明する人が私はドイツ系、私はフランス系と自分の祖父母

の出身の国を話すので移民国オーストラリアを実感した次第である。夕食は日本食のレスト

ランへ行った。日本食といってもALでは日本人が経営しているとは限らず、中国人が日本

料理らしい物を出す場合も多いそうでここもその中の一つのように思えた。

本日は8時40分にバスでホテルを出発し、ツラーナ少年司法センターを訪問した。ここで

は青少年犯罪への対応策を聞き、更生のための職業訓練施設などを見学した。ドアの開閉が

厳重であり、この施設の性格を物語っていたが内部での行動は割りと自由な感じがした。い

ままでとは異なり厳しい雰囲気の施設であったが、野外でサンドイッチやジュース、コーヒ

ー 等のもてなしを受け団員の心も少し和らいだようであったe次に非行青少年の支援組織で

あるプロスナンセンター（教会）を訪問した。訪問を終了し一同バスに乗り込むとエンジン

がかからず、全員で押してやっとかかるという一幕もあり、少し遅れたが何とか午後の予定

であるクリスチャンブラザーズ・チャイルドアンドユース・ファミリーサービスに着くこと

ができた。ここでサンドイッチ、フルーツ、コーヒーなどの昼食をいただき、ファミリーグ

ルーブホーム、ナビエサービス、スペシャリストサービスなどAL独特の家族支援サービス

形態を学んだ。理事長はポール・リノッシエさんという方で、フランス系でひげをはやした、

㊥



なかなか気位の高そうな感じの人であったが、エリスさんの力のためか、割りと親切に説明

してくれたように思う　17時30分ホテル着、夕食までの時間を利用し各グループ毎に報

告苔作成の打ち合わせを行った．研修地で報告書の打ち．合わせとは・・tt・と、少し後ろめた

い気もしたが、団員の皆さんは自主的に参il1してくれた．＝夜はタイ料理にチャレンジしたが

今回食事をしたレス1・ランでは番まともなレストランであったように思う，

研修はig［1が最後である。バスで’ド前中はカンタベリーホームを訪問する．ここも民間の家

族支援施設で、富豪のビジネスマンが寄付したという白くて豪壮な建物であった．午後は最

後の施設であるセントジョーンス．．ホームズ・ポーイズアンドガールズを訪問し、昼食をとり

ながら’」i財団発行の情報誌、　「｜fvnの児竜と母性」に寄稿していただいたデf一キン大学の

ロビン・クラークさんを囲み、オーストラリア児竜福祉の特徴である「養護施設からコミュ

ニティーをべ一スにしたケア」について質疑応答が行われた　最後にエリス理事長によりオ

ー ストラリア児童福祉の全体のまとめと質疑応答、ディスカッションを行い研修を終∫’した．．

それから団員一’人一人がエリスさんから

セント・ジ三一ンスホームのユリス理事長から一人一人、アニュアル・レポートと

メ・ノセージをいただく

◎



になり、いよいよ団員が日本で準備してきた

“

阿波踊り”の出番となった。増沢さんによる

踊りの指導の後で、はちまき姿の団員がテープ

の音楽に合わせ踊りだすと、オーストラリアの

メンバーに加えてレストランのウエイトレスも

飛び入りし（飛び入りさせて？）大フィーバー

となったcこれに応えてオーストラリア側が代

表的民謡であるWaltzing　Matildaを合唱した，

これが本当の文化交流ではないかと実感した次

第ある。中村さんが最後にお手を拝借しパーテ

ィは終了した。

昌～慣一齢鯵作＝

　wgt　　㌔輪」㌔．．

一 慈’

♪

×いに盛り上がった阿波踊り。

本日は研修の最終日で、研修で唯一の自由行動の日である．団員はそれぞれお目当ての場所

を目指してホテルを出発した。コアラが抱けないと嘆く女性、最後まで買い物に熱中してい

る女性もいたが、動物園、教会、ビッグマーケット、メルボルン大学、カジノ等を見物し思

い思いに過ごしたようである。ホテルまでエリスさんが見送りに来てくださり、団員一同を

乗せた19時45分メルボルン発、QFO27便はシドニー経曲で10／11、無事東京に着

くことができた。それから空港のトランジットに集合し解散の挨拶をすませた。この時団員

の皆さんから、団長、副団長、講師と財団のメンバーに小さな心暖まる贈り物をいただいた

が、逆に気を使っていただき申し訳ない気持ちであった。研修はいろいろと欲張ってプログ

ラムを組み、非常に忙しい日程であったが全員無事に帰国できて何よりであった。今から報

告書という難問もあるが団員一同大きな成果とおみや

げをかかえ故郷へと散っていった。思えぱこの海外研

修は、厚生省、全国社会福祉協議会をはじめ、各施設

協議会、施設長や施設の職員、先輩の研修団員、現地

の受入れ先、通訳、旅行代理店、添乗員、財団の評議

員・理事、（株）資生堂など、多くの組織、人々の理解

と協力により成り．立っている。これらの人々に感謝しつ

つ、今回の研修体験を次回に生かし、もっと良い研修に

なるよう務めていきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木）
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Project　of　Group　Conferecing…・……・………………………・BDoklet
Society　Ins．（99th　Amual　Report）・…・…・………・・………・…Booklet

Boys　and　Girk（94th　Annual　Report）………………………Book｜et
Bo、・s　and　Girls………………………………………・…・・…………L£aflet
s　Homes……・・・………・…・…・……………………………’…・……・Brochure

Care－Force…………・…・………t－一・……・・……・………・…・…・…………・…・…・……Leaf］et

　　　　　　　　　　　　Care－Force　lnner　East）………・……・………・・………・……・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
（日数） 研修内容

第1回
（1972）

ヨーロッパ
（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）

ヨーロツパ
　　（含北欧） 児・教（25） 22 ヨーロ・〃パ5力国での児童福祉事情の視察

第5同
（1976） アメlj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
白977） 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
（198D 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（15） 15 テーマ「児童養護のネットワークづくり」

第12回
（1985）

ヨーロッパ
　　（3力国）

養（15） 15 テーマ「家庭の病理からくる情緒障害児・家族へ
　　　　の指導」など

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

第14回
（1987） アメリカ 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・精（17｝

15 テーマ「児童福祉施設と地域社会とのかかわり方
　　　　について」

第17回
（1990） オーストラリア 餐・教・情・母・精（t7）

15 テーマ「地域社会での児童福祉の在り方を探る」

第18回
（】99D ヨーロツパ 養・敦・情・母・精（23）

15 テーマ「児童の権利と児童養護活動」

第19回
（1992） ヨーロツパ 養・教・情母・鯖（25）

15 テーマ「児童の権利と家庭機能支援活動を探る」

第20回
（1993） カナダ・アメリカ

養・教・情母・乳・精・

肢（25｝

15 テーマ「家族と子どもの権利を考える」

第21回
（1994） アメリカ 養・敦・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」

第22回
（1995）

ヨーロツバ
　　（含北欧）

養・教・情・母・乳（12） 14 テーマ「児童の最善の利益について」

第23回
（1996）

オーストラリア
ニュージーランド

養・教・情母・乳（15｝ u テーマ「日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る」

（注）養：養護施設　　　　　　　　穂：精薄児施設

　　Pt－：重症心身障害児施股　　保：保育所
　　児：児童館　　　　　　　　　母：Iti　T一寮虚：虚弱児施設

　　情：情緒諦害児短期治療施設

教：教蔑院
肢：肢体1；f］由児施設

乳1乳児院
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第23回資生堂児童福祉海外研修団　団員名簿

氏　　名 〒 勤　務　先・住　所 種　別

千葉県印旛郡酒々井町伊篠457－3
団　長 越川　和哉 285 蛍雪学園 養　護

TEL：0434・96・4008　FAX：0434・966196

東京都千代田区霞が関1－2－2
副団長 中村　　賢 100－45 厚生省児童家庭局企画課児童福祉監査指導室

TEL　：03－3595－2496　　FAX：03－3501「6703

東京都千代田区霞が関1－1－2
講　師 竹内　　尚 100 東京家庭裁判所

TEL：03・35028311　FAX：03－35028344（家事第4調査官室｝

宮城県気仙沼市舘山二丁目2番32号
団　員 尾形　明美 988 旭が丘学園 養　護

TEL：0226・22｛［135　FAX：0226’24・8835

群馬県群馬郡群馬町足門1410－1
々 坂井　　勉 37卜35 フランシスコの町 々

且　：0273・734021　　FAX　：0273・73－1021

東京都大田区上池台4丁目12番10号
々 長島　由美 145 救世軍機恵子寮 々

TEL：03－3729－0357　　FAX：033729く）357

愛知県名古屋市守山区1r軒家13番32号
々 長谷川晃久 463 和進館児童ホーム 々

TEL：052・793寸）122　　FAX：052’792＾5183

富山県富山市中布目117
々 窪　　育男 939 ルンビニ園 々

TE］L：0764・29｛1213　　FAX：0764’29－5699

京都市西京区大原野灰方町249
々 木塚　勝豊 610－11 平安徳義会養護園 々

TEL：075・331イ〕007　FAX：075－332・4003

鹿児島県鹿児島市．L福元町5507－2
々 栄　美津子 891－01 愛の聖母園 々

丁EL：099・268－2045　　FAX：0蛉267弍｝412

福岡県福岡市早良区小田部6TRl2番4号
々 岸原　　晃 814 室見母子寮 日｝　子

TEL：092・843・8844　　FAX：092821鴫）344

熊本県熊本市神水1『r日14番1号
々 黒川　松子 862 慈愛園乳児ホーム 乳　児

TEL：096－383・5100　FAX：096382・5045

奈良県奈良市高樋町172番地
々 山脇　　勝 630 奈良県立精華学院 教　護

TEL：0742叱）2・9207　FAX：0742｛i2・3572

鳥取県米子市泉706番地
々 山澤　重美 689－35 鳥取県立喜多原学園 々

TEL：085927－1101　FAX：085927’1611

神奈川県横浜市戸塚区汲沢町56
々 増沢　　高 245 横浜いずみ学園 情　短

TEjL：045受371－1511　　FAX：045・865・0653

中川　泰輔 東京都中央区銀座7－5－5
事務局

鈴木　順治
104－10 資生堂社会福祉事業財団

TEL：03’3574・7408　　F．M（：03・32890314

東京都千代田区内神田1－7－4晃永ビル
富田　泰志 101添乗員 明治航空サービス株式会社

丁EL：03・3295・5331　FAX：03・3295－5326
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編集後記

　1996年10月1日から11日間にわたっての、ニュージーランド、オーストラリアで

の現地研修を終えてから、編集委員にとって早くも辛い月日が流れ、5ヵ月が経過しようと

している今、ようやく海外研修報告書の完成を見ることができました。この間何度となく編

集委員会が開かれ、構想は進めども原稿進まずの状態で、期日までに間に合うのか不安に駆

られるときもありました。日常業務をしながらも、心は半分ニュージーランドやオーストラ

リアに置いて来たような気分で、いいかげん海外のことは忘れて日本の温泉にどっぷりと浸

かりたい気持ちにもなりました。そのようなとき、団員から寄せられる励ましの便りや、イ

ラストやトピックスなどこちらが求める作業に快く応じてくださったことに、我々編集委員

は大きく勇気づけられました。

　研修を振り返ると、短期間の現地での研修からその国の福祉情勢を把握することは思った

以上に困難でした。帰国後、現地で録音した講義のテープを起こしたり、現地の各機関から

いただいた資料を元に、英和辞典をひもときながら、情報の足りないところを埋めて行く作

業は、慣れない我々にとって至難の業でした。忙しい日常業務の中、こうした作業に取り組

み、原稿を書いていただいた団員の皆様には心から感謝致します。原稿によっては他の原稿

と内容が重なる部分や全体の文脈からして修正した方がより良いと思われる部分につき、編

集委員の方で修正させていただきました。編集委員の判断でさせていただいたことのお詫び

と共にご了承をいただきたく思います。

　行政改革の中、それまでと大きく変わることになった両国の福祉事情は、今後の日本が進

んで行く方向を示唆しているようにも思われ、決して他人事ではなく、我々児童福祉施設も

刻一刻と変革のときが迫っているように感じられました。時勢に乗り遅れず、正しく将来の

あり方を考えていきたいと心から思いましたc今回の報告書がそうした日本の児童福祉の方

向性を模索する中で少しでも参考にしていただくことができたらと願います。

　最後に、報告書の編集に当たり、資生堂財団の中川泰輔常務理事および事務局の鈴木氏に

は、全般にわたってご指導、お心配りをしていただきました。心より感謝申し上げ、編集後

記とさせていただきます。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員　増　沢　　高

●
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