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　第28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り厚く

お礼申し上げます。

この度平成14年度事業として実施いたしました、表記第28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

上ます。

ご一読の上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28回　資生堂児童福祉海外研修　実施要綱

1．目　　　的

　　児苗福祉施設の，1｜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llざす、、

2．主 催　　財1寸1法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後 援　　厚生労働省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ

日）戊芦待家庭などに対する地域（コミュニティー）による支援、親に対する教

　　育・訓練などについてアメリカ西海岸・中西部において学ぶ。

（2）アメリカにおける最新の児童福祉施策、プログラムを研修すると同時に、

　　アメリカの里親制度の実態を学ぶ、

5．研修先アメリカ
　　　　　　　〔サンフランシスコ、デンバー、ポートランド汐コマ、シアトル）

6．実施期間　2002年9月21（」：トユO月511（ll）（15H間）

フ．推薦要件

　　L過去に他財団、団体のi瀧する同類の海外研修に参加していない者、

　　；　，］　1｛，G務経験年数が5年以．ヒで年齢が45歳以ドの者。（2001－4－1現在）

　．3iH常児章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もち、

　　強い意欲と責任感のある者、

　　1心身ともに健康で長期にわたって児敢福祉に貢献できる者。

8．選考方法
　　全国児童養護施設協議会、全国母子生活支援施設協議会、並びに関連諸団体の

　推薦にもとづき、資生堂児童福祉海外弼F修選考委員会の審査により決定する、

9．研修報告書の作成及び発表

　1⊥：‘研修団は2003年3月末までに報告書を作成する。

　Cそれぞれの協議会等の」三催する研修会等において研修結果の報告を行う
1



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25日から10月5日にか

けて、第28回資生堂児童福祉海外研修に児童養護施設職員をはじめ、全国の児童福祉

施設職員に参加の機会を与えていただきましたことに心から御礼申しあげます。

今回の研修は、本来一昨年の秋に実施予定でしたが、あの痛ましい米国同時多発テロ

事件の影響で延期されていたものです。被害を受けられた方々、一瞬にして親を失っ

た子どもたちをはじめとする御遺族の方々に対し、この場を借りて心から哀悼の意を

表します。

　さて、わが国の子ども虐待の実態はいよいよ深刻化しています。もはや戦後ではな

いといわれた時代以降のわが国経済・社会の激動の申で、“家族の養育機能の低下H

をキーワードとして、親が存在しながら子どもが育たない状況が、世代を連鎖してさ

らに顕著になってきています。

　特に虐待を受けた子どもの施設入所が急増したことにより都市部を中心に施設が満

杯状況にあり、しかも虐待を受けた子どもが半数に達する施設が常態となっています。

このため、困難な処遇上の課題を抱えた被虐待児への対応の必要性から、児童養護施

設のあり方の見直しが課題になっているところです。児童虐待防止法については本年

秋よりその見直しがされることとなっており、本会でも虐待問題への対応を軸とする

『児童養護施設近未来像ll』の策定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は、虐待家庭などに対する地域による支援、

親に対する教育・訓練などについて、米国の福祉現場を訪問し研修されましたことは、

今後のわが国の児童福祉を考えるうえでも、大変時宜を得たものであったと思います。

　本研修の企画・実施から報告書の作成に至るまで事務局としてお世話いただきまし

た資生堂社会福祉事業財団の皆様、さらには研修の内容充実のためにご配慮いただき

ました厚生労働省の関係者の皆様にあらた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、今後の児童福祉と子ども

の健全育成に一層寄与してまいりますよう祈念いたしまして、お礼のご挨拶とさせて

いただきます。
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28TH　SHISEIDO　CHILD　WELFARE　STUDY　TOUR　TO　AMERICA（2002）

　　　第28回　資生堂児童福祉海外研修団　～アメリカ～

（千葉県）

団　長

野の花の家

花崎　みさを

（東京都）

＄務局

資生堂社会福祉事業財団

池田　マリ子

（東京都）

事務局

資生堂社会福祉事業財団

鈴木　順治

N．一一．、一』

　コロラド

、

AMERICA

∫
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（大阪府）

児童養護施設

公徳学園

保育士

浅井　友可

（石川県）

児童養護施設

聖霊愛児園

主任児童指導員

横川　伸

（埼玉県）

児童養護施設

雀幸園

児童指導員

荒木　浩二

（大阪府）

情緒障害児短期治療施設

あゆみの丘

児童指導員

堀　健一

（東京都）

児童養護施設

至誠学園

副園長

石田　芳朗

（北海道）

母子生活支援施設

北海道社会事業協会鈴蘭寮

主任母子指導員

小松　留美子

（東京都）

児童養護施設

まつば園

児童指導員

勝亦　悦子

（神奈川県）

母子生活支援施設

カサ・デ・サンタマリア

母子指導員

清水　厚子

（東京都）

児童養護施設

東京育成園

保育士

田中　聡子

（香川県）

児童自立支援施設

香川県立斯道学園

児童自立支援専門員

永井　陽子
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団　長　報　告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野の花の家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設長花崎みさを

　この資生堂社会福祉海外研修は、200］年9月に行われる予定でしたが、折悪く起こ

ったアメリカの同時多発テロの影響で延期され、一一年後の2002年9月21［1から2週

間実施されましたc

　中止になるのでは？という不安の中で、実現され、参加できましたことは、団員一

同にとって大変幸運なことでした。時あたかも里親月間である］0月をFl前にしての、

タイムリーな今回のテーマは「里親制度と被虐待児への対応」であり、一同興味津々

の思いでスタートを切ることができました。

　まずはこの研修を実現させて下さった資生堂社会福祉事業財団とその関係者の皆

様、厚生労働省家庭福祉課、全社協、全養協のお力添えに衷心より感謝申し上げます、

また私たちと終始行動を共にして、通訳のみでなく講師としても多くのことを団員一

1，ijにご教授ドさったヘネシー澄r一先生に心から感謝申し上げます。そして特に財団事

務局の池田さん、鈴木さんには、常に団貝への細かなお心遣いをいただき、快適な研

修ができるようお骨折りいただきましたこと、団貝一同と共に心からお礼申し上げます、．

　今回の研修先のアメリカは、多様な児童問題を有している国ではありますが、また

多様な試みや実践を持つ国でもあります，戦後欧米のシステムを取り人れつつ発展し

てきたわが国の社会福祉ですが、特に児童福祉分野にとっては、まだまだ多くの学ぶべ

き点があります。

　「r・どもの視点に立つ」「子どもの人権」等という意識のどうも持ちにくい口本社

会の体質の中で、しかし徐々にそのような万向に進展してきてはいましたが、1994

年の「子どもの権利に関する条約」を批准したあたりから、急速に「子どもの権利擁

護」「子どもの最善の利益」という言葉と共に、子・どもの視点に、ltlった体制作りが模

索され始めたように思います。国は基礎構造改rVt：に乗って児童分野も改革を考え、全

養も（他の児童分野も）近未来におけるありノ∫を模索しています、．そんな折のアメリ

カでの研修では、今後の方向を見据えて、「里親」「被虐待児対応のあり方」にテーマ

を決められていたことに敬意を表したいと思います．，

　今回はサンフランシスコ、デンバー、ポートランド、タコマ、シアトル各市で、州

C　r’1∫）のヒューマンサービス局の取り組みと児童裁判1｛斤CJuvenile　Court）の働き、

そして民間組織（団体）の活動について、テーマに添って研修させていただきました一

5



アメリカは州毎に独立した考えをもっていますが、その中で特に印象深い共通項として

次のような点があげられます。

　1．一人の子どもの生きる権利をどう守り育てるかに、きちんと焦点を当てて対策が

　　　立てられている点。

　2．子どもの精神的負担をできるだけ軽減し、家庭に近い環境を整えることに腐心し

　　　ている点（実家族ケア、里親委託、一時保護所の廃止等）。

　3．一つのケースに、質の高い多くのソーシャルワーカーが継続的にかかわっている

　　　点。

　4．裁判所が決定機関として厳然と存在し、その中でソーシャルワーカーが大きな働

　　　きをしている。つまり裁きと援助の役割分担がはっきりしている点。

　5．地域の中に里親があり、官民共々に多くの支援体制が出来上がっている点。

　6．州（市）の組織と民間の組織がしっかりと協働体制を組んでいる点。

　7．予防にもすでに多くのシステムと実績を持つ点、等。

　詳細については団員の報告書をお読みいただきたい。今回の団員の方々は、大変熱心

な研修態度で、より多く学ぽうと目を輝かせ、神経を集中して各パートでの説明を受け

ていました。その結果と合わせて膨大な資料を懸命に読みとり、団員同士の情報交換を

しながらまとめた報告書です。きっと多くの方々の学びの一助になるであろうと思います。

　今回の研修で多くの学びを得た我々は、次に、これをなんらかの形で生かす方法を考

えなければならない。これをしてはじめて一つの研修が終わるのだと考え、今回団長と

して参加させていただいた私の責務として、これを団員各位に課題として提案しました。

近日、課題にたいする試案を持って、東京近郊で再会する予定です。
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事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

事務局長池田マリ子

　アメリカ同時多発テロ事件（2001年9月11）の勃発により1年延期した「第28回児童

福祉海外研修」は、団員の皆さんが待ちに待った期待の中で無事に終了しました。

今回は、アメリカ西海岸・中西部に位置するカリフtルニア、コロラド、オレゴン、

ワシントンの4州を研修地区に選び、テーマは1998年度のアメリカ東海岸で学んだ

「アメリカの児童虐待の実体」を更に一歩進めて、「虐待家庭などに対する地域による

支援、親に対する教育・訓練」を中心に、アメリカにおける最新の児童福祉施策を学

ぶ、としました。

また、おりしも今回の研修中に日本では専門里親制度が導入（2002年10月）されると

あって、アメリカの里親制度の実態を知ることも大きな目的でした。

　アメリカは州ごとに法律や制度が異なり、更に、州全体が州法に則って実施される

「州統一政策」方式と、州法をベースに郡や市にその企画から実行までを一任する

「郡（市）の独自政策」方式とがあります。

今回前半に訪問したカリフtルニア州とコロラド州は郡（市）の独自政策方式を、後

半のオレゴン州とワシントン州は州統一方式を採用しています。

　詳しくは後述の団員の方々による報告をご覧頂くとして、全体をとおして感じたこ

とを思いつくままに列挙すると、

　改善意欲と姿勢

　　より良いシステムや施策を取り入れようと常に各州が競い合っている。

　理論に基づいた「しくみ」づくり

　新たなシステムや施策を進めるにあたっては、［画⇒［P司⇒⊆亘ヨという手

　順が徹底して行われており、研究発表だけに留まらず理論に基づいて実行までし

　　っかり行われている。効果があると判断されると全州に利用の拡大を図っていく。

　大きな役割をもつ民間施設

　研究から実証の段階では公的機関は特に動かず、民間の施設が行うので、資金の

　調達を含め、動き易い（早い）。

　ベテラン職員による安心な取り組み

　基本的に職場異動は本人が希望しない限りないという。裁判長を始めワーカー達

　　は何十年という長い間同じ職場に従事しているベテランや専門家が多く、子ども
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　　のことを良く理解しているので適切な対応がとりやすい環境にある。

　利用者に配慮のある施設

　　施設や相談センターなどは住民が気軽に利用できるよう、ショッピングセンターの

　　中にあったり、相談から申し込み、利川まで全てのサービスが同じビル内に配置さ

　　れているなど、利用しやすい環境が整っている。

など、常により良いものを追求しつづけ、実施に向けてのマニュアルが整備されている

国であるということを実感しました。

　財団の海外研修のコーディネートが今回で4回1．1となるヘネシー澄子先生から、『最

初にアメリカ研修（第8期：1980年）に訪れた時と比較して、この20年の問にアメリカ

は大きな変貌をとげているc当時は今の［’1本と同様に児童養護施設が主体となっていた

が、今は治療施設のみとなり、口本でいう児童養護施設はなくなっている。数年前まで

はカリフォルニア、コロラド州の方が進んでいたが、今回訪れて、予防という観点を取

り入れているオレゴン州が一一歩先に出たことが分かった』いう私が感じた事の裏付けと

もなるようなお話を伺うことが出来ました。

　里親さんのお家を訪問して里子さんと一’緒にお食事やおしゃべりを楽しんだこと、デ

ンバーの地方紙（ロッキー時報）の記事に研修団のことが載ったこと、財団．セ催のお礼

のパーティに参加してドさった女性の素敵な判事さん｛第8期の時に、既に判事に就任

されていたウィークス氏）が団員の…人ひとりにプレゼントして下さったバラの花に感

激したこと、ヘネシー先生のご自宅にご招待頂き、皆でお料理をして久しぶりに食べた

おにぎりやお寿司が美味しかったこと、研修の合間に行ったロッキー山が黄色く色づい

て何ともいえない幻想的な美しさだった

ことなど、団員一・同、数え切れないくら

いの思い出と経験をお上産に帰って参り

ました。

　最後に、この度の海外研修実施にあた

っては、常に団員を暖かく見守り統率下

さった花崎みさを団長、そして、研修プ

ランニングから調整、全工程の通訳、1時

には講師役まで務めてくださったヘネシ

ー 澄子先生のご尽力に深く厚く感謝申し

ヒげます、
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9

第28回　資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月日（曜） 時　間 日　　　　　　　　　程

9／21（土） 16：45
10：05

東京（成田）発　NHOO8

サンフランシスコ着

9／22（日） サンフランシスコ

9／23（月） 　9：00

13：00

サンフランシスコヒューマンサービス局

　・ホットライン、緊急課性的外傷、通報をどのように評価する

　　か等

　・家庭保存プログラム（Family　Preservation　Unit）

　　両親教育に携わる人達に資格を与える教室など

9／24（火） 　8：30

　9：00

14：05
17：36

サンフランシスコヒューマンサービス局

サンフランシス児童裁判所見学

サンフランシスコ発　UA1714

デンバー着

9／25（水） 10：00

14：00

エバグリーン愛着センター

　・愛着障害とその治療法について

ケンプチルドレンズセンター

　・虐待をする両親の育児教育について

9／26（木） 　9：00

14：00

夕　方

デンバーヒューマンサービス局

　・虐待を受けた児童と親へ対応する組織について、一時

　　保護所、緊急里親システム、親子の対面する場所、裁判所

　　の関わり方、親権剥奪・一時停止の問題、キンシップケ

　　アなど

アダプションエクスチェンジ

　・養親の募集方法、訓練など

里親ホーム訪問（3カ所）

9／27（金） 10：00
13：00
夕　方

デンバー児童裁判所見学

デンバーヒューマンサービス局

お礼の夕食会



月日（曜） 時　間 日　　　　　　　　　程

9／28（土）
r三　、　　　　’

アノハー

9／29（日） 　9：01

10：38

デンバー発　UA405

ポートランド着

9／30（月） 　9：30

15：30

オレゴン児童・家族委任機関

　・虐待、放置予防プログラム

　・虐待、放置を受けた子どもへの特別な支援、心のケアなど

セーレム出発～ホテルへ

10／1（火） 9：00 マクラーレン少年院

　・オレゴン州の青少年非行問題に対する政策、補導組織

　　について

　・少年の居住施設、学校、治療プログラムの見学

10／2（水） 10：30 メアリーブリッジ子ども病院と健康センター

　・子育てパートナーシッププログラム他

　・性的虐待を受けた子どもの治療について（子どもの代弁

　　センター〉

10／3（木） 9：00 ケイシー・ファミリー・プログラムズ財団

　・UPS財団のプログラム

　・革新的な児童福祉、革新的里親制度のモデルについて

10／4（金） 　8：05

10：11

11：50

シアトル発　UA1011

サンフランシスコ着

サンフランシスコ発

10／5（土） 14：55 東京（成田）着

研修終了の挨拶

通関手続き終了後解散
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カリフォルニア州の福祉政策は州法をベースに、郡や市にその企画から

実行までを委任する方式をとっている。

サンフランシスコヒューマンサービス局で公的機関の福祉サービスの概

要を学んだ。また関連施設の児童保護センター（シェルター）、ヒューマ

ンサービス局支部、ファミリーリソースセンターなどを訪問し、地域に

根ざしたきめ細かなサービスの実態を目の当りに触れた。

称
都
積
ロ
色

愛

州
面
人
特

ゴールデン・ステート（黄金の州）

サクラメント（Sacramento）

411，470k㎡（日本の約tO8倍）、50州中第3位

33，872千人、同第1位

カリフォルニア州の総生産高は全米第1位、米国国民所得の約13％を

占めている。このカリフォルニア経済を支えるものは、温暖な気候・肥

沃な土地・充実した灌瀧施設による水利の便に恵まれた農業と、シリコ

ンバレーに代表される世界

最先端をいく電子工業及び

航空宇宙関連産業を中心と

する工業である。同州はま

た、日本からの自動車など

工業製品の一大輸出市場と

なっている。

姉妹県は大阪府
坂の町を走るケーブルカー

［出典：最新アメリカ合衆国要覧（2002）－50州と日本一〔東京書籍）〕
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サンフランシスコヒューマンサービス局

San　Francisco　Depqrtment　ef　Hum。n　Service5（市の社会福祉全般を取り扱う公的機関）

1．概要

　　ダウンタウンから車で10分程の所に位置しており、他に支部が3つある．運営はサ

　ンフランシスコ市が行っているt大きく分けて、保護と自立支援の2つを軸に6つの部

　門に分かれており、それぞれがプログラムを運営している。

【ヒューマンサービス局の組織図】

ソーシャルワーカー　約400人

園一回

保
護

家　族　児　童　課
Famil∨＆Childrelゴs

　Servlces　DiviSion

成　　人　　課
Adult　Services

　　Division

自
立
支
援

雇用、職業訓練部

　Employment
　＆Trainil19

経済的援助部
Finallcial　Aid

健康、栄養部
11ealth＆Nutrhk）n

住宅、ホームレス対策部

Housmg＆110nleless

・ 児童虐待ホットライン

・ 緊急対応ユニット

・裁判所管轄ユニット

・ 家族サービスユニット

・ パーマネンシープランユニット
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2．家族児童課の概要

　　家族の保護、自立、統合を目標としたプログラムを基にしながら、修士号をもった

400人のソーシャルワーカーが働いている。家族支援の流れは以下のようになっている。

　2．1　家族児童課におけるシステムの流れ

（病院、教育機関、地域｝

　　　£」酷

（1）児童虐待ホットライン

」
（2）緊急対応ユニソトによる調査

①児童保護センター　　　　②ファミリーリソースセンター
　（医療チェック、緊急里親委託）　　　　（家族保護と維持）

　　　o

在宅

②ファミリーリソースセンター

　　　（家族支援）

（3）裁判所管轄ユニント

工」親権の＿ee停止

（4）家族サーヒスユニノト 親を変化させる努力（最大12カ月以内）

危険度：大

⑦家族再統合

危険度：小　　在宅

②家族治療

O親の改善槻られない

（5）バーマネンシープランユニント

①養子縁組（親権剥奪）　　　　　　　　　　　　②法定後見人 ③長期ケア

　・親権停止

　・里親委託

　・グループホーム委託
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22家族児童課の各部署の役割

（1）児童虐待ホットライン

　　　・月平均900件程度の通報を、24時間体制で9人のソーシャルワーカーが対応す

　　　る。

　　　・医師、教師には通告義務があり、通告しなかった場合の罰則規定がある。

　　　・電話を受けたソーシャルワーカーがリスクアセスメント表に基づいて危険度

　　　　をチェックし、緊急対応ユニットにつなげる。

（2）緊急対応ユニット

　　・子どもの危険度に応じて調査に

　　　取組むまでの時間が異なる。

　　　　①2時間以内に訪問

　　　　②10日以内に訪問

　　　　③記録に残すのみ

　　・インテークのためのソーシャル

　　　ワーカーが子どもと親にインタ

　　　ビューをして（聞き取り面接）、

　　　事実確認と子どもの安全確認の

　　　ための調査を行う。

サンフランシスコヒューマンサーピス局のスタッフ

から説明を聞く団員

・ 親の犯罪歴、親族、近隣、教育機関からの聞き取り調査を行う。

・緊急で子どもの安全が確保できていない場合、親の承諾がなくても、警察官

　同伴かもしくは警察官のみで子どもを保護し、児童保護センターに収容する

　ことができる。

①児童保護センター（危険度：大）

　　サンフランシスコ市立病院の医療チームが、身体的・精神的・性的虐待の

　形跡を調べるための検査を行い、健康手帳を作成する。医療検査が終わり次

　第、一時的に、信頼がおける親族・知人・近隣の人、緊急里親、グループホ

　ームなど安全な家庭に委託する。

②家族保護と維持（危険度：中）

　　子どもを家族から引き離さずにファミリーリソースセンター（地域にある

　家族のサポートセンター）を中心に利用して家族全体を支援する（3～6カ月）。

　ソーシャワーカーが立てたケア計画に基づいて行う。ほとんどの家族が労働、

　住居、食事など複数の課題を持っており、子どものことだけでなく包括的な

　ケアが必要である。

③家族支援（危険度：小）

　　子どもを家族から引き離さずに、親が自主的にホットラインからの紹介な

　どで、ファミリーリソースセンターに通所して両親教育、怒りのコントロー
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ル方法、自立のための方法などを学び、子どもの環境を改善する。記録に残

すのみでソーシャルワーカーは関与しない。

（3）裁判所管轄ユニット

　　・裁判所とヒューマンサービス局をつなぐ専門の部署であり、裁判に関する書

　　　類がすべて集められ、迅速に処理されている。

　　・法廷では、この部署のソーシャルワーカーが裁判の司会役を務める。

　　・子どもが親から離されて48時間以内に裁判所に調書を提出し、裁判所が子ど

　　　もを一時保護する許可の決定を行う。

　　・3日以内に子どもが一時的ではなく、安全に生活できる場所を裁判所が決定

　　　する。

　　・裁判所では、ヒューマンサービス局、親、子どもの弁護士がそれぞれの権利

　　　について協議をする。

（4）家族サービスユニット

　　・親権が一時停止した状態で、裁判所が親権を一時的に管理している。

　　・最大で12カ月まで。ただし、3歳以下の子どもの場合は6カ月以内。

　　①家族再統合（危険度：大）

　　　アウトホームケア：　子どもは里親またはグループホームなど、家族から離

　　　れた状態で、裁判所の監視下3カ月ごとに裁判所でのヒアリングを受け、親

　　　が再び子どもと一緒に生活できるよう問題解決に取り組む。

　　②家族治療（危険度：小）

　　　インホームケア：　子どもは家族のもとにいて、裁判所の監視下3カ月ごと

　　　に裁判所でのヒアリングを受け、親が子どもと再び生活していくために必要

　　　な問題解決に取り組む。

（5）パーマネンシープランユニット

　　①養子縁組

　　　・親権は剥奪され、養親が子どもの新しい親権者となり、子どもには新し

　　　　い家庭が与えられる。

　　　・ほとんどの場合、里親がそのまま養子縁組をして養親になることが多い。

　　　　養親をサポートするソーシャルワーカーもいる。

　　②法定後見人

　　　・実親が障害や精神病で子どもを放置した場合、親権を剥奪した後で子ど

　　　　もを親元に返し、法定後見人が子どもが18歳になるまで家庭を監査し、

　　　　子どもの養育の一切を決定する。
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5長期ケア

　・12カ月の親権停1ヒの状態が継続していて、親の状況や了・どもの養育環境に

　　おける問．題解決を待っている，親の問題解決に時llllがかかる場合

　・親族などにキンシップケアをしてくれる人がいない場合．

　・f’どもが最大6人までのグループホーム、または養〕㌧縁組をせずに1巨親宅

　　で長期間ケアされている状態、

3．ヒューマンサービス局の関連施設

3．1児童保護センター（シェルター）

（1　．）概要

　　　’r一どもを虐待という危険な状況か

　　ら分離して、医療チェックを行い、

　里親宅や近親者宅へ移すまでの・時

　避難場所として、サンフランシスコ

　医療センターに併設されている，

（2）内容

　　・f’どもは危機的状況から離され

　　　て、ソーシャルワーカーまたは

　　　警官と　・緒にセンターに来る

サンフランシスコヒューマンサービス局

　　　サウスイーストオフィスの玄関

・ 食事、人浴、着替えをし、診察と身体的・性的虐待を’芝けているかどうかの

検査を行った後、健康丁帳を作成する，

・ 手続き終r後、　r一どもは．一・時的に安全な場所に移る、

　　　〔虐待していた親と同居していない他方の．eq　’J亡〕

　　　〔信頼できる親族、又は親族ではないがf・どもに充分なケアを提供できる者、

　　　こ緊急里親かグループホーム］

・22時までにセンターに来た子どもはその日中に緊急里親につなげる

これは、家庭から離れた状況で・晩を過ごすことは、r・どもにとって望まし

い環境ではなく、二次的虐待のn∫能性があるため．

・ 1カ月平均約60人の子どもが来るt．

・ 24時間体制で昼間【ま20～25人、夜間は2人のソーシャルワーカーが待機して

いる，

・ おもちゃや衣類は寄付されたものを利用している一

・r・どもが・晩宿泊する部屋は、明るく暖かい環境に整えられている．
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3．2　ヒューマンサービス局支部（サウスイーストオフィス）

（1）概要

　　ヒューマンサービス局にある3支部の中のひとつで、ファミリーツーファミ

　　リーの考え方に基づいて、4年前に市の南東部にあるショッピングセンター内に

　設立された。この地域は低所得の貧困家庭が多く、住民の多くはアフリカ系アメ

　リカ人で、スペイン語を話す人も多い。本部にあるすべてのサービスがここでも

　提供されている。32～40人のソーシャルワーカーが所属している。

（2）特徴

　　・サービスを必要としている人が多い地域にある。

　　・本部に行かなくても、地域の中でサービスが受けられる。

　　・ファミリーリソースセンター、メンタルヘルスセンターと隣接している。

　　・教育機関を訪問し、相談活動を通して目に見えるサービス提供を行っている。

　　・地域で子どもを育て、虐待を予防していく試みがなされている。

　　・毎週木曜日に、ソーシャルワーカー、教師、カウンセラー、心理士、保健師

　　　などが参加してケース会議を開き、子どもの安全や家族をどのように守るか

　　　についてチームで取り組んでいる。

　　・家庭的で落ち着いた雰囲気に配慮された面接室があり、スーパーバイザーの

　　　下での親子の面会が予約制で行われている。

3．3　ファミリーリソースセンター

（1）概要

　　ヒューマンサービス局のファミリ

　ーサポートシステムの一環で、0～

　12歳までの子どものいる家族の問題

　解決を支援するサービス資源を提供

　している。利用者は様々なサービス

　を自分で選択し、無料で受けること

　ができる。

　地域の中のニーズを把握し、ニーズ

　に合ったサービス提供を行ってい

　る。今後、地域を拡大してサービス

　提供を行うため、地域の中から理事

ファミリーリソースセンターを見学

を選び、NPOとして独立していく動きがある。ここは、英語中心であるが、地域

によっては、母国語に合わせた国別のセンターがある。センターは月曜から金曜

の朝9時～夜8時30分の間開いている。
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（2）人員構成

　　所長以下4人の専門のソーシャルワーカーが中心となってサービスを提供して

　いる。また、地域から選ばれて訓練された人がボランティアとして、活動を支援

　している。様々な自助グループには専門のスーパーバイザーがついている。

（3｝サービス内容

　サービスの種類によっては、事前に予約が必要なものと、一部有料のものがある。

　・住宅、育児サポートなどの情報提供。

　・パソコン、コピー、電話の無料使用。

　・家族の代弁、危機介入、ケースマネジメント。

　・裁判所からの命令で、子どもの愛し方やコミュニケーションの取り方、及び、

　　自己覚知などの訓練やミーティングなどを行う両親教育。（週1回、計12回）

　・児童虐待やドメスティックバイオレンスの加害者、自分自身で問題解決ができ

　　ない人、怒りをコントロールする力のない人たちを対象にした加害者のための

　　プログラム。（週1回、計52回）

　・ドメスティックバイオレンスの被害者である女性が、お互いに自分のことを語

　　り合い、自分を大切にして、よい連携を作り、育児、福祉、就労などの情報を

　　交換する自助グループ

　・11～14歳までの子どもが放課後に男女別に学習指導や、健康、音楽、自立など

　　について学ぶボーイズガールズアカデミア。（有料：月＄40）

　・放課後、小学校1～5年生までの子どもが家庭教師と一緒に、宿題を中心に学習

　　する宿題のサポート。

　・0～12歳の子どもがいる家庭にのみ、1カ月に1回だけ、食料品の入ったバッグ

　　が提供される、フードバンク。

　・週1回野菜などの食べ物配給。

4．サンフランシスコ児童福祉のハイライト

（1）一時保護所をなくした

　　以前は虐待を受けたと思われる子どもが保護されると、児童保護センター

　（シェルター）にて行動観察を行い、一時保護する期間が設けられていた。連れ

　て来られた子どもたちは、家庭生活環境と違う環境に置かれることで、子ども同

　士の二次的虐待や、家庭から離されることによる精神的虐待などを受けることに

　陥っていた。

　これらのことを踏まえ、シェルターでの行動観察をやめ、医療チェックを受ける

　とすぐに、緊急里親や親族宅へ委託することにした。
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（2）養子縁組成立までの期間を設定している

　　子どもが親元に帰ることが難しいケースで、その子どもが3歳未満か兄弟の中

　に3歳未満児がいる場合は、6カ月以内に養親を見つけなければならないとして

　いる。年齢が小さければ小さいほど、家庭で養育されることが望ましく、子ども

　の最善の利益を考慮したものである。

（3）1つのケースに、たくさんのソーシャルワーカーが関わっている

　　虐待を受けている子どもを家族から保護するソーシャルワーカーは、親から反

　感や怒りの感情を持たれやすいため、関係を構築することが難しい場合があった。

　そのため、家族の再統合を目指して関わるソーシャルワーカーを新たに配置する

　ことで、ソーシャルワーカーに怒りを転換させることを予防し、親自身が自分の

　問題をより客観的に見ることができるようになっている。

（4）児童裁判所では、裁判の進行、司会役としてソーシャルワーカーが配置されて

　　いる。

5．所感
　ハイライトでも述べているが、特筆すべき点は、一時保護所をなくし、子どもたち

をできるだけ短時間で家庭生活環境に置く努力をしていることである。1カ月近くも

の間、通学できないで集団生活をしなければならないという日本の現状を考えると1

日も早く、日本に導入したいシステムである。

　そして、1つのケースの危険度を判断してから対応に着手するまでの時間や、親権

停止をするのか、在宅か、養子縁組かを判断するまでの期間が決められていること、

更に複数のソーシャルワーカーがそれぞれの段階を担当することで、ケースの進みが

早くなっている。これも、児童裁判所とソーシャルワーカーが協力してケースに取り

組んでいることで実現されているのである。

　又、サービスを必要としている人がたくさんいる地域のショッピングプラザにヒュ

ー マンサービス局の支部をiいたり、同じ敷地内にファミリーリソースセンターがあ

るということは、利用者に配慮され、そして、地域の人が地域の子どもや家族を守る

ということを意識し、活動しやすい環境作りをしていることの表れである。

　日本でも地域のパワーや情報をもっと利用できる横のつながりを強化することが大

切であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中、勝亦、浅井）

19



V1≡　コロラド州（デンバー）

コロラド州の福祉政策は州法をベースに、郡や市にその企画から実行ま

でを委任する方式をとっている、

デンバーヒューマンサービス局で公的機関の役割を学び、他に子どもの

愛着障害を研究するエバグリーン愛着センター、約40年前に｝比界で初め

て「児童虐待」という概念を発表したケンプチルドレンズセンターなど特

色ある施設を訪問した，また、3軒の里親宅を訪問し里親家庭との交流

をもった、

称
都
積
口
色

愛

州

面

人
特

センテニアル・ステート（独立百周年記念州）

デンバー（Denver）

269，618k㎡（日本の約0．71倍）、50州中第8位

4，301千人、同第24位

コロラド州は、伝統的には牧畜と鉱業が中心産業であったが、エレクト

ロニクス、コンピューター、宇宙産業などへ転換を図ってきている。石

油・石炭・天然ガスのエネルギー、

鉱物資源なども豊富にありハイ

テク企業を引きつけている。ま

た各種研究開発機関も多い。マ

ラソン選手の高地トレーニング

場所としてボルダーが有名。対

日関心は一般的に高く日本語学

習熱も高まっている。

姉妹県は山形県
ロッキー有料道路料金所

［出典：最新アメリカ合衆国要覧〔2002）－50州と日本一（東京書籍1〕
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1．デンバーヒューマンサービス局

Denver　Department　ef　Human　Services（市の社会福祉全般を取り扱う公的機関）

1．概要
　　1946年に連邦政府より委任され、「児童の支援と保護」「家族の再統合」「児童の永

久的幸せ」を目的に年間約＄250億の予算で運営されている。

局内は大きく4つの課（スタッフ総数：約940名）に分かれており、それ以外に人事

に関するスタッフ約300名、各課の連携や業務をチェックするスタッフ約300名が従事

　している。

　　（U家族児童課

　　（2）成人課

　　（3）自立雇用課（雇用や生活保護支援のための課）

　　（4）調査課｛父親の行方を探したり、認知させて養育費の支払いを進めたりする課）

【ヒューマンサービス局の組織図】

①システム

400人＋α

　家族児童課
Familv＆Children’s
Services　Division

170人

国1

　　　　受付部門（ホットライン、インテーク）

　　　　児童保護部門（0～t2歳）

　　　　児童保護部門（t3～18歳）

　　　　資源保護部門（里親を探す部門）

　自立雇用課
Falni▲y　Employment

Resources　Division

170人

　　調査課
Child　Support

Enforcement　Division

②システムの流れ

校

院

庭

族

学

病
家
親

鰯
⇒

イ
ン
テ
ー
ク

ホ
ッ

ト
ラ
イ

13～18歳児
（親との対立）

O～12歳児
（虐待）

スーパー〆イズ

‡一㈱・・宅

謂
査

24時間以内

　　　　　　在宅サービス要ならその手配

　　　　　　　　　↑

1①［⇒危険小亡〉在宅　　〔〉　定期訪問

‘　　　　　　　　　　48時間以内

　　　　　　　　　一1②⇒危険大⇒一時保護⇒裁判所

　　　　　　　（里親、ファミリークライシスセンター）

　　　　　　　☆親権一時停止
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2．家族児童課の概要

2．1部門と役割

（1）ホットラインとインテーク部門

ホットライン

・ フリーコール、年中無休で24時間受付けており、特別な訓練を受けた7人が

　交代制で電話対応している。

・ 800～1000件／月の電話があり、通報される子どもの割合は、0～12歳が60％、

　13～18歳が40％となっている。

・ 通報者は匿名でもよいが、できるだけ名前を告げてもらうように対応してい

　る。

・ 特に通報義務者※は必ず名前と職種を告げなければならない。

　※コロラド州法の子どものための法律、1976年の連邦法に通報義務と罰則規定が明記さ

　　れており、医者、看護師、教師、セラピストなどが該当する。

・ 対応基準は危険度によって、「直ちに（大）」、「24時間以内（中）」、「2日以内

　（小）」「4日以内（受容範囲）」に調査すると決められている。

・ハイリスクと判断されたケースは、ソーシャルワーカーがすぐに病院や学校

　に駆けつけ子どもを保護する。場合によっては警察官も同行する。

・保護者と、翌日にファミリークライシスセンターに来るよう約束する。

・ 毎朝の係長会議において、緊急里親やファミリークライシスセンターに送ら

　れた児童のケースを確認、検討し、インテークワーカーに割り振る。

インテーク

　インテークワーカーが一つのケースに1週間～1カ月間関わり、それぞれ月

平均12～15件の新しいケースを

担当している。

裁判までいくケースは月平均

400～500件程度で、ホットライ

ンに入る通報の約半数に相当す

る。又、性的虐待には専門のチ

ー ムが関わる。

デンバーヒューマンサービス局でまずはご挨拶、
” Nice　to　meet　you°
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［インテークワーカーの役割］

調　査

’

以前のデータを調べ通報歴がないかを見る。

・情報提供者と連絡をとり、より多くの情報を集める。

・ 被害児童と面接する（加害者のいない所で行うよう法律で定められている）。

・ 加害者と疑われている人と面接をしたり、調査しながら家庭のニーズを評

価していく。

分　析

・ 情報を分析し、ケアプランを立てていく。まちがいの情報と判断されると、

ここでケースを終了する。

決　定

・ 両親が虐待を認め、協力を求めている場合は、早期介入担当部門に引き

継ぐ。

・ハイリスクケースや何度も通報されているケースは裁判所に親権の一時停

止を申請する。

・ 裁判では、ヒューマンサービス局が子どもの法定後見人になることや、親

権は親にしたまま、親を監視することなどを決定する。

・ 終結

（2）　Y巳童保護部F「i

　　この部門では、勤続10～15年のソーシャルワーカーが、5～15件「月のケース

　を担当しており、父母を援助しながら子どもに焦点を当て、家族の再統合、家庭

　復帰を日指している。インテークワーカーと児童裁判所へ行って、親権停止後の

　両親と会う。そして、再統合するための治療プランを立てるため親や親族らと面

　接する。又、30日以内にサービス介入プランを立て、児童裁判所の許可を取った

　り、90日以内に初期のパーマネンシープランを登録する。0～6歳児においては、

　12カ月以内に早期永住プランを立て、・子どもがどこへ行くかを決定したりする。

　治療プランができていないときは再審を3カ月以内に児童裁判所に設定してもら

　う（決定するまで何度でも設定してもらえる）。その間、ソーシャルワーカーは

　親権停止中の子どもの法定後見人であるため、最低月に1回は子どもと会うこと

　が義務付けられている。

子どもにとって最善の決定としてのパーマネンシープランとは以下の3点である。

　［家庭に返し、法定後見人を立てる］

　〔家庭復帰が不可能である場合は親権剥奪（取扱い件数の約3％）、里親宅へ］

　〔親権移行し、親に代わる後見人を見つける］
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（3）資源保護部門

　　この部門では、子どもが一日でも早く家庭復帰できるようにするため、両親と

　の人間関係作りを大切にしながら活動しており、里親担当ソーシャルワーカーは

　里親のライセンスを与えた家族の担当になり、一人約30件を担当している。ソー

　シャルワーカーは里親担当とキンシップ担当がそれぞれ専門に活動している。

　①里親担当ソーシャルワーカーの役割

　　・実親がどれだけ早く治療を終え、家庭復帰できるかによって期間が決まる養

　　　育里親、もしくは、期間が90日間に決められている緊急里親を選択する。

　　・子どものソーシャルワーカーの代わりに行動障害児の治療プログラムを立て

　　　る。

　　・里親から養親への変更希望について対応する。

　　・里親への費用（月額）を子どもの養育難易惨によって決める。

※養育難易度0⇒＄369　（健常児＞

　　　　　1：㌶｝・知的障害・・べ・で費用が・れだけかかる・・よ・・

　　　　　3⇒＄1、OOO（物をよく壊す子ども）

②キンシップ担当ソーシャルワーカーの役割

　・セラピスト、教師、医師、子どもの弁護士、親族など、子どもと良い関係を

　　築いている人たち、及び、年齢によっては子ども自身も集まって必要な情報

　　を得た上で、パーマネンシープランを立てる。そのプランを子どもの担当ソ

　　ーシャルワーカーに見てもらい質疑応答をした、．ヒで同意を得る。そのレポー

　　トを児童裁判所に提出する（ソーシャルワーカー1人は裁判所に待機し、裁

　　判所からの決定に備えている）。

　・批判的な目を持って家庭を見る家庭調査。犯罪歴や虐待歴も調査する。最低

　　2時問面接する。

　・デイケアや医療関係の紹介、家庭訪問などを行う在宅サービスの提供をする、

2．2サービス内容

（1）コロラド州の児童に関する規定を定め児童の身体的、性的虐待、または放置を

　　調査する。

（2）虐待状況を確認し、被虐待児をそれ以上の虐待から守るために、州警察、郡児

　　童家庭裁判所と連携し、永久的な児童の幸せを築くために取り組んでいる。

（3）ファミリーツーファミリーイニシアチプ

　　アニー・E・ケーシー財団より3年間の助成金（＄48万9千）と技術的なサポー

　　　トを受け、家族に最善の援助をするために2000年に発足した。
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①理念

　・子どもの健全育成は、子どものニーズを満たすことのできる家庭から生まれ

　　る。

　・家族は地域から支援されていれば力を発揮する。

　・児童福祉機関は家族を支援している地域と提携することにより、よりよい役

　　割を果たすことができる。

②行動計画

　・地域間連携の強化。

　・被虐待児のいる地域から里親を見つけ養成していく。

　・崩壊しかけている家族への支援は家族、親族や地域の人々とのチームによっ

　　て決定していく。

　・家族がどこから来て、どの地域からサポートされてきたかを見極める。

③目標

　・里親委託はキンシップを第一義に、子どもが住んでいる近くの地域を優先す

　　るなど、地域性や文化などに配慮する。

　・できる限り安全かつ短期間で、家族との再統合を図る。

　・家族の再統合を目指す取り組みの中で、里親家庭をチームの一員に巻きこん

　　でいく。

　・里子のいる地域に里子が必要としているケアに関する資源を供給していく。

3，ヒューマンサービス局の関連施設

3．1ファミリークライシスセンター
　ハイリスクの子どもが収容される施設で、養護機能部門と治療機能部門の2つの

部門で構成されている。

（1）養護機能部門

　①概要

　　　定員は64名で、0～12歳児までが対象であるが、13～14歳児も所長の判断で

　　入所することができる。90日閲の入所が可能であるが、平均在所期間は2週間

　　である。0～3歳児においては、速やかに里親家庭へ送るように対応している。

　　子どもの実態をつかみ、治療プログラムを速やかに立てるため、治療をすぐ始

　　めることができ、子ども同士の虐待を予防することができる。

　　又、ヒューマンサービス局、警察、メンタルヘルス機関と協力関係を結んでいる。

　②職員

　　　現在25人の職員と、小児科医が1人、助手が2人、精神保健のセラピストが

　　2人、施設内学校の教師が2人、勤務している。
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③施設内の設備

　　施設内には幼稚園～小学校3年生

　までと小学校4～7年生までのクラ

　スがひとつずつ、小児科医が午前

　中に来て子どもの様子を診る医療

　室、プレイセラピー室、図書室、

　マジックミラーがあり、警官やソ

　ーシャルワーカーが使用する面接

　室、暴れている子どもが落ち着く

　のを待つために使用する部屋、遊　　　　　　ファミリークライシスセンターの受付

　具のある遊び場などが設けられている。

　子どもの居室は2人ないし4人部屋でベッドと机だけが用意されている。

　各部屋や通路にある入り口の開閉にはIDカードキーが必要であり、長時間開

　いた状態にあると警報が鳴る仕組みになっている。

④入所からの流れ

　　入所するとまず、シャワーを浴び、食事を摂って居室へ。性的ないたずらを

　する子どもには個室を与える。翌日小児科医の診察を受ける。3日後より施設

　内の学校に通う。

（2）治療機能部門

　①概要

　　　子どもが居住しながら治療プログラムを受ける施設である。

　　それぞれ1人ないし2人部屋が割り当てられており、居室は男女別であるが、

　　普段の生活は一緒である。

　②職員

　　　職員は30人のケアワーカーとスーパーバイザーが勤務している。職員は暴れ

　　ている子どもを止める方法（声掛けや止め方）のライセンスを取得している。

　③その他

　　・居室の入り口の上にセンサーがあり、夜間に子どもが眠れずに動いていると

　　　反応して職員に知らせる。さらに職員も15分ごとに見回りを行い、眠ってい

　　　るかを確認している。

　　・子どもは持ち物を持たずに来ることがあるので、衣服などのストックもして

　　　ある。
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3．2　ハローワーク

　履歴書の書き方や面接に相応しい服装、パソコンの使い方など、雇用の機会や、

就職するにあたって必要な知識を与える部署，．

3．3　両親教育センター

　里親宅や親族宅に委託されていたり、治療中である子どもたちが監視された環境

のもとで、親と面会する所。庭、．子ども用のトイレなどが用意されており、キッチ

　ンで子どもの好きな食事を作ったり、居間でゆっくりと・緒の時間を過ごしたりす

る。夜は里親宅からの自立支援のためのプログラムでキッチンが使用されている。

3．4　託児所

　　ヒューマンサービス局を訪れる利用者のr一どもを用事が済むまで預かる所c7人

の子育てのベテラン職員が働いている，職員には1カ月に4時間のスキルアップト

　レーニングが課されている；

4．所感
　2H問にわたって、ヒューマンサービ

ス局内の仕組みや働き、関係機関との連

携についての説明を受け、実際に見せて

もらった、その中で気づいた点について

挙げてみる。

　・ひとつの建物内か、近いところに連

　　携すべき機関が揃っており、余分な

　　移動が少ない。

　・ひとつのケース内で期限と役割分担

　　が明確であり、専門のソーシャルワ

デンパーヒューマンサービス局の玄関

一 カーが担当しているので、ケースの流れが速い。

・ 児童裁判所や警察との関わりが密接であり、ソーシャルワーカーの立場が確実に

守られ、保障されている。そのため、保護の必要な．f’どもを確実に保護できるc

・ 24時間対応のホットラインに入ってくる通報への対応が迅速で、いつでも動ける

ようにソーシャルワーカーが待機している。

・ 里親にもそれぞれ担当のソーシャルワーカーがいるので、指導やバックアップ体

制がきちんとなされている、

・他の部署や機関への異動は自ら申し出ない限りなく、一つの部署での勤続年数が

10～15年のソーシャルワーカーが多数働いている、働きながら、スキルアップト

レーニングが課せられている，
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・ 女性職員の割合が男性職員よりも多い。

・ 広報活動に積極的であり、ポスターやパンフレットだけでなく、カレンダー、マ

グネット、ぬり絵などのグッズを作り、子どもにも興味を持ってもらえるように

工夫している。

・託児所を設置したり、必要な情報を取得したりしやすいように様々なクラスを建

物内に設けるなど、利用者に優しい配慮がなされている。

以上、何点かあげてみたが、利用者用の託児所の設置や、広報活動については、日本

でも取り入れやすいものであろう。しかし、その他大半が大改革を要するものである。

　一番の難点は、人員の確保である。日本では一人のケースワーカーの担当している

ケース数はアメリカの10倍以上である。担当は地区担当制で、地区により担当数に差

がある。アメリカよりも日本の国土は狭いので、地区で分けずに、専門性を生かせる

ような工夫をすべきである。続いて、ケースワーカーと担当児童や家庭、施設との関

係作りを重視して、専門性を守り、高めるためにも、人事異動をできる限り避けて欲

しいものである。なによりもまず、利用者に優しい、利用者を尊重する視点を見習う

べきである。

　とにかく、ヒューマンサービス局と日本の現状を比較すると、我々団員一同ため息

ばかりを漏らしていた。予想はしていたが、日本との差はそれ程大きいものであった。

　私たち、直接処遇職員の立場でできることは何かを考えると、すぐに出来そうもな

いとあきらめてしまいそうになるが、それでは、何も変わらない。小さな力ではある

が、今回研修に参加した団員は全国各地から集まっている。その利点を生かし、機会

あるごとに声をあげて小さな輪を集結させ、大きな力に変えて行くことこそが、今後

の私たちに課された使命であることを忘れてはならないe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（浅井）

デンバーヒューマンサービス局の職員

が、ホテルへ朝、昨日堀さんが研修室

へ忘れてきた小銭入れを届けてくれた。

小銭入れには南米の模様があり、’‘思い

で深い大切なもの”と思って届けにき

たとのことである。この暖かい気持ち

をブッシュ氏が少しでも持っていれば

と思わずにはいられない。
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Evergreen　Attachment　Center（愛着障害児の治療を行うNPO団体）

1エバグリーン愛着センター

1．概要

　デンバー市外から西に向け車で1時間

ほど走ると西部開拓史を代表するバッフ

ァロービル、コデイの博物館が見えてく

る、そこからさらにロッキー山脈に向か

って20分ほど走った小高い丘の中腹に、

ログハウス調のエバグリーン愛着センタ

ー がある、

　エバグリーン愛着センターは、愛着障

害のある児童とその家族の生活改善をす
エバグリーン愛着センターの入りロ

すめ、その手助けと、健康的な親子の愛着関係を築くことを目的に設立された。

　NPOの寄付組織により運営されており、ここに携わる職員は、ドクターの資格を有

するソーシャルワーカー、児童専門医師、心理・f、精神科医などあらゆる分野の専門

家が所属しており、子どもとその家族の治療計画を、i，1てて治療にあたっている，

　1972年から愛着障害を持つ子ども数百人の治療にあたり、良い成果をもたらしたこ

とから、1994年エバグリーンに相談センターを設立し、後にエバグリーン愛着センタ

ー と改名して、知識、経験、技術、の独白の調和を提供し、地域社会につなげている・

2． 6つのサービ内容

（1）愛着障害のあるf’どもの初期調査、及び評価

（2）セラピー

〔3）2週間の集中治療

（4）長期の治療と治療的里親養護

（5）精神衛生の評価

（6i養護者、治療者への教育相談

愛着の大切さについて説明を受ける団員
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3．愛着について

　（1）愛着障害の原因

　　以下のような状況が、子どもの愛着障害の危険性を高める。特に危険な時期は、

　　妊娠の時期から、生後約26カ月のころまでである。

　　　　・遺伝的要因

　　　　・母親の妊娠に対する両面感情（喜びと憎しみ）

　　　　・出生前に胎内で、アルコールや薬物等の危険にさらされた影響

　　　　・母親の病気や死、または子どもの急病や入院により、最初に世話をしてくれ

　　　　る人との突然の分離

　　　　・母親の慢性的な薔症状

　　　　・親としての養育能力に乏しい母親

　　　　・虐待（身体的、精神的、性的）

　　　　・放置

　　　　’里親によるケアや養子縁組の失敗などによる度々の転居

（2）愛着の必要性

　健全な人格形成の基礎として以下のような能力が必要不可欠である。

　　・知的能力の最大限の発達

　　・良心の成長（発達）

　　・ストレスや欲求不満にうまく対処する能力

　　・自信の獲得

　　・対人関係の発展

　　・不安や恐れを処理する能力

　　・自分におそいかかってくると感じる恐れをコントロールする能力

（3）愛着の発達プロセス

生後1年目

1

フロイト　：口唇期

工リクソン：信頼と不信

世話人が泣きPtを判箇し

欲求を溝たす介入をず6

　ノ

生後2年目

ノ ＼

ノ
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（4）愛着障害になる危険度が高い乳幼児の徴候

　・弱々しく泣く反応、激しくもしくはいつまでもメソメソする

　・触られることへの防御

　・下手なまといつきや「板のように硬い」と思えるほど極端に抱きしめることに反

　　抗する

　・授乳に興味を示さず、吸い付く反応が弱い

　・目線を合わせず、後を追いたがらない

　・微笑んでも笑顔を返してこない

　・他人に対して無関心

（5）愛着障害と、後に表出する行動

　・わざとらしい表面的な愛嬌

　・目線を合わせない

　・見知らぬ人への無差別的な愛情表現

　・愛情を与えたり、受け止めたりする能力の欠落

　・自分が全てを支配しようとする

　・自分自身や他人、物に対して破壊的である

　・動物に対する残虐行為

　・常習的な無差別のウソ

　・衝動のコントロールが出来ない

　・良心の欠落

　・異食

　・仲間との関係が作りにくい

　・火や血、突き刺すことなどに心を奪われる

　・しつこくナンセンスな質問をしたり、絶え間なくおしゃべりをする

　・不適当な要求をしたり、まとわりついたりする

　・異常な話し方をする

　・両親に理性的でない敵意や怒りを表す

（6）親の子どもへの関わり方（つながりの鍵）

　①アイコンタクトをしながら……

　　　触れる．動く（揺れる、弾む）　微笑む（笑顔）．食事を与える

　②親がリードして……

　　　子どもと一緒に楽しみながら日課を行う

　　　子どもが親と「やり取りができる」と感じられるように行動する

31



③子どもと一緒に……

　　お気に入りの歌を一緒に歌う

　　子どもが親の投げかけに答えるようなゲームをする

④子どもの振る舞いに積極的に耳を傾ける

　　感情を言葉で表現するように務める

　　子どもの気持ちに共感する

　　子どもの感情を観察する

　　子どもが考えて決めたことを理解する

⑤子どもの過去の出来事をつなげていく

　　初期の発達段階にできなかったと思われることをやり直す

（7）効果的治療の目的

　・初期に失ったものを解明する

　・信用する心を引き出す

　・感情をコントロールする力を発達させる

　・人間関係をつくる力を発達させる

　・外界や社会のルールに対する適当な反応を学ぶ

　・思考における障害を治療する

　・自分を尊重する気持ちを育てる

4．所感

　愛着センターでビデオや話による説明を聞

き、私たちが普段何気なく行っている赤ちゃ

んへの対応が重要な意味をもっていることを

知ることができた。人は赤ちゃんの時に人間

関係を作り、それが安心感となり、一生を決

める事になる愛情ある環境が大切であるとい

うことを改めて実感させられた。何気ない行

動、誰もがやろうとすればできることなのに、

それがなされていない現実、そしてアメリカ

｝ 　ゾー　，一
／

治療施設内部

の脳開発研究の成果が実証され、実践されていることを知ることができた。

母親が「タバコを吸いたいわと思うだけで、胎内の赤ちゃんの膳の緒が堅くなる」と

言う話を聴き私たち団員は、どよめきに似た驚きの声を発した。喫煙は体に悪いと言

うことは誰でも知っている。しかし、思うだけで麟の緒が堅くなるとは誰もが知らな

かったからではないだろうか。
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抱っこ法を説いたとき、アメリカでもかつて

非難されたと聞き、今も日本国内では抱っこ

癖という言葉で、あやまった助言をしてしま

う人も多くおり、抱っこの大切さを理由づけ

て説明できる力をもらったように思う。

脳の発達は、体のリハビリと精神のリハビリ

を一・緒にすることで脳が活発化され、発達し

ていくという話には、今まで解けなかった問

題の答えがわかったような気持ちだった。

半日間の滞在だったが、とても貴重な時間を

食堂兼サロン

もらったと思う。私たちは、ここで得た素晴らしい実証と成果の結果を、日本の児童

福祉の仲間達に伝え、実践していかなければならないと痛切に感じた。

そして、愛着障害の子どもと接するには、自分の健康を大事にしなさいと言って励ま

してくれた、ソーシャルワーカーの話が印象的だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小松）

全国からメンバーが集まったので様々

な方言が飛びかい、お互いにいつのま

にか言葉使いが似てしまったりして、

楽しい交流ができました。研修も終盤

に差しかかったころ。ドジな私はレス

トランにカメラを忘れてしまったので

すが、大阪代表の浅井さんが、「これ使

わんからあげるわ～」と惜しげなくイ

ンスタントカメラをポンとくれました。

大阪もんはホンマ気っ風がええわ！
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The　Adoption　Exchαnge（適切な養親を紹介するNPO団体）

皿アダプション エクスチェンジ

1．概要
　アダプションエクスチェンジはデンバー市北側のオーロラ市に位置し、1983年の設

、’ノ：以来養一r縁組の仲介を目的としたNPO団体として、多くの養親、養子の適切なftil介

をi三とする活動を展開している・

　この施設は、ヒューマンサービス局がト分対応出来ていない専門的なケアが必要で

あるf’どもの養子縁組を．｝に手がけている＝

　活動実績としては、概ね年に800人前後の．i一ども達の養］：縁組を全米の5カ所の支

部で実施しているt．また養親の支援を積極的に行い、養親同上が集い、相談しあえる

拠点にもなっている・

外　観 入リロに所狭しと並べられる養子の写真

2．予算
活動費の財源の半分は寄付、後の半分は公的な交付金と報酬から成る、

歳入 歳出
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3．システム

　故判所から、養親委託の判決を受けたr・ども達は、ファイルに掲載され、養親希望

者が自出に閲覧出来るようになっている　また、必要があればメデでアにも紹介され、

広く養親を公募することも出来る、この施設の職員は養親の資質、希望を評価し、適

切な養J’一を仲介すると共に、養親の養育

相談に対応したり、養∫・の援助技術等を

教育したりする．

　また養親同i：の自助グ1レープがこの施

設とつながっており、この施設でおtilい

の成功体験や、養育技術を学び合ってい

る

　養r・の候補児が掲載されたファイルは

閲覧II∫能な状態で備えられており、写真、

国籍、年齢、兄弟、得意とするものなど

が掲載されている．養親希望者はこのフ

養親

　　　　1

アダプションヱクスチェンジ

・・ ／
養親自助
グルー一ブ

＼醐仲介

　　　養子
　　　蔽卓．所bご

アイルから養」㌘候補者を選び、話を進めることになる．

4．訪問記

　我々が訪れた日、　一組の養親さんが体験談を披露してくれた．この養親さんは、以

前に他の養親に委託されてうまくいかなかった∫一どもを預かっており、苦労は絶えな

いが、r一どもを育てる養親の喜びを静かに語られた

養子の候桶児が掲載されたファイル インタビューに答える養親さん
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5．考察
　アダプションエクスチェンジの説明と、養親さんの話を聞いて感じたことは、養親

さんが多くの人に守られているということである。

養親に対する適切な援助、教育が公なものとして存在するし、私的な養親団体からの

グループワーク等も、孤立しがちな養親に対して大きな励ましになっている。

これは、後日訪問した養親宅でも、インターネットで愛着障害の治療プログラムが受

講できたり、日々の養育に対する疑問にも答えてもらえ、必要ならば、ケースワーカ

ーが訪問してくれ適宜フォローアップをしてくれると話されていた。

日本では専門里親や親族里親等を明確化したシステムが平成14年10月からスタートし

たが、里親自体の数と質の向上はこれからの課題である。

それには、里親の社会的認知や支援の手厚さなど、公的支援だけに頼らないシステム

が必要になるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堀）

jazzの音色に癒された夜1

ポートランドのフリータイムに男性4

人でなつかしい日本食を食べ、その後

ある店に立ち寄った。そこではピアノ

とサックスの生演奏を聴くことができ

た。終日の研修で少々疲れ気味の私は

心地良いサウンドにしばし浸っている

うちに、心身の緊張が音にのせて少し

ずつ癒されていく感覚を覚えた。
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IV．デンバー児童裁判所

（児童のケースを専門に扱う公共法的機関）

1．概要

　デンバーに於ける児童裁判所は、デン

バーの中心である官庁街に位置し、市庁

舎の中にある。この建物は1989年にデン

バー市民により建設されたそうで白治を

重んじるアメリカ精神の象徴とも言える。

　我々が訪れたIIは2時間余りであった

が、ヘネシー先生の計らいで幸運にも4

つの裁判を傍聴することが出来た， 裁判所が入っている市庁舎

2．裁判の流れ

　デンバーの児童裁判は、概ね、通報一調査一裁判一判決という流れで行なわれる。

児童の安全が守られていない等の通報が、ヒューマンサービス局のホットラインに入

ると、ヒューマンサービス局のソーシャルワーカーがその児童の危険度を評価する，．

その評価は危険度により4分類され、対応基準は、工直ちに、：巨24時聞以内、．③48時

間以内、④41．1以内に調査することとしている．

　調査は、「過去のデータから通報歴の有無を確認する」、「情報提供者と連絡をとり、

より多くの情報を集める」、「被疑者の前歴の有無を確認する」、「被害児童や加害者と

疑われている人との面接を行う」などを実施し、情報を分析する。

　裁判は、危険度が高い場合通報から72時間以内に開廷され、ソーシャルワーカー、

児童、保護者にそれぞれ弁護士がついて判決になる。裁判は親権・時停1ヒを求めるも

のが多く、被虐待等の児．童は親から離れ、　・時保護所や、里親の元で短期的な養育を

受ける。また虐待等を行った親は正しく子どもを育てる教育プログラムを受講しなけ

（通報から裁判を経てパーマネンシープランまでの流れ）

［通報］→［三］→［司→［司→巨司
ホットライン 膿＝驚　t，．。、．，．、　－77．↓＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国
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ればならず、その親の課題に合わせて6カJ］、12カ月の教育プログラムがある，

　そして、その教育期間を経た後、再び裁判が行われ、親の改善度等を検討し長期的

な判決が．ドされる

3．裁判の実際

　我々が訪れたHの裁判の］つは、母親がアル中で、父親が・工歳の男のfを育ててい

たケースであった，父は仕事もあり幼fを養育するのは難しい状態で、母の親権を剥

奪し、里親委託する裁判が行なわれていた。判決は情報不ト分なため、先送りされた

が、それぞれの弁護上が状況説明する様子には我々も固唾を飲んで状況を見守った一

4．日本との比較

　日本の家庭裁判所との比較になるかも知れないが、虐待から、’W牛性の少ない養護

問題までも司法が介入し、問題の整理をつけているアメリカのシステムは特筆すべき

ものがある　現在、H本の児童福祉法では児童相談所の所長が措置権を持っており、

生命に危険があるような緊急ケースは別とし、多くの児童問題は児童相談所がケース

を糊析して動かしている　そのため、援助の担い手であるべきソーシャルワーカーが、

時には援助を受ける保護者等に厳しい判断をドさないとならない場面も発生し、後の

ケースワークに支障を来たす場面がある一

　アメリカのように司法が裁きをし、ソーシャルワーカーが援助をする形を徹底出来

れば多くのケースワークの流れは非常に単純化され、業務が迅速かつ正確になるだろう，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堀

実際の裁判所風景 裁判長
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V．ケンプチルドレンズセンター
（児童虐待の予防から治療まで総合的に扱うNPO団体）

　デンバーの静かな郊外に位置するセ

ンターは、外観も建物内も明るく上品

な色調でまとめられ、入る時に安らぎ

を覚えるような雰囲気だった。壁には、

子ども達のメッセージや絵、センター

に寄付を寄せた人々の名前が飾られ、

「一人ひとりの思いを大切にしている」

というメッセージのように感じられ

た、また、案内してくださった所長の

ドナルド・C・プロスさんをはじめ、

スタッフの明るい笑顔と、心のこもっ
ケンプチルドレンズセンター

たお言葉に、職場への思い入れと自信を感じた。

1．概要
1．1目　的

　児童虐待防止のための、医療に基づいた訓練と治療のプログラムを開発促進する．

又、研究を通して、）E童虐待と放置に関する多面的な理解を進めていく。最終的なk

来像は、児童虐待と放置を完全に無くすことである。

1．2経緯
　　1962年に被殴打児症候群についての記事がアメリカ医療協会の雑誌でとりあげら

れ、児童虐待の概念を最初に確立した小児医学者、ドクターケンプにより、1972年に

設立された。その後30年間、センターは児童虐待に関する予防と治療のための医療的

処置、トレーニング、調査、教育、開発プログラムなど、先駆的な活動をしてきた。

毎年、センターのサービスは、1．000人余りの子どもと家族に供給され、世界中の専門

家から寄せられる2．000件を超える質問に答え、約5、000人の専II『家を訓練している。

　1973年　被虐待児の緊急保護所設立

　1974年　被虐待児専門の治療1呆育園設、ttl

　1977年　児童虐待を予防する国際団体創設

　1983年　肖イ「…犯罪ネットワーク確、ヒ（性的問題行動に関する治療）
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2．内容

2．1予防セクション

（1）ケンプ地域支援プログラム

　　　児童虐待の発生率を減らす目的

　　で、初めて出産した母親を家庭訪問

　　というかたちで支援する。女性のク

　　リニックであるローズ病院や、他の

　　デンバー内の医療施設と連携して、

　　家庭訪問ボランティアを派遣してい

　　る。また、出産後の母子関係を良く

プロス所長とヘネシー澄子先生

するために、隔月で集まりをもつ。そこでは、初めての子育てに伴う落ち込みや

不安に対応し、母子の愛着関係を育てる手助けをしている。早期介入プログラム

としては、健康的な母子関係作りを進めるために、地域社会や専門家達に向けて

啓発活動や支援を行っている。

（2）子どもに対する犯罪に関する州と地域のチーム

　　家族に注意を向けてもらい、介入することで、児童虐待による悲劇がおこらな

　いよう援助をしている。このチームは、小児科医療、法律、精神保健のエキスパ

　ートが集まり、地域において多様で専門的なサービスを行っている。

オールズ博士（予防と研究のチームリーダー　臨床心理士）のお話

　ドクターケンプは1970年、麻薬、虐待、ドメスティックバイオレンスの経験をもつ母

親は、子どもを虐待する危険要素をもつと考えた。そうした人々には、子育て経験のあ

る安定した人によるサポートが必要だと提唱した。

実際にケンプセンターでは、50人の危険要素がある母親の内、25人にサポートをつけ、

残りの25人にはサポートをつけないで調査を行った。その結果、t年半後、サポートを

つけたグループは、子どもが一人だけ軽度の怪我をしただけだった。

その後、長期にわたり調査した結果、その子ども達から犯罪者はほとんどでず、親にな

ってからは少ない子どもを大切に育てていた。それに対し、サポートがなかったグルー

プは、ひどい虐待等のデータがでた。また、後の長期調査の結果、大人になってから児

童虐待や犯罪を犯す確率がとても高かった。

そのデータをもとに、ニューヨークやテキサス州でも人種別に研究をし、同じような結

果が得られた。

現在、そのデータをもとに、児童虐待予防のための支援ポイントと、体系化をどのよう

にしていくか試みているところである。
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2．2被虐待児への保護と治療セクション

（1）児童の弁護と保護チーム

　　1958年にコロラド大学の健康科学センターに設立され、1990年に児童病院に移

　転された。この多くの学問領域にわたるチームは、児童虐待と放置の疑いがある

　子どもの調査、介入をしており、年間で約600入の子どもを扱っている。また、

　地域や州、国のスタッフ、その他の人々からの、診断やケースの取り扱いについ

　ての相談を受けている。

（2）治療保育園

　　園長は、コロラド大学医学部児童精神科の所長を兼任し、副園長は心理士の資

　格をもつ。

　　3歳半～5歳半の、重い情緒障害のある被虐待児を治療する。子ども達が正規の

　保育園か小学校に移行できるように、精神面と教育面のサービスを提供している

　（実際に、入所時の検査では、認知、心理、社会適応能力テストで非常に遅れが

　みられるが、プログラムの経過につれてめざましく発達し、卒業生の70％は普通

　の学校に通えるまで回復する。その統計データは、寄付をしてくれる人にも贈呈

　されるとのことである）。

　　子どもが安心できる環境をつくり、精神科インターン（コロラド大学医学部生）

　がワンツーワンでつきそって・年間治療することで、子ども自身に信頼関係を築

　く力、自分を尊重する気持ちを持たせていく。週一回は外出による治療も行って

　いる。その中では、「悪いことをしたら謝る」など行動を言語化し、社会生活を

　する上での基盤をつくる訓練をしている。そして卒業時には、自分を治療した場

　所にいつでも帰って来られるようパスポートを手渡し、アルバムに経験を残して

　渡す。これは、虐待の影響による記憶能力の低さも配慮してとのことである。

（3）犯罪防止プログラム

　　子ども達が虐待者になる事を予防するための、国内で最初のプログラムである。

　他の子どもを虐待する青年を研究し治療することにより、その態度や要素が将来

　の虐待者になる確率とどのように関連しているかを研究している。又、「児童期

　の性：両親のためのガイド」というパンフレットの中で、児童期と青年期の性行

　動問題の危険性と予防について説いている。

　　このプログラムの中で、子どもに性的いたずらをした10代の青年たちのための

　治療をする「国内青年犯罪ネットワーク」という事業があり、居住治療施設や刑

　務所にいる青年が、年間12～13人、通いで利用している。その治療は、犯罪者専

　門のセラピストも入った専門的なもので、事業がはじまって以来17年間のうち、

　卒業者で刑務所に入ったのは2人だけという実績がある。

　　所長は、「治療において大切なのは、性的いたずらをする青年の背景をよく理
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解することだ」と話されていた。それと関連して、「他の子に共感する能力がな

い」という被虐待児の特徴をあげられていた。又、「治療をしない限りは性的な

飢えを感じ、問題行動を制御することができないため、早期治療が重要である。

カナダでは『性的な快感が麻薬のようになる』と研究されている」とのことだっ

たe

2．3　里親教育と調査研究セクション

〔1）思春期の子どもの健全育成プログラム

　　里親に養育されている思春期の若者への介入プログラムである。目的は、問題

　行動（非行、危険な性行動など）の減少と、健康的な生活（課外活動への参加、

　学業への意欲など）の実現、そして社会の支持を獲得することである，

（2）里親とキンシップ（親族による里親）の乳幼児に対するケア

　　デンバー市（郡）の裁判所から命令されて里親またはキンシップケアに入った、

　19カ月未満の全ての乳幼児に対する、臨床と研究の共同プロジェクトである。全

　ての乳幼児達が、必要な医療的ケアを受けられるように、ケースマネージメント剥』

　の支援をしている。そして、感情・行動面で問題の進行を防ぐために、家庭に基

　礎をおいた専門的な支援を行っている。具体的には、乳幼児の実家庭について調

　査し、乳幼児の発達状態を認知能力や社会適応能力、知的能力の面から診断し、

　どのような介入が必要かを判断している。さらに、その結果を体系化し、親子を

　離して福祉システムに入れたときに乳幼児の状態が良くなり、早く親元に戻せる

　ようになるかについて研究している。

　　現状では、実親のもとに戻った子どもよりも、里親のもとで成長し自立した子

　どものほうが問題は少なく、大学進学や就労継続率が高いという事が、里子の成

　人後を追う調査で分かっているとのことだっ

た。

　それに加え、いかに効果的に乳幼児達を支援

できるかを理解するために、乳幼児全般の発達

についても研究している。

※注　ケースマネージメント：クライアントのニーズ

　とそれに対応する社会資源を結びつけ、援助を組

　織化し、サービス提供の過程を見守っていく活動．

センターの庭にある少女とうさぎの銅像
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（3）里親訓練プログラム

　　里親に対する専門プログラムとして5つの講義を行っている。それは、精神保

　健と薬、性行動問題、医療的問題をもつr一どもへの対応、里子のためのライフブ

　ック作り、別の里親に移行する時期についての講義である。その他、虐待や麻薬、

　関係機関との連携など、ソーシャルワーカーのために準備された講義に参加する

　ことができる。

3．所感
　児童虐待が起こる前の正しい予防がな

ければ、虐待が起こる可能性は高くなる。

そして、虐待を受けた子どもへの正しい

保護と診断がなければ、正しい治療は行

われないe更に、正しい治療がなければ、

新たな犯罪や虐待を生む可能性が高ま

り、新たな犠牲者を生むことになる。こ

れらのiEしい対応を行うためには、福祉、

医療、司法、行政の連携が不可欠である。

このケンプチルドレンズセンターでは、　　　　　　　　　　ドクターケンブの写真

その各分野の連携を可能にし、f’防、診

断、弁護、そして研究、啓発という、被虐待児の現在と未来のために必要な全ての機

能を併せ持っている．そのことが多角的かつ効率的な支援を可能にしていると感じた，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清水）

空港の手荷物セキュリティーチェックで、トンネルから出てきたバックのブタが開き、な

んと赤や、黄色のキャンディーをローラーの上にまき散らした人がいました。初めて見る

愉快な光景で、大笑いをしてしまった。
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Vl．里親宅訪問

　第28回資生堂海外研修の団Hl4名は3グループにわかれて、それぞれに里親宅を訪

問させていただいた＝ll的は、サンフランシスコやデンバーのヒューマンサービス局

などで学んできたシステムやプログラムが、i・どもの幸せを保障するものとして1∪親

宅でどのように生かされているのか、また現状の中で見えてくる課題など、里親や里

子たちとのふれあいを通して感じたり、質問してみたいという［［的をもって訪問させ

ていただいた、

訪問先　　ダーレン・モントーヤ家CDarelen　M↓）ntoyal

　　　　　テリー・ダル家　　　　｛Terrv　DahD

　　　　　ドロシー・ブラック家　〔DI－Othy　Black｝

1．ダーレン・モントーヤ家

　ダーレン・モントーヤのさんご家族は、デンバー市郊外のアラメンダという町に住

んでおられる．この夫友はステファニーちゃん日1歳、中2の女児〕と生活しており

3人暮らしである・

〔川夫妻について

　　i三人は40代V一ばの堅実で物静かな人柄であ〉）た，職業は教会で副牧師のような

　仕事をなさっている、夫人はおおらかな中に規則を重んじるけじめある人柄であ

　った．t．この夫妻の問には、26歳、21歳の実jiがいるが、すでに独立している，里

　親歴は、10年間に8人のf・どもたちを預かり育てた経験がある　中にはプロボク

　サーになったr一どももいるそうだ。

（2）里子について

　　この家庭で生活しているステファ

　ニーちゃんは、ベトナム人の父親と

　スペイン人の母親との問に生まれた

　聡明な女の子である。

　母親は彼女が幼少の頃に家を出てし

　まい、父f家庭となった，その後、

　父親の養育も不安定となり、ソーシ

　ャルワーカーが介入して裁判所から

　里親をすすめられた。彼女は実母に
モントーヤ家
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対して怒りがあるようで、この里親家庭でも、養親の母親よりは父親になついて

いるようである。

彼女は12カ月間この家で生活してきたが、今後は彼女の意見を参考にして、実父

のもとに帰るか、この家で引き続き生活をしていくのかを決めるようである，．

（3）　元方陪］言己

　　ヘネシー澄子先生率いる訪問団は、午後6時頃にこの家庭に到着したr夫人が

　用意して下さったメキシコ料理をいただきながら、様々な話を聞かせてもらった。

　そのなかで、アメリカの里親体制について質問したところ、「里親の援助技術も

　オンラインで教育を受けられる充分な体制が整っている」との答えが返ってきた．

　また、「自助グループや教会からのサポート体制もあり、安心して里親を続けら

　れる」との言葉に、実践者にとって生きたサポート体制になっていることを実感

　することができた。

　　尽きない話に我々は時間がたつのも忘れるほどに、楽しいひと時を過ごすこと

　ができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堀）

2．テリー・ダル家

　デンバー市街から東に向け車で20分ほど走った閑静な住宅地にダル家はある，色と

りどりの草花とよく手入れされた庭のある一一戸建てを目指して進むと、到着した音を

聞きつけて、家族みんなが表に出てきて笑顔で私たちを迎えてくれた。その暖かいも

てなしに、　・同感激しながら部屋の中へと進む、ダル夫妻の里親歴は23年で、そのう

ち10年間は緊急里親として乳幼児の子どもたちを短期で預かっていたrその後、養育

里親となり現在までに延べ260人の子どもたちを養育してきた経験をもっている。

（1）夫妻について

　　主人はスウェーデン系アメリカ人、

　夫人はポーランド系の家系で、2人

　の間には27歳になる一人娘がいるt

　里親になった動機は、あまり友達を

　作れない娘のために、姉妹ができた

　らいいなとの思いから、当初は養子

　縁組を考えていたようである。里親

　となった当初は、緊急里親として短

　期に乳幼児を預かっていたが、預か

　りを始めて100人位までは、子どもと
ダル家
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離れがたく気持ちを引きずることが多かったようである。

実子の一人娘は徒歩15分ほどのところで一一人暮らしをしていて、この家には2人

の里子と夫妻の4人が生活している。

（2）里子について

　　ジョアンナちゃん（11歳女児）の母親は麻薬を常用しており、彼女を部屋に閉

　じ込めたり、学校に登校させなかったりといった母からの虐待を受けていたため、

　デンバーヒューマンサービス局のソーシャルワーカーが介入してジョアンナちゃ

　んを保護し、裁判所を通じてダル家にくることになった。

　　人見知りがあり、私たちの訪問に少し戸惑いを見せながらも小さな声で名前を

　教えてくれた彼女のはにかんだ顔がとても印象的だった。この家で生活を始めて

　7カ月が経過したとのことである。

　　アリーちゃん（9歳女児）の親もまた麻薬常用者で、幼少の頃に親の関わりを

　充分に受けることができなかったようである。そのため、愛着障害が見られ、初

　対面の私たちに対しても臆することなく近づいてきて、部屋の中を案内し始める

　行動が見られた。訪問した当日、9月26日がちょうど彼女の9歳になる誕生日で、

　みんなからお祝いされて満面に笑みを浮かべていた。彼女はこの家で生活を始め

　て3カ月が経過したとのことである。

（3）訪問記

　　緊張した面持ちで訪問した私たちを、笑顔で迎えてくれたダル家の皆さんは印

　象どおりとても暖かい家族だった。両親も実子である娘も2人の里子に対して常

　に声をかけており、笑顔と優しい振る舞いで子どもたちは癒されているように感

　じられた。通常の家庭では、当たり前の親との交わりや生活のリズムが、2人の

　里子にとってはかなえられないものであり、そのような生活のなかで間違った愛

　情表現、間違った基本生活を学んでしまっていることから、ダル家では、家族の

　一員として暖かな雰囲気を大切にしながらも、基本的生活の改善を進めるために、

　彼女たちの行動一つひとつの動機づけをこまめに行っている姿が見られた。

　　訪問者の私たちは、里親の日頃からのご苦労を想像しながらも、子どもたちが

　無邪気に遊ぶ姿に親しみを覚え、一緒になって遊んだり、家族の皆さんとの会話

　を楽しんだりと、ダル家の皆さんとの出会いを満喫させてもらった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横川）
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3．ドロシー・ブラック家

デンバー市街から車で40分ほど走った住宅街のrl：にあり、2階建ての5LDKの間取

りで、大家族にしてはこじんまりした印象をもった。

（1）夫妻について

　　初老のブラック夫妻には5人の実子がおり、皆すでに独立している。12人の孫

　がいるとのこと。7人の里子たちと生活を共にしており、そのうち4人とは養子

　縁組をしている。

　里親を志願した動機について尋ねたところ、「子どもを愛する気持ち」「困ってい

　る子どもがいれば手をさしのべるのは当然のこと」「もっと早くにこのような子

　どもたちの存在を知っていたならば、もう少し早く里親をしたかった」と語って

　いた。13年間に200人を超える子どもを育てた経験から、「多くの子どもたちから

　必要とされていることを知った」と語る2人の姿に、深い愛情を感じた。

　里子には経済的援助があり、その内訳は、80％を州、20％を郡が負担している。

　しかし、養子縁組をすると援助はなくなる。

　里子、里親それぞれに担当のソーシャルワーカーがつき、相談に応じている。私

　たちが訪問した時にも、ご夫妻の担当ソーシャルワーカーが訪問しており、家族

　と一緒に我々を迎えてくれた。

　この他にボランティアによる援助協力として、ブラック夫人には月に一度は里親

　グループとのミーティングに出席できるように時間が保証されている。

（2）里子について

　　ブラック夫妻のもとに来た背景については、尋ねることができなかったが、今

　生活している子どもたちを紹介すると、ステリアちゃん（11歳女児）、シモテ君

　（8歳男児）、ナタリーちゃん（7歳女児）、ナサリー君（7歳男児）、ローレンス君

　（4歳男児）、エンジェルちゃん（2歳女児）、ティティアーノちゃん（生後2カ月女

　児）の7人である。

（3）　言方1背1言己

　　ソーシャルワーカーによる里親サポートシステムが組織化され、充実している

　ことは参考にしたい点である。心に傷を負った子どもたちと共に暮らしていくに

　は、大人に対しての精神的サポートは不可欠であると思われる。

　　しかし経済的援助については、この家庭の生活状況から見て、より充実させる

　必要を感じた。愛情深い両親のもとで、わんぱく盛りの子どもたちが、生き生き

　とのびのびと生活している。どの子も実親からの虐待や放置など暗い過去を背負
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っているにもかかわらず、明るい笑顔で私たちを歓迎してくれて、帰るときには

「泊まっていけば」「今度いつ来るの」と名残惜しんでくれた子どもたちの顔が忘

れられない。

　愛情にあふれた家庭で暮らすことが、子どもたちにとって何よりの癒しになる

ことを実感できた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（永井｝

何日かぷりでたべたしょうゆ味、味噌味は

感動的であった。食べ物は苦労はしないと

思っていましたが、自分が日本人であるこ

と、日本の文化をもっていることをあらた

めて感じました。
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E’二≡　オレゴン州（タコマ）

オレゴン州の福祉政策は州が州全体を管理し、一元的に福祉サービスを

企画し実行している．首都であるセーレムではオレゴン児童・家族委任機

関で、虐待、放置予防のプログラムを学び、また、ポートランド郊外の

ウッドバーンにあるマクラーレン少年院では広大な敷地に点在する宿舎

や、職業訓練施設などを見学した。入所中の少年たちと昼食を共にし、入

所に至った経緯などにつき話を聞く貴重な体験をした．

称

都

積

口

色

愛
州
面
人
特

ビーバー・ステート（かわうそ州）

セーレム（Salem）

25］，57†k㎡（日本の約0．66倍）、50州中第10位

3，421千人、同第28位

オレゴン州は、豊かな自然環境に依存した産業、すなわち林業、農業、観光

を中心に発展してきた。近年は海外からの投資が活発となり、ハイテク産

業を中心とした製造業が成長している。オレゴン州は輸出、輸入とも対日

貿易にきわめて大きく依存

している。そのため対日関

心は非常に高く、各種団体

による日本関係行事が頻繁

に開催されている。日本語

教育では全米で有数のレベル。

姉妹県は富山県

コロンビア川の辺りの風景

［出典1最新アメリカ合衆国要覧（2002）－50州と日本一｛東京書籍｝〕
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1．オレゴン児童・家族委任機関
Oregon　Commission　on　Children　and　Families（児童虐待・放置の予防を目的とする公的機関）

はじめに

　オレゴン州はアメリカ西海岸にあり、北のワシントン州と、南のカリフォルニア州の

問に位置する風光明媚な州である、州庁は経済の中心であるポートランド市から南東に

小・時間、静かなセーレム市にある。首都ワシントンにある連邦政府の児竜局に、「現

在最も児童福祉に進歩的な州は？」と尋ねると、「オレゴン州」と答える、

　オレゴン州は対人援助の責任を郡にまかせず、各郡に州の支部をおいて、州が直接実

践する形を取っている，これは、ユタ州、ワシントン州、ジョージア州なども同様の形

をとっていて、郡や市の財政に頼らず、州の政策を画一・に実行しているのである。研修

団がオレゴン州を訪ねたのは、その画期的な虐待・放置予防対策を学ぶことと、非行を

犯した青少年に対する、手厚い再教育のプログラムを見学することだった、

　オレゴン州の児童と家族に対する援助サービスは「児童・家族委任機関」「ヒューマ

ンサービス局」「青少年更生局」という独立した3つの局に分かれて行われている，

　1971年、オレゴン州ヒューマンサービス局の児歳・家族福祉課のプログラムに、児童

虐待防止法に沿って「児童保護サービス」が加えられた。ここでは、研修団が見学した

サンフランシスコ郡（市1やデンバー郡（市｝と同様、合衆1玉｜連邦政府の児童虐待予防

法に基づいて、被虐待児の傑護、裁判所との連結を通して里親家庭への措置、実親の教

育・治療、パーマネンシープランの作成などを行っている，

　オレゴン州が他の州と異なっているのは、1993年に児童虐待や予防のみに焦点をおく、

「オレゴン児童・家族委員会」を設けたことと、1995年に非行を犯した青少年を25歳ま

で、］三厚く更生に導くことができるように、「オレゴン州青少年更生局」を設置したこ

とである，

　他の州がいくつかの局を統合し、予算を

削減しようとしている時代に新しい組織を

設けたことで、オレゴン州がいかに児童と

青少年の発育、虐待・放置予防と非行から

の再教育に力を置いているか分かるであろう、

オレゴン児童・家族委任機関にて
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【オレゴン州児童福祉／更生組織】

法立

会議州

司法

裁判所

保健局

教育局

吻

児童・家族委任機関

ヒューマンサーピス局

青少年更生局

成人更生

その他行政組織

児童関係専門職
その他市民

＝
en一

地域安全ネットワーク　危機介入保育園など

ヘルシースタートサ⇔ビス

太字枠内、報告書にて後述
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1．オレゴン児童・家族委任機関の概要

　オレゴン児童・家族委任機関の本部は州都のセーレム市にある。委任機関（コミッ

ション）というが、児童虐待・放置を予防することをR的に、州のヒューマンサービ

ス局から独立した行政ドの組織として、1993年、下院提案法第3659（House　Bil13659）

により設置された。

2．体制と使命

　まず州のレベルで、オレゴン児童・家族委任機関のスタッフが、児童と家族に関わ

るあらゆる州のサービス機関、例えば、保健局、教育局、ヒューマンサービス局、精

神保健、麻薬・アルコール治療、医療、警察、教護関係などの機関代表者と、児童問

題に関心のある一般市民を募集し、「児童・家族委員会」を設置する。

その管轄下に郡レベルの「地域安全ネットワーク」を設置する。オレゴン児童・家族委

任機関はこのために、36全ての郡に各々2～4人のスタッフを配置して、その郡の学校、

警察、企業、精神保健センター、一般市民などから委員を募りネットワークを作って

いる。

「地域安全ネットワーク」の使命は、なぜ児童虐待・放置問題がこの地域に起こるの

か、例えば失業問題、過疎地区のため飲酒やアルコール依存症率が高い問題、都市で

は移住してきた人たちの孤立問題などを検討し、郡レベルで児童虐待・放置を減少す

る方法を考え、日標をたて、年毎の実践計画をたてる。

この郡レベルの実践計画が州のオレゴン児童・家族委任機関でまとめられ、州レベル

の年間計画が立てられ知事に提出される。知事は年間計画の中で予算を必要とする事

項を州議会に提出し、新しい法律（例えば上記の下院提案法第3659）を議会で通すか、

既存の予防プログラムに予算を加算してもらう。

このようにして、オレゴン州では他の州に先駆けて、公立・私立の児童虐待予防のプ

ログラムやサービスが実践されるようになったのである。

3．具体的なサービス施設

　研修団は、この内、公立の「ヘルシースタートサービス（健康な出発）マリオン

ポーク支部」と、私立の危機介入保育園の一つである「ファミリー・ビルディング・ブ

ロック（家庭構築の積み木）保育園」を見学した。

3．1　ヘルシースタートサービス（マリオン／ポーク支部）

（1）概　要

　　マリオン　ポーク支部はマリオン郡のセーレム市にある。ここで提供されるサ

　ービスは、「地域安全ネットワーク」で考案され、州委員会から州議会に提案され
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たものである。州議会は1994年から5年間、州の約3分の1にあたる13の郡でこ

れを試験的に実践し、その効果を研究することを許可した。マリオン郡とポーク

郡は実践の場と制定され、この支部がマリオン郡とポーク郡の両方の郡にサービ

スを提供し、研究データを州に送っている。

（2）体制

　　マリオン　ポーク支部には所長、副所長の下に、ファミリー・サポートワーカ

　ーと呼ばれるソーシャルワーカーが18名、看護師2名、データの管理をする事務

　員、その他の事務員が勤めている。ファミリー・サポートワーカーは1歳未満児、

　及び1～3歳児を混ぜて25ケースを担当し、看護師は病弱児、障害児、未熟児と

　その家庭を担当して、医療機関や精神保健センターと密な連絡を保っている。

（3）サービス内容

　　マリオン郡とポーク郡にある3カ所の病院で、初めて赤ちゃんを産んだ母親全

　員に、病院の看護師かソーシャルワーカーが「ウエルカムニューベビー」のプロ

　グラムとして、新しいお母さんのための育児教室がどこで行われているか、子育

　て電話相談の番号などの情報や、「音楽の力で赤ちゃんの脳を築け」というソニー

　の子会社が作ったCDなど

　が入ったプレゼントを渡　　　　【ヘルシースタートサービスの流れ】

す。

　その上で母親に州からの

アンケートに答えてもら

う。アンケート用紙は13郡

画一で、研究調査につなが

っており、結果が州の研究

機関に送られ、手早く分析

され、そのデータが郡のヘ

ルシースタートサービスに

報告される。この時点で

「要注意」の要素を持った母

親が浮かび上がってくる。

要注意の要素とは、母親が

非常に若く　（10代）周囲に

子育ての支援がないこと、

未婚、貧困、虐待や放置を

された生育歴を持っている

こと、薬物乱用を自分また
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は家族がしていること、家庭内暴力があること、などの社会問題があったり、生

まれた子どもが障害児・未熟児・病弱児であるなどである。

　アンケートで「要注意」の要因があがった母と乳児が家に帰った時点で、その地

域のヘルシースタートサービス支部から、ファミリー・サポートワーカー（病弱

児の場合は看護師）が家庭訪問し、再度「要注意」の懸念を確認する、確認できた

ら母親に週一回一年間の子育て支援訪問を提案する。これは無料で強制ではない

が、提案された親の93％がこのサービスを利用するという。

　毎週の訪問時にソーシャルワーカーは、乳児の抱き方、哺乳のしかた、愛着関

係の形成の方法を体験させる具体的な子育て支援をするとともに、家庭内の問題

解決のために地域資源に家族をつなげたり、カウンセリングをしたり、訪問時に

母親に外出させ、リフレッシュの時間を作ってあげたりする。

　マリオン　ポークのヘルシースタートサービス支部で手がけた26．1％が、17歳

以下で子どもを産んだ母親のケースとなっており、ソーシャルワーカーが母親の

役割モデルとなる必要性が高い。ソーシャルワーカーの一人は、「母親との問に

強い信頼関係ができるが、往々にして虐待が起こったときにソーシャルワーカー

が最初の発見者となって、裁判所で証言しなければならない時は本当に辛い」と

語っていた。

　子どもが2歳になると子育て支援訪問は隔週になり、3歳では一カ月に一度に

なるが、この頃には、子どもが保育園や低所得家庭の幼児のための保育プログラ

ム（ヘッドスタート）に行くようになるので、母親に対する支援の輪が自然に広

がり、ソーシャルワーカーや看護師のワンツーワンの指導や訪問が、それほど必

要でなくなる。3～5歳までは、訪問はしないが、保育園や幼稚園との連携を取っ

て、フォローアップをおこなっている。

　試験的実践で蓄積されたデータから、ヘルシースタートサービスを利用した親

は、サービスを利用しなかった親と比較して、虐待・放置の件数が半減している

ことがわかった。この研究結果は、1999年の州議会で取り上げられ、2002年から

オレゴン州全域でヘルシースタートサービスを実践するという、上院提案法第

555（Senate　Bil1555）が通過した。この法律の背後には、ヘルシースタートサー

ビスは児童虐待・放置を予防するだけでなく、母と子の聞に安定した愛着関係を

築き、結果として良心のある市民が増えることにより、長い目で見れば青少年非

行や、成人の犯罪をも減らすことが出来るので、未来の州予算の節約に繋がると

いう考えがあったという。
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3．2ファミリー・ビルディング・ブロック保育園

（1）概要

　セーレム市にある私立の保育園

で、虐待予防プログラムの一環とし

て、虐待される危険度の高い幼児に

早期介入を行う「危機介入保育園」の

一つである。非営利機関であるが、

日本のNPOより社会福祉法人に近

く、資金は州からおりる幼児保育教

育支援金、地域の「ユナイテッド・

ウェイ」という資金集めの機関から

の寄付と個人からの寄付金で賄って

いる。

蚤

ファミリー・ビルディング・ブロックにて

（2）体制

　　現在保育園に通っている幼児は22名で、14名の常勤のスタッフがいる。経費は

　公費でまかなわれており、家族の負担はない。上記の支援の他に、地域からの支

　援として、衣類や食料の寄付と一週間延べ50人のボランティアがプログラムの運

　営を手伝っている。

　建物自体は元レストランであったものを100万ドルの寄付を募って改修し、建物

　と土地の持ち主に、駐車場であった空き地を子どもの遊び場に作り変えてもらっ

　たという。教室が3つあり幼児は小グループに分けられ、常勤スタッフとボラン

　ティアをあわせて、1対1の割合で保育されている。

（3）サービス内容

　　幼児はヘルシースタートサービス支部から紹介されたり、家庭崩壊のため親族

　や知人に連れてこられたりして、この保育園に来るようになる。ほとんどが低所

　得の家庭から来ていて、90％が被虐待・放置児であり、多動や知的な遅れが顕著

　である。

　この保育園の使命は、①幼児に更なる虐待・放置を体験させないこと、②多動な

　ど、問題行動の減少、③幼児のストレスの軽減、④「親となる」教育による親の

　意識の変化、⑤親のストレスの軽減により、虐待・放置を予防すること、である。

目的は、基本的生活習慣の確立、遊びを通して社交性を身に付けること、言語の

発達、自分の感情の言語化、問題解決能力の促進などであり、具体的には次のよ

うなことが行われている。
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・ 朝ごはん抜きの幼児が多いので、まず朝食からプログラムがはじまる。

・ 食事の前に手をあらうことを習慣付ける。

・ 手と目の相応を促すため、手を使っていろいろな体験をさせる。

・ 先生またはボランティアは、幼児の近くで静かに話し大声をあげない。

・ 危険なときだけ「駄目」と言う。

・ 叱るより教える，

・ 性的虐待を受けた幼児のトイレ訓練やオムツ代えは常勤のスタッフがする。

・ 幼児に関わるボランティアは、「担当」として同じ幼児と長期に関わる。

この保育園には2名のヘルシースタートサービス支部のソーシャルワーカーが常

駐しており、通ってくる幼児の家庭を訪問し、親となる教育や親のカウンセリン

グを行っている。この保育園に通っている幼児の94％がその後親からの虐待や放

置を経験しないで済んでいるという。

4．所感
　オレゴン州にて予防の意識の大切さを学んだ。虐待、放置の被害にあう前の段階で

食い止めることができれば、日本の虐待件数も少なくなるに違いない。赤ちゃんが生

まれた段階（または胎児の時）から親へのサポートシステムが充実しており、親のい

ろいろな問題に対応したプログラムが用意されているのはすばらしい。

そしてそれを地域、企業、行政が協力し合って援助していこうという姿勢は是非見習

いたいものである。昔の日本にも自然発生的に親へのサポートはあったと思う。

子どもが生まれれば父母、祖父母、隣近所の大人が助け合いながら子どもを育ててき

た。都市化が進み、核家族が増え気軽に悩みを相談するところが減ってきた今、親へ

のサポートを組織だって行う時代になってきたのではないかと思う。保健所や児童相

談所、各福祉施設・福祉機関、医療機関、行政とそれぞれの機関ごとに親や子どもに

対するサポートを行ってきていると思うが、子どもを持つすべての家庭に援助できる

システムには、まだなっていないのではないか。ネットワークを作り、体系化した組

織作りを始めれば日本にも導入できるプログラムだと感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（荒木）

56



II．マクラーレン少年院

MocLaren　Youth　CorreCtional　Facility（オレゴン州が管轄する少年院）

1．概要

1．1位置づけ

　オレゴン州には7つ

の少年院があり、その

中でマクラーレンは収

容人数400人と最大規

模である。罪を犯した

少年は裁判により処遇

を決定される。

　処遇にはオレゴン州

緑の多い広大な敷地

青少年サービス局の下にある、①非行少年の居fl施設（児童自立支援施設）への入所、

②矯正施設（少年院）への入所、③保護観察のもと地域で生活する場合、がある。

施設入所の場合、少年がどの施設に入るかは居住する地域によって決められるが、

特に重罪者はマクラーレンに収容される。少年達が自立するまでの問は、オレゴン

州青少年サービス局に所属するケースマネージャーが一貫して対応する。

1．2歴史

　1891年オレゴン州少年院はオレゴン州の法律によってセーレムに設立された。

1911年オレゴン州少年院はオレゴン州職業訓練校と改名され、1926年にはセーレム

からウッドバーンに移転された。オレゴン州の問題を抱える成人や若者のために長

年功労のあったウィリアム・マクラーレン牧師に敬意を表して、1951年オレゴン州

職業訓練学校はマクラーレン少年学校となった，1980年代には、性犯罪者、薬物や

アルコールの乱用者、暴力犯罪者など特定の犯罪に対する治療モデルが発達した、

1995年、議会はオレゴン州青少年サービス局を、社会福祉局から独立した機関とし

て定めた。それは若者の矯IE施設やさ

まざまなプログラムを管理し、州全体

の少年少女に司法制度を指導すること

がH的であった、．

1．3処遇理念

　罪を犯した若者を管理・保護し、更

生する機会を与えることで社会を守る

ことを使命としている。具体的には以
We｜come　MacLarenと大きく書かれた建物
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ドのとおりである

　・罪を犯した若者を管理・保護する

　・公共の安全性を優先する

　・罪を犯した若者に、罪を償う機会を与える

　・犯罪被害者への共感を促すサポートをする

　・若者に矯IEプログラムの理解を促す

　・家族を含めたサポートをする

　・罪を犯した若者が社会に寄’」・する労働力となるよう養成し支援する

2．システム

　19．　95年連邦政府により「NIajor　ll　Crime」が制定され、未成年であっても強盗や殺

人など凶悪な罪を犯したものは大人と同様の刑事裁判を受けることが定められた。し

かしオレゴン州ではこのようなケースでも20歳までは1量沙年のための施設への入所を

可能としている：．

また凶悪犯の場合、刑期が15～20年と長いため「Maj《ハr　ll　Crime」では、20歳以．Fで

入所した者は最大25歳まで入所していられるとしている一しかし、ここで対応できな

かった者については大人とlnlじ刑務所に入ることになる、

この法制化によってマクラーレンへの入所経路が「少年裁判所」からのものと、「大

人の刑事裁判所」によるものとに分かれた。マクラーレンの400人の入所者のうち約

45％が、大人の刑事裁判によるものである，

マクラーレンには9つの居住棟、学校、職業訓練棟、診療所を含む専門治療棟、レク

リエーションのためのスペースなどがある，敷地面積は約360k㎡、男子のみ約400人を

収容することができる、，（図1、図2参照）

一般住宅等の外観 S｜TP、　CIUの外観
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2．1インテーク（図1、図2の①）

　裁判所の決定を受け入所してきた全ての少年達はここでインテークを受ける。

まず健康診断、心理テストから、医療面、精神状態などに関するアセスメントを行う。

自殺のおそれがないか、薬物使用の経験の有無、投薬の常用があるか、などを調べ、

問題のある場合には精密検査も行われる。

　また少年達の入所経路の違い（児童裁判所　大人の裁判所）によって、彼らの資料

の入手経路も異なるため、個人の過去の資料を全て集め、統一化する作業も行われ

　る◇

　　このようなアセスメントを経て、セラピスト、医師、ケースマネージャーなど多種

のメンバーによるケースカンファレンスを行う。里親や地域でのケアが可能か、他

　に適所はないか、どのプログラムを利用するのが良いかなど、30～60日の間に、彼ら

　に最も適した処遇プログラムを立てていく。

2．2一般居住棟（図1、図2の②）

　マクラーレンのすべての居住棟では、感情（怒り）のコントロール、反社会性、

犯罪に対する誤った考え方、生活技術、被害者への共感に対する訓練、薬物などの

乱用に対する教育を8～10名のグループセラピーを通して行っている。

各棟で行われるプログラムは入所者のニーズによって決められる。「人の気持ちが

わかる」「共感することを知る」「自分の犯した罪を認め償う」ということが共通の

　目標として掲げられており、プログラムが進み、目標が達成されるごとに『特権』が

与えられる。この『特権」に応じて少年達の私物（個人の洋服や持ち物など）の所

有が増えたり、家族との面会が許されたりするというしくみである。

2．3専門治療棟（図1、図2の③）

　薬物などの乱用者、暴力犯罪者、性犯罪者に対する行動修正のための集中的な特

別治療プログラムが行われている。

（1）暴力再発予防プログラム（SITP）

　　暴力に関して行動療法（課題達成法）で効果のない問題を抱える少年が、長期

　集中的に治療を行うために生活をする。約2年半かけてこのプログラムに取り組

　む。自分が犯した罪を受容し、家族的背景を語り、ロールプレイを通して被害者の

　気持ちを知るといった過程である。さらに木工でおもちゃ作りに取り組んでお

　り、「匿名のサンタクロース」として貧しい子ども達にプレゼントする社会貢献

　の活動から、罪の償いを実践し教育している。

（2）危機介入棟（C皿D

　　他の居住棟や他施設で手に負えない問題〔自殺や他に危害を及ぼす恐れがある
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場合など）を抱える少年が、問題が治まるまでの間生活する。居室は監視カメラ

で管理されており、常駐する精神科医師との連携で投薬治療も行う。7つの少年院

の中で唯一のプログラムであるため、他の少年院からの利用もある。

2．4学校（図1、図2の④）

　施設内に併設された高校。高校卒業後は進学または就労のための職業訓練に進む。

大学の授業をオンラインで受講することができ、今回の訪問時には4名がこの方法

で受講していた。中には短大卒の資格を持って退所した後、大学に進むという目標

を持っている少年もいる。「挑戦することへの意欲の尊さ」が教育されており、この

精神が犯罪の再発防止につながっている。

2．5職業訓練棟（図1、図2の⑤｝

　各職業訓練棟ではそれぞれの特色を活かしたプログラムを実践している。製造、

販売によって多少の収益があるユニットもあり、その中からいくらかの賃金（収益

の25％）が少年達に支払われる。現金支給の場合と施設内の売店で使えるクーポン

券で支給される場合がある。そのお金を家族に仕送りしたり、自分の自立のために

貯金したりしている。

またそれぞれのプログラムには社会貢献という側面も含まれており、少年達の「罪

の償い」にも繋がっている。技術を身につけたら、新しい入所者にそれを教えると

いう役割が課せられるのも社会貢献のひとつと捉えられている。

　・Blader　industries：　図書館の視覚障害者用テープレコーダーの修理と設計図の

　コンピューター入力を行っている。資格はないが履歴書に経験として追加するこ

　とができる。

　・Project　Pooch：　虐待・放置された犬をもらってきて世話や調教をし、回復し

　たら地域の家庭に引き取ってもらう。動物の世話は職業としてニーズが高まって

　おり、就職に有利であるため少年達の自立の助けに役立っている。

　・Moody　Building：　木工、園芸、溶接、塗装、自動車整備などの職業指導を少年

　達の能力のレベルにあわせて行っている。熟練してくると木工や溶接などで売り

　物になるような作品を作れるようになる。

・ Lattice　Factory：　材木を選別して格子窓（ラティス｝を製造、販売している。

3．所感
　日本の少年院に比べて非常に開放的な印象を受けた。我々は入所している少年達か

ら、各ユニットの案内を受けたり、一緒に昼食を摂りながら直接話を聞いたりする機

会を持たせてもらう事ができた。これは「人前で話すことで自分を知る」という指導方

針の一環であるとのこと。我々訪問者が直接入所者と接触できるということに大変驚
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かされた，我々施設処遇に従事する者に

とって集団や行動療法になじまないケー

スの処遇には悩みが多い。

　その多くが虐待を受け、心に深い傷を

負っている深刻なケースであり、個別で

専門的な関わりを必要としているのに、

日本の施設処遇ではケースの個別化をは

かりにくい現状がある、，しかしマクラー

レンでは特別な専門ユニットを確保する

ことで、母集団を崩壊させることなく、

問題を抱えるケースを個別化して対応す

ることを実践していた。

治療施設であるという明確な枠組みが感じられた。

理想の家庭をイメージして制作した模型

問題と思われるのはマクラーレンでの再入所率が30％であるということ，、しかし再入

所の原因を少年自身や社会に責任転嫁するのではなく、「自立に繋がらず、再犯に及

んだのは処遇が悪かったからなのだから、再度取り組もう」と白分たちの処遇を振り

返り、見直す姿勢が伺われた、最大25歳までという長期にわたって少年達の自立を支

えていくシステムの重要性を感じた。

　日本では施設への入所歴が悪いレッテルとなり、子ども達の自立の妨げになること

が多い．アメリカにおいても個人プロフィールが公開されており、その中の犯罪歴は

未成年であっても消せないという厳しい実情がある。しかし進学や就職に関して言え

ば、履歴書に書く学歴は卒業した学校名ではなく成績だけ。職歴は事業所名ではなく

技術だけ。少年院への人所歴を履歴書から知られることはない。そして企業は技術を

持った人材を求めているため、退所者が就職に繋がりやすい状況にあるとのこと。従

ってマクラーレンでの実践が少年達の自立に大きく役立っている事を学んだ、

　更生・自立のための積極的な治療プログラム、社会と繋がった教育・職業訓練の実

践を我々の現場でも具体的に取り人れていくことの必要性を痛切に感じた。

　システムの違い、社会全体の人間観の違いなどからマクラーレン少年院での実践を

そのまま我々の実践に取り入れることはできない、またそれが必ずしも有効とは思わ

ない。しかしここで学んだことを契機に我々がしなければならないことは、①一人ひ

とりが、また組織全体が専門性を高めること、②実社会と結びついた、より現実的な

社会教育職業訓練を実践すること、③地域との連携を強め、長期にわたり退所した

少年達の地域での生活を支えていく努力であると考える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（永井）
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写真は取り組みを紹介するパンフレットより
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　少年違はこの取り組みを通して，傷

ついた犬達に，過表の自分の姿を重ね

ながらも、責任感や困難に立ち向かう

カを養っていく。また自分が必要とさ

れている存在であることに気づく撮会

となり、自信の獲得にも繋がっていく

のである．この活動を経験した少年連

は退所後，動物のトリマーとして働く

機会を得られる。一般的にもこの職種

の需要が高まっており、就職を助けて

いる。またこの活動は彼らの白立支援

だけでなく社会貢献としても立派な成

果をあげている．まさにマクラーレン

少年院の指導理念である「自分のした

ことを認め、罪を債う」という精神に沿

った活動である。



≡遇≡　ワシントン州（シアトル）

ワシントンの福祉政策は州が州全体を管理し、一元的に福祉サービスを

企画し実行している。タコマではメアリーブリッジ子ども病院で、子育て

を支援するための家庭訪問プログラムを、病院内の子どもの代弁センタ

ー では性的虐待を受けた子どもの取扱いについて学び、シアトルのケイ

シー・ファミリー一一一■プログラムズ財団では里親の募集や養成、またその評

価方法などについて学んだ。

称

都
積
ロ
色

愛
州
面
人
特

エバーグリーン・ステート（常緑州）

オリンピア（Olympia）

182，949k㎡（日本の約O．48倍）、50州中第19位

5，894千人、同第15位

ワシントン州は農業、水産業等伝統的一次産業及びボーイング社を中心

とする航空機産業を中心に発展してきた。近年シアトルを中心にマイク

ロソフト社等のコンピュータソフト、バイオ

テクノロジーなどハイテク産業の伸びも著し

い。充実した日系市民社会の存在、貿易・投資

等経済関係のjl虞調な進展などを背景に、従来

から対日関心の高い地域である。日本との人

的交流、学術交流も盛ん。

姉妹県は兵庫県

シアトルタワー

［出典：最新アメリカ合衆国要覧（2eo2）－50trwと日本一L東京書籍）〕
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1．メアリーブリッジ子ども病院と健康センター

Mary　Bridge　Children’s　Hospital　and　Heolth　Center（先進的児童虐待予防を行っている民間医療機関）

1．概要

　州の南に位置するピアス郡、タコマに

あるメアリープリッジ子ども病院は、ど

のような境遇にある子どもたちに対して

も’F等で高水準な医療を提供することを

目指して、タコマー・般病院に併設される

形で1955年に開設された。

一方、タコマ般病院は各地域（州を8つ

の地域に分割）に1カ所つつ設置される

高次機能を備えた医療機関として運営さ

れている、乳児集中治療ユニット

メアリーブリッジ子ども病院

　　　　　　　　　　　　　　　〔NI．C．U．）を持つ数少ない病院のうちの1つである

ため、年間出産数3．500　f’1：余りの内、未熟児や障害などリスクを伴う出産が約1、000件と

多くなっている．このような2つの病院がきめこまかい連携のもと、医療分野での専

門性を活かした形で児童虐待への介入プログラムを地域に展開している。

私たちはいくつかのプログラムのうち、特に『予防』という観点から、「親へのパー

トナーシップを支援するプログラム」及び、「性的虐待を受けた子どもを支援するプ

ログラム」についてレクチャーをうけた．

2．プログラム

2．1親へのパートナーシップを支援するプログラム

｛1）概　要

　　　タコマ般病院とメアリーブリッジ子ども病院とが4年前に共Ilflで開発したメ

　ニューである。2つの病院が連携されていなかった頃は、タコマー・般病院の乳児

　集中治療ユニットで4カ月を過ごして退院する未熟児は、家に帰ると、かかわり

　　方が分からなかったり、母性のわいてこないような親との危険な関係の［iJ、虐待

　を受け、救急でメアリープリッジ子ども病院にかかることが多かった，そのよう

　な状況を危恨した関係者が、危機がF想されるケースに対してソーシャルワーカ

　ーと親とが協力、連携して、親が親になる過程を援助していくプログラムをしltlち

　　トげた，

　このプログラムは、乳児集中治療ユニットを利用したf“ども達、つまり未熟児で

　あるとか障害を持って生まれた等のリスクを背負った子ども達が、退院後に親子
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関係の構築がスムーズに進められる事を目指して、このユニットの医師らの提唱

により作られた。なぜならば、リスクを背負った状況で生まれた子ども達は、．一一

般に育てにくさ（例えばミルクの飲みが悪かったり、泣きぐずりがひどかったり、

寝なかったり等）を抱えていることが多く、より多くの医療的ケアが必要である

にも拘わらず、往々にして親の理解が伴わないため、母親への負担が過度にかか

り、虐待を起こす環境を生み出しやすい。特に母親の状況で、ティーンエイジャ

ー 、貧困、麻薬、ドメスティックバイオレンス被害者等の、いわゆるハイリスク

な状況にある母親ほどその危険度が顕著なことから、｝ども自身の抱える危険度

と母親の危険度とを勘案して必要と考えられるケースに対して、訪問サービスの

提供が行われている。

現在、スーパーバイザー1名、ソーシャルワーカー2名の合計3名のスタッフで

30家族をケアしている。週に一’度、スタッフが顔を合わせ、スーパービジョンの

機会を持っている。比較的小規模なユニットではあるが、医療的、ソーシャルワ

ー ク的見地から危険度の高い家庭を確実にサポートして、虐待の予防としている

点は素晴らしい実践であると感じた。

　また、運営面で、このプログラムが病院の提供する患者サービスの一環として

位置付けられている等が特筆すべき点であろう。

（2）具体的内容

　　①対象となるケース

　　　・児童保護サービスの対象とな

　　　　った経過を持つ家庭

　　　・十代の親

　　　・自ら被虐待経験のある親

　　　・貧困家庭

　　　・症状の重い手厚いケアの必要

　　　　な子どもを持つ家庭

　　　’ドメスティックバイオレンス

　　　　や薬物濫用の経験をもつ親　　　　　　　　　　　　　　　　普段はキャビネのように見せているが、いざという
　　　　　　　　　　　　　　　　時に扉を開けると赤ちゃんの緊急対応ユニットが現
　　　　　　　　　　　　　　　　れる。（不安を与えないための配慮）

②サービスの中味と展開

　　3年間にわたり、毎ua　1回、1時間、ソーシャルワーカーが家庭訪問し、

　子育ての状況を確認する。養育者が子どもの発するシグナルを理解できるよ

　うになることや、養育者と子どもの間に安定した愛着関係が形成されること

　を目指して、必要に応じて子どもとの関わり方等の指導をおこなっている。

　まず初めに、ビデオカメラを利用して子どもと養育者の相互対話の記録をと

　り、自らの養育を振り返りながら、望ましい関わり方についてソーシャルワ
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一 カーと共に学んでいくことから始まる。必要に応じてグループセッション

を利用したり、他の社会的援助のネットワークを利用しながら、養育者自身

が子どもとの関係を維持していく能力を身につけられるよう援助していく。

他の機関の行う在宅プログラムと違って、ソーシャルワークの手法を用い、

アタッチメント理論に基づいた訪問プログラムを展開している点が特徴とな

っている。また、すべてのサービスは無料で提供されている。

③効果

・ 100％の子ども達が実親の元での生活を維持している（里親への委託はゼロ）。

・ 児童保護サービスの関与を必要としたケースはごくわずかである。

・94％のクライアントがこのプログラムの利用を継続している。

・ アンケート調査した全ての親が、このプログラムの最高なところは「社会的

　な援助」であると述べている。

・ 子どもと養育者との安定した愛着行動が増加した。

（3）所感

　　子どもが生まれる前からすでにこのプログラムは始まっていて、周産期医療か

　らずっと継続したケアが受けられるということは、不安を抱えながらも子育ての

　スタート地点に立つ親にとって、何よりの安心感につながる。信頼のおける機関

　や人との確かなこの「つながり」感こそ虐待予防を進めるうえでの最大のキーポ

　イントではないか。そしてさらにサービスの必要な家庭をピンポイントでサポー

　トしていけるこのシステムは、効率的により多くの家庭に対するサポートができ

　るという点でとても優れているプログラムであると感じた。

　また、ビデオカメラを使用して関わり方を振り返る方法は、特に若いftf親たちに

　とって、分かりやすく、指導者からの助言も受け入れやすくなる方法として、身

　近な場面で十分活用できるように感じた。

　このプログラムが、この病院独自のプログラムであり、維持継続のために基金を

　構築してまで行っているということは、「補助金がつかないからできない」等の

　理由から、行政が動くまで具体的なことのできないことの多い日本の福祉に欠け

　ている大切な点を示唆してくれているように思う。

　このプログラムの説明を受ける前に見学をさせて頂いた乳児集中治療ユニットを

　含むタコマー般病院の周産期産科病棟の充実ぶりには、多くの団員が驚かされた。

　・一人ひとりの子どもや母親、家族に対するサービスの質が非常にきめ細かく高い

　レベルであるということにため息の連続であった。

　出産を迎える母親にとって、快適に安心して産むことのできるように配慮された

　環境を提供することが病院全体への信頼につながり、そのことが将来、長期にわ

　たっての顧客獲得につながっていくという病院経営に対する考え方がベースにあ
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り、その流れのひとつの具現化としての側面もこの「虐待予防プログラム」は持

っているという話にアメリカの懐の広さを強く感じた。

2．2性的虐待を受けた子どもを支援するプログラム

（1）概　要

　　1998年、既に行われていた性的虐

　待を受けた子どもに対するプログラ

　ムが拡大され、ピアス郡に「子ども

　の代弁センター」が設立された。3名

　のソーシャルワーカーとメディカル

　ディレクターとして1名の医師、2名

　のフォレンジックインタビューアー

　（法律に関係するインタビューを専門

　にする人）等のスタッフが従事して

　いる。

　このセンターは、性的な虐待を受け

　た疑いのある子ども達が、最初に出

子ども代弁センターのメリー・クインランさん、
ジョー・ローレンスさん

会う機関として位置づけられている。そのため、ここを訪れる子ども達が、安心

してその後の見通しを立てられるような優しい配慮が行き届いたサービスを提供

している。

このプログラムがtlS来るまでは、被害を受けた子ども達は、それぞれの機関に行

って、同じことを何度も説明しなければならなかった。ここが出来てからは、そ

れぞれの機関の代表がこのセンターに集まり、話を一度に聞くことが出来るよう

になった。これには機関同士の協力と理解が不可欠で、関係を良好に維持する事

が大切なこととなっている。

（2）プログラムの内容

　①対　象

　　　性的な虐待を受けた疑いのある子どもを対象としている。5～7歳位までが

　　多く、5対1の割合で女子が多い。

　　年間650～750ケースほどの相談を扱っている。

　②具体的な取り組み

　　　　『子どもに優しいインタビュー」を目標に、被害を受けた子ども達が同じこ

　　とを何度も違う機関で話さなくてはならない状況を打開している、

　　多くの場合、相談から警察の介入、法的な手続き、被害者の保護、メンタルケ
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アという段階が、別々の機関によってそれぞれ行なわれるが、ここでは子ども

への負担を軽減するという理由から、すべてが一同に会して少ない回数で子ど

も中心のアプローチができるようにしている。

この機関は、被害を受けた子ども達にとっての初めの一歩であり、子ども達に

何が起きたのか、家族に何が起きたのかを医療的、ソーシャルワーク的に診断

し、必要な手だてをとる機関である。従って、ここで得られた情報をもとに他

の専門機関に委ねたり、公的な機関（ヒューマンサービス局等）の正式なケー

スとして扱われていくこととなる。

開所時間は月曜日から金曜日の8～17時で、センターとしての機能は、「医療面

での診断」、「警察に被害の報告」、「法的に加害者を訴える」、「被害者を保護す

る」、「精神保健の治療」の5点である。

また、教育機能として、他の病院や近隣の人々を対象に児童虐待についての理

解を促すための研修会を開催し、児童虐待の予防や早期発見に努めている。

（3）所　感

　　r子どもに優しい面接』を基本に、子どもの視点で配慮されている。特に性的虐

待を受けた子どもが、何度も面接の度に、同じ質問を繰り返され、自分の受けた傷

を言語化しなければならない事を防ぐために、福祉、医療、警察がチームとなって

システムを作っているのは驚きであった。それも、民間の病院がサービスの一環と

して行っているというのは、日本の福祉のレベルとの大きな格差を実感させられた。

今後、日本においても、性的虐待というとてもデリケートな問題を扱う意味でも、

虐待で受けた心の傷を、これ以上傷つけないための配慮が必要である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石田、田中）

タコマー般病院の産科病棟はすばらし

かった。夫としてこのような病院で妻

に生ませてあげたいと思った。
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皿．ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団

（児童の総合ケアを扱うNPO団体）

1．概要

　1966年に、UPS宅配便の社長ジ

ム・ケーシーが設立した最大規模の

NPOである。運営はマーガレット・

ケーシー財団からの助成金を基にし

ており、年間の予算は110億ドルであ

る。ここでは、独自のプログラムを

作って里親の募集や養成を行ってい

る。

　活動範囲は北米の中央から西海岸

地区で14州に23支部設けている

担当している）。

　　　CASEY　　encOUr－
‘㍗iS°z’”e　Share　li一

　　ノ　

sl川

otl

｛苦
’

藪

ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団受付

（申央から東海岸地区はアニー・E・ケーシー財団が

　ワシントン州シアトル市にある本部は23支部を管理しており、各支部のソーシャル

ワーカーが提供したサー一ビス内容の確認や評価、資金活用の把握をEメールやオンラ

インを活用して行っている。集計したものを各支部へ送り、よりよいサービス提供を

目指している。本部に勤務している職員数は230人である。

2．サービスプログラム

2．1使命
（1）長期里親、キンシップ、養子縁組、法定後見人などのもとにある子どもたちに

　　安全で安定した生活を保証するために永続的家庭や関係を提供する（長期里親

　　が実親と同等の資格を得られるよう法の改正にも関わっている）。

（2）18歳を迎え、長期里親宅から自立する子どもたちが、自信と目的を持って生活

　　することができるように就職や教育、生活能力の獲得などの面で支援していく。

（3）児童虐待や精神保健などの調査研究に取り組み、予防プログラムを提供してい

　　く（親の薬物使用や精神病が子どもを親から離す大きな原因になっているた

　　め）。

2．2特色
（1）独自のプログラムを作って里親の募集や養成を実践、運営している。

　　（アニー・E・ケーシー財団は実践機関に助成金を与え援助しているに留まっている）
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（2）8歳から自立支援を始めている。

（3）研究・実践し、よいものは公開して広く使用できるようにしている。

（4）教師に里子へのベストな関わり方を指導している。

（5）里子一人ひとりに家庭教師をつけて勉強法を教えている。

2．3具体的なプログラム

　プログラムは、各々研究しながら実践、実践しながら研究されている。

（1）クオリティーマネージメント

　　ソーシャルワーカーが良いサービスを提供するためにはどうすればよいかにつ

　いて研究、調査していくことは大切なことである。訓練機関でのソーシャルワー

　カーの養成教育では人間関係をどのようにして作っていくべきかに重点を置き過

　ぎ、自己評価する目を持つことができていなかった。

　そのため、1982年にニューヨークで作られた病院、精神保健センターの高い認可

　基準と州法を基に「ケーシースタンダード」という基準を作成した。

　基準の内容として、一人のソーシャルワーカーが担当できるケース数、ソーシャ

　ルワーカーの学歴や職歴、里親の訓練をどのようにすべきであるか、などが設定

　されており、一つひとつのプログラムがこのケーシースタンダードを満たさなけ

　ればならない。

　　「成果をあげることは大切であるが、基準から外れていれば意味がなく、基準を

　満たした成果のみ受け入れる」ということが評価の基準になっている。

　また、今までのデータを分析し、どのように変化させるかを決定し、里子であっ

　た人たちからも意見を聞いて改善に生かしている。

　ソーシャルワーカーは対象者が何を欲しているかを常に念頭に置き、対象者が欲

　しい、大切であると思うものを評価することが結果や成果につながる。

　本部と支部が一緒に居住者の特色やサービスへの満足度などを研究しており、毎

　年3カ月ごとに支部のソーシャルワーカーにレポートを送り、ソーシャルワーカ

　ーはそれを基に対象者の進歩の度合い、教育、生活能力、費用などのデータの改

　善を行っている。ソーシャルワーカーにとって進歩的なプログラムである。この

　システムは日本の企業（トヨタ、ソニー）が始めたものを取り入れたそうである。

（2）里親募集と評価システム

　　支部ごとに里親募集をしているため、よい里親かどうかを見分けるためのツー

　ルが必要になった。テネシー大学と協力して「ケーシー里親希望者調査一覧（ソ

　ーシャルワーカー用と里親刷」を作成した。内容は親になる技術、しつけ、機

　関との連携についてなどの項目に4つの選択肢（全く思わない、思わない、思う、

　まさにそう思う）から選択して答えていくものとなっている。　　　・

　評価については、IOO点であるから良いのではなく、里親になる決心をする、ま
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たはソーシャルワーカーが里親を依頼す

るかどうかを決めることにあり、これか

ら里親になろうとしている人に里子は実

子と大きく違い、厳しい過去を持ってい

るので、それが行動や感情に表れるため、

実子であると思って育てるのは難しいこ

とを、まず理解してもらうことが重要で

ある。

現在、18州で試験導入してもらっており、

今後集まってくる結果を基に良いツール

　
　
　
、

里親プログラムの説明を受ける団員

として使用することが可能かどうかを判断し、認められれば、オンラインに載せ

てどこでも誰でもが使用できるようにしていく予定である。

（3）家族支援の定義や作業内容の統一化と自立移行のプログラム

　　ここでの家族というのは、長期里親、養子縁組、実親家庭の保護、自立へ移行

　する子どもと後見人である。

　家族支援サービスの手順や作業内容の基準を作成した。

クライアントが求

めるサービスを

受け取る

サービスを

与える

サービスを

再評価する

①クライアントが求めるサービスを受け取る

　　クライアントから家族支援サービスを受けたいとの要求あったら、クライァ

　　ントに接触し、要求しているもの、本人の性格、家族状況、などの基本的な情

　報を収集する。その結果、「ケーシー・ファミリー・プログラムズの，r　一一ビス

　　を受けることを前提に②に進むか」、又は、『他の機関へ委託するか」を決定し

　　クライアントに通知する。
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②サービスを評価する

　　クライアントが本音で求めているもの、経済力、資格、能力など必要な情報

　を調査した上で、クライアントとケーシー・ファミリー・プログラムズの双方

　の到達（成果）目標、初期のサービス提供の内容、担当スタッフなどを決定し、

　相互同意に基き契約を行う。クライアントのデータをシステムに登録する。

③サービスを与える／サービスを再評価する

　　②で締結した契約に基きサービスの提供を開始する。その後、契約どおりの

　サービスプランが実行されているか、到達目標に向かって進捗しているかなど、

　サービスの質と効果を再評価（審査）する。それらを基に、サービスの提供を

　継続するか、サービスプランを発展改定させるか、サービスの提供を止めるか

　について、クライアントとケーシー・ファミリー・プログラムズが相互決定す

　る。

①終了
　　サービス停止の決定。ケースの概要、経過状況などの記録や臨床の書類を作

　成する。また、必要に応じてアフターケア計画を作成する。これらの書類を関

　係者（機関）に提出し、終了する。

　lt’s　my　life：　里親宅から自立していく子どもへの手引書を作成配布。　my　life

　には、「自分の生命、生涯なのだから、自分で決めていかなければならない」

　　という意味が込められている。

　Child　Safety：　子どもたちが安全に過ごし、たくましく成長するためにケー

　　シー・ファミリー・プログラムズ財団がどのように援助するのかについて書か

　れた冊子で、4～10歳用、11～14歳用、15～21歳用の3種類用意されている。内

　容についてはソーシャルワーカーが子どもや里親に説明する（日本の子どもの

　権利ノートのようなもの）。

（4）子どもへの個別指導法と学校教育現場への援助

　①子どもへの個別指導法

　　　一般の個別指導法は子どもが知識を吸収するものであるが、ケーシーの個別

　　指導法は勉強法を教えることに重点を置いており、子ども一人ひとりに家庭教

　　師をつけている。成功すると子どもが自分で勉強できるようになる。

　②学校教育現場への援助

　　　支部のソーシャルワーカーや教師に里子とはどういうものであるのかを教え

　　ている。里子にとって教育がいかに大切なものであるか、里子へのベストな対

　　応法などが描かれている’Endless　Dream’というビデオを製作し、資料とと

　　もに教師への教育に活用している。
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（教師に教えること）

・ 里子に対し、「かわいそう」という見方を変えてもらう。

・ 里親宅を転々とすると喪失感を感じ、勉強が4～6カ月遅れ、コミュニケーシ

　ョンを上手くとる方法を知らないということを知る必要がある。

・ 反抗する子どもがいれば、その子の背景を調べて欲しい。

・ 胎児のときに麻薬の影響を受けていると集中できない子どもになっている。

・成功する教師とは子どもを理解し、立場ごとに個別指導を考えられる人であ

　る。

・ 子どもへ「こうしてみなさい」と指示を出し、練習させていくことが大切で

　ある。

・ 流れの枠を作ってあげることも大切である。

〔ソーシャルワーカーに教えること）

・ 子どもがどこの学校に通っているのかをしっかり把握しておく。

・ 里親に対して、学校での里子の様子を報告してもらう。

・ 教師と子どもの間の連絡を緻密に。

（5）生活能力と発達段階を測るッール（Casey　Life　Skills　Tools）

　　ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団では8歳からの自立支援に取り組ん

　でいるが、子どもたちの特技や長所を評価するツールがなかったため、8～25歳

　までに習得すべき生活能力と発達段階を測るシステムを開発した。その名称を

　「ケーシーライフスキルズツールズ」という。

　このツールはホームページに掲載してあり、無料で使用、及びダウンロードする

　ことができる。“lt’s　my　Life”が全ホームページの基本になっており、測定の正

　確性の高いものを目指している。

　法的にこのホームページを使うことを指定されている州が16州あり、使っても使

　　　自己測定
発達段階の年齢で項目を選択
僕年齢と違っていてもよい｝

74



わなくてもよいとされている州が4州ある。2002年10月現在2万5千人が利用して

おり、2003年10月には9～10万人が利用する予定である。

将来的にはケーシーのホームページにつながなくても利用できるよう作り変え、

他の企業と連携することにより、輪を広げ、より多くの州で使用されるようにし

ていく。

ホームページは「生活能力評価（ACLSA）」、「ライフスキルズガイドブック」、

「ACLSAとガイドブックについてのマニュアル」、「生活能力を身に付けるための

手引き“Ready　Set　Fly！’」、「生活訓練の情報」、「結果と報告」の6つ設けられて

おり、流れに沿って活用していく。

3．所感
　ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団

本部はまず、外観が大企業のオフィスのよう

であり、NPOということが信じ難い規模で

ある。しかし、内部の壁面には財団が関わっ

ている子どもの笑顔とメッセージの入った巨

大なポスターや、木工の装飾が施され洗練さ

れた温かいものであった。内部の様子だけで

なくさまざまなプログラムについても、洗練

された無駄のないものばかりであった。それ

は、設立されて36年という長い歴史の中で、

ケイシー・ファミリー・プログラムズ財団の外観

研究しながら実践、実践しながら研究を繰り返すことにより、よい結果を生むものは

取り入れ、さらに改良していくという姿勢が生かされているからである。

まず、どのプログラムも視点を変えて見るということを基に作られているということ、

問題に対しての必要な取り組みを各支部が迅速に対応してレポートし、本部が結果を

まとめて評価、支部へ返していくことにより、必要なことが明確で、適切なものが提

供できるシステムが確立していること、よい結果を生むと評価され、導入されている

システムであっても、定期的に見直し、改訂していくことで、ニーズに合ったものに

より近づけていく努力をしていることなどがそのよい例である。

日本の企業では、いかに顧客を満足させられるかについて日々調査し、研究を重ねる

ことにより、迅速かつ高品質なものを提供できるよう努力をしている。しかし、児童

福祉の関係機関ではそのような姿勢は、全くといっていいほど見られないものである。

その点も、ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団はNPOでありながら、上手く

取り入れて成功している。
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日本の児童福祉施設でも、措置される施設から、選択される施設へと、今後視点や考

え方を変えて行かなければならない所にきている。私たちが、ケーシー・ファミリ

ー・ プログラムズ財団の取り組みから学ぶべきことは、その視点と考え方であろう。

入所児童やその家族が欲していることへの調査、取り組み、結果、それぞれの評価も

含めてケースが終了するまでの時間というのは、アメリカに遠く及ばないものの、少

しでも短縮することは可能であろう。人員の配置の仕方、不必要な時間の短縮を図れ

るシステムの導入など、どの場面でどのように費用を投じていくかということへの考

え方も変えていく必要がある。しかし、直接処遇の立場であるわたしたちは、入所児

童のニーズを見極め、今必要なことをきちんとしているかの自己評価をし、修正をす

る余裕を持つことを忘れてはならない。その基本姿勢を大切にしながら、工夫できる

ことに取り組み、その成果を上に向けて発していくことから、新しい児童福祉への変

革が始まるのではないだろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（浅井）

ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団の受付

・・．繍

魏雪9ぜ

how

堅1，

ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団のパンフレット類
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E：：：i［｛lll

アメリカ合衆国における児童福祉実践から学ぶ

～ 日本への提言。今、私たちにできること～

1．児童虐待予防に向けて

2．里親と児童養護施設の枠組みをこえた社会的養育に向けて

3．利用者本位に立ったサービス提供に向けて

4．民間活力の活性化に向けて

⊇

メアリーフリノシ子ども病院と健康センターのスタノブと団員
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1．児童虐待予防に向けて

児童養護施設至誠学園　石田　芳朗

　約20年前、資生堂研修団が訪問した同じ地、デンバーを含む今回の視察で、私たちに

強く印象づけられたことは、「児童福祉施策の変化」である。ヘネシー澄子先生からの

情報で、20年前に力を入れ実践されていたことは、現在ではほとんど影をひそめ、それ

に替わり新しい考え方に基づく施策が次々と試行され実践されているという現実。過去

に囚われ過ぎず、よいと思われる事（合理主義的な背景もあるが…）を徹底的に追求し

変わることを恐れない、そんなアメリカの児童福祉に対する姿勢を感じ、一方で変わる

ことの容易でない日本の社会システムや、知らず知らずのうちに変えることに臆病にな

っている自分に対し、一石を投じることを求められている研修ではなかったのだろうか。

　児童虐待に関しては、虐待の発生⇒危機介入、保護⇒治療、調整⇒自立、再統合とい

う大まかな流れにおいて、それぞれを担う機関の充実や高められた専門性に大きな驚き

と影響を受けた。しかし、同時に児童虐待という社会問題そのものの根本的な解決につ

ながる方向性ではないか、ということも感じた。それはおそらく、研修の後半に経験し

た「予防」プログラムの一端を見聞した事による所が大きい。いかに虐待が発生しない

環境を作ることができるか。一つの家族について、起きてしまった虐待のための救済プ

ログラムを行っていくより、現状の保護’治療・自立・再統合の難しさを考えれば、虐

待の発生しないプログラムを実施していく事の方がはるかに容易なことのように思えた

のである。

　私たちは丁寧にアメリカの歴史を踏襲することはなく、日本のお家芸である「いいと

こどり」をして、私たちの環境や歴史に合うようにうまく加工して行く事ができればと

思うのだが……。

　その点でオレゴン州における虐待予防プログラム「ヘルシースタート」やシアトルの

メアリープリッジ子ども病院で実践されているプログラムは大変参考になった。子ども

が生まれる予定の家族に対して、アンケートによる全件調査を行い、ハイリスク家庭の

予測とその家庭への必要な援助を一体化し連続して行う方法は参考にしていくべきであ

ると感じた。

　幸い、日本の各自治体の行う母子保健サービスでは、出産前から母子健康手帳の配布

や妊婦健康診査、また、出産後は乳幼児、1．6カ月、3才と月齢に応じた健康診断や訪問

指導等の既存のプログラムが存在している。これらのプログラムに「虐待予防」という

観点を加えて、さらに充実したものにしていくことは可能であろうと思う。ほとんどの
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妊産婦は産科医を受診することから、そこでアンケートによる調査を各自治体の責任と

して行い、新たに子どもの生まれる家庭の情報を集約する。その中からハイリスクな要

因を持つ家庭をピックアップし、その必要度に応じて訪問指導や各種健康診査時の参考

とし、更なるプログラムへと継続させていったらどうであろうか。

スクリーニングの方法、医療分野との密な連携、ハイリスクな家庭への予防的な援助内

容と方法等、整備しなければならないことは多々あるが、「児童虐待は決して特別な事

ではなく、誰にでも、どんな家庭でも起こりえること」という認識の普及を進め、全て

の大人が覚悟を決め徹底的に取り組むことで十分に実践可能な範囲のことだと思うのだ

がいかがであろうか。

　おりしも児童虐待防止法の見直しを目前に控えたとてもタイムリーな時期に、今回の

第28回アメリカ研修は行われた。施設現場の中で日夜繰り広げられてきた子ども達との

「格闘」の質が、ここ数年来、確実に変化し、職員の多くが疲弊し燃え尽きていく状況

の中、さらに現状の施設という枠組みの中で行われる「治療」の持つ有効性の見えにく

さや限界を感ずることの多い自分にとって、児童虐待対策では先進国であるアメリカの

「経過と今」は多くの方向性を示唆してくれたように思っている。

児童養護施設　まつば園　勝亦　悦子

　「仕事が増えて大変だけどやれるよ」、「患者さんとの対話のきっかけになっていいよ」、

看護師の友達に「産婦人科に来院される初産の方々にアンケート形式での看護師からの

聞き取り調査を行ったら？」の意見を聴いてみた答えだった。

　才レゴン州タコマ地区の児童虐待早期介入から学んだr医療と福祉の協同』を日本に

も取り入れることを私は考え、取り組んでいきたい。この事業の素敵なところは「利用

者が聴き取りを受け、育児への不安等を身近な公共機関を無料で利用したい」という自

らの意思に基づき進められていたことであろう。

　現在日本では乳幼児健診にてリスクを抱えた母親への早期対応を行うシステムがあ

る。保健士が家庭訪問をして状況を観察、ケアをしていくものである。具体的にどのよ
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うなことを実践しているのかは見たことも聞いたこともないので、まず、それを知るこ

とが第1の課題である。

　日本にはたくさんの産婦人科がある。産婦人科と保健所がアンケートを媒介に、より

強力な連携をもち、関われるようにする。そのアンケート、リスクの見方等はオレゴン

州から資料として頂いてきたものを、日本にあったものに私たちが作り変え、身近な地

域に協力していただく。実際に取り組み、変更、改訂を繰り返しながら、広げ、定着し

ていけるように努める。これが第2の課題である。

　一方、医療や福祉現場では多くの仕事を少ない人員で運営、経営されている現実があ

る。そのことを認識しつつ、現場の専門領域を確立し、より的確なケアを専門的に進め

ていく現場の力を積み上げ、よりよい児童、母子福祉の確立を目指し、H本にあった社

会福祉を進めることが第3の課題と考えた。

　初産の友達に今度は実験材料として協力してもらおうと考えている。そして、私が初

産となるころには私が産婦人科で聴き取りを受ける第1号となれるように取り組んでい

きたい。早急に取り組まなきゃ！！

母子生活支援施設北海道社会事業協会鈴蘭寮　小松　留美子

　母子生活支援施設の職員は、母と子の心の支えとなり、子育てが楽しくなるように支

援をしている。今回アメリカ研修で児童虐待予防についての具体的な取り組みについて

勉強する機会に恵まれ、私自身の心に大きな変化があった。今まで見えなかったものが

見え、わからなかったものが解り、貴重なこの研修は絶対に無駄にはしないという自分

自身の中に湧き出てくる力強いものがあった。研修後、私は具体的なプログラムとして

虐待ではないかと思われる母親に対して、愛情のかけ方、子どもの接し方、食生活、居

室内の清掃についてのアドバイスをして一緒に取り組みをした。今のところ、母子とも

に良い方向に向かっている。

　我々の任務は、育児不安を抱えている母親に助言やアドバイスをしながら支援をして

いくことだと思う。少しでも心の負担を軽くすることが、育児は楽しい、皆で支えあい
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ながら子育てをする、という方向につながっていくのではないかと思っている。入所し

ている母親達は子育てを含めて、いろいろなことに自信を失っている。これからも私は

職員と共に、協力をしながら母親の支えになり、子どもの憩いの場所となる母子生活支

援施設を目指し、支援をしていきたいと思っている。そうすることで、児童虐待は減っ

ていくのではないかと思うからだ。これから、職員研修会が開催される。私は今回学ん

だ虐待予防の知識を伝え、「皆で支えあう事から始めよう」と大きな声で伝えて行きた

いと思っている．。未来ある子ども達のために…　悩む親たちのために。

児童養護施設東京育成園　田中　聡子

　今回研修先で出会った方に共通して言えることは、自分の専門性をはっきり明確に理

解して、専門家として自信とプライドを持って仕事をしていたということである。そし

て、どこの州でも、子どもの権利をしっかり尊重し、子どもを守る視点で子ども中心の

福祉が行われていた事である。

　子どもの視点に立てば、虐待などの状況にあわないで、自分を愛してくれる家族の中

で生活できることが最善であり、虐待が発生しないような社会を作っていくためにも、

虐待の予防の段階に力を入れる事が第一優先である。もし、虐待が発生した場合は、早

期の発見と、親への再教育のシステムと、親に代わる新しい家庭の確保が必要である。

　虐待や放置などで、乳幼児期に特定の人間との信頼関係、愛着関係を結べなかった子

ども達が多くいる。その子どもたちが人間を信用して、自分自身を大切にして生きてい

けるようになるためには、かなりの忍耐とパワーと時間を、子ども達もケア職員にも必

要とされる。愛着の欠損した子どものケアに力を注ぐ事よりも、愛着の欠損が起こらな

いような親子関係を結べるために、妊娠が判明した時点での予防へのケアに重点を置い

ていく方が、よりリスクも費用も少なくて済むと思われる。

その上、同じような課題を持った、愛情欲求の強い子ども達が養護施設の中で共同生活

していくにはデメリットが多く、慢性的な人不足の中では限界がある。施設などでの大
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集団での治療が難しい子どもや、家族背景の薄い子ども程、小集団での専門的で継続的

なケアが必要である、

　そのためにも養育家庭の充実が必要になってくる。現在の里親制度のなかでは、まだ

まだ、里親への教育システムもサポートシステムが全く不十分だと思う。施設以上に、

専門性と忍耐力と愛情と資金を必要としているのだから、里親が専門性の発揮できる体

制を確保していく必要があると思う。これからの未来を担う子ども達のために、今早急

に子ども達を取り巻く福祉の現状の改正が必要だと痛感した。
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2．里親と児童養護施設の枠組みをこえた社会的養育に向けて

児童養護施設　聖霊愛児園　　横川　　伸

　実親に代わり子どもを養護していく役割を担っている児童福祉施設や里親に一・番求め

られているものは、携わる職員の質の高さにほかならない。日本においてもアメリカに

おいてもそれは同様である。アメリカでは親から離れることを余儀なくされた子どもた

ちの受け皿は里親が主流である。その里親になるための人材を育成するプログラムや里

親サポートシステムが、わが国の里親制度とは比較にならないきめ細やかさを持ってい

る。

　ソーシャルワーカーによる里親トレーニングやアドバイスからはじまり、子育てが適

正におこなわれているかをアセスメントする体制、また負担の大きい里親のレスパイト

サービスや里親同士のコミュニケーションが図れる場を設けたり、民間団体からの協力

が得られるなど、子どもに直接かかわりを持つ里親が心身ともに負担がかかり過ぎない

ように孤独に陥らないようにサポートされている点は、昨秋より新たに始まったわが国

の里親制度を確かなものにしていくために大いに参考になるところだと思う。

　しかし、これらを保証するためには人材の確保とお金が必要である。いまの児童福祉

の現状からでは、アメリカの水準に至るまでにはかなりの時間を要するという不安があ

る。そんな中でも今回の研修で発見できたことがある。縁あって今回のアメリカ訪問時

に日本の里親会の人たちに出会った。けして若いとは言えないおばちゃんたちだが、彼

女たちの感性の豊かさとエネルギッシュな所は、アメリカの里親に勝るとも劣らないも

のを感じた。そして日本という同じ文化のなかで育ってきたからか、子どもを見つめる

日と考え方に多く共感できる所があり、何よりも嬉しかったのは母親としての暖かさを

感じたところであった。冒頭にも書いたが、最も大切な子どもにとって必要となる可能

性を秘めた人材はいるのである。ならばこの先は私たち児童養護施設の職員を含めて里

親と施設それぞれの特性を生かしつつ、お互いに意見交換をすすめて刺激しあいながら

子育ての枠を広げられたらいいなと考えている，
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3．利用者本位に立ったサービス提供に向けて

児童養護施設　公徳学園　浅井　友可

　今回の研修の中で3カ所訪問した公的な機関であるヒューマンサービス局というのは、

ここに行けば、福祉全般のサービスについての情報入手や手続きが可能という、居住者

が利用しやすい福祉のコンビニエンスストアもしくはデパートのような機関である。日

本にはこれに相当する機関は見当たらないのだが、児童相談所、福祉事務所、保健所、

市役所などの機能が1カ所に集まっている所であると説明するとイメージしやすいかも

しれない。

　ヒューマンサービス局が提供しているサービス内容は各郡や市によって異なるが、居

住者が必要としているバラエティ豊かな援助を提供するだけでなく、問題発生を予防す

るためのプログラムの提供にも力を注いでおり、日本が今後見習うべきことをたくさん

発見できた場所である。

　見習うべきことの中で、今すぐにでも取り入れられたらよいのにと強く感じたものは、

子どもに危険があるとみなされた全てのケースに裁判所が関わっていることである。し

かも、裁判所というのは、児童裁判所であり、ベテランの子ども専門の裁判官がいるの

である。

　ソーシャルワーカーの立てたケアプランが裁判官に認められれば、保護者はその決定

に従わねばならない。子どもが家庭に帰るために必要な環境を整えるためには、保護者

は決められた両親教育のプログラムや治療を受けなければならないということになり、

子どもだけでなく、保護者へのケアにまできちんと関わっているということも日本では

暖昧にされているところであるため驚いた点である。

保護者が・定期間に治療を受けても効果なしと認められると、親権を剥奪し、養子縁組

先を探すというように、期限を決めているので、ケースの進みも速い。子どもが家庭環

境から離れている期問を短くし、子どもの行き先をできるだけ早く決定することを優先

しているという点は、子どもの立場に立っている姿勢の表れである。このシステムこそ

子どもの最善の利益を尊重しながら目標を達成しているよきモデルである、

　日本でも虐待ケースや事故などの補償問題で弁護士に依頼をすることはあるものの、

稀なことである。

　ケースワーカーや我々施設職員は日常、保護者対応で怖い思いをしたり、頭を悩ませ

たりしている。アメリカのように司法という強力な後ろ盾があればもっとよい措置が取

れるケースがたくさんありながら、どうにもならず歯がゆい思いをしているのが現状で

ある。
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しかし、ただ、司法が介入できるようにしていくだけでは意味がない。子どもと離した

保護者を治療し、教育する受け皿の整備、誰が保護者ケアを担当するのかを明確にする

こと。さらに、一人当たりのケース数がアメリカの数十倍というケースワーカーの多忙

さゆえ、施設に措置してから、担当の子どもと年一回会えればよく、多くの子どもたち

が長年施設で暮らすことになってしまっている現状を変えるための、適切な人員配置を

強く訴えたい。

前にも述べたが、子どもの立場に立ってケースを進めていくということが実際に行われ

ていること、当たり前のことではあるが、今の日本では困難であるということが現状で

はないだろうか。未来の担い手である子どもたちをみんなで育てていくという考え方、

一 昔前は当たり前であったことを我々は見直していくことから始めていかねばならな

い。

児童養護施設雀幸園　荒木　浩二

　アメリカ研修で学んだことの中で驚いたことのひとつに広報の仕方があった。バスの

中の広告やTV、インターネットなどさまざまなものを利用して市民に呼びかけている

のだ。日本でも児童虐待に対してTVなどで放送されたりして関心も高まってきている。

そして行政や民間施設、病院等いろいろなところで虐待に関するプログラムがあると思

う。しかしながら市民が困った時どこに相談すればよいか知っている人がどれくらいい

るだろうか。自分の周りに虐待をしている人がいる場合、また自分が虐待をしそうだと

悩んでいる場合、気軽に相談できる窓口がほしい。そのためにも市町村の小さいレベル

での情報がわかる施設、またはどこでどういうプログラムがあるのかがわかる情報誌み

たいのものができないだろうか。子どもを虐待から守ることはいうまでもなく必要なこ

とだが、虐待をしてしまった親や虐待をしてしまいそうで悩んでいる親をどうサポーし

ていくかがこれからの日本で必要となっていくと思う。そのためにも、現在行われてい

る悩み相談などのプログラムを誰でも知ることができるように情報を提供していくこと

が大事だと思う。行政、民間施設、病院等の横の連携を強め、現在行っているプログラ
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ムや情報をひとつにまとめ利用者がより利用しやすいものを作って行きたい。

　現在あるプログラムをまとめチャート化し、あらゆる状況に対してどこがどう援助し

ていくのが最良の方法か、またどことどこが連携していけばその問題が解決していく方

向に向かっていくのか、一つの機関で抱え込むのでなく複数の機関の連携がより可能に

なるような全体のプログラムが必要だろう。

児童自立支援施設香川県立斯道学園　永井　陽子

　マクラーレン少年院では、専門治療棟を設けて、暴力再発防止プログラムを積極的に

行っていた。ここでは自分や相手の気持ちを深く考え直し、それを表現していくことに

重点を置いているとのことであった。また今回訪問したいくつかの治療施設では、気持

ちや感情を言葉に表すのを助けるための掲示物が、たくさん使われていた。例えば色々

な表情をした顔写真に、その時の感情を表す言葉を添えたポスターや、こういう気持ち

の時には、どう対処すればいいということを、わかりやすく絵と言葉で表したポスター

など。

　我々の施設で生活している子ども達を振り返って考えてみると、愛情や経験の不足か

ら、感情を思うように言葉で表すことができずに、簡単に暴力を振るってしまう子ども

達が多いことに気がついた。そこで、日常生活の中でもアメリカにあったような取り組

みができないものかと考えた。具体的な取り組みとして、子どもの個別指導の時間等を

活用して、自分なりに考えた「感情表出プログラム」を行っている。これは、子どもと

一緒に『気持ちを表す言葉』（腹が立つ、悔しい、うれしい、悲しいなど）を考えて、

その言葉を快・不快に色分けして作ったカードを壁に貼っていく。はじめはカード数が

少ないが、時間を重ねるごとに、少しずつ増えていく。そして、色々な場面で（暴力を

ふるいそうになった時、拗ねている時、うれしくて得意になっている時など）、その壁

の前に立ち、「今の気持ちはどれに当てはまる？」ということ、また「どのようにすれ

ば（言えば）問題が起きなかったか？」などについてを話し合うようにしている。はじ

めのうちはなかなか、自分の気持ちに合うカードを見つけることができなかったが、そ

のうち、すばやくカードを選べるようになり、また「これとこれを合わせた感じ」など
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と、複雑な心境も表現できるようになってきた。少しずつではあるが、暴力によるいざ

こざが減ってきている。まだはじめたばかりという目新しさもあるため、本当のところ

の成果はまだわからない。しかし続けていくことで検証していきたいと考えている。こ

れは施設の生活に取り入れられることとしてはほんの一部に過ぎないが、治療施設とし

て捉える以上、子どもの問題行動を取り払うための支援について、もっと積極的に考え

ていかなければいけないということを改めて実感した。アメリカで学んできた『実践し

ながら研究・検証、見直しながら改良・実践を積み重ねていく』という姿勢をぜひ見習

って、取り入れていきたいと考えている。

日本ではあまり経験できないレディフ

ァースト（私個人の問題か？）に感激

しました。いろいろな場面で男性から

ドアの優先を受けました。中でも印象

に残っているのが、スーパーで買い物

を終え、店を出ようとした私に車椅子

に乗った男性が（しかもたくさんの荷

物を抱え）私にドアを開けて先に行か

せてくれたことです。暖かいものに包

まれたのも束の間、高松空港に到着、

飛行機を降りる際に、中年男性の多く

が我先にとすり抜けてく姿に、大変幻

滅……。
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4．民間活力の活性化に向けて

母子生活支援施設　カサ・デ・サンタマリァ　清水　厚子

　アメリカ研修で訪問した先々で聞くことができたのは、「国や州レベルでの福祉制度

をつくった原動力は市民の力、草の根運動からだった」という言葉である。そして先々

で会うことができたのは、実子の他に里子を受け入れている里親夫婦の姿である。社会

に貢献できることを一人ひとりがしっかり見つめることから、運動が生まれ、制度がで

きた。もちろんアメリカと日本では様々な背景が違うし、児童福祉への取り組みの歴史

も違うので、比較したりそのまま取り入れることは困難かもしれない。しかし、研修を

終えて思うのは、「私の中の意識が変わった」ということである。これはとても大切な

ことではないだろうか。一人の人間の中に問題意識が生まれ、それをまた周囲の人々に

伝えてゆく。そしてその周囲の人々がまたその周囲の人々に・…　。

　私は母子生活支援施設で働いており、地域で生活するための環境が整うまでのお手伝

いをしている。夫等からのドメスティックバイオレンスや児童虐待が原因で入所される

母子も多い。

　父母からの虐待をうけて育ち、更に結婚相手からの暴力を受け、現在は子どもを虐待

する母親。幼い頃から大切にされた経験がなく、自分に価値を見出せないので、いつの

日か「価値のある子ども」を育てることが唯一の夢となりふくらんでいた。世間一般か

らみて「できた母親」でなければならず、子どもは「完壁に」育てあげなければならな

い。1歳児の子どもに無理な要求をし、できなければしかりとばす。家事が計画通りに

進まない原因が子どもにあれば、どんなささいな事でも子どもを怒鳴りつけ、叩くに十

分な起爆剤となる。自分が抑えられない時には、居室のドアを開けておき、子どもの逃

げ道を作っておく。そして一日の終わりに「悪いのは子どもじゃない、自分だ」と我が

子の寝顔を見ながら泣き、布団に座ったまま眠れない夜が続く。そして子どもは母親か

らの愛情を「叱られる」事で得るようになり、わざと叱られるタイミングに叱られるよ

うな事をする。少しつつ子どもらしい甘えや泣くことがなくなり、何が起きても無表情

となる。それが母親の不安とイライラを更に募らせる・…　　と続いてゆくジレンマ。

お互いに離れられない親子のジレンマを、どこで止めることができるのか。

　これは一つの施設が抱える問題としてみえてくることである。そして、孤独の中で子

育てする重圧、負担を少しでも軽減できるように、職員として相談相手となり家事や育

児の手伝いをする。又、必要に応じて子育てグループや相談機関につなぐが、人員的な

限界や関係機関の逼迫した状況のなかで困難を感じることもある。
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　しかし、この問題が一つの施設で抱えることではなく地域の人々が共に考える課題だ

ったら、一人の母親の孤独はもっと解消されるのではないか？研修を終えた今、地域の

人々との交流を大切にしている施設長の姿勢や、創立から7年の問で少しずつ広がりは

じめた地域の協力者の輪について、ボランティアの育成について、実習生の教育につい

て、改めて重要性をかみしめる。施設がつくる「一人ひとりとのつながり」が、孤独な

母親の個人的な相談機関となり、その子どもの一時保護所となり、母子の癒しの場とな

っている。本当の意味で開かれた施設。それは地域に眠る民間活力を活性化させること

ができる施設だと思う。そして、そこから問題意識をもつ個人が生まれ、社会に広がる。

すべての子どもが健全な環境で生活するためには、仕事として児童福祉に携わる私達だ

けが児童虐待の問題を抱えこんではいけないし、抱えこまされてもいけないのではない

だろうか。

情緒障害児短期治療施設あゆみの丘堀 健一

　この研修の一つのキーワードはNPOだったと思う。現在アメリカのNPOでは、約

1．000万人の有給職員が働いており、その団体数は日本の株式会社の総数を超えている。

　NPOの予算はアメリカの国家予算の40％にあたることを考えると、いかにアメリカ社

会は民間の力に支えられているかということが理解できると思う。この背景にはアメリ

カという国の成り立ちが大きく影響していると多くの研究者は指摘しているが、日本で

も民間活力をもっと導入できる方法はあるかも知れない。

その・一例として

　魅力ある事業の提言一私の勤務する施設で、企業や個人から寄付や、ボランティアの

中し出がある。こういった時に、・一・般の方々が参加できる継続的で魅力ある事業を提言

すれば、またそれを地元企業やPTA、大学等に宣伝すれば、予算と人の面で民間の力

をもっと導入できるかもしれない。

　こういったことは既に多くの施設が実践されているが、民間活力導入の発信基地は、

89

社会福祉施設の持つ大きな役割の一つであろう。

つ



第28回　研修訪問施設及び関係機関リスト

サンフランシスコヒューマンサービス局

Citv　and　Countv　of　San　Francisco

Department　of　Human　Services

　P．0．Box　7988　San　Francisco

　CA　9412（L7988　USA

　［URL〕http：／．〆www．ci．s〔ca，us／dhs

サンフランシスコヒューマンサービス局

サウスイーストオフィス

City　and　COunty　of　San　FranCisco

Department　of　Human　Services

　Southeast　Office．3801　Third　Street

　San　Francisco　CA　94124　USA

　［URL］http：／／「www．ci．sf．cl、　．us．／dhs

デンバーヒューマンサービス局

Denver　Department　of　Human　Services

　l200　Federal　Boulevard　Denver　CO

　80204USA

　［URLユhttp：／／www．denvergov．org

エバグリーン愛着センター

Institute　For　Attachment＆Child

Development

　P．0．Box　730　Kittredge　CO　80457　USA

　［URLユhttp：∴、．wwsv．lnstituteforattachment．org

アダプションエクスチェンジ

Adoption　Exchange

　l4232　East　EvansfAvenue　Aurora

　CO　80014　USA

　［URLコhttp：〃www．adoptex．org

ケンプチルドレンズセンター

Kempe　Children’s　Center

　1825Marion　Street　Denver　CO

　80212USA

オレゴン児童家族委任機関

Salem　Department　of　Children　and　Families

　530Center　Street　NE　Suite　405　Salem

　Oregon　97301　USA

　［URLコht｛p：／．／www．cc£state．or．us

マリオンノポークヘルシースタート

Marion，’Polk　Healthv　Start

　6750rchard　Hts　Rd　NW

　Suite　lOO　Salem　OR　97304　USA

マクラーレン少年院

MacLaren　Youth　Correctional　Facilitv

　2630NPaci行c　Highway　Woodbvrn

　Oreg《）n　97071　USA

　［URL］http：〃www．｛）ya．state．or．us

メアリーブリッジ子ども病院・健康センター

Mary　Bridge　Children’s　Hospital　and

Health　Center

　1112　S　5th　St．　P．O　BOX　5299　Tacoma　WA

　98415・0299USA

メアリーブリッジ子ども財団

Mary　Bridge　Children’s　Foundation

　409South　J　St．　P．O　BOX　5296　Tacoma

　WA　984150296　USA

ケイシーファミリープログラムズ財団

Casey　Family　Pregrams　Headquarters

　1300Dexter　Avenue　N，　Floor　3　Seattle　WA

　98109’3542USA

　［URL］http：／．／www．casey．org
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第28回　海外研修入手資料リスト

サンフランシスコヒューマンサービス局

・ 2000ANNUAL　REPORT｛October　2001，　San　Francisco　Human　Services）

・Guide　To　Programs　Services｛San　Francisco　Human　Services｝

・ AParent’sGuide　to　CPS　and　the　Courts

・ The　ParenピsGuide　to　The　Child　Welfare　Svstem

・ In　service〔San　Francisco　Human　Services）

エバグリーン愛着センター

・ The　Attachment　Center　at　Evergreen

ケンプチルドレンズセンター

・World　Perspectives　on　Child　Abuse〔The　Third　lnternational　Resource　Book｝

・World　Perspectives　on　Ch‖d　Abuse（The　Fourth　International　Resource　Book）

・World　Perspectives　on　Child　Abuse｛The　Fifth　International　Resource　Book｝

・ Child　Abuse＆Neglect〔The　International　JoumaD

アダブションエクスチェンジ

・ Newsletter　of　The　Adoption　Exchange

デンバーヒューマンサービス局

・ Lord’sDenver　Adventure　help　Simon　Discover［he　City

・Change　a　life　fbrever　2003｛Become　a　Foster　or　Adoptive　Parent｝

・ 2001Report　To　The　Communityのenver　Department　of　Human　Services）

オレゴン児童・家族委任機関

・ Oregon　Commission　on　Children　and　Families

マリオン／ポークヘルシースタート

・ Marion／Polk　Healthv　Start

・ Family　Assessment｛Home　Visiting　for　a　Healthy　Start｝

ファミリー・ビルディング・ブロック

・ Family　Building　Blocks　Programs＆Services

マクラーレン少年院

・ Oregon　Youth　Authority

メアリーブリッジ子ども病院・健康センター

・The　Parenting　Partnership　Program（lnnovative　Adoption　to　Home　Visiting）
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ケーシー・ファミリー・プログラムズ財団

・ Connections（The　Casey　Model　of　Practice　and　A　Conceptuat　Framework　of　ldentity　Formation）

・ 1ピsmy　life（summary　of　a　framework　for　youth　transitioning　from　foster　care　to　successful

adulthood）

・ Staying　Safe　Growing　Strong（how　Casey　can　help）．　version　l

・ Staying　Safe　Growing　Strong（how　Casey　can　help）．　version　2

・ Staying　Safe　Growing　Strong（how　Casey　can　help｝，　version　3

・ Lighting　The　Way（Attracting　and　Suppo面ng　Foster　Famllies｝

・ Casey　Life　SkiUs（A　suite　of　complimentary　tools　to　help　teach　youth　the　skills　they　need）

・ What　do　you　wan亡to　do　after　high　school？（Casey　Family　Programs）

豊富な資料

　今回の研修で、大変関心したことの一つは、各施設に豊富な紹介資料が完備さ

れていることだった。

それも、多くがカラー刷りで、写真や図で誰が見ても解りやすく、われわれ見学

者にも一部つつ用意されていた。

それだけで、その施設の活動や、プログラム、利用方法が解るように構成されて

いる。

この資料の充実は多くの施設が公費だけでなく市民の寄付で運営されている性質

上、活動と実績を常に誰にでも公開する必要があるためだろうと考えられるが、

とかく閉鎖的になりがちな我々児童施設も学ぶところは大きいと思われる。
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第28回資生堂児童福祉海外研修団員名簿

氏　名 郵便番号 勤務先・住所 種　　別

団　長 花崎みさを 292・0201 千葉県木更津市真里谷1880－5

野の花の家

（TEL）0438－53－2787　（FAX）0438・53・5880

児童養護施設

団　員 浅井友可 577・0025 大阪府東大阪市新家3－7・8

公徳学園

（TEL）06－6781－0236　（FAX）06－6781－4988

児童養護施設

団　員 荒木浩二 360・0006 埼玉県熊谷市四方寺185

雀幸園

（TEL）048－525・2880　（FAX）048・525－3021

児童養護施設

団　員 石田芳朗 190・0022 東京都立川市錦町6・26－15

至誠学園

（TEL）042－524－2601　（FAX）042－524－2367

児童養護施設

団　員 勝亦悦子 173－0013 東京都板橋区氷川町27－2

まつば園

（TEL）03－3962－6869　（FAX）03－3962・3184

児童養護施設

団　員 田中聡子 15牛00刊 東京都世田谷区上馬4’12－3

東京育成園

（TEL）03・3421－3032　（FAX）03－3421－2131

児童養護施設

団　員 堀　　健一 597－01研 大阪府貝塚市三ケ山392

あゆみの丘

（TEL）0724－47－1200　（FAX）072447－1800

情緒障害児

短期治療施設

団　員 横川　　伸 920－8551 石川県金沢市長町1－5－30

聖霊愛児園

（TEL）076－261－9812　（FAX）076－222－7589

児童養護施設

団　員 小松留美子 060・0031 北海道札幌市中央区北一条東8－1

北海道社会事業協会鈴蘭寮

（丁Eし）011・25］－8302　（FAX）011・251－7989

母子生活

支援施設

団　員 清水厚子 232・0034 神奈川県横浜市南区唐沢41

カサ・デ・サンタマリア

（TEL）045－253・3855　（FAX）045・253－3877

母子生活

支援施設

団　員 永井陽子 760－0004 香川県高松市西宝町2－6・9

香川県立斯道学園

（TEL）087－861－4834　（FAX）087－861－4838

児童自立支援

施設

事務局 池田マリ子

鈴木順治

104－8010 東京都中央区銀座7－5－5

資生堂社会福祉事業財団

（TEL）03・3574－7408　（FAX）03－3289－0314
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

開催年度 研修先 団員種別（人数）
期問／日数）

研　修　内　容

第1回
（1972）

ヨーロッパ

（含北欧）
養・保・児（5） 28 海外福祉事情視察

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

　3回
（1974）

ヨーロツパ

（含北欧） 養（23） 22 ヨーロッパ6力国での児童福祉事情の視察

第4回
（1975）

ヨーロツハ

（含北欧） 養・教（25） 22 ヨーロッパ5力国での児童福祉事情の視察

第5回
（1976）

アメリカ・メキシコ 乳・虚（25） 26 地域くるみの子育てと里親制度、アメリかメキシコの児童処遇

第6回
（1977） アメリカ 養・母（26） 24 養護施設及び里親制度、母子福祉の視察研修

第7回
（1978） ヨーロツパ 養・子どもの国（25） 16 児童健全育成に関する民間使節活動

第8回
（1980）

アメリカ 養・母・乳（25） 15 児童処遇における施設と地域社会
児童の特性に応じた生活指導方法

第9回
（1981） オーストラリア 養（18） 14 分散小舎制の運営、地域社会関係

第10回
（1982）

アメリか方ナダ 養（18） 17 アメリカ・カナダの要養護児童に対する居住型施設
の形態及び運営機能にっいての調査研究

　11回
（1984）

一スフ1ア
（含タスマニア）

養（15） 15 児童養護のネットワークづくり

第12回
（1985）

ヨーロツパ

（3力国）
養（15） 15 家庭の病理からくる情緒障害児・家族への指導

第13回
（1986） アメリカ 養（15） 15 施設養護と家庭養護

第†4回
（1987） アメリカ 養・教（17） 14 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
非行傾向を不す児童の処遇問題～ファミリープログラムを含めて～

第16回
（1989｝

オーストラリァ 養・教・情・母精（17） 15 児童福祉施設と地域社会とのかかわり方について

　17回
（1990） オーストラリア 養・教・情・母・精（17｝ 15 地域社会での児童福祉の在り方を探る

　18回
（1991） ヨーロツパ 養・教・情母精（23） 15 児童の権利と児童養護活動

第19回
（1992） ヨーロツパ 養・教・情・母・精（25） 15 児童の権利と家庭機能支援活動を探る

第20回
（1993） カナダ・アメリカ 秦・敦・情・母乳精・肢［25；・ 15 家族と子どもの権利を考える

第21回
臼994） アメリカ 養教・情母肢〔i3｝ 15 子どもの権利と家族への支援について

　22回
（］995）

ヨーロツパ

（含北欧）
養・教精・母乳（12） 14 児童の最善の利益について

　23回
（1996）

　一スフ　ア
ニュージーランド

養・教・情・母乳（川 11 日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る

24回
臼997） イギリス 費教精・母和14） 12 地域社会が求める福祉サービスのあり方

第25回
（1998） アメリカ 養自立情・母乳（13｝ 14 アメリカの児童虐待の実態について

　26回
（1999） カナダ 養・自立精・母乳（15） 13 子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
（2000） カナダ 養・母・児家・罐情・知（13） 14 自助、共助、公助による自立支援教育など

第28回
（2002）

アメリカ 養・母・自立・情（13） ］5里親制度と被虐待児への対応
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　今回、アメリカの児童虐待に関するシステムやプログラムを研修する機会を与えてい

ただきありがとうございました。早いもので研修終了から半年がたちました。この研修

は本来2001年に行われるはずでしたが、あの痛ましいアメリカ同時多発テロによって1年

延期されました。にもかかわらずその時計画された研修と変わりない研修をさせていた

だけたのはひとえに資生堂財団をはじめ関係機関のご尽力のおかげであると感謝いたします。

　アメリカでは子どもの最大の幸福のために多くの人がかかわり、実にスピーディーに

プログラムが展開されていました。我々も最先端のプログラムを聞き逃さないようそれ

ぞれ熱心に研修を重ねていきましたが、いざ文章にしてみるとその理解不足が浮かび上

がり、どうしたらわかりやすい文章にできるか校正に校正を重ねて今回の報告書になり

ました。しかしこの報告書でこの研修が終わりだとは思いません。研修に参加させてい

ただいた我々は全国から集まりました。それぞれが地元に戻り、この研修で学んだこと

をいかに実践のレベルに取り入れることができるかが、本当の意味での研修の成果だと

思います。児童虐待の問題は現在深刻な問題です、そのはじめとしてこの報告書の研修

のまとめに我々の提言を載せていただきました。一・人ひとりの力は小さいかもしれませ

んが、声を出さなければ何もはじまりません。我々はこの研修で得たものを声に出して

行きたいと思います。

　最後になりましたが2週間に及ぶアメリカでの研修、そしてこの報告書の作成にいた

るまで我々に御尽力を尽くしてくださった皆様に感謝いたします。資生堂社会福祉事業

団の小川さんには2年にもかかる計画をたててくださり、さらに編集での視野の広い切

れ味のある指摘をいただきました。池田さんには研修中の我々を疲れないようにと色々

気を使っていただき、鈴木さんには研修がスムーズに行われるよう添乗員の役割までし

ていただきました。そのおかげで我々は安心して研修に取り組めました。また、花崎団

長には研修を研修だけで終わらせず、いかに実践できるかという方向性を、さらに東京

福祉大学のヘネシー澄子先生には英語が苦手な我々が言葉の壁に戸惑うことなく研修を

受けられるよう通訳を、さらにアメリカの福祉について細かい説明をしてくれました。

我々に今回の研修の機会を与えてくださった厚労省、全社協、送り出してくださった施

設の皆様、すべての人たちのおかげでこの報告書ができました。心から厚く御礼を申し

上げたいと思います。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員　荒木浩二）
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