
　　　　　　第26回（1999年度）

　　　　　　力ナダ（卜ロント、モントリオール）

　　　　　　　，当
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各　　位　　殿
　　　　2000年4月

財団法人

資生堂社会福祉事業財団

　　第26回資生堂児童福祉海外研修報告書の送付について

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃より、弊財団の事業につきまして格別のご高配を賜わり厚くお

礼申し上げます。このたび平成11年度事業として実施いたしました

標記第26回児童福祉海外研修の報告書が完成いたしましたのでお送り

申し上げます。

　ご一読を賜りご参考に供していただければ幸甚に存じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具
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第26回　資生堂児童福祉海外研修　要　綱

1．目　　的

児童福祉施設の中堅職員を対象に、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ヒを図り、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　「子どもの権利擁護と福祉サービス」

5．研修内容
　（1）日本における児童虐待増加の折り、子どもの権利擁護についてアドボカシー事務

　　　所、子ども弁護士事務所、児童柑談所などを訪問

　（2）福祉サービスの契約方式の状況について

　（3）子どもの養育システムについて

　　　　里親・グループホーム、A立支援センター、自立支援施設などユニークな施設を訪問

　（4）児童福祉制度について

　　　　トロント州政府や州政府の機関を訪問し、Child　and　Family　Services　Act

　　　　（子ども家庭サービス法、1984年）及び子どもの最善の利益、子どもの保護、

　　　　Well－Beingの考え方について

6．研修先　　カナダ（トロント、モントリオール）

7．実施時期　　1999年9月11日（上）～9月23日（木）（13U問）

8．派遣人員　　15名　団　員　13名（含む団長）

　　　　　　　　　　事務局　2名

9．推薦要件
　　D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歳以ドの者。（99－4－1現在）

　　⑥FI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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第26回資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月　日（曜） 時　間 1’ヨ　　　　程

9．・11（土） 14：55 東京（成田）発　CPOO2

13：45 トロント着

15：00 トロント発、ナイアガラフォールズへ

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　一一一一一一－一1－一｝一’一’一

9／12（B） 午　前 ナイアガラフ才一ルズ視察

午　後 トロントへ

’－－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｝一’一一一一一一一一一一一一一一一一一

9／13（月） 9：00 ・ChUdren‘s　Aid　Society　of　Toronto訪問

（トロント子ども援助協会：日本の児童相談所）

14：00 ・Children’s　Aid　Society　of　Toronto　Scarborough　Branch訪問

（上記の支部）

’一一⌒一一『一ひ一 一一一一1－一一一 一 ＿一一一1－一一→一一参→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

9／14（火） 9：00 ・Catho亘c　ChHdren「s　Aid　Society　of　Toronto　訪問

（トロントカソリック子ども援助協会：カソリック組織の児童

相談所）

15：00 ・グループホーム2軒訪問：（CCAS（公的）、と民間のグループホ

一 ム：一時保護、短期滞在施設）

． 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’←一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一

9／15（水） 9：00 ・Office　of　Chnd　and　FamUy　Service　Advocacy訪問

（子ども家庭サービスアドボカシー事務所：子どものための代

弁機関）

午　後 ・トロント市内視察

18：00 ・ Pape　Adolescent　Resource　Centre（PARC）訪問（ペープ青

少年資源センター：自立支援施設）

一一一一一一一一一一 一一一’一一一一一 ⌒一一⌒⌒一一一A－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

9／16（木） 9：00 ・The　Cl山dren’s　Lawyer’s　Of6ce訪問

（子ども弁護士事務所：子どもの法的代弁を行う）

14：00 ・Syl　ApPs　Youth　Centre訪1用

（シラップス・ユースセンター：自立支援施設、少年院のような組織）

18：30 ・お別れパーティ（市内のレストラン：訪問施設関係者が11名出席）

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－－r－『一A－一一一一一一一一A’一一一一一一一｝－r’一一’一一べ一一一←一一一一一

9／17（金） 8：30 ’Ontario　Court　of　Justice　Provinciai　Division・FamUy訪問

（オンタリオ州裁判所家事部）
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月　日（曜） 時　間 日　　　　程

9／17（金） 14：00 ・ Japanese　Canadian　Cu［tural　Centre訪1瑚

（日系文化センター）、保育所・幼稚園を見学

16：00 ホームステー先へ移動（各ホームステー宅へ宿泊）

一一一一－－－一一一

9　18（土）

一一－－A－一一’

午　前

14：00

一『’→一一‥一一⌒’一’⌒⌒一⌒⌒一一一⌒一一⌒A－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－、一．一一一1－A－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・各自ホームステー先で過ごす

ホームステー先から空港へ集合

16：00 トロント発　CP1620

17：10 モントリオール着

9／19（日） 午　前 モントリオール市内視察

午　後 自由行動

’一一一一一⌒⌒一一 一一一一一－－一　 一一一一－－r－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（月） 9：00 ・Commission　des　Droits　de　la　Personne　et　des　Droits　de　la

Jeuness訪問（人権及び青少年の権利委員会1大人と子どもの

権利擁護機関）

14：00 ・Batshaw　Youth　and　Family　Centres　訪問

（バショウ青少年家庭センター：児童相談所）

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π一一輌『一一’＾⌒一一⌒→一一P－一一⌒一一’一一』⌒⌒一⌒一一一⌒一一一⌒＾
1

9．21（火） 9：00 ・Batshaw　Y皿th　and　FamUy　Centres　Prevost　and　Shawbridge

Campus　訪問（上記のプレボストにある施設：教育的・社会

的更生施設）

14：30 ・ Leagal　Aid　Of6ce（弁護士事務所：子どもの法的支援を行う、

州の機関）

18：30 ・お別れパーティ（訪問施設関係者が6名出席）

一一一一一一一一　一 一　一一一一一　｝ 一一一’一→一一一一〕F一一一一一｝一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一一一一一一一一一一1－一一1－－1－一一一一一一一．

9／22（水） 8：40 モントリオール発　CP861

10：00 トロント着

10：35 トロント発　CPOO1

一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一…一一…一一1－－F　←一’…’→……一……’……’………”一一＾’
1

9／23（木） 12：35 東京（成田）着

通関終了後、研修終了の挨拶

解　散
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あ　い　さ　つ

全国児童養護施設協議会

　　　会長　福島　一雄

　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llHから23nにかけて、第

26回資生童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お礼巾しあげます。

　さて、児童養護施設においては、児童の権利条約や改正児童福祉法に基づき、「児童の最

善の利益」や「自立支援」の理念の実現を目指しています。次期通常国会では、社会福祉

事業法等の改正が予定されておりますが、その理念に示された利用者の権利擁護システム

の構築やサービスの質の向上は、措置制度の枠組みにおいても追求すべき課題であり、こ

うした課題に対応し、児童の最善の利益の確保に迫ることが、きたるべき21世紀をロ前に

してのわれわれの役割であると確信いたしております。

　このため本会では、大会・研修会等を通じて体罰防止のための手だてや効果的な援助技

術の向上に取り組むとともに、児童養護施設における権利擁護システムの構築のため、苦

情解決システムや情報開示・情報提供、サービス評価基準の作成等に取り組んでいるとこ

ろです。

　こうしたなか、今回の海外研修において、「子どもの権利擁護と福祉サービス」をテーマ

に、高い人権思想を掲げ子どもの権利擁護の実践に取り組んでいるカナダの福祉現場を訪

問し、研修されましたことは、今後のわが国の児魔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

生堂社会福祉事業財団の皆様、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

　　lll梨立正光生園

施設長　加賀美尤祥

　1999年、第26回資4撹児童福祉海外研修は、13日間でカナダのオンタリオ州及びケベッ

ク州の11機関4施設を訪問するなかなかハードなものであった。しかし、研修プログラムに

先立って、ナイアガラ濃布の水飛沫で時差ぼけの頭を冷やしたり、トロントからモントリ

オールへの移動の一日を現地の日本人協会の皆様方のお宅への分宿ホームステイさせてい

ただくなど、よく配慮されたスケジュールのおかげで、団員にも心理的余裕が生まれ、チ

ー ムとしての結束を強めることもできたと思う。20代、30代が中心の団員の中で、同道の

小川常務理事、事務局の鈴木さんには、不慣れな環境で覚える心身の疲労を軽減するよう

な細心のお心遣いをしていただいた。謝してお礼申し上げます。

　出発に先立つ事前研修では、大阪府立大学の許斐有先生からカナダに於ける児童福祉の

最新情報を、又東京家庭学校の塩田さんからは研修心得を詳細にお話戴きました。続く結

団式には、（株）資生堂会長を始め、厚生省家庭福祉課長、全社協、全養協からも代表が列

席され心温まる激励のお言葉をいただきましたこと等、ここに改めて感謝を申し上げます。

　現地での研修プログラム作りから連日の訪問先での通訳までお世話になった菊池幸工氏

には、その見識の高さに敬意を払うとともに、きめ細かいご配慮に対して深く感謝の意を

表します。添乗員の野沢喜満子さんは、終始スケジュール全般のタイムキーパー役を優し

く厳しく務めていただきました。大変有難うございました。

　今回の研修テーマは「子どもの権利擁護と福祉サービス」であった。子どもの権利擁護

のサービスについては全国児童養護施設協議会が本年度の広島大会の主題としており、こ

のテーマは21世紀に向けて我が国の児童福祉事業展開の柱となることを考えてみると、誠

に時宜を得たものであり、いつもながら財団のアンテナの高さに畏敬の念を覚えたもので

ある。

　カナダ最初の訪問先は、トロント市にある北米最大の規模と言われる民間の児童相談所

「CASTorontoJだった。所長の話では、今カナダにおいて社会的要養護ケースとして保護

される児童のほとんどが、被虐待児であり、保護した後の家族との関係調整を大切にして

いるとのことであった。我が国でもここ数年、子ども虐待の認識が広まったこともあって、

虐待児童の入所ケースは全国的に急速に増加の一途をたどっており、施設養護の場を新た

な混乱に陥れつつある現状がある。カナダ研修はこうして民族、文化の違いを超えて共通

する問題対処の見聞からスタートすることになった。
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　　「国連子ども権利条約」の理念を導入してオンタリオ州が定めている“子ども家庭サー

ビス法”やケベック州の“青少年保護法”などの先進法制度は学ぶべき点が多いと感じた。

また、法律条文を正しく制度として実現していくためには社会的実践力ともいうべきもの

が不可欠だが、それが着実に根付いていくにあたっては、権利擁護の理念がライフワーク

として生活の中に息づいている国民性によるところ大であるとの感を深くした。

　子ども権利擁護サービスを強力に進める制度としては、政府直営の子ども代弁機関とし

てアドボカシー事務所、f’ども弁護士事務所などがあり、いずれの機関も、行政府の財政

的裏付けがある一方で、独立した機関の長としての権限が大きく認められている。ここに

も、それぞれのテリトリーを守り、互いの専門性を尊重する欧米型文化が顕在していると

思われた。さらには、どの機関もその長にはカナダ国内におけるそれぞれの道の専門家

（ソーシャルワーカー、弁護士など）の中での最高のレベルの実力者が就任しており、その

カリスマ性の影響力の大きさにも瞳目させられた。

　子どもアドボカシー事務所の訪問で印象深かったのは、子どもの意見を代弁するにあた

っては、彼等の主体性をいかに尊重するかという理念がしっかりしていることであった。

これは、子どもが自分の中にある力を発見し、その力を使って自分の意見を言うのを助け

るというエンパワーの概念で説明されていた。我が国でも社会福祉事業法改正が目前に迫

っており、施設児童の苦情解決のためのシステムが導入されることになっている。しかし、

そうしたシステムが単なる手続き的、形式的なものにとどまることなく、子ども自身によ

る意見表明が、望ましくない方向ヘフィードバックされる恐れがないように、子どもが安

心して自分の考えを述べる事ができるように勇気づける施設の在り方が望まれよう。

　新世紀を迎えようとする今、子ども虐待の事件が連日のようにマスメディアを賑わし、

施設人所児童の処遇困難性が云々され、その象徴的事件として施設内体罰の報道もあった。

家庭や学校・児童福祉施設等における子どもの権利侵害に対して世論が喚起されている状

況は、いわば、子どもの権利擁護理念の浸透とサービス機関充実のための絶好の機会であ

り、本格的に取り組むべきまさにチャンスであると考える。

　子ども虐待への対応と子どもの権利擁護は、相互にリンクしたテーマとして、抜本的な

法制度と実効性のあるシステムの改革を迫るものである。今回のカナダ研修に参加した鋭

意の若き団員が、それぞれの立場で研修成果を生かし、その実現に向かって遇進してくれ

ることを信じている。
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事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

　常務理事　小川　知・

　今同は、高い人権思想を掲げ、子どもの権利擁護意識の強いカナダのトロントとモント

リオールで研修を行った。

　カナダは、英語、仏語を公用語にしているが、トロントとモントリオールには次のよう

に大きな違いがあった。

・トロントー英語中心で移民も多い多民族の都市〔活力のある都市〕

・モントリオールー独立運動が絶えず行われていることからも解るように、英仏に．二分さ

　　　　　　　　れ、病院、児童養護施設もそれぞれの言語別に配置された英仏共存の

　　　　　　　　都市〔落ち着きのある都市〕

　両都市に共通しているのは、道路標識の英仏語表示のみといっても良い程であり、2都

市の大きな違いから類推してカナダは、ECミニ版という印象を受けた。

　きっとカナダのアイデンティティーは、国旗と道路標識であり、州のアイデンティティ

ー は、州独自の運営で色づけしているのだろう。

　児童福祉についても、連邦政府管轄ではなく、子どもにより近い州政府管轄で、地域密

着型の運営であるため、その対応も日本と比べ数段スピーディーのように感じた。

　州独自の施策が展開されている中で、共通して実施され、かつ日本よりキメ細かな対応

の図られているのは次の2点であった。

①r一どもの権利擁護システムが充実

　子どもの権利を保障しながら、自立支援のための適切な生活指導が図れるメニューの多

　彩さ〔ソフトウエアの完備〕が目をひいた。また、次のとおりキメの細かさにも感心さ

　せられた。

・日本でも言われている子どもの意見表明権も、カナダでは選択肢として州の議員、子ど

　も・家庭代弁事務所、子どものための弁護七事務所、日本の児童相談所に該当するCAS

　と多数用意されている。

・ 日本でいう子どもの措置もマニュアルに基づいて対応時に判断し、その緊急度別に明示

　されたH数以内での行動が義務づけられている。さらに、その行動が問題を生じた場合

　は、批判のためではなく再発防tEの査問会を開催するなど、プラン、ドゥ、チェック、

　アクションが徹底されている。

②対症療法と並行し予防対策としての「子どもに対する子育て教育」の実施

　日本で言う親準備性の不足をカバーするためか、学生がベビーシッターなどの擬似親体

　験を実施し、単位のもらえる制度や学校教育の中に親の責任と子育てに関する教育のカ

　リキュラムがあるように予防対策にも力を人れている。

　このような日本との違いは、何処から生じたのだろうか？

　福祉システムが違うと言われるかもしれないが、その根幹は、自分で考え、行動し、そ
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の結果については、自己が責任を負うという、自己責任原則が幼い時から教えられている

ことや、成人したら独立するという文化に裏付けられた教育観の違いではないだろうか。

　子どもをひとりの人格として容認し、成人までに独立を可能にする親と子、学校、施設、

コミュニティーが上手にネットワーク化された自助、共助、公助による自立支援教育が根

底にあるように思われてならない。

　前述の意見表明権も、自己の意見が主張できるよう教育され、能力を保持した人たちだ

けが行使できる人権尊重の権利と解釈すると、多彩な選択肢の存在も理解できる。

　過保護で依存体質が強く、成人までのモラトリアム期間が長い、日本の子育て文化や風

土を考えると、意見表明権の真意が大人や子どもたちに理解されているのか疑問に感じる。

　日本の土壌に根づかせるためには、立案の経緯と前提条件を理解したうえで、日本流の

導入方法確立が不可欠と痛感した。

さて、今回の海外研修は、団員の皆さんにとって、課題というお土産をたくさん頭に詰め

込むことができ、きっと有意義だったと思う。その課題に対して現状を直視し、成果とし

て施設の現場で具現化することを期待している。相田みつをの言葉に「アノネ、がんばら

なくてもいいからさ具体的に動くことだね」というのがあるが、旺盛な行動意識を持って

前進して欲しい。

　福祉に素人の私にとっても今回の研修は、行動計画の策定に際し「複眼の思想」で考え

ることの重要性、現状に流されることなく「本質を見極め俊敏に行動すること」の大切さ

など考えさせられることが多かった。団員の皆さんとのネットワーク化が図れたことも大

きな収穫だった。

　海外研修の良さは、見て、聞いてディスカッションして新たな活力、知恵を生み出す効

用の創出にあるようだ。

　これもひとえに、今回の海外研修のアレンジをお願いし、カナダの児童福祉に精通した

福祉通訳士である菊池幸工氏の絶大な協力あってのことである。衷心より感謝します。

　加えて、団員の研修中に業務を代わって推進して頂いた施設の皆さんを始め当研修をご

支援頂いた関係各位に心からお礼申し上げます。

　2000年度の海外研修も、更なる進化を求めて内容にも工夫を凝らし、気鋭の人たちと厳

しく楽しく実施したいと考えている。

　引き続き関係各位のご支援お願い致します。

to



第1章 カナダの子ども福祉

固この国のかたち

歴史的特性と法体系

　多元国家カナダは、IOの州と3つの準州

から成る連邦国家である。

広大な国土は日本の約27倍もの面積を有し、

東西両端の都市間の距離は、ほぼ6．000キロ、

時間にして4時間半もの時差がある。ちなみ

に人口はn本の4分の1であり、その約60％

がアメリカとの国境線近くに位置するトロ

ント・モントリオール・バンクーバー・カ

ルガり一の4大都市圏に集中している。カ

ナディアンロッキーやナイアガラフオール

ズ、li大湖に象徴されるように緑、湖が多

く大自然に恵まれた美しい国だ。

　歴史は浅く昔ながらの文化は先住民（イヌ

イット）の文化のみだが、16‖t紀以降ヨーロ

ッパ人の北米大陸移住が本格化し、カナダ

にも17～18世紀にかけてフランス人の入植、

続いてイギリスからの移民が増大してきた。

1867年の連邦結成以前はこれらイギリス系

移民とフランス系移民は互いの利害をめぐ

って対立していたが、後にイギリス系を中

心に独立へ向けた動きが活発になり、自治

権を求めたフランス系少数派との確執の結

果、英領北アメリカ法のもと地方分権的な

連邦制によりカナダ自治領として独立を果

たした。国家元首はエリザベス女王、国政

のトップは連邦議会が選出する首相であり、

立法権はカナダ連邦議会と州議会（最高責

任者は州首相）とに分割されている。特徴

として連邦政府と州政府は対等な関係にあ

り、前者はカナダ全体に関わる事項、即ち

外交や国防、移民、刑法などの行政を担当

し、後者の州政府は福祉、教育、文化、医

療および財産権、司法執行などに強い権1狼

を有し、独自の法律を持っている。

1982年カナダ在住の人々の基本的権利を定

めた「権利と自由のカナダ章典」が憲法に導

人され、そこでは言論・結社を保障する権

利、選挙権などの民主的権利、移動の権利、

言語の権利、人種や年齢・性別・心身障害

などによって差別されない事を保障する平

等権、法的権利などが規定されているs特

にこの’ド等権はカナダのr・ども福祉の実状

に、色濃く反映されていると言えるだろう。

　多民族国家であると同時に多文化主義（マ

ルチカルチャーリズム）の国ともいわれ、現

在アジア系移民も含め172力国の人種が暮ら

している。相互にそれぞれの文化を大切に

しながら共存しており、またおJilいの違い

を認め合い助け合いながら生きている姿勢

はある意味、この国の成り立ちからする生

雄大なスケールのナイアガラ
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活の至便であると共に、相互の権利を尊重

し侵害しない関係をも生ぜしめた。それが
“

人権大国”と言われるゆえんである。

　方でカナダは、自己責任が原則の厳し

い社会でもある。実力主義で、自分はどう

いう考えを持ち、何ができるのかが問われ

続ける。自立していないと社会では生きて

行けない。

　権利と同時に義務、責任が確実について

まわる。“やさしさ”の裏には“厳しさ”が

あるのだ。この事は、今回の研修テーマで

ある「権利擁護」を考える際に、最も重要な

課題事項となった、

回子ども福祉サービスの腰

　我々は、最も多民族の人々が暮らす、経

済の中心地であるオンタリオ州トロントと

フランスの文化が色濃く存在するケベック

州モントリオールを訪問した。約2週問と

いう短い時間であったことと、トロントが

7割モントリオールが3割だったためトロ

ントの事情を知ることが精一・杯だったこと

をお断りしておく。

　今日、｝’1本でも福祉・教育・医療の連携

はその必要性が重視されつつあるが、カナ

ダでは、すでに当たり前のように密接な関

係を持ち、連動している。カナダでは、「f一

どもの成長、ケア」ということに・貫性を

持たせることに留意して、子どもにとって

何の援助が必要なのかを、あらゆる角度か

ら追求し、解答を見つけ、それを確実に実

行しようとしている。

子ども福祉の歴史的流れ

　カナダのr一ども福祉の歴史は、f一ども虐

待、非行問題、f’どもの権利条約等がきち

んと関連し、整理されながらその時代背景

に合わせた形で流れている。カナダで子ど

もの虐待が表面化してきたのは1970年代で、

社会問題化してきたと同時に、子どもの権

利についても注目されていた。1977年にケ

ベック州の青少年保護法（Youtll　Protection

Act／1977）が改iEされ、法律の中でインケア

の子どもの権利が明確に規定された。インケ

アとは、親元を離れ保護されている子どもの

ことであるが、日本では、大判ま児童福祉施

設に措置することを意味する。同時期にオン

タリオ州で、州政府コミュニティー・ソーシ

ャルサービス省に了Lども家庭サービス部が設

置され、子どもの福祉制度の改革が始まる。

　1984年に今までの児童福祉関連の10の法律

を統合し、子ども家庭サービス法（CIUId　and

Familv　Services　Act　S，0．1984）が成立す

る。この中では、さらに細部にわたりインケ

アのr一どもの権利が明文化されている。1989

年に国連で「子どもの権利条約」が採択さ

れ、カナダは、1991年106番目の締約国（［1

本は1994年158番1「Dとなったe2000年に大

新・旧トロント市庁舎
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きな法改正があるようだが、今までに見直し

と改正は何度も行われており、その時代に合

わせて柔軟に対応している。

子どもの保護について

　カナダの子ども福祉は、「fどもの虐待防

1ヒのための取り組みそのものである」と言っ

ても過言ではない。現在も虐待に関する様々

な研究が行われているが“r・防・防止”にか

なりの力を入れて取り組んでいる。すなわ

ち、なぜ虐待に至ったのか、防ぐ方法は何

か、を試行錯誤している。カナダは、多くの

実績から“福祉国家”と言われているが、関

係者によると、最近は福祉予算カットの傾向

があり、大変であるという。在宅のケアより

も保護の方が16倍の費用がかかるというデー

タもあり、非常にシビアである。各機関が年

間の予算の中で最大の効果を上げないとカッ

トされる（保護も含む）。このような事情も

予防に重点をおいて取り組むことにつながっ

ているようだ。具体的には、資料Dを参照に

していただきたいが、虐待がおこった場合、

発見した者は通告をする義務がある。第．一次

機関はトロントではCAS（CIUIdren’s　Aid

Society）で、モントリオールではユースアン

ドファミリーセンター（Youth　And　Famlly

Centres）であり、いずれもII本の児童相談

所のような機関である。

　ここで違うのは子どもに関わる仕事をする

者が通告を怠れば、罰金もしくは懲役刑に課

せられる罰則がある点である。そして、虐待

の疑いもしくは事実があった場合、保護をす

るのだが、ここで難しいのはどうやってその

事実関係を調査するかである。関わる人・人

一・ 人が虐待に関する理解や考え方が違う。そ

こでオンタリオ州では1997年に“リスクアセ

スメントモデル”（虐待に関する危険性の評

価基準）を作成した。州によって若干の違い

があるようだが今は、どこの州でも使用して

いる。これの特徴は、子どもの成長にとって

危険な状態であるかどうかの評価基準であ

り、“f二どもにとってどうか”を最優先に考

えられている点である。また、いつまでに

（何口以内に）何をしなければならないのか

が決められている。カナダでは、子どもを大

人と同じ一人の人間として見ており、同格に

とらえている。

　仮に虐待があり保護をすると、5日以内に

裁判所に報告するように義務づけられてい

る。介入する場合、必要があれば警察や看護

婦も同行する。裁判で保護するか否かの判断

がなされるが、裁判となると当然子どもは不

利となりやすい。そのために、r一どもに子ど

も専門の弁護士をつける制度を設けた（弁護

料は無料→公費負担）。また、子どもは自分

の考えや意見を表現する能力が大人に比べ当

然劣るため、気持や意見を話せるアドボカシ

ー事務所がある。ここが子どもの代弁者とな

り、その活躍は目を見張るものがある。とに

かく無条件で子どもの味方になってくれる。

　子どもの“保護”が決定されたら、子ども

はどこで生活するのか、それは里親かグルー

プホームであり、「できるだけ家庭に近い形

でケアする」ことが基本となっている。ほん

の数年前までは、日本の児童養護施設のよう

な大きな施設があったが、．ヒ記の理由でなく

なった。インケアの．子どもの権利は保障され

ているが、白分のケアについて不満があった

ら見直しをしてもらうように要求することが

できる。これをレビュー（再審査請求）と言

っている。ケベック州では、このときに本

人、家族、関係者がすべて集まって話し合い

をもつ“場”が設定される。オリエンテーシ

ョン・テーブルと呼ばれ、裁判で決定された

後でもきちんと子どもの意向を尊重するシス

テムができており、問題解決をするのに非常
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に有効な手段である。

次に直接にy一どもへのサービスを担っている

「トロント子ども援助協会」、「トロントカソ

リックJtども援助協会」、モントリオールの

「占少年家庭センター」の活動を報告させて

いただく、

毎朝散歩を欠かさないM

さん、屋台のホットドッ

クやサンドイッチをGet

しては楽しんでいた。あ

る晩、すし屋でたらふく

食べて、赤いバラを抱え

て戻って来ると、同室の

者の残したチーズバーガ

ーをペロリ。さすがに翌

朝は散歩に出なかった。

ちなみにバラはK氏から

のプレゼントらしい。
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（資料①　子どもの保護に関するサービスの流れ）

CAS中央インテーク

・ 通告義務→罰則あリ（子どもに関わる仕事をする者｝

・
通告テータ→一般市民41％・教育機蘭23％・コミュニテt－14％

　　　　　医療機関12％・法律／警察10％

・ 介入・調査が必要かどうかの判断
・ 必要な場合→介入タイミングの判断
汐イミングとは何時までに調査するかという時間的鵠限を意味する〕

　　　1

終了

i介入必要あり‘

1ケア必要なし「一一「颪
　　　　　　　　　　　　　　　L
　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　緊急一時保護・

　ケアプランの作成
；在宅サービス　養育サービス

・近郊の支部へ連絡

・ 家族一人一人を調査する
・警察・看護婦も必要であれば介入同行
（24時閤以内に調査結果をまとめる）

・子どもが危険な状態の場合はすぐに保護

』」同意・な・i

サービス開始1

t－－tti．t’x1
　　　　　　　　　　　　　　　　　［

里親・グループホーム

施設・養子縁組

（5日以内に裁判所へ報告書提出）

（2i日以内に計画書作成）
・本人、家族、教師、ケースワーカーなども参加可能

・養育サービス＝（日本では施設入所）

・ 子ども専門の法廷
・ どこで子どもが生活する事がふさわしい
のかという視点で判断

クラウンワード（永続的に保護／永続的に公的後見）

ソサエティワード（2年以内に家庭復帰／一時的公的後見）

・ ソーシャルワーカーは1カ月に1度子どもと会う

・ 子どもの権利保障が明確

再審査（レビュー） ・ 不服申し立て制度あり

同意してサービス継葺 法定（同意なし）

・モントリオールではここで‘‘オリエンテー

ション・テーブル”実施（本人、親、SW、
関係者がすべて集まって話し合う）

サービス終了
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1．　トロント子ども援助協会

　　（Childrenls　Aid　Society　of　Toronto）

訪問日時11999年9月13日

所在地：オンタリオ州トロント

創立年：1891年
利用対象：トロント市内の援助を必要とする家庭、子ども

職員数：640人
運営費：年間Ca＄8，300万、（Ca＄1≒84円）

CASトロントの正面玄関

1．1　CASとは？

　CASとはChildren’s　Aid　S《）cietyの略であ

る、オンタリ才州では、子どもの福祉は「r・

ども家庭サービス法（Child　and　Familv

SerN・ices　Ac〔：1984）」によって様々なサー

ビスが行われ、CASもこれに基づいて設置

されており、役割・責任も法の中に明確に

規定されている。CASは、直訳すると“　f．

ども援助協会一一となるが、簡単に言えばII

本の児竜相談所の様な組織である。財政は

公費でまかなわれているが、運営は民間で

ある。歴史は約100年であり、法律も時代、

ニーズに合わせてよく改正されるため、そ

れらに合わせて組織の形態・内容は変化し

ている．

　オンタリオ州には、トロントのCASの他

｛こ、カソリ・ソク教のCAS、ユダヤ教のCAS、

先住民のCASと合計4つのCASがあり、それ

ぞれ特色ある運営をしており、サービスの

受け手がどのCASを利川するかを決める権

利をもっている。CASトロント（CAST｝は

その中でも最人の組織である，

（1）トロントCASの組織

　オンタリオ州政府機関であるコミュニテ

ィー・ソーシャルサービス省（Ministry　of

ColllmUIIity＆Social　Services＝H本で1iえ

ば厚生省）に属しているが、民間による運

営であり（資料f参照）トロントCAS全体

では、4つの支部も含めると6・IO人のスタッ

フがおり、ファミり一ソーシャルワーカー

（ケース全体を対応する）、チルドレンサー

ビスワーカー（ケアにいるr一どもへの対応）、

インテークワーカー、医師、セラピスト、看

護婦、弁護t：、その他すべて専門家で構成

理事長のブルース・リバース氏
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（資料① CASトロント全体組織図）
Organizational　Chart協会組織図

1α）mmu耐y　Membership

ll㌫；㌶竃5上，人で」

灘羅・・で・会・・i

1

i

一IBoad　of　Directors
l

「一一一一一一一rFinan藺／Audet　Cmte　予算委員会

Executive　Directors

エグゼクティブディレクター

lExecuhe　Cmte　エグゼクティブ委員会

Nominating　Cmte　任命委員会

lCommunications

‘

CAS　F・undati・n　l

　　CAS基金　　　ト

　　　　　　ト

　Human　ReSourcesl 　Director　of　Service
．
，

サービス部ディレクター

一Finance＆Administration

1財政・⌒｛

（資料②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠［

　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　L！llllt：tllll

トロントCASサービス部門）
‘

「Directer　of　Service サービス部ディレクター

’

lCentra｜
lntake

中央インテーク

Toronto
Branch

トロント支部

North
Branch

Long　TemCare

．識算ピ．1

Scarbo了oゆ
Branch

ス赫ロー趨

1Et。bi・・k・

Foster
Care
Resource
Services

里親の募集や研修1

トレーニングに　‘

関するサービス

lnternal

Resource
Services

Centre

Clinical

Research＆
Preventien

調査・肪止・予防
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Services
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Services

‘＜」．法規サービス
Volunteer
Services

ボランティア
、サービス
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されている。

　我々が訪問した1999年から、資料②のサ

ー ビス部ディレクターは大きく組織変革さ

れ、中央インテーク部門ができ、支部が1

つ廃II二となった。中央インテークについて

は、担当の方から直接税明を受けた。

（2）　トロントCASの働き

、！サービスの実施及び統計

　1998年の統計では、20．319人の子どもにサ

ー ビスを行った。その中、17200人は在宅福

祉サービス、3，119人には養育のサービスを

実施した。サービスを受けた全体の約70％

は低所得者層の家庭にいる子どもである。養

育サービスとは、様々な手続きを経て親子

分離をした事を意味し（日本では、児童福

祉施設への措置と考えられる）、この状態を
“

インケア”と言っている。インケアの子ども

に対しては、里親、グループホームサービ

スを提供しており、日本の児童養護施設の

ような大規模な施設は既になくなっている。

　インケアの子どもには、月平均Ca＄1，637

の経費がかかるのに対し、在宅サービスは

月平均Ca＄102となっており、インケアとな

ると16倍もの経費がかかってしまう。CAS

にとっては、年間の予算が決まっているた

めコストに対し、かなりシビアである。予

防に力をいれている理由には、このことも

関係していると感じられた。

　次に資料②を参考にしながら、サービス

の流れに沿って説明する。

［21通告・通報

　虐待などから子どもを護るため、法律に

通告の義務は記載されている。EI本と同様、

全国民がその対象となるが、子どもに関わ

る仕事をしている者にはさらに厳しい義務

が課せられ、それを怠ると、罰則があり、罰

金や免許（資格）を失う場合もある。ちな

みに、1998年の通告は、教育機関（23％）、

コミュニティー機関（14％）、医療機関

（12％）、警察　法律機関（10％）、それ以外

が一・般市民からのものである。テレビでも

虐待の防止、通告についてのcMが放映され

ており、周知徹底iしている。実際、通告数

は、かなり多いとのこと。そして、全体の

40％は身体的、性的虐待のケースである。

③中央インテーク・システム

　虐待などの通報はこれまで支部で受けて

いたが、1999年4月から中央インテークです

べて受けるようにした。その理由は、通報

の件数が増加し、支部では対応しきれなくな

ってきたこと、各支部によって対応のばら

つきがあったため、（i）客観的に判断できる

ように、（ii）どこでも同じサービスが受けら

れるように一貫性をもたせ、価）責任を明確

化する、というのがねらいである。スタッ

フは、高い能力が要求されるため、専門的

知識を持ち、さらにトレーニング（対話の

方法・調査、判断、記録の方法など）を受

けた者がインテークワーカーとなる。ここ

では、通報に対し、情報を収集し、介入・

調査が必要か否かの判断、介人する場合、い

熱心に聞きいる研修生一同
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つ介入すべきかそのタイミングの判断のみ

を行う。判断における評価基準は細かく明

確なものがある。

1・ll）アセスメント、介入

　まず、“子どもにとって危険かどうか”を

最優先にし、中央インテークで介入と判断

された場合、4つの地域に分かれた支部に連

絡が入り、調査担当ワーカー、警察、（小さ

な子どもがいる場合は看護婦も同行）が介

人、調査をする。この時点で、子どもが危

険な状態の場合、親の同意がなくても子ど

もを・・時的に保護することができる。この

調査は、かなり細かく行われ、親・子ども・

兄弟にも個別で行われる。調査の結果は、5

日以内に裁判所へ報告しなければならない。

⑤．ケアプランの作成

　調査結果を基に、ケースの処遇についての

検討をするが、日本と異なるのは、学校教師、

里親、グループホームの職員など実際にf一ど

もに関わっている人々が参加し、それぞれの

立場から発言をする。また、場合によっては、

親・f’ども本人の参加も可能である。

いる。すべての項1』について、なぜ保護が

必要なのか、要らないのかを判断した理由

を具体的に記載しなければならない、

　このような基準のみに頼ることはできな

いが、診断の際に、基準があることは個人

差、暖昧な判断をなくし、公平な判断がで

きるため非常に役立っている。ワーカーに

とっては、大変な作業であり、時間と労力

がかかる。さらに、診断結果をコンピュー

ターに入力し、各支部・本部・全CASで情

報の共有化を図っている。

⑦裁判所とCAS専属の弁護士

　カナダでは、親が同意をしない場合には、

y一どもを保護する（インケア）か否か（日本に

おいては児童福祉施設に措置するかどうか）、

最終的には裁判所の判事が法廷で決定する。

　法規サービスの部門に全体で12名の弁護

士がいる。介入の後、ワーカーの調査結果

を“証拠”としてまとめ、裁判所へ書類を

提出すること、裁判の際CASワーカーと共

に、法廷に出て弁護するのが主な仕事であ

るが、1日30～40ケースが提出され、4つの

裁判所で裁判があるという忙しさである。

⑥インケアすべきか否かの判断

　1．1本でも同じであるが、カナダでも虐待

のケースにおいて、常に難しいのが保護す

る必要があるか否かである。すなわち、親

子分離するかどうかであるが、これについ

てオンタリオ州では、すべてのCASに共通

の評価基準（子どもを保護するためのリス

クアセスメントモデル）を1997年から導入

している。大きく3部に分かれており、生活

環境として適確かどうか、今子どもがどの

くらい危険な状態なのか、今後の家庭環境

の悪化が子どもの虐待につながる可能性は

どうか、などかなり細かく項目が分かれて

⑧長期ケアサービス

　この部門では長期（6カ月以上）のケアが

必要な子どもに対して様々なプログラムが

用意されているが、その1つには、養子ケー

スのコーディネー1・をしている。0歳～8歳

くらいまでの子どもが対象であり、年間約

100ケースを扱っている。

⑨フオスターケアサービス

　インケアの子どもに対する資源としては、

第一に、里親（フォスターペアレンツ）で

あり、ひと組の里親に委託できる子どもの

数は最高4人までと決められている。全て
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CASとの契約制である。現在371軒のフォス

ターホームと契約しており、特徴としてそ

の半数以上の家庭が、カナダに移住してき

た人々であり、60の言葉（方言）に対応で

きるとのこと。里親へのトレーニングは様々

なプログラムがあり、トレーナーは当初1

名だったが、トレーニングを受けた里親の

中、能力のある者がトレーナーとして活躍

しており、現在7名いる。

⑩グループホーム

　第二の資源は、グループホームであるが、

CASの組織の一一◆部であるものと、全くの民

営でCASと契約しているものがある。おお

むね7～8名までの定員で、長期利用となる

ことは、ほとんどない。年齢、性別、問題

の傾向などを考慮し、様々な養育プログラ

ムに分かれてグループホームが存在してい

る。しかし、実際は定員の空きを待つ子ど

もがいる状態で、選択の余地はあまりない

のが現状である。

⑪ファミリーリソースセンター

　このプログラムは、インケア後の親子関係

を修復するためのもので、保護された子ども

に親や家族が面会するだけでなく、実際に程

度に合わせて一一定期間生活をするために訪問

する。スタッフは、さりげなく様子を見て、

危険がないかチェックしたり、育児に対し具

体的な助言、方法を教える。この記録は、裁

判の際の証拠としても使われる。

⑫虐待等の防止（予防）

　オンタリオ州全体で虐待防止に関する市

民の関心度は高い。しかし、初めからとい

う訳ではなく、虐待がクローズアップされ

たのは1970年代後半であり、その後1984年

の法改正で周知されるようになった。
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　予防のキャンペーンも行っているが、注

日すべきは、具体的なプログラムを模索し

ながら作り上げている点である。調査結果

によると、親の90％は虐待をしたくないと

思っている。何が問題（原因）なのか？ま

た、解決するにはどうしたらよいのか？簡

単には次のような対策であるe

（i）親として、子どもにどのように接した

　　　らよいのか分からない（非常に多い）

　　→」㌧育てのプログラムへの参加など。

（il）親の精神的（メンタル）な問題→治療、

　　ボランティアによるt’育て支援など

価）親の孤立感の問題→ボランティアの訪問、

　　メンタルフレンド、などの心のサポート

（iv）経済的な理由→物的支援

　　その他にたくさんのプログラムをもっ

　　ている。それらは非常に明確であり、

　　実際に行っていることがすばらしいと

　　思った。また、ボランティアの活動に

　　は目を見張るものがあり、CASにとっ

　　て具体的な援助活動をする際は、不可

　　欠の存在である。

　　現在700名のボランティアに様々な形で

　　活動してもらっている。

　様々な説明を聴き、子どもの問題に関し

てはなんら日本と変わらない、また、ソー

シャルワーカー、里親、グループホームの

職員がなかなかうまくいかないという苦し

み、難しさを抱えていることも同じである

と強く感じた。

　人権大国カナダにおいても虐待は多く社

会問題である。事例から、“子どもを護るた

めに”今できることは何か、何が原因なの

か、どんな援助が必要なのか、今後どうし

たら良いか、資源としては何が足らないの

かなどについて、時代とニーズに合わせて

柔軟に対応させている点がすばらしいと思

った。



1．2　トロント子ども援助協会スカボロー支部

　　　（Children’s　Aid　Society　of　Toronto　Scaborough　Branch）

　訪問日時：1999年9月13日

　創立年：1891年

　職員数：75人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘活動内容：オンタリオ州家庭児童援助法からの委託として里親やボランティア等と提携　‘
‘

　　　　　　しつつ、子どもとその家族に対して様々な保護、防止サービスを施行する。　、

スカポロー支部　レンガ作りでシックな正面玄関

　前項でもふれたように、“トロント子ども

援助協会”（CAS）は、北米における最大規模

の1　tfi”’福祉機関であり、その中のサービス部

ディレクターでは、中央インテークを拠点と

して、次の4つの支部で活動を展開している。
．’

1　トロント支部

2北支部
［3．スカボロー支部

．こfエトビコーク支部

　このCASは、基本的な財政は州政府、運

営は民問という半官半民営組織であり、16

歳未満の児童に関する調査、保護及びその

背景となる原因の予防と、家族へのケアを

1－1的とした機関である，トロント市内にあ

るこれら4つの支部では、各地区ごとに2

つのインテークチームが動いており、ひと

つのチームにスーパーバイザーと7～10人

のソーシャルワーカーとが付き4週間のス

ケジュールで活動している。更に、超地区

的役割を担う1チームが何らかの緊急’封態に

対応すべく補助として設けられている、

（いスカボロー支部の特徴

　私達が訪れたスカボロー支部は、この4つ

の地区の中で最も広い範囲をlliめており、と

りわけその社会的・地理的特性として、貧

困層が比較的多く、住宅事情σ）悪さやホテ

ル、ホステルが多数密集しているため住所

不定者が増加するなど、複雑な問題を抱え

ている地域である。また家庭内暴力（虐

待・ネグレクト）や青少年の薬物中毒等に

みられる社会問題がH常化しているような

傾向もみられる。

　この様な状況の中でCASスカボロー支部

は、人｛155万人に対し年間1．OOO件ものケー

スを扱い、その中約700件がファミリーサー

ビス、250件以上が短期間のチャイルドケア

サービスとして対応している、

スカボロー支部　子どもたちによる壁面の作品
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職員の構成は、現在75名のソーシャルワーカ

ー とスーパーバイザー及びアシスタントに加

え、弁護士・医師・看護婦（危険の高い乳児

のため）・ボランティア・コーディネーター

等の専門家が活動を支え援助している。

（2）スカボロー支部の役割

　スカボロー支部マネージャーを務めるシ

ェリー女史によると、この組織の目的・任

務は、次の3点に集約される。

　①インテークを受け調査が入った後、保護

された子どもに対するリスクアセスメント

（児童保護のための評価基準）を継続的に

行う。これは子どもの状況を常に把握する

意味でも必要な事であると思われる。

　②子どもに対する短期的ケアサービスを

提供する。基本的には2年未満での問題解決

を目標とし、家庭に返す努力をしている

（Society　Word；親権一時停止）。その間、児

童はCASの保護のもと里親・グループホー

ム・施設などにインケア処遇される。一方、

法廷での審判により長期的ケアが必要となっ

た児童（Crown　Word；親権剥奪）に対しては、

州政府が責任を持って彼等の後見人となり基

本的に18歳までCASも関与しつつ、場合によ

っては、彼等が学校に通いながらCASに協力

的ならば21歳までサービスを受ける事ができ

る。Crown　Wordの子ども達は、州政府が永

続的に後見する事になる。これは公的後見制

度としてオンタリオ州における特筆すべきシ

ステムではないだろうか。

　③既存のケースで、同じ家庭あるいは児

童に新たな問題が生じた場合、インテーク

を省略して直接調査ができる。これは即応

体制がとれると言った意味で、重要なポイ

ントとなっている。

（3）CASスカボロー支部のプログラム

　CASでは、児童・青少年及び家族が抱える

困難な問題やニーズに対し、様々なサービ

スやプログラムが準備され適用されている。

前項と重複する部分もあるが、スカボロー

で、実際に展開されているプログラムでも

あるので、ここに紹介したい。

「、じファミリーリソースセンター

　このプログラムはオフィスではなくより

家庭的な状況の中で家族が子ども達を訪問

できるように作られたものである。同時に

この様な場を設けることによって、CASに

とってはクライエントの家族関係や、親の

養育能力を観察する事も可能になる。個々

の家族は1日につき1時間～6時間の訪問の

間、食事を用意したり、子どもに基本的な

世話を与えることが課せられている。観察

報告は訪問を監督するスタッフによってな

される。

　これらの記録はまた親権裁判の際、審理

で証拠としても使われる。

②H中の処遇プログラム

　日中の処遇プログラムは週5日（月曜日～

金曜日）、’F前8時から午後8時まで2ヵ所で

運営されている。このプログラムは自宅ま

たは里親、その他の施設でプログラム生活

している7歳から10歳までの児童の中、通常

の学校プログラムに適応できない者が対象

である。このクラスは、6～8人の児童につ

き1人の教師と1人ないし2人の児童指導員

が配置されている。午後3時から午後8時ま

ではカウンセリング、食事、レクリエーシ

ョン活動等にあてられる。

③アセスメントグループホーム

　アセスメントグループホームは5カ所あり、

それぞれのホームには24時間の厳しい監督
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下に置かれる必要のある児童・青少年6～7

人にアセスメント及び監督のため、1人のス

ー パーバイザーと8人の児童指導員が配置さ

れている。報告．書には各児童・青少年につ

いて行動アセスメント、心理学的アセスメ

ント、精神医学的アセスメント及び医学的

アセスメントの側面から記録される。

④長期グループホーム（性的虐待を受けた男

児達のためのプログラム）

　性的虐待の被害者になった若年層（6歳～

10歳まで）の少年達のために特別に設置され

ているグループホームは1軒あり、1人のス

ーパーバイザーと8人の児童指導員が配置さ

れている。CASが1991年にこのプログラム

を開始する以前には、適切な処遇を受けな

ければ他の児童に対して性的虐待の加害者

になったであろう児童たちに適したプログ

ラムは存在しなかった。

⑤浮浪青少年のためのプログラムー16歳以ド

　このプログラムを行なうための施設は一

軒であり、ここには1人のスーパーバイザ

ー、1人のソーシャルワーカーと8人の児童

指導員が配置されている。ここでは主に路

上で生活していたり、麻薬や売春に関与し

ている16歳以下の青少年達に、急場のシェ

ルターや医療上のケア・心理的な援助をし

ている。

このプログラムはカナダ・アメリカの他の地

域から来た者でも16歳以下の青少年なら誰に

でも適用されるもので、彼等の実家や最寄り

のCASに帰れるように援助も行っている。

⑥L．1．F．E．プログラム（Living　lndependen

　－tly　For　Experience、独立した生活を営

　むためのプログラム）

　このプログラムのために7軒の家が川意さ

れている。これはすでにCASのケアドにあ

る16歳以ヒの青少年で、より独立した生活

環境に戻る準備ができている者達のための

プログラムである。ここでは保護者役にあ

たる成人1人と4人の青少年が1軒の家に同居

する。これらの青少年達は通常、カレッジ

や大学を卒業するまでの1年～4年間をこの

プログラムで過ごす。

ヱ特殊教育クラス

　地域の教育委員会との提携によって、

CASでは4カ所で特殊教育クラスを運営して

いる。これは里親やグループホーム、LIFE

プログラムまたはコミュニティーで生活し

ている児童・青少年を対象にしたものである。

　CASのプログラムを担当するマネージャ

ー のジャッキー女史によれば、CASではさ

まざまなプログラムを作る際に、年齢別お

よび問題別等で分類し、検討して作成して

いる。しかしながら、実際にプログラムを

実施するには、ケースによって臨床心理．1：

の配置やソーシャルワーカーの数を増員す

るなど、人件費の面から非常に費用がかか

り経済的負担が大きいといった問題が、現

実として生じている。

またファミリーリソースセンターのプログ

ラムについても、親子関係改善のためにど

の稚度効果があるのか尋ねたところ、若い

母親ではまれに関係改善が兇られたがほと

んどは悲しい事に、子供が“Crown　Word”に

なっており、成果の程は非常に厳しい状態

であるとの答えが返ってきた。

いかに有効な手立てとも思えるプログラム

でも、現実には問題の複雑さや人間を取巻

く周囲の環境などによって、根本的な解決

に至りにくい要因を含み、プログラムの隈

界を垣間見ると同時に心を通いあうための
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one　to　oneの大切さを痛感した＝

だが、さまざまな判余曲折があるにせよ、

少しでもr一どもにと・ノて、あるいはその家

庭において明らかに必要であると思われる

サービスを提供し、共に実践し続けて行く

’∬こそが児～ii：を保護・援助するヒで、最も

・n要な役割であると痛感した．

　最後に、ジャッキー女史が語ってくれた
” 我々は、裁判所よりあらゆるf’、t’：てをし

て∫・ども達を”Cl・OWII　WOrd”にならないよ

うベストを尽くせと期待されている”の、言

葉に、CASの碓固たる使命感と誇りを深く

感じ取ることができた

・’

妙
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1．3　パーク青少年資源センター

　　　　（PARC，Pape　Adolescent　Resource　Centre）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＼　訪問日時：1999年9月15日

　所在地1オンタリオ州トロント
　施設種別：自立生活準備プログラム（児童福祉機関CAS，　CCASの共同提供による）

　利用対象：現在インケアまたはかつてインケアにいた青少年15～24歳

　職員数：フルタイム職員6人
＼

パークを訪問“Nice　to　meet　youl”

（1）i”／／少年のlll　iltl支援について

　11本でも児童福祉の理念は移り変わって

きている，子どもは、保護され養育される

受動的な、‘乙場とする考え方から、保護され

養育されながらも、その意向を尊重し、自

，Zを支援される存在としてとらえられるよ

うになってきている。

　11本では「t’どもの権利条約」は1994年

に締約されたが、そこには「権利行使の主

体としての子ども」という視点が出されて

いる．さらに、例えば教謹院が児竜rl立支

援施設へといった名称変更、児竜養護施設

などの最高措置年齢の延長など、施設養育

の11iで子どもの自、Zを支援していくという

方向が打ち出され、現在は、いかにそれを

具体的に行っていくかを模索している状況

なのではないだろうか。

　青少年の1’1立を援助していくものとして、

児童養護施設によるファミリーホームがあ

げられる。これは、施設を退所する予定の

高校3年生などを対象に「地域の中で生活

体験を行い、併せて必要な訓練を行うこと

により、Ni会人として必要な知識・能力を

高め、もって社会白立の促進を図る」こと

を日的としている。施設の外の近接地域内

での白立訓練をll的とした、グループホー

ム的施設である。

　この他に児童養護施設とは別に、青少年

を対象とする自立支援紐織として、H“i．援

助ホームがあるe「児竜養護施設等を退所し

た後、十分な社会的自、‘こができていないお

おむね15才～19才までの青少年に対して、職

業面の援助、生活面の援助を通して白Z’i一を

援助する施設」として機能している。IA立

援助ホームは全国に開所しているが、児童

福祉法外の施設として運営されている。そ

して、児童養護施設や児童自立支援施設、里

親家庭から移行する青少年だけではなく、家

庭からの入所、家庭裁判所からの補導依託

としての入所など、対象の青少年は福祉、司

法、医療にまたがっているc

　幅広い方而からの対象に対応しなくては

いけないこと、また運営についても、今後

の課題を抱えているのが日本の自立援助ホ

ー ムの現状である。またファミり一ホーム

にしても、実施している施設はまだ一・部で

あり、実際の利用対象者は限られている。ま

た、施設を退所することを希望する青少年

が一旦退所した後に、その自立を援助して
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いくためのノ∫策と法的後ろ盾は未だ整えら

れてはいない、

（参考’文献　竹中哲夫鞄児童福祉1」波IE論」）

　訪問をしたカナダでは、どのようにlljt少

年のドい’元支援を行っているか、その取り組

みの・つとして、トロントのPARCを紹介し

たい。

　g月15目、私達はカナダの1‡f年達との交

流を「1的にPRACを訪問したt．アーウィン他

スタッフの方々や1！「年達は手作りの料理と

共に、私達を暖かく迎え人れてくれた．ト

ロントの住宅街にある建物を見学した後、ゲ

ー ムや歌、H本側の団llによる抹茶のティ

ー セレモニー、カナダ｜1『年のf’ほどきで行

うキャンドル作りなどで交流を楽しんだ，印

象的なカナダの青年によるスピーチもあり、

充実した訪問となった、

（2）Pfmcとは

　CAS（トロント・チルドレンズ・エイド

ソサエティ）とCCAS（カソリック・チルド

レンズエイド・ソサエティ）が共1司で支援

している、「ぽ生活支援施設であり、6人

のフルタイム職貝が、現在インケアにいる

か、かつてインケアにいたlti少年を年聞450

人以ヒ援助している。ユ986年以来、15～24

歳の青少年がPARCを利川してきた：．

杉村氏によるパフォーマンス！“野点て”
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　PARCのサービスは様々な分野に及び、

様々な手段を使ってグループや個人に提供

されている、就職や住居、教育、虐待、文

化的アイデンティティ、性的関心等の問題

での援助や、また個人カウンセリングを受

けることもできる。その際に、PARCを利用

する青少年白身が白分にとって必要なサー

ビスを認識することが大切であると考えら

れている。

　これまで自分の事を自分で決めることが

できなかったり、自分の意見を言えなかっ

た青少年がPARCを利川することにより、1！｜

らの知恵とエネルギーをプログラムに使い、

様々な能力を身に付け、自信を深めている。

PARCはインケアにいる青少年が将来独立し

て生活していくための実質的な援助を担い、

PARCが様々なプログラムを通じて、青少年

たちとを繋ぐ「コミュニティ」あるいは「家

族」として存在しているということがその

成功の背景にある。

　かつてケアを受けていた青年達が、仕事

やfi三居を探すという1］的のためにPARCを訪

れることも多くあるが、パーティーやコン

サートを開いたり、弁当売りや洗車など様々

な方法で、自主財源を確保しながら、イン

ケアの｝㌣年達との交流を図っているのも大

きな特徴である。今後もカナダだけではな

く、他の国の青少年とも交流をしていくf

定がある。

（3）PARCのプログラム

　青少年の1二ぱスキルとして、PRACは具体

的には次のような活動を提供している。

　1．　Youth　Edition：インケアにいる青少年

　が、他のインケアにいる青少年向けにニ

　ュースレターを発行しているグループで

　ある。メンバーは白分の生い立ちやバッ

　クグラウンドなどをレポートとして、発



行している。

2』Network　gr《】up：現在インケアまたは

かつてインケアにいたメンバーが、現状

改善のためにアドボケートし、年ドの青

少年へのプログラムを支援している。代

表的な活動としてインケアでの経験をマ

スメディアや公共機関でスピークアウト

することがあげられる：／

3Creative　Youth　Enterprises：就職の

ためのスキルを会得したり、小規模事業

を起こして、少しでも収入を得ることに

興味を持つ青少年のグループ。

4’‘Healthy　Living　Group：生活のt．liで、

健康的な生活習慣と食品、健康的な余暇

活動などについて探求していく、若年層

青少年向きのグループ。

tt　TraveLing　In　Life：快適な社会生活の

ために、料理、ウォーキング、読書、話

し合いなどを通して、個々の心を養い、高

めていくことを1．1的としている。

亙Aware　of　Choices：安全な性生活を考

えていくことについて、白分達だけでは

なく他のインケアにいるilj少年に向けて、

討議を広げている。いくつかのグループ

経験を持つ、中間年齢の青少年がメンバ

ー となっている。

ZVideo　Group：PARCの年長青年がリ

ー ダーとなり活動している。ビデオ作り

に興味を持つ者や、PARCの新しいメンバ

ー を引きつけているグ）V　一プ。

（4）スピークアウト

　スピークアウトとはn分の生い立ちや経

験を語ることである。そして語ったことを

受け止めてもらうことで、白分自身が癒さ

れ、他の人にも勇気を与えることができて

いくと考えられている、かつてインケアだ

った青年達が、PARCで同じ立場の青年達と

交流し、スピークアウトができること、ま

たメディアに乗せて社会に対して、現在イ

ンケアにいる1，f年達に向かってスピークア

ウトしていくことは、PARCの重要な活動に

なっている。

（5）PARCの陪Fからのll本へのメッセージ

　私達のPRAC訪問の少し前、去る平成11年

6月、PARCのスタッフと1‘『年達の16名がlI

本の児童養護施設などを訪れ、日本のf一ど

も達との交流を図っている。その時体験し

たU本の児巌福祉について、感想を話して

くれた。

　「日本の施設にはたくさんのf’どもが住

んでいますが、カナダでそのような状況を

　　　　　　　　　　　見ることはあり

ません。私が訪

問した施設には、

140人のr一ども達

がいて、少ない

職員でどうやっ

てみているのか

とも思いました、

私の場合は6人

のr一どもに対し

て、職員が2人
でした。

　しかし日本で

は職Uが少ない

にもかかわらず、良いケアを受けているよ

うに感じましたt

　r一ども達は幸せそうに見え、私たちの訪

問を暖かく受け人れてくれました。ll本の

施設の（一ども達の帰属意識にも感心しまし

た，私が訪問した施設には、地域でも強い

女r一の野球チームがあり、そこに属してい
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ることに誇りを持って活動していて、その

強い帰属意識には感心しました。私は、里

親の所に行きましたが、帰属意識がもてな

いままだったという経験がありますcn本

でもいろいろな施設があり、どこでも私が

訪問したような施設というわけではないと

聞いています、昔のrl分に、今回のM本を

訪問した時の状況と同じようなことが起こ

っていたらなあと、羨ましく思いました．カ

ナダにあってll本にないもの、　ll本にあっ

てカナダにないものがあると思います。カ

ナダのソーシャルワーカーもカナダにない

ものを学ぶ熱意を持ってほしいと感じてい

ます。「1本に行っていろいろな人と出会え

たことは、私の人生の中で・番すばらしい

経験だったと思います。」

　「日本に行くまでは、ll本の若者は静か

で、制約の中で生きているようなイメージ

を持っていました。しかし決して静かでは

ないし、引きドがって主張しないというわ

けではありませんでした。日本のケアにい

る若者は、考えがないわけではなく自分達

がどんなケアを受けているかを考え、我々

の提案に賛同してくれました。それは私に

とって新しい発見でした。また、それは我々

　　　　　　　　　　　カナダのケアと

PARCから巣立った仲間たち

結び付いている

ことでもあると

思います。カナ

ダの青年達にも、

ケアにいるとい

う自分達白身を

恥じる気持ちの

ために、なかな

か積極的になれ

ないということ

がありますcそ

こを何とか打ち
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破ろうとしてやっています。1］本にも、卜

分にそれに応えられる力を持っている人が

いると思いました。ここのシステムを完壁

に持っていくことはなかなか難しい、ある

いは永久にこれで良いということはないか

もしれない、そう考えると多少心が沈んで

しまうことがありますが、1」本に行った時

に、福祉の現状を何とか良くしようとして

いる人が何人かいて、そういう人がいると

いうことに力付けられます．：彼等にはこう

したいというビジョンがありました，他に

資生堂財団のような活動をサポートしてく

れるような団体もあります。そうした熱心

な職員や、外部組織など、日本のシステム

を良くしていこうとする基礎は既にあると

思うので、これらをうまく使ってシステム

を良くしていって欲しいと思います。」

（6）青少｛t三への〔川支援一ll本の課題

　H本でも福祉理念1：は、rどもは単に保

護する対象としてではなく、［いヒを支援さ

れる対象として意識されつつあるcしかし

実際には、インケアの青少年が白分達なり

の．i三張をし、「li三的な活動をしていく機会

はかなり少ないように感じる。｜1本にはイ

ンケアの保護する側、される側というシン

プルな構造から、インケアの1‘「年達が自i三

的な活動をしながらrはすることを支えて

いくというような、段階的なシステムがま

だ不足しているように思う。

　前Htの「児竜福祉法改正論」の中で著者

は、実験的未来施設として青少年ホームの

創設の必要性と、その基本性格について述

注べている：．

Pたまり場的性格を持ち、自1三的で白川な

生活の場である事、

〔2．．遊び、休息、学習から軽度な労働、通学・

通勤までの多様な機会があり、本人が選択



できる事、

．3本人が希望すれば、さまざまな分野の相

談、助言、指導の機会が得られる事、

④相談については児童相談所・福祉事務所

との連携があり、その場限りにならない’拮、

5’宿泊機能や、食事などその他の生活サー

ビスが付いている事、

／ij，＊：1・金は原則無料である事、

．71満20才までは利用できる事、などである。

　PARCは、ヒ記の1，沙年ホームの基本性格

の・部ではあるが、それらを実現し、その

機能を発展させた存在になっていると思わ

れる。ilインケア又はかつてインケアだっ

たr，i一少年がスピークアウトにより、自分の

ことを他人に話し、癒されながら自身の存

在意義を確認していくこと。PARCはそれを

可能にするコミュニティとなっている事。②

様々なプログラムを1二1分で選択し活動する

事により、スキルを身に付け、r1立するた

めの能力や白信を高めていく事。．③スタッ

フとメンバーのパートナーシップを保ちな

がら、活動の主体はインケア又はかつてイ

ンケアだった青少年達である事。これら活

動内容以外について、料金や対象年齢とい

った面でも、PARCはL記の青少年ホームの

基本性格の①～⑦について、宿泊機能や通

学・通勤といったシステム以外はほぽ満た

していると思われる，特に青少年の自主的

な活動を引き出すことに成功しているとい

う而においては、PARCの存在が、いかに青

少年の自立を援助していくかの具体的な方

策を、私達に提供してくれているように思う。

　現在の日本は、PARCの青年のスピーチに

あったように、私達がこれからの福祉に具

体的なビジョンを持ち、H本にある既存の

力を用いて、いかにシステムを作り上げて

いくかの段階にきているのかもしれない。

　訪問の後、私達rl本からの団員を迎える

にあたってのPARCのスタッフの気持ちを間

接的にではあるが聞く機会があった。「日本

とカナダが交流するようになってからしば

らく経つが、その間に日本は何が変化した

のか。カナダのことに感心するだけなのは

もうやめて、日本も何か動かないのか」

　PARCの訪問は、カナダの福祉システムを

ただ羨ましがるだけではなく、これから児

童福祉に関わる私達が具体的に何ができる

かを考えていく機会となったと思う。H本

には何々が足りないので、できないという

発想ではなく、具体的に今、私に何ができ

るか、何をしていくかという発想をしてい

きたい。それは、漠然として現実的でない

何かへ期待をしていく依存の立場から、主

体的な存在となっていく、児童福祉に関わ

る私達の自立の問題のように思う。

（7）訪問をした感想

　PARCでは、インケアに現在いる、または

かつてインケアにいた青少年がスタッフと

して生さ生きと活動していた。そこには青

少年達が自分達rl身のために活動している

という意識を持っていることを強く感じた、

そうした活動による白信は、青少年が自立

をしていくための力となっていくように思
う。

　青年達の話を聞けたことも大きな収穫だ

った。見学案内をしてくれた青年から、ス

ピークアウトとは、自分の事を良く知って

もらい、癒されることに意味があること。白

分の話したい事を話し、話したくない事は

話さない、また周りも聞かない。スピーク

アウトを知りたいのであれば、実際に聞い

て感じてほしいと話してくれた。いろいろ

な困難を抱えてきた青年達が自分の事を語

るということはとても大変なことだと思う。

多くの葛藤を乗り越え、白分自身を見つめ
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ることなしにはできないこと。そこには、そ

の場でスピークアウトを聞く人々に対する

開かれた心、親しみの気持ちや、人への信

頼感が基本としてあること．そしてスビー

クアウトすることは、それをした人が、ま

た聞く側にとっても、人と接しながら生き

ていくのに必要な基本的な力を確認してい

く過稚のようにも感じた＝PARCはそれらを

ill’能にするコミュニティとなっていると思う。

（参考文献）

・ 「児童福祉法改正論」一竹中哲夫著

・「∫・どもの権利擁護と自立支援一カナ

　　ダ・オンタリオ州の取り組みに学ぶ一」

・ 　「はらっば」1997年ll月号　98｛1…2．3月

　　s｝　99角三9　月．≒ナ

・月刊「r一ども論」1998年1月号

バークの仲間とハイチース

領・『・ A

PARCのスタッフ
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PARCにYt’t±：L－（一一

　私は今まで、児童養護施設に措置され

ている’f’ども達が、児童福祉法において

児童とされる18歳を越えた後、どのよう

な道が待っているのかについてじっくり

考えていなかった。どちらかというと児

童養護施設という中で何がよい実践なの

かという視点でしか捉えていなかったよ

うに思う。しかし、カナダへ行きPARC

の取り組みを見ていく中で、また日本に

帰ってきてから、大阪で実施された追跡

調査の資料をいくつか見ていく中で、イ

ンケアを離れた後にも、当然彼ら自身の

人生は続いていき、様々な困難を抱えた

彼らの多くが、自分の居場所を、何らか

の支援を求めているということを痛感し

た。

　自立支援の中で何が最も大切なのかと

いうことについては、意見の分かれると

ころであると思う。しかし、少なくとも

私がPARCで感じたという意味では、そ

れは、自分が受け入れられるという体験

であり、その仲間の中で得た自信ではな

いかと思う。PARCでは先にふれたよう

な様々なプログラムを通して、本当に長

い時間をかけてそうした「機会」を保障

し続けている。機会とわざわざ書いたの

は、そのプログラムについての具体的な

仕事のほとんどは、青少年達が自らの手

で行っているからである。

　私は言葉もろくに話すことができず、

当然専門的に何かできるわけでもなかっ

た。しかしPARCの中では、不思議なこ

とにそこにいる意味を感じることができ

たのである。そこで学んだことは、当た

り前のことだと思われるかもしれない

1が、自分のできることを確実にそこです

1るということであった。PARCでは背伸

びをすることも、自分を過小評価するこ

とも求められていない。ただ今ある自分

の力を出すこと、それが全てなのである。

当然その際に、周りのメンバーは互いに

足りないところを補い合うことを忘れな

1いし、本人はその中で責任を持って担当

1した仕事に取り組む。そうした中で絶え

ず何かが生まれていく、PARCとはそう

いう空間であった。

　　カナダから帰国した今、私はカナダの

　メンバーがn本に招璃された際に知り合

　った多くの方たちに支えられて、沢111の

ことを勉強させてもらっている。また今

回の研修の参加も、資生堂の方々のご厚

意でこうして参加することができた。こ

　のように考えていくと、人と人との出会

いが生み出すものの大きさは本当に果て

　しないと感じずに入られない。今後もこ

　うした出会いを大切にしながら、自分に

は何ができるのかをいつも前向きに探し

　ていきたいと考えている。

　赤野さんは、大阪府立大学の学生さん

で、99年9月～10月の間、PARCで活動

を行ない、我々一行がPARCを訪問した

際に案内をしていただいた。
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2．トロントカソリック子ども援助協会
　　　（Catholic　children‘s　Aid　Society　Toronto）

訪問日時：1999年9月14日

所在地：オンタリオ州トロント

創設年：1893年
職員数：スタッフ402人　里親224家族

運営費：Ca＄55，902，808

ボランティア578人（1999．3．31現在）

q）歴史と特徴

　1893年、アンチダイアシーズという人に

よって創設された、

　昔から一・般市民がJ「・どものことに関心を

持っており、市民の活動がこの組織を作っ

たというのが特徴的な歴史である。

　1930年頃までは、ボランティアとして活

動していた．政府との関わりが始まったの

は、1920年頃からである。

　トロントの人llの約38％がカソリックを

信仰する人達であるcカソリックが基にな

ったということにはアイルランドからの移

民が多かったという理由がある。

　現在は、ポルトガル、南米、ホンジュラ

ス等からの移民が増え、カソリックの人ll

のllいF分は、アイルランド以外の移民達で

構成されている：・

　様々な国から移民してくる人がいるので、

文化の連いもある，それぞれの文化を尊重

し、なおかつていねいに対応してきた，

　新しい移民達は、移fi三して15年位なので、

まだ社会に馴染んでおらず、英語を話すわ

けでもない。また、自国の政府に対して不

信感を持っている人も多い、こういったこ

とを考慮し、クライエントとは長い時間を

かけて信頼関係を作るようにしてきた。

　CCASの理念として、家族をなるべく引き

離さずf’どものllヒ話をする、ということが

ある。r一どもを家族から離すということは、

問題解決の’つの方法ではあるが、新たな

問題を生むことにもなりかねないからであ

る，そのために、あらゆる努力をし、r一ど

もが家族と　・緒にft三むことができるように

している，この理念があるので、他のCAS

に比べると、Cどもを保護する率は低い。

～ MISSON　STATEMENT～（1986年制定）

For　the　LoveofChildren　The　Cathojic

カトリックCASの玄関 熱心にお話ししてくださるCCASのスタッフの方々
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C］iildren’s　Aid　Society　on　behalfof　the　Catholic

Community　is　conimitted　to　provide　Social

Ser、’ices　that　protect　chUdren　and　strengthen

Family　Life．

r一供を愛するが故に、CCASは、カソリック

のコミュニティーに代わって、子供の保護

と、家庭生活を強化するためにサービスを

提供する場である。

～ WE　VALしE～

Human　Dignity

The　Courage　and　Integrity　to　take　a　stand

Partnership　and　Teamwork　CulturaL　Racial

and　Individual　Differences　Professional
ExceUence

人間の尊厳

家族と一’緒になって仕事をしていくことを

奨励する。文化的、民族的、個人的な違い

を尊重する。

プロとしての意識を持ち、尊重するという

ことに価値（意義）を見いだす。

　1999年は、児敢福祉の改革のさなかで、

CCASは変化の中に巻き込まれている。

改革の内容は、一貫性を持たせるというこ

とである。具体的には全てのr一ども、家族

が同じようにサービスにアクセスできる条

件を整えると同時に、サービスの標準化を

進めることである。また、コミュニティー

の特徴は生かしていくということである。そ

して何よりもまず、子どもの安全を第一・に

考えている，そのために導人されたのが、リ

スクアセスメントモデルである。

しかし導入するにあたっては難しい点がた

くさんあった。どのような変化があり、そ

れに対応するには何が難しいか、どういう

点で苦労しているかを次に述べてみるc

（2）リスクアセスメントモデルの導人

リスクアセスメントによって、子どもに対

してのサービスの保証をする（品質保証）サ

ー
ビスの契約とクライエントに対しての適切

な保護などが課題となってきた。

　今までもサービスの質を保つという考え

がなかったわけではないが、はっきとりし

た形のものはなかった。政府の予算が、サ

ー ビスを受けている家庭にとって有効に使

われているかを確認する必要が出てきたの

で、それを計る手段が必要になったわけで

ある。そして、クライエント、親、家族が、

CCASのサービスに不満がある場合、どのよ

うにして苦情を訴えるのかということも示

さなければならない。

　今までは、全てのCASに対して、予算額

は同じであった。しかし、それでは不公平

なので、これからは、それぞれのCASが扱

った保護のケースの件数によってお金が支

払われることになった。ケースを数える方

法も、今まではオンタリオ州にあるMのCAS

でPtl　1’1に計算をしていたが、それを標準化

し、どこのCASでも同じ計算式で数えるよ

うになった。

　それから品質保証が強調されるようにな

ったのは、「accountab山ty」（説明責任）と

いう言葉が政府のキーワードになっている

からである。政府の予算が、iEしく使われ

ているかを政府がCASに直接関わってサー

ビスの内容を確認するようになった。また、

そのサービスの過程についてもチェックし

ている。

　サービスの結果については、政府が決め

たチェック項目がある。

例えば

エサービスを与えている子どもが、年齢相

　応の教育レベルに達しているか

②非行率が何％か
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3了Lどものリスクが減少しているか

④保護された子どもが、サービスの巾を何

　回移動しているか（移動が多いのは良く

　ない）

といったような項目がありチェックされる。

10年前までは、全ての焦点が身体的虐待へ

の対処に集中していたが、現在では、ネグ

レクトのケースの方が多くなっている。

（3）CCASのサービス理念への影響

　CCASでは、家族をなるべく・Jlき離さず子

どもの世話をするという理念を持ち活動し

てきたが、リスクアセスメントを導入する

と、早いタイミングで対応しなければなら

ず、ワーカーが、家族との長いつきあいの

中で信頼関係を作り、家族の情報を得てい

くという方法ができなくなる。そのため、ワ

ー カーが仕事のやり方を変えなければなら

ない。

工どのように文化の違いにていねいに対応

　するのか

　移民のパターンが変わり、様々な国の人

が集まってきているので、35種類の言語に

対応できるスタッフを揃えたり、特定の文

化背景の人への対応も学んできた。また、移

民してきた人の中には、A国の政府から迫

害を受けた人も多く、政府を信用しない場

合も多い。そのため、CCASとの信頼関係を

作るにも時間がかかる。リスクアセスメン

トを導入すると、時間をかけた対応ができ

ないので、今までのようにはできない。

2スタッフの移動

　リスクアセスメントを導入した結果、ス

タッフがあちこちに移動することになって

しまった。そして、新しいスタッフは様々

な変化に対応できるが、長年勤めてきたス

タッフは、変化にうまく対応できず、仕事

を辞めてしまう人が多くなった。

⑥記録をとる

　今までは書類を残すことより、まずサー

ビスを行うことを優先していた。リスクア

セスメントを導入すると、その都度すぐに

記録をとらなければならず、今までとは大

きくやり方が変わった。

　また、事務のコンピューター人力もすぐ

に行わなければならなくなった。

④新しいスタッフへのトレーニング

　リスクアセスメント導入にあたり、新し

いスタッフには事前にトレーニングを受け

ることが義務づけられた。このトレーニン

グが終わるまでは働くことができず、その

間は不足しているスタッフの分まで仕事を

しなければならない。そのためにスタッフ

同士がお互いに、協力しあい、互いに監督

するようにした。また、トレーナーを外部

からではなく、内部で育てていくようにし

た。今までに、4人のスーパーバイザーを

トレーナーとして育てあげた。そして、コ

ンピューターを使えるようにトレーニング

をする。

⑤トレーニングの内容

（i）学習

・ 子どもの保護に関わる仕事をするスタッ

　フのためのトレーニングは3日間である。

　約200人のスタッフがいるので、のべ600

　Elかかる。

・ それ以外のスタッフのためのトレーニン

　グは2日間である。（この改革の持つ意味

　についての勉強）

・ コミュニティーの人達（医者、教師、弁

　護上、等）のトレーニングは、半日であ
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る。（リスクアセスメントを導人し、どの

ように活用しようとしているのか。また、

そのための判断方法の勉強、等）このト

レーニングが終了するまでに3～4カ月

かかる。

（ii）品質管理に関する勉強

　実例の中、良かったもの、悪かったもの

をあげ、スーパーバイザ・一一の指導を受けな

がら理解していく。

（血）新しいスタッフのトレーニング

　トレーニングの日を指定し、他のCASの

新しいスタッフと一一緒にトレーニングを受

ける。しかしこの場合、指定日にトレーニ

ングを受けられないと、次の指定日まで何

もできず、現場に出るのが遅くなってしまう、

⑥技術の向上

　リスクアセスメントの多様なシステムは

コンピューターで処理をするため、その知

識を持つことを要求される。

　これについては政府の援助がないので、最

先端の設備を導人することができなかった。

また、コンピュー一ター化に素早く対応でき

る人が限られ、古いスタッフはなかなか対

応できない。このため短期間でのコンピュ

ー タ化は難しいのが現実である。

⑦どのように品質保証をしていくのか

　今までは技術向上のための訓練をすること、

クライエントへのサービスの一・貫性を図ること、

生産性を向上させる等を制度的に、保証・

管理するということができていなかった。今

後は、生産性、質を上げるということを考

えなければならない。

このような問題が大きくなった背景として、

過去にCASが関与していた子どもが死亡し

たことがあったcそれをメディアが取り．ヒ

げ、一般大衆が大変関心を持った、そして、

「Accou皿tabvaty」（説明責任）についてが言

われるようになった、従ってCCASでは、こ

れに答えるために、最低基準を決め、それ

を保証しなければならないのである。

（4）リスクアセスメントを導入して

①良かった点

（i）ワーカーの意見に対してチェック基準

ができ、それを記録にとることで、そのケ

ー スに対しての確認ができるようになった。

また、記録をとる際、判断材料として警察

や教師の意見も表記されるので、ワーカー

の意見だけでは判断できないようになって

いる。何より記録が標準化されたことで、品

質管理がしやすくなったc

（li）情緒的、精神的虐待のケースが増えて

きているといわれているが、法廷で証明さ

れるケースは少なかった。しかし、リスク

ァセスメントという新しい道具によって、判

断基準ができ証明できるようになった。

（山）ワーカーの記録は家族にも見る権利が

あるので、家族にとっても何を改善すれば

良いのかが分かり、家族を護る情報にもなり得

る。

②苦労している点

（1）400人のスタッフが、リスクアセスメントを

違和感なく使えるようになるには、トレーニング

を積んでいかなければならず現実としては難

しい。また、トレーニング中もサービスは行わ

なければならないので残業が増えた。不足し

ているスタッフを補充しようとしても、即、現場

に出られず、トレーニングが終了するまで待た

なければならない。

（iD　CCASの理念である、家族の・体化を維

持しながら、なおかつ子どもを保護するこ
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とも指示していかなければならないので、今

までのようなやり方ができなくなる。

価）政府は、リスクアセスメントを導入す

る事で、予算が削減できると考えていたよ

うだが、実際は、今までよりお金がかかる

ということが分かってきたようだ。

（iv）政府は、4つのCASをそのまま残すと

言っている。さらに、カソリックの人1－1の

割合は38％なので、選挙の時の影響力が大

きいのでないがしろにすると政権が執れな

い。しかし、4つのCASそれぞれの特徴が

なくなってしまうのではないかという懸念

は常に持っている。

（5）まとめ

　新しいことをこれだけ大きな規模で始め

るには、どれだけ労力を必要とするのかと

いうこと、そして、今、置かれている現状

を率直に話してくれたように思う。CCASの

「子どもは家族と・緒に」という理念、また、

その理念があるからこそできる対応、シス

テムは、残していってほしいと思った。日

本でも、家族へのサービスシステムが活発

になり、色々な機関が連係し、サービスを

提供できるようになると良いと思う。

　どんなに小さなことでも、今までやって

きたことを変えるというのは大変なエネル

ギーが必要である。しかし、子どもの立場

になり、子どもの幸せを考えたとき、改善

すべきことは多々ある。現場にいる私達の

一つ．一・つの小さな声や活動が、子ども達を

護るための第一・歩と思い、努力を惜しまな

い職員でありたいと改めて思った。

36

【参考資料】

．］．：運営費（1999．3．31）

〈総収人〉

　オンタリオ州

　カナダ政府

　Ilope　For　Children艮t団

　その他

Ca　S　54．088，366

　　　1．158，192

　　　293．354

　　　362．596

合計 Ca＄55．902．508

仔どもと家庭へのサービス費用〉

ケアサービス

給料・手当

専門的サービス

旅費

Ca　S　25．04L768

　　20358，246

　　　1，820，417

　　　1，351．697

個々の子どもへのサービス

健康またはそれに関するサービス

スペシャルプログラム

rは支援

885．386

510，496

334244

229．892

合計

〈管理費用〉

　給料・手当

　事務所の管理費

　家賃

　サービス案内

　職員のトレーニング

　2000年問題

Ca　＄50．532，146

Ca　＄3．119，556

　　1，334．401

　　1．104，169

　　　340，505

　　　212．027

　　　207．468

合計 Ca＄6，318，126

支1｝恰計 Ca＄56，850．272



2CCASのサービスの種類

・フ7ミリーカウンセリング

・フTミリーサポートサーピス

・ 　・時保‘護i

・ボランティアサービス

・ 心理学的サービス

・ 養F縁紐

・妊婦へのカウンセリング

・コミュニティーにいるr・ども達へのサマ

　ープログラム

・ r・ども達へのクリスマスプログラム

・他のコミュニティーサービスとの連絡

・ ドいヒ支援サービス等

31998年度サービス内容

＊サービス件数：2・t，・．182件

・ 短期サービス（問題解決法、適したサービ

　スの紹介など）：7．387件

・ 家庭へのサービス：6256件

・インケアサービス〔CCASの責任ド、法的

　に保護されたf一ども）：1、663件

・ 在宅でのr・どもへのサービス：9．176件

＊虐待件数（在宅でθ）ケア）

・ 性的虐待：17件

・
身f！ドrβj　i、≒ぞ戊：171f牛

＊虐待件数　（CCASのWと護）

・ 性的虐待：36f’1こ

・ 身体的虐待：169件

＊　養　 jl縁剤t　　（｝2ミr内　 ）　　　　：　　19f’1；

・養r一に人ったrどもが16歳以ヒになると

　本人の要求に応じて、生みの親について

　の情報を得ることができる，ユ998年度は

　687組が情報を得ている

CCASの担当者たちと通訳の菊池さん
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（資料①　オンタリオ州における子どもの保護のためのリスクアセスメントモデル（その1））

ケースの手続き 判定のポイント 時間的制限

通告・紹介

調査

アセスメント

サービス計画

　　　　判定　＃1
ケースは子ども保護サービス

開始要件を満たしているか？

　　　　判定　＃2
いつまでに対応しなければなら
ないか？

　　　　判定　＃4
子どもの保護の必要性は確認・

実証されたか？

　　　　判定　＃5
子どもに将来虐待・ネグレクト
が起きる危険性はあるか？

　　　　　判定　＃6

子どもと家庭のプラス面・

ズは何か？

　　　　　判定　＃7

子どもと家族が必要とするサー
ビス計画とは？

通告・照会があった時点でサービ
ス開始要件のアセスメントを行う

危険度に基づいて対応までの時間
を決定する

子どもと最初の面接時に安全性を
評価する

21日以内に、子どもの保護を要す
るか否かを決定する

21日以内にアセスメントおよびサ

ー ビスを実施する。（さらなる調
査を必要とする場合は、60日以内）

21日以内に計画が完了したら、60
日を遅れることなく再検討を行う

ケースマネージメント

いつ？

定期的なケースの再検討
家族の顕著な変化

（例　子どもを家庭に戻す

ことを考慮する）

再分類・移管・終結

　　　　判定　＃8
子どもと家族に求められる課題
は達成されたか～

判定

　　　　判定＃10
サービス提供の理由を変更すべ
きか？

　　　　判定＃11
サービス計画を修正すべきか？

最低6か月毎

（注）「海外の子ども虐待リスク・アセスメント・モデル」P　発行：日本子ども家庭総合研究所　より転載
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（資料②　オンタリオ州における子どもの保護のためのリスクアセスメント（その2））

　　　　　サービス開始要件
MCSS「子ども虐待基準」「子ども虐待ケース
に関する調査運営基’」が適応される

深刻さの度合い（注）

セクション 項目
きわめて

深刻である
深刻である

あまり

深刻で

はない

深刻で

はない

L意図的な
身体的・
性的危害

1．身体的罰・マルトリートメント ABCDE FGHIJ KL M

2残虐な扱い A B C D

3性的虐待 ABC DEF HI

4危害の脅威L監督不十分 A BC D E

1．監督不十分 A B C D2怠慢　・

不注意に
よる危害

2子どもの基本的ニーズに対する
　ネグレクト

A B C D

3子どもの身体的健康に対する養
育者の対応

AB C D E

4．子どもの精神的、情緒的、発達

上の問題に対する養育者の対応

A B
介
入
ラ
イ
ン

C D

鼠犯罪に及んだ12歳未満の子ども
に対する養育者の対応

A B C D

＆心理的危
害
4
遺
棄
・
分
離

L子どもの心理的危害もしくは心
理的危害を受けるリスクに対す
る養育者の対応

A BC D E

2大人同士の対立 ABC DE F G

1孤児・遺棄児となった子ども AB C DE F

a養育者と子どもとの間の衝突子
　どもの行動

A B C D

5養育者の
資質

1．養育者は虐待・ネグレクトを行

った前歴がある

ABC D E F

a養育者は子どもを保護すること
ができない

AB C D E

＆問題のある養育者 A B C D

4養育能力 A B C D

セクション 項目 格付けのない選択肢
6．カウンセリ

ングの要請

ABCDEF

7養子縁組 L養子縁組 1．ABCDEFGH

（注）深刻さの度合はAが一番深刻でアルファペット順に低くなる。
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2．1　公営のグループホーム

　　　（CCASのスタッフにより運営されているグループホーム）

訪問日時：tg99年9月14日

所在地：オンタリオ州トロント

利用対象：12～18才未満の子ども

職員数：22人（パート15名含む）

　CCASが経営しているグループホームは15

カ所あるが、そのうち1ホームはCCASのス

タッフが運営しているグループホームで、残

りの14ホームは里親が運営している、

スタ・ノブにより運営されている

グルーブホーム

　スタッフによ

り運営されてい

るグループホー

ムは、3交替制で

7：00～15：00、

15：00～23二〇〇、

23：00－－7：00の8

時閲勤務である：t

夜間でも受け入

れられる様に24

時問体制である，

このグループホ

ー ムは、心理
的・情緒的に問題があり治療を要する（薬を使

川する場合もある）様なeどもが利用してい

る。現在、グループホームには7名が生活し

ている。ここへの人所は、暫定的な期間なの

で、’ド均3～5カfJくらいである。学校は人所

前に通っていた学校か、グループホームの近

くへ通学している。また、トロントには10歳

以ドで性的虐待を受けた男r一のグループホー

ムがある、この種のグループホームは、トロ

ントに1ホームしかない。同じ境遇の’r一ども

のため、話せる環境ができたということであ

る。

（1）施設概要

　施設内には台所、洗濯室、ベットルーム、浴

室、トイレ、レクリエーションルームがある。

1精神的に不安定なt’どもがいるため台所

　の洗剤やナイフ、食べ物が入っている棚

　には’r一ども達とスタッフの安全を守るた

　めに鍵をかけるよう政府によって規制さ

　れている。

≧献、玩表は少なくとも2週間分を掲示するこ

　とも決められている，その献立に基づき、

　スタッフが食事を作る。f’ども達は料理

　をすることはなく、スタッフのT・伝いや

　献立を作るときに意見を言うこともある

　が、台所に．・人でいることは禁1ヒされて

　いる。異なった文化や宗教のrども達が

　入所した場合、白分の文化や宗教に合っ

　た食事を摂ることが11r能である，

3’ 洗濯や衣服の管理は基本的にはr一ども1’1

　身で行い、スタッフが手伝いもする。

1ベッドルームは2人ずつ使用する、地下

　にあるレクリエーションルームは、政府

　より要請があれば緊急で入れる様ベッド

　が川意してある．

（2）プログラム

　人所しているr一ども達には規制があり、

消灯時間は1．1曜から木曜Hが21時’トで、

金’ll曜日が22時’巳外出時間は日曜から

木曜llが21時まで、金Eヒ曜1．｜が22時まで。

電話はU曜から木曜Hが21時までで、金・

ヒ曜llは22時までとなっている。また、2目
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問のオリエンテーションを行い、ワーカ

ー・ liflj親等の限られたところのみ電話がで

きることになっている、

PROGRAM　OUTL工NE
　　BEI）．「1氏1E

SLI‘1．－11u「、　　りJ30prn

Frl　Su［　　1C1：30pm

　　　Pll《）NE
lt川　1「h【”㌧《lut三｜1　　9；｛M）pm

l’1i－Sllt　川」1：‘【　　“レ：【［（［P11）

　　CtTRFE．N、
SLM　Thu‘’、　9：〔M，pm

F＄’1．SUI　　10：IK）Ptn

ス記録の中にどうして参加できなかったか

を記録しなければならない，ケアについて

のミーティングは定期的に行われている

が、r一どもが1’1分の権利が護られていない

と感じたら発1言できる、これらすべて、f’

どもに関する情報を月に・度コンピュータ

ー に人力し、CCASからのチェックをうけ

る。　子どもからの苦情をソーシャルワーカ

ー が受け取り、対処している，入所してい

るf一どもが外出し、戻って来ない場合は、

24時間以内に警察・政府の省庁担当者・

CCA．Sに連絡しなければならない。

里親により運営されているグループホーム

（3）職務・ケアに関すること

　スタッフオフィスには、子どもに関する

ファイルが有りそこには医療関係・家族の

情報・法廷に関する情報・ケアを受けたこと

があれば過去の履歴全部が記人されている。

　ll常生活においてもいつ電話をしたか、

外出をしたか、薬を服用した場合等、ll

付・時間を詳しく記録に残さなくてはなら

ない。入所時には、f・どもの権利が書かれ

ている権利に関するガイドブックを与え、

説明をする義務がある。また、親にも説明

しなくてはならない。そのため、定期的に

子どもの権利が護られているか見直すこと

が大切である。ケアのプランはスタッフだ

けでなく子どもも一緒に立てている。ケア

のプラン作成時に参加できない場合はケー
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2．2　里親によるグループホーム

［　訪問日時：1999年9月14日

　所在地1オンタリオ州トロント市 ／

　CCASでは、家庭的雰囲気の中で過ごす

ことを勧めているので、この様な形でケア

を行っている。今回お会いした里親のカル

ビンさんとローザさんはトレーニングを良

く受け、知識も豊富でとにかく子どものこ

とを良く考え、．一所懸命面倒を見ている。

また、たくさんのスタッフが必要な業務で

も、里親夫婦だけで行っている。このグル

ー プホームには、現在6名の子どもが生活

をしているが、皆表情も明るく、楽しそう

であった。

（1）施設概要

　建物はCCASで購入し、家具は里親が買

い揃えていた。中には、台所・トイレ・浴

室・ベッドルーム・マスターベッドルー

ム・レクリエーションルーム・ゲストルー

ムがある。

’

r，ベッドルームは1つの部屋に2名入る。各

　部屋に子ども専用の電話が有り、使用で

　きる様になっている。

？‘トイレ・浴室は共同で使用している。

③マスターベッドルームは、ケアを行って

　いる夫婦の部屋で、子ども達と同じ2階

　にある。

！グループホームは18歳で出なけばならな

　いが、アパートを借りることができない等

　の理山で住むところがない場合、条件が

　整うまで居住可能なように地．ドにあるレ

　クリエーションルームを、現在改築中で

　ある。

豆ゲストルームは人所しているr・どもの友

達が来た場合、面会や宿泊ができる様に

　なっている。

（2）職務・ケアに関すること

　トロントでのグループホームは、男女別

に処遇しているところが多い。このグルー

プホームでは里親がCCASと22年間関わり

を持っているが、その間男子と関わったの

は数人で、その他は全部女子である。ケア

を受けている子どもが、高校で優秀な成績

を修めた場合は、企業や銀行がサポートす

る奨学金制度がある。子ども達が夢を持て

る様なサポートをしてくれるのは、本当に

素晴らしいことである。

　里親夫婦が休1．1を取りたい場合は交替要

員が子どものケアをする。通常の運営で大

きな問題があって、職員が更に必要な場合

にはCCASが交替要因を探し、ケアをしてく

れるワーカーを雇用し、施設を支援するシ

ステムになっている。特徴的なこととして、

子どもの部屋をチョット拝則

このグループホ

ー ムに住んでい

たチども達がケ

アする側にまわ

ることもある。

彼らは、CCAS
がトレーニング

を実施後雇用さ

れる◇かつて住

んでいた頃に受

けたサービスに

対する恩返し的
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な考えが根底にある（費用はCCASが支払

う）。また、交替要貝確保のための’封前トレ

ー ニングを実施しておくケースもある。

　このグループホームには、里親の他にワ

ー カーが配属されている。その中の・人、

ヘレンさんは勤務時聞が決まっていて仕事

が終われば家に戻るが、助けが必要であれ

ば戻ってきてくれるeヘレンさんはCCAS

の職務中だけではなく、里親の要望があれ

ば、いつでも支援できるようにしていると

いう。

　里親には2人の子どもがいるが、親子関

係が悪くならない様にするためにヘレンさ

んの存在がとても大切である。自分の子ど

もとコミュニケーションをとることをない

がしろにしないための制度として交替要員

がいて、家族で｛“かけられる様にしている。

ヘレンさんも、1艮．親の子どもの誕生Uにカ

ー ドを送るなどして、f’ども達が常に1’1分

が大切にされていると思える様な配慮をし

ているということである。

　グループホームで大切にしていることは

”・lillにコミュニケーションをとることであ

り、定期的にミーティングをしている。喧

嘩をした時は、IEめて部屋に戻し、落ち着

いたところで話し合いをするc

（3）感想・まとめ

　スタッフが運営しているグループホーム

と、里親によるグループホームとでは、同

じくCCASによるものであるが、雰囲気も

形態も異なっていた。両方のグループホー

ムも職員の専門性と人間性による特徴がそ

れぞれにあると感じた。

い英語を駆使して探し求めたあの人。予定外の

買い物を思わずしてしまった普段はクールなあ

の人．”ROOTS’は真面目でハードな研修中

のちょっとした気分転換になってくれた。

る○○
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3．バショウ青少年家庭センター
　　（Batshow　Youth　and　Family　Centres）

訪問日時：tg99年9月20日

運営費：Ca＄5，000万

所在地：ケベック州モントリオール

職員数：†．000人

サービスのクライエント：1日　2、500人

マイケルガドマンさんによる講議

　ケベック州において、虐待・ネグレクト

さらに非行に対するサービスはユースセン

ターが担い、ユースセンターの数は17カ所

であるeケベック州では、過半数以上の人々

がフランス語を母国語としているが、この

モントリオールでは英語を話す人口も多く

なっている。モントリオールには、英語系

とフランス語系のユースセンターがあり、バ

ショウは英語で対応するユー一一スセンターで

ある。任務は四つの法律で決定されている。

①州法の健康社会サービス法（ヘルスアン

ドソーシャルサービスアクト）

②州法の青少年保護法（ユースプロテクシ

ョンアクト）

③州法の養子縁組（アダプションアクト）に

関わる法律

④連邦の法律で少年非行法（ヤングオフェ

ンダーズアクト）。サービスで一番多いのが

青少年保護法であり、子ども達は、青少年

保護法もしくは少年非行法のいずれかの法

律の下でサービスをうけている。

　ヒ記四つの法律は20年前から制定されて

いるが、一般市民はどういう時に子どもの

保護が必要であるか理解がうすく、昨年

9，000件の相談件数の内、調査後に保護が必

要であった件数は3，817件であった。

（1）バショウユースセンターの活動

　バショウには一日中電話相談を受けるシ

ステムがある。インテークの際注意するこ

ととして、①秘密保持②通告内容の信巡性

（親権確保のために相手の悪口を言う）など

がある。なお、専門職にはオンタリ才州と

同じように「通告の義務」があり、それを

犯すと罰則が課せられる。

　インテークの段階では、「コード1」・「コ

ー ド2」・「コード3」を適用するための判

断基準がある。

・ 「コード1」は、1時間以内に調査を入れる。

　主に乳幼児の場合。

・ 「コード2」は、24時間以内に調査する。主

　に5～7歳の子どもが危険な状態にある場合。

・ 「コード3」は、調査員が、4日以内に派遺さ

　れる。例えば15歳の子どもが不登校の場合

　など。

　インテーク終了後、コードがつけられると

調査を専門とする人にケースが送られ、調査

と、評価が行われる（特に子どもが小さい場

合は、専門とする看護婦を引率する）。家に調
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査員が入り状況を調べるが段階にはりある。

i「段階1」は、具体的に身体的虐i待があっ

　たという疑わしい場合、そのことを裏付け

　ることがあったかを調査する、

2「段階2」はr一どもが危険なLSi’場かを判断

　する。法律のドでは子どもを保護する権限

　が与えられており、裁判所の許可なしで．r一

　どもを24時間までは保護できる，また、調

　査をしている間ワーカーはr一どもが家にい

　て安全かを判断しなければならない。

；｛．「段階3」は、親の能力を判断する。

　1二記のことから集められた事実と通報内容

　の再確認を行い、バショウが介人すべきか

　を判断する。

（2）介人を決定する判断

　「親が子どもに危険であると認知した場

合」と「子どもが危険な状態におちいった

状況を親が理解し、親に改善する能力があ

る場合」には親に状況を改善をするよう同

意を求めるしかし、バショウが親に改善す

る力がないと判断した場合には裁判にもち

かける。

（3）再審査（Review）…オリエンテーショ

　　　　　　　　　　　ンテーブル

　再審査では、圓的とn標が明確に親とサー

ビスする側にも理解されていなければならな

い。また、はっきりとした日標を立てること

が大切であり、ケースの見直しをする段階で

担’li者以外の人が実際に、プランが効力を発

揮しているかをチェックする。そのプログラ

ムにケベック独flの「オリエンテーションテ

ー ブル」がある。これは、本人・家族・ソー

シャルワーカー・fどもの成長に垂要だと思

われる関係者は誰でも参加でき、プランを見

直す担当者が司会・議長になってr・どもの安

全・目標達成度を検討する会議である。例え

ば、あるケースについて終rするか継続する

かを判断し、仮に終rできない場合には法廷

に戻る。

（4）その他

　北米の児童福祉の考え方として参考になる

ものとして、ゴールドシュタイン博．七の少年

非行の研究から開発された「Anger　Rep匂cem

・ent　TrahU皿g」（行動を沈めて怒りの爆発を

押さえるための治療法）や「Empathy　Replac

－ement　Traini　lg」（殺人を犯した青年に被害

者の痛みを理解させるために加害者と被害者

σ）役割を置き換えて考えさせる治療法）など

が紹介された，

（5）まとめ・感想

　オンタリオ州とケベック州を比較して共通

することは「リスクアセスメント」が導入さ

れていることであり、職員が瞬時に対応する

システムも整っていることに驚かされた。ま

た、ケベック州では「オリエンテーションテ

ー プル」が実施されており強い権利擁護への

取り組みを見ることができた。

　マイケルガドマンさんには臨床に関する専

門的な話や、カナダで実際に起きた’＃件が青

少年保護法ではどの場合適川されるかなどに

ついて細かな説明を受けた。

　反省点として、英語系とフランス語系のユ

ー スセンターの特徴や、ケベック州のグルー

プホームとユースセンターの関わり、トロン

トCASのようにボランティアの具体的な援助

活動、ファミリーリソースセンターに相当す

るユースセンターの細かなプログラムについ

ては不明のまま終えてしまった。

　最後に、最高裁では「1J：どもの権利」の方

が「親の権利」より優先する。仮に「親の権

利」をとったとしてもケベックの精神は「］・
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どもの権利」を尊重する。

銘を受けた。

このことに深い感

バショウ正面玄関

バショウユースセンターの入口
青緑色は“希望”を、子どもの頭は‘L太陽”のような

子どもの明るい将采を示している。
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元イギリス系の小学校の校舎にバショウユースセン

ターが入っていた＝



THEYOUTH　PROTECTION　SYSTEM　児童保護システム

医者による家庭訪問・専門家・

親族からの通報など

MediCal：Home　Visits

Col［ateral　Contacts　etc

　　　　　　　　！
　調査・報告

　　　　　　　　　◎インテークの調査で「コード1」

　　　　　　　　　　「コード2」「コード3」を判定する

児童は危険な状態にない

　　　　終了
　　Child　not　at　Risk

　　　　Close

」－．7－7「
　　　　　　　　　　　I
　　　　　tntake

児童は危険な状態にある

　　Chitd　at　Risk

児童が危険な状態で

なくなった場合、他の

機関等に照会

Child　no　longer

at　Risk　Refer

家庭裁判所による

暫定措置の判定

　Youth　Court

　　Seizure

　　　　　措置また。指。。督　tw、、。。。、，　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　PlaCement　or　Social　Follow－up　　　　　Voluntaly　Measures

1提訴または措置認可

　　　　1

　　　　1 1

1提訴却下・ケース終了‘

　Petition　not　Granted

　　　Caseαosed
ケースを処遇サービスへ移行l

　　Case　transferred　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　‘　　　to　Treatment　　l

◎再審査でオリエン

ケース再審査

Case　Review

テーションテーブ

ル会議を行う

　　　　終了

　　　　　　　　　　　『「竺」　　＿⊥竺＿」
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3．1　バショウ青少年家庭センター　プレポストァンドシ・一ブリッジキャン・《ス

　　　（Bashow　Youth　and　Family　Centres　Prevost　and　Shawbridge　Campus）

訪問臼時：1999年9月21日

所在地：ケベック州モントリオール

施設種別：教育的・社会的更生施設

定　　員：80名

、

ノ

バショウフレポストキャンバス

（1）施設概要

　L800エーカーの敷地には、岩登りゃクロ

スカントリー等のレクリエーションも行わ

れるという岩肌も見えるなだらかな山もあ

り、10．000Ptのクリスマスツリー用のもみの

木もある（農作業σ）ワークプログラムで育

てて売っている）。T一人れの行き届いた芝生

がひろがり、色づき始めたメイプルツリー

等の木々に囲まれ、数個の外観の違う一・戸

建の建物（オープンユニット）、高いフェン

スで囲まれた庭付きの建物（閉鎖ユニット）、

学校、体育館、グラウンド（野球、フットボ

ー ル、サッカー場）、ボーリングをする施設、

バレーボールコート、屋根付のアイスホッ

ケーのリンク、プール、チャペルなどが点

在していたtt

　この施設は、英語を母語（第言語）とする

f’どもたちを対象にしており、少年非行法

（yo，x）に基づいて措置されてくるf一どもた

ちや青少年保護法（YPA）に基づいて措置さ

れてくる1：どもたちが、5つのオープンユニ

ット（鍵はかけていない）と1つのユニット

（鍵をかけている）で生活している、］つのユ

ニットに12人、全体で80人まで入れるが、今

は・杯ではない。オープンのユニットは、

YPAのもとで措置されたr・ども（裁判所を通

してくることが多く任意でくることはまれ）

が7割、YOAのもとで措｛日されたr一どもが3

割人所している。

　ここには、行動面で深刻な問題を抱えた

f一どもたち、売春、薬物中毒、アルコール

中毒など社会や白分に対して危険だと思わ

れるr一どもたちが来るが、問題を起こした

r一どもたちがすべてここに来るのではなく、

ほとんどのf一どもたちは、町のグループホ

ー ムでサービスを受ける，YOAのもとで措

置されるf’どもでも危険がないと判断され

たときは、グループホームに措置されるこ

ともある。ここでプログラムを受け更生し

ても、徐々に社会に人っていくための人間

ントトレーニング）の一場面
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関係を築かなければならない環境にあるr

どもたちは、町のグループホームにはいっ

て、次に家に帰るという段階を踏むことも

ある。

　YOAでここに来る子どもたちは、連邦レ

ベルの刑法のもとで有罪になったr」どもた

ちである。大人が罪を犯した場合と18歳末

満が罪を犯した場合では、有罪になったと

き服役する期間が違う。大人が重大な罪（傷

害、殺人、強姦、誘拐など）を犯した場合は、

25年から終身刑が・般的だが、18歳末満の

場合は、同じ罪を犯しても収容する期聞は、

最高5年まで、そのうち3年がここのような

施設で生活し、残りの2年は保護観察のもと

におかれてコミュニティで生活する。かな

り厳しい保護観察のもとにおかれ、少しで

も罪を犯すことがあれば、また、2年間施設

にもどることになるcここの施設には、有

罪でも刑が1年までというr一どもたちしかい

ない。深刻な罪を犯したf一どもたちは、こ

こよりももっとセキュリティの厳しいとこ

ろで生活している。

　ここに人所するときには、ケアのプラン

（lntervention　Pian）を子ども、親、ソーシ

ャルワーカー、チャイルドケアワーカーが

一・ 緒になってたてる。そのとき、全貝がそ

の計1由iに1司意し署名することが必要。人所

後は、r一どもたちの現況について、ソーシ

ャルワーカーが関係機関に定期的に報告し

なければならない。特に罪を犯して法廷で

ここで生活するように命令を受けたf’ども

たちは裁判所にそれを報告しなければなら

ない。

　ここでは、r一どもたちの基本的なニーズ

を満たすことが大事なことで、ニーズがあ

れば臨床を担当する人と一緒になってr一ど

もたちやその家族とケアのプランに携わっ

ていく．r一どもだけの対処で家族を伴わな

ければ、せっかく子どもが更生してもまた

同じ問題を起こして戻ってきてしまう確率

が非常に高いと考えられるので、家族を一

つの統合体ととらえて対応するようにして

いる。そうすると家族がf’どもに対してサ

ポートできる体制ができるようになる。モ

ントリオールの1町からここまでは、週に2

回、家族のための無料バスが出ているが、都

合の悪い場合は違うllに来ることもできる。

キャンパスを出てすぐそばに1軒家（4つの

ベッドルームがある）があり、そこで子ども

と家族が2～31十緒に生活ができるように

なっている。そこに、ここからソーシャル

ワーカーが行って’f・どもや家族に対応する

というプログラムもある、ここをll］て家庭

に戻る前にこの家で何日か過ごすというこ

とをしながら最終的には家に戻るというこ

とをしている。その家は無料で利用でき、食

べ物もすべて無料である。

！1男鎖ユニ・ソト

　建物の周りには、高いフェンスがあり、出

入り日は、しっかりと鍵がかかっており、部

屋にも鍵がかかるようになっている（23時半

から7時半）。非常事態、例えば火災が発生

した場合などは、電磁システムを使って鍵

はいっせいに開けられて裏庭までは出るこ

とができるよう

になっているが、

フェンスからは

出られない。子

どもの部屋は、

鍵のかかる4畳く

らいの広さの個

室でベッドと固

定された机とい

すがある。同じ

建物の中に学校

ARTのためのプログラム援助技術もある。
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　1つのユニットで12人が生活している。こ

こには、情緒的な問題のある子どももいるが、

精神的に難かしい問題を抱えた子どもはいな

い。スタッフは8人。朝の7時’トから15時半、

15時半から23時半、23時半から7時半の3交替

で勤務している。常に3人のスタッフがいる

が、部屋に鍵をかけているときは1人。

⑫オープンユニット

　民家のような1戸建て（地112ua地．ド1階）で

最高12人まで住むことができる。すべての

階に非常1」があり、鍵はかかっていない。基

本的には個室だが2人部屋も2つある。部屋

にも鍵はかけない。暖炉のあるリビングル

ー ムには、ソファーがありテレビゲームな

ども楽しめるようになっている。台所も整

備されており、朝食や午後のおやつは、ユ

ニットで作る。週末には、家に帰って家族

と過ごすということをしており家に帰る7一

どもが多いので、残っている子どもたちは、

材料を注文して食べたい料理をユニットで

作る。地下には、卓球台やビリヤード台な

どの遊具もある。子どもがしなければなら

ないことをしなかったり、興奮していると

きに、人って心を静める部屋がある（反省室

ではない｝。スタッフは、6．5人、勤務のシフ

トは、閉鎖施設と同じだが、常にいるスタ

ッフの数は2人e

　ここの学校は、高校で、モントリオール

の他の高校と変わらないが、1クラスは、先

生1人に生徒が4人。

　向活訓練をする部屋（調理室）、職業訓練

をする部屋（木工室、機械訓練室：自動車の

修理）などがあり、このプログラムは何か技

能を身につけたい人が希望で受けられる。

ART（Aggress…on　Replacement　Training）

をする部屋もある。

（2）プログラム内容
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　90年前に、この施設をオープンしたとき

は、農場がメインで、酪農、農作業を通じて、

子どもたちを更生させるプログラムがあった

が、時の経過とともに子どもたちの教育がも

っとも重要ということになり大改革がなされ、

農作業から学校へという変化が起きて、今は

農作業も一部やりながら学校で勉強するとい

うことが主となった。

　ここでは、チャイルドワーカーやスーパ

ー バイザーやプログラムマネージャーがプ

ログラムを運営している。特に最近目立っ

て多いのが暴力であり、これをコントロー

ルするプログラムとして、Aggression

Replacement　Training（ART）を取り入れ

ている。これは、Arnold　P　Goldstein（ニュ

ー ヨーク州σ）出身の学者）のプログラムで非

行を犯す少年で特に暴力的になる子どもた

ちに有効なプログラムで、（普通の学校でも

暴力的な子どもたちに対応できる）このトレ

ー ニングを親も理解することにより生活が

前よりもずっとしやすくなったという報告

があった。アメリカやヨーロッパの国々で

もこのプログラムを採用しているところは

多く、10代だけでなくもっと小さな子ども

にも適応できる。

Aggression　Replacement　Training（ART）

（1）ARTの3つの基本的な要素について

　①問題行動に関すること

　ソーシャルスキルといわれる社会の中で

人間関係を築くために必要な技能を教えて

いくためにソーシャルスキルがある。子ど

もたちは、反社会的な行動を起こしたため

にここに来るのだから、社会に対して肯定

的な行動に変えられるようにする。この中

には50のスキルがあるが、必要なものを年

齢に応じて教えていく。具体的には、まず、

一・ 番最初にやることは、人の話を上の空で



聞くのではなくて、相手のHを見ながら聞

くという訓練。そして、相手が何を言って

いるかということを理解し、なおかつ今度

は自分の意見を言う番になったと思ったら、

それに対して意見が言えるようにする。ケ

ンカをしないようにするスキル、苦情があ

るときは適切な手続きを経て苦情が言える

うになるスキル、肖分の権利をきちんと主

張できるスキルなどを教える。相手の気持

ちを分かる、相手の立場にたってものを考

えられるようになる、あるいは他人を助け

るという様なこともここでは教えていく。

　②情緒的な問題

　一番の問題は、怒りが出てきたときにそ

れをどうコントロールするか、抑制するか

ということ。通常、人問（子どもだけでな

く大人も）は、怒りが込み一ヒげてくると外

から見て分かる。歯を食いしばったり、こ

ぶしを握ったり、その結果、最終的な行動

として何かを殴るという行動に出る。身体

的サインが出たときに実際殴るまでに考え

るというプロセスを教える。そして、殴る

のではなく他の行動におきかえるというこ

とを考えさせる。

　③モラルに関しての価値体系

　モラルの価値について理由を論理だてて

考えるということをする。どういう訓練を

するかというと）f’どもたちをグループにし

て1つの状況を与える。Aを取るかBを取る

かというジレンマのシナリオをあたえ、そ

こでモラルの価値体系の高い人、低い人が

いろいろな意見を言いながら議論する。そ

して、どんどんシナリオを深刻な状況に追

い込んでいく。そうすると悪い事でも最初

は簡単にやると言っていた人もだんだんま

ずいかなと考えるようになっていく。こう

いう形でモラルの価値体系に対するトレー

ニングをしていく。

（2）ARTプログラムを運営する4つの基本

①モデリング

　社会的な技能を身につけるときに、何が

　適切なやり方なのかモデルを見せる。

②ロールプレイ

　グループの中で、ある状況を与えて、こ

　ういう時にどうしたらよいのかをロール

　プレイしながら教える。この場合は、架

　空の状況を与えるのではなくて、日常的

　にソーシャルワーカーや家族との関わり

　でどんなことがあるのかを書くシートが

　あり、それにもとついてトレーニングし

　ていく。全部でlo週間トレーニングをす1

　る。1週問を3つのセッションに分けて41

　時間トレーニングする。シートは、文字

　の読めない子どもにも、文字の変わりに

　絵がかいてあり、絵を見てチェックして

　いくようになっている、

③パフ才一マンスフイードバック

　プログラムを行っていくときにうまくい

　ったらよく褒める。うまくいかないとき

　は無視してしまう。肯定的なブイードバ

　ックをすることを基本にしている。

ヨ）トランスファートレーニング

　ここでいくらトレーニングしても実際外

　に出たときに使えなければ意味がないの

　で、家に帰っても社会にもどっても使え

　るトレーニングをする。保護者やソーシ

　ャルワーカーなどその’r一どもにかかわる

　人に対して、家や社会に戻ったときに引

　き続き生活指導ができるようにトレーニ

　ングをする。最初は別々にトレーニング

　しながら最後は・緒にトレーニングする

　形をとる。例えば、親が子どもの役をや

　り子どもが親の役をやリロールプレイを

　行う。お互いに子どものUから見たらど
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うなっているのか、親のHから見たらど

うなっているのかをわからせる，

（3）YOAとYPAのプログラムのちがいに

ついて

　入った時にたてる介入計画の手続きは同

じだが、自分がどれだけ責任をもって生活

するかという責任の取り方が違う。YPAの

子どもたちは、自分で自分の生活ができる

ように安全になればなるほど自分で責任が

取れるようになる。YOAの子どもたちは、

他人に対して危害を加えないような形で、責

任は本人よりは施設で規定（規則が厳しい）

する。社会に出て行くときもYPAの場合は

社会に出てもその子どもが安全かどうかと

いう観点でプログラムを組むが、YOAの方

はIHて行ったときコミュニティーが安全で

あるかどうかという観点でプログラムを組

むという違いがある。もう一つの違いは、裁

判所から1年以内に更正しなさいと言われて

来た場合、YOAの場合は、期闘がくれば更

正していなくても出られるが、YPAの場合

は、1年が過ぎても目標どおりいっていない

場合、裁判所に、延長を願い出ることがで

きる。また、予定の期間よりも前にプログ

ラムを完了して更生した場合には、早い時

期に法廷に「出たい」と申請することができる。

（4）まとめ・感想

　ここは、モントリオール郊外の自然の豊

かな場所にあり、日本の児童自立支援施設

の．一角に少年院があるようなものだった。特
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にオープンユニットは家庭的な暖かい雰囲

気もあり、小舎制の児童白立支援施設とと

てもよく似ていた。そこで働く人たちの悩

みやf’どもに対する思いも似たものがあり、

とても親しみを感じ、学ぷことも多かった。

私の施設も教養院から児童自立支援施設に

変わり、まだ試行錯誤の段階にあるが、こ

こで入所の時に作られる「lntervetion　Plan」

は、H立支援計画書の参考になるものであ

り、ARTプログラムは、口本でも最近“キ

レル”子どもたちが問題になっているので

そのようなf一どもたちに大変有効なプログ

ラムではないかと思った。また、家族を含

めたプログラムが充実していることや直接

家に帰せないf・どもは町のグループホーム

を利用することができること、スタッフの

数や専門牲、施設の設備などもカナダに見

習うべきものが多いことを実感した。

　この研修では、子どもの権利擁護につい

て、いろいろと学んできたが、ここで、実

際に日本と同じような施設で子どもたちの

権利がどのように護られているかも知るこ

とができ、n本で同じような子どもたちに

サービスを提供している側の1人として、施

設の中でのt’どもの権利についても見直し

てみたいと思った。

（カナダは、喫煙者に関しては厳しい国のよ

うでしたが、親の許itlがあれば14歳から、16

歳からは自分の判断で喫煙することができる

ということで、閉鎖のユニットでも日課の中

にスモーキングタイムがあるのには驚いた。）



4．その他のサービス機関

4．1　シラップス・ユースセンター

　　　（SylapPs　Youth　Centre）

　訪問日時：1999年9月16日

　所在地：オンタリオ州トロント

　施設種別：非行や精神的に深刻な問題のある子どもの保護・教育・更生施設

　運　　営：州政府

　定　　員：85名

、職員数：約220名（パート含む）

シラ・ンブスユースセンター

q）カナダの少年非行法

　　（Young　Offender’s　Act）

　カナダの少年非行法における少年とは12

歳以・ヒ18歳未満の者である。12歳未満は刑

事責任がなく、18歳以1二は成人である。

　オンタリオ州では、少年裁判所（Provinci

－al　Court．Youth　Division）では16歳未満

の少年を扱い（フェイズ1）、16～17歳の少

年は成人向けの州裁判所で「少年非行法」の

適用を受けながら裁判を受ける（フェイズ

n）。16歳で区分けするのは、オンタリオ州

独白である。（少年裁判所は州レベルの裁判

所であり、軽罪・重罪双方を扱い、審理手

続きは基本的に軽罪の手続きであり、単独

裁判官の審理である。一方成人の場合には

軽罪は州裁判所の管轄で、重罪は高位裁判

所の管轄であり、陪審手続きを選ぶことも

できる。）

　なお、成人裁判所への移送（重罪の場合）

は14歳以ヒで可能である。

有罪であると決定した時いろいろな措置が

ある。

　・ここのような施設に措置する

　・グループホームのような鍵のかからな

　　いところ（open　custody）に措1茂する

　・罰金を科せる（通常はt’どもに罰金を科

　　せることはしないが）

　・コミュニティで仕事をさせる

　・家に住んでも良いが時々観察官の監督、

　　保護を受ける

　以lr．のものを剤【み合わせて使うこともあ

り、裁判によっては、期間も違ってくる。

　少年が罪を犯した場合の服役は最高10年

までで（意図的に殺人を犯した場合）、例え

ば、最大10年の服役が決まったとき時、こ

こで5年間暮らして、後の5年閻は、グルー

プホームでコミュニティにでながら、保護

観察のもとで生活をするといったような組

み合わせがある。あまりにもひどい犯罪の

場合は、少年法の範囲ではなく、大人の裁

判所に送ることもある。そうなると成人に

科せられる刑罰が少年に科せられる場合も

あるが、そういうケースは、最低でも14歳
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を越えていなければならない。

（2）施設概要

　ここは、フエイズ1のfどもたちを対象

とするオンタリオ州立の施設で、非行、罪

を犯したf一どもたちを対象としたプログラ

ムが2つとメンタルヘルスの問題を抱えた

子どもたちを対象としたプログラムが1つ

ある。

　オンタリオ州の中にこのような施設は、こ

こと同規模の施設が他に1つ（男子のみ）、10

人から20人くらい収容できる小さい施設が

12カ所ある。これらの施設のうち5カ所を政

府が運営している。残りは、政府が費用を

出し、民間が運営している。

　ここには、8つのユニットがあるが、入所

者減のために1つのユニットは、閉鎖して1

年になり、現在は、7つのユニット（Detention

が2つ、Custodyが3つ、　Treatmentが2つ）が

機能している。ここに収容できる子どもの

数は、72人、現在閉鎖しているユニットを

開けて、どのユニットも最大入れると、85

人まで収容できる。

　Detentionの場合は、男女は同じユニット

で、女子の数は増えたり減ったりしている。

Treatmentの方も、男女は同じユニットで、

男女の割合は半分半分。Custodyでは、男女

は別々で、女子のユニットが1つ、男子のユ

ニットが2つある。

　1つのユニットで10人から13人のf’どもた

ちが生活している。そして、12人のフルタ

イムのスタッフが12時間シフトで、朝7時か

ら夜11時までは通常2人のスタッフ、夜11時

から朝7時までは部屋に鍵をかけているので

スタッフは1人。別に、4人のスタッフがユ

ニットに関係なく施設内を巡回している。

　ここの施設全体のスタッフは、パートタ

イムを含めて220人。スタッフの職種は、ソ

ー シャルワーカー、心理学者（昔ほどはい

ないが）、精神科医が2人、ユースワーカー、

（ほとんどσ）人が、大学で心理学を専攻した

人か、コミュニティカレッジでチャイルド

ユースワーカーの資格を取った人か、更生

のワーカーの資格を取った人）、看護婦（朝

7時半から夜10時’rまで毎11D、調理、清掃、

保繕、経理を担当する入、学校関係の人な

ど。直接f’どもたちにかかわるスタッフの

男女比は、男性が6割、女性が4割。以前は、

男性が7割、女性が3割だった。

（3）プログラムについて

①YOA（Young　Offender’s　Act）

　Detention法廷に行く前（裁判までの間）通

　　　　　　常長くても3カ月くらいだが、裁

　　　　　　判が長くなればそれ以上になる。

Custody　法廷で有罪が決まりその結果

　　　　　短くて3カ月長くて5年くらい。

　　　　　　（平均9カ月から1年くらい）

2’

Mental　Health　Treatment

　罪を犯したわけではないが、深刻な精神

的問題をかかえている子どもたち（平均1年

半から2年くらい）

　自分もしくは他人を傷つける危険性の高い

子どもたちで、特に自分を傷つける危険性の

高いFどもたち。明らかに精神的に問題があ

シラプスユースセンター外観
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ると診断されたr一どもたち。ここ以外では対

応する場所がないとされた子どもたち。

DetentionやCustodyのプログラムについて

　Custodyについては、後述するメンタル

‘ヘルスプログラムとおなじようなプログラ

ムを用意している。

　Detentionの場合は、、裁判で判決が出る

前で、まだ有罪になっていないので、被害

者の心を理解するというプログラムはでき

ない。また、ここにいる期間が短いので、

人が入れ替わることも多く、信頼関係のあ

るグループができないので、グループセラ

ピーもここではできない。

メンタルヘルスのプログラムについて

　個人個人の診断の内容によって、どうい

う治療を施さなければいけないかを判断し

て、プログラムをできるだけ組むようにし
ているので、個人によって、かなり違って1

いる。できるだけ薬は使わないように努力

している。r一どもの家族（親、兄弟）を含

めた治療をする。健全な人間関係の築き方

をわからせる治療をする。この場合、個別

のセラピーを行うのと同時に、グループセ

ラピーをやる。健全な性的関係、アンガー

マネージメント（怒りをどうやってコント

ロールしていくか）もセラピーのなかで取

り1：げていく。ここでは、特定の子どもに

問題があると診断された時、すべてのプロ

グラムがこれを解決するために、行われて

いる。

（4）施設内見学

　各スペースは、施錠された扉で仕切られ

ており、外には自由に出られないようにな

っている。通路の窓からは、木や花壇のあ

る中庭や高いフェンスに囲まれたグラウン

ドもみえる。通路には、緊急事態アラーム

システムの青いボタンがあり、スタッフは、

携帯用の非常ベルと携帯電話をもっていて、

JI三常ベルを1鳴らすと4人のスタッフが来る。

（子どもたちが喧嘩をはじめたときやスタッ

フに襲いかかって来たときなど）

「1生活スペース

　この施設は、8の字型に設計されていて、

27年前は、男子と女子の敷地にわかれてい

たが、今は、custodyとdetentionの敷地（6つ

のユニット）とtreatmentの敷地（3つのユニ

ット）にわかれている。地ドには、メイン

キッチン（朝食は、ユニットごとに料理をす

るが、昼と夜はここで作ったものをカート

でユニットに運ぶ）や教室（ゲームをする部

屋、クラフトを作る部屋、フィットネスを

する部屋）がある。

ユニットは3つのフロアにわかれている。

　1階には、ダイニングキッチンや洗濯室

（洗濯機、乾燥機）があり、中2階には、リビ

ングルーム（通常はテレビ、ステレオ、パズ

ルのゲーム、本、簡単に持ち上げられない

ような重い椅子などが置いてある）とスタッ

フの部屋（子どもの様．fLが良く見えるように

ガラス張りになっている）がある。2階は、’r一

どもの部屋がある（4畳くらいの部屋に作り

付けの堅いベッド、作り付けの棚）。外は見

えない小さな窓。夜の11時から朝の7時まで

は、鍵をかける。子どもがトイレに行きた

くなったときはドアをたたいて合図し、巡

回しているスタッフを1人呼び、2人になる

と開けてもらえる）。その他、洗面所、シャ

ワールーム、受信専用電話ボックスなどが

ある。就寝時聞は、通常10時。起床時間は7

時。起床してから、シャワーを浴びる。部

屋の中に他の子どもが入ることはできない。

独房（ベッドなどはない4畳位の部屋）があ

り、．r一どもが暴れたり、言うことを聞かな

いときに使用される。人って1時間後には、

まず、1回巡回をしなければならない。長く
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ても1Hに8時間まで、1週間のうち24時間ま

でしか使えない。子どもはこの部屋に入っ

たころは、怒りで暴れたりしているが、時

間が経つにつれおさまってくる。白虐行為

のあるときは、特に注意深くスタッフが見

ていて、場合によっては、ヘルメットをか

ぶせるときもある。どの部屋も冷暖房は完

備している。2階は、中2階のスタッフの部

屋から良く見えるようになっている。ユニ

ットから田るときは、必ずスタッフと・緒

でなければならない。

　Treaロnentユニットもイ乍りは1司じ。こうい

う鍵をかけた施設でtreatmentができるの

は、オンタリオ州で30床しかない。

②．学校のスペース

学校そのものの運営は、この地区の教育委

員会がやっている。ここでは、普通の高校

と同じ単位がもらえる。通常、1教室に生徒

6人、先生1人（場合によっては、2人の先生

がつくこともある）。ここに来るまでは、普

通の学校でなかなか学べなかったというr

どもがほとんどなので学習機能障害を抱え

ている子どもが多い。クラスは、年齢では

なく普通の学校と同じようにテストをして、

何年生のレベルにあるかで分けられている。

Treatmentだけのクラスは2から3ある。教室

で暴れたり、問題を起こしたときには教室

から出るように言われ、入れられる場所が

ある。近くに3人のスタッフがすわっている

ので、先生が来て話ができるようになるま

では、ここの職員に見てもらう。9時から

11時までが午前中の授業で午後は1時から3

時。通常、普通の学校よりも全体の学習時

間は短く、授業の単位は1時間～1時開’トと

いうことである。授業日数は普通の学校よ

り長く、7月（半日授業、午前か午後）も授

業をしている。8月は全部休みで盛んにレク

リエーションをしている。16歳までは、学
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校に行かなければならない。16歳を過ぎて

いてもほとんどの子どもが学校に行ってお

り、ここを卒業して大学に行った人もいる

し、ここから通う人もいる（毎ll、外に出

なければならないので手続きは大変）。ここ

には、いろいろな人種、宗教のr一どもたち

がいるので、宗教的な行事のあるときは外

部からもそれぞれの牧師さんなどに来ても

らう。

事独房

　ユニットでr一どもが暴れたりして危なく

て、どうしても一・緒にいられない時にここ

に連れて来る。タイムリミットは1日8時間、

1週間で24時間まで。2人のスタッフがつい

ている。個室には、ベッドとトイレがつい

ている。狭いが天井が高いためそれほど圧

迫感はなく明るい感じがする。精神的に問

題のある子どもは、独房に入れないという

ことも考慮している。ほとんどここに来る

f一どもはいない。

（5）まとめ・感想

　「1本では、別々の施設に措置されるr一ど

もたちがここでは、生活する場所は違うが

学校やレクリエーションなどの活動は一緒

にするということや男女が同じユニットで

生活することがあるということは、とても

不思議な気がした。利点や問題点などにつ

いて、質問しておけば良かったと反省して

いる。

　カナダでは、罪を犯した子どもたちにも

インケアの子どもたちと同じような権利が

保障されているということだが、ここで、実

際に現場でサービスを提供している方から

インケアの子どもたちの権利がどのように

保障されているかについて聞くことができ

た。例えば、家族との面会についてみると

火曜nと木曜日の夜、土曜H、H曜日に通



常1回工時間の面会ができる（1回0）面会は、1

つの部屋に4つのテーブルがあり、同時に4

人の子どもたちが而会できるようになって

いる）面会のときは、その場所にスタッフが

2人いて、そこを巡回しているが話の内容に

ついて記録を取ることはない。家族は食べ

物をもって来て・緒に食べたり、服や本を

差し人れしたりすることもできる。しかし、

差し入れられたものはスタッフが受け取っ

て良いかどうかを決めることができ、面会

が終ったら、別の部屋で身体、持ち物すべ

てをチェックするようになっている。手紙

については、調べられる事なく出せるし、来

た手紙は、中に危険なものが何も人ってな

いかをまず確認するが、スタッフが読むと

いうことはしない，電話については、友達

にはかけられないが家族やCASやオンプズ

パーソンや弁護Lや議員などには、スタッ

フにたのめば自由にかけられる◇他のイン

ケアのr・どもたちと比べると多少の制約は

あるようだが、確かに、ここでも子どもの

権利は、保障されているようで、1」本でも

インケアのf’どもの権利擁護についてもも

っと真剣に取り組んでいかなければならな

いと感じた。ただ、ここは、ユニフt一ム

もなく、・見、自川な雰囲気もあったが、閉

鎖施設での処遇ということもあり、全体的

には、管理的な、冷たい感じがしたのは、残

念な気がした。

モントリオール旧市街地の花屋

一早くもハロウィンの置き物がお目見え一
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4．2　日系文化センター

　　　（Japanese　Canadian　Cultural　Centre）

f　訪問日時11999年9月17日

　所在地：オンタリオ州トロント

、

（1）設置の背景

　第2次大戦中カナダにいるll本人はバンク

ー バーの方へ強制移住させられていた。戦

争は終わったが戦中・戦後n本人は大変な

差別と迫害を受けていた。当時2万人ほどい

た1．1本人のうち、バンクーバーの地をはな

れ、このヒ地に1万人が移り住んできた。こ

こであれば差別も少しは少ないのではない

かとの思いからであったが、やはりアパー

トは貸してくれない、仕事をもらえないな

どの差別を受け、大変な苦労をしてきた。そ

れから10年ほどたち、ようやく生活にも落

ち着きが見えてきたため、みんなが集まり、

目本の文化を守り、日本語で話せる場所を

つくろうと考え、35年前に多額の借金をし

てセンターを設置することとなった。

（2）現在の状況と課題

　当初センターを設置した「1本人はllVr（現

在は80歳以E）であった。2世も60歳以上と

なり今は3世の時代である。その3世たちが

中心となって、狭く、老朽化したセンター

を作り直そうと計画していたところ、近く

に安く売りにでていたのでこの場所に決め

た。元は印刷1：場であったため、内装の手

直しに費用がかなりかかってくる。総額で

Ca＄1300万（およそ11億円）。うちCa＄800

万は寄付によって集まり、残りCa＄500万を

集めるのがこれからの課題である。

（3）建物の状況と活動

　建物は一部が完成し6月に移転しており、

1’1系3世の建築家が設計を‡ll当している。人

口にはセンターのシンボルともなっている「p

あんどん”をイメージして作られたものが

ある。これは2つの弧が一・緒になったような

形をしており、n本とカナダが、一つにな

るという意味合いも持っている。また、小

さな日本庭園もあり、このH本庭園のオー

プンの時は常陸宮殿下、妃殿ドが来られテ

ー プカットを行うなどしている。

　今後は視聴覚用の部屋、武道場（今年中に

完成予定）、集会場（商1：会コートと名付け

ている。商．．1：会よりCa＄100万ドルの寄付が

あったことによるもの）、ギフトショップ（記

念品の販売）などが順次作られる予定である。

　活動としては年間に2，000人の利凧者があ

る。これは通常のプログラムでの利用であ

り、特別のイベントの時は渡で数丁一人の

利用もある。日本からの移住者は毎年500人

ずつ増えているため、さらに利用者が増え

ることが予想される。具体的には英語の資

料をH本語に訳したりしている。子ども向

けの緊急用連絡先のパンフレットなどがそ

の例である。

（4）運営について

　会館を運営するための資金は次のような

ものである

①会費（会館の会員になるための会費）

②受講料（文化や言語などの講座の受講

　　料）

③寄付

④バザーなどの様々な活動による収益

　⑥賃貸料（部屋を貸し出す料金）
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　このうち、スタッフの人件費はヒ記1を

除く収入による（寄付は建物や家具、設備な

どθ）資金となる）会館の扮算から計1：されて

いる。活動資金も同様で、会館の活動は収

入を得られる様な形で行われ、利益がヒが

るように努めているt

｛5）センター内にあるサービス

　ill系ボイス新聞社

　　ll系の新聞で、日本語と英語で発行、1－El

　内外の情報を提供している全国紙

2ジャパニーズ・ファミリー・サービス
（資料i、参照）

　1’1系カナダ人や日本人移住者などが、カ

ナダの社会や生活環境に適応して、健全

で、安全な生活を築き、守り、個人や家

族、家庭のいろいろなトラブルを解決す

るために、専門家による相談、指導、支

援をll英両語で行っている．，また、必要

に応じて適当な専門機関（法律関係、医

療・福祉関係、教育関係など）の照会に

応じる、地域に基づいた非営利団体。

　：1池端ナーサリーセンター（資料2参照）

　　同じ建物内にある保育園で、1」本の保

　育所の形態をとり、カナダにいながら、日

　本の文化と習慣にふれ、1．1本語での保育

　をしている。ll本語が話せないli系人が

　増えていること、H本の文化に幼児期か

　らふれさせ正しく理解させる事がll的。　ll

　系人だけでなく、ll本語の学習のために

　人園させているカナダ人もいる。スタッ

　フはすべてll本人、

（6）感想とまとめ

　今1“1の訪問で1」系カナダ人達の大変な14

労と努力の積み重ねが、この会館の発展に

つながっていったのだと思った。ll本から

離れてはいるものの、とてもn本の文化を

大切にし、Il：確に伝え残していこうとして

いる姿がうかがえた。「これからは3111：　・111t

の時代であり、会館のすべてが完成し、更

なる交流ができることを望んでいる」とい

うば葉が印象に残った。ただし、3111：、41吐

の中には、ll本語を話せない人もいるため、

日本語文化の継承も忘れないようがんばっ

てほしいと感じた。

池端ナーサリーセンターの子ども達
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（資料①）

シャパニーズ．・ファミリ…一・サービス

メ． トロポリタン・；：トロン．ト

的】駆真N臨cぴADdiN．肌丁皿．乱d加丁“6く｝伽n、ben　Mts．
仇“わ遮」za』“1鯛t蜘臼幽《仙胡劇P7）　tS　FnL“tes“IMut

シW⊆一痴7マミ．り一’サー隅メ．トP＄”，．ンパロ舛0囹．広ll系什
rK－，ti＊ktattteeが、ヵナダあ始やntth職に適ぷτ、㎞、安te・r．th

銭．・勅・箇Aや竃真鵡⑦いろ島・うなトラプ睦解決†るために胴盲によ

6R謄．蜘菊L嫌を“英貞語で9「・」ています。また、必劉二塔じて迫肖な専何口日能

㎜低．．医曜鷹低敦w陶佑など）．の囎も．行っxいま†．

★愈．ナダ｛三担オる改情祝k侯

★“八、．鰭魅置代冑．ぞの館罎族に冑する伽み事

★危員周庖◎■和

★偶入、●鳳コ1ユニテ’一の人抱を守るための代弁

★鵬N掲億

★祉閤問坦

…●★モの亀

，オ7イスでの桐偵田ト．f鈎屑“す；

・十べてめ．働原ば、．紺●｝で行われ奮†．

　　　　　　　　　　　　↑EL．：　1‘1梧c喝ゆ照蜘．

　　　　　　　　　　　　　　　　領《4鳩｝ss71ts

　　　　　　　　　　　　FAx：．《”旬eSSUtsu．

　　　　　　　　　　　　オフ．’ス●両　∬昭1｜～伽n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．9．．：α泊m「δ：α㎞

　　　　　　　《蹴ρ∬蹴ぷ貯自口s詳っ七一ツを岨Lく殻い．｝

JF§泌鷹吐に癖ついた薬r矧n佑で寸．ぞ6●一ピスロ．．“杵置屠のM口とアド’“ス

のもとに文えらオ‘たスタ？マによつτ逼憤してい撃†・ （資料②）

【池端ナーサリーセンタ：一】

ナーサリー促fitl御

　カナダにいながらにして、EI挙escretW卸：頃リパ1木晶での保ttをしt｛iSま

†、t・魯e’eかに■びていく口■の可餅を魯めていま†．人冑郁虞を培．う火切な乳

幼兜肩に、°転そ◎e償がそのS．らしさを括8晴きと髭属L壌ましいβ）墨を造0冊

†力の島口を塙うお予伝い“tlLff“たちの出fil｜目でt．

蛋　？鯖¶eな電境ωもと．くつろいだ写頂気の中でr・償の昂々ぴ質卓を賞たし、舗薗切

　　安定を国⑲ます‘

複　健康・蜜令な生栖に必愛4生活W餌、●度を背てま†．

竈　人へ硬情孚Lt領略をwて、↓1立と黄日の■度疏ぴ逝膨性の夢竜えを塙いま†．

砲　r‘鮎や社会の弔象についての間昧や口心を介て〉モれ写に対†る口かな心情や星

　　幕力の堪伐を堵います，

適　“，」　’”．槽．で．n零への貝1串や輿心をfiて．仔んで歯した⑲．闘いた●†る口匡度や

　　eかなぽ雪を聾い竃勺「．

浄　標々な体験を遣して、0カ・⑫略性を曹r、田玲ttn憂kiを培いま†．

《タ予ス刷8rt》

・ ‘も垣
・パナ．ナ恒

・ ぶどう．組

PSか▲卜2；1頑

21！2禽～4良．

4趣一6良

くPtttls閲》

・ ナーサリーオープン．：．　’：46A．Nl－61aefr．M

・ プロ：ダラム・スタ〔卜：　s：45Aふ1－4：00帆M

θぴ◎含ゆ⑱⑰圓．薗ゆ｛回験b
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国臥オン列オ州、ケベツク州の
　　　　児童虐待に対する対応（資料編）

（資料①）

日本の児童虐待対応フロー図

国　民　一　般　・　関　係　機　関

通告（25条） 通告（25条）

福祉事務所

　　送致（25条の2第1項）

児　　　童　　　相　　　談　　　所

　　　調　　　査
（謂査に協力的）　（調査に否定的）

　↓　　　↓
任意調査　［亟麺
（15条の2）　　　（29条）

　　　　　　」

　　　　判　　　定
（医学・心理学・教育学・社会学・精神保健）

　　　　　（15条の2）

∪

一　時　保　護
　　（33条）

（行動観察）

処　　　　　遇　　　　　方　　　　　針

施　設　入　所　措　置　　　児童福祉司指導等の措置 助言指導
他機関斡旋

親権喪失の
必要性あり

（親及び児童が同意）

（親が反対）　　　　　（親又は1童が不同意）

　　　　　　　，27条，項）1

（親又は児童が不同意）　　　　（親及び児童が同意）

喪失宣告
請求
（33条の6）

　措　
男
＿
委
彗

都道府県児童
福祉審議会

（親が反対）

　　（親　同意） 家庭裁判所

家庭裁判所

u　与（認容）　　（却下）

措置の認容

施設入所措置
（27条1項3号）

児童福祉司
指導等の措置
（27条1項2号他）

助言指導
他機関斡旋

（15条の2）

　　　（家裁月報51巻8号より転載）
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（資料②）

オンタリオ州　児童虐待対応フロー図

州民一般・関係機関・子本人
通報通告義務・専門家・・罰則規定・1・）一

子ども援助協会（CAS，CCAS．JCAS，NCAS）
Children’s　Aid　Society

　　　　　　中央インテーク

子どもの保護のためのリスクアセスメントに
基づく判定

子ども家庭サービス・

アドボカシー事務所
（第102条）

　　　↓

（介入の必要なし）

　　　↓

緊急を要しない場合1

　　21日以内

　　　↓

（介入の必要あり）

終　　了

　　　　　　コ　　　lL塞量一i　関f系機関1

　　　　　　・との連週

政府・機関
へ勧告

「
あり）

「
親

（親の同意あり）（親の同意なし）

「
法的代弁（第38条）

1州裁判所家事部

i

（暫定的 ．1（暫定的
子どもの弁護士事務所

　　・　’・．
’

’

’
’

　　’　，．，．
’
’ 処遇 方　針

，一．＿一一一一一一∠”

1在宅福祉サービス1 「 葺育サ 一　ビ ス 〔in　care）
一≡一

1親戚 ．一 ｛里到
乏．．．空

一 プ　ホ 一　ム
F－’ ：二・τ；：．．．．

　　．・F層：・・、叫1・・』．、『．』　　　「．」

助言指導 「 Socie⑲Word
（親権一時停止）

1 Crown　Word：
（公的後見制度）

親権剥奪

　CAS

再　審　査

「PARC（インケアの子どもの自立支援）一．t・一一一一一一一一一一一一一一一」
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（資料③）

ケベック州　児童虐待対応フロー図

州民一般・関係機関・子本人
Sinysglii－一一一一下・…

ユースアンドファミリーセンター
Youth　and　Family　Centres

人権・青少年権利委員会

インテーク
　　↓

調査1　助言

調査・介入 調　　　査

関係機関
への勧告．

1
日

　
い
　
‘

　
　
‘

終了

要なし1コード1 コード2 コード3

一一
　　　‘

1時間以内
（乳幼児等）

24時間以内
（5～7歳等）

4日以内

日改善不服

　　　　↓　　　訴訟
一一 判定一一 丁一一

一

　親
　　　　　　　　　一

　　　　　　子　分　離

　　　　　↓（親の自覚・改善能力あリ）（親の不同意・行為能力なし）

家庭裁判所1←リーガルエイド‘
＿　　　＿」一オフィス

＿＿一＿＿一＿＿，＿⇔テー＿，＿＿一」

↓　　↓（却下）　　　（許可）

了
　
　
㍗
⇒
　
　
：
　
　
：
　
　
：
　
　
：
　
　
：
　
　
：
　
　
：
　
　
1

L＿

　　　　　　　　　Review　オリエンテーションテーブル　　　　　　　：Il（SW、家族、本人、関係者が同席し子どもの安全・目標達成度を検討）

　　　↓　　　　　　↓（親・本人の同意）　　　　　　　　（親・本人の不同意）

，

処　遇　方　針

‘住宅サービス1　養育サービス

一｜グループホーム 　一」．h里親1
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（資料④）

カナダ・オンタリオ州
子ども家庭サービス法抜粋CC，ild，。d　F、．ily、Sev・㏄。　A、t　R．　S．。，1gg。，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※抄訳
1984年糎1ggO改言J，’修正、1gg2年．　I　gg3年1gg4ff．1gg6年、　　　　許斐　有1仮訳

※抄訳一原本の一部を抜き出して訳したもの、

（諸原理の宣言）

第1条（a）本法律の目的は、r・どもの、最

善の利益（best　interests）、保護（protecti

－on）およびウエルビーイング（well－being）

を促進することである。

　また、本法律の日的は、以ドの点を承認

することである。

（b）親がr一どもを養育するに際してはしば

しば援助が必要であるが、その援助は家族

という単位の1’1立性と尊厳性を支援するも

のでなければならない。さらに、援助は、可

能な限り、相互の同意にもとついて提供さ

れなければならない。

（c）子どもあるいは家族を援助するために

は、採り得る方策の中で、また・定の場合に

は適切な方策の中で、もっとも制限が少ない

方策あるいは家族を崩壊に導く可能性のもっ

とも少ない方策が採られるべきである。

（d）Fどもへのサービスは、次のような方

法で提供されなければならない。

　（i）一貫したケアと安定した家族関係を求

　　　める了」どものニーズを尊重する。

　（ii）それぞれの｝どもの身体的および精

　　　神的な発達の違いを考慮に入れる。

（e）f’どもとその家族に対するサービスは、

lil能な限り、文化的、宗教的および地域的

差異を重視する方法で提供されなければな

らない。

（f）インディアンや先住民は、li∫能な限り、

それぞれ固有のfども家庭サービスを提供

される資格をもつべきである。また、イン

ディアンや先住民のf’どもと家族に対する

すべてのサービスは、その文化、先祖から

受け継いだもの（heritage）、伝統および拡

大家族の概念を承認するような方法で提供

されなければならない。

（法的代弁）

第38条　（1）子どもは、本章に規定されて

いる手続きのいかなる段階においても、法

的代弁を受けることができる。

（2）子どもが本章に規定されている手続に

おいて法的代弁を受けることができない場

合には、裁判所は、法的代弁がeどもの利

益を守るために必要かどうかを、

　（a）当該手続の開始以降に実行性があれ

　　　ば直ちに、決定する。また、

　（b）当該手続の後の段階であっても、決

　　　定することができる。

（3）裁判所が法的代弁がr一どもの利益を守

るために必要と決定する場合には、裁判所

はr一どもに法的代弁がi）“・えられるように指

示する。

（4）法的代弁は、以ドの場合には、r一ども

の利益を守るために必要と判断される。

　（a）裁判所がf’どもと親または［r一ども

　　　援助］協会との間に見解の相違があ

　　　ると判断し、協会が子どもをある私

　　　人のケアから分離するかまたは第57

　　　条第1項第2文または第3文に規定

　　　するソサエティワードもしくはクラ

　　　ウンワードとすることを提案してい

　　　る場合

　（b）r・どもが協会のケアのもとにあり、
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　　　かつ

　　（i）親が裁判に出席しない場合、または

　　（ii）第37条第2項（a），（c）．（f）または（h）

　　　　の条項の意味する範囲で、子どもの

　　　　保護の必要性が申し立てられてい

　　　　る場合。

　〔c）子どもが法廷の査問に出席を許され

　　　ていない場合

　　　ただし、裁判所が、子どもの見解お

　　　よび希望が合理的に確認しうるとき

　　　にはそれらを閣酌したうえで、fど

　　　もの利益が他の方法でト分に守られ

　　　ていると確信している場合にはこの

　　　限りでない。

（5）子どもの親が18歳未満である場合には、

「子どもの弁護i：」が本章に規定されている

手続においてその親の代弁を行う。ただし、

裁判所の命令がこれと異なる場合にはこの

限りでない。

第5章「｝どもの権利」

（定義）

第99条　本章で「インケアの子ども」とは、

サービス提供者から居住型サービスを受け

ている子どもであり、以ドの者を含む。

（a）里親のケアのもとにある子どもおよび

（b）・・㊨時的拘置所に拘留されている子ども、

少年犯罪者法（カナダ連邦）のもとで閉鎖

的または開放的保護に付された子ども、ま

たは、第4条第95条の規定にもとついて開

放的保護施設に送致された子ども。

（監禁の制限）

第100条　（1）いかなるサービス提供者も、

r一どもにサービスを提供する過程で、子ど

もを鍵のかかる場所に監禁し、またはその

ような監禁を許11∫してはならない。ただし、

第4章（罪を犯した少年）および第6章（非

常措置）によって認められる場合を除く。

（2）前項は、保安のため日常業務として夜

間に鍵をかけることを禁ずるものではない。

（体罰の禁止）

第101条　いかなるサービス提供者または里

親も、子どもにサービスを提供する過程で、

r一どもに体罰を行ない、またはそのような

体罰を許可してはならない。

（子ども家庭サービス・アドボカシー事務所）

第102条　子ども家庭サービス・アドボカシ

ー 事務所は、次のH的のため、英語ではOff

－ice　of　Ch趾d　and　Family　Service　Advocacy

の名称で、フランス語ではBureau　d’assist

・ance　lt　enfance　et　la　famllleの名称で存続

する。

（a）認可を受けたサービス、または認可を

受けた機関が購入するサービスを受けてい

る、または受けようとしている子どもおよ

び家族のために、アドボカシーのシステム

を調整し、かつ運営すること。ただし、裁

判所におけるアドボカシーを除く。

（b）前記の子どもおよび家族の利益にかか

わる問題や争点について、大臣に助言する

こと。

（c）この法律もしくはこの法律の諸規則ま

たは他の注律もしくは他の法律にもとつく

諸規則によって与えられた、同様の職務を

遂行すること。

（インケアの子どもの権利）

第103条（コミュニケーションの権利等）

（1）インケアの子どもは次の権利を有する。

　（a）定期的に、家族の構成員と個人的に

　　　話し、そのもとを訪れ、かつその面

　　　会を受けること。ただし、第2項に

　　　従うことを条件とする。

　　（b）次の者と個人ffJに話し、かつその面
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　　　会を受けること。

　　（i）子どもの弁護士

　　（li）その他の子どもの代理人（第102

　　　　条にいう子ども家庭サービス・ア

　　　　　ドボカシー事務所によって指名さ

　　　　れたアドボキットを含む）。

　　（iii）オンブズマン法によって任命された

　　　　オンブズマンおよびそのスタッフ

　　（iv）才ンタリオ州議会またはカナダ連

　　　　邦議会の議員

　（c）手紙を、他の者の閲覧、検査または

　　　検閲を受けずに送りかつ受け取るこ

　　　と。ただし、第3項に従うことを条

　　　件とする。

（2）クラウン・ワードとなっているインケ

　　アのy一どもは、その家族の構成員と話

　　し、そのもとを訪れ、かつその面会を

　　受ける資格が正当な理曲で与えられな

　　い。ただし、第3章の規定にもとつい

　　てアクセスの命令が下されている場合

　　を除く。

（3）インケアのrどもへの郵便物は、

　（a）サービス提供者またはサービス提供

　　　者のスタッフのメンバーにより、子

　　　どもの日の前で開封されることがあ

　　　る。また、サービス提供者により

　　　［持ち込みが］禁じられている物品

　　　が検査されることがある。

　（b）サービス提供者が合理的な根拠をも

　　　って、郵便物の中味が子どもに身体

　　　的にまたは精神的に害を及ぼすと信

　　　じる場合には、サービス提供者また

　　　はサービス提供者のスタッフのメン

　　　バーにより、チどもの目の前で、審

　　　査されるか、または読まれることが

　　　ある。ただし、（c）の条項に従うこ

　　　とを条件とする。

　（c）子どもの弁護士への、または子ども
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　　の弁護．1・：からの郵便物である場合に

　　は、サービス提供者またはサービス

　　提供者のスタッフのメンバーによ

　　り、審査され、または読まれてはな

　　らない。

（d）検閲されたり、本人に渡されずに留

　　置されてはならない。ただし、サー

　　ビス提供者により、［持ち込みが］

　　禁じられている物品は、当該郵便物

　　から取り出され、本人に渡されずに

　　留置されることがある。

第104条（個人的自由）

インケアの子どもは次の権利を有する。

（a）プライバシーおよび私物の所有をiE当

　　に保障されること。

（b）自己の選択にもとづき、宗教教育を受け

　　かつ宗教活動に参加すること。ただし、

　　第106条の規定に従うことを条件とする。

第105条（ケア計画／ケアへの権利）

（1）インケアの子どもは、Itl己に特有のニー

　　ズを充たすためにケア計画を作成される

　　権利を有する。当該計画は、子どもが居

　　住型プレイスメントに入ってから30日以

　　内に作成されなければならない。

（2）インケアの子どもは次の権利を有する。

　（a）その子ども個人のケア計画の作成お

　　　よびその修正に参加すること。

　（b）バランスがとれ、良質でかつその子

　　　どもに合った食事が提供されること。

　（c）その子どもの体格および活動ならび

　　　に一般的気候を踏まえ、良質でかつ

　　　そのf’どもに合った衣服が提供され

　　　ること。

　（d）できるかぎり地域の中で、定期的に

　　　かつ必要に応じて、医師および歯科

　　　医によるケアを提供されること。



（e）できるかぎり地域の中で、その子ど

　　もの適性および能力に合った教育を

　提供されること。

（f）できるかぎり地域の中で、そのr一どもの

　適性および関心に合ったレクリエーショ

　ン活動および運動に参加すること。

第106条（親の同意ほか）

　第3章第51条第4項および第62条ならび

に第63条の規定に反しないかぎりにおいて、

インケアの子どもの親は、その有する以下

の権利を［引き続き］保持する。

（a）子どもの教育および宗教的養育を指導

する権利および

（b）子どもの医療」二の処置を受けさせるか、

または拒否する権利

110条の規定にもとついて利用1］］’能な114　’pt査

（c）第102条にいうr一ども家庭サービス・ア

ドボカシー事務所の存在

（d）第2章第34条、第35条および第36条の

規定にもとついて12歳以1二のr一どもに利用

可能な審査手続き

（e）一一時的拘置所に拘留されている子ども、

少年犯罪者法（カナダ連邦）のもとで閉鎖

的または開放的保護に付されたr一ども、ま

たは第4章第95条の規定にもとついて開放

的保護施設に送致された子どもの場合には、

第4章第97条の規定にもとついて利用可能

な審査手続き

（f）プレイスメント中のr一どもの責任

（g）懲戒手続きも含む、居住型サービスの

日常の運営に関する規則

第107条（聴聞される権利）

　インケアの子どもは、自己にかかわる重

要な決定が行なわれる際にはいつでも、そ

の子どもの理解力のレベルを踏まえた現実

的な範囲内で、相談され、かつ意見を表明

する権利を有する。そのような決定には、治

療、教育および宗教にかかわる決定ならび

に自己のプレイスメント解除または他の居

住型プレイスメントへの変更に関する決定

が含まれる。

第108条（情報を知らされる権利）

　インケアの子どもは、その子どもの理解

力のレベルにふさわしい言葉で、次の点に

関する情報を、居住型プレイスメントの時

点で、その子どもの理解力のレベルを踏ま

えた現実的な範囲内で知らされる権利を有

する。

（a）本章に規定されている子どもの権利

（b）第109条第1項の規定にもとついて設置

された内部の不服申立ての手続き、および第

（不服申し立ておよび審査の手続き）

第109条（内部の不服申立ての手続）

（1）子どもに対して居住サービスを提供し

ているサービス提供者または子どもを居住

型プレイスメントに送致しているサー一ビス

提供者は、［本法の］諸規則に従い、本章に

規定されているインケアの子どもの権利が

侵害されたと不服申立てに対する聴聞およ

び取扱いについての手続を、文書により定

めなければならない。

（2）サービス提供者は、第1項の規定にも

とついて定められた手続に従って、次の者

からの不服申立てについて、審査を行なう

か、または審査が確実に行なわれるように

して、不服申、Zての解決を図らなければな

らない。

　（a）インケアの子ども

　（b）子どもの親、または

　（c）子どもの代理人である他の者
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注）第5章の訳の大部分は、平野裕二訳　ハウス、1998年、所収）をもとに、許斐が

（『月刊子ども論』1998年1月号、クレヨン　ー部加筆・訂正をしたものである。
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第2章 子どもの権利擁護

1
カナダの権利擁護システム

カナダの権利擁護システムの特徴

　我々がカナダを訪問して一・番強く感じたこと

は、子どもの保護に関係する機関が多種存在

し、その各々が高い専門性を有し、互いに役

割を分掌しながら連携を保っている点である。

そして、この国において子どもは、白分の置か

れたいかなえる境遇においてもその権利を認

められ、苦情や不満を訴えることでできる主体

として捉えられている。

　我々が訪問したいくつかの機関で「ll本は

r子どもの権利条約』を批准したか」と聞かれた

ことからも分かるように、どの機関も権利条約

の趣旨を尊重し、その規定に沿って「f一どもの

最善の利益」を【．1指して活動している。そして

我々がお話を伺った専門家の方々に共通して

いたのが、自分の仕事に対する情熱と白信、

専門家としての責任の重さを当然とする厳しさ

であった。さらに、ボランティアとして各機関に

協力する者や、募金活動に参加する．一一般市民

が多数おり、上記組織の活動を支援し、また監

視する役割をも果たしている。

　児童虐待事件の流れを見ると、第．一発見者

から通報を受けてから、子どもの生活の場が

決まり成人するまでの問に必要に応じて様々な

機関が関7できる体制が整っているc

　l章で概観した通り虐待事件の流れを見る

と、第・発見者から通報を受けて関与する第

1次機関はオンタリオ州ではCAS（fども援

助協会）であるが、これも宗教や民族の違いを

尊重し、4種類のCASから利用者が選択でき

るようになっている。CASの措置に当事者が同

意しない場合には、公正を期すためCASは裁

判所に申立することが義務づけられている。こ

うすることでCASの措置の相当性をチェックす

ることができると同時に、同意しない者（親な

ど）に弁解の機会を与えている、さらに裁判所

が、子どもの状況や意向を詳しく知る必要があ

る場合には、「r・どもの弁護十事務所」に依頼

することができる。この事務所では弁護．lrとソ

ー シャルワーカーが共同で子どもの心理発達面

に留意しながら「子どもにとって何が最善か」を

探り、事実L親子の調整を行っている。また、

里親やグループホームにいるf一ども、あるいは

少年院等に人所している子どもの権利を護る

ためには、各施設に必ず「アドボカシー事務所」

や弁護士、議員等の連絡先のポスターやパン

フレットなどがあり、子どもがいつでも電話でき

るような体制がとられている。そしてr一どもから

の苦情や不満が「アドボカシー事務所」に寄せ

られれば、事務所ではそれを受け111めてどう

すれば解決するかを助言したり、調査の結果

を公表するなどしてy一どもの権利擁謹の推進

を図っている。

　このようにお互いがお互いを尊重しつつチ

ェックし合う多層構造がカナダの子どもの権利

擁護を支え推進していることが分かる。

　この章では、ヒ記の流れに沿ってオンタリオ

州の「アドボカシー事務所」、「州裁判所家事部」、

「’f一どもの弁護・ヒ事務所」、それにケベック州の

「人権及び青少年の権利委員会」（オンタリオ州

のアドボカシー事務所と類似した組織である）、

「弁護一ヒ事務所（リーガルエイドオフィス）」（オン

タリオ州の｝どもの弁護ヒ事務所と類似の組

織である）の活動を報告させていただく。
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1．オンタリオ州
1．1子ども家庭サービスアドボカシー事務所
　　　　（Office　of　Child　and　Family　Service　Advocacy）

t訪問日時：1999年9月15日

　設立年：1984年
　施設種別：人権擁護機関　利用対象：オリタリオ州全体

　職員数：14名　他に学生やボランティア

　特徴：州政府による子どもの人権を護り監視する機関

＼

　研修に先駆け

て、我々は当事

務所に’ド年間席

を置いたことの

ある許斐有駒澤

大学教授から講

議を受けていた

ので、この機関

のユニークな活

動には興味津々

だった。訪問日

アドボカシー事務所は、オンタに所長のジュディ・

リオ州政府のビルに入っている
　　　　　　　　　　　フィンレイ女氏が新

婚旅行巾でお会いできなかったのは残念だ

ったが、ウィリアム・ケント氏とケイト・

グレコ氏のお話から、事務所の熱意とバラン

ス感覚のよさをト分うかかがい知ることがで

きた。

（Dアドボカシー事務所とは

　位置付けはソーシャルサービス省の機関

であり費用も公費で賄われているが、政府

とは距離を置きいわば政府の監視役である。

事務所には、活動を実際に行う職貝である

アドボケイトがおり、彼らは最低’つの学

位を持ち、fどもや家庭に関る様々な分野

で10～15年の経験を持っている。彼らは各

省にいたときの身分を保障されたまま当事

務所での職務を遂行している。そθ）他ボラ

ンティアとしてかつてケアされた若者や、llヒ

界各国からの学生も活動をしている。（資料

V．参照）

　仕事としては、i．権利についての助t．｝提

言。②子どもや親、関係者から電話相談を

受け助言・関与する。③多くの問題がある

ケースでは関係機関や関係者を集め解決の

ための計画を立て進行を見守るい4権利・

処遇につき調査した結果を公表し、政策や

その運用に影響を’j・えるなどがある。

　事務所には、年聞約4．ooo件の電話がかか

り、1998年からはアドボケイトのうち4人

が専門にインテークを担当している。イン

テーカーは週2回その内容につき意見交換

をしているという。インテークの方法は、ま

ずf一どもの苦情や言い分を全て聞き、次に

「あなたはどうしたいか」「どうなったらい

いか」を聞いていく。その後に「そのため

にはどんな手続や方法があるか」を伝えて

いくことをしている。困難なケースについ

ては、アドボケイトは全体で月2回会議を行

い助言しあっている。

（2）設IZの経緯

　f’どもを保護するに際し、問題の多いケ

ー スについてはいくつもの省庁の関与が必

要とされるが、実際は適切な対応ができな

い。そこで省庁間の谷間を埋め適切なサー

ビス提供を行うための人を任命したのが、当
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‘封務所の前身である。その活動が認められ

その後、1984年に「児童福祉法」が「r・ど

も家庭サービス法」に改llひ施行された際、

条文にアドボカシー事務所の存在が明記さ

れ、当事務所の設、hi．を見た。（第章田θ）資

料④参照P64）

（3）アドボカシー事務所の理念・原則

　この事務所の活動の基本は、「f’どもの意

見を聞く、意見を言う機会を保障する」こ

とである。たとえf一どもの要求が利己的な

ものであっても、まずそういうことを，．ミえ

る、聞いてもらえる機会を保障するのが事

務所の役割である。

　原則としては、以ドのものがあげられている、

　．’i　’f’どもや親が自分で話ができるようエン

　パワーメント（empowerment）すること。

　ここで言う「エンパワー」とは、自分の中に持

　っている力をみいだし、その力によって［”1分

　で話をするのを助けることである、

　．tt　f’どもや親の意見を聞いてあげること，

　意見に同意出来ない場合もまずは聞き、そ

　れから同意できない理由を説明していく。

　③子どもを支援するのに「家族」を基本

　単位と考える。

　例えば、障害のある子どもでも、まずは

　「家庭」内でケアできるよう様々な公的扶

　助を考慮していく。その際、子ども本人

　の意志を優先する。

　④様々な文化、民族、宗教の存在を尊重

　する。

　少年院や里親でも、子どもが母国語を話

　せるように要請したり、10代のf’どもた

　ちの独特な主張（日本でいう茶髪、ピァ

　ス等）や同性愛者に対する権利の尊重も

　要請する。

　⑤問題解決に際して苦情を言う側、言わ

　れた側が敵対関係にならず、双方に満足

のいくよう　（win’win　situation）調．整を

する。

6問題解決のためには、関係機関が連携

し共同責任をもつ。

2常にサービスが受け手のニーズに合っ

ているかを検討し、完備されていない点

があれば改善を促す。

、9州民にアドボカシー事務所の存在を宣

伝し、またサービスの内容やそれを受け

る権利があることを啓発していく、

（4）ケアを受けている子どもの権利

　r一どもが、施設外に直接意見を言えるこ

と、プライバシーを保障され宗教のn山を

有すること、1；1己のケア計画に参加するこ

と、人所の際にf一どもに分かるぼ葉で、ど

ういう権利があるかを知らされることなど、

子どもの有する権利については、「．r・ども家

庭サービス法」（19．　8・4）に詳しく規定されて

いる：．（第一・章田の資料㌧参照P64）

　法律に規定されている権利や責任を実際

に実行するのはr一どもたちに関わる機関や

施設であるが、事務所の経験から見ると「権

利と責任」をはっきり示している施設ほど

うまく行っているという、そういった施設

では「権利を主張する」ことは同時に「相

「子どものアドボカシー事務所」にて「Not　tomorrow

Today」子どものために今すぐ！1…動くんだ
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手の権利も侵してはならない」ということ

を理解させている。

（5）ll本で児歳福祉基礎構造改革を行うに

　　あたっての助言

ぴ．自分のケア計画に本人が参加して承認

　する制度の導入を勧める。ケア計画のチ

　ェックのためにケースワーカーが定期的

　に訪問することになり、r一どもの安全の

　ためにもよい。

　オンタリオ州では、r一どもを施設に入れ

　た際、7日以内にケースワーカーが訪問

　しその施設に適応できるか判断し、その

後30EI以内に再度訪問して兇直しをして

　いる。12歳以上の子どもはケア計画に参

　加でき、達成1』1標を立て、3カ月に・度

　チェックされる。グループホームでは6カ

　月間毎月チェックすることになっている。

　②．子どもの声やニーズを直接聞くことが

　大切である。

オンタリオ州では施設内で事故が起きる

と、政府の責任問題になる。それを防ぐ

ために政府は制度を作ることを重視し、r一

どもの要求を聞き、それに応じた制度を

用意しようとしている。当事務所は、担

当省から見るとHのilのたんこぶである

が、当事務所の存在によって丁どもの事

故を未然に防ぐことができるという意味

においてなくてはならない存在であり、政

府にも認められていると言えよう。

（6）感想

　事務所の壁にf’どもたちの顔をiS｝いた絵が

　あり、そのドの方にこのような言葉があった。

　Not　Tomorrow　Today

　f’どもの将来のためには今対応していく

　ことが大事、だらだらとのばさず、その

　llのうちにしよう、子どもは待てないも

　のだという意味でもある。

　この事務所のスピリッツのように感じた。

資料⑦

子ども家庭サービス・アドボカシー事務所

ユース・

カウンシル lMPAC’

かつてケアされた
若者の広報などの
梅矛‘憤居活助など

チーフ・アドボケイト

学生ユニット
研究チーム
スタッフ2人

ソーシャルワークを

学んでいる学生の
ユニント

運営管理スタッフ

コミュニティ・

ソーシャル

サービス省

アドボケイト

教育醐練省　ドボケイト 司法・更正
サービス省
　ドボケイト

事務所の書営管理　コミュニテtソーシ　教育・竃婁崩飯か　司法、更正の管轄
3人　　　　　　　　下ルサービス省か　　ら2人　　　　　　　から2人

　　　　　ら6人
　’IMPAC－lniermlnisteria｜PK加ci白I　Adv‘sory　C㎝m耐題　州省際臓問委員会

　各資から権限を持った代表が集まり｝去得の谷周で行われる雌しいケースの問題
　一つ一つについ∫ζ嬢飼し権手1］擁田†る

モントリオール旧市街地でしばしフリー
タイムを楽しむ団員
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1．2　オンタリオ州裁判所家事部

　　　　（Ontario　Court　of　Justice　Provincial　Division－Family）

　訪問日時11999年9月17日

t所在地：オンタリオ州スカボロウ地区

裁判所の入ロ平屋で入りやすい雰囲気

（1）裁判所の概要

工大通り沿いにある人りやすい裁判所

　スカボロウ地区にあるオンタリオ州裁判

所には、家事部と同時に刑事部、交通部が

人っている。広い駐車場と’P屋の作りは・

見スーパーマーケットと見まちがえるよう

な外観である。’r屋続きには弁護1：事務所

や靴屋が併設され横断幕の広告が出ていた。

玄関先にはキャンデーボックスが置かれて

いたが、その先にはX線による身体検査と手

荷物検査機があり警備貴がいた，廊下は広く

明るくて、その奥に法廷が並んでいた。

2rどもの保護の法延（Chird　ProtectiOn
　COUI’t）

　法廷内は中央iE面に・段高く裁判官の大

さな机と椅y一があり、両側に国旗と州旗が

飾られていた，そのドに書記官と速記官の

座席があり、その前、裁判官の正面に向い

て原告・被告の席が並んでいた。裁判官は

黒いローブス（法服）を着ていた。

　我々は、家事部で子どもの保護事件を扱

っているヘデル裁判官から説明を受け、引

き続き同判事の法廷を傍聴させてもらった。

r一どもの保護の法廷は家族間の難しい問題

を扱っているため、法廷内で起きたことに

は全て守秘義務があり、撮影・録音等も禁

止されている。

　カナダでは、親の問題と子どもの問題を

分けて考えることが大切との考えから、家

庭の問題のうち、離婚については州．L：tw裁

判所（1」本θ）地方裁判所に相当）で扱い、州

裁判所家事部（日本の家庭裁判所に相当）で

は、rどもの保護に関する事件のみ（親権、

面接交渉、養育費、親子分離等）を扱って

いる。

　ヘデル裁判官は、週2日は子どもの保護

に関する事件を担当し、他の曜「1は刑事事

件を担当している。家事部専任ではないが、

カナダは法曹一．一元（弁護上を経験した者が、

裁判官に任命される制度）であり、ヘデル

判事は元CASの弁護1：だったことから、子

どもの保護に関する事件に大変詳しかった。

豆児童虐待事件の流れ

　児竜虐待事件では、CASは子どもを家庭

から保護した場合、親の同意が得られない

ときは5U以内に裁判所に申立てする義務

があり、裁判官はCASの書類からとりあえ

ず親子分離を承認するかどうか判断しなけ

ればならない。

　裁判所が親子分離を許可しr一どもが暫定

的にCASの保護”ドに入った後にも、裁判所

はCASや親等に様々な手だてを尽くさせ、

SU　f’関係や周囲の環境を調整させながら最
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大2年の問に子どもの将来につき審理して
いく。

　具体的には、裁判所はCASの弁護1－：と親

の弁護1：、親本人から事情を聞き、場合に

よって裁判官が必要と考えれば子ども本人

に弁護士をつけて審理を進める，その過程

で親やCASに様々な命令を出して、よりよ

い解決方法を探っている。

．④裁判官の姿勢

　（ヘデル裁判官は裁判開始前に机」：に腰

　かけ熱く語り始めた）

　裁判官には、罪をFす権限と、罪を更正

させる権限がある。「自分は駄rlな人間だ」

と思っている親に罪をFすだけでは、余計

に状況が悪化してしまう。親自身の薬物や

アルコール、暴力、精神病等の問題により、

例え子供を親元に返すことが嗣難な場合で

も、法廷で「あなたには問題解決する能力

がありますよ、努力しなさい」（You　are

good　enough．　You　can　do　try．）と伝えるよ

うにしている。親は、親子分離の判決が出

ても、お礼を言いに来る。親の意向を聞い

てあげ、親の養育意欲を促す姿勢が大切で

ある。

　一一例として、ダンサーの母が同業の女性

と喧嘩をして傷害を負ったことから、CAS

が母親不適確として三人の｝どもを保護し

たケースでは、彼女が7f・どもの保護事件の

裁判官の意見を取り入れ傷害の相手と和解

し、育児体制も整えつつあるので、保護さ

れた子どものうち二人をCASの監督Fで母

親の元に戻した。CASが母親に、養育を助

”’i”i旨導している。このように親の養育力を

回復させたり、親とCASが協力できるよう

にすることが、子どもの保護にとって、と

ても大切なことであり、裁判所は、いわば、

そのお膳立ての役割をはたしている。
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（2）児童虐待の法廷

　我々は、裁判所が用意してくれた、同時

通訳のヘッドホンをつけ、以下4件のケー

スを傍聴した。

　①里親を拒む13歳女子のケース

　［i“廷者CASの弁護上・ソーシャルワー

　　カー、子どもの弁護七］

　法的な親権はCASが持っているが、里親

先から逃げ出して実親の元にいること。保

護観察中でもあり、非行の心配もあるケー

スだ。

　法廷では裁判官がCASのワーカーに、親

子が協力して生活しているならすぐに子ど

もを保護する必要はないので、親子に会っ

て確認し、本人が登校でさるよう計画を立

て、親にも協力させるように助言していた。

さらに、次回法廷（約2カ月先）までにCAS

が親子と面接をした1：で親子を出廷させる

ように取り決めていた。

　②子どもの父方祖父宅に保護されている

　8歳と7歳の子どものケース

　［出廷者CASの弁護士・ソーシャルワー

　　一カー、父母、友人（退室させられた）］

　暫定的に保護されて3カ月になるが、未だ

に父母が弁護士を依頼しておらず、審理が

進まない。父母は各々友人を連れて来てr一

を戻すよう一i撮するが、裁判官は法律扶助

協会などでまず弁護士を選任し、何をした

いか主張をはっさりさせるよう指導してい

た。またCAS側の情報しかないことから全

体像把握のために、裁判官が子どもを代弁

する弁護」：（－f’ども弁護士事務所へ）を指

名することを宣言していた。

③広東系中国人家族の子（11歳女子）が

3カ月間CASの暫定保護下にあるケース

［出廷者CASの弁護士・ソーシャルワー



　　カー、父母、妹、母の弁護士］

　裁判官は、母に広東語を理解できる弁護

trをつけるよう指導。母の弁謹i：は、里親

宅でt一の体重がかなり減少したことをあげ、

その養育体制に疑問を向けた。CASは里親

の受け入れ体制に問題はないと回答したが、

裁判官は、広東語を話す里親の確保と、f’

どもがCASの医療担当と電話で話す機会を

保証するよう指示し、1カ月先の次回期11ま

で現状のまま、子どもをCASの保護ドに置

くことを決めた。

　④フィリピン人とパキスタン人夫婦間の

　3カ月乳児のケース

［出廷者CASの弁護．｝：・ソーシャルワーカー、

父母、親の代弁者、本人］

　冒頭CASが親の友人や同僚の提出した4枚

の宣誓書を朗読、その理由は、母が面接時

の話を覚えていなかったり、全く違うこと

を言い始めるためと言う。

　裁判官は、母子が家を出て養育し父と面

会する案を提示したが、CASは、母自身不

安定で医師の診断でも疲労が顕著なことな

どからその案に消極的で、母の環境を変え

ないように、父だけが別居する案を提Iliし

た。裁判官が、夫婦の国籍が違いコミュニ

ケーションギャップがあるのでアンガーマ

ネージメント（怒りをしずめる訓練）を受

けさせることを勧めると、CASも親のカウ

ンセリングコースの受講を承諾し（他にマ

リッジカウンセリング等もある）CASの監

督下で母が養育することを了解した。裁判

官は父母に語りかけながら（意思疎通が円

滑に行かないことで互いにイライラしがち

なのでそれを改善しようということ、赤ん

坊は優しく優しく扱うものだということ）父

母の様子を見た上で、CASの監督下で、ソ

ー シヤルワーカーと看護婦がつき、子ども

をファミリードクターに見せ、親がカウン

セリングを受けた結果報告をする条件なら

父も同居してf’どもを養育してもよいとの

結論をllSした。審理の間、父は子どもを抱

きしめて泣いており、母も同様涙を拭って

いた。

（資料㊤参照）

（3）カナダの裁判所の組織図

　我々が傍聴した州裁判所家事部は、
Ontario　Court　Provincial　Divisionと言われ通

称Family　Courtと1呼ばれている。子どもの

福祉や少年非行に関すること全てを扱い、子

どもの親権者や養育費の取り決め、子ども

との面接交渉等子どもに関する紛争も扱っ

ている。裁判官は州政府によって任命され

ている。（資料．2参照）

　一方、離婚や財産分与はOntario　Court

General　Division（日本の地方裁判所に相当

する）で扱われる。

General　Divisionの裁判官は連邦政府によっ

て任命されている。

（4）〔1］象・感想等

　法廷の構造は、裁判所（裁判官）の権限

を強調した作りであったが、審理の内容は

ケースの個別性に配慮したきめ細かいもの

だった。裁判官il；xの審理でここまで具体

的に詰めを行えるのは、裁判官が「子ども

の保護事件」のt自1‘1家であることも大きく

き影響していると考えられた。

　また、子どもを親元からから保護した際

に、困難事件では5H以内に法廷に持ち込

む体制と、その後の子どもの帰属について

も裁判所が関与し、様々な命令を出しなが

ら現状を観察して適切な処遇を決めていく

制度は見習うべきものがある。裁判所の命

令という名目で、CASが親と協力的に関わ
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ることができることは、双方の無駄な対立

を避け、親が子どもや家族に視点を向けて

考えることを可能にする点で望ましいあり

方と見受けられた。

（資料①裁判所の略図）

●国旗　　　裁判官　●州旗出ロ

速記官

載判官

入ロ

書記官

観　　震の　　　CAS　　CAS
　　弁竈士　　　ワーカー　弁護士

一般

出入口

傍聴席

（資料②カナダ裁判所の組織図）

　カナダ連邦最高裁判所
｛Sup了eme　Coun　of　Canada）

州及び準州の控訴裁判所
　℃ou∩of　Appeal）

　　カナダ連邦裁判所
↓Fed㎏了al　Court　of　Canada」

審理部門

、T刺輪◎n1

上訴部門・綱［㎞．

州及び準州の上級裁判所
　　〔SupenorCo岨1．

㈲ゆCouπol　Just鰺e・

　　州及び準州の裁判所
↓Provinc卜a！and　Tθmtohal　Coun」

参杉文献：世界の裁判所

　　　　　海外，il法ジャーナルい2・3

　　　　　YOUR　DAY　INα〕URT　X・！inig．　try　or　Att《｝rnc｝’

　　　　　general　o【uario

オリンピック競技場のピルから見たモントリオール島
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1．3　子ども弁護士事務所

　　　　（The　Children‘s　Lawyer’s　Office）

’訪問日時：1999年9月16日

　所在地：オリタリオ州トロント市

子どもの弁護士事務所
ウィルソン・マクダピ・ンシュ所長と共に…

　事務所はトロント市中央のオフィスビル

の14階にあった。我々は光栄にも所長のウ

ィルソン・マクダビッシュ氏からお話を伺

うこうとができた。

（1）概要

L己イ立摸tづ‘ナ

　この事務所は1827年イギリスの植民地時

代に、同国の法律ドにおいて設立された。

1867年にカナダが建国され同時に制定され

た憲法（「Canada　Act」あるいは「Constitution

Act」）により、連邦政府と各州政府との権限

の分掌が明記され、これによって離婚は連

邦レベルで、子どもに関する事柄は州政府

の責任と規定されている］。オンタリオ州の

法に関することすべては、司法省（Attorney

Gneral）が掌握している。弁護『1：、判事、司

法大臣（議員のllTから州の首相が指名）は、

法の支配（Rule　of　Law）の下、　lllいに独slil

している。所長白身は、州のr電法省の推薦

によって、州の首長であるエリザベス女E

に任命されている。同事務所のf算は、司

法省から出ているが、仕事上は独立している。

具体的には、離婚や財産分与は、州のL級

裁判所（II本0）地方裁判所に相当）で審理

されr一どもの福祉や少年非行については、州

裁判所家事部（日本の家庭裁判所に相当）で

扱っている。

膓歴史と変化

　当事務所では、1978年までは子どもの「個

の権利」よりも．1三として「財産の権利」を

護ることを行っていたs1982年の「自曲と

権利の憲章」（The　Canadian　Charter　of

Right　and　Freedoms）の批准後（但しケベ

ック州を除く｝「個人の生活・m山・安全保

障」に基づき、無罪の子どもを拘束しない

ことやチどもが親から虐待を’受けない権利

が．1三張されるに至った。これに伴い、当事

務所でも子どもの「個の権利」を代弁する

活動が盛んになり、その件数は1984年には

600～700件であったも0）が、1999年には約

5，000件にまで増大してる。件数増大の．一・因

としては、CASの管理下にあった子どもが

虐待により死亡した事件を契機にCASのケ

ー スワーカーが訴えられるのを恐れて予め

裁判所を利用することもあるようだ。

3スタッフと運’営費

　スタッフは80名（弁護上20名、ソーシャ

ルワーカー12名、その他48名）であり、全

員が公務員である。これ以外に契約で仕事

をしている弁護ヒ325名とソーシャルワーカ

ー 150名がいる。彼らは、3年毎に契約の更

新をしており、年に2回のトレーニングを

受けている。運営費は、司法省から年間Ca
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SlOOO万の予算があり、1997年度にはこの

予算の49パーセントを「親権」や「児童保

護」に使用している。

④仕事内容

　「家族法」（Family　Law）に基づき、法

廷でFどものこと（SU　r・分離、親権、面接

交渉等）を争っているものの、法廷での解

決が困難な場合に裁判官から依頼を受ける。

担当となった弁護1：やソーシャルワーカー

は、単独あるいは共同でr一ども本人やr一ど

もを収り巻く環境を調査し、「どこに誰と住

むのか」「どこの学校に行くのか」「どんな

形で成長するのか」といったr一どもに関わ

ることを判断し報告している。調査の方法

はケースにより異なるが、8歳以ドのf’ど

もに関しては原則としてソーシャルワーカ

ーがつき、遊びながら子どもの意向を受け

とめていくという、同時に親に関しても調

査し、親としての養育力を判断する。これ

らの様々な情報を整理して親がf’どもに焦

点を当てて考えられるように調整している。

場合によっては、」㌧どもの意思・希望を現

実に即した形にも修正するよう促すことも

ある。

　現在は、常に1万件のケース（約3万人

のr・どものクライエント）を抱えている。依

頼を受けたケースのうち約9割はここで調

整し解決しており、法廷に戻し判決を受け

るのは約1割である。

（2）才フィスの様f’

　落ち着いた色調の受付、広く明るいプレ

イルーム、色の名前がついた面接室がJlj意
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されていた。プレイルームはワンウェイ（マ

ジック）ミラーがあり、中央に絨毯が敷か

れ、fども用のテーブル、ソファが置かれ

ていた。窓に面した明るい場所に、テレビ・

本箱・トイボックス・棚があり、鏡のドに

低い机が置かれていた，カラフルな色彩に

より、遊びに導入しやすい雰囲気であった。

執務室は、弁護上・ワーカーとも個室を有

しており、法律関係の図書室も完備される

など、全体に広々として恵まれた環境であ

った。

（3）感想、まとめ

　「子どもの弁護ヒ「拝務所」は、法廷内だ

けでf’どもの代弁をする機関である。法廷

外でのr一どものことはアドボカシー事務所

がかかわっており、常に子どもの意見を人

事にしていることが理解でき、オンタリオ

州でのr一どもの人権擁護に対する取り組み

の姿勢がうかがわれたc

　「r一どもの弁護1：事務所」の活動内容は、

裁判官の依頼を受けて調査を開始報告する

点、f’や親や関係者に面接しあるいは観察

をして当事者の意向を把握し関係調整を行

う点、裁判所の枠がはずれたところでは事

件に関われない点で、家裁調査官の調査内

容と共通点があった。

　裁判所と対等な立場で、裁判所の賄いき

れないきめ細かい動きを期待できる点で心

強い機関だと思われた。実際、法廷で裁判

官がi・どもの弁護frをつけることを宣言し

ている事件もあり、困難事件の解決に信頼

を置かれていることが見受けられた。



子どもの弁護士事務所の具体的な取り組みについて

家』麩一旦遮遭の1・合 塞左塞遮　麹権・而接…塗

1と、Ch‖d　Fanlily　Services　Actのもとでl

l決めている。　　　　　　　　　　　．

裁判所は子どもの弁護十が、そのケースに1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ふさわしいCourts　to　Justice　Actにもと

、‘ついて依頼する。　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　．▼．　　　　．一
子どもたちの弁護一1：を、ケースにより任命さ

れる。

　　　　　一一＿」

1子どもの代行をしている弁護上の業務は、

：以’ドのとおり。

‘・ 親の弁護上の許可をとり、個別にそのケ

　ースについて話したり、会ったりする。

・ 子どもと個人的に会う．，

一家族を担当しているChildren’s　Aid　l
‘

　Societvのソーシャルワーカーと話す。　　‘

｜・ケースについての情報をもっている人と話

　すことができる。

・ 情報の交換と示談に達するための交渉を

　する。

・ 裁判官の前で証拠を提出する場で訴える。
1

　　　　　　　　　▼　　．．一　一．一．．

裁判所から依頼を受けた丁どもの弁護士

は、法律ヒの代行者またはソーシャルワーカ

ーもしくはその両者ともを任命する。専門的

なサービスをr一どもにかわって準備する。

　　　　　一一　　▼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
子どもの弁護士が、子どものためにするサ：

一ビスは、以下のとおり。　　　　　1
・ 親の弁護上の許可をとり、個別にケース

　について話したり、会ったりする。

・ 子どもと個人的に会う。
1・ケースについての情報をもっている人と話

　すことができる。

　・家庭訪問を行う。

・ケースについての事実を、親と親の弁護

　上に伝えるために会う。また、示談に達す

　るための交渉をする。

・ 裁判官の前で証拠を提出する場で訴える。

「｛，FFICE｛｝F　TIIECHILDREN’S　L八W、’ER」よ1｝転載

明るいプレールーム
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2．ケベック州
2．1　人権及び青少年の権利委員会
　　　　（Commission　des　Dorits　de　la　Personne　et　Des　Dorits　de　la　Jeunesse）

t訪問日時：1999年9月20日　所在地1ケベック州モントリオール

　設　立：1995年施設種別：大人と子どもの権利擁護機関

　職員数：15人の委員と140人の職員（非公務員）

t運営費lCa＄tOOO万（うち75パーセントが青少年の人権関係費）

、

（1）人権及び青少年の権利委員会とは

　議会によって任命された15人の委貝によ

り「ケベック州人権憲章÷」「青少年保護法

（　Youth　Protection　Act）」「少年非行法

（Youth　Offender’s　Act）」の3つの法律が

遵守されているかを調査・介人し、勧告を

行ケ。州の機関ではあるが、政府からは独

立した議会直属の機関である。委員のうち

委員長1名、副委員長2名の3名を除きパ

ー トタイムスタッフであるが、半数は人権

擁護専門、残りは青少年の人権擁護専門で

ある。

※州の全ての法律のLl立にあり、“i　S．　tl会が「1‘・どもの利

益・白1］1の推進と保隙　を担うことが記されている、

（2）沿革：

　1974年以前は、ソーシャルサービス機関

が権利擁護を担っていたが、「児童保護法」

のないことに抗議があり、1975年に委員会

の前身ができ、1979年にはケベック州全域

に身体的・性的虐待に関するネットワーク

をスタートさせた。1977年に「青少年保護

法」が制定され、同時に委員会の法的権限

が拡大された。1995年には、人権委員会と

青少年権利委貝会が統合して現在の委貝会

となったc

（3）青少年権利委貝会の対象者の内訳

　対象となる1～18歳未満のf’どもは州内

に168万人弱いる。このうち現在「児竜保護

法」によって保護されている者が｜万7T・

人（親元に50％、里親に32％、グループホ

ー ムに12％いる）、「少年非行法」により保

護されている者が5T・人余いる。

（4）青少年の権利擁護の流れと活動内容

人権及び青少年の権利委員会の外観　　人権及び青少年の権利委員会での研修風景
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資料11

コミッションの介入、調査

（苦情を寄せてきた人、弁護士、ソー

シャルワーカー、子、親、施設や里親

等から調査し、レポートを作成してコミ

ッショナー委員に提出）

事件が法廷に持ち込

まれた時は介入終了

1※ケベック自由人権憲章、児童保護

1法、少年非行法に抵触する人権侵害’

の事件ありとコミッションが判断

関係各省、機関、施設等へ勧告

95％はコミッションの　5％弱が訴訟へ

勧告を受け入れ改善　判決に不服であればコミ

する 　［㌫罵㌘（世
※・

（1）ケベ・ンク人権憲章・人種・性別・性的嗜好・宗教・言語・政治

　等で差別されない．子に関しても平等の考え方。子どもの利

　益と人権を推進する。
（2）児童保護法（YPA）：子の権利として、本人が全てを知らされ

　る権利、本人に弁護士をつける権利、医療、教育を受ける権

　利、保護下での人権が守られる権利、両親とコミュニケーシ

　ョンを持つ権利等を擁護する，
（3）少年非行法（YOA）：犯罪を侵した12～18歳までの子を対象、

少年非行者は成人犯罪者と同じ権利をもっている（弁護士選

任権、各種サービスを受ける権利）矯正所で権利が護られて

いるかどうかを判断する。

　青少年の権利擁護の流れは大まかに下記

のようなものである。（資料①参照）以下、

組織図（資料②参照）に沿って各部署の活

動内容を記す。

①調査部

　委員会は、資料②のような流れに沿って

調査・勧告を行っている。その目的は

（i）ケベック州人権憲章を解説しその存在

　　を主張する

（ii）ケベック州の法案・法令を検討する

佃）人権や子どもの権利侵害の状況を検討

　　する
（iv）権利に関する提案や要求につき検討する

（v）権利と自由に関する問題状況に焦点を

　　あてた研究や批評を公表する

などである。

　具体例としてかつてバーモント地区で二

人の子が何年にも亘り親から身体的・性的

虐待を受け死亡した事件がある。学校教師

や医師が気づいて保護センターに通知した

り、委員会も親に事情を聞いていたにも関

わらず虐待を阻止できなかった。調査では、

提供サービスのどこが機能していなかった

のか、書類の不備はなかったのかを検討し、

働く人の質も検討した。結局、虐待した親

自身がかつて虐待されてきたためにそのや

り方を虐待と認識できなかったことが分っ

た。この調査報告と各機関への勧告内容を

冊子として広く配付している。

②訴訟部

　委員会の目的は、子どもの利益と人権の

保護のため、人権が侵害されていると疑わ

れる場合は、その機関や個人に介入し勧告

をしているが、その勧告に従わない場合に

訴訟を提起することがある。その場合には、

委員会を代表する立場として委員会活動の

正当性を法廷で説明していくaしたがって

この勧告・介入が必ずしも子どもの意向に
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人権擁護のパンフレット

沿うとは限らない。

3．’法的介人計llhi部

　f一どもは親の離婚、子どもr1身の保護や

非行等様々な理山や立場で法廷に｛，1つ機会

があり、どの立場でも独立した弁護1：をつ

ける権利がある。例えば法廷に立つに際し、

子どもが「親とだけ話したい」と言えば委

員会はその権利を確保するように動くこと

になる，

　また、非行少年が施設に収容された際、こ

の施設が24時間以内の収容であるにも拘わ

らず何Hも置いた事実があれば、少年を施

設からtMすように法的働きかけを行う。

／4．研究・企ll｜li部

　青少年の人権のみならず大人の人権につ

いても担当しており、法律で決められたこ

とが守られているかを監督し、議会や行政

に報告していく部門である。

　例えば、今議会提出予定なのは、宗教教

育についてである。国連の児童憲章でも唱

われているように子ども達に宗教の多様性

を知らせること、それら宗教への寛容性の

教育の推進を勧告するf定である。

　委貝会の勧告は議会で強制力はないもの

の道徳而での権威があるので、議会も勧告

を真剣に検討する。ときには、議会側から

「こういうことを考えているが人権憲章やこ

れまでの法律に照らして問題はないか」と

依頼が人ることもある、

．5．教育部

　18歳未満の特に困難な状況にある若者達

に対し、自分達の持っている権利を知って

もらう啓発活動が中心である。具体的には、

「人権ガイド」の配付や、権利のために12の

プログラムのどれに参加したいかを問いか

ける等している。

　成人の権利についても同様で、例えば職

場での差別や家1三からの差別などにどう対

処しうるかを啓発している。

⑤国際協力部

　4年前にインドネシアで国際人権委員会

ができ、人権関係に働く人同志が情報を交

換して学んだり、世界中の女性法律家と組

んで民ドi三義支援の仕事も行っている。

　このように国際面で協力してfl：事をする

ことにより、外国の実情を知り、同時にこ

の委員会の実情を知ってもらえるというメ

リットがある。

⑦広報部

　家庭、青少年、関係各機関で働く人々、州

民全体を対象に人権についての知識を広め、

人権意識を高めるようにする。また、何か

問題があった際に委員会のとる立場を広く

知ってもらうような広報活動や、研究を広

く　般に知らしめるようにしている。具体
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的には、議艮の前での発表が全体の10～20％、　体の10～20％、残りは対象となる関係者に

記者会見等メディアを使った広報活動が全　勧告を送ることである。

（資料2）

Commission

　委員会

秘書課・調査部

地域代表部

（資料③）

あたなが、

・ あなたの活動領域で権利が認められるのに手助けして欲しいのであれば、

・ 教育プログラムおよび教材、情報、研修を利用したいのであれば、

・ 職場、あるいは教育、施設、子どもの保護の現場等において、教育事業を行うのに、

　委員会の協力が欲しいのであれば、

・ 権利と自由を促進するために、委員会に協力したいのであれば、

・ 集会、シンポジウム、会議、セミナー等に有能な人を招きたいのであれば、

…教育コミュニケーション課までご連絡ください。
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2．2　弁護士事務所

　　　　（Leagal　Aid　Office）

訪問日：1999年9月21日
所在地：ケベック州モントリオール

設立年：1974年
施設種別：人権擁護機関

x

（1）リーガルエイドオフィスの活動

　　ベールナール・セピンオール氏より説

　明を受ける。氏は、ケベック州モントリ

　オールにおいて、弁護士として27年間働

　いており、そのうちの11年間をユースコ

　ート（青少年裁判所）にて子どもを代弁

　する弁護士として働いた。対象になる子

　どもたちは、生まれて1日～18才未満である。

①YPA（Youth　Protection　Act）青少年保

　護法

　　何らかの保護が必要とされる子どもた

　ち（虐待等による親からの要因や10代で

　問題が起きた保護が必要なfども）の弁

　護を行っている。

②YOA（Young　Offender’s　Act）少年非行法

　　12才～18歳未満までの犯罪（盗み、強

　盗、脅迫行為等）を起こし、告発された

　子どもたちの弁護を行っている。

　1970年代、人権委員会やリーガルエイド

　制度、消費者保護法等の法律の成立や設

　立がされる中、YPA（青少年保護法）が

　19．　74年に施行される。

　子どもの安全・発達が危険に犯されてい

　る時に発令されるものであり、子どもに

　は、様々な権利があるとはっきりと表明

　したものである。

（i）家にいる権利

　様々な問題を抱えていても最大限、家に

居ながらにでも援助を受けることができ

る。あらゆる事を尽くしても、どうしても

家に居る事が無理な場合は、年齢や問題の

深刻さによっても変わるが、里親・グルー

プホームを利用する事になる。

（li）社会的なサービスを受ける権利

　本人に適切で、本人に合ったサービスや

教育を受けることができる。

（iii）知らされる権利

　自分に関して何が起こっているか、全て

知る権利があり、この先何が起こつて、ど

うされるか知らされる権利がある。

　自分には、弁護上を雇う権利があると知

らされる権利や、自分にかかわる決定事項

に関して白分で苦情を言える（アピールす

る）権利もある。その事について知らされ

る、また聴いてもらう権利もあり、自分が

白分を保護するために自分の意兇を述べて

議論する権利もあると教えられる。

　つまり、弁護lrによって自分を代弁して

もらう権利、子どもは里親や施設にいても

親と面接できる（その場合プライバシーが

護られる様になっている）権利、また親や

兄弟以外にも、弁護上や裁判官、裁判所の

人にもプライベートな状況の中でコミュニ

ケーションをとることができる。しかし、

裁判所から何らかの条件をつけられた場合

は、権利の行使が困難になる。

　具体例として、子どもが危険な状況や問

題を持ち、ある人が通報をした場合、ソー

シャルワーカーは危険があるかどうか調査

を行う。裁判所に行くまでに家族と会って

任意で話し合いを持ち、同意を得る。ソー

シャルワーカーが考えている、子どものサ
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一 ビスに対して、親が合意した時にはっき

りと同意書にサインをもらい、子どもが14

才以上の場合は、本人にもサインをもらう。

しかし、そのサインの後にも改善が見られ

ない場合には、裁判所に持ち込み判断をし

てもらうのである。

　ケベック州では、14才は、魔法の様な年

齢であり、いろんな権利を持つ事になる。

・ソーシャルワーカーが関わってつくる合意

　書や、契約書にサインができる。

・ 14才以上の子どもは、どの弁護士を雇う

　かを選ぶ権利もあり、気に入らないと別

　の弁護士を要求する．事もできる。

・ 親の同意を得ずに、病院で携帯避妊薬を

　処方してもらう事ができる。また、親の

　同意を得ずに堕胎もできる。

・ 医療機関のサービスを拒否する事もできる。

このように、f一どもの生命に危険が考えら

れる場合は別であるが、親がいくら言うこ

とがあっても、子ども自身が決定できる権

利を持っている。青少年保護にかかわる問

題で、ソーシャルワーカーが知っていなけ

ればならない事として、子どもがなぜ、非

行を犯すかを理解することが大切である。

（2）リーガルエイド制度の中身

　リーガルエイド制度は、1973年から施行

されたものであり、無料で弁護士のサービ

スを受けられる判断基準が決められてい
る。

・ お金がなくて、弁護士を雇うことができ

　ない。

・ 生活保護を受けている。

・ 仕事はしているが、毎週の給与がある一

　定の水準に満たない場合。

　また、犯した罪が民法にかかわる事でも、

サービスを行っている。例えば、離婚に関

わって発生する様々な問題（親権の問題、

誰が子どもをサポートするか等）、お金の

貸し借り、政府から受けるサービスの不備

について訴える事の対応等である。

　3年前にリーガルエイドの規定をしてい

る法律が変わり、政府がお金を支払わなく

なったが、「YPA」「YOA」に関わる子ど

も白身が受けるサービスに関してははとん

ど変更することなく、無料でサービスをう

けることができる。

　モントリオールだけで、リーガルエイド

の事務所が10カ所あり、刑法専門と民法専

門の事務所がいくつかに分散して配置され

ている。リーガルエイド専門のフルタイム

の弁護士と自分で事務所を持っていてケー

スを委託されている弁護止：が様々な問題に

対応している。

「YPA」の場合、措置の結論を仰ぐ前に法

律で決めている訳ではないが、手続きヒ必

ずオリエンテーションテープル（当事者、

親、ソーシャルワーカー、センターの職員

参加）の一ヒにのせるべきであると明記され

ている。これを実施するまでに、十分な時

間をかけて問題に対しての話し合い等を親

や、本人、関係機関と持っておくのである。

「どういう問題があって、どういうサービ

スが必要かと書き記したもの」に対して、

どうしても同意しない場合に裁判所に行く

事になるのである。同意しないと分かって

いても形式でもあれ、やらなければならな

いものである。今すぐにでも保護が必要と

なった場合は、24時間以内に保護して、法

廷に持ち込むのである。それについては、

裁判所の命令がなくてもできる。その後、

裁判官が向こう511問～30日間で、どこで

生活をしたら良いかという事を考える。

　「YOA」の場合、罪を犯した場合は、弁

護士を雇い、法廷での審議を経て、有罪・
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無罪が決まる。ただし、何らかの症状があ

る場合で、病院に行っている間は凍結する。

精神的な病気を持っている場合は裁判がで

きないので、治療を行う。

（3）感想

　弁護士の話を通じて感じた事として、制

度や法律が必要に応じて、作られてきてい

る点や、改定すべき点がスムーズに行われ

ていることである。子どもを社会のr・ども

と認知し、護っていこうという姿勢が感じ

られた。14才という年令をどう見るかであ

るが、権利として、ソーシャルワーカーの

作る、本人自身の合意書や、契約書にサイ

ンをできるという点は、責任を持たせる意

味でも．主体的にかかわらせる意味でも、大

きな事であると思う。

　オリエンテーションテーブルにて話し合

いを持つという事も、当たり前の事なのに

なぜ今まで行っていなかったかと反省した

次第である。今からでも遅くないし、費川

がかかる事でもないのでH本全国で取り組

めると思う。そのことで、より責任の明確

化、問題の整理もでき、顔の見える方針作

成となると感じている。欲を言えば、実際

の．事務所を見てみたかったのであるが、先

方の都合で無理であった。しかし、貴重な

話を伺えて、感謝している。
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回観膿1こ関する所感

第26回資生堂児童福祉海外研修を振り返って

二葉学園　都留和光

カナダにおける子どもの権利擁護について

　オンタリオ州とケベック州という：つの

州で学習をしたわけであるが、私rl身が強

く心に残っている事として、「司法ヒ・行政

．Lの手続きにおいて聴聞される機会が保障

されている」という事である。なかでも、r一

どもの意見表明権についての行き届いた配

慮に驚いた。私の施設のある東京都におい

ても「子どもの権利ノート」の作成を経て、

各施設において、子どもに配布を終えてい

るわけであるが、大きく違う点があるので

ないかと思う。これらを特に、法律ヒと、処

遇而で考えてみたい。

　法律．．］；一での様々な整備として、ケベック

州の「青少年保護法」やオンタリオ州の州

政府コミュニティー・ソーシャルサービス

省に児童福祉サービス行政の系統化に向け

た部局「子どもサービス部」が新たに設置

されていく過程でも明らかである。その法

律を基盤にして、その時代、状況において

fどもに必要な”j’えられるべき権利が明確

に規定されている事であると考える。わが

国の法律にさえ不勉強な私であるが、今の

時代に即したf’どものための権利擁護の法

律が必要と強く思った次第である。なかで

も「聞いてもらう権利」という事が、i一ど

もの権利擁護を考える一ヒで不1⑪∫欠と考える。

　法律という基盤があっての保障つまり、広

く般化されていく事と「聞いてもらう権

利」という事を子どもの処遇に携わる私た

ちがどれほど行なえているかという事も強

く引かれた部分である。インケアにあるt’

どもたちがド1らの処遇に対して、大いに意

兇を述べることができるという保障がある

にもかかわらず、話しやすい環境がいかに

用意できているかという事が問われている。

現場の職員としては、今からでも充分に「聞

いてもらう権利」を保障出来る様に行える

と考える。そうしていく事が子どもたち一・

人一人の最善の利益の第一・歩となるのでな

いだろうか。

PARCについて、

　約2週間のカナダでの滞在で多くの学習や

見学を行ったのであるが、なかでもPARCが

印象に残っている。わが国でも自立支援、自

立支援と近年特に「1’われてきているが、何

を持って自立といえるのか私は考えていた

のである。トロントのPARCを見学し、実際

に彼らと話しをしたりして私なりに結論を

導きISSそうと考えた。しかしそんな考えは

踊りllSした瞬間にどうでもよいものに感じ

てきたわけである。「いったい何なのだこの

心地よさは」そうか、受け人れられている

と言う感情でないだろうかと思うのである。

PARCにはインケアか、インケアを受けた後

の青年たちが様々なプログラムを通じて自

らの振り返りを行なっているところという

部分と、向立を行う上でのスキルを手に人れ

る部分があると感じた。

　しかし、自ら行動を起こすという事こそ

が初めに来るわけであり、白らを語るとい

う事こそが基本になっている様で、なかな

か難しい事だろうと推察したが、ヒ予く機

能している様にも思えた。経験してきた年
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Cのものから年ドのものに対して伝え合い

育て合うと言った事が相’－ll作用している様

に感じた。印象深い言葉として、「1｜本には

日本の良い部分も沢lllあるので、白信を持

って取り組んで下さい」と言われた事。具

体的には、大勢の子どもたちと少ないスタ

ッフで生活しているにも関わらず、帰属意

識が強い等とてもうらやましかったそうだ。

］．1　njにも自、lt：援助ホームといった手探りで

始めた誇れるものがあるわけだから私は双

方を見て、今後も継続して自、元についてこ

だわりたいと思った。

研修で学んだこと、考えたこと

　　　　　　　　　　　　　　　浦和家庭裁判所川越支部　梅澤　美紀

1．徹底した民主主義に基づく仕事の方法

　カナダでは、ときの政権によって政策が

kきく変更され、子どもの保護についても

例外ではない。各機関は、それに対応して

各々の仕事の重要性を様々な形でアピール

している。例えば、オンタリオ州では、政

権が交代し児竜保護に関するF算が削られ

た際に、「リスクアセスメント基準」を導入

して仕事の品質保障と客観的基準を明確に

して政府や州民に訴え、結果的に以前より

予算枠を拡大しているという具合だ。

　このアセスメントの導人には、CASの関

与していたr・どもが虐待により死亡した事

件をメディアが大きく取り．ヒげて批判した

ことも関係していると言う。政府もCASも

失敗を隠さずに公表し、間違っていた点を

具体的に検討している。また、CASは基金

を持ち、広報活動をしながら支援金を集め

ている。アドポカシー事務所や人権及び青

少年の権利委員会は権利侵害の事実があれ

ばメディァを通じて公表し改善要請をする。

州民も税金の使われ方に関心を示し、公表

結果を重視している。訪問したどの機関も

このように州民の注意を喚起しながら、批

判に耳を傾け変革をいとわない姿勢が．・貫

して流れていた。

2．養育システムの変化について

　聞くところによると、カナダも15年程前

までは子どもを大勢収容する施設（大舎制）

が主流だったと言う。その弊害がkl張され

るや、大舎は次々解体されて、現在のよう

なグループホームと里親中心のケアに変化

してきたと聞き、その実戦力に関心した。ま

た、CASのスカポロウ支部を見学した際、

性的虐待を受けた男児のみの長期グループ

ホームを試みているとの話があった。他の

類型の者との同Ef生活においては、加害者

になりがちだったこの種の男児を集めるこ

とによって、逆に男児達が自己開示し癒され

ていくことが分かったからだと言う．本当に

効果があるのかとの質問には、「試行段階で

様々な1二夫をしている。それでも効果がなけ

れば別の方法を考える。」との回答だった。

　我々は、とかく変更する前に逡巡して決

断できない一方、一度決まったことは例え

問題が生じようともなかなか改善しない。そ

れに較べてカナダでは、まずよかれと思う

ことを実戦してみて、それから考える。問

題があればどんどん変更していくという姿

勢が顕著であり、改善への努力を惜しまな

い専門家としての自負が感じられた。

3．日本の現状について

　U本は、カナダより遅れているのだろう
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カ㌔厚生省児童家庭局作成の「r一ども虐待

対応の手引き」（1999．3）には、トロントの

CASで話題になった「児童保護のためのリ

スクアセスメント」（1997）と同じような0

～ 3段階でf’・親・生活環境をチェックする

「丁ども虐待評価チェックリスト」が掲載さ

れていたし、緊急．一時保護の際のリスク要

因についても検討中であると記されていた。

児童福祉法には児童相談所独ド1に「Lk人調

査権」、「・時保護」を持つことや「・般人

の通告」も明記されているなど、いちがい

にU本が遅れているとは言えない。では、何

が違うのか。

　一番の違いは、口本では児竜相談所が孤

軍奮闘しているのに対し、カナダでは様々

な機関が異なった角度から子どもの保護や

権利養護を支援している点ではなかろうか。

4．改善できる点はないか（裁判所の立場から）

　家庭裁判所にいると、虐待申立事件が少

ないのが逆にLlにつく。例えば’ド成9年兇

竜相談所に相談された虐待件数5，352件に対

し、家裁で受理した児章福祉法28条審判申

、鷺て件数は61件である。児童相談所は「親

が非協力的なので、家庭に人り込めず、実

情（証拠）を掴めない」「この程度の虐待の

資料では家裁は認容しないのではないか」

「保護すると親がますます非協力的になりそ

うだ」などと考え強制的な親子分離になか

なか踏み切れないようである。

　児童相談所は「立人調査権」も「・時保

護権」も持つのであるからいくらでもやり

ようがありそうだが、権力が集中している

ことが逆に児竜相談所を消極的にさせてい

る嫌いがある。つまり、何から何まで児童

相談所がお膳立てして実行しなければなら

ない構造が弊害となって児相本来の機能を

働かせられないのである。

　改善案として、－s時保護後、親が同意し

ない場合には早急に家裁の判断を仰ぐこと

が有効に思われる、そうすることにより「公

’F中立な」裁判所に対して親が弁解をする

機会を’j’えることになるし、児相との無用

な対立を避け、むしろその後の関わりのIP

で親との協力体制を築くことが容易になる

と思われる。すなわち、親には「裁判所の

判断」という心理強制を’j’えながら、児相

という協力者を得て共にr一どものことを考

える姿勢になり易くなると思うt，

5．その他

　モントリオールのユースセンターで「親

の権利」と「f’どもの権利」のどちらを優

先するかという議論があると聞いたが、11

本にも同様「親権神話」がある。親権は何

にも増して強力であり、その前では警察も

児相も手を出せないというものである。し

かしf一どもの安全を守るためにはそれが制

限される事態があって当然であろう。それ

はひいては虐待をしたくないのにしてしま

う親白身を守ることにもなる。

　親が何もせずにr一どもを返せと1三張する

ことはカナダでは認められない。再審企で

は何が変わったかが重視される。しかし親

が変われば新たなPt－r関係の道が開けてい

く社会でもある。

　r一どもを適切な1時期に保護する決断も重

要だが、そこから新たな親子関係をZkじさ

せるような働きかけや、或いは逆に改善し

ない親には子どもが束縛されないシステム

（公的後見制度）など縦断的な観点で制度を

見直す必要もあると感じた。

トロントの朝市一新鮮な果物がいっぱい一一
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カナダの子どもの権利擁護について

旭児童ホーム石川恭子

私が外国へ行くときは、日本でのうんざり

が私の背中を押すことが多い。そして、そ

のうんざりのない国へHiかける。

　今回もその例外ではなかった。ただどっぷ

りとそのうんざりのない国にひたった後で、

見つけなければならない答えのようなもの

を抱えていた点では、いつもの旅とは違っ

ていた。

　カナダで言われるRightをH本語に権利と

訳すには、どこか違和感を覚える。2週間近

くの滞イliとカナダの人々との出会いと、歴

史を考えたときカナダでのRightとは、相手

を認め、受入れ、思いやるということが大

切にまず深く刻まれていると思う。

1．1本語で権利と訳すと、1三張的ニュアンス

が前面に出てしまう印象を持つ人もいるだ

ろう。何でも権利、権利といわれては困ると

・ 方的な見方をしがちである。それもH本

の歴史をたどれば仕方ない事かもしれない。

今も残っているば葉の一つに「何か子ども

たちがしたらバツを与えるのではなく、ま

ず話をする。何度も伝え続けることが大切

なのです。」という言葉がある。つまり進ん

でいる福祉国家で、いい政策の話を聞けた

のではなく人と人とが関わるごく基本的な

ことが大切だという。だとしたら、’f’ども

の権利擁護とは忘れてはいけないその基本

的なことを見失う人達に、再び伝え続ける

大切な行動ではないかと思う。PARCの子ど

もたちが街へtlSて行き、白分たちを伝えて

いく行動とどこか似ている気がしてならな

い。

今回の旅は出会いと仕事への再検討課題を

打ち出してくれた。そして研修という貴重

な体験の繰り返しの1†rで、自分自身のこと

も深く見つめ直すことも出来た。

子どもの権利擁護についてまず白分自身が

もっと深く考え、実行していくことから始

めたい。そして、再びカナダへ行き、さら

に学び続けたいと思う。

「カナダの研修を終えて」

静岡恵明学園児童部　杉村　勝巳

　オンタリオ州とケベック州を訪問し、そ

の中で印象深かったことは、取り組みにつ

いて多少の相違はあるにせよ、子どもの権

利を擁護する機関やネットワークが整って

いることであった。

　トロント市にある「子ども弁護士事務所」

では、弁護士とソーシャルワーカーが協働

して子どもの立場に立ち、子どもの意見を

代弁することも含めて対応していることに、

ユニークな取り組みを感じた。

　また、オンタリ才州にある4つのCAS

では、ファミリーソーシャルワーカー・イ

ンテークワーカー・医師・セラピスト・看

護婦・弁護一ヒで構成され、その活動で注目

される点は、インテークの段階で「リスク

アセスメントモデル」があり、子どもが保

護のサービスを受ける必要があるかどうか

をコードに合わせて記人し、適切なコード

になっているかの判断により介人すべきか、

一時保護をすべきかの判断基準が導人され

ていることであった。

また、扱ったケースの内容をパソコンに人
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力することにより、どこのCASでも瞬時に

把握し、ケースに対応できる体制に驚いた、

日本においてもこの「リスクアセスメント

モデル」に代わる基準を導入することにな

れば、どの児童相談所でも・一定のサービス

が可能になり、ケースが移っても早い対応

が行なえると思った。

　CASとCCASが支援するパークでは、仕事

や住居を提供するサービスや「スピークア

ウト」など、1：1本にはまだ独立した機関と

して存在しないカナダの最先端のとりくみ

に、目を見張るものがあった。

　カナダでの児童福祉研修において印象に

のこっていることは、職員の専門性の高さ

と共に、ケベック州の理念に代表される「親

の権利」より「児童の権利」を最優先する

という児童福祉に対する姿勢である。具体

的な活動として、虐待などの予防のために

専II『性のあるボランティアが直接関わる専

門家と協力して参加することや、「f防のプ

ログラム」に政府が予算を盛り込んでいる

ことなど、常に視点が児童の立場に向けら

れていることに一種の感動さえ覚えた。

　日本において児竜虐待が増加傾向にある

rl－；で、児童福祉が児童にとって安全な環境

であることを大前提にして、児童の権利を

護るために児童の意見表明権を代弁する機

関がますます必要不可欠になってきている

ことを痛感した。

　研修では時と雰囲気をを共有する多くの

仲閲と出会えたことがこれからの「よりどこ

ろ」になりそうである。そして、パーティー

でカナダのワーカー達と茶会を開いての交

流ができたことも大きな喜びになった。

カナダの子どもの権利擁護

精華学院奥田　敦
　カナダの子どもの権利擁護を学びに行く

前に、H本では、施設で生活する子どもた

ちのための権利ノート、自立支援計画書の

作成について動きがあり、いろいろと調べ

ている中で、はたしてこれで子どもの権利

保障につながるのか？と私は疑問に思って

いた。苦情を訴えて行くための第．三者機関、

NPOが必要と言われていながらそれが実現

しないまま「たてまえ」のみで進めている。

このあたりの事を私自身学びたかった。

　カナダで子どもの福祉機関を訪れた中で、

究極は、アドボカシー事務所が政府直属で

存在していることであり、もちろん日本で

も必要であると思うが、それだけで問題が

解決しているのだろうか。歴史をたどり、取

り組みのお話しを聞かせていただき、記事

を読んでいるうちにそうではないことに気

がついた。

　アドボカシー活動（子どもσ）弁護活動）は

以前から行なわれていたが、現在ほど働き

は活発ではなかった様であるし、内容にも

違いがあった。カナダでは1970年代に子ど

もの虐待がクローズアップされ社会問題と

なった。ここから始まる虐待防止への取り

組みが、今の．f’どもの権利擁護につながっ

ているのだ。虐待される子どもを“保護”

し、大切に育てることに専念する。それは

大変なことであり、虐待が子どもの成長に

多大な影響があることがわかり、研究を重

ね、そのことを重要にとらえ特別な形で法

律の中で権利保障を決めた。また、最善の

利益という側面から、虐待を受けた子ども

の生活の“場”に多大な配慮をした。これ

らのことが、結果的に今の権利擁護システ
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ムを作りヒげていった。というのが私なり

の理解である。

　わずか10年たらずの間で法律を大幅に改

正し、1984年に成立した「子ども家庭サー

ビス法」でアドボカシー事務所を子どもの

権利擁護機関として正式に位置付け、イン

ケアの子どもの権利を具体的に細部にわた

って明確に記載した。その後、CASなどに

よってより子どもたちにそのことを知らせ

るために「インケアの子どものためのガイ

ド」というハンドブックが作られた。これ

は、法律の中の“f・どもにとって、rl分が

もつ権利について情報を提供される権利（知

らされる権利）”を敵視してのことである。

　虐待の増加という社会的ニーズに合わせ

て法改正し、虐待防tl：を実践しつつ今nに

至るが、その中でも1997年に作成した「リ

スク・アセスメント・モデル」は、r一ども

の虐待における危険度の評価基準であるが、

これが早期発見、iE確認識、防iLに大変役

立っている。

　これらのことを考え、今の日本の状態を

考え直してみる。システム作りにばかり目

が行ってないだろうか。カナダとは順序が

逆のように思う。今、マスコミで子どもの

事件、∫虐待によりY・どもが犠牲になり、死

亡例もでてきた。しかし、時がたつと忘れ

がちになってしまう。何がネックになって

いるのか、もう　・度整理して考える必要が

ある。ひとつひとつのケースを大切にしな

がら虐待の防止（そθ）前に虐待の正しい理

解であるが）と生活の“場”への配慮、そ

して同時進行で子どもの権利擁護を考えな

ければならない。

rhナダにおける権利鰍日本の課題
愛神愛隣舎　曽　徳善

　カナダという国は不思議だ。

モザイク国家であるという以t：に、まず人

間が人間として尊重され、ユニットとして

の尊厳が重んじられ、かつ個人．ド義が成り

、Zっている。

そこに福祉社会が実現するならば、この地

za　1：のどの国々よりもすぐれて、理想的な

社会が登場することになるだろう。

　事実、我々は今回のトロント及びモント

リオールにおける研修で、東の問にしろそ

の・側面を垣間見る事ができたように思う。

とりわけ児童の権利擁護において、そのこ

とは顕著に見られた。子ども達にとって権

利とは、授けられたものでも与えられたも

のでもなく、生まれながらにして、当然備

わっていたかのように、社会全般に認識さ

れ受け人れられている。もちろんそこに至

るまでには様々な問題や、歴史的背景及び

社会的事件等が、層を成して繰り広げられ

てきたわけだが、それらひとつひとつを真

撃に受けILめ、克服し、さまざまな困難と

闘いながら積みlzげてきた人々によって、現

在の状況が作り出され維持されているのだ。

それがCASであり、’f’ども家庭サービスァ

ドボカシー事務所であり、子ども弁護士事

務所のような存在ではないだろうか？

なかでもインケアのf’ども達は、fi分に備

えられたさまざまな権利（意見表明θ）権利、

聞いてもらう権利、体罰からだ抽である権

利、法のドでの白分の権利を知らされる権

利等々）が保証され、それに準じてあらゆ

るサービスを受けることができる。もし彼

等が自分達に対するケアやサービスに不服

申立てを求めるならば、それを解決するた
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めに、CASはじめE記のさまざまな公的
機関が動いてくれる。今回訪れてみて、彼

等の職業意識および専門性の高さには本当

にHを見張るものがあった。ソーシャルワ

ー カーの資格ひとつを取ってみても、大学

院での専門コースを修rし、更に現場での

実習を経て初めて取得できるのだ。また、ア

ドボカシー事務所においてはスタッフ各々

がプロフェッショナルな職歴（教員、警察

官等）を有しており、その上でなお定期的

にインテークの訓練を実施するなど常に現

任訓練を怠っていない。このような状況は

我々にとって、自らの専門性を問い直す充

分な契機となり得たと思う。

さらにまたインケアに関わったユースの1’1

立を支援する活動体として、PARCがある。

このペイプ青少年資源センターと言う組織

は、インケアの子ども・青年のための相談

や自立支援を11的とし、必要とされるプロ

グラムを紐んで相fll交流をはかったり、ス

ピークアウトを通して相互理解を深め、技

術的援助や生活するヒでのアドバイス・情

報などを提供している。

以上のような子どもの権利を擁護するため

の、バックアップシステムは、カナダ独自

のものであり、年月をかけてあらゆる問題

点をすり合わせながら立ち上げて行った結

果の所産といえるだろう。しかも、これら

の運営予算は州政府によって提供されてい

るのであるから、驚きと言うより他はない。

いわゆる“公的後見”というものの本当の

力強さを、子どもの未来保証も含めて、し

っかりと我々に知らしめてくれたような気

がした。

　そして、この“公的後見”制度の確立こ

そが今、最も日本の児童福祉の現状におい

て緊要かつ急務の課題であると考えられる。

我々が子ども達に望む“自）乞“とは単に経

済的なものだけを意味しない。精神的にも

身体的にも、願わくば恒久的な自立を望み

たい。これから社会へ巣、Zとうとするイン

ケアの子ども達、経済的な不安を抱え白活

の経験に乏しい子ども達に、“何も心配しな

くていいんだよ。だから思いっきり白分の

人生を生きてごらん1“といってlttに送り

出す事ができるなら、その公的保証がなさ

れるならこれほど彼等にとって心強い支え

や切り札はないだろう。やがてそれは結実

しきっと次の世代へ還元されるはずである。

　2000年を迎えて1」本の福祉の現場は、加

速度的に市場原理が導人される傾向にある。

児童養護施設において措置から契約への動

きが作用するとしても恐らく契約への移行

困難なケースが多数発生するだろう∫その

時いったい彼等の“生きる権利”を誰が、ど

のように保証するのか？彼等をまず救済す

る事こそが本来的な児童福祉の使命ではな

いだろうか。であればなおのこと、今まさ

に“公的後見”が制度として必要なのでは

ないか？

　私は、始めにカナダに福祉社会が実現す

れば、地球ヒのどの国々よりもすぐれて理

想的な社会が登場するだろうと書いたが、そ

れはもしかしたらカナダ的世界においてと

言うべきかもしれない。即ち伝統的福祉国

家の精神と近代的福祉システムを調利1させ

て導入してきた経緯をもつ世界である。

1．1本は今その途ヒにある。福祉のさまざま

な分野での民営化が促進される中にあって、

原点としての福祉の精神を見失ってはなら

ないと強く感じる。

　カナダという国はそれを知っていた。
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子どもの人権擁護について

聖家族の家　森本久美子

カナダでの人権擁護に対する取り組みを目

のあたりにして、まず感じた事は「子ども

の意見を大切にしている」ということだっ

た。「子どもの意見」を聞くにはまず、大人

の意識改革が必要だと思う。その点でカナ

ダにおいては、職員の専門性を養う事から

はじめていると思った。具体的には定期的

に行われているトレーニング、はっきりと

提示してあるプログラム内容があげられる。

また、各機関での職員の勤続年数が長い事

も、より高い専門性が養成されていく事に

つながっていくのではないかと思う。この

ように、各機関で専門的に取り組んでいる

ということは、その期問の役割が明確にな

り、子ども達に対して一層深く丁寧な関わ

りができるのではないかと思った。これが

「子どもの意見」を大切にすること、ひいて

は、「子どもの人権を護る事」になるのだと

実感した。

　これらの取り組みがあるからこそ、PARC

ができたのではないかと感じる。PARCはみ

んな一人一人が自分自身の存在の大切さを

感じ取れる場所ではないかと思った。PARC

でみんなと一緒に楽しい時問を過ごしてみ

て、子どもが白立するにあたり、自分自身

の存在を認めるという経験は、重要な事で

あるとあらためて感じさせられた。

　カナダの研修で各機関の取り組みを見聞

きして、今までの私自身を振り返る事、ま

た、今後の子ども達との関わり方について

大変勉強になった。私は人権擁護について

大切な事は、子どもが意見を言える事（意

見を言える環境があること）だと感じ、ア

ドボカシー事務所にも大変興味を持った。カ

ナダではアドポカシー事務所があることで、

子どもの意見表明権が守られている。子ど

もが白分の意見を言う相手がある事が大切

なのだとも感じた。

　カナダの機関をそのまま真似る事は、日本

では無理が生じると思ったが、「子どもの意

見」を大切にしている子どもを取り巻く大人

の姿勢を、私自身は見直していきたいと思っ

た。子どもの人権擁護を考える上で、まずは

私自身が意識改革をしていきたいと思う。

いつもイキイキ女性軍

カナダの権利擁護システムについて思うこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和白青松園 酒瀬川秀穂

　9月11日から9月23日までの13日間にわ

たってカナダのトロントとモントリオール

で児童に関係する事務所や施設を訪問しい

ろいろな話を聞いてきた。事前研修ではな

かなか理解できなかったことも多くあった

が、実際に現場でスタッフの話を聞いたこ

とで、カナダの児童福祉の入り口が見えた

ような気がする。
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　ll本と比較して考えるのは難しいと思う。

文化の違いもそうであるが、多民族の国で

あり、宗教も多くそれらを無視して福祉の

事を考えることはできないことがその理由

である。法律や制度なども当然違うのであ

るが、基本的な福祉の考え方は共通であるc．

その部分で考えると“困っている人を助け

るのが当たり前と考える人が多い”という

説明を受けたが、今の日本人にその考えは

少なくなってきているのではないか。それ

が隣は何をしているかわからない、誰が住

んでいるかもわからないという状況を生み

｝1｛し、その結果、児童に関しては虐待、い

じめにつながってきている。

　そうなる以前は日本でも今のカナダのよ

うな精神も多くあったと思うが、生活環境

の変化などから変わってきている。それに

日本の法律も改II：しながらついていけばよ

かったが、戦後50年以Lにわたって大きな

改正はされず、ようやく社会福祉基礎構造

改革が行われつつある。カナダでも大改IE

が最近行われたようだが、II本でもうわべ

だけでなく現場により近い形での改正を多

くが期待している。

　もう・つ思った事は、“　fil立とは”と尋ね

られたときの答えとして、「’人で生活がで

きて、自分一人でもなんでもできるように

なる事」と自分の思いにあったが、これま

でにいろいろな研修を受ける中で“白立と

は本当に困ったときに頼る事ができる、相

談ができるようになる事“であると思うよ

うになった。　・般の家庭では親が番身近

な存在となるのだが、親に頼れない子ども

達にとって“白立”するには大変な苦労を

する事となる。このような子ども達にとっ

ての援助が、カナダには一・つのシステムと

して機能している事に感銘を受けた。

　．・泊だけではあったがホームステイでお

世話になったホストファミリーの方が、「子

どもの福祉が進んでいると思われるのは、カ

ナダがあまりにも悪すぎたからであるcH

本がまだ本当に悪い状態でないなら、すべ

て真似する事もないだろう。しかし、その

兆候があるなら法律が追いかけるのではな

く、先回りするほうがよいと思う。」という

言葉が深く印象に残った。

カナダの権利擁護

函館高砂母子ホーム　寺川　理

　私がこのカナダでの研修で得たことはた

くさんあるが、一番感じたことは組織の体

系の違いである。カナダでは子どもが虐待

されたとわかると保護をし、最終的にその

子どもが健全に育成される様に支援してい

る様子が良くわかり、とても素晴らしいこ

とだと思った。

　日本にはない組織も有り、頭の中で図式

を作り、比較をして考えながら訪問した。カ

ナダで子どもが保護される流れとして、始

めにCASを訪問した。国民全体が子どもの

ことに関心があるということがわかった。虐

待されている子どもを発見したら通告をし、

CASに保護。日本にも児童相談所があるが、

また、形態が違うように感じられた。

　そして、日本には紐織としてはない、子

ども弁護．．ヒ事務所、ここではf’ども一人一一

人に弁護士がいて弁護をする。私は、子ど

もに弁護．ヒがつくことに驚いた。自己主張

ができないr一どももいるので、弁護士が代

弁することにより、少しずつでも子どもが

主張できることにつながるのではないかと
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思われた。また、r一どものための家庭裁判

所もあり、様々なことで傷ついてきたr一ど

もがこの先どの様にすれば良いか決定する。

　f’ども達は安心してCASの保護のド、安

定した生活ができるように、州や国が保障

をしていることを知ることができた。実際

にグループホームで、r一どもと会うことが

できた。それぞれいろいろな体験をし、グ

ループホームへ入所となったと思われるが

子ども達はとても明るい表情で、精神的に

安定して生活している様に感じられた。日

本でも児童相談所に保護され、施設入所に

なるが、その間の過程の違いに私は驚いた。

1・1本で新しくカナダの様な組織を作るとい

うことは、予算的にもとても大変だと思う。

カナダで行っている事業を全部真似すると

いうことではなく、日本で行っている事業

を拡大してできることはないかと思う。も

し、行うとしたら、PARCの様な自立生活準

備のための施設を用意するなど、日本での

今までの特徴を生かしつつ、更に、子ども

のことを考えた施設作りをしていけば良い

のではないかと思う。また、カナダでは、ボ

ランティアの受入れ、施設職員も、それぞ

れの専門分野ごとにおり、様々なケースに

取り組めたり、相談することもでき、職員

間もうまくサポートしていた。私が担当し

たグループホームでも、里親が自分の子ど

もと接する時間がない場合など、交替要貝

を準備したりと、子どものことだけではな

く、職員に対してもサボートしていた。現

場で働く職員の一員として、とても素晴ら

しいことだと思った。

権利擁護について

愛の泉愛泉乳児園　水野　寧子

　カナダでは、」㌧どもの状態によって、そ

れぞれ専門的な機関で援助を受けられると

感じた。各機関が、rどもを護るというN

的のド、白分たちのできることに全力を尽

くしている印象を受けた。各機関が、どの

ように、どれくらい密に連携をとっている

かという点は、実際に、自分のHで現場の

様子を見てみたいと思った。

　ll本にはない機関ということで、子ども

を弁護する機関が確立しているのには興味

を持った。法廷で、子どものことを決める

カナダでは、自分の意見をうまく主張でき

ないr一ども達にとっては、当然、必要な機

関なのだろう。このように、当然必要なも

のが揃っていて、きちんと機能している事

は、簡単なようだが、それを長く、ニーズ

に合わせて続けていくのは、大変なことだ

と思う。

　CASを訪問し、日本の児童相談所と比較

しながら話を聞いてみた。州全体で、改革

を行い、苦労している面は多いようだが、そ

れでも州が動いたという点は、すごいと思

った。

CASの中でも、それぞれの段階を専門的に

担当するようになっている。そして、その

スタッフの専門性の高さも見習うべき点だ

と思う。子どものことを本当に、心から助

け、護っていくためには、熱意と知識がな

ければできないし、やってはいけないので

はないかと思う。

　カナダで見てきたことは、日本でも参考

になる点が多いと思う。虐待について、取

りtr．げられるようになってきた今、子ども

を護るためのシステムを確立させていく時
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期だと思うし、早く確立させなければなら

ないと思う。各機関が、自分達の専1“1分野

をヒ手に使い、連携をとること。そして、子

どもに一一番近い人達が、何処に、どのよう

に伝えたらよいか、その壬段を、広く知ら

せていくことも必要だと思った。

　ll本の将来を背負っていく了」ども達のた

めにも、それぞれが、できるところから改

善していかなければならないだろう。

PARCについて
　日本にも、このような場所があったらど

うだろうか。

　U標もなく、自立もできていない状態で、

施設から出ていかなければというケースも

ある。子どもにとって、施設から出るとい

うのは、未知の世界への不安と期待がある

だろう。そんな時、精神的に支えとなる人、

場所があるのは心強いだろう。又、先輩達

の活き活きした姿を見ることは、職員から

あれこれ言葉で言われるよりも、どれほど

説得力があるか分からない。何かしらの動

機付けがされるのではないかと思う。

　施設を細ていく子ども達の中には、自分

で目標を持ち、進むべき道を決めている子

どももいる。そんな丁ども達にとっても、ま

だ1．1標の決まらない．f’ども達にとっても、こ

ういった場所があれば、自分の居場所があ

り、本当に自分が何をしたいのかを探すた

めの時間的、精神的な余裕が持てるのでは

ないだろうか。ここで、間違えてはいけな

いのは、強制されていく場所ではいけない

ということだろう。カナダでも、　’つしか

ない場所に様々な問題で来られない人、そ

の段階にたどり着く前の∫二ども達も多勢い

ると思う。強制されて来ている人達の集ま

りではなく、自1三的に集まってきている人

達だから、とても活発で、活き活きとした

印象を与える場所になっているのだと思う。

日本でもこのような場所ができてくると、r一

ども達にとっても素晴らしいことだと思う。

　PARCで出会った人達の目は、とても活き

活きとしていた。又、積極的に色々なこと

に取り組んでいる姿には、とても好感が持

て、うらやましいと感じた。ll本の施設の

f一ども達が、こういった場所を見たり、

PARCに来ている人と話をして、どんなこと

を感じるか興味がある。

　ケアを受けているf・ども達は、心に何ら

かの傷を負っている。それを、どこまでフ

ォローでき、支えていってあげられるのか

というには、まず、現場で処遇をしている

職員が、真剣にr一どもの将来を考えてあげな

がら接していかなければならないと思った。

メジャーリーグ見学　最高でした
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子どもの権利擁護について感じたこと、興味をもったこと、感想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県立福岡学園　宮成　五月

　lll本でも国連の子どもの権利条約が批准

され、子どもの権利擁護ということについ

て、いろいろなところで検討されており、私

自身もいくつかの研修に参加してきたが、今

回、人権大国といわれるカナダを訪問し研

修を受けるまでは、子どもの権利擁護（特

にインケアの子どもの権利）に関して、誤

った認識ももっており、積極的に取り組む

ことができていなかったことに気づいた。ま

た、子どもの権利主張が、わがままにつな

がるのではないか、1：1分の権利ばかりを1…

張することで、他の人の権利を犯してしま

うことがあるのではないか、権利というと

き義務はどうなっているのかなど、今まで

自分のriiでくすぶっていたことについても

答えがみえてきた。

　カナダでは子どもの権利について、法律

で規定されており、子どもたちは、It’1分の

権利について知る権利があり、1’1分の権利

が護られてないと感じたとき、それについ

て聞いてもらえる権利があり、アドボカシ

ー事務所や子ども弁護士事務所や人権委員

会などの機関やシステムが整備されていた。

子どもの権利について、法律やハンドブッ

クなどで子どもたちにも正しく広く分かり

やすく知らされており、権利擁護のシステ

ムや機関が整備されていることで、子ども

たちの権利がより護られているということ

がわかった，

　ll本では、以1：の点において、少しずつ

取り組みもされてきているようだが、随分

おくれており、今後、カナダのような取り

組みが必要であることを認識した。

　特に、アドボカシー事務所のような機関

の設置が早急に望まれると思うが、その前

に、子どもの権利について正しく広く理解

されることが必要だろうと思う。いくつか

の白治体ではr・どもの権利ハンドブックも

作られているようだが、子どもだけでなく、

まわりの大人たちにももっと知らされる必

要があると感じたし、実際に活用されてい

るのだろうかと疑問に思うこともある。

　’f・どもの権利について考えるとき、今ま

で疑問に思っていたことは、「権利をもつと

いうことは責任をもつということでもある」

という考え方で答えが出たような気がした。

　そして、今後は、児童福祉にかかわる一

人の大人として、もっと積極的に子どもの

権利擁護について考え取り組んでいきたい

と思う。特に、fLどもの施設で直接子ども

の処遇にあたっているので、インケアの子

どもの権利ということについては、子ども

が自分のケア計画の作成に参加する権利な

どについて、1F急に検討してみたいと思う。

カナダの子どもの権利擁護についての感想一私達の課題を考える

　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県立吉原林間学園　松永千花子

　「子供を・人の完全な人格と認め、独立

した考えや意見を持った存在として見なす」

という理念は、「国連・r・どもの権利条約」

にもうたわれていることであるが、カナダ

のr一どもの権利擁護意識や、福祉システム

を考えるLでも重要な要素となっている。こ

の事を踏まえ、日本の子どもの権利擁護に

関わっていく私達の課題について考えたい。
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　私達の課題は2つの方向から考える「ltがで

きると思う，

　’つtlは、」㌧どもに関わる私達のll常的

な課題として，

　施設であったり又は、いろいろな社会的

な現実的制約がある中で、ll常的に私達が、

∫・どもと接するヒで、どのくらいf’どもを

私達と同じ、人格を持った対象として扱う

ことができるか、r一どもの意見に耳を貸す

ことができたり、その1三張をもっともとし

て受け入れて取り扱うことができるか、（普

通にr一どもが話をしてきた場合だけではな

く、’トばf’どもがあきらめかけている大事

な1三張を感じ取ったり、問題行動として出

している背景にある主張を取り扱うことも

含めて）という課題．

　．二つIIは、現在日本にないカナダの良い

ところを、どうやって取り入れて行くかと

いう課題。この課題は、私の中でもかなり

漠然としてしまっている。またシステムを

含めた大きな課題でもあると思う。

　しかし1つnの課題は、大きな課題では

あるが、全く私達とは無関係な遠くの問題

とされるものでもないと思う。また一・つ目

の課題が土台となって語られるべきものだ

とも感じている。子どもを基本的には大人

と1司じ人格を持った、i三張できる対象とし

て扱う意識なしには取り組めないことでも

あると思う。r一どもに現場で関わる私達が、

具体的な処遇に際して、今のU本の現実や

システムの限界につき当たった時に、必要

だと感じるもの、例えばアドボカシー事務

所や、弁護事務所、PARCのような存在の必

要、または児童相談所や、家庭裁判所の現

在とは異なった働きや、法律の改正の必要

など、実感に伴ったニーズが出てくること、

また関係者同lrの話が広げられていくこと

（プライベートな場でも公の場でも）が、シ

ステムを作っていく取りかかりになるので

はないか、また、実感に伴ったニーズから

発展することで、システムだけが・人歩き

しない、ll本的なシステムが作られるので

はないかと考える．

　私達側の問題として、現状の問題を提案

していくことについての難しさがあると思

う。そうすることで、rl分達の現在のやり

方のいたらなさをさらさなければならない

のではないかという不安があったり、また

変化していくことに対応したり、経験がな

いことを始めなくてはならない面倒や心配、

ニーズがどう扱われるかを見通せない不安

感が先立つ。そうしたことで、ニーズがう

まく．i三張できない面があるのではないか。し

かし、実感を伴ったニーズは、行政には出

せない、私達にしか川せないものであると

思うので、その所は他人任せにしないで、私

達が責任を持って請け負っていくべきもの

だと感じている。

　私達が、ll常的に子どもと接する中で、そ

の個々のr一どものi振を真剣に取り扱い、そ

の限界について関係a“1，ij上で話題にしてい

くことで、より具体的で説得力のあるニー

ズを、社会や行政に向けて発進していくこ

とができるのではないか、また、その後の

反応など、相互作川を重ねる中で、ニーズ

がより具体化し、現実的で機能できるもの

に展開していくのではないかと考える。

オンタリオ湖畔の避暑地一リトルレイクシティの街並
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第26回海外研修訪問施設（組織、機関）

トロント子ども援助協会

Children「s　Aid　Society　of　Toronto

　33Charles　St．　East，　Toronto，　Onta亘o

　Canada　M4Y　IR9

子ども弁護士事務所

The　Children’s　Lawyer’s〔）ffice

　14th　Floor，393　University　Avenue，　Toronto，

　0ntario，　Canada　M5G　IW9

トロント子ども援助協会

（スカボロー支所）

Children’s　Aid　Society　of　Toronto，

Scarborough　Branch

　843Kennedy　Road．　Scarborough

　Ontario　Canada　MIK　2E3

トロントカソリック子ども援助協会

Cathorle　Children‘s　Aid　Society　of　Toron〔0

　26Maitland　St．，　Toronto．　Ontario

　Canada　M4Y　IC6

グループホーム

Foster　Care　Services

Cathoric　Children’s　Aid　Society　of　Toronto

　Child＆Family　Resources，30　Drewry　Avenue

　North　York　Ontarie．　Canada　M2M　4C4

グループホーム

Mr，　Calvin　Tarr

　510Huntingwood　Drive

　Toronto．　Ontario．　Canada　MIW　IG7

子ども家庭サービスアドボカシー事務所

Office　of　Child　and　Family　service　Advocacy

Ministry　c）f　Community　and　Social　Services

　2nd　Floer．2195　Yonge　St．　Toronto．　Ontario

　Canada　M7A　IG2

ベープ青少年資源センター（PARC）

Pape　Ad《）lescent　Resource　Centre

　469Pape　Avenue，　Toronto，　Ontario

　Canada　M4K　3P9

シラップッスユースセンター

Syl　Apps　Youth　Centre

　4751roquois　Shore　Road，　Oakvilie

　Ontario　Canada　L6H　IM3

オンタリオ州裁判所家庭裁判所

Ontario　Court　of　Justice　Provincia］Division・Famiiy

　1911EgLinton　Avenue　East．

　Scarborough．　Ontario　Canada．　MlL4P4

日系文化会館

Japanese　Canadian　Cultural　Centre

　6Garamond　Court．　TI〕ronto，　Ontario．

　Canada　M3C　IZ5

人権及び青少年の権利委員会

Commission　des　droits　de　La　pers（mne

et　des　Clroits　de　la　jeunesse

　360．rue　Saint－Jacques，2e　etage．　MontreaL

　Qebec、　Canada　H2Y　IP5

バショー青少年家庭センター

Batshaw　Youth　and　Family　Centres

　2155rue　Guy，　N．　lotreal．　Quebec

　Canada　H3H　2R9

バショー青少年家庭センター

プレボストアンドショーブリッジキャンパス

Batshaw　Youth　and　Famiiy　Centres

Prevost　and　Shawbridge　Campus

　3065Boul　LebeL　Prevost．　Quebec，　Canada

　GOR　ITO

弁護士事務所

Leagat　Aid　Office

　5800，rue　St－Denis，　Bureau　802

　Montreal，　Quebec　Canada　H2S　3L5
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トロント子ども援助協会

・Children’s　Aid　Society　of　Metropolitan　Toronto　Annual　Report（19．　97）

◆The　Children’s　Aid　Foundation（1997・1998）Annual　Report

◆Parenting　in　Canada

◆Foster　Care（Children　Need　Families　like　yours）

・Our　history

・ Communicate（The　Newspaper　of　the　Children「s　Aid　Society　of　Toronto）

トロントカソリック子ども援助協会

・Risk　Assessmen〔Model　for　Child　Protection　in　Ontario

・Cathoric　Chiidren’s　Aid　Society　of　Metropolitan　Toronto

・ CCAS　Today（The　Newsleτter）

・ Hope　for　Children　F‘｝undation

・1998！「1999Annual　Report（Cathoric　Children’s　Aid　Society）

●Working　Together　for　You」r　Child

・When　the　children　need　us　mosしthaピs　when　we　need　you

．1998／1999Fact　Sheet（Cathoric　Children’s　Aid　Society　of　Toronto）

・Policy　to　Prevenし”Harassment　and　Discrimination　at　CCAS

．Right＆ResponsibMties（A　Guide　for　Children　in　Care）

・Know　Your　Right＆Live　up　to　your　Responsibilit三es（A　Guide　for　Children　in　Care）

ペープ青少年資源センター

・ Pape　Adolescent　Resource　Centre（PARC｝

子ども弁護士事務所

・ Othce　of　The　Children’s　Lawyer　Annual　Review（1887〆「98）

・Ot6ce　of　The　Children’s　Lawyer

・Where　do　I　Stand？（A　child’s　leagal　guide　to　separation　and　divorce．）

・1白he　name　of　the　Child　Conference

・Memorandum（0丘ice　of　The　Children’s　Lawyer｝

・Intake　Form（Custody！Access　Cases　under　the　Divorce　Act　andノ《）r　the　Children’s　Law　Reform　Act）

・ Property　Rights　News

人権及び青少年の権利委員会

・ Commission　des　droits　de　ta　personne　e【des　Clrits　de　la　jeunesse　RapPort　unnual　l998

・Youth　Protection　Act（R．S．Q．1977，c．P・3・1．1）

・Droits　des　jeunesse　entre　la　protection　et　1’autonomie

・ Protect　Our　Children（Hear　the　Cry　and　Break　the　Silence）
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・Tlle　Quebec　Charter　of　Human　Rights　and　Freedoms

．Ihave　rights．you　do　have　rights

・The　Char〔er　of　Human　Rights　and　Freedoms　of　Quebec

．Guide　des　Droits　et　Ob1三gation

・Serving　Human　Rights　anCl　Freedoms　and　Youth

・Take　a　Card（Did　y皿know　that？）

・ The　National　and　Interna［ional　Status　of　Human　Rights　and　Freedoms

・Tbe　human　rights　education　activities　to　commemorate　the　50th　anniversary　of【he　Uni、．・ersal

　Declaration　of　Human　Rights

・Walking　Down　the　Human　Rights　Road　in　Quebec（Tlle　Game）

・ The　Highways　and　Byways↓）f　Human　Rights（The　Ganle）

．Young　Offender’s　Act（RS．C，1985．c．Y・1，

・ Les　Centres　de　la　jeunesse　et　de　la　famille　Batshaw　Campus　Prevost・Unite　La　Chapell（Conclusi‘m

　d’enquete）

バショー青少年・家庭センター

・Youth　Protection　Act（Revised　Sねtutes　of　Quebec　Chapter　P・34」）

．Helping　youth　and血m田es　in　di伍culty

バショー青少年・家庭センタープレボストアドドショーブリッジキャンパス

・Aggression　Replacement　Trainingt　A　Comprehensive　Intervention　f‘）r　the　Actingout　Delinquent
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第26回　資生堂児童福祉海外研修団団員名簿

氏　　名 諺 勤　務　先　・　住　所 種別

団長
カ・がみσ●う1，よ寸

加賀美尤祥 4（XLO856

山梨県甲府市伊勢2－1－19
山梨立正光生園

廿0552351783　FAX叉）55235－1784

児童養護

団員
うめざわ　　　み　さ

梅澤　美紀 350唱531

埼玉県川越市宮下町2－1－3
浦和家庭裁判所川越支部
呑04922ふ3560（内）309　FAX：0492252208

家　庭
裁判所

々
つ　る　　　かずみつ

都留　和光
1820035

東京都調布市上石原2－17－7
二葉学園

告0424ぷ2・2578　FAXIO42480・5200

児童養護

々
いしC・’）　　∋二うこ

石川　恭子 241－0001

横浜市旭区上白根町956
旭児童ホーム

呑045・9531270　FAX｛｝4ふ953・1270

々

々
すぎしら　　か”み

杉村　勝巳 411η012

静岡県三島市笹原新田81－1
静岡恵明学園児童部
告0559－754803　FAXメ｝559754806

々

々
2▲（だ　　　　靭，し

奥田　　敦 516イ）073

三重県伊勢市吹上2－5－41
精華学院
呑059（ト2＆2678　FAX：0596・2＆9386

々

々
モう　　　　ヒくぜみ

曽　　徳善
6570834

神戸市灘区泉通り4－27
愛神愛隣舎
呑07＆861－2462　FAX：078BO2－1566

々

々
もりもε　く　み　こ

森本久美子 546－0033

大阪市東住吉区南田辺4－5－2
聖家族の家

呑0鰯99・7221　FAX：06櫛997243

々

々
さかせかわぴで’±

酒瀬川秀穂 811・0201

福岡市東区三苫2－30－1
和白青松園
麿0924｝0（ト2109　FAX戊）92イ｝07・7421

々

々
てらかわ　　　3はみ

寺川　　理 040イ）063

函館市若松町36－25
函館高砂母子ホーム

麿0138・23・4020　FAX：Ol3＆2＆4029

母子

々
みずの　　や†こ

水野　寧子 347ぶ510

埼玉県加須市土手2－15－57
愛の泉愛泉乳児園

呑（蹴2－3321　FAX⑩48062’1687

乳児

々
みやなり　　さつ●

宮成　五月 8U・1241

福岡県筑紫郡那珂川町大字後野279－2
福岡県立福岡学園
告092－952・2621　FAXメ）92・952・2621

自立

々
9つながち　か　こ

松永千花子
4170801

静岡県富士市大渕2781
静岡県立吉原林間学園
呑0545350076　FAXゴ）545・350278

情短

事務局
おかわ　　ともかず

小川　知一
1048010

東京都中央区銀座7－5－5
資生堂社会福祉事業財団
告03－3574－7408　FAXメ）33289イ）314 一

々
↑ずさ　　じ■んじ

鈴木　順治
1048010

東京都中央区銀座7－5－5
資生堂社会福祉事業財団
む0＆3574－7408　FAX叉）3・32890314 一

添乗員
のざわ　き　み　こ

野沢喜満子
1600011

東京都中央区銀座7－13－10
日本旅行東京中央支店
告03－5565・5553　FAX：03・556与5552 一
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

開催年度 研修先 団員種別（人数） 　間
（日数

研修内容

第1回
（1972）

ヨーロツバ
（含北欧）

養・保・児（5） 28 海外福祉事情視察

第2回
（1973）

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

第3回
1974）

ヨーロッパ

恰北欧）
養（23） 22 ヨーロッパ6力図での児童福祉事情の視察

4回
1975

ヨーロッパ

（A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）

アメリかメキシコ 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

　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」

　8回
（1980）

アメリカ 養母・乳（25） 15 テーマ　児　　’における施設と地域社云
　　　「児童の　性に応じた生活指　．’珍」

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　に対する居住型
　設の形態及び運営機能についての調査研究

11回
1984）

オーストラリア
（ムタスマニア）

養（15） 15 テーマ「児童養護のネットワークづくり」

第12回
（1985

ヨーロツパ

3カ　）
養（15） 15 テーマ　家庭の病理からくる情緒障害児・　族

　　　　への指　　など
　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　非行傾ロを示　児　の処遇問題
　　　　～ファミリープログラムを含めて～

第16回
（1989｝

オーストラリア 養・教・情・母・精（17） 15 テーマ　　　　『祉　設と地域さ云とのかかわり

　　　　　について
第］7回
（1990）

オーストラリア 養・教・情・母・精（17） 15 テーマ「地域社会での児童福祉の在り方を探る」

第18回
（199D

ヨーロツバ 養・教・情・母・精（23｝ 15 テーマ「児童の権利と児童養護活動」

　19回
（1992）

ヨーロッパ 養・教・情・母精（25） 15 テーマ「児童の権利と家庭機能支援活動を探る」

20回
（1993）

カナダ・アメリカ 養教情母・乳・稿肢㈲ 15 テーマ「家族と子どもの権利を考える」

第2咽
（1994

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

　22回
（1995）

ヨーロツパ
（含北欧）

養・教・情・母乳（12） 14 テーマ「児童の最善の利益について」

第23回
（1996）

オーストラリア

ニユージーランド
養・教・情・母乳（17）

1
1

テーマ　日本の児　福祉施設の将来の在り方を
　　　　　る

第別回
（1997｝

イギリス 養・教精・母・乳（14） 12 テーマ「地域社会が求める福祉サービスのあり方」

　25回
（1998）

アメリカ 養・自立・情母・乳（13） 14 テーマ「アメリカの児童虐待の実態について」

・26回
1999）

カナダ 養・自立梢・母乳（13） 13 テーマ「子どもの権利擁護と福祉サービス」
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　連日のように新聞紙上では、“児童虐待”の記事が紙面を飾り、社会問題として取り上げ

られている。とはいえ決め手となるような解決策が打ち出せないまま、まんじりとll寺間だけ

が過ぎて行く感の今IIこの頃である。今この原稿を書いている瞬間にも、どこかでまた“子

ども”が虐待により、心や身体に大きな傷を負っているのではないかと想像する事さえ容易

だ。親権と懲戒権の壁はそれほど厚いものなのか？

今、我々にできることを急がねば…と焦る反面、過去と現在の座標軸の中で問題を検証し、

止揚する事の重大さに気付く。それが未来へつなげる唯一一の方法であると確信して。

　その意味において、今回我々がカナダを訪問して研修し学んだものは、その質、量ともに

実に多くの課題を提示してくれた。rども福祉のシステム、リスクアセスメントの在り方、

州裁判所家事部の役割、子ども弁護1：事務所およびアドボカシー事務所の働き、PARCにみ

られる白立支援活動等々。どれをとってもシステムや公的支援の差こそあれ、我々が抱える

状況と出発点は同じであり、有機的連関性を多く共有する。日本的ヒ壌から生じた問題であ

っても、その解決法は決してひとつではなく、幾通りも有るのだ…と言うことも知1ることが

できた。

　この度、報告書を作成するにあたり団貝相互に’」”えられたテーマに沿って、各nがさまざ

まな試行錯誤を繰り返し、資料の数々をひもとき、英語はもちろん日本語にも悩まされなが

らレポートを作成し、計i同の編集会議を経てようやく完成を見ることができた。

その間、常に新しい切り口でレポートの方向性を示唆してFさった、資生堂財団事務局の小

川常務理事、地道かつ真摯にレポート作成に携わって下さり、最後まで我々をリードしてド

さった鈴木さん、現地での見事な通訳はもちろんのこと、こちらからのメールの質問にも快

く調査し、解答くださった菊池さんには心より深く感謝したい。

そして親愛なる加賀美団長はじめ、素晴しき団員達との相互の出会いを大切にしたい。カナ

ダでの日々は、まさに我々にとってグループワークそのものであった。現地で温かく迎えて

くださったブロフェショナルな福相二関係者の皆さんとの交流や協働を通して、啓発を受けエ

ンパワーされたのは全団員であったろうと断言できる。その成果がこの報告書に少しでも表

れていることを願ってやまない。

　最後に、今回の研修に参加する機会を与えてくださった、資生堂社会福祉事業財団、厚1k

省、全国社会福祉協議会および各関係機関の皆様に、心から厚くお礼を申しtげたい。

（編集委員　曹　徳善）
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