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第25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
を目ざす。

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　「アメリカの児童虐待の実態」について

5、研修内容

　（1）各都市における児童虐待の現状と対応策について

　（2）連邦政府、各都市における児童福祉制度の概要及び児童をめぐる問題、養子

　　　縁組、里親養護、薬物問題、少年非行、貧困の拡大による問題など

　（3）児童福祉機関の訪問（広く多様な施設を訪問し、子どもと施設職員との関わ

　　　り方を学ぶ）

　　　児童相談所、アドヴォカシー・ソーシャルワーカーの事務所、保育所、心身

　　　障害児施設、養護施設、教護院、情短施設など。

6．研修先　　アメリカ（ワシントンD℃．、ニューヨーク、ボストン、ミネアポリス）

7．実施時期　　1998年9月19日（土）～10月2日（金）（14日間）

8．派遣人員　　13名　団　員　11名（団長以下11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。

　②職務経験年数が5年以上で年齢が45歳以下の者。（98－4－1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。
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あ　い　さ　つ

全国児童養護施設協議会

　　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、昨年9月19日から10月2日にかけ

て、第25回資生堂児童福祉海外研修に児童養護施設職員をはじめ、全国の児童福祉施

設職員に参加の機会を与えていただきましたことを心から御礼申しあげます。

　さて、少子化・核家族化の進展にともない家庭や地域社会の子育て機能が低下する

なかで、要保護ニーズの多様化・複雑化がすすみつつあります。これらは家庭、学校、

地域社会等さまざまな要因が絡み会ったものが多く、また、児童虐待や不登校、いじ

めなど問題は深刻化しています。近年、児童養護施設に、被虐待児や非行傾向のある

児童等、処遇困難な児童が増加しており、これらの児童の処遇にあたっては、その児

童の特性を踏まえた心理面を含む相談援助が重要となっています。

　こうしたなか、今回の海外研修において、「アメリカの児童虐待の実態について」を

テーマにアメリカの福祉実践の現場を訪問し、児童虐待の現状と対応等について研修

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も、大変時宜を得たもの

であったと思います。

　本研修の企画・実施から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団の皆様、さらには研修の内容充実のためにご配慮いただきま

した厚生省の関係者の皆様に改めて感謝申しあげますとともに、本研修が引き続き児

童福祉施設職員にとって実りの多い機会として、今後の児童福祉と児童の健全育成に

一層寄与してまいりますよう祈念いたしまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。
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団　長　報　告

防府海北園園長

園長　岩城　満

　1998年度、第25回資生堂児童福祉海外研修は、アメリカ東海岸（ワシントンD．C、、ニ

ューヨーク、ボストン、ミネアポリス）において、15カ所の組織を訪問し、視察、研

修を行いました。研修テーマについては「アメリカの児童虐待の実態について」を主

眼にしながらも、アメリカの児童をとりまく社会情勢、児童福祉制度、福祉施策、児

童福祉施設の状況やシステムそして具体的な取り組等について研修する事ができまし

た。私は、1985年、第12回海外研修団の団員として、参加させて頂いた経験がありま

す。この資生堂児童福祉海外研修は、時宜を得たテーマと、それにふさわしい国々、

場所（施設や機関）が選択され、ハードでありますが内容の濃い研修プログラムが組

まれています。その結果として、日本に帰国しても、福祉の見方が広がり日本風にア

レンジして現場で役立っている事は明確であります。又、今回は団長として参加させ

て頂き、前回とは違った立場から団員の皆さんの安全と健康に気を配り、十分な研修

内容を得ていただけるように資生堂社会福祉事業財団の中川常務さん、鈴木さんそし

て明治航空サービスの宇都木さんと調整をさせて頂きました。そして私自身もできる

限りの収穫を得て帰りたいと期待し参加しました。団員は、全国から各施設長の推薦

により、全養協等の推薦を受け、さらに履歴書、自己アピール、アンケート、健康診

断書、レポートを6月30日までに提出することによって、選考委員会の審査に合格し

たメンバーで、研修意欲も十分でありました。98年8月24日・25日には事前研修を受

けました。内容は、前年度研修参加の心泉学園の岡本氏による「海外研修体験談」、ル

ー テル学院大学加藤先生による「アメリカの児童福祉と児童虐待の現状について」、厚

生省の森児童福祉専門官からは「B本における児童虐待の対応策について」それぞれ

のスペシャリストによる講議は事前研修として心強いものがありました。その後団員

とのミーティングにおいては課題に対する取り組み方、研修に対する心構え、グルー

プ編成、役割分担あるいは帰国後の報告書の作成についてきめ細かい打ち合わせを行

い、又ツアーコンダクターから海外旅行に関する留意点等についてのお話があり、結

団式にのぞみました。私達のために資生堂財団、厚生省、全社協、全養協のそれぞれ

トップの方々の御列席をいただき身の引き締まる思いがいたしました。ここに改めて

御列席頂いた方々に感謝申し上げます。

　それでは9月19日からの海外研修報告に入ります。日程やそれぞれの訪問先の報告

は、団員によって報告させて頂きますので、私の方からは今回の研修で感じた事を少

し述べさせて頂きます。

　第一に報告しなければならない事は、ヘネシー澄子氏の事であります。デンバー・

コロラド在住の彼女はアシスタントのシャーリーさんと共に、私達研修団の最初の訪



問地ワシントンD．C．まで出迎えのためにかけつけて下さいました。そして今回の全ての

プログラム立案、アメリカ社会福祉のシステムや現状の事前研修、訪問先でのガイド

と通訳、講義等で2週間の研修を助けていただきました。「日本人はこういう所が分か

らないだろうな」という事も十分心得ての講義であり、エネルギッシュで懇切丁寧な

愛情あふれる研修にして頂いた事にただ感謝するのみでした。

　アメリカの社会事業（法）は、連邦政府、州政府、郡政府、市町村それぞれが独立し、

地域のニーズに沿った福祉行政がなされている事が分かりました。連邦、州、郡のプ

ログラムを実践すれば補助金が受けられますし、必要なければ独自のプログラムを展

開するといった感じです。又、民間の社会事業がその地域の福祉ニーズに沿った形で

積極的に行われ、それを民間の財団や支援団体が力強く支えていました。

　児童福祉につきまして私は「ノーマライゼーション」という意味を、施設の中であ

っても少しでも普通の（家庭的な）生活に近づける事と解釈し、そのための努力をし

てまいりましたが、真のノーマライゼーションとはできる限り実親の元で育てさせる

事であり、それが不可能な場合はフォスターケアー（里親）またはグループホームを

活用する、そしてそこでも努力して少しでも早く実親の元へ帰す事だという事にに気

づかされました。我が国においても早期家庭復帰促進事業がありますが、まさにこれ

が子ども達にとって一番大切だという事がようやく分かりかけた所です。ファミリー

ケースワーカーの設置により児童虐待防止、家庭崩壊の予防、家庭調整、適正な家庭

養育支援等これからの児童養護施設のあり方が見えてきたように思います。

　また、施設長は活動あるいは運営に対する資金集めにかなりの努力をしているよう

です。それにより専門性の高い職員の配置、質の高いサービスの提供を可能としてい

ます。その事は職員も、そのサービスを受ける子ども達も誇りを持って、又目標を持

って生活をしているように思えました。

　お国が違えば当然かもしれませんが、福祉制度、民間活動、国民の福祉に対すると

らえ方に違いがあります。しかし多くの参考になるものを得たように思います。この事はど

こかの場面で子ども達のために役立てて参りたいと思っております。

　最後に、これまで四半世紀に渡り児童福祉にたずさわる470名もの職員を派遣して頂

き、第25回資生堂児童福祉海外研修の全面支援をして頂いた資生堂社会福祉事業財団

に対し、心より感謝申し上げます。また、今回の研修もメンバーのチームワークと、

中川常務を始め多くの皆様の御支援によって当初の目的が十分果たせた事に心より御

礼申し上げ団長報告とさせて頂きます。ありがとうございました。
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事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

　常務理事　中川　泰輔

　今回は日本でも最近その報告が急増している児童虐待に焦点を当て、児童虐待の報

告が年間200万件を越すといわれるアメリカを訪れ「児童虐待の実態とその防止システ

ム」について研修を行った。アメリカでの研修は四年ぶりであるが、過去幾度もお世

話になっているコロラド在住のヘネシー・澄子さんに研修のアレンジをお願いした。

ヘネシーさんはご自身ソーシャルワーカーであると同時にデンバーでAsian　Pacific

Development　Centerの所長をしており、アメリカの福祉には精通しておられる方であ

る。海外研修で一番の問題点は通訳である。通訳がしっかりしていないと研修は台無

しとなってしまう。そういう意味で今回の研修団は大変恵まれていたといえよう。

　一番印象的であったのはアメリカの福祉サービスを提供する団体のスケールが大き

いということである。これも自由競争の中、優良なサービスを提供できる団体のみが

生き残っていくことの帰結なのだろう。政府の指導の下、種々保護されている日本と

の大きな相違点である。

　特に印象的であったのはペンシルバニア州にあるGlen　MUls　School（教護学校）のス

ケールの大きさである。全米から送り込まれてくる1，000名もの不良行為をなした少年

たちを400名の教師が更生にあたっている。精神障害の無い、腕力に自信のある少年だ

けを受け入れている。これらの少年をスポーツと職業訓練と学習で徹底的に鍛え抜く。

食べ物は食べたいだけ与える。塀の無い広大な敷地と多様な施設。どれをとっても圧

倒される。日本でも民間の知恵と努力によっては色々なサービスの提供が可能なので

は無いだろうか。そんなことを感じさせられた研修でした。

　へ不シーさんの心配りでニューヨーク大学で心温まる「すし」での歓迎パーティー

が開かれ、団員一同大感激であった。お礼に代えて伊藤団員が“どじょうすくい“で

有名な安来節を披露し、和やかな交流の一時を過ごした。

　ニューヨーク訪問は個人的に三回目となるが、訪問する度に道路は良くなり、タク

シーも新車が増え、ハーレムといわれる一角も大変きれいになっているのを感じた。

また、犯罪も減り、安心して街も歩けたし、地下鉄にも乗れた（もちろん夜は別だが）。

これも好景気のお蔭なのだろうか。してみると、景気後退しているアジアが心配だ。

今回の研修ではヘネシーさんはもちろんのこと、片腕としてお手伝いいただいたシャ

ー リー・タホヤさんに心から感謝する次第です。

　研修をご支援いただいた関係各位に心からお礼を申し上げます。
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第25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

9／19（土） 12：00 東京（成田）発　JLO20

13：40 アトランタ着

15：50 アトランタ発　UA924

17：35 ワシントンD℃着
一一⌒一一一一一一一 一一一一一一一－一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一一一一一一，一一一⌒一一一一　一　一　一　一　＿　｝　一　一　一　一　＿　＿　＿　＿　＿　＿　　　　一　一　一　一　一　　一　一　←　一　’　⌒　一　一　　一　　一　一　一　一　’　一　一　一　一　　一　一　一　　一

9／20（日） 10：00 ワシントンD．C市内、郊外視察

夕方 ・ヘネシー・澄子氏によるオリエンテーション

「アメリカの児童・青年福祉の組織について」

「連邦政府、州政府、私立施設のパートナーシップ」
一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一一一一一一一一一　，　＿　一　＿　＿　＿　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　⌒　一　一　一　一　　　一　，　一　一　一　一　一　一　一　　→　一　一　一　一　一　皿　一　一　一

9／21（月） 9：10 ・アメリカ保健福祉省児童局　訪問

（現行連邦政府の児童福祉法が、各州政府の児童福祉プロ

グラムに与える影響、児童虐待の定義、状況）

13：00 ・米国議会見学

・児童福祉に理解のある上院、下院議員を訪問
一一一　一一一一一一

9／22（火）
一一一一一｝一一’

　9：00
一＿一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一 　＿＿＿P－一一一一一←←一一一　一一一一≠←一一一一一一一一P－一一一一　一　　≒

・ ChUdren’sDefense　Funds訪問（全国に支部を持ち、児

童と家族のために連邦政府や州政府が良い法律を作るよう

に働きかける）

13：00 ・ 博物館、美術館等の見学
一一　－一一一一⌒一 一一一一←一⌒’一 　　　　　　　　　　　　　　一一＿＿＿一＿一一一一一一⌒⌒一一一一一一一一一一一　一一一一一一㎡’一一一一一一一一←⌒一一一一　一　一一一一一一一一

9／23（水） 9：00 ワシントン発、バスで移動

10：20 ・Gle皿MiUs訪問（教護学校）

（全国から送られて来る強度の非行少年に対する教育を行う）

16100
・ Artlstic　ReaUzation　Technologies　訪問

（重度の障害児が絵画を通じて自己表現する方法を学び、

また実際のデモンストレーションを見学）

20：50 ニユーヨーク着
一一一一一一’一一一 　一一一一P－一一

9／24（木） 9：00 ・ Hawthorn　Center訪問（情短施設）

（情緒障害児対象のプログラムを見学）

15：00 ・ The　Jewish　Board　of　FamUy　and　ChHdrens　Services　訪問

（ユダヤ教家族・児童サービス組織）

外来用のプログラムを見学（デイトリートメント、家族

カウンセリングなど）
⌒一一一一　1一鴨一 一一一一一　　一一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一鴨一’一一一一一一＿　一　一　一　　　　　一　一　一　　＿　　一　　一　　＿　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　　一　→　一　’　一　一　一　一　　一　　一　　一　一　一

9／25（金） 9：00 ・ Leake　and　Watts　Services　訪問

（特殊児童対象の里親、グループホーム、養子縁組など多

様なプログラムを展開）

14：30 ・ New　Alternatives　for　Children　訪問

（重度の身体障害児に普通児と同様に家庭で暮らせるよう、
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月　日（曜） 時　間 日　　　　程
9／25（金） 特別な里親養成と養子縁組を実践する組織）

17：10 ・ニューヨーク大学社会福祉大学院　訪問

歓迎レセプション
一一⌒⌒←一一一一一

9／26（土）
一一一一一一一一一 　一一一一一一一一一一 　一⌒⌒一一一一一　一一一‥『－一　　一一一～一一一　一一一一一一｛＿＿＿一＿一＿⇔9＿＿＿一＿＿一＿＿

ニューヨーク市内視察
｝一一1一一一一一一

9／27（日）
一－一一一一一⇔〔

　10：00
一一一一一一一｝　一一一一÷－w｝一　一一一一一一一一一一一一’一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿

ニューヨーク発　US6030

11：10 ボストン着

ボストン市内視察
一一 r－一一一一一一

9／28（月）
　一一一一一一A　

　9：00
一一一一一㌔一　　一一一』←祈一一一一一一一←1－一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＾＿＿＿一一一＿＿＿＿一

・ Soldiers　of　Health　訪問

（貧困地帯に住む児童とその家族のための健康管理プログ

ラムを推進している）

13：20 ・ JRIHea［th　訪問（青少年のためのHIV、　AIDSプログラム

を推進している）

19：00 ボストン発　NW621

22：10 ミネアポリス着
　一一’一一一一一一

9／29（火）
一一一一一一一⌒－

　7：55
一一一一　一　一一一一一一一　一一＾一　←←　一　一　一一一　一，一一　一　一　一　一　一一，一一　一一　一　一，一　＾一一　一一　一一　一9→　一　一　一　一　一一一一

’ Hennepin　County　Commununity　Services　訪問

（ヘネピン郡福祉事務所、ミネアポリス、セント・ポール

地区の公立児童福祉組織について）

・ 児童裁判所　訪問

13：20 ・ St　Joseph　Home　fbr　ChUdren　訪問

（キリスト教に基づく福祉施設で、一時収容施設やグルー

プホームなど多様な施設を見学）
一一一一一一一一一一

9／30（水）
←一一一一一一1　

　9：20
一一一一一一一一一一一一一一』一『一一一一一←　『　一一一⌒⌒←一一一一一一一一一＿＿一一一一＿＿，＿一＿一一　一＿一一≡

・ Community－University　Health　Care　Center　訪問

（主としてアジアからの移民を対象に健康サービスを提供）

10：30 ・ Centro　Cultural　Chican（瓦hlc．訪問

（主としてラテンアメリカからの家族、児童を支援）

午後 MaU　of　America見学

ショッピング
　一　一一一一　一一

10／1（木）
一一一一～←－一一

　15：00
一一＾一　　一一一　⌒－－一一一一一一一一一一一一一⌒⌒一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿一＿一テ＿一＿一一一＿一＿＿一＿一＿

ミネアポリス発NWO19
一⌒一一－一一　一一

10／2（金）
一 一｝一一一一’－

　17：30
一　一一一一　一←㎡　一　一一　一　一　一一一　『←　一一　一一一　一　←一　一一一　一一　一べ　一　一　一　一　一　一　一一一　一←＿＿　＿＿＿　一一＿一一＿　一＿　＿＿＿

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

（荷物は翌日の到着となった）
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はじめに
一報告の構成と概要一

　約2週間という長期にわたる研修期間内に、我々研修団員は多くの社会福祉や児童

福祉の機関や団体、施設を訪問した。それは日本の厚生省に該当する保健福祉省から、

ほとんどがボランティアのスタッフによって運営されている民間の団体まで極めて広

範にわたるものであった。

　このように多様な内容に関する訪問の報告を行うにあたり、われわれは日本の児童

福祉の現状について次のように理解し整理を行った。

①児童福祉施策の実施においては厚生省を始めとする児童相談所や福祉事務所等の公

　的機関が重要な役割を担っている。

②家庭や地域の養育能力の低下を背景に虐待やネグレクトの問題が増加・深刻化して

　おり、それへの対応が急務の課題となっている。

③虐待やネグレクトの被害を受けた子どもたちにとって家庭に代る生活の場は主に乳児院

　や児童養護施設であり、そのような施設の多くは民間団体によって運営されている。

　このように日本の児童福祉に対する認識を行った上で、本報告ではそれぞれのテー

マにおいてアメリカとの比較、参照を行うことを目的に、大きく三つの章に分けて報

告を行っている。

　第1章は「アメリカの児童福祉体系について」をテーマとし、日本の厚生省に該当

する「アメリカ保健福祉省児童局」での講義や資料等を参考に、アメリカの法体系や

連邦政府の役割、児童虐待防止に関する法律、等についてその概要を報告している。

　第2章では「アメリカの虐待の実態と対応策」をテーマとし、アメリカにおける児

童虐待とネグレクトの全体像を明らかにすることを目的としている。報告書『児童虐

待1996jを参考にアメリカにおける児童虐待の発生数や被害者や加害者の特徴等につ

いて報告するとともに、虐待問題への取り組みの具体例として、対応のシステムが充

実しているとされているミネソタ州ヘネピン郡における虐待への対応セステムを取り

上げ、その中身について詳細に紹介している。

　第3章では「訪問施設を通して民間団体の役割を探る」というテーマのもとに、訪

問した民間団体や組織、施設に関してその事業内容や特徴等を紹介している。もちろ

ん訪問先は日本の児童養護施設に該当する役割を担っているものから、日本では見当

たらないような役割を担っているものまでその中身は多様であるが、民間組織として共

通して果たすべき役割やあるべき姿について紹介することを大きな目的としている。

　研修報告としては以上の大きく三章から構成されているが、最後の「研修を振り返

って」において、我々団員全員が本研修を通じて感じたアメリカ児童福祉の特徴や日

本が取りいれていくべき点についてその意見を述べている。
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14

アメリカの児童福祉体系について

■7Xリカ㈱系

アメリカは連邦制の国である，

　アメリカの50の州は、それぞれ独自の

憲法を有しており、連邦憲法は連邦政府

の構造を定めている，．

　単一の法律に基づく日本とは大きく違

い、アメリカはあくまでも連邦と各州の

法が併存しており、婚姻・離婚・養子縁

組等に関する法律が各州ごとに異なって

いる。

　ただし、合衆国憲法及び連邦の法律は

国の最高法規であり、それに反する州憲

法・州法は効力を有しない／：

　アメリカのi＞1法の順序としては、連邦

議会で採択された連邦法により、連邦政

府機関が規則を作成する：t州議会に連邦

法を受託するか否かが任されており、受

諾した場合は州法を作成するにあたり連

邦法の規制を受ける。さらに州議会で規

則を作成するのにとどまらず、郡議会や

市議会でも規則を作成する動きもある。

　また、連邦政府の影響力はその州が助

成金を受け入れるか受け入れないかで違

ってくる。　　　　　　　　　（伊藤）

図一1
　　アメリカの立法の順序

←・．，・・ は州（郡1カs

　　受諾する墳合

一
は州（郡）が

　　受諾した場舎

t

一一 連邦議会
：　　連邦政府の法律

州議会
州法

1　　　　　　　　　　　　　‘

　連邦政府機関1
‘　　　　　　　　　　　　　1

　規則作成　‘
　　　　　　　　1
一旧本の厚生省）一」

1－一一一1
L－一→“　州政府機関

lCOUNw　L＿」
（郡）議会‘ 郡政府機関

　郡規則作成

市議会→



　　　アメリカにおける現行の
　　　児童福祉政策について

　アメリカにおける現行の児童福祉政策

の概要は、大きく二つに分けられる。

　一つは、公的扶助に基づく生活保障で

あり、もう一つは国・州及び地方当局が

児童福祉の民間団体・機関と連携して、

各種の福祉サーピスプログラムを持って

いることである。主な児童福祉サービス

プログラムとして、公的扶助による生活

保障、相談サービス、児童養護サービス

（里親委託・養子縁組・施設収容・保育サ

ー ビス）等がある。

アメリカ保健福祉省児童局（DEPARTMENT

OF　HEALTH　AND　HUMAN　SERVICE）の訪問

訪問日：1998年9月21日

所在地：ワシントンD．C．

概要：児童福祉全般を行っているア

　　　　メリカ保健福祉省児童局は、

　　　　福祉省の中でも歴史のある古

　　　　い局である。現在の主な仕事

　　　　は、児童の虐待・ネグレクト

　　　　の防止、里親・養子縁組制度

　　　　の充実、家庭援護等であり、

　　　　　またそれらに関わる調査を行

　　　　い統計をとること、それらを

　　　　改善するためのプログラムを

　　　　作成して各州に実施するよう

　　　　提案することなどである。

（1）児童虐待・ネグレクトの防止に関して

　1996年に「改正児童虐待防止対策法」

（Child　Abuse　Prevention　and　Treatment

Act　As　Amended－1996）が制定された。

第1条は、虐待・ネグレクトをどうやっ

て見つけるか、どうやって報告するのか、

どうやって対応するのかなどを規定し、

第2条は、虐待・ネグレクトの防止など

のための条例である。また，虐待防止の

キャンペーンを行い、“赤ちゃんを揺さぶ

らないで’（Don’t　Shake　Baby）は、赤

ちゃんを丁寧に扱うよう呼び掛けたもの

で、このキャンペーンによって赤ちゃん

の死亡率が減少した。

　調査として行うことは、毎年虐待の通

告を調査することである。何件の通告が

あり、何件が実際の虐待であったのか、

子どもたちの被害内容、年齢、虐待を行

った親又は、養育者の性別、年齢、加害

者の児童との関係、子どもの処遇結果等

を調査し集計をとり、議会に報告をする。

データを分析して集計するまでに1年半

を要するので、現在の最新のデータは

1996年のものである。また全国に共通す

るいろいろな情報を一つにまとめて、み

んなが利用できるようにし情報機関の役

割も果たしている。

　そして、その調査に基づき問題を解決

するためのプログラムを作成し、各州に

対してプログラムを提案し、取り入れら

れるように働きかけ、取り入れた州には

一 定の予算を支給する。また、各種のプ

ログラムを州がどのように実施している

のかを管理する。
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（2）生活保障に関して

　1935年、世界大恐慌で経済的に落ち込

み社会保障法が制定され、年金・生活保

護金が支給されるようになった。発足当

時は、要養護児童援助（ADC：Aid　to

Dependent　Children）と呼ばれ、連邦政

府が要保護性・要養護性の高い児童に対

して金銭援助を試みた。

　1960年からは離婚・未婚の頒若い母親）

が増え、子どもを守るためには家族ぐる

みの保護補強が必要との議論が高まり、

要養護児童の家庭援助（AFDC：Aid　to

Fam田es　With　Dependent　Children）とな

り対象が児童から家族にまで拡大された。

　1988年、連邦政府の指示で要養護児童

を持つ家族に対し緊急の金銭的援助を行

うこと、その家族の親たちが経済的に自

立するための援助として就職させるため

のプログラムを始めた。

　1996年、就職のためのプログラムは政

府の許可がなくても各州独自で展開でき

るようになった。生活保護を受けるには

14の条件があり、子どもには予防注射を

受けさせなければならない、子どもには

就学させなければならない、親は必ず働

くか、学生でなければならない等がある。

　現在、生活保護の受給者が減少して来

ている。この理由は5年間しか受けられ

ないので時期を待っていて一時的に減っ

ているのか、就職のためのプログラムの

成果が出て仕事をする人が増え受給する

必要がなくなったのか、減少した理由は

不明である。生活保護から離れた人がそ

の後どうなっているのか、法律の影響は

あるのかを含めて調査中である。

（3）里親・養子縁組に関して

　要養護性の強い児童・その家族・その

同居者への補助として最大の政策が要養

護児童の家庭援助（AFDC）である。そ

して養護しきれない児童に対しては、里

親養護が次善の策となっており施設養護

よりも優先されている。施設養護は小規

模のグループホームが中心となり、でき

るだけ早く家庭生活へ戻すこととなって

いる。しかし、実親の状態が改善されて

ない場合には里親を活用し、全く改善の

見込みのない場合には親権剥奪のうえ養

子縁組の対象となる。

アメリカ保健福祉省の前で。

　「アメリカ青少年法」（1981年制定）は、

子どもに愛着がわいてしまって里親が里

子を実親に戻さなかったり、ビジネスと

して里親を続けることにより生計を成り

立たせているため、里子を離さないケー’

スが増えある種の社会問題となってきた。

そのため、里親側でなく実親の権利を保

護しようと意図された法である。

　現在では、親子分離そのものを減らし、

家族をまるごと在宅で支援するファミリ

ー サポートへと進みつつあり、実親が無

理な場合には親類等のより親しい人へ子

どもの養護を委ねるようになってきている。



　「養子縁組及び安全な家庭法1997」

（ASFA：The　Adoption　and　Safe　Families

Act　of　1997）は、これら子どもの養護に

関わる親権者を対象に制定された法律で

ある。

ee！！！！！！e1！11111！1！）

　アメリカでは州に関係なく連邦政府に

税金を支払うことになっているため、支

払われる所得税・不動産税等が児童福祉

政策の予算になっている。州はプログラ

ムに付いてくる予算の金額によって、プ

ログラムを受け入れるかどうか決めるこ

ともある。

　「改正児童虐待防止対策法（1996）」の法

律を受け入れた州には、＄175，000が支払

われ、人口が多いと加算される。また、

州が独自でネットワークを作りそれを地

域社会に拡げると30％がさらに加算され

る。（伊藤、渡井、小島）

　　　児童虐待防止の法律に

　　　ついて

c！”！111

　児童虐待に関する法律は、連邦法とし

て「改正児童虐待防止対策法（1996年）」

（Child　Abuse　Prevention　and　Treatment

Act　As　Amended／October　3．1996）カぎあ

り、州の議会でその内容を受諾するか否か

を可決し、さらに提案事項を参考に州ごと

に規則を作成する場合があり、また、さら

に市議会で規則を作成する場合もある。

　「改正児童虐待防止対策法」には、州

がその法律を受諾した際の予算を示して

おり、受諾するか否かの判断に関わるこ

とになる。しかし、受諾したことで大き

な費用がかかるプログラムを取り入れる

結果になる場合、インディアナ州やペン

シルバニア州のように受諾せず、州独自に

プログラムを行っている州もある。

図一2
　　　　　児童虐待放任

　ホットライン　通告の義務

U　J

シェルター

一時収容所

郡福祉事務所

児童福祉課ミーティング

帰宅

な　　　　　　　　　　あい　虐待・放任　る

　　　の事実？

児童裁判所

治療計画

（続への　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」←碑易同
カウンセリング）　　　　　　　　　　　　　　　　　方ン

ーコーコー一一一一一一←一一一一一＾甲一，一一，一●■’，一一■’●≡1■’＝＿1A＿●

（12ヵ月以内1

銀纏の

鋲
一一一A一

グループ

ホーム

各種
治療施設

　最近の統計によると、1991年にアメリ

カ全体で約270万人の子どもたちが虐待

されたりネグレクトされたりしており、

この数字は1976年のものと比較して

291．3％も増加している。さらにいくつか

の研究によると、毎年自宅における虐待

やネグレクトの結果2．000人の子どもたち
17
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が死亡している。

　「児童虐待防止対策法（1974）」（Child

Abuse　Prevention　and　Treatment　Act．）

は、このような増加する児童虐待の問題

を明らかにし治療するために制定された

ものである。　　　　　　　　　（伊藤）

（1）「子ども」とは、18歳未満あるいは各州

　の児童保護法で規定する年齢以下の

　児童。

（2）「児童虐待及びネグレクト」とは狭義

　　に、児童の親または養育責任者が行

　　う行為または怠慢のうち、死に至る

　行為・怠慢、深刻な身体的・情緒的

　危害、性的虐待または搾取。そして、

　深刻な危害を及ぼす明らかに危険性

　の高い行為または怠慢。

（3）「性的虐待」とは、児童に対して、明

　　らかな性行為やそのような行為の視

　覚的描写を演出するための擬似的行

　為。または、このような行為を目的

　　として子どもを雇用、利用、勧誘、

　　または強要する行為。

（4）「医学的に指示された治療の不履行」

　　とは、医師または複数の医師の合理

　的な医学判断において、幼児の生命

　　に関わる危険な状態を改善または矯

　正するのに、もっとも効果的である

　　と判断された治療することを怠るこ

　　とを意味する（適切な栄養補給、水

　分補給、投薬を含む）。

　ただし、治療に当たっている医師ま

　たは複数の医師による下記の合理的

　　な医学的判断がある場合は、幼児に

対して治療することを怠ったことに

は含まれない（適切な栄養補給、水

分補給、投薬を除く）。

①幼児が慢性的で回復する見込みの

　ない昏睡状態である。

②治療することが、

・ 延命のみに役立つ場合。

・ 幼児の生命の危険のすべてを改善

　または矯正するのに効果的でない

　場合。

・ そのほかの点で幼児の存命に対し

　て無益である場合。

マイケル・アンブローズ部長より説明を受ける。

　　③治療を供給することが幼児の存命

　　　に対して実質的に無益であり、そ

　　のような状況下での治療自体が非

　　　人道的である場合。

　　「改正児童虐待防止対策法」（Child　Abuse

　　Prevention　and　Treatment　Act．　As　Amended，

　　1996はり引用

　この定義はあくまでも連邦法による定

義であり、これに基づいて各州の州法に

おいて細かく定義されることになる。し

たがって、アメリカにおける虐待・ネグ

レクトの定義は必ずしも同じ文言ではな

いのである。

また日本と比較してもEl本の「心理的虐



待：emotional　abuse」という言葉は、ア

メリカでは実証することが難しいという

ことで使われていない。「心理的虐待」の

代わりに州によって「精神的な危害：

mental　injury」または、「情緒的な危害：

emotional　harm」として定義されている。

　　　　　　　　　　　　　　　（廣岡）

連邦議会は、国内における児童虐待とネ

グレクトの問題に関して、以下のような

現状認識を行っている、

（1）毎年百万人に近い子どもたちが虐待や

　ネグレクトの被害者となっている。

（2）このような子どもたちやその家族の多

　くは、十分な保護や治療を受けられず

　にいる。

（3）児童虐待やネグレクトの問題は、次のよ

　うな包括的な対策を必要としている。

　①社会福祉や法律、保健、精神保健、

　　教育等に関する機関や組織を統合す

　　ること。

　②民間の機関や市民、宗教的、専門的

　　組織、個人のボランティア、等と政

　　府レベルとの関係を十分に調整する

　　こと。

　③児童虐待やネグレクトを予防するた

　　めに、アセスメント、治療、等を地域レ

　　ベルで行う必要性を強調すること。

　④児童保護の役割を遂行するために、

　　特別な知識を習得するための研修の

　　機会を提供すること。

　⑤民族的・文化的多様性を十分に配慮

　　すること。

（4）児童虐待やネグレクトの予防対策に失

　敗することは、数千人もの子どもたち

　の未来を脅かし、さらに何十億ドルも

　の国家財源の支出を招く結果となる。

（5）アメリカ社会は、このような国内全体に

　おける子どもや家族の危機的状態に対

　応する責任を共有している。

（6）児童虐待の発生や被害の拡大を予防し、

　被害者への対応を行うことは国家の最

　優先課題である。

（7）連邦政府は児童虐待やネグレクトを予

　防するために家族を支援すること、ま

　た不必要な家族分離を予防するための

　徹底的なサービスを提供すること、さ

　らに家族分離が行われた際には家族の

　再生を促進すること、等に対策を施す

　べきである。

（8）児童保護システムは包括的、子ども中

　心的、家族中心的、地域主体的である

　べきである。また児童虐待やネグレク

　トの発生や再発を予防するために、適

　切な策を講じなければならない。さら

　に身体的、精神的回復や子どもの健康

　や安全、尊厳を育む社会環境を再統合

　しなければならない。

（9）低収入により資源の限られた地域にお

　ける児童保護システムに対して財政的

　な公的支援を行わなければならない。

（10）子どもや家族の保護策を実施し成功

　　させるために、連邦政府は州や郡・

　市に対して財政的、人的、専門的資

　　源を援助すべきである。

（11）連邦政府は次の事項に関してリーダ

　　ーシップを発揮し、地域が子どもや

　　家族を保護する取り組みに対して支

　援しなければならない。
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1全ての政府レベルでの計画を促進す

　ること

2サービスを普及させるためモデルの

　構築も含め、r・どもや家族の保護に関

　連した知識を発見し、共有すること

31州が地域を支援する能力を強化する

　こと．

4州が地域計画を実行するための財的

　資源を補助すること．

5∪〔門的資源、〔ぴ門に近い資源、ホ’ラ

　ンティア資源の各能力を発展させる

　ことにより、地域がアどもや家族の

保護計画を実行二することを補助する

　こと

6∫・どもやfffl’：’に対する虐待やネグレ

　クトをなくすためにり一ダーシップ

　を発揮すること

　　　　　　　　　　　　　　嚥本｝

　改正児童虐待防！ヒ対策法口Chilcl，U”ISv
　I’rL・、』L・］｜［1ぴ｜　：ir1〔l　Trt・；11111｛・｜11　．、CI．　As　Arn〔・：ldt・d．

　19961より引IU

コロラド州下院議員のダイアナさんを囲んて
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アメリカの虐待の実態と対応策

■虐待の実態

’ 三一　・・慮’一、、

　国立児童虐待・ネグレクトデータシス

テム（NCANDS）は、各州の児童保護サ

ー ビス機関が把握している児童虐待・ネ

グレクトに関する情報に基づいて、この

報告書「児童虐待1996」を作成した。

　この報告書によると1996年にアメリカ

では、約300万件の児童虐待が通告され、

その内2，026千件の調査が行われた。その

結果約100万人の児童が虐待による被害者

表1

と認定されている。報告された児童の全

国的な割合は、18歳以下の児童1，000人あ

たり44人となり、1990年の41人から増加

している。また、被害者と認定された子

どもの割合も18歳以下の児童1，000人あた

り15人となり、1990年より18％増加して

いる。

　虐待報告の52％が教育関係者・医療関

係者・法律関係者・児童福祉関係者などの

専門家で占められ、18％が被害者本人とそ

の両親・家族・親戚、9％は隣人・友人、と

なっている。虐待の被害者と認定された報

告の約2／3は専門家からの通告によるもの

であった。

通告者別の報告結果（DCDC）ig96
結　　果

通告者
事実あり 傾向があり 事実なし 発見なし終了 その他・不明

合　計

児童福祉関係者
　17，588
（†4．3％）

　11．030
（13．9％）

28，912
（12．1％）

　　517
（1W2％）

　2，135
（11．3％）

60，182
（12．9％）

医療関係者
20，981

17．0％）

7，835
（9．9％）

20，687
（8．7％）

　359
（7．7％）

　1．766
（9．4％）

51，628
（11」％）

法律関係者
25，168

（20．4％）

　11，142
（14．1％）

20，930
（8．8％）

　　571
（12．3％）

　2，086
（1t1％

59β97
（12．9％）

教育関係者
　19β76
（15．7％）

12，647
15．9％

38，111
（15．9

　401
（8．6％

　31552
18．9

74，087
15．9％）

保育園関係者 　t903
（t5％）

　て．276

（t6％）

　3．862

〈“％
　　24
（0．5％）

　288
（1．5％）

7，353

（t6　）

被害者本人 　939
（0．8％）

　†．061

（t3％）

2，784
（i．2％）

　　24
（0．5％）

　166
（0．9％）

4，974
（t．1％）

親
6，700

（54％）

7，412
（93％）

21，712
（9．1％）

　323
（7．oo）

　2，125
（113％）

38，272
（8．2％）

その他の親族
8，605

（7．0％）

7ρ31
（8．9％）

22，724
（9．5％）

　　625
（13．5％）

　11886
10．0％

40，871

（8．8）

近親者
6，312

（5」％）

7，293
（9．2％）

25，201
（†0．5％）

　　729
（15．7％）

　1、585
（8、4％）

41，120
（8、8％

加害者 　　71
（Oj％）

　126
（0．2％）

　188
（0．1％）

　　2
（0．0％）

　　1
（0．0％） 　蹴（0、1％）

匿名
6，735

（5．5％

7，398
（93％）

32，636
43．6％）

　　462
（10．0％）

　1．261

（6．7％）

48，492
（10、4％）

その他
8，459

（6．9°

5，049
（6．4％）

20，688
8．7％）

　　599
（12，9％

　11971
（10．5％）

36，766
（7．9％）

不明 　237
（02％）

　　1
（0．0％）

　658
（0．3％）

　　0
〔0．0％）

　　0
（0．0％

　896
α2％）

合計
123，074
100．0％

　79，301

100．oo
239，093
100．oo

　4β36
100．0

　181822
100．0

464，926
100．0
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　虐待のタイプは、58％がネグレクト及び

医療ネグレクト、22％が身体的虐待、12％

が性的虐待、6％が情緒的虐待となってお

り、半数以上がネグレクトによって占められ

ている。また、多くの場合、一人の子ども

が一つの虐待を受けているわけではなく、

いくつかの虐待を同時に受けている。

　被害者の年齢は、全体的に子どもの年

齢が上がるにつれて減少している。特に

高い割合を示しているのが、生後から8歳

までの子ども達で被害者の半数以上を占

めている。また、虐待のタイプは、被害

者の年齢と深く関係づけることができる。

たとえば、ネグレクト・医療ネグレクトは年

齢が上がるとともに減少し、身体的虐待・

性的虐待・情緒的虐待は逆に増加してい

る。医療ネグレクトの52％は4歳未満の子

ども達で占められ、性的虐待は12歳以上の

子ども達が36％を占めるのに対し、4歳未

満の子ども達は10％となっている。

　被害者の性別は、男子が48％、女子が

52％となっており、性別による虐待のタ

イプにも特徴がある。大きな特徴として

は、性的虐待は女子の方が圧倒的に多く

77％の高い割合を示している。そのほか

の特徴としては、身体的虐待、ネグレク

表2

ト・医療ネグレクトの割合は、男子の方

が若干多く、逆に情緒的虐待は女子の方

がわずかに上回っている。

　被害者の子ども達の人種や民族による

割合は、半分以上の53％が白人、27％が

アフリカ系、11％がヒスパニック、2％が

先住民であるインディアンやイヌイット、

1％がアジァ・太平洋系となっている。表

4をみるとアフリカ系とインディアン・

イヌイットの子どもの被害者の割合が高

くなっている。また、逆に白人とアジア

太平洋系の子どもは人口の割合に比べ低

くなっている。このことから所得水準と

児童虐待との関連は、家庭収入が、虐待

の発生割合が強く結びついていることが

見えてくる。これを裏付ける研究結果と

して国立虐待発生研究所（NIS）の研究

報告によると、虐待をしているもしくは

する可能性のある家庭は、年間収入が

＄15．000以下の場合、＄30．000の家庭の25

倍の虐待がある。

　人種による虐待のタイプの特徴は、白

人の子どもに対する性的虐待65％、情緒

的虐待69％の割合の高さが目立っている。

逆にアフリカ系の子どもに対する虐待の

タイプは、医療ネグレクトの割合が高く

なっている。

被害者の年齢別虐待のタイプ（DCDC）1996

虐待のタイブ
年齢群

身体的虐待 ネグレクト 医療的ネグレ外 性的虐待 心理的虐待
合　計

0歳～3歳
　12，010
（20．0％）

50，400
（33．7％）

　5，339
（51．7％）

　2，873
（10．3％）

　1β44
（15．7％）

72，266
（28．0％）

4歳～7歳
　151454
（25．7％）

43，559
（29．2％）

　2，169
（21．0％）

　7，932
（28．4％）

　2、710
（26．0％）

71β24
（27．8％）

8歳～11歳
　13，681

（22．8％）

30，370
（20．3％）

　1．501
（14．5％）

　7，123
（25．50）

　2，905
（27．8％）

55，580
（215％）

12歳以上
　18，960
（31．5％）

25，096
（16．8％）

　1，313
（127％）

　10，037
（35．9％）

　3，182
（30．5％）

58，588
（22．7％）

合　　計
　60，て05
（100．0％）

　149，425
（100，0％

　10，322
（100，0％）

　27，965
（10α0°）

　10，441
（100，00）

258，258
（100，0％
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表3 被害者の性別による虐待のタイプ（DCDC）

虐待のタイプ
合　計性　　別

身体的虐待 ネグレクト 医療的ネグレクト 性的虐待 心理的虐待

男　　子
　31．3て6

（51．6％）

76，955
（51．2％）

　5β86
（52．0％）

　6．454
（22．8％）

　4，989
（47、0％）

125，100
（48．0％）

女　　子
　29，367
（48．4％）

73，426
（48．8％）

　4，975
（48．0％）

21β67
（77．2％）

　5，622
（53．O％）

135，257
（52．0％）

合　　計
　60．683
（100．0％）

　150，381
（100．O％｝

　10，361
（100．0％）

　28，321
（100．0％）

　伯，611
（100．0％）

　260，357
（100．0％）

表4 被害者の人種／民族別の虐待のタイプ（DCDC）

虐待のタイプ
人種／民族別

身体的虐待 ネグレクト 医療的ネグレクト 性的虐待 心理的虐待
合　計

白人
　33，181

（56、1％）

　76，967
（52，3％）

　4224
（4t3％）

　17，978
（64．8％）

　7，130
（68．9％）

139‘480
（548％）

アフリカ系
　161406
〔277％）

　50．401
（34．3％）

　4．509
（44．0％）

　5β39
（19．2％）

　1，684
（16．3％）

78β39
（30．8％）

ヒスパニック系
　8，053
（13．6％）

　16，447
（11．2％）

　1，299
（12．7％）

　3．901
（14．1％）

　1．265
（12．2％）

30，965
（12．2％）

インディアン’イヌイット 　670
（1．1％）

2，018
（1．4％）

　145
（1．4％）

　349
（t3％）

　167
（1．6％）

　3，349

（W3％）

アジア／太平洋系 　842
（14％）

　1275
（0．9％）

　　61
（0．6％）

　198
（0．7％）

　104
（1．0％）

2，480
（tO％）

合　　計
　59，152
ω0．0％）

　147，108
（100．0　）

　10，238
（100．0％）

　27，765
（100．0％）

　10β50
（100．0°

254，613
（100．0°）

　1996年に虐待・ネグレクトの結果亡く

なったとされる児童の数は、50の州とコ

ロンビア特別区で1，077人と報告されてい

る。これらの子どもの76％が4歳未満の子

どもであった。

　児童虐待の加害者は、77％が両親で、

さらに親族が11％を占めており、89％が

身内から虐待・ネグレクトを受けている。

加害者の年齢は81％が40歳未満で、特に

30歳代で高い割合（39％）を示しており、

50歳以上は低い割合（6％）となっている。

加害者の性別による虐待のタイプにも特

徴があり、男性の加害者には性的虐待が

多く、逆に女性はネグレクト、医療ネグ

レクトの割合が高くなっている。

表5性別及び年齢別の子どもの死亡数（DCDC）

子どもの性別
性　　別

男　子 女　子 合計

0歳～3歳 　　128
（744％）

　　106
（78．5％）

　　234
（762％）

4歳～7歳 　　23
（13．4％）

　　2†
（15．6％）

　　44
（143％）

8歳～11歳 　　15
（8．7％）

　　4
（3．0％）

　　19
（a2％）

12歳以上 　　6
（3．5％）

　　4
（30％）

　　10
（33％）

合　　計 　　172
（100．0％）

　　135
（100．0％）

　　307
（100．0％）

表6　加害者の性別及び年齢別（DCDC）

子どもの性別
性　　別

男　子 女　子
合　計

19歳以下
　5，727
（1α4％）

61205

（72％）

111932

（8．5％）

20歳～29歳
　13．468
（24．5％）

33，464
（39．0％）

46，932
（33．3％）

30歳～39歳
21，241

（38，6％）

33，516
（39．1％）

54，757
（38．9％）

40歳～49歳
　9，984
（18．2％）

　8，885
（10．4％）

　18，869
（13．4％）

50歳以上
4，586

（8．3％）

3β81
（4．3％）

8，267
（5．9％）

合　　計 　55、006
（100．0％）

　85，751
（100．0％）

140，757
（100．0％）
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表7 被害者の性別による虐待のタイプ（DCDC）

虐待のタイプ
性　　別

身体的虐待 ネグレクト　医療的ネグレ外ト性的虐待 心理的虐待
1　合　計

男　　子
　17，590
（44．7％）

20，617
（28．1％〉

　1，893
（21．7％）

（，鵠1（、32δ認1，5脳
（39．3％）

女　　子
21，757

（553％）
52，675

（71．9％）

　6．818
（783％）

　6．571
（28．5％）

　3．429
（570％）

91，250
（6α7％）・

合　　計 　39，347
（100．0％）

　73．292
（100．0％）

　　8711
（100．0％）

　23ρ19
（1000％）

　　6．015
（100．0％）

　150，384
（1000％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（河野、廣岡）

※DCDC：Detailed　Case　Date　Compornent

　DCDCは虐待・ネグレクトに関してNCANDSより詳細なデータを集約しているもの
　で、11州、全米の18才以下の子どもの人［の1／3のデータを収集している。

アメリカ国会頴事堂（キャビタルヒル）a

　アメリカでは野性のリスを見かけることが
多くあり、人間を恐れずに目の前で木の実を
食べる姿が愛らしかった。
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■㍊謙蒜嘉郡1二

　アメリカにおける虐待への行政及び司

法の対応は、州及び郡によって異なって

いると言われるが、我々は全米でも行政、

司法、福祉の制度が整備されているミネ

ソタ州ヘネピン郡の行政及び司法の児童

虐待プログラムを見学した。

ヘネビン郡児童福祉部，

　ヘネピン郡には、児童虐待を扱うヘネピ

ン郡児童家庭福祉部（Hennepin　County

Children＆Family　Services　Department）

というH本の児童相談所や社会福祉事務

所にあたる行政機関がある。通報された

ケースについては、この行政機関が調査

等を行い、児童の保護を要すと判断され

た場合、ヘネピン郡児童裁判所（Hennepin

County　Juvenile　Justice　Center）に申立

てられ、裁判所において、虐待兇童の認

定、児童の保護、処遇等の虐待への具体

的な対応が審理される。

　虐待への対応は、行政及び司法の制度

の中で一つの流れとして定着している。

　ヘネピン郡の行政及び司法の手続の流

れは、【図3】のとおりである。

（D通告【図3－（1）】

　虐待の発兇者からの通告には、24時間

ホットラインでヘネピン郡児童家庭福祉

部児童審査課（CP　Screen）が対応して

おり、同課で虐待や放任の事実があるか

否かが選別され、虐待やネグレクトの可

能性が高いケースについては、直ちに調

査を行う児童保護調査課（CP　Invest）に

引き継がれるc危険性が高いと判断され

るケースについては、昼夜を問わず警察

の協力を得ながら親子を分離し、一時保

護所に児童を保護している。

（2）調査【図3－（2）】

　調査が必要と判断された児童は、児童

保護調査課（CP　Invest）において警察、

学校関係者、病院周辺住民等家族に関す

るすべての人々に聞き取り調査を行い、

家族がどのようなサービスが必要かを約

2週間で判断し、調査の結果、①虐待が

なく、サービスは不要の場合、②虐待は

ないが、サービスは提供する必要がある

場合、②虐待はあり危険性は低いが、サ

ー ビスを与える必要がある場合、④虐待

があるが危険性が低く、サービスを与え

る必要がない場合、⑤虐待があり、緊急

の危険性が高く保護者から分離し保護す

る措置を必要とする場合に分ける。

　豆のうち危険性が高いが、保護者が任

意に保護を求める場合、裁判所への申立

てを行わず、早期介入チームにより監督

指導する場合がある。

（3）裁判所への申立て【図3－（3）】

　ヒ記（2）調査で⑤虐待があり、緊急の危

険性が高く保護者から分離し保護する措
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置が必要と判断された場合は、児童を即

時に保護者から分離し、緊急の保護所に

身柄を保護し、郡は児童の身柄を保護し

た時から72時間以内に児童裁判所に申立

て（Petition）を行う。

　申立人は、郡（郡のソーシャルワーカー）

であるが、児童保護調査課で作成した調

査報告書を裁判手続に乗せる裁判実務担

当の検察官の役割を行う弁護士がおり、

裁判所にどのように申し立てるかについ

て検討を行う。

（4｝児童の保護の審問（Hold　Hearing）

【図3－（4）】

　裁判所では72時間以内に、保護者等関

係者に審問（Hold　Hearing）を行い、児

童の保護に関する審問が行われるe

（5）審判前審理（Pre－Trial）【図3－（5）】

　裁判所は、身柄の保護の審問から2週

間から4週間程度、最大90日以内に、審

判前の審理を行い、保護者、児童、郡か

ら意見を聴取し、事実認定及び裁判所の

ケースプランについて審理する。

（6）正式審理（TriaD【図3－（6）】

　正式審理を経て、虐待が証明されれば、

［処遇決定の審問］がなされ、処遇決定を

するが、虐待が証明されなければ、却下

で終了する。

（7）処遇決定の審問（Disposition）

【図3－（7）】

　保護者が、（5）の審判前審理で虐待を認

めた場合、要保護児童であることを確定

したり、正式審理で虐待が証明された場

合、監護者を定めたり、裁判所がケース

プランを命令（保護者がカウンセリング

を受ける、勉強会に参加する等）したり、

虐待防止の観察を行ったり、様々な処遇

決定を下し、その後45日から60日毎に改

善されるまで、または最終決定するまで

の間、数回審問を開き、ケースの内容と

進捗状況について吟味し、ケースプラン

を再検討する。

（8）最終決定（Permanency）【図3－（8）】

　身柄保護後12カ月以内に、パーマネン

シー・プランを立てることになっており、

裁判所の決定に従い、問題性が少なくな

れば，児童を家庭に戻し家族を再統合

（Reunification）する処遇となるが、裁判

所の決定に従わず問題があれば、長期の

里親委託（Foster－care）、監護者の変更

（Transfer　of　Custody）、親権の剥奪

（Termination　of　Parental　Right）、養子縁

組（Adoption）などの審判がある。

　　　　　　　　　　　　　　　（河野）

児童家庭サービス田のブライアン薗畏から自宅に招いrいただき．歓迎を受けた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　ミネアポリスにて、ブライアン氏のお宅

　を訪問する。突然の訪問にも関わらず奥様　1

　にも暖かく迎えて頂き、おいしいワインを

　ごちそうになり、楽しいひとときを過ごす

　ことができた。

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ



図一3

保護児童ケースの社会福祉事務所と裁判所のプロセス（ヘネピン郡）
　「Agency　and　Court　Process　in　Child　Protection　Cases」

（1）Child　Protection　Re　rt

虐待児童の通告

No　Child　Protectio「）lnvesti　ation

児童保護調査必要なし

⑤

（2）Child　PrOteCtien　lnvesti　atiOn

児童保護調査必要あり

結果：虐待・緊急危険
行政が一時保護要請

［

Volunta　　Pbcement　　　　　　Co岨 Pr㏄eSS

民間機関の保護 1　　　裁判所手続

家庭
復帰

ケース計画

の失敗

i

（3）Pet泊on　Filed

緊急に監護者の指定、
要保護児童とするため
裁判所へ申立て

①

結果：虐待なしサービス不要

一時保護なし

②
結果：虐待なしサービスを提供

一時保護なし

③

結果：虐待サービス提供

一時保護なし

④

結果：虐待サービス提供なし

一時保護なし

Ad’ud℃ation　ProceSS

審判の過程

（4） （5）　　　　　　　　　　　　　（6）

Hold　Hea巾g

72時間以内
に保護の審問

Pre－Tdal

2～4週間以内
児童保護審問から90日以内

Trial

正式審理

認めたら子どもを家から離
すことが子を守る
と推測される。

子が自宅外の保護
を求める。

（7）

提訴が証明
された。

DISPOSITION：決定・要保護児童の確定・法定監護者・裁判所のケースプラン命令・虐待防止の観察・パーマネンシー・プラン

（8） 証明されな
ければ却下

PERMANENCY：
　　最終決定
児童保護後12カ月
以内

裁判所で45～60日毎に
改善か最終決定するまで
の間、審問を開く

家庭復帰 長期の里親委託 監護者の変更 養子縁組
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グ圧ジ蔀児量家」扇冨i垂雫一

訪問日：1998年9月29日

所在地：Children＆Family　Services　Department　Health　Services　Building－5

　　　　525　Portland　Avenue　South　MinneapOlis，　Minnesota　55415－1569

施設種別：社会福祉事務所

職員数：15，000人（郡の全職員）

運営費：総額＄19．100万

　　　　　内訳　＄2．500万

　　　　　　　　＄4，000万

　　　　　　　＄12，600万

人件費

里親、グループホーム、経営する施設の運営費

ヘネピン郡が契約をしているプログラム

（1）活動内容

　ヘネピン郡には24時間対応のホットラ

インがあり、地域や家族から1カ月に6千

件の報告がある。中には「子どもといつ

も喧嘩ばかりするので助けてくれるサー

ビスはないか」または「子どもを預かっ

てくれる施設はないか」等の情報が欲し

いといったものから、虐待をしているの

ではないかという報告や相談がある。こ

のような通告に対し児童家庭福祉部では

次のような部門を持って対応している。

①児童保護審査課

（CP　Screen：Child　Protection　Screening）

　こうした電話の中から虐待やネグレク

トにつながると思われる報告は、児童保

護審査課に回され、虐待やネグレクトの

事実があるかどうか選別され、虐待やネ

グレクトの可能性のあるケースについて

は、児童保護調査課（CP　ilvest）にケー

スが回される。

　児童保護審査課では、ヘネピン郡独自

のエキスパートシステムというコンピュ

一 タープログラムが使われている。この

システムは、様々な質問がプログラムさ

れており電話の受け手は、そのプログラ

ム通りの質問を続けることによって、コ

ンピュータが虐待やネグレクトの可能性、

危険度を判断することができる。このシ

ステムによってヘネピン郡では、誰でも

が虐待やネグレクトの判断が可能になる。

こうして虐待やネグレクトの可能性があ

ると判断されるケースについては、直ち

に児童保護調査課に回されるが、もし危

険度が高いと判断されたケースについて

は、昼夜を問わず警察の協力を得ながら

親から子どもを引き離し一時保護所に子

どもを収容をする。

②児童保護調査課

（CP　lnvest：Child　Protection　lnvestigations）

　児童保護調査課では児童保護審査課か

ら回ってきたケースを40人の社会福祉士

が4組に分かれて虐待やネグレクトの事実

を確認するために様々な調査を行ってい

る。調査の方法は警察、教育・学校関係
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者、病院、周辺住民等の家族が関係する

すべての人々に聞き取り調査を行う。ま

た、子どもに対しても面接を行うが、家

族が児童保護調査課から調査をされてい

ると知る前に子どもとの面接を行うcそ

のため面接は家庭から離れた場所で行わ

れる必要があるため、ほとんどの場合が

学校で面接が行われ、その後家族からの

聞き取り調査を行う。家族に対する調査

は、「虐待・ネグレクトの報告があり調査

をしている、同時に親の権利保護の法律

が記載されている小冊子がある旨を伝え、

調査した内容は警察や郡の弁護十にも報

告をしなければならない場合があること」

There・are肋wぶ’oグo’¢c’

yo〃r吻hts・as・a　c〃entげ

the　Children　and　Fa〃⑳

　Services　Depar伽ent

YOUR　RIGHT　TO　EQUAL　ACCESS
H鋤epin　Co㎜【y　provtaes　equal　access　te　ernpleyrn斑【

programs　and　services　wi血out　reg田「d　tr）m㏄，　coter．

∞民d．口ligiOD，　agらs眺d泌ili⑲．　m町i副s瓜

sexual　orientatiOza　public　assiStance，　c目的n凪㎜rd，　or

顕U岨　 0“gi比　 IfyOU　believe　 yOU　have　bcen

discriminated　against，　contaCt　the　Human　Resour㏄es＆

Employec　Relations　1）θp囲由“enちDive【sity　Services

DMsio叫A－400　Gevernmen1　Cuater，　Minne明）eti＆

Minnesota　S5487・0040（612）3484096．

YOUR　RIGIrl’　ro　INFORMATION　AND

PRlVA（Y
Seve【副sぬand　fed¢ral｜awshelp　to　protecr【yourright

to　privacy　and　to　make　it　easier　for　you　to螂

infbm】a邑ionkCP【in　your刷c．　Thε～Ii阻1鵠◎匂

GovetnrnentData　PraeticesAct（MinnesotaStatutas

Chapter　13）gi“s　you　the【i帥tto　knσw伽infb頑on

rnaintainedby　this　dq輌ent．　The　infOtm旬匡onwe　k㏄P

isdescribedinthls　btochure．　Pleaseread　orじ

調査時に家族に渡されるリーフレット、

を警告をして面接を行う。ほとんどの家

族が親の知らない内に子どもと面接をし

たということに対して非常な怒りを表す

ことがあるが、法律によって認められた

行為であることを家族に説明をするt

（What　can　I　do　to　prevent　harm　to

Children）この法律がないと家族から訴

えを起こされることもあるので、この法

整備が社会福祉士を守り、調査をスムー

ズに行う土台になっている。

WH酊CAN　l　DO
TO　PREVENT
HARM　TO
CHILDREN

家族説明用リーフレット。

　これらの調査対象家族は必ずしも貧困

世帯ばかりではなく、富裕層の家族も含

まれ様々な家庭問題を抱えている。しか

し、この調査は家庭問題を調査するので

はなく、虐待の事実があるのかがこの調

査の目的で、社会福祉士は報告が事実で

あるのか、また、この家族にどのような

サービスが必要かを約2週間で判断しな

くてはいけない。調査の結果、ケースに

回される家庭の20％が児童保護課（Up
29
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Front）に回されケースがオープンされる。

このケースに回される家族の特徴は、麻

薬などの薬物やアルコールの関係する虐

待など子どもにとって非常に危険な環境

の家庭が多く、またそれにからみ貧困が

事態をさらに悪化させている。残りの

80％のケースはクローズし10年間ヘネピ

ン郡のファイルに保管される。クローズ

されたケースでも今後同じようなことが

2度3度あれば1回目の調査報告と一緒

にケースをオープンさせることもある。

　ミネソタ州にはインディアンの保護区

が多く11部族の保護区がある。当然イン

ディアンの家族についても調査を行うこ

とがあり、調査方法は一般世帯とは異な

り特別な方法が用いられる。これはイン

ディアンの部族も独自の法律を有し、ア

メリカ合衆国との協定によってそれが保

証されているため、特別な法律に基づい

て調査が行われる。

　インディアンの部族からの報告で調査

をし、その結果虐待やネグレクトの事実

が確認された時は、必ず部族にも報告を

し、その家族には連邦政府、州政府から

特別なサービスが提供される。インディ

アンの家族で虐待やネグレクトがあり子

どもが非常に危険で親から引き離さなく

てはいけない場合、次の3つの手順によ

って行われる。①まずその家族と関係の

ある子どもを預かってくれる親戚を捜す。

もし見つからない場合は、②次に同じ部

族の中で子どもを預かってくれる人を捜

す。それでも見つからない場合は、③他

の部族の中で子どもを預かってくれる人

を捜す。このようにインディアンの家族

の場合は、インディアンの部族の人でな

ければ里親になれないと決められている。

そのためインディアンのケースの場合は、

特別な調査（アメリカインディアン家系

の実証）で、インディアンの部族としての

血の濃さを調べる。これは部族によっては

100％の血筋でなければ部族の一員とは認

めないというものから、1．・・　36の血筋があれ

ばよいとする部族もあるためである。

　虐待やネグレクトの事実が認められた

ケースの中でケースのオープンが不可能

な場合であっても、介入をあきらめない

で、別の家族問題の対応を継続的に行っ

ている。これは一般の世帯のケースでは

行っていない特別なサービスである。

③法的資源（Legal　Resources）

　ヘネピン郡には虐待事件などを児童裁

判所に立件し、法廷でそれらを立証する

検察官の役割を持つ弁護士150人が、6つ

の課に分かれて勤務している。その内の

3つの課は犯罪を担当する課（成人犯罪、

青少年の非行、特別な犯罪）で、残りの

3つの課は民事を担当する課（民事、家

事、虐待・ネグレクトの早期介入）にな

っている。その中の虐待・ネグレクトの

早期介入の課は、児童保護課の児童保護

サービス（UP　Front）と協力をしながら

プログラムを実行する。そして、児童保

護調査課から回ってきたケースをどのよ

うに裁判所に提訴するかを検討する。も

し子どもを親から引き離す場合は、72時

間以内に児童保護サービスの社会福祉士

と一緒に裁判所へ行き、親子を分離すた

めの申立書を提出し許可を求める。その



児童福祉部のソーシャルワーカーの皆さん

後、家族も裁判所に出廷し、裁判官から

家族に対して申立書の内容について意見

聴取を行う。そこで家族が虐待やネグレ

クトの事実を認めた場合は、CHIPS
（CHILD　IN　NEED　PROTECTION　SERVICES：

保護を必要とする子ども）と認定され、子

どものケアプランを作成する。しかし家

族が虐待やネグレクトを否定した場合は

裁判になる。そして裁判で虐待やネグレ

クトが確認された場合CHII）Sと認定され、

子どものケアプランが作成される。この

ケースプランには、家族も協力しなけれ

ばならないためUP　Frontの社会福祉士が

家族についてケアプランを進行する。こ

のケアプランは2カ月ごとに裁判官の前で

進行状況が確認され、計画通り進んでい

なければ再度ケアプランを立て直す。順

調にケアプランが進行して、家族もケア

プランに協力的で子どもとの関わりが改

善されたと判断されれば、家庭復帰の処

置がなされる。しかし、子どもが12カ月

以上家庭から離れ家族も非協力的である

場合は、家庭復帰以外のパーマネンシ

ー・ プランが作成される。12カ月の時点

で決めなければいけない選択肢は、家庭

復帰、親の権利を他に移す、親から親権

を剥奪する、長期里親のいずれかで決め

られる△親権が剥奪された場合の親権は

ミネソタ州に移る。パーマネンシー・プラ

ンは裁判所の法廷において、裁判官、子

どもの家族、家族の弁護士、子どもの弁

護士や法律的な保護者、社会福祉士、郡

の弁護士等が関わって作成される。

　裁判所のケース以外にも早期介入チー

ム（Strategic　Early　lntervention）がネ

グレクトケース（教育ネグレクトとか小

さい子どもの犯罪など）について早くから

親に介入をして裁判所ケースにしないプ

ログラムもある。教育ネグレクトは日本

では「登校拒否」という言葉で子どもが

学校に行かないと考えられているが、ア

メリカでは「親が責任を持って学校に行

かせない」という風に考えられている。

小さい子どもが窃盗や放火といった犯罪

を犯しても非行少年としないで、家庭に

問題があると判断される。こうしたケー

スに早い段階から家庭に介入するのが早

期介入チームの役割である。

④児童保護課

（UP　Front：Child　Protection　Up　Front　Services）

　児童保護課には5つのユニットあり各

8人の社会福祉士が10ケースつつを担当

している。その中の児童保護サービス

（UP　Front）は、早期に実親に子どもを

返す家庭復帰のために様々なサービスを

親に与え、親の課題を解決する。そうす

ることによって子どもを家庭に帰れるよ

うにすることがこのユニットの目標であ

る。子どもたちは実親の所、施設、里親

の所にそれぞれいても、一番の目標は家
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タ4

ヘネピン郡児童保題の措置過程のグラフe

庭復帰なので子どもへの治療やサービス

と同時に両親や家族に対する治療とサー

ビスを行う。この児童保護サービスにお

いて社会福祉士の大切なことは、この家

庭にはどのようなサービスが必要かとい

うことを検討し、そのサービスと家族を

橋渡しをして、そのサービスがきちんと

行われているか、再検討の必要はないか

ということを行うケースマネージメント

が重要とされている。

　児童保護課に関わってくる人々を調べ

ると約70％がアメリカンインディアン、

黒人、スペイン系、アジア太平洋系など

の少数民族で占めてられ、そこに貧困が

絡んでくる。これらの家庭は様々な問題

を抱えている家庭で、貧困だけでなく薬

物やアルコールに依存している者も少な

くない。またこれらの家庭では虐待より

もネグレクトの方が多く、親が子どもを

置いたままどこかへ行ってしまったり、薬物

やアルコール依存症である場合が多い。

由　由

　アメリカの児童福祉の傾向としては、

以前は16カ月だったケア期間が現在は12

カ月に短縮され、パーマネンシー・プラ

ンをできるだけ早く立てて子どもが新し

い生活にいけるようにこの期間を短くす

る傾向にある。しかし、そのため法律的

に関わる「虐待・ネグレクトの早期介入」

の課と社会福祉的に関わる「児童保護サ

ー ビス」との間に処遇上の行き違いが見

られることがある。これは社会福祉的な

関わりからすると親が段々よくなってき

て、あと少しの時間をかければよくなる

と見込まれるケースについても12カ月た

てば結論を出さなくてはいけない。また、

親が非協力的な場合は、6カ月から8カ月で

家庭復帰させる目標が、逆に引き離すこと

になってしまうため、社会福祉士と法律家

それぞれに葛藤がある。

⑤児童サービス（Child・Services）

　里親の児童サービスは、児童保護サー
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ビスでは家族全体のニーズを検討してい

たが、児童サービスでは子どもにどんな

サービスが必要かという子どもだけの身

体的・精神的な様々なニーズを検討する。

そしてここでは兄弟姉妹のいる子どもを

一 人だけで措置するのではなく、できる

だけ兄弟姉妹を離さないで措置をするの

で、それができる里親を探さなければい

けない。　また、裁判やパーマネンシープ

ランを作成するとき等に、児童サービス

でケアしたことを虐待・ネグレクトの早

期介入の課や児童保護サービスに報告を

する。

　児童サービスには、6つのユニットが

あって一つのユニットに8人の社会福祉

上が25件のケースを持っている。しかし、

ワーカーが担当できる数よりも子どもた

ちの数の方が多いため、すべての子ども

にワーカーが配置されているのではなく、

重度のケースーつ一つにワーカーが配置

されている。しかし、パーマネンシー・

プランができた時には必ずチャイルドサ

ー ビスワーカーが配置される。また、パ

ー マネンシー・ワーカーの作成以前にチ

ャイルドサービスワーカーが配置されて

いなくても児童保護サービスのチャイル

ドプロテクションワーカーが一つ一つの

家族のケースに配置されているので、必

ずしも社会福祉士が配置されていないわ

けではない。児童サービスは、子どもの

ためのケースマネジメントなので子ども

に対するたくさんのサービスを持ってい

るため、特に重度の虐待を受けた子ども

に優先的に配置される。

　このサービスは2年前に始まった新し

いサービスで、アメリカの他の州にもチ

ャイルドプロテクションワーカーはいる

が、チャイルドサービスワーカーは、ミ

ネソタ州でもこのヘネピン郡にしかない

子どものための特別なプログラムである。

このプログラムによって、他の所より一

人多くのワーカーが配置されているので、

子どものニーズを広く拾い上げて、介入

していくので早期に問題を解決しケース

をクローズすることができる。

⑥その他のサービス

　以上のような虐待・ネグレクトのプロ

グラム以外に子どものプログラムとして、

知的障害、身体的障害と診断された子ど

もを対象「出生から3歳までのプログラ

ム」（Birth　to　Three）のサービスがある。

　アメリカの連邦法には知的障害法とい

う法律があり、知的障害や身体的障害が

あると診断された子どもは、生活する州

や郡から様々なサービスが受けられる。

この法律ができる以前は、例えば常に酸

素マスクがなければ生存できないような

子どもたちも施設に収容されていたが、

この法律ができてからは在宅でケアを受

けることができるようになった。また、

ミネソタ州では教育庁がこのプログラム

に関わっており、出生してから身体的障

害と診断されれば教育庁から措置費が出

され様々なプログラムが受けられる。こ

のように医療関係機関と教育庁を橋渡し

する等のケースマネージメントを主な業

務として行っている。他の業務としては、

母親や家族がその子どものニーズにどう

対応していくか教育をしたり、家族が介
33



護疲れ等の時に子どもを一時的に預かる

レスパイトケアというサービスを行う。

　このプログラムは、連邦法や州法の規

定により収入に関係なくサービスが受け

られるが、対象にしている世帯は貧困家

庭が多い。この課ではこうした家庭に介

入をして、母親や家族のカウンセリング

をすることによって、子どもたちが安全

に生活できる家庭を確保することがこの

課の目標なので、子どもの障害以外の家

族の問題解決の援助も行う。このことが

虐待・ネグレクトの防止にもつながって

いる。そのために1つの家庭で1週間に

13時間から20時間ワーカーが関わりを持

つ。このプログラムの子どもたちは、母

親や家族がきちんとケアしなければ死ん

でしまうような非常に弱い子どもたちが

多いので、もしも母親や家族が手に余っ

てネグレクトしたり、きちんと薬を飲ま

せないようなおそれがある時は、児童保

護調査課が調査を行い、虐待やネグレク

トの事実が確認をされたら児童保護サー

ビス、児童サービスにケースが回される。

　　　　　　　　　　　　　　　（廣岡）

訪問日　1998年9月29日

（1）裁判所の概要

　ヘネピン郡立の児童裁判所では、少年

非行事件（ミネソタ州では、少年非行事

件では11歳以上を少年という）と虐待事

件が扱われており、児童裁判所のみの独

立した建物内に、3つの法廷がある。

　児童裁判所の他に、地方裁判所におい

ては、成人犯罪事件や民事事件を扱い、

家庭裁判所においては、離婚、認知事件

等を扱っている。郡には、約60人の裁判

官がいるが、その裁判官は弁護士資格を

有する者の中から知事による推薦後、選

挙によって決まる。

　刑事事件は12人の陪審員、民事事件で

は6人の陪審員が法廷にいるが、少年非

行事件及び虐待事件では陪審員はいない。

　これまで児童裁判所の傍聴はできなか

ったが、1998年6月からこれまで非公開

であった

虐待事件

の傍聴が

3年間に

限り試行

されてい

る。この

試行の結

果によっ

ては法制

化が検討 ヘネピン郡児童裁判所。

されることになっている。

　児童裁判所への入所に関しては、エッ

クス線による身体検査及び荷物検査を行

い、安全の確認が十分に行われていた。

（2）裁判所の虐待事件への対応

　法廷は裁判官、書記、速記各1名で構

成され、社会福祉事務所（CPS）のソー
34



シャルワーカー、親、児童とそれぞれの

弁護士及び証人が法廷に出廷する。アメ

リカの法廷では、児童と言えども弁護士

を附けるのが一一般的であり、弁護士を附

ける扶助制度がある。

　12歳以上の児童は意思を表明できるも

のとして自身で法廷に出頭し、12歳未満

は裁判所が定めた法定代理人が出廷する。

児童が意見を述べる必要があったり、児

童が意見表明の意思があれば、12歳未満

であっても出廷することがある。

　また、児童が法廷への出頭や事実を述

べることを恐れている場合、12歳未満の

児童では法定代理人が、12歳以上の児童で

は弁護士が代弁する他に、裁判官が控え

室で児童から意見や話を聞くことがある。

　性的虐待等を受けた児童に対しては、

特に児童の情操に配慮すべきであり、か

つ認定が難しい。そのためヘネピン郡立

の精神衛生センターにおいて医師や臨床

家に児童への診察を行なわせ、その様子

をビデオに撮らせて証拠として提出させ

る場合がある。

　さらに、身体的及び性的虐待を与えた

大人は刑事事件として扱われ、一般的に

重い罪が科される。

　アメリカには、虐待事件について調停

を行う州もあるがヘネピン郡では、法廷

での裁判を行っている。但し、ヘネピン

郡でも一部インディアンについては、特

別区としてインディアンの法律に従って、

調停が行われている。

虐待事件の法廷

裁判官

控え室
官　○
吾　　裁判官

　○

書記官

○
警
察
○
ソ
ー
シ
ャ
ル
　
ワ
ー
カ
ー
○
弁
護
士

○速記 　親○

弁護士○

傍

聴

席

入
口

○

○証人
　　　○　　○
　　児童　　弁護士
または法定代理人

陪　審　員　席

（河野）
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訪問施設を通して民間団体の役割を探る

趣ildrenも亘ふ§典」ゆ日．

訪問日時：1998年9月22日

施設種別：アドヴォカシー（代弁機関）

創立年：1973年

職員数：140人

運営費：年間1，700万ドル

チルドレン　ディフェンス
フアンド玄関。

　．翻要　　一　　一一）
〈CDFの目的＞

　CDFは、一言でいえば組織の情報を収

集し、国会議員等に伝えていく代弁者機

関であり、今年で25周年を迎え、政府の

資金補助のない独立した組織である。

　このCDFの目的は、子どもの問題を収

集し、それを報告し、かつその問題の解

決法を提案することである。

子どもの問題とは

　①子どもたちの健康

②子どもたちの家族の収入（貧困度）

　③子どもの一時預かり（託児所）

④子どもたちの児童福祉（虐待・放

　　任・里親・養子縁組）

⑤子どもたちの犯罪

のことである。

　このような子どもの問題について、生

活全般についてのアンケートを行なった

り、一般からの情報等を調査したり、政

府からの統計を子どもたちの視点から分

析し、問題点を抽出するなどして、問題

を整理し、議会に提案していくのである。

この提案に際しても、毎年、テーマを決

めており、今年のテーマは、

　①子ども保険の州レベルの運営の実態

　　調査

　②託児所の運営資金の増額要求

　③年少犯罪児の対応について

である。

〈CDFの歴史〉

　この組織の創立者であるエーデルマン

はミシシッピー州では黒人の最初の女性

弁護士で、当時、彼女は、ミシシッピー

の貧しい黒人のために働いていた。その

際彼女が、活動を通して気付いたのは、

貧民の栄養を守るためのフードスタンプ

（一ドル払って、10ドルのフードスタンプ

をもらう。しかし、お金を払わなければ

スタンプをもらえない）が、余りにも貧

しいために、それを買えなかった人が多

かったことである。そのことを彼女は、

国会議員に働きかけ議会でそれを訴えた。
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これを聞いたロバート・ケネディ議員が

深く共感し、彼女と一緒に現地を視察に

行った。その現状を見た彼は、フードス

タンプを買わなくても、それをただでも

らえるようにした，このことによって、

多くの子どもたちが救われた．これを契

機に、彼女は、このような組織の必要性

を痛感し、その2、3年後（1973年）に、

ワシントンD℃．にこの組織を設立し、現

在に至っている。

〈CDFのスタッフ・財源等〉

　スタッフは140人で各州において、ボラ

ンティアが多数活躍している。

　年間の運営費は＄1．700万である，

　運営資金源には大きく次の4つのルー

トがある、

　　工‘各種の財団による寄付（大部分｝

　　②個人による寄付

　　③チャリティーによる収益

　　匝書物出版の利益

チルドレン　ディフェンス　ファンドにて。

　最近の活動内容としては、子どもたち

の健康保険の問題がある。アメリカにお

いては、日本のような国民保険が無い，

しかし、貧しい人々にはメデイケイトと

いう保険がある。一方、お金持ちは自分

たちで健康保険をもっている。そんな中、

中間層の人たちには健康保険がなく、そ

の子どもたちの健康状態が悪かった。こ

のことを他の組織にも働きかけて、この

問題を共通認識し、譲会の支持を得るた

めに、民主・共和の両党に働きかけてい

った。そして、民主・共和の両党の一名

つつの議員に動いてもらって法案を提出

してもらった。その結果、5年間に、240

億ドルものお金を国から子どもたちの健

康保険のために送ってもらうことができ

るようになった，この活動の成功の理由

は国会議員だけでなく、州へも働きかけ

ていったことである。州に働きかけるこ

とによって、州選出の議員をも動かすこ

とができたことが大きく影響したのであ

る。また、こうしたことから、州を教育

することの必要性を認識し、そのために、

CDFの支部をつくっていったのである。

　この施設での対応者のデボラさんは、

ソーシャルワーカーで政策部門の調査を

主として担当しており、現在、子どもた

ちの家族の収入の問題で、1996年8月の

福祉法改正の影響調査をしている。例え

ば、5年間しか生活保護が受けられなく

なったことによって、どのような影響が

出てきているのかを調査している。

　その他に広報部門がある。そこでは、

例えば、チャイルドウオッチプログラム

というものがある。これは、一・カ月に一

回、地域の人を集めて、子どもたちを見

学してもらう〔つまり、子どもたちの問

題を見てもらう）ことである。そして、

ワシントンだけでなく、各都市に、チャ
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イルドウオッチ協議会を作り、地域社会

に、このプログラムを浸透させている。

　また、他に、5．000通のEメールを送り、

一 週間に一度、子どもの問題に関する情

報を流したりしている。

　宗教関係では、各宗教に一年に一週間

「子どもの安息日」すなわち、子どもたち

について考える期問を設け、子どもたち

の問題を考えてもらっている。

　その他のプログラムとして、黒人の子

どもたちを守る「黒人社会の子どもたち

の十字軍」というものもある。

デボラさんの話を聞く団員。

　このCDFのような組織は日本には存在

していないように思う。日本では一部利

益を代表する議員の行動はみられるが、

このCDFのように綿密な調査・分析をも

とに組織だった圧力を行政にかけてる機

関はないと思う。子どもたちの現状に根

ざした行政への働きかけという点では、

すばらしいと思った。

　また、この組織の運営に多数のボラン

ティアが参加しいてることも、今後、日

本でも考えていかなければならないこと

である。一・方、運営費の方では、他の民

間施設でも、よく聞かれたが「寄付」に

関してアメリカ人の考え方が口本人とは、

かなりの差があることである：．経営に携

わる方々は、よく「お金を集めにいく」

という言葉を発しておられたが、日本で

も、地域の子どもの問題に対するニーズ

を調査・分析・研究した．L：で、各施設独

自のプログラムを用意し、地域・民間、

或いは行政に広報するだけでなく、セー

ルスしていくことが必要な時代にきてい

ると思った．ただ、一つ疑問に思えたの

は、州レベルの児童福祉に対する考え方

の違いである、各州における自由と創造

性という点ではすばらしいが、それは最

終的には児童福祉の不均衡を生んでいる

のではないかと考えられる、　　　（松浦）

　研修中、ハリケーン・ジョージが猛威を

奮い大きな被害を与えた，日本でも台風が

大暴れc遠い異国の地で家族を心配して国

際電話をかける姿が多く見られた。

　また、防犯上、セキュリティーチェック

を受ける所が多く、「さすがアメリカ」と

感心する中、決まって金属探知機に鳴られ

ストップをかけられる不審人物（？）が1名

いた。それからニューヨークの街の雰囲気

に驚き、不安になり、急遽、貴重品を身に

つけておくためのウエストポーチを購入し

た者もいた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　／



eグレンミルズ教護学校（Glen　Mill・S・h・・1・）　一一
「

　訪問日：1998年9月23日　　設立年：1826年

　施設種別：強度の非行少年　　定　　員：約t，OOO名　　職員数：約400名

　運営費：州・郡・市からの負担金及び慈善団体からの寄付金

　活動内容：非行少年の社会復帰を目的とした活動（教育・職業訓練など）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
＼＿一．．一．一．．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

」』一施設輔k 1
　
一

広大なグレンミルス致護学校の全景、校内には教会もある，

〈美しい環境、スマートな案内〉

　ペンシルバニア州内に1826年創Lltlされ、

170余年の歴史を有するグレンミルズ教護

学校は、米国内において最も効果をあげ

ている民間施設である。

　我々一・行が当地を訪れ、まず全員が

1．OOOエーカー｛東京ドームの約85倍）とい

う広大な敷地に驚かされた，手入れの行

き届いた芝生が広がり、こんもりとした緑

の木々の中にはレンガ作りの学校や数棟

の居住棟が点在し、そして古く重厚な教

会兼図書館も凛としてそびえ、周囲には

広々としたスポーツ施設やテニスコート

が整っていた。

　米国最大の教

護施設というふ

れ込みに、予め

多少の緊張した

身構えもあった

のだが、それは

この見事で美し

い景色の前に崩

されてしまった。

　バスが到着す

ると、出迎えて

くれたのは一人

の教官と三人の

生從であった。そして教官から、「これか

ら説明するのはこの三人です」と紹介を

受けて、18歳の少年たちに案内をしても

らうことになった、

　人なつっこい笑顔の少年たちのエスコ

ー トはこちらの気持ちを更になごませ、

そしてポイントをつかんだ説明も非常に

・ア派であると感心させられた。

〈生徒たちの横顔〉

　このグレンミルズには、現在、15～18

歳までの1．OOO7，の男子生徒が1つのユニ

ットに50～60人〔ユ室4人）の割合で生

活しており、それを指導するのは400名余
39



40

りのスタッフである。

　スタッフのうち女性は全体の5％であ

り、しかも生徒たちに直接かかわるのは、

カウンセラーとしての1、2名のみである。

　構内を歩くと、すれ違う生徒からは、

「How　do　you　do？」と、ごく自然で感じ

の良い挨拶が送られてくる。その生徒の

ほとんどが、実は殺人・強盗などの凶悪

粗暴犯であったことが信じられない気持

になるほど、生き生きとした表情でどこ

か自信に満ちあふれて見えるのである。

　更にギャング関係者、麻薬にからむ犯

罪、など多岐にわたっているそうだが、

いずれにしても日本の非行に比較すると

レベルが数段上の者ばかりであり、処遇

に女性が当たることが少ないのもアメリ

カの少年犯罪が想像以上に悪質粗暴な現

実になっていることを痛感させられた。

　元来、このグレンミルズも、貧富の差

が著しい米国の歴史に裏付けられた起源

がある。生活や教育の保障がなかった貧

困層の黒人少年たちは、生きるための手

段として悪質な非行を繰り返す状況であ

り、それを保護した上で手厚い教育も必

要であったのだ。現在も全体の7～8割

が黒人少年によって占められている。

また、「裁判の国アメリカ」といわれる通

り、州の裁判所の決定に従っての入所が

ほとんどであるが、なかにはこの施設の

評判を聞きつけ、遠くはオランダ、ドイ

ツ、ロシア、バミューダ諸島等からも少

年たちがやってくる状態であり、それを

受け入れるのも民間施設ならではの特色

である。

｛〔izニジ亘「グラ云丙i蓉　一　　　　三〕

〈グレンミルズの教育システム〉

　ここは非行性の高い少年の集団生活の

場であるにもかかわらず、豊かな表情の

生徒たちに触れるにつけ、当初不思議な

違和感を感じていたが、校長先生の説明

を受け、その気持も納得に変わった。そ

れはグレンミルズには、生徒が常に意識

できる4つの強い活動目標が設定されて

いることである。

（1）教育

　入所した生徒は、必ず努力の上、高校

　卒業の資格を習得させる。

　中に優秀な生徒に対しては大学進学の

　金銭的援助（奨学金制度）があり、毎

　年その制度を受けて巣立つ生徒も多い。

（2）職業

　自分が希望するワークショップ（職業

　訓練所）にて、1日2時間の職業指導

　を受けることができこれを積み重ねる

　と、板金、自動車整備、塗装、メガネ

　修理、理美容師、歯科技工士等いずれ

　も高い技術を伴う資格の習得が可能で

あり、卒業時には何かひとつこの資格

　を持って出ていくのである。

メガネ修理のワークショップ。



（3）スポーツ

　14種目のスポーツ競技（野球・バスケ

　ットボール・サッカー・レスリング・

　ウエイトリフティング・ゴルフ、etc）

　が盛んに行われており、いずれもペン

シルバニア州及び

デラウエア州内の

中学・高校の体育

協会に加盟し、協

会主催の競技会へ

の参加、更には全

米の大会出場も可

　能であり、中には何度も優勝しているア刈ヵン

　　　　　　　　　フットボール。
優勝する種目もあ

　るほど活発である。

（4）社会性のある人間関係

　様々な活動を通し、仲聞同志とのつな

　がりを高めることで社会性に富んだ人

　間作りを目指している。必要な改善事

　項は友人からの指摘に始まりとし、困

　難な場合には専門のカウンセラーの介

　在もある。

以上の4本柱である。

　生徒たちは常にこのプログラムをこな

しているために、実に多忙であるが、充

実した生活が送れるのである。ここで習

得した知識・技術をもって、社会復帰が

できるのは非常に心強い後ろ盾になって

くれるであろう。

〈生徒を受け入れる精神〉

　米国内の非行少年は今や深刻な状況で

あり、グレンミルズへの入所は後を絶た

ないが、その選別は非常に明確であり、

特に非行少年の気質に精神病、情緒障害

などを認めると絶対に入所はできない。

厳格に非行少年のみを対象として、個別

指導からグループ作りを整え、それに対

し専門のスタッフがサポートする形でプ

ログラムを進めている。万一、自分の努

力不足でこのグループからドロップァゥ

トするような事態に陥れば、それこそ一

番恥ずかしい状況になる。逆にいえば、

このグレンミルズの目的は、その自尊心

をあおぎ、更正を導き出すことにあるか

もしれない、

　また、自力でそこまで到達できるわけ

ではなく、生徒の権利をきちんと認識で

きる有能なスタッフの存在も大きいと思

われる。

　スタッフは生徒に対して、日常的に

　　・他の生徒を傷つけない

　　・教室は聖なる場所

　　・学校や自分に誇りを持つ

　　・適切な挨拶ができるジェントルマ

　　　ンであれ

などのルールを知らしめ、更に指導者自

身としては、

　　・どんなに難しい生徒でも諦めない

　　・空腹にさせず、精神的にも満たすこと

　　・管理的（施錠などはない）指導はし

　　　ない

などを心がけているという。

　また、驚いたことには、このグレンミ

ルズを卒業した人たちが、難関な試験を

突破してスタッフとして働いていること

である。これにより、入所中の生徒の心

情をよりよく汲んだ指導が可能であり、

生徒たちにとっては諦めずにここでの生
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活を送ることができる心強い目標となっ

ている。

〈グレンミルズの歴史から学びとること〉

　このグレンミルズも、多くの失敗を経

験しており、支援が困難な生徒について

は元の州へ帰したり、施錠した部屋に閉

じ込めるなど、以前はr悪いセンター』の

汚名を長く着せられていた時期があった。

　日本においても、同様な例は多く見ら

れ、非行少年の処遇に対しては、いずれ

もジレンマの足踏み状態にあるが、それ

はシステムのまずさや入所後に具体的な

目標を与えられない現実があるからだと

思われる。しかし、現在は児童自立支援

施設に名称も変更となり新しいイメージ

の下、多くの失敗を糧に変貌を遂げなけ

ればならない時である

　グレンミルズの最近14年間の統計資料

からは、卒業生の予後は、30～35％の者

が3年以内に再犯を繰り返した結果とな

っている。日本との比較は難しいが施設

退所後の定着度を見ると50～60％以上が

不安定であり、再犯について考えるとや

はり20～30％が何らかの問題で補導等さ

れている。

　失敗した原因としては、

　　・入所以前と同じ環境・地域に戻し

　　　たこと

　　・社会復帰する職場・学校の受け入

　　　れ体制のまずさがある

と読みとっており、そのポイントを踏ま

えて職場・家庭の調整も復帰前に行なう

ようにしているなど、失敗を失敗として

終わらせるのではなく、きちんと認識し

た上で分析・改善を図る姿勢を我々も見

習わないといけないと反省させられた。

　多くの人々の魂が宿るグレンミルズの

歴史、そして現在の効果的運営は、日本

の非行少年への援助の在り方を考えさせ

られる訪問となった。

　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤）

校内には、教会もある。

　10ドルのテレフォンカードを買ったのは

いいがカードの使い方がわからず四苦八苦。

まずカードを差し込む穴がない。カードの

裏面の番号を押すまでは解ったもののオペ

レーターの説明がわからない。もう一つの

暗証番号をオペレーターの後に続いて大き

な声で言ってもまた同じオペレーターの声。

これは発音が悪いのかとイントネーション

に気をつけもう一度挑戦。しかし言い終わ

らぬ内にオペレーターが割り込んで来てど

うしてもつながらない。結局、やけくそで

プッシュを続けたら・・あら不思議！！

つながっちゃった。



eアーティスティック　リアライゼーション
　　　（Artistic　Realizatain　Technologies）

テクノロジーズ

訪問日：1998年9月23日　設立年：1992年　利用対象：重度身体障害児

活動内容1重度の障害児が絵画を通じて自己表現をするプログラム

t．．繍墨

　ティム・レフェンズ所長は、この障害

児施設の入所児童全員を対象として、6

年前よリプログラムを開始した　8クラ

スあって、交替で行っており、その中で

も特に好きな人が10人程いて6年稚続け

ている。

レーザーの光線で1の位置を指示しアシスタントがキャンバスに描く、

テモンストレーション風景．

　この施設に入所している人は、取複し

た重度の障害があり、手足を自川に動か

すことも話をすることもできないが、内

に込められた激しい感情を表現すること

のできるアーティストであるr．ここで行

っているのは’‘Art”（芸術）である。一’

般的によく行われているセラピーやレク

リエーションではない、材料も普通に

アーティストが使う物を使用している，

．，畠．プロ穿⊇違輪三幽’直項

　これまでの彼らの表現の方法は、絵筆

を口にくわえたり手に結わえたりして無

理があった　ティム所長は、最初は床に

キャンバスを置いて車椅子のタイヤで描

くやり方を探ったが、あまりに不自由な

ので今はそれは行っていないtt現在は、

レーザー光線を使い、キャンバスのどこ

にどの色を塗るのかアーティストが助手

に指示をすると、助手が指示通りに描く

という方法がとられている一

　2～3年前までこのアーティストたち

のことは一一般に全く知られていなかった
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が、現在は美術館で作品が公開されたり、

テレビや新聞に取り上げられたりし、と

ても有名になり取材も多い。今もニュー

ヨークで展示会を開催中である。

　また、このプログラムは、州立のヒュ

ー マン・サービス課により運営され、重

度の障害者のためにいくつかの地域や学

校に広がって来ている。

　世間では、助手の助けを借りて行って

いるこのプログラムのことを批判する人

もいたそうだが、ティム所長は「多くの

偉大な画家にも助手はいた」とし、「決断

と表現力は芸術家自身のものであり、助

手によるものではない」と言う。彼らは

長い間自分自身を表現することができず

受け身の状態で生活していたが、表現の

方法を得た今、とても力強くなったと言

える。

　ティム所長は「重度の障害のために、

表現をすることができない生活を強いら

れ、耐えてきた人たちに手を差し伸べ、

その人たちの中にある無限の才能、無限

の可能性を引き出すための橋渡しをして

いる。そのために国中の学校にこのプロ

グラムの授業を拡げたい」と意欲的であ

った。　　　　　　　　　　　（渡井）

小澤征爾率いるボストンフィル交響楽団の

25周年記念野外コンサートが開催されてお

り、“バッハ”などが聴けて大変幸運であっ

た。しかしあの小澤征爾は、英語があんな

に下手だったのかと思ったのだが、団長の

英語も大して変わらないのにどちらもちゃ

んとアメリカ人に理解されるのは人間性の

問題なのだろうか？

ニューヨーク市街をバスに乗って移動中、

道路上で車が燃えているのを発見し車中騒

然となっていると現地ガイドさんが落着き

払って「あ一、そういうこともあるでしょ

うね。ここは何が起こってもおかしくない

街、ニューヨークですからね」とのこと。

ニューヨークって一体……

／

／

ニューヨーク大学社会福祉大学院での歓迎

レセプションで、島根県の“安木節”を披

露して拍手喝采を受けた伊藤さん、当の本

人は「鼻に当てた五円玉がとても恥ずかし

かった」とのことだったが、手つき腰つき

は、なかなかのものだった。
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④〆ユダヤ教家族・児童サービス

（The　Jewish　Board　of　Family　and　Childrens　Services）

is（ユダヤ教家族・児童サービス組織）

訪問日：1998年9月24日

一　＿　　ン

利用対象：一年間に成人・子どもあわせて50、000世帯。民族・人種・経済的背景

　　　　　をはじめ様々な問題を持つ人々

職員数：1500人（ソーシャルワーカー、種々の心理学者、精神病理学者、ケア

　　　　　ワーカー、教師、医療関係者）

ボランティア：1．600人

運営費：連邦、州、地方自治体JBFCS会員、ボランティア基金、個人の寄付

　全米の最も優れた精神ケアと福祉サー

ビス団体の一つで、ニューヨークに110

年以上奉仕している。コミュニティーを

基盤にしたプログラムは140をこえ、ニ

ューヨーク、ウェスチェスターロング

アイランドに通所センターや住居型施設

を持っている。プログラムの内容は

①15の治療・診療所（Child　Development

　Center　Therapeutic　Nursery）

②老人、ホームレス、HIV／AIDS患者、

　思春期における問題行動を起す者、家

　庭内暴力による被害者、青年・成人の

　精神疾患、住居型施設、移民者への援助

③家族崩壊を予防するためのサービス

④家庭内暴力からの一時保護

⑤1，000人収容の情緒障害・発達障害児（者）

　の施設（Hawthorn　Center　Westchester）

　等で今回見学することができたChild

　Development　Center　Therapeutic　Nursery

　（子ども発達センター）はJBFCSの大き

　な通所型プログラムの一つである。1940

　年に設立されたこのセンターは様々な情

緒的発達困難を抱えた子どもや家族への

細心の注意を払ったサービス、調査研究

を行っている。

プログラムリーダー、アリス・フランコさんによる施設概要硯明。

ぎi鷲蕊㌶、，顯
　我々が発達プログラムリーダーである

アリス・フランコ氏より受けた説明は以

下の通りである。Jewish（ユダヤ教）とあ

るが、1960年からは宗教には関係なく、社

会のニーズに応えての活動となっている。

　彼女は6歳以下のプログラムリーダー

で治療的託児所のプログラムの責任者で
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ある。内容は、外来の治療所、プレイセ

ラピー、幼稚園での（おちこぼれ）コン

サルタント等である。ニューヨークでは

虐待もネグレクトも非常に多いという社

会的実態がある。よってここに子どもを

連れてくるのは親だけでなく、虐待を受

けた子どもを預かっている里親の場合も

あるとのことだった。

　ここに通う殆どの子ども達には発達障

害がある。しかしそれは知的障害のある

子どもではない。全体的な遅滞であり自

閉症もこの中に入っている。

　その他の問題として母親との分離不安、

注意欠陥多動障害がある。そしてその中

で共通しているのは言語の発達が遅れて

いる言語障害であるという点だ。

（1）プログラム

①2歳～3歳が対象の教室

　ソーシャルワーカーとスピーチセラピ

ストが配置されているこの教室は、8人

の子ども達が利用している。子ども達の

障害は言語の遅滞である。プログラムを

絵にしたカードや子ども達のメンバーの

写真が貼ってあり、先生が矢印をその時

間ごとに動かすのを見てディスカッショ

ンをしたり、自由に遊んだり、意思伝達

をするのに利用している。何をしなけれ

ばならないかということや今日誰iがいな

いのかが視覚で分かるようになっているe

子どもの似顔絵等もあり、字が読めなく

ても自分のことだと分かるような工夫が

されている。

②3歳～3歳6カ月の子どもが対象の教室

　この教室の特徴は、父、母、もしくは

里親など子どもをケアしている者が必ず

子ども努達センターの教室内。プログラムに絵を使う工夫をし
ている。

一・ 人付き添いセッションが終わるまで一

緒にいなければならない点である。利用

している7人の子ども達のほとんどが自

閉症である，親と居ることで安心するこ

とと、親自身がこの子ども達をどの様に

ケアしたら良いのかをスタッフから直接

学ぶことに目的がある。

．：旦‘4～5歳の就学前の年長に対するミュージ

　ックセラピー（音楽療法）プログラム

　ミュージックセラピーは最近注目を浴

びている治療法だ。音楽の修士を取得し

た人が治療の勉強をして、担当していたt

言語の発達に大変良い効果を出している

とのことだった。

　リズムや音感を使うと、話すときに使

う言語中枢だけでなく、他の場所が反応

してくる。言語は左脳の活躍で、音楽は

右脳である、，つまり言葉で言うだけでな

く歌ってあげると反応が違ってきて右脳

の一部がもっと活発に動くことになる。

　自分の動作などをコントロールできな

い子ども達は音楽を使ってコントロール

できるよう練習をしている。幼児には最

も有効な方法である。母親は赤ちゃんに

対して話す時大人に対する言葉と違って



リズムがあり、歌っているように接する。

つまりミュージックセラピーということ

ばを意識しなくても自然にそのように対

応しているのである。

（2）利用時間・CDCスタッフ

　CDC（Child　Development　Center

　　　　　　　　　Therapeutic）の

　　　　　　　　　プログラムを利用

　　　　　　　　　できる時間帯は、

　　　　　　　　　2歳の子が9時30

　　　　　　　　　から正午までの1

　　　　　　　　　日2時間30分、そ

　　　　　　　　　の他の子ども達は

　　　　　　　　　8時45分から12時

2－・3才児の旧のスヶジュール。45分までである。

週5日間のプログラムを12カ月続けるの

が基本で、所々に休暇が入る。小さなバ

ンをスクールバスにして送迎をしている。

12カ月が終わると、ここから1人で普通

の学校（幼稚園）の特殊学級か、普通学

級へ進学するか、またはCDCの相談員が

子どもに付いて見学するか、の3つの処

置の仕方がある。

　子どもへの治療はチームであたってい

る。主任の先生が1クラスに一人いて、

それを助ける副主任と実習生の3人でプ

ログラムを遂行している。さらにプログ

ラムを助けるために作業セラピスト言語

セラピスト、ミュージックセラピストさ

らに精神科医と心理判定員が配置されて

いる。そしてそのチームをコーディネー

トするのは、ソーシャルワーカーの役割

である。ソーシャルワーカーは家族との

カウンセリングも行っている。

（3）費用

　連邦法で絶対に守らなくてはいけない

ことの一つに「教育」がある。つまり全

ての子どもが0歳～21歳まで教育を受け

る必要がある。普通に発達している子ど

もは5歳からの教育で良いが、特別な障

害を持った子ども達は、0歳から教育を

開始する事になっている。よって全ての

教育費は教育省から出る仕組みになって

いる。障害があると診断を受けた場合、

JBの費用は無料である。そして個々にあ

った教育プランが立てられることとなる。

ここを利用している子ども一人に対し、

一 年間で＄32，000支給されている。しか

しこの額ではスタッフ全員分の賃金に満

たない。それ以上のお金を使っているJB

のサービスは普通の教育よりかなり高い

サービスとなっている。

　虐待ケースで裁判所において措置を決

定するとき様々な方法がある。もちろん

虐待の程度の大きい場合は子どもを分離

し、里親などに預けるが、それは社会福

祉事務所の仕事である。しかし子ども達

がまだ家族の中に残っていて家裁におい

て家族がカウンセンセリングを受けなけ

ればならないと判断した場合にはJBは2

つのプログラムを用意している。一つは

ファミリーブリザベーションといって家

庭を破壊しないようにそのまま保持する

プログラムでソーシャルワーカーがケー

スを2件ほどしか持たず、24時間問題が

起これば飛んでいって家族の中に入って
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いってカウンセリングを行うものである。

　もう一つは家族が子どもを連れて来て、

メンタルヘルスのカウンセリングを受け

るプログラムである。

　JBにある15のメンタルヘルスクリニッ

クでは年間1万人の人がカウンセリング

を受けている。そしてファミリープリザベ

ー ションが340件対応できる能力がある。

　JBは三つの女性虐待のためのシェルタ

ー を持っているが、滞在期聞は6カ月と

なっている。しかし実際は他に住居がな

いときには6カ月以一ヒ居るというケース

が多い。現在JBでは一時保護と継続的な

住居の中間にもう少し、長期のシェルタ

ー を作る計画があり、JBのシェルターに

は4カ月、そして中間シェルターには1

年間、そしてもっと長期で継続的に住む

ことのできる住居を捜して移っていく三

段階にする計画を持っている。最近この

提案を連邦政府に申請した。

（1）シェルター内でのケア

　シェルターは大きな建物であるが、一’

つ．一一つの家族がアパート形式に住んでい

る。大切なのはそこで今までの生活が子

どもと共に継続できるという点である。

そして母親は仕事を続けることができる。

　第・一’に考えなければならないことはい

かにして食べていくか、どういう仕事をす

るのか、どこに住むのかということであ

る。今まで生活保護を受けていなくても、

夫から離れたために受給しなければなら

ないこともあるc．そのための『権利」と言

うことを先ず教え、社会福祉事務所に生

活保護を申請することをアドバイスする。

　第3に自分で住むところを見付けさせる。

　この3つのプログラムに対しそれぞれ

専門家がカウンセリングを実施している。

全てのプログラムには託児所（保育所）

があり、就学児は学校が終わった後家に

帰る前にそこで過ごすことができる。母

親達はグループ治療を行い、互いにどん

な経験をしたかを語りあい、自分達に必

要な相：互援助を探っている。

　グループカウンセリングで大切なのは

本当に健康な男女の関係というものはど

ういう事かを学習してもらうことである。

たいてい自分の父母も虐待関係にあり、

良い男女関係を知らないことがないケー

スが多いのだ。もう一一つは虐待は引きつ

がれやすいのでどこでそれを止めるのか

を自分で考え、分析する力を持たせるこ

とにある。また、夫が妻に暴力を振うこと

を子どもがどの様に見ているか、子ども

に与える影響も併せて学習するのである。

（2｝秘密保持

　シェルターは絶対に住所を言ってはい

けないという約束になっており、見学も

ここだけはできない。　　　　　（塩田）



　kホーL：kL．；xセンター．＝．SHawthorn　Center　Westchester）

訪問日：1998年9月24日　設立年：1906年

施設種別：情緒障害児施設

利用対象：情緒障害児（8～18歳までの子どもを収容）　　運営費：＄690万

ホーソンセンターの子ども還におみやげを涙している団員。

　このHorthorne　Ceder　Knollsという名

前のセンターはJewish　Board　of　Family

and　Children’s　SerVices．の一つのプログ

ラムであり、一番古いプログラムとして、

1906年に作られた。このJewish　Board　of

Family　and　Chiidren’s　SerVices，はアメリ

カで一番大きな私立の組織である。

　95年前はユダヤ系の移民が多くニュー

ヨークに入ってきて、この学校はユダヤ

系の男子の非行少年のための学校であっ

た。家族が非行少年を非常に恥ずかしが

り、家から遠いところへ行かせるように

ということでここに学校を作ったため、

当初はソーシャルワーカーも精神科医も

いず、治療的行為は全く行われなかった。

　1950年に初めて女子も受け入れるよう

になり、男女共学になった。

　1950年頃の職員は、東ヨーロッパから

の移民の人達で、自分達の国では専門職

だったが、アメリカでは専門職として仕

事に就けずチャイルドケアワーカーとし

て父親、母親的な役割をした。その頃に

は既に精神科医も社会福祉士も心理学者

もいた。

　この地域は95年前は農場があり、馬や

牛も飼っていた。子ども達は治療計画に

沿って治療されるが、一部に農業も取り

入れた。それをしながら、きちんと時間

を守るような生活を送ることも治療の一

つであった。1950年にユダヤ系の子ども

達だけでなく、他の子ども達も入ってく

るようになり、徐々に人種も多様になる。

　現在、114人の子ども達がいるが、ユダ

ヤ系の子どもは一人もいない。ほとんど

が黒人とスペイン系でアジア系の子ども

が一人、二人いる。

　運営費は＄690万。財源としては、5％が

民間から集めたお金で、95％が政府から

来る資金である。以前は全てが民間から

で、それもユダヤ教の宗教団体・民間団体

から運営資金が集まって来た。かつてはユ

ダヤ系の子ども達にサービスをするとい

う使命だったため、ユダヤ系の人達からの

寄付等が多かった。今でもユダヤ系の人達

からの寄付が寄せられるが、ほとんどユダ

ヤ系の子どもが施設にいないことから、財

源確保が難しくなっている。
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　1950年代には父親・母親的な役割の職

員が長くいたので、家族的であったが、今

はそのような職員はいなくなり、皆キャリ

アを目指してここで働くようになった。チ

ャイルドケアワーカー達は1、2年ここで

働き、さらに上級の学校に入り修士号を取

るという人達が多く、スタッフもどんどん

変わっていく。そのために、家庭的という

よりも治療所という雰囲気になった。

　1989年に男子が女子を殺してしまうと

いう事件が起こった。この時ここに子ど

もを預けている社会福祉事務所から、も

う少しプログラムを少人数にしなければ

いけないとの指導があった。精神衛生セ

ンターからは、殺人を犯すような重症な

子どもは隔離して、更に治療しなければ

ならないということを指摘された。その

ため、ゴールドスミスというプログラム

を作り、情緒障害でも非常に重症な子ど

も達40人を隔離して治療にあたることと

なる。

　他の子ども達はもう少し緩やかなプロ

グラムであり、そちらには一人一人の子

ども達に、1日＄144の公費が支給される。

だがゴールドスミスプログラムには1日

＄310の公費が支給され、その分スタッフ

も多く雇うことが出来る。

　　プログラム纏　 一一 予
この敷地内には3つのプログラムがある。

a）ホーソンシタツールスクールブログラム

　　　　　　　　　　　’…’・……114名

　　　男子（8歳から18歳）………74名

　　　女子（12歳から18歳）………30名

　　　15人ずつ7つのコテージに居住

　　　　している

　　　敷地外のグループホーム

　　　　（女子だけ）・………………・・10名

b）ゴールドスミスプログラム……40名

　　　重症の精神障害の子ども達

c）リンデンヒルスプログラム

　　　　　　　　………男女半々で57名

　　　他のメンタルヘルス（情緒障害）

　　　の子ども達

・：

4－・』。《

こども達のするどい質問に、団員もたじたじの場面もあった。

〈入所してくる地域〉

　近くの郡からも来るが、ほとんどの子ども

がニューヨーク市（5区）から来る。

〈入所の方法と内容〉

　裁判所から入所

a）P．LN．S／ABUSE

　子ども達が虐待された場合、こ

の子ども達は監督が必要だという

ことで、PINS（PERSON　IN　NEED　OF

SUPERVISION）“監督が必要な人々”と

いう定義でここに送致される。それらの子

どもは、6カ月毎にもう少し治療が必要か

どうか判定され、更に治療が必要というこ

ととなればここに留まり、そうでなければ

家庭に戻る。この子ども達はほとんどが虐

待を経験している。放任よりも虐待であ

る。40人いる女子の内37名は性的に虐待を



受けた子ども達である。男子の中でも50％

が性的虐待を経験している。最近入所する

幼い子どもの傾向としてほとんど100％性

的虐待を経験している。性的虐待も家族だ

けでなく、他の同じ年頃の子どもからも虐

待されている場合もある。時々ここでも性

的悪戯が起こることがあり、注意している。

b）C．S．E．

　少数の子ども達は学校から「この子は普

通の学校では教育できない子どもである」

ということで、特殊教育のコミティー

（Committee　at　Special　Education）から、

ここでの教育が必要ということで来る。

この子どもは大抵両親が揃っている。こ

の子どもは教育省から費用が支払われる。

措置も社会福祉事務所を通してではなく、

学校を通してくる。

c）D．F．Y

　少数の子ども達は、非行を犯し、罰と

して監護しなければならないのだがs裁

判官が教護よりもここの方が良いと判断

し、送致する。6カ月または1年の刑罰

として来る。

d）HOSPITAL

精神疾患を持つ子遠のベッドルーム。

　これは精神病院で、子ども達が精神病

院に入って、そこから家へ帰る前にここ

でもう一度治療し、ここから家へ帰ると

いう目的の入所である。

〈入所児童の症状＞

a）ABUSE
　ほとんどの子ども達が虐待を経験して

いる。今の子ども達は虐待を自分が受け

るだけではなく、自分も虐待する。その

ような子ども達が増えてきた。

b）VIOLENCE
　第2の子ども達が持っている症状は暴力。

c）LITTLE／NO　FAMI］しY

　家庭破壊が進み、子ども達にほとんど

家族というものが残っていない。114人の

子ども達の中で、実の両親が揃っている

というのは1人しかいない。

d）DRUG　ABUSE
　麻薬を使ったことがある。

e）SCHOOL／TRUANTING
　登校拒否の症状

f）CURFEW
　家になかなか帰ってこなく、夜中に排

徊する。

g）SUIC］DE　ATTEMPTS

　自殺経験

h）DEPRESSION
　病理的な落ち込みを経験

〈日課と治療〉

　子ども達の1日のスケジュールは、7

時に起床。そして朝食。

　9時から3時までは学校。ここにある

学校は、地域の教育区が作ったものであ

る。だから、普通の学校に行くのと同じ

ように、敷地内ではあるが学校に登校す

る。3時に学校からコテージに帰ってく

るが、帰宅するという感じで帰ってくる。
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そこでコテージのコミュニティーミーテ

ィングというものがあり、4時から5時

半まで遊びの時間。色々なスポーツをや

ったり様々な活動をする。5時半から7

時までが夕食と掃除。7時から10時まで

がまた遊びと活動。10時から11時までに

ベッドに入り就寝。

7：00

91∞～3100
15：15

16：00～17：30

17：30～19：00

19：00～20：00

22：00～23：00

ADAY

WAKE　UP
SCHOOL

COTTAGE　MEETING
ACTIVITIES

DINNER／CLEAN　UP
ACTIVITIES

BED　TIM　E

　Activitiesの時間に、趣味をおこなった

り敷地外へ遠足に行ったりする。遠足に

行くときには小さなグループで行く様に

している。Activitiesは治療の・一つではあ

るが、修士のアクティビティーセラピス

トやアートセラピストはなかなか雇うの

が大変なため、実習生や大学卒業程度の

人達が行っている。（修士号を持たないと

専門職とは見なされない）

　治療にあたっては、・一・・つのコテージ

（15人の子ども）に、日中には必ず3人の

チャイルドケアワーカーがいる。勤務は

3交代制で、午前中から午後、午後から

夜、子ども達が寝ている間の勤務となっ

ている。

子ども達が寝ている間の勤務は15人に1

人のシフトだが、年が若い子ども達のコ

テージについては2人がつく。

　一つ一つのコテージに修士号を持った

ソーシャルワカーがいる。治療方針に従

って、個人治療かまたはグループ治療か、

両方実施するかを決める。各ソーシャル

ワーカーの止にはスーパーバイザーがお

り、臨床ソーシャルワーカーの資格を有

し、困難なケースにあたっている。

　男子のキャンパスには週20時間仕事を

する精神科医が2人、女子のキャンパス

には精神科医が1人がいて、彼らの役割

は投薬と入所してくる子どもを精神科医

の目で見て診断することである。学校に

診療所もあって、普通のお医者さんと看

護婦がいる，それは、子ども達が風邪を

ひいたりしたときなどはもちろん診察す

るが、今人所している子ども達の中で7

人の糖尿病の一f’どもがいて、そのために

薬や尿の検査、食事療法などもやらなけ

ればならないためである。

　治療の時間帯は、グループセラピーな

らば4時から5時半の間。個人のセラピ

ー は9時から7時までの問に予約制で、

子どもを学校から呼びだして心理的治療

する。　　　　　　　　　　　（遠藤）

日本から子ども達が作った切り絵のプレゼントをする遠藤さん，



リーク：・アンド・ワッ：・Fl・・サーピ15叉．｛域融輪橘．’

訪問日時：1998年9月25日　　設立年：1931年

施設種別：里親・養子縁組から治療施設まで幅広いサービスを提供する民間組織

運営費1個人団体からの寄付及び行政からの補助

（1）目的、歴史

　L＆Wは大都市ニューヨークの中で、社

会的に弱い立場にある子どもや家族へ福

祉サービスを提供することを目的とした

私立の非営利団体である。アメリカでは

3番目に大規模な組織であり、年間の予

算は＄6．000万、20カ所のセンターに約千

人のスタッフを配置している。

　L＆Wは1931年に孤児院を開設したこと

によって始まった。この機関の設立者は

ジョン・ワッッとジョン・リークであり、

彼らは二人とも弁護士であった。L＆Wは

開設後約170年間社会的に弱い立場にある

子どもや家族にサービスを提供してきて

いる。

　このL＆Wの歴史を見ることは、アメリ

カの東海岸における移民の歴史を見るこ

とと共通している。例えば1860年代はア

メリカ市民戦争、1918年にはインフルエ

ンザの大流行、1928年には世界大恐慌、

1950年代以後はドラッグの問題、そして

1980年以後はエイズの問題、等々がアメ

リカ社会に大きな影響を与えてきた。そ

して子どもや家族がこれらの犠牲となっ

てきた。L＆Wはこのような様々な社会問

題の犠牲となった子どもや家族が抱える

多様なニーズに対応した多様なサービス

を提供してきている。

　L＆Wは各時代の子どもや家族が示す問

題の特徴や質によって、提供するサービ

スの内容も変化、改善させてきている。

約20年前の1975年、それまでのサービス

の内容を大きく変える改革が組織内で行

われた。それは①サービスの地域（どこ

の地域に対してサービスを提供するのか）

②専門とする問題（子どもや家族の示す

どのような問題に対してサービスを提供

するのか）③サービスの幅・内容（地域

や家庭におけるケアから施設におけるケ

アまでの関係、関連をどうするか）の3

点について検討が行われた。そし大きく

変化しつつあった当時の児童福祉に対応

するためのサービスの内容を決定した。

　この改革以後、L＆Wは継続的で質の高

いプログラムと、家族や地域を基礎とし

たものから特別な施設治療や教育を行う

ものまでの幅広いサービスを提供するこ
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とを目的にしている。1995年には500以上

の家庭の2，200人以上の子どもにサービス

を提供している。

（2）指導原理

　L＆Wは次の3つのことをその指導原理

としている◇

①複雑な問題をもつ子どもや家族のニー

ズに応じて、最も高品質なプログラムと

サービスを提供する。

②特殊なニーズを持つ子どもや家族が自

分たちの生活に責任が持てるように知識

や技術を提供する。

③可能な限り健康な子どもと健康な家族

とを結び付けること。あるいは養子縁組

や自立生活を提供すること。

子どもに対する髪情を熱っぽく語るカンベル所長。

（1）主要なプログラム

　L＆Wでは「継続的なケア」というもの

を目的に、実親や普通の家庭に関するも

のから、重度の治療を要するものまで広

範で多様なサービスを提供している。多

数あるプログラムの中で主要なものは次

のものである。

①里親の援助（Foster　Boarding　Home

　　　　　　Program）

　このプログラムは、虐待やネグレクト、

情緒的、行動上の問題によって、親や親

類とともにに生活できない子どもたちを

一定期間ケアするものである。これはL＆

Wの最も大きなプログラムであり、50人

以上のケースワーカーやスーパーバイザ

ー によって行われている。毎年千人以上

の子どもたちや約470の里親家庭がこのプ

ログラムの対象になっている。

　このプログラムの最終的な目的は、可

能な限り子どもたちを自分の家庭に帰す

ことである。スタッフは家族と協力しな

がらその目的のために努力している。し

かしもしその目的が不可能であるなら、

次に養子縁組のためのサービスが提供さ

れる。

　最近の3年間ではサービスを受ける子

どもたちの50％以t：が家庭や親類のもと

にかえっている。また養子縁組の数も増

えており、100近い数の養子縁組が毎年行

われている。

②特殊里親の援助と早期パーマネンシー

　計画

（Specialized　Foster　Boarding　Home　and

Early　Permanency　Planning）

　このプログラムはHIVに感染して生ま

れ里親を必要とする子どもたちのために

1985に開始された。現在はH工V以外の特

別な医療を必要とする子どもたちも対象

となっている。スタッフは里親たちをト

レーニングしたり医療的にケアの必要な

子どもたちを支援したりする。

　早期のパーマネンシープランは、不治の



病にある親や、生前に自分の子を養子縁

組に出したいと願う親が対象となる。ス

タッフは家族と連絡を密に行い、相談相手

となりこの子どもや家族を支援していく。

③グループホーム（Group　Homes　Program）

　　　　　　　　　　　　L＆Wでは

　　　　　　　　　　　ニユーヨーク

　　　　　　　　　　　のブロンクス

　　　　　　　　　　　区に8のグル

　　　　　　　　　　　ープホームを

　　　　　　　　　　　持っており、

　　　　　　　　　　　そこでは14～

　　　　　　　　　　　21歳までの青

　　　　　　　　　　　少年の男女が

　　　　　　　　　　　暮らしてい
施設内グル＿ブホ＿ムの一室。　　る。グループ

ホームは普通の住宅地の中にあり、そこ

では保健医療やケースワーク等のサービ

スを受けることができる。彼らはここで

18カ月～2年間生活する。このプログラ

ムでは個人の責任や自立生活に必要な教

育や技術を習得させることが重視されて

いる。もし入所以前の学校生活に問題が

なければ、彼らは以前通っていた学校に

通うことがでる。このように学校との関

係は保つことができるが、親と共に暮ら

せるようになるのはごくわずかである。

　“母子のためのプログラム外には、現

在2つのホームがある。このプログラム

は1988年に開始されたものであり、10代

の母を対象に自立生活のための親トレー

ニングを行ったり、子どもたちを対象に

デイケァを提供したりする。プログラム

の開始以来100人以上の若い女性がこのプ

ログラムを受けた。

　‘’自立生活支援プログラム’は、自立

生活をするために施設治療のプログラム

を終えた若くて未熟な男女を支援するた

めに1990年に開始された。このプログラ

ムは大学入学や職業トレーニング、就職

等を目指す16人の若者を対象に、8のア

パートを提供している。彼らは自分自身

で料理や洗濯、掃除、買い物等を行い自立

生活のための知識や技術を習得していく。

④施設治療（Residential・Treatment）

　L＆Wは学校や裁判所、精神病院から行

動的・精神的に深刻な問題を持つ、12～

17歳までの男女183人を対象に施設治療の

プログラムを提供している。プログラム

の期間は18カ月であり、子どもたちが長

年にわたって受けてきた虐待等の被害を

軽減するために、個人的あるいは集団的

関係を活用した治療的環境を提供してい

る。そして子どもに社会的な価値や責任

を教え未来への希望を持たせている。

　ここ3年間のこのプログラムの利用者を

みてみると、そのほとんどがニューヨー

ク市の極めて貧困な地域から来ている。

そしてその80％は虐待やネグレクトの経

験を有しており、70％はドラッグやアル

コール等の深刻な問題を持つ家庭から来

ている。また50％は攻撃的、暴力的行為

の経験があり、34％は精神治療の経験を

持つ子どもたちである。

⑤教育サービス（Educat，ional　Servises）

　L＆W内にある学校は施設治療プログラ

ムを受けている小・中・高校生を対象に、

特別な教育を行う私立の機関である。こ

の学校はニューヨーク州の教育法第853章

の第89条により、ニューヨーク州の教育
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情短治療施設。

省から認可を受けているLt

　このキャンパス内に住む12～21歳の生

徒がここへ通学しており、彼らのほとん

どは貧しい教育や情緒上・行動上の問題

等、様々な教育的問題を抱えている．ほ

とんどの生徒は自分の能力に応じた学力

レベルの教育を受けている。たいていの

生徒はIEP　DiplomaやGEDのための準備

教育、あるいは職業トレーニングを受け

ている。

　1クラスの生徒の人数は8～12人で、そ

れに1人の教師と2人のアシスタント教

師がついている。生徒たちは基礎教育の

プログラムに加え、1対1の読書の授業

や芸術指導、体育の授業や職業上のプロ

グラムを受けることができる、

　就業前教育は全生徒を対象としたもの

であり、仕事に就きそして続けていくた

めに必要な技術を教えることを目的とし

ている。それには自己紹介の技術や質疑

応答の技術、職場における言動、等に関

する指導も含まれているc指導方法は教

室での指導、実習、から成り立っており、

これらは学校内や地域、その他の場所で

行われる。そしてその内容は美術やグラ

フィックのデザイン、美容・理容技術、

ビルのメンテナンス、看護保健業、調理

業等である．、

ヘネシーさんの通訳で施設内を見学，

6診療サービス（Clinical　Services）

　診療サービス部は子どもたちの健康

〔身体面、精神面）を管理する一「三要な部門

であり、L＆Wの施設プログラムを利用す

る全ての子どもたちを対象としている，

この部門には65人のそれぞれの資格を持

つスタッフがいる、．その内容は、内科医、

数種の看護婦、心理学者、医療技術者等

である　そして精神科医、心理学者、高

度な技術を有する看護婦、医療秘書の4

者のメンバーでチームが構成されている

　この部門はL＆Wを利用する全てのf’ど

もたちの身体的・精神的医療ニーズに貨

任を負っている：t子どもたちの多くは、

長年のネグレクトや不適切な子育てによ

る悪影響を示している　この部門ではこ

のようなr一どもたちに、医療的・精神的

なサービス等を提供する．

　年齢の高い子どもは、以前の生活環境

から何らかの影響を受けており、その約

三分の．・の了・どもは・度は精神的な治療

の経験を有している．そして施設治療プ

ログラムを受けている彼らの内の15％は、

注意欠陥多動症を治療するための精神安



定等、精神的、心理的治療を必要として

いる。

　全ての子どもに共通する健康上の問題

は、乏しい歯科医療、発達遅滞、神経症、

乏しい栄養等を原因としており、具体的

には喘息や糖尿病等として現れる。毎年

この部門は日常的なケアや特別な治療を

含めて千以上の相談・治療がある。

⑦早期幼児教育

　（Early　Childhood　Education　Programs）

　ニューヨーク市の児童部と契約してい

るL＆Wは、デイケアやヘッドスタート、

早期教育プログラムを2カ所のサービスセ

ンターで、2～5歳の子ども約300人に対し

て行っている。Yonkerのキャンパスにあ

る早期教育センターでは特別なニーズを

持つ120人の就学前の子どもたちにサービ

スを提供している。

　このプログラムは行動や運動の発達、

言語や社会学、レクリエーションや個人

的ケア、衛生学等と関連した発達に関す

るカリキュラムから成っている。

　ブルーネル学校は就学前のプログラム

において、特別な発達上のニーズを持つ

生徒たちのためにデザインされた豊富で

多様な教育上のプログラムを提供する。

また、就学前教育に関するニューヨーク

市の委員会から送られてくる就学前の子

どもを対象にした多国語による評価セン

ターも有している。

　L＆Wのメインキャンパスにあるエイム

スセンターは、デイケアに適した3～5歳

の障害を持つ就学前の子どもたちのため

に統合教育とデイケアを提供している。

このセンターはYonkerの南西部やその付

施設内の学校。

近から来る子どもたち120人を、6クラス

それぞれ20人のクラスで教育している。

子どもたちは利用可能な1年間の長期のデ

イサービスと共に就学前に体験学習を受

けることができる。

　これらのプログラムでは親たちは教室

やキッチン、オフィス等の全ての場所で、

ボランティアとして参加するよう促され

る。親の会はそれぞれのプログラムの運

営において活発な役割を果たし、スタッ

フと連携しながらプログラムの改善のた

めに取り組む。

璽：地域予防サービスCCommunity　and

　Preventive　Services）

　L＆Wの東ブロンクスサービスセンター

はニューヨーク市の児童サービス部の本

部によって設立された。里親家庭を対象

にサービスを提供しており、毎年250の家

庭がこのサービスを受けている。

　家族は、子どもたちの健康と安全に関

する不安、住居を失う不安、特別な教育

やサービスを必要とする子どもに関する

不安、十代の子どもの妊娠、エイズに苦

しむ親、子どもたちの行動上の問題、等

の問題を抱えている。

　ケースワーカーはカウンセリングや具
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体的なサービスを提供する。Healプロジ

ェクトは両親ともあるいはそのどちらか

がエイズで苦しんでいる家族を支援し特

別なサービスを提供する。センターは診

断を行ったり、サマーキャンプのための

奨学金を補助したり、時間制の家事のサ

ー ビスを提供したりする。最近2年間セ

ンターは、特別な教育サービス、家事の

補助、長期の家事のサービス、虐待の治療、

デイケアとメンタルヘルスのためのサー

ビス等の目的のために利用されている。

　私的な基金によって設立されたFRセン

ターは、家族のパートナーとしてサービ

スの実施とその評価に取り組んでいる。

ここのプログラムは、個人や地域の資源

を活用して家族の機能を強化することや、

家族が新しくかつ効果的な問題解決の技

術を学ぶことを支援、補助することであ

る。センターが最初に対象にしたのはL＆

Wからサービスを受けるブロンクス区の

人々であった。しかし現在はそれが広げ

られ全ての地域の人々をその対象にして

いる。

⑨少年鑑別所

少年鑑別所。

　郡から委託され1994年に民間で初の鑑

別所を設立・運営し、年間延べ3．000名の

少年を収容している。収容定員は30名で

あるが1998年9月25日現在男子が20名、女

子が2名の計22名が収容されている。

　スタッフは精神科医1名、ソーシャルワ

ー カー3名、その他のスタッフ3名の計7名

のスタッフが常駐し、ローテーションを

組んでいる。

　収容期間は警察から身柄を送致され裁

判所での決定が出るまでの短期収容であ

るが、数日から1年程度のものまで、非行

（犯罪）の重さ及びその決定にかかる時間

により異なり、収容期間に関する規定は

見られなかった。

　対象は10歳以上20歳未満の非行を犯し

た少年であるが、15歳以kの少年は刑事

事件として送致できる。収容期間の他に

少年事件として児童裁判所に送致される

か、刑事裁判として刑事裁判所に送致さ

れるかが決定される。

　アメリカでは少年非行の低年齢化は社

会問題であり、最近では14歳の少年が刑

事事件として扱われる州があるという。

　鑑別所では精神科医やその他の医師か

らの診察を受けたり、鑑別所のソーシャ

ルワーカーによる社会調査、警察及び裁

判所からの面接を受ける。

　居室は男女の棟を分け、施錠のある個

室でベッドのみを設置し、トイレはなく

その都度監視を呼び室外のトイレに行く。

　鑑別所内の生活は男女は分けず、3クラ

スに能力分けされた教室でパソコン等も

利用した教科学習、レクリエーション、

休憩室での休憩がある。

　また、鑑別所内の生活態度はスタッフ

によって6段階で評価され、休憩室の白



板に少年たちが見られるように評価が表

によって記されていた。

　ソーシャルワーカーは少年から家族に

ついて調査し、家族に少年との面接を行

わせ、家族との関係の保持及び修復に努

める。また、収容されたことで学習が遅

れないように少年に教育を受けさせてい

る。これは少年がいつか社会及び家族に

戻るものとして、社会や家族との関係が

大切であるとの理念に基づいている。

（2）新しいサービスプログラムについて

　L＆Wは最近の数年間にサービスの質を

高めるための新しいプログラムをいくつ

か準備している。

①ボランティアの活用（Volunteers　Activity）

　このプログラムは施設治療センターに

おける主要なものである。ボランティア

を1週間に2時間以上導入し、彼らの得

意分野（コンピューター、事務的技術の

トレーニング、創作活動、詩等）を施設

のグループのために活用するものである。

②職業教育（Vocational　Education）

　就職前の若い男女の援助を目的に、施設

教育プログラムと協力しながら行うプログ

ラムである。L＆Wの学校の生徒全員が対

象であり、各生徒の技術や能力を評価した

上で、サービス、ビジネス、専門職、調理の中

から1つの仕事の技術を学ぶものである。

③合唱団（Choir）

　ある団体の後援を受けてL＆W合唱団は

復活した。この合唱団は施設センターの

12人の若者で構成されており、毎週日曜

日の朝に活動している。また教会や地域

のグループ等L＆W以外の場でも活動して

いる。

④家族支援センター

　（Family　Resource　Center）

多様なサービスに感心する団員達。

　このセンターはL＆Wとニューヨーク市

のメンタルヘルス協会との協同で行われ

ているプログラムである。このセンター

は代弁や支援、トレーニングを通じて家

族が児童福祉機関とつながりをもつよう

支援することを目的としている。そして

ここはサービスの利用者自身がスタッフ

となって運営されている。

L＆Wの特徴は大きく次の二つにある。

　一点目は、一組織内で多様かつ継続的

なサービスを提供していることである。

この多様性・継続性の内容は子どもたち

に提供する生活環境においてみることが

できる。

　L＆Wのサービスの利用者には、里親に

よる一時的なケアを必要とする子どもか

ら重度の治療的なケアを必要とする子ど

もまで広範な問題を抱える子どもが含ま

れている。このような子どもたちに対す

る家庭の代替ケアとしてL＆Wでは、家庭

に最も近い里親や養子縁組によるものか

らグループホームそして治療施設による
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ものまで広範で多様な生活環境を提供し

ている。このように多様な生活環境を設

定し提供することは、様々な発達上の問

題を抱える子どもたちに対して、その治

療・発達過程全体を援助の対象としてい

ることを意味している。そして子どもそ

れぞれのもつニーズの特徴や個別性に十

分配慮した生活環境を提供することを可

能にしているのである。さらにこのよう

な多種類の生活環境を一つの組織が保有

するということも極めて重要なことであ

る。これにより常に変化していく子ども

の治療・発達過程において各段階におけ

る最適の生活環境を適宜提供することを

可能としているのである。日本において

は家庭の代替ケアとしては施設ケアが大

幅な割合を占めている。そして施設の集

団生活が子ども一人ひとりに対する個別

的なケアを困難にしていることが指摘さ

れている。また施設の集団生活に不適応

な子どもへの対応において、里親や養子

縁組等の家庭型のケアやあるいは他の種

の施設ケアへ移行することが、数量的な

問題や法制度的な問題から容易には行わ

れないという状況がある。このような状

況において、一組織内において複数の生

活形態を有するというL＆Wのサービスの

あり方は今後の日本における社会的養護

サービスのあり方を追究する上で極めて

重要なものであると考えるa

　特徴の二点目は、子どもに対するケア

において複数の多様な専門性を有するス

タッフが配置され、多角的な視点から多

面的な援助が行われることである。L＆W

におけるグループホームや治療施設にお

いては、ソーシャルワーカーを始めとし

てケアワーカーや精神科医、臨床心理士、

他の多様な専門スタッフが配置されてい

る。そしてこれら複数の専門スタッフは、

ソーシャルワーカーを中心としたチーム

を編成し、子どものケアに取り組んでい

る。子どものケアに対してこのような多

様な専門性が導入される背景には、アメ

リカにおける子どもや青少年問題の深刻

化が考えられる。犯罪や非行の問題、麻

薬等のドラッグの問題、そして虐待問題

等の増加と深刻化を背景に、心理的・精

神的なケアを要する子どもが増加し深刻

化している。したがってこのような子ど

もたちに対するケアのあり方としては、

単なる生活援助に止まらず、多様かつ高

度の専門性を導入した治療的なケアが必

要となっているのである。現在日本にお

いても高度の専門性を有する施設ケアが

必要視されている。児童養護施設におい

ても被虐待児や不登校児等の情緒上の問

題を持つ児童の入所が増加し、それへの

対応が求められている。このような状況

の中で、より重度の治療的なケアに取り

組んでいるL＆Wのスタッフの配置と専門

性導入のあり方は今後の日本における専

門スタッフのあり方に一つのモデルを提

供するものと考える。

　　　　　　　　　　　　　　　（藤本）



　　．ss　　　　　　　　T　Y　t

娠弧晶誌㌃6論，乙蒜言ルドレン）

訪問日：1998年9月25日　　設立年：1982年

施設種別：重度の身体障害児に対する里親及び養子縁組をサポートする民間団体

利用対象：ニューヨーク地区

運営費：個人、財団からの寄付及び行政からの予算

日本からの実習生が脱明してくれた。

　NACは、1982年にアーレン・ゴールド

スミス（Arrene　Goeldsmith）社会福祉博

士により設立された比較的歴史の浅いニ

ューヨークで唯一の重度身体障害児童の

里親や養子縁組の斡旋を行う組織である。

　対象児童は、脳性麻痺やA］DSや癌や脊

椎に障害を持つ等の重度の障害を抱え、

さらに、その親が精神的な疾病や麻薬や

貧困等の問題を抱えているような、一般

的に入院生活で一生を過ごせざるを得な

い児童を対象としている。

　NACは、身体障害を持つ子を社会に帰

し、家庭の愛情のもとで養育されること

が優先されることをモットーとしている。

そして、長期間に亘る子と家族の安定を

図られるような里親や養子縁組をし、そ

の里親や養親が安心して児童を養育でき

るように物質的及び精神的にサービスを

与えていることが特徴である。

　NACでは、毎年ニューヨーク市内の約

350人の児童とその家族へのサービスを行

っており、1985年から14年間に約700家族、

800人の児童を扱い、83件の養子縁組を斡

旋しており、大部分が重度の障害を持つ

児童であることが特色である。

　実親のもとでの養育もしくは養子縁組

を行い養親のもとで養育させた場合の費

用は1年間＄29，555と、入院生活を続け

るよりも年間一人あたり＄20万の経費の

削減となっているという。

里親を待っている子ども達を紹介するビデオ。

2．．一サービスの西窒＿：一”；－T⊃

（1）主なサービス

　早期介入（ear［y　intervention）、予防
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（prevention）、里親（foster　care）、養子

縁組（adoption）、養子縁組後の支援

（post　legal　adoption　service）、精神衛生、

医療、教育等を行っている。そのほか、

児童や家族の来所の際の送迎や、貧困家

庭への食品の提供など物質的な援助を行

っている。

　スタッフは、医師、ソーシャルワーカ

ー 、看護婦、教育専門家、弁護士の5種

でチームを作り、その他に、ボランティ

アがレクリエーションの援助やピアノや

絵を教えたり、募金の際に協力している。

1人のソーシャルワーカーの担当件数を

12～13件に制限し、きめ細かいケアを行

い、社会からも質の高いケアとして評価

を得ているという。

（2）具体的な働き

　NAC内には、一時保護所（レジデンス

チャイルドホーム）はないことから、児

童が入院中又は自宅にいる間に里親先を

準備するか、緊急の場合、短期間に里親

又は実親のもとで処遇するかを判断して

いる。

　その後、児童を里親のもとで生活させ

ている場合は、実親の問題改善を第一に

図っており、実親に必要なカウンセリン

グや相談を受けさせたり、児童との面接

をNAC内の児童室で行わせ交流を図らせ

ることがある。さらに、養親と実親を交

流させ、児童の養育に関する情報交換を

行わせている。これらのプログラムによ

って、実親に治療的及び教育的な効果が

上がるように努め、あくまでも一次的に

は、実親による監護養育が図られること

を目的としている。

　養子縁組を前提とした里親ではないた

めに、里親に対しては養子縁組をすると

の教示していないが、実親の治療や改善

の経過が思わしくない場合は、里親に養

子縁組意思の確認や教示を与えており、

総合的に実親、児童、里親に対するサポ

ー トを行っている。

　実親による監護養育が不可能なケースで

は、里親との養子縁組の手続を進め、その

後は、養子縁組後の支援を行う部門におい

て、養親の縁組後の相談に応じている。

　里親の募集は、企業の提供で新聞、テ

レビ、ラジオで行う。応募者は、精神的

．な診断、さらに二人から推薦状を必要と

し、NACから家族とともにインタビュー

を3回受けた後に適格性を判断され、約

100人中1人の割合でしか里親資格を得ら

れない。さらに、原則として一・人の児童

の里親しかさせないといった非常に厳格

な条件を付している。

　なお、里親委託費用は、月額普通児童

＄485、要医療児童＄600、精神遅滞児童

＄1，150であり、養子縁組をした場合でも、

要医療児童及び精神遅滞児童には手当が

支給される。

（3）養子縁組後の支援

　（post　legal　adoption　service）

　NACでは、養子縁組後の支援サービスは

重要な役割と考えており、このサービスに連

邦政府から3年間に亘り、毎年＄43万の予算

が提示されている。

　連邦政府は養子縁組のアフターケアの

重要性に関する提言をするが一般的には

援助は行っておらず、重度の身体障害者

の養子縁組を行っているNAC独自の特殊



マジックミラーを通して子どもの様子
を観寮する。

なプログラム

に対しての援

助である。

　養子縁組後

の支援を行う

部門の一例
に、今まで養

子縁組で解消

したケースが

1ケースあ
る。それは糖

尿病の女児と

耳の悪くなった養親との養子縁組を解消

し、新たに里親先を変更し、現在は児童

が18歳になっていることから自立の支援

を行っている。

（4）虐待事例への対応

　NACにおいても虐待事例は無関係では

なく、虐待やネグレクト等の問題を抱え

る親が福祉事務所又は病院からの紹介を

受けてくるケースや裁判所のケースプラ

ンの・一貫としてくるケースがあり、早期

介入の部門で対応している。

　虐待のケースにおいて、里親のもとで

養育監護する場合も、実親に対する教育

による問題の改善を第一とし、実親への

カウンセリングや同時に12カ月の期間で

の改善が見込まれなければ、養子縁組に

つなげて里親教育やマッチングを綿密に

審査している。

　施設は、オフィスビルの2階分を改築

したばかりの近代的な設計で、6階部分

を実親が監護養育しているケースのフロ

アとして使い、7階を里親先に児童がい

るケースのフロアとしていた。両階とも

親子の状況を観察するための広い児童室

があり、遊び道具が十分に置いてあった。

児童室の利用方法として、小児科医が、

児童室で子供と遊びながら精神発達の程

度を診察したり、実親、里親及び児童の

三者の交流を行っており利用についても

自由な発想が感じられた。

　オリジナリティーあふれる民間の福祉

団体があるのは、特にニューヨークの特

色であると聞いての見学であったが、重

度の障害児の養子縁組の斡旋機関という

のは、アメリカでも特異な機関であると

のことであり感銘を受けた。

　寄付集めに利用しているというテレビ

タレントが施設を広報するビデオを見せ

てもらったが、基金集めもアメリカ、特

に大企業の多いニューヨークらしさを感

じた。設備面、スタッフをそろえること

に多大な労力及び金銭が必要であること

がうかがわれ、中心となった個人及び賛

同者の熱意が感じられる施設であった。

　　　　　　　　　　　　　　　（河野）

ボストンにて、本場のロブスターを食した

が、大きなロブスターを前にヘネシー先生

より食べ方を教えて頂く。さすがに食べ応

えがあり、絶品であった。また、ボストン

美術館の特別展で、個人所有のモネの絵画

を堪能する。睡蓮だらけの部屋の中でうっ

とりしてしまった。
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rO竪堕望弛一裏章宴く趣ス（Sol姐鯛舗H璽胸Lr

　訪問日：1998年9月28日　　設立年：1995年　施設種別：ボランティア団体

　利用対象：地区の住民すべて　職員数：82名（有給2名・ボランティア80名）

　運営費：財団・病院・警察からの寄付及び研究・運動に対する資金

　活動内容：貧困地帯においてボランティアを導入しての相互援助

ボランティア活動について説明を受ける巴

　マリア所長は、30年前に移民としてド

ミニカからこの街にやって来た。その当

時、この辺り一体は高架線があり地ド鉄

が通り、暗く惨めな場所であった。貧困

のため住人の生活も荒れており「この国

はチャンスがたくさんあり誰もが成功で

きると聞いていたのに、なぜこんなに貧

しく汚いのだ」と思ったそうである。

　子どもたちはギャング化しており暴力

的行動が多かったため、近所の人は皆怖

がりドアを閉めていたが、マリア所長は

ドアを開けて日らfどもに接近して行く

とともに、地域の人々にも子どもと親し

くなるように働きかけて行った、また、

自分の家を“コミュニティハウス”とし

て人々に提供し、いつでも人が行き来で

きるようにした。

　1995年の夏、住民による発砲事件が起

き、「これではいけない。行政が何かをし

てくれるのを待っていたら皆死んでしま

う。何とかしなければ！」と思い、マリ

ア所長と同様に近隣の問題に疑問を持っ

ていた住民とともに、この区域5ブロッ

クを対象としてプログラムを開始した。

この年は就職難でギャング等の非行少年

がたくさんいた。この辺りの子どもは移

民、難民が多く、非行、貧困のため学校

にも行かず健康に関する知識も無い。そ

のため、代弁者となり必要な知識を与え

援助すること、近所の人が近所の人を助

ける相互援助、住民が一番必要とするこ

とを援助して行くことを基本方針とた。

5ブロックから段々広がり現在15ブロッ

クを対象として行われている．

　“Soldiers　Of　Health”は、健康に生活

するのに必要なこと（就職・住居等）す

べての援助を行うので心身健全のための
“ 健康の兵士’と言うそうである。

　スタッフとして、有給者はマリア所長

とジムケリー医師（ハーバード大学医学

部の医師であり“健康のためのパート

ナー”という機関の所長）の2名だけで

他に80名のボランティアがおり、皆この

近隣の人々で人種は様々である。

　スタッフは白分の住んでいる通りが担
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当区域になっており、問題が発生すると

まず担当の人が訪問しできるだけ解決す

るが、無理な場合にはセンターに持ち帰

って皆で相談し解決する。

　また、スタッフは近隣のボランティア

であってプロではないが、福祉に携わる

プロと同じ働きをしている。そして、マ

リア所長にとってパートナーであり、パ

ー トナーをたくさん集めるとそれだけ資

源が集まり地域の人々に分けることがで

きる。地域の人々の代弁者であるスタッ

フは、行政にとってはトラブルメーカー

であるが、第一級のトラブルメーカーで

あり、人々のために戦う戦士である。

　運営費は、各種の財団からの寄付、病

院と提携して行っている研究に対する資

金、犯罪予防のための活動に対して警察

から下りて来る資金等であるが、人件費

には使かわず（人件費のかからないボラ

ンティアを導入）サービスのために使っ

ている。

マリアさんらの活動によって、整備された地域。

（1）健康の代弁（Health　Advocacy）

　住民は移民が多く英語が解らないので

健康保険も受けず、健康のためのプログ

ラムも知らないので病院にも行けないた

め、通訳の代弁者となる。

（2）健康のための予防（Health　Prevention）

　レストランのシェフによる料理教室を開

いており、栄養素を基本として栄養指導、

病気の人には病人食の指導をしている。

　センターに大人が集まり血圧、血液の

検査をし、センターまで来れない人はボ

ランティアが訪問し、住民に健康問題に

ついての情報を与えている。

　兇童虐待を予防するため、出産後の母

親への健康相談を行い、アフターケアを

する。出産後、他の人との交流が無くな

ってしまい寂しさから会話を求めてまた

妊娠するということもあり、アフターケ

アにより次の妊娠を防ぐ。また母親にグ

ループミーティングを行い子育ての方法

を学習させるなど、児童の安全などに対

するサービスを提供する。

（3）グループの支援（Support　Groups）

　暴力を受けた女性のグループ、健康意

識の普及をしているグループ、子ども合

唱隊、近隣の十代のグループ、犯罪を警

戒するグループを支援する。

　ハーバード大学医学部の医師の卵であ

る学生を、貧困の家庭に送り健康管理を

させる。これにより学生から健康に生活

するためには何が大切なのかを教えて貰

える。また、健康管理をするボランティ

アがいれば住民がより良い診察を受ける

ことができる。

（4）十代の青少年に関するサービス

　（Teen　Referral　Services）

　学校や仕事からドロップアウトした子

どもを集め、自分たちの将来について1
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週間に2回ディスカッションをし、ディ

スカッションをしていく内に学習や就職

等、必要に応じて援助する。

　女医のスタッフから女の子に性行為、妊

娠についての知識（リプロダクティブ・ヘ

ルス・ライツ）を与える。それにより若い

妊娠を防止することができる。（妊娠をす

るとそれだけで学校に行けなくなる）

　学習指導（移民で英語が解らないので

英語の学習も含む）をし、学校からのド

ロップァウトを防止する。

　当初は問題が起きてから解決していた

が、それだけではなく予防・防止するこ

とが解決につながることが判り、そのプ

ログラムを導入するようになった。

　1週間に2回、放課後に宿題を行うプ

ログラムもある。

（5）資源センター（Resource　Center）

　ボストンにもいろいろな社会福祉の資

源があるが、この地区まで届かないので

橋渡しを行う等、地域社会の機関から提

供されている種々のサービスについて知

らせる。

（6）近隣へ手を差し伸べる

　（Neighborhood　Out　Reach）

　センターは常にドアを開けてあり、誰

もが行ったり来たり自由にできる。地域

の人がリラックスするためのコミュニテ

ィセンターであり、家庭である。

　スタッフが家族の問題を一緒に考える

こともあり「何かお手伝いすることはあ

りませんか？」と訪問し、問題があった

ら家族が自分たちで問題解決をするまで

のお手伝いする。

　近隣の支持が大切なので、スタッフが

中心となりパーティや講習会を開催し、

永続的な人間関係を作って行く。

（7）月例ミーティング（Monthly　Meetings）

　毎月、佳民は現在の問題点を検討し、

現在実行している計画の進度状況を監視

するために集会を行う。

（8）その他

　この地区の中に引っ越してしまってその

ままになっている汚い空き家がたくさんあ

るため、持ち主を探し出し、改修するかセ

ンターに売るかを選択して貰う。センター

に売って貰った場合にはボランティアで改

築をし、環境の整備を行っている。

マリア所長を囲んで。

　現在のこの街は、数年前に麻薬の取引

や発砲事件があったことなど微塵も感じ

させないほど明るくきれいであるが、依

然として移民は後を絶たず貧困に関わる

問題は山積みである。しかし、スタッフ

の資格・専門性にこだわることなく、

個々の持っている無限の資源を最大限に

生かし、地域のニーズに応えサービスの

提供を行っている姿勢は正に福祉の原点

であり「私にも何かできる」と改めて奮

い立たせてくれるものであった。　（渡井）



’　JRI－Health（青少年対象のHIV．　AIDSのプログラム）

施設名：JRI－Health　　訪問日時：1998年9月28日

設立年：1971年　　　　施設種別：保健、福祉サービス

利用対象：青少年対象のHIV／AIDSのプログラム

職員数：100名　　　　　　運営費：州民保険、他60カ所からの寄付金

」白1ヘルス。

（〔藤醒　　　　1－Ll）
　青少年たちはゲイやレズビアンのため、

エイズにかかりやすく、そのために家か

らも勘当されホームレスになった子ども

たちがほとんどで、生きていくために身

を売って生計を立てなければならず、エ

イズに感染しやすい環境にある子どもた

ちであった

　JRI－Healthでは公園や貧民街などエイ

ズに感染しやすい環境にある、子どもた

ちをアウトリーチして（注：アウトリー

チワーカーがクライエントとなる人々の

集まる場所に赴いて行うケースワーク。

クライエント側から援助を求めてくるこ

との少ない非行ケースなどによく使われ

るが、この場合、連絡の取れないクライ

エントやさらにケアの必要なクライエン

トを捜すのに使う）家庭に代わって性の

知識を与えたり、HIVのカウンセリング

や感染リスクを減らす方向付けや、治療

を受けていないHIV陽性の青少年の治療

をおこなうことを目的としたケース発掘

活動を行う多目的アウトリーチ事業。

コンドームがロE一に置いてある。予防ポスターと共に◆

（1）リバー・ストリート・コミュニティ

　これは、JRI－Healthがはじめて行い、

表彰された集合住宅事業である。この事

業は低収入のエイズ患者、他の付随する

障害をもつ人々13人に、個別の部屋を提

供する。

（2）ハンティントン・アット・シンフォ

ニーは、国に認可された、多目的集合住

宅補助事業である。この事業は25人の

HIV患者、13人の一時的な精神疾患を持

つ人々、11人の老齢の精神疾患を持つ

人々に住む場所を提供する。また、20人
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の低収入の人々に一部補助で住宅を提供

する。

（3）アシスティド・リビングプログラム

（補助住宅事業）は、一部補助か全額補助

で低・中収入のエイズまたはHIVを持つ

個人と家族250組に提供する、分散型家族

補助事業である。．クライエントは、住宅

捜し、ケース管理（注：スタッフとして

プログラムディレクターとクライエント

を資源に結びつけケースマネージャ、カ

ウンセラーがいて日ごと出てくる問題に

対応する）のサービスを受けることがで

きる。

（4）ダイレクト・ケア・リリーフ・プロ

グラムは、SHARE2000の事業の一部で、

熟練したスーパーバィズ（注：より経験

を積んだ専門家に自分の仕事を報告、相

談すること）を受けている救護スタッフ

を、大ボストン地域の、エイズ患者のた

めの住宅事業を15以上に提供する。

クローン所長よリアメリカのエイズ／HIVの実態を聞く。

　JRI－Healthでは、親の許可がなくても

子どもを診療し、子どもが親に知られた

くない問題を抱えている場合、親には知

らせず、彼ら個人の保険がある場合でも

保険を使用すると親に知られてしまうの

保険を使わずに無料で診療している。青

少年の治療の方法としては、子どもとの

信頼関係を築くことからはじめ、次第に

身体、医療検査、診療を行う。HIVエイ

ズは18歳以下の女子はパートナーになる

男性の麻薬の注射針から感染する場合が

多く、18歳以上は同性愛で感染する場合

が多い。日本では薬害エイズが問題にな

っているが、アメリカでは1984年に、血

液製剤を調べたので薬害エイズはほとん

どない。しかし、アメリカでも、HIVエ

イズの感染者は差別、蔑視され地域社会

から隔離されてしまい、そのため、援助

がなくなり自殺が多い。（子どもの自殺の

20％は同性愛者である）

　数年前までは、エイズで死亡していく

人のプロクラムだったが、医療の進歩に

より、エイズで死亡する人が減少して、

長い間、エイズキャリアとして生きて行

くようになり、プロクラムも麻薬中毒の

治療や麻薬防止のプログラムにかわって

きている。最近ではSTD（性感染症）の

治療も行われており、エイズの治療より

も多くなってきている。

　JRI－Healthでは、ここに来る子どもた

ちに人間として関わり、決して裁かない

で、子どもの抱えている現在の問題を考

え、必要なプログラム（Circli　of　Care）

を、実践していた。

　　　　　　　　　　　　　　　（池田）



1研・ジョセフホー云・フォア・チルドレン＼
　、（Saint　Joseph「s　Home　F◎r　Children）　　　　　．・

訪問日：1998年9月29日　創立年：1896年　職員数：200名

中央がセントジョセブホームの所長さん。

　Saint　Joseph’s　Home　For　ChUdrenを所

有するカトリックチャリティーズの活動

は1896年小さなボランティアグループが

ドイッ人のカトリック孤児のためにホー

ムを作ったことが始まりである。その後

長い年月を経た現在では全ての民族や人

種、様々な宗教信仰者が加わり、大きな

組織となった。

　この組織の四つの活動方針の柱は次の

通りである。

①個人と家族への援助　②ボランティア

との関わり　③寄贈者としての役割　④

地域社会の変わり行くニーズに応える能

力を持つ。これらを目的とし、貧困者や、

弱者のためのサービスを提供している。

このことは利用者の希望を育て、地域と

の結び付きを強めている。そして地に足

を付けた活動は個人の尊重と威厳を守り、

社会の中で行き先のない弱者を保護をし

ているのである。プログラム数は60を越

え、ボランティアの機会を与えることに

も積極的である。我々が見学させてもら

ったセントジョセブホームだけでも13の

プログラムを有している。

　以下説明を受けたプログラムについて

記述する。

（Wiva：Z：EE　D
（1）セントラルインテークプログラム

　この施設は一時預かりのシェルターで

ある。年中無休で24時間体制で受付を行

っている緊急の保護を要する子どものた

めのプログラムである。ヘネピン郡の社

会福祉事務所との契約がなされていてホ

ットラインにより結ばれている。そして

行き先を決めるためにこのインテークを

経由することになっている。ヘネピン郡

だけでなく他の郡からの依頼もあり心理

判定などを行っている。ここで措置され

た子ども達は1983年には1，727人で、1993

年では4，402人であった。その時の平均在

籍期間は18日間で現在はシェルターの使

用法を少し変更したため1997年は2．409

人、平均在籍31日となった。子どもの人

種は多種多様でここに生育史などが保管

されている。社会福祉的な検討だけでな

く、医療の検査も行っている。体に虐待

の印が残っていないか、病気はないか、

よく検査し医療ニーズを発掘する。最近
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保健所を作ったが、ミネソタ大学のイン

ターンが実習をかねて診療したりしてい

る。その中には、頭ジラミを退治するエ

キスパートもいる。診療所には医者とナ

ー スプラクティショナー博門性の高い

看護婦）が配置されていてインターン以

外にも診療を行っている，

（2）プレースメント待機所

　虐待や放任が明確な子どもは、インテ

ー クを通さないで直接ここにくることが

できる。この短期間でパーマネンシーに

つなげるプログラムはヘネピン郡の進歩

的な特徴といえる、どの様なニーズ（長

期の里親、養子縁組等）かを調べて回り

道をさせないためにある。これは経費の

節約となり郡の資金をもっと有効に使う

ことができるようになる・

　この建物のドアは内側から鍵がかかる

ようになっているD子ども達は自由に行

き来することができ、子どもに危害を与

える者（虐待した親など）が侵人しない

ようにするための工夫である。

（3）ホーム内の教会

ホーム内の教会，

　この教会はカトリックであるのだが子

どもの宗教を尊重しているのが最大の特

徴といえる。ユダヤ教のfどもがいたら

ラビを呼んできて礼拝をすることもあるt・

神に対するサービスの提供である。

　目曜目の夜は糺拝の時間になっている，．

般的なものであって強制もしていない

のであるが75％の子どもが参加している

ステンドグラスの絵は旧約聖書のイザヤ

書から取ったものでライオンと小羊が一

緒に住んで子どもが大人をリードしてい

ることを意味している教会であるL’子ど

もがリーダーになっていくということが

良いと言ってここを改築したときに子ど

も達が選んだものである、．四方の壁に掛

（τ．．、、．．

、」‘Lオこ：uh・

rL．1’・・．’、＋・」・．L／・、‘．

しおり「ライオンと子供」

かっている四

つの丸い飾り

は、四つの民

族を現してい

る．：赤はネイ

ティプアメリ

カン（インデ

ィアン）、黒

はアフリカ
人、白はド1人、

黄色はアジア

系である、，

（・1）レジデンシャルトリートメントプロ

　　グラム：（ホープカテージ）

　ここは治療施設で平均7カJ］在籍する、

親権が剥奪され、里親が見つかるまでの

間を過ごしている．ほとんどの子どもに

行動的、精神的問題があり、すぐにはホ

スターケアに移行できない。6～12歳ま

でのr一ども達13人の定員で現在は10人在

va・　一／ttども達で理事会を作っており、会

長もいる．．毎fl何か問題が起きたり、相

談したい事柄があると居間に座り、グル



一 プ全体で話し合う習慣になっている。

テレビゲームが鍵のある棚に入っている

のが印象的であった。

　ここのセラピストはソリューションフ

ォーカスセラピー（問題解決を目標にし

たセラピー）を行っているので短期間で

色々な問題を解決する治療法を取り入れ

ている。つまりできるだけ短期間で子ど

もを出していくという方針である。子ど

も達は家にいるときに通っていた学校に

そのまま通学することが可能である。学

校のバスが迎えにきてくれるのだ。また

行動に問題のある子のために施設内の学

校も利用できるシステムになっている。

新しく入ってきた子どもの中で他の子ど

もを性的に虐待するという経歴を持った

子どもがいるが、その場合一一定の期間観

察を受けるための特別な部屋が用意され

ている。他の子どもと遊ぶ時も職員の目

の届く範囲に置き、その中で人間関係を

学習させていき、その後ルームメイトと

一緒にする配慮がなされている。

　スタッフは朝と昼の勤務が2～3人ず

つ、夕方から夜が一番多くて3～4人、

夜中は一人である。しかし、フローター

と言ってたくさんのユニットを巡回して

いる人がおり危機介入ができるようにな

っている。

　自治会の会長が案内してくれた彼女の

部屋はルームメイトが退所したので、

広々とし、たくさんのぬいぐるみに囲ま

れジヤンピンクビーン（豆の中に虫がい

て時々飛び跳ねる）が飾ってある家具が

少ない子どもらしい部屋であった。

（5）タイムアウトルーム（ユニットとユニ

　　ットの間に小さなドアのない部屋）

　興奮状態に陥った子どもを他の子から

引き離さなければならない場合、この部

屋に連れてくる。そしてスタッフが一対

一 で見守るなかで、今何が起こったのか、

なぜそうなったのか振り返りなさいと言

って考えさせるのだそうだ。怪我がないよ

うスタッフは十分に注意することを忘れ

ない。可能であれば自分の部屋やユニッ

トで問題を解決したり、庭に出て気分を

変えることもある。しかし、自殺の恐れ

があったり、他の子どもに危害を加えた

りする者も中にはいる。だができるだけ

ここに連れてこないで問題が解決できる

ようスタッフに勧めている。「つまり個々

の子どもがそ

れぞれどの様

な環境にいれ

ばもっと落ち

着くのかとい

うことをスタ

ッフが勉強す

ることだ」と

施設長は語っ

ていた。

タイムアウトルーム。

（6）診断、評価のためのシェルタープロ

　　グラム：WABASH（インディアンの

　　酋長の名）コテージ

　このユニットにいる子ども達は裁判所

から「犯罪をおかした者（非行少年）と

して刑務所にいきなさい」と言われた者

が服役のかわりにきている。

　ここではビヘイビアモディフケーショ
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　　　　　　　　　　　　ン（行動療法）

　　　　　　　　　　　　の方法を取っ

　　　　　　　　　　　　ている。行動

　　　　　　　　　　　　のモデルを1

　　　　　　　　　　　　～39レベルに

　　　　　　　　　　　分けてあり、

　　　　　　　　　　　例えばレベル

　　　　　　　　　　　　3が3日続く

　　　　　　　　　　　　と外とに出ら

　　　　　　　　　　　れる等ほうび

子ども遠がワバシャの文丁で考えた目標。が貰えるよう・

な仕組みである。

　部屋の間取りは他のユニットと同じで

ある。特徴としてこのユニットの子ども

は全員この中にある学校で教育を受けて

いる。さらに大きな違いは福祉事務所か

らの措置ではなく、裁判所からの委託で

あることだ。この施設にこのユニットが

あることは実験的なプログラムであって、

できるだけ地域社会の中での生活をさせ

るという目的がある。けれども他のユニ

ットほど開放的ではない。

　子ども達の平均滞在期間はわずか12日

である。12日の刑が終了して自分の家に

帰る子どももいる。ここからもう少し長

期の治療にいく子どももいる。実験的で

はあるのだが今後は、アフターケアのプ

ログラムを作り、できるだけ継続したケ

アをしたいという考えを持っている。近

くに一・つグループホーム型の一時収容所

を持っていてそこがこのプログラムに近

いことを実践している。

　このワバシャユニット内には学校があ

り全員がここで教育を受ける。教育と発

達援助が大きな目的になっている。ビへ

　　　　　　　　　　　イビアモディ

　　　　　　　　　　　フケーション

　　　　　　　　　　　のレベルにょ

　　　　　　　　　　　ってポイント

　　　　　　　　　　　を貰うのだ

　　　　　　　　　　　が、ポイント

　　　　　　　　　　　によってほう

　　　　　　　　　　　びとしてコン

　　　　　　　　　　　ピューターを

　　　　　　　　　　　使わせてもら

行動にょり電tSをかけられる時Nが決まる。ったりする。

（7）コミユニティホーム（グループホーム）

　　プログラム

　対象は2歳～12歳で、6人まで収容で

きる。ここは一時預かり所で安全な養育

環境を提供する場所である。その滞在期

間はわずか1～2時間の時もあれば・一カ

月かかることもある。このプログラムの

目標は元気を回復することや、家族の絆

を深めたり、健康的な生活を手助けした

り、良い変化が得られるよう勇気づける

ことも含まれている。できるかぎり早く

家族の元に帰ることができるように親を

呼んで調整するのがファミリーコーディ

ネーターの役割だ。このプログラムの特

徴は親と子を分離するのではなく、親が
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ここにやって来てどのように親として子

どもに接するのかということを学習させ

るという目的もある。つまり施設的な一

時預かり所とは異なり家庭生活のモデル

となるものといえる。

　親の裁判の判決を待っていたり、親の

麻薬治療の完了を待っていたりと入所の

理由は様々である。そしてその後、ここ

に招いて親としての接し方を実践させて

いるのである。

　裁判所では里親に委託すべきだという

かもしれないが、ここに一・時保護され、

親の方がやってきて良い関わりができる

ようになったと判断したときは、そのま

ま実の親に返すこともある。このように

実親と子どもを早く一緒に生活させよう

というプログラムがここの特徴と言える

だろう。

　この施設のスタッフの構成はユニット

スーパーヴァイザー、ユニットに配置さ

れている治療担当者（必ず修士号以上を

取得していなければならない）そしてチ

ャイルドケアワーカーが2人である。全

部で200人の職員がいるが、子ども2人に

対し1人の職員で、直接ケアを担当して

いる割合で見れば子ども3人に対し職員

1人といったところである。

　ワバシャユニットだけは少し違ってい

る。ここはスーパーヴァイザー、プログ

ラムを管理するプログラムディレクター

がいて、一・つ一・つのシフトに4人のカウ

ンセラーが配置されていて、16人の子ど

も達の対応にあたっている。

　カウンセラ

ー の比率は子

どもの入って

きたときの年

齢によって違

い、年齢の低

い子どもほど

カウンセラー

の比率が高

い。また、教

員は全て特殊

学級を教える

子ども達の将来の夢がパッチワークに

し1かざってあるc

資格を持っている。

　女性スタッフの役割は、特に治療型ユニ

ットおいて母親代わりであるので愛情豊か

な人を配置する工夫をしている。小さい子

どもには最も必要な存在である。ボランテ

ィアは、全てのプログラムにおいて、欠く

ことの出来ない存在である。一週間に300

人というたくさんのボランティアが来て、

子どもと1対1で遊んだり、職員の手伝い

をしたりしている。ボランティアヘオリエ

ンテーションと訓練をする機会を持ち、積

極的に呼び掛けているとのことだった。ヘ

ネピン郡との連携に基づく、パーマネンシ

ー プランの理念がよく理解できるプログラ

ムであった。　　　　　　　　　（塩田）

ある日、レストランでの夕食でいつもの

ようにビールを飲む塩田さん、サラダに

レモンを絞って食べようとウエイトレス

に「Apeace　of　lemon　please」と言うが、

なぜか来たのはリボンを結んだ
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メンタル　ヘルス　ソーシャル　サーピス。

　大学付属の地域健康ケアセンターは、

ミネソタ州に住む貧困な入々を対象に、

医療サービスを提供するミネソタ大学付

属の医療機関である。このセンターは約

30年前に設立され、ミネアポリス市と契

約して、地域社会のニーズに対応した医

療サービスを提供している。

　当センターは多国籍、多人種の人々を対

象にしており、白人や黒人だけでなく、

ラオス、ベトナム、等からの移民や難民

もこのセンターを多く利用している。し

たがってこのような英語以外の言語を話

す利用者に対応するために、複数の言葉

を話すことのできるスタッフが多く配置

されている。また利用者全体の中で子ど

もの占める割合は約15％ある。子どもの

利用者が少ない理由は、子どもたちは英

語を話すことができるために他の医療機

関を利用するからである。したがって当

センターの利用者は英語を話すことので

きない貧困な大人たちがほとんどである。

　当センターの特徴は次の二つにある。

一つは英語の話せない人々のために複数

の言語を話せるスタッフを配置している

ことである。これにより他の医療機関

（英語以外の言語に対応していない機関）

においてサービスを受けることができな

い人々に対して、サービスを提供すること

が可能である。二つ目は、1カ所で複数の

サービスを提供していることである。こ

れは英語では℃ne　Stop　One　Shopping’

とよばれており、これにより車を所有す

ることのできない貧困な人々が、一ヵ所

で複数のサービスを受けることを可能に

している。

　当センターは大きく三つの部門に別れ

ており、各部門で大学に所属する医師や

看護婦等のスタッフが医療サービスを提

供している。

　各部門のサービスの概要は以下のとおり

である。

（1）医療サービス（Medical　Services）

　医療サービス部においては、下の4つ

のプログラムについて医療サー’ビスを提

供している。
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．工子どもや成人に対する健康予防のため

のプライマリーケア

　・病歴と身体測定

　・小児健康診断

　・健康促進と疾病．予防

　・患者教育

　・カウンセリング

2）慢性の疾病治療

　・慢性病患者のための長期医療

　・高度専門医療の紹介とその手続き

③婦人科医療サービス

　・出産前医療（内科医、助産婦）

　・家方芙言十画i

t

閂：纏璽ぽ瀦三‡；竺劉
　ツケースはまだロサンゼルスで旅を続け

　ていた。帰国の翌日、無事にスーツケー

　スは届いたが、受け取りでトラブルがあ

　ったり、破損していたりで最後までいろ

　いろあった。

、工．・・1一代のための健康ケアとカウンセリング

（2）歯科医療サービス（Dental　Services）

　：工予防のためのケア

　・2回復治療

（3｝地域精神医療サービス

　（Community　Menta田ealth　Servises）

　エカウンセリング

　②特別なプログラム

　③心理的・精神的カウンセリング

　④地域資源に関する情報提供とその手続き

　　　　　　　　　　　　　　　（藤本）

／’

　移動のバスの運転

　手さんのお腹は、

　とても立派でボ～

　ンとしていたc聞
　けばクリスマスに

　はサンタクロース
　に変身するとか…。

、
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一●11⑯銅随¢噛祠撫ξ一．．

訪問日：1998年9月30日

施設種別1ラテン系の移民等に対する総合的なサービスセンター

利用対象：ラテン系の移民

Centro　Cuttura）ChkCane⑮

　当センターは南米等から移住してきた

ラテン系の家族やその子どもたちが24時

間利用可能な民間の地域コミュニテイー

センターである。ラテン系の人々はここ

に集まり自分たちの歴史や伝統、文化等

について語らいそして楽しむ。また当セ

ンターは、ラテン系の人々が自立した生

活ができるよう継続的なサービスを提供

している。さらにここはラテン系でない

人々が、ラテン系の様々な文化や活動を

学び体験する場としても利用されている。

　このセンターは全体を．一・つのラテンの

“ 村”と想定し、その中で人々が相互に援

助し合うことを目的としている。したが

ってセンターの壁には南米の風景や遺跡

などの壁画が描いてあり、南米の文化や

歴史を表わすものとなっている。これら

は利用者がラテンの文化に親しむと同時

に活用されたり、子どもにラテンの文化

を伝えることに活用されている。

　南米からの移民者は住居や職業等におい

て様々な生活問題を抱えている。したが

って当センターはそのような入々が自立

した生活ができるよう問題解決し援助す

ることを目的に次のようなサービスを提

供している。

①子どもの早期教育プログラム

　就学前である3～5歳のスペイン語しか

話すことのできないラテン系の子どもた

ちに、幼稚園や学校において統合教育を

受けることのできるよう言語（スペイン

語と英語）や文化について教育するプロ

グラムである。このプログラムを利用す

る子どもたちの親には、就労することや

毎日ここに子どもを通わすこと、親とし

ての教育を受けることが義務づけられて

いる。このようにして親が子どもを虐待

することを防止する役目も果たしている。

②雇用プログラム

　ラテン系の男女が、適切な賃金が保証

された定職を得るよう支援するものであ

る。市民権を得る試験の準備のために、

家庭教師による語学力向上の個人レッス

ンを行ったりもする。

③第二外国語としての英語プログラム

　このプログラムは単一の言語しか話す

ことのできないラテン系の人々が、職業

に関連した語学等を学ぶことにより、英
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語が上達するよう支援するものである。

④女性のプログラム

　これは家族や医療、法律的等の問題を

抱えるラテン系の女性を支援するプログ

ラムである。南米の文化に女性蔑視の風

潮があり、そのために女性虐待の’一かけ

込み寺”的な役割も果している。このプ

ログラムでは、女性のためのカウンセリ

ングや母親教室、郷土料理教室、レクリ

エーション教室等が設定されている。

⑤．高齢者のプログラム

　ラテン系の高齢者とその他のコミュニ

ティーの人々とが交流することを目的に、

グループ活動や夕食会等のレクリエーシ

ョンを行うプログラムである。70歳から

94歳までの人々約25人がこのプログラム

を利用している。月に2回程宗教的なサ

ー ビスを提供したりもする，

⑥危機サービスプログラム

　これらは危機状態にあるラテン系の

人々に医療や食料、衣料等を提供する危

機介入のプログラムである。医療や法律、

家族の問題に介入し解決のための援助を

行う。

⑦HIV’エイズのケースマネージメント

　これはHIVやエイズの問題をもつ女性

訪問先でB本人のスタ・ンフに会い驚くtt通訳なしで直接日本語

での観明を聞けて肩のカがスーと抜けていった。それにしても

皆さん、頑張っていて素敵に輝いていたc

や子どもに対してサービスを行うプログ

ラムである。医療的、心理的に家族をサ

ポートするものである。

　当センターの最大の特徴は、ラテン系

の移民者に対して極めて包括的な生活援

助をしていることである。援助の視点が

移民者の生活全体に当てられていること

は、設定されているそのプログラムの内

容から見ることができる。プログラムの

内容は子どもを対象にしたものから成人

はもちろんのこと高齢者を対象としたも

のまで広く年齢をカバーするものとなっ

ている。また社会的に弱い立場にある女

性やHIV、エイズの感染者を対象にした

ものも設定されている。さらには食料や

衣類を提供するという生活の基本的なニ

ー ズを支援するものから雇用の支援や語

学習得の支援等、移民者の社会参加の促

進を目的とするものもある。

　これらの多様なプログラムの背景には、

利用者の生活問題を単なる表面的な問題

ととらえるのでなく、アメリカの社会や

文化構造に大きな要因をもつ構造的な問

題であるととらえる視点が存在している。

したがってそれへの解決のアプローチと

しては、利用者の生活全体に対する包括

性・多面性・継続性をもつプログラムの

内容となっている。このような視点で援

助のプログラムを設定していくことは、

生活のあらゆる面で多くのハンデを抱え

る移民者の利用を強く促進するであろう

し、また支援の効果や成果も強力なもの

となるであろう。　　　　　　　嚥本）
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アメリ力合衆国
United　StateS　of　America

〈概況〉

面積　　　　　　9．629．091k㎡（日本の約25倍）

人口　　　　　　262，755．000人（1」本の約2倍）　人口密度28．7人　k㎡

人口構成　　　　白人74、8％、アフリカ系11．9％、アメリカン・インディアンほかα7％、

　　　　　　　　アジア・太平洋諸島系3．1％、ヒスパニック系9．5％

〈連邦政治〉

大統領　：ウィリアム・ジェファーソン・クリントン（民主党。当選2回）任期1997年から2001年

連邦議会：上院議席数100　民主党45、共和党55

　　　　　下院議席数435民主党207、共和党227、無所属1

コロンビア特別区（ワシントンD．C．）
Dlstrict　of　Cotumbia（Washington　D．C．）

〈概況〉

面積

人口

日本との時差

名所・旧跡等

在留邦人数

159．　、Okni

567．000人（全米都市順位20位）　入口密度3．566人　　k㎡

一　14時間

ワシントン記念塔、リンカーン記念堂、トーマス・ジェファーソ

ン記念堂、ホワイトハウス（大統領官邸）

長期滞在者520人（男262人、女258人）

永住者ll7人（男27人、女90人）

〈地理〉

　ワシントンD℃．は、アメリカ合衆国の首都で、メリーランド州とバージニア州に

はさまれた一部欠けた正方形の形をしている。

　ポトマック川沿いにあり、ほぼ平坦な地形であり、連邦議事堂（キャピトル）を

中心に、北東、北西、南東、南西の4区間に分けられ、大変緑の多い都市である。

〈市の成り立ちと文化〉

　ワシントンD℃．は、正式にはコロンビア特別区とよばれる連邦直轄地である。

1790年にアメリカ合衆国の首都に指定され、当時はポトマック川をはさんでメリー
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ランド州、バージニア州にまたがる正方形の行政区であったが、1847年にはポトマ

ック川対岸のバージニア州に返還され、今では、この形ををとどめていない。ホワ

イトハウスをはじめとする連邦行政機関，連邦議会，最高裁判所のあるワシントン

D．Cは合衆国の政治の中心である。

　コロンビア特別区は，アメリカ大陸の発見者コロンブスの名に，また，ワシント

ンD℃．は初代大統領ジョージ・ワシントンの名にちなまれている，

　ユ922年、尾崎行雄東京市長が寄贈した桜は、春に市全域で見事に咲き、市民に親

しまれている。その桜の寄贈を記念する「桜祭」はワシントンD．C．の一大行事となっ

ている。

マサチューセッツ州

Commonwealth　of　Massachusetts

〈概況〉

面積

人口

人日構成

23，934kM2（50州中第45位）

6，074．OOO人（50州中第13位）　人口密度299．2人　k㎡

白人87．1％、アフリカ系4．8％、アメリカン・インディアンほか0．2％、

アジア・太平洋諸島系2．6％、ヒスパニック系5．3％

〈州の成り立ち・特色〉

　マサチューセッツ州は、アメリカ建同の歴史が始まったニューイングランドの中

心としての誇りが高く、独立、勤勉、倹約等のいわゆる清教徒の伝統を今に伝えるtt

　ボストン周辺には、アメリカ最古の大学であるハーバード大学、マサチューセッ

ツ工科大学等多くの高等教育、研究機関が集中し、米国の教育・学術研究の巾心地

となっている。

ボストン市

Boston

〈概況〉

面積

人口

H本との時差

名所・旧跡等

在留邦人数

125．4kn］

548，000人（全米都市順位21位｝　人「1密度4．370人　　k㎡

一　14時間

ボストン・コモン（アメリカ最占の公園）、ボストン美術館、ボ

ストン・シンフォニー・ホール

長期滞在者4936人（男2．4H人、女2，525人）
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　　　　　　　　永住者675人（男297人、女378人）

（地理〉

　ボストンは、マサチューセッツ州の東端、大西洋沿岸にあり、函館巾とほぼ同緯度にある。

川：界でも屈指の良港であるボストン港に面し、チャールズ側0）河［に位置する。ボストンは、

ノC々アメリカ先住民が、ショーマットとよぶ1鳴であり、その大部分が湿地帯であったが、そ

の後かなりの地域が埋め立てられた。気候は非常に変わりやすいことで有名である。日本

と同様四季があるが，H　，ts［に比べ，その季節の変わり目がはっきりしている。

〈市の成り、τちと文化〉

　ボストンの歴史は、1630年にジョン・ウィンスロップほか約LOOO人の清教徒が］7

隻の船に乗ってボストンに人植したことから始まる。ボストンという地名は、コッ

トン牧師が入植者に対し説教を行った英国の地名にちなんでいる。ユ750年代から英

国の植民地政策への不満が募り始め、ボストン大虐殺事件、ボストン茶会事件を契

機に独立への機運が高まり、レキシントン・コンコードの戦い、米国独立へとつな

がっていき、1776年7JJ　18［1、オールド・ステート・ハウスでクラフト大佐が独立

宣言を読みIzげた。「マサチューセッツ州は、ニューイングランドの“ハブ”（中心）

であり、ボストンはマサチューセッツ州の“ハブ＋一である。ゆえにボストンは、

「Ilj：界の中心」とよばれ、建国以来アメリカを育てつくったアイデアの源である」

と1868年FB．ジンクル牧師がその著書に述べている。現在でも、ボストンは俗に

「ハブ」と、ボストニアン〔ボストンに住む人々）たちの問でよばれているr

ニューヨーク州
State　oi　New　York

（概況〉

1自i積

人「1

人ll構成

139，833k㎡　（50州「†1第27位）

18．136，000人（50州1｛コ第3位）　人1－1密度148．3人　km：

白人682％、アフリカ系14．4％，アメリカン・インディアンほか0．3％

アジア・太平洋諸島系4．1％、ヒスパニック系13．0％

（州の成り立ち・特色）

　1609年、ヘンリー・ハドソンがハドソン川から州北東部を探検し、1926年、入植

が開始されたt．／独、ヒ戦争・lllは．ニューヨーク州各地で激戦が展開されたが、なかで

もハドソン川上流シャンプレーン湖付近の海戦は有名である、、

　ニューヨークrliでは、ユダヤ人、アフリカ系、ヒスパニック系が多く、民1党支

持者が圧倒的多数を占めているが、「アップ・ステート」とよばれている州北部で
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は、農村部が．i：で、共和党保守派が勢力を有している。

ニユーヨークrrj－

New　York

〈概況〉

面積

人川

日本との時差

名所・1「1跡等

在留邦人数

〈地理〉

800．lk㎡

7，333．OOO人（全米都市順位1位）　人口密度9」65人・k㎡

一
ユ4日寺「昔」

エンパイア・ステート・ビル、ブロードウェイ、国連本部、自由

の女神、リンカーン・センター、マジソン・スクエア・ガーデン、

セントラルパーク、ワールド・トレード・センター・ビル、メト

ロポリンタン美術館、近代美術館、ホイットニー美術館、アメリ

カン自然歴史博物館、イントレピッド博物館、ブロンクス動物園

長期滞在者及び永住者19．244人

　ニューヨークは、合衆国東部の大西洋岸、北緯40ゆ、西経74eに位置する。ニューヨ

ー ク州の南東端で、ハドソン川河口にある。ニューヨーク州南部、ニュージャージ州北東

部、コネチカット州西部を含む通勤圏をグレイター・ニューヨークと称している。

　市域は、ハドソン川、イースト川、ロングアイランド水道等によって分かれてお

り・マンハ・タン・プル・クリン、クィーンズ、ブ・ンクス、スタテン島の5つの

区（ボロー、borough）からなっている。

　気候は、寒暖の差が激しく、冬は東京より寒く、積雪もかなりある。夏は気温が

高く、むし暑い。一・般に三寒四温的周期をもっているが、春と秋は短い。

（市の成り立ちと文化＞

　1609年にH．ハドソンがマンハッタン島を探検し、1620年代からオランダ人が入植

した。オランダは、1626年、60ギルダー（約24ドル）相当の品物でインディアンか

らマンハッタン島を買い取り、ニューアムステルダムと名付けた。1653年2月2日、

人llが800人になったときに市政がしかれ、1664年、英国がオランダ人を追い出し、

チャールズ2LV：によりチャーターされた植民地としたとき、同王の弟にあたるヨー

ク公の名をとり、ニューヨークと名付けられた。独、71戦争後は、米国の首都となり

（1690年まで）、1685年、ニューヨークで、ワシントンが初代大統領の宣誓を行って

いる。1898年には、州議会で現在のdi域が確定した。

　ニューヨークは、合衆国最大の都市でボストンからワシントンD．Cに至るメガロポリスの

中核都市であるとともに、III：liの経済、交通、文化の中心となっている、。政治的には、国
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際連合の本部があり、経済的には、ウォール街を中心に、世界最大の株式取引所をはじ

め、国際的な金融機関や商品取引所が集中している。工業、卸売、小売等も盛んである。

また、様々な文化的施設が集中している。メディアの中心である。

　ニューヨーク市と東京都は1960年に姉妹都市関係を締結した．東京都とニューヨーク

市は、この姉妹都市関係を記念して毎年、少年軟式野球チームの交流試合を行ってい

る。最近の日米関係の緊密化に伴い、そしてまたニューヨークがアメリカの経済、文化の

．一 大中心であることから、ニューヨーク市には数多くの邦人が在留している．

　ニューヨーク港内のリバティ島にある高さ46メートルの自由の女神像は、米国独

立100年祭を記念して、フランスから贈られ、正式名称は「世界を照らす自Ill」で

ある。右手は高くたいまつをかざし、左手に独立宣言書を抱えている．、．

ミネソタ州
State　of　Minnesota

〈概況〉

而積

人口

人口構成

225，182kr㎡　（50州tlt第ユ2位）

4，610，000人（50州中第20位）　人｜コ密度22．4人　　km：

白人9．　3．2％、アフリカ系2．3％、アメリカン・インディアンほかL1％

アジア・太平洋諸島系2．0％、ヒスパニック系L4％

〈州の成り立ち・特色＞

　1660年、フランスの探検家ラディソンが探検し、1858年に至り32番目の州となった。

　1862年にはリトル・クロー酋長の反乱をきっかけにスー族が同州から追放され，

白人支配が確立された、、ミネソタの名は、インディアン語の「Minisota」（空の色

をした木）に由来する。同州には、北欧、東欧系の移民が大量に移住しており、北

欧、東欧の香りをもつと言われている、、

　なお、同州の充実した教育制度には、定評があり、他州に多い地域学区制度を採

用せず、学校選択の権利として最大限の自山を認める同州は、州内の生徒はいずれ

の公立高校にも原則入学が可能であることから、高い高校卒業率を示している．．

ミネアポリス市

Mineapolis

〈概況〉

面積　　　　　　142．2k㎡

人口　　　　　355．000人（全米都市ll頂位47位）　人口密度2、496人　k　ni
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日本との時差

名所・旧跡等

在留邦人数

一 15時間

ミネソタ美術館、スネリング要塞、メトロドーム、ミネハハ滝

長期滞在者　　506人（男229人、女277人）

永住者　　　　259人（男97人、女162人）

〈地理〉

　ミネアポリスは、ミネソタ州の東部にあり、アラスカをのぞく米国の最北地域の

一つに位置する。ミシシッピ川の最上流に開けており、その源流にほど近い。多く

の湖に囲まれて風光明媚である。北米大陸の中心に位置するため典型的な大陸性気

候であり、特に冬の寒さは厳しく、北米の大都市のなかでは最も積雪の多い都市で

ある。ミネトンカ湖等市内だけで22の湖があり、多くの美しい公園とともに市民に

安らぎを与えている。

〈市の成り立ちと文化＞

　1682年に、フランス人宣教師ヘネピンが当地を訪れた。1819年に有名なスネリン

グ要塞がつくられ、毛皮商人等が住みつくようになり、その後はミシシッピ川のセ

ントアンソニー滝の水力を利用した木材加工と製粉で発展した。ミネアポリスとい

う名前は、インディアン語の「水」とギリシャ語のポリス（都市）の合成語である。

　また、厳しい気候や風土の類似性から、北欧系住民が多いのが特徴である。州都

であるセントポール（人口27万人）と極めて隣接していることから、ツイン・シテ

ィズ（双子都市）とよばれ、ミネアポリス・セントポール都市圏の人口は、約270

万人である。

　シカゴ・シアトル間で最大の都市であり、北西部の取り引きの中心地となってい

る。世界最大の現物穀物取引所を有し、世界四大製粉会社が本拠地をおいており、

フラワー・キャピタル（製粉の都）ともよばれている。

　進歩的な政治、社会思想のメッカとして見なされてきており、教育、文化の中心

地である。

　空港近くのモール・オブ・アメリカは、屋内遊園地を有する世界最大規模のショ

ッピング・センターと言われている。

（河野）
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第25回資生堂児童福祉海外研修同行記

　ニュージーランド・オーストラリアC96年）、

イギリス（97年）についで今年度は児童虐

待増加の折から、この面での“先進国“で

もあるアメリカの状況を視察し、日本の問

題点を考えることになった，8　24～25の

事前研修においてルーテル学院大学助教授

の加藤純さんから、1’アメリカにおける児

童虐待の状況、乏研修の心構え、ポイン

ト、亘アメリカの児童福祉関係用語〔英

語）の日本に当てはめた解釈などについ

て、先生のアメリカでの経験を踏まえて］一

寧な講義をしていただいたr加藤先生は毎

年学生を研修で北欧へ送り込んでおり、特

に2：の研修の心構え（アメリカでは質問し

ないとバカと思われる割、．3：．の用語は実

際の研修において大変参考になった＝ま

た、厚生省の森専門官には、日本の児童虐

待防止策について多くの資料を基に講義を

していただき、例年より精神的にも、予備

知識の面からも余裕をもって研修に臨むこ

とができたように思う，

出発を前に胸ふくらむ団員一行。

9／19　（土）・…　■一・・・・・・・・・・・・…　P・一■一一・’・・・・・…　一一

8　末から始まったノースウエスト航空

のストライキが一・向解決に向かわず、出

発’週問前に労使の妥結をみたが、9

19の当日、予定通り飛ぶかどうか断言で

きないということで急遽今回の旅程では

アクセスの悪い日本航空に切り替えての

出発となった，昨年、今年と出発はトラ

ブル続きである．今年はその上航空会社

の変更で余分な出費がかさんだが、研修

スケジュールに支障をきたさなかったこ

とが不幸中の幸いであった、9：30、成田

集合、10：00から出発前のミーティング

を行い、12：00ジャスト成田を離陸し中

継地のアトランタへ向かった．．現地時問

13：40ア｜・ランタ着．ここでもユナイテ

ッドエアラインが遅れて、15：50アトラ

ンタ発、17：35にダラスワシントン空港

にやっと到着した．成田を発ってから19

時間40分、さすがに皆さん疲労の色が濃

かったt：海外研修は、ツアーとは異なり

正に体ノJが勝負となる。空港からルート

66を西へ下り、18：20ホテル着。ここで

今回のプログラムを組んでいただき、通

訳もつとめていただくヘネシー・澄子さ

んとアシスタントのシャーり一・タホヤ

さんと落ち合った。20：00に夕食を食べ

長い1日が終了した、

9／20　（日）…　一一・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一一・・・・・…　一一・・

本日は時差ボケ直しとともに、アメリカ文

化に触れる111で、ワシントンD．C．のメイ

ンスポットをバスで観光した，：10：00

ホテルを出発、アメリカ初代大統領ワシン

トンの家を保存しているマトンバーノン、
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日本からの桜で有名なポトマック川、アレ

キサンドリアの町、ケネディー元大統領夫

妻が眠るアーリントン墓地、スミソニアン

航空博物館などを足早に見学し、昼食は各

自が自由にとった。午後は目下苦境に立た

何かと話題の多いホワイトハウス。

されているクリントン大統領の住むホワイ

トハウス、リンカーン博物館等を見学し

た。17：30ホテル着。19：00、夕食はホテ

ルから歩いて、近くのイタリアンレストラ

ンでパスタを食べたが、長旅から開放され

た少しリラックスした様子も見られ、ワイ

ンやビールがよく飲まれていた。21：00か

らは明日からの研修に備え、ヘネシーさん

によるオリエンテーションが行われた。へ

ホワイトハウスを心配そうに見つめる
リンカーン像。

ネシーさんは

日本の大学を

出ておられる

が、“当時日

本では女性は

上へ行けなか

った、私は上

へ行きたかっ

た、それでア

メリカへ来

た”というだ

けあってパワ

一 に満ちあふれた女性である。現在

コロラド州のデンバーでAsian　Pacific

Development　Centerの所長をしており、

主としてアジアからの移民を対象に福祉活

動をされている。アメリカの福祉体制、連

邦政府・州政府・民間組織との間の関係や

協力体制について講義をしていただき、ま

たヘネシーさんの施設のティーシャツ等を

いただいたりした。団員も時差ボケにもめ

げず良く質問を返していた。

ホテルのヘネシーさんを囲んでアメリカの福祉の概要を聞く。

9／21　（月）……………・……・…・…………

8：30にバスでホテルを出発、9：10、米

国保健福祉省児童局を訪問し、マイケ

ル・アンプローズ部長が出迎えてくれた。

それから玄関で空港にある様なセキュリ

ティー’チェックを通り、パスポートを

見せ、ゲストという名札を胸に貼り、6

階の会議室へ案内された，女性の局長さ

んが挨拶の後、団員は一・人・一一人英語で自

己紹介を行った。ヘネシーさんは海外研

修に参加する者は自己紹介ぐらい英語で

やって当然と考えており、皆さんちょっ

と冷や汗をかいた様子であったがなんと

かこなすことができた。それから、アン

ブローズ部長を初め、担当の女性スタッ
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フが次々に連邦・州・群・市の役割、ア

メリカにおける児童虐待の定義や状況に

ついて概要説明をしてくれた。11：30に

終了し、近くの労働省地下にある食堂で

セルフサービスの昼食をとった。アメリ

カは国も人間の体も大きいせいか、パン

もハムもすべてが大きく二人で分けて丁

度よい分量である。当然おいしさはもう

一歩、二歩であるが。ここでも玄関で

物々しいセキュリティー・チェックに遭

ったが、政府の建物は市民のものであり、

原則として誰でも自由に入れるとのこと

である。ワシントンもエルニーニョ現象

のためか日中は太陽がかんかんと照りつ

けて蒸し暑い1日であったが、昼食後す

ぐ近くのアメリカ国会議事堂を見学した。

ここでも入口でセキュリティー・チェッ

クに遭ったが、同様に国民のものという

ことで誰でも自由に出入りできるそうで

アメリカ民主々義の奥の深さを知ること

ができたように思う。観光コースにもな

っており、アメリカ国内はもとより各国

からの観光客で一杯である。有名なドー

ムの天井や壁には絵画が描かれており、

イタリアのカテドラルにある絵を見る思

いがした。上院の議事堂ではケネディー

上院議員が演説をしていたが議場には肝

心の上院議員が誰もいなく、ちょっと異

様な感じがした。聞くところによると各

議員は議事堂内の自分の部屋で話を聞い

ているとのことである。それからヘネシ

ー さんのコロラド州の下院議員であるダ

イアナさんに会うことができたが、選挙民

への対応で多忙の様子であり一瞬の挨拶

のみで別れた。日本と同様に各州からワシ

ントンを訪れる選挙民への対応は当然大

切な仕事のようである。16：20ホテルに戻

り、一息ついてユ9：00から近くのレストラ

ンでステーキのディナーを食べた。分厚い

肉であったが味もまあまあであった。テレ

ビは朝からクリントン大統領の不倫証言

の光景を何回も繰り返していた。

9／22（火）……………・・…・…＿＿＿＿．．．

8：30にバスでホテルを出発し、9：00に

Chirdren’s　Defense　Fundsを訪問した。

ここは全国的に支部を持つ組織で社会福

祉増進のため、連邦政府や州政府に現実

の状況（調査、統計などの資料）を基に

良い法律を作るよう働きかける組織であ

る。社会福祉士のデボラ・ワインスチン

さんからアメリカの最近の児童福祉の傾

向、プログラムなどについて2時間ほど

説明があり団員も積極的に質問していた。

11：10終了、昼食は近くの地下鉄駅地下

にあるセルフサービスのレストランで食

べたが、メルティングポットと言われる

国だけに、和食はもとよりアジァ、アフ

リカ、アラブまで多くの種類の食事がそ

ろっており、団員はうどんや寿司、“牛丼

のようなもの”をおいしそうに食べてい

た。午後は自由行動で各々、ショッピン

グや、ワシントンモニュメントへ上った

り、美術館などを見学した。本日も日本

の真夏Hのように蒸し暑い1日であった

が午後激しい雨が降り、少しは救われた

感じがした。19：00からの夕食は中華料

理であったが、まだ時差ボケを背負って

いる人もおり、また季節外れの暑さのた

めか食欲は余りなかった。



9／23（水）…・…………・………………・…

7：30、バスでホテルを出発、バージニア

州からペンシルバニア州に入り10：20コ

ンコルドビルにあるGlien　Millsという教

護院を訪問した。まつは管理の行き届い

た広大な敷地と施設に驚かされたが、こ

こは情緒不安の子ども以外はすべて受け

入れているそうでアメリカ全土は言うに

及ぼずドイツやオランダからも青少年が

来ているそうである。12：00に少年達と

一緒に大食堂で昼食をいただいたが、ボ

リュームも味もなかなかのものであった。

特にオレンジやアップルジュースは純粋

100％のもので、何杯もお代わりでき、い

たく感心させられた。十分に食べること

が精神安定の重要な要素ということで、

パンのお代わりなども自由にしている。

午後も広大な敷地を足が痛くなるほど右

へ左へと歩き回って見学した。14：00に

Gllen　Millsを出発、16：00にAritistic

Realization　Technologiesへ着いた。ここ

では重度の心身障害の子どもたちが自分

の内面にある感情を絵を使って表現する

のを見学した。もちろん自分では描けな

いわけで、手元にあるキーボードを使っ

て色や形を伝え、色光線のビームで線の

位置などを指定し、アシスタントの方が

キャンバスに描くという方法が採られて

いる。一見現実からは遠い異様な光景で

団員一同静まって見学したが、一方写真

やビデオの撮影は自由でありアメリカら

しさを感じた。ここは山の中にあり一転

してかなり冷え込んだ。そして17：30施

設を出発、20：50、街全体が光で満ちあ

ふれたニューヨークが我々を迎えてくれ

た。21：20、夜が遅いのでホテル地下の

レストランでパスタや肉の夕食を食べた。

今のところ食事はあまりおいしいものに

出会わないがこれから期待しよう。

ホーソンセンターで少年少女達と。

9／24（木）…………・……………………・・

8：00、バスでホテルを出発し9：10、ニ

ューヨーク郊外のHawthorn　Centerを訪

問した、アメリカで一番大きな私立のユ

ダヤ系の情緒障害児施設である。ここも

敷地が広大できれいな建物が点在してお

り、正に理想的な治療的環境に思えた。

施設の3人の少年少女に面会でき、彼等

は我々の質問に答えてくれたが、逆に鋭

い質問も投げかけられヒャッとする場面

もあった。ここでも先程の3人の子ども

たちとともに昼食をし、歓迎していただ

いたが、団員も日本からのお土産を手渡

して遊び方を教えたり、慣れてきた英語

で交流の一時をもつことができた。財団

からは食事の提供に対しわずかばかりの

献金を行った。午後は、国連が開催中で、

VIP警戒のため渋滞中のニューヨーク市

内に戻り同じユダヤ系の組織であるThe

Jewish　Board　of　Family　and　Childrens

Servicesを訪問した。ここでも団員は英
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語で自己紹介を行ったが段々英語が流暢

になり、様になってきたように感じた。

自己紹介の際、団員の男女比が7：4な

ので、アメリカではソーシャルワーカー

は殆ど女性であるが日本では男性の比率

が高いのですか、との質問が出された。

ここは午前中の施設と異なり一転して狭

いビルの中にあるサービスセンターで、

自然環境のかわりに、来訪者に対する多

様なノウハウの伝授、カウンセリング技

術などを売り物にしている組織である。

世界の都市ニューヨークのど真ん中に位

置し、職員もせわしげであり足早の見学

となって質問の時間も少なく、団員には

少し消化不良で欲求不満の面も見られた。

19：00からタイムズスクエアに繰り出し

今夜は韓国料理をいただいた。肉の量は

アメリカ的で多かったが、なんとも大味

であり、もったいないが大量に残ってし

まった。また、ホテルはエンパイアステ

ー トビルのすぐ側で、立地は良いのだが

何せ古いホテルであり、今回のホテルで

唯一評判が芳しくなかった。

9／25（金）…………………………＿．．．＿

本日もいつものようにバスに乗り、8：00

ホテルを出発、9：00に昨日と同様、ニ

ューヨーク郊外にあるLeake　and　Wstts

Servicesを訪問した。伝統のある施設で、

特殊児童対象の里親、養子縁組、グループ

ホームなど、多様なプログラムを展開して

いる。所長のカンベルさんが子どもの大切

さについて、深い愛情をもって淡々と話す

ので個人的には大きな感銘を受けた。ま

た、カンベルさんは“自分より頭のよい人

間を探して部下につけ、彼等に施策や運営

の一切を任せ、自分は資金集めに専念して

いるHと真顔で言っていたが聞き捨てなら

ぬ言葉のように思えた。それから職員と一・

緒に昼食をいただき、その後施設内を見学

させていただいた。ここでも昼食のお礼に

財団からこころばかりの献金を行った。施

設を13：00に出発、またニューヨーク市内

に戻り、14；30、New　Alternatives　for

Childrenに到着した．）重度の身体障害児の

ために特別な里親養成と養子縁組を実践す

る組織である。ここもビルの中にあり、狭

い建物の中に診察室、カウンセリング室、

プレイルームなどがぎゅうぎゅうと入って

おり、清潔できれいな所ではあるが、

前EIのThe　Jewish　Board　of　Family　and

Childrens　Services同様手狭で息苦しい

感じがした。ニューヨーク市内にスペース

を持つとおしなべてかような状況になるの

であろう。2人の若い日本女性がカウンセ

ラーとして働いていたが、どこに行っても

日本人に会うので少しも奇異な感じはしな

かった。17：00研修を終了し、17：10、す

ぐ近くのヘネシーさんの母校であるニュー

ヨーク大学社会福祉大学院に着き、歓迎レ

セプションをしていただいた。お寿司によ



る歓迎を受けたのに対して、伊藤さんがど

じょうすくいの踊りをお返しし、温かい雰

囲気の中で日米福祉交流を行った。18：30

レセプションは終了し、19100バスでホテ

ルへ帰った。夕食は東京で、ある落語家が

経営しているラーメン屋のニューヨーク店

へ行った．味もまあまあであったが、ラー

メンそのものを食べたい団員が喜んだ夕食

であった。

伊藤さんのパフォーマンス「どじょうすくい」．

9／26　（土）・・■■…　一一・・一・・・・・・・…　一一一■・・■■一■・・・…

本日は週末でやっと一息、終日市内を観

光した＝9：00にバスでホテルを出発し、

エンパイアーステートビルに上ったり、

自由の女神を遠方から眺めたり、株のウ

t一ルストリート、チャイナタウン、ニ

ューヨークメトロポリタン美術館、国連

本部などを見学した。研修には食事が全

部含まれており、一・般的に全員一・緒にテ

ー プルを囲んで食べるが、団員は分別盛

りの大人であり観光や、自由行動の日は

各自の好みで、食物、店を選んで食べて

もらって、異文化をよりよく体験しても

らうようにしている。そういうわけで本

日は昼、夜とも各自のスタイルで食事を

楽しんだ。夜は折角ニューヨークまで来

て、ミュージカルを見逃がすわけにはい

かないということで、20：00からプロー

ドウエイへ行き、オペラ座の怪人を見た。

照明や衣裳、舞台装置のすばらしさは理

解できたが、英語のため（当然であるが）

あらすじはよく理解できず、ミュージカ

ルを見たというよりは“雰囲気を体験し

た’という感じであった、

9／27　（日）・■■■■■t・■■・・i■■■■■■・・■■…　i－J■一■一■一一・・■

本日は移動日である。8：30ホテルを出発、

10：00ニューヨークを発って11110ボス

トンに着いた。ボストンは全体が赤レン

ガで覆われたイギリス的色彩の落ち着い

た街で、団員の中でも住んでみたいとい

う人が多かった。バスで市内を観光し、

まず世界的に有名な理系のマサチューセ

ッッ工科大学（MIT）、文系のハーバード

大学を見学し少しばかりアカデミックな

雰囲気にひたったr両校ともノーベル賞

受賞者を輩出していることでも知られて

いるが、MITは自殺者の多さでも全米…

だそうで頭が良すぎるのも善し悪しであ

る．，自殺の原因は精神異常と、地方の秀

才がMITに入ったとたんに自分よりはる

かに優秀な学生があふれていることによ

る絶望感からだそうで、本当に世の中に

はいろいろな世界があるものである。ま

た、ハーバードの年間授業料は＄35．000

～ ＄40．OOO（＄120円換算で400万円～500

万円）で金持ちの超優秀な学生しか入れ

ないとのことである。なお、ボストンに

は日本人が、学生、研究者を中心に5．000

人ぐらい住んでいるそうである。アカデ

ミックな説明を受けてもおなかは空くも
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ので、13：00セルフサービスのレストラ

ンで昼食をとった。その後近くの市民公

園で、小澤征爾の、ボストンシンフォニ

ー オーケストラ指揮者就任25周年を祝う

小澤征爾率いるポストンフィル交審楽団の2S周年記念野外コン

サートが開催されており鑑賞するが、残念なことに時間の関係
で小澤さん自身を観ることはできなかった。しかしC‘バッハ”
などが聴けて×変幸蓮であった，．

市民コンサートが開催されているとのこ

とで少しながめてから、世界4大美術館

の一つといわれるボストン美術館に入っ

た。大森貝塚を発見したモースや明治政

府から招聴された学者フェノロサが日本

で購入し持ち帰った美術品も大量に展示

されており、アメリカでは質量ともに日

本物の所蔵が一番多い美術館とのことで

ある。18：00ボストン郊外の環境のよい

リゾートホテルのような所に着き、19：

00からホテルの車で近くのレストランに

行きポストン名物のロブスターに挑戦し

た。例のハサミのついた大きなエビであ

る。真っ赤に茄で上った大きなエビがテ

ー ブルに運ばれてくるのは一一Ptのパフオ

ー マンス的な要素もあり想像以上に期待

を抱かせるものであるが、格別おいしい

というほどのものでもなかった。なお、

ホテルでは結婚式の披露宴が行われてお

りアメリカの披露宴を垣間見ることもで

きた。また、市民公園でのコンサート会

場でシャーリーさんが’行方不明”とな

るハプニングが起き、一同大変心配した

が、レストランに先回りしていて落ち合

うことができ胸を撫で下ろした。迷子に

なったのが“アメリカ人”であり、天は

我々に見方しているように思えた。21：

00からヘネシーさんを囲んで今までの総

復習と疑問点を質問する時間をもった。

今回は日本人のヘネシーさんがコーディ

ネーター兼通訳で非常に恵まれており、

ヘネシーさんも自分を大いに活用してい

ただきたいということで、研修中におけ

る2回目の勉強会となった。

9／28（月）………・…・・……………………

週が変わり後半の1週間に入った。7：45

分、バスでホテルを出発し9：00に

Soidiers　of　Healthを訪問した。ここは南

米からの移民者が住む貧困地帯にあり、

児童とその家族のために健康管理の種々

のプログラムを推進している組織である。

所長のマリアさんのカリスマ性に地域の

ボランティア、ハーバード大学の医療機

関などが協力し、部厚い草の根的な支援

体制ができている。正に福祉の原点を見

る思いがした。11：50終了、昼はセルフ

サービスのレストランが多く入っている

マーケットのような所で、各自1，500円の

予算で好きな物を自由に食べた。港町で

もあるので魚介類の料理が多いように思

えた。午後は13：20、JRI・Healthを訪問

した。青少年のためのHIV、　AIDS防止プ

ログラムを展開していて、オフィスの至

る所に避妊具が無造作に置いてあり、若



者が来て自由に持って行けるとのことで

ある。クローニン所長は実業家のような

紳士であったが、資金集めに奔走してい

ると語っていた。アメリカでは資金集め

がどこでも施設長の最大の仕事のようで

ある。15：20、JRI－Healthに別れを告げ、

ミネアポリスまでのフライトまでまだ時

間があるということで、昨日のボストン

美術館でモネの特別展示会を見ることに

なった。19C印象派の画家モネの絵は、

日本人や日本の会社が保持している絵も

相当数あり新たな発見であった。今回は

東海岸の大都市を回っており世界的に有

名な美術館を訪問できて幸運であったが、

時間が少ないのがちょっと残念であった。

18：00、ボストン空港でセルフサービスの

夕食をとり、19100ボストン発、22：10

ミネソタ州のミネアポリスに着いた。バ

スに乗り、22：50ホテル着、本日は強行

日程で全員疲労の色が濃かった。

9／29（火）・……………・・…………・……・・

昨夜の到着は遅かったが、事務所が8：00

から始まるということで、7：45、バスで

ホテルを出発し7：55、ヘネピン郡福祉事

務所に着いた。ミネアポリスは多くの湖

をもつ水の都で、日本の水の都である大

阪と姉妹都市を結んでいる。2年前に市

長が大阪を訪問しており、職員の方々は

なかなか親日的な感じがした。児童家庭

サービス部のブライアン部長他、事務所

の多くのスタッフが公立の児童福祉組織、

施策などについて説明をしてくれ、また

児童裁判所を見学した。それから12：20、

近くのビルの中にあるセルフサービスの

水の都ミネソタ。

湖をパックにして、左から河野・渡
井・塩田・池田の女性団員。

レストランで

各自昼食をと

った。アメリ

カはこういう

セルフサービ

スのレストラ

ンが主流なよ

うで、昼はお

おむね簡単に

済ませるよう

である。それ

から13120、

バスで近くのSt，　Joseph　Home　for

Childrenを訪問した。ここは敷地内に一

時収容施設やグループホームなど多くの

施設を持ち、3時間ほど歩き回ったり説

明を受け、きつい見学となった。それか

らブライアン部長が近くの湖を案内して

くれ、ほとりを散策した。また湖の近く

にある自宅に招いていただき、奥さんと

ともにアメリカの一般的な家庭というも

のを隅から隅まで見せていただいた。14

人の日本人一行を思いつきのように簡単

に家に招くというのは、日本では一般に

やらないことであり、人を家に招くこと

が最大のホスピタリティーと考えるアメ
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リカ流のもてなしに一同大いに驚き、感

激しブライアン家を後にした。18：40ホ

テル着、明日の研修でヘネシーさんが最

後となるので19：00からホテルの食堂で

お別れパーティーを開催した。ヘネシー

さんに一人一人が感謝の気持ちを述べ、

長いようで短かかった研修の思いで話に

花が咲いた。

9／30（水）……………・……・・…………．．．

アメリカ研修は本日が最後である。

8：40にバスでホテルを出発し、まず

9：20にCommunity－University　Health

Care　Centerを訪問した。ミネポリス健

康・家族サービス部のハウワードさんと

ミネアポリス大学ヘルスケアセンターの

シューマンさんが同行してくれた。主と

してアジアからの人々を対象に医療サー

ビス展開している所である。次に10：30、

主としてラテンァメリカからの移民者支

援を目的とするCentro　Cultural　Chican（｝、

Inc．を訪問した。日本女性がソーシャル

ワーカーとして働いており、日本は女性

に対する就職市場が厳しいので、積極的

な女性は自ら開拓してアメリカなどに来

ているようである。11：40Centro
Cultural　Chicano．　Inc．を後にし、これで

今回の研修はすべて終了した。それから

ヘネシーさん、シャーリーさんと別れ、

アメリカで一番大きいショッピングセン

ターであるMall　of　Americaへ行き、モー

ルの中にあるエスニック風のレストラン

でスペアリブの昼食をとった。大きな皿

にポテトとスペアリブが大量に盛られて

おり、見ただけで殆ど箸のつかなかった

人が多かった。昼食後、各自広大なモー

ルの中で最後のお土産さがしをしたが、

男性陣は疲労もあり殆ど早めにホテルに

引き上げてきた。19：00、近くのレスト

ランで本日訪問したCentro　Cuitural

Chicano，　Inc．で働いている女性も招き夕

食。今夜は魚であったがアメリカの食事

は飽きてきた人が多く余り食は進まなか

った。いよいよ明日は日本へ帰る日で、

荷物の整理もあり早めにレストランを引

き上げた。

10／1（木）～10／2　（金）……・・…・

7：30、バスでホテルを出発し8：00空港

着。9：25発のロサンゼルス経由大阪関空

着のノースウエスト機を待ったが、整備

が遅れており9：25の出発は無理で、ロサ

ンゼルス発の日本航空には接続が難しい

ことが徐々に判明してきた。明治航空の

宇都木さんに苦悩の色が浮かび、我々も

予定どおり帰れるのかどうか不安になっ

てきた。しかし宇都木さんの懸命の努力

により15：00発の成田行きノースウエス

ト機が確保でき、10／2、17：30無事帰

国できた。ところが荷物の積み替えはう

まくいかずロサンゼルスの方へ向かった

ようで1日遅れの到着となった。今回は

行きも帰りもトラブルが続いた。海外旅

行は以前よりは、はるかに安全なものと

なってはきているが何が起こるか分から

ない面もまだあり、全員無事予定どおり

に帰れたことを幸運に思った次第である。

　　　　　　　　　　　　　　（鈴木）



事　業　経　過　報　告

97年12月　第25回資生堂児童福祉海外研修の検討スタート

　　　　　　　側垣氏（三光塾）、厚生省他からの情報を検討

98年1月　基本計画の概要を常務理事に提案　（1／26）

　　　　　　　旅行代理店に計画の検討を依頼「（株）明治航空サービス」（1／29）

98年2月　アメリカのヘネシー・澄子様に研修プログラムのアレンジを依頼（2／9）

　　　　　　　ヘネシー様よりアレンジ受諾の回答（2／12）

4月　海外研修の実施要綱決定

　　　　厚生省、全国社会福祉協議会へ後援委頼（4／27）

　　研修団員推薦依頼「児童養護、母子生活支援、乳児、情短、児童自立支援

　　　　　　　　　　　各施設協議会へ。」（4／30）

5月　団長決定（5／27）

　　　　情短より推薦　（5／31）

6月　児童自立支援（6／26）、児童養護、母子生活支援、乳児（6／29）より推薦

7月　研修団員選考会、団員決定（7／6）

　　　　団員へ決定の通知（7／7）

8月　事前研修、結団式（8／24～8／25）

9月　研修（9／19～10／2）

10月　訪問施設へ礼状発送（10／12）

11月　事後研修（湘南研修所、11／9～11／10）

12月　第1回編集会議（12／7）

　　　　　第2回

　　　　　第3回

99年3月　報告書完成（3／31）

　　　厚生省、全国社会福祉協議会、スターズ、団員、訪問先、全国の児童福祉施

　　　　　　設、海外の福祉施設・団体へ送付

以　上
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アメリカ保健福祉省児童局

Department　of　Health＆Human　Services

Chlidren’s　Bureau

　Room　2068，330　C　Street　S．W、

　Washington，　DC　20201．　USA

Children’s　Defense　Fund　Fammy　lncome

　25EStreet　NW，　Washington，　DC

　20001，USA

グレンミルズ教護学校

Glen　Mills　Schools

　Concordville，　Pennsylvania　9331，　USA

ユダヤ教家族児童サービス〔ホーソンセンター）

Jewish　Board　of　Family　and　Cllildren’s

Services，　Inc，

　226Linda　Avenue．　Hawthorne，　NY

　IO532．　USA

ユダヤ教家族児童サービス

Jewish　Board　of　Fami］y　and　Chitdren’s

Services．　Inc．

　120West　57th　Street　New　York，　NY

　10019．USA

リークアンドワッツサービス

Leake　and　Watts　Services，　Inc．

　463Hawthorne　Avenue，　Yonkers．　NY

　MN　10705，　USA

ニューオルターナティブズフォアチルドレン

New　Alternadves　f（）r　Children

　37West　26　Street．　New　York，

　NY　100］O．　USA

Soldlers　of　Health

　l865　Columbus　Avenue　Roxbury，　Boston

　MA　O2119，　USA

ジェー・アール・アイ　ヘルス

JRI－Health

　l30　Boylston　Street　Boston，

　MA　O2116，　USA

ヘネピン郡福祉事務所

Hennepin　County　Chilsren＆Family

Services　Department　Health　Services　Building

　525Portland　Avenue　South・MC

　961，Milineapolis，　Mimesota，　USA

コミュニティーユニバーシティーヘルスケアセンター

Communitv．Universitv　Healt　Care　Center

　2001Btooming⑩n　Avenue．

　Minneapolis，　MN．554〔｝牛3089．　USA

Centro　Cultural　Chicano，　lnc．

　1915Chicago　Ave．　So．

　MinneapoHs．55404、　USA

Artistic　Reallzation　Technologles　tncorporated

　llWhippoorwill　Way　Bell　Mead，

　New　Jersey　O8502，　USA
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アメリカ保健福祉省児童局

1．Child　Maltreatment　1996：Reports　From　the　States　to　the　NaUonal…・…・……………・……Book

　　Child　Abuse　and　Neglect　Data　System

2．Child　Welfare　Services　Desk・……・・…一…・…・…………・…一・………一・……・・…・…・…Leanet

3．Prevention　Services　Desk　……一…・…・・……・………・…・………・………・…………………・Leafle【

4．Chnd　Abuse　And　Neglect　State　Statutes　Series　1998　……………・………・……・…………Leafle【

5．The　National　Conference　on　Child　Abuse　and　Neglect　・…………・・…・…・…………・……Booklet

6．Executive　Summary　of　the　Third　Natoinal　Incidence　Sutdy　of　Child・・………・……一・・Booklet

7．Child　Abuse　Prevention　and　Treatment　Act，　As　Alnended　October　3．ユ996……………Booklet

8．　Abuse　and　Neglect

チルドレンズディフェンスファンズ

9．An　ADVOCATES　TOOL　KIT　fbr　the　State　Chidrenls　Health　rnsurance　Prog1・am　・……・・Book

lO．　The　ChndrenFs　Defense　Fund……・………・・………………………………・…・・………………Leanet

lL　C　D　F　Reports…………・・……・…………・・……・…………・・………・……・…・………………・Book］c’t

l2．　Childrenls　Health　Insurance　Program・・………………・……………・・…・……・…・………・…B〔｝Qklet．

グレンミルズ教護学校

13．Glen　Mills　Schools……・……………・…・・………一……………・・………一・………・…・…・…Leaflct

14．ACase　for　an　Effective　ChaDge　in　the　Rrsidential　Treatmentk　of…一…・一…………Booklct

　　juvenne　DelinqUentS

I5．　The　Battling　Bulletin・・……………………………・………………………・・……………・News　Paper

アーティスティックリアライゼーションテクノロジーズ

ユ6．Artistic　Realization　Tecnologies　………・・……………・…・………………………・…・・……・・Booklet

ユダヤ教．家族児童サービス

17．Child　Deveiopment　Center　Therapeutic　Nursery・・……・・…・…………………・………………Book

18．Abalanced　cotinuum　of　Early　Childhood　Services・…………………一・……………………Leafiet

】9．Jewish　Board　of　Family　and　Childrenls　Services．　Inc．……………・・…・・………・………・…Leafiet

20．　Connections　…………　………………・…・…………・…・…・・’………・・…・…………・…・…・…・・Booklet

リークアンドワッツサービス

2L　Crisis　Solution　OpPortunity　・・・・・・・・・・・・…　－J・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・…　…・・・・・…　’・・・・・・・・・・・・…　Booklet

22．AGuide　to　Residential　Educational　and　Community　Service　Programs・………………・・Book］eL

ニューオルターナティブズフォアチルドレン

23．HORIZONS（Helping　Children　with　Disabi［ities　leave　the　Hospital）…………・……・・…Bookdet

Soldiers　of　Hoalth

24．　Soldiers　of　I・．lealth　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一一・・・・…　一・’・’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・…　Leafiet
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JRI－Health

25．JRI　Health：An　Overview　・・………・…………………・・……・…・……………・・………・…・・…B《）oklet

26．　JRI　I．’lea／th：Cllse’filKtingr　apd　Sぐ1’viCC，s「｛）r　II．IV＋，Adolescents・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・…　1，e［1「let

ヘネピン郡福祉事務所
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39，

40ト

IlerlllePin　CoLMty　Children　and　Falllily　Sぐrvices　Department……・・……………………・…1．．eaflet

Children　alld　Fami1》・Serviccs　Dじparmlem（Sumnユary　of　Ser．vices・…・・……………・・…・B（，okld

amd（）ut．cOlnes

Children　and　Family　Services　Ci“Ldministration）　……・……・・……・…………・…………・…Leafiel

Ilen【lepill　County　Cbild．ren　and　Family　S－｝rvices　Department　Ea】’ly　…・…・・……………B《レc〕klet

Chiidhood　Services　Ur】it

Agency　a．nd　Court　Process　in　Chlld　Pro［eetion．　Cases　…・…・…・…・・………・………・・…・…Lea．tl　ot

Creat〔’aFamily　Through　Ad叩tioTI……・・…・………・……・…・………・・………・……………Lc・aflet

Ad《｝pti｛〕n；Reimbllrscmぐnt　of　Nonrecurring　Expellses……………・…　…・………・・…・・’・一…Lcaflel．

，INCIoption　Subsidy　in　Minesota　・……・……………’…’’”・’”一’’’’’’’’”“’’’”…’’’’’’’’’’”…’’’’’”Leanet

Regarding　AdoptiOn　Services　・…　…・・・・・…　…・・・・・・…　…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一一・・・・・…　一・・・…　Beok［c；｝t

Minnes〈）ta「s、へ「1iitillSt　Children　・・・・…　一・・…　…・・…・・…　…・・・・…　一…・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・B《）okle【

G‘｝als　o∫Hennepin　C（〕uty　Adoption　Trainh19　………・・……・・…・……・…・………・…・………1，eanct

C【）lnnilssi〔｝ner〈）t’Hしlman　Services’Staten．lent　on　Completing　Adoption　…　…・’・・・・・・…　一・・1．eaflet

ill　 Mi！】Lles（．）t三t

Adoption　Assistance　｛Guide〔6r　Ad《）ptive　Pと【rents）・・…　’・・・・…　’・・・・・・・・・・・…　’・・・・・・・・・・・・・・・・…　Lじaflet

Wllat　can　I　do　to　prevent　harmしo　ch．i！drell………………………………一・・…・・…一…Br｝（｝k［et．

セントジョセブホームフォアチルドレン
’：tl．

42，

43．

・1・1シ

Sketches　（Breaking　the　Pattern．1……・…・………・…………　………・…・・………・…・・・・・…　…1，eancl

Bouncing　Back　FI’〔）ru　Tough　Time　・…・・………………・・……・…………’・……・…・…・・……Lea．1’【et

Caring　for　Kids　ill　a　Cl〕anghlg　World……・………・……一・…………・…’…’…………’…’1．enl’leヒ

Pr‘｝cess　For　Assessing　Child　Abuse　Reports　In　FallliHes・・……………・・’・…・…・…………・Leafiet

コミュニティーユニバーシティーヘルスケアセンター
・15・　Variety　Club　Chi［dt－enls　Clillic…　一・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・…　一・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・…　LeanCI

46．Southcast　Asial⊥Outpat．iel．1［Chemical　Dependency　Treatlコユent　Program・・……………－Lca刊el

Centro　Cultural　Chicano，　Inc．

・17．

58，

49，

Centro’’’”…・……『…・………・……・……・・…………・……・…・………・………・・………・…・・…Booklet

J．n　Our　C・mmUIIitly………一……・・…………・……・……………一…・…………・…・…・・…Leafiet

Festlval　Fo｜klorico　de　Las　Americas・…・……・…・…・…・………・…………・………・・…・…・…Lc－afle｛

エイジャンパシフィック・ディベロップメントセンター

50・Asian　Pacinc　Divelopment　Center・…・・・・…………・・…・・……………・…・・…………・・……・…Leaficrt



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・病院及び附属研究所各種施設の視察

第3回
（1974）

ヨーロツバ
（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（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（1η 15 テーマ「児童福祉施設と地域社会とのかかわり方

　　　について」
第17回
（1990） オーストラリア 養教・情母精（17） 15 テーマ「地域社会での児童福祉の在り方を探る」

第18回
（1991） ヨーロッパ 養・教・情・母・精⑳ 15 テーマ「児童の権利と児童養護活動」

第19回
（1992） ヨーロッパ 養・教精母・轍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・教精・母・乳・
杵肢（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（川 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）

ヨーロッパ
（含北欧〉

養教・情母・乳U2） 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
ニユージーランド

蕗教・情母・乳（17） Il
テーマ「日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る」

第24回
〔1997

イギリス 養・教・情・母・乳〔ω 12 テーマ「地域社会が求める福祉サービスのあり方」

第25回
、（1998）．アメリカ

」R端母・乳（13）　　．　

14
テーマ　「アメリカの児童虐待の実態について」

・’．’．「．．

（注）養：児童養護施設　　　　　精：精神薄弱児施設

　　重：重症心身障害児施設　　　保：保育所

　児：児童館　　　　　　　　母：母子寮
　情：情緒障1尉巳短期治療施差量虚1虚弱児施股

教：教護院
肢：肢体不白由児施股

乳：乳児院
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々
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研修をふりかえって
　　　一我々は何を見てどう感じたのか一

1．民間の社会福祉団体と公的機関とのパートナーシップ

　我々がアメリカでの研修を通して見学することができた児童福祉施設は、大都市の

大規模な母体を持つ福祉団体であったこともあるのだが、土地の広さ、建物の大きさ

プログラム数などどれをとってもスケールの大きさには驚かされた。

　個性的なプログラムを持つ民間団体は各種の専門職を充分に配置し整ったハードを

持ち、まさにサービス提供者としての姿勢に徹しているという印象を得た。そして資

金を獲得し、不足分は民間団体の長が専任で調達してくるという徹底ぶりであった。

各地方団体の福祉事務所を始め、児童裁判所（ジュビナルコート）等とのパートナー

シップも円滑であり、アドボカシー団体の提言により、連邦議員を動かす事によって、

有効なプログラムには資金がついていくことも知り得た。すなわち質のよい高い水準

の民間プログラムを政府が買っている形になっている。まさに民間主導である。

　パーマネントシープラン（永代ケア）に基づき被虐待児が利用できるサービスには

以下のようなものがあげられる。ファミリープリザベーション：親子分離をせず、家

族を在宅で支援するもの。フォスターケア：里親制度（養育費が支給される）、アダプ

ション：養子縁組制度（実子となるので養育費が支給されない）、レジデンシャルケ

ア：治療を目的とした入居型施設でグループホーム等も含まれる。いずれも裁判所に

て審判、判決、措置決定があり短期間で行き先が決まることになっているのが大きな

特徴だった。

2．高い専門性と情熱に支えられた使命感

　研修前から気になっていた資格、専門性のことであるが、やはり日本との格差は大

きいことを目の当たりにした。ソーシャルワーカーを始め各専門職は修士以上を取得

し、学生時代のうちに研修生として長期間のトレーニングを受けている。我々も見学

先で多くの研修生を見かけた。その中に数名の日本からの留学生を見かけた。やはり

彼等も日本のカリキュラムに飽き足らず、アメリカでソーシャルワーカーの資格を取

ることを望んでいた。資格制度は州によって差はあるとのことだが、それぞれが専門

職としてのプライドを持って仕事に当たっておりソーシャルワーカーがリーダーシッ

プを取っている。その結果分業がスムーズになっている。また各施設、プログラムに

は医療関係者、心理職、職業指導者、教育関係者が必ず配置されており、行き届いた

設備と共に充分に活用されていた。

　しかしそれ以上に素晴しかったのは、積極的に貧困問題等からくる不健康、人種差

別や偏見による社会問題をなんとかしようと地域の中に飛び込みサービスの提供をし

ている団体の存在であった。そのケアは既存の制度や常識をある程度無視しても目の
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前にあるニーズにまず答えていくというはっきりとした姿勢を持っている、公的資金

だけではままならないであろう状況にも笑顔とエネルギッシュなフットワークで取り

組み、地域からの大きな信頼を受けているその姿には福祉の原点を見たような思いが

した。

3．アメリカから日本が取り入れていくべき点と問題点

①パーマネンシープラン

　我々はアメリカに養護施設を見つけることはできなかった。

　先に述べたファミリープリザベーションにみるように、親を支えながら分離をしな

いという姿勢はやはり日本には薄い考えである。このプログラムが成り立つためには

ソーシャルワーカー一人の持つ件数を極端に減らし（一人で2件）24時間体制でみま

もらなければならないという条件がある。そして親への治療、教育機関もあり公的な

資金で賄われるという保障もある。このプログラムが無理な場合は児童裁判所の決定

により速やかにキンシップ（親戚や親しい知り合い）や養子縁組先を捜すことになる。

つまり短期間においてパーマネンシープランにもとずいたケースマネージメントが行

われ、ケアプランが作成されるのである。これは子どもの発達において最も重要な愛

着の形成の効果を考えてのことであろう。特に虐待などで傷付いた心の治療も促進さ

れる。

　また情緒障害、精神疾患、行動障害などの治療施設が充実しているのだが、治療が

終了するとすぐにパーマネンシープランに移行される。

　アメリカではこの制度が定着して久しい。これを日本に取り入れるとなるとソーシ

ャルワーカーの数、資金、他人の子どもを育てる慣習がない、等余りにもかけ離れて

いる現状が浮き彫りになる。しかしどこか一点でも取り入れることができるのなら家

庭もしくは家庭に最も近い環境に子どもが返っていくことが可能になるだろう。例え

ば母子生活支援施設との連携において親の治療に力を入れること、東京都とわずかの

県にしかない養育家庭制度を充実させること、また、グルーブホームの活用など入居

型施設にヴァリエーションを持たせ、治療効果を促進させるなどの工夫の余地はまだ

あるのではないだろうか。子どもの家庭やそれに最も近い環境で愛されて育っていく

権利を保障していくべきと考える。

②ボランティアの育成

　日本よりは恵まれた財源、人件費とはいえ、さらにボランティアの導入の仕方が非

常に勝れていた。ボランティアをしてもらっているという立場ではなく、その機会を

与えているという姿勢だった。この事は子どもに対し一対一の存在を作ることもさな

がら、医学生や、ソーシャルワーカーを目指す学生を動員して互いのニーズを充足し

つつ良い結果を出している。日本の大学でも長期実習の制度を作り、就職と同時に戦

力となる人材を育成する必要性を感じた。この辺はわが国でも積極的な社会への呼び
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掛けにより、促進できそうな気がする。

③資格、専門性の向上

　児童相談所の社会福祉士にいま以上に専門性を発揮してもらうことを期待する。ま

た施設内にケースマネージメントに専念できるソーシャルワーカーを配置し、ケース

カンファレンスが定期的に行なわれるシステム造りが必要とされる。社会福祉士資格

の取得、また虐待を始めとする多様な課題に対応するためには心理を始め、発達、性

教育、人権問題、事例研究、カウンセリングなど様々な学習の機会を必要としている。

実践の中で課題を見つけて研修に派遣されるシステム造りも必要である。また施設職

員が養成現場に出向き、直接学生をトレーニングする機会があってもよいと思う。

4．最後に

　虐待を始めとする子どもをめぐる多様な問題と多忙な業務に埋没されそうな中、与

えられた二週間という資生堂社会福祉事業財団によるアメリカへの海外研修は、あっ

と言う聞に過ぎてしまった。以上研修を振り返ってのまとめを述べてきたが、その中

で出会った驚きや感激は今も団員の心の中に鮮やかに残っていることと思われる。ま

たそれと同時に、語学力のなさや、事前学習の不足から質問し切れずに疑問のまま残

してきてしまったことが多くあることへの後悔も大きい。

　また、編集作業のために馴れぬ翻訳をしたり、資料捜しなどで厚生省まで出向いた

ことも良い経験となった。日本とアメリカの土壌や歴史、文化は簡単に比較できるも

のではないが、学ぶべき点は多く、新たな課題が明確になった。そして直接触れ合っ

た子ども達は国や人種は違ってもやはり身近な愛すべき存在だった。我々はこの経験

をただ感想として残すのではなく、子ども達や日常の業務に生かしていかなければと

強く感じている。

　研修を通して我々はヘネシー先生やシャリーさんを始め、多くの人々と知り合い、

大変お世話になった。そして海外に不慣れな私達の心配をよそに暖かく迎えてくれた

アメリカという国に対し感謝の気持ちを現したい。

　　　　（編集委員一同）

河野貴子、渡井すみ子、塩田規子

藤本政則、廣岡勝政
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