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第3回ヨーロッパ社会福祉研修団

団　　　長　　　報　　　告

団長岩　佐　喜　久　枝

　資生堂社会福祉事業財団では，昭和49年度事業の一環としてヨーロッパにおける児童福

祉事情の視察研修を計画され，全国より選ばれた養護施設の指導員と保母，合せて20人に，

団長および副団長2人を加え，別掲団員名簿のごとく研修団を編成し，昭和49年9月14日

より10月5日までのZ日間，スウェーデンなどヨーロッパ6力国の，児童福祉事情の研修

に派遣されました。

　訪問地は，まず社会保障世界第1位のスウェーデンのストックホルム，次は古い伝統の

英京ロンドン、芸術の枠を集めた文化の都パリ，美しい田園と椿密工業とが同居する国ス

イスのチューリッヒ，チューリッヒの次は列車で，ライン川に添って点々とそびえる古城

や，水量豊かな川にかけられた赤れんがの眼鏡橋．小高い山々の紅葉の美しさなどを観賞

して，西独のシュツットガルト，有名なアウトバーン，高速道路を通ってフランクフルト，

最後に，赤いゼラニュームの花とアンデルセンの童話の雰囲気の漂う温い感じのコペンハ

ー ゲンと，以上7都市であります。

　訪問視察した施設は，別記訪問施設名のとおり児童福祉事業を中心に，7都市市内ある

tVは周辺の，行政機関を含む24カ所であります。ヨーロッパの緑の多い自然と，古い歴史

と伝統を誇る児童福祉事業のアウトラインや，児童福祉対策のもろもろの態様および処遇

の実際，さらに職員養成対策と施設従事者の専門性と福祉マインド等について，学ぷとこ

ろが多く，感銘を深くしました。

　とくに，開発主義教育の父として，日本の児童養護および教護事業にも大きな影響を及

ぼしたといわれる，学聖ペスタロッチの思想を体現して創設さnた“子供村”を訪ね，ヒュ

ー
マニズムの精神を基調とする教育思想とその実践tcついて，この施設tCIO年間も児童と

居を共にし，指導に当っていられる日本人寮長，野川氏より約2時間にわたり懇切な説明

をうかがい，大きな期待を抱いてきた施設であっただけに，偉大な足跡を目のあたりにし

て非常に深い感激を覚えました。また，ペスタロッチの偉業を誇りとするスイス国民の姿

を，そこによく見ることができました。

　このほか，全寮制盲学院の体験的生活訓練と自律指導について，職員が盲児と一体にな

って真剣IC指導されている尊い姿に強く打たれました。全盲児の描いた絵や工作tc色彩が

豊かtc使われ，廃物利用の作品などもいろいろ製作されており，指導者の並々ならぬ努力

をうかがい知ることができました。この施設には日本人の指導員，大浦氏が勤務されて

おり，寮と学校とを案内してくださって，いちいち親切に説明されました。また職員が目か

くしをした摂食訓練，歩行訓練には，われわれの有志も仲に入れてくださって，盲児の

■

■
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広大な敷地

のペスタロ

ッチ子供村

生活指導の技術を学ばせていただき，非常に参考になりました。

　ヨーロッパ諸国における最近の大きな社会間題は，①老齢人ロの著しい過多現象，老人

の生活と住宅を保障する年金の充実，医療保障等，②家庭崩壊，夫の蒸発，未婚の母子等

の増加，アフリカ諸国，スペイン，インド等の国々からの季節労務者および移民の増加，

そして，そこから起る要保護児童の増大傾向，③既婚婦人の職場進出と保育所の不足，

④麻薬禍と青少年の非行化，犯罪化の増大等が焦点であると，スウェーデン，フランス

およびデンマークの児童福祉担当官は話してくれました。これらの問題は，たしかに児

童福祉の面から憂慮すべき問題ですが，いずれ劣らぬ困難な問題で，従来から対策を実

施しているが，根源的な治療には財源と時間がかかる，と卒直に認めていました。一

　児童福祉事業の傾向は，従来の心理学的診断集中主義から，治療的処遇に集中する傾向

となり，その注意は家族に及ぷようになったといわれます。例えば家庭や結婚について

の助言や指導など，そのような注意が予防的児童福祉として重要な役割を果しています。

　したがって児童福祉事業の基調は，要保護児童に適切なケースワークを行い，児童を家

庭に返すことを第一とし，次善の方法として養子縁組，里親を，最後の手段として施設保

護を位置づけているようです。スウェーデンおよびイギリスにおいてとくにこれを強く感

じたわけですが，子どもはやむを得ない場合のほかは，母から引離すべきでない，いわゆ

母子不可分を原則とする考え方が徹底しているものと思います。ロンドンで見た母子の家

では，夫のいないこと．妊娠4カ月以降が，入所の条件ですが，出産してから後は，子

どもが1歳に達するまで，外勤を禁ずるという徹底ぷりでした。

　フランスにおいては，この点はやや寛大で，母子の家で子どもを出産すると，3ヵ月は

母乳を飲ませ，3カ月のうち1こ自己が育てられるかどうかを決め，育てられない場合は養

子縁組か里親，あるいは施設に収容する。スイス，西ドイツにおいても，おおむね類似し

ていました。そして施設入所中の児童は，週末にはなるべく家庭にかえし，親子の人間関

係の調整，家族との連帯感を強くする指導を行い，将来良い家庭づくりをする素地を培う

ことを重要としています。児童福祉を地域と結びつけるζとも進められ，家族以外の地域

の交友関係を，グループワーカー等によって指導されているとのζとでした。このように

治療的処遇をケースワーカーが中心になって多様面CC試み，成功したケースも多いときき

ました。

　個々の訪問施設の視察内容については，団員諸氏によってまとめられ，本文に収録され

ているとおりであります。
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コルンタル・

ホフマン・ハ

ウスの会堂

　なお詳細についてご報告いたしたいのですが，与えられた紙数に制限がありますので，

残念ながら割愛させていただきます。

　今回の臼程はかなりハードスケジュールで，日によっては班を分けてかけ歩くというよ

うなこともあり，当初は一部団員がやや緊張気味に見うけられ，心配したわけですが，日

程が進むにつれ慣nと意欲が出て，その後は疲労も大してなく，張りきって積極的に行動

することができ，大いに研修効果を挙げ得たとよろこんでfO’ります。

　またこのヨーロッパ研修旅行は，日本をたってから帰国するまで，すべてが新しい素晴

らしい経験でした。団員の大方は海外旅行初経験の人たちですが，ヨーロッパの青い空，

美しい緑と美しい花．世界的に有名な芸術家をそろえた文化施設，泊ったホテルはA級，

訪問地は日ごろあこがnていた良い街ばかりと，良い良いづくし，それに気候も最良の時

期，という恵れた毎日で，一同感謝感激の旅でありました。

　旅行中強く感じたことは，日本人に対する外国人の友好的な応待，親切ないたわりでし

た。ロンドン，ストックホルム，コペンハーゲン，チューリッヒ，西独の街では，道をき

いたり，店やデA°一トをきいたり，地下鉄やパスの乗換えをきいたりした場合には，親切

に行届いて教えてくれました。また，施設を訪問の際にも，ほとんどのところで心づくし

のお茶のご接待を受け，そうした計らいによって，先方の責任者やスタッフ諸氏と，通訳

を介してではありましたが，専門的な質疑応答もやりとりし，職場を共通する相互の親愛

感を温め，短時間の交流を効果的に盛りあげることができたと思います。

　一般市内見学は恵まnた日もありましたが，雨にたたらnた日もあり，例えばチ＝一リ

ッヒのヨーデルとシュツットガルトのピール祭りは雨降りのなかでの見物でした。それで

も派出な仮装行列や提灯行列，牛の鈴や長い角笛，音楽など，外国のにぎやかな祭りをか

い間見る機会がありました。個有の市民生活をのぞくことができ，国民性の一端をうかが

い知る機会ともなり，外国から日本を見つめ、良い点も悪い点も，わずかながらわかった

ように思います。そしてそれらの国々と比較して痛感したことは，日本としては個人の道

徳性の高揚と，公衆道徳の徹底とを実行しなければならないということでした。

　最後に，私たち一行がハッピーな旅行ができたのは，ひとえtc資生堂社会福祉事業財団

事務局ならびi（日本交通公社の甘日出，尾沢両氏のご尽力ご努力の賜ものと，心から感謝

いたします。また，　シュツットガルト・ニコラゥスフレゲにご勤務中の大浦修様には，

西ドイツ各地の施設訪問の連絡、さら1こ通訳もお引きうけくださって，不慣nな私たち一

行ic対して誠心誠意ご協力いただきました。紙上を借りて厚く御礼申しあげます。

●
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財団法人資生堂社会福祉事業財団役員と研修団風　8月8日結団式を終えて

団員全員がヨーロッパ研修旅行に先だち，8月8日～9

日，資生堂伊豆研修所でオリエンテーションを行った。
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団 員 名　　　簿 （順不同）

団長 1岩 佐 喜久枝 前厚生省児童家庭局母子福祉課長

副団長 園長 山 崎 重 信 のぞみの家 東京都 武蔵野市

教諭 冨米野 正 義 箱根恵明学園 神奈川県足柄下郡

団員 指導員 桂 田 梨 恵 堀川愛生園 福島県 東白川郡

中 里 勝 希望　館 群馬県 高崎市
石 橋 晃 同仁学院 埼玉県 入間郡

城 戸 一 夫 ベトレヘム学園 東京都 清瀬市
加 藤 秀 郷 静岡恵明学園 静岡県 三島市
岡 衛 塩山愛育園 山梨県 塩山市

宮 本 隆 雄 愛染　寮 奈良県 生駒市
山 本 勝 人 こばと学園 和歌山県和歌山市

「＝方 人 樹　心　寮 岐阜県 揖斐郡

黒 田 和 幸 愛媛慈恵会 愛媛県 松山市

藤 森 宏 信 宝　田　寮 徳島県 那賀郡

砂 川 晋 治 鳥取こども学園 鳥取県 鳥取市

調 実 叡 洗心　寮 佐賀県 三養基郡

江 崎 征 男 広安愛児園 熊本県 上益城郡

保母 湯 浅 邦 子 北光学園 北海道 紋別郡

緒 畑 ちえ子 ねむのき学園 静岡県 小笠郡
山 路 ますみ 聖　の　家 三重県 多気郡

宮 根 京 子 松柏学園 大阪府 吹田市

重 森 当 子 仁　風　園 広島県 呉　　市

川 上 カツヱ 双葉学園 福岡県 北九州市
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　　　　　　日程と訪問施設名一覧

移動は，9月28日，30日，10月1日一パス，9月29日一列車のほかは飛行機

月　日　曜 径　　路 訪　　　問　　　施　　　設　　　名 班別

9月14日・土 トウキョウ
　　↓

9月15日・日 ロンドン
　　↓コペンハー

ゲン
　　↓ストックホ

ルム

9月16日・月 ストックホ ストックホルム市社会福祉局

ルム

9月17日・火 ストックホ スウェーデン・キリスト教社会福祉教会（通称ス

ルム トラ・ションダール）

クンス・ホルムス保育園

9月18日・水 ストックホ

ルム
・　↓
ロンドン 大ロンドン市ワンズワース区児童福祉部

上記の施設

アールズフィールド・ハウスー時保護所 BD
山

同じく

チューダー・ロッジー時保護所 AC
岩冨

9月19日・木 ロンドン ナショナル・チルドレンズ・ホーム

上記の付属施設：レガード・ファ，ミリー・センター

一 10一
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月　日　曜 径　　路 訪　　　問　　　施　　　設　　　名 班別

9月20日・金 ロンドン 救済十字軍

上記の付属施設

子供の家伝導会

CD
岩冨
同上

AB
山

9月21日・土 ロンドン　
　
↓
パ
リ

9月22日・日 パリ

9月23日・月 パリ パリ市社会福祉局

パリ市立一時保護センター

9月24日・火 パリ パリ市立ロシュフコール看護婦学校

フランス国保健福祉省

9月25日・水 パリ
　　↓チューリッ

ヒ

9月26日・木 チューリッ

ヒ

チューリッヒ市立ハイツェンホルツ養護施設（通

称ゾンネスペルク白亜館）

9月27日・金 チューリッ

ヒ

パルグリスト大学付属病院整形外科

チューリッヒ市立教護院

9月28日・土 チューリッ

ヒ　　↓

トローゲン
　　↓チューリッ

ヒ

ペスタロッチ子供村
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月　日　曜 径　　路 訪　　　問　　　施　　　設　　　名 班別

9月29日・日 チューリッ
ヒ

　　↓

シュツノト
ガルト
　　｜

》

9月30日・月 シュツット シュツットガルト・ニコラウスフレゲ盲学院

ガルト
　　↓コルンタル

　　↓シュツット

コルンタル・ホフマン・ハウス養護施設

ガルト

10月1日・火 シュツット

ガルト
　　↓ハイデルベ

ルク
　　↓フランクフ

ビュルゲルマイスター・グラフ・ハウスー時保護

ルト 所兼養護施設

10月2日・水 フランクフ

ルト
　　↓コ〔ンハー

ゲン

10月3日・木 コペンハー

ゲン

デンマーク国労働福祉省

工一ゲルントスフセット養護施設

B
D
山
由
石
是
同
上

ストーレマーゲルスティーエン保育園 AC
山

ウルバンプラネン児童館 同上

ストーレ・ヴュールスルーゴー児童福祉センター
1同上

10月4日・金 コペンハー
ゲン
　　↓

10月5日・土 トウキョウ
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行　　動 の　　記　　録

副団長山崎重信

未知の団員が初めて交歓，資生堂伊豆研修所で

　打合せのときから最も気にしていたことは，約3週間の日程で6力国20数カ所の施設や

団体を訪問し，併せて一般市内見学をもというハードスケジュールを，どのようにしてこ

なし，有意義な研修旅行とすることができるかということであった。事務局のご配慮で，

交通公社からベテラン添乗員として廿日出誠，尾沢伸一両氏を付けていただき，各地のホ

テルも一流というすばらしい環境で，旅行中も団員は十分疲れをいやすことができた。

　さて6月中旬，正副団長の人選が決まり，その後数回にわたり，事務局，厚生省，交通

公社とともに，訪問施設および団体，研修方法，土産物等について協議した。

　8月8日（木）午前11時t結団式。資生堂パーラーで岡内英夫理事長はじめ理事の方々か

ら励ましのお言葉をいただいた。そして午後の新幹線で，これからオリエンテーションが

行われる資生堂伊豆研修所ic向った。

　オリエンテーションではまず浅野佳三事務局長から「海外研修における心得」について

の話が，次に交通公社から日程の説明，その他があった。引続いて，アガベ授産所長，松

井亮輔氏の講演があった。内容は，①欧米諸国の社会保障制度，②社会福祉サービスの変

遷，現況J今後の課題，③施設訪問のエチケット等である。またスライドを見せていただ

いた。

　正副団長と事務局で，団員の年齢，性別等を勘案しながら，班編成をした。20人の団員

を5人ずつic分けて4班をつくり，各班から1人，責任者として班長になってもらった。

この班編成は，実地の研修，リポート作成，旅行中の団体行動に役立った。

　なお，岩佐団長は総括責任者であり，施設訪問のmaicは代表者としてあいさつする，山

崎副団長は団長を補佐，渉外折衝に当り，必要に応じ通訳もする，冨米野副団長は団長を

補佐，団員の会計を担当し，持参する土産品等を管理する，という分担を確認した。

　翌日，団員に対して，別掲のような英文の質問表（研修報告の後に収載，団員の参考に

和訳添付）を作成したことを発表した。これは訪問時間の不足を補い，リポート作成を容

易にするためで，出発前に各訪問先に送付した。しかし回収できたのは，すべてが同一iζ

英文であったためか8施設にすぎなかった。

　団員はできるだけ連絡をとり，理解を深め，協力し合うことを約して，午後解散した。
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　9月14日（土）午後5時，羽田東急ホテルロビーに全員集合，午後6時，2階“羽衣の間”

で歓送会を催していただいた。厚生省北村二郎育成課長と資生堂社会福祉事業財団寺田勤

評議員からご激励があり，7時15分，出発ロビーic向かう。

　8時30分，タラップ前で記念撮影，JAL411便に乗った。出発準備に手間どり，1O時

15分離陸。14日午前10時43分（日付変更線の関係で時計が逆もどり，以下現地時間）アンカ

レッジ着。12時25分，同地発。

　15日（日）午前6時30分、コペンハーゲン上空に達したが，濃霧のため約30分空中待機し

たものの，結局ロンドンに向かう。午前8時28分ヒースロー空港1ζ着陸。予定ではコペン

ハー ゲンでストックホルム行き便に乗継ぐはずであった。

　一応入国手続きし、近くのホテルの食堂で休息。午後3時22分発BA　744便に乗る。

　コペン・・一ゲンはすっかり晴れあがっていた。4時50分カストラップ空港に着陸。7時

9分発SAS412便でストックホルム‘ζ向かう。団員のほとんどが疲れて席で眠っている

うちIC到着した。午後8時であった。羽田を出発して31時間半であった。

　バスで9時ごろアマランテン（Amaranten）ホテルtc到着。夕食後，翌日の予定につい

て短い打合せを行った。

　16日（日）午前11時集合，バスで市内見学。午後1時，初の訪問先ストックホルム市社会

福祉局に着いた。ここで日本の，総理府青年海外派遣団約15人の一行と出合った。

　午後7時，夕食の際に，出発当日の14日に誕生日を迎えた中里団員のための誕生パーテ

ィーを兼ね，併せて団員の緊張感をほぐす意味で，シャンペンで乾杯した。これは，添乗

員を通じて主催者の資生堂社会事業福祉財団が示されたご好意で，一同心から感謝した。

　午後9時，ロビーでミーティング。正副団長，本日および明日の報告担当のA，B，　C

班が集まり，質問事項の整理，訪問先への土産物などの整理をした。話合いの結果，訪問

施設ごとに担当班を決め，その班が主として質問など行って責任をもち，班員の1人がリ

ポーター（報告作成者）となり，他の班員みんなが協力することを申合せた。班長を中心に

5名が協力し，団体行動を肌理（きめ）の細かいものにしようとするわけである。

　また土産は担当班が持参し、主催者からの土産“資生堂練香rkZen“と合せて団長から手

渡してもらい，必要に応じて私が説明を加えることにした。なお団員が持参した土産の数

が多いので，冨米野副団長にぜんたいの管理と配分の責任をもってもらうことになった。

　付け加えると午前中の自由時間のとき団員の1人が町で転び，道路沿いの家のフェンス

で手を切った。いっしょSCいた中里団員と尾沢氏が付添って病院で手当を受け，3針縫合，

化膿止めの注射をした。費用は主催者が加入していた旅行災害保険で賄われた。

　17日（火）午前10時，スウェーデン・キリスト教社会福祉協会（通称ストラ・ションダール）

訪問。園長室で事業概要について聴き，広い園内はパスで回った。

　午後に予定していだ未婚の母の家”の許可が得られなかったため，ガイドさんの個人的

紹介で，午後3時，中心街に近いクンス・ホルムス保育園に案内してもらった。
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　バスで市内見学し，夕食の7時まで自由行動。一部の団員はバーサ海洋博物館や，北欧

のロダンといわれるカール・ミレスの作品を集めたミレスゴーデンの見学に行った。

　夕食後，班長と明日担当のD班，A班とで打合せした。本日担当のC班とB班とは，リ

ポート整理のため別にミーティングした。

　18日（水）午前6時起床，7時30分空港へ。9時発SAS505便でロンドンへ。機内でき

ょうの担当班に，アールズフィールドのことを資料に基いて説明した。出発前tc資料整理

ができなくて残念である。今後は手許の情報をできるだけ早く伝えることを約束した。

　15分遅れて11時25分，ふたたびヒースロー空港に着陸。空港レストランで昼食している

うちに，ガイドの長田依子さんが見えた。海外生活1（敷年の長田さんは，2人の子持ちと

は思えないスマートなセンスの持主である。日本と違い食事に時間がかかったので，訪問

先へ少し遅れるという電話を長田さんに入れてもらい，1時30分バスに乗る。

　午後3時，大ロンドン市ワンズワース区児童福祉部訪問。会議室でノース副部長（Mr．

E、H．RNorth）の歓迎の言葉SC続き，これから見学する2施設の所長からそれぞれ概要

の説明があった。ここで短い質疑応答の時間ももった。

　午後4時，2つのグループに分れ，B，　D班と山崎副団長は，アールズフィールドー時

保護所を，A，　C班，団長，冨米野副団長は，チューダー・ロッジを見学した。見学後，

茶菓のご接待を受けた。宿舎はメトロポール（Metropole）ホテル。

　19日●、予定していた養護施設ビーチ・ホルム（BEECH　IIOLM）視察の許可が得ら

れず，午前中は自由時間となる。

　午後2時，ナショナル・チルドレンズ・ホーム本部訪問。概要説明のあと，同施設所属

ケースワーカーの活動記録映画を見て，本部の裏にある未婚母子の収容施設，レガード・

ファミリー・センターで保育の様子を見学した。

　20日（金）は，午前と午後に分れた。C，　D班，団長，冨米野副団長は，午前9時，救済

誕生日パ

ー アイm
gfi　16日

ヒースロー空港で，9fiIS日
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十字軍本部訪問，付属施設を見学。見学のあとお茶とビスケットの接待を受けた。

　昼食は、午前が自由時間であったA，C班と合流した。

　なお午前が自由時間の私は，すで‘C訪問が済んで報告の骨子が書かれているメモを，ホ

テル近くの文具店でコピーした。そして団長，班長，担当班員に配った。これ以後，交通

公社添乗員の協力で，この方法を続けた。

　A．B班，山崎副団長は午後2時，子供の家伝道会訪問。途中tcかつてのスラム街，ト

インビー博士のセツルメント活動で有名な，イースト・エンドがあった。園長ご夫妻iζ迎

えられ，お宅の居間で話をうかがい，改築中の施設を見学した。約2時間のあいだ団員は

子供たちと卓球をしたり，お茶をいただいたりして，楽しい時を過した。

　21日（土）午前を市内見学にあてたが，バッキンガム宮殿まで来て雨が降りだし，正午の

衛兵交替は中止。雨のなかを空港に向い，午後4時45分発AF8i8便でパリへ。

　午後5時25分ドゴール国際空港着。3月開港で，21世紀の空港といわれる。機がフィン

ガーに横付け1ζなり，そこから50m歩くだけで，あとは動く歩道が税関まで運んでくれた。

宿泊予定のルーブル・ホテルがストのため，コンコルド・ラ・ファイエット（Concorde

La　Fayette）に変更された。40階建のモダンな建物である。

　22日（日）・夜中に停電し，朝7時ごろtcgaエレベーターも止まり，一部の団員は20階か

ら2階の食堂まで，非常階段を歩かねばならなかった。近代設備も停電には弱い。

　きょうは日曜日なので，1日中市内観光，という，この研修旅行で息抜きのポイントに

なっていた。幸い快晴に恵まれ，ベテランガイドの富井氏の案内で，各所を見て回った。

ルーブル美術博物館では，モナ・リザが最も人気を集めていた。

　23日（月）。トラック運転手のストで高速道路が麻痺し．チャーターのバスがなかなかこ

ない。富井氏の世話で土産品店のミニバス2台に分乗して，パリ市社会福祉局に午前10時

到着。専門官から約2時間説明を聴いた。

　午後3時，パリ市立一時保護センター訪問。引続き行政説明を聴き，施設を見学した。

見学のあとIC，シャンペン，リンゴ酒tワインに，クッキー，ケーキ．アイスクリーム等

の接待を受けた。ある団員が「公立でこのような予算はどうするのか」と質問したら，副

所長はユーモラスに「かの女が会計係なので，なんとか辻つまを合せるでしょう」と笑い

ながら答えた。心あたたまるもてなしに団員も感激した。

　24日（火）午前11時，ロシュフコール看護婦学校訪問，校長の案内で学生寮まで見た。

　昼食のとき，気になっていた，ハーグのフランス大使館占拠の日本赤軍派が，AF機で

シリヤ方面Ic飛去ったことを知らされ，ほっとした。

　午後2時，保健福祉省を訪問したが，入口で，外務省の紹介状があるかどうかなどと押

し問答が約30分続いた。しかし岩佐団長と富井氏とで交渉の結果，入所が認められ，2階

会議室で，アメラン氏の熱心な行政説明を聴くことができた。

　25日（水）は午後2時まで自由行動。団員も外国lcだいぷ慣れたせいか，思い思いに楽し

一 16一



んだ。午後6時20分，オルリー空港からAF684便でtチューリッヒに向かう。

　午後7時17分，クローテン国際空港着。団員の1人が気分が悪くなり，入国手続を優先

的にしてもらい一足先に宿舎へ。小雨の町は静かで，人が住んでいるのかと疑わせるほど

であった。宿舎はホテル・グロッケンホフ（Glockenhof）。

　26日（木）午前10時から正午まで，ホテルのロビーで反省会。場所の関係でこうした会が

もてず，みんなで意見の交換ができなかっただけに，たいへん有意義であった。

　午後2時，チューリッヒ市立ハイツェンホルツ養護施設（通称ゾンネスベルク白亜館）訪

問。白亜館といわれるだけあって，立派な建物はすべて白色で美しい。講堂でチャートに

より園長から説明を聴き，2グループに分れて見学した。児童棟にエレベーターまである

のには恐れ入った。見学のあと講堂で茶菓の接待を受けた。

　帰途，市内見学をした。夕食後．藤森団員の誕生祝いを行う。

　27日（金）午前10時，バルグリスト大学付属病院整形外科を訪問して見学。

　尾沢氏と私は，元のぞみの家指導員で，現在ニコラウスフレゲ盲学院指導員の大浦修氏

が10時40分空港着で応eCiC来てくれるので，出迎え1ζ行き、昼食時IC団員と合流した。

　午後2時、チューリッヒ市立教護院訪問。スライドで約30分間，団員にわかりやすいよ

うに英語で説明があり，2グループに分れて施設を見学した。

　28日（土）午前9時．パスでトローゲンに出発した。途中で昼食。午後2時，ペスタロッ

チ子供村に到着。ここに14年くらいおられる日本人のハウスペアレント，野川氏から図書

室で概要の説明を受け，村内を見学した。

　夜は，チューリッヒで10年に1度というヨーデル祭りで，民族衣装をつけたパレードが，

あいにくの雨のなかを9時ごろから始まった。団員も見に行った。

　9月29日（日）午前8時25分，チューリッヒ中央駅から列車でシュツットガルトに向かう。

唯一の汽車の旅とあって，団員は大喜び，駅の売店（Kiosk）で絵はがきやチョコレートを

買った。国境の町ロットバイル（Rotwei1）で，ドイツ警官が乗込み，パスポートと手回

り品を簡eSlc’検査し，　O　Kとなる。印象に残ったのは，発車時刻になると，ベルの合図も

なくtいつの間にか静かに動き出したことである。

　11時30分シュツットガルト駅着。昼食後，市内見学。宿舎はパーク（PARK）ホテル。

　30日（月）午前IO時，シュツットガルト・ニコラウスフレゲ盲学院訪問。チュラー院長の

説明を大浦氏の通訳で聴き，見学した。盲人教師のパイプオルガン演奏，バッハの“トッカ

ー ターとフーガ・二短調”その他を聴いた。

　昼食のとき，私の大学の後輩で，現在チュービンゲン大学に留学中の近藤勝彦氏が来て

くれた。午後の見学で通訳として協力してくれることになっていた。

　午後2時，市外のコルンタル・ホフマン・ハゥス養護施設訪問。いきなり酒樽を積んだ

馬車の歓迎を受けて驚かされた。ただし中味はリンゴ酒である。図書室で，コルンタル市
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の代表とハウス園長のあいさつがあり，岩佐団長が答礼し，土産品を手渡した。

　大浦，近藤両氏、ディァコニッセ（奉仕女）のヒルデ三保さんの協力を得て，小グループ

に分れ，施設と付属学校を見学した。年中使えるプールまであり，驚くほど設備が整って

いた。見学のあと体育館で茶菓の接待を受けながら，質問し，回答をいただいた。ドイツ

語，英語，日本語を織り交ぜての約1時間であった。

　10月1日（火）午前9時，ホテル出発。27日から5日間行動を共にした大浦氏と別れ，バ

スでハイデルベルク（Heidelberg）に向かう。よく整備されているアウトバーン（高速

道路）が雨で渋滞を起し，時間がかかり，ハイデルベルクは古城を一べつだけ。

　午後ユ時30分、スタィゲンベルガー・フランクフルター・ホフ（Steinαenberger　Frank一

血rter　Hof）ホテルに到着。

　3時，ビュルゲルマイスター・グラフ・ハウスー時保護所兼養護施設訪問。約1時間見

学したあと園長と質疑応答。専門語の関係で私が通訳することになった。

　旅行も後半になり，団員もだいぶ疲れを見せはじめ，チューリッヒ以来体調のよくない

団員の1人が夜半に高熱を出した。協議して現地の医師の往診を求めた。リューマチ熱と

の診断で，解熱注射をしてもらい処方箋を受けた。ここでは，本人が加入していた保険が

役立った。熱はさいわい翌朝さがったが，以後はなるべく静かにしてもらうことにした。

　2日（水）早朝，市内を見物，10時ホテル出発。午ec　1時15分発LH　l　6便に乗る。

　午後2時40分，カストラップ空港着。入国手続きはいたって簡単であった。曇り空の市

内を見学した。尾沢氏と私は途中から一足先‘こホテルに行き，明日の訪問先と電話連絡し

た。宿舎はグランド（Grand）ホテル。

　3日（木）研修最終日。B，D班，団長，冨米野副団長のグループと，A，　C班，山崎副

団長のグループに分れて行動した。

　B，D班は，午前9時，労働福祉省訪問，係官から児童福祉について説明を受けた。

　午後はバスで1時間半くらい走って，養護施設工一ゲルントスフセット訪問。見学後，

園長夫人のご好意で、ゲストルームに日の丸を飾って，デンマーク料理の接待を受けた。

　A，C班は，午前9時，ストーレマーゲルスティーエン保育園を訪問。

　保育園の見学を終わり，歩いて5分くらいの所にある老人ホーム，授産所，児童公園，

児童動物園と，都市計画法に基づく一連の施設を見ながら，児童館tζ着いた。児童館を見

学し，そのあとここのコックさんが腕を振るったデンマーク料理をいただいて歓談した。

　午後はパスで15分の所にあるストーレ・ヴュールスルーゴー保育園を訪問，約30分見学

したあと，ケースワーカーから1時閤半にわたり，児童問題について話を聴いた。団員も

熱心に質問したり，意見を述べたりした。

以上で予定の訪問見学をすべて終えた。夕食後は，ほとんどの団員が，散歩したり，パ

ブでピールを飲んだりして話を弾ませ，ヨーロッパ最後の夜を楽しんだ。
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　4日（金）午前中は自由行動。午後2時ロピーic集合，荷物を点検，空港ic向かう。

　午後4時40分，JAL406便でコペンハーゲン発。

　午後2時55分（時差の関係）アンカレッジ着。待合室は．半数以上が日本人観光客でごっ

た返していた。4時30分、アンカレッジ発。

　5日（土）午後5時55分，羽田空港着。入国手続きに時間がかかり，ようやく午後8時，

通関が済んだ。浅野事務局長はじめ多くの方々のお出迎えをいただいた。

　ζこで解団式を行い，岩佐団長が，資生堂社会福祉事業財団ならびに関係者のご好意に

対する感謝と，団員と添乗員の協力tcようて研修旅行を無事に終了できたζとを，感慨を

こめて述べた。また浅野事務局長からはねぎらいのお言葉があった。

　このように充実した海外研修をさせてくださった資生堂社会福祉事業財団に，全団員と

ともiε感謝申しあげます。このたびの経験や見聞を今後の仕事に役立てることを期し，つ

たない行動の記録を終ります。

1二“－r

．＿：劃

盲学院（下）院長と大浦氏の説明を穂く団員

※チューリッヒ市立教護院の収容訓練生から

　来信があったので，ここに付記します。

　　　　　　　　　　　1974年11月30日

　ハロー1ミスター・ヤマザキ

　私は機械室であなたと英語でお話した少年

です。お手紙ありがとう。あなたが私のこと

を覚えていてくださったζとをうれしく思い

ます。さいきん私は施設の外で，庭師として

働いています。新しい庭園を造りました。

　あなた方はたいへん幸運でした。それは訪

問される前日まで2カ月も雨が降っていまし

たのに，あの日だけが晴天で，また次の日か

ら毎日，雨が今日まで続いているからです。

　施設の子供達や研修団の皆様によろしく。

　　あなたのご幸運を祈ります。

　　お手紙をときどきください。

　　さようなら，またお会いする日まで

　　　　　　　　ヘインツ・バウマン

追伸。お送りくださいましたお写真，どう

もありがとうございます。研修団の皆さまに

よろしくお伝えくださいませ。かしこ

　　　　　　　　ミス・M・ピューラー
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研修報告　1 9月16日午後

施設名STOCKHOLMS　SOC　l　ALNAMND
　　　　（ストックホルム市社会福祉局）

所在地　Centrala　Upplysingsbyran　Fack　S－10462　StockhoIm

説明者　Miss　KateWennerlund
（中央広報部福祉専門官）

　　　しげ　　　 もり　　　まさ

保母重　　森　　当

呉同済義会仁風園

呉市仁方西神町35－11

〔
子

　内容。City　CounciI（市議会）機構を中心に，スウェーデン・ストックホルムの福

祉行政（児童および老人福祉）全般の説明を受ける。

　SociaIWelfare　Division　（社会福祉事務所）は次のような区分に分aている。

　　Social　We　lfare　Board　（老人福祉）．

　　ChiIdWelfare　Board（児竜福祉）．

　　Unemployment　Board　（失業対策）．

　　Temperance　Board　（麻薬，アル中び）件）．

　　Domestje　AidBoard　（ホームへ’レパーを養成している。母が病気のとき子

　　供の世話をする）．

　　MunicipalHousing　Agency（部屋斡旋所）．

　1．The　Child（児童福祉）について

　1．General　AIIowanee　（0～16歳）．子供を持っている母に，収入に関係なく

1人に対して月額125クローネ（9，250円）子供手当が支給される。　（1クローネ＝7千

円の換算レート）

　2．ChildWe】fare　Centres（0～7歳）．保健所にあたる所である。70カ所あ

り，利用率は94％である。医者，看護婦が常勤し無料である。予防注射もしてくれる。

　3．School　Health　Care（7～16，18歳）．学校保健を扱っている。無料である。

学校の先生，医者，看護婦がいて，保健の指導に当っている。

　4，DentalCare（7歳～）．無料で歯の治療を行う。
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　5．School　Books　Scboo］Supplies（7歳～）．学校教材は無料である。

　6、SchoolMeals（7歳～）．学校給食は無料である。強制的ではないので，家に

帰って食事をしてもよい。

　7．Study　Allowance（16歳～）．義務教育上の進学者｝こ，学生手当として月額

125クローネ（9，250円）が9ヵ月支給される。　（夏休みはない。）両親の収入に関係な

く，誰でも受けられる。これ以上望む場合は申請し，審査を受け受給できる。

　8．Study　Grants．通学定期券が，距離により月額75～145クローネ（5．500～

10，730円）支給される。寄宿舎手当が150クローネ（11，100円）支給される。大学生

にも適用される。奨学金もある。11、300クローネ（836，200円）借りられる。

　9．Holiday　Transportations　（1～14歳）．スウェーデンは冬が長く，くる

日もくる日も，太陽を見えない日がある。短い夏のためIC，水泳をしたり，太陽を浴びた

りできるいろいろな施設がある。

　10．Holiday　Camps（3～13歳）．キャンプを与えている。経済的負担を市で支払

いもしている。

　11、Pr　ivate　Summer－Home（2～14歳）．夏をすごすために，プライベートな家

を斡旋している。

　12．Playground（1．5～15歳）．遊び場として156カ所あり，そこには特別訓練され

たプレイリーダーがいる。公園の一部分が児童公園として与えられている。砂場やソフト

ボールをする場所もあり，年齢に応じた場所の配慮がなされている。

　13．Pre－school（4～7歳）．幼稚園が228カ所あり，8，200人が通園している。

午前⑳人，午後勿人くらいずつ1日3時間預っている。両親が月額5～25クローネ（370

～1．850円）収入に応じて支払っている。母が仕事をもっていなくてもよい。資格をもっ

た幼稚園の先生がいる。

　14，Day　Nur＄ery　（b．5～7歳）．保育園が251カ所あり，9．500人が通園している。

午前6時半～午後6時半の間預っている。月額1～25クローネ（74～1．850円）収入に応

じて支払っている。3食つきである。身体障害児は，障害程度に応じて特別保育園がある。

現状は保育園が足りないので，家庭の主婦が1～2人預っているプライベートなものもあ

る。6．500人が通園している。

　15．School　Free　Time　Centres（7～14歳）．放課後遊びに行く所である。

196カ所ある。4．530人が使用している。収入に応じて10～30クローネ（740～Z200円）

支払っている。午後の間食も含まれている。母が働いている場合は夕食もある。まだ場所

が足りない。

　16．Youth　Centres（13～20歳）．90カ所ある。　School　Free　Time　Cen－

tresと合せて12カ所に劇場を持っている。日icよって使用数は異っている。

　17．Allowanee　for　Handicapped　Children（0～16歳）．身体障害児手当

がある。月額744クローネ（55、056円）支給さnる。両親が仕事をやめて子供の面倒を
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みたりする場合もあるので，サラリーとして両親が自由に使ってよいζとtζなっている。

車椅子を買うのに使ってもよい。16歳以上は年金として支給される。

　1＆　Child　Pension（0～18歳）．病気とは関係なく，片親が死亡した場合，児重

手当に加算して月額283クローネ（20．942円）年金として支給される。両親の財産，貯

金等に関係なく誰でも受給できる。両親を亡くした場合は425クローネ（31．450円）で

あるD

　19．Rent　Allowance　for　Families　with　Children　（0～17歳）．17歳
までの子供のある家庭に対して，子供の数とか，経済的事例によるものである。

　20．Child　Guidance　Clinic．　医者，精神学者，心埋学者，ソーシャルワーカ

ーがチームをつくり，とくに家庭と密接な関係を保ちながら家庭補導をしている指導所で

6カ所ある。

　21．ChildWe】fare　Officer．　児童福祉司が，とくに1人でいる母親の相談相

手となる。父が行方不明の場合，探してくれる役目もする。入籍していなくてもよい。生

れた子供には父を知らすべきで，それは父にも責任をもたすためである。ただし経済的援

助は必要である。未婚の母の呼称は使ってはいない。私生児という名前は通用しない。

22．Various　Homes　for　Chi】dren　and　the　Youtb（0～20歳）．養護施

設にあたる所がたいへん少なく，永久icいられるホームはない。短期のものはある。ζこ

にいる期間は，長くて1年間である。1年以上かかる場合は，Fosterhomes　（里親）

に出している。Cbild　Care　Inspeetorsの人たちのサポートがある。祖父母，親

せきic行っていても，いつもサポートのもとにある。

23，　Youth　W61fare　Schools（Schoo1－Home　and　Professional
Schoo1）．教護院1こあたる所で国立である。14～20歳の非行少年が入所し，年齢別，男

女別になっている。しかし13～田歳くらいも入所している。建物は郊外にある。

　スウェーデンでは非行少年が増えている。麻薬関係の非行が多く，そntc付随して，お

金が足りないと窃盗したりしている。12，3年前は問題ではなかった。むずかしい問題と

なっている。

　2．OIdAge（老人福祉）について
　1．Retirement　Pension（67歳～）．　Or歳から誰ICでも年金が支給される。1人

の場合765クローネ（56，610円），2人の場合1．240クローネ（9L760円）である。65歳

から申請し，という話もいま出ている。

　どうしても必要とする場合には，申請して臼歳から出るが，O．6％ずつ少ない。2＆8％一

生少ないこと‘ζなる。67歳でも仕事をもっていて待つ場合は，O．6％加算される。70歳まで

待つと，216％加算される。

　2．Municipal　Housing　A1］owance．　部屋代の申請をすると，市から支給さ

れる。市により額に差がある。年金と5万クローネ（370万円）しか銀行に預金のない人

は全額支給される。2人で8万クローネ（592万円）以下の人の場合も同様である。
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　3．Wife　Supplement．　夫が67歳であるが，妻が60～67歳で適用年齢に達してい

ない場合も申請でき，調査の結果による。5年間結婚経験のある人に適用できる。そのた

めに結婚する人もいる。482クローネ（35，668円）支給される。67歳に達すると，普通

の年金になる。

　4．Widows　Pension．寡婦年金である。50歳以上で1人になった場合，経済的に

関係なく765クローネ（56，610円）支給される。

　50歳に達しなくても，16歳以下の子供をもっている場合は同様である。片親を亡くした

場合283クローネ（18，142円）の児童年金も支給される。

　5．Domestie　Assi8tance．　老人を世話をするヘルパーである。時間手当とな

っている。1時間14、25クローネ（LO54．5円）支払えるだけ支払いt残りは市が支払う。

料理，掃除，ショッピングをする。

　6．Meals．老人の居室のドアまで食事が運ばれる。食事は1種類である。　（運ばれ

る種類は2～3種類であるが，その中から自分の好みによって1種類選ぷことができるよ

うになっている。）

　もう1つの方法としては，学校給食を使う所が19カ所ある。児童の終った後，学校に行

って食べる。老人の場合は，4．5クローネ（333円）支払うことになっている。老人だけic

は特別1こコーヒーがついている。外に出て新しい空気が吸え，運動ができ，いろいろな人

と接触できるので，とてもポピ＝ラーである。2ヵ月半の夏休みが問題となっている。

　7．Foot　Care．　足の治療をする人がいる。クリニックを持っていたり，出向いた

りしている。スペシャリストが83人いる。治療費は1回ごとに15クローネ（1，110円）で，

これも払える者ができるだけ支払う。

　8．Travelling　Service．快適に旅行できるシステムである。67歳以上になる

と，半額で旅行ができる。地下鉄，バスに適用される。

　年寄りでバスに乗れない者，または身体障害者には，タクシーのチケットがある。親せ

きを訪ねたり，オペラや博物館へ行ったりするための切符がもらえる。1カ月に6回であ

る。病院へ行く場合は制限がない。30km以内だと2クローネ（148円）払えぱよい。

　9　Leisure　Time　Activities．レジャーのシステムである。60カ所ある。チ

ェスやカードをしたり，講義を聴くことができる。映画や劇の鑑賞もできる。絵を描いた

り，織物をしたりの趣味もできる。ピクニックや旅行もできる。ほとんどが無料である。

英語や歴史の講習や，外国旅行の計画もある。無料ではないが，たいへん安い。オランダ

にチューリップを見に行ったり，春先にはイタリアに行って太陽を浴びたり，国会に出か

けたり，イギリスに英語を習いに行ったり，家庭に住まわせて通学させたりの，いろいろ

なActivitiesがある。
　10．　F▲ats　in　Ordinary　Houses．　住まいの方法で，普通のアパートまたは家

に住んでいる場合である。

　11．Pensioners　Dwellings．年金をもらっている人ばかりの家である。自分の
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家具を侍って行って，自分で自分のことをやらなければならない。1人の場合は台所とバ

スルームが．2人の場合は2人部屋とバスルームがついている。部屋代tc　Hous　ing　Al一

ユowanceを適用できる。

　この中ICはサービスがある。責任者がいる。医者が2週間に工回くらいくる。看護婦が

毎日，半日いる。趣味を指導している人がいる。テレビ，図書館がある。大部屋があり，

会議やクリスマスに使用している。レストランもある。このような建物をどんどん建てて

いる。

12．Home　for　Old　People・手当てを必要とする人である。1人の場合は1人部

屋と手洗い，2人の場合は2人部屋と手洗いがついている。食事は10人くらいがいっしょ

にダイニングルームでとっている。支払いは部屋代とサービス代である。

13．Hospital　for　Old　Peeple．病院である。男女別になっておりtはとんど

が床にっいた人である。

壁　スウェーデンの社会保障は世界一といわれている。私は実際にスウェーデンの福祉行政

を見聞し，学び，共鳴と驚きでいっぱいである。各種の児童手当，老人年金をはじめ「ゆ

りかごから墓場まで」の社会保障は行届いている。しかしこれの維持，すなわち「高負担」

によって，「高福祉」が支えられているζとを忘aてはならない。

　庶民の青年から「税金が高いため楽しいとは思Oない」と言った生の声も聞かさnた。

所得の約半分が税金として徴収されているようである。確かに福祉施策は十分であるが，

その裏には納税者の悩みがあることも見逃せない。

　今後の児童福祉問題は非行少年の問題だといわれている。麻薬関係の問題が増加してお

り，それに伴う犯罪が発生していることである。その他，主婦が最近働き出したので，保

育園やSchool　Free　Tirne　Centresの施設をふやすことにカが入れられている。

　わが国の福祉は，スウェーデンに比較すると福祉思想が徹底しておらず，そのために低

福祉であることはいうまでもない。今日われOれの養護施設が抱えている問題も，おのず

から異っている。そういった思想に立脚した家庭中心主義のスウェーデンには，非行少年

に対する教護院にあたるものはあるが，養護施設としての機能を果すホームは，短期収容

のものしかない。永久にいられるホームはない。長くて1年で，1年以上は里親に出して

おり，その機能は充実している。

　Chi】dtVe　1fare　tcついては，大学卒または専門学校を出て，職場経験がないと資格

が得られない。1ヵ月の給料は，3，500クローネ（259．000円）平均Z800～3，000クロ

ー ネ（207，200～22ZOOO円）というたいへん高い評価を受けている。里親については，1

ヵ月638クローネ（47，212円）支給されている。むずかしい子供｛Cついては，これ以上

である。

　わが国の養護施設においては，対象者の多様化の問題（幼児および低学年児童の増加に
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伴い．精薄児，非行児，情緒障害児の増加）と施設の役割についてや，施設のスタッフの

定数問題，給与および労働条件の大幅な改善が望まnている現状である。国の施策として

高福祉を推進するならば，それだけの経済的裏づけが必要であることを認識しなければな

らない。

　老人福祉については，平均寿命が伸び，現在スウェーデンでは女76．5歳，男71．9歳であ

る。ストックホルムで67歳以上の老人の占める比率は，15．2％であり，］981年には22％に

なるであろうといOれている。住まいを増やすことに力を入れているとのことである。問

題は老人の世話をする人が少ないということである。わが国も将来は老人大国になるとい

Oれており，この間題にいずれは当面するであろう。

　生産者数が少ない点にも問題がある。実際スウェーデンでは老人の数が多く，若者から

活気が感じとれなかった、

　当地の政治状況は，つい最近政権が，従来の保守党から，革新（社会民主党）が］議席

増えたことにより移ったという。高負担に対する国民の1王迫感と高編祉とを，どのように

調和をとりつつ進めて行くかが，今後の研究課題であろう。

なお参考までに，ストックホルム市行政組織のうち，社会福祉関係を摘記した。

　City　Coune　i　’1（101人）

巳i｛罵i量蕊i瓢i㎝（’3却

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Social　Welfare　Board

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ChildWelfare　Board

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unemployment　Board

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperance　Board

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Domestic　Aid　Board

　　　　　　　　　　　　　　　　　　MunicipalHousing　Agency

ストックホルム市社会福祉局の前で一行 養護施設職員の訓練
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研修報告　2 9月17日午前

施設名　SVENSK　D　l　AKONSALLSKAPET（STORA　SKONDAL）
　　　　（スゥェーデン・キリスト教社会福祉協会一通称ストラ・ションダール）

所在地　Stora　Skondal　12385　Farsta　Stockholm

説明者　Mr．　BertilWerkstrom
（園長）

　　　　　なか　　　ざと

指導員　　中　　里
まさる

勝

＄

希望館

高崎而大橋町210

　緑の芝生と紅葉しはじめた木の葉にはえる事務所の前で，ヴェ’レクストロム園長の簡単

な，しかし親しさをこめたあいさつをいただき，立派な園長室に案内された。そこで約30

分，施設の概要について説明を受け，いくつかの質問に答えてもらった。そして，不十分

な時間を補い理解を助けるためにと，資料をいただいた。そのあとバスで約1時間，施設

の主要なものを見学したが，それは，広大な施設全体からみればごく一部分であった。

　1．沿革と規模

　ストラ・ションダールは，ストックホルム市の南郊外，ファルクスの北東数キロの所に

あり，ドレヴィケン湖に面している。ストラ・ションダールとは“大いなるうるわしき谷”

という意味で，もとは地名の俗称であったものが，そのまま施設名となった。敷地は180

ヘクタール、谷あり，林ありで，一部は水辺に臨み，自然の大公園を思わせる。

　ここに200余の大小の建物が散在し，老人，てんかん病患者，身体障害者等のための各

種の福祉事業が行われている。構内の道路は延36キロあり，冬季は1メートル余の積雪に

なるのでラッセル車があり，また地区別にセントラルヒーティングが行われるという。

　ストラ・ションダールは，1898年‘こスウェ・一デン国教ルーテル派のディアコン総連合

によって，社会事業従事者養成機関として創設された。ディアコンとは社会事業に奉仕す

ることを目的とする修道僧，伝道僧のことで，女子，尼の場合はディアコネスとよぷ。ス

ウェーデン総連合はその後1905年，かつて貴族の荘園であった現在地を購入して移った。

　それ以後ストラ・ションダールと称し，事業を拡大してきたが，今は，ディアコン総連

合および教会の援助はあるが，その所有ではなく，国および市の計画と基準により，福音
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ルーテル教会の信条に基づいて運営される，独立の組織であり，施設である。

　2．事業の概要

事業は大きく2つの部門に分れている。

　1．教育に関する部門

　①社会福祉事業従事者の養成。文部省認可の大学の社会学部に相当する社会事業学校

　であり，教育内容はストックホルム大学社会福祉学科と同じで，課程4年。うち2年が

実習。在校生200人。100人が施設内の寄宿舎にいる。また高校教育も行っている。教

　員給与は国の負担。経費の40～50％が国の援助。

　②デイアコンの養成。

　　③教会オルガン奏者の養成。

　④教会の管理者および経理担当職員の養成。

　　⑤社会福祉行政官の養成等。

　2．社会福祉に関する部門

　　①てんかん病患者の治療および作業療法。病院経費は主に州の援助。

　　②老人の収容保護，老人病院等の老人福祉事業。

　　③年金受給者への住宅供給。

　　④ゲストホームの設置。収容者の家族，友人，ボランティア，一般市民の短期利用に

提供。

　⑤身体障害者のレクリエーション等。

　3．事業活動の実際

　1、てんかん病患者のための活動。施設創始以来，目的としてきた事業である。現在は

18歳以上の重軽症患者150人のほか，若干の神経病やアルコール中毒患者も扱っている。

　　①病院。医師3人，ベッド250，他に年間2，000人の外来患者を診察している。病室

は個室，2人室，4人室等。1病棟‘ζ患者28人，看護婦2．5人，准看護婦1人，看護助手

12人。勤務時間は週38時間という。

　毎週1回，医師を甲心に，看護婦，心理判定員，ケースワーカーJ作業指導員等の協

議会がもたれ，2週に1回，4つのセクションのチーフ会議が行われる。

　　医療面では，検査室，観察室等が完備しており，建物も病室も立派である。

　　②作業療法と作業所。治癒もしくはごく軽快になった者は，職業紹介所を通じて一般

　の職場に就職させ，定期的に通院診察または往診を受けさせる。再発して再入院する者

　も少なくない。

　施設にもかなりの規模の作業所が設けられている。木工，機械，ダンボールJプラス

　チック，印刷，製本，織物，手芸等の作業設備があり，常時60人余が，作業療法として

　ストックホルム市から通ってきて，働いている。主として生活協同組合の註文iζよる製

品を作っている。作業能力はさまざまであるが，これはリハビリテーションであり，職

業訓練であるから，一律に報酬が支払われている。週40時間労働である。
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　作業所には，発作や興奮が起った者のための看護室がある。また刃物類の管理にはと

くに注意が払われている。職員は各種専門指導員を含めて20人。この部門の収支はもち

ろん赤字だが，不足分は市の公費で補てんされているとのことであった。

2，老人のための福祉活動。

　①長期療養者のための病院（特養）。脳卒中，脳軟化症，リューマチス’心臓病，カリヱ

ス，パーキンソン症候群，失語症，その他の長期療養を要する主として老人のための病

院もしくは特養施設が2棟ある。つねに90人余がはいっている。

　②老人ホーム。煉瓦造り3階建（地下もある）の比較的新しいホーム3棟と，古くから

ある収容棟。寝たきり老人のための特養式のものと，一般健康老人のためのものとに分

れている。これらに，後述の1戸建あるいは2戸建の老人住宅の居住者を加え，老人約

350人が生活している。入所者の平均年齢は84歳とのことであった。施設長のほか，看

護，介添人等職員は約100人。老人棟はいずれも個室で，各自が昔から使い慣れた調度品

を持込んでよいことになっている。

　③個別住宅。希望者は配偶者と共に入所してよい。家族や友人が来て泊ってもよく，

ボランティアが泊ることが多い。1戸建，2戸建が100戸以上も林のなかに点在してい

る。個室だけのもの，2部屋のもの，夫婦部屋のものなどt構造はさまざまである。

　④ゲストホーム。何百人もの会議や会食ができ，個別の談話もできる大きなホールで

ある。何百年もたつ豪華な調度品で飾られている。これらは入所者が残したり，寄付さ

れたものだという。

　調理人が20人いる調理場が付設されている。ここが全施設居住者の食事を賄っており

一時に600食調理する能力をもっている。地下には品目別貯蔵庫があり，冷蔵庫は晶種

別ic　14室に分れている。

　このような大規模なゲストホームが3カ所あるとのことであった。

　⑤年金受給者住宅。年金受給者に提供される戸別住宅が93戸ある。1戸建あるいは2

戸棟である。本部から毎日電話連絡がある。入居時に分担金を納め，あと一定の家賃を

払う。今後はこのような住宅を増やす計画だそうである。

　⑥福祉サービス。入居者にできるかぎりの助力と安心感を与えるために奉仕組織がで

きている。

　　・医療援助のほかに，入居者はゲストホームで食事する乙とができるし，また自分

　のホームに運ばせることもできる。

　　・掃除人，管理人，庭師，作業員，使い走りや雑用に女中も配置されている。

　　・余暇活動や社会活動のためのサークルやクラブ，趣味のグループがある。

　　・外国語，歴史，哲学を学ぷ者のための学習活動も行われている。

　　・入居者相互が助け合うための隣組式フレンドサービス組織がある。

　　・年4回，会報が編集発行されている。

　　・老人たち（車椅子を使っている者も）の国内および国外への団体旅行もある。
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　　　・老人のための運動競技の設備もある。

　　　・宗教的な雰囲気や行事は入居者の心の支えとなっている。

　3．身体障害者のための福祉活動。

　　①身体障害者センターがあって活用されている。

　　②身体障害者のための水泳プールがあり，車椅子でも泳げる。監視人もいる。

　　③体育館，テニスコート，サッカー競技場，ミニゴルフ場，サウナ風呂，クラブ室．

　キャンプ場等はいずれもJ身体障害者だけでなく，老人，てんかん患者にも喜ばれてい

　る。以上の諸施設は市民SCも開放され（有料）年間利用者la　SOOO人という。

　4　その他

　1．ストラ・ションダールで以上のような広範な仕事に従事献身している職員は約400

人で，家族を加えると1，000人を超える。職員と家族のために構内に住宅があり，全員が

居住している。また保育所も付設されている。

　2．施設1ζはいる者はキリスト教徒でなければならないという条件はないが、ここで働

く職員はキリスト教徒であることが必須条件である。

　3．施設内に居住する者に必要な日用品はだいたいここで購入できるよう店舗がある。

　4　施設居住者のために音楽会，演劇鑑賞等がひんぱんに催され，地域の住民たちも招

かれる。またオペラ鑑賞のため，町の劇場に老人たちも招かれることも多いという△

　5．スウェーデンでは，老人の80％が，自宅で家族の協力あるいは自力で，8％が自宅

でホームヘルパーの援助を受けて生活している。老人ホーム入居者は6％である。

　6．国民の98％が国教会（ルーテル派）に属し，登録されている。国民は普通収入の1％

を教会税として納めている。教会は区役所の役割を果しており，結婚式や葬式は無料であ

るという。

　7．民間福祉施設はt教会の援助，市民の寄付，公費補助等によって経営されている。

ストラ・ションダールの1973年の経費は4000万クローネである。1クローネ約50円と

して換算すると20億円icなる。そのうち28万！千クローネ（1，405万円）が寄付金であったe

　おわりに

　福祉の先進国とはいえ，前日の福祉行政説明とこのストラ・ションダールの見学とを通

じて，わが国の社会保障や社会福祉施設の実態との間にいかに大きな差があるかを痛感さ

せられた。この差はどこから生じたのか，福祉事業従事者の一人として，社会福祉事業の

進展のためにどうあらねばならないのか，みずからを問いただす機会であった。

ストラ・ションダール年表　　（追記．山崎重信）

1898年　ゲエブル（G蓋vIe）でスウェーデン・キリスト教社会福祉協会設立，スウェー

デンで最初のキリスト教社会事業従事者の教育のための学校が発足。

1902年ゲエブルに，てんかん者の小さい老人ホーム開設。
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1905年　ストラ・ションダールに，17世紀荘園の館地を購入して事業を移転。

1908年　アルコール患者のリハビリテーション事業開設。

　　　　屋内救済事業（ホームヘルプ）を個々事業所で開始。1965年まで継続。

1911年疲れた老人のためのゲストホーム（宿泊施設）ゾルバッケン（Solbacken）を寄

付金によって建設。これが後のゲストホームの基礎となった。

1929年　ストラ・ションダール教会堂献堂。SARハッコン・アルベック（Haakon

　Ahlberg）icよって設計された。

1948年　ションダール研究所で女子学生の入学を認める。

　　　　教育内容に社会福祉を含むように再編。

　　　　ポートヴィドガーデン（Botvidsg5rden）で，学生ホステル事業開始。

1952年新しいゲストホーム開設，老人保護事業が拡張された。

　　　　以後10年にわたり多くの病院，老人ホーム，年金受給者住宅を建設。

1955年　てんかん病院完成．てんかん病治療の新しい時代が始まる。

1961年身障者のレクリエーションセンター．プール，運動場，宿泊用バンガロー設置、

1966年スウェーデン国王がスコグスピン（Skogsbyn）落成式を挙行され，ストラ・シ

ョンダール内に多額の老人のための基金が与えられた。

●

疋L、1耐日「□二画「irア臣一1’臣∋「「弓1⌒F

てんかん病院

研究所

一 30　一



研修報告　3 9月17日午後

施設名　KUNGS－HOLMS　DAGHEM
　　　　（クンス・ホルムス保育園）

所在地　Kungs－Holms　Stockholm
説明者　Mrs．　Ann　Eek

　　　　（園長）

保母

ゆ　　　　あさ

湯　　浅
くに

邦

．

」

子

北光福祉会北光学園

北海道紋別郡生田原町227

　9月14日，約2時間の遅れで羽田をたちました。着陸地コペンハーゲンは霧が濃くて着

陸不能，ロンドン・ヒースロー空港へ直行するというハプニングがあって，目的地ストッ

クホルムに着いたのは，予定より9時間も遅れた20時10分，ホテルのベッド；ceticなった

のが23時，不眠症の私もさすがに疲れたのかすぐ眠りにつきました。

　研修第1日のSTOCKHOLM　BARNAUAR　DSNAMAD　（福祉行政機関）が私の報
告担当で，そこで「胎内から天国まで」といわれているスウェーデンの社会福祉について

行政的に説明いただき，自分の目で確かめ理解し，日本の‡1二会福祉との違いをっかみたい

と期待していたところ，予定が変更され，17日午後のDay　Nursery　（保育園）が，私

の担当となりました。しかし前日STOCKHOLMS　SOCIALNAMND（ストックホルム

市社会福祉局）で，主に老人福祉，児童福祉一般の説明を受けましたので，当地の保育園

に関しても，ある程度の知識は得ていました。

　訪問した保育園はKUNGS　HOLMS　DAGHEM　（クンス・ホルムス・ダーグヘン）

といい，町内の大通りから2～3分のところにあり，5階建の一般アt・e一トの2Fの一居

住区を利用しています。周囲には高いビルやアパートが立並んでいるため，唯一の運動場

も狭く，日当りが悪く，環境的に良いといえません。特別のプレールームはなく，机と椅

子が置かれ，勉強と食事を共同で使用する10畳ほどのルームと，ピアノ，マット等のある，

そこで午睡もするというL字型のルーム，小さい屋内体ff場　，そのほかに調理室，洗面所，

便所があります。ミニ保育園のようです。

　私達を快く迎えてくださったのは，35，6歳くらい園長先生Anne　Eek　（アンネ・エ
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イク）さんでした。案内さnてまずびっくりしたのは，日本の子供が描いたと思われる日

本の情景の絵が，壁にたくさん掲示されていたことです。聴いてみると，今ちょうど日本

の習慣について子供たちに話をしているところ，とのことでした。次にどの子も非常に人

なつっこく，私たちに日本との隔たりを少しも感じさせないことでした。入所している児

童の70％が禾婚の母の子であるということから，日本の施設の子供と同様，愛情を求める

姿が，このように人なつっこくさせているのではないかと，私なりに考えました。

　3D分ほど自由‘c見学し，そのあとAnne　EekさんからKUNG　S　一・　HOLMS　DAGHEM

の説明を受けました。説明の内容は次の通りです。

　1．施設め規模

　L　経営主体。ストックホルム市。

　2．定員。6カ月から7歳まで。現在は1～7歳が25人入所している。そのうち母親1

人だけ（未婚の母）の児童は20人，精薄児1人，その他4人。

　3．形態。5階建一般アパートの2F一居住区を利用している。

　4，財源区分。公費（市当局）。　親の負担金は収入に応じ1日1～20クローネ。例えば

学生が母親の場合1クローネ，その他の母親の場合1～5クローネ。（1クローネは円で

約68円）

　2．対象者

　入園条件。①母親だけの児童（未婚の母）。②共稼ぎの児童。③その他。

　3．　日課

　1．保育時間。6：30～18：30．

　2．食事。朝食8：40　昼食12：00　夕食17：00．

　3．午睡。12：30～13：30（音楽を流したり，お話をしたりして，情緒の安定を図る）。

　4．その他。①一日4時間の屋外保育。北欧の場合いくら寒くても，毎H必ず外へ連n

出すことが育児の大事な日課になっている。②特別なカリキュラムはなく，その日の状況

に合せ保育内容を作製する。　（日本の場合は，保育園でも幼稚園でも，一つの型式が決め

らnており，自由性がないが，ここでは，ポンと一つのおもちゃをあずけ，自由におやり

なさいというパターンのようです。）

　4．職員問題

　1．人員構成。保母4人，炊事1人，計5人。

　2．職員の資格要件。年々変ってきている。園長先生自身の場合，女子高II年間，実習

2年間，専門教育2年間，計15年間の課程を終了した。現在は義務教育9年，高校2年，

大学4年（専門教育）を終了した者となっている。

　3．勤務時間。AM　6：30～PM　6：30，1人週40時間勤務。早出，遅出の交代勤務で

ある。

　4．勤務形態。全員通勤である。
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　5　平均勤続年数。若い人は結婚することで長く勤まらない。園長先生の場合は，この

仕事をはじめて17年間（他の施設6年，現保育園11年）ICなるという。

　6．給料。1ヵ月約3，2卯クローネ（日本円にして217，6eOVa），　そのうち1．500ク

ローネを税金として収める。

　質疑応答

　問1。保育技術に関するトレーニングの磯会があるか。

　答。定期的に行政上の研修等があるが，必ずしも強制的に参加するものでなく，自主的

IC参加するものなので，自分は参加したことはない。その代り自分は実習生から，その時

代に合った新しい技術を吸収している。

　問2。親の要求内容と，それに対応する施設側の構え。

　答。保育上の要求は多くある。例えば，1日4時間の野外保育では短すぎる等。

　自由主義国であるが，若い人（母親）は左に片寄っているので，考え方に違いがあり，

その点がむずかしい。

　問3。定員はつねに保持しているか。

　答。現在23カ所の保育園があるが，それで足りなくて，約250人ほどの児童が待機して

いる。市はこれ以上施設を増やす計画をしていない。理由としては，児童の状ma；C変動が

あり，若い人は他の国へと離れて行く傾向にあるため，人口の安定が保たれない。市はそ

の対策として，プライベート保育園を増やしている。これは，児童を預る個人の家庭で，

適当と思われる育児経験者であればよい。現在6，500人が利用している。

　定員as人となっているが，その児童の状況に応じ（手のかからない児童が多いとき）28

人くらいに増える場合と，その反対の場合は22人ということもある。現在入所している精

薄の子は，1人で2人と計算している。この判断は保母がする。

　以上が質疑応答です。

　その他私の気のついた点を書きます。

　1．午睡のときに各自に午睡用の小さいマットが用意され，マクラ，毛布がそれぞれ整

っていたこと。

　2．各自の使用物，机，椅子，洗面道具等は．同一番号が付けられていて，個人名は記

入さ孔ていない。いつ児童の変動があっても，すぐ利用できるため。

　3．新入児の場合，その子が慣れるまで母親が1～2週間一緒に生活するというシステ

ム。この日も1人の母親が子供の側にいて，自由絵画をさせていた。

　以上がKUNGS－HOLMS　DAGHEMについての報告です。最初の予定が変更さn，
急IC組入れられた施設のため，訪問時間も短く，十分な話合いができなかったこと，その

ため資料不足になり，満足できる報告ができないことを残念に思います。
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　おわりに

　私の担当がスウ＝一デンということで，スウェーデンの社会福祉について考えてみまし

た。イギリスの「ゆりかごから墓場まで」というキャッチフレーズに対して，スウェーデ

ンは「胎内から天国まで」といnれるはどに，福祉が徹底している国だということを感じ

ました。

　子をもつ家庭は子のない家庭に比べて経済的負担の多いのは当然であり，未来の国家を

背負うその子の養育は，親だけが負担するものでなく，国民のすべてが分かち負担すべき

であるという理論から，児童のための制度がたくさんあること，また宿った生命は尊ぷと

いう精神から，生れ方がどうあろうとも，生れる者にできるだけケアを尽して立派な人間

につくりあげること，未婚の母の出産であろうとも一般出産と同じく非常に大切に取扱っ

ていることなど，細部にわたり福祉の手がさしのべらnている状況を実際に知り，日本の

福祉と考え方に根本的な違いを痛切に感じました。

　しかし日本のようtζ，まだ社会福祉が未熟なため起る老人の自殺，青少年の非行等の悲

しい現実とは対照的に，スウェーデンのように福祉が充実しているために起る老人の自殺

（青年は早くから独立するので，家族との肌の触れ合いが薄れ，老人は孤独になる）や，

青少年の非行（貧乏を知らずに育つ福祉国家の青少年は刺激を求めて非行に走るといわれ

る）など，解決の着かない問題が多く秘められているように思いました。

　高い福祉の反面，それに課せられる負担は×きく，所得の半分を税金として収めます，

といわnたDay　Nurseryの園長先生の言葉を思出しましたが，それを国民はどう考え

ているのだろうか。たとえ税金は高くても，老後は安定した生活が保障されているという

福祉の完備に，若者たちは満足しているのだろうか。優雅に犬を連れて散歩を楽しんでい

る老人とは正反対に，さも人生に疲n，将来への希望をなくしたかのように，どこかしら

元気のない若者をスウェーデンに感じたのは，私の偏見なのでしょうか。なにはともあれ，

高い国民所得を背景にして，勝れた福祉施策を進めているのは事実なのです。

ベランダを利
用した遊び場

おとなは団員
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研修報告　4 9月18日午後

施設名　EARLSF　l　ELD　HOUSE　RECEPTlON
　　　　（アールズフィールド・ハウスー時保護所）

CENTRE

所在地

説明者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オc／o　LONDON　BOROUGH　OF　WANDSWORTH　CHILDREN　S
DEPARTMENT（大ロンドン市ワンズワース区児童福祉部）1Swaf－

field　Road＆W．18　London
Mr．　R．　S　ergeant

（所長）

　　　　かつら
指導員　桂

だ

田 桑 え
恵

堀川愛生園

福島県東白川郡棚倉町丸田94

　9月18日，晴れわたった日の午後，第】の訪問国スウェーデンを後に，伝統の国，社会

保障の国，英国への訪問となった。ストックホルムでの印象“緑と老人の街”に比べ，眼

を見張るほど完備された飛行場，そこを行きかう人々の何と多いこと。それにもまして，

様々な人種の姿，そこには世界そのものがあった。

　古いレンガ造りの家並をぬけ，テームズ河のほとりを走り，1時間ほどで，ロンドン郊

外，ワンズワースに着いた。まずここの福祉事務所，LONDON　BOROUGH　OF

WANDSWORTH　CHILDREN’S　DEPARTMENT　（大ロンドン市ワンズワー
ス区児童福祉部）でこれからの訪問施設である，アールズフィールド・ハウスとチューダ

ー ・ロッジについて説明を聴き，その後2班に分れ，そnそれを訪ねた。

　1、施設概要について

　EARLSFIELD　HOUSE　RECEPTION　CENTREは1904年，学校とし
て建てら孔たが，1954年より，地域社会のため，今日の目的である収容と観察・判定・治

療のための施設となる。家裁で保護観察中の16歳以下5歳までの子どもを収容し，通園施

設を併設している。収容25人（但し，5人は緊急保護のためあけてあるので，常時20人程

度），通園15人，計40人を対象とする，短期治療を目的とする公立の施設である。

　形態としては，収容・管理・通園の3つの部門に分れている。収容施設の方では，およ
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そ5週間ほどかけて観察し，この期間に何回かのケーススタディをしながら，判定をし，

家庭に復帰できる場合は，その努力をする。通園施設の方は，6週間ほどかけて，施設収

容にするか，そのまま通園にするかの判定をする。このように専門社会事業家の援助を受

けながら，治療教育を主にし，学校教育についても併設の学校にするか，地域の学校にす

るか，その子ic合う学校を判定会議を経て決定する。

　2．建物について

　1階は，食堂と居間，2階は，各教室（遊戯療法，絵画治療など），3階，4階は，寝

室となっている。古い建物のため，子ども達と一緒にペンキ塗りをしたり，寝室には間仕

切りを取付けたりして工夫している。1部屋に6人の割合で，1人ic・2つの引出しと，ロ

ッカー，1部屋に1台の鏡台が備付けになっている。屋外の遊び場は少ないが，このこと

は．遡ζ地域にある公園を利用するという点で，良い面もある。建物については，7年計

画で新しいものにする予定がある。

　3，職員の構成，勤務について

　職員は，園長1人，園長代理1人，副園長2人，ケースワーカー6人，ケアテーカー6

人，一般のケアテーカー9人，計25人からなる。勤務は，週ca時間で週休2日，変則的3

交代で，夜勤はAe一トタイマー，炊事，掃除，洗濯は専門の人がする。保母の主な仕事は，

精神的な面での働きかけに重点をおいている。1グループ12人を，保母3人，保父1人の

割合で担当している。

　4．入所児童について

　ワンズワースの地域の中ic住む，貧困家庭の子ども達，社会的に自信のない親たちのそ

のことが子どもに影響している場合の家庭の子ども達，社会に精神的に受入nられていな

いという意識，社会に対して恐怖心をもった子ども達，登校拒否児，非行児などを収容し

ている。また移民のため地域の中に十分に適応できない人たちの家庭の子ども達も多い。

（アフリカ，西インド諸島，パキスタン，インド等，元の植民地からくる人たちは，英国

にとけ込むことがむずかしく，そのために問題を起すケースである。）つまり低年齢の子

ども達には，触法行動といった問題よりも，情緒障害の問題が多く，その分類収容はされ

ていないが，いずれにしても，心理的に良くない影響を受けている子ども達を収容してい

る。

　5，処遇内容について

　いろいろなケースの子ども達がいるが，いずれにしても，子どもは家庭で育つことが最

も良いという考え方に立ち，短期治療を目’的としている。子ども達に問題がある場合は，

専門職員；Cより，心理療法，遊戯療法，絵画治療などを用いて，観察，判定し，子ども達

の状態をよりノーマルなものにし，家庭なり収容施設なり，その子どもに最も適したとこ

ろを考える。

　家庭に問題がある場合は，同時に，ワーカーが調整しながら，もう一一度子どもを家庭に

もどすための努力をする。この家庭の調整という点では，ファミリーケースワーカーが，
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家庭を訪問するという形を取ったり，このアールズフィールドに呼んで話合いをしたりす

る。

　また特殊学級を園内に併設し，専門の教師のもとで治療教育を行なっている。

　6．アフターケアについて

　アフターケアにっいてはワンズワース区児童福祉部が行なっている。子どもとのっなが

りについては，ここに入所する以前から児童福祉部のワーカーとの接触が多くあり，また

アールズフィールドにおいても，引続きその子どもとの接触を保ち，職員からもその子ど

もの状況について聞く機会を多くもっている。アールズフィールドでは，積極的なアフタ

ー ケアは行わないが，その子どもの家庭との連絡は密にしており，その子どもが家庭に帰

っても，適応できない状態になった場合には，アールズフィールドにもどって来られる配

慮をいつでもとっているe実際，家庭に帰す場合，いわゆる治療完了という形で．とい

う場合は非常に少なく，ケースは続いているという場合が多い。

　質疑応答より

　1．英国における児童福祉の歴史について。

　この国の福祉の歴史を考える時，ボランティアサーピスにより成立ってきている事実を

忘れることができない。英国には，バーナードホームを含め，いろいろなタイプの施設が

あるが，小舎制の施設は主に民間の経営するところであり，公立は大きいというのは誤っ

たとらえ方で，むしろ民間の方が大きな施設を待っている。小舎制・大舎制，その甲間の

ものといった，いろいろなタイプがある。小舎制の施設でも広いスペースを取っているた

め地域社会と離れているので，地域社会とのコミュニケーションという点で問題がある。

最近始まったグループホーム制（家庭養護寮）は，小さな家庭で，形の上ではとてもよい

が，子どもと養父母との関係が密接であるがために緊張感ができて，情緒的に不安定な子

どもの場合、やはりそれが問題となっている。

　現在ワンズワースでは，新しい建物を造りつつある。大きな建物も小さな建物も新しい

目的をもって造らn，それらを総合的に利用して，治療を進めて行こうとする考え方であ

る。これは，子ども達はいろいろな条件の中におかれてこそ，その中で成長して行くもの

と考えるからである。

　2，養護の原点は家庭にあると考えるか。

　子どもは，家庭で育つことが最も良いという考え方に立っている。今までのあり方はそ

aなりic良さがあったといえるが，家庭的な処遇というのは，大切な面をそn以上に含ん

でいるのではないかといえる。家庭のもつ機能こそ，子ども達が安心して成長できる場を

提供できるものと考える。従ってできるだけ短期治療ということで，期間を短くし，1年

以上は預らないようにしている。あくまでも家庭を×切にしようとする考えから，家庭か

らなるべく遠くへ離さず，ワンズワースのなかで子どもを預り，この地域にある学校へ戻

して行きたい。
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　3．グループ・ホーム制が増えている傾向について。

　社会的な変動に基づいて起ってきたことといえるが，地域社会と密接にして行くコミュ

ニティケアという考え方が，最近相当はいってきて，施設が物質的変化をしなければなら

ない状況になっている。コミュ＝ティケアは理論的にははっきりしているが，現実に困る

ことは，大切だといわれながらもコミ＝ニティには，こういう問題をもった子ども達や非

行少年をはじき出そうとする機能があることである。

　しかし逆‘ζ，コミュニティは，それを支えて行く大きなカももつζとができる。例えば，

地域の中に新しく建物を造ろうとした時，最初は拒否していた住民たちが，その施設がで

きあがると，みんなが手伝い，施設の子どもとの交流もできるようになる，ということな

どである。

　4．移民による子ども達が多いというその原因は何か。

　それは，住宅事情の問題が大きく影響していると考えられる。ロンドンでは，家族が割

合と近くに住んでいるが，新しい土地開発（都市計画）ICより，家族が離n離れになる場

合が生じてきている。このようなことから，親類ic援助を求め相談するという状況が非常

に得にくくなり，都市に住む人たちは「孤独」を強く感じるようになっている。「地域安

全法」によりこのような問題を克服しようとより良いサービスを考えているが，それ以上

に問題が起りつつあるのが現状である。

　5，アールズフィールドでの地域社会に対する働きかけについて。

　ワンズワース区児童福祉部での事業というアールズフィールドの機能のため，子ども達

に直接関連する地域社会の学校，教会，住民icできるだけPRをして，受入nICついての

協力要請に努力している。このような方向の中で，本人がその中から浮き上がるというこ

とのないよう配慮しながら，できるだけ個人的に地域の人達に協力を求める方法で行なっ

ている。住民に対する社会教育を通じ，例えば施設にはいった子どもでも，帰ってきたら

ばその地域が受入れるという働きかけをしなけnばならない。ここでは，ワンズワース児

童福祉部が主1こなり，ワーカーが実際にその地域に行って調整をはかっている。

　6．子どもにどのような願いをもっているか。

　高い理想とはいえないが，子ども達が社会に復帰して，普通の生活が送nるということ

を望んでいる。私たちのソーシャルケースワークという技術をもってt子ども達が再教育

され，社会に出て行くということ，これが願いでもあり，現実的問題でもある。

　以上，施設長であるR．サージャント氏の，心のこもったていねいな説明をできるだけ

忠実に報告した。

　所感

　現在，小舎制のもとで日々子ども達と暮し，今回「ヨーロッパにおける小舎制の実態」

というテーマをもった私にとって，ここでの短い時間は，とても貴重なものとなった。杜

会のニードの変化に伴い，施設のもつ役割，存在の意味が大きく変ろうとしていることは，
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どこの国でも，同じ現象のようであった。ただ単に家庭に代る場としての，今までの役割

から，さらにより専門的な処遇へと変って行きつつある。

　それぞnの国で経済が発展し社会が豊かになるtζつれ，その陰で，その下ではみ出して

行く人間が存在する。そして，そこには必ず家庭があり，家族があり，子ども達がいるの

である。子どもの人権を守ることが目的の私たちにとって，この現実をしっかり把握し，

私たちが今しなけnばならないことは，見失ってはならない大切なものは，いったい何な

のか，もう一度考え直してみる必要のあることを強く感じた。

　『子どもは家庭で育つことが最も良い，家庭のもつ機能こそ，子どもが安心して成長で

きる場である』と，堂々と答えたサージャント氏のことばには，人として生きて行くうえ

での原点である『人間尊重』という大きな意味が含まnていたと思う。人を大切にすると

いうことは，自分をまた大切にするということにつながる。そnは，長い歴史からくるも

のかも知れないし，また宗教的背景からくるものかも知nないが，いずれにせよ，このこ

とは．今回の訪問国，どこの国でも共通に感じら孔たことである。現象として生じている

様々な問題はわが国と同じであっても，人々の底に流れる人間観というものには大きな違

いがあった。

　我国ではζこ数年，人の生命が軽んじられ，そnも血のつながった親子関係の上で，平

然とそれが行われている事実，望まnずしてこの世に誕生してくる生命の余りにも多い現

実，このような社会の中で，多様な問題をもつ子ども達が，大人へと成長して行く場であ

る施設とは，どのようなものであるべきなのか。専門性が叫ばれ，勤務の合理化が進みつ

つある現状の中で，何か大切なものを忘nているような，そんな不安を強く感じる。正常

な家庭生活を失い，正しい人間関係を知らない子ども達にとって，一番必要なことは何な

のか。そして，私たちはいったい誰のため1こ働かねばならないのか。人か生れ，人が生き

る，という原点に立ちかえり，考え直してみたいと思う。

　生活様式が異なり，ことばが違い，理解し合うことが本当に困難な訪問であったが，ど

この国でも，どこの施設でも，そしてどの人とも，どこか感じ合うことのできた毎日だっ

た。そnは，誰もが「人間である」という事実，そして「人が生きる」ということに対し

て，同じ思いであったからだと思う。

つたの茂るア

ー ルズフィー

ル・ド・ハウス

■■■v＝－h－一一一ma－1ttte　．t－一一
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研修報告　5 9月18日午後

施設名　TUDOR　LODGE
　　　　（チューダー・ロッジー時保護所）

所在地

説明者

c／b　LONDON　BOROUGH　OF　WANDSWORTH　CHILDREN’S
DEPARTMENT（大ロンドン市ワンズワース区児童福祉部）lSwaf－

field　Road　S．　W．　18　LonKicm

Mrs．　C．　R．　Cha】lenor

（所長）

　　　やま　　じ
保母　　山　路　　ま　す　み

聖の家

三重県多気郡多気町津留548

　TUDOR　LODGEについてレポートする前tC，イギリスの社会福祉の中の，児童保護

の概要を書きます。

児童保護

　1963年の児童および青年法は，地方当局に児童に対する助言，指導および援助を義務づ

け，そのために必要な措置を行なって児童の福祉を増進させるようにした。

　児童が通常，両親から受けられる程度の保護を受けられないような場合，もしくは保護

者の手にあまるようなことにならないために，特別の保護または管理を必要とする場合に

は，裁判所の判決をまって，その者が18歳に達するまで適当な者（通常は地方当局）の保

護のもとに置くことができる。

　地方当局は1948年の児童法により，17歳未満で両親または保護者のないもの，遺棄さn

たもの，または両親が一時的もしくは永久に児童を扶養できないものを保護する義務を負

っている。かくて保護された児童は，ただちに両親または保護者に返還するか，または友

人に委託した方がよいと判明した場合以外は，その者が18歳に達するまで地方当局のもと

に保護さnる。このいずれの場合においても，その児童に最も有利であり，能力が正しく

開発されるようにしなければならない。

　一部の児童は里親に委託さn，里親はその生活費として手当を受ける。里親の見つから

ない児童は，地方当局または民間団体の児童収容ホームに収容される。多くの児童収容ホ
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一 ムは通常住宅地域にある小住宅であって，12人以下の児童が，ハウスマザーまたはハウ

スペアレンッの保護のもとに置かτtるがJ夫は通常の勤務をもつことが多い。その他の児

童は，特別のホステル，収容施設などに収容する。児童をできるだけ家庭に返すことが大

切なので，そのための援助がつねに行われている。

　1948年の児童法は，各地方当局に児童の保護と養育の責任を負Oせ．そのため1こ児童委

員会および児童担当官を任命している。児童担当官のもとには児童保護司があって，児童

についての調査，里親に委託した児童の監視などに当っている。

　地方当局の行う児童保護に関する費用は，地方当局および国庫が負担している。

　民間団体の活動は，児童保護の面でも先駆的役割を果し，現在でも重要な役割を負って

いる。全国民間児童保護団体協議会の主要構成員の中ICは，バーナード博士協会，カソリ

ック児童福祉協議会などがありtまた，多くの小さな民間施設は、その地域組織1ご加入し

ている。民間団体による児童ホームは約620あるが，こnらは児童法の規定によって登録

されている。里親または収容施設に委託さnた児童は，すべてその処遇について，内務省

児童部の検査を受けることとなっている。

　養子

　養子に関する最初の法制化はイングランドで，ウェールズでは1926年に行われた。年々

25，000人が裁判所で許可されている。養子ic関する記録は保管さn、また，70以上もある

養子をあっせんする養子B会が，地方当局に登録さnている。　（国際社会福祉協議会日本

委員会1972年版・イギリスの社会福祉・児童保護より）

　1．施設の概要

　TUDOR　LODGEは，今はLONDON　BOROUGH　OF　WANDSWORTH　CHIL－
DREN’S　DEPARTMENT　（大ロンドン市ワンズワース区児童福祉部）の経営する児童

施設の一つである。30～40年前｝ζ設立され，古い民家を利用し，ビクトリア朝時代ic建築

されたがtチューダー朝時代の建築様式を採入れている。子どもを中心とした建物になっ

ていないために改築の必要があるが，場所その他の計画はまだ具体的にない。今後の設備

としては，就学前児童に必要なものを整えたいということ。

　建物にはベッドルーム4，TVルーム2，破nた椅子がいくつかある。この破れは補修

してもきりがなく，破かないようICと注意はするけれども，情緒安定のために破かせる。

プレーセラピールーム2，ここには絵の道具，鉢植え，遊具が豊富，また，ままごとコー

ナーがあり，人形の着せ替え服が豊富にある。

　食堂。清潔で明るい雰囲気がつくられるよう，ペンキ塗り替えなどで工夫さaている。

台所。”般家庭と同じようなもの。洗面所2，トイレ2，乳児用乳母車。

　各部屋のドアには，手をはさんでもケガのないように，ゴムが取付けらnている。これ

は法律で規定さnているということ。

　庭。大きな木と芝生があり，遊具らしい遊具はない。庭のない家庭で育っているため，
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広い庭でのびのびと遊ばせて生活訓練をしている。

　収容児童年齢，0～5歳未満，通園24人，収容14人であり，公立施設で管理者はワンズ

ワース児童福祉部である。

　2．対象者の概要

　スラム地帯（移民）からの入居者が多く，置き去り，孤児等の入所理由により措置され，

情緒障害の程度は軽い。施設内における問題行動は多くありすぎて書ききれない。とくに

コミュニケーションの不足のために起きる問題がある。

　保護者の面会は奨励し，アフターケアとして，保護者に児童を連れて再来するようIC勧

めている。

　3．職員の概要

　職員数は住込み12人，通勤6人，園長代理1人，スーパーインテンダント1人であり，

実習生もかなりいる。ロンドンのこの施設でも，日本のわれわれの施設と同様，つねに職

員不足のため，定数が決まっていないということを聞かされた。

　保母の勤務時間は，週44時間，5日制。保育者は週⑪時間である。勤務形態は3交替制

となっており，AM　7：30～PM4：30，　AM10：00～PM　7：00，　PM　1：00～PM　9

：00の時間配分である。給料については社会機構や物価が異なるので日本と比較すること

は無理だと思うが，参考までに書くことにする。

　　Rcco　I　1．515ポンド（住宅手当プラス）

　　Rcco　皿　1，754　ポンド

　　Nal　　1，140ポンド

　　Na皿　　768ポンド
　　食費と部屋代は，給与から差引く。

　4．社会機構との関係

（1ポンド＝702円）

106万円（年収）

123万円

　80万円

　54万円

　入所前に可能な場合にはケース会議を行い，スーパーバイザーおよび施設長が判定する。

社会的養護に対する配慮および社会資源の活用は，この事業に対するより広い理解を得る

ために利用され，ボランティアには，正式な訓練を受けていないものでも，施設の要求に

合せて受入れている。

　里親委託については，正式に里子に出す前に里親が面会ic来たり，外出，外泊をさせた

りしてコミュニケーションを密接にする。

　5．情緒障害の治療と養護の目標

　短期治療1ζよって（3カ月を目標とし，1年以内）家庭復帰させることを目標とし，心

理判定員を配置する。たて割り制度を使用して小さい子の世話をすることにより，子ども

に自信をもたせるのである。虐待児にはとくに心をこめてケアするようにし，親子の関係

をノーマルにするために力を入nている。しかし，なんといっても収容児童の家庭的処遇

に近づけることを，第1の目標としている。
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　以上，TUDOR　LODGE　ICついてまとめたものである。現在イギ｜」スでは，小舎制か

ら大舎制に変りつつあり．有名なバーナードホームのような，小舎制の基本となるべきも

のでさえも，ほとんどが大舎制になってきているという話であった。

大ロンドン市ワンズワース区児童福祉郎

古風なチュー

ダー・ロッジ

　

Sζ
’辱

耽砺貯
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研修報告　6 9月19日午後

施設名　NAT　l　ONAL　CH　l　LDREN’S　HOME
　　　　（ナショナル・チルドレンズ・ホーム）

所在地　85Highbury　Park　London　N　5　1　UD
説明者Mr．　JohnW．　Dossett　Davies

　　　　（児童福祉秘書）

　　　　Mr．　C．　R　Addey

　　　　（管理職員）

　　　　　え
指導員　江

台崎
“
征

お

男

基督教児童福祉会広安愛児園

熊本県上盆城郡盆城町古閑73

　各団員は1人少くとも1施設を受持ち，研修報告書を提出ということで，イギリスの代

表的民間組織団体，メソジスト系のNATIONAL　CHILDREN’S　HOME（児童福祉団

体）を担当することになった。イギリスではそのほか公立1カ所，民間2ヵ所を視察研修

したが，その過程で強く感じたことは，日本の社会福祉事業界のような悲壮感や気負いが

なく，歴史と信念に立脚した自信というか，ゆとりが関係者に共通icみられたことである。

子供の福祉を確保するのに福祉事業だけがあくせくして走りまわるのでなく，社会諸サー

ビスを構成する他の社会制度施策と，比較的たくみに協力体制がとられていると聞いた。

「社会の実際的必要」があれば，福祉事業の分野からだけでなく，教育・医療・住宅の分

野からも働きかける。公私の別なく，ボランタリーな心をもつ個人が働きかけてきた，イ

ギリス社会特有の歴史によるものであろうか。

　そのため福祉サービスも非常に広範で複雑である。ひとつの福祉サービス，施設をとら

えるためには，ある程度の社会制度とその基盤の把握が必要である。従ってこの報告も，

福祉サービスを支えているイギ1」ス社会の概況からはいるべきだと思うが，紙数もないの

で今は「諸サービス行政組織」と「学校組織」を後記するにとどめる。イギリスでは国民

の生活と政治との連帯が強く，その政治の根底にあるものは，抽象的理論でない，現実的

な，しかも理想主義的な考え方である。実際の必要から，自由主義が，社会主義が，福祉

サービスが生nたことを見失ってはならない。そしてそこには宗教も介在し，倫理・道徳
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の問題として，ボランティアの活動と相まって，福祉サービスを進めてきた。

　組織の概要

　1．沿革。1869年メソジスト教会牧師Dr　StePhensonが東ロンドン・ボナー街

に家庭のない子供たちの家を設立した。それ以来イギリスを7地域に分け，50ヵ所の

施設及び援助のための事務所等を設け，50人のソーシャルワーカーを擁し，年間4000

ケースを取扱う児童収容ホームを持つtイギリス最大の民間組織となった。

　2．経営主体。メソジスト系宗教団体（ホームの代表者，Gordon　E．　Barritt氏）。

　3．事業。児童収容ホームを持つ団体では最も大きい民間組織であり，主たる事業も下

記のように広catcわたっている。

　　①児童ホーム。31カ所，定員12人より200人。

　　②未婚母子ホーム。2カ所（保育所併設）

　　③保育所。8カ所，定員21人より74人。

　　④障害児のための特殊学校（収容）

　　　精神薄弱児　3カ所。定員25人より141人。

　　　身体障害児，2カ所。定員35人と52人。

　　　情緒不安児，1カ所。定員12人。

　　⑤勤労青少年のホステル。男子1ヵ所，定員12人。女子1カ所1定員7人。

　　⑥児童及び大人の通園施設。

　　⑦里親の開拓及び委託手続き。

　　⑧養子縁組の開拓及びその手続き。

　　⑨住宅困窮者への住宅の貸与。

　　⑩家族ケースワーク（家庭相談所）

　　⑪海外への援助（ジャマイカ国）

　　　児童ホーム，1カ所，定員28人。

　　　職員のトレーニングセンター。

　4．年間経費及び財源。1972年度収支予算額3．814922ポンド（約26億7，800万円）

収入内訳

　寄付金（継続・一般）　　　　　　　　33％

　交付金（地方社会福祉当局等）　　　　　32％

　料　金（保育所・各特殊学校・その他）　23％

　遺　贈（遣産）　　　　　　　　　　　　10％

　利息等（銀行利息等）　　　　　　　　　　2％

　　　　　　　計　　　　　　　　　　100％

5．職員総数　876人。

施設職員　738人。ソーシャルワーカー50人。

支出内訳

　児童養育費

　一般擁護費

　事務費

　改築・営緒費

　　　　計

79％

9％

8％

4％

100％

通勤職員81人。支部職員　7人。
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　対象児童の概要

　L　入所経銘。公的には．地方社会福祉当局のソーシャルワーカーによって発見送致さ

れる，約60％。私的tcは，組織のソーシャルワーカーicよって発見入所させる・約40％。

　2．入所判定。ホームへの入所については組織の施設主事へ，特殊学校への入所につい

ては教育主事へ回付され，最終的には，各施設長・学校長・教頭が相談決定している。

　3．年間入退所児童数（1973年）入所987人，退所928人。

　4．取扱い実人員（現員）

　　施設収容人員

　　　　　5歳以下

　男子　　　83人

　女子　　　66人

　計　　　149人

その他実人員

　　居宅保護児童

　　里子予定児童

　　通園

　　アフターケア

　　施設外居住

　　　　計

5．入所理由。

　虐待。

　遺棄。

生活指導の概要

5～8歳　　8～12歳

152人　　300人
85人　　　197人

237人　　 497人

606人

　26人

775人

108人

　91人
1．606人

父（母，の失逃。

父（母）の病気。

両親の離婚。

両親の離別。

12～16歳

450人

255人

705人

16歳以上　　　計

40人　　1．025人

23人　　　　626人

63人　　　1．651人

総計　3，257人

父（母）の死亡。　環境不良。

身体障害。　　　　非行。

　1．処遇方針。各児童ホームの長が行うが，必要に応じ心理学者等専門家の助言を得て，

ハウスマザー等が実施するという形になる。

　2．ケース記録。6ヵ月ごとに記録し，各児童ホームに保管する。

　3．　日課及び月例行事。具体的な明示はなかった。そnらは，児童の年齢及びそれぞれ

の児童ホームで異るためである。全般的な方針としては，両親の愛情に代る家庭的養護を

行い，将来の家庭形成に役立つよう工夫される。週末には児童を迎へに来るよう保護者を

指導し，帰れない児童たちには，ピクニックへ連れて行ったり，精神的里親を作ったりし

て努力している。

　4．教育。一般児童は，地域の学校へ通学し，精神的・身体的に障害のある児童は組織

内の特殊学校及び地域の特殊学校（学級）へ通学する。職業教育は行なっていない。

　5．幼児教育。収容定員の大きい児童ホームは保育園を併設している。定員の少ない児

童ホームの幼児は，地域の保育園等へ通園している。

　6．宗教教育。メソジスト教会と深い関係にあり，収容定員の大きい児童ホームは教育
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主事（チャプレン兼任）が行い，定員の少ない各ホームは牧師が児童及び職員の宗教教育

を行なっている。

　7．進路指導。高等教育を受けたい児童は，それぞれの学校へ進学できる。職業教育は

行なっていないが，職業紹介所の指導により就職する。

　＆　問題行為。ほとんどの児童が普通の家庭生活を送孔ずに入所したのであるから，な

んらかの問題をもっている。夜尿，短気，反抗的（不服従），　虚言，盗み，内回性，協調

性tc欠ける，他児をいじめる等。

　9．保護者との連絡調整。一般的に親及び保護者は希望があれば，随時面会できる。ま

た週末には児童たちが家へ帰れるよう指導している。

10．アフターケア。児童及び家族が援助を必要とするかぎり，組織のソーシャルワーカ

ー が行う。また必要に応じて，地方社会福祉当局のワーカーが行うこともある。

　組織の発行している新聞「子供たち」と「ファミリー・ニュース」によって，卒園児と

の連絡を保っている。また年1回2月に，ロンドンで卒園児の集いをもっている。これに

は多数の卒園児が相当長Wttcわたって参加している。各児童ホームにおいても毎年5，6

月の週末に創立記念日を行い，多くの卒園児が参加している。

　職員関係概況

　1．職種。主事，事務，ソーシャルワーカー，医師，看護婦，施設長，校長，教諭．ハ

ウスマザー（保母），ハウスペアレント（指導員），調理，修理等，15種類あるといわn

る（未確認）。

　2　ハウスマザー，ハウスペアレントの資格要件e主任ハウスペアレントは，児童青少

年養護の有資格者となっている。ハウスマザーについては，若くて，子供好きで，一生懸

命やってくれる人であ孔ば，必ずしも資格を要求しない。働きつつ訓練を受けさせるとい

う（未確認）。キリスト教精神に基づいているので，職員はクリスチャンが望ましい。

　3．勤務形態及び勤務時間。処遇に直接関係する職員、ハウスマザー等は3交替で，起

床より就寝まで，児童の年齢により異る。休日は週に2日である。

　4　定年制。イギリスの定年制はt男65歳，女60歳と定まっている。一部の人は生涯児

童のために尽す人もいる。

　5．ケース会議。ホームの長，地方社会福祉当局及び組織のソーシャルワーカー，心理

学者，ハウスマザー，ハウスペアレント，もしくはケース1ζよって両親も参加して行う。

　6，現任訓練。組織内の訓練担当者が行う。しかし職員養成機関を国内には侍っていな

い。職員養成‘こついては，全国民間児童保護団体協議会（民間組織の集合本部）に付属す

る養成学校がロンドンにある。そこでは，民間施設の職員に限らず，公的な施設の職員の

養成も行なっている。これは公認学校である。

　社会機構との関係概況

　1．所管官庁。地方社会福祉当局。

　2．里親委託。こnは組織の主要事業であり，ソーシャルワーカーが里親を募集し，組
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織の里親調査委員会が調査して，委託可否の決定を行なっている。

　3．社会資源の活用。地域社会から応募した養育里親（Social　Aunts　and

Uncles）という組織をもっている。また地域社会の人々が後援団体として，それぞれの

児童ホームに協力している（具体的には未確認）。

　4．広報活勤。児童のケースを通してソーシャルワーカーの仕事及び組織の活動内容を

紹介する映画「今日の子供たち」，組織のパンフレット「ON　THE　MAP」「WE

WANT　HOMES」及び新聞「子供たち」「ファミV－・ニュース」，各種の寄付申込書

等を作製し，上映，配布している。ソーシャルワーカー及び職員が各戸，各工場，各教会

等ヘアピールしながらPR、，寄付募集活動を行なっている。

　5．ボランティアの指導と受入れ。組織ではボランティア教育は行なっていない。受入

れに当っては，各児童ホームの長及びその他の職員が指導する。

　6．宗教，文化団体との関係。宗教的｛Cは母体のメソジスト教会と密接な関係がある。

また他の音楽，劇，社会教育等の文化団体への参加は，児童が自由1ζ行なっている。

　以上，本部で説明を聴き，その施設の一つ未婚母子ホーム付設保育所，REGARD

FAM1LY　CENTREを見学した。
　1．建物及び設備

　2階建で，1階が保育所及びそれに関する部屋で，2階が未婚の母子の部屋となってい

る。児童は，2階から1階の保育所へ通ってくる。建物自体は決して新しいものではない

が，内部の設備は幼児用にきめ細かく，室内装飾は色彩豊かに配慮さnている。外庭の遊

具は別に目新しい物はなかったが，室内の玩具はやはり色彩豊かに豊富に与えらnていた。

　2，未婚の母について

　未婚の母とは，正式な手続きと挙式をしないままec出産した母親である。一般に年齢が

低く，社会的に認められていないために，心理的，情緒的に問題をもち，住宅に困り，な

んらかの援助を必要としている。従ってその子供も援助を必要としている。

　L　入所人員。現在功人の母親が入所（そのうち3人は精神病院へ通院している）して，

36人の子供たちがいる。そのうち2歳以下が10人，2歳から4歳が26人。子供たちには有

色人種（移民労働者）との混血児がかなり多く見受けらnた。

　2．母親の職業。一般にデパート，マーケット等の店員が多く，病弱（無職）な母親の

入所も多い。母親はほとんど就労していない。援助の過程でも就労するようには仕向けな

い。むしろ働く時間と気力があれば，子供と過す時間を多くするように指導されている。

とくに2歳以下の子供をもつ母親は，そのように指導さnている。経済的には，社会保障

制度の給付である程度保障されている。

　3．母親の一般的傾向。年齢が低く，乳幼児の保育の知識に欠けている。情緒的に不安

定で寂しがり，その反面自分で面倒を見ようとしない母親が多い。1日中部屋に閉じこも

る母親もいる。
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　4．母子の健康管理。各地域に妊産婦児童福祉センター（妊産婦と乳幼児の健康に関す

る地域の総合センター）があり，そこで母子の健康相談所にのってくnる。またセンター

から，保健婦等の専門家が訪ねてきてくnる。もちろん組織のソーシャルワーカーも相談

にのっている。

　5．母親に対するソーシャルワーカーの役割。相談にいつ行ってもよいが，原則として

午前11時から午後2時の間となっている。住宅に対する相談に応じたり，不安感，孤独感

を和らげる方法として，同じ悩みをもつ母親たちと接触を図ることもある。

　1週間のうち週末2日は，自宅へ母子共帰宅させている（社会復帰）。家を持たない母

子に対しては，組織の持っている憩いの家的な所で週末を過せるように援助している。

　6．保育所の磯能。母親が前述のような状態にあるので，保育者の役目は非常に重要な

ものとなっている。

　現在保育所で行なっている指導の中に外国絵本の紹介がある。イギリス社会はまだ階級

差別，人種差別が根強く残っており，それを幼児期から取除く試みである。有色人（黒人）

が登場してくるジャマイカ国の絵本を取寄せて．，そrしを子供たちに与え，幼兇期から，白

人，有色人種になじませ，成長してから皮膚の色に神経質1ζならない人間となるようにと

の配慮と願いからである。

本部のある建物。別に2ページに写真

母子ホーム（2階）と保育園

シンポルマークを入れたPRパネル
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イギリスにおける社会諸サービス行政組織　1

国王

　枢密院

　国会（上院・下院）　……・……・…………’…・…“……’……’……”

　　内閣

　　　社会福祉担当相

　　　　保健・社会保障省（保健と社会保障・社会サービス）

　　環境担当根

　　　環境省（都市・地方計画・住宅）

　　教育・科学担当相

　　　教育・科学省（教育）

　　雇用担当相

　　　雇用省曜用サービスと職業訓練）

　　　スコットランド担当相

　　　スコットランド事務所一内務保健局

　　　　　　　　　　　　　　教育局

　　　　　　　　　　　　　　開発局

　　ウェールズ担当相

　　　　ウェールズ事務所　　　　　　　＊各相・各大臣

　　………　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種審議会

北アイルランド議会　　　　　　　　　　　　　専門委員会

　内閣

　　保健社会福祉大臣

　　　保健・社会福祉省一広域事務所一地方事務所

　　開発大臣

　　　開発省

　　地域社会関係大臣

　　　地域社会関係省

地方自治体

　地方議会

　　社会福祉委員会（地方議員・行政管理責任者・地方住民代表）

　　　地方社会福祉当局

北アイルランド議会

付属出先機関

地方自治体

地区事務所（人口5～10万ごとに設置，10～15人のソーシャルワーカーがチー

　　　　　ムを組み，地域住民に対し包括的な福祉サービスを提供する）
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イギリスにおける社会諸サービス行政組織　2

保健・社会保障省

　地方自治体

　　地方社会福祉当局

∵：：：：：〔二：1：IEI≡li’i’glil一

　　　福祉施設（同上）…児遣，身障，老人等

　　　地域福祉（同上）…各種サービス，ボランティア等

　　　管理部（同上）

イギリスにおける学校組織

就学前教育（2～5歳）

　保育学校・保育学級

初等教育（義務教育）

　初等学校（5～11歳）

　　幼児学校（5～7歳）

　　小学校（7～11歳）

幼児保育

　保育所・託児所・Hili預かり所・幼児遊戯集団

　　（5歳で幼児学校へ）

　　　（一定の試験を受け，能力と素質に応じて次の3種の学校へ。総合学校は無試験）

中等教育（義務教育）

高等教育

　総合大学（3～6年）

　教育大学（3年）

　上級専門学校（大学）　（3～4年）

助長教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　専門学校（全日制・定時制）

　成人教育

特殊教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53ページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とくIctt意！

一 51一



研修報告　7 9月20日午前

施設名　THE　CRUSADE　OF　RESCUE
　　　　（救済十字軍）

所在地　73St　Charles　Square，London　W　106EJ
説明者　Rev．　John　MeDonald
　　　　（副所長）

　　　みや
保母　宮

こ

子

〉

つ㍉
京

ね
根

松柏学園

吹田市江坂町2丁目14－36

　1．施設の概要

　1．THE　CRUESADE　OF　RESCUE（救済十字勒は1859年に創立された。
19世紀初めの，ボランティアの奉仕に端を発した，不幸な子供たちに対する救済活動

が，ローマンカソリックによって組織化された。後，ボランティアやカソリックのミニ

スター（聖職者）たちが政府と取決めた結果，1948年政府による，この地域での施設

つくりが始められた。現在では，英国中にローマンカソリック系のこの種の施設が18カ

所ある。私たちが訪れたのは，ロンドン市で最大の活動団体である，その救済十字軍と

付属施設である。そしてこの人たちは，政府と協力して行なってきたことに対して女王

から勲章をもらっている。

　運営管理はローマンカソリックの宗教団体で，措置権はAdrhninistaraton　（行政機

関）がもっている。

　2．沿革の概要および目標。児童養護だけでなく，現在はミニスターたちの働きで，養

子縁組の分野の活勅も開拓し，政府との関係をもつ中心的な活動団体となっている。入所

児は，養子縁組を前提とした子供をおもに扱っている。活動目標は，①同宗教との養子縁

組，②住居提供，③里親委託の3つであり，短期養護の場とし，低い年齢のうちに養子縁

組をさせるようにしている。というのは長く居すぎると，家庭と違う生活なので．色々な

面で家庭に適応できにくくなるからである。　（とくに情緒的に深いものができる。）

　3．収容形態は寮舎である。年齢幅は生後8日（退院直後送らnてくる）から18歳まで

になっている。建物は学童棟と乳児棟に分れていて，そnそれの場で処遇さnている。ま
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た別に民家を買取り，家庭養護寮として9カ所設置している。

　施設の設計留意点としては，子供たちが安定した気持で生活できる場となるよう配慮が

なされている。この建物は，以前はディナーサリーであったのを改造したものである。

　4．将来の施設整備等について。現在政府の要請によるケースtc対して50％が限度なの

で，民家を買取り，家庭養護寮の設置により，近い将来100％応じらnるよう努力してい

る。また家庭養護寮相互の距離を近くせず（特定の地域に限定しない）に，“隣りを遠く

し合う”ことにより，ソサエティを大きくする方向が検討さτLている。また対象とする子

供どうしを，近隣に居住させないやり方が望ましいと思う。

　5．財源は，寄付金（総額）£140．000，Local公費£85，00e，助成金，遺産委託

金等である。昨年度の支出の大きなものは，養育費£250，988，経営費£26，080，　パブ

リシティ費£3，369等である。児童1人り当りの直接処遇費は，週£34である。　（1ポン

ド約700円）

　2，対象児童に関すること

　1，入所理由による区分。①崩壊家庭，②親の病気，③子供の父親の虐待，④捨子，⑤

未婚の母の子供等である。

　その中でも，未婚の母の子供を多く扱っている。未婚の母の子供は，50％が英国外の混

血児で，インド，西インド諸島，アラブ，スコットランド等で，現在までに37力国の混血

児を扱った。そしてその中IC，今は他の施設にいるとのことであったが，日本人との混血

児が1人いたと付け加えられた。ここでも移民，未婚の母の問題が大きくクローズアップ

されていた。イギリスのかかえている問題の一つであろう。

　2．生活指導等の処遇方針の決定は，管理者を含め全スタッフのチームメンバーで協議

する。生活面での指導は，その子のニードに合せ，気質，性格，感情等を考慮して，一般

家庭に近い形で処遇し，将来の家庭形成に役立つようにする。毎日のベッド作り，食事の

ためのテーブル作り等は，子供たちがする。ポケットマネーも，週いくらと決めて渡して

いる（金額については不明）。宿題，学習指導は，シスターを中心としたフタッフが援助

指導する。できない子供には，それなりの指導はするが，特別に家庭教師等は雇わない。

日課は明確に示されていないが，学校等の時間に合せ運んでいる。

　乳幼児のデイケアも，特別なものはもたず，1日の生活リズムのなかで指導し，個々に

合せた自由保育である。

　月例行事はとくにもっていないが，ホリデープラン等は考えられている。

　3．アフターケアについて。子供たちや家庭が援助を必要とする限り，ソーシャルワー

カーがアフターケアを行う。

　15～16歳で仕事につかせ，同時に下宿の世話をし，独立した生活体験をさせている。進

学する場合も同じで，アパートから大学に至る生活上の世話もする。

　社会で生活する子供たちにとって，住宅事情は悪い。そのうえ非行，犯罪等，問題化す

る傾向が出てきている。そうした子供たちの面倒を本当に見られるスタッフが欲しいとの
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ことであり，イギリスにおいても職員不足はあるようだ。

　4．保護者との連絡面会tcついては，できるだけ面会させ、親（ここでは未婚の母）の

もとへ早く帰すための働きかけが横極的になされている。そして，そのための生活諸条件

を整備し満たす努力が，ソーシャルワーカーtcよってなされ，関係スタッフtcよって協議

される。

　5　学校教育との関連について。児童は地域の学校IC通うが，児童によっては必要に応

じ特殊学校に通学させることもある。学校内で一般の子供との差は，親との生活で親が能

力的に低かったり，教育的関心を示さない環境で育っているので否定できない。子供自身

も，人種的問題もあって，将来はどうせ駄目だというコンプレックスをもっている。日本

でもこうした面は見られる。そしてまた，社会tc受入れられていないとする，自分自身の

壁を造ってしまっている。だから親に育てられるよりも，白人家庭に引取られて育てられ

た方がよいと，自から結論を出してしまっている。人種問題は全く難解であり，今日も，

ζの問題をテーマとして会議をもつということであった。

　学校との連絡等は，関係スタッフが先生たちと面接したり，懇談会に出席したりして密

にしている。性教育は主として学校で行われるが，施設の職員は性的質問に対して，単純

に実際的に答えられなければならない。機会をとらえ指導することもある。

　6．施設内における問題行動。家庭生活を送れずSC入所したものなので，何等かの問題

をもっている。例えば情緒的なもので内向性が強い，協調性に欠ける，無気力，夜尿等で

あるe

　7．ケース記録項目。発達を記録して，施設で保管する。

　8．寮舎における年齢構成と人数。①学童寮舎。1F一事務所，面会相談室等，2F－1人

居室1，2人居室1，3～4人居室2，キッチン兼食堂，洗面所，浴室，団らん室，職員

居室，洗たく場。②ナーサリー。ユF一保育室兼ほふく室とベッドルーム（1室6ベッド）

1，2F一食堂，炊事場，職員居室等。学童寮舎の1人居室はおもに14～15歳の子供が使用

し，男女別で年齢によって分けられている。

　3．職員問題について

　1．職種。事務職員，ソーシャルワーカー，ケアワーカー，調理員等。

　職員数。オフィスに16人のソーシャルワーカーがいて，ロンドン中の問題をカバーして

いる。学童舎にシスター（母親役）1人，ヘルパー（ケアワーカー）3人，乳児は2人に

1人のナース，調理員3人。学童舎では特別な調理員はなく，スタッフが当番をきめて行

っている。栄養士はいない。

　2．専門職員の資格要件。資格基準に沿った修学により有資格者となる。高校卒業後，

保母養成学校（日本の短大的なもの）と，実習2～3年の専門教育を受け，資格を得る。

基礎的なもの，実際的，実技的な面を多く身につけるため，実習期間が長い。H本ではこ

うした面が少ないので，考えなくてはならないと思う。また有資格者ばかりでなく，無資

格者も雇い，養成機関を利用しトレーニングを受けさせ，プロにさせている。資格の有無
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を問うよりも，人間性の豊かさ，また精神的なものに期待しているようであった。

　3．勤務形態。職員は住込みでありJ早出，遅出の交替制で，1日8時間勤務。勤務時

間は，ケアワーカー週42時間，ソーシャルワーカー週37時間。休暇については回答を得ら

れなかったが，管理，経営者は違0時間。勤続年数はそれぞれ異なるが，8年くらいであ

り，定年はない。

　4．職員会議。カンファランス等の構成メンバー，管理者（施設）と子供に関係ある全

スタッフ，ソーシャルワーカー等で行う。

　給与面についての解答はなかった。

　4．社会機構との関係

　1．入所経路。①ソーシャルワーカーが相談を受けて取上げる場合、②地域の一般から

の通報による場合，③政府（行政地区）からの委託で入所する場合の3つであるが，①②

は100％要求に応じられるが，③tc対しては現在50％しか受入れることができない。

　2．入所判定は受ける施設の責任者が行う。

　3．社会資源の活用について。地域の学校．教会，図書館，運動場．病院等を利用し

ている。また近隣社会との関係は，現在では好ましい状態にあり，施設に対する理解もあ

るし，子供たちを特別視したり，特別扱いをすることもない。

　4．社会的養護について。最近この施設では施設に長く残る子供が少なくなり，養子と

して一般家庭ic引取られるケースが多くなった。したがって収容を要する年少児の対象者

とくに幼児の入所はだんだん滅りつつある。乳児は生後8日で送られてくるが．ほとんど

の子供が生後8～10日の間に，養子縁組が決まっている。現在入所している乳児5人も，

養子先が決まっていた。

　以前は有色人種の混血児の縁組はむずかしかったのであるが，最近では有色の子供が白

人家庭に引取られるケースも多くなってきている。有色（カラード）の親が縁組を希望す

るというζとはないといっていいほどだが，最近1ケースあった。

　縁組される子供は，精神的t病的なものがなければ，身体にハンディある子供でも養子

縁組される。日本では可愛くて，性格が良くて，頭が良くて，といったようにすべての面

で優れていないと，縁組されるケースはまず考えられない。縁組を希望する家庭は，子供

のできる可能性がまったくないと診断されたカップルが多い。また自分の子供が大きく育

って両親から離れてしまった場合もある。子供の名前は病院icいる間に，母親｛ζよって名

付けられ，その名前がそのまま使われる。

　養子tc出す出さないか親や未婚の母が育てるかどうかは，本部のソーシャルワーカーが

決める。養子tc行った子供とその地域の人々との関係はうまくいっており，特別視，特別

扱いはない。また問題があれば，家庭内の諸問題をも含めソーシャルワーカーと相談をも

ち，解決して行く。

　縁組後の問題については色々ある。施設に返される子供は，たまにあるが，ほとんどな

い。今までは実母のことを先方にあまり知らさなかったが，かえって問題があるので．子
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供の親のことについてよく知ってもらうため，情報をすべて提供しておくようにしている。

子供が「どうしてお母さんは私を取っておかなかったの？」といった疑問をもつ年齢に，

適切に対処するためにも必要なことである。その子供により異なるが，理解できる年齢‘ζ

なった時に，実母の写真を見せたり，その人の趣味等を教え，どんな人であったかを色々

と教え．縁組の理由をはっきり話して理解させる。話す時期は．早すぎても遅すぎても問

題となる。実母が返してもらいたいといっても，法律的に決められたことなので，写真の

交襖等で満足させることにしている。

　里親はソーシャルワーカーが募集する。そして経済的・社会的に，また養育者としての

人間性の豊かさ，病気等を色々な面から調査して決める。縁組を希望する家庭は多く，子

供たちはすべての面で良い環境の家庭に引取られている。

　5　監督指導官庁について。政府は直接児童の措置に関与せず，社会福祉部で行う。

　6．教育体系との関連について。地域の学校を利用，また．家庭養護寮の幼児は地域の

保育所に通園。

，

　質問と回答

　問1．このようによい設備，環境の場で育つ，また世話してもらうことtc対し，親や子

供に一種の甘えがあるのではないか。

　シスターの答。別に甘えがあると思わない。母親は切実にこうならざるを得ない現状を

理解しており，子供についても，それはやがて社会に出て，理解されて行くだろう。

　問2．家庭に帰ることの問題の取組み方は。

　答。この施設は養子縁組を前提とした子供を扱っているので，そうした問題はむしろ学

童の方にあると思う。0歳から18歳まで施設にいたという場合はなおさらである。施設と

家庭との生活の違いから，家庭に適応しにくくなっている。この問題はソーシャルワーカ

ー が接直担当している。

　生れながらにして小人症の子供を施設に預ったことがあった。すぐ死ぬと信じCみ，片

輪者を産んだとの考えで離婚の問題にまで発展したのを，ソーシャルワーカーの努力が実

り，親が目ざめ引取って育てるようになったケースもある。こうした問題にも，積極的な

取組み方が見られた。

　まとめと感想

　この施設の敷地は，比較的狭いようであるが，学童棟，乳児棟共‘ζ2階建で，13人程度

の子供たちを世話するのに，およそ100坪程度を使っているように思われた。居室配置に

おいて，幼小児は4人程度のベッドルーム、低学年は2人程度のベッドルーム，高学年14

～15歳は1人居室となっている。1人部屋は，ベッド1，鏡つき洗面台，整理タンス，飾

り棚つき本箱のようなもの，半開き戸の押入れ，暖房器等があり，6畳程度のスペースで

ある。配色はやわらかい感じの色彩で，落着いた感じを受けた。壁等のペンキ塗りは，子
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供と職員とでするとのことであった。他のそれぞれの居室も，小じんまりした家庭的雰囲

気に配慮されていた。私は，ここまでは行かないにしても，こうありたいと願う気待にか

りたてられた。

　ベランダや通路わきに，色とりどりの花が植えられているが，他の施設で見たような，

庭の緑は少なかった。それを考えてか，芝生が駄目になった跡に，人工芝生を使用し，庭

の一角に約10坪程度張ってあったのに，子供たちに対する思いやりと，生活環境条件を保

持する態度とが，十分にうかがnoれた。

　2階の職員食堂では，日本の100人程度の施設でも見られない立派rs炊事設備に，感嘆

もし，最低基準に基づいてやっているわれわれに程遠いものを感じさせた。

　2階の通路から目を移すと，右手に地域の人々の古めかしい住まい，左手に学校があり，

また街中にあるのでT高いレンガ壁に囲まれているが，特別の場所でなく，その地域の甲

にあるという感じが深かった。シスターを中心に，まとまった人間関係においても，家庭

的処遇の暖か味が感じられた。乳児棟のナーサリーも，のんびりした感じで世話をしてい

たD

　見学を終え，オフィスの方に行った所で，一室CCソーシャルワーカーと相対して，話合

っている若い女性（母親と思われる）を見た。これが説明にあった，ソーシャルワーカー

の相談の場面であろうか。日本のように長期的に世話をする施設でないにせよ．施設にソ

ー シャルワーカーが配置されていることは実にうらやましい。今まで見学してきた施設と

異なり，（人数的t設備的，環境条件等は日本の集団式養護とずいぶん違うけれど）日本の

養護施設的なものが感じられた。大いに参考になり，感銘を深くした次第である。

救済十字軍本部

一 57一



研修報告　8 9月20日午後

施設名THE　CHlLDREN’S　HOME　AND　MlSSlON
　　　　（子供の家伝道会）

所在地　8－26Crescent　Road，South　Woedford，London　E181JB
説明者　Mr．　Victor　J．White
　　　　　（園長）

　　　　　き
指導員　城

ど
戸

かず お

夫

慈生会ベトレヘム学園

清瀬市梅園3丁目14－4

　1．施設沿革等について

　1．創立1899年。銀行家であった現園長の父が，地域的に貧困家庭が多いのを見て事業

を始めた。

2
3
45

経営主体。独立派キリスト教の宗教団体。

理事（園長兼任）。V三ctor　J．White．

定員。男子3～16歳，15人。女子3～20歳，15人。

在籍数は現在改築中のため，男子7～15歳、13人，女子8～18歳，14人。

施設形態。家庭養護寮で，日本的にいえぱ大舎制で，事務所が別棟になっているよ

うな構造。但し，現在は改築中のため，事務所の建物も使い，ホールのような大部屋を家

具等で仮仕切りをして使用中。

　6．年間経費（1973年）。歳入£29，966，歳出£16，397。　公費等の援助は申し出が

あっても受けず，寄附金（£25，024），親からの徴収金t利息等（£4，942）の自己財

源のみで運営している。また児童1人当りの処遇費は，月額£45（概算）である。

　7．土地面積。1．5エーカー（4870㎡）。

　8　建物の留意点としては，できるだけ普通の家庭と同じように造っており，よりよい

家庭生活ができるよう配慮している。現在改築しているのは，従来の大部屋式から，小部

屋にして数を増やすようにするためである。改築が終ると，保育園や成人学級なども始め

る予定である。

　9．創立して最初に女の子が入所して以来，長い間，養護を必要としている児童の援助
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を目的としてきた。1969年，青少年法が制定されてから，国が児童育成の義務を負うよう

になり，当施設も財源援助の申し出を受けたが，自分たちの方針で運営したいということ

で拒否した。国と対立関係にはないが，国との摩擦は，それ以前よりは多くなっている。

財源は，再建中であっても赤字にはなっていない。

　2．児童処遇について

　1．養護を必要としている児童を収容し，キリスト教精神に基づいて家庭養護を行い．

生活の面，経済的な面において，公の責任ではなく，自分たちの仕事を通して神の＃在を

証明していく，というはっきりした方針をもっている。

　2．入所理由。両親の死亡や崩壊家庭の児童である。入所に際しての措置権は，園長に

あり，公的機関から入所依頼もあるが，公的機関からは余り受けず，直接子供を入所させ

る。

　3．生活指導等の処遇方針は，園長の責任のもとに，全スタッフで決定していく。

　4．児童に関するケース記録等は，とくに科学的な記録はとらない。家庭的な養護を目

的としているので，必要ないと考えているし，そこ1こ公立施設との違いがある。しかしな

がらJ健康（政府で行う健康診断の記録を使用），学校関係など，最低必要な事について

は個人別に記録しておく。

　5．児童のニードを発見したり，教養，娯楽などについては，一般家庭と同じく，児童

職員が一緒に住んで処遇することにより，児童の性格，感情などを考慮しながら進めてい

く。

　6．日課　月～金曜日　AM　7：20　起床　　　AM8：30　登校

　　　　　　　　　　　　〃　7：50　朝食　　　PM　3：30　下校

　　　　　　土曜日　施設内外での手伝い，スポーツ，親戚との面会，森や海岸やロン

　　　　　　　　　ドンへの外出など。

　　　　　　日曜日　教会での礼拝，日曜学校，聖書学習会などで，家族として全員一

　　　　　　　　　緒に過ごす。

　学校は，全員公立学校へ通学。職員は，主任教師をはじあ，先生たちと個人面接をした

り，懇談会に出席したりして連絡を密にしている。

　7．職業訓練は日常生活の中で教えたり，公共設備を使用したりする。

　8．性教育は家庭生活の中でしている。

　9．保護者との連絡，面会については，面会は頻rSICあり，郡合が悪くなければさせて

いる。保護者の指導は，個別的に行なっている。

　10．児童の問題行動は，入所してからも，主として情緒的問題，ノイローゼ，攻撃，逃

避的性格，窃盗などが続いている。

　11．収容形態。年齢等により異なるが，個室，あるいは2．3人1部屋である。

　12．アフターケア。創立以来J約1、OOO人が卒園しているが，絶えず手紙，電話，訪問

などによって連絡をとっている。卒業生が施設に来て宿泊して行くこともある。家庭生活
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の延長として取扱っていく。

　3．職員の処遇について

　1．職種は直接処遇，事務，管理，調理員等で，職員配置は，園内ニードに合せる。勤

務時間t形態についてもとくになく，家庭の母親のようにそれぞれの仕事をしている。週

休は1日半である。定年制もない。

　2．職員会議は全員で行う。

　3．住込みは8人で，通勤は事務1人，調理1人，管理1人である。

　4，給与は，住込職員は食住がついて月給制。

　↓　地域社会．関連機関との関係

　L　入所に際しては，あらゆる調査をしたうえで園長が判定をする。関係行政機関の責

任はない。

　2．地域社会との関係においては，家族単位の交際などにより親しくしている。ごく普

通の家庭と同じく，つねに近所の人々との協力や大人だけでの夕食会などをしている。

　3．ボランティア。限定された期間内で時折学生を受入れている。また医師2人，歯科

医，精神科医，足の医師（日本ではないが，足を専門に診察する医師がいる）等は，ボラ

ンティア活動で協力してもらっている。

　4．教育体系，進学問題。学校教育は地区の学校に通学しているが，児童の能力によっ

て学校の選択をする。宗教教育は，地区の福音主義教会で行う。

　見学記

　この養護施設の出発の時代においては，ここは貧困家庭の多い地域であったということ

であるが，現在は外面的に見て貧困地域というイメージは湧いてこない。　（もしかしたら

日本と住宅様式が異なるからかもしれないが。）いずれも庭つきの典型的な一般住宅街でJ

その中に在る。施設の建物もとくに普通の住宅と異って高いへいや垣根で区切られている

わけでなく，やや大きめの建物，家があるという感じである。

　施設運営の点においては，日本の民間施設に多くみられる，園長中心の典型的な小規模

施設で，園長の権限が強く集中している組織体系に感じられる。言葉を替えて家庭にたと

えれば，園長が一家の大黒柱的な存在といえるだろう。職員も住込みが原則で，週労働時

間の定めがあるわけでもない（週休1日半）。児童と起居を共iζして（もちろん私室はあ

ると思うが，見学の際は改築中のためにカーテンで児童と区切られているだけ），指導を

して行くという家庭的養護をモットーにしているので，職員の勤務の近代化という点では

評価し得ないだろう。

　児童処遇については，従来，大部屋式で行われていた生活が，小部屋式に改造されてい

ることを考えると，日本での養護施設の処遇の歴史と類似していると思う。大部屋での集

団生活的な部屋構造から，児童の個の尊重という方向に，処遇の質的変化が求められてい

るのではないか。
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　児童の科学的な記録を取らないことが，公立施設との違いであると園長の説明icあった

が，職員の交代（退職等）などに際しての引継ぎなどに，処遇の一貫性を欠くということ

がないだろうか。その必要性がないようtζ説明されたが，それは，園長の交替がなく，入

所から退所まで継続的に児童の把握がなされるという判断を根Pticしているのだろうか。

もしそうであるならば，その意味においても園長の存在は強力なものなのであろう。

　児童の家庭環境tc対しての働きかけ，とくに崩壊家庭でありながら，その親への積極的

な働きかけがなされていないのも，疑問に思える。

　アフターケアについても，卒園生が施設に来て泊っていうたり，文通などで連絡を取っ

ているというζとであるが，実際の具体的なケースの説明や，卒園生の具体的な問題など

生々しいケースiCWtれた事例があげられないため，何か，通り一遍の説明しかなされなか

ったような印象を与えられた。

　児童の精神的基盤として，キリスト教を日常生活の中tc重要な要素としてとりあげてい

ることも，この施設の特色になっている。一般論として，日本のようIC家としての宗教は

あっても，個人としての宗教がない国柄と異なってはいるものの，入所した児童が，全員

特定宗教の枠内組込まされてしまうのも，日本人の感情としては納得しにくい。

　しかしながらここの施設が100％自己財源で運営されている点を考えると，行政機関か

ら制約を受けることがなくt園長を中心に職員間の意志統一ができれば，そこには斬新か

つ独自の処遇方針で運営されていく可能性が．また対象者サービスの点においても，ニー

ドの変化に対して的確かつ迅速に適応し得られる可能性が秘められているといえるだろう。

H本の民聞施設が大部分の財源を公費に頼っているのとは，大きな相違が認められた。

玄関の上に゜神に信仰を持て怜と額が掲示されている
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研修報告　9 9月23日午前

施設名　L’ASS　l　S丁ANCE　PUBL　lQUE

　　　　TURE　DE　PAR「S
　　　　（パリ市社会福祉局）

　　　　　　　　’
DE　LA　PREFEC一

所在地　12Rue　de　la　Collegiale　75005　Paris
説明者　M　r．Andr6　Lacaze

　　　　（児童社会福祉援助課次長）

　　　　（専門官数人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導員
やま　　　もと

山　　本
わ
勝

と
人

和歌山県社会施設事業会

こばと学園

和歌山市直川1437

　9月23日，小雨降るなかを，われOれ研修団はフランスで最初の訪問先，アシスタンス

ピュブリ’ックを訪ねて，パリ市における児童福祉の現状を聴いた。

　ムッシュウ・ラカーズの説明

　アシスタンス・ピュブリックは，子供の養護・保護に関する役所であって，1952年から

現在のようなシステムで行われている。フランスでは各県庁icこのような課が設けられて

いる。精薄児や他の障害児童等については別の課が担当しており，この課は，経済的な援

助と捨子の問題についての仕事である。各地方にある児童局とも連絡をとっているが，

1973年には1Z600人の児童が託児所，施設に預けられ，1，000人のソーシャルワーカーが

働いている。1Z600人は次のように分けることができる。

　　1．　3．500人は捨子。

　　2．　4，500人は一時保護。

　　3．4．600人は社会的事件によるもので，裁判所扱いのケース。

　ムッシュウ・サプロンの説明

　ムッシュウ・ラカーズの説明による3，500人の捨子は，家族の連帯感のないために生じ

てくる問題であり，主な内訳は両親の死亡，未婚の母，生み捨ての子供となっているeこ

れら3．500人の子供たちは子供のできない夫婦と養子縁組を行なっているが，できるだけ

6歳以下で縁組させるよ6努力している。養子縁組が成立するまでには，知能・性格・適
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応性などを，心理学者，医師等の専門家に調査してもらうが，6歳以下の児童は300人中

9くらいはいつも養子襯される・

　養子縁組については，公務員でない人で構成されている7人の委員会の同意がなければ

ならないと同時IC，里子を希望する家Ptic対しても，経済的，家庭的な問題，病気などに

ついての調査が行われる。里親希望者は年間LOOO人くらいがあるが，委員会の調査規定

がむずかしいため，結局，里親資格者は200人くらいとなる。そのうえ6ヵ月間は里子と

生活するテスト期間があって，問題がなければそのまま手続きされ，養子縁組が成立する。

　里子として成立しないのは，子供が楕神面での問題をもっている場合で，地方のセンタ

ー で養護される仕組みとなっている。フランスでは自分に子供があっても，子供が欲しい

と思えば里子と何カ月かいっしょic生活し，良ければ養子縁組できる。

　6～15歳までの子供で両親が死亡すれば，ここ（市児童局）のディレクターが親代りと

なって子供の保護をすることになっている。

　質疑応答

　問1．民間人で構成されている7人の委員会は，どのような方法で選ばれているのか。

　答。医師，教師，養子縁組の経験者等を県知事が5人選び，あと2人はパリ市20区から

選ばれた90人のコンセーエ・ミュニシパル・ド・パリ（市会議員）のなかから選出された

者で，この委員会の名称をコンセーユ・ド・7アミーユと呼び，任期は4力年である。

（県は95県あり，各県が独立運営しており，国の援助はない。）

　問2．捨子3．500人の主な原因はなにか。

　答。家族の連帯感がなく，両親が無自覚で愛情がないためである。75％は，母親が母親

と思っていない。あとの20～30％は父母の死亡，未婚の母，産婦人科で生れた赤ちゃんで

出生届けされない子供たちである。これらの赤ちゃんは，3カ月間のうちに育てる意志が

あるのかないのかを，母親に決めさせる。またいったん捨子した母親でも，育てる意志の

あるものは10日くらいのうらに子供を引取りに現われるので，その機会をとらえ，親とし

ての責任の自覚をもつような指導を行なっている。

　問3，6カ月間のテスト期間で返される子供は多いか。

　答。コンセー・ユ・ド・ファミーユが綿密ICdi査した良い家庭ばかりなので，ほとんど

もどってくるケースは見られない。また家庭から1ヵ月ごとIC，子供の生活状況および指

導方法について観察レポートが提出されているため，より効果的な指導が行われている。

　問4　役所の人事面はどうなっているか。

　答。児童福祉の仕事は専門的な立場として任されているため，f｛と所の人事異動はない。

　問5．収容施設の運営形態について。

　答。公立，民間，宗教関係等色々ある。

　閤6．捨子の問題に対する対策，その通告，退所後の指導はどうなっているのか。

　答。フランスでは19世紀時代の法律が，現在も依然通用していることを前提に考えてみ
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る必要がある。子供を生んではいけないということはいえないし，捨子に対する予防対策

がほとんどなされていないのが痴状である。　（これについては，19世紀代の宗教的な考え

方が存続しているようであり．nれわれには理解しがたいものがある。午後の見学，サン

トル・ダクイユ・デュ・ビューローで，未婚女性の捨子予防や他の諸問題についての対

策説明があったが，重複をさけるため省く。）

　問7．　6歳以上の残された子供はどうなるのか。

　答。養子縁組先のない子供は，養護施設へ措置されている。

　問＆　臨時（緊急）に預る子供にっいてはどうなっているのか。

　答。ムッシュウ・プレイの説明。lB・iζIO人ぐらいの子供が入所してくるが，理由はそ

れぞれ異っており，60～70％は外国人労働者の子供たちである。

　　1．生活上および指導上の問題をもち来所し，母子共に預ることもある。

　　2．遺伝（精神病）のため育てられない子供。

　　3．アパートのない女性の子供。

　　4．黒人，アラブ人の子供，または混血児。

　　5．移民として家族でフランスへ来て，子供のみを残して両親が国へ帰ってしまった

　　　ため，iき去りにされた子供。

　以上のような理由で子供を預けるが，6ヵ月の間に約50％は引取りにくる。しかし15’－

20％の子供は引取られず，そのまま捨子となってしまうケースが多い。

　2年経過してもまだ引取りにこない親に対しては，調査し，その結果，居所が判明した

場合は親を呼び，書類を書かせ，親としての責任感なしと判断され，法的に親権が喪失し，

子供は年齢，性格等によって，適した施設へ措置される。

　問9．社会的事件によるケースはどのような方法で指導されているのか。

　答。パリ市20区に15人の裁判官がおり，児童保護法75条（児童憲章）IC基づいて，子供

が精神的，経済的icよき環境にあるかどうかを審議し，適しない児童は6ヵ月間政府が子

供の世話をすることになっている。それらの子供は，①精神里親的な家庭に預けられる，

②養護施設に移される，③学校にあずけられる．の措置がとられる。具体的には，下記に

ついて訪問面接し，措置決定となる。

　　1．家族と話合いをする。

　　2．子供が臨時に預けられることについて話合う。

　　3．子供と両親との対立している原因を調査する。

　　4．家出少年少女の児童；Cついての取扱い。

　　5．両親が精神的な問題をもっている場合の訪問指導。

　　6．虐待されている児童の調査および指導。

　　7．保護者がアルコール中毒または服役中の者の児童についての環境調整。

　なお6カ月間家庭にとどまることのできた児童にっいては，民生委員のような人がアフ

ターケアに当る。
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　措置決定された児童は裁判の後，ケースによって年齢別に託児所，施設，学校へと送ら

れる。0～14歳と，14～18歳と区別される。14歳以上の児童については，パリ市内に19カ

所のアジャンス（観察センター）があり，心理学者，医師等が面接し，学校長，施設長な

どと連絡を取りながら指導しているが，その必要度が高く評価されつつある。

　問1・O．施設児の劣等感にっいてはどうか。

　答。劣等感をもたぬよう1ζ指導しているが，人種的なものがあり，施設としては大きな

問題になっている。

題
　9月23日午前に市児童局を訪問，午後に児童局で説明された捨子の一時保護所を見学，

翌24日午前に看護婦学校を見学，午後にフランス国社会保健省（日本の厚生省に当る）を

訪問した。市児童局，一時保護所，社会保健省，3カ所の見学は，一連のものである。捨

子を220人収容できる一時保護所を見学させていただいた後，社会保健省で，子供のため

の社会的な問題を担当しているムッシュウ・アメランから，児童福祉について明快な説明

をいただいたが，それらは担当レポーターがまとめてくださることであろう。私としては

それらの見学で，フランスにおける児童福祉でいちばん問題になっているものが，捨子で

あり，それに対する里親制度の在り方であることがよくOかった。

　市児童局訪問で説明をうかがった範囲で大きく感じたことは，捨子があまりにも多いこ

とで，その主な原因がフランスへ流れ込んできたアフリカ，スペイン，アラブ系の労働移

民にあることであった。それらの子供たちic対して，フランスが人種的な差別意識をもた

ずに，フランスのために働いた人々の子供はフランスの大きな財産だと考え，人道的見地

で児童福祉にたずさわっていることに深く感銘を受ける。と同時に，現在の日本では，外

国人労働移民こそないが，親子の愛情が希薄しつつあるなかで，家族の連帯感が薄らいで

行き，不慮の事故，疾病，夫婦の不和などで家庭が崩壊し，たちどころに捨子の問題や嬰

児殺害等が続発するのではないかとも考える。

　ヨーロッパ諸国の児童福祉の在り方，収容施設の環境，設備等は確かに日本と比較でき

ないほど進んでいる。それらは，長い歴史のなかで培われた国民性，風俗，習慣の違いも

あるので，こんどの研修で得た知識，経験をそのままわれわれの職場で直接生かすことは

無理なことであり，ヨーロッパはヨーロッパ，日本は日本としての児童福祉の在り方につ

いて探求して行かねばならない。しかし養護施設児に対して，精神里親的な在り方を研究

啓蒙して行く必要のあることを，市児童局を訪問して学ぷことができたことは，私として

は大きな収穫であった。

写真は78ページ
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研修報告　10 9月23日午後

施設名　LE　CENTRE　D’ACCUEIL　DU　BUREAU
　　　　DON　ET　D’ADMlSS　l　ON
　　　　（パV　nt立一時保護センター）

D’ABAN一

所在地　72Av．　Denfert　Rochereau　75014　Paris
説明者　　（センター副所長）

　　　　みや
指導員　宮

肚
本 跡隆

お

雄

宝山寺福祉事業団愛染寮

生駒市元町2丁目14

　私たちは，パリの一時保護センターを訪問するとともに，フランス国の社会保健省およ

びパリ県の児童局を訪問した。そしてその研修先において，国，県としての立場から一時

保護センターをとりまく種々の問題を説明された。したがってそれらについて担当する団

員のレポートと重複する部分も多少あると思うが，これらの背景があって一時保護センタ

ー が成立っていることを知っていただきたい。

　フランスでは児童を守る法律は300年ほど前からあり，この法律により恵まれぬ児童は，

慈善施設または里親に預けられ，21歳まで保護されるようになっていた。しかし，1973年

7月より新しい法律が施行され，保護されるのは18歳までとなった。

　養護施設に入所する児童については，第2次世界大戦を境として戦前より減少している

が，新たに棄てられた児童，両親との不和等の問題以外に戦後の離農者，各国から移住し

てきた季節労働者等が，この国の生活習慣に順応せぬため，それらを原因として養護を必

要とする児童が急増してきているのが現状である。

　パリ県では．1952年より児童の養護，保護についての機関（児童局一社会福祉局）が設

けられ，一時保護センターも，この局の一つの部門として機能を発揮するようになった。

　社会福祉で1973年に取扱った児童の件数は次の通りである。

　　親からすてられた　　　　　　　　3，500人

　　一時的に託児所に預けられた児童　　4．500人

　　裁判所からきた児童　　　　　　4．600人

　以上のことを前提として，一時保護センターの内容について記述して行きたい。
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漣
　この施設は，150年前より，尼寺であったものを利用して，サン・バンサンポールとい

う僧が孤児院（施療院の始め）を開いたのがはじまりである。現在eζ至るまで，革命その

他の変遷を経てきたそうで，この施設は教会を利用した大きな古い建物である。

　定員

　220人のベッドがある。なかには乳母車みたいな小さなベッドが100おいてある。その

中には，緊急用として50ベッドが常時確保されている。

　入所理由

　L　事故で父母が死亡。

　2　父親か母親の蒸発で預けられる児童。この場合は，3ヵ月預ったうえで家庭復帰，

施設入所，養子縁組，いずれかの方法が決定される。

　3．産院で生まれ，そのまま保護する場合もある。

　当一時保護センターtζおける1973年の取扱い児童数は次の通りである。

臨時預りの児童

裁判所よりくる児童

すてられた児童

　　　　計

3，000人

1，000人

ZsOO人
6．500人

　臨時に預る児童は，親の病気，遺伝等により育てられない児童，あるいは混血児，住居

のない女性，移民の児童等であり，そのうち50％は半年以内に引取られ，20％ぐらいがす

て児となり，施設へ収容される。

　裁判所よりくる児童は，両親の不和，家出児、虐待された児童，親の服役等の問題で入

所した児童である。

　すてられた児童の原因icついては，両親が子供を育てられない，自分が楽しみたいとい

うような理由で子供をすてるのが，75％を占めている。未婚の母の問題，若い年齢層の無

責任な生活条件の調わない親が，多数を占めている。

　また，入所児童のro％がフランスへ流れ込んできているアフリカ，スペイン，アラブ系

の人たちの子供であり，労働力の不足しているフランスは，これらの児童はわれわれの大

きな財産だと自負している。

　一時保護センターの機能

　種々の問題をもった児童を一時的に預って保護し，観察を行い，次の3つの方法で措置

していく。

　1．病院。疾病のある児童は，入院治療させる。

　2，センターへ送る。問題児の観察，分類収容等をする。14歳以上の児童については，

観察センターへ送り，発育歴等を調査しJ医師等と話合い，その児童に適した施設，職能

訓練所等へ措置する。

　14歳未満の児童については，身体的，精神的に考慮して適当な施設へ入所させる。
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　3．保護家庭へ臨時的に措置する。また6歳以下の身寄りのない児童については，養子

縁組を実施している。

　現在，養子縁組を希望する人は多く，それらの家庭へ児童を送っているのであるが，希

望者｛こ対する調査は厳しく，1，000人の希望igtc対して200人くらいしか選出されないと

いう実情にあり，したがって，これら児童は，よりよい家庭へ送りこまれているというの

が実際である。

　当所の責任者の言によれば，一時保護センター1ζ児童を入所させるということは，かあ

いそうだとは思わない。問題のある親の許にいるより，もっとよりよい家庭へ，これらの

児童を紹介するとのことである。

　養子縁組を実施するについては，7人の担当者が，その希望者を厳密tcme査している。

この調査担当者は，公務員でなく，県知事から選任された医師，養子をもらってうまくい

っている人，先生等が5人，パリ県下20区から選ばれた2人から構成されている。

　職員の構成

　この一時保護センターは，一日24時間中活動しており，母親が夜間に預けに子供を連れ

て来てもよい状態になっている。

　職員の勤務時間については8時間3交替制になっており，週休2日，夏期のバカンス等

があり，職員は250人という編成である。

　1．管理関係職員（会計，庶務，受付），15人。勤務時間は午前9時より午後5時まで。

そのうち，何人かは残業し，t人が夜勤で残る。

　2，看護婦，100人。勤務は8時間，3交替制で常時30人が勤務している。

　3．スペシャリスト，12人。特別な教養をもっている人。

　4，体操を教えたりする，モニター　3人。

　5．話合ったり，問題をほり出す人（カウンセラー），40人。

　6．医師，数人。子供の診断をしたり，看護婦の指導をする。

　7．心理学者，1人。病院で精神医学関係の臨床医。

　8．その他雑役職員。

　9．ケースワーカーについては，パリ県20区の区役所に，それぞれ配置されており，対

象者の相談相手となっている。

　施設見学

　古い尼院を利用しているため内部は暗い感じがするが，改装計画があるとのこと。

　乳児の収容室は教会の礼拝堂を改造したもので，天井の高い広い部屋である。多数の乳

児がベッドIC収容され，各ベッドには大きなビニールのようなカバーがかけられてあり，

年齢，体格に応じたベッドが配置されていた。

　幼児icなると，部屋数が多く，プレイルーム，ベッド室，バス室｛ζ分れている。乳児の

場合は看護婦さんが主体で，幼児の場合は保N的役割りの職員が世話をしていた。
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　乳児室は，病院的な清潔な感じである。衛生的面が主体の感じで，幼児室は色彩的にも

豊かで，保育が主体という対象的なものがうかがわれた。

　感想

　フランスの養護施設を見学することが種々の郡合でできなかったことは残念であるが，

社会保健省，パリ市社会福祉局，一時保護所と一貫した国の社会福祉行政の流れを研修で

きたζとはたいへん参考になった。

　この研修でとくに印象に残ったのは，次の通りである。

　1．　日本と異なり，言葉，皮膚の色も異なる人々が季節労働者としてたくさんはいって

きており，それらの子供を自国の子供たちと同じ福祉のレベルのなかで当然のごとく暖か

く保護していること。

　2．日本の社会福祉施設の場合，施設の連宮に必要な経費については，国の×きな枠0）

中できめられるものが多いのであるが，フランスの場合は，県知事が権限をもち，それぞ

れの特色を出し，きめのこまかい福祉行政を実施していることである。

　民間施設についても，公立施設以上に配慮されているとのことで，羨ましい1日りであっ

た。

　3．児童については，つまらぬ親がいるよりも，いない方がよい。よりよい家庭（養子

縁組）をわれわれが世話をするといった考え方が，一時保護センターや社会保健省で説明

された。

　未婚の母の問題とか，急増している要養護児童のための対策について考えさせられるこ

とが多かった。

係官の説明をノートする団員

尼院の面影を残す建物
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研修報告　n 9月24日午前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て

施設名　L’ECOLE　D’INFIRMIERES　DE　LA　ROCHEFOUCAULD
　　　　（パリ市立ロシュフコール看護婦学校）

所在地　8Bis　Av．　Re　ne　Coty？5014　Paris

説明者Mrs．　H　irchmann

　　　　（学校長）

　　　　しらべ
指導員　調

わ実 か
叡

洗心和合会洗心寮

佐賀県三養基郡基山町宮浦

　1．全体の説明

　楕円形の建物で，奥の方に病院が見える。芝生が非常に美しい。玄関にはいり，約20分

ほど待ったところで案内の方が来られた。

　玄関入口の左手は何かの工事中で，ベニヤ板が張ってあった。右手，奥の方ICはいった

所に中庭がある。

　1階には管理室，教室，食堂，資料実習室があった。教室は3人用の机が8個縦に並び

横tC　4列になっていた。この教室は階段式‘ζなっていた。実習室では，マネキン人形を使

って包帯のまき方，病人の移動の方法などを実習するとの乙とであった。実際は病院です

るのだが，この実習では基本を教えることに重点が置かれているとのこと。また資料室に

は書庫が設けられており，最近の学界資料がファイルSC入れられてきれいに整理されてい

た。歴史は浅いが学生たちはここを使って勉強ができることと，関係書籍が2000冊ほど

所蔵されていることの説明があった。借用は許可を受けて15日以内とのことである。

　宿舎は個室でllM’とのことで，110室ある。現在は25室が空室とのことだが，今後入学

する人が多くなることでしょうとの説明があった。

　この学校では100人中↓ζ3人の男子がいると説明された。食堂利用者も100人くらいで

3人の男子も利用しているとのこと。食堂の献立は栄養士がたて，品数も多数ありいろい

ろと工夫されているとのことで，自分の好きなものを食べてよいということであった。自

分の嗜好に合わなければ，自炊もよいとのことで，その設備もしてあった。

　9階建の立派な学校であったが，この看護婦養成学校は1972年創立で，今年で3年目と
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いうζとだ。入学は随時である。これは、日本の教育制度とフランスの教育制度が違うこ

とを，後ほど富井通訳の言葉でわかって理解できたが，この件についてはフランスの教育

制度を報告のあとIC別記した。参照して欲しい。

2．給与と労働時間と看護婦の職業意識について

　フランスと日本との教育制度の違いについては別記の通りであるが，看護婦の資格を取

ると，月給1．850～1，900フラン（日本円で約12万円）ということであるが．フランスで

は自動車の運転手が25万から45万というから，給与は安いといえる。実習中は1．2　O　O　一一

L400フランで，労働時間は実働8時間，夜勤（1カ月間夜勤ばかりの時もある）を含み，

3交代制である。看護婦の社会的地位は他の職業婦人に比べて高いということであったが，

賃金が安いのと看護婦の使命感に徹した人が最近少なく，1年くらいでほとんど退職する

か転職する人が多いというζとである。最近の看護婦さんは職業として働く人が多く，ナ

イチンゲール的な考えは少ないとのことであった。

　3．看護実習にっいて

　実習の基本については，学校で学び，パリ市立の病院で実施する。

　バカロレアの年代は，17歳で入学，23歳くらいという。この期間iζ単位を取らなければ

ならないわけである。公立の病院で看護婦見習として働き，それ以後5年間働くことを契

約しなければならない。学校での勉強は2年4カ月なので，5年分（分母）の2年4カ月

（分子）ということになる。もし契約不履行の場合は，その割合で実費を支払うことにな

っているということであった。なおこの看護婦養成学校にはいると，一切の費用は無料と

いうことである。

　実習期間に，①ホームヘルパーとして1人暮し老人の相手の実習，②養護施設での実習

をすると，5ポイントの単位を取ることができるとの説明があった。

壁　施設を出てこの看護婦養成学校に入学した人数を尋ねたと乙ろ，3年間に100人入学し

たが，今は3人ということであった。入学希望者の年齢は17歳から20歳までがとくに多くt

地方の出身者の多いことも特色であった。しかし先tcも述べたように退職者と転職者の多

いこと，言い換えればこの仕事を持続する者が少ないということである。

　次に感じたことは，地方出身者が多いため門限は午前1時ということである。理由は地

方出身者のために劇場時間に合せているとのことである。シャワー室，アイロン室，バス

ルームが各階にあり，タバコはクラブルームでのむということ。日本人も3年間に1人だ

け入学したとの説明もあった。サロンルームは男子禁制とのこと。

　最後に注目したいことは，洗濯機が絶対に使用禁止であること。これは，公の物として

考えてすぐこわすからである。手で洗うことをやかましく言っている，と寮の責任者は言

われた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真は78ページ
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　　フランスの教育制度

　　1．県委員会。中級コース2学年の生徒の成績を書類審査しJ学力に応じ次の6学年の

3つの科に配分する。成績不十分と判定された生徒と私立出身の生徒は進級試験を受ける。

　　2・第1段階。この第1段階は3つの型の科よりなる。1（リセ型），2（一般教育コレ

ー ジュ型），3（過渡および実技最終課程）である。これら3つの型は，そこでとられて

いる教育方法および教師の資格という点で異なっている。すなnち，ee　1型では，リセの

教授，第2型では，一般教育コレージュ教授，第3型では，小学教師が教えている。

　　3．学習終了級。この課程の終了者には，初等学習証書が与えられるのだが，クラス自

体は近く廃止される。生徒数は，前年の127．OOO人から，71年には6．600人に減少してい

る。

　4．4学年。この学年では，生徒は次の科目のうちの1ないし2科目を選択する。ラテ

ン語，ギリシャ語，第2外国語，および「強化」第1外国語。

　5．実技課程。68年の教育改革において，中等教育コレージュの中に「実技最終課程」

クラスが設置された。過渡課程の6学年および5学年を終了した生徒は，この課程で4学

年および3学年を修めることになっていたが，71年7月の議会で採択された技術教育法は

これを修正して，過渡課程の5学年の生徒は直接技術教育コレージュに進級できるものと

した。この課程の生徒には3つの進学路がある。学力が十分な生徒は職業適性証書のため

の準備クラスにはいることができる。第2にこの水準に達していない場合でも，年齢が14

歳であれば，職業適性証書準備クラスに入るための準備科に入ることができる。第3に，

15歳であれば，職業教育証書または見習い資格のとれる職業前教育科にはいることになる。

　6．職業準備科。これは1967年の義務教育年限延長（14歳～16歳）実tUicともない，14

歳から15歳の生徒を収容するためCC設置されたものである。従って，この中の実際に必要

性のある職業以外の科は次第に消滅することになっている。職業教育証書準備クラスでは，

週12時間の授業があり，残りの時間は見習い（実習）の時間tζあてられている。

　Z　学習指導会議。これは，各学校の3学年の生徒を審査するものであり，生徒の家族

の希望を考慮しながら，長期コース（古典・技術リセ），あるいは短期コース（技術教育

コレージュ），見習いあるいは実生活にそれぞれ配分する。

　9　第2学年。この学年には3つの型がある。第1型A（文学）には12の選択コースが

ある。第2型C（科学）は任意科目（ラテン語，ギリシア語，第2外国語）よりなる。第

3型T（技術）はバカロレアE（数学，技術）または技術員バカロレア準備のための3っ

のコースよりなる。

　9．技術員免状。技術リセの2学年より3年間をこの免状の準備tcあてることができる。

この免状には，TI（工業）、TH（ホテル業）、TSo　（準医学および社会福祉関係）

がある。

10．技術教育コレージュ。このコレージュには2つの平行したコースがある。まず，3

学年を終えたものはこのコレージュの1学年に入り，2年で工業部門または第3次産業部
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FelCおける34の職業学習免状のうちのひとつを準備する。もうひとつのコースは，学習終

了級および，過渡課程の5学年修了者を対象としたもので，3年間で職業適性証書取得の

準備をする。現在この職業適性証書には，社会の各分野tCOたって240の種類がある。

1L　バカロレア。　A：哲学および文学部門（A1：ラテン語とギリシア語，現代語1，A2

：ラテン語と現代語2，A3：ラテン語と現代語1，A4：現代語2，As：現代語3，A6：音

楽教育，A7：造形美術）。　B：経済および社会部門，　C：数学・物理部門，　D：数学およ

び自然科学部門，E：数学および技術部門，　F（技術員バカロレア）：工業部門（7選択

科目）。　G（技術員バカロレア）：第3次産業部門（3選択科目）。H（技術員バカロレ

ア）：情報処理部門。バカロレアD儂学・技術部門）は4学年時に農業リセで準備する。

　以上を整理すると次のようになる。

　初等教育

　　6～7歳（ll学年）準備コース

　　7～8歳（IO学年）初級コース第1学年

　　8～9歳（9学年）　　〃　　第2学年

　　9～10歳（8学年）中級コース第1学年

　　10～！1歳（7学年）　　〃　　第2学年

　　　　県委員会の審査により，1リセ型，2一般教育コレージ＝型，3過渡および実技

　　　最終課程に進むか，学習終了級（2年履修）にはいる。

　中等教育第1段階

　　11～12歳（6学年）1，2，3　第1学年

　　12～13歳（5学年）1，2，3　第2学年

　　　　1は増加外国語の選択

　　　　3は①そのまま実技最終課程へ，②技術教育コレージュ（履修3年）の準備クラ

　　　　ス，③準備クラスのための準備科，④職業教育科へ

　　　学習終了級履修者は③，④，職業準備科へ

　　13～14歳（4学年）1，2，3　第3学年

　　14～15歳（3学年）1，2，3　第4学年

　　　学習指導会議の審査により長期コース（古典・近代リセ，技術リセ），短期コー

　　　　ス（技術教育コレージュ・履修2年），見習いに配分される。

　中等教育第2段階

　　15～16歳（2学年）古典・近代リセ，技術リセ第1学年

　　16～17歳（1学年）　　　〃　　　　　〃　第2学年

　　17～i8歳（最終学年）　　〃　　　　　〃　第3学年

　　　　古典・近代リセ（文学・科学）から高等教育へ
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研修報告　12 9月24日午後

　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

施設名LE　MINISTERE　DE　SANTE　PUBL｜QUE　ET
　－　　stCUR　IT［三　SOCIALE

　　　　（フランス国保健福祉省）

所在地　1Plaee　de　Fontenoy　75007　Paris
　　　　　　　　t説明者Mr．　Amel　ine

　　　　（青少年福祉部長）

　　　　　ふじ
指導員　藤

U
森

砺
宏 眺信

宝田寮

徳島県那賀郡羽浦町大字

中庄字ミタテフ3番

　説明の内容要約。フランスにおける子供を保護するための法律と処遇経過と統計的なこ

とから，そして現状と今後，施設の状況等について。

　ユ．法律と処遇経過

　捨てられた子供．家庭不健全のためにそこに置くことのできない子供らを守るための約

束，規則は，300年ほど昔に生れ，この約束，規則のもとに，小さいが慈善施設ができは

じめ，里親によってもこの子らが救済されはじめ，21歳までのものが該当していた。1900

年代の初めには，児童施設収容のほかに，貧しい家庭の子供に区役所を通じて金銭による

援助を，そして，里親の制度を確立した。

　1958年からは，アシスタンス・ソシアール（ケースワーカー的）が，子供とその家族を

定期訪問するなどして，情操教育をし，助言指導する等の組織，形態を生み出し，実践し

た。1973年7月，新しい法律によって，未成年者を18歳までと定めて，以上の方法による

救済を構じている。

　2，統計的な事柄と現状

　国家的な見地で昔と比較すると，いわゆる捨子は減りつつある。現在，フランス全土で

親など面倒をみる者のいない子供，各種の理由で親が養育できないで施設や里親に預けら

れている子供はおよそ12万人，さらにおよそ12万人の子供が，家族といっしょにいながら

アシスタンス・ソシアールによって，関係の改善等の援助を受けている。
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現在のフランスで制度化されて，2人以上の子供をもb親に支給されている児童手当に

加算される援助金を、およそ25万人の子供が受けている。施設収容該当児童は第2次世界

大戦前より減少しているが，新たに夫婦間の問題，つまりその対立，出かせぎ等による夫

の不在等，生活条件の変化IC起因する，家族の葛藤から生じた離散等による該当児童が目

立ちはじめている。

　その対策，援助の一つとして，県にある社会衛生部局の中の未成年者の保護｛ceenる課

と，権限職能を明確に分離し確立した，子供のための裁判官（日本の家庭裁判官であろう

か）とによって，現状を判断された子供に対して，アシスタンス・ソシアール派遣等の指

示を省が行なっている。これは，あくまでも裁判官の決定を侵さない範囲のもので，裁判

官の決定事項を該当者に具体化し，実践させるのが省の仕事である。

　3．施設収容の形態と民間施設設立の条件

　施設収容該当者の収容，援助，教育等は，それが民間設立の施設であっても，県知事の

指導のもとに置かれ，その費用はすべての分野にわたって，全額を国および県費で賄い，

該当者を収容するζとで利益をあげることを否定している。

　民間設立施設を，過去の実績にかんがみて，公立よりも優先させる基本的な姿勢によっ

て取扱い，条件を満たすものであれば，設立から運営維持に至るまで，知事の認定icゆだ

ね，費用は会計検査官を通して全額支給する等，民間立施設を高く評価している。しかし

ながら，安易に民間立収容施設の設立を認可しているのではない。福祉の実践を計画した

ものは，まず施設建物等を準備して，対象者を収容し，具体的な成果を生み出した後，県

知事の査定を仰ぎ，これが肯定された段階で，はじめて過去にさかのぼって費用の返済を

受け，将来の費用補助を保障される。

　このようSCして設立された民間立施設経営者の中に，利益を追う一部悪質者が見られる

こともあるが，それの処分は，そこに働く者の生活保障の問題，町の反対の声，直接関係

者による政府の失政をなじる声に押されて実現しない等問題もあるが，大局的には，施設

設立の姿を民間立重視のまま，現状維持することのほうが得策であるとみる。

　4．里親と縁組

　現在フランスでは55．OOO人が里子として養育されている。明らかに子供を養育するこ

とができない親は，子供の身辺IC存在しないほうがよいという考えに立って，施設に収容

し，あるいは新しい養父母にゆだねているが，諸種の条件のために母子の関係が断てない

等で，縁組の希望が多くありながら実現しないことを問題と見ている。

　質疑応答

　以上のごとく概要の説明を受けたあと，質疑応答にはいった。私は，国民的見識と要望

の集約ともいえる国政を実践に移す立場にある係官，そして，国民的見識と要望を吸収す

る窓口でもあろう立場の係官と接触をもつことのできたこの機会に，説明内容を材料とし

て，さらに，あえて説明内容をとび超えて，フランスの福祉推進の（必ずしも児童福祉に
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限定せずに）国家的背景とか課題とかをさぐろうと試み，以下のような質問をした。

　1．フランス国民の，フランス政府の福祉策に対する反応，例えば賛否で表明する意見

はどうか，そして政府への最新の要求はなにか。

　福祉策についての賛否両論はあるが，国民に対してその是非を問いただしたことはない。

議会において政策が成立し打ち出されると，国民は口々に不平をもらしても，福祉予算が

多すぎるとの声はなく，むしろもっと予算を増して有効に使って欲しいという。そして，

爆弾が放たれた際（これは原水爆実験であろうか）ICは，その費用を福祉に使うべきだと

の声があがる。

　a　フランスの福祉の愛情はどのようなものか。

　福祉に対する愛情は，人種によって変化することなく，どこの国の人にも、その子供

‘Cも，必要があれば，おしつけがましくない態度で援助の手をさしのべる。なぜならば

この人たちは，フランス社会の労働力となっているのであり．実際．フランスのために

働いているのであり，父母が外国人であっても，子供は外国人とに見なさないで救済している。

　3．フランス政府の行政官として，自国の福祉の制度，設備，人的資源について，どの

ように思うか。

　省の担当官として，財政については，その予算の執行がつねに正しくなければ，制度，

設備にとって全く無意味なこと‘ζなるので，これを重視して，執行の姿をつねに研究，検

討している。

　いま制度，設備の面で重要視しているのは，未婚の母とその子への対策で，例えば，母

親が働けて，夜は子供と団らんできる設備と機会と精神教育を与えることである。そのた

めに託児所の増設が急務である。

　さらic妊娠調節についての課題として，避妊の方法を検討し，若い人々がその意識に目

覚めることがよいと考える。現在，厚生大臣は，避妊薬の使用iceeする案件を国会に提出

しているが，これが国会を通過するのは時間の問題である。国会を通過すれば，避妊のた

めの薬物は保健制度によって手に入れることができよう。

　人的資源については，一般的に満足しているか，そうでないか，足りているか，そうで

ないかを云々することはむつかしい。

　4．フランスの誇りと思える福祉の政策，制度はなにか。今後の福祉のビジョンは，そ

してどこIC力点を置くか。

　現在の状態からは，他国に勝るとは思わない。福祉に関連する社会問題がすべてなくな

ったときIC，誇れると思う。最も改革すべきは，捨子だとか，老人とか，精神異常者だと

かを，一地域の施設に閉じ込めてしまうことでなく，これらの人々に大きく目を見開き，

福祉的eζ受けとめて行くことであろうと思うが，こうしたことにっいては，この国の大統

領でも，具体的，明解には答えられないであろう。
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　まとめ

　以上が，主たる質問事項と回答内容であるが，それらから日本と異なり，多種多様の人

種が生活する国柄とはいえ，人種感を明らかに超えた広い心と，国家的精神とをいちだん

と認識することができた。また放たれた爆弾に用する費用を福祉に使うべきだとの声が国

民からあがることも直かに聞くことができた。

　福祉の制度，設備についての回答の中で，こうした事Ptic直結している予算の執行につ

いて，いかに有効に使用されているかを問題として，そのための研究，検討をつねに怠ら

ないとのことであったが，私が本日の機会までに見聞したフランス（他の欧州諸国にも共

通のように思えていたが）の仕事の処理の大まかさ，大らかな行政感，福祉現場で受けて

きた大まかな福祉感だけでは評価できない，予算の有効適正使用という，仕事の出発点，

基盤の重要性を軽易に考えない姿勢がうかがえた。大らかで，大まかで，時としてはあい

まいであるとも見てきた私の印象は，一面的であり，ことに省の担当官の立場と見識にお

いては，一面的でありすぎたζとを知った。

　また制度，設備の中に，重要視して取組みたいとしている未婚の母対策，その一方策と

して，妊娠調節の実践に，薬物使用をとり入れるため案件を国会に提出していること，そ

れの通過が時間の問題となっていることを聞き，この国の福祉の今後の展開の一面を知る

ことができた。即ち従来の人種を問わない福祉推進の姿が，いわば行届いた善後策であっ

たものを，発想を転換して，薬物使用による積極対策に乗出したことである。

　同時に，未婚の母とその子との，団らんicよる好ましい精神生活の実StlCも配慮してい

ることがうかがえた。

　この国の福祉政策，制度のうちで誇れるものは何かの問に，これらに関連する問題がす

べてなくなったときに誇れるとの答え，高まんでも過剰でもない姿勢に，感心した。功妙

な表現に聞きほれるとともに，福祉の仕事の遠大なことを改めて自問自答したものでもあ

った。

　最後に，今後のフランスの福祉の展開（ビジョン，力点）をただしたところで，該当者

を施設に閉じ込めることなく，生活を自然の状態において，この人たちを福祉的に受けと

めて行くことができればと，いかなる人にも常態の社会生活に位置づける乙とを願う，わ

れわれと同じ願いをビジョンとしていることを知った。どの国においても，尊さを保持し

たいと願うのは，同胞愛，人間愛の精神であるようだ。

　Cうした質疑応答のあと，私は，参考までにと前おきして，低次元であるとは思いなが

ら，以下の質問をした。しかしそこには，真実を引出すためには，自国の真実を明かすべ

きだとの私なりの配慮のもとに。

　その一つは，H本における福祉予算を含めての，国家予算確得のための各種団体等によ

る集会，陳情合戦のようなことが，この国にもあるのかと聞いたところ，フランスではほ

とんどの予算が，県知事の段階で処理されるので見られないとの乙とであった。

　フランスでも，児童福祉経営者の中に，収益をあげようとする一部悪質者があるとのこ
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とであったが，日本でも福祉事業の純粋性を喪失した者があって，相応の処分を受けた報

道がなされることがある。フランスで最近にこうしたことがあるか，その内容はどのよう

かとの質問1ζ，現在のとζろは見られないとの回答であった。

　日本では，退職役人等の福祉施設への，いわゆる天下りといわれる人事があって，現場

で励む職員の志気IC，良くない影響を与えている話を耳にすることがあるのだが，フラン

スではどうかとの問いに，なぜそのように対立するのか，フランスでは受ける立場にある

者が，到来する相手の力量を理解し，納得し，合意するので問題とはならないということ

であった。わが国でのいわゆる天下り人事が，退職学校長であったり，役所の一部門の長

であったりするところから，素直に受容できないという人の話を聞いている私としては，

なおこの国の実状IC疑問が残うたが，以上をもって担当の研修報告を終りたい。

上一パリ市社会複祉局。下一フランス国社会保健省

Y

1

■■田■■■■■■■■

z．．＿
ロシュフコール看護婦学校と学生個室CF）

　　　　　　　　　　ロ

幽罰ピ

・
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研修報告　13 9月26日午後

施設名　」UGENDS　l　EDLUNG　HE　l　ZENHOLZ　DER　STADT
　　　ZUR　l　CH（STADT　l　SCHES　VVAlSENHAUS　SONNESBERG）

　　　　（チューリッヒ市ハイツェンホルッ養護施設一通称市立ゾンネスベルク白亜館）

所在地　Regensdorferstr．190－208　ZUrich－Hongg

説明者Mr．P．Sonderegger．
（園長）

　　　カわ　　カみ

保母　川　上 カ　　ツ　　ヱ

双葉会双葉学園

北九州市小倉区長行537

　私の報告担当はチューリッヒの施設なので，私の感じたスイスについて少し述べてみた

い。スイスの田園地帯を行くと，その国がどこに行っても牧場の緑で覆われていることを，

いやがうえにも知らされる。薄い霧の中に，朝早くから灰色の牛が，首の鈴を鳴らしなが

ら草を食べているのが見える。家々のとがった屋根が格式ばった感じでなく，坂道のまn

りに集っている。緑の屋根が多い。スイスの青年はみな模範生のようで，女性はみな教師

か看護婦のような清そな感じである。ヨーロッパ各地を遍歴したあげく，このアルプスの

根に住みついて一生を終えたリルケの孤独と感傷が，なにか理解できる。

　1．施設の概要

　1．創立。1972年に創立，その10月に最初のグループが入所した。

　設立の事由はチューリッヒ市に生活する家のない児300人がいたのを収容するためで，

まずこのハイツェンホルッに109人収容できる施設を造った。入所児の内訳は，①母子家

庭，②両親と一緒ic住むことが不可能な児，③社会に適応できない児，例えば犯罪児，知

能的に問題のある児である。

　2．経営主体はチューリッヒ市。

　3．定員88人（現在）

　　　　年齢　　　　男子　　　　女子　　　　計

　　　　0～6歳　　　　9　　　　7　　　16人
　　　　7～9歳　　　 13　　　12　　　25人
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　4．収容形態はグループホーム制。1グループに4ブロックあり，それが3つある。

　5．施設設計についての留意点。特別の専門家でなく，普通の建築家の手によった。

　6．入所の条件。①貧しい家庭を助ける。②1家1家を家庭訪問する。③若い人をリー

ドしていく。この3者が市に属し，それを通じて入所させる。

　2．対象者

　L　入所理由。①子供たちの個人的意志による53％。②両親と一tSic住むことが不可能

な児。③社会に適応できない児。

　Z　学校教育と学校との関連について。①町の幼稚園通園4人。②普通学校に58人。③

特別クラス（市がもっている）に10人。④就学前の児12人。

　学校の先生と園との連絡はできている。①週1度先生IC来園していただき，食事をしな

がら問題について討議する。②園の方からもエデュケーターが出かけ，学校での生活態度

等を聞いたり，問題があればそこで話合いをする。③子供たち自身も，他の児童より悪い

ことをしたりすることはない。

　3．保護者との連絡J面会等icついて。①週末（土曜・日曜日）は，ほとんどの児は家

庭に帰省する。②帰ることのできない児は園ですごす。③時には，帰省できる児に一緒に

つれて行ってもらったりすることもある。なお帰省できない児は5～6人である。

　4．寮舎icおける年齢構成並びに職員数。ブロックの1例を次に示す。

　年長のグループ．4～5歳の差がある。8～12歳以下，男女たて割，9人。

　　1部屋　3ベッド　2つ　6人。

　　1部屋　1ベッド　3つ　3人。

　女子室を見学したが，自分たちの好みでよく環境整理がされている。掲示板は木製のも

ので，そこには主として作品が掲出されていた。ガラス窓にも絵具で絵が自由に描けるよ

うに，色々な面で工夫されていた。

　男子室は，電気類を非常にたくさん集めている児もいた。持ち物はたいへん大切にして

いるよつである。

　1ブロックにエデュケーター3人。

　3．職員問題

　！．職員の資格要件。特別な資格など重要視されず，それよりも適応性，心理学的，一

般的な知識があればよい。中学校卒業後に専門学校に行ったりすることもある。

　2．勤務時間および勤務形態。週46時間。1日6時間～12時間の弾力的勤務時間である。

夜勤は，1ブロック3人のエデュケーターが交替する。エデュケーターの部屋（宿直用）

がグループ中にあり，子供たちの就寝状態を確認して寝る。しかし子供たちに急用がある
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時は，いつでもそこに行かれる態勢をとっている。

　3．職員会議。定期的なものはない。またエデュケーター全員が参加するのでなく，各

ホームのグループリーダー，台所，掃除，洗濯係のなかのリーダー，事務所から1人，そ

れら代表者の話合いである。

　4．社会機構との関連

　1．入所経路。①家庭（両親の意見）と個人（児童）の意見，受入れ側の園の意見がま

とまった場合，②文書tc署名する，③入所した場合，両親が一日に15フラン支払う。親が

費用の負担をいやがるが，子供がなお入所を希望する場合は，市が費用を負担する。

　2．近隣社会に対する広報。設立しようとした1972年は，たいへん困難な状況であった。

地域住民は．中級家庭から上級家庭の人々で，その子供たちに，学校で悪い影響を及ぼす

と反対した。そこで，近隣の人々を集め，施設の内容をいく度も説明した。それでもなお

恐れていた人が多かったので，地域住民の代表者を集め，理解してもらった。そのため，

現在は非常にうまくいっている。例えば近所の人々が音楽を聞きに来ては，食事を交えて

色々な話合いをしたりする。

　5．子供たちの日常生活

　1．自由時間の活動。日用大工，機械いじり，音楽を聞く，工作する部屋が、各ホーム

に1つずつある。遊びを通じて活動するのである。

　例えば木工（工作）室，金属室，焼き物室等で，外部からの専門の先生に，me　3回，2

～ 3時間程度の専門的指導を受ける。人数はできるだけ小人数にし，先生とのコミュニテ

ィーを大切にする。自由ICt趣味的に余暇時間を利用している。先生には給料を支払って

いる。ボランティアでないことが特長である。

　2．入所児童の国別。スイス75％，イタリア14％，ドイツ5％，その他6％である。

　3．見学しながらエデュケーターからうかがった事柄。①子供たちの行動は，意志を尊

重し，あまり制限しない。しかし度が過ぎると注意する。②しつけという点を重要ic考え

ており，厳しくしている。③子供たちの求めているものは「心」であり，決して美しい建

物や品物だけでないのである。④朝食は各グループで作り，材料はキッチンの方からもら

う。昼食，夕食は，ほとんどセンターの方から来るようになっている。しかし時々は，食

事の材料等の購入に，子供たちと一緒に町に買物に行ったりする。

　質問と回答

　1．子供たちと協同生活をして困った点，また指導者の留意点について。

　個性をもつ子供たちとエデュケーターとの協同生活である。その中から個性を伸ばして

やろうと努力している。また独立心をもった児に育てる心が大切であり，どうすればよい

指導ができるかという悩みがある（案内のエデュケーターの話）。

　2　子供たちが自由意志で入所してくるとはどういうことか。

　一般的ic両親は仕事をもっている。そのため「かぎっこ」になる傾向が多い。そのよう
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な生活に子供たちは耐えられない。また，この施設の内容について知っている。そのため

に入所を希望する児が多い。

　3．自由意志で入所した児と，家庭環境に恵まれないためやむをえず入所した児との，

両者の兼ね合いはどうだろうか。

　特別には問題になるようなことはない。

　4、現場で働いているエデュケーター等の悩みはなにか。

　子供たちが何をしたいのか，何を欲しているのかということが理解できない時，またこ

れを理解することが困難な時。

　施設長の談話

　子供たちはすべてよい環境のもとで生活する権利をもっている。しかし殺人や離婚をし

た親，また学校に行かなくてよいという考え方の親もいる。ここに入所した子供たちは，

よい生活をしなければならない。それには環境を与えねばならない。いかにすれば子供た

ちが幸福になれるかをいつも頭に置き，エデュケーターと密接に話合えるようにしている。

また，子供たちの個人的な教育を重要視している。

壁　園を見学し，子供たち，エデュケーターを見て感じたのは，ディレクター自身が信念の

もとに指導していることである。その特長が各ホームで，環境整理にも出ている。子供た

ちは，来訪者があるにもかかわらず．自分たち自身の遊びをし，それに熱中している。他

からあまり干渉されないように見受けられた。よく環境整理されたどの部屋も，ただ目を

みはるばかりであり，園庭も美しく，手入れの届いた施設であった。

　ここで、nが園である大舎制と，私が感じた当園の小舎制とを比較してみよう。

　1．大舎制（Dormitory　System）「1棟建のいわゆる大舎をいくつかの大部屋に

区分した居室に多数の対象者を収容し，画一的，統制的，規律的に行う大規模集合制の処

遇方法をいう」とr社会事業用語辞典』に説明されているようSC，一般的に寄宿舎制とか

寮舎制とかいわれる養護形態である。男子室，女子室，幼児室に分れ，園全体の児童を園

全体の職員が養育するといった指導をとうている。

　その長所は，①施設全体の把握が容易であり，運営管理がしやすい。②児童の観察が多

面的になされ，児童の生活行動が正しく評価できる。③職員の休日に対処しやすく，また

交替勤務が円滑に行われる。④施設の運営管理の合理化，経済化を図りやすい。

　その短所は，①家庭的雰囲気に乏しい。②多数集団のため｛C個性が埋没し，他律的にな

りやすい。③職員と児童個人との接触の場が少なく情緒不安定に陥りやすい。④指導が統

制的，画一的になりやすい。

　2．小舎制（Cettage　System）「可能なかぎり大集団を数戸の建物に分散し，

家庭的環境が十分に加味できるよう採用されている制度」『社会事業用語辞典」といわれ

るようic，同一敷地内tcいくつかの小舎を点在させ，その一つ一つの小舎に親代わりiζな
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るエデュケーターを置き，家族としてふさわしい児童を養護する形態をとっている。児童

9人（男女混合）に，保父1人，保母2人，計3人のエデュケーターで構成されている。

施設における家庭的養護形態として最も望ましいと思える。

　その長所は，①家庭的雰囲気が強められる。②児童の個別養護が徹底できる。③職員と

児童との人間関係が緊密になる。④小舎担当の責任感が強められる。⑤不慮の事故による

被害を最小限に防止できる。

　その短所は，①保母（指導者）の労働負担が過重になりやすい。②指導者の能力差と小

舎相互の対立が起りやすい。③指導者の退職により継続的な指導がなしにくい。④運営管

理上，統制がとり難いことと経済的に不合理。

　3．それでは各々の問題点を記してみよう。大舎制の問題点。①人数が多く，個別指導

が行届かず，家庭的雰囲気に欠ける。②職員の勤務時間の関係上，学童にあっては完全に

交替制となり，保母1人の担当児童を明確にできないため，職員と児童との人間関係が単

純になり，集団性が表面に出すぎる。

　小舎制の問題点。①指導者の個性能力の差異が明確になり，とかく閉鎖的になりやすい。

②他の寮がどうしているのかが気になる。③若干分散配置しているため，職員の休みの場

合の交替勤務に円滑を欠く。④他のホームの児童に干渉しがたい点がある。

　以上のような諸問題を抱きながら，それぞれの形態のもとに各施設が運営されているの

が現状である。施設養護の形態を考えるとき最も大切なことは，その施設の養護目的およ

び方針と，施設の形態がどのように関係づけられているかということであろう。本来は，

児童観のもとに養護方針が定められ，その方針に沿った施設形態がとられるべきではない

だろうか。
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研修報告　14 9月27日午前

施設名　ORTHOPAD　l　SCHE　UN　l　VERS　l　TATS－KLlNlK
　　　　BALGR　l　ST
　　　　（バルグリスト大学付属病院整形外科）

所在地　Forchstrasse　3408008　Zlirich
説明者　Mr．　R．　Baumgarther

　　　　（PDドクター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保母
お　　ばた　　　　　　　　　　こ

緒　畑　ち　え　子

ねむの木福祉会ねむの木学園

静岡県小笠郡浜岡町池新田

　1．施設の概要

　よく整備された大学病院の屋上には，車椅子やステッキを使う人たち5，6人が，外気

浴を楽しんでいる。はるか遠くアルプスの山々が望まれ，緑が美しい。

　私たち一行の案内に立ってくださる予定であったチューリッヒ大学総合病院のD　r．　Sue－

zawaが手術中とのことで，代理の方ec通訳を介して説明していただく。

　屋上からは淡彩色の何種類かの家々の集まりの点在するのが見えるが，私たちが見渡せ

るほとんどが．病院の敷地であり、病院に属した建物だそうである。そのうちの一つ，赤

と白で明るい感じtc，施設というよりも「家」といった風に造られているのが，今回の研

修訪問の中にただ1個所だけ含まれている，肢体不自由児施設だとのことである。鋭角の

赤い屋根と，大きな窓が周囲の緑の中ICよく目立っている。窓の下で車椅子の子どもたち

が，手を振っている姿が見える。ふと，日本の学園の子どもたちのことを考えてしまう。

私のところの子どもたちにとっても，車椅子は大事な足である。今ごろは夕食がすんで，

お風呂にはいる仕度でもしているのかしら一旅行も後半にはいり，日本が恋しい。そん

なことを思いながら，通訳を介しての説明に耳を傾ける。

　児童ホームのほかに，老人ホームもある。いずれも病院に属しており，医師が定期的1ζ

訪問するほか，何事かがあれば，すぐicrk切な処置がとれるように，万全の医療が施さn

るしくみになっているという。からだの不自由な子どもたちには，身近にお医者様がいて

くださることがとても重要なことだと思う。その子たちが，脳性マヒ後遺症などで．脳に

障害をもっているとしたらなおさらのことである。医学的知識に乏しい私たちは日ごろお
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医者様の大切な・とを話合う・とが多いが，医療の面で安’C・していられることは．とても

うらやましいと思・た・医療面ばかり樋視訊て，病院のようにな。てしまい，そこ‘こ

　子どもたちの生活がないようではいけないと思うけれども，いずれにしても，チューリッ

　ヒ大学の総合病院がバックにあるのである。日本ならばさしずめ東大病院が，嘱託医にな

　ってくれているようなものであろうか。

　病院本館の屋上で，病院に属する諸施設の全体をみせていただきながら，10分間ほど説

明をしていただいたあと，施設を見学させていただく。

　玄関をはいると，すぐ右手に広く大きい階段がある。左手にトイレ，正面に3つほど部

屋がならび，階段のむこうを右にまがって，つきあたりが食堂である。私たちはまっすぐ

lC食堂に案内され，15分間の8ミリフィルムをみせていただく。“生命のための道程”と

タイトルを訳されたそのフィルムでは，町の雑踏に続いて，まずCP後遺症，四肢マヒと

思われる車椅子の女性が，事務所でタイプを打っている。続いてホームでの日常生活が写

し出され，着衣，調理，食器洗い．洗面，清掃などの場面が続く。不自由な手にほうきを

持ち，車椅子にのって，野菜を切る。服を着る時には，手が使えなければ口で服をひっぱ

り，おたがいに助けあいもする。子どもたちのけんめいで，しかも楽しげな姿は，国が違

っても，どこでも同じものである。ねむの木の子どもたちの日常の姿と重ねあわせながら

そんなことを思った。次には，サリドマイド児が足指にペンをはさんで，字を書いている

とζろ，子どもたちの遊びの様子，PT，　OT，庭でソーセージ焼きを楽しんでいるとこ

ろ．などが紹介され．最後は，ハンディスカウトの制服姿の子どもたちの笑顔で終わる，

といったものである。

　短いフィルムの中ではよくわからないが，手や足の不自由な子どもたちの，不自由でな

いところを十分に使うことと，おたがいに助けあい協力しあうζとを，とても大事にして

いることが感じられた。OTでは，足でかごを編み，字も書く。手や足が不自由ならば，

その代りにひじでも，［コでも，あごでも，すべてをうまく使えるよう訓練して，木工，織

物などを学んでいるようである。

　ζの施設は1908年に創立されたそうである。個人の別荘であったものを，チューリッヒ

市が買いとって改装したそうである。今までのどこの国でも感じたことであるが，古い建

物の中も外も，ペンキや壁紙などで明るく，快適に装飾して使っている。ここも例外では

なく’どの部屋醐るく美しい・建物の2階ま，子どもたちのべ。ドルーム，教室，OT

室，階下には．前述の食堂の他1こPT室，プレイルームがならんでいる。

　学校教育は，6歳から9年間の義務教育を行うというCとであり，男女各2人の先生が

おられるそうだ。ここでの教育の詳しいことはうかがえなかったが，入所児19人に2人の

先生がつき．学科の遅れている子には補習授業も行なっているそうで，現在2人が数学を

補習しているとのことである。

余談‘こなるが・スイスではほとんどの人が，9年間の義緒育を終えるt，2年間の見

習い綱を経て職につくか・専門学校で学ぷのだそうである．鞭配達員や店員その他，
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すべての職業IC見習い期間のあることと，専門学校にもかなり種類があるらしいことがお

もしろい。大学へ行くのはごく限られた人々，ほんとうに学問の好きな人々で，一般の人

はいわゆる読み書きそろばんができれば事足れりとされる。日本の学歴偏重社会にいる私

たちからみれば，うらやましい限りである。

　からだの不自由な子どもたちにとって，学校での教育と同様に大切なのは，PT，　OT，

STである。ここではことばの不自由な子どもはいないのか，　STは行なっていないよう

である。

　施設内の見学に移って，最初tζみせていただいたのが，食堂の隣り，磯能訓練室であっ

た。10歳くらいの女の子が，ちょうどマットの上で，下肢の訓練を受けているところであ

った。PTの先生は女性である。PTが何人おられるかはうかがわなかったが，ひとりの

子どもについて，週3回，1回に30分ずつ，必ず1対1で訓練を行うそうである。

　OT（作業療法）については，織物，木工，編物など，それぞれ専門の部屋があり，専

任の訓練士がいる。織り機や工具など，器具類も十分にそろっているようである。OTで

は，子どもたちの障害の状況にあわせて何を行うかを決め，1週間に1時間は必ずそれを

行うことが，子どもたちに義務づけられているそうである。園内各所には，できあがった

織物やレース編みの作品が，たくさんの絵といっしょに展示されている。

　これらPT，　OTの訓練効果が，日常の中にどれだけ還元されているのか。たとえば、

長く訓練して不自由な方の手でものがつかめるようになったとしても，子どもたちicとっ

ては，それは訓練室の中だけのことであって，日常においては，不自由な方の手は，やは

り使われないままでいることが多いのではないかと思う。それを有効に使えるようにする

ためには，訓練士と，日常の生活指導をする指導員，保母などとの連絡，協力が大変重要

であり，またむずかしいζとでもあると思う。正味1時間余の訪問の中では，子どもたち

の日常生活をうかがい知ることばできなかった。そのことについて，この園ではどのよう

に行なっているのかわからなかったが，おそらく苦心していると乙ろではないかと思う。

　2．肢体不自由者と交通

　子どもたちは，毎週土曜日には家に帰り，次の週までの2日間を家で過すそうである。

中には公共の交通機関を使っで，ひとりだけで帰宅する子もいるとのζとである。スイス

の交通事情についてはわからないが、日本は，車道と歩道との区別がなく，歩道橋が多い

ので，なかなかそのような次第には行かない。またステップが高く，せわしく走るワンマ

ンバスや，通路が狭く，階段の多い駅を利用することは，障害の軽い子であったとしても，

それは不可能に近いことではないかと思う。

　しかしスイスでは，私たちのパスによる狭い行動範囲の中でも，ステッキを使う，足の

不自由な人が，ひとりで町をあるいている姿を日本より多く感じたし，ウィンドーに松葉

杖や車椅子を置いてある医療器具店らしきお店も，町で見かけた。車椅子にしても，電動

の車椅子となると高価で，必要な人の誰でもが使うわけにはいかないのが日本の実情であ

るが，スイスでは，必要に応じて国から支給されるという。
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　スウェーデンでは，車椅子の必要な人には，家庭用，通勤用，職場用と，最低3台の車

椅子と障害者の状態に合せて改造された乗用車を持つことも，国で保障されている，と書

物で読んだことがある。障害者が自分の足として自家用車を持つのであるから，運転も自

分でできるような体制ができているそうである。それらのどれをとっても，日本の施策の

立遅れが，誰の目にもわかることと想、う。

　3．肢体不自由者の職場への参加

　ところで，ここは児童施設なので，Pどもたちは17歳になるとJこの施設を出なければ

ならない。退所後は、他に民間の施設も少なく，家庭へ帰るケースが多いという。障害者

を受入れる職場についても，郵便局，事務関係，単純労働など，特殊な限られた職場しか

なく，現実はひどく厳しい，との話であった。このことに関しては，程度の差こそあれ，

スイスも日本も変りがないようである。

　質問の最後に，園での指導目標をうかがった時にも，’‘子どもたちに可能性を示すことn

と“社会への参加”の2つがあげらnた。しかしFどもたちが，現在もまた成人した後も，

社会に参加していると実感し1生き甲斐をもって生活するには，健康な者以上に，より厳

しい現実があることを改めて思った。この現実を直視して，障害のあるなしにかかわらず，

すべての人々が住みよい国になってこそ，ほんとうの福祉国家といえるのではないかと思
う。

パルグリスト大学付属病院の正面
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研修報告　15 9月m日午後

施設名　JUGENDSTATTE　GFELLERGUT　ZURlCH
　　　　（チューリッヒ市立教護院）

所在地　8051Zlirich　Stettbaeh

説明者　Mr．　UliZUrrer

　　　　（院長）

Strasse　300

　　　　いし
指導員　石

糺
橋

あきら

晃

同仁学院

埼玉県入間郡日高町原宿261

　1．施設の概要

　1．創立と沿革。1957年，チューリッヒ市が創立した。開設時に2寮舎建築，70～71年

に1寮舎増築，職員住宅を建築して現在に至る。管理者，U．チ；ラー氏。

　2．敷地は18，50eM2，建築面積は9，250m！中央建物，観察・N“ビリオン，初心者用パ

ビリオン，職業学校，運動場，病室。

　3．収容定員。男子16～19歳、40人。現員は男子14～19歳，36人。

　4．年間入退所。共に15～勿人。

　5．形態。小舎制。同様形式で敷地内に散在，設備として他に水泳用プール。

　6．年間予算。歳入歳出共に邦貨換算ts　9．O　OO万円。経費は国と州が約3分の1，市が

約3分の2を負担。

　7．対象者直接処遇費。年額243，000円。

　2．対象者

　1．入所経路。少年審判所，児童相談所が共に50％つつ措置権をもつ。

　2．入所理由。家庭崩壊，情緒障害，非行が主たるものである。

　3．生活指導等の処遇方針決定のメンバーと実施方法。園長と職員全員，中央事務所か

らの指導のもとに，職員が自由に処遇する。

　4．ケース記録項目とその内容。入所に際しての保護者の状況，観察記録，住所，決定

事項，警察記録，調書，処遇計画。

　5．グループワーク。教育者がグループワークの初歩訓練をもち，またグループでの子

供の興味などを考えながら，娯楽，教養の計画などを作成する。
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6．　日課。

一時保護

収容

30

30

00

30

6
7
1
2
5

起床，朝食，床あげ　　13：00職業訓練

木工，金工職業訓練　　t7：45寮舎にもどる

昼食　　　　　　　　　　22：00　就寝

起床　　以下一時保護に同じ。

　日中は，全員がそれぞれの訓練による仕事によって，特別の予定に基づいて働く。

　7．月例行事。一時保護は，寮におけるそれぞれの娯楽プログラム（土・日）に基づい

てすごす。収容は，水曜と週末2回は自由行勅。

　＆　職業訓練。訓練所において講議やテストをしながら，職業カウンセラーに相談しな

がら行う。

　9．　1寮舎の人数と職員数。部屋は全部個室。一時保護，8～10人に4人の教育者。収

容，10～12人に3人の教育者。

　3．職員問題について

　1．職種と人員配置。教育者（保母，保夫）は寮で勤務し，専門家は必要に応じて外部

からくる。精神病医は週1日くる。教育者の1人は勤務先や雇用主と連絡を取る係である。

職員には，有資格者と養成期間中の者がいる。

　2．平均勤続年数と定年。3年勤めれば長期勤続者の部類にはいる。定年はない。

　3，現任訓練。どの寮舎においても，1人の教育者が職員養成のプログラムに参加する。

実習生は週に2日半学校‘ζ行き，1年後．3カ月間まとめて通学し，合計1，200時間学習

する。

　4．各職種と給与。教育者（25歳）207，000円，寮主任240．OOO円，実習生180．OO（円。

　4．視察の中から　・

　1．職業訓練所。金工部には4人の訓練生がおり，3ヵ月～6ヵ月の訓練を受けている。

機械は旋盤であり，工作に必要なものを完備し，スペースも十分ある。木工部には3人の

訓練生，それぞれに1人の専門職員が指導に当っている。ここでは個人の環境，能力差に

よる実績によって，訓練生の能力に合う段階から個別プログラムを立てる。実習の成果に

ついて，心理学者，教育者，職業カウンセラーが検討を加え，将来の方向づけをする。訓

練生にとって1日8時間の実習をするのは，過去の乱れた生活からはたいへん苦痛である

が，必要なことであるという。

　訓練については，金工，木工の選択が自由にできる。作品は手織機，おもちゃで，部品

は金工との共同製作である。訓練生によって期間の差違ができる。

　2．寮舎ICついて。寮舎は2階建で，地下室があり2階に個室，1階に炊事場兼食堂と

職員室，バス，トイレ共用，地下に卓球やバンド演奏のできる部屋，それに職員と交流で

きるホールがある。各自の個室は自己管理でそれぞれ鍵をもっている。個室の中はそれぞ

れ若者らしく整頓されており，教育者の指導が行きわたっていることが察知された。段階

lCよる進歩もみられた。
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　質問事項と回答

　1．生活の中での規則について。

　書類にしたきまりはない。訓練生と職員との間で話合いできめる。違反についての罰則

はとくになく，2度と繰り返さないよう口頭による注意の程度。

　2．無断外出はないか。

　年間に20件くらいあるが，ほとんどの場合1人で帰ってくる。逃走中の者については警

察に託し，施設としては捜さない。

　3．人種問題で困ることはないか。

　対象者の90％がチューリッヒ住民であり，とくにない。

　4．段階的指導について。

　第1段階は院内における実習訓練（金，木工）。

　第2段階は職員付添いによる職場実習。

　第3段階は訓練生の自治による生活。

　矯正は段階的に発展する。ある程度の矯正が確認されると，教育目標の評価によって，

次の段階にあがる。第3段階の者は7人のユースカウンセラー（自治委員）を選び，職員

や地域との交流の計画をする。ζの計画にもとついて近隣の住民が350人も来たことがあ

る。

　5．在所延長並びに卒院後のケア。

　法的手続きtcついては法律はない。市からは自治性が職員に与えられていて．主体性は

施設にある。卒院後仕事が合わないときは，帰ってきて改めて再就職の方途がある。

　6．その他。

　スタ・ッフは15人。保護監察中め者には1人tcついて職員2人。教育者，心理学者．職業

訓練所長，職業カウンセラー，精神病医。

　まとめ

　まとめに当り，教育施設と関連する事項を，国際社会福祉協議会日本国委員会発行の．

「スイスの社会福祉」の中から抜粋して使わせていただく。

　スイスにおける職業教育重視の証左として，スイスでは小，申学校の最終学年で．生徒

の興味に合せて，職業教育課目の工場見学実習が，泊りこみの研究会を兼ねて実施されて

いる。また工業，手工業，商業などの分野では，見習い期間があり，そこでは雇い主側か

らの見習い実習と，専門的職業学校への通学とが計画されている。

　それらの点，教育制度との連携は見事に決っている。私が今回の研修においてテーマと

して用意したものは，人間の幸福の追求，人間としての尊厳が，福祉先進国にあって，ど

のような形で追求され実践されているかということであった。

　日本においては近年とみIC没個性，人間失格的な世相があり，それが世界の実情とどの

ような差違があるかというところに関心があった。もとより完全な社会は求められるべく
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もないが，良い要素をより多くもった建設的な社会はあるはずであり，人が個人として認

められる社会，弱肉強食でない社会，弱者をも含めて発展しょうとする社会があると信じ

ていた。今回の研修で素晴しかったのは，養護施設の中に，社会の中SC生きる自立すると

いう基本的な教育の場を見たことである。担当した青少年教育施設のほかに，他の施設，

他の国においても，生きる能力を培う配慮があった。真に自立を願う心があった。真の教

育とは，個人の能力に応じた生活を可能ならしめるものではないだろうか。

　各国で多少の差違が内容においてあるであろうが，大体9年間の義務教育期間をもち，

人間として最低必要な基本的教育が施され，大半の児童が義務教育で卒業し，実社会に出

る。スイスの場合には，その後社会生活の中で2年間の実習期間が与えられ，社会人とし

ての基盤をつくる。この期間中は，かって日本にあった徒弟的制度に似て，親方（指導者）

から徹底した職業指導が行われる。そしてその後の生活が，これtcよって保障されるので

ある。

　一方，より高い学校教育を望むものに対しては，経済的に貧しいものでも公的な援助が

ある。高校から大学進学には資格テストともいうべきものがあるが，合格して進学するも

のは，公立大学のどこにでも自由icはいれる。また進学しないものにも，相応の処遇がな

される仕組みになっている。

　こういう考え方が，青少年教育施設の中に立派に生きているのである。当該施設には，

中学卒業生以上の養護児童，教護児童がいずれも十分な職業教育を施され，同時IC専Fs職

員によって人間教育が施されている。そして施設の中から通勤が行われ，自由な環境の中

で，自主的で自立的な生活態度が形成されていく。かれらは乙の生活の中で，遠足や映画

や劇場に行き，外出を楽しみ，週末の帰省もできる。ガールフレンドとともic，施設のプ

ー ルで泳ぐこともできる。貯金で外国旅行icも出かけられるなど，施設の生活が楽しいと

も言う。

　また義務教育中の児童に対しても，余暇の過し方として工作具等を十分に用意し，創造

性と作業する喜びを自然の中に培っている（西ドイツ，スイス，デンマーク）。

　上述は私が見聞した限りのζとであって，訪問国それぞれに好ましくない裏面や恥部も

きっとあるのであろうが，それは一異邦人としては容易にうかがうことができない。とも

あれこのような環境は，今の日本の青少年にも等しく与えられるべきではないだろうか。

　教育とは本来，人間らしい生き方の基盤を与えようとするものであろう。知，情，意の

バランスを忘れたものは，すでに教育の名に値しない。個の能力を可能な限り開いていく

本来の姿に立ちもどらなくては，人間の福祉はない。進学指向r辺倒の人間性を無視した

現今の異常現象を改善し，個々人を等しく生かす方策こそ，福祉というべきではないか。

そして心がより重視されるときに，初めて福祉の充足がなされるのではないか。私は研修

の中で，この感をさらに確信した。

19ページに収容訓練生から山崎副団長あての手紙
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／　　　　　　　　．・串隅一一　　『

山本団員の空手の型に見入る少年たち
　　　　　」一〆♂

轟．麟
　　　　　　「

炊事を手伝う少年
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研修報告　16 9月田日午後

施設名　KlNDERDORF　PESTALOZZl
　　　　（ペスタロッチ子供村）

所在地　9043Trogen
説明者　Mr．　T．　Hufshmid

　　　　Mr・Nogawa
　　　　（寮長）

　　　　　か
指導員　加

⇔
藤

ひで

秀
受
郷

静岡恵明学園

三島市谷田2143

　チューリッヒからバスで2時間余，山を登り丘を越えて着いたのがトローゲン村である。

トローゲン村は、チューリッヒから西へおよそ100キロ。海抜903メートル，人口ZO45

人（197（陣現在）の，静かな環境である。15世紀にスイスに亡名したドイツ人，トローゲ

という人の名前からとられたという。

　1597年以来．アッペンツェラー・アルツェローゼンという連邦に属していて，連邦の学

校，連邦の図書館，最高家庭裁判所，子供のためのホーム，老人のためのホーム，国民の

ための休暇村，また男女が寄宿する神学校などあって，この地方の文化の中心地となって

きた。牧草の緑の斜面にポツンポツンと建っている赤い屋根と白の壁の調和のとれた家々，

カウベルを鳴らしている放牧された牛，時おり見かける人々のゆったりした表情など“前

奏曲”を満喫しながら登りつめた丘の上に「ペスタロッチ子供村」があった。

　1，創立からの主な流れについて

1944年8月　スイスの哲学者ワルター・ロベルト・コルティ（Wa　1ter　Robert　Cor－

　ti）博士によって，スイスの月刊誌「Du」に戦争弧児の救済のためにという社説が書かれ，

　この呼びかけによる子供村づくりが始まる。村の名はスイスの偉大な教育者Johann

　Heinrich　Pestalozziにちなんだ。

1945年　Kinderdorf　Pestalozzi協会設立。オーストリアの子供たち到着。

1946年　Kinderdorf　Pestalozziの建物起工式。

　　　　フランス．ポーランドの子供たち到着。

1947年　ハンガリー，西ドイツの子供たち到着。
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1948年　イタリア，フィンランド，ギリシャの子供たち到着。

1949年　Kinderdorfの中等学校開校。

1950年　イギリスの子供たち到着。

　　　　財団法人Kinderdorf　Pestalozzi設立。
1951年　スイスの子供たちを収容。

1952年　共同会議やスポーツの行われる共同ハウス落成。

1954年　スイス小学児童のための家の起工式。

1955年　Coecinellaの家の中の生徒の家購入。

1956年　ハンガリー難民の子供たち到着。

1959年　上級学校，作業場，幼稚園建設。

1960年　チベットの子供たち到着。

！965年　韓国，チュニジアの子供たち到着。

1967年少年の家Odysseeとあらゆる宗教のための家Hauses　de　Andacht落成。
1968年　農場の運営。

1969年　青少年宿泊所Enterstadel落成。

1970年国際ペスタロッチ子供の村一Trogen（スイス）Wahlwies（西ドイツ）Sed－

　leseombe（イギリス）Bangalore（インド）一による憲法の承認。

　　　　インドの子供たち到着。

1972年　南ベトナムの戦争弧児到着。

　2、ペスタロッチ子供村の構成及び運営面等について

　1．村の構成。スイス連邦議会の支配下におかれ，財団委員会と財団評議会かならる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウスペアレント

　財団委員会一財団執行委員会一村長一リーダー　　卒業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政の人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術系の人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供たちの委員会

　2．財政面。運営及び財政の面では，スイス政府の援助は受けず，90％がスイス国民の

援助であり（そのうち40％は遺産による），残りの10％を世界各国からの援助に頼ってい

る。最近の年間予算は3億5．000万円程である。　（昨年は6億円の寄付金総額であったが，

年間予算の枠は変えず奨学資金等のため‘ζプールした。）

　3．敷地面積及び建物。敷地面積はおよそ5万坪であり，子供たちのためのハウス，集

会場，学校（幼稚園から中学校），ダンスホール，サウナ，プール，教会，青少年宿泊所，

農場，事務所，養蜂場等28の建物や設備からなっている。

　4．入所児童数と各国別ハウスの構成。現在，イギリス，エチオピア，イタリア，ギリ

シャ，西ドイツ，韓国，チュニジア，フィンランド，チベット，インド，南ベトナムの11
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力国の220人の子供たちが，それぞれの国のハウスで生活している。男女の比率は4対1

である。各ハウスは，ハウスペアレントを中心に，2人のヘルパーと12人から18人の子供

たちで構成される。

　5．職員の構成及び資格等。

　①ハウスペアレント30人，ヘルパーSO人，中学の教師13人，事務関係等27人，合計100

人のメンバーで構成される。

　②ハウスペアレントは人事委員会で決定され，原則として母国の中学の教師の経験のあ

る人である。　「ペスタロッチ子供村」と契約書を取交わしての採用である。

　ヘルパーには，はっきりした資格を要求しない。子供と共IC暮すことのできる人であれ

ばよいというのが，その条件である。

　③勤務時間。ハウスペアレントは24時間であり，ヘルパー及び事務関係等の職員は，午

前8時から正午までと，午後2時から午後6時までの8時間勤務である。もちろん休日は

保障される。ハウスペアレントの場合は，夏休みに休暇をとる。

　3．ペスタロッチ子供村の子供たちについて

　1．入所理由。創立当時はその趣旨から，戦争の樹生になった国々の子供たち，いわゆ

る“戦争弧児”が申心であったが，その後社会的な弧児，難民グループ，発展途上国の子

供たちが多くなってきており，入所理由に変化が見られる。現在では南ベトナムを除いて，

その多くは戦争ではなく，他の社会的な問題により犠牲になった子供たちである。なお，

入所の対象となる年齢は5歳から13歳である。

　2．入所の手続及び子供の能力等について。各国の厚生省を通じて入所させる。　「ペス

タロッチ子供村」では，どういう子供がどういう形でその対象になるか等ということ‘こつ

いては一切関係せず，子供がその国を出てから以後のこと；Cついて関係する。ただ入所の

原則が戦争の犠牲になった子供ということから，社会的な問題を含めて犠牲になったとい

う範囲での子供たち，という点での条件はある。

　現実にはそれぞれの国によって特色があり，韓国の場合は圧倒的に男性が多く，ヨーロ

ッパの場合は男女がほとんど同じくらいになっている。能力の面では，知能指数が高い方

の範囲に属している子供が全体に多い。とくに韓国の子どもでは，IQ110以上の者がい

る。またチベットからの子どもにもかなり優秀な者がいる。このことは，それぞれの国の

担当する機関の考え方によるものである。

　「ペスタロッチ子供村」icは，肢体不自由児，精神薄弱児といったハンディキャップを

もった子供たちはいない。その理由としては，心身が健康でなければ心身の健康な者の

中で生活ができないのではないかというζとと，現在の「ペスタロッチ子供村」の機能で

はそれらの子供たちを教育して行くだけの能力をもっていないため，教育に無理がくるとい

うことが挙げられている。

　3．その教育。

　①日常生活の流れ。朝の始まりは午前6時15分。7時45分に授業が始まる。その間に朝
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食をとり，授業の準備がなされる。昼食後2時間の休みがあり，原則として5時まで授業

がある。しかし遅い人は夜8時まである。これはペスタロッチの考え方であるところの，

個性を伸ばす教育というζとから，ひとりびとり異なった授業内容になっていることから

起きてくることである。例えば，ある子供はピアノの授業が1週間ic　8時間，またある子

供は数学の授業が10時間である。

　放課後から就寝の時間まで，ハウスペアレントを中心に，ヘルパーと子供たちの時間が

もたれる。食事は共同の調理場，中央食堂から各ハウスにリヤカーで運ばれ，各ハウスに

おいて好みの味つけがなされるとのことである。

　②教育のあり方。「ペスタロッチ子供村」の基本的な方針はペスタロッチの生き方をそ

の根底IC置いている。それはそれぞれのハウスにおいて，ハウスペアレントを中心にハウ

スヘルパーが，絶えず子供たちと共に生活の時間をもつという点に表われている。またペ

スタロッチの教育は「手と心と頭」の3つの調和のとれた人間，すなわちよく仕事をし，

人を愛し，よく考える子供に育てるというのが目標であり，それは，必然的に個性を伸ば

す教育になる。日常生活の面でもそのことに重きが置かれる。

　また絶えず子供と共にあるというのが，考えの基本であり，最も重要なことになる。

　子供村の生活はペスタロッチの教育の精神を十分生かすことだが，今日的にアレンジさ

れていることは確かである。ペスタロッチの精神と今日の教育との接点を見いだしながら

独自な教育方法がとられている。

　具体的なその表われとして，11力国の子供たちが生活するということもそうで，それは

簡単なことならば数力国の言葉が話せるということである。それに伴い考えの中で，物や

出来事1こ対して，人間に対して，融通がきくということが大きな表われとなっている。村

は財政的に余裕はないが，アフリカやバングラディッシュ等に災害が起きたというニュー

スがはいった時，生徒会が中心となって1週間に2回，スープの日をつくる。普通の食事

の主食をはぶいてスープだけにし，その残ったお金をそれらの国々の子供たちに送るとい

ったことが，実にスムーズに行Oれる。

　学校教育の面では，小学校の年齢になると，1年から6年までは各ハウスのハウスペア

レントから，各国独自の教育方法，教育内容によって，午前中の授業を受け，午後は図画

工作，体育，ドイツ語等の授業をいろいろな国の子供たちによって編成された中で行う。

とくにドイツ語は小学校卒業後，中学，高校あるいは職業学校等に進学するtcあたって必

要なものであり，中学にはいる前には，予備学級として主にドイツ語をマスターするため

の時間が多くとられる。

　7年生，いわゆる中学校に入学して初めて全員が統一した教育を受けることになる。そ

の後高等学校あるいは職業学校のいずれかに進学する。’現在では約90％の人たちが職業学

校に進学する。しかし，高等学校に進学を希望する子供たちも年々増えてきている。

　職業学校に進学した人たちの中では，男性は技術系に，女性は事務系または看護婦に希

望が多い。職業学校を終えて，免許を得ると，それぞれ希望先に就職するわけだが，スイ
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ス人と結婚してスイスに永住する場合を除いて，85％から95％の人たちは本国に帰る。

　4　子供たちの将来のことについての配慮

　1．小・中学校在学中。小学校の時は・午前中は各ハウスで母国の，午後からインター

ナショナルなコースをとる。1週間に4時間は，母国語で母国のことについての授業を受

けなければならない。「ペスタロッチ子供村」に何年も暮して母国に帰らないことで，母

国の文字は読めても，母国の生活習慣，母国のもつ精神を忘れてしまうという不幸をなく

すたあである。

　また中学3年の時か，職業学校1年の時に，全員母国へ6週間滞在させる。そこでスイ

スと母国とのギャップを見たり，経験する中で，自分の職業を決めるチャンスを与える。

また新聞のニュースを紹介したりすることにより，絶えず母国の情報を提供しながら，今

後の方向について子供に考えさせる磯会を与える。

　2．職業学校在学中。中学卒業後の子供たちを担当する7人のスタッフは電話や1週間

1度の訪問などで子供たちの相談にのるe村から通っている子供たちについては，共に寝

泊りすることで問題はないが，チ＝一リッヒやベルン等に実習に行って勉強している子供

たちは，3週間に1度は村に帰ってきて話をすることになっている。小遣いや洋服の支給

は就職するまですべて「ペスタロッチ子供村」が行う。職業を身につけると．1年ないし

2年働き，お金をためて母国へ帰る。スイスでは兵役の義務があるので，その年齢（20歳）

にならないうちに職業学校を終え，免許を取って，母国に帰るように配慮する。そういう

意味で，村icはいった時の年齢から逆算して，その子供のカリキュラムを立てる配慮がな

される。

　3．母国へ帰ってのち。母国へ帰って就職し具体的にトラブルが起きるのは，6ヵ月ぐ

らいの間が最も多い。その内容の大半はスイスと母国との労働に対する考え方の違いによ

るものである。このことについては物質的に援助はできないが，精神的な面での援助をす

る。この6カ月を過ぎると，母国の実情も理解でき，順応して行くことができる。それ以

外のことでは政治的な問題があるが，そのことについては，「ペスタロッチ子供村」では

タッチしない。

　現在までに約1、OOO人の卒業生を送り出している。

　5，地域社会との交流とその援助のあり方

　「ペスタロッチ子供村」が創立された時より今日まで，この村を支えてきたのは一般の

人たちの“善意”によるものである。精伸的にも物質的‘こも，スイスの一般国民の理解が

なければでき得ないことであった。経済的な面で援助できる人と精神的な面で援助できる

人，それらの人たちの能力の範囲内での援助により運営されてきた。

　夏休みの間，子供たちは一般のスイスの人たちの家ですごす。このことは，スイスの一

市民から申し出があり，それが他の人たちの賛同を得て，実現してきたものである。ま

た財政面では，そういう人たちの力が90％を占めている。
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　6．将来の展望について

　具体的には現在の建物以外に，子供のための2つの家が望まれている。250人程度の収

容能力をもつことである。「ペスタロッチ子供村」は外に向って積極的には啓蒙運勤はし

ていない。しかしドイツとイギリス，それにインド等の国々に設立されている。そういう

国々と世界的な連繋をもった中で行われている。世界の何十億という人ロの中で村が手が

けた卒業生は1．000人程度だが，その村は，このトローゲンに存在していて，ペスタロッ

チの教育に基盤をおいた独特な教育内容をもつ，国際的な子供たちの教育の場であるとい

うところic，その価値がある。日本にも設立の動きがあるが，日本の場合，インターナシ

ョナルという点において疑問視されている。

　限られた訪問時間で，また話を聞いた図書館を除いて，子供たちのハウスも含めてすべ

ての建物は，屋外からの見学しか許されなかった。まして子供たちとの触れ合いの時もな

い中での研修である。そういう中で，「ペスタロッチ子供付」のすべてを，いや，一部分

でも自分のものにしょうなどとは到底できるものではなかった。それゆえに私たちを迎え，

話をし，質問に答えてくれた野川さんという，村で働く日本人の方からの説明を頼りに，

また少しの資料をもとにして施設紹介としたが，その訪問から私なりに感じたものを次に

少し取りあげてみたい。

　広大な自然の中にある建物のゆったりした建て方，広々とした構内，外観からのことで

あっても，何ともゆとりのある生活にみえる。ひとりびとりの生活空間が多いということ

が，そこに住む人間の子供の生活のあり方に大変意義をもっていると思う私に，より強い

刺激を与えてくれたのは，ペスタロッチの教育を，その精神を引継いでの生活がなされて

いるということ，またその対象となる子供たちがすべてノーマルな心身の持ち主であると

いうこと，そしてそれを支えているのが，スイスの一般国民ひとりびとりであるというこ

とである。ペスタロッチの教育とその精神を引継いでの生活のあり方という点については，

共に暮すチャンスがないので実感としてとらえることはできない。しかしその説明の中で，
“ 各国からの子供たちはノーマルな子供たちであり，心身共にハンディキャップをもった

子供はいない”という点に私は引きっけられた。そしてそのことは　“トローゲン村の人た

ちをはじめとして，スイスの一般の人たちのひとりびとりが支えている”ということと無

闘係ではない。知能指数の面からみた場合，子供たちは正常児であり．比較的高い領域に

属する。各国からのいわばエリートの集まりである。ここで，ハンディキャップをもった

子供たちに対する教育は私たちtcはとてもできないし，その機能を現在の「ペスタロッチ

子供村」ではもっていないと，平然と言ってのける職員の言葉に，私は日本の現況につい

て深く考えさせられた。もし日本の養護施設でそう言ったら，人は何と思うであろうか，

と一瞬感ぜずにはいられなかった。と同時にζういうあり方（責任とその能力の限界をは

っきり自覚している中での子供への接し方）こそ，本来のあり方なのではないかと思Oず

にはいられなかった。
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　再びさ’養護施設とは”という問いかけが，私自身の中に起きた。養護施設で生活する子

供たち，養護及び教育を受ける機会に欠ける子供たちが，養護施設に入所する原因には多

くのことが考えられるが，それはすぺて子供たちの側にはなく、親を含めた社会の側にあ

り，親子の分離がなされたことで共通する。そういう点から見る限り，養護施設に求めら

れる内容は，それらの子供たちの，発達の保障，人間として成長して行くための物質的に
　　　　　　　　　　　　　tも精神的にも環境の整えられる保障が主たるものであり，その中で全人格的な教育がなけ

ればならないし，養護施設そのものの中に，それだけの機能をもっていなければならない

と考える。

　しかし現実では，私の生活する恵明学園の中で，軽度の精神薄弱児の領域にはいる子供

たちが，定員50人のうち，1割の5人に達している。いわゆる社会のニードとして養護施

設が受入れなければならない子供たちだという現実である。この傾向は全国的にあらわれ

ているという。

　私たちは毎日の触れ合いの中でつねに戸惑いを感じている。子供たちが私たちと生活を

共icするまでのことicついては，確かにいうところの福祉的な感覚で対処される。しかし

私たちとの生活が始まる時点からは，人間と人間との成長の場，教育の場であり，ひとり

びとりの発達の保障の場なのである。家庭復帰のための場だけではない。そういう観点ic

立つ以上，経済的に問題がある，また家庭崩壊である等という，子供tc起因するものでな

い理由だけで，養護施設IC措置するのではなく，その子供自身ic，また養護施設の機能に

合せた措置の基準が，そこになければならないのではなかろうか。従来の精神薄弱児施設

が重度化されたから，等ということはその理由にはならない。

　またその一方において，それぞれの養護施設の現場で，それぞれがどこまでその能力が

あるのか，その限界は何なのか，どういう範囲であればでき得るのか，といったような施

設の機能の確認がなされるべきであり，そこから洗い直す必要がある。本来のあり方とし

てはそのもつ機能に合う範囲の中で行われるべきだと理解はしていても，現実tcはその機

能以外の子供がいるとすれば，当然手をさしのべてやらねばという弱者救済的な福祉の考

え方に立って受入れているのが実状ではないだろうか。

　しかしこの暖昧さが，子供たちに対して，その発達の保障という点から考えるとき，か

えって問題をもつことになるといえる。その能力に合った中で，その機能上の限界や保障

の能力も十分わきまえた上で，施設の活動がなされることが，子供たちに対して責任をも

つということであり，人間として対等の関係になるというζとではないだろうか。行政サ

イドからみるのではなく，人間の立場から子供を，人間をみるという点をもう一度，私た

ちは考えなければならない。

写真は5ページ
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研修報告　17 9月30日午前

施設名　　NlKOLAUSPFLEGE　STUTTGART
　　　　（シュツットガルト・ニコラウスフレゲ盲学院）

所在地　7Stuttgart　l　Am　K苗herwald　271　BRD．
説明者　Mr．　He　lmut　Gutkneeht

　　　　（院長）

　　　　おか
指導員　岡

塩山愛育園養護部

塩山市上塩後高林462

1．施設の概要

　西ドイツ，シュツットガルト市のニコラウスフレゲ盲学院には，副団長の山崎先生の園

で指導員をされていた大浦先生がおらn，私たち団員のために通訳やその他いろいろとご

配慮くださった。校長Helmut　Gutknecht氏から話をうかがった。

　この学院はシュツットガルトの町の中にある小高い丘の上にあり，そこは校庭から町が

一望に見わたせる環境の良い所である。ここの施設は，盲学校，視力障者のための学校，

後天的盲人のためのリハビリテーションセンターの3つの施設からなっている。まずヨー

ロッパにおける盲教育の歴史についての話があった。

　1784年フランスのバランタン・アレインにより初めて盲学校が開かれ，1804年にはドイ

ツ語圏においてはウイーンで，1806年にはベルリンで，1827年にはこの施設の前身である

盲学校が，ワグナーという一人の教師によって始められた。ワグナーは自分の家を盲児童

のために開放したという。それは現在の場所よりもっと町の中にあったが，1906年現在の

場所に3つの施設ができて，充実したものになった。

　現在，学院には全盲児のみでなく，色盲，乱視，視力障害児なども収容されている。そ

れらの子供たちを教育して，社会に適応できる人間に育てることが，この学院での大きな

目的である。そのため9年間の基礎教育とその後の職業教育とを行なっている。職業教育

の中には，テレタイプの技術者の養成やマッサージの理論教育などもある。収容児のレ3

は全盲児であり，L／3は視力障害児，1／3は目の見える人である。

　この学院は全寮制であり，小学生（6歳～10歳）は男女一緒に生活しているが，それ以

上になると男女別々に分けられる。男女一緒の低学年齢児の寮は女性指導員が担当し，男
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女別の寮では男子寮に男性指導員，女子寮に女性指導員が配置されている。1つの寮に10

人～11人が収容されている。若い指導員は1つの寮を複数で担当する形態を望んでいるが，

年配の指導員は1つの寮を1人で担当し，パーソナリティーのある教育を行うことを望ん

でいる。子供の立場から見るど1人の指導員が一貫した指導を行うことが望ましいが，労

働時間や職員福祉の面から考えるとむずかしい問題である。

　現在の建物は古くて不便な面が多い。たとえば寝室と居室とが別々の建物にあり，そこ

を往復する職員の労力は大変なものである。CのためNIKOLAUSPFLEGEは，来年度

からすべての建物を建直して，1980年までに近代的施設の整った学院とし，　全ドイツ

の盲人の職業教育の中心にするということである。

　次に職員の現任訓練についての話を聴く。現在ここでは職員の現任訓練を行なっており，

講師にこの盲学院の教師ベルナー氏を迎え、施設の盲教育にカを入れている。ベルナー氏

はドイツ，オランダで盲教育について専門的教育を受けた方で，指導員，保母に対しての

研修を週2時間行なっている。この研修内容は大きく分けて3つの部門から成っている。

　L　理論的部門。医学的立場から見た目の解剖，目の組織構造，働き，病気等。

　2．社会学的部門〉目の見える人と盲人との関係等の社会的な考察について。

　3．法律学的部門。盲人がどんな法律で守られているか。

　盲教育の歴史などもある。

　その他に実習としての自立訓練が行われる。職員自らR隠をして食事したり歩行したり，

日常生活の行動を実際にやってみて，どこに重点を置いて教育したらよいのか，その体験

を通して指導を行う方法がとられている。また余暇指導として盲人のためのスPt　一ツ，ゲ

ー ム等の具体的な指導方法が研究されている。

　以上，校長の話の後，施設見学が行われた。

　2．対象者について

　建物は古く，急な階段があり，盲人のためには不向きな感じがした。35人の教師の中に

は，教師自身に視力障害者や全盲の人などがいる。授業は障害の程度により編成された複

式学級である。寮では1部屋に5～6人がはいり、全盲児と弱視児が一緒におり，弱視児

は全盲児の手助けを行う。年少児の寮には夜勤者がいるが，年長児の寮にはいない。体育

館が狭いため各寮で交代に使用されているが，子供たちは体を勤かすことを好むので，体

操の時間が多くもたれる。水泳も1年中週2時間行うということである。

　訓練室で歩行訓練が行われていたが，基礎的訓練が21時間行われた後，実際に道路歩行

ができるまでICは128時間かかるということである。またつえを使用するのは必らず右手

であり，左手は点字を読むために使用しないなど苦心がなされている。

　次に授産についてeここではユーゴスラビア産の藤を使って各種のブラシを造っている。

ここには三重苦の人がおり，私たちが日本から来たことを指文字で伝えられると，ニコニ

コして歓迎してくれた。今Cの授産所にいる人はほとんど40代以上の人であり，若い人た

ちは社会に出て働いている。
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　見学が終った後，音楽の先生（全盲）によってパイプオルガンの演奏が行われた。この

学校ではとくに音楽教育にカを入れている。それは音楽は盲人の生活の中で大きな役割を

もっているからである。音楽は，趣味として，また職業として自分自身や他の人に喜びを

与えることができ，また自分が音を作り出す乙とicよって，自分自身を表現することがで

きるので，盲教育に欠くことのできない分野である。

　3．職員の勤務形態について

　ここの寮は小舎制であり，1つのグループは10～11人を収容し，2～3人の指導員，保

母が担当している。勤務時間は週30時間，1日平均6時間，週5日制で，日曜日の代休が

2日，祭日の代休が3日あり，有給休暇3カ月と，日本では夢のような話である。

　福祉従事者になるためICは、高校を出てから2年間（日本の短大に相当する）理論を勉

強して，その間に3週間から1カ月の実習を行う。2年間勉強をした後，国家試験があり．

その試験に合格すると1年間の実習期間がある。その実習を行なった後．論文を提出する。

それが通れば一人前の福祉従事者となるわけである。

壁　以上は私がこの学校で見聞した大まかな内容である。ただ1回の短い見学で，その施設

のすべてを把握することなどとてもできるものではないが，この他ヨーロッパ各国の施設

を見学して感じたものは，子供どうし，あるいは子供と職員，また施設問の交流があまり

なされておらず，人間的触れ合いIC何か一つ欠けている面があるのではないかという疑問

である。とはいえこのヨーロッパの施設見学で，多くのものを学ぷことができた。大い1こ

役立てたいと思う。

　研修終了後，資生堂社会福祉事業財団から出した礼状に対して，下記のごとくご返信が

あり，将来計画などについてご案内がありました。ここ1ζ訳出して併載いたします。　（事

務局）

　拝復　貴幹に対して厚く御礼申しあげます。

　私どもは日本の教育者のご一行を私どもの施設iζお迎えしたことを喜んでおります。皆

様の国の人である大浦修氏が，1年前から私どもの教師として滞在しておられますので，

皆様と意思の疎通を図るうえで何らの支障もありませんでした。私どもは，あなた方のグ

ループのヨーロッパ旅行で，とくに私どもの施設を訪問されたことがお役に立ったことと

喜んでおります。　　　　・

　せん越とは存じますが，最近4年間のことについて“友の会報”を差しあげます。この

会報で，私どもの盲学院（後天的な失明者のリハビリテーションも含め）で果されている

仕事について，よくおわかりいただけると存じます。なお以下にまとめて追加させていた

だきます。
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　　1．私どもiζとって，盲人教育は基本学校（1～4学年）に当り，基本学校と高等小学

校を終った青少年の盲人および弱視者は職業教育に委ねらnます。2年前から，盲学校の

高等小学校段階（5～9学年）、の教育は，バーデン・ヴュルテンベルクBaden－WUrt

temberg（マンハイムManheim近くのイルベスハイムIlvesbeim）の他の盲学校
に移されています。

　2．強度の弱視の生徒も，私どもの基本学校を通過して5学年に進級する時に，イルベ

スハイムに移されます。盲人と強度の弱視生徒は，高等小学校を終えた後（9学年以降），

職業教育のために私どもの施設にもどってきます。

　境在私どものところでは（数年前から既ICそうでしたが）基本学校や高等小学校の軽度

の弱視者が訓練されています。後者（軽度の弱視者）・も高等小学校卒業後，私どもで職業

教育がなされます。しかしこの基本学校および高等小学校の部は，数年後には廃止さnま

す。このために新しい学校が建てられる予定です。

　3．数十年来、後天的に失明した青少年と成人の再教育とリハビリテーションが，私ど

もで行わ孔ています。これらの部も4～5年のうちICは，ヴュルツブルクWUrzburg‘C

建設中の後天的失明者のための南ドイツ・リハビリテーシ∋ンセンターが落成したときに

移される予定です。

　これらの変化の後に，私どもの設備は青少年の盲人および弱視者のための純枠な職業訓

練所になり，しかも南ドイツ地区全体のセンターとなる予定です。

　4．教育の費用は

　a）教職員については国から100％

　b）寄宿学校の教育者については国から50％

　e）私どもの職業訓練の指導者については国から75％．となっています。それ以外の費

用は各生徒の措置費で賄われており，会計決算上のバランスはとれています。すべての生

徒に対して．最高21歳まで，一貫した養育コースの費用を，州社会局で負担しています。

　5．　リハビリテーションのための費用は，国の社会保険，失業保険，その他の保険組織

が支払います。この場合，リハビリテーション教師の給与も費用に含まれています。

　以上に述べましたものが皆様のお役1ζ立つことを願ってやみません。

　私どもの仕事にもたらされた多大な利益に対し厚く御礼申しあげますとともに，皆様の

お仕事に対し祝福をお祈りいたします。　敬具

盲人の職業訓練

別に19〔一ジ
sc写真
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研修報告　18 9月30日午後

施設名　KINDERHE　I　M　HOFFMANN－HAUS　KORNTAL
　　　　（コルンタル・ホフマン・ハウス養護施設）

所在地

説明者

7015Kornta］，　Zuffenhauser　Strasse　24

Mr．　We　rner　Bizer
（園長）

　　　　按
指導員　砂

わ
‖

カ
リ

ゾ
晋

じ
治

鳥取こども学園

鳥取市立川町5丁目417番地

　シュツットガルトは西ドイツ南部の中心都市で人ロ約70万人，チューリッヒから汽車で

北へ3時間のところにある。ベンツの自動車，電気，化学工業の他に，シュツットガルト

室内合奏団に象徴される楽器製造，レクラム文庫などで知られている。コルンタルはその

市外で，小雨のなかをキンダーハイム・ホフマン・ハウスに到着した。門をはいった広場

にはすでに何人かの人が出迎えていた。バスを降りると間もなく，後を追うようにして2

頭立ての飾り馬車が門をはいって来た。eaoれは初めζれは当地のピール祭りに駆り出

されたものと思ったのだが，馬車に積まれた大きな酒樽からリンゴ酒をふるまわれるに及

んで，われわれを歓迎するために特別に用意されたものであることを知って感激した。

　1．施設の概要

　ここは昨年創立150年祭を祝ったばかりの，プロテスタント系の民間団体の経営する，

古くからの施設で，他にも数カ所の施設がある。ドイツ語のキンダーハイムが英語の

Children’s　Homeとすれば，　KINDERHEIM　HOFFMANN－HAUS　KORNTALは，
さしずめtコルンタル（地名）にある子供のホフマン家であろうか。

　創立者GottliebWilhelmHoffmannはドイツの家庭保護運動の創始者と呼ばれ

る人で，1822年に打続く国内の戦乱や凶作の影響で，親に見捨てられ，孤児になった子供

たちを集め，無料で教育することを始めた。3年後には学校寄宿舎を建て，1828年には70

人の子供たちを収容した。ホフマンのまわりにはコルンタル兄弟団（キリスト教の一派，

ヘルンフート派）の支持があった。

　このホフマン・ハウスは元は年長児ホームであったが，今は3歳から15歳までの120人
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がいる。一昨年の暮れ，4棟8ホームの新しいグループ住宅と，14人の教員のための家族

住宅1棟が増築された。ちなみ，ζ建築費の30％と，維持費の10％が教会から支弁される。

　コルンタル地区にはこの他，元は年少児ホームであったKINDERHEIM　FLATT－

LI　CHHAUS　KORNTALという施設があり．乳児から14歳まで60人が生活している。ま

た同じシュツットガルトのウィルヘルム地区には，KINDERHE　IM　HOFFMANN－－

HAUS　WILLHELMSDORFという施設があって，2歳から15歳まで70人が生活してい
る。

　ここの年間予算は240万DM（約2億4，000万円），児童1人1日当りの経費は被服費

を除いて60DM（6，000円）である。職員の人件費は，全額が国と州で支出される。

　同じ構内には学校（HELMSCHULEIN　KORNTAL）が併設されており，ホフマンハウ

ス，フラットリッヒハウス両施設の子供たちを対象としている。施設内学校であるが，

一
般家庭からの通学も10％ある。

　学校は新築されたもので，9つの教室，2つの作業室，自然科学教室，その他必要な私

室がある。施設と共用する屋内体育館と屋内プールの設備は素晴らしい。18m×7mのプ

ー ルは温水ではないが，寒い時は室内の温度を上げる乙とで，年中使用できるようにして

ある。水泳は子供にとって，体力的にも精神的にも確実に影響を与えるものとして重視さ

れている。新しい建物は，全体に内外に木材を多く使ってあり，やわらかい暖か味が感ぜ

られた。

　新しいホームは2階建で，1棟に2ホーム，各ホームは上下につながる。2階‘ζは3つ

の寝室があって，職員の寝室も隣りにある。室内の廊下や部屋には，すべてカーペットが

敷かれている。居室は，広く明るい窓，最少限必要な設備，調度品できちんと整えられて

いる。熱源はすべて強力な電気によっている。

　2．対象児童について

　収容形態としてはファミリーグループホーム制で，あわせて12ホームあり，1ホーム10

人で，職員が3人配置されている。対象児童の入所理由を分類すると次の通りである。

L
2
3
4
5
6

母子家庭

家庭崩壊

一時的な片親（入院や抱禁など）

放任家庭（教育的問題も含んだ環境不適応児）

問題をもった子（情緒障害の子が多い）

孤児

また紹介された日課の一部は次の通りである。

　6：00～6：30　起床，洗面

　7：00～8：00　ベッド直し，搾乳

　8：00～12：00　学校

30％

30％

16％

13％

3％

7％

（9：00～12：30は保母は休み。この間に早く帰ってきた子は指導員によってみ
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　　　られる。）

12　：00～14　：00

14　：00～15　：00

15　：00～18　：00

18　：00～18　：30

昼食，休憩

自習時間

自由時間（乗馬，プール。外出などもする）

タ食

養護目標としては，次のようなことが挙げられた。

　　1．個々の養護目標は児童のニードに応ずるものであること。

　　2．社会に適応できるようにすること。

　　3．福音書的精神を織込むこと。

　子供たちのニードを満たすために，野外キャンプや乗馬，外出など，児童と職員がいっ

しょに行勤する磯会を多くもつ。ドイツはワンダーフォーゲル運動の本場である。

　直接児童の処遇にたずさわる，いわゆる保母，指導員は約CO人で，全体としては児童2

人につき職員1人の比率になる。われoれとの懇談会で，そこの保母さんの発言の中に，

子供に対して愛情の援助をする，安心感を与える，良い環境を与える，ということがあっ

た。子供たちが安心して生活でき，必要なものを与えられ，将来，社会に適応できるよう

になることを望むというのであった。指導に困難を覚える子供もいるが，子供のニードを

受けとめ．与える気持があ孔ば，実際にそのニードが満たされていなくても通じるものが

ある。1人で多くの子供を見なければならない時はt一人一人の子供に十分接するCとが

できないので残念である，等の話を聞かされた。

　職員の平均勤続年数は7，8年である。ケース記録については，年2回，国に提出を義

務づけられている心身の発達状況の報告書の他には，毎日の育成日誌のようなものはない。

一
般にドイツではケース・レコードは付けないようだ。

　崩壊家庭への働きかけは，児童相談所，教会，その他の団体による専門のソーシャルワ

ー
カーが行い，施設独自としては，保護者の来訪時などを利用して行なっている。将来は

施設にも，ソーシャルワーカーが配置できるようにしたいということであった。

　幼児20人，職員6人の，3歳～6歳児の幼稚園がある。幼稚園教育はドイツでは解決し

ているという話であったが，それが具体的にどういうことなのかは聴けなかった。

　学校併設の理由としては，社会的問題を起す子がいることと，施設と学校が一貫して養

護することが可能だから，という話であった。

　この施設をとくに印象づけるものに，牛馬の飼育があげられるが，これらを扱う労作教

育は学校教育の中に含まれる。牛乳は飼育の乳牛から自給自足している。ほかicドイッで

は2番目の技術者だけの学校があるという話もあったが，内容を確かめられなかった。な

お校長さんは施設長と兄弟である。

　3．その他
　ここでは施設養護のかたわら，里親開拓にも努め，テレビ，新聞，ラジオ等でもアピー

ルする。毎月の第2週末には，ほとんどの子が自宅や里親宅へ帰る。このような週末帰宅
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は市民の間でもよく知られている。

　ボランティア団体としては，良心的兵役拒否の人々，地域の青少年団体によるもの等が

挙げられた。西ドイツでは，民間施設がア5％を占めて，t・°イオニア的な仕事1こおいても優

位であると聞いて意を強くした。社会事業の公的保障は時代の要請であるとしても，何で

もかんでも公に頼ろうとする傾向について，思い知らされるものがあった。

　この施設の視察にあたって，理事長および施設長We　rner　Bizer氏をはじめとする，

施設をあげての歓迎ぶりに，たいへんうaしく思った。はじめ学校の会議室で歓迎会があ

り，質疑応答も行なった．当地コルンタル市長代理ブックンタール氏から歓迎メッセージ

をいただいた。また次に訪問する予定であった，同経営のKINDERHEIM　FLATT－

LICHHAUSで働いているディァコ＝ッセ（奉仕女）の日本人ヒルデ三保さん，他に教

会関係の方も数人同席された。2班に分れて施設見学をした後，こんどは体育館に集り，

ティータイムとなり，懇談のひとときをもった。終始なごやかな雰囲気で時間のたつのが

惜しいくらいであった。

　シュツットガルトの盲学院，NIKOLAUSPFLEGEで働いておられる大浦修氏の熱心

な通訳と，チューピンゲン大学で組織神学を学んでおられる東京の小岩教会牧師，近藤勝

彦氏のご協力をいただいたrとを感謝します。

Slllこ6，　138，　146ページ｛ζ写真

左から大浦氏t園長，三保さん
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研修報告　19 10月1日午後

施設名　BURGERME　l　STER－GRAF－HAUS
　　　　（市立ビュルゲルマイスター・グラフ・ハウスー時保護所兼養護施設）

所在地　6Frankfurt　amMa　in　I　Postfaeh　3882

説明者　Mr．Warhia

　　　　（副所長）

　　　　つち
指導員　土

や

屋
註方 碇

人

樹心会樹心寮

岐阜県揖斐郡大野町桜大門

541－1

　1．施設の概要

　1．創立は1956年。第2次世界大戦後卒先して取組んだ民間団体の福祉活動に対して，

補充的意味で設立された。そして時代の要請に添って，より家族的，家庭的処遇を目的と

して，児童施設および老人施設としてフランクフルト市によって運営されるic至った。

　2．この施設の運営，管理の部門はフランクフルト市の青少年部である。

　3．施設の形態はグループホームシステムをとっており，スタッフを十分確保できれば

100人までの児童を収容し処遇する能力をもっている。

　4、この施設の経営運営財源はすべて公費であるが，親の収入に応じ市が1人の児童に

要する経費の80％（最大限）までを負担する。

　5．児童の措置については，児童相談所からの入所もあるが，おもにソーシャルステー

ションに所属するソーシャルケースワーカーによって取りあげられ，必要に応じ入所措置

がなされる。そのほかに約SO％他の養護施設からの変更入所児がある。

　6．この施設の部門。

　　①グループホームシステムの部門。乳児（1歳以下）幼児（1～5歳）学童（6～

　14歳）とし，さらに男子グループと女子グループとに分けている。

　　②保育の部門。乳児保育居住区，幼児保育居住区，さらにこの施設に働く職員のため

　の幼児託児所，そして学童の登校前と放課後の学童保育の区域が設けられている。

　2．対象児童関係

　1．対象児童の入所のための条件は，次の3つに区分される。
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　　①短期のケアを必要とするもの（明確な養護の目的をもっていないもの）。

　　②何ごとかのために緊急保護を必要とするもの（警察とか他施設から託されるもの）。

　　③犯罪的，非社会的な傾向が入所を必要としたもの（子供自身の非行，犯罪的なも

　のとか，親の犯罪とか，子供に対して好ましくない行為のためのもの）。

　2．児童の毎日の生活の仕方は，児童一人一人のより個々的な生活リズムを尊重する方

向にあって，日課的な生活時間帯は明確に示さnていない。

　3．対象児童の人間関係と環境については，見聞きした範囲では，児童間でもまた職員

と児童との間でも，とりわけ問題は感じられないようだ。児童の発達過程での問題はあろ

うが，それは当然処理されて行くべきこととした受けとめる姿勢で，雰囲気的tcも児童に

対して，おうような取組み方がなされている。

　自然環境的な条件も，庭園の樹木は年輪を感じさせるものが配されており，あまり広く

ない園庭ながら最小限度の空間があって，遊び場が確保されている。ヨーロッパの国々に

共通する，庭の芝の緑と花の色との取合せも派手でなく，調和のある環境を形づくってい

る。

　また屋内の，団らんなどの居間も，さほど広くはないが，いちおう整えられている。遊

具面でも特別目新しいものはないが，創造的に工夫されたものが，年齢相応に与えらnて

いる感じである。

　給食関係の設備では，各グループの居住区単位に小じんまりとしたキッチンが設置さn

ている。朝食と夕食は各グループ単位でつくらa，昼食は老人ホームなどの総合施設のセ

ンターからのものが用意されるなど，職員の勤務の範囲と，児童との接触の時間帯を考え

た配慮がなされている。

　4，学校関係は，西ドイツの教育制度により，地域の学校に通学している。一般的には，

小学校8年制（州によって9年）の義務教育で，6歳から入学して4年または5年修学で，

次に進む。

　①のコースは，レアル・シューレ（実科学校6年制）の義務教育を4年～5年で修了し，

約65％が見習工として就職。職種ごとに3年間ベルーフ・シューレ（昼間定時制の職業学

校）へ週1～2H通学，修了して，ゲゼレ（熟練工）となる。そしてさらに5年以上修業

して，マイスター（親方）となる。

　②のコースは，ジムナジウム（大学進学の高等学校）で，4年生（IO歳）での能力テス

トによる。約20％が進学し，18歳でアピトゥール（国家試験）を受ける。修学9年間で約

⑳％の合格者が無試験で大学に進学。

　5．保護者との連絡調整は，親と何等かの関係のある児童には，面会の機会をより多く

し，この施設に所属するケースワーカーが話し相手になる。とくic日本との違いは，土曜

日から日曜日にかけては，週末帰宅のかたちがとられていることである。

　6．この施設内での児童の問題については，児童自身のもつ直接的な問題は，あまり職

員の意識として表面に出ていないし，困難を感じている様子はない。　（公立施設的姿勢と
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いうべき感じ。）

　7．寮舎‘⊂おける居住構成人員および職員配置は，次の通りであった。

　lF－一時保護的児童の居住区。児童8人。　（ただし公立施設なので，それ以上を受入

れなければならない場合もある。）担当者2人。

　2F一家庭的処遇を要する児童の収容部門。児童9人で年齢5歳まで。担当者2人。

　3F一家庭的処遇を要する児童の収容部門。児童9人で年齢6～14歳，担当者2人。

　3Fの学童ホームの場合，5人居室（6～10歳児）1室，2人居室（ll～13歳児）2室，

1人居室（14歳以上児）2室を配し，それにキッチン，浴室，洗面所，トイレ，洗濯室，

団らん室などが配置されている。

　3．職員関係

　1．職域別部門。

　①教育担当。

　②1～5歳の幼児担当。

　③1歳以下の乳児担当。

　④ソーシャルケースワーク担当。収容児に対するケースワーク担当1人，緊急保護児

に対するケースワーク担当1人。

　⑤心理治療担当。

　　2．専門職員の資格について。西ドイツでは地方分権的（州単位）行政機構のようで，

州ごとに多少資格取得基準が異なるようだが，このヘッセン州では次の通りである。

　①高校卒業程度から4年～5年の専門教育（短期・長期にわたる実習2年を含む）を

受け，ソーシャルケースワーカーとなる。

　②中学卒業程度から3年の専門教育（実習2年を含む）を受け，ケアワーカーとな

る。しかし実状では，無資格のケァワーヵ一が割合に多いとのことである。

　③セラピストのような職員の場合は，高校教育修了fttc　5年の大学専門学部での勉学

が必要となる。

　3．勤務時間については，9月30日までは週労働時間が42時間であったが，10月1日か

ら姐時間となった。オーバーワークは回避しなければならない。従って超過勤務は，特別

の理由がない限り認められない規定になっている。

　4．勤務のあり方としては，規定されている労働時間の範囲で交代勤務する。担当する

児童の世話のし残しを気にしながら，退出してしまうといったCともある。

　当直者のための専用室は，そんなに立派なものでないが，設けられている。

　4、社会的な機構との関係

　1．社会的養護の実状については，最近里親への委託児童，養子縁組の児童が増加して

いる傾向tcあり，年少児で収容を要する対象児が減っている。

　2．近隣，地域関係1ζついては，現状では好ましいと思われる。またこの施設1ζ対する

理解も十分あると思う。児童どうしは友達となって自由に行き来できる。例えばいろいろ
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なスポーツを介しての交流活動もあり，近くの村との交換パーティーなども行われている。

そして，この施設のもつ設備のすべてが，地域の人々に開放されている。

　3．他の福祉団体とのつながりについては，創設以来，他の宗教的または民間の団体と，

つねに提携したかたちになっている。今までは民間が優位性をもち，福祉のパイオニア的

活動を展開してきたが，これからは民間の先を行く活勅が，公的機関として求められてい

る。

　質疑応答から

　1．市に所属する施設の中でのこのホームの位置。

　フランクフルト市内ICこの種の11施設があり，それには6つの種類がある。

　　①収容の形態をとる子供のための施設。

　　②精神医学的，心理治療的機能を果す施設で，特別な学校．をもち，8時～17時。

　　③母と乳児のための施設で，出産前後，母子ともにいられる病院的なもの。

　　④14歳以上の少年のための施設。

　　⑤宿泊提供施設。浮浪少年に対するものと少女に対するものとがある。

　　⑥医学的欠陥のある子供のための施設。

　2．この児童施設の特徴。

　　①前記の6種類の施設にないものとして，大人との接触（老人施設を併設）の機会の

　ある生活を児童に経験させることを狙いとしている。しかし現状は，両者の関係が好ま

　しく作用し合っていないので，この関係を積極的に進める努力をしている。

　　②1つの施設にできるだけ長くいることができ，性格的にも好ましい発達の期待され

　ることを狙いとしている。

　　③一人一人の個性を尊重し，それを伸ばすことにより，創造的に，自立的に生活でき

　ることを目ざして，子供たちの世界をつくらせる。

　3．職員問題として何があるか。

　短的にいって職員が不足している。しかし，ソーシャルケースワーカーを得ることはそ

れほど困難でなく，1976年の時点では，養成機関の出身者で充足できると思う。問題は児

童を直接世話する保母および指導員である。ζの職員の充足は1980年の時点まではあまり

期待できないと思われる。

　4．児童に対する問題として何があるか。

　十分と思えない職員数で，児童を世話すること自体が問題である。希望としては，学童

10人IC対して職員3人，幼児7人に対して職員2人，が必要である。だからといって1対

1の配置をよしとするものではない。

　5．市に所属する各種児童施設および里親，またはそれに類する肢体不自由児施設で扱

っている児童数。

　約2000人である。そのうちこの種の収容形態で取扱う数は，250人～280人（要養護
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児童および非行児童を含めて）である。

　6．市に所属するソーシャルケースワーカーの数。

　人口約70万人（内20％は他国からきた労働者で，低所得階層）のフランクフルト市に，

約200人～250人である。

　見学の感想

　1．正面玄関から1階の各棟に至る通路はすべて，一般人用の通路と並んで，スリップ

どめになっている身障者用のスロープ通路が設置されていた。それは見学した範囲の児童

関係施設でここだけであり，その配慮が印象に残った。

　2．保育部門と学童担当部門に，それぞれ収容グループの幼児の保育と，登校前の低学

年児童や，早く下校した学童を世話するための，施設内学童保育の部門が設定されていた。

それは8時から12時まで，収容グループの担当者が児童にわずらわされずに，精一杯f士事

に取組んだり，また休憩できるための条件確保の手段として考えられたやり方で，合理主

義の国らしい一面が感じられた。

　3．この施設に働く職員の子供のための託児所が保育部門にあり，専任の担当2人が配

置されていて，職員は安心して働くことができる。職員が月に負担するのは約如マルク

（4、OOO円程度）であるが，今の設備が2～3倍になればもっと安心であるとのこと。

　4　ここでは，老人と子供との生活の世界を結び合せることに一つ目的をもち，しかも

一時保護機能で緊急な児童保護目的を受けとめ，それを収容部門と関連させ，さらに職員

の子供と施設の子供との接近を計っている。これは外部的な福祉問題と内部的な福祉条件

とをうまくまとめあげた感じであり，しかも公的機関特有の“ゆとり”のある，特異な形

態の施設であり，とくに感銘を受けた。

付設の老人ホーム
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研修報告　20 10月3日午前

施設名　SOClALSTYRELSEN
　　　　（デンマーク国労働福祉省）

所在地　Kristineberg　62100　Kφbenhavnφ
説明者　Mr．　Viggo　Bruun

（法律顧問）

　　　　くろ
指導員　黒

だ

田
かず　　　ゆき

和　　幸

愛媛慈恵会

松山市松末町235番地

　訪問時間が限られており，担当の通訳がガイド専門のため，意志の疎通を欠き困惑いた

しましたが，説明者から手渡されました1972牢のデンマークの児童法と青少年保護（国際

資料企画センター）より関係ある点を抜粋，翻訳して報告させていただきます。

試訳であり，各条文中不必要のものは訳文の記述を略してありますので申し添えます。

　児童保護のための組織について

　第1条

　児童福祉事業の目的は，児童の健全な心身の発達を助成する条件のもとに児童が成長

することを図ることである。

　第5条

　1．国の社会福祉局は，直接的に又は児童保護司を通じ，地方児童委員会に，その委員

会の活動のなかで，指導，助成を与え，又その保護が最も適切な方法で実施さnるよう留

意しなければならない。

　2．福祉局は児童のために必要な収容施設，児童保護治療専門学校の存続を確保しなけ

ればならない。　（以下略）

　3．福祉局は児童のために少くともユ年に2回施設を視察（検査）し，通常1年に2回

通園施設を検査し、又必要に応じ児童が収容されている建物，構内を検査するものとする。

　4．福祉局は施設の経済，収支状況を監督し，この法律に基づく財政措置についての行

政に留意しなければならない。

　5．福祉局は監督の実施と，年次統計をまとめる観点から，児童福祉委員会認可施設，
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登録社会団体から報告を求める権限をもつ。

　第7条

　1．児童福祉事業教育局は，児童保護機関に関連する諸問題及び社会福祉施設の授業，

治療，その他の教育的事項について社会福祉局に意見を具申しなければならない。

　2．教育局は施設観察の学識経験者と児童福祉委員会の活動，中央の当局，保健省その

他の専門を代表する者10人によって構成される。

　34．5．6．略

　第11条

　児童福祉委員会は，①児童保護に責任のある自治体の首長が議長として②自治体によ

って指名され司法的条件を満たす2人の副議長，③6人又は8入の委員によって構成される。

　※　中央公共団体。

　中央保護実施機関は内務省に従属する諸官庁です。①青少年福祉事業理事会，②青少年

福祉経済局，③青少年福祉教育委員会，④青少年福祉事業国内審議会。

　地方公共団体及び施設。

　①地方青少年委員会，②青少年ホーム，③児童管理センター，④日常保護施設，⑤青少

年保護協会。

　20世紀になってからは青少年の扶養，育成に関して，特別な援助が必要な場合の各公共

援助機関の主な役目は，特別地方委員が負うことになり，これが現在は青少年福祉委員会

と呼ばれており，それぞれの委員会の受持つ地域は，市を1つの単位としています。しか

しながらデンマークの1，200の都市のなかには，人口が約1，000人という都市から13万人

余りという様々な都市があります。首都コペンハーゲンには，住民が70万人余もいますの

で，この都市の青少年保護機関は，特別な法規に基づいて実施されています。

委員は，その地域で青少年保護に関する多少の知識をもっていると思われる住民のなか

から，地方議会が4年ごとに選挙を行って任命します。選ばれた委員には男性だけでなく

女性も含まnています。また，地方議会に含まnる社会福祉委員会の議長は，その地域の

他の社会福祉事業にも携わるため，当然青少年福祉委員会の一員とならなければなりませ

ん。しかしこの福祉委員会は地方議会に従属しているわけではなく，独立した団体として

活動を実施しています。

　第14条

　1．地方裁判所判事は次項に関連する問題のある場合を考慮し，コペンハーゲン市郊外

の児童福祉委員会の委員に任命さ孔る。

　①児童の施設移転に関する本法第28条第1項又は第2項の適用あるとき。

　②本法第43条第2項に規定された諸事項の場合，精神病院又は精神薄弱者病院で治療中

の児童の犯行あるとき。

　③親権を有する者が養育施設から，幼児を一般施設へ入れることを禁止する命令ある場

合。
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　2，略
　第15条

　1．地方選挙期間に社会担当大臣により指名さnた精神教育助言者は本法第14条第1項

の場合に児童委員会の委員に選出される。この助言者は他の場合にも協力を求められる。

　2．略

　※　専門家の互選。

　青少年か，両親が望まないにもかかわらず，家庭を変えなけnぱならないという問題に

ついては，内務省から任命された裁判官や教育心理学者が青少年福祉委員会に互選されて，

この問題tc当ります。こうした専門家の援助は他の場合にもみられますが，専門家の他に，

地方の保健所職員が呼ばnる場合もあります。しかしながら，こうして互選された委員ic

は，投票権がありません。また青少年福祉理事会は，14人の地方児童顧問官を含み，それ

らの人々が，各自の仕事に携わると同時に，一般組織機関である青少年福祉委員会を援助

することになっております。

　第18条

　1，児童福祉委員会は幼児を持つ家庭に援助と指導を続けることを申し出ることができ

る。

　2．家庭指導にっいての機関及び当局と各個人の通告機関に関し・社会担当大臣は諸規

則を定めることができる。

　※　家庭指導とは，児童のための一種の予防事業であり，一般的な家庭状況を考慮にい

れなければならないという主義に基づいて，児童のいる家庭を継続して指導したり，援助

したりすることを意味している。

　児童福祉委員会の役割について

　第27条

　1．児童の親権を有する者及び児童の保護を行う者に対し，児童福祉委員会は指導する

職務をもち，その職務は次の場合に行Oれる。

　①児童が自己の世話をすべき者がないとき。

　②生計義務者が児童を正当に養育しないとき。

　③児童が日常生活環境，学校，地域社会icmb応しがたいとき。

　④児童が適正tc保護されないとき。

　⑤その他児童が満足すべき条件のもと1ζ生活できないとき。

　2．児童福祉委員会は本条第1項により次の決定をすることができる。

　①児童の保護，養育，教育，治療に関する指示，命令を出すこと。　（例えば幼児が通園

施設に行くようにするとか，少年が学校，クラブに出席するようにとか。）

　②監督者の指名。

　③児童が一般外科医により検診，治療され，又精神科医により検診指導されるようにす

ること。
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　④出された指示，命令により，直接的に損害を受けた経費に対し財政援助をすること。

　⑤両親の疾病，事故，又は児童が施設から移転する必要がないようにする場合に家計費

に対する援助

　⑥両親から離れて養育施設，寄宿者を有する研修施設，その他個人の保護，児童のため

の施設，病院その他の療育施設に収容され，生活している児童のための措置。

　※　この家庭指導は各家庭が希望すれば受けられるのですが，委員会で援助が必要と認

められた家庭でも受けられます。一般に家庭指導は実際の活動，とくに家庭訪問を通して

児童の育成，保護，学校教育，レクリェーション活勤，職業選択のさいの指導や，生活維

持の予算や計画をたてるさいの指導を行っています。また公共団体及び施設の援助が必要

な家filCは，家庭指導員が，利用できる設備を紹介したり，必要ならば契約を結ぷ取決め

を行ったりしています。

　※　家庭相談員は，社会事業に携わる者，家政学者や看護婦，または他の資格を有する

者，社会事業に経験のある者がなることになっていますが，こうした資格とか経験のない

者でも，短期間の相談技能，社会事業，民法，心理学，教育学，家政学に関する補足訓練

（約400回の講議）を受けることによって，相談員になることができる。

　第28条

　1．児童の親権をもつ者の同意を必要とせずに児童の希望により施設からの移転を決定

することができる。

　①その理由は児童の日常環境、学校，一般地域社会に児童自身が適応しがたいから。

　②その理由は児童の精神的，肉体的健康，又は発育にひどく害があり，又損なうような

条件下で生活しているから。

　③その理由として両親が児童の必要とする特別な保護，又は精神的，肉体的病気の必要

な治療を怠っている場合。

　第29条

　1．援助施策は国内に屠住している18歳以下の児dilC対して行われる。

　2．3．略

　※　児童保護の実施は，児童が満18歳に達すると停止されます。つまりこの保護は，原

則として，年齢が満18歳未満の児童を対象とするのです。しかしながら児童が満18歳に達

した場合でも，もはや保護を必要としなくなる満20歳までの間は，引続いて保護が受けら

れます。その上，補足保護としてあともう2年間受けられることになっています。ですか

ら福祉委員が受持つ児童保護の年齢期限は，満宏歳をもって完全に停止されるということ

になります。

　また児童が実際に保護を受ける場合，例えば家族のもとから他の施設や家庭に移すさい

にはそれなりの監督機関がその責任を負うというよう1ζ，特殊な場合には保護機関が変っ

たり，他の事業と関連するようなことが起ってきます。

　すでに福祉委員会の管理下にはない，満18歳以上に達した青少年に対しては，特別の事

一 117一



情がある場合には，その当事者と保護者の承認を得た上で．保護を実施する対策がとられ

ています。

　児童保護は，デンマークに国籍を有する者であろうとなかろうと，現在デンマークで生

活している青少年なら誰でも受けられるのですが，デンマークに国籍を有しない者の場合，

自国へ送還されることが問題となり，こういう場合には他の公共援助が受けられることに

なっています。

　第38条

　本法第4章各項により両親から離れている児童を療育することが決定したときは，児童

福祉委員会は児童をどこに居住させるかを決め，又児童の保護，教育治療に留意し，かつ

保護によって必要とする児童の事柄に関し．決定を行わねばならない。児童福祉委員会は

できるかぎり児童の親権者と協力して必要な決定をしなければならない。

　※　児童福祉委員会では，なによりもまずt両親または事実上親権を有する者が，当面

する扶養，保護，育成の問題をどのように解決して行くべきかの指導を行わねばなりませ

ん。これICついて委員会は次のような対策を講じています。

1
2
3
4
5

児童の保護，育成，職業訓練指導。

児童の監督指導員の任命。

児童の医師及び心理学者‘ζよる診断及び治療。

監督を依頼した日常保護施設などの出費に対する財政援助金の給付。

両親が病気であったり，一時的に児童の保護ができない場合には，児童を家族のも

とから移す必要性を明らかにし，その家庭状態を改善させるような財政援助金の給付。

　6．児童を家族のもとから移すさいの施設として，託児所，寄宿学校，私営の保護施設，

青少年ホーム，病院もしくは他の治療施設を設置すること。

　第39条

　t．児童福祉委員会は施設を選択する1こ当り，心身を発達させ能力と学力に適した手段

方策を得られるように配慮すべきである。

　第50条

　L　本法第4章の援助措置停止後3年経過したときは，児童の生活と治療の費用に対し

児童保護経費として援助が与えられる。

　2　施設から離れている児童が決定的又は一時復帰する場合，満足な条件で児童の生活

が配慮されるべきである。

　※　福祉委員会では，児童が保護監督下にある限り，児童の生活状態について注意した

り，他の施設や訓練所など，児童の日常保護に従事している者と，絶えず連絡をとり合わ

なければなりません。また委員会では児童が家族とのつながりを保てるよう注意したり，

これらの児童が自宅に帰れるよう家族指導を行ったり，必要な財政援助をしたりして，適

切な家庭環境にさせるための努力をしなければなりません。

　また完全に，もしくは執行猶予のかたちで保護を停止した場合には，児童が十分な家庭
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‥
‘

環境に置かれるような手筈を整えなけnばなりません。執行猶予として児童が自宅へ帰さ

れる場合は，常に監督指導官が任命されます。保護が停止された場合にも，その後2年間

は，扶養，訓練などの援助がなされています。

　児童保護施設の種類とその経費について

　第65条

　1．下記の日常保護施設及びレクリエーション施設は認可に望ましいものとして社会担

当大臣がこaを承認する。

　①日常育児施設。

　②幼椎園及び育児保護養成所（学校）。

　③レクリエーション・センター及び養成所。

　④通常教育としては，資格のないレクリエーションクラブ。

　⑤本来の目的が社会教育，又はその形式が複数の施設の一部を構成している青年クラブ。

　⑥遊び場公園。

　⑦その他社会教育的レクリエーション施設。

　※　日常保護施設は次のタイプに分れています。

　1．生れてから満2歳か3歳までの乳幼児の託児所。1966年現在全国に260の託児所が

あり，全児童の15％に当る9，500人が入居。

　2．満2歳ないし3歳から7歳までの児童を1日中もしくは半日入居させる保育所。

1966年4月1日現在全国に1．250の保育所があり，全児童の30％に当る56．OOO人が通園。

　3．満7歳から12歳までの通学児童を学校の始まる前，または放課後入居させるレクリ

エーションセンター。全国260のセンターに16，000人以上入居。

　4．義務教育児童のための，午後の自由なクラブ活動をさせるレクリエーションクラブ。

　5．満14歳から18歳までの青少年に夜間クラブ活動をさせるユースクラプ。青少年福祉

団体が運営するレクリエーション及びユースクラブは全国に250あり，その他に教育団体

の運営するクラブが約4．OOOあります。

　こちらのクラブには，小学校と直結するレクリエーションクラブや，中等及び夜間学校

の生徒活動としてのユースクラブがあります。

　6．教育管理面での，通学児童及び就学前の児童のための，特殊設備のある遊戯場。こ

れは全国に10カ所あり，国家で認められています。

　7．社会教育施設としてのレクリエーション設備。児童よりむしろ青年のため設けられ

たもの，コペンハーゲンにはゴーカート，ヨット。

　第70条

　1，公認さnている施設は，土地建物の賃貸経費並びに社会担当大臣に承認されている

抵当貸付金の利子，賦払金の支払い，公租，公課，その財産についての保険金，維持費に

対し，全部補てん返済を受けられる。

　国は七分の四，地方は七分の三の経費を支弁する。
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　2．略（1の制限但し書）

　3．医療，歯科治療（の経費）費は国が支弁する。

　第71条　略

　幼児施設とその専門職員について

　第83条

　1．幼児施設は下記の場合社会担当大臣より認可icri当なものとして承認される。

　①B常保育所

　②短期又は長期の幼児施設。

　③仮監察のための監察施設。

　④教育と養育に関し特別援助を必要とする幼児の学園。

　⑤幼児の行動が悪くそのため精神教育治療を通じて特別な措置を必要とする児童の治療

施設。

　2．略
　第84条

　1．少年施設は……上記のものと同様につき略。

　※　託児所は児童の年齢1こ応じて3つのグループに分けています。即ち生まれてから9

カ月までの乳幼児10人のグループ，10カ月から満1歳半までの10人のグループ，1歳から

3歳までのヨチヨチ歩きの幼児12人のグループとなっています。

　これらの各グループは部屋も別です。託児所は各児童をできるだけ個別に保護し，一緒

に遊んだり，話し合う時間を十分に取ることができるという点で重用な役目を果していま

す。ここには保育専門の看護婦や，児童保護職員がいます。これらの職員は，工0カ月の児

童保護訓練所での訓練を含む，3年間の学課と実習を修了したものでなければなりません。

　託児所は，保護者が母親だけの児童や，両親が2人共働いている家庭の児童のために，

とくに設けられたものです。ただ生まれてから20ヵ月未満の乳幼児には，託児所よりはむ

しろ家庭での保護が必要であるといえます。ですからこれらの施設の発展は，真に保護の

必要な範囲内に止めるべきだといえましょう。

　※　保育所は託児所の場合と同様に，母親が働きに出ている家庭の児童のために設けら

れたものですが，保育所は1日中児童を預けることのできる施設といえます。最近では，

この保育所の教育的真価が認められてきておりJ社会的必要性というよりも，むしろ児童

を健全に発育ざせるために，保育所増設の努力が払われるようicなってきています。また

1・日中でなく，半日だけ児童を預る保育所も増えつつあり、満2歳半から6歳までの児童

のうち，ほとんどIO％が1日の保育所lcreい，20％の児童が半日の保育所に通っている次

第です。

　コペンハーゲンや，比較的大きい州の都市には，全体の20％を占める保育所があり，こ

れら保育所の数は年々増加する傾向にあります。また就学前の心身障害児には，普通の保

育所に通わせたり，特別の保育所を設けるなど，十分な配慮が払われていますが，児童の
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心理面での援助にはある程度の限界があるようです。

　保育所職員は，2年間，幼児保育教師としての訓練を受けた保健婦でなければなりませ

ん。これらの保健婦のための訓練所は，全国に14カ所あり，毎年600人の保健婦を社ftlC

迂り出しています。

　将来の展望

　デンマーク国の社会事業の一部としての青少年保護は1964年の青少年保護法によって土

台が築かれました。1972年の児童法とその将来は，おそらく次の方針に沿って進めらnて

行くものと思われます。

　1．専門家の支持を得た，社会事業による家族指導の拡張。

　2．青少年ホームにおける特別治療設備の増大。

　3，新しい日常保護施設の確立。

　4．児童福祉事業に携わる者の訓練の改善。

　以上のようにデンマークでは，児童と若者が心理的，桔神的に問題なく育ち，両親と子

どもの自然に「さからわないで」で育てることが最も重要といわれます。また児童福祉委

員会の組織と権限が，子どもと青少年の処遇に関して随分と進んでいる点がうかがnれ，

時間的余裕があれば，組織，権限，予算などわが国と比較してみたいと考えます。

レクリエーシ1ンセンター

　　　　ユースクラブ
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研修報告　21 10月3日午後

施設名　EGELUNDSHUSET
　　　　（エーゲルントスフセット）

所在地　3630Jaegerspris　Kφbenhavn
説明者　Mr．　and　Mrs．　Pedersen

　　　　（施設長夫妻）

い

枝
く
久

き
喜

さ
佐

助
岩

前厚生省児童家庭局

母子福祉課長

　L　当施設の概要

　1．施設種別．情緒障害児短期治療施設（学校併立）。

　2．設置主体。私立。

　3．施設長．ボーディル・ペーデルセン（BodilPedersen）氏。

　4．定員。勿人（5歳～15歳）内訳，男子11人，女子13人。

　5．概況。コペンハーゲン市から約4㎞ほど離れた田園地帯の，美しい湖と森に囲まれ

た45，000㎡の広大な数地に，赤い屋根の子供の家2棟，学校3教室，ゲストハウス50㎡

職員住宅2棟，合計約1，200㎡の建物が点々と建てられている。遊び場や花の咲き乱れ

ている花壇のほか，広い体育運動場，プール，屋外ダンス場などがよく整備されて，建

物を囲んでいた。とくに3頭の可愛いロバと10頭の馬は，子供たちtζよく馴れていて，

児童が広い牧場を自由に乗場に興じている姿はうらやましい限りであった。

　この施設の創立は1942年6月である。クリスチャンであるペーデルセン氏夫妻によって

16人の困難な児童の収容施設として始められた。翌年，事業実績が認められ，県の認可と

ともに政府の措置費が補助されることとなり，経営的に安定した。その後，児童数の増員

をはかり，情緒障害児のための早期治療施設として位置づけられるとともに，学校を併設

して義務教育をも行なっている。

　2．入所および退所

　児童は，コペンハーゲン市の児童心理判定所においてテストを受け，政府が借置を承認

したものを入所させる。そして，児童のケースレコードを児童心理判定員に報告書として

提出し，問題が解決されたとき退所させる。
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　3．生活指導等の処遇方針

　児童｛Cとって家庭は重要なものであり，家庭的養護原理にしたがい，職員は両親の代り

として愛情をもって接触し，児童が職員と結びついて精神的に安定し，欲求を満たすこと

により，情緒的障害を治療に導くよう努める。

　また，職員によって準備された秩序ある変化に富んだケースワークとグループワークを

適切にとり入れ，児童の社会的行動を助けるよう努める。

　さら；C，児童の両親との人間関係，他人との交わりの能力を指導し，徐々に社会の仲間

として成長するよう努める。

　4．学習と生活指導

　ウィークデーは日課に基づいて生活する。朝8時～午後2時まで4～6人のグループで，

併設の学校で教育をうける。教育は，公立学校に準じた教育内容を施設内で実施し，義務

教育と看なされる。

　毎日2時に診察が行われ，2時以後就寝まではグループを離れ，自主的に遊びを中心と

するようic生活指導が行わ孔る。しかし，学習時間中もあまりこう束はしない。私たち一

行が訪問した時間はちょうど自由時間で，児童たちは明るく伸びやかに遊んでいた。

　生活指導のプログラムは，児童の興味と治療とを混然一体にした遊びのなかにおいて行

われていた。児童たちは，裸馬にまたがって牧場を活発に駆け回ったり，土をこねて楽焼

きで，小動物や鳥類，身のまわりの器物を作ったりする。美しい色彩をつけて，きれいに

焼き上がった作品が，地階の作業場に所狭しと列べてあった。

　また遊戯治療、絵画治療および手工芸なども，極めて自然な遊びと生活の流ntctsけ込

ませて行われ，そのことが結果的には児童の欲求不満の補償であり，治療に結びつくとい

うζとであった。

　ミセス・ペーデルセンは，主だった作品について，それがどういう性格や問題をもった

児童の作品で，治療によって次第に変っていった経過などを，言葉少なに説明された。私

たちは非常に興味深く感じ，その努力に敬意を禁じ得なかった。とくに焼き物作業場で，

児童の個性豊かな作品に心ひかれていた私たちに「お気に入ったら差しあげます」と言わ

れた。ご好意に甘えて，思い思い所望の一点をおみやげにいただいた。私は，カトt）　一ネ

（Kathrine）という12歳の女児から，15cmくらいの大きさの“ロバの散歩”の作品を

もらった。ロバは青滋色で，赤を強く利かせた空っぽの飼いば桶を両脇1ζぶら下げ，ぷら

ぷら歩いている姿で，口を少しあけており，歯肉の赤いところから白い歯が4～5本のぞ

いているのが印象的で，かわいい作品であった。それから，かの女は私の手を握って，広

い庭園や湖面の見える所にも案内してくれた。

　児童は，低年齢児1人を除き，すべて個室が与えられ，そこを「自分の城」としていろ

いろな飾りつけをしていた。室内は整頓さnており，カトリーネの部屋では，ペッドtcフ

ランス人形を寝かせ，ままごと道具がそろえてあった。男児室では，サッカーのボールや

ポスターを貼り，それぞれに生活のうるおいをかもし出していた。
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　私たちといっしょに子どもたちもぞろぞろついてまわっていたが，突然私は，黒人混血

児の7，8歳の男の子に手を握られ，ぐいぐいと引張られた。どうするのかと随いて行く

ほどに，5室くらい隔てたかれの部屋にはいった。言葉は通じないが，かれは自分の描い

た絵を私に差出した。私がうれしそうに「ありがとう」というと，かれは満足そうにほほ

えんだのであった。みんな自分の部屋にお客を招じ入nたい様子で誰彼となく手を引張ら

れるのであったが，残念ながら時間もなく，素通りに終ったことは何とも子どもたちにす

まない気がした。

　また，児童の民族舞踊を，旅行者の私たちのために配慮してくださった。男女児混成グ

ループで，かわいいデンマークの民俗衣装をつけた人形のような子供たちが，男女児手を

握り合ってスキップしたり，輪になって縮んだり開いたり，顔を紅潮させながら，保母さ

んの指示通り素直icフォークダンスを幾曲も踊って見せてくnた。その姿がいつまでも印

象深く，一行の視察日程の最後を飾る1シーンとして思い出に残ったのであった。

　5．児童退所とアフターケア

　この施設は，児童の初期欲求不満iζよる情緒障害を早期に治療し，短期間の入所で効果

をあげるよう努力している。しかし児童によって一様にいかない。治療が必要な限り施設

にいることができるが，あまり長く在所することは，かえって問題である。児童は全員が

非常にデリケートで，情緒的に障害をうけているため，退所したのち独立する前に，情緒

的障害が再発する場合がある。その予防のため，退所後は当分の間，心理判定員の指導に

従い，家族との人間関係の調整，他人との交流の訓練等アフターケアが行わnている。

　6，職員の資格と勤務形態

　この施設の職員は，施設長のほか精神科の嘱託医1人，専門教育をうけた男女教師3人，

保母2人（うち1人は施設長夫人），職業指導員として洋裁1，木工指導1の2人，調理

士2人，洗濯婦2人，パートタイマーの男子書記および経理各1人の常勤12人，その他3

人である。教師および職業指導員，保母の1人は有資格者である。施設長夫人は，保母長

の業務に携わっているが，幼稚園教師の資格しかないとのことであった。

　勤務形態は週40時間で，職員12人のうち8人は施設内職員寮に住込み，その他は通勤制

をとっている。

　給与は，施設内労働組合との協定基本給を支給している。

　すぺての職員は週案をたて，そnicよって教育や生活指導を行うが，毎週職員会議およ

びケースカンファレンスを行う。

　ボランティアの奉仕については，児童処遇IC高度な専門的知識技術を必要とすることも

あり，地域からのボランティアの受入れはしていない。

　7．経費

　施設運営のための経費は、デンマーク政府の措置費およびコペンハーゲン市の補助金，

その他寄付金等をもって当てている。年間1．500．000KV　（日本円約75．OO　O．O　OO円）で，

それぞaの割合は，政府67％，市27％，寄付金等6％である。
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児童1人当り1ヵ月所要経費は，5，208KV（日本円260．400円）である。

　むすび

　この国では，日本人に対する好意が厚く，nずかの旅行期間ではあったが，そのことが

温かく感ぜられた。

　まずデンマーク政府のビゴ・ボーン（Viggo　Brunn）氏は，私たちの訪問に対し，

部厚い法律や児童福祉対策のパンフレットを準備，長時間にわたり懇切丁寧に説明され，

質疑に答えてくださった。そればかりでなく，その日の午後の施設訪問についても，わ

わざご自身マイカーを運転して，約4　Kmの道程を施設まで案内された。そしてスケジュー

ルがすべて終るまで，ガイドしてくださったことであった。

　また施設においては，ペーデルセン夫人のお心づくしの歓待があった。ゲストハウスに

日の丸の旗を飾り，香り高いご自慢の赤，白ワインで，デンマーク料理のご馳走を振舞わ

れた。私たちはいつまでも忘れないであろうしみじみとした温もりを感じ，夕日に映える

湖面の美しさを惜しみつつ別れを告げたのであった。

妻ノ∵」ド ・三・．三

　　，●●　．
　「・　●●●

言b　町
ば　　゜・

・

ご・‘・’

　●
二巴ど畠一

児童からもらった絵とその裏X貼ってあった写真
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研修報告　22 10月3日午前

施設名　STOLEMAGERST　l　EN
　　　　（ストーレマーゲルスティーエン保育園）

所在地　23　Stole㎎arsti㎝K¢benhavn

説明者Miss　Gudrun
　　　　（園長）

　　　　　しらべ
指導員　　調

ロ
実 か叡

洗心和合会洗心寮

佐賀県三養基郡基山町宮浦

　1．団地の施設集団

　研修最終日は．2班に分れた。われわれが訪問したのはコペンハーゲン空港に近い団地

の保育所である。ここで日本とデンマークとで，教育制度の異なっていることを知った。

デンマークでは，保育所は2カ月～3歳，幼稚園は4歳～7歳という説明があった。

　この団地のなかに保育所3カ所．幼稚園4カ所，学童保育所（児童館）1カ所，宿泊提

供施設1ヵ所，養護施設1カ所t老人ホーム，老人授産所等があって，一つの総合された

もの（センター）に組織されている。私は何と呼んでいいやら困っていたところ，班員の

なかに，いろいろの施設の集団なのだから「コミュニティ・ケア・センター」がよいだろ

う．という人がいた。デンマーク・コペンハーゲンでは．団地を造ると法律によって福祉

施設センターをつくらねばならぬことが義務づけられているということだ。

　2，施設の概要

　ここは保育園と幼稚園で，収容定員は20人と20人，混合保育していると説明された。

このH，幼稚園は遠足で動物園に行っていた。創立は1967年で，今から7年前というこ

とであったc設置者はコペンハーゲン市（自治体，したがって公立）である。メンバーは

園長1人，エデュケーター4人，アシスタントエデュケーター3人，合計8人のスタッフ

ということである。

　勤務時間は，この8人で交代制をとり，われわれが訪問した10月3日は，午前6時から

午後5時30分までとのことであったが，12月1日からは週41時間30分（10月3日現在）

が週40時間になるということであった。

　教育方針は，しつけなどやかましくいわず，・」・学校入学前の準備教育を中心に行うとい

一 126一



うことだった。1日のプログラムは6時開園，8時朝食，12時申食，14時果物で，ミル

クは常時用意しておく。また時々ホットドッグを焼くこともあるという。

保育料は収入によって異なり．年収2万クローネ以下は無料。最高は1日50クローネと

いう。その中間は．両親の年間収入によって異っているという。

　なお団地なので，両親の職業の状況を聴いた。両親が働いている者90％．母子家庭10％

である。未婚の母はいない。しかし結婚してはいないが，子どもの父親で収入のある人が，

センターに費用を納入してくれるので，苦労はしていないということだった。

　見たままを1，2しるす。

　　①ガラス細工に廃品などを使って，児童が作成していた。

　　②こうもりがさの骨だけを使って，空間利用の作品をこしらえていた。

　　③子供をみながら．調理，調乳ができるように，工夫があった。

　　④細部にわたって子供中心に部屋ができていた。（例，ガラス窓を利用してデザイン

　をあしらうなど。）

　　⑤外の庭には子供に夢をあたえるような遊具が設置され，遊具自身に子供たちが登っ

　て遊んだりできるように考案されている。

　以上は，日本でも参考にできるのではなかろうか。

　3．まとめ

　このあと学童保育所を見学し，老人授産所の一部を見たが，私は「福祉の森の中にある

泉」のようなものを感じた。福祉国家のなかに現代の人ロ問題の姿といわれる団地が造ら

れ，その人［コが＆OOO人になると，福祉センターという「泉」がわいてくるのである。

　しかし，そこにも問題があるという。夫婦申心主義で共稼ぎが多くなり，子供について

無関心すぎることである。青少年10人に1人の割合で軽い麻薬患者のいることは，その

現れであり，早く解決しなくてはならぬと，ケースワーカーの方が語っておられた。

　広大な土地を利用し．自然のなかに遊びを選択させ，青少年の健全な育成を目指して．

児童福祉政策を強力に推進しているなかにも，いろいろ問題のあることを感じた。

移助さくのある保育兼調理室．水そうは遊び用→
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研修報告　23 10月3日午前

施設名　BESのG　og　FROKOST　i　URBANPLANEN
　　　　FR　l　T　l　DSHJEMMET　og　UNGDOMSKLUBBEN
　　　　（ウルバンプラネン児童館およびユースクラブ）

所在地　42Brydes　Alle，　Kφbenhavn，　S

説明者　MヒReginaldo　Giriabini
　　　　（館長）

　　　やま
園長　　山

継
崎

尉
重

鍵
信

のぞみの家

武蔵野市境南町5－6－21

　研修報告22のストーレマーゲルスティーエソ保育園の裏に小高い土手があり，そこから

一望できる所に，左手にもう一つの保育園，集会所，右手にプレイグラウンド．児童館，老

人ホーム等があった。

　1．児童館

　土手を伝って歩いて行くと，左手のプレイグラウンドに，子供たちがみかん箱の古材のよ

うなもので造った小屋が，いくつもいくつもあった。小屋の大きさは，子供が3，4人は

いってままごと遊びがようやくできるくらいで，床下が約lmあり，はしごがかけてあっ

た。ペンキで色を塗ってあるのも見られ1。このような広い場所が子供たちに与えられて

㌶罐㌶麓り妄㌫謙　　一ぷ□田
と嬬離三了蒜二：諜芸：　　＿＿，1－［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一は比較的大きな施設であるとのことであった。

　数年前アメリカのオークランド・ユースセ

ンター（養護施設兼児童問題相談所）で，同

じような「とりで」が木の上にあるのを見た

ことがある。私どもの施設でも，子供たちが

ときおり樹上に小屋を造り，ロープで遊具の

上げおろしをして遊ぷことがある。国は変っ

［
［
］
口
］
］

凱
　
　
　
胎

［
口
［
［
口

アtユスケート■‘

F；；；；；；］

［一

一 128一



ても，子供の世界は同じである。

　やがて児童館の入ロに到着したが，そこには金網のさくと門があっtc。休臼で危険なの

で閉鎖しておくのであろう。その門をはいって行くと，およそ200　mX（70坪くらい）の

プレハブ平屋建の児童館があった。建物は，美しいとは思えない実質本位の造りで，子供

が自由に出入りできるようになっていた。部屋の中icは古ぽけた机が2脚並べられ，前の

壁の状差しに子供tちの出席カードが入れてあった。また，まわりの壁には工具が整然と

引掛けてあった。

　この児童館には2人の男子有資格指導員がいて，子供たちの面倒を見ている。町立で，

費用は市の援助等で賄われており，親からは徴集していないということであった。ここに

来る子供は7歳から14歳で，登録制をとっており，現在の登録者は425人である。その

うち350人くらいが毎日遊びにやって来る。昨年は延36，000人が利用したそうだ。今年は

年齢を1年下げて7歳からとしたので，利用者は増えるだろうとのことであった。

　この児童館は，週日は学童保育に開放され，児童たちはここで思い思いの作品を作った

り遊んだりする。週末は，キャンプやパーティーを職員と計画したりするそうである。

　私たちはこの児童館に来る途中，学校から下校中の子供たちに出会った。デン7一クで

は学校の始業時間は非常に早くて，午前7時に始まる。低学年は午前中で授業が終って，

そのままこのような児童館に行くということであった。それは，この国でも労働者が不足

し，また生活費もかかるので，両親の共稼ぎが多いためでもある。ちなみに保育園の園長

さんは「上等のチーズは英国に輸出し，必要物資を外国から輸入しなければならないので，

われわれは大いに働かねばならない」と言っていた。

　なお，私達はこの児童館から10分程歩いて別の保育園，児童館，ユースクラブ，ユー

スセンターのある所に行っit。ここは前の児童館よりも，より充実した設備と多くの職員

を置いた本格的なセンターであっr－．．ここで児童館のコックさんが腕をふるった素晴しい

デンマーク料理をいただき，歓談の時をもった。

　2　老人ホーム

　児童館の近くに10階建のモダンな老人ホームがあっlt。その1階に授産所があり，老

人たちは週に1日，ここで孫のような職業指導員から，織物やししゅう，楽焼き，木工等

の指導を受ける。見学しftとき90歳くらいの老婦人が作品展の案内に1枚ずっ判を押し

ており，婦人が10人くらい話をしながら編物をしていtが，その姿が印象に残っtc。こ

こで造られf作品は入口の売店で即売されており，老人たちの小遣いにもなる仕組みにな

っていた。私たちも記念に2，3の品物を購入してホームの人たちに別れを告げf。

デンマーク社会福祉事情5：児童・青少年養護（P28～P30）（参考）

　レクリエーションセンターは，保育園よりもっと大きな役割をもっている。母親が仕事

をもっているとか，住居が狭くて子供たちの活動に不便があり，社会的・教育的にも好ま

しくないというような家庭状況に対応する目的のためにあるのである。これにぜひ付け加
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f

えられねばならぬのは，止どまることのない交通量の増加のために，都会の道路や広場が，

子供たちの遊び場としてますます不適当になっていることである。

　レクリエーションセンターには，子供たちのためにいろいろな種類の作業や遊びの設備

がある。それtc専門家の監督のもとに学習できる準備もなされている。レクリエーション

センターは原則として，7歳から14歳までの子供たちのためのものである。

　しかしながら実際には，その約80％が11歳以下である。レクリエーションクラブの

枠にはめられぬ自由な作業は，年長の子供tcちに人気がある。

　レクリr一ションクラブは，多くの場合ユースクラブと関連をもって運営されている。

通常より変化に富んだ職業訓練的設備を持っているが，レクリエーションセンターと同じ

ように，出欠を調べることなどはやっていない。レクリr一ションセンターとレクリエー

ションクラブには，大学で2年間，特別の訓練をみっちりと受けた児童指導員が置かれて

いる。現在5つの大学が毎年200人のレクリエーションセンター指導員を養成している。

　ユースクラブが誕生したのは第2次世界大戦中ならびに戦後のことである。もともと青

少年犯罪増加への対策として，犯罪絶滅のために，より広い社会教育的なもくろみででき

fCものである。クラブは，すべての人に開放されている。だからクラブに行くのには何の

条件も必要でない。クラブは多くの場合，レクリエーションセンターと関連をもって造ら

れている。都会，とくに治安の悪い場所におけるクラブの設立には，警察もまた積極的で

あった。郊外における大規模な団地造りに伴って，そこにも多くのクラブが作られてきアこ。

　コペンハーゲン地区ならびに他の大きな町には，青少年福祉部の監督下にクラブが設置

された。他の地域では，ユーススクール（青年学級）と組合わされだ同じようなクラブが

ある。そうでない場合は，前述のクラブと同じ性格のクラブである。

　ユースクラブはまず若者たちの避難場である。そこでは若者たちは思いのままに交際が

できる。　（中略）国立協会（Ungdomsringen）は，すべてのユースクラブの作業を統

合し，職員のための大規模なコースを編成している。それは年に1回行われるが，クラブ

のリーダーのための12週間のコースと，4週間を3回に分けて受けるコースとがある。

デンマーク・ユースクラブ訓練大学は，職員を2年間の夜間コースで訓練している。

若い指導員と教わる老人。右は児童の造った遊具

，
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研修報告　24 10月3日午後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e
施設名　　STORE　V　l　GERSLEVGARD
　　　　　（ストーレ・ヴュールスルーゴー児童福祉センター）

所在地　G；rdstedet　sZK¢benhavn　Valby

説明者　Miss　Jna　Orbak
　　　　　（園長）

　　　　つち
指導員　土

や

屋
館方 砧

人

樹心会樹心寮

岐阜県揖斐郡大野町桜大門

541－1

　1．施設の概要
　　　　　　　　　　　　　o　STORE　VIGERSLEVGARD児童福祉センターは．同名の広大な住宅地区建設と

ともに，コペンハーゲン而によって設立された。これは1950年3月にオープンされ，保育

所，幼稚園，レクリエーションセンターおよび青少年クラブを含んでいる。この施設は，

約250人の幼児と18歳までの青少年の日常生活の大部分を占める余暇指導に供されている。

　保育所は46Aの幼児を引受け，週5日間は午前6時から午後5時半まで開かれ，土曜日

は午後2時に閉める。保育所にいる間中，3歳までの幼児は保育所から提供される衣服を

着，食事も3食提供される。最も小さい幼児たちは保育所で食事させてもらうだけでなく

保育所以外でも世話をされる。小さい子の両親は，夕方にちゃんと調整されたミルク食品

をもらって子供と一緒‘C家に帰る。そして保育所では，医師が子供たちの健康状態を絶え

ず見守っている。

　幼稚園は3歳から7歳までの60人の子供を保育し，保育所と同じ時間開いている。1日

の主な食事として暖かい夕食が給される。また昼は子供たちの持参する弁当に，ミルクが

出される。幼稚園でも医師が絶えず見守っている。

　レクリエーションセンターicは学齢期の75人の児童の部屋があり，平日は毎日午前6時

半から午後5時まで開かれ，土曜日は午後2時に閉じる。児童たちは，そこで宿題をした

り，また工作の設備があるので，木細工や粘土細工などそしたりして，放課後の時間をす

ごす。学校の休日には，戸外のキャンプが計画される。児童たちは弁当を持参し，レクリ
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エーションセンターはミルクを提供する。

　青少年クラブは8月から5月まで，午後7時～10時，毎週4，5回開かれる。14歳から

18歳までの青少年男女が会員となることができる。クラブは会員に卓球，玉突き，木細工，

粘土細工，音楽といった趣味や活動を選ぱせる。定期的に組まれる予定表によって，夕方

に討論会や映画会や講演会やダンスを行い，週末icは遠出の計画もする。

　コペンハーゲン市の学童保育センターは，市長ならびに市の児童青少年施設部長の監督

指導下に置かれている。

　コペンハーゲン市には，市立の施設のほかに，私立の施設が多くあるが，その中でも託

児施設は，私立の団体の提唱に基づいて設立されたという事情がある。コペンハーゲン市

当局は，この私的努力を温存するζとに配慮している。また学童保育センターは家庭外で

稼働している人々の子を入所させる。働き手が片親である場合は，優先的に扱う。

　政府と市は私立の児童福祉に関する施設の設立に対しては助成金を出している。ζの財

政援助は設立費用の70％にも達している。レジャーホームや青少年クラブには80％を援助

する。市の施設々立に対しては，国はその費用の35％を補助する。コペンハーゲン市の施

設の行政に対して，政府は保育所と幼稚園の運営には40％，レジャーホームと青少年クラ

ブ‘ζは45％の助成金を出している。

　1965年10月現在の種類別施設数と利用人数。

（種類）

保育園

幼稚園

レクリエーションセンター

青少年クラブ

　（非市立）

36所　1，366人

M4所　9311人

54所　3064人

71所

（市立）

14所　　629人

34所　1857人

18所　1．319人

15所

　　（合計）

50所　　1，995人

238所　1LI　68人

72所　　C383人

86所約］aOOO人

デンマークの青少年児童保護tceeする最近の状況と社会事情｛質疑応答から）

　1．福祉活動の組織の概略。

　青少年児童保護問題の実施機関は．青少年福祉事業理事会，青少年福祉経済局，青少年

福祉教育委員会，青少年福祉事業国内審議会で，中央の内務省に属して活動する。

　中央機構の例。

　　総責任者1人，経済財源担当者。

　　　理事者4人e以上5人が100人の議員から選ばれた代表者で，任期8年。

　　　　健康問題担当。　（以下任期4年）

　　　　社会福祉担当。

　　　　老人部門。

　　　　養護部門。乳幼児保育と学童保育に関する育成と施設関係。

　　　　青少年保護部門。

　　　　技術担当。
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2
．

（年齢区分）

　0～3歳

　3～7歳
　7～14歳

　0～12月
3
．

学校教育担当。

デンマークにおける児童施設の職員定数と配置の基本的な考え方。

（グループ構成）

　　　10人

　　　20人

　　　20人

　　　16人

（職員配置）

　2．5人

　1．5人

　1．5人

　3．0人

　　　児童福祉センターが，地域における児童・青少年の健全育成を目ざす政策的な流

れに沿ったものであるかどうかについて。

　青少年のためのユースセンターは，第2次世界大戦中およびその後の社会問題を背景と

してできたもので，1950年～60年代にかけて，子供たちを社会問題から守ることを目ざし

た。それは，青少年の非行化問題の予防的対処のために設置さn，青少年IC対する，広い

視野での社会教育の施策として運営さnてきた。その後，麻薬問題が発生し，1960年後半

には，麻薬犯罪，家庭崩壊問題が続出するtc至って，社会情勢検討センターと専門家との

連けいによる，有機的な活動が，地域社会の中で必要となってきた。

　事実，いろいろな形の青少年の社会的な問題は，このデンマークにおいても，例外なく

多くあることが明白である。

　さらに国民総労働力化の社会情勢の中で，経済生活のレベルアップ，そして家庭生活の

様式の変化，そしてまた，テレビ，マスコミなどの情報提供が盛んになることからくる社

会問題などがあり，それ等の集約が結局「かぎっ子」問題を生み出すことfζなった。子供

が学校から帰っても父母が家にいないということは，子供たちにとって大変な問題であり，

そこからくる寂しさをまぎらわすための行為が麻薬に走らすことにもなっている。現在麻

薬に冒されている最年少は小学生である。全国民で，何等かのかたちで麻薬に冒されてい

る人ロは，10％にもなっている。また夏の長いバケーションの間にトルコ，パキスタン，

レバノン方面に旅した若者が「ハッシーシ」を手に入れ，検閲をくぐりぬけて持ち込み，

望外の利益をあげて味をしめ，享楽にふけるといった問題も根強くある。

　4．社会保障制度確立の結果，国民の間に怠情，堕落，労働意欲の減退などを招いてい

るとは考えられないか。

　もちろん怠け，堕落が青少年の間での社会的問題と結びついてきていることは，現実的

な課題であるといえる。

　また，家庭が子供の精神生活を高める機能としての．家庭教育や余暇善導の機能を発揮

しにくくなっている現状icあることは，親自身の問題でもある。すなわち戦争を経験した

世代の親はまだ問題はないが，戦後の若い親たちの間では，より多くの快楽を求めるとい

った生活態度もあり，家庭生活のあり方が正しく理解されず，家族，家庭の機能が好まし

く発揮できない状態になっている。個人個人の努力はもちろん必要であるが，それと同時

ic，子供の問題に関して社会的に受けとめなければならない態勢が生じ，このような児童
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福祉センターの活動が必要となるのである。

　5．センターの一角にある少年の家では，一見不健全と思われるような雰囲気が感じら

れるが，それは問題ないのだろうか。例えば薄暗い部屋の感じや，タバコをふかしただ何

となく過しているといった感じは，日本人の感覚にはあまり好ましく映らないのだが。

　外見上の問題は別段大したことはないと思う。この国ではタバコを喫うことは，年齢的

には規制されていなくて自由であるし，18歳以上になれば，アルコールも自由である。一

般の家庭内では，もっと年少者が，親と一緒にたしなむζともある。しかし肺ガン患者が

多いということも事実である。

　6．お国のような家庭生活観，社会生活観の中にあっては．家庭のしつけとか，子供の

教育に関して，かなり厳然としたものがあるのではないか。

　特別その面を強調してはいないが、16歳で社会人として独立する（職業人として）とい

う目標に向って，真剣に取組せようとする努力はする。しかし社会的な影響で，家庭には

いりこんでくる子供への悪影響の問題に対処する姿勢には，極めて弱い面がある。この国

の親の家庭教育に対する態度は，自信喪失型が多いようだ。

　ことに麻薬が及ぼす害の問題1ζついては，デンマークの親たちはもっと関心をもつべき

であると思う。例えば自分の子供が麻薬の害に冒されていると知ったとしたら，今の多く

の親は為すすべを知らずs子供を家から追出すのが精一杯であろう。法律を守ることを教

えられてきた，戦争を知っている世代の親たちとは違い，自分の子供の不法な行為につい

て，無関心な親が多くなっている現状にある。

　こういう現状なので，青少年の保護，健全育成の仕事に携っている人々は，子供たちの

問題1ζついて，社会の人々が問題意識と関心をもたな過ぎることに悩んでいる。

　7．デンマークが取組まなければならない主な課題と今後の方向。

　何といっても麻薬問題である。フランスからはいってくる麻薬は，純度の高いモルヒネ

であり，扱えば莫大な利益が得らnることが問題である。そして麻薬から売春へと社会問

題化し，大きく発展して行く。現在強い影響力の麻薬問題は，取締り強化で減少しつつあ

るが，3年前にはコペンハーゲンが，その大きな取引場所となったこともあった。

　1（洋前には，他国の人々がスウェーデン，デンマークに入国することは容易であった。

国民的感情としても，それらの人々を下級労働者として迎え入n，自国民はその上にあぐ

らをかζうとした安易な考え方があった。そのため南ヨーロッパの国の人々が流れ込んだ。

その中には麻薬中毒患者が，社会保障制度の恩典をあてにして入国したことも事実であっ

た。それらのことが結果的には，国に弊害をもたらし，青少年までがそれtζ見舞わnるこ

とになってしまった。

　このことは現在，EC加盟国間の福祉と保障制度のレベル差の問題として，国と国との

歩み寄りICよる制度化が検討されるという，国家間の問題にまで進んでいる。

　また国内的に見て，ヨーロッパ共同体の理解の仕方も，年輩者が今後互いiClj争を回避

することを第一義とする「政治的意味」で受けとめているのに対し，若い世代（戦争を知
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らない）の者は，経済協力と安定生活保持という「社会的な意味」でとらえていることも

ある。従って福祉の問題icしても，一部の国民の間icは「過税負担と高福祉」に対する不

満的な感情があり，現在までは国民的理解のもとに確立されたと思われる，デンマークの

福祉のあり方も，これから変容して行くζとicなるだろうとのことであった。

　労働問題，社会問題，人種問題，経済問題，そして政治問題からくる国民への集約的問

題が，すべて国民的福祉の行為に置き換えられていることが，ヨーロッパの福祉の国々の

姿として私の目IC映じた。

書’

編．．tt

轍在 Ir点而s

1’te’－x

一 135一



訪問予定施設に前もって発送して回答を求めた質問項目

1．　Administration

．

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

．

　
．

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1

Date　of　foundation．
The　basis　of　your　foundation．

Name　of　supervisor．
Brief　history　of　your　institution　（or　organization）．
Reguler　number　of　clients．　　（Sex．　Age．）
Present　nurnber　of　clients．　　（Sex．　Age右）

Annual　turnover．　　（Number　of　entry．　Number　of　leaving．）
Type　of　accommodation．　　（System．　　Age．　　Sex．）

Annual　budget．　　（Income．　　Expenditures．）

Analysis　of　income．　　（Amount．　Percentage．｝

Monthly　expenditures　per　client．
Property　of　institution．　　（Land　area．　　Floor　space．）

Significant　characteristic　of　the　facility．
Future　plans．
Special　equipment．
Who　authorizes　the　placement　of　clients？
What　is　the　category　of　your　institution　in　your　national
classification　system？

2・　Client

■

　
●

1
2
3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

Reasons　for　clients，　admission．
Who　is　the　responsible　official　for　the　clientsl　guidance
programs？
Who　aciministe「s　these　programs　and　how？

Case　record　forms　and　contents．
How　are　clientt＄　needs　investigated？　　（Human　relations．
Surr。undings．　Recreation．　F。od．）
How　do　you　apPly　social　group　work　techniques？　　（Cultural
programs．　　Amusement．　　Leisure　times．｝

Clientsl　daily　schedule．
Clients，　monthly　schedule．
What　is　your　relationship　to　school　education？
How　do　you　carry　out　vocational　training？
How　do　you　teach　sex　education？
How　often　and　how　do　you　arrange　the　clientls　legal　guardi－

ans　visitation　with　client？
How　do　you　set　up　counselling　for　client‘s　legal　guardians？

What　behavioristica1　problems　do　you　have　him　your　clients？
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13．

14．

What　age　groups　are　roomed　together？
How　many　clients　are　roomed　together？
How　many　staff　members　are　assigned　to　one　group？

What　is　your　relationship　with　the　clients　after　their　depar－
ture？（Aftercare　services）．

3．　　Staff　mernbers

1．

2．

3．

4．

5．

・

　
●
　
●

6
7
89．

How　many　kinds　of　job　categories　for　staff　do　you　have？

How　do　you　assign　staff　members？
What　are　the　qualifications　for　each　category　of　social　work

specialists？
What　are　the　staff　duty　hours？
How　many　days　off　do　staff　members　take　a　week？
What　kind　of　shift　schedule　does　your　staff　use？
What　is　the　average　number　of　years　that　a　staff　member　works？

Do　you　use　the　age－1imit　system？
Who　attends　your　staff　meetings　and　case　conferences？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　Please　explain　your　on－the－job　staff　trainlng　P「og「am・
How　many　staff　members　live　in？

Come　from　outside？
What　is　the　basic　salary　of　individual　staff　members　according

to　job　classification？

4．　Relationshi　　with　Communit

ロ

　

　

　

コ

ー
2
34．

5．

6．

・

　

●

　

●

7
8
9

What　are　the　steps　for　client’s　adrnittance？
Who　authorizes　the　clientls　placement　to　a　particular　facility？
What　department　of　the　government　is　responsible　for　c1ient　t　s

placement？
Mlat　is　your　relationship　with　the　local　community？
How　do　you　use　the　social　resources　of　your　community？
How　do　you　use　the　public　relation　services　and　community

SerViCeS　in　yOUr　area？
What　is　your　relationship　with　religious　organizations　and

cultural　organizations？
How　do　you　accept　and　train　volunteers？
What　steps　do　you　use　to　send　a　client　to　foster　parents？
H。w　d。　y。u　arrang・f・r・ducati・n。f　y・・r　clients？（Pre－sch。・1－

age　children．　　Elementary　education・　　Advanced　education・
Religious　education．）
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　　　　　　　　4．．F．：

ホフマン・ハウスの少年の旅姿

ヨ　　ー　　ロ　　ッ　　パ　　22　　日

　　　　ふ　　　め　　の　　まさ　　よし

教諭　　冨　米　野　正　義

箱根恵明学園

神奈川県足柄下郡箱根町

小涌谷439－1

　「20名もの団体旅行になりますと，非協力的で，何とはやいやな奴で，飛行機の窓をあ

けておっぽりだしてやりたくなる，といった御仁が必ず出るそうですが，伊豆山での研修

と，きょうの歓送会と，皆様に接しまして，わnnれ一行のなかにはそういう者などひと

りもいないことを確認できました。皆さん，仲良くまいりましょう」

　9月14日の歓送会の席で，お見送りの皆様のごあいさつのあと，私もこのようicあいさ

つを申しあげました。事実和気あいあいのうち‘こ22日間の研修をすませて，元気に帰国い

たしました。ひとえに財団事務局の人選の妙と団員各位の協力のたまものと思います。

　さてジャンボジェット機は，16時間後にははるばる欧州上空1ζ到達しましたが，コペン

ハー ゲンが悪天候のためロンドンに着陸しました。ヒースロー空港では多数の黒人の出迎

え一（もちろんわれわれのためではありません）一を受けて驚きました。イギリスをはじ

めヨーロッパ各国とも，黒人をはじめとする他国民の移住のことで大いに悩みをもってい

ると聞いていましたが，まさに眼前にそれを見て，何百年もの植民地政策のはねかえりと

はいえ，少なからず恐ろしさを感じました。

　なれた人ならば空港での待ち時間を有効に使うのでしょうが，nれわれにはそのすべも

なく次便待ちのいらだたしさを味わわされました。やっとの思いでコペンへ。それから乗

換えてストックホルムに着いたのは暗く暮れた7時，東京発以来30時間余でホテルのベッ

ドにもぐりこんだわけで，ひどい第1日でした。

　北欧の第1夜があけました。思いきってホテルの窓をあけました。ホテルの窓は重く堅

く，やっとのことであきました。ひんやりした空気がいっぺんに僕の目をさましてくれま
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した。ふと気がつくと窓の外側に寒暖計がついているので，なるほどと思って見ると13度

でした。道ゆく通勤の人はほとんどコート姿でした。13度は東京あたりでは11月中旬の気

温です。窓をしめたら，部屋の中からもその寒暖計が見えるので，またなるほどなと思い

ました。きっとどのホテル，どの家庭でもこんなふうになっていて，気候，とくtζ寒気に

気を配っているのではないのだろうか。

　午前中は休息で，午後から見学が始まりました。最初は市の福祉関係の役所に行きまし

たが，老人年金，児童手当，医療のことなど明解な説明をきき，やはり福祉先進国だなと

いう感に打たれました。翌日，施設を見ました。老人施設ではその広大な設備とけた外れ

の費用IC目を見はりましたが，その割合に児童福祉の面では手が行届いていないという感

じがしました。街なかのアパートの2階でやっている保育所を見てお話をきいた時，職員

の給料が224，000円で，その内105．000円，なんと5割近い額が税金にとられるそっ

で，その使途のかなりの割合が老人向けのようにみられた。あまりにもめぐまれた環境な

ので老人が無気力になり，自殺が多いときいていたが，それは福祉の対象になっている老

人ではなく，その恩恵に浴す年齢に達していない，つまり65歳未満の若い老人にあるのか

もしれないということでした。案内のかたに日の出，日の入りの時刻を尋ねると，当臼の

9月16日は，5時17分で18時5分，夏至では2時37分で21時5分，冬至では8時47分で14

時45分ということでした。午後3時にはすで；C夜になるのです。寒く，暗く，長い冬。死

にたくもなるでしょうね，ということでした。

　私は施設併設の小学校の教員をしていますので，その方のことも少し書かせていただき

ます。ここでは9年の義務教育を総合学校のもとで一環してやっています。7歳の秋に3

学年までの下級部門に入学し，1学級の児童数は25人までと組まれる。次の3年が中級部

門で，ここで外国語（英語）課目が始まる。最後の3年は上級部門で，第7年で第2外国

語（ドイ’ン語かフランス語）とタイプライター実技がはいり，第8年で職業教育入門，第9

年で選択コースにより実用的教育をうける。Cのような教育制度は1948年に改革が始あら

れ，幾多の実験過程を経て，1972年に完全実施に移された。このように長期にわたる慎重

な検討と，十分な実験に支えられて実現するに至ったという点がきわめて特長的であり，

価値のあるものとなっています。

　義務教育終了後は高等学校，大学へと進学の道はあるが，大学にいたっては州公私立あ

わせて全国で9校，まさにエリートのみが進学するのであって，どこかの国のように猫も

杓子も大学へという乙とはありません。

　出発前，未婚の母の施設ということで大いに関心をもったので尋ねると，そういう女性

は多いが，その人達のたあの施設はないということで，このことにっいてはあとで述べる

ことにします。

　ロンドンに着きました。空港から最初の訪問地ワンズワースまでの間に，広々とした緑

のグランドが次々に見え，所々でボールを蹴っている少年達の姿を遠くに見ました。学生
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時代‘ζラグビー部で石ころだらけのグラゥンドで擦り傷だらけになりながら練習したこと

を思い出し，彼等がうらやましく思えてなりませんでした。日本ならばきっと豪勢なクラ

ブハウスのあるゴルフ場になっていることでしょう。

　中心街にはいってもなんと緑の多いことかe町の角かどは必ず木立になっていて，ベン

チが置いてあり，市民の憩いの場になっている。ロンドンの3分の2が公園とか。そして

ハイドAe一クのなんと広いこと。出発前，地図でホテルの場所を探したとζろハイドパー

クをあがったところなので，よ一し，早起きしてハイドパークでランニングするぞ（一こ

れはパリのブーローニュの森，チューリッヒ湖畔と計画していた一）と，スポーツウェア，

運動靴を持参したのですが，旅の疲れ、夜の観光等の理由（本当は少々年をとったこと）

で計画倒れになり，非常に残念でした。

　ロンドンでは児童施設を主に見学しましたが，日本のように乳児，積薄，虚弱と区別さ

れることなく，養護施設に胸水腫の精薄児がいたり，生後8日目の乳児が寝かされていて，

しかもその部屋に目由に出入りさせてくnるのには9きました。ζこでも未婚の母が多い

とのことで，余り関心をもたないようでした。

　市内を移動するバスの中から街を見ると，角かどに右○○通り，左××町と書いた看板

がよく見える高さにはってあり，初めて施設を訪問するバスの運転手にも行き先がよくわ

かるようになっていました。それに，街の建物にクリニックの文字が多く見られるので不

思議に思えました。診療所の宣伝看板かと思えたが，それは事実診療所で，市内では歩い

て15分の範囲の所にクリニックが置かn，医者と看護婦が常時いて，子供に異常があれば

すぐ連れて行ってみてもらえるということだった。日本のように何月何日，何歳児の検診

があるから来い，というようなことはいっさいなく，家庭の要求にいつでも応じらnるよ

うになっていました。

　一夜ピカデリーサーカス近くのレストランで日本食に舌つづみを打ち，何かくつみ・た

気分になって歓談いたしました。そのあと三三五五にぎやかな街へくり出しました。僕も

山崎氏とぷらぷらしたのですが，ふと歩道の下水道の鉄のふたを見て驚いて足をとめまし

た。1574年と年号がかすかに読めるではないか。　「なんとシェークスピアの時代ですよ。

日本では戦国時代の終りころでしょうかね」と，まさにロンドンの歴史を見た感じでした。

　ロンドンは20分もバスで出るとふくろうの鳴き声が聞えるというのに，ピカデリー近く

のやかましさ，きたなさは，東京以上かと思えるほどであった。黒人の多いことは前に書

いたが，黒人に対する反対デモが時折ピカデリーを通るそうだ。「黒人を無差別にロンド

ンに入nるな」「黒人に職を与えるな」「我々の職場を守れ」といったプラカードをもっ

た白人が何百人も，ひとことも声を発することなく進む様子は無気味なものだそうだ。

　教育制度については，幼稚園はキンダーガーデンとはいわず，ナースリースクールとよ

び，2歳から4歳の幼児が午前組と午後組に分れて半日の教育を受ける。これは．幼児は

母親のもとから長い時間引離しておくべきではないという理由からで，養護施設でも保育

所でも見らnる方針で、長期養護より短期養護をねらいとするようであった。
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　義務教育は5歳から11歳までの初等教育，15歳までの中等教育と，10年間になっている。

初等学校は5歳から7歳までの幼児学校，8歳から11歳までの下級学校｛こ分aている。幼

児学校への入学が変っていて，9月から12月までの誕生月の児童は1月春季入学して7歳

の9月までの8学期，1月から10月までの誕生月の児童は5月夏季入学して7学期，5月

から8月までの児童は9月秋季入学して6学期，そnそれ在学して7歳の秋，そろって下

級学校へ進む。この間教科教育としての学習は希望で，従って教科書もない。できる限り

こどもの興味や関心に基づいて学習態度を身につけさせている。

　7歳からの下級学校で教科教育が始まるが，H本の文部省のように教育全般をとりしき

るようなことはなく，英国では宗教教育ICOOするもの以外には法令規定がない。地方教育

行政機関にも諸学校の教育内容を規制する権限は全くなく，伝統的に各学校長と教員の職

務とされている。

　中等教育へ進むさい11歳テストがあり，その結果で児童はより分けられ，完全に進路が

決めらnてしまうことになる。しかし最近は総合中学ic一本化される方向に向いており，

ll歳テストも次第lcee止されることになる。

　今から30数年前，僕はフランス文学に魅せられ，ボードレール，ランボー，ベルレーヌ，

ジイド，バレリーなど，白水社のはこ入りの本を読みふけり，パリ祭，どん底，ペペルモ

コなどの映画を見あさり，マネ，モネ，ルノアール，セザンヌの絵1こ見ほれ，パリへ行き

たい，というあわい夢をもったことがありました。敗戦後フランス大使館でフランス語ア

カデミーが開かれたとき，しばらく勉強に通ったこともありました。

　「翼よ，あれがパリの灯だ。」ジェット機は，まさに暮れなんとするパリ，ドゴール空

港に着いた。空港のなんと広いこと，発着の飛行機が2，3機見えるだけで，東京空港の

ように翼を連ねてならぷ機影は見あたらない。いったいそれはどこにいるのか。空港ビル

の設備も整い，21世紀を目ざしたというドゴールの勢いを目前に見る思いでした。

　その夜は臼本食の会食で，シテ近くの料理店へ向った。タキシーがパッと広い所に出た。

「ケ・ス・ケ・イリヤ（ここはどこか）？」「コンコルド広場だよ。」思わず出たフラン

ス語が通じました。「それじゃ，これ，シャンゼリゼ通りじゃないか」「ウイ」　「そして

セーヌ河」　「ウイ」　「あ，ノートルダムだ。」うnしかったですね。

　翌朝目をさましたら，なんとま正面に，モンマルトルの丘が見えるではありませんか。

うれしかったですね。第1日は日曜日で，そのモンマルトルの丘へ登るのが最初のスケジ

ュールでした。それまでぐずついていた天気がぱっと晴れて，サクレクール寺院の白がま

ばゆいばかり1ζ青空に映えていました。その石だたみを登りながら，パリに来た感傷にひ

たった。そして石だんを「ス・レ・トア・ド・パtj・ル・ボヌール」とうたいながらくだ

った。くだったところのキャフェでワインをのんだ。みんなは写真をとっていました。一

おやおや，個人的な感傷icひたってはいけませんね。

　パリでは夏のバカンスにぶつかり，アポイントメントを事前にとることができなかった
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モンマルトルの丘でパリの休日をくつろぐ一行

ため，ぶっつけ本番のような見学になりましたが，案内のムッシ＝ウ・bミイの楕力的な

サービスで，実りの多い4日間を過すことができました。

　フランスでも他国からの移住者の問題を抱えていて，保育所にも黒人などの子を多く見

うけたが，国籍や種族の差別なく扱っているのは，いっこうに増えない人口に対する政策

ととれないこともないが，神が授けてくれたフランスの宝として大事に育てていることに，

より以上の感銘を覚えましたe

　人口増加をねらう政策の一つとして，児童手当があり，通説によると，子洪5人も産め

ば親は左うちわ，といわれているが，実際にはそういう家庭は少ないらしい。日常会話の

なかで子供の話になり「おたくは何人？」「ふたり」だと「多いね．」といわれ，「3人だ

よ」と答えると相手が「ひえっ」といって驚くそうだ。各国をまわってまず気の付くこと

は，大都市の中心地を除いて，人が少ないことだ。人口密度をみても，1平方キロあたり

英国228，西ドイツ240，スイス152，デンマーク114，フランス93スウェーデン18，

そして日本は300人です。

　しかし日本は国土のほとんどが［．lj地で，居住可能地はその3割程度です。これで計算す

ると，広々とした欧州大陸の各国と比べ，その差はもっと違ってきて，人［コ密度もおそる
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べき数字が出てきます。人口の少ないこともその理由なのか，パリその他でも，職務区分

もきっちり区別していないようで，役所などでも部課長のポストなどなく，同じ課の人が

全員同じように仕事をしているようだ。施設の指導員についても，日本では児童の指導ば

かりでなく，保母との関係において指導的立ち場にあるが，あちらでは指導員と保母は全

く同格で，仕事も全く同じことをする所が多かった。

　未暗のe彗icついてトミイ氏に尋ねたら，やはりここでも多く，かつ増えているとのこと

だった。なお突っこんできくと，「日本の女性がこどもを産む第一条件は結婚ですね。結

婚前の女性が妊娠したり，出産したりということは，本人，両親，社会にとって，この上

ない反道徳な破兼恥なことですね。だが，結婚とか出産は，あくまでの個人的なことで，

他人が批判する何ものもないじゃないですか。愛した人に愛されて生nた子を責任をもっ

て育てていく。どこがいけませんか。その子のことで隠しだてしたり，まわりが指をさし

て陰口をきくということはありません，と答えてくれました。

　その時，僕はふと口にしてしまった。　「コインロッカーとは全く反対だな」と。　「なん

ですか，コインロッカーって」「産んだ子を，始末に困って，ロッカーに。」トミイ氏は

絶句した後，「赤ん坊，死んじゃうじゃないの」「うん」。トミイ氏はさびしい顔で言い

ました。「日本の女性はいつからそんなに残酷になったの。あなたいやなこと話してくれ

た。わたしは今夜ねられない」と。

　教育制度は日本と同様に文部省を頂点とする中央集権的行政で，すべての教育行政が行

われる。まず2歳から6歳までの就学前の教育がほとんど国立のもので行われる。ζれに

あたる者は小学校教員と同じ資格がいる。次に初等教育として，6歳から1年間の準備，

7歳から2年間の初級，9歳からll歳までの2年間，計5年の基礎教育が行われる。その

後15歳までの前期中等教育と，18歳までの後期中等教育を経て，高等教育へと進む。

　フランス人は自国フランス語を非常に大切にし，誇りにしている。それだけに自国語を

一生懸命勉強する。その一つの表れとして，6歳の準備級，つまり日本の小学校1年に入

学すると，1週15時間の国語の時間がある。5日制であるから1日3時間はびっしりフラ

ンス語を教わるわけである。こうして幼年期に自国語を身につけるわけである。それ故に，

ホテルのフロント，タクシーの運転手など，公共の場で働く人のほかは，絶対にフランス

語以外でしゃべってはく7Lない。

　さて，パリ最後の日，スイスへ出発する夕刻までは自由時間。ストックホルムではミレ

スという国宝級の人の彫刻を見たけれど，ロンドンでは大英博物館が見られなかった。パ

リの一日は美術館をまわるぞ，と思っていたところ，折よくナショナルギャラリーで印象

派百年展をやっていて，トミイ氏もこれを推奨してくれていたので早速行ってみた。

　複写で，それも美術雑誌ぐらいしか見ていない眼前に，マネの，ルノアールのほん物が

ならんでいるのです。胸をときめかせながら見ました。更にコンコルド広場のオランジェ

リ美術館のセザンヌ展へとんで行った。そこには1861年初めて一度展覧されただけという

海の絵が1枚あった。その絵がそういうものだと知りつつ見た日本人が何人いただろうか，
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という感概もあって，一心に見つめた。

　第4の訪問国スイス，チューリッヒに着いたのは25日の夕刻だった。ロンドン，パリと

観光客のこったがえす街から，山の国スイスの静かなホテルにはいって一同ほっとした思

いだった。ホテルのふんい気が違うなと気づいた人もあったようだ。壁は白いコンクリー

トでなく木のそれであり，灯りは昼かとまこうばかりの蛍光灯ではなく，やわらかい白熱

灯のシャンデリアであり，本当に夜の灯りで，みんなすっかり落ちつきました。

　気分が一壺して団員はスイスでの勉強に出かけました。そしてこの国の施設のすばらし

さにも目をみはりました。ある施設長は言っておりました。「両親と家庭のある子どもは，

それだけで最高である。それがない子にはわれわれが最高のことをしてやらねばならな凶

と。僕はふと，日本には最低基準というのがあったなと思い出しました。

　28日トローゲンのペスタロッチ子ども村に行きました。美しいチューリッヒ湖から北へ

山道にはいりました。広々とした牧草地がどこまでも広がっていて，その果てにハイジが

ペーテル少年と遊んだ物語の山々がすでic雪をかぶっていました。何でこんなにきれいな

んだろう，とさんざん考えたあげく，やっとわかりました。広告の立看板がひとつもない

のです。日本の国道のどこを走っても，広い所には薬品，衣料品，製菓会社，その他あら

ゆる立看板が無制限に立ちならんで，せっかくの景観をこわしています。

　こども村では野川先生が案内してくれましたが，教え子の結婚式の介添人というので，

時間がせまっていてゆっくり見学できなかったのが残念でした。

　スイスでは文部省がなく，義務教育は7，8歳から8年間。諸制度は州ごとに異なり，

調整は教育局長会議で行われ，教育費の支出は欧州最高だそうだ。そして使途については

上手にお使いくださいという程度で，あまり詮策しないようだ。「金は出さないのに口ば

かり出す」のとは大違いで，「金は出しますから口は出しません」というわけである。

　この国でとくに感じたことは，どの施設でもその建坪の広さのまま地下室になっており，

工作室，音楽室，遊戯室，物置，ボイラー室と整備され，うまく使われていました。とく

に工作室には各種の工具類一のこぎりを例にとっても，用途別によって何種類もが数本

ずつ整然とかけられていた。これは欧州各国でみらnたことで，保育所の幼児からそれを

自由に使わせていた。

「

t

　シュツットガルトでは小中学校併設の施設を大歓迎のうちに見せていただきました。十

分な費用，立派な設備，完ぺきな人員構成など，うらやましい限りでした。

　スイスではチューリッヒで，10年に1度集って行われるヨーデル祭りを見ることができ，

またシュツ・ットガルトでは，ネッカ河畔でのピール祭りにぶつかり，大いに楽しい夜を過

すことができたのは幸運でした。

●

さて一行はフランクフルトから最後の訪問地，コペンハーゲンにはいりました。市内観
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光の途中，団員のひとりが「人魚姫」とキスをするというハブ＝ングがありました。

　ここでは郊外に建てられた団地の中の施設を見学しました。団地を造ると，その中に学

校と児童施設を造ることが法律で定められているそうだ。日本では住宅だけ造って，子ど

も達を近くの学校へ押込むため，団地近くの小学校はパンク寸前という話を各地で聞くが，

ここでは団地の中央に小学校，学童保育の場，老人ホームおよびその人達の職業指導までや

る建物がある。その一部屋はその製品売場になっており，僕も老人のつくった毛糸編みの

ベレー帽を1つ買い求めました。

　とくに学童保育では．放課後の児童が街の中へ出て行き，浮浪，非行などの道へはしる

害から守るため，夕方まで学習，工作，遊びの指導をする責任者がいて，1カ所で300人

くらいの児童の面倒を見ていました。最後に見たこの施設が、子どものため，老人のため

最も心のζもった配慮がされていると思いました。

　帰国して皆さん，大変お疲nだったと思います。何しろ22日でまわった施設数24カ所と

いうのは，大変ハードなスケジュールでした。ストックホルムのガイドの西さんも，ロン

ドンのミセス長田も，パリのムッシュウ・トミイも異口同音に「皆さんすごく熱心ですね」

といい，スケジュールを見せましたところ「えっ，これをこなすんですか」とびっくりし

ておりました。そnでもそのスケジュールを，団員の熱意で立派にζなしてまいりました。

皆さん大変な収穫を得たものと思います。

　先日「朝日新聞」に，欧州福祉旅行について一文がのっておりました。

「写真をとり，印刷物を集めるだけでなく互いの国がかかえている諸問題を話しあえる，

もう少しレベルの高い専門家グループを選んでもらいたい」と某国の依頼があった。話し

あいになると日本側は沈黙してしまう。日本人の語学のひどさはもはやヨーロッパでは定

評となっていて「ミスター・サイレンス」という異名までちょうだいしいる。通訳を現地

で頼んでも福祉関係の専門知識をもった者は少ない。

　その点わnわれのグループは見学よりもあちらの職員との接触，意見の交換を望み，訪

問のさきざきで会合をもった。熱のこもった意見の交換で時間のたつのも忘nることもし

ばしばでした。これも山崎氏．交通公社の廿日出，尾沢両氏，また各地で案内してくださ

った各氏のご尽力のお陰と感謝しております。

極北は三万尺下こゑもなし

冬三時ストックホルムは夜といふ

ふくらふの鳴く街もあり秋ロンドン

今ここはコンコルドなりパリの秋

カウベルの音はこぶ風すでに秋（スイス）

音もなくハイデルベルヒ秋色す

門をとじチボリの森に冬近し（デンマーク）
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事　　務　　局 報　　告

あさ　　の　　　けい　　ぞう

浅　　野　　佳　　三

資生堂社会福祉事業財団

事務局長

　資生堂社会福祉事業財団では創立当初の昭和47年度以来，事業の一環として，児童福祉

に係わる従事者を対象に，将来の活動の期待できる人を選考して児童処遇技術および専門

的な知識を習得させ，わが国の社会福祉施設サービスの向上に資するため，海外研修を実

施してきたが，昭和49年度は団長以下23名の研修団を編成し，3週間の日程をもってヨー

ロッパに派遣しfe。前年度研修がカナダおよびアメリカの身障児施設ならびに精薄児施設

であったので，今回は養護施設とし，児童福祉に長い歴史をもつヨーロッパの事情を学ぷ

こととしf。

　団員の選考にっいては，5月，財団役員会の承認を得，海外派遣団員選出要綱を添えて

各都道府県民生部（局）長あてを依頼しk。そして，各地からの推薦者を厚生省，全国養

護施設協議会会長，財団事務局で整理，7月，財団選考委員会に諮って，団長以下23人を

決定した。いっぽう訪問国のアポイントメントにっいては，都立養育院付属病院荻島先生

のご紹介によって，交通公社，厚生省高城専門官，関係者の協力で進めた。

　8月8日，資生堂パーラーに団員一同が集合，当財団役員が出席し，結団式，壮行会を

開催した。終了後，資生堂伊豆研修所で1泊2日のオリエンテーションをもった。そして

9月14日，厚生省をはじめ関係者多数の見送りのなか羽田をたち，計画外の施設訪問まで

果して，予定通り10月5日，一同元気に帰国しrこ。訪問した各施設，各機関，お世話にな

った方々ic対して，事務局から礼状をお送り申しあげたことを記して報告とします。

　なおこの報告書作成に当っては，副団長，のぞみの家山崎園長に多くの時間と労力とを

おかけしました。感謝申しあげます。
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昭和50年3月1日印刷

　　　　財団法人

資生堂社会福祉事業財団

東京都中央区銀座7－5－5

電話　03－572－5111（代表）
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