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　第29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15年度事業として実施いたしました、表記第29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。
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第29回資生堂児童福祉海外研修実施要綱

1．目的

　児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉

　先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、

　施設の運営形態などの研修に加え、広く

　訪問国における人々との交流を通して、参

　加者の幅広い人間形成と資質の向上を図

　り、将来の児童福祉界を担う人材の育成

　を目指す。

2．主催

　財団法人　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

　　「地域社会を巻き込んだ家庭支援」

6．研修先

　オーストラリア（シドニー・メルボルン）

　ニュージーランド（ウエリントン）

7．実施期間

　2003年9月27日（土）～10月10El（金）14日間

8．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）経験年数が5年以上で年齢が45歳以下

　　の者（2003－4－1現在）

　（3）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

5．主な研修内容

　　（D子ども（人）を大切にする権利擁護の考

　　　え方及び法制度

　　（2）地域社会や親戚をも巻き込んだ家庭支

　　　援（再統合）のための総合的な家庭支

　　　援プログラム

　　（3）全国レベルの水準を保ちつつ、多様な

　　　地域ニーズに合わせたサービスのあり方

　　④ケア経験者が中心となって組織を運営

　　　する自立支援、援助のあり方

　　（5）ニュージーランドの先進的でユニーク

　　　な精神・心理治療サービス

9．選考方法

　全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉

　協議会、全国児童白立支援施設協議会、全

　国情緒障害児短期治療施設協議会など、関

　連団体の推薦に基づき、資生堂児童福祉

　海外研修選考委員会の審査により決定す

　る。

10．研修報告書の作成及び発表

　（D研修団は2004年3月3111までに報告書を

　　作成する

　（2）それぞれの協議会等の主催する研修会

　　等において研修結果の報告を行う。
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あいさつ

全国児童養護施設協議会

会長福島一雄

　財団法人　資生堂社会福祉事業財団のご

厚志により開催され、今回で29回を迎えた資

生堂児童福祉海外研修において、児童養護施

設職員をはじめ全国の児童福祉施設職員に

貴重な研修の機会を与えていただきましたこ

とを心から御礼申しあげます。

　平成15年度は、児童虐待防止法の見直しを

契機に、児童福祉法の改正作業など大きな転

換を迎える年となりました。本会では2年半の

歳月をかけ、「児童養護施設の近未来像H」の

策定に取り組み平成15年4月に報告書をまと

めました。ここでは、子ども虐待の実態を切り

口に、これまで施設入所を中心に取り組まれ

てきたわが国の社会的養護サービスを、広く

社会的子育て支援システムの一貫として統合

化し、地域の子育て支援システムの再構築を

図るべきと主張しています。さらに今後の施設

のあり方について小規模化、地域分散化の方

向と居住型社会的養護施設の再編等を提言

いたしました。

　これを受けて平成15年ll月には、国の社会

保障審議会児童部会に設置された「社会的養

護のあり方に関する専門委員会」が報告書を

とりまとめました。おそらくわが国において社

会的養護全般について議論された初めての審

議会であり、高く評価されるものと考えます。

また、平成16年度の国家予算においては、

ファミリーソーシャルワーカー、小規模グルーブ

ケアの職員が新たに配置され、被虐待児個別

対応職員も増員されるなど、児童養護施設が

子ども虐待問題に対応する専門施設として、

大きく期待されています。

　こうしたなかこのたびのオーストラリア、

ニュー一ジーランドの研修では、わが国におい

ても地域支援や家族支援が重要視される今

日、地域社会を巻き込んだ家族支援プログラ

ム、地域の多様性に合わせたサービスのあり

方、さらに自立支援・援助や精神・心理治療サ

ービスなどを学ぶ研修プログラムは誠に時宜

に適うものでありました。この研修を活かし、

新たな方向が示されたわが国の社会的養護

の実現にむけて、取り組みが進むことを期待

しております。

　最後になりましたが、本研修の企画実施か

ら報告書の作成に至るまでご尽力いただきま

した資生堂社会福祉事業財団の皆さま、さら

に研修内容充実のためご配慮いただきました

厚生労働省関係者の皆さまにあらためて感謝

申しあげますとともに、本会が子どもの最善の

利益の実現に一層寄与していくことをお誓い

し、御礼のご挨拶とさせていただきます。
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第29回資生堂児童福祉海外研修団員紹介

【烏取県】

団長

鳥取こども学園園長

藤野　興一

オーストラリア（シドニー・メルボルン）グループ

「

【岩手県】

情緒障害児短期治痘施設

ことりさわ学園

児童指導員

西山　秀則

【一「　w－’”一

　　　　　　　　　’

■

A

i

Lノへ／’．・

【神奈川県】

乳児院

ドルカスベピーホーム

児童指導員

小幡　律子

【宮城県】

児童芸護施設

旭が丘学園

児童指導員

小野寺　君夫

▲
【奈良県】

児童養護施設

愛染寮

保育士

中尾　智子

，一一』』．　‘」＿三」

1埼玉県】

児童自立支援施設

国立武蔵野学院

児童自立支援専門員

相澤　孝予

r．　1

「‘

【兵庫県】

児童養護施設

神戸少年の町

児童指導員

東田　奈央美

【東京都】

児童養護施設

共生会希望の家

児童指導員

麻生　信也
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オーストラリア（シドニー・メルボルン）／ニュージーランド（ウエリントン）

、
／

ニユージーラジド（ウエリントン）グルーフ

1埼玉県】

児童養護施設

あゆみ学園

児童指導員

浜本　慶浩

1広島剰

情緒障害児短期治療施設

底島市こども鯖センター愛育日

保育士

上里　久美子

慷京都】

乳児院

麻布乳児院

保育士

松井　智子

【鹿児島県】

児童養護施段

知覧児童学園

児童指導員

川崎　誠吾

【東京都】

児童養護施設

東京恵明学園

児童指導員

川上　次郎

r

【東京都】

事務局

費生堂社会福祉事業財団

池田　マリ子

【東京都】

事務局

貴生堂社会福祉事案財団

山下　茂喜
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団長報告

鳥取こども学園

園長　藤野興一

　第29回資生堂海外研修団の団長として、社会

保障発祥の地と言われるニュージーランド及び

オーストラリアでの研修の機会を与えてくださっ

た、資生堂社会福祉事業財団、厚生労働省、全

養協、スターズ（資生堂海外研修同窓会）関係

者の皆様に感謝申し上げるとともに、私たちを

心から歓迎してくださった訪問先の皆様にあらた

めて感謝申し上げます。

　今年から、スターズのメンバーから団長を選ぷ

ことになったその第1号に選ばれたことを光栄に

思うとともに責任を感じていま七幸い、若くエネ

ルギッシュなすばらしい団員に恵まれ、ご案内下

さったカナダ在住の菊池幸工さんや、事務局の

池田マリ子氏、山下茂喜氏のきめ細かいお世話

をいただき、無事終了し、ここに報告書をお届

けすることが幽来ること、この上ない喜びです，

　日本の児童福祉施設は、被虐待児であふれ

かえり、25年間変っていない児童福祉施設最低

基準の下で、古い体制のままでは子どもたちを

守りきれなくなり、児童福祉施設の自己変革と児

童虐待防止法・児童福祉法改正が大きな課題

となっています。まさに、日本の児童福祉は大き

な曲がり角にさしかかっているのです。

　昨年10月、社会保障審議会児童部会「社会的

養護のあ1）方に関する専門委員会」報告書が出

され、年末には、平成16年度予算財務省内示

で、全施設に家庭支援専門相談員と被虐待児

対応職貝の増員や、ユニット型ホームや小規模

児童養護施設等の施設の小規模化、自立援助

ホーム強化などの予算化実現の方向が示され

ました。

　思えば19年前、資生堂海外研修団の団員と

してメルボルンのセントジョーンズホームズ（エリス

園長）を訪問し、『セントジョーンズホームズの「自

己変革」に学び、養育理論に裏打ちされた日本

の児童養護実践の再構築を！施設の小規模

化・グルーブホームを！予防的福祉の構築を！治

療養育機能の強化を！新たな社会的ニーズへ

の対応と民間社会事業の先駆性・献身性の復

活を1」（第11回資生堂海外研修団報告書）と

叫び、願い続けてきたことが今、日本でやっと実

現しそうな気がします。

　「憩いの家」の武田さんから、オーストラリアに

行くのなら、「是非エリスさんに会ってきて」と言わ

れながら、結局お会いできなかったが、訪問先

でエリスさんの名前を知らない人はいませんでし

た。現在、1921年創設のセントジョーンズホーム

ズは他の2つの団体と合併して、新しい法人とし

て活動している。「セントジョーンズホームズの歴

史は自己変革の歴史です」と言われた言葉を思

い起こしました。メルボルン最大の民間児童福

祉団体が自ら発展的解消を遂げたのです。

　今s日本の児童福祉は大転換点「変化の時

代」にあって、才一ストラリア・ニュージーランドの

福祉から学ぶところは大きい。私たちの研修団

がどの程度研修の成果を持ち帰れたかは、この

報告書のみならず、今後の私たちの実践にかか

っているものと、決意を新たにしています。今後

ともご支援をお願いします。
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事務局報告

資生堂社会福祉事業財団

事務局長　山下茂喜

　「地域社会を巻き込んだ家庭支援」をテーマ

に財団としては6年ぷりとなるオーストラリア・ニ

ュージーランドでの研修でした。この7月から

担当となったばかりの私にとっては子どもを取

り巻く社会環境、児童福祉事業そのもの、また

そこで働く人々の想い、行政との関係、先進国

の福祉実態など学ぶことばかりであっという間

の2週間でした。団員が快適に安全に研修に

臨める環境作りをすることが事務局のac－一の

任務として同行しましたが、イラク戦争によるテ

ロの発生やSARS（新型肺炎）の発生などリス

クが想定されるなかで全員元気に当初の研修

成果を得て帰国出来、ほっとしております。

以下、事務局報告」をさせていただきますが児

童福祉に関しての知識は無いに等しいことか

ら、一担当者としての視点で研修中に感じた3

つ事例について報告いたします。

1．第一線の児童福祉現場にいる従事者の姿勢

　児童福祉に国境は無い、というのが第一印

　象です。直接子どもと接する人々の思いは

　どの国でも共通しており、「子どもの幸せが

　最優先」という考え方のもとに、最善の努力

　をしていることです。あたりまえのことと思わ

　れがちですが、現在最も深刻な問題である

　児童虐待は「子どもより自分」を優先している

　ことが要因の一つとなっていることを考える

　と子どもを守り、育てる大きなヒントになると

　思われます。

2．豊か過ぎる日本、これでよいのか

　訪問国の人々に接すると、仕事に自信を

　持ち、家族を大切にし、ボランティア活動など

　地域とのかかわりを多く持って、質素に生活

　を楽しんでいる気がしますaその延長線とし

　て福祉向上の考え方が国民全体に浸透し、

　国の政策に反映している。飽食と使い捨て

　社会のなかで家族を含め周囲との連帯感が

　乏しくなっている日本はかなり病んでいると

　いわざるを得ません。まさに、「これでよいの

　か日本」です。

3．成果主義の浸透

　オーストラリア・ニュージーランドとも福祉事

　業に対する政府（国、州）からの費用援助の

　あり方に成果主義を多く取り入れています。

　予算には限界があり、環境の変化にすばや

　く対応するには柔軟な政策は必須。一部に

　問題はあるものの、われわれのすべての活

　動において今後取り入れるべき考え方だと

　思います。

今回訪問したすべての場所で暖かい歓迎を受

けました。迎える準備、内容とも素晴らしく、全

員が感動しました。コーディネーター兼通訳と

して菊池氏に同行いただきましたが入念な事

前打ち合わせの賜物と感謝しております。また

藤野団長を中心に熱心な研修態度も訪問国に

とっても好印象だったと思います。来年もさら

に充実した研修を企画し、施設職貝の皆さま

のご発展に貢献したいと思います。最後に今

回の研修にご協力いただいた関係各位、団員

派遣にご理解をいただいた施設の皆さまに厚

くお礼申し上げます。
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第29回　資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月／日（曜） 時　間 目　　程

9／27（土） 20：45 成田発（QFO22）　　　　　　　　　　　（機中泊）

9／28（日） 7：05 シドニー着〔市内視察）

9：00 ニューサウスウェールズ州コミュニティサービス省（DoCS）

●政府機関の役割及び各種サービス

9／29（月）
児童福祉機関協会（ACWA）

●機関協会の役割と各種サーピスプログラム

14：00 ユースオフザストリート

●16歳以上の麻薬中毒、被虐待児童対象の自活準備プログラム施設の訪問

10：00 クリエイトファンデーション

●児童福祉に関して政府に影響力のある非政府系組織で、インケア体験者

9／30（火）
を中心に運営している組織概要とプログラムを学ぷとともに、インケア経験

者との情報交換

●ワークショップ形式による各種プログラム体験

●事務所訪問

9：30 ニューサウスウェールズコミッション

●子どもの福祉、安全などの具体的調査内容や政府への提言について

子どもと青少年のための法律センター
10／1（水）

●活動概要とプログラムについて

14：30 シドニー発（QF441）

15：55 メルボルン着

9：00 ベリーストリートビクトリア

●地域を巻き込んだ新しいサービス、危険度が極めて高い児童対象の治療

10／2（木） サービス（TAKE　TWO　PROGRAM）

マキロップファミリーサービス北支部

14：00 ●子どもと家庭サービスを総合的に展開するプログラム

9：00 ゲートハウス児童虐待専門センター

●警察・養育機関・病院の3者が連携して行っている、児童虐待に関する各種

10／3（金） 12100
調査や治療、サーピス

アングリケアピクトリア

■家庭支援、里親へのサービス提供、親へのカウンセリング、家庭内暴力な

どへの支援やサービス
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月／日（曜） 時間 日　　程

10／4（土） 終日 メルボルン市内視察

10／5（日） 7：00

15：35

メルボルン発（QF408）

ウエリントン着

10／6（月）

9：00

14：30

ニュージーランド児童・青少年・家庭サービス局

●法律、更生への正義に関する概要、ケアの幅広い選択肢、先住民マオリと

　の調和など

エプーニレジデンシャルセンター

●法的養護を必要としている子どもの施設の見学

10／7（火） 9：30 ファミリーセンター

●家族組織に焦点を絞り、現代的問題に対応するジャストセラピーの手法

10／8（水）
9：30 バーナードスナショナルオフィス

●早期ケア、学習サービス、特別ケア（里親、レスパイト、TPAR治療等）

10／9（木）

9：30

16：50

22：15

子ども委員会事務所

●子どもの権利を守る仕組みについて

ウエリントン発（QFO48）

シドニー発（QFO21）　　　　　　　　　　　　　　　（機中泊）

10／10（金）
6：40 成田着

研修終了の挨拶

通関後解散
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1　ニューサウスウェールズ州シドニー＆ビクトリア州メルボルン

◆それぞれの棲関、組織の活動内容を簡略化し色別に蒙現ぽいま寓
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　ニューサウスウエールズ州

コミュニティサービス省①鵡）

州政府の児童福祉に責任を持っ省

だよ。子どもやコミュニティの保護を

柱に働いているんだ。
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子どもと家庭のために、予防の観点か

ら早期介入、発見、サボートを行って

いる州政府の横断的サポートサーピス

だよ。こどもは0～8歳までが1番大事
だから．kまれる前から子どものため〆

　に活動しているんだ。
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児童福祉機関協会（ACWA）
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いろんな機関、組織と一緒になって働いて、ケアにいる子どもたちに

対する、サービスの質を向上させるのが第一の目的だ。だから、州政

府に対して意見を述べたり、福祉で働いているワーカーさんをCCWT

という部門で教育、訓練したりもするよ⇔
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＼　　　ころだよ。新しいスキルを身に付けてもらったり、今

　．t　　使っているスキルがどんなことに役立つか理解しても

　　　　　らうんだ。いろんなコースがあるけど、実際にケアを

　　　．’・、受けた人たちなどと作ったコースは人気があるよ。
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チルドレンズガー肴アン

（子どもの後見人事務所）

　　州政府の事務所とじ乙子どもの後見

　　人もしているけど、ケアを受けている
㌦

　　子どもがきちんとケアを受けているか

　・，をチェックしているところだよ。

　　’、

　　　N

一、．
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ユースオフザストリート

　　　虐待を受けたり、薬物中毒の子ども

　　　と青少年がここで生活しながら立ち

　　　直っていくところだよ。ダンリー、ファ

＼　　　一ム、マッキントッシュ・ハウスという
、

　＼　施設があって、それぞれ年齢や目的

　　　によoT利用するところが違うんだ。
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h

　　　　　　　　　　　●

クリエイトファンデーション

今ケアを受けている人と、前にケア

を受けた人たちが中心（スタッフ全

体の65％）になって、子どもたちの今

と将来のために活動をしているん

だeケアにいる人の気持ちはケア

にいた人が1番わかると思うよ。だ

って自分の経験だから。

　　　　　　　　　　　　●

　　マキロップファミリー

　　　サービス北支部

困菰いる子どもや家族のためにサボー

トをしてくれるところ。自立するために住

　　　　　　　　　　　　　　　　　’んでいる生活施設とわかり易さをモット

ーとしたスペシャルスクールを組み合わ　「

せたユニークな取U組みもあるよ。

権利擁護 サービス

i

子どもと家族へのサポートチャート

　　　　　　　　　　　●

子どもと青少年のための

　　　法律センター

「子どもの権利条約」をもとに、子ど

もの権利擁護を子どもの代わりに代

弁するところだよe弁護士さんとボラ

ンティアの人たちが子どもたちにイン

ターネットで質問に答えているんだe

イ

ゲートハウス児童虐待

　　　専門センター

ここは病院の中に事務所があって、

子どもたちをいろいろな虐待から守っ

てくれるところ。お医者さんやおまわ

りさん達と協力して専門的に子ども

の面倒をみてくれるんだe

コミュニティ

∨P

行　政

ー
－

　　　　　　　　　　　　　Φ

ニューサウスウェールズコミッション

情少年を擁護するための代弁機関）

州政府の一部なんだけど、独立した想

織として萌査研究、宣伝、政策・サー

ビスの内容や方法のへの提言を行って

いるよ。「子どもにとって何がよいの

か」考えて報告は議会に直接提出する

決まりになっているんだ。

’i

　　　　　　　　　　　　　Φ

ベリーストリートビクトリア

（民間児童・家庭福祉機関）

「TAKE　TWO」っていう、深刻な間題を

抱える子どものために病院や大学と協力

して、すごく新しいことに取り組んでいる

よeひとりの子どものために2人の職員

が専任でお世話してくれるプログラムもあ

るんだ。それから、両親が離婚などで別

居していても、望めば会えるようにしてくれ

るチルドレンコンタクトサーピスもあるよ。

’ 、

　　アングリケアビクトリア

（英国国教会系児童福祉機関1

両親と離れて暮らさなければならないな

ど、子どものニーズに合ったいろいろな

種類のサービスをするところだよ。それ

以外にも困っている家庭への専門的な

サービスもやってるよ。

、
t

L
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ニュージーランド

　ウエリントン市 子どもと家族へのサポートチャート

◆それぞれの機関、組織の活動内容を簡略化し色別に表現していま硫

t

　　　　　　家庭サービス局

　　　　　rニュージーランドでの児童福祉の

．　　　　法律く児童・青少年及び家族法》
」

　　　　に基づいて親と子をサポートする
’・．国・機脈保護・ケ・など・ま〆

　　　　　ざまなサービスをしているんだ。　　　／　　＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，／

　　　　＼＼　　　　ノゾ
　　　　　　　∨、　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　一

　　　　　　　Φ

　バーナードス

ナショナルオフィス

子どもをまず第1に考え、

幼い時期からのケアを行

っているよ。

　　　　　　　⑩

ユースジャスティス

　　　センター　　［

法律を犯してしまった子ども

たちを地域社会の中で更生

させていくよ。

　　　　　　　⑧

ファミリーセンター

家族に起こる問題を《文化》を

理解しながら新しいセラピーの

技法で対応したU、社会問題を

研究・謂査しているところだよ。

　　　　　　　　　　Φ

」エプーニレジデンシヤル

　　　　　センター

自分や友だち、親を傷つけ

てしまう子どもとその親を支

援するところだよ。

ノ

　　　　　　　　　●

子ども委員会事務所
　法律に基づいて、子どもの

権利が認められているか、

虐待やネグレクトが起きて

　いないかなどの調査をした

　U、子どもの権利と福祉向

　上のための代弁もするんだ。

「
㌔

■H■■■』一一一
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オーストラリアの児童福祉概況

The　General　Situation　of　Child　Welfare　in　Australia

オーストラリアの歴史と国情

1．原住民アボリジニと植民地の歴史

　オーストラリア大陸にアボリジニの先祖が住

むようになったのは、今から5～6万年前と推定

されている。まだアジア大陸と陸続きであった

ため、可能だったと考えられている。

　ヨーロッパ人によりオーストラリア大陸が発

見されたのは、17世紀に入ってからであった。

オランダ人タスマンがタスマニアとニュージーラン

ドを発見した後、イギリス人のキャプテンクックが

シドニー付近に上陸し、ニューサウスウェールズ

（NSW）と宣言した。

　1786年、イギリスはオーストラリアの植民地化

に動き、多くの流刑囚が上陸し、その後、大陸内

部への入植を進め、農業開拓や羊を飼いウール

の生産が行われるようになった。

　1850年代には、砂金が発見されゴールドラッ

シュが始まり、入植者が増えた。その結果100

万人以．ヒの人が移り住んだ。そして各地で植

民地が成立した。1900年代に入りオーストラリ

ア連邦として発足、第一次世界大戦後、国際

連盟に加入し独立国として認められ、第二次

世界大戦後独立国家としての意識を高め、後に

イギリスからの法的完全独立を果たした。

　先住民アボリジニは、国民の約2％、その他

の多くはたくさんの国からの移民により構成さ

れている。

　NSW州のように流刑囚が移り住んだ町とビク

トリア州のように自由意志で移り住んだ人々とが

おり、移民国家の二面性を生むことになる。

2．オーストラリアの児童福祉事情

　オーストラリアも少子高齢化傾向が顕著であ

り、少子化対策、児童、医療及び保健、福祉対

策は国民の重要な関心となっている。

　オーストラリアの児童福祉に関する責任は、

連邦憲法上は州・準州の守備領域とされる。

それぞれの州・準州において、関連の規則が

制定され、児童のための諸サービスが実施さ

れている。諸サービスの供給責任は連邦にも

あり、直接の諸サービスの提供は州・準州が

行い、連邦は全国的なサービスの基準作成や

実施計画の策定、予算措置による州・準州の

　　　　■基本データ
　　　　面積　　　768万2、300k耐

　　　　　　　　〔日本の20倍）
　　　　　人ロ　　　1．938万人

　　　　　戻族構成　ヨーロッパ系・ニュ

　　　　　　　　ージーランド・東南

　　　　　　　　アジアなど160力国
　　　　　　　　以上の移民による、

　　　　　　　　多民族国家．
　　　　首都　　　キャンベラ

　　　　公用言籍　英語
　　　　季節　　　日本と逆
　　Sソdne∀
　　　　居住地域　海岸地域に集中し

　　　　　　　　ておリ、中心地域
Malb°u「「va　　　　　　　tt砂漠地帯

■国名の由来
オーストラリア〔Australia〕はラテン語の「テラ・

オーストラリスfterra　austFalis）」を騒源として、

古くからインドの南の方にある大陸という意妹で

使われていた。1gel年連邦を結成するための

富法が割定されオーストラリア連邦が誕生しr；．．
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Australia

行う諸サービスの実施に必要な財政分担を、

補助金、助成金、交付金などの名目によりサー

ビス利用者に直接的、間接的な方法で提供し

ている。

　オーストラリアでは、児童福祉を育児などの

「児童サービス」と児童虐待対応などの「児童福

祉」とに区別して取り扱っている。児童の虐待、

遺棄に関する国民的関心は高く、1994年の国

際家族年を契機とし、地域の家族問題への認

識に関する政策及びプログラムへの認識を一

段と高めてきた。

　NSW州では1997年に児童法（The　Children

Act　1997）の見直しがスタートし、1998年

児童・青少年保護法（The　Children　and　Young

Persons　Care　and　Protection　Act　l998）が成

立。その後、それに沿った各規定が改定され

た。今回の法改正は、児童のケアおよび保護

について、「ニューサウスウェールズ州コミュニ

ティサービス省（DoCS）」の活動幅を拡大し、

柔軟かつ迅速な対応によって児童または青少

年の利益を確保することに意図がある。これら

によって「Children’s　Guardian」が創設され、

家庭外ケアのもとにある、児童の権利と最善の

利益を促進、保護するための監督なども行って

いる。

　一方、脱施設化の傾向は、オーストラリアで

は1960年代の終わりから進行しており、家庭外

ケア（out　of　home　care）の90％は里親を中

心とした家庭的ケァ（home　based　care）であ

る。なお、家庭外ケアの利用者は、NSW州で

は2002年段階で約8，000人、オーストラリア全体

では約1万8．800人で、年々増加傾向にある。

1）ke’cama◆「ttnの桧雛1財一ストラリアニュージーランド」雄観／締・一・tヶ崩仔2ePQ年聯l

l◆「踏情麟生一究｛裡も緬詞寵．鞠鮎劃僅麟瀧里撤鍾頃栢綱塊硫｝主鰯蹄／：
Lny．g・u．．，竺＿，一＿一．．一一一．．．＿一＿＿＿一一一．＿．＿．一．．一一．．一一一一一．＿一＿．一．一．．，一．＿＿．＿一一．」

「云一爾’冴石亘一硲≡繭硲一三＝算募r＝三百i亨r－i藷ジ工蚕藪←≡「議三’議薩τ董罰

■肪間都市概況

1．シドニー市

ニューサウスウェールズ州の州廓で1842年にオーストラリア最

初の市として誕生した。人ロは現在390万人sシドニーっ子の

V3以上は海外生まれで．毎日使用されている言語は20以上。

i懸㌻■■■■一
アで最も国際的な

翻市で美しい港を

持ち、温暖な地中

海性気候に恵まれ

た世界有数の霞光

都市。

’，

▲オペラハウスとハーパープリ・yジ

2．メルボルン市
ビクトリア州の州都、人口は320万人でシドニー市に次ぐオーストラリ

ア第2の都市cギリシャやイ

タリアから多くの移住者がい

る多民族都市として知られて

いる。スポーツが盛んで全

葦オープンテニス、Flグラン

プリ．ラグビーなどが有名。

シドニーが金融・保険、サー

ビスなどの中心地であるの

に対して、機械、食品、化学▲メルボルンのフィッツロイ公園にある

闇係など第2次産婁の中心　　オーストラリア発見者キャブテンクック

地であるe　　　　　　　　　の生家（復元）
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1．ニューサウスウェールズ州コミュニティサービス省（DoCS）

NSW　Department　of　Community　Services

▲オーストラリア研修初日の璃義

1．概　要

　DoCSは州の児童福祉担当省で福祉予算や

各種児童福祉政策の立案と執行を行う。

近年州政府が対応する子どもの保護対応件数

は急増し、ここ2年ISIの伸びは119％、そのうち、

家庭外ケアの件数は40％。社会環境の変化に

より、保護を必要とする子どもが増えている、

　その対策費として連邦政府は6年間（2002～

2007）で12億AU＄（約1．044億liJ）というかつて

ない追加大型予算を州に付与した。DoCSは今

後、その予算を新しい分野のサービスと現在実

施中のサービスの充実に使用する計画で、新た

な福祉対策はいまスタートしたばかりである．

1．1 役割と目的

U）地域とともに、子どもと青少年の安全確保

　と家庭の支援

（2）虐待等の危機にある子どもの保護

（3）家族と一緒に住めない子どもへの支援サー

　ビスの提供

（－1＞itr縁組サービスの支援と法的支援

（5）保育所やデイケアセンター等、子どもがサ

　ービスを受けられる施設への資金援助

（6）災害にあって、困っている人々の復帰支援

1．2 理念

尊敬・信頼・透明性・公t［・チームワーク

15



■■
Australia

2．　DoCSの主な活動内容

〔1）子ども、青少年、家庭の健全を促進するた

　めに、例えば就学前の子ども、遠隔地の

　子どもに対するサービスの強化など、とくに

　地域（コミュニティ）全体の保護という考え方

　を大切にしている。また、全家庭を対象に

　妊娠期間中の相談、育児相談等の各種サ

　ービスを出産前後の5年間行うことを法制化

　している。時間と費用がかかる危機的状況

　になる前にサポートすることが大切で教育

　省とも提携してコミュニティベースで活動、

　サポートしている。

（2）虐待やネグレクトに遭遇している子どもや

　青少年への早期介入を行い、DV（ドメスティ

　ックパイオレンス）家庭の子どもや、母親の

　保護、家族と離れて暮らす子どもの保護・

　サービスを行っている。

（3）子どもの人権を擁護するための活動

　（advocacy　service）を行っている。

　　英語を話せない人、英語を話せない難民

　　のために彼らの言語でのサービスを実施

　　しているのは、その具体例である。

　（multicultural　service）

（4）自然災害（洪水、LtJ火事など）にあい、地域

　サービスを必要とする人に対するサービス

　の提供

（5）親のない子どもなどを養子として迎える

　国際養子縁組（intercountry　adoption）

　政策の実施。韓国、中国、スリランカの子

　どもが多い。

（6）また、現在554人のケースワーカーを6年間

　で875人程度増員し、常時1300人程度の体

　制に強化する予定で、採用は世界各国か

　らとしている。

パンフレットからの抜粋

今後6年間に渡る12億AU＄の予算増額によって、以下の事柄を促進すること

が可能。

　①予防と早期介入アプローチの強化は結果として、子どもを保護する件数を

　　減少させる（早期発見、早期治療、予防）

　②より多くのスタッフの採用は、適切なサービスの提供を可能にする

　　（人員増加）

　③組織のシステム改善、心理療法士や弁護士などの採用による体制強化、そ

　　してケースワーカーを補助するマネージメント強化の実現

　　（専門的多角的な対応）

これらは最終的に、NSW州の子どもと家族に対する支援とサービスを改善する

ことになる（最終目標）。
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3．　今後の主な活動計画

（1）危ない家庭へのサポートを強化し、予防に

　よってケアに入ることを減少させる

（2）州警察の調査研究チームと共同で対処し、

　問題を未然にチェックする

（3）里親に預けられない、重い障害などのケー

　スへの対応

（4）外国の里親などの資料を集め、コミュニテ

　ィに提供

（5）ITの活用

（6）早期介入、予防

（7）健康省と共同で妊婦へのDVを防止し、生

　まれる前の子どもをサポートする

（8）アボリジニに対する援助と親族によるケア

　を支援する

4．　ファミリーズファースト（Fa皿ilies　First）

（1）概要

　子どもの健全な成長を支援するために、

DoCSが親に対して実施する予防と早期介入

のための施策である。訓練された看護師の家庭

訪問、教育を受けた400人以上のボランティアが

新しく開発された26種の支援サービスを家庭に

提供しているe

（2）NSW州の子どもの現状

　0～8歳の子どもに対するケアの重要性が高

まっている。0～8歳の子どもは州全体で77万8

千人。そのうちアボリジニが4％e両親がいる

のは83％、残りの17％は片親である。子どもの

うち16％は英語以外の言葉を話す。0～8歳の

子どもがいる家庭は46万7千6百世帯で、年間

8万7千人の子どもが生まれる。

　過去の研究結果として、「0～8歳、この時期

に受けた経験が後の人生に影響してくる」との

ことである。

（3）プログラムの目的

　予防と早期介入を通じて、両親に対する子

育てを支援し、子どもの健康、発達、教育、

そして社会によりスムーズに参加出来るよう、

横断的ネットワークを構築しながらファミリーを

サポートする。

（4）推進体制

　コミュニティサービス省、健康保健省、教育

省、住宅省、高齢者・障害者担当省の5つの省

庁が横断的に連携して、①コミュニティサービス

②障害者、高齢者在宅ケア③教育訓練などを

推進する

（5）活動例

・早期介入の訓練を受けた看護師による家庭

訪問（拒否することも出来る）。安心感を与え

る応対により、出産がはじめての母親は歓迎

する。孤独で初めて母親となる人が危険な

状況に陥りやすい。今後、55人の職員を増

やす計画。

・虐待した親へのサポートでは、その親自身が

恥だと思わないように対応している。
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（6）成果

・ 子どもが生まれて、すぐ看護師やトレーニ

　ングを受けたボランティアが家庭訪問する

　ことによって親の子育て不安を軽くする。

・母親同士のネットワークが出来、子育て中

の親のメンタルヘルスに有効。

■■．〕
Australia

・ 幼児期における適切な養育プログラムを提

供する事によって、その後の子どもの行動、

学習、健康面に大きな効果を及ほす。

・ コミュニティと良い関係を結ぷことが可能に

なる。

ファミリーズファーストのパンフレットからの抜粋

　ファミリーズファースト（FF）とは、両親に対する予防と早期介入行動を通じて、子ども

たちにとって人生のよいスタートが出来るような環境を提供するところです。どの親も

自分の子どもが良い環境のもとで人生のスタートが出来ることを願っています。

　FFはまさにその家族の要望を援助するために行われる支援です。多くの親達はとく

に初めての子どもを持つとき、子育てについての情報とサポートを必要としています三

　FFは子育てにおける親達のスキルと自信を構築することを手助けし、健康な子どもを

育てるための家庭支援のためのサービス網を強化し続けます。

　政府としての子どものための優先的な行動計画は予防と早期介入です。このことは妊

娠期間中からの家族に対するサポートをし続けることを意味しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（後略）

＼嚢§§
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5．　チルドレンズガーディアン（子どもの後見人事務所）

（The　Children’sGuardian）

（1）設立目的

　子どもと青少年のための後見人サービスを目

的に設立されたオーストラリア唯一の政府機閲。

（2）サービスの目的

①子どもの最善の利益を提供

②家庭外ケア中の子どもの権利擁護と子

　　どもがふさわしい環境で保護されること

　　への保障

③子どものケアをしている機関が、法律で

　　規定されていることを適正に実行してい

　　るかどうかを権限と資格をもって、監視

　　（モニター）する。

　　同時に政府機関（DoCS等）についても監視

　　する。

（3）組織

　コミュニティサービス省（DoCS）の大臣が責

任者で、総督が任命。独立した組織となってお

り、報告は直接、議会と大臣に行う。ケア対象

者に先住民が多いため、アボリジニ、アイランダ

ー （フィジー等）出身の職員もいる。

（4）活動内容

　・家庭外ケアの子どもたちが適iEにケアを受

　けているか、質の高いケアを受けている

　か、質が向上しているか、その基準を満た

　しているか、を評価するe

　そのため、各機関は質の高いケアを行って

　いる事を証明しなければならない。

　・スタッフのトレーニングや先住民工一ジェン

　トに対するサービス機関としての向上策を

　指導している。実際にケアを経験した子ど

　もがプランの作成と決定に関っている，

　・ケアにいる子ども1万人のうち、州政府が4

　千人の後見人（親代わり）となっている。

（5）活動にあたっての姿勢

　・子どもの安全を何よりも優先する。

・ ケアにいる子どもに対する事柄については

子ども、親そして職員が参加して決定する。

・ ケアは里親（フォスターケア）、グループホーム

が中心である。

・ アボリジニに対するケアは、家族、親族との

つながりなど文化的背景も考慮するe

・一 貫したケアを実現する。



■旦 Austra｜ia

　DoCSにおいては、ロビー活動などによ

って予算が増額されたことが、大きな驚き

である。後述するACWAでもそうだが、変

化の幅、速さはわが国と大きく異なる点で

ある。日本と比べて、どちらの方が子ども

に対するサービス効果が高いのか、興味

は深まるばかりである。

　FFでは、子どもの健全育成と家庭・家

族の幸福を実現するため、予防の観点に

基づき、早期介入のサービスを検証しなが

ら、ゼロ歳から提供している点に先見性を

感じた。日本においても、医療現場や高齢

者介護の現場では早期発見、早期治療と

いうリスクを最小限に食い止める実践があ

るが、児童福祉現場における予防面から

行われている施策はどうだろうか。誰もが

予防の必要性を感じながら、対症療法的

な関りに追われているのが現状だろう。予

算面などさまざまな要因はあるが、社会全

般に早期介入、発見、そして予防の必要

性を一日も早く理解してもらえる広報活動

の強化が不可欠であると思ったe

　CG、児童福祉現場にこれほど強力な権

限と実行力を伴った組織があるだろうか。

資金的には政府に依存しているものの、権

限は政府から付与されており、独立的な立

場で子どもと青少年の安全と福祉、ウェル

ビーングを実現している。是々非々の関係

を構築しているその実態を更に知りたくな

った次第である。

　子どもと青少年という、大人と同じように

社会に発言を行うことが難しい立場の人

たちにとって、このような機関こそ我が国に

も必要であると思う。　　　　（小野寺）

やっぱり僕は日本人

　「食べ物は何でもOK」と自負していたが、やっぱり、ご飯・みそ汁E漬物の3点セット

は欠かせないと感じた。（長期の海外生活は無理だなと思って）つくづく自分が情けなく

なった。「日本食バンザイ！」。しかし、地ビールはうまかった。
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皿．児童福祉機関協会（ACWA）

Association　of　Childrens　Welfare　Associations

1，概　要

　1958年、シドニーに設立された福祉施設や

機関の非政府系集合体組織。家族から離れて

暮らす子どもや青少年へのサービス向ヒを1・1指

すニューサウスウェールズ州の児童福祉機関を

統括する最高組織。24名の職員で予算は212

万AU＄〔1億8．444万円）

（1）目的

　・家族から離れて募らす必要がある、ケアに

　いる子どもたちや青少年に対するサービス

　の質を向上させる。

　・非政府機関をサポートする。

（2）目標

　「危険に瀕し、支援に頼っている子どもたち

や青少年のためのケアの質の向．L」

　工虐待を受けていたり、受けそうなf’ども

　　達の肉声を反映させる

　2アボリジニに対するサービスの充実

▲ACWAのメンバーとの記念擾影

亙サービスの拡大と質の向．tr．

：互教育の機会と向tl（CCWT）

ぎ情報の提供と研究

⑰コミュニティに対する組織の広報活動

（3）ACWAの活動内容

包ACWAに所属する施設に対する援助

　2政府に対する対話

　⑤ロビー活動

　蔓：．政策変更（発展）への提言

　tt：研究

　［6．会議、セミナー、出版

　Zトレーニング教育（CCWTが担当・次項

参照）

■ACWA組織図 「
弓
㌘
醐

　
　
　
チ
姥
わ
¢

　
　
　
　
工

会事理

CCWT

会餓蓮営

アボリジニフォスターケアサポート

ポリシー会員

事務・財務
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2．地域福祉トレーニングセンター（CCWT）

■ll11
Australia

（Centre　for　Community　Welfare　Trainin9）

1987年に設立されたACWAのトレーニング部門。常勤職員8名と70名の契約スタッフがおり、

各種ワーカーへの教育を有料で行っている。

（1）目的

　・ソーシャルワーカーに対して各種スキルを

　提供し、身に付けさせる。

　・既に持っているスキルをさらに実践的に

　理解させる。

（2）最優先目標＝トレーニングプログラムの目的

　「サービスの質の向上」を図るために、

　①質の高いサービスを提供できる人材の育成

②質の高いトレーニングの実践とトレーニング

　　開発

③トレーニングを行うサポート体制の充実

④セミナーを推進する現場職員の質の向上

（3）トレーニングの実際

①ベテランから新人まで現役の現場職員を

　　対象

②内容はワークショップ形式で1年かけて

　　資格を取るものから短期間のものまで、

　　多様な369コース

※コース例

　・子どもの保護

　・子どもと家族

　・若者

　・アウトオブホームケア

　・カウンセリング（七ラビーとグループワーク）

　・障害

　・コミュニティワーク

　・コミュニティ発展

トレーニング

・ワークスキル

・マネージメント

・ドラッグとアルコール

・ 精神的健康

・ ケースワークとマネージメント

＝：⊃緬1i二、．．一、

▲CCWT　2003Handbook
学びたい内容を多数コース別に用意した、

トレーニング案内。

日時、喝所、購師、経費が詳しく載っている。

－tt 圏
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（4）主なトレーニングサービス

エクスプレッション・オブ・インタレストコース

　　どんな需要があるのか地域の意見を聞い

　て、いろいろな地域へ出かけてゆき、その地

域に合ったセミナーを年6回程度実施する。

スト　・Vス　・’チェンジ・モチペーションコース

　「リラクゼーションとストレスマネージメント

の方法」、「職場におけるコミュニケーションの

方法」など動機付けを行うコース。ワーカー

のストレス度も高いため、需要が多く人気の

講座となっている。

　アタシデンタル・カウンセラーコーズ

　専門のカウンセラーでない人が、カウンセ

リングをしなければならない時のための研修

コース。人気のコースとなっており、年25回

開催される．

インテヤジニア2ζ（先僅民）ワーカーコース

　先住民アボリジニに対するワーカー育成コ

ース。先住民のワーカーと＃先住民ワーカー

とが共同で行う。最近充実している。

　　カスタマイズド・』トレーニング

　それぞれの施設に合わせて内容を構築

し、その施設で実施するコース。20人で

1，200AU＄（1日）。最も人気のあるコース。

シェァ→r・スト」」一㌔シ］1アード・ライフ｛国閲怜d鋤、S蝋脆｝

　里親向けのトレーニングコース。州政府が

主催するコンテストのトレーニング部門におい

て、ベストトレーニングパッケージ賞を受賞し

た。産みの親、里親、ワーカー、実際にケア

を受けた子ども本人が共同参加して作成し

たトレーニングコース。

　ACWAでの研修を受けて、子どもが

主体であるということが歴史の中で名実

ともに感じられた。

　過去においてはレジデンシャル・ケアが

主流で、日本のような児童養護施設が存在

したのである。その後グループホームに移

り、現在は治療的なケアが必要な子ども

を除きフォスターケアが主流である。その

変遷は具体的な数字で語られていた。

　また、CCWTにおける系統立てられた

ワーカー向けトレーニングは素晴らしい。

特にケアに関った人たちと共に創りあげた

参加型トレーニングは、ケアの中で生まれ

た効果をいち早く次のケースに還元する

感

ことが特徴である。感情共有過程が職員

をエンパワーさせている。

　日本とオーストラリア（NSW）の福祉政策

の違いは、誰もが語っているが、歴史、

文化、経済情勢、教育、多民族、そして

労働者の年金なども含めた雇用環境など

様々な国情の違いから来ていることは間

違いないであろう。

　確かに里親宅を点々とするなど弊害も

あるようである。しかし、今と将来を想定

した子どもの最善の利益実現に向けて、

より家庭に近い形を理想のケアの型として

H指し、そこに進んでいく変化のスピード

の有様は驚きである。　　　　（小野寺）
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皿．ユースオフザストリート

Youth　Off　The　Streets

1．概　要

　高校の教師でカトリック教徒のクリスワイヤー

氏が1991年に設立。家出をしてee．1で薬物な

どをしている子を見て「虐待、薬物中毒の子を

助けるところを作りたい」と実践を重ね、その後

大きなプログラムに発展していった。現在、13

～ 17歳から上は22歳までを対象として、18の

プログラムがある。

2．活動内容

（1）プログラム紹介

　　　　　　　　ダンリー

　初期介入の施設。13～18歳の薬物中毒青

少年救済プログラム

　2～4週間のプログラムで、ライフスタイルの改

善と自活能力習得を目指す宿舎施設。子ども

18人に対し、職員6人。

　　　　　　　　フアーム

　ダンリーでのプログラムを終えた子どもなど

が本格的に生活訓練をするところ。農場を主

体に、中には正式な学校（高校）をあわせ持つ

施設もあり、10ヵ所で展開されている。

　　　　　マッキントッシュハウス

　主にファームでの生活を終えた、16歳以上の

薬物中毒、被虐待青少年対象の自活準備プロ

グラム宿舎施設。子ども13人に対し、職員6人。

■ilI
Australia

▲マ〃キントッシュハウスから中庭を臨む

　　　　　　　マーバック

　性的な問題行動のある子どもを対象とした

プログラム。

　　　　　　　　その他

　子どもの抱える問題別にいろいろなプログラム

が用意されており、子どもに必要であれば他の

機関が行っているプログラムを紹介することも

ある。
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●マッキントッシュ・ポイントシステムについて

　マッキントッシュハウスで行われている、自

　己申告制の生活能力改善向上のための行

　動療法的プログラム。自分の部屋掃除、衛

　生状況、日課、職員との言葉使い、仲間と

　の言葉使い、仕事、勉強、集団生活など

　細かい生活上のことがらについて、10点

　満点で自己採点して表に記入する。毎日

　午前午後採点をし、1日の合計得点によっ

　てレベル1から3まで設定され、自分の生活

　の自由度が決められる。このシステムを用

　いて自分で自分の生活をコントロールする

　力をつけていく。

●学校

　敷地内の教会だった建物を利用して教室

　を設け、そこが正式な学校として認可さ

　れている。パソコンなども数台設置され、

　授業以外にも日常的に利用されている。

▲マッキントッシュハウスで使用されている自己操点表

（2）対象となる子どもたちの状況と援助方法に

　ついて

①創設者クリスワイヤー氏の理念

　　「悪い子どもはいない。子どもが悪い

　　ことをしたとしたら、それは環境が悪い。」

　　という考えのもとに、青少年への援助を

　　具体的行動に移してきた。

②深刻な問題を抱える子どもたち

　　援助を必要とする子どもたちは総じて

　　家庭環境が悪く、街中で薬物や犯罪行為

　　に巻き込まれていく。

③アウトリーチと主体的参加への動機付け

　　そうした深刻な問題を解決するために、

　まずは彼らのニーズを知ることが重要で

　ある。フードパンと呼ばれるボランティア

　活動で街に出かけていき、子どもたちに

　食料を提供しながら、直接子どもたちと

　対話をし、何が問題なのかを話し合う。

　そして、本人自身が自ら援助を必要とし

　ていることを認め、主体的にプログラム

　に参加することを、粘り強く待つ。

④段階的なプログラム

　初期：はじめの動機付けを確実にし、これ

　　　　から始まる援助への展望をもつため

　　　　の短期の援助。
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Australia

　中期：ファームなどでの生活を通じた比較

　　　　的長期の援助・訓練。

　終期：実際の社会復帰に向けた就労や家

　　　　族との調整も含めた援助。

⑤アンガーマネージメント・プログラムやソー

　シャルスキル・プログラム

　暴力的、自己破壊的な行動をとる子どもが

　多く、行動改善のためのアプローチも重要

　である。

　また、日常の小さなことから取り組み、ソー

　シャルスキルを高めていくことも重要と考え

　られている。

⑥他者の役に立つことで自分自身を見つめ

　なおす

　ティモールの恵まれない子どもたち（貧しく

　1日1回程度の食事しか取れない）に対し

　て、どんなことが必要かを自分たちで考え、

　資金集めをして、実際に訪問して活動す

　る。その結果、子どもたちのなかに達成感

　や自尊感情が芽生えてくる。

　参加したくないと行かなかった子どもが、活

　動を終えて帰ってきた他の子どもの話を聞

　き、その変化に触れて、参加を望むように

　なる。

⑦関わるときの基本

　こちらから「ああしろ、こうしろ」と指示しな

　い。子どもたちは社会に対する怒りが根強

　く、大人に対する信頼感がない。ガマン強

　く付き合い、子どもらがこちらを受け入れる

　準備ができるまで待つことが重要である。

⑧薬物療法について

　薬物療法は基本的には使わず、自殺念慮

　がある場合や精神科的な病気のある子ど

　もに対してのみ、医師の指示のもとに薬を

　使う。

　暴力という行為に目を向けるのではなく、そ

　の背景に潜むものを見なくてはいけない。

⑨スタッフ

　スタッフは、ユースワーカーという職種で、コ

　ミュニティカレッジ等で2～3年学び資格をも

　っている者が従事する。その他心理スタッ

　フがいる。若い職員が多い。

⑩家庭・学校への復帰

　家庭や学校との調整は別な機関のソーシ

　ャルワーカーが行う。

⑪職員のストレスとメンタルヘルスへの対応

　直接子どもたちと関わるユースワーカーは

　ストレスを抱えやすく、メンタルヘルスの問題

　に発展しそうになる前に、外部の専門家組

　織（EAP）に誰にも知られずに相談すること

　ができ、カウンセリングなどを受けることがで

　きる。

　問題別に治療サービスが用意されてい

て、子どものニーズに合ったものが提供さ

れていること、子ども自身の主体的動機付

けが尊重されていること、段階的なプログ

ラムが用意されていることが特徴的であっ

た。ポイントシステムのような工夫は、信頼

関係を構築し自己肯定感を獲得するひとつ

の手段として活用しているように思われた。

　また、職員への援助システムがひとつの

機関にとどまらず、また秘密を保持される形

できちんと整えられていることに団員からの

興味が集まった。

実際に会った子どもたちは、記念の写真に

一緒に写りたがったり、気さくに話し掛けて

くるなど、とても明るく陽気であった。

　　　　　　　　　　　　　　（小野寺）
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lV．クリエイトファンデーション

Create　Foundation

1．概　要

　オーストラリアにおいて、虐待やネグレクト等

で家庭に住めず、ケアを受けている0～18歳の

子どもの数は2万人を超える（内二NSW州は約

1万人）。彼らの多くは深い孤立感、自他共への

不信感に苦しんでいる。

　クリエイトは、これらのケアを受けている子ど

もや若者のためにサービス活動をする団体で

ある。この団体は、スタッフのうちの少なくとも

65％はケアを受けた経験のある者という運営

ルールがあり、最大で最強の特徴となっている。

　目的は、ケアを受けている子どもにさまざま

な機会を与えるとともに、ケアシステムに対して

提言していくことである。

　　　　　　　　　　　FOUNOATION

▲クリエイトのロ1とキャラクター

2．活動内容

活動内容は以下の3つの分野からなるc

2．1 コネクティング

　ケアにいる子ども（out　of　henie　eare）伺

一1：、また、関係者や他の人とのつながりをつく

るための活動である。

（1）クラブクリエイト

　ケアにいる若者の100人以t：がメンバーと

なっており、「バースデーカードの送付」「特別

のイベントや集会の開催」「2カ月毎にニュース

レター発行」などを行う

（2）雑誌の発行（月2回）

　12歳以下用と13歳以上用の内容が真ん中で

仕切られており、全部渡すことも、年齢に応じ

て半分に切って渡すこともできるように工夫が

されている。

　ケアにいる了」どもたちには無料で配られ、

ケアにいる子どもは勿論のこと、里親、他の

若者、ワーカー、州や連邦の役人等、多くの

幅広い層の人々に読まれている。
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（3）ダイアリーの配布（年1回）

　各白が予定表の書き込みなどに利用している。

（4）Webサイトの運営

　互いにアクセスしペンフレンドを作ったり、詩

や物語を発表したりと非常によく利用されてい

て、重要で興味深い情報が盛りだくさんある。

2．2 エンパワー

■

▲クリエイトが発行している雑誌

Australia

　ケアにいる若者が力を得て自らの人生を変えていくための活動である。

（1）ミッションbe

　14－－18歳を対象としたリーダ」シップのためのプログラムでもある，3カ月問のコースで、この間、平

日は学校へ行くことが前提となっているため、活動は週末に行う。

　例えば15人のメンバーを4日間森の巾で生活させるというものがある，これは非常にきついプログ

ラムで、途中文句を言ったり、泣きわめいたりすることもあるが、その中でチームワークの大切さを学

び、終えると達成感があり白信がわく。

（2）Show　me～

　～部分はU一プ登りだったり、セーリングだったり、何よりも「挑戦と経験」を重要とするクリエイトの

考え方を実践するプログラム。

2．3 チェンジ

〔1）児童福祉制度を変えるための（政府に対する）働きかけ

　　1、ケアにいる子どもの声を直接聞いて訴え、既に法律を変えることに成功している。

　　　NSW州では、“子どもの権利の憲章”が制定されたが、現場の子どもたちの声を聞いて更

　　　に改善していくのが今後の課題である。

　　2DoCS（政府機関）の要請を受け、ケアにいる子ども全員の意見を聞く必要があるとの考え

　　　から、12カ月かけて調査し、その結果をDoCSにフィードバックした。

　　．3ケアにいる子どもの教育、健康、生活状態について、年に2回調査する。

（2）コミュニティのワーカートレーニングの内容改善

　ワーカー対象のトレーニングにケアにいる若者が参加し、自分の体験や思い等を話す．

これはワーカーにとって何にも優る価値あるセッションである。
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（3）ヤングコンサルタントトレーニング

　　ケアに「いる」或いは「いた」16～25歳の若者を、クリエイトで働くワーカーとしてトレーニングする。

　［5つのモジュール］

　　①クリエイトと情報を共有する

　　②自分たちに何ができるか役割を知る（NSW州の児童福祉にかかわる諸機関から人を呼び、

　　　DoCSの役割の説明を聞く）。

　　③現実と理想をつなげる（若者のかかえる諸問題を認識し解決方法を描き出す）。

　　④アイコンタクト、対話などのスキルを学ぷ（一般の人を対象に話をする）。

　　⑤社会生活の中で自分自身をどう見せるか学ぶ（衣服、言葉、振る舞いなど）

●

3 ワークショップ体験

3．1 セッション1

　自己紹介とその経週の中で、一部のメンバーが意図的に疎外体験をするように仕組まれていた。そ

のメンバーがそれをどう感じたかを話すことで、ケアを受けている子どもたちの疎外された経験を理解

しようとする。

【ケアにいた経験のあるワーカーの自己紹介から】

（1）Bさん

　　11才でケアに入り、グルーブホームは4ヵ所変わる。自分のケア計画に自分の意見があまり反映さ

　　れなかったことが不満だった。担当ケースワーカーが忙しかったり頻繁に代わったりし、白分の言

　　いたいことを伝えられなかった。自分の文化的背景も考慮されず人種差別もあり、二重三重に差

　　別を受けた。今考えても怒りを感じる。クリエイトに入り、自分が価値ある存在であると自覚できた。

（2）Mさん

　　9才で里親宅に。措置は20ヵ所変わっている。一番長かったのは4年である。幸いだったのは、

　　ケースワーカーが7年間同じだったことで、今でも一緒にランチしたりしている。ケアにいる子ども全

　　員が幸運であるべきだと思い、今クリエイトで働いている。

1ケアにいた経験のあるワーカーへのQ＆A】

Ql：措置が頻繁に変わるのはどうしてか

A　自分が悪いことをしたわけではない。一時的保護の場所だったり、週末のみの里親だったり、

　　グループホームが財政事情で閉鎖したり…。

Q2：その時、どんな気持ちだったか

A　ぽつんと孤立した感じ、次のところがどんなところかとても不安。
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■■．
Australia

Q3：ワーカーになって自分の経験をどう生かしているか

A　［Bさんユ

　　・ワーカーや里親のトレーニングでパネラーとして話す三

　　・資金集めのための訴えをする（パブリックスピーキング）。

　　・雑誌発行。

　　〔Mさん］

　　・ケースの量が多く（ワーカー1入に13～20ケース）て大変なため、ワーカーが9～12カ月で辞めて

　　　しまう。継続できるようにしたい。

　　・来年DoCSが提供しているトレーニングを受けて、アボリジニのワーカーとして働きたい。

32 セッション2

　自己尊厳と経験の機会との関係を体験する。

［手順］

①床が下図のように4つの空間に仕切られている

②2人1組になって4ヵ所均等に分かれる

③2人のうちの一方が・子ども、もう一方を大人と設

　定する

④大人には子どもを説得する題材が与えられ、A

　からDのそれぞれの状況におかれている子ども

　を想定して説得のためのロールブレイを行う。

⑤次に場所と立場を変えて同じようにロールプレ

　イする。

⑥ロールブレイ終了後、「あなたの職場の子ども

　たちは、どこに位置すると思われますか」と聞

　かれ、各自思うところに立った。必然か否か、

　ほぼ施設種別毎にきれいに分かれていた。

低い

高い

自A 己
尊

B
厳

畳会

A：乳児院

B：資生堂財団

低い

高い

C：児童養護施設・情緒障害児短期治療施設

D：児童自立支援施設

3．3 まとめのセッション

　一本のローソクに火がともされ、話し手はそれを両手に持ちつつ、本日の研修を終わるにあ

たっての自分の思いを順に全員述べる。日本でもオーストラリアでも、子どもたちへの思いは

全く同じであることを全体で共有したと実感できた感動的なものであった。
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所　感

　終日、研修のほとんどがワークショップ体

験に費やされた。そのため、クリエイトの

活動内容については、配布された資料等

で後日確認することとなったeその全容が

見えてくるにつれ、クリエイトはその名の通

りすばらしい創造力だとますます実感し

た。ケアにいる、いた若者の心をつかむよ

うなことを出来ているからこそ、成り立つ

組織である。読んでみたくなる雑誌、入っ

てみたくなるクラブ、参加してみたくなるイ

ベントなのだ。そして、私にも考えられる

ことはたくさんあるはずだと感じた。最後

にクリエイトの希望の木につるしたカード

に“never　give　up”と書いた。

自分に向けたメッセージでもある。

研修後の団員アンケートの中で「一番印象

に残った訪問先」として、半数以上の人が

このクリエイトをあげていた。ケアにいた

若者の生の声が聞けたこと、ケアにいた

若者がその経験を生かして直接運営に携

わっていること、参加型の楽しく自己解放

できるセミナーを体験できたこどなどが理

由のようだ。　　　　　　　　　（小幡）

▲クリエイトのスタッフと団員とワークショップ風景

V．ニューサウスウェールズコミッション情少年を擁護するための代弁機脚

NSW　Commission　for　Children＆young　people

　NSW州の0～17歳までの人口は、150

万人で全人口の25％を占める。人口の

うちほとんどが海岸沿いに居住している。

また、識字率は高く約95％である。

　大きな問題であるのは、15歳以下の

子どものいる家庭の18％が失菜家庭で

あり、そうした家庭に育つ子どもたちは

健康が損なわれていたり、教育を十分

受けていなかったり情緒面で不安定で

あったりする。 ▲カラフルな色のソファや壁に包iれたかわいらしいロピー
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1，概　要

　コミッションは政府でも非政府でもない独立し

た組織であり、財源は政府から川ているが、報

告は大臣ではなく議会に直接提出する。その

ため政府の政策に従う必要はなく、「子どもに

とって何がよいのか」ということを第一・に、自分

たちで考え、行動し、はっきりと意見を言うこと

ができる。と同時に政府機関の一部でもあり、

2カ月に1回開催される子どもに関する省庁の会

議に出席する。一・方は政府の外に、一方は政

府に属し、子どものウェルビーイングについてさ

まざまな形で影響を与えることができる。

2．活動内容

（1）公聴

　政策上の要請から、子どもに関する調査と提

言を行うc

（2）鯛査・研究

　i2～15歳の子ども1万人に「お金をもらって仕

事をした経験があるか」という調査を実施したと

ころ、多くの子どもがそうした経験を持つことか

ら、14歳以下の子どもは仕事をしてはいけない

という政策提言をした。

（3）雑誌・メディアへの宣伝活動

　子どもたちの抱える問題を広く・一般に理解し

てもらうことを目的とする。

メディアインタビューを受けたり、会議・フォーラム

を開催したり、政治家や大臣へのロビー活動を

行う。また、雑誌やパンフレット・ポスターを発行

する。

（5）政策・サービスの内容や方法への提言

　保育園の0～2歳の子どもとスタッフの比率が

5：1であったが、子どもの脳の発達から考えると

3：1が望ましいことを政府に提言し、併せて一般

社会の人にも理解・賛同してもらえるように宣伝

をしていく。

（6）子どもの死亡原因を調査

　1～3歳のよちよち歩きの子どもの死亡原因の

第1位は、自宅敷地内の車庫から公道へのドラ

イプウエイでの事故によるものであった。そのた

め、自動車業界に対して、ミラー一や音による安全

装置をつけるように働きかけたり、家を建てる際

に、ドライブウエイにフェンスを取り付ける法規定

を設ける等の具体的な提言をしていく。

（4）チルドレンズ・チェック

　子どもを対象に仕事をする人の前科や懲罰

などの犯罪歴をチェックする。子どもにかかわる

仕事をする人は、自分が過去に重い犯罪を犯

したことがないことを証明しなければならない。
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3．2001・2002年「助けを得られない子どもへの調査報告」

3．1 背景

　電話相談（Kids　Heip　Line）にかけてくる子

どもの31％が、他のどこにも相談できずにいた。

また、ビクトリア州のゲートハウス・プロジェクト

でも13歳の子どもの20％が相談する方法を持た

ないと報告されている。

このように子どもが孤独な状況に置かれてい

て、誰にも助けを求めることができないことは

大きな問題である。そこで、「子どもが安心して

相談できる人は誰か」「サービスが提供されて

いることを知っているか」「どうしたらサービスが

利用しやすくなるか」そして「子どもたちのため

にどんな支援ができるか」といった疑問から

調査を行うことにした。

3．2 調査対象

（1）4歳から18、9歳の250人の子どもたちに対

　する面接調査（面接補助員の協力のもとで

　行う）

（2）200人の子どもに対する電話調査

（3）250人の子どもにかかわる大人（親・先生・

　カウンセラーなど）への調査

3．3 調査結果からわかったこと

（1）子どもにとって人間関係こそが重要である

　（年齢や文化的背景にかかわりなく同じ結論）。

　強い人間関係は下記事項を実現することになる。

　・問題を抱えたときに相談できる

　・自分にかわって力になってくれる

　・コミュニティの強化につながる

　・そして、弱い立場の子どもを減らす

（2）人間関係の悪化の原因

　・社会的・経済的プレッシャー

　・子どものケアの質が悪いとき

　・学校での不適応

　・里親や少年院等の措置にあるとき

　・障害を抱えている

　・家族の中に病気の者がいる

　・アボリジニ（先住民）というだけで過去の政

　策の影響から弱い立場に立たたされる

（3）子どもたちはどんなサービスを知っているか

　・子ども電話相談（Kids　Help　Line）

　・知らない子どもが多い

　・サービスが見つけにくい、圧倒されるよう

　な、怖い、近づきにくい

など立地状況や対応した人の印象などにより、

・・ 度でも悪い体験をするとどこにも相談しなく

なる。
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3．4 調査結果からの提言

（1）政府、企業、コミュニティへの提言

　・早期介入は投資であって経費ではない。

　0～8歳まではもちろん、8～17歳の子どもへ

　のサービスも継続して行うことを提言。

　・政府や企業に、子どもと親が一・緒に過ごす

　時間をとることができるように、家庭と仕事

　のバランスに配慮することを提言。

　・子どもにとって学校は重要である。子ども

　は、学校は勉強を教えてくれるというよりは、

　一人の人間として面倒を見てもらえるところ

　ととらえている。学校での友人関係や先生

　との関係が良好になると、さらにコミュニ

　ティとの距離も縮まる。

（2）ケアに携わる関係者へのサービス向上

　への提言

　・子どもへのケアの質の向上をはかる

　・対応が早く、親みやすしく、他のサービスと

　連携し、ケアを受けやすいきっかけをつくる

　・ワーカーは子どもの代弁や子どもとの人間

　関係を築くためのスキルを向上させる

　・子どもとの関係をつくることができる財政を

　整える。書類作成や運営にばかり時間をと

　られないようにする

3．5 結論

・ 人閲関係がもっとも大切

人間関係を強化することが重要

・ 子どもにかかわるワーカーはこのことを常に念頭におく

所　感

　現在の日本にはこうした機関がまだおか

れていない。子どものウェルビーイングを第

一・ に、誰にも指示されることなく独自に調査

や提言をすることができることの意味は非

常に大きいと感じた。施設で暮らす子ども

たちはもちろん、一般の子どもを対象にて

いねいな調査を行い、大きな社会的影響力

のあるうねりをつくっていくことに強い魅力を

感じた。

　この機関ができた経緯は、王室からの要

請や政策的に子どものための機関が必要

と考えられたからだと説明があったが、実

はその10年ほど前から議会や大臣に対し

てのロビー活動を広く行っていた経緯があ

り、双方があいまってできたのだという。

日本においても、一日も早く子どもたちを取

り巻く状況を、子どもたちにとって意味のあ

るものに変えていけるような環境をつくりた

いと強く思った。

日本にも是

非必要な機

関であると

感じた。

　　（相澤）

▲研修が終わってスタノブと一緒に記念撮影
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V工．子どもと青少年のための法律センター仔どもの法律権利に関する情報提供機関｝

Nationa』Childrenls　and　YoUth　Law　Centre

1．概　要

　子どもの権利擁護を子どものかわりに代弁

することを目的に、1993年に設立された民間の

組織で、Webサイトを利用してオーストラリアの

すべての子どもに対して情報の提供や、よろず

相談を受付ける（ただし、刑法犯は対象外）。

スタッフは、弁護士ルイーズグッドチャイルド氏の

ほか、オーストラリア全国の弁護士の卵や、学

生達のサイバーボランティアの協力によって構成、

運営されている。

財源は乏しく、活動費に関しては政府からの少

しの補助金と賛同者の寄付金に頼っている。

1

　　ノ
▲弁酉士ルイーズ・グ・ンドチャイルド氏

2．活動内容

2．1 Webサイトを利用した情報提供

（1）オーストラリアの州法ごとの規則につい

　て情報提供

　特に子ども達が知りたがっていることの

「規則の情報」を提供している。

　・何歳になったら学校を辞めていいの？

　・何歳になったらアルコールが飲めるの？など

（2）個人的な法律相談

　・相談の受付、及びそれに対するアドバイス

　は全て電子メールで行う。

　・但し、直接オフィスに来た子どもには面接

　もする。

　・サイバーボランティアチームにより、オースト

　ラリア全土の相談を可能にしている。

　・2002年はホームページを見た数（ヒット数）

　が300万件、実際に内容を確認した数

　（ログイン数）が15万件、その内、回答した

　件数が1200件の実績があった。

このサービスの課題は、コンピューター（パソ

コン｝でアクセスできない子どもの相談に対応

できないことである。
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2．2 Webサイト以外の情報提供

■』
Australia

　ディスカッションペーパーを雑誌に掲載したり、

タイムリーな情報のパンフレット作成なども行う。

　例えば、携帯電話に関して契約書を読まな

いで契約してしまうなどのトラブルを防ぐため

のパンフレットを作成した。

携帯電話のトラブル防止のレ

　　　　パンフレノト

3．現状の課題

（D説明者によると、子どもの権利、特に「先住

　民への教育」や「子どもの権利条約の実

　践」についてはオーストラリアはまだまだ課題

　が残る。

（2）親権（家族法）に関する問題

　’子どもからは「親に4日に1回会わなければ

　いけないけど、どうしたら良い？」といった

　相談がある。

（3）学校に関する問題

　・いじめ、停学、退学が深刻である。NSW

　州では毎年公立学校からの停学、退学者

　が4万人ほど出るe教育省は、子どもを停

　学や退学にする権限をもっていて、これを

　躊躇せずに行使した結果である。オースト

　ラリアでは、子どもを律する手段として停

　学、退学という処分をよく使う。体罰の変わ

　りに停学、退学がよいという人もいる。

・特に、注意欠陥多動性障害の子ども、学校

になじめない子ども、先住民の子どもたち

が停学になる割合が多い。小学生でもお

きる。

・ 退学の場合は、同じ校区の公立学校に転校

することになるが、結果的に孤立してしまい、

再び問題を起こすことが多い。

・ 子どもが起こす問題の根本をきちんと調査

した上で退学処分にするかどうかを考える

べきなのだが、なかなかそうした対応にな

らないことが大きな問題である。

・ 停学になった子どもの代弁（停学でない

対策を考えてほしい）。

・ 教師は教えることだけでなく子どもに関わ

るさまざまなことに対応することを求められ

ているが、制度上もその他のサポートも揃

っておらず、教師が一・体となって子どもを

ケアする条件が整っていないのが現状で

ある。
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◆ルイーズ氏からの質問「日本の学校での状況は？」

　　　　　学校で不適応行動がある場合、まずは学校で個別的に対応

　　　　　　　　難しい場合は保護者の了解を得てさらに特別な対応

　　　　　　　　さらに難しい場合は福祉や医療の対応

　　　　　と団員が説明すると、納得していた様子であった。

（4）子どもに関する問題

　・亡命者や難民がオーストラリアに来たとき、

　親子とも収容されるが、少なくとも子どもだ

　けは収容施設に入れないように問題視して

　いる。

　・国連からとくに、先住民の子どもの教育・保

　健について強く指摘されているが、国内の

　法律にはそれほど影響を与えないという見

　方がある。

（5）キャッチクライ（catch　cry）

　早期介入が重要、罪を犯してからでは遅い。

そうなる前の兆候の段階で対処すべきである。

　日本では、虐待防止法ができる前後か

ら熱心な弁護士が活動してくれている。

　今後、Webサイトを利用するなど子ども

が直接アクセスしやすい方法を取っている

ところは取り入れていきたい事柄である。

　また、現実的な問題として「携帯電話で

のトラブル」は大きな問題となっているのは

日本も同様であり、頂いたパンフレットは

とても参考になりそうである。

　・’方、学校の問題については、日本の方

が子どものことを考えて取り組んでいるの

感

ではないかと感じた。

　「いつから子どもが怖くなったのだろう」

というコマーシャルがあるように、子どもに

関心を持たない人が増えてきている。昔の

日本のように、近所の人がよその家の子ど

もにも声をかけるような「早期介入」を取り

戻せるように、何らかの形で取り組んでい

きたい。子どもたちは大人に聞いてほしい

と思っているのではないだろうか。

　　　　　　　　　　　　　　（中尾）
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W．ベリーストリートビクトリア（ビクトリァ州最大の民間児童・家庭福祉機関）

Berry　Street　Victoria

・．
で・二ぽ碧

　　　磯，

　　．’・

窪畢・

▲地域ディレクターマクドゥーガルさんとコーディネーターのスーさん　　　▲チルドレンズコンタクトサービスセンターの面会室

1．概　要

1．1 126年の歴史

　126年前孤児院として活動が始まった。その

後、乳児院を経て現在はビクトリア州最大の民

間児童家庭福祉機関である。

　この機関は地域の民間人に支えられている

という大きな特徴があり、例えば過去50年間に

渡って、資金調達や設備の補修、整備等にか

かわるボランティア活動を通して支援しつづけ

ているグループもある。

L2 地域の人たちが運営

　2ドルの会費を払って組織の会員となり、そ

の人たちが、組織を運営する役員を選出する。

（弁護士や社会福祉の専門家など個人会員だ

けで400人程度。ほかに団体会員が3．000～

4，000人）e他の団体と違って、ここは宗教団体

との結びつきはなく、あくまでも地域の人が組織

運営しており、会員はそれぞれの地域で、この

組織の活動を理解してもらえるように地域に

働きかけている。

　なお、資金面では活動費の90％は政府か

ら、その他は会費やボランティアの支援でまか

なっている。
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1．3 この20年の変革と変化

①大規模施設を小さいユニットに分割した

　⇒　地域化・小規模化

②ケアの対象となる子どもが家族と離されずに

　サービスを受けられる仕組みを作りあげた。

　⇒在宅支援

③虐待防止、予防のための活動を積極的に

　展開してきた（DVへのサポート、　DVを抱え

　る家族へのサボート、カウンセリング）

④これらの取り組みの成果として、子ども人口

　に対してケアを受ける子どもの比率は減少

　に向かっている。しかし、一方で最近のケ

　ースは以前に比べ問題が多様化、複雑化

　し、対応の難しい子どもが増加している。

ロ

2 ベリーストリートビクトリアの新しい取り組み

2．1 TAKE　TWO（新しい治療的サービス）プログラム

　まさにこれからスタートする実験的ともいえる

サービスである。「虐待やネグレクト、薬物などに

より精神的に大きな問題を持ちながらメンタル的

にケアされていない」、O－－17歳の子どもとその

家族及びそのケースにかかわるワーカーを対象

として、州政府（ヒューマンサービス省）・病院・

大学・当組織の4者が連携して医学的な見地

から対応するプログラム。

　従来のサービスでは深刻な問題を抱えた子

どもたちの現状との間に大きなギャップがあった

ため、充分な成果が上がっていないという反省

から考えられたもので、TAKE　TWOと命名さ

れた新しい治療的サービスである。

　過去のモデルがないため、当面は以下のよう

な「ACTION　RESERCH　MODEL」のもと試

行錯誤を繰り返しながら、よりよいものを構築し

てゆく計画である。

　なお、「TAKE　TWo」とは映画やドラマの

撮り直し（テークツー）を意味する言葉で、「新し

い取り組みとしてスタートさせる＝やり直し」、「人

生はやり直しが出来る」ことなどを意図して命名

された。

（1）アウトリーチ（OUT　REACH）

　これまでは危険度の高い問題を抱えた子ど

もがサービスの提供機関に来るのを待つだけ

だった。しかし実際には本当のハイリスクを抱

えている子どもは自ら足を運んだりしない、この

プログラムでは学校や里親のところに出向き、サ

ー
ビスを提供するようにした。

〔2）理論的裏付けと調査・検証

　虐待が増えたにもかかわらず、被虐待児に対

してどういった治療が効果的かという研究が十

分でなかったことから、このプログラムではアタ

ッチメント理論、トラウマ理論を理論的基礎とし

サービスを構築している。また、オースチン病院

（子ども精神科）、ラ・トローブ大学とも連携し調

査研究やサー一・ビスの提供を行い、サービスモデ

ルを検証し、次に生かすよう取り組む。その結

果、サービスが必要と思われるあいだは継続

して実施する。しかしサービス対象は予算の

関係もありビクトリア州全体で710人という枠

が決められている。
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2．2 アドレセントスペシャリストケアプログラム

　このプログラムはスタートして2年になるが、

現在順調に推進されており子どもの自立や家庭

復帰に役立っている。

（1）危険度が極めて高いとされる子ども

　対象はヒューマンリソーシズサービス省の

介入を受け、里親宅やグルー一プホームで生活

している12～17歳の子どものうち、危険度が

極めて高いとされる子どもたちで、彼らは複数

の危険な行動（薬物中毒、売春、怒りの抑制が

できない）を持ち合わせている。常に4～5人

にサービスを提供している。

（2）自立支援

　12カ月で、社会的自立を達成する、あるいは

家庭に復帰するということを目標にしており、

①ケースマネージメント、②治療的かかわりが

主な活動となる。

　子どもたちは自立へのスキルを学んだり、

問題行動の原因の洗い出しを行う。同時に子

どもたちには家族の重要性を説いて理解して

もらうよう働きかけるe

（3）プログラム展開方法

　⇒職員：子ども＝2：1

　2人のケアギバーと1人の子どもが地域の中

の一軒の家で生活をする。プログラム全体で

ケースマネージャー2人、虐待を専門とする

ワーカー3人、ケアギバー12人が配置されて

いる。ニーズに合ったサービスを提供するた

めに対象となった子どもに合ったケアギバー

を選定する。またケアギパーは虐待を専門と

するワーカーやケースマネージャーと緊密に

連携し必要に応じて医師，心理療法士などの

社会資源を活用する。大変困難なケースを

扱ってはいるがケアギバーはボランティア。

子どもとの生活に関わる諸経費として週600

AU＄を支払っているだけで給与は支払われ

ていない。ボランティアの募集には必ずしも

裕福な人ではなく児童福祉に関心のある人

（かつてグループホームに勤めていた人など）

が応募してきている。

ぼ

3 チルドレンズコンタクトサービスプログラム

（1）一方の親から一方の親へ子どもを引き

　渡す

　離婚、別居などで一方の親と暮らしている

子どもが他方の親と会うときチルドレンズコンタ

クトセンターを利用する。チルドレンズコンタクト

センターを利用することで親同士は互いに顔を

合わせなくてもよい。つまり、子どもは、親同

士が言い争いをするのを、目撃しなくて済む。

5年前から政府がこの活動に対して資金を出

すようになった。これは家庭崩壊が大きな社会

問題となったことが背景となっている。
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（2）入りロが2つ（チャイルド⊇ンタクトセンター）

　一つのドアからは、子どもとその子と一緒に

暮らしている親が入ってくる。その親は子どもを

ワーカーに預けると同じドアから出て行く。そし

て控え室で待っていたもう一一方の親が先ほどと

は違うドアから入ってきて子どもに会う。一つの

部屋に出入り口が二つあるということだ。そして

面会だけでなく、外出することもあるし、ワー

カーから子どもとのかかわりについてアドバイス

を受けることもできる。薬物中毒・アルコール

中毒・長期間会っていない・養育能力がないな

ど、親に問題がある時には裁判所の決定によ

りワーカーを同席させることが義務付けられる。

（3）利用状況

　週末毎に20件程度の利用がある。利用する

のは0～5歳の子どもを持つ親が多い。

費用は子どもの受け渡しが3AU＄、ワーカー

からアドバイスを受ける場合は5AU＄かかる。

　虐待問題、施設の地域化・小規模化、

在宅支援、ケアの継続性、職員の専門性

の確保、さらには民間の活力、複数の機関

が連携しそれをコーディネートするカ…

今日のわが国の児童養護が抱える問題を

表すキーワードがこの組織でも同じよう

に語られていた。そして子どもたちが置

かれている状況は虐待問題に代表される

ように日本と同じ状況にあるようだった。

ニーズへの即応性や、地域を巻き込んだ

形でのサービス提供など民間ならではの

柔軟性と活力を見せ付けられた思いだ。

　　　　　　　　　　　　　　（麻生）

41



■
Australia

珊．マキロップファミリーサービス北支部

Mackillop　Family　Services（Northem　Services）

1．概　要

（1）7つの組織を統合

　それぞれ100年以．ヒ長い活動歴のあった

ポールビンセントホーム、セントジョセブホーム

などのカソリック系7つの組織が1997年に統合

され、今日のマッキロップが誕生し、ビクトリア

州で最も大きい組織の一つとなった。常勤スタ

ッフは360人、その他多くのボランティアがおり、

大きくは3つの地区に分かれて「子ども」を中心

とした活動を行っている。

年間運営費は約2，300万AU＄（20億円）。

（3）主な活動

　子ども家庭サービスを総合的に展開

①里親養護、施設養護さらには自立支援のた

　めのプログラムを提供

②正規の学校教育からドロップアウトした子ど

　もへの支援。行動抑制のためのプログラム

　の提供

亘障害児とその家族への援助（自立支援、レス

　パイト）

∂家族の再統合に向けたさまざまな情報の提供

（2）活動理念

　“肯定、協力、献身、思いやり、長所、希望、

　　正義、尊敬”

①クライアントと家族を中心にしたサービス

②ニーズに柔軟に適応させた革新的なプロ

　グラム

③教育と施設とを融合させたユニークな取り

　組み

∂1困難があっても必ず変えてみせる

⑤家族や地域を勇気付けるための方策

⑥文化の違いを尊重する

⑦調査や質の高い視点に基づいている

⑧社会的弱者の代弁

ぎ共通のゴールを目指し他機関と協力 ’帽■i■■i田■

▲マキロvプ事務所前での集合写貝
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2 教育と施設を融合させたユニークな取り組み

2．1 考え方

　虐待などで情緒的にyx一ジを受けた子ども

はその問題行動などのため、一般の学校から

追い出されてしまうことが多い。そこで、施設と

学校（スペシャルスクール）とを融合させたプロ

グラムを作り、次のサービス機関への橋渡しと

しての役割を担う。

　暴力（常に怒りを持っている）や薬物（うつか

ら逃れるため）、性非行（家庭での性的虐待が

多い）といった問題を起こす子どもへの徹底的

なケアのためには、職員には、「子どもが自分

の行動に責任が持てるよう忍耐強くかかわるこ

と」と、「それを実践するためのスキル」が求め

られる。

2．2 具体的取り組み内容

（1）施設（レジデンシャルユニット）

　を町の中に3つのレジデンシャルユニットが

　　あり、州政府の介入を受けた、9～15歳

　　の．r・ども18人が定員。

　②期間は2年で、1ユニットに5人程度の子ど

　　もが生活し、そこに6人の職員が交替制

　　で勤務（昼2人、夜1人）、その他4人のケ

　　ースマネージャーがいる。

聾

▲中庭＃謹動場と各教室

（2）教育（スペシャルスクール）

①校長先生1名、担当教師5名で構成され

　　ている。

②子どもは町の中にある3つのレジデンシャ

　　ルユニットから敷地内にあるスペシャルス

　　クールヘバスで登校する。

※カリキュラムの例

③集中力がない、汚い言葉を遣う、先生に

　悪態をつくなどの子どもたちに対しては、

　科目は同じだが教育方法を変え、楽しみ

　ながら、興味を持って学べるようなプログ

　ラムを用意している。

算数　1ショッピ・グセ・ターでの買い物を趾言r熊学ぷ

環境 海へ行き、石や海の生物のことについて直接学ぶ

国語
　　　　　　　　　　　　　一一
自分の生い立ちをパソコンを使って文章に表す

キャンプ 他人との付き合い方を学ぷ

芸術 手を使って物を作る（焼き物など）
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（3）心理療法士とのかかわり

　①ここに入所している子どもたちは厳しい

　　背景を持っており、暴力という形でそれが

　　表現されることが多いため、たとえ暴力で

　　あっても全ての背景を表現させることが

　　必要となる。そこでは4人のケースマネー

　　ジャーが心理療法士と連携して、・一一つ・一つ

　　の問題に対処している。

②次の機関への橋渡しという観点から、知

　　的レベルや問題行動の背景チェック、また

　　子どもたちは自覚していないが別に内在

　　している感情をも、ここで認識させる。

口耐
Australia

（4）警察・医師とのかかわり

①児童の傷害事件などの理由で、週に1、2

　　度は警察とのかかわりがある。

　②入所児童の3割が精神科医とのかかわり

　　をもっている。

　担当者の説明によると、子どもたちを

サポートするということはとても複雑な仕

組み（里親、学校の先生．地域の人たち、

心理カウンセラーそして対象となってい

る子どもの家族など）で構成されており、

たくさんの人たちが関わっている。従って、

これらをコーテンネートする人「ケースマネー

ジャーjが重要な役割を担っているという話

があった。

感

児童福祉への深い見識と情熱を持った人

が一つのケースに継続的にかかわるという

こと、そして一人ひとりに台ったケア行う

こと。そのために、さまざまな社会資源を

活用して、そのネットワークを確立すると

いうことが大切だと痛感した。

　　　　　　　　　　　　　　（麻生）
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IXI．ゲートハウス児童虐待専門センター

Gatehouse　Centre　for　the　Assessment＆Treatment　of　Child　Abuse

1．概　要

　ビクトリア州の首都であるメルボルンは、オー

ストラリアの最南端に位置している。

　ビクトリア州の人口478万人の内、メルボルン

が340万人を占めている。

　ゲートハウスセンターは、1987年、王立子ども病

院の中に設立され、児童に対する犯罪を立証す

るために警察、養育、病院の3者が協力してさま

ざまな調査や治療のサービスを提供している。

　特に性的・身体的・心理的虐待を受けた子

どもあるいは疑いのある子どもに対してアセス

メントしながら治療にあたっている。

▲ロイヤル子ども病院のほ鰻

2．活動内容

2．1 外来相談

　電話相談については、24時間体制で対応で

きるように3～4人が対応している。

　相談は地域、親、子どもを預かっているワー

カー、教師、里親、警察などからである（以ド

の外来相談統計参照）。

　相談を受けつけると、子どもの怪我の原因を

明らかにするために医師の診察の予約を取っ

たりする。家庭で子どもが危機的な状況にあ

る場合もあり、子どもを保護する意味で他の施

設の機関と調整することもある。

　治療対象は0～17歳までで、外来治療は年

閲1．300～1．500人程度対応している。

外来相談の統計（1996年～1999年調査）

オンコール　　　　　　　　　　　　　相麟内容について

医者 22％　　：身体的な虐待 30％

家族 　　　‘26％　　性的な虐待 23％

ヒューマンリソースサービス省 25％　‘性的な虐待（疑わしい）　　　　　12％

警察
18％　1特に危険なネグレクト　　　　　　18％　　　‘

看護師 6％　1その他　　　　　　　　　　　　17％

その他　　　　　　　　　　　　　3％　「
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Aust「alia

2．2 ワードワーク

　入院患者で虐待の疑いがある場合は、家族

と話しをしたり、相談にのったり、医師との

調整を行ったりする。また、このセンターは他

の病院の医者の相談にも応じるので、その場合

にはスタッフと相談しサポート体制をとる。

　危機的ケースについては警察を呼び、親と

面接する部屋を用意しコーディネートする。

職員はパートで勤務しているため、ケースに

関する情報がスムーズに伝わるための調整も

行う。

2．3 治療（詳細は次項に記載）

3．　治療について

　子ども本人、家族、兄弟、親族、里親などす

べて治療の対象となるが、加害者は一切対象

にしない（実親でも同様）。

　治療は子どもの個別対応が大半だが、家族

を対象に治療することもある。例えば、虐待を

受けた子どもを里親ケアすると同時に家族も

リハビリを受けたり、親と子どもの2人を対象

に行うサー一ビスもある。

　治療はあくまでもアセスメントをおこなった

うえで、その背景をさぐり検証してから行う。

3．1 アセスメント

具体的に性的虐待を受けた場合や、はっき　　間かけて丁寧にアセスメントする（1週間に1時

りとしたことが認められない場合もあり6～8週　　間程度）。

【トラウマのアセスメント事例】

4～6回のセッションで子どものペースに合わせ

て進める。

・ 子どもに強制的に語らせてはいけないことが

鉄則で、カウンセラーは遊びながら、絵を書き

ながらなど、あらゆることに柔軟に対応して

子どもに安心感をあたえる。

・ 家族の中で起きている背景や関係性の中で

子どもを捉えていくことが大切である。

・ 虐待がおこる前の親の対応や本人の行動を

聞き込み、本人達が気づかない重要なこと

がらを調査していく。

・ トラウマがどれほどひどいものかを徹底的に

遮求し、すべて洗い出して評価していく。

・ 子どもが虐待を受けたことを他人に明かした

　ことにより、子ども自身が周りから責められ

ることがよくある。家族から無視されたり、

差別されたりすることも含めて調査する。

・ 兄弟関係で起きた場合は家族が加害者であり

被害者であり大きな問題になる。

・ 加害者でない親は罪悪感、屈辱感を持って

いることが多く、虐待を受けた子どもは自分

を責めるようになってくる。

・ 虐待をする親は自分も虐待を受けたことがある

場合が多くそのトラウマがよみがえってくる。その

際には専門治療施設を紹介する。

・加害者から被害を受けることがない環境に

なったときに、親のサポートを含めて子ども

の家庭復帰を促す。
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3．2 治療プログラム

（1）セッション1（子どもの趣味、考え方などを知る）

　信頼できる親（または里親など）と一緒にきて

もらい、安心できる人と一緒にいることで気持

ちを落ち着かせながら近づいていく。また、親

は子どもに理由を言わないで連れてくることが

多いので、「どうして病院に来るのだろう」とい

うことを子どもが分かっているかどうかを聞き

込んでいく。子どもには「何のために、何を聞

きたいか」を明確にして丁寧に説明する，一緒

にプレイルームで遊びながらルールを説明し、

ブライパシーを守ることを伝える。但し、他にも

危険が及ぶ場合は、警察にも知らせることを説

明する。

　ワーカーとパペットで遊んだり、絵を描いたり

しているうちに色々と表現してくる。固いもので

なく柔らかい物の方が安心できる。

▲パベッFを手に説明するスタ・ノフ

（2）セッション2

　（子どもの悲しみ、怒りなどのフィーリングを理解）

　子どもが安心できるようになってきてから毎日

の日課などを聞いていくが、カードを使って表現

していくなどのテクニックが効果的である。

毎日の日課の中から家における人間関係が分

かってくるeまた、ベットや風呂、家具やそこに

住んでいる人などを、小さなモデルハウスを使

って配置をしてもらったり、絵を描いてもらって

様子を見てみる。

（3）セッション3（子どもに教える）

　子どもたちに、「秘密にして良いことと、悪い

こと」を教えていく。虐待をうけた子どもは、自

分が悪いと思っているので、「自分の責任では

ないこと」を教えていく。子どもにとって「何をも

って安全と考えればよいのか」「誰を信頼すれ

ばよいのか」を教えていく。

（4）トリートメント・ディスカッション

　さらに、話し合いや情報収集が必要か検証

し判断する。

小児科医【ジョン氏】のお話

（1）トレーニングを受けた医師によるアセスメント

　虐待の可能性があるということとを前提に

アセスメントをしている。また、他の病院から

のケースに対してもアセスメントを行う。

（2）コーパスコープ

　性的虐待の場合の概観診断用に使用する器具。明るい光を出して5～8倍に拡大、

画像化してテレビモニターに映し出される。裁判所に証拠としてビデオテープを提出

することもある。
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■■ Austra｜ia

4． 治療者のためのケア

　職員自身〔ケアラー）が難しい仕事をしている

ことを認識し、常にストレスと向き合っている差

し迫った状況にあることを理解する必要がある。

ストレスには、「小さな事柄が蓄積されていくスト

レス」と「死亡とか、あまりにも危機的なケースを

扱うことによる衝撃的なストレス」とがある。

　具体的な対応としては、①ワーカーに対して

クリティカルスーパービジョンを定期的に行う、

②専門職としてセミナートレーニングを行う、

③ワーカー同士相互サボートを行うなどである。

　日本では医療と福祉は共通する点はた

くさんあるが、医療となると費用の点で負

担がかかるのが現状である。

　ゲートハウスセンターでは、医師やその

他のスタッフはパートであるにもかかわら

ず、表面的な怪我の治療というだけではな

く、その原因を調査、検証し「心のケア」

を行っている。その上、社会的、医療的に

もネットワークを拡げ、その他の機関と連携

し治療にあたっていることは日本でも見習

うべきことではないかと思われた。

　治療にかかわるワーカーとして、虐待を

受けた子どもに対するアセスメントを行う

時、電話相談からはじまり受ける側の配慮

や応対は徹底している。そしてインテーク

も虐待を受けた期間に匹敵するくらい、期

間をかけ丁寧におこなっていくことが大切

であることを改めて感じさせられた。また、

不安で一杯の子どもに配慮しながら、そ

の虐待の背景を探っていくことは、治療者

側に高い専門性が求められることになる。

　日本の福祉における治療は、児童養護

施設や情緒障害児短期治療施設、児童自

立支援施設が中心になって行っている。早

期に児童相談所が介入して入所させ治療

にあたるケースもあるが、介入できずに死

亡事件に至ったり、別な問題行動に発展

してから、入所になるケースもある。生育

歴や保護者の養育歴を探っていくと虐待行

為があることもある。また、別な主訴で入

所していて、面談や日常会話の申で虐待が

あったことが明らかになることもある。

　やはり子どもの心がゆがむ前に、早期

発見、早期治療が必要であると思う。

　最後に治療に当たる側のケアとして、職

員である自分たちが大変な仕事をしている

ことを理解し、チーム内で、お互いにサポ

ー トしながら治療にあたることは、子ども

たちの治療と支援にあたる上で最も必要

なことと感じた。

　　　　　　　　　　　　　　（酊ID
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X．アングリケアビクトリア嘆国国教会系児童福祉機関）

Anglicare　WCtoria　for　Families，YoUth＆Children

1．理　念

・ より良いサービスを目標にあわせて提供する。

・ 恵まれない境遇にいる子どもや、青年、家族

がいつでも訪れることのできるような環境を

整え、またそれに応えることができるサービ

スを提供する。

’ サービスに関して責任を持ち、長期的戦略的

なサービスを提供する。

t

▲入リロに掲げてある看板

2．主なサービス

せ一㍍名 、　一討象　　　． 内．容

レジデンシャルケア

2～17歳の両親と離れて暮らさなく

てはならない、暴力的または情緒で

問題を抱える子ども

3つのユニットがあり、1ユニットの定員

は4名

フォスターケア
0～12歳の一時的に両親と暮らせ

ない子ども

養子縁組へと移行する子どもや、家族

への再統合を待つ子どもに対してボ

ランティアのケアギパーにより家庭的

な環境で養護する

アドレセント

コミュニティ

プレースメント

12～18歳の両親と暮らせない子ども
家庭的な環境での養護であり、コミュ

ニティの中で生活する

リードテナント
16～18歳の家族と離れて暮らさな

くてはならない子ども

模範となるような独身の女性と共に生

活しながら、ひとり立ちしていくための

生活能力を身につける

　　エンハンスド

アドレセントコミュニティ

　　プレースメント

ヒューマンリソースサービス省に

より、集団生活が不適当とされた

12～17歳の子ども

コミュニティのなかで1対1の関わりを

もつことを目的とした家庭的な環境で

養護する

ペアレントゾーン

特定地域で子どもや青年、家族に

関わる仕事をしている人、又は0～

18歳の子どもをもつ親

情報の提供やサービスの紹介、ネット

ワーク作り、ワークショップのトレーニン

グなどを行う

ファイナンシャル

カウンセリング
低所得家庭

情報の提供や家計の予算の立て方な

どの相談に応じ、経済的な問題への

支援を行う

スペシャルサポート

　プログラム

教育やメンタルヘルス、薬物やアルコール、子どもや青年、家族への支援など、

より専門的な分野での支援を行う
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上表以外にも、親が子どもを育てる時に必要なファミリーサーピスやその他さまざまなプログラムがあり、ニーズに合わせて

プログラムを利用している。



Australia

3．サービスプログラムのべ一ス理論と実施方法

3．1 ベース理論

　アングリケアビクトリアではプログラムを行う

上で「本来持っているその人自身の力を引き出

していくということ（エンパワーメント）」を大きな

厨的としており、エンパワーメント理論に基づい

たサービスやプログラムを展開している。

　エンパワーメント理論とは、他人との関わりの

中で人は自分自身の持つ力を発見していくとい

う理論であり、エンパワーメント理論を効果的

に実行するためには、更にそれを支える次の

ような包括的な理論が要求される。

・ エンパワーメント理論（Empowerment　Theory）

・愛着（アタッチメント）理論（Attachment　Theo㎡es）

・ 自分で話す（ナレイティブ）理論（Narrative　Theories）

・ システムアンドエコロジカル理論（Systems　and　Ecological　Theo㎡es）

・ 精神分析（サイコYdナミック）理論（Psychodynamic　Theories）

・ コグニティブノビヘイビュラルアンドラーニング理論

　（Cognitive／Behavioural　and　Learning　Theories）

・ 危機管理（クライシス）理論（Crisis　Theories）

・ フェミニスト理論（Feminist　Theories）

3．2 プログラムを実施するにあたって

（1）LAC（looking　after　children）

　プログラムを実施するにあたり、多くのプログ

ラムの中からどのプログラムを選ぶのかという

ことについてはヒューマンサービス省から、

また、場合によっては裁判所からのニーズを

聞いて選択する。

　アセスメントする際にはLACと呼ばれる．一定

の基準に基づいて行う。これはもともとイギリス

で開発されたものをビクトリア州に導入したも

ので、オーストラリアで全国的にも導入されつ

つある。

LACとは、ケアの対象となる子どもに対してま

ず具体的な質問に基づく査定、評価〔アセスメ

ント）を行ってニーズをはかり、それをもとに具

体的なケアの計画を立てていくものである。

そして行ったサービスの内容を記録し、それが

果たしてその子どもの年齢やニーズに合ったサ

ー ビスであったか、また、効果を生んでいるか

どうかを見直して、次の新たな計画を立てて

いくものである。

　LACを採用することにより、家庭から保護さ

れケアを受けている子どもたちが、実は適切な

サービスを受けることができていないということ

も分かってきた。たとえば、「16歳の子どもの
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25％は性教育を受けていない」ということや、

「子どもの眼鏡が壊れて不自由にしているとい

うことを、ケアする大人はあまり気づいていな

い」というようなことである。

　LACを導入することは、子どもが立派な大人

として成長していくために、引き続き家庭で生活

していくことの弊害と、家庭から引き離してケア

の中に置くことの弊害のどちらが大きいかと

いうことについても考える機会を提供している

といえる。

　また、重要なこととして、その子どもに関わる

全ての人は単に記録することだけにとどまらず、

親代わりとしてのその子どもに対する責任を負

うということがあげられている。

▲酸話室 ▲玄関でアングリケアのスタvフと記念写真

　

4 里親登録について

　プログラムを実施するにあたって多くの里親

が必要となる。アングリケアは独自で里親登録

リストを持ち、犯罪歴の調査や面接、オリエン

テーション、トレーニングなどを行う（1カ月で3回

に分け約12時間程度）。

　登録にあたっては、アングリケアの代表者・州

政府の代表者・他のエージェントから1名と、最低

でも3人が而接を行い、全ての人の合意により、

はじめて里親に登録される。しかし一方で、里

親が十分集まらないという問題もかかえている。

　また、里親宅を点々とする子どもがいるとい

う現実もあるc．できる限りそうならないように、

あらかじめ里親の能力を見極め、無理のない

範囲の子どもをお願いするよう努力している［．
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■」
Australia

　プログラムの背景にはしっかりとした

理論があり、理論をもとにサービスを提供

するというのは、日本では確立していない

が重要なことであると感じた。

　そしてLACであげられているように、

具体的にサービスが効果を生んでいるのか

といったことについて見直し、それを更に

改善し、より良いものにしていくということは

ケアをする際に非常に大切な事であろう。

　また里親制度については、B本と比較

すると大変発達しているが、里親はボラン

ティア的な要素が強く、H本で考える里親

よりも気軽に里親になりうるような印象を

受けた。家庭的な環境で生活することは

とても大切なことだとは思うが、一方で里

親宅を点々とすることを余儀なくされてし

まう子どもがいるという点については少し

考えさせられた。日本では里親とうまくい

かなかった場合、施設入所ということにな

ると思うが、そうした施設自体がオース

トラリアにはないということが日本との大

きな違いであった。

　アングリケアビクトリアのスタッフの80％は

女性であり、皆さんとても元気でパワフル

な方たちであったが、女性が多い理由とし

て、福祉の仕事は女性がするものである、

といった考えを持った人がオーストラリアに

はまだまだたくさんいる、ということを話され

ていたのには、男女差別がないと思って

いた団員一同驚かされた。　　（東田）

絶句

　団員がお土産のお手玉5個のうち、3個をあやつって見せてからプレゼントしたところ

あちらの方は5個を見事に操って見せてくれた。全員、絶句した。
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＿ユージーランドの児童福祉概況

The　General　Situatien　of　Child　Welfare　in　New　Zeatand

1．ニュージーランドの歴史と国情

（1）先住民族と植民活動

　ニュージーランドの先住民であるマオリの伝

説によると、950年頃にクペなる者がこの島を

発見した。それ以降、ニュージーランドはポリ

ネシア系の狩猟民族や漁労民族の世界であっ

た。マオリは自分たちが住んでいたこの島を

「アオテアロア（長く白い雲のたなびく地）」と呼

んだ。

　1800年以降、捕鯨船などが寄航し、イギリス

人を中心とした西欧人（パケハ）と、マオリとの

交流が盛んになり、マオリの純粋な文化と平穏

な生活に強いインパクトを与えた。キャプテン・

クックによると、元来マオリは、良き知性、文化、

健康をもっていたという。ポリネシア文化を継承

し、独特の文化・社会秩序を保ってきたマオリ

の社会は、パケハの持ち込んだ病気や銃火器

により、急速にその独自性を失っていった。逆

にパケハの移民の数は急増し、マオリとパケハ

の土地と権益を巡っての争いは激しくなった，

（2）ワイタンギ条約

　この状況を収拾すべく、イギリス女．Eの代理

であるホプソン副総督と、マオリの酋長540人

によって、1剖0年「ワイタンギ条約」が結ばれたe

先住民と植民地者間の権利について、このよう

な条約が結ばれることは、他の旧イギリス植民

地では例がなく、注目すべき出来事であった。

しかし、条約内容の暖昧性や、条約の英語

版・マオリ語版には双方解釈の遠いがあり、結

果的にはパケハの：ヒ地収奪は進んだ、有名無

実となったワイタンギ条約であったが、マオリの

権利じ張の拡大とともに、近年その存在が再

び脚光を浴びている。

（3）マオリ戦争と開拓事業

　土地の売買をめくらてマオリとバケハの緊張

は高まり、ついにマオリとイギリス軍の問で戦争

が勃発した，マオリの激しい抵抗があったが、

結果的には1862年の「原住民ヒ地法」により、

1．：地の収奪とマオリの同化政策は急速に進ん

でいった、

　またマオリ同化政策の一環として、英国国教

会を中心としたキリスト教の伝道・布教活動が

熱心に行われた。植民地に持ち込まれた資本

　　　　　　　こ

　　　　　　　長
　　　　　　と

　　　　　　　］
　　Wellingtonミ

　　　　　　s　Christchurch）
、。t．，TH、Sし、NDξ

　PST五WART　lSLAND

NEw　ZEZLA．ND

■基本データ

面硯　　　　　2ア万986km・

人ロ　　　　　349万人

民族揖成

　ヨーロンノt　79％

　マオリ　　　15％

太平洋諸島　4％

その他　　　2％

首都　　　　　ウエリントン

公用言蕗　　　英語マオリ話

■国名の由来

1642fi．オランダ人の航海者アペル・タスマンか、

西欧人として初めてニュージーランドを発見した．

彼は故国ゼーラント地方にちなんで．「新しい海の

土地」を意味tるN‘euw　Zeelendと命名したこと

が、呼称の由※である。
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主義社会特有の矛盾や、マオリとパケハの人

種的対立の解決に、自由主義や人道主義の色

彩を帯びたキリスト教に求めたことに、ニュー

ジーランドの特質がある。このようなユートピ

ア・理想主義が、後年ニュージーランド建国の

根幹になっていった。

（4）建国の理念とその特徴

　開拓という過酷な環境の中で建図を達成し、

ニュージーランドは近代社会の形成に乗り出し

たe厳しい国づくりの過程において、多くの

人々が不慮の事故・家庭崩壊・生活困難にお

ちいることが多かった。そのような厳しい環境

の中で、競争・対立・理念よりも、協力・協同・

堅実などの現実・実用主義を用いる国民性へ

と、変化していったのである。ニュージーランド

■｜‖i New　Zealand

が世界を先導する斬新な福祉施策や政治改革

は、このような現実的な国民の要請と、建国時

の開拓者のチャレンジ精神を、実現化したこと

による。

（5）先進国への歩み

　ニュージーランドは酪農・牧畜製品を主要な

輸出品目とし、対イギリス貿易を重視していた。

しかし、第二次世界大戦後アメリカの影響力が

高まり、またイギリスのEC加盟により、次第に

従来の貿易構造に変化が余儀なくされた。近

年、野菜・果物・アルミなど、日本への輸出が増

加するなど、アジア各国との関係も深めている。

　また、1960年代より次第に移民を受け入れ、

複合民族国家として新しい文化の多様化を模

索している。

皿．ニュージーランドの児童福祉の実態

1．児童福祉の展開

〔1）児童福祉の出発点

　建国当初、移民の多くが厳しい開拓事業に

取り組んでいた。新しい移民の国として、教

育・医療・救貧など、慈善的な寄付ができる富

裕層や、社会奉仕団体がまだ充分に育ってい

なかった。

　そこで国家が、医療・教育・福祉の提供にあ

る程度責任を持つ必要が生じ、現在の国家主

導型の、福祉サービスの提供に繋がったと考

え思われる。また、人口増加や人材育成の要

因として、建国当初より児童を必要とし、かつ

大切に養育する意識が高かった。

■肪間都市概況

1ウエリントン1

ニュージーランドの首as／／都心の人口

は15万人だが、周辺の各地区を含むウ

エリントン地方の人口は約35万人であ

るeオークランドからウエリントンに首都

が移されたのは1865年、以来、政治・

経済の中心として発展してきた、近代穏

市である。

美しい良港と、丘陵に田まれた起伏の

多い町である。ニコルソン湾を囲む山

腹には、色とりどりの家々が点々と張り

付いている。クック海峡からの強風が吹

きつけることから、「風の街」と呼ばれる。

▲坂の多い町のため、観光にはトラムを利用

■社会保障の発展と経済的繁栄

19世紀後半以降．ニュージーランドは経済

的繁栄を違げると共に、社会保随制度も飛

躍的な発展を違げた「相互扶助・平等意

毘の強い国民性が基礎にあるが．やはリ財

政的基盤の存在があった⊃

最盛期の1938年には、国民一人あたりの

所得は世界1位であった．
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（2）児童福祉の歴史的先行性

　ニュージーランドにおける児童福祉の取り組

みの特徴として、その歴史的先行性がある。児

童福祉は、まず教護的対応で始まった。L867

年には「要保護児童および非行児童法」、1882

年の「矯正訓練学校法」など、いずれも非行児

童への教護的な対応である。むろん養護的な

対応も重視されたが、基本的には教護問題を

中心にした広がりで児童福祉を捉えることが、

ニュージーランドの特質といえる。

（3）児童福祉の現在

　児童福祉は順調に発展していったが、1973

年以降のオイルショックによる経済・財政の悪化

により、その歩みは見直されることになった。ま

た、児童虐待の増加が社会問題となり、現在

新しい対応の模索が始まっている。

2．児童福祉の法的背景

（1）児童福祉法の発展

　1974年の「児童・少年法」が制定された後、

時代の変化に合わせた対応をすべく1989年に

「児童・青少年及び家族法」（Children、Young

Persons　and　their　Families　Actl989）が新

たに改正された。教護・養護を基軸としながら

も児童福祉を総合的にとらえ、責任の所在を

明確にし、福祉サービスの多様化と効率化を

U的としている，

（2）児童・青少年及び家族法

　同法の特徴として、教護・養護の問題に限ら

ず、両親の権利と責任が重視されたことがあ

る。これは児童の問題解決に関して、以前の

ソーシャルワーカー上導の解決から、両親がii∫

能な限り責任や義務を果たすことを意味する。

児童は安易に里親措置や施設保護とせず、在

宅のままで家族に教育・訓練をし、ソーシャルワ

ーカーは最小限の介入にとどめている。児童の

みの支援から、家族・地域支援型の児竜福祉

への．転換である。

また同法は、教護の面では児童の更生に理想

主義的な方法を追求しながらも、少年刑務所

や隔離型治療施設などの、厳しく処遇する制

度の併用を明確に打ち出している。
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■ニュージーランドの歴史的先行性

旧93年　女性参政権

旧94年　最低賃金制度

1925軍　　児童福祉法

1926年　児章手当制度

1938年　社会保障法

■一つの国家に二つの文化

ニュージーランドの児量福祉は．常に新し

い問題を発見し、その解決に前向きに取り

組み、試行錨誤を重ねてきた。現在の児童

福祉の中で、特に注目されているのは、先

住民のマオリとの関係性の改善である、先

住民との和解および文化の共生という、も

っとも囲酸な現代的な問題に、世界に先駆

けて果敢に立ち向かう所に、ニュージーラ

ンドの特簸すべき点がある、

▲南半球の二n一ジーランドは、季節も逆」

現地の10月は日本の4月にあたり、桜が満

開であった．



i New　Zea｜and

鰯）児童・青少年及び家族法

・Responsibility

・Diversion

・Proportionafity

’Frugality

・
Equality

・
Determinacy

・

Specifictty

　　　　　　　　1989

：犯した罪に対する自己責任を子どもに取らせる

：犯罪を犯した場合でも施設措置は最終手段とする

：犯した罪に応じた罰を与える

：子どもと家族をなるべく引き離さない

：犯罪が与えた影菅の大きさに合わせて罰を与える

：罰を与える期間をはっきり決めて行なう

：何をしなければいけないのか、何を期待されているのかが

子どもにはっきり分かるようにする

3．多民族国家と児童福祉の枠組みの変革

（1）マオリ政策

　マオリの社会的環境は劣悪であり、教育水

準も低いe若者の犯罪発生率、家庭崩壊の確

率も飛びぬけて高い。その要因は、植民地化

の果てに、マオリの経済・宗教・習慣や、民族

の尊厳までも奪ってしまった歴史にある。

　キリスト教文化とは違う梢神世界を持ち、潜

在的な社会矛盾の象徴であったマオリの問題

は、長らくニュージーランドのタブーであった。

今、ニュージーランドでは、この先送りできない

社会的矛盾を正而から受け止め、改めて歴史

を見直す作業が始まっている。

（2）児童福祉の枠組みの変革へ

　最新の「児童・青少年及び家族法」では、マ

オリ独自の家族観が大幅に取り入れられ、ソー

シャルワークの技術的根拠となっている．；マオ

リ社会の基礎である親族集団という多元的な

文化の概念を取り入れ、一元的な西洋型法制

度に対する見直しがあった。先住民の同化政

策から、多様な文化との共生へと、大幅な国家

政策の転換が行われ、それが児童福祉の枠組

みの変革へと、ダfレクトに連動している点が特

徴的である。

　この大きな兇童福祉政策の変換は何を意味

するのか。その一つに、際限ない福祉サービ

スを必要とする、西欧型近代社会の構造的な

悪循環への、解決方法の模索がある。その社

会的閉塞感への代替案として、マオリのヒュー

マニズムが再発見され、活川されているとも言

えるだろう。

r　　“　　　“　　コ　　　－－　－“－　－コ－－－－ロ－－－　－－－－－－－－－－－　－－ロ－－　J－－－－－－－－”－－－－－H－－－－－”H－tぺ「「　”m　ロド　ロコロ”－－1

；【参考責科】◆ニュージーランド社会誌　小根隆二（酬社1996）◆オーストラリアと二rジーランド／多文化固家の素蹟とその背景1

｛久村研（三修社2001）◆先進鎧国の社会保瞳　小松陰二／塩野祐一〔■〕（東京大学出版会tg99｝◆ニュージーランド先住民マオ　1
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

；リの人権と文化　ジェラルド・P・マクリン（騙石書店20001◆アオテアロア／二rジーランドの福祉　八巻正治（学菟社200V）　　　l
L－≡一≡一一一一＿，一一一，，一一一■一一一一一一一一一一w－－T－一・⇒弁一←＿一・一・一，一一一一一一≡＿一一一一＿≡一一一≡一≡≡一≡一一一≡≡＿一一≡一≡一＿一，一一≡≡」

■先住民の人権と差別間題

マオリとパケハ伯人：‘間では現

在通婚が逡み．ニュー〃一ラン

ドでは比較的人種的差別は少

「sいとされている，

どちらかといえば、人種的偏見

よりも、バケハとの、社会的経

済的な格差が、経済的差別問

題となでている；

4CYFS発行の、マオリ政策に
問する小冊子ttマオリとの関

係修復と変革の方向性につ
いて．高らかに宣言している．

■マオリの自然観

すべての自然は生き物であり、人も魚も轟

も川も水も土地も亘も．固有の生命力を

もつ，神と自然と人間は、ともに全体の一

部である．キリスト教のように自然を対象

化せずに、人間が自然を支配することを否

定している．
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1．ニュージーランド児童・青少年・家庭サービス局

Department　of　child，　youth　and　family　service　of　Govemment　of　NZ

1．概　要

　ニュージーランドの児童福祉は、里親や

グループホームといった地域支援型が中心

であり、日本のような施設入所型は非常に

少ない。従って、コミュニティにおける児

童の保護とケアに重点が置かれている。政

府の組織である社会福祉省が中心にあるが、

中でもそのド部組織である児童・青少年・

家庭サービス局（CYFS）が特に中心的な役

割を担っている。1999年】0月ll：｜より活動し

ており、1989年に制定された「児童・青少

年及び家族法」をもとに組織された機関で

ある。保護とケアの対象を児童のみならず

家族やコミュニティにまで広げ、児童の法

的な保護や製親・養子に関するサービスの

提供、里親への資金援助といった活動をし

▲CYFSの受付、カラフルで滴潔な印象で、穎しみやすい雰囲気で
ある。

2．組織とサービス

　CYFSの中央本部は、本部長とチーフ、そ

れに法務や財務等政策に関わる6つのグルー

プで構成される。その他にサービスを行う

サービスデリバリーユニット（SDU）を全

国30ヵ所に展開し、活動している。

サービス

デリバリー

ユニット

（SDU）

●マネージャー（ケースの総責任者）

●プラクティスマネージャー（保護者及び児童の教育責任者）

●ソーシャルワーカー

●若者の法務に関するコーディネーター

●チーフソーシャルワーカー（具体的なケース担当者）

●スーパーバイザー

57



■■ New　Zealand

3．保　護

【保護の過程】　　　　　　虐欝など子ど省の蘭の縦

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

　　　　　　　　噺一一一治測炉かはる髄一一∀

　　　　職蜘鰯るケース　　「．鋤入を贈いケーi

　一噸頃（

カンフアレンス南ほ裏が一案る
カン7アレンスで竃寛が一致しない、

あるい1繊判所から命令がある場合

子ど鵬殴卿綱願綱噺灘≡轍←1

　虐待の通報は毎年3万件を超え、身体的虐待とネグレクトの割合が高い。虐待は、CYFS内の

チャイルドユースサービス（CYS）に通報されるが、通報は法的には義務づけられていない。通報

者は法的に保護される。

4．　ケア

4．1 概要

　子どもの保護とケアにおいては以下の点が

重視されている。

①児童・青年はどのような傷害及び虐待も受

　けてはならず、その権利は保障されなけれ

　ばならない。また、ケアは社会全体で行なわ

　れる。

②子どもは家族との生活の中でケアを受ける。

③こどもはより家庭に近い環境の中でケアを

　受ける。

4．2 ファミリーグループカンファレンス（FGC）

　FGCは保護とケアの過程で核となり、こども

の養育に関する決定や見直しを行うことが出

来、以下の権限が与えられている。

①決定事項を子どもや親が守るように、裁判

　所に申請することができる。

②親がFGCを拒否しても、裁判所を通して強

　制的に行うことができる。

③親の同意がなくても裁判所の判断で子ども

　の緊急一時保護ができる。

④家族から裁判所にFGCを要求することがで

　きる。
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　コーディネーターを中心に必要な人は誰でも参加が可能となっているが、児童が幼少の場合は

参加させないこともある。

【FGCへの参加者】

秘保■藩

編．（晦塑恒）

鞭雛

　　触法少＃

｛伽鵬U㎎o而Mer）

　コーディネーター

〔y“曲輌醐）

青沙年のための代弁者
　《Vbuth』加w翻ら｝

　FGCの具体的な内容には「短期もしくは長期的なカンファレンス」「子どもの・一時保護」「親自身

の更生（セミナー、カウンセリング等）」「子育てに疲れている親の保養」がある。

【FGC後のケアの流れ】

地媛コミニュニティで

ケア可能なケース ケア不剛旨ケース

↓ ↓
集団生活が可能な児童　　集団生活が困侯な児童

　
　
　
づ

↓
《　　　

⑳

触法、薬物中毒、行為障害

　　　等の児童

　　　　↓

⑤レジデンシヤ∫瞭ア備設）

④スベシャリストファミリーホーム（専門里親，

　カンファレンスの後、子どもはケアの内容に応

じて、在宅支援、里親、5人定員のグルーブホ

ーム、スペシャリストファミリーホームのいずれか

に入る。レジデンシャルケア等の施設に措置さ

れるのは、触法行為、薬物中毒といった子ども

である。

　里親もスペシャリストファミリーホームも、それ

それCYFSにてトレーニングや特別なカリキュラ

ムを受けている。養育期間は16～18ヶ月だが、

必要に応じて期悶の増減がある。それらの勧

誘、募集は国が中心となって行うが、般から

の応募はなかなか普及しないのが実状で、多

くは福祉の現場に携わっていた人や教育機関

にいた人たちである。
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5．　ユースジャステイスセンター（YJC）

　　　　　　　　　　　　（児童・青少年・家庭サービス局の下部組織）

　触法や犯罪を犯した子どもを、地域の力を

借りながら地域の中で更生させることを目的

としている、特に犯罪防止を目的にした包括

的なサービスを目指しており、被害者の参加

や精神面を強化するプログラムに特徴的なも

のがある。近年、少年犯罪の増加が大きな社

会問題になっており、YJCの役割はますます

大きくなっている、前述したFGCの中心的役

割を果たすコーディネーターはここから派遣

される。

　なお、青少年犯罪の内、それらの扱い状況

はケースの80％が警察、10％がFGCによる更

生、もう10％は裁判所の関与ケースとなって

いる、

6．　レジデンシャルケア（施設におけるケア）

　コミュニティでの生活が困難であると判断さ

れた場合には、入所型施設か少年法に関わる

施設に措澱される、どちらも閉鎖施設である

ため、児童にとってもコミュニティにとっても安

全な環境である。

▲ニュージーランド児童橿祉の中心機関であるCYFS。ユニーク

r・興味深い政策が多く．興味が尽きぬ研修であった．

6．1 入所型施設 6．2 少年法に関わる施設

　白傷他傷児、反社会的人格障害児、自己抑

制力のない児童、被虐待児等が措置される更

生施設である。3カ月を1セクションでプログラム

構成されているが、児童の状況によっては

3カ月以上の措置延長が可能となっている。

　主に触法児童や有罪判決を受けた児童が

措置される。司法の判断のもとに強制措置さ

れることもある。最初の3カ月間は施設の中で

監視のもとに置かれ、その後6カ月間コミュニティ

の中でスーパーバイザーの監視のもとに置かれ

る。児童は自分の犯した行為の振り返りやそ

れを乗り越えるためのプログラムを実行する。
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ll．エプーニレジデンシャルセンター幽養護を瀕としている子どもの織）

Epuni　Care　and　Protection　Residential　Centre

1．理念と目的

　「新しい考え方・新しいレジデンス・新しい

方向性」を開拓することは、肉体的にも、精神

的にも自分にとって最も大切なものを探し求め

ることであり、それが最良の結果につながる、

という理念のもと、

①自傷他害の恐れのある児童のための長期

　的支援とその親への支援

②関係諸機関とネットワークを作り、児童が自

　力で更生できるように支援する

ことを目的としている。

2．施設見学

　入所児童の主訴は、家出や売春、自傷他傷

行為、医療の拒否等であり、いずれも法的養

護が必要になった児童である。部屋は簡素な

作りで、男子6室、女子6室、計12室ある。広

さは6畳程で内鍵は付いていないが外鍵はつ

いている。

　これは児童の部屋に鍵を付けることが法で

定められているためである。家具はプラスチッ

ク製で、凶器となりうる木製家具は一切置かれ

ていないe

▲センターの敷地は広く、設債も整っていた。＃門的で、更生のた

めの徹底したケアを提供している。

2．2 特徴

（1）施設内での活動

　プログラムは3カ月を1セションとして構成され

ており、教育的活動、治療活動など様々な活動

がある。社会復帰前のプログラムとして「自他の

理解」が法的に義務づけられ、例えば、文化

（マオリの文化も含まれる）や被害者の気持ち

の理解、といったプログラムが組まれる。

（2）特徴的な取り組み

①タイムアウトルーム

　児童を落ち着かせる際に四畳半程の薄暗い

　部屋を使用するが、連続30分以上の使用は

　法律で禁止されていて、10分ごとに監視す

　ることも決められている。

61



New　Zealand

②ストリップリサーチ（身体検査）

　外出や脱走で施設を出た時、薬物や刃物

　を持ち込む可能性がある時に、施設長の権

　限で行われる。拒んだ場合は強要せず、話

　し合いをして説得を試みる。

③薬物依存に対して

　薬物中毒の児童は完全隔離室でケアされる。

　基本は3日間で、必要な場合に裁判所の許可

　を取り最大14日まで延長することができる。

（3）生活の様子

①子どもには医療を受ける権利があり、毎週

　ドクターが訪問する。

②セキュリティ管理の面から職員がテレビや給

　湯の管理などをしている。

③全ての部屋に緊急ベルがあり、職員は全員

　携帯用の緊急ベルを装備する。

（4）外出・退所

①外出は、日頃の行動次第で許可される。

②施設を退所する際、コミュニティには戻れて

　も、以前所属していた学校には戻れないケ

　ースが多く、ケースワーカーが別の学校を探

　すことが多い。

　ニュージーランドの児童福祉は、子ど

も・家族、地域も含めた地域支援型であ

る事が最大の特徴であり、子どもを更生

させることを大きな目的としている。その

ため、日本のような施設入所型養護よりも、

里親・グループホームといった個人や小規

模集団による、コミュニティを巻き込んだケ

アが中心である。

　ファミリーグループカンファレンスの大き

な特徴は、親が変われば子どもも変わる、

つまり子どもを変えるには親の変化を促

すという考えで、ケアが行なわれている。

日本のように親と一・時的に離して施設入

所させ、そこで最終的に自立もしくは家族

再統合を視野に人れたケアを行なうとい

う方法ではない。日本との大きな違いは、

家族や地域をどう巻き込んでケアしていく

かという点だと感じた。FGCのような取り

組みは、制度として口本にも今後必要にな

ってくるように感じられた。

感

　また、子どもの問題に関して、早期の発

見・介入が特徴的である。その結果、今

子どもや家族に必要なサービスは何なの

かが的確に把握され、早期に適切なサー

ビスを提供することが出来る。それに比

べ、日本は早期の関わりが不十分ではな

いだろうか。早期発見・早期介入の時期

や方法について学ぷことが多い。

　最後に、先住民マ才リの文化に触れる

機会を得たことで、人が生きてきたそれぞ

れの「文化」を理解することが、差別のな

い社会を築く上で非常に重要であり、児

童福祉を含め福祉全般に非常に大きな影

響を与えるということを感じた。これまで

「文化」と児童福祉の関係について考えた

ことがなかったが、文化理解が差別や虐

待のない社会を形成する第一歩だ、とい

う視点を得ることができたのは貴重な体

験であった。

　　　　　　　　　　　　　　（川上）
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皿．ファミリーセンターヴャストセラヒ＿を提供する英国教会系の福ttサ＿ビス機関、

Family　Center

　ウェリントン郊外の閑静な・画に当センター

は位置していた。私たち一・行はその建物の中

に人る前に、センターの職員よりまず歓迎の儀

礼があることと、私たちからも挨拶を返して欲

しい旨の説明と依頼を受けた，

　急遽メンバーで話し合い、リハーサルを行っ

た直後玄関のドアが開かれた、　・人の女性職

員が姿を現わし静かに歌い始める。私たちは

その声に導かれるようにセンター職員の待つ部

屋へと人室した。

　職員は、マオリ（先住民）、南太’1え洋諸島か

らの移住者、パキハ（白人）で構成され、三様

の歓迎のあいさつを受けた．私たちも、「幸せ

なら手をたたこう」を身振りを交えて歌いお礼

の気持ちを表す。

　言葉は通じないが、温かな心と心の交流を

感じながら研修がスタートした、

1。概　要

1．1 経緯

　1979年に、ニュージーランドで、初めてフア

ミリーセラビーを行う団体として設立された。

フ7ミリーセンターでは、あくまでも家族という

組織に焦点を絞り、現代的問題に対応するな

かで、ジャストセラビーと呼ばれるファミリーセ

ンター独白のセラピー手法を開発していった，

この「ジャストセラピー」は後述する「リトリート」

の考え方とともに、ファミリーセンターの基盤で

あり、巾核を成すものとなっている、
▲マラエと呼ばれる、マオリの采客を迎える儀式によSl、暖かく歓

迎された、

L2 目的

　家族、家庭の問題を、現代的・社会的問題

の現象として捉え、解決方法を考える、

　その際、家族、家庭の問題の背1；tに存在す

る右記の事柄を常に念頭に置き、’F等を実現

していくことを「1的にとする．

」文化の違い、あるいは文化そのもの

2’ 性．別

瓢社会、経済的閻題
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1．3 理念

●‘旦 New　Zealand

①所属感、帰属感

　自分は誰なのか、自分の家族は誰なのか、

　自分の文化は何であるか、所属意識、帰属

　意識を大切にする。

1．4 職員構成

②聖なるもの

　人間の生活の中で何が神聖なものであるか

　を理解する。

③自由になること、自由にすること

　問題を抱えて来所する人々は、問題から解

　き放たれたいと願っている。

　職員は9名で、他に多くのボランティアがファ

ミリーセンターの考えに賛同し、活動している。

　マオリのファミリーセラピーを行っているのは

マオリの職員であり、南太平洋諸島からの移住

者を担当しているのはサモァ出身の職員であ

ると言うように、1司じ文化を受け持つ人が、そ

のセラピーの担当をしている。

2．活動内容

　活動内容は以下の4つに大別される。

①ファミリーセラピー（詳細後述）

②コミュニティ開発

　貧困の人々に起きている問題を社会的問題

　として発表する。

③社会政策の研究

　貧困の実態やマオリの住環境の問題などを

　調査、研究、発表することにより政府に提言

　をしていく。

ファミリーセラピーについて

　以下の4点について深く考えることが、ファミ

リーセラピーに欠かせない要素となっている。

（1）ワイタンギ条約

　マオリの人々は、この条約の不当性を訴え続

け、現在ではニュージーランドの法律に、この活

動の精神が盛り込まれ、上地や漁業権の返還

や、補償金が支払われるなど実を結んできた

が、この条約の残した傷跡は大きい。

④教育トレーニング

　文化背景に応じたコーディネーターのもと教

　育の方法について教える。

▲センターの敷地は、新緑の眩しい棄晴らしい環境にあった、

昼食時間には散策き楽しみながら、各自物思いにふけった．

（2）南太平洋諸島の植民地化

　第二次世界大戦後、ニュージーランドの復興

にともない、労働力として、植民地となっていた

南太平洋諸島の人々が、大量にニュージーラン

ドへと連れてこられた。

　ニュージーランドは彼らのおかげで富を蓄積

し繁栄したが、経済のグローバル化により、多

くの移民者が失業してしまった。
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（3）男性と女性の関係

　これまでのファミリーセラピーの理論は、男性

によって書かれている物が大半であった。歴史

を振り返ると、家族を支えまとめてきたのは

女性であるのに、その本質的な部分へのアプ

ロL一チは不十分である。

（4）貧困

　経済のグローバル化により、先進国の中でも

貧困層にある人々の貧困差が進んでいる。「住

む家がない」「食べるものが少ない」等の問題

が高じて、精神的な障害を起こすことがある。

　これらのことから、社会的プレッシャーや

ストレスを受け、それが背景となって、家族、

家庭の問題が発生すると考えられる。一人の

▲マオリ独特の木彫りの彫像．

渦巻き撰梯は、永遠の命！

象徴しているe

人生の文脈の中で以下の3つの問題を語ること

がファミリーセンターの根幹をなす重要な事柄

である。

◆文化的問題

　少数民族の文化が、主流文化から差別されることへの問題。

◆社会、経済的問題

　貧困、失業と言った状態から、教育が十分に受けらない。

◆性の問題

　男性社会を中心とした考え方が、根強く残っている。

3．　セラピーを行う上での考え方とセラピーの方法

3．1 リトリート

（1）リトリートとは

　ファミリーセンターでは、セラピーを行なう上

で「自分を振り返る時間を持つリトリート」の考

え方を重要としている。

　このリトリートとは、「何らかの行動を取った

ときに、次々と進んでいくのではなく、いったん

立ち止まり自分の行動を振り返り考えることが

必要である。そして次の行動に移り再び振り

返り考える。これを繰り返し行なっていく」とい

うものである。

　ファミリーセンターでは、このリトリートを1980

年に取り人れ実行している。
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■■ New　Zealand

［具体的実行内容］

・1カ月に一回、自分たちの行なっている仕事を振り返る。

・ 過去6カ月の仕事を分析し、批判的評価を行なう。

・ 評価を経て、次の6カ月の計画を立てる。

▲研修終了後、センター職員全員に見送られた。

（2）リトリートによって見えてきたもの

　このリトリートによりセラピーの技術的問題が

明らかになってきた。

①家族の問題の原因は、家族の外にある

　例えば、失業している人はそのために家

　賃が払えず、家族を守ることができず、身

　体的、精神的問題を抱えてしまう。セラピー

　で行なってきたことは、貧困や差別の状況

　の中でも楽しく生きていけと、意識的に勧

　めてきただけのことであった。この状況

　は、「ワイタンギ条約」、「南太平洋諸島の植

　民地化」、「男性と女性の関係」、「貧困」の

　問題を抜きにしては改善できない。

②問題を語ろうとする人々の声をつぶしてし

　まっている

　相談に来る家族のストーリーは、秘密保持

　が原則であるので、いつまでたっても社

　会的問題を改善するための運動にはなら

　ない。

3．2 ジャストセラピーの成立

　リトリートの中から、家族の問題はセラピー

を行なう専門家が引き起こしていることが明

確となった。

　その結果、社会の構造的な問題に目を向

けていくアプローチを取ることで、問題解

決の方向性を決定した。

【ジャストセラピー】

　西洋で発達した科学的なセラピーの考え方とマオリを代表とする伝統文化を融合させ、家庭

の問題を個人ではなく社会の問題として取り上げながら文化、性差に対応したセラピーとして

開発した。

具体的には、西洋の心理治療においては個人が中心で宗教的なものの考え方を入れてはいけな

いとしているが、マオリや南太平洋諸島の人々は精神的存在（精霊）を大切にし、家族、親族、

コミュニティといった、地域社会の人間関係から問題を捉えている。従って、問題解決にあた

っては常に問題が起こった根本に立ち戻り、その解決を基本としながら同時に家族の抱えてい

る問題に対応していく。

これを「ジャストセラピー」（社会正義に基づいたセラピー）と呼んでいる。
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「ジャストセラピー」のとったアプローチは以下の通りである。

（1）リサーチ

　政府の発表している、失業者数の統計には

含まれていなかった子どもたちの調査を実施し

た。生育歴とともにメディアに発表することで、

社会運動へと発展させていった。

（2）組合の設立

　失業・借家住まいの人々等の組合を作るこ

とで、自分たちの声を発表していく場が保障さ

れ活動の輪が広がった。

（3）マオリ、南太平洋諸島出身者の採用

　同じ文化の中で生活している人を職員とし

て採用している。

（4）マオリの伝統的集会（マラエ）に参加

　マオリの言語、文化に触れ、新しい多くの交

流が生まれた。また、ファミリーセンターでもマ

ラエを実施するようになった。

所　感

　私たちは日々の仕事の中で、「どうして

わかってくれないのだろう」「どうしてこの

思いが伝わらないのだろう」というやりき

れなさを、さまざまな場面で感じている。

けれどそれは、「私の考えに、このやり方

に、あなたが合わせなさい」という思いが

無意識のうちに働き、子どもたちに自分の

価値観をただ押しつけていたということで

はないのだろうか。

　ファミリーセンターの研修では、その人

の育ってきた文化や歴史を大切にするこ

レそしてそれを理解し受け入れることか

ら、たがいの真の関係がスタートするのだ

という、あたりまえのことだけれど、いつの

まにか忘れてしまっていたことを、気づか

せてくれた。

　　　　　　　　　　　　　　（上里）

テレフォンカード

　2週間も日本を離れると、家族や職場に電話をすることが多くなります。そこで活躍した

のが、国際電話用のテレフォンカード。ただし、これがなかなか手ごわいシロモノで、カー

ドによってかけ方が違っているのです。

　メンバーに戸惑いが広がる中、新婚間もないKさんはさすが！いち早くかけ方をマスタ

ー
し、私達にご教授してくれました。さすが、愛はツヨシ！！
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】y．バーナードスナショナルオフィス

Barnardos　National　Office

田 New　Zealand

L　概　要

1．1 背景

　1866年、ドクターバーナードスがロンドンで

行き場のない’r・ども達のために孤児院を作っ

たのがはじまりである、

　1960年代、ニュージーランドにも．子どもの

ケアが必要となりイギリスによって設立された

が、ニュージーランドの活動としては、1972年

のオークランド開設がスタートである，

　バーナードスは、その後アイルランド・オー

ストラリアなど活動拠点を増やし、現在では、

スタッフ1、OOO人、ケアギパー（ケアする人）

L500人、ボランティア数†・人と、世界的な組織

に拡大され、2002年は6．000名の子どもを対象

に活動を行った、

▲バーナードスの看板7写真やデザインに工夫を凝らし、親しみ易
　さを・演出している「

1．2 理念

子どもを第一に！

子を思い、質の高い親を育て、質の高い親による社会で子どもを育てる

2．活動内容

　今回の資生堂海外研修のために、ニュージ

ー ランド全国にあるパーナードスオフィスから

多数のスタッフがかけつけてくれた。担当する

15分程度の説明のために飛行機でとんできて

くれた人もいた。

　説明者．・人ひとりの活動に対する自信と情熱

が盛り込めないのが残念であるが、次表にその

活動内容をまとめた。
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バーナードスナショナルオフィスの主な活動“覧
サービス名 内容　　　　　　　　　　（対象）　（時間） 費用　1・

ファミリー貢ケア：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　｝’灘㌶ζ゜グラム焦ケア都一

i・一・歳｛・中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1

NZ＄3．60／時閤

低所得者には

政府援助あり

　　　　　　　‘

早期学習センター

灘型襟蹉㌶育園）でケアi　i
　NZ＄130／週
1週間単位での

割引、低所得者

には政府援助あり

　　　　　　　　1
　ナンバーワン　1‘1　ナニー　　l

l
（
養
育
支
援
者
）
」
．

・

ベビーシ・ターの役割と早鰍髄兼ね備えi　　iているサービスで、家庭（住込み可）に出向く1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0歳～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ニーズに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　∫が、2歳位になったら他の予と遊ばせるため回・さい子ども1応じるセンターへ移す　　　　　　　　　　　i　　　i

　支払いは

　ナニーに
直接ではなく、

バーナードスへ
r
l
ワ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
‘

・

家庭をサポートすることで家族を変えていく　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・主に問題行動のある子どもとその家族が対象で、家庭、ほ時間・’週

又はセンター襯が来所）でケアを受↓ナる　　　i
無料

i　ドメスティック　バイオレンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　I・夫婦間、親子問など両親の暴力から子どもを｝　　　　1

灘㌶竃㌫i一μ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　‘

チルドレンズ
ヌーパーパイ剰　アクセス

・離婚して親権を持たない親がスーパーバイザー監視のもと子どもに
面会するプログラム。・親権がない親は性的、身体的虐待をおこしている場合が多いので監

視つきで行われ、「親族グループ」「親子1対1」「両親が別々に子ども

に面会」の3つの方法がある

　　　無料

但し、余裕のある

　家庭は有料

ス〔シャリスト

　ファミリー

　サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　短期・実親と住めな呼どものための醗探し　　　i長期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1レスパイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

フ
ォ
ケ
ス
タ
ア
ー
　
　
　
1

フルケア
モテリレ

瀦灘鑑鷲纈舞瀦i12歳以下iを行う。後見人はケアギバー　　　　　　　l　　　　i

レスパイト

　ケア

’雛翼欝ヒ玉及噸状況のア当　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

無料

スペシャリスト

　ファミリー

グループホーム「

：竃竃灘㌫一灘畑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　’

　　　　　　　Il　Te　Poutama

Arahi　Rangatahi
　（マオリ語）

：笑＝L雛嬬i聯。。査、i、2、17歳1，年間おこなう（マオリTPAR＝Therapy）　　　　i　　　　i

　フェアセンター

‘　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　，

・ 問題を抱えている家族への情報提供（全国フリーダイヤル、情報・

チラシの発行、ブリーフィング方法など）

例：生活保護受給方法、子どもの育て方、バーナードススタッフ向け等

一般：無料
団体：有料
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■■■ New　Zeatand

！　　　　　ケア体制とケアラーの資格 活動費ほか サービス名

・

1軒に1人のケアギバーで最大子ども4名まで・ネットワーク毎にコーテηネーター（責任者）2名配置・ケアギバーは学位は持たないが、バーナードスが教育実施
・ NZの教育庁より資金援

助あり、3年に1度監査・活動拠点はNZ全国で96 ファミリーデイケア

・

先生1人に子ども7人、但し2歳以下は3人まで・先生は学位、または資格をもっている

・ 政府から資金援助と監査

がある

・活動拠点はNZ全国で21
その内、7カ所が2歳以下

を受け入れ

早期学習センター

・ウエリントンには30～40名のナニーがいて、50～60人の子どもをみている。ナニーは教育・

訓練を受けている必要があり、更に身体検査や犯罪歴もチェックされる。コー者ネーターは

専門学校に3年通学し認定を受ける必要があり、役割は依頼家庭とナニーの適正を調整

し、ナニーに教材を提供する。コー者ネーターは月1回家庭を訪問する

ナンバーワン

　ナニー
（養育支援者）

・ 1カ所に2名のファミリーサボートワーカーが常駐、ワーカーは

1週間に1度家庭を訪問しサポートする。家族全員を対象と

した目標をたて達成度の確認見直しを行う

・
政府が資金提供（負担）・活動拠点はNZ全体で20

ファミリーサポート

・ ケアの方法は、「1対1」「兄弟対象」「グループ単位」などが

あり、グループは8人までで、4人以上は2名以上のファシリ

テーターがつく

・ 政府の委員会の指示に
より活動開始・今までにNZ全体で97人

がこのケアを受けている

ドメスティック

バィオレンス

・ スタッフは訓練を要し、スタッフ活動はマネージャーの支

援を受けてから開始する

・ 資金の負担は政府25％、

バーナードス75％

・2002年の申込み829家
族、その内31％は親の飲

酒などで面会不可

チルドレンズ

スーパーバイズ

　アクセス

・ 里親の9割はオークランドとウエリントンで占めている

スペシャリスト

　ファミリー

　サービス

・ スタッフはオークランドとウエリントンに各々2人で、
24時間体制

・2002年に活動開始
フルケア
モテリレ フ

夢
委
7

・子どもの引き受けてがない、親の入院、子どもの重度障害

など家庭崩壊危機の際の利用が多い

レスパイト

　ケア

・ 1ホーム5人までで、2チームに分けてソーシャルワーカーが

ケアをする

・

政府と契約している・オークランドに2ヵ所、

ウエリントンに1カ所

スペシャリスト

　ファミリー

グループホーム

・定員12名で2年間収容される ・4年半の間にケアを受け

たのは28名

　Te　Poutama
Arahi　Rangatahi
　（マオリ語）

・スタッフは4～8名 ・ 9年閥の活動実績がある フェアセンター

　　　　　　」
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所　感

　オーストラリア、ニュージーラント’ともに

「乳児院」という施設がないため、比較的

乳児院の対象年齢と近いFどものケアを

行っている「バーナードス」の数々のプログ

ラムは大変興昧深かった。

　日本ではベビーシッターというと、よほど

生活に余裕のある家庭が雇うものというイ

メージがあり、あまり一般化されてはいない

が「ナンバーワンナニー」のサービスをうま

く1．体に取り入れることができるならば、（例

えば乳児院に「ナンパーワンナニー」のセク

ションを作り保育．Lを派遣させるなど）今

後の乳児院に人きな変化をもたらせてくれ

るのではないだろうか。また、最近乳児院

でも虐待や母親の精神疾患による入所が

増えてきており、保護者との関わり方も重

要な課題となっているので、「ファミリーサボ

一 ト」を参考に取組んでいけたらと考える，

　最後にこの研修を通して感じたことは入

間形成のC台となる大切な時期である赤

ちゃんのお世話に携わる者として、話すこ

ともできない赤ちゃんの代弁者だという意

識をしっかりと持ち、より　・層仕事に精進

したいと思った．

　　　　　　　　　　　　　　（松戊P

▲スタ．フとの記念写真　民間磯関ならで1；のチrレンシ

硝神で、新Lい援助フ’ロクラムを次々と閾発している
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■〔i New　Zealand

V．子ども委員会事務所｛法律に基づいて設立された政府系独立機関［

Office　of　the　Commissioner　for　Children

1．概　要

　このオフィスは、子どもが虐待で亡くなる悲

劇が二度と起こらないように、児童・青少年家

族法（Children．Young　Persons　and　their

Faniiiies　Actl989）に基づいて設立された機

関である。今やニュージーランドの党派・政党

に関係なく、全政党に支持されている。

　財源は年間NZ＄170万で、政府から補助さ

れており、活動資金の運用はオフィスで決定し

て政府に報告している。主な経費としては人

件費や出版物などがあげられる。

　　　　　　　　　　　　　　』

・旦”1“o口h・Co輌issi・ner佃ICHILDREN
　Tiakin・1tatou　tama’r｛ki

▲オフtスは匡会の近くにあるビルの一室であった。

●

●

、

℃

1．1 任務

●子どもの権利を認め、子どもの価値・ニーズを聞き、要求に応え

　られるよう政府や社会に働きかける（代弁する）

●子どもの潜在能力を引き出し、権利を保証する

※子どもの権利とは、健康・幸せ・安全・公平・人間（尊厳）を保つ、虐待を受けない、

　などをいう

1．2 構成メンバー

　オフィスの構成メンバーは12名。現在4代目と

なるコミッショナー（代表）は、初のマオリ出身者

であり、初の女性である。構成メンバーの特徴

として、元学校の先生やソーシャルワーカー、弁

護士、政府の政策に関わる人など、子どものた

めに仕事をしたいとして、さまざまな知恵が集

まっている。因みに、歴代のコミッショナーも小

児科の医師、家庭裁判所の弁護士、前政府大

臣と多彩である。

　コミッショナーの選出方法については、一般

に応募したりするが、最終的には内閣が決定

し総督（ガバナージェネラル）が認証する。
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2．活動内容

（1）子どもの権利擁護と代弁

　政府から独立している立場にあり自由に発言

ができる。反面、ある特定の団体のためだけに

活動することは許されない。子どもの権利と福

祉について調査し、その責任を全うする。子ど

もの権利と福祉向上のための代弁（アドボケイ

ド）を行う。

（2）実態鯛査（情報収集）と広報

　オフィスは各機関が法を遵守しているか、モ

ニター調査をすることができる。また、子どもに

関するいかなる情報も得ることができ、子ども

が病気や怪我のときに治療がなされない、又は

差別をされる等の実態調査を行う。これらの結

果を政府に働きかけたり社会への広報活動を

行い、子どもの福祉向上の促進を図る。

（3）政府との情報交換

　オフィスのコミッショナーは政府や大臣にアド

バイスできるため、政府との情報交換を重要任

務としている。

　また、貧困と子どもに対する暴力についても

力を入れ、国連の児童憲章の理解と普及を目

指している。

（4）最近の活動

①目標のひとつである「オフィスの事業を誰も

　が利用しやすくする」ため以下のことを実施

　している。

　・インターネット（ウェプサイト）の活用

　・マ才リの子どもの権利を擁護し、他の子と

　　同じような権利を持てるよう政府への働き

　　かけ

②子どもは叩かれない権利を有している。子

　どもが叩かれることのないように法律の改正

　を目指している。（「叩かない＝NO

　HITTING」と決めることで虐待を減らすこ

　ともできると考えている）。



■ New　Zealand

所　感

　オフィスを訪問するとコミッショナーをはじ

め、5．6人のスタッフが私たちを暖かく出迎

えてくれた。訪問者への対応は親切で丁

寧であり、今後見習いたい点である。

　このオフィスは政府から独立した機関で

あり、政府に自由に意見を言える立場にあ

る。また、ウェブサイトを開いて、全国から

子どもの意見を収集しているせいか、オー

ストラリアにはインケアにいた子どもの組織

が存在することを把握していた。周囲のこ

とに目を向けるということも大切であると改

めて感じた。

　マオリの問題についても、説明者個人の

意見であるとしていたが、イギリスの占領

地下にあったときに起こった土地、言語、

精神を奪われた問題が影響していると話

していた。マオリ出身である女性のコミッ

ショナーの誕生は、待望のことであっただ

ろう。ニュージーランドでは、マオリの問題

は切り離せないものであることを肌で感じ

ることができた。

　どこの国でも人種による差別、あるいは

貧困などが原因で、子どもの権利が守られ

ないことは同じなのだ。大切なことは、現

状をどのようにして認識し、捉えるかという

こと。そして行動に移すか、ということであ

る。

　このオフィスは子どものためのオンブズマ

ンである。そして、子どものケースを一・・つ

ひとつ見るだけでなく、子どもに対する見

方を根本から変えようと、広い視野を持っ

た活動をしていた。

　　　　　　　　　　　　　　〔川崎）

▲コミッショナーと
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第29回海外研修総括

第1節オーストラリア・ニュージーランドの児童福祉から学ぶ

～ オーストラリアの児童福祉20年の変遷を思う～

はじめに

　団長報告で述べたように、第11回資生堂海

外研修団の団員として、1985年2月24F｜～3月7

Hの日程で、オーストラリア（タスマニア・メルボ

ルン）研修に参加した。

　今回、その縁もあって第29回資生堂海外研

修団の団長として再びオーストラリア（シドニー

メルボルン）及びはじめてニュージーランドを訪

問する機会に恵まれた。

　連邦制をとっているオーストラリアでは、州が

違えば比較にならないかもしれないが、前回の

状況と今回の状況を思い起こしながら、若干

のコメントを試みたい。

1．前回（1985年）のオーストラリア訪問

　前回は、タスマニアとメルボルンに2週間の訪

問であった。広瀬清蔵（黒松内つくし園）園長

を団長に、講師として三村誠（厚生省企画課）

氏、網野武博（日本総合愛育研究所）氏を迎え、

その下で一団員として参加させていただいた。

初めての海外旅行であったこともあり、団員の

皆様と過ごした2週悶は、私の、あるいは現在

の鳥取こども学園の、児童福祉実践にとって大

きな財産となっている。

　私はその後、「セントジョーンズホームズの「自

己変革」に学び、確固たる養育理論に裏打ち

された日本の児童養護実践の再構築を！施設

の小規模化・グルーブホームを！予防的福祉の

構築を！治療養育機能の強化を！新たな社会

的ニーズへの対応と民間社会事業の先駆性・

献身性の復活を！」と叫び、実践し続けてきた

つもりである、

1．1　　「ノーマライゼーション」「脱施設化」の大きなうねりのなかに

　　　　あったオーストラリアの社会的養護

　タスマニア州地域福祉省で、州政府の保護

監督の基本的な方針は、「施設の規模はより少

人数で」「保護の期間はできるだけ短く」「児童

の養育は居住してきた地域や家庭の近くに」で
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あると言われ、またビクトリア州地域福祉省で

も、「今後の児童福祉の第一の課題は『脱施設

化』である」と語られた。

　メルボルンのセントジョーンズホームズのエリ

ス園長は、また次のように語られた、

　「セントジョーンズホームズは、1921年に男子

ばかり80人収容する施設として創設された。第

二次世界大戦後の1946年に、二番目の孤児院

を作る計画を立てた際、ファミリータイプのグル

ーブホームを試験的に作った。最初は男子ば

かり16名でスタートした。1956年に女子も一緒

1．2

■i
Summary

に置くべきだとして、名前もセントジョーンズホー

ムズ・フォー・ボーイズアンドガールズと変更した。

1960年に夫婦制で8人程度の幼児から学童ま

でを対象とするファミリーグループホームを本部

建物のすぐそばに作った。

　現在は、各々5～6人の幼児学童を対称とし

たファミリーグループホームが10ヶ所、5～8人の

非行歴や非社会的行動をともなう10代の青少

年を対称としたユース’ホステル伯立援助ホー

ム）5ヶ所となっている。

オーストラリアにおける家庭重視の思想と実践・予防サービス

　1975年、理事会は、子どもたちが施設に簡

単に送り込まれないために、また送り込まれて

も出来るだけ早く家庭に帰れるよう、予防的で

多目的なプログラムを展開すべく、10力年計画

をスタートさせた。その結果、上記ケアホーム

のほか、人口300万人の大ビクトリアを3つに分

けて、3つのフォスターケア（里親）の事務所、4

つのケアフt一ス（予防サービス）チームの事務

所、海岸に1つのホリデーコテージを配置し、そ

の10力年計画は終わろうとしている。（第11回

資生堂児童福祉海外研修団報告書）とのことで

あった。

表一1家庭外ケアを利用している児童のタイプ別配置状況（1979年6月）

　　　　　全体人数

。。のタイプベ警

ニューサウスウエールズ州

　1，781　　100．0％

　人数　　　割合

　ビクトリア州

1，767　100．0％

人数　　　割合

オーストラリア全体

5．685　　］00．0％

人数　　　割合

里親 185　　10．4％ 115　　6．5％ 387　　　6．8％

分散グループホーム

　　10人以下
185　　10．4％ 519　　29．4％ 1，16］　　20．4％

小舎
10人以下

221　　12，4％ 357　　20．2％ 1，223　　21．5％

ホステル 100　　5．6％ 123　　7．0％ 352　　6．3％

グループケア

　11～20人
153　　8．6％ 113　　6．4％ 640　　11．2％

大舎

20人以上
627　　35．2％ 411　　233％ 1，344　　23．6％

その他 50　　2．8％ 95　　5．4％ ］81　　3．2％

障害児治療ホーム 260　　14．6％ 32　　　1β％ 397　　7．0％

第11回資生堂児童福祉海外研修団報告書より
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1．3 当時、大舎制から小舎制・グループホームへの移行段階（里親

はまだ6．8％）にあったオーストラリアの児童養護から、私たち

は多くを学んだ

　表一1を見ても判るように、この段階では、

大舎制から小舎制・グループホームへの動き

は顕著だが、里親ケアは、まだ全体では6．8％

にすぎない。脱施設化と予防的サービス、治

療的ケアが課題としてあげられ、児童福祉の

原点である家族に対する予防サービス、援助

サービスの重要性が強調されていたのが印象

的であった。

　日本では、現在でも施設養護、とりわけ大舎

制施設が主流で、昨年10月、社会保障審議会

児童部会「社会的養護のあり方に関する専門

委員会」報告書が出され、年末に、平成16年度

予算財務省内示で、全施設に家庭支援専門相

談員と被虐待児対応職員の増員、ユニット型ホ

ームや小規模児童養護施設等の施設の小規模

化、自立援助ホーム強化などの予算化実現の

方向が示され、1985年オーストラリア訪問以来

願い続けたことがやっと今、日本でそのスター

ト台についた思いである。

2．　今回の訪問で思うこと

表一2　家庭外ケアを利用している児童のタイプ別配置状況

　　　（オーストラリア全体この5年間の変遷）

1998　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　　　　人数

配置のタイプ 人数　　　割合　　1　人数　　　（割合）

　　　里親一’‥一一’一一一一一一A’一一

　親族親戚ケア

　　その他の
ホームベースケア

　　　　　　　　　　8ρ89　　56％　　　　　　　　　〕一一’一一一⌒一一⌒A－一一一一一

一．

．一一．．一一一一一．．一一［一一竺竺c－一．．竺．．一・一一＿一一，．一＿　　　　　　　　　　　126　　　1％

　9，668　　51％一一一一一一“一一一’一一一A－一一

　7，439　　39％

　　164　　　1％

ホームベー・ケア計：1a661　88％　17，271　91％

　　　　　　‘施設ケア　　　　〕，415　　10％　　　1．057　　　6％

自立生活　　　　　183　　　1％　　　　221　　　1％

　　　　　　　　　　　　　　　　‘その他　　　1　　211　　　1％　1　　331　　　2％

合計　　　　14、470　　100％　　18，880　　100％

2003AIHW（オーストラリア政府機関）資料より

2．1 進んだ「脱施設化」と地域家族サービスの展開及び治療的ケアの充実

　表一2でも明らかなように、里親や親族ケア

のようなホームベースケアが91％を占め、施設

ケアはわずか6％で毎年1％つつ減少している。

1979年度との比較では里親などの非施設ケア

と施設ケア対比ではその数字は完全に入れ替

わっている。
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　その一方で、今回の訪問では、予防的福

祉・家族サービス（里親やワーカーへの支援も

含む）の展開と治療的ケアの飛躍的充実が見

られた。

　6％の施設ケアは恐らく日本で言えば「情緒

障害児短期治療施設」や「児童自立支援施設」

のような治療的専門的施設ではないかと思わ

れる。

　詳しくは、各団員報告等で見ていただきたい

が、特に日本の児童福祉施設の白己変革にと

って、注目すべきメニューとして、以下のことを

ヒげておきたい。

〔1）ニューサウスウェールズ州における「ファ

　　ミリーズファースト」プログラム

　O～8歳の乳幼児とその家族を対象に、人生

のスタート時点からのケアプログラムであるe

2002年から2006年までの5年間で1億L758万オ

ー ストラリアドルの予算を組んで、各種発達障

害の予防、早期介入をすることによって、子ど

もの健康、発達、教育、そして子育ての孤立を

防ぐよう、様々なネットワークを組みながらファミ

リーサポートするプログラムである。似たような

プログラムは、ビクトリア州でも見られた。日本

でも今、必要とされているプログラムである。

（2）ビクトリア州における新しい試み「丁AKE

　TWO（テークツー）」

　これは2004年の1月から新しく開始される

ビクトリア州全体を対象とした治療サービス

である。州政府がかなりの資金を投入して、

アタッチメント理論とトラウマ理論を基礎に、0～

17歳のインケアの子ども、特に虐待を受けたり、

ネグレクトで危険な状態にある、薬物中毒、売

春などの性的問題行動、怒りがコントロール出

来ない子、刑法を犯した子など、難しい問題

を抱えた子ども710人（予算の関係で州政府が

■■
Summary

決めた数字）を対象に、治療プロジェクトを組

むこととしている。

　特にハイリスクな子どもには、2人のケースマ

ネージャーと3人の集中虐待サポートワーカー及

び10人程度のケアーワーカーがチームを組ん

で、普通の民家で、1人の子どもに2人の専門

的ケアギパーがつくアドレセントスペシャルプロ

グラムがある。そこでは、クライアントー人ひと

りに合ったサービスに努め、子どもの抱える複

合的問題全てに対応して、現場でケアギパー

をトレーニングしながら、集中虐待サポートワー

カーがケアを受けている家族としっかりコンタ

クトしながら専門的・治療的に対応するサービ

スである。

　このサービスは、子どもと家族を対象とする

ばかりでなく、ワーカーも対象とし、制度その

ものも常に計画実行過程で検証されるもので

ある。

（3）ゲートハウスセンターにおける虐待アセ

　　スメントプログラム

　日本でも児童虐待が社会問題として深刻な

状況にあるが、オーストラリアでも同様の状況

にある。性的虐待はオーストラリアでは特に深

刻なようであった。

　その点、メルボルンの「王立子ども病院」の中

にある「ゲートハウスセンター」という虐待専門ア

セスメント機関での話は、日本でも今、最も求

められているメニューの一つだろうと思う。
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2．2 まとめ

　前回の訪問から今回の訪問までの約20年の

間には、1989年11月20日の国連「子どもの権利

条約」採択と各国の批准があり、権利の主体

者としての子ども、子どもの意見表明権をはじ

めとする子どもの人権の視点が大きく前進して

いた。

　オーストラリアでの先住民アボリジニ、ニュー

ジーランドでのマオリの子どもたちの問題や少

数民族、異民族の受け入れ、インケアの子ども

たちの当事者参加・当事者の組織化の実践か

ら学ぷものは多かったと思う。

　前回の訪問と今回と共通して言えることは、

やはり、オーストラリア、ニュージーランドともに、

民間社会事業の先駆性や献身性が有効に作

用しており、調査と実証に基づいた民間社会

事業実践と州政府など公との有機的で柔軟性

のある関係と政策の具体性、変化のスピードの

速さには羨ましさをさえ感じた。

　やはり、措置費制度にあぐらをかいてきた日

本の児童福祉施設にとって、民問社会事業の

先駆性、献身性の復活は焦眉の課題であろう。

日本における児童福祉施設の自己変革こそが

問われていると言わねばならない。

　　　（鳥取こども学園　園長　藤野興一）

第2節子どもの権利擁護

～
オーストラリア・ニュージーランドにおける権利擁護の現状から～

　赤ちゃんの発達にとって、母親の健康状態が重要であるように、子どもにとっては、そこ

で育つ社会のあり方が重大な影響を及ぼすのは、容易に想像がつく。すべての子どもは、

適切な社会環境で育つ権利を持っている。

　しかし、我々の大人社会は、果たして子どもたちに良い環境を提供しているであろうか。

子どもたちの成長に必要なことは、大人が押し付ける物質的な豊かさや、快適さのみでは

ない筈である。今こそ、子どもたちの小さな声を聞き取って、その成長の権利を擁護し、保

障することが大切ではないか。海外研修で学び、肌で感じたことを、子どもの権利擁護の

視点にたって、以下に考察してみた。

1．　権利擁護の視点

1．1 権利擁護の考え方

　短い期間の海外研修であったが、オーストラ

リア・ニュージーランドの権利擁護に対する取

り組みを垣間見ることができた。そこで驚いた

ことは、日本で漠然と理解されている「権利擁

護」の考え方との、大きな違いである。

　オーストラリア・ニュージーランド両国では、
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子どもの権利擁護は、社会変革のための、大

きな鍵である。権利を得るには、戦い勝ち取

らねばならない。よって、必然的に社会の矛盾

やタブーに挑戦せねばならない。

　利用者・支援者が対等の立場にある権利擁

護の視点を実現するには、国家が強力に事業

を展開することはもちろん、その国の国情や

文化に合わせた社会的な合意が、日常生活に

深く浸透していなければ、実現は難しいので

ある。

1．2 理念を学ぶことの難しさ

　「人権」や「権利擁護」という視点が、我が国

に紹介されて久しい。しかし、福祉従事者の

我々にとってさえ、未だに違和感があるのが正

直な所ではないか。日本に「民主主義」という

視点が戦後持ち込まれ、幾多の誤解がありな

がらも、わが国に定着し、独自に発展するには

長い年月が必要だったe権利擁護の視点につ

いても、今後同じことが考えられ、粘り強く導入

する必要がある。

1．3

■］
Summary

‘22｛ZiEiii

▲オペラハウス前で集合写真．美しい海を裏庭に持つ、シドニーの

最×の見所

　一面的な理念やスローガン的な権利擁護の

提唱になり易い、わが国の人権理解では、どう

しても誤解がつきまとう。しかし、両国において

は、権利擁護の視点は具体的で、生活に密着

し、身近な社会問題である。スローガンだけで

なく、生きた問題として、深く日常生活に溶け込

んでいるのである。両国では権利擁護の視点

が、実際に社会をより良く変革するための、具

体的なツールとなっているのである。

海外研修から見えてきたもの

　今回の海外研修からはっきり見えてきたこと

は、両国とも大規模収容型施設などの施設収

容主義の支援システムから、施設解体・閉鎖に

よる、新たな支援システムの整備事業が、急ピ

ッチで模索されていることである。

　これは、子どもの権利擁護の視点に立った、

利用者側の願いや意向が反映される支援つく

りを意味している。措置制度に乗った職員主

導の支援から、契約型・サービス選択型支援へ

の転換である。箱型福祉から、ニーズ型福祉

への行政方針の転換ともいえる。しかも、権利

擁護の考え方を更に発展させ、両国の国情や

文化に合わせた目標を設定し、新たな段階に

変化しつつあると感じた。
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2．　権利擁護の特徴

2．1 オーストラリアの権利擁護の特徴

　アボリジニは豊かな精神文化を持つ、オー

ストラリア先住民族であったが、入植者である

ヨーロッパ系の人々から、過去迫害を受けてき

た。アボリジニの子どもを強制的にコミュニティ

から引き離し、白人の里親家庭で生活させる

こともあった。

　しかし、1980年代以降、過去の行為を真摯

に反省し、先住民アボリジニとの和解を目指し、

福祉サービスの充実を模索している。例えば、

以前はアボリジニの家庭は、白人のソーシャル

ワーカーや里親が支援していたが、文化や習

慣の違いから、トラブルも多かった。現在では、

アボリジニのソーシャルワーカーを積極的に育

成し、より文化に配慮したケアができるように支

援している。

22

▲紡問先で研修団は、心づくしの科理で温かくもてなされた、

　また、福祉のインケアにいた若者をソーシャ

ルワーカーとして育成し、採用している。これ

は、以前インケアにあった自分の体験や経験を

活かすことで、親身になった福祉サービスを提

供し、利用者の権利の代弁をすることが目的で

ある。

ニュージーランドの人権擁護の特徴

　子どもの権利擁護について、歴史的に多く

の先駆的な実績を残している同国であるが、

昨今では特に、マオリの子どもの権利擁護に力

を入れている。過去の人権侵害について率直

に反省し、行政が率先してこの問題に取り組

んでいる。

　ある限られた集団のみに、人権を認めるの

ではなく、その適応を様々な分野に広ろげるこ

とにより、結果的に社会変革を促すことが目標

である。

　福祉政策の変革により、実際の社会の価値

観までも変えていく、そのスケールの大きさは驚

くばかりである。



Summary

3．権利擁護のための組織的活動

3．1 組織的活動状況

　オーストラリアには、非政府系組織として

Nadonal　Children’s　and　Youth　Low　Centre

がある。ここは、子どもの法律と権利擁護に関

する情報機関であり、子どもの代弁機関である

（詳細は施設訪問を参照）。非政府系組織のた

め、自由に子どもの権利擁護について発言で

きる。

　ニュージーランドでは、児童・青少年及び家

3．2 わが国の状況

　わが国においては、児童の権利擁護センタ

ーが、各都道府県の社会福祉協議会に設置さ

れている。しかし、設置されてまだ日も浅く、適

正に機能しているとはいいがたい。

　また、オンブスマン制度や、施設利用者の苦

情解決第三者委員も同様である。今後試験的

な導入が検討されているが、それらを裏付ける

法的な整備と、適正に運営する組織の改変が

必要と思われる。

3．3 広報活動

　オーストラリア・ニュージーランドとも、広報活

動と組織の情報開示に熱心である。各種冊子

やパンフレット、またはインターネットを利用した

サービス提供の研究も進んでいると感じた。

非営利団体として、政府からの補助金、民間の

寄付金を受けるには、厳しい監査をクリアしな

族法（Children，　Young　Persons　and　their

Fa・milies　Act　1989）が適正に運用されてい

るか監視するための機関、Offlce　of　the

Commissioner　for　Childrenがある（詳細は施

設訪問を参照）。政府から独立した組織のた

め、政府の機関に対して気兼ねなく発言できる。

　組織の活動は両国とも法的に保護されてい

ることが、特筆すべき特徴である。

▲好奇心旺盛な団員たちの興味は、福祉状況だけでなくその国の

文化にも及んだ。

ければならない。また、サービス内容の開示や

新規業務の開拓など、組織のアピールを積極

的に行うことが、資金の調達に結びつく。また、

利用者である子どもの権利擁護に繋がってい

くのである。
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4．子どもの権利擁護と日本の課題

4．1 脅かされる子どもの権利

　わが国においては、危機に瀕した子育てや

r一どもの権利擁護について、政治やメディアと

もに、もっと議論を深めていく必要がある。

様々な現場で、子どもは軽んじられ、粗末に扱

われている状況がある、

　消費社会とメディアにより、子育ての現場と家

庭にも、市場原理とグローバル化が持ち込まれ

4．2 これからの課題

　権利擁護に関する歴史的経験が少なく、福

祉サービスは行政側から与えられるもの、とい

う意識がまだわが国には根強いと思われる、

差別や権利侵害があった時も、それを差別と

認識できず、組織としての改善意識も低いとい

う現実もある。

　成熟した人権意識を育てていくには、’f’ども

の権利擁護を強力に推進する組織的活動が不

可欠である，わが国でも注目されている、権利

擁護センターなどの活動は、kいにバックアッ

プしていく必要があるだろう＝但し、その活動

を渉的に擁護するために、権利擁護関連法の

ており、子どもを有害な情報や環境から守るこ

とは、「1にllに困難になっている現実がある一

｝どもにとっての利益は何か、成長に必要なこ

とは何か，社会が子どもの権利擁護を代弁し

ていくことが、子どもの未来の保障に繋がるの

ではないか一

整備など、課題は［［1rr｛みである、

　f一どもの権利擁護とは、私たち支援者が一

方的に子どもたちに授ける保護育成ではない，

私たち児童福祉従事者が、子どもたちの代弁

者となり、子どもたちの成長保障のプロセスに、

大いに活li］してもらうことである、

　成功と失敗を重ねながらも、成果を少しつ

つ積み」二げ、鋭敏な人権意識を養うに至った、

オーストラリアとニュージーランドの1童福祉に

学ぶ点は多いc我々児童福祉従事者の、日常

での小さな実践の積み重ねが種rとなり、いつ

か成熟した権利擁護に育つよう努力したい，
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Summary

第3節地域・家庭支援

1．オーストラリア、ニュージーランドにおける児童福祉、地域・

家庭支援

1．1 主流は地域支援型

　今回訪問したオーストラリア、ニュージーラン

ドどちらも児童福祉の中心は、子どもや家庭、

地域を含めた地域支援型であり、里親やグル

ープホームといった、個人や小規模集団による

コミュニティを巻き込んだ支援が主流で、施設

のような入所型支援は少数である。子どもを保

護・ケアする場合には、子どものみならず家

庭・地域まで視野にいれた支援を行う。つま

り、子どもの問題は家庭の問題、家庭の問題

は地域の問題、地域の問題は国の問題、と考

えられており、地域支援も家庭支援も国をあげ

て取り組んでいるのである。そして、その動き

は今後さらに強まりつつあると予想される。

　地域支援型の政策の基本には、家庭・地域

が協力して子育てを行い、児童が問題を起こ

した場合には、できる限りコミュニティの中でコ

ミュニティの力を借りながら更生させていくとい

1．2 文化理解

　両国の児童福祉に共通している事柄に文化

理解がある。オーストラリアにはアボリジニ、ニ

ュージーランドにはマオリという先住民がおり、

どちらも200年以上に渡って迫害を受けてきた

歴史がある。その結果、生活水準や教育レベ

ルの低さ・貧困といった問題から児童が問題を

起こしたり犯罪に関与する率の高さが社会問

題となっている。この問題解決のために、オー

ストラリアは州単位で、ニュージーランドは国レ

ベルで様々な取り組みを行ってきている。その

う考え方がある。そのために必要なサービス

やネットワークなどにも、最大限コミュニティの力

が生かされるようなものとなっている，

　施設のような入所型支援は、最終的にコミュ

ニティでのケアが無理であると判断された場

合にのみ行われる。それは、児童及びコミュ

ニティの安全が保障されないということであり、

触法行為・薬物・人格障害や精神障害のよう

な、かなり専門的なケアが要される場合であ

る。そのため、専門の訓練を受けたスタッフ

のもとで、かなり綿密なケアブランに基づいた

プログラムを受けることになっている。施設入

所型支援の大きな特徴として、家族は全く関わ

りを持たないというわけではなく、何かしらの

形でケアブランに参加するようになっているこ

とがあげられる。

際、両国に共通していた事として文化理解があ

げられる。歴史から目をそらさず、異文化であ

るアボリジニやマオリの文化を受け入れて理解

し、排除ではなく共生していこうとしたのであ

る。そして、この文化理解が国の政策にも大き

な影響を与えている。特にニュージーランドで

は、マオリの伝統的思考「子育ては家庭ととも

に、地域で行うものであり、親も同時に養育さ

れていくもの」が法律の理念にも取り人れられ

ている。今までの、子どもだけに絞った政策か
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ら地域支援型の政策への重要な役割を果たし

ている。文化を正面から受け止め、理解する

ということが、単に他者理解にとどまらず、よい

形で政策にまで生かしているという意味で、参

考にするべき事柄である。

2．　日本における児童福祉

2．1 主流は施設入所支援型

　両国とは対照的に、わが国の児童福祉の中

心は施設入所型支援である。つまり、児童を

保護し、家庭や地域から離し、施設で養育・

ケアするというものである。また、入所後の児

童の養育の過程に家族が参加することは、全

般的には少く、それも両国とは対照的である。

しかし、ここ数年、わが国でも入所児童の家

族再統合や施設の小規模化、里親政策の強化

といった動きが強くなってきており、政策に少

しずつ変化が生じてきている。流れとしては、

より個人や小規模グループでの養育とケアに

なりつつあり、それにともなってコミュニティの

活用や連携といったことがクローズアップされ

てきている。つまり、オーストラリアやニュージ

ー ランドの政策に近づきつつあるということで

ある。

　児童福祉施設は現在変革が求められてい

る。今までは「施設の社会化」という位置づけ

が多く、地域のニーズに基づいた子育てや在

宅福祉サービスは実施することが難しい状況で

あった。しかし、少子化問題への対策が国の

政策課題になったことから、施設が持つ子育て

の専門性が地域家庭の子育て支援に大きな役

割を果たす可能性が期待されるようになって来

ている。その代表的なものとして、子育て支援

短期利用事業（ショートステイ、トワイライトステ

イ）、都市家庭在宅支援事業（アドボケーター事

業）、虐待防止ホットライン24時間電話相談、組

織的な訪問援助指導、児童家庭支援センター

による取り組み、が徐々に行われており、今後

重要になると思われる。

2．2 日本における家庭支援

　日本における家庭問題は深刻である。家庭

崩壊、対人閲係の希薄化、不登校、引きこもり、

子育てに自信のない親の増加、虐待してしまう

親、地域の中から孤立する家庭…、例をあげて

もきりがないほどである。また、家庭をサポート

する体制も不十分である。核家族化や地域と

のつながりの希薄化によって、外から家庭が見

えない状況がより一願強くなっており、たとえ、問

題があると思われる家庭に対しても法的な問題

や地域の意識の低さなどから、諸外国に比べ

て踏み込むことが難しい現状も影響している。

子どもにも親にとっても住みにくい、生きにくい状

況が現実である。そのような状況にあるからこ

そ、早期発見・早期介入が必要であるが、その

取り組みはまだ十分とは言えない現状である。

この問題は急務の課題であり、オーストラリアや

ニュージーランドにおける取り組み、特に警察や

司法の早期介入の部分を参考にすべきである。
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2．3 日本における地域支援

　最近、ネットワークという言葉が多く聞かれる。

特に、地域におけるネットワーク作りについて日

本でも盛んに様々な取り組みが行われるように

なっている。これは、子どもに関する問題につ

いて取り組む際に、家庭に対する支援だけで

は限界があり、社会資源としての地域の活用が

改めて見直されているということである。

　ネットワークとしてあげられるものに、市町村

役場の福祉・教育・総務関係等の行政部門と、

市町村の社会福祉協議会、民生委員会、保育

■■
Summary

園、児童館、幼稚園、小・中学校、高校、大学、

臨床心理士、病院、医師会、保健所、児童養

護施設等の現場部門がある。この他にも問題

によって様々な機関が参加することになる。こ

のネットワーク作りについては、日本においても

ある程度認識され、定着しつつある。しかし、

あくまでも、任意で作られているものであり、法

的なバックアップはなく、必要な時に必ずでき

るとは限らない。ここが大きな課題といえる。

3．今、子どもたちのために何ができるのか

　ニュージーランドやオーストラリアと日本にお

ける地域・家庭支援について述べてきた。具

体的な政策面では国による違いはあるが、地

域の力を活用しながら子どもの問題に取り組

んでいこうという面では共通している。また、よ

り小規模な集団の中で子どもを保護・ケアして

いこうという部分も共通している。では、日本と

両国における違いは何だろうと考えると、「文

化」に対する考え方や取り組み方の違いが頭

に浮かんだ。

　両国では文化や宗教の問題が地域・家庭支

援において大きな問題であり、表面化されやす

い問題でもある。日本では、文化や宗教といっ

た問題は、あまり表面化していないが、目に見え

る形で問題提起されることが少ないだけで、問

題がないわけではない。そこには、「問題に正

面から向き合わず、解決を先送りする」といった

わが国独特の手法も影響しているようである。

　私たちもオーストラリア・ニュージーランド両

国の文化理解の精神を学び、子どもや親、さら

には地域ぐるみで助け合う気持ちをもっと持つ

ことが必要である。文化の違いがあっても、お

互いを尊重し理解していこうとする両国の姿勢

から学ぷべきことはたくさんある。相手の文化

や思想を理解しようとすることは他者理解であ

り、そこには相手を思いやる気持ちや異なるも

のを認め、受け入れる懐の深さが生まれるの

である。そのような環境の中で子どもは育ち、

家庭も地域も育っていく。まさにマオリの「子育

ては地域の中で取り組むものであり、親もその

中で養育される」という思想そのものである。

　子どもを援助する援助者には何が必要で、

子どものために何ができるのだろうか。ただ真

撃に子どもの声に耳を傾け、彼らが生きている

日常世界を知ろうとする努力だけでよいのだろ

うか。子どもの世界はある意味では異文化世

界とも言える。その理解のためには、単に子ど

もについてだけではなく、自分自身についても

よく振り返り、見つめ直すことも必要である。も

ちろん、それだけで・卜分ではなく、子どもと子

どもが生きてきた家庭や地域についても、子ど

もと同じように理解しようとする努力が必要で
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ある。つまり、支援を必要とする人のために、

援助者は相手を理解しようとする気持ちと気遣

いの積み重ねが必要なのだと、改めて感じた。

子どもにとって、親にとって、そして、家庭や地

域全体にとって本当に必要な支援とは何かと

いうことをよく理解し、実践を繰り返していかな

ければならない。

r－　”－コロ－’－”－－”－r　－”－ロづ　ロ”－－ロ”－ロ－－－－テロ－－ロ－－ロ　ロ－　－ロ－　－－－－－　　ロ－－－－－　－－－－－－　－ほ－ロコら　ド　ペ－Jロ　ロT

　【引用文献】◆「O＆A子ども虐祷聞題を知るための基礎知浪」　ill＊曽　宏
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第4節サービスと治療

～ オーストラリア・ニュージーランドにおけるサービスと治療に学ぶ～

1．　サービス・治療の考え方

（1）地域・文化に根ざしたサービス

　第3節で述べたように、地域・文化に根ざし

たサービスが当然のように展開されている。子

どもやその家族は必要以上に地域を離れたり、

家族と離れてサービスを受けるのではなく、こ

れまでの生活基盤が出来るだけ尊重され、そ

の上で必要なサービスを受けることが出来る。

このことは、子どもや家族を支援していく．1二で、

とても重要である。

（2）地域・文化に根ざしたサービス

　子どもや家族が必要としているサービスや治

療のメニューが、多様に用意されており、その

必要性により様々なサービスを組み合わせて

受けることが出来る。子どもに対するサービス

と保護者に対するサービスが同一機関の別な

場所で同時に受けることが可能であるため、利

用者側にとっても時間的、精神的なロスが少な

い。また、機関同士の連携もスムーズで、効率

的である。

（3）子どもと家族が主体的に利用しながら

　最善の利益の追求

　どんな場合にも、利用者が主体的に関わる

事が保障されている。そのことが子どもの最善

の利益に直結している。
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2．特徴

（1）早期介入

　早期介入は最大の予防と考え、積極的に介

入する姿勢がさまざまなところで見受けられた。

特に「ファミリーファースト」事業に力を入れて

いるNSW州の取り組みは印象深い。

（2）正確なアセスメントとケースマネージメント

　「アングリケア」や「バーナードス」などの民間

の児童福祉機関に見られるように、政府の用

意したアセスメントのためのフレームワークの他

に、独自に研究し、検証したアセスメントツール

を開発しているなど、アセスメントに関する取り

組みが浸透していた。また、それに基づきケー

スマネージメントを行い、必要なサービスを提供

し、あるいは創り出しているということが、非常

に印象的であった。

　また、ゲートハウスセンターのような専門的な

治療機関が設置され、他の機関の相談を受け

るなど中核的な機能を果たしている。こうした

ことが各方面でより専門的な対応を可能にして

いると考えられる。

（3）継続した援助

　地域に根ざしたサービスが多様に展開され

ていることは、その子どもや家族が年齢や状況

に左右されず、継続的に援助を受けることを可

能にしている。

（4）確実な理論と高度な専門性

　確実な理論をもとに高度な専門性を発揮す

るために、大学等の研究教育機関との協力や

人材の開発に積極的に取り組んでいる白

■P
Summary

（5）厳密な検証

　専門性の確立と維持のための厳密な検証

が、サービスを実際にはじめる前から絶えず行

われている。無駄な労力を減らし、最短で最

大の効果を生み出すために必要な作業となっ

ている。どの機関も、調査研究を独自に行うこ

とが出来る力を備えている。また、そうするこ

とで次の事業の予算獲得やその後の展開が可

能となる。

（6）柔軟性と効率性

　検証作業の結果、効果が薄いとわかった事

業は中止され、より効果のある事業の創出に予

算とエネルギーが使われる。アセスメントの実

施と厳密な検証作業により、決断のための信

頼できる材料が用意されている。効果的に予

算が配分され、子どもや家族の最善の利益が

より保障されることにつながっている。

（7）民間活力の利用

　政府は予算を効果的に配置するために、民

間機関が十分に活用されるようなシステムをと

っている。民間機関もそうしたシステムの中で

最大の効果を生み出し、自らの存在価値の向

上に努力をしている。

（8）迅速な対応

　必要と思われるサービス・治療に関して、政

府も民間機関も短期間に決断し実行できる力

を持っている。DoCSのように到達目標を具体

的に示すことで、わかりやすく迅速な対応が可

能になる。
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3 日本におけるサービス・治療の現状と課題

〔1）施設中心のサービス・治療

　日本の児童福祉は、戦後の浮浪児対策を基

盤に発展してきた経緯があり、保護収容の色彩

が強く残ったものとなっていた。近年ようやく

「保護」から「自立支援」に考え方の基本を変え

たが、依然として施設中心に展開されている状

況がある。また、オーストラリア、ニュージーラ

ンドともに施設ではなく、家庭から離れるのは

最小限に、それでもやむをえない場合には地

域の中のフtスターケアが子どもたちをささえる

ことが基盤となっている。ここが日本との大きな

違いのひとつである。そして施設の存在は、よ

り専門的な治療施設に限定されており、その

充実も子どものニーズにあわせて展開されてい

た。ただし、ケアの連続性という点では、ボラ

ンタリィに頼るフtスターケアより、日本の施設ケ

アのほうが保たれるのではないかということも

感じた。

　遅ればせながら、日本においても社会的養護

のあり方について検討が行われ、その体系の

見直しが必要との認識は示されたようである。

しかし、依然として施設種別、各施設ごとに事

業が展開しているのが実状である。日本の「施

設」がこれまでに果たしてきた役割が大きいこ

とは誰もが認めるところであるし、．・・方でここ

数年、充実の方向に動き出した里親制度が、日

本では他の先進国ほど発展しないのではない

かという見方もある。人的配置も含めた児童福

祉施設最低基準の見直しをはじめ、まさに今、

日本の今後の児童福祉サービスのあ1）方その

ものが問われる転換期にきているといえるe

　また、被虐待児童への対応や治療を必要と

する子どもへの対応も、日本においては非常に

課題が山済みであるといわざるを得ない。特に

オーストラリア、ニュージーランドともに、地域で

抱えることのできない深刻な問題を抱えた子ど

もたちへのサービスが新たに次々と展開されて

いる様子は、これからの日本の児童福祉の方

向性に重要な示唆を与えてくれるものであると

思われる。

（2）サービスの選択肢の少なさ

　施設中心の児童福祉であることから、子ども

のケアの選択肢が限られていることも日本の児

童福祉の貧困さを示しているといえる。現状で

は施設機能に家庭支援や里親支援などさまざ

まな機能を付与させて、施設が地域の支援の

中心になるような方向で進んでいるようだが、子

どもの必要性に見合った選択肢が用意される

ようになるためには、施設という枠組みを離れて

さまざまなサービスが展開される必要がある。

（3）十分なアセスメントとケースマネージメント

　両国ともに、多様なサービスを可能にさせる

もうひとつの要因は、十分なアセスメントとケー

スマネージメントにあると強く感じた。そのため

には方法論の確立と、高い専門性が不可欠で

ある。日本では児童相談所、施設ともにそうし

た専門性の確保には大きな課題が残り、それ

を早期に修正してゆくことが急務である。



（4）治療への対応の遅れ

　ゲートハウスセンターのような虐待専門のアセ

スメント及び治療機関は現在の日本ではまだな

い。虐待と子どものメンタルヘルスの問題、ひい

ては大人になってからの重篤な人格への影響

を考えると、ぜひll本にそうした機関が作られ

ることが望まれる，医療と福祉との高度な連携

のひとつの形であろう。

　また、現イ｝iのn本では、虐待を受けた子ども

たちの受けilllとなっている児童養護施設はそ

もそも治療的施設ではないのにそうした役割を

負っている状況がある。また、治療的施設とし

て情緒障害児短期治療施設や児竜自立支援施

設があるものの、その数や治療方法の確立に

ついては十分とはいえない／；子どもの養育とメ

ンタルヘルスの問題についての対応の遅れを

取り戻すような抜本的改革が強く望まれる、

■ Summary

（5）行政主導の施策の問題

　H本では、施策は行政が立てるもの、f算は

政府が出すものという認識が強い．しかしオー

ストラリア、ニュージーランド両国とも、施策その

ものに民閲機関が及ぼす影響力が大きく、ま

た、民間機関も行政に頼らず独自に資金獲得

するなど、官民とも絶え問ないII」己努力を行っ

ている、施策により改革をすすめることももちろ

んであるが、施策に影響hをもつ民間団体が

増えることが望まれる。また、行政はそうした

民間の活力を引き出すような魅力的な施策を

展開していくことが今以Lに求められる。そう

して官民とも、y一どもの最善の利益という同じ

1．1標に向かってそれぞれの努力を惜しまない

ことが理想なのではないだろうか、
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第5節行動宣言「少しずつ、自分ひとりから」

～第29回資生堂児童福祉海外研修団から、みなさんへ～

私達はオーストラリア（AUS）とニュージーランド（NZ）の児童福祉を見た

　AUS、！zにおいては、前章までの各項各節

報告の通り、本研修テーマである「地域社会を

巻き込んだ家庭支援」の様々な実態が多岐に

わたり存在した。残念ながらそれらはわが国よ

り充実したものであったように各団員が感じた。

　異文化溢れるAUS、　NZの児童福祉を確か

に、私たちは見た、聞いた、学んだ。

　さあ、今日から、また明日から、私たちには何

ができるのか？

ll！！lll211i

　たしかにすべてを直ちに実現するのは難し

い。国情も文化も全く違う。だからといって、そ

のままにしていていいのだろうか。

　実は、行っている仕事、つまり実践している

事はわが国と違う、異なる形態があるだけで目

的、目標は同一・方向を指しているのである。そ

れならば、2つの国から学んできたもののうち、

ノウハウでも精神でも何かを少しずつ、出来る

ことをたったいまから、自分ひとりでも、実行し

てゆく。そうすれば、最終的には両国の先進的

な実践により近づき、子どもと家族の幸福実現

のための福祉に貢献してゆくことは可能で、そ

れこそが我々の使命（missionミッション）ではな

いかと考える。そして、その方法は大きく2つあ

ると考えた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．　　　　コ
1つ。行動の志向性。『自立でき、社会に貢献できる子どもを育てる』

　1つ目として、真に自立できる子どもを育てる

ため、子どもとの共有意識を踏まえた相互理

解、機会の提供を目指し、行動を続けていくこ

とである。

「あなたは“親に虐げられた経験“があります

か？」

　オーストラリアからとくに学んだ例は“クリエ

イト【における、インケア体験者による自分の体

験や思い出を語ること、更にワーカーとして働

くことにより、現にケアを受けているものに対し

ての福祉サービス向上への還元、還流である。

　私たち子どもの福祉に関わる者は、子ども

のことを理解することが必要であるが本当に子

どもたちのことを理解し、自立のための機会な

どを提供しているだろうか。例えば、本当の痛

みというのは当事者、経験者でないとなかなか

理解することが出来ないものである。従って、

心からその人の立場に立ってこそ得られるだ

ろう、そうした共有感から生まれた支援こそが

必要ではないのだろうか。思いやりという行動

が活字上の観念的な概念でなく、困っている人

が本当に望んでいることに手を差し伸べるとい

った、個人の自立を促す、身体を伴う実践的行
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動が必要ではないのだろうか。

　ニュージーランドからは、特に“ファミリーセン

ター”において、匂ジャストセラピー”に見られる、

問題の背景に深く迫ったアプローチである。所

感にも述べられていたが「その人の育ってきた

文化や歴史を大切にすること、それを理解し受

け入れることから、真の大切な関係がスタート

する」。これは何も多民族国家だけの問題では

■ Summary

なく、それぞれ成育歴が千差万別に違う人閥

社会、例えば施設の職員閥にでも、どこにでも

当てはまり、相互理解の第一一歩としてきわめて

大切なことである。そうした小さな理解が大き

なネットワークにつながり、子どもと家族、更に

社会にとっての幸福実現に、一歩でも二歩でも

前進することにつながるのでないだろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
1つ。理念、志の共有化。『貢献できる存在としての私たち』

　2つ目としては子どものために行っている、実

践と環境について決して自己満足に陥り、慢心

することなく、H々検証を行い進化させ、理念と

志を多くの人々と共有することである。

　検証するためには、自問自答し、他者からの

評価に素直に耳を傾けられようになることであ

る。子どもが成長するための機会、環境を提供

しているだろうか？自分たちの都合に合わせて

いないだろうか？子どもが問題を起こしたとき、

私たちはついつい子どもだけが問題であるか

のように思っていないだろうか？

　例えば、昨今の学力低下論争をきっかけに、

了」どもの学力、学校に対して関心が高まってい

る。その教育界において子どもが学力を身に

つけられないのは、子ども自身に問題があると

しても、学校の運営も含めた教師の授業が退

屈、またはつまらないことにこそ問題があると

語られることが、日本においても、．卜分説得力

を持つようになってきている。このことは私たち

にも該当するのではないか。

　進化するためには、自分からの発信力を高め

ていくことである。

　例え自分ではよい実践であると思っても、他

者または“よのなか”に理解されなければ、賛

同者は集まらず、社会的な大きなうねりへと変

化はしないであろう。それは子どもにとっては、

間接的に不利益となるに違いない。自己理解

から他者理解へ向け、異業種の人にも一般の

方々にも伝わる言葉を駆使できるよう、確かな

日本語力を基盤としたコミュニケーション技術向

上のため言語能力を鍛える努力を日々怠らな

いことが大切である。

［ill！illillll｛li！llll］！il

　両国から学んだことを継続実践し、その賛同

者を大きなネットワークに変えることが、社会を

進化させるのだと思う。

　情報収集の基本は人に会って話を聞き、資

料を読み込み、自分で考えることである。それ

に加えて、私たち団員は行動していきたいと考

えている。羨望するだけでなく、これらのことを

発信することが、資生堂海外研修の成果につ

ながり、それが子供達の幸福実現になると確

信しながら。
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　　　　　コーデ’tネーター記

オーストラリア・ニュージーランド研修での中心軸

菊池幸工（トロント在住）

　オーストラリア・ニュージーランド研修の手配は、

ユニークな取り組みを探すことでした。日本の児童

福祉改善に役立つアイデアを探すのが、私の使命だ

ったのです。

　オーストラリアで見つけたユニークな取り組みの

一つは、今回訪問した「クリエイト」でした。ここは、

ケアを受けている若者達自身が、大人の援助を得な

がらも、自分たちの努力で将来の日立を相互支援す

る機関ですが、注日すべきは、プログラムの運営だ

けではなく、機関の経営に関わる意思決定プロセス

にもケアを受けている、もしくは、かつてケアを受け

ていた若者自身が必ず参加することが規約で明記さ

れていることです。

　施設やグループホーム、里親などのもとで人生を

過ごさなければならない子ども達も、いずれ成長し

て自立していきます。その時の為の準備は、ケアを

する側の社会が提供する必要がありますが、人人た

ちは親から虐待され、ネグレクトされ、結局親から引

き離されて施設やグループホーム、里親で暮らす子

ども達の気持ちをどこまで理解できるでしょうか。ど

こまで彼らの経験や感情を共有できるでしょうか。残

念ながら、彼らを本当に理解できるのは、同じ経験

をしたケアの子ども達だけでしょう。彼らが、親や

社会から受けた傷を癒し、立派にそして幸せに成長

し白立して行くためにはいったい何が必要なのか、

今ケアの子ども達が必要なものはなにか、どのよう

にすればそれが満たされるか等の本質的な問いに対

する答えは、ケアを受けている彼ら白身が．一・番よく

知っているでしょう。だからこそ、彼らの真の自立を

実現するには、彼ら自身がそれに取り組めるような

援助を大人が、社会が、政府が行うべきなのです。

「クリエイト」は、まさにこれを実行している機関で

、－
V
1

▲通駅している菊池氏
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す。ここでは、子どもの権利擁護のための代弁も行

いますが、ぜひ日本でもこのような機関と制度を実現

させてほしいものです。ケアにいる若者をエンパワ

ーする絶好の方法だと思います。

　一方、ニュージーランドでの目玉は、「ジャストセラ

ピー」でした。これは、社会正義を実現することで、

社会的問題を引き起こす人たちを救済すると言う考

え方です。具体的には、貧困や差別などが原因で子

どもを虐待してしまったり、精神的な病気にかかっ

て子どもの面倒が見られなかったりする場合に、単

にケースに対応する対症療法だけではなく、貧困や

差別を引き起こしている社会の仕組みや法的な制

度、政治にまで活動が及びます。すなわち、虐待を

引き起こした根本原因が親の経済的理由すなわち貧

困だとすれば、親がこの貧困状態から抜け出さない

限り、子どもは家庭に戻る可能性が殆どないことに

なります。このような問題は、先住民族であるマオリ

に多く見られるのですが、この貧困は、実は社会的

差別が原因となっています。これはなにもニュージ

ー ランドに限らず、先住民問題を抱える国は世界的

に同じような状況を呈しています。

　この「ジャストセラピー」の考え方のすばらしいと

ころは、問題を単に個別のケースとして捉えるので

なく、社会のシステムまで遡ってこれを根本から変え

ようとするところにあります。

　日本で抱える児童福祉問題における解決の糸口

を、ここに紹介した制度や考え方を参考に探し出し、

実行に向けて動き出さんことを祈ります。

　最後に、今回の研修での出会いはどれも感動に満

ちていて、一生忘れられないものとなりました。この

研修に熱心に取り組んでくださった団員の皆さんと

資生堂財団の方々に心から感謝します。
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皆さんとお会いして

　9月の良く晴れた初夏を思わせる午後、シドニーのホ

テルで藤野先生に再会した。ちょっと白髪頭が目立つ

先生を見てなつかしいあの頃を思い出した。嬉しか

った。まさかオーストラリアの空の下先生に会えようと

は想いもしなかったから。「よう。」と手を上げるいつも

の仕種は昔のままで、なつかしさで一杯になる。

　私は小学校3年生頃から高校を卒業するまで、鳥取

こども学園という養護施設で生活をしていた。藤野先

生はそこの保父さんだ。その後縁があり夫と出会い国

際結婚をし、今では14才・10才・9才の子どもと5人で

才一ストラリアに住んでいる。藤野先生が、資生堂児

童福祉海外研修団の団長で才一ストラリアに来られる

というので、家族で先生に会いに来たのだった。夕食

を一緒にとさそわれて、他の団員の皆様にもお会いす

ることになった。会食をしながら、皆さんの子ども達に

対する熱心な会話を聞き、今でも良い先生は沢山い

るのだなと感じ、何だかとても安心した。近頃の子ど

も達の問題は昔と随分変っている様にうかがった。

　私の場合は両親がいなかったため親戚の所から、

養護施設に入る事になった。その時、私は「捨てられ

た」と思い、心が痛んだ。それでも、こども学園での

生活の中で、日に日に「私は案外幸せな人間かもしれ

き≡≡冒i

泌

墾
工

で

三
塵

　　　　　　ユミコ・ジョーンズ（シドニー在住）

ない」と思える様になっていた。それは、すばらしい

保母さんに出会えたことが大きな要因だろうと思う。

　私が入ったホームには女の子が10人ぐらい生活し

ていた。保母さんはとても優しく「お母さんとはこん

な人のことをいうのだろう」と思った。いつもお菓子

を作ってくれた。私にとって家庭の味だ。普段は炊

事のおばさんが食事を作ってくれているのだが、誰

かの祝いごとの日や、桜の季節のお花見、クリスマス

など、先生の手作りの豪華な食事がテーブルをうめ

た。ふとんカパーはいつも糊付けされていて、ちょ

っとバリバリないいにおいがして私の心を幸福にし

てくれた。褒められたことはあっても、出来ないこと

を叱られたことは一度もなかった。

　藤野先生ご一家は私達のホームの隣に住んでい

て、よく姿を見せられた。中学高校生ともなると男女

間わず行儀が悪くなるのか、「コラー」と藤野先生が

誰かをおっかける姿を良く目にした。私も時々厳し

く叱られたがそれでもイヤな気持ちになったことは

なかった。「ガンコおやじ」という感じで、「父親とは

こういうものか」と思った。先生方の愛情を感じて育

った私の学園生活は幸福だった。

　会食の後家族そろって帰宅し、お会いした団員の皆

さんの子ども達に対する真剣な「想い」を思い起こし、

社会が変わり、それに対して出来た大きなミゾが今の

施設入所児童である以上、勿論、保母さん保父さん一

個人の努力や愛情で彼らを支え続けられるだろうが、

社会や図が日本の子ども達のために、児童福祉施設

職員をもっともっと支援してほしい、と祈らずにはいら

れなかった。

▲ユミコ・ジョーンズ家と口野団長
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第29回海外研修　訪問施設及び関係機関リスト

ニューサうスウェニ万云朔コミュニティ＝i二C云「

NSW　Department　of　Community　Services｛DoCS｝．

4・6　CavM　Ave．　Ashfield　NSVV　2131　AustraUa

Phone　O2・971（L2222　Fax　O2・971｛｝2999

URL　httpV／www．community．nsw．gov．au

「lliiiFコ（：＝llES；t
vztF77－r－7g－

．Create　Foundation．

PO　Box・　313．　Strawberry　HMs　NSW　eO10

Austra］ja

Phone　Ol93104841　Fax　O2－931（P3906

URL　httpV／www．createorgau

ブァミリーズファースト
‘
1
．

FamiIies　First

GPO　box　5341　Sydney　NSW　Australia

Phone　OZ9228・51aS　Fax　O2∋922＆4120

URL　httpV／www」』amiliesf　rrstnsw．gov3u

尾どもの養繭1務所

The’Childrents・Gurdian

Level　6，10　Smith　St　Parramatta　NSW　2150

Austra∬a

Phone　OZ9025－4200　Fax　O2・9025－4299

UR工http：／ノwww．kidsgurdiarLnsw．gov．au

i！RMMIIN，’，’，一一ny
簡SOCia目on　OfChild撤s　Welfa陀Agenc19s（ACWA｝．

Locked　Bag　13　Haymarket　Post　Of丘ce　NSW

1240Australia

Phone　O2－92818822　Fax　OZ9281－8827

URL　httpン／www．acwa．asnau

Yo［tth　Otf　The．St陀奄ts

7牛98　Kenyons　Road　Merrylands　NSW　2160

Austra∬a

Phone　O2－9721－5700　Fax　OZ9721｛略59

URL　ht句：／／www．youthoffthestreets．comau

r＝ユーサウスウェールズコミッシ三i二一　　　一1

NSW　Commission勧℃揃ldren＆young　peopl．e

level　2，407　Elizabeth　St　Surry　H田s　NSW　ftO10

AustraUa

Phone　O1928〔F7276　Fax　O2S286－7267

URL　httpノ／www．kidsJisw．gov．au

NatiOnel　ChUdrenls　and　Youth　Law．Centr白

32Botany　Street，　Randwick　NSW　2052

Australia

Phone　O2・939＆7370　Fax　OZ939＆7416

URL　httpシ／www』awst・ufforg．au

Betty　Street・ViCtofa’　’

1Berry　Stree輻East　Melbounle，　Victoria　3002

Australia

Phone　O3・942｛レ9266　Fax　O39429－5160

URL　httpソ／www．berrystreetorgmu
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MacKillop　Family　Senvices｛Northem　Services）

155Mdbourne　Avenue　Glenroy　Victoria　3046

Aust曲
Phoロe　O3－8311－4555　Fax　O39306－5950

URL　httpシ／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．ゲートハウス児童虐待専門センター

Gatehouse　Centre　（For　The　Assessment　and

Treatment　of　Child　Abuse｝

Royal　Children，s　Hospital

5th　Floor，　South　East　Building，　Flemington

Road，　ParkVille　Victoria　3052　Austra∬a

Phone　O39345－6391　Fax　O393456453

URL　http：／／

lllY5！F，1，｛lesY1’”’M”’

Anglima　W　iCtoria　for　Famities，　Youth＆Children

12　Batman　Street　West　MelbOurne，　Victoria

3003A．ustraUa

Phone　e393216133　Fax　O39326・6169

URL　httpシ／www．angUcarevicρrg　au

ニュージーランド児童・青少年・家庭サービス局

Department　of　Child，　YoUth　and　Family　Services

of　Govemment　of　NZ

Leve14，　Bowen　State　Bouding，　Bowen　Street

Weltingto耽　New　Zea！and

Phone　O4－91＆9100　Fax《）4」91＆9299

URL　http：〃www．cyfgoΨLnz
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エプーニレジデンシャルセンター

Epuni　Care　and　Protection　Residential　Centre

441　riverside　Drive　Lower　Hutt．　Wellington，

New　Zealand

Phone（ト4・913S670　Fax　O4・567LOO74

URL　httpV／www．cyf．govtnz

忙ラァミリーセンター　　　　　一一一『一一一一一一一1

The　Family　Cenh冶，　Anglicari　Social　Services　H．V．　bc

71　Woburn　Road，　Lower　HutL　Aotearoa／

New　Zealand

　Phone　O4・5697112　Fax　O4－5697323

URL　httpV／

パーナード．ズチショナルオフィス

Bamardos，　Nationat　OWtce

85－87　Ghuznee　Street，　WeMngton．　New　Zealand

Phone〔）4－385i7560　Fax（b4－38fNS707

URL　h廿pノ／www．barnardos．orgnz

OMce　of　the　Commissioner　for　Children

12th　Floor　86－00　La【nbt帆We田ngto孔

New　Zealand

Phone　O4471・1410　Fax　O4471－1418

URL　httpン／www．㏄ωrg』z
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第29回海外研修　入手資料リスト

’ニュrサうスウェールズ州コミュニティーサービズ省

　　・DoCS　a　blueprint　for　change

　　・200i・2002　DoCS　annual　report（CD）

　　・Corporate　Dhrections　2003／2004

NSW　DQPartment　of　Community　Services（DOCS）

ファミリーズファースト　Fatnities．first

　　・家族第一プログラム概要

1子どもの後見人The　Chi｜dren‘s　Guardian

　　　・2001－2002　annual　report

．児童福祉機関協会．．Ass㏄iation　of　Chi｜drens　Welfi鵬AgenciesいCW旬．

　　・2001・2002annual　report

　　’current　research　in　clUld　andらmily　welfare

　　・Unhappy　Endings　Placement　disruption　i皿longterm　fbster　care

　　・The　Cost　of　Caring：Executive　Su皿mary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（by　THE　UNIVERSITY　OF　NEW　SOUTH　WALES｝

三ユーサウズウ宝一ルズコミッε已杉．

　　・Feedback　2002

　　・Kids‘Report

「N§卿6㎞mission　fO「Children＆Ybung三Pbc）ple

．． ベリーストリートピクトリア　B白rry　＄treet　V総tOda

　　・take　two　lntenSive　Therapeutic　Service

で翠百ップラァミリーサ」ビス北支部

　　・2001－2002annual　report

MacKillop　Family　Services｛Northem　Service司

1アング肪㌃ア睦菊トiり蓼一A㎏1嚥望繭一撫楓㎞哩き輪．剛購Ch‖d励、

　　　・2001・2002annual　report

　　　・Services　Practice　Manua1（2000年9月作成）

1

ニュ三をランド児童・青少年・家族サービス局D臼p餉ment　of　Child，　Youm　and　Family．SeMces．of　Gowm叩朗t　of梶．

　　・ニュージーランド児童・青少年家族サービス局概要

　　・mental　health　problems（a　gUide　f｛）r　ch∬d，　youdl　and　family　staff）

　　・code　of　practice（fbr　Residential　Service｝

バーナードズナショ曳Φオフイス　BarnaardOSi　National　O　be．

　　・バーナードスナショナルオフィス紹介CD
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第29回資生堂児童福祉海外研修派遣団員名簿

氏名 〒 獺〔端 種　別

鳥取県鳥取市立川町5417
団　長 藤野　興一 680－0061 鳥取こども学園 児童養護施設

TEL：0857－224206　FAX：0857・23」〕242

東京都葛飾区東四つ木1・12・17

団　員 麻生　信也 124－00】4 共生会希望の家 児童養護施設
TEL：03・36964）252　FAX：0＄369《輪0272

宮城県気仙沼市舘山2’2’32

団　員 小野寺君夫 988－0076 旭が丘学園 児童養護施設

TEL：022（ト22刀135　FAX：0226・24・8835

東京都青梅市友田町2・714－1

団　員 川上　次郎 198－0051 東京恵明学園児童部 児童養護施設

TEL：042＆23イ〕241　FAX：042各21－2345

鹿児島県川辺郡知覧町東別府20707
団　員 川崎　誠吾 897－0304 知覧児童学園 児童養護施設

TEL：0993・85・3002　FAX：0993路3886

奈良県生駒市元町2－14ぶ

団　員 中尾　智子 630－0257 愛染寮 児童養護施設

TEL：0743・74－1172　FAX：074｝741911

埼玉県羽生市上岩瀬370
団　員 浜本　慶浩 348－0044 あゆみ学園 児並養護施設

TEL：04＆562－1221　FAX：04＆562－1370

兵庫県神戸市垂水区塩屋町梅木谷720
団　員 東田奈央美 655－0872 神戸少年の町 児童養護施設

TEL：07＆751・2222　FAX：07＆751－3230

神奈川県綾瀬市吉岡2380・2

団　員 小幡　律子 252－1124 ドルカスベビーホーム 乳児院

TEL：0467・78－1054　FAX：0467・70・3827

東京都港区南麻布5－1・20

団　貝 松井　智子 106－0047 麻布乳児院 乳児院

TEL：0＆34465361　FAX：03・344＆1419

埼玉県さいたま市緑区大門1030
団　員 相澤　孝予 336－0963 国立武蔵野学院 児童自立支援施設

TEL：04887＆1260　FAX：048名7＆12・U

団　員 上里久美子 732－0052

広島県広島市東区光町2・15－55

広島市こども療育センター愛育園

TEL：082－26＆0683　FAX：082・26H）545

情緒障害児

短期治療施設

団　員 西山　秀則 020－0102

岩手県盛岡市上田松屋敷11・20

ことりさわ学園
情緒障害児

TEL：0ハ9・662・5257　FAX：019－663・2606 短期治療施設

池田マリ子 東京都中央区銀座7与5
事務局 ▼ 104－0061 資生堂社会福祉事業財団 事務局

111下　茂喜 TEL：03・3574－7408　FAX：03・3289」）314
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧
蹴昧二　一ニー　一　一一一

　　　　　　　研藤先’　　1 　　　一一鴫檀順鋤l　　T．．一 蓼田鋤 「　　　一　　棚糊勾蜜　　　　　　　‘

第1回
（1972）

ヨーロツパ（含北欧） 養・保・児（5） 28 海外福祉事情視察

第2回
（1973）

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

第3回
（1974）

ヨーロッパ〔含北欧｝ 養（23） 22
ヨーロッパ6力国での児童福祉事情視察

第4回
（1975）

ヨーロッパ（含北欧） 養・教（25） 22
ヨーロッパ5力国での児童福祉事情視察

第5回
（1976）

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

第6回
（1977）

アメリカ 養・母（26） 幽 養護施設及び母親制度、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施設活動

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、地域社会閲係

第10回
（1982）

アメリカ・カナダ 養（18） 17 アメリかカナダの要養護児童に対する居住型施設の
形態及び機能についての調査研究

第11回
（1984）

オーストラリア（含タスマニア〕 養（15） 15 児童養護のネットワークづくり

第12回
（1985）

ヨーロッパ（3力国） 養（15） 15 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1廻
（1987）

アメリカ 養・教（］の 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
非行傾向を示す児童の処遇問題～ファミリープログラムを含めて～

第16回
（1989）

オーストラリア
養・教・情・母・

　　精（】7）
15

児童福祉施設と地域社会とのかかわり方について

第17回
（1990）

オーストラリア
養・教・情・母・

　　精（17）
15

地域社会での児童福祉の在り方を探る

第18回
（1991）

ヨーロッパ
養・教・情・母・

　　精（23）
15

児童の権利と児竜養護活動

第19回
（王992）

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）

アメリカ・カナダ
養・教・情・母・

乳・精・肢（25）
15 家庭と子どもの権利を考える

第21回
（1994）

アメリカ
養・教・情・母・

　　肢（13）
15

子どもの権利と家庭への支援について

第22回
（1995）

ヨーロッパ（含北欧）
養教・情・母・
　　乳（12）

14
児童の最善の利益について

第23回
（1996）

才一ストラリア・ニュージーランド
養・教・情母・
　　乳（17）

ll
日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る

第24回
（1997）

イギリス
養・教・情・母・

　　乳（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

第26回
（1999）

カナダ
養・自立・情・

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
（2㎜）

カナダ
養母・児家・

自援・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）
15

里親制度と被虐待児への対応

第29回
（2003）

才一ストラリア・ニュージーランド
養・乳・自立・情

　　（15）
14

地域社会を巻き込んだ家族支援
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　編集後記にあたり、最初に、この研修にかかわられた方々に心より感謝申し上げます。お陰をもちまし

てオーストラリア、ニュージーランドでの2週閤の海外研修を無事に終えることができました。

　帰国後団員からは、「サービスを必要としているところへ出向いてサービスを提供するような仕組みを

作りたい」「虐待問題では早期介入、早期教育が必要だと感じた」「従事者への支援が充実していてうらや

ましかった」「わが国でも子育てにはさまざまな社会的援助が必要だという認識が一般化するといいので

はないか」「各組織、各施設が広報活動に工夫を凝らしていたのが印象的だった」「子どもたちが置かれて

いる状況（虐待問題など）は日本と同じだった」「制度や仕組みで常に子どもが中心に据えられていると

感じた」など思いおもいの意見を述べあいました。

　これらの素直な想いを、児童福祉の現場で働く方や関係者の方など、より多くの人に伝えるべく編集作

業に取り組みました。リーダーとしての役割を担い編集作業を進めてくれた人、豊かなアイデアと確実な

行動力で力を発揮してくれた人など、各編集委員の意欲と情熱そして団員の励ましや協力で報告書が完成

しました．）

　最後になりましたが、永年にわたり児童福祉従事者に海外研修の道を提供して下さっている資生堂社会

福祉事業財団。準備の段階から研修中、報告書の作成にいたるまで細部にわたっての心配りと適切なアド

バイスをして下さった事務局の池田さんと111下さん。20年前のオーストラリアとの比較に基づいた将来展

望のお話や、我々が実践すべき方向性を示して下さった団長の藤野先生。浅学な我々のために、訪問地の

児童福祉行政の仕組み、サービスを提供している機関、児童の権利擁護の仕組みなどが体系的に学べるよ

うに配慮されたコーディネートと、丁寧な通訳をなさって下さった通訳兼コーディネーターの菊池さん。

そして複雑な問題を抱えて入所してくる子どもたちと、その対応におわれる施設の状態から、この頃では

「野戦病院」とまでいわれる多忙な現場から我々を送り出してくれた施設の皆さま、本当にありがとうご

ざいました。

　この報告書が、読んで．下さった人の心に強い印象を与えることができ、さらには児童福祉に対する理解

の一助になることを祈って結びといたします。

（編集委員　麻生信也）

101



第29回（2003年度）資生堂児童福祉海外研修報告書

発　行

印　刷

2（XXO4年3月31日

財団法人　資生堂社会福祉事業財団

〒104－0061東京都中央区銀座7－5－5

資生堂開発株式会社グラフイツクアーツ部

〒104－0061東京都中央区銀座7－5－5



」

＼L

＼
’

＼
　　　　x．

1

＼

一

＼

ノ
．▲＿一一一

　　　　ダ

．〆

資生堂社会福祉事翼財団

＼

へ
　　　L．

＼

ー
　
　
　

1
　
　
－

　
　
　
　
1

1


