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各　位

　　　　　　　　　　　　　　財団法人

　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団

　第30回資生堂児童福祉海外研修報告書の送付について

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、弊財団の事業につきまして格別のご高配を賜り厚く

お礼申し上げます。

この度平成16年度事業として実施いたしました、表記第30回

児童福祉海外研修の報告二書が完成いたしましたのでお送り

いたします。

ご一読を賜り、ご参考に供していただければ幸甚に存じます。

敬具



　　　　　　第30回（2004年度）

資生堂児童福祉海外研修報告書
　（カナダ・ビクトリア、バンクーバー、ケローナ）

2004年8月27日結団式資生堂児童福祉海外研修第30回
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第30回資生堂児童福祉海外研修実施要綱
．．．・・・・・…　　　．．．．．．●・●●●●■■●●■■●■■●●●●含●●●●●●●●●●■●●●■●■■■●●■■●●●●・●

1．目的

　児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉

　先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、

　施設の運営形態などの研修に加え、広く

　訪問国における人々との交流を通して、

　参加者の幅広い人間形成と資質の向上を

　図り、将来の兇童福祉界を担う人材の育成

　をEl指す。

2．主催

　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後援

　厚生労働省・全国社会福祉協議会

4．研修テーマ

　「家族の重要性を尊重し、コミュニティを

　べ一スにしたより柔軟なサービスの強化」

5．主な研修内容

　（1）政府中心から家族及びコミュニティ

　　　ベースへ移行する理由と具体的な推進

　　　方法

　（2）政府と地域機関との協力体制と役割

　　　分担の実態

　（3）子どもの権利擁護の仕組みと機関

　（4）虐待児養護の機関とサービスの内容

　（5）先住民へのサービス機関とその内容

7．実施期間

　2004年9月25日（土）～10月9日（土）（15日間）

8．推薦要件

　（1）過去に他財団、団体のE催する同類

　　　の海外研修に参加していない者。

　（2）職務経験年数が5年以上で原則として

　　　年齢が4S歳以下の者（2004－4－1現在）

　（3）日常児童の処遇に真剣に携わり、本

　　　テーマによる研修について高い関心

　　　を持ち、強い意欲と責任感のある者．，

　（4）心身ともに健康で長期にわたって児童

　　　福祉に貢献できる者。

9．選考方法

　全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉

　協議会、全国児童自立支援施設協議会、

　全国情緒障害児短期治療施設協議会

　など、関連団体の推薦にもとづき、資生堂

　児童福祉海外研修選考委員会の審査に

　より決定する。

10．研修報告書の作成及び発表

　①研修団は、2005年3月311．1までに報告書

　　　を作成する。

　②それぞれの施設協議会などの．ヒ催する

　　　研修会などにおいて、研修結果の報告

　　　を行うtt

6．研修先

　カナダ・ブリティッシュコロンピア州

　（ビクトリア・バンクーバー・ケローナ）
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あいさつ
●　■　●　●　■　■　■◆　■　●　●　●　■　●●　●　●　●　■　●書　■　■●　●　●　■　■●●　●●　●　■　■　●　●　●　●　■●　●●　●●　●　■　・　●　●■　・　●・　■　●　●・　・　．　．・　・　．・　●

全国児童養護施設協議会

会長　福島一雄

財団法人資生堂社会福祉事業財団のご厚志

により、平成16年9月25日から10月9日にかけて、

第30回資生堂児童福祉海外研修に児童養護

施設職員をはじめ、全国の児童福祉施設職員

に参加の機会を与えていただきましたことを

心から御礼申しあげま女特に今回は「第30回」

という記念すべき区切りの時期にあたり、

児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、

児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設

など全ての児童福祉施設種別の職員が参加

できたことは画期的な事業であったと思います。

さて、咋年は児童虐待防止法や児童福祉法

の改正が行われ、ここ数年来検討されてきた

新たな社会的養護のあり方が具現化されようと

しています。

わたしたち児童福祉施設関係者は、わが国の

明日を担うかけがえのない一人ひとりの子ども

の育ちを保障するために、施設をはじめ地域

住民や関係機関とも積極的な協働を図りつつ、

市町村児童虐待防止ネットワークへの参画等

地域のネットワークの一員として、新たなニーズ

に取り組む必要があります。

こうしたなか今回の海外研修においては、

カナダ・プリティッシュコロンビア州で2001年度

から児童福祉の新たな改革として推進中の

「家族の重要性を尊重し、コミュニティをペースに

したより柔軟なサービスの強化」を中心に、

カナダ西部地区の福祉現場を訪問し、研修され

ましたことは、今後のわが国の児童福祉を

考えるうえでも、大変時宜を得たものであり、

今後は団員一人ひとりが日々の実践において

研修の成果を発揮し、子どもの育ちを保障する

サービスの質の向上に努めていくことが必要

であると考えております。

本研修の企画・実施から報告書の作成に至る

まで事務局としてお世話いただきました資生堂

社会福祉事業財団の皆さま、さらには研修の

内容充実のためにご配慮いただきました厚生

労働省の関係者の皆さまにあらためて、お礼

のご挨拶とさせていただきます。
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第30回資生堂児童福祉海外研修団員紹介

【東京都】

東京恵明学園児童部
副園長

曽田　等
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【秋田県】

児童養護施設
損手市立県南愛児●「ドリームハウス」

児童指導員

小松　敏之

陳京都】

児童養護施設
二葉学園

児童指導員

小倉　要

1大阪府】

児童養護施股
公徳学園

児童指導員

吉川　昭代

ー
」

【岡山県】

児童養膜施設

聖園子供の家
児童指導員

則武　直美

k

【大阪刷

母子生活支援施殼

四天王寺悲田太子乃園
少年指導員

笠井　明子

【栃木県】

児童自立支援施設
国立きぬ川学院

児童自立支援専門員

河尻　恵

’

【岡山県】

児童自立支援施設

岡山県立成徳学校
児童自立支援専門員

西浪　祥子

【鳥取尉

自立援助ホーム
鳥取フレンド

寮母・保育士

山中　友子
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【埼玉県】

児童1護施設
若竹ホーム
児童指導員

井倉　章司
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陳京都】

母子生活支撮施設
東京都網代ホームきずな

母子指導員

飯田　明子

汐ローナグループ

【福岡県1

児童養護施設

報恩母の家

副園長

花田　悦子

仙梨県】

児童養護施設
山梨立正光生園

管理栄養士

齋藤　由香

ト鳥　．
　1J　1

【千葉県】

改東京養育家庭の会

杉田　千昭

｛±M府】

乳児院

聖母託児園
保育士

河崎　玲子

カナダ（ビクトリア・バンクーバー・ケローナ）

「

1大阪府】

児童1護tSN
東光学園

児童指導員

友井　秀一

し
丙
．
」

“
、
．

【静岡則

情緒障書児短期治療施設

静岡県立吉原林間学園
セラピスト

中垣　真通

陳京都】

事務屈

資生堂社会福祉事業財団

池田　マリ子

【東京都】

事務局

資生堂社会福祉事業財団

山下　茂喜

4



団長報告
・・．．・・…　　　．・．・．…　　　．・●●●■■◆●■■●●■●●■■■●●■■●■●●■●■●●●●●●■■■●●●●●●…　　　．

東京恵明学園児童部

副園長曽田　等

第30回資生堂児童福祉海外研修の団長として

9月25日より10月9日までの15日間カナダ・

ブリティッシュコロンビア州（以下BC州）の

児童福祉行政と実施機関について研修

させていただきました。資生堂社会福祉

事業財団、厚生労働省、全国社会福祉協議会の

皆さまに感謝申し上げるとともに、心から

歓迎していただいたBC州の関係諸機関の

皆さまに感謝申し上げます。

さて、児童福祉、とりわけ子どもの人権に対して

先進的な取り組みをしているカナダ10州の

中でも、従来州政府が中心となって援助を行なつて

きましたが、財政難のため児童への援助が州

政府からコミニュテt、家族へと軸を移しつつ

あるBC州で研修できたことは1］本の実情に

近い福祉行政にとって大いに参考となりました、

BC州は3年前に政権が交代した際、財政難を

理由に福祉予算を23％という大幅なカットを

行ないました”，特に児童関係では人所施設の

予算が大きくカッbされたため、入所型のケアは

殆どなくなり、一時保護と短期治療型の入所施設

が残るのみとなりました。そのため、里親による

ケアの比重がますます大きくなっています。

今まであった入所施設は転換を余儀なくされ、

里親の指導、問題を抱えている子どもたちの

地域内でのケア、青少年が自立するため援助等

へと方向転換せざるをえなくなりました。

BC州の子ども問題は大きく3つの流れがあり、

それは「虐待児対策」「青少年の薬物対策」

「先住民の子ども対策」で先｛主民関係は国、

子どもは州と入り組みながら対応しているよう

です。

これらの問題に対して、行政は子どもや青少年

のケアについては親、家族、地域が中心になって

地域の中で育てることに方針転換し、先住民の

子育て論を州全体の施策にしようとしている

ように感じました。

今回は30回記念として里親さんを含め16名の

団員が研修に参加させていただきました。里親

さんの参加は、日本における里親と施設の関係

がともに歩むための意見交換の場として大変

有意義でありました。

この研修の企画から、旅行中のお世話まで

していただいた資生堂財団の池田マリ子さん、

山下茂喜さんに、そしてコーディネートしていただき

ましたカナダ在住の菊池幸工さんに感謝申し

ヒげますe

16名の団員の皆さんが一致協力して、また真摯

な姿勢でこの研修に取り組んでいました。その

結果としてここに報告書を完成させることが

出来ました。

今後、団員にはこの研修を生かしてそれぞれの

分野で活躍することを期待しています。
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事務局報告
◆・．．●●●●●●■●●●■●●●●●●●●●●●●●■■●●●●●■●●●●■●●■●．●●．．・・．・●・…　　．・・．．・．

財団法人資生堂社会福祉事業財団

常務理事　池田マリ子

晩秋から初冬に訪れたカナダのブリテdッシュ

コロンビア州（BC州）では、毎日降るといわれて

いるバンクーバー名物の“雨”には一度も遭遇

することなく、気候は暖かく、この地においても

地球の温暖化と異常気象を肌で感じながら

研修がスタートしました。

今回は海外研修30回を記念し、団員は児童

福祉施設のほぼ全種（養護・乳児・母子・自立

支援・情短・自立援助）にわたる中堅職員と

里親で構成。それに事務局を加えた総勢20名

が政府機関を皮切りに、全16ヵ所（政府機関：

3ヵ所、民間機関：13ヵ所）を訪れ研修を行い

ました。

研修テーマは「家族の重要性を尊重し、

コミュニティをべ一スにしたより柔軟なサービス

の強化」としましたが、2001年にカナダのBC州

が打ち出した、「児童福祉を政府主導からK間

へ移行」の実態を見聞してくることも大きな目的

のひとつでした。

そしてその実態は、政府側が「うまくいっている。

ケアを必要とする子どもが減ったので、施設の

閉鎖や予算の縮減がなされた」とする一方で、

民間側は「かなり問題だ。予算が削減された

ので、施設の閉鎖やサービスの縮減をせざるを

得ない」と、双方意見の食い違いもみられ、

政府主導から民間へ移行することがかなり

難航している様子が伺えました。

また、今回訪れた機関（施設）では「ニュージー

ランド（NZ）に学ぶ」という言葉を耳にすることが

多々あり、福祉先進国にあってもNZが一’歩先を

行っていることを再認識しました。特に、先住民

への対応に関しては咋年の研修地オーストラリァ

（AU）・NZでも学んだ「伝統、文化を重視する

ことが子育てには重要」と、カナダでも国を

あげて取り組んでいました。

先進国において児童福祉の研修を重ねるに

つれて感じることは、児童虐待や子育ての

課題は、今や万国共通の深刻な問題となって

おり、日本の取り組みが必ずしも遅れていると

ばかりは言えないということです。いみじくも、

昨年（2003年）研修に訪れたAUのニュー・サウス・

ウェールズ州（NSW州）では「12億AUSもの

予算を確保して、子どもと家族の支援を強化する」

という力強い取り組みを学んできたばかりにも

かかわらず、2004年12月15日付の朝日新聞に、

「AUのNSW州のオンブズマン発表によると、

病死を含めて亡くなった子どもの27％が虐待

の報告があったのに、民政局が虐待の可能性

を知りながら適切に対処せず放置していた」と

の残念な記事が載っていました。

先進国に学ぶことは、知恵や手法もさること

ながら、それ以上に課題に向けて原因を追究・

分析・研究し、戦術を変えて、なお粘り強く、

その国に見合った方策で繰り返し実行に移す

取り組み姿勢ではないかと考えます。

最後に、事前研修で有意義な情報を沢山

ご提供下さった高橋重宏教授、団員と同じ目線で

考え引率して下さった曽田団長、プランニング

から通訳まで一手にお引き受け頂いた菊池氏、

その他関係各位のご尽力に厚くお礼を申し

上げます。
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第30回資生堂児童福祉海外研修スケジュール
．

　　　　　　・月／日（曜） 　一時間　』．． 日程と研修概要　　　　　　　　　．一　　　　　　　　　　　　　　　　一一

9／25（土）

18：20

10：55

16：30

東京（成田）発　　JLO18　　　　　　　　　　　　　　（機中泊｝

日付変更線

バンクーバー着⇒ビクトリアへ移動

ホテル着（ハーバータワーズホテル）

9／26（日） 9：00 ビクトリア市内視察

9／27（月）

9：30

15：00

子ども家庭開発省子ども家庭開発サービス変革部1・1【

●BC州児童福祉制度の概要、連邦政府、州政府、地域の役割

●政府中心から民間への業務移行となった背景、進捗状況、課題

BC州子ども家庭サービス連合（FCFS）

●児童福祉事業に携わる民間機関の統合団体の内容と役割

　9／28（火）

1

10：00

13：30

子ども家庭開発省州内サービス部

●地域において具体的に展開されている省の事業の進捗状況

ビクトリア青少年院

●2年前に開設された閉鎖施設と開放施設の併合施設の実態

「
1
　
9
／
2
9
（
水
）
：
…

9：30

14：00

青少年アドボカシー事務所

●8C州における子どもの権利擁護の監視実態とアドバイス内容

オンブズマン事務所

●BC州の政府機関他、さまざまな機関から受けるサービスに対する

　苦情受付、調査、改善勧告の実態把握

「　9／30（木）
9：30

13：00

17：30

国際児童権利・開発研究所（ビクトリア大学）

●「国連子どもの権利条約」の宣言に大きな貢献をしたフィリップ教授の講演

バンクーバーへ移動

ホテル着（カルマナプラザ）

‘10／1（金）

‘　　　　　　　　　　　1

1　一

9：00

13：30

16：30

バンクーバー先住民子ども家庭サービス協会（VACFSS）

●先住民の特徴的な文化や伝統を尊重した独特のサービス内容

BC州里親協会連合（BCFFPA）

●BC州の里親制度とその実態及び里親協会の目的と活動内容

コベナントハウスバンクーバー（CHV）

●インケアやストリートチルドレンのためのサービス機関のサービス概要

●CHVの理事会に勧告や提案をする団体「ユースアドバイザリー委員会」

　メンバーとの食事をはさんでの交流会
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、

曜） 時　間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
日程と研修概要

10／2（土）　1 9100 バンクーバー市内視察

10／3（日） 9：00 バンクーバー郊外視察

10／4（月）

　　　　　　　‘

9：00

13：30

子ども財団

●プログラムの実態と政府の政策変更が及ぼす影響

大バンクーバーファミリーサービス

●バンクーバーを広域にカバーし、展開している幅広いプログラムや

　サービスの実態と実績を通じたサービスの提供方法

　　　　　　　　　‘
‘．10／5（火）‘1

　
　
　
　
　
　
L
‘

8：00

14：00

16：30

ケローナへ移動

オカナガン渓谷見学

ホテル着（コーストカプリホテル）

‘
‘
t
l
1
0
／
6
（
水
）
‘
‘

9：00 オカナガンファミリーソサエティー

●薬物中毒、アセスメントとコンサルティング、自立支援プログラム等

　幅広いプログラムやサービス実態把握と施設見学

●オカナガンファミリーソサエティーとの交流会

一゜／7（木）

9：00

13：30

アークプログラム株式会社

●営利を目的とした企業。ここで展開するプログラムやサービスの実態や

　実績、特にインテンシブ・トリートメント（集中治療）とサービスの提供方法

オカナガンボーイズアンドガールズクラブ

●アウトリーチや子どものデイケア等のプログラムやサービス実態について

10／8（金）

8：55

9：55

12：50

ケローナ発　　　　AC8415

バンクーバー着

バンクーバー発　　JLO17

．　10／9（土）

14：35

15：15

日付変更線　　　　　　　　　　　　　　　　　　（機中泊）

東京（成田）着

解散
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十カナダとブリ・t・yシユコ・ンビア州の概要

1．カナダ

‖

　　　　　パA－一一’一　－FL－－

　　　　　　　L　グリーンランド

磁緊，

1汚スta／　・」ぱ㍗
　　∠＿　　㌶］∴・三　∵＝

魔ご襟一　☆㍗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ユーフアンドランド州

；声乳罐轡『㌣。1＿㌫瓢、
’Cン i゚’ト・n・・”・・マニ洲オンタ、。州　這鉱ぷ洲

　　　　　　　　　　アメリカ含衆国

　　　　　　L－一．一一一

（1）概要

　カナダは、ロシア連邦に次ぐ世界で2番目の

　広さを誇り、日本の約27倍の面積（総面積

　998万4670km2）を持つ。人口はおよそ

　3，100万人で、日本の約1／4である。10の

　州と3つの準州からなる連邦国家で、首都

　はオンタリオ州のオタワに置かれている。

　英国王が国家元’首であり、議会制民主

　主義に基づく立憲君主制をとっている。

　カナダの産業は、林業、農業、鉱業のほか

　に製紙、自動車などの製造業も盛んで、

　先進国の一員としてG8（先進国首脳会議）

　に参加している。サッチャー首相以前の

　英国の社会保障政策の基本方針であった

　“ゆりかごから墓場まで”の方針をカナダに

　おいても踏襲していて、基本的な医療費は

　無料など高度な社会保障制度が整備されて

　いるe

　カナダの公用語は英語と仏語で、公的な

　表示や商品ラベルなどは英仏両言語で

　標記されている。英仏系の移民を中心に、

r和フ喝ナイア”f7．：JレX

　t

様々な国からの移民と先住民が混在する

多民族国家で、それぞれに自分たちの言語

や宗教や文化を大切にしている。

②歴史

　17世紀初頭にフランス人やイギリス人が、

　インドや中国への交易路を探して、北米の

　大西洋岸を探検したことから、ヨーロッパ人

　の本格的なカナダ進出が始まった。彼ら

　の目的は豊かな漁場とビーバー、キツネ、

　クマなどの毛皮だった。英仏両国による

　植民地化が進むにつれて両国間で紛争

　が起こり、1759年にフランス領であった

　ケベック・シティが英国軍によって陥落し、

　パリ条約が結ばれた。その結果、フランス

　は北米の植民地を英国に割譲し、この地域

　から撤退した。しかし、英国統治下に入った

　6万5000人のフランス系住民は、自分たち

　の伝統、言語、文化を守るという意志を

　貫いたため、英国はケベック法（1774年）を

　制定し、ケペックにおけるフランス民法の適用

　と宗教・言語の自由を公認した。
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　1776年にアメリカ合衆国が独立すると、

　いわゆるロイヤリスト（王党派）と呼ばれる、

　英国王に忠誠を誓う英語系植民者が大勢

　カナダに逃れてきた。人口の増加に伴って、

　1791年にアッパー・カナダ（現在のオンタリオ

　州）とローワー・カナダ（同ケベック州）が創設

　され、それぞれ代議・統治制度を持つこと

　が認められた。1848年に2つのカナダは

　合併し、自らの責任政府をもつことが認め

　られた。さらに、成長著しい米国に併合

　される危険を避けるために、1867年の

　「英領北アメリカ法」の下にカナダ東部の

　植民地が統合され、連邦国家である自治領

　カナダが誕生した。その後も西部の英領

　植民地を合併し、徐々に版図を拡大させた。

　第一次世界大戦までの間、世界経済の

　繁栄を受けて経済が発展し、農業大国、

　工業大国として国家の基盤を確立した。

　第一次世界大戦で大きな役割を果たした

　ことから、国際連盟の中で英国とは別に

　独自の代表権を得るに至り、1931年に

　英議会で「ウエストミンスター条例」が可決

　されたことで、カナダは英国からの自治権

　を法的にも保障された。

　1982年に「英国領北アメリカ法」とその

　幾多の修正条項がひとつにまとめられて、

　「1867～1982年憲法法（ConstitUtion　Acts，

　1867～1982）」と改称され、連邦国家として

　の法体系が整備された。

（3）特徴

　①多文化主義

　　カナダは移民に対して、世界で最も寛容で

　　開放的な国であり、過去150年間に1，400

　　万人が移人している。第二次世界大戦

　　以前は、英国やアイルランド、あるいは

　　東欧諸国からの移民が大半だったが、

　　1945年以降、南欧やアジ7．南米、あるいは

CANADA＆BRITISH　COLUMB1A

　カリブ海地域からの移民が増え、カナダ

の多文化、人種モザイクはより多彩に

　なっている。

　複雑な民族構成を背景に、カナダは1988

　年に「カナダ多文化主義法」を制定し、

世界に先駆けて多文化政策を推進して

　いる。カナダの多文化政策は、自国の

民族と人種の多様性を認識し、尊重する

　ものであり、同化ではなく共存を指向

　している。経済、社会、文化、政治生活

　における平等の達成に向け、人種や民族

　的ルー’y．言語、宗教に関わらず、全て

　の国民が完全に参画できる、より包括的

　な社会の構築を目指している。

②人権尊重

　「国連人権宣言」はカナダの「権利と

　自由の憲章」をべ一スにしており、国連

　人権プログラムの初代局長をカナダ人

　のジョン・ハンフリー教授が務めるなど、

　カナダは国民の権利を保障することに

　おいて、世界をリードしている国である。

　カナダでは、男女平等の確立、個人と

　民族グループの権利の増進を重視して

　おり、「権利と自由の憲章」（1982年制定）

　によって以下のような国民の権利が保障

　されている。

　・表現の自由

　・民主的権利

　・国内の何処にでも住居を定め、働く

　　ことのできる権利

　・犯罪被告の法的権利

　・先住民の権利

　・男女平等を含む平等の権利

　・いずれかの公用語を使う権利

　・フランス語または英語の少数派が彼ら

　　の言語で教育を受ける権利

　・カナダの多文化遺産の保護
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2．ブリティッシュコロンビア州

（1）概要

　ブリティッシュコロンビア州（以下BC州）は

　カナダの太平洋岸に位置し、日本の総面

　積の約2．5倍にあたる94万7800kmiの面積

　を有するe州都はバンクーバー島南端に

　位置するビクトリア市である。総人口は

　約400万人で、日本で言えば大きめの県

　くらいの人口規模を持つ。民族数は190強

　　イ
　　　　　　ブリンス・ジョージ●

と多彩で、英国系に次いで中国系が多い。

先住民は人口の約4％である。

BC州の産業は豊富な天然資源に支えられ

ている。州面積の56％を森林が占め、木材、

製紙などの製造が盛んである。また、鉱業

も盛んで、銅、金、亜鉛を産出するほか、

石炭、石油、天然ガスなどエネルギー資源

も産出する。

　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　ウZルズ・グレイ㌔

ビクト已▲一ラ：・竺』＿a

　1㌔、、”、
　　　　　　了”＼、一、．

　　　　　／

牒　／
　　　／

　　／

　　〈A

今回訪問した都市の概要は次のとおりである。

・ ビクトリア市

　人口約30万人。19世紀までは港湾都市として栄え、カナダ最大の都市だった。現在は、

　英国調の落ち着いた街並みと温暖な気候で、観光都市として栄えている。

・ バンクーバー市

　人口約200万人のカナダ第3の都市。大陸横断鉄道の終着駅として発展した。鉄道建設に

　従事した中国人が定住し、北米第2の規模の中華街があるなど多様な文化が混在する。

・ ケローナ市

　人口約20万人。なだらかな丘陵に囲まれた自然の美しい地方都市。内陸性気候のため

　良質のブドウが採れ、郊外には多くのワイナリーがある。
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CANADA＆BRITISH　COLUMBIA

（2）歴史

　最初にカナダ太’ド洋岸に進出したのは

　　スベインで」774年のことて’ある　ブリテtッシュ

　コロンビア地域の領有権は、’lfl初、スヘインと

　ロシアの間で争われた　スヘインはメキシコ

　からバンクーバー島まて’の北米人陸人’r洋

　岸の領Wを主張し、ロシアもアラスカから

　サンフランシスコまでの領有をi：張していた

　1778年に英国のキャブテン・ジェームズ・

　　ク．汐が、初めてこの地域を地図にii己載した

　1791年にスベインの探検家、ホセ・マライア・

　ナルバエスが海路を開き、翌1792年の

　6月に、英国のキャブ．テン・ジ1一ジ・パン

　　クーバーがバラード人II：を兄つけ、英1日の

　　太平洋岸進出が始まった．その後、スペイン

　のJJは弱くなり、イギリスがこの地域を

　　支配した　1843fFに最初の定住入植地が

今目のビクトリアに設置された

1857年、フレーザー川．ド流で金が発兄

され、アメリカ人を中心に何万人もの人々

がこの地域に人挙してやってきた　法

と秩序を∵1：るため、英川政府は翌年に

フ． リテfッシュコロンピアを英領植民地

と宣，．言した．狂乱のゴールドラッシュが

終わった1866rP、バンクーバー島の植民地

はプリティッシュコロンビアの植民地に

併合された　この植民地は、北米大陸の

他の英川植民地と山岳地帯を隔て何T’

キロも離れていた、太’1勺羊岸とカナダの

他地域の問に鉄道けナデfアンハシフィック

レールウ．T．イ｝を敷くという約束を得て、

フ’リティ．ノシコ．コロンビアは、1871年に

カナダ自治領に参加し、連ナ1；国家の一損

となった．
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3．カナダにおける先住民の歴史と現状

3．1　先住民の概要

先住民はカナダ全体で約80万人おり、これは総人口のほぼ3％にあたる。カナダの「権利と自由

の憲章」では、先住民を以下の3つのグループに区分している。

・ インディアン（lndian）

　広く先住民を意味する，，多様な民族があり、言語や習慣が異なる，

・ メティス〔Me’tis）

　先住民とヨーロッパ人の両方を祖先とする人々．．

・ イヌイット（｜nuit）

　北極地方に住む人々。ブリティッシュコロンビア州（BC州）には少ない。

カナダの先住民は、今から1～3万年前にアジア

からアメリカ大陸へ渡ってきたのが始まりと

されている。その後さまざまな民族が生活様式

や言語、文化を発展させ、風土に適した生活

を営んできた。

インディアンは多くの部族に分かれ、各地で

大きく異なっだ仁活や文化を生み出した。また、

北極の狩猟民イヌイットは、現在のアラスカから

グリーンランドにかけて多くの小グループと

して散在していたが、のちにカナダにも南下

してきた民族である。

ヨーロッパ人がカナダへの移住を始めたのは

1600年代初頭だが、最初の人植者である

フランス系の人々は、貴重な毛皮を運んで来る

先住民と協力・友好関係を結び、先住民も

彼らが定住し新しい環境に慣れるための手助け

をするなど、良好な関係を築いていたtこの

時期に白人移民と先住民の混血であるメティス

が生まれた、

3．2悲しい歴史

イギリスが北米大陸の大半を統治するように

なったのは1760年のことである。その3年後

に政府は先住民に対して、彼らを保護し各種

のサービスを提供すると約束したが、実際に

は保留地（reserve）と呼ばれる狭い．上地に

閉じ込めたのである。1876年、新生カナダ政府

が最初の「インディアン法」を制定した。先住民

として認められるための条件を規定し、保留地

の外への移住を規制し、子どもに教育を受け

させる期間と場所を限定し、先住民の参政権

を認めなかった。そして先住民を西欧社会に

1司化させる政策がとられた。

1894年に、先住民の子どものための施設

「レジデンシャルスクール」が建てられ、子ども

たちは強制的に家族から引き離され、施設で

集団生活することを強いられた。そのEl的は、

先住民の子どもたちを西欧社会から見るところ

の‘野蛮入’から’文明人’に変えていくことで

あった。’r・どもたちは家族から引き離された

上、見知らぬ人々の監視の下で生活様式を

変えられ、白分の民族の言葉も禁止され、

英語・フランス語の使用を強制された、祖先

が数千年もの時をかけて培い、継承してきた

伝統や文化は絶たれ、何より子どもたちは

「自分が誰であるのか」というアイデンティティ

さえも失ってしまった。

この政策は、1970年代まで約100年にわたり

行われたc
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3．3生じた問題

家族や故郷から無理やり引き離された先住民

の子どもたちは、父母の愛や、父の強さ、母の

優しさ、家族としての価値を知ることができない

まま育てられ、心に深い傷を負った。白人社会

から差別を受け、かといって先住民の社会に

戻ることもできず、アイデンティティの喪失に

苦しんだ。何世代もの間、先住民の社会は機能

不全な環境におかれ、複雑な問題や不利益を

抱えてきた。

祖先の文化を学べず、白人の文化にも適応で

きなかったことで、彼らは親になっても子どもを

育てられず、子どもたちも伝統的な子育てを

されることがなかった。そしてこの悲劇は現在

まで尾を引いている。

3．4現状

先住民が発言力を持つようになるのは、数千人

の先住Kが世界大戦に従軍したことで、戦後、

英語やカナダの社会習慣に通じ自治権意識を

もった新しい先住民指導者が誕生したことに

よる。

1982年カナダ憲法に加えられた「権利と自由の

憲章」は、彼らに先住民とLT（の権利と、結ばれて

きた条約の権利の存在を明記した。

今日のカナダでは、先住民族とカナダ政府

両方に有益な法律と条約を制定し、それを

尊重している。先住民は、他のカナダ市民と

同じ権利と自由を享有し、同じ公的サービス

を受けられるほか、先住権や条約権を持つ

ので輪市民権十aであることから「シティズン・

プラス」と言われている。

カナダの先住民たちはこれまで、彼らの文化

と権利を守る努力を続けてきた。現在では、

先住民の多くの団体や機関がカナダ政府と

協力して活発な活動を行っており、学校等の

教育の場やコミュニティの場で彼らが社会的、

経済的、政治的、文化的に向上するための

努力を続けている。カナダの政府・国民も

同様に先住民との関係向上のために尽力して

いる。

また、BC州の児童福祉においても、関係機関

に先住民の人を積極的に採用するなどして、

先住民の子どもたちのケアを先住民自らが

行えるよう、改革に取り組んでいる。

（参考資料：カナダ大使館　広報誌）
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ブリティッシュコロンビア州施設訪問記

1．ブリティッシュコロンビア州に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おける子ども・家庭福祉行政

1
子ども家庭開発省
Ministry　of　Children＆Family．　Development

ブリティッシュコロンビア州（以「ドBC州）に

おけるfどもと家庭福祉は子ども家庭開発省が

担当している，大臣のドに7部門を擁し、州の

政策やサービス基準の確立、サービスの施行、

各種システムの実務管理、コミュニティとの連携

関係の維持・向上などt｛祉全般を担’ηしている．．

BC州の子ども家庭福祉は従来の中央集権的な

サービスからコミュニティの力を活用した地域

分権的なサービスへと、まさに移行期のさなかで、

しかも政権交代や国家財政の再建政策による

福祉予算の削減もあり、われわれが訪問した

段階では計画と実践の乖離も見られた、

しかし、r一どもと家庭を基軸にしてコミュニティに

パワーシフトしてゆく福祉の考え方には力強さが

感じられ今後の動向に大きな期待感を感じた、

今回は7部門のうちわれわれが研修した了どもと

家庭の福祉に直接関係する、i’ども家庭開発

サービス変革部、先住民・移行サービス部、

州内サービス部の3部門を中心に報告する．

Ll子ども家庭開発省組織図

Φ子一」一
②「先住爵・蓼行杜一ピ瓢

一

　　　　　一一②・納サーピ鳩　一一一一．一

．

．4子どものケア・特別ニーズの子ども・早期児童教育郵

、ξ運営サービス部

；6’業務執行部

11支所

タコミュニティ・リビング・サービス部
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1．2　各部門の主な任務

（1）子ども家庭開発サービス変革部

　家庭開発支援及び強化サービス、児童養護、

　入所・里親ケァ児童長期支援1｝1画、後見人・

　養子縁組、子ども家庭開発品質保証等

（2）先住民・移行サービス部

　先住民族へのサービス計画と実施、地域

　団体と州政府とで結ばれた実施事項の推進

　と履行契約の励行、先住民問題に関する

　州政府他省庁との連携等

（3）州内サービス部

　青少年鑑別所、触法少年サービス、子ども・

　青少年メンタルヘルス、メープル（r・ども・

　青少年メンタルヘルス施設）管理、青少年

　犯罪、ユースサービス

（4）子どものケア・特別ニーズの子ども・早期

　児童教育部

　親教育・児童育成を含む早期児童教育

　プログラム立案とサービス、子どものケア、

　自閉症を含む特別ニーズの子ども・ユース

　支援、看護サボートサービス等

（5）運営サービス部

　サービス計画と履行計画の承認、責任保証、

　予算編成、財務管理、資産管理、規則遵守

　監査、危機管理、各種契約管理、電r情報

　管理等

（6）業務執行部

　戦略人事〔公共事業機関との連携）、人材

　育成、省全体の政策立案、法務・訴訟への

　対応、省内部のコミュニケーション調整等

（7）コミュニティ・リビング・サービス部

　コミュニティ自治への移管、州コミュニティ

　リビング（CLBC）CEOの任命、．子どもコミュ

　ニティ・リビング・サービスの運営、大人コミュ

　ニティ・リビング・サービスの運営、r一ども・

　青少年特別ニーズプログラムの作成推進等

2．子ども家庭開発サービス変革部
　　　Ministry　l）f　Children＆Family　Deve！opment　Service

　　　Transformation　Division　I

2．1　州政府の位置付け
▲シーベン氏による講義

カナダは連邦政府と州政府の二重構造で、

この二つには明確な役割分担があり、その

役割は「Constitution　ActJに明記されている、

連邦政府は国防・外交・国家予算など国家に

関わる※務、州政府は健康・保健・教育・社会

政策等n常業務に関わる業務を担当する、

連邦政府は各州に1”算提供だけを行い、

立法・行政は全て州政府が実行するBC州で

はr一ども・家庭i福祉の分野をr・ども家庭開発省

が担当しているが、サービス変革部がその中心的

な役割を担っている。
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2．2　BC州の児童福祉に関する法律

BC州の児童福祉は「子ども・家庭および地域

サービス法（Child．　Farnily　and　Commmity

Service　Act）」に基づいて行われる。

1900年代前半にこの法律の原型となるものが

できたが、当初ば「家のない子どもたち」、「学校

に行かない子どもたち」、「養育能力に欠ける

親を持つ子どもたち」などを対象としていた。

その後時代とともに内容は変わり、現在は国や

州を作る基礎は家庭であり、子育ては家庭が

第一であって政府の関与は限られている。児童

福祉に関する法律は、この限られている部分に

例外を設けており、いわゆる「どう介入するか」

が定められている。

主な内容としては、サポートサーピスについて、

児童養護サービスについて、ケアにいる子どもの

後見人についてなどの法的な権限が示されて

おり、他に右記のようなことについても規定されて

いる。

①子どもが保護されるべき状況（第13条）

　子どもが以下のような状況にある時は、保護

　されなければならないc

　・虐待（身体的、性的、ネグレクト、心理的）

　・性的搾取

　’健康や健全な発育が損なわれる

　・適した環境が提供されない

　・安全が脅かされる

　・親の死亡

②通告の義務（第14条）

　BC州に住んでいる全ての人は、もし子ども

　が危険な状態にあると思った場合、あるいは

　感じた場合は、必ず児童福祉の担当者に

　連絡する義務がある。通告の義務を怠ると、

　6ヵ月の禁固刑や罰金上限1万CA＄（94万円）

　が課せられる。

2．3推進体制

2001年、州政府は「地域のニーズに適応した

サービスができる」として、児童福祉に関して

政府主導型からコミュニティ主導型へ移行

するという方針を出した。

その際、11の地域で行っていたサービスを

5地区に再編成し、業務執行体制も次のよう

に変更している。

まず、大臣（首相が指名）が6人のディレクター

（ソーシャルワーカーの有資格者）を指名。その

うちの5人が5つのエリアを担当し、残る1人が

大臣のアシスタントとして州全体を調整する。

働くスタッフを指名することができ、現在州全体で

1，100人のスタッフ（公務員）が活動している。

さらに、別途に民間への委託があり、政府は現

在福祉事業の約75％を民間に委託している。

因みに、2003年度子ども家庭開発省の年間

予算は約14．5億CA＄（1，363億円）、2004年度は

13．8億CA＄（1．297億円）である。政府は財政

再建中であり、予算削減の影響が児童福祉

にも及んでいる。
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2．4　サービス活動の現状

（1）サポートサービス

　①サービス内容

　　・ソーシャルワーカーが家庭訪問し、家庭状況を改善するためのサポート

　　・ファミり一センターを設置し、家族がいろいろなサービスを受けられるようにする

　　・子どもに身の危険がある時には、政府が介人して安全を確保する

　　・子どもが家庭から引き離された場合は子どもの後見人になる

②対応方法（手順）

相殿受付（ソーシャルワーカー）

コンピューター情報確認（過去の相談記録の有無）

（緊　急）

　　　　　　調　査

（親・子ども・兄弟・親族・教師・医者等）
即座にケア対応

「≡〔一一＾●一一⇔一¶，一一←一一←一一一＾f－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1
t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

，　この間に、観とソーシャルワーカーの仲介担当者は「ファミリーカンファレンス」を開き、　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

；　親や親族に子どものケアプランや予算について説明、サービスについて親からの要求を　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

1　聞くなどし、その親子に必要なサービスを提供する。　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
L　また観の了解を得られずにケアに入れる場合は子どもを引き田した後、7日以内に法廷に　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　持ち込まれる。裁判には、州政府の弁固士、親の弁護±、時には子どもの弁題士も出廷　I
t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ

t　して、子どもをケアに入れるのか家庭に戻すのかを最終田整する。　　　　　　　　　　1
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

L－一＿＿＿一＿＿＿一＿＿一＿一一＿一一＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿一一＿一＿＿＿＿＿＾＿一香←，←，，，，一＿＿＿一＿」

（2）里親サービス

　　カナダには大舎制の施設はなく、グループ

　　ホームに近い形でのケアも減ってきている。

　従って、ケアに人る子どもの大部分は里親

　委託される。里親は4段階のレベルに分け

　　られ、預かる子どもは養護のみを必要と

　する子どもから、ADHDなどの問題を抱え

　ている子どもまでおり、子どもの難易度に応

　　じて政府からの委託金の支給額も違ってくる。

　　（里親サービスについては里親協会連合の

　項で別途案内）

（3）特別施設

　　子どもに問題行動があり、里親ではケア

　できない子どもや特別な保護を必要と

　する子どものためのケア施設で、ベッド

　助成金施設、グループホーム、集中子ども

　　ケア施設などである。これらのサービスは、

　非営利団体や民間機関または個人で運営

　　されている。
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2．5　児童福祉改革の進捗状況

改革前に比べ、現在ケアにいる子どもの数はBC州全体で9，582人（その内約4割は先住民の子ども）

から9，（脱人へと496人減少している。

また、子ども家庭開発省が抱えているケースは7，726人から7，266人へと460人減少している。

これらの減少要因としては、「5地区に再編成し、専門家を配置したことできめ細かいケアが出来て

いる」、「予算が有効活用されている」、「メディアによる好影響」などがあるとのことである。

具体的には、

　①親あるいは親族が子どものケア計画に参加することにより、以前よりよいケア計画が立てられ、

　　積極的にケアに参加することで高い効果が得られた。

　②親族がケアに参加し子どもを見ていくことで、ケアに人ってくる子どもの数が減り、予算の有効

　　活用が図られた。

　③政府から委託されている機関の間で、政府からの予算をいかに効率よく使うかというネットワーク

　　ができ、そこで里親が予算的な意味も含めて再評価されるようになり、成果が上がった。

　　しかし、’方ではケアシステムが構造的に変わったためそのシステム変更と予算面の課題、

　　ケアワーカーが変化に追いつけない、調停者との信頼感の希薄化等の問題も出ている。

2．6　今後の課題

①親族が子どもを引き受けた場合でも、里親と同じように予算措置をするような柔軟な対応。

②先住民のコミュニティで先住民の子どもを育てられる指導者の育成。

③ケアにいる子どものサービス改善につなげるための、連邦政府との連携。

④サービスの改革を推進するための継続的な人材開発と育成、

3 先住民・移行サービス部
Ministry　of　Children＆Family　Development　Service　Transformation　Division　9

3．1概要

子ども家庭開発省の中で、特に先住民の

子どもと家庭に対する福祉改革を進めている

部門である。

サービスを行う機関は、地域ごとにオフィスを

構えた出先機関と政府から権限を委譲された

民間機関の2通りあるが、それらの機関を

サボートするとともに、先住民に対するサービス

の政策・基準を決める。

BC州では先住民の子どもは先住民の

コミュニティ、あるいは家族が育てるのが良い

と考えられており、その能力を高めるために

各種サポートを行っている。

】9



VICTORIA

3．2　先住民の現状

BC州の人口は約400万人で、そのうち先住民の

占める割合は4％である。しかしケアにいる子

どものうちの約4割を先住民の子どもが占めて

いる。また、統計的には先住民の家庭の27％

がシングルファミリーであり、母子家庭の40％は

年間所得がL2万CA＄に満たない（一般家庭

では平均2．8～3万CA＄）。先住民の子ども

の約52％が貧困ライン以下の所得の家庭で

生活しており、社会的・経済的におかれた立場は

非常に悪く不利な状況である。一方、先住民

の子育ては伝統的にコミュニティ全体で行って

いる。

3．3先住民への権限委譲

州政府が提供しなければならないサービスの

内容は法律によって規定されており、先住民の

リーダーとBC州の間で同意書を交わしているr．

その内容は、権限を委譲された先住民の機関

は法律で定められたサービスを先住民に提供

しなければならない、というものである。

現在、BC州全体で権限を委譲された先住民の

民間機関は20あり、うち2つは都市部で活動

している。

サービスの提供に関しては、　20の中の7機関は

ファミリーサポートだけでなく、子どもの保護

まですべてのサービスを行っている。残り

の13機関は一部の限られたサービスだけを

提供しているが、順次トレーニングを行い、

すべてのサービスが提供できるような機関に

成長させていく。また更に、新たに7つの民間

機関が権限委譲を受ける準備を進めている。

現在、200ある先住民のコミュニティのうち131

が、権限を委譲された民間機関からサービスを

受けており、残り69は先住民の機関ではなく

BC州（政府）の児童福祉機関からサービスを

受けている。

3．4　具体的活動

（1）子ども家庭開発省の戦略

　先住民の機関およびコミュニティに権限を委譲し、彼らが自分たちの力で進められるように能力

　の向上を図っているc

　　①自らが自分たちの一f一どもの面倒を見られるようなエージェントを育成する。

　　②先住民のコミュニティが、政府と同様の権限をもとに独自でサービスの企画や運営

　　　ができる能力を身につける。

　　③活動に必要な予算を政府が提供し、先住民の機関が独自に必要に応じて予算配分をする。

　　④州政府で働く職員に多くの先住民を採用し、長期的に働いてもらう。

（2）先住民が独自に行うサービスの内容

①予防

②保護

③保育所、ディケア

④早期児童教育

⑤メンタルヘルス

⑥ユースジャスティス

⑦後見人

⑧ファミリーサポート
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4 州内サービス部
Ministry　of　Children＆Fainily　Development　Divisional　Operations　and

Support＆Director．　Migrant　Services，　Provincial　Service　Division

4．1概要

子ども家庭開発省州内サービス部のビクトリア地区出先機関。青少年の閉鎖施設やメンタル

ヘルス施設、聾唖者へのプログラム、難民の青少年の対応など幅広いサービスを政府の立場

から提供し、監督している。

4．2組織

9つの部門に分かれて、各担当者がサービスを

提供している。BC州における青少年の特殊な

施設を運営、管理している。

（f）閉鎖施設に関する部門

　現在州内には3カ所の閉鎖施設がある。

　以前は9カ所あったが、対象者の減少に

　伴い次第に減ってきた。対象は12～18歳

　未満。しかし、問題の内容によって裁判官

　が必要と認めた場合は、12歳以下でも入所

　することもある。総スタッフは380人t

（2）触法少年に関する部門

　触法少年には州内に多く存在している触法

　クリニックで精神鑑定を行っている、．また

　閉鎖施設や開放施設に人所している触法

　少年に対しては、施設内の触法クリニック

　で精神鑑定を行っている。総スタッフは

　6人、．

（3）メープルに関する部門

　メープル（Maples）と呼ばれる、子どもの

　精神疾患専門治療施設である。

　バンクーバー郊外のバーナビー地区にある

　人所型施設で、定員は40名。心理アセス

　メント期間が30日あり、アセスメント結果に

　基づいて個々に応じた処遇プログラムが

　立てられる。平均入所期樹は6～7ヵ月で

　ある。そこで生活している子どもはかなり

　症状が重い子どもたちばかりであるが通所

　してくる子どももいる。

　働いている職員は精神科医、カウンセラー、

　ケースワーカーで、チームを組んで地域にも

　出かけて行き、診断や治療も行っている。

　子どもの精神疾患については、普通の病院

　では対応しきれないという理由でつくら

　れた。スタッフは（調理員や清掃員を含み）

　139人。

（4｝聾唖、難聴の人に関する部門

　パーナピーの高校で聾唖や難聴の人に

　特別なプログラムを提供している。

　寄宿舎もあり、遠方からでもこの学校に

　通ってきてサービスを受けることができる。

　聾唖の子どもを持つ保護者に手話を教え

　るなど、条件に応じた保護者へのサボ．一ト

　サービスもある。総スタッフは29人c

（5）財務に関する部門

　財政を担当しており、スタッフは4人。

（6）難民に関する部門

　難民のうち、青少年はこの部門が対応し、

　カナダ国籍の青少年と同様の支援が提供

　される。難民のいろいろな言語や文化に

　対応できる人に協力を仰いでいる。弁護士

　を付けて難民申請を行い、場合によっては

　里親やグループホーム、施設への生活を

　提供する。

　過去5年閤で38力国の子どもたちが難民

　として人国しているが、現在は1ヵ月におよそ

　6人の難民が入国。スタッフは2人。
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雛民への対応に関しては過去に起きた事件を教訓にしている。

中国のフーシンというところから4つのボートに400人が乗り込み違法入国してきたcその中に親が

伴っていない子ども（18歳未満）が130人いた。

この子どもたちに対Lr、子ども担当省が雛民申請を行い、30人は里親やグループホーム、施殴などで

生活をさせケアをしていた。

ところが、それ以外の子どもたちに関しては、1年経っても難民申賭が受理されず（6人のみ受理）、

いつのまにか多くの子どもたちは他国（主に米国）へ渡ったのか、行方がわからなくなってしまった。

この経験（反省）を踏まえて、雛民に関する専門部門が設けられた。

（7）子どもと青少年のメンタルヘルスに

　関する部門

　BC州では4万人がメンタルヘルスの

　治療を必要としている。州政府としても力

　をいれている分野で、スタッフは8人。

　①メンタルヘルスプラン

　　　BC州の子ども家庭開発省が作った

　　　カナダで初めてのメンタルヘルス

　　に関する子ども専用のプログラムを

　　学校・病院・施設では3年間で導入実施

　　する計画である。

▲Child　and　You愉Menta田ealth　Plan

②いじめへの対応

　BC州ではここ2～3年学校で、いじめや、

　からかいが火きな問題となっている。

　いじめにどのように対処し．たら

　よいか、いじめる側の気持ちはどうなの

　か、「フレンズ」というパンフレットを学校

　現場などに配布して参考にしてもらって

いる。「決して隠さないこと」が大事な

共通姿勢である。

▲FRIENDS

③マスメディアの利用

　私たちが訪問した日の前nに、子どもの

　問題（10代の子どもの自殺）を扱った

　番組を放映して一般の人たちに問題

　提起した。今後もう1本放映を予定して

　いる、とのことだったtt

④予防と研究

　ブリティッシュコロンビア大学医学部の

　専門機関で多くの研究がなされており、

　ウェプサイトで内容も知ることができる。

　保護者へのメンタルヘルスも研究し、実施

　れている。

22



（8）青少年の法廷に関する部門

　BC州内を4地域に分けてスタッフを配置

　している。スタッフは109人。

（9）青少年の安全に関する部門

　2005年3月、青少年の安全に関してBC州

　の法律が改正される予定。

ストリートチルドレンや性的搾取にさらされて

いる子どもたちなど危険な環境にいる子どもに

対して、警察が72時間安全な施設で保護できる

ようにする法律である。ベッド数が4床ある避難

施設が5ヵ所用意されることになっている。

スタッフは4人。

所感

今回カナダの福祉を勉強して感じたことは、

「子どもの安全」を第一・に考え、福祉政策

を行おうとする、それぞれの福祉スタッフ

のプロ意識だった。

政権が変わり、予算削減を伴って考え

出された政策の中でゼロからのスタート

だった。法律を見ても子どもを守るための

内容が示されており、国民全体に子どもを

守る義務があった。それに比べて日本では、

日々子どもに関する残念な報道が流れる。

通告の義務にカナダは罰金刑や禁固刑が

あるが、これは事件を未然に防ぐことにも

「過去において先住民との関係がうまく

いかなかった」と歴史の事実を受けとめ、

その上で改革を進める姿勢はすばらしい

と思った。過去の過ちを認めることはとても

勇気がいるs

改革を進めるとき、なぜそれをする必要が

つながる。わが国では子どもの人権より

親の人権が守られている傾向にあり、子ども

が虐待されたにもかかわらず、施設に入所

するのは子どもで、悪いことをした親には

あまり厳しい刑罰はない。

現在、日本も変革の時期に来ているが、

われわれ子どもにかかわる仕事をしている

スタッフを先頭に、「子どものことを第一に」

と地域への呼びかけや意識改革を行わなく

てはならない。

あるのかを考えると、かつての過ちにたどり

着くのではないかと思う。過去に縛られる

のではなく前に進むために受け入れる

気持ちを持ちたい．

o△6666で6M（～ピ～b66《s6略略叡～、～叡～666・66666066・6ピ～65ぷ～66t～叡～望～6t～666666

恒へ’ct’な副

象カナダのある施設に訪問したとき、一人

象の少女が近づいてきた、カナダに来て

き久しぶりの子どもとの会話にとても興奮し
6
g“こまっちゃん”は、少女に3つのことばを

象教えた。まずは、「こんにちは」、次に大阪

‡出身の仲問のために「おおきに」、そして

秋田出身の私としてはカナダの大地に

響き渡る「おおきに一」がうらやましくなり、

「へ・ば・な」を教えた。すると、本場の

フランス語？の発音で「フェ・バゥナ・ナァ」と

微笑みながら連呼していた少女であった。

　　　　　　　　　　　〔こまっちゃん）6．

CSals6t～＆～ピ～066やa566666666・u～tso6s6666娯◇6c・6⑥b6666666《～ぷ～66’6666666
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所感

カナダでは触法少年の場合、連邦政府の

「You由Criminal　Justice　Act」に基づいて

裁かれるが、子どもが施設に人所すると

fども家庭開発省の管轄となり、実務は

州政府が担当するので、情報が一本化

しやすく行政の施策の無駄が省かれる。

また、閉鎖施設が減少傾向にあるという

ことは、子どもの問題の深刻化、複雑化、

非行内容の凶悪化の現状からは・見

相反するようであるが、対象がfどもで

あることをまず最初に念頭において処遇

を考え、家族との関係性の重視、地域

社会で支えていく指針を打ち出して各施策

を推進しているので、施設の減少に

つながっていることもうなずける。子ども

の問題を家族の問題と捉えて家族支援の

プログラムが多く作成されている．里親

の数、支援サービスの幅広さ、職員数の

多さ、ボランティアの普及、人権意識の高さ

など、どれをとっても地域に根ざした支援

が可能な、人的資源の多さにつながって

おり感心するのみである．情緒障害児

短期治療施設1つとっても日本とは職員数

が一・桁違う実状に聞いていたメンバーも

驚きの声をあげていた、

また、メンタルヘルスの研究を推進して

いることは大いに参考にしたい，大学が

臨床・研究を深め、それを現場と速携

しながら実施に役立てている、近年日本

でも児童の精神領域の研究はかなり進歩

しているが、まだ一一般化している状況では

ないと思う、司法関係、福祉関係、教育

関係それぞれの領域で研究や施策が

進められているので共有化していくこと

が必要とされる．

難民に対してのプログラムは移民の多い

VICTORIA

多民族国家ならではと思われる。難民の

子どもに対してもカナダの子どもと「司じ

ようにすぐに対応がなされていると

聞いた、懐の大きさを感じた，

それにしても13歳からは医療に関して

子どもが自分の意思で治療を選ぶことが

でき、16歳になると家を出ることも白分の

意志で実行することができることが、当然

の権利として社会に認めてられている

ことなど驚いた。大人同様の扱いをして

いる。日本でも中学校を卒業すれば立派

な社会人であるが、その年齢の子ども

のうち、果たしてどのくらいの子どもが

大人としての精神面の成長や生活能力や

自立心を身につけているかというと

かなり少ないのではないだろうか、それだけ

子どもをいつまでもt1’やかす環境が家庭

にも社会にもあるような気がする，一・方

で社会福祉の先進国で、Ult界中でトップ

レベルの生活しやすい国との評価を得て

いるにもかかわらず、ストリートチルドレン

の問題や薬物体験者が青少年に高い率で

いること、青少年の白殺の増加やメンタル

ケアを多く必要としている実態などこの

国が抱えている複雑な一．’面も見た気がした。

　　　　　　　　　　　　　　（西浪）

⑲
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皿．BC州子ども家庭サービス連合（FCFS）
　　Federation　of　Chitd＆Family　Services　of　BC

▲連合代表のクレイグさんと

1．概要

1982年に開設され、プリテt・ソシュコロンビア州

似トBC州）の福祉’1‘業を｝fっている民間機関

を統合する機関　i”な役割はj／ども、許少年、

家庭に対して質の高いサービスを提供する

ことである

1980年代に政府は民1｛IIへの福祉・1喋委託を

始めたが、それぞれの機関から共通の問題点

や考え方が発生したため、それらの問題を

共有し、改善していくために出来たのがこの

サービス連合である　この連合には約100の

機関が参加しており、各機関の事業内容は

メンダルヘルス7ア、触法少年に対するケア、

女性へのサホーLr一どもへの‘棚教デr、身体

障害者（大人1へのケアなどである．そのほとんと．

は非営利団体であるが、なかには営利団体も

ある

政府は、本）k政府が行うべき福kl：事業の75％

を民問に．委託しているが、この連合はr一ども家庭

開発省ばかりではなく、他の省や連邦政府から

の委託を受ける場合もある

連合では加暇機関の現場の声を聞き、問題が

あれば州政府に改善を申請する役割を担って

いる．．しかし、州政府がその申請を受理しても、

必ずしも中請が通るわけではない．職L］は

2名、運営費はf卜間15JjCA＄（IAIO万1［1）で

加盟メンバーから拠出される　日本における

祉会福祉協議会の位1首づけに近いものと考え

られる
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2．活動内容

①経験や知識の共有

（メンバーとの定期的な会合開催、活動ネットワークの拡充、サービスの強化など）

②児童福祉研究に対するサポート

③メンバーの資質向．Lのための研修

④児竜福祉に関するニュースの配信

⑤ケアサービスの基準設定（決定）

［ケアサービスの基準について］

福祉事業を行う民間機関が州政府から権限を

委嘱されるためには、それぞれの事業に応じた

サービスが基準に達しているかどうかの「認定

制度」にパスしなければならない。

基準の一例としては、子どもを預かる期聞が

決まっているか、どのような手順でサービスが

進められるか等である。

また、メンバーとして最低限の質を維持する

ための基準も設けられている。

3．　加盟メンバー（機関）の紹介

今回われわれの研修に、FCFSの加盟機関の1つである「Child＆FanUly　Counselling　Association」

の代表からこの機関の事業内容について説明があったL．

3．1　機関（団体）名

　　　Chitd＆Family　Counselling　Association

3．2概要
　　　地域を基盤に子ども・青少年・家庭への指導や支援をする相談機関である，

（1）事業内容

　①ケアに入っている子どもへのサービス

　②家庭にいる子どもへのサボートサービス

　③精神的障害のあるfどもなどへのサービス

（2）対象地域と職員数

　①対象地域：BC州ビクトリアの一・部

　②職員数：カウンセラー55名、事務職員4名

（3）予算

　年悶予算は150万CA＄（1．4億円）tt子ども家庭開発省からの委託事業のみ請け負っており、

　予算は州政府より拠出されているr
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（4）サービスの流れ

州政府からの委託を受け、担当省と協力しながら現場調査に入る

緊急性：高 緊急性：低

一時保護

子どもの安全性を考え、家庭から引き珪した方が

良いと判断された場合、子どもは一時保護として

里親に預けられる

家庭でのサポート

スタッフが定期的にその家庭に入り、

子どもにどう接したらよいかを少しずつ

親に教えていく

家庭へ戻れず

ケアに入る
家庭に戻り、家庭支援へ

子ども自身が独立していくための技能

（スキル）を教えていく

※できる限り家庭へ戻す方向でのサポートがなされる。

※家庭へ再統合される割合はアメリ力西海岸では約20％といわれているが

BC州で1ま25％より高し、とのことである。　　　　　　　　　　　　　i

　

4 現状と現場の声

BC州の児童福祉を考える時に、忘れては

いけないのが先住民へのサービスである。

「先住民の子どもは、．先住民のコミュニティへ」

という政策がとられており、州政府は先住民に

対して良いケアをしていると思うが、彼らに

子どもを育てていく能力が備わっているか

どうかは問題となるところであるc

また、どこでも言われることだが、政権が

変わることにより政策・制度の変更があり、

福祉の現場にも大きな混乱をもたらしている。

州政府の発表ではケアが必要な子どもは数値

的には減っているが、それは、予算の削減に

よりケアに人りにくい状況になっているので

あって実際に数が減っているわけではない。

さらに現場から、政府は15歳以上の子どもには

関与したがらないという声も聞いた。ここBC州

で予算の削減により影響を受けた部門は、

児童養護と、身体障害者（大人）へのケアで、

逆に影響を受けなかったのは子どもの早期

教育、メンタルへ．ルス、触法少年に関する機関

の部門である。

また、BC州では中央集権から地方分権へ

政策転換を推進しているが、現場では人不足、

資金不足等で充分なケアに結びついていない

現状もあるようだ。
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．．一一 所感

ここ「． FCFS＿はfi［HE’5　tJ）　［｜のノi：　｛；1・の‘∬6多先

であったが、後日、連合メンバー機関を

数ヵ所訪問したこともあり、そこで少しずつ

全体像が認識できてきたように思う．

FCFSで「すごいな．！と感じた二とは、

ケアサービスの11曇準が政府との協定て’

決められていて、サービスの質が維持

されていることと、そのための具体的施．策

がとられていることであるttそれに加えて、

スタッフの義務として最低限実行しなければ

ならない基準も決められていた　自らを

振り返り、身の引き締まる思いがした．

後［バン7一バーにて訪問した「パンクー

バー先住民f’ども家庭ザービス協会一で

話されたく我々は、子どものために聞う

戦i：である〉という言葉の1つの裏付け

とも受け取れた

この連合をi‘i二ちヒげるに至一．）た経緯を

考えると、目的を持った民間の現場の声が

とても大切であり、声を発することからJk－　h一

する気持ちがWまれ、このような人きな

団体にも成りえている．そして、政府に

対して、ものを㍑える機関となっている

私たちもこのことを忘れてはいけないと

思う．

　　　　　　　　　　　　　　　（山II））
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皿．ビクトリア青少年院
　　Victoria　Youth　Custody　Center

▲ヒクトリア青少年院玄関

1．概要

1．1　青少年院とは

1体の「少年院」にあたる施設とバえる

2003年に、連邦政府が管轄するiii’少7卜（＝

ユース：12－18歳未満）を対象とする法律

が「．17少年の犯罪に係わる法律（Youth

criminal　Justice　Act）」に変わり、これに基

づいて運営されている

ブリテtソシュコロンビア州（以ドBC州）においては、

かつて9カ所このような施設があったが、州政府に

よる1”算削減や、触法少年が減少したことなど

から、現在は州内で3ヵ所となっている　しかし、

3カ所の施設はいずれも開放ユニットと閉鎖

ユニットの2つのユニットを備えているため、

施設数としては3ヵ所だが、実質的には6つの

施設の機能があるということになる

1．2　ビクトリア青少年院

今llll訪問したビクトリア1‘「少年院は、2002年に

完成したばかりの新しい施設で、最大60人

（現在ベッド数48）のユースを収容するbE　JJを

持っている

バンクーバー島全j或が管轄地域となっている

職員数は約100人　職員を養成する学校

（Justice　hnstitute　of　BC）で6週間のトレーニング

を受けた後、職員として勤務している
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（1）入所状況

　訪問時の在院人数は男女合わせて40人で、

　これは’ド均的な数字とのことであった．

　また．男女の割合は男子の方が多く、女子

　は少なければ1人、多くても7人程度である，

　ユースはすべて裁判所の決定により入所

　するが、その理由（触法行為）は不法侵人、

　窃盗、器物破損など物件に係わる犯罪が

　ほとんどである。しかし、少数ではあるが

　重大犯罪を犯す者もおり、訪問時は殺人罪

　（第3級）で人所している者が3人いた。

（2）施設・設備

　「開放」と「閉鎖」という2つのユニットがあるtt

　「開放ユニット」と聞くと、児童福祉施設の

　ように枠のない、いわば出人り自由の施設

　のような印象を受けるが、実際は、敷地全体

　の周囲には網状の高いフxンスがあり、

　そこには警報装置が備わっている。この

　フェンスに囲まれた敷地の中に、開放ユニット

　　と閉鎖ユニットが別棟で建てられており

　各プログラムも双方別々に行われている。

▲フェンスには3カ所同時に触れると警報が鳴る装置

　が付いている

VICTORIA

日課やプログラムに特に大きな違いはないが

開放ユニットは閉鎖ユニットに比べて自由度

が高く、施錠も少ない．閉鎖ユニットは開放

ユニットと比べると管理面が重視され、施錠

も多い．開放・閉鎖の選択と決定は裁判所

で行われるが、再犯を繰り返すほど閉鎖

ユニッ1・に人所する確率は高い，

▲開放ユニット内

　すべて個室で、消灯後は施錠する

（3）入所期間

　裁判所で人所が決定した場合、平均の

　人所期間は約6カ月である．．犯罪の程度に

　より10日ほどの短期入所もあるが、重大犯罪

　の場合は期間も長くなり、殺人を犯した

　ユースで43ヵ月在院しているケースもあった．

　（殺人や性的暴力、傷害などの重大犯罪を

　犯した場合は、14歳になると成人の法廷で

　裁かれる）

ここは日本の初等・中等少年院にあたると

思われる、

日本の場合、成人の法廷で裁かれるのは

原則的にt：　16歳からである（刑法の適用）
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2 入所から退所まで

2．1入所
入所するユースは、すでに裁判所の決定が

下されている場合と、まだ下されていない場合

がある。この点は、日本では鑑別所で調査・

鑑別を行い裁判所の決定後に入所するのとは

異なり、まず入所させてから30日を目処に決定を

出すという流れとなっているe

（1）ケースマネージメントへの参加

　ユースは、入所（あるいは決定）して数日

　のうちに自分のケースマネージメントに参加

　する。ケースマネージャーの他、ソーシャル

　ワーカー、施設の保護観察官、コミュニティ

　の保護観察官、施設の看護師などが参加

　し、施設内のケアやプログラムについて

　だけでなく、仮退所や退所後のことについ

　ても話し合う。

（2）オリエンテーションと規則

　オリエンテーション用の資料には、施設の

　概要・組織の次にまず「ユースの権利」が記

　されている。「カナダの権利と自由の憲章」

　および「青少年の犯罪に係わる法律」から

　具体的に14項目が掲載されている。

　資料にはそれ以降、日課、プログラム、

　規則、レベルシステムと続くが、さらに、

　喫煙、売店、面会・通信、私物、ケース

　マネージメン1・、再審、出廷、控訴、自分の

　ファイルへのアクセス、苦情解決、そして

　最後にプライバシー保護と、12ページに

　わたって細かく説明されており、これを

　もとにオリエンテーションが行われる。

　資料にあるだけでも20項目の規則があり、し

　てはいけない行為（暴力やいじめ、不適切

　な接触など）や、各プログラムに参加するこ

　と、食事をしっかり摂ることなどが示されて

　いる。

（3）レベルシステム

　すべてのユースに対してレベル1～4の段階

　があり、入所時はレベル1から始まる。生活

　態度によってレベルが決まるシステムと

　なっており、レベルによって1Hあたり支給さ

　れる金額（お小遣いのようなもの）や、

　売店・ゲームルーム使用の可否などに格差

　がある。細かいところでは部屋に持ち込める

　本や植木の数・種類まで詳細に決められて

　いる。

　また、同じレベルであっても、開放ユニット

　の方が閉鎖ユニットよりも条件が良くなって

　いる。

2．2　処遇・治療

（1）プログラムへの参加

　決定済みのユースは、すぐに施設内にある

　学校のプログラムに参加しなければならないe

　また、未決定のユースも30日を過ぎれば

　学校に行かなければいけないが、たいていは

　それまでに決定するか、または決定しなくて

　もある程度の見通しがついた時点で学校の

　プログラムに参加する。

　学校には教育省が採用する教員が配置さ

　れ、あらゆる教科を受け持ち、一斉授業では

なく個々のペースに合わせた授業を行って

いる。学校のプログラムの他にも、個々の

ユースに応じたプログラムが与えられる。

右紀の各プログラムやサービスは、学年や

在院期間で決まっているものではなく、個々

のケースやユースの希望により与えられる。

また、ユースの約半数は何らかの精神的

問題を抱えているため（例えば行為障害、

ADHD、薬物の常用など）、精神科医や

心理士、鑑別1：らが対応できる体制もある，
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（2）日課

　平日のU課は概ね以ドのとおりであるが、

　休日（上・fレ祭1．Dはプログラムがなく、

　テレビや映画鑑賞など自由時間σ）多い1．1課

　となっている，

▲整頓された調理室

【フログラムー覧】

（1）学校

（2）美術・工芸

（3）レクリェーション活動

　　（スポーツ・ゲームなど）

（4）木材工芸

（5）宗教

（6）職業指導

（7）自立・自活へのスキル

　　（金銭の管理、履歴書作成、衛生、

　　料理など）

（8）薬物・アルコールに関するカウンセリング

（9）心理診断

（10）先住民サービス

（11）臨時プログラム

　　（ダンス・写真・音楽など）

　（12）ボランティア

　（13）自由時間

　　（テレビ・ラジオ・音楽など）

パ14）：r．外出

　　　　（コミュニティの行事への参加など）

　　　乏．暴力防止カウンセリング

ix・（t4＞Mの、　Tli．は開放ユニットのみ、．2．．は閉鎖ユニットのみ

巡
Ai』

ぱ

’
W
π

訟
町

▲工作室の工具収納棚

〈例〉　開放ユニットの日課（月～金曜日）

8：30

9：00

10：20

10：50

12：10

13：00

14：30

14：45

15：15

16：05

16：45

17：30

て8：00

18：30

20：00

21：00

22：00

23：00

起床、着替え、洗面

掃除

朝食

プログラム．11

自分の部屋で休憩

プログラム．？

昼食

プログラム：：31

ユニットに帰る

特定のユースのみプログラム亘

余暇活動

プログラム①のユースが、ユニット

に帰り余暇活動に加わる

タ食

自分の部屋で休憩

部屋から出て自由時間

イブニングプログラム

ユニットに帰る

シャワー、テレビ

夜食、就寝準備

就寝

消灯

※閉鎖ユニットの日課についても概ね同様である
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2．3　仮退所と退所

決められた期間の3分の2が経過すると

仮退所し、保護観察となる　その際にはケース

マネージメントを実施し、fiiむ場所や就労、

過ごし方などについて話し合うほか、最終的な

退所後の方向性についても話し合う、

特に問題がなければ退ji斤となるが、仮退所中

に再び触法行為があれば、逮捕され連れ

戻される　明確な数字はないが再犯率は高く、

70％ぐらいあるのではないかとのことで

あった．1，iJじユースが何回も戻ってくるケース

も少なくないという，

．一 所感

咋今、日本では藪大犯罪の低年齢化が

問題となっており、まさに少年法改ll三（少年院

に人所可能な年齢の引きFlデ）についても

議論されているところである、

その賛否は別として、〔‘「少年院のような

いわば管理的、閉鎖的な収容施設に最少

で12歳（ll4：は14歳｝のILどもが人所する

ということや、14歳（同16歳）で大人と同じ

扱いを受けることがあることを考えると、

同じf’どもでも触法のr一どもへの取り扱い

は、日本もカナダもかなり厳しいことを実感

する＝重大犯罪に対する社会的感情として

はこれも当然なのかとも思える．

しかしながら、触法の子どもたちも、その

人1～は、∫占待や貧困、その他さまざまな

家庭的・環境的問題を多く抱えており、

そういった困難な状況が改善できない

まま非「．「や触法行為に走ってしまった

というtr　一スがほとんどである、

どんなj’・どもであっても、またどういう

施設であっても、rどもが対象である眼り、

1’育てる］ことを忘れてはいけないと感じた

▲マッシュフォードさんと

（河尻）
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］V．青少年アドボカシー事務所
　　　Office　for　Children　and　Youth　（Adovocacy　Office）

1．概要

1．1　アドボカシー事務所とは

t沙年アドボカシー事務所（以ドCYO）は

子どもの権利に基づいて、子どもへのサポート、

政府予算によって実施されている各栢活動の

監視やアドバイスをする機関である．プリティッシュ

コロンビア州（以ドBC州）政府からの予算で

行っている児童福祉の事業やプログラムに

ついて、そのサービスがff効であるか、適切で

あるか、必要なサービスが提供されているかに

焦点を当ててゆく

政府（関係省庁）やコミュニティのさまざまな

機関から全く独立した第二者機関で、法律

（Odice　for　Children　and　Youth　Act）でも

認められており、r・どもの擁護者として政府

に対し独自の提言を行う．ビクトリア市と

パンクーパーrliの2ヵ所に事務所を置き、計13名

のスタ・ソフで運営され、運営費は州］ち算から

f1澗210万CA＄（約2億円）が拠出されている
▲事務所の前で、スタッフのみなさんと

1．2理念

「この文明化された社会においては、子どもの

基本的な人権が認められる　そしてrどもが

大人へと成長していく過程において、家族、

コミコ．ニティ、政府からのサボートを受ける」と

掲げている

この理念の作成にあたり、CYO内部では人権を

国連了どもの権利条約だけに絞るのか、人権

という大きな枠で捉えるのかの議論があった

結果として、子どもといえどもひとりの人間で

あり、人権というK一きな見地からの権利ヒ体で

あるとの結論に達した・
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1．3　目標

〔UBC州’C体のコミ：、．ニテでが政府との効果的

　連携によって1・分なリソースと意思決定力

　を持てるようになること　その際、政府の

　果たすべき責任はサービスをコミュニティに

　しっかり提供することである

（2）先住民が自分たちの文化や必要性に合わせ

　て効果的にサービスを提供できるト分な

　リソースと能力、権限（自治権1を持つこと．

（3）里渓に委託されているt”どもは、　・般の

　子どもの’ド均からみて教育レベルが低く、

　健康も優れていない現秋がある．tこれらの

　状況が確実に向11するよう改善し、数値

　として測定できるものを使って結果を．検証

　すること

（4｝人権のひとつにある自由に表現する権利に

　基づき、rどもとその家族が自分にかかわる

　決定について発「「ができるように保障する

　こと、ただサービスを受けるだけではなく、

　子ども自身やその家族が栢極的にサービス

　に参加していく．

L4特徴
全てのCYOメンバーは批評家｝FFI”神を持・一）て

活動を点検し、分析し、再構築し、サービスを

積Mi的に改善するための触媒となる役割を

川っている，例えば、r一どもたちに対して直接

サービスを行っている現場は寓闘しているが、

日々の∫．1：’拍こは葛藤や政治的しがらみ、P算の

問題、実務の煩雑さなどがあるため、本来

向かうべき目標から焦点がずれていくことが

ある　CYOはそういうHls…に政府や現場と協ノJ

しながら、あくまで1． ］1・どものために」に焦点

をあて｛1：しい方向に戻す役割を果たしている
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2．活動内容

2．l　CYOが監視するサービスとその方法

（1）監視するサービス

　．①家庭支援、子どもの保護、養子縁組、里親

　②早期児童教育、発達に対するサービス

　③メンタルヘルス、薬物等の依存症への対応

　④触法少年へのサービス

　⑤自立援助

（2）活動方法

　13人のスタッフとアシスタントとがチームを組んで1対1面接、電話、インターネット、訪問という

　方法で監視する．

〔3）活動にあたっての考え方

　①子どもと青少年のために行っている各種団体や活動の融合促進

　②子どもたちの意見に耳を傾け、子どもたちの意見を最優先する

　③サービスをする1：でコミュニティとト分な話し合いを行う

　④サービス改善のためのワークショップの導人

　⑤実践のための情報収集と分析

2．2　国際フォーラムの開催

2004年11目に、子どもの健康をどう増進させ、

育むかについて話し合う国際フォーラムの開催

を計画している。国内の関係機関（連邦政府、

州政府の関係省庁、小児科医など｝と、外国

（イングランド、スウェーデン、アメリカ、ニュージー

ランドのマオリ族など）からも参加を予定して

いる。優れた取り組みを紹介し、会議の内容

を議会に提出する。

2．3　里親委託解除後の支援プログラム

CYOが企画する新しいプログラム。現制度では

里親委託をされていた子どもは、19歳になると

サービスを受けられなくなるが、なお課題を抱えて

いる子どもにとっては白立することが難しく、結果

としてストリートチルドレンになるケースがある．

このことについて、政府の政策担当者や児童

福祉の関係者、当事者（里親を出た子ども）が

集まり、現状の政策と現実のギャップを埋める

ために議論を行い、政府に提言をする．
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2．4先住民へのサポート

2002年、BC州政府は地域に権限委譲して、

先住民の子育てについては先住民で対応

できるようにした。先住民の若者の自殺に対応

するプログラムや、サービスを展開するときの

アセスメントプログラムを開発中であるe

現在、里親委託されている先住民の子どもの

7割強が先住民以外の里親のところで生活

しているため、先住民の文化に適応できる

2．5　アドボケート組織の支援

「バンクーパーユースビジョン」というストリート

チルドレンやホームレス（売春、アルコールや

薬物依存）のユースをサポートする組織を、

かつてケアを受けていた若者が立ち上げた。

政府が運営していた緊急シェルターを、利用する

子どもの数が少ないとの理由から突然閉鎖し

ように支援するプログラムも行っている。BC州の

先住民は約200コミュニティ（部族）あるが、

それぞれに異なった文化をもっており、部族

（村落）を大事なひとつの共同体とする価値観

がある。彼らはその子にとってのベストでは

なく、コミュニティ全体にとってのベストを考えて

子どもを育てていく。

新しいプログラムを開始した。しかし、現状に

見合った適切なものではなかったため、彼らは

テレビに出てシェルターの再開を訴え、政府

関係者との面会を求めた。政府が求めに応じ

なかったため、（WOは彼らを正式な組織と認め、

政府関係者と交渉できるようにサポートした。

2．6情報管理システム（ITを活用したデータ管理と情報の共有化）

CYO自らが1年半かけて開発したコンピューター

システム「サター」の紹介があった。CYOの活動

の記録、議事録、所見をファイルしている。

人力は各々の職員が行っており、CYOの職員

なら誰でもファイルを開くことができる。

お互いの情報の共有化が日的で、現在約3万

ファイル入っている。

このシステムの重要なポイントは、データの

人力・開示を通して、現在行っているサービス

が、与えられている任務・理念・目標に合致して

いるかどうかを確認できるようになっている

ところである。

所感

このような、独立した機関は日本には

まだない。第三者評価のようなシステムで

取り組んでいるが、権限、立場とも日本では

まだ曖味だ。日本で立ち遅れている分野

のひとつであり、施設で子どもと関わって

いて、日々痛感させられている。

日本との比較において人権意識の高いと

思われるカナダにあっても、進んでいる

分野のひとつであろう。子どもの権利条約

を批准しながら、当時国内法が一一切改正

されなかった日本と、子どもの人権をひとつ

の権利主体と捉えるカナダとの人権感覚の

圧倒的な差が具体的なサービスの差に

なって表れている。

　　　　　　　　　　　　　　（小倉）
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V．オンブズマン事務所
　　　Office　of　the　Ombudsman

1．概要

設立時期は肪年前（197）年）の金曜日，州政府

など公の機関からサービスを受けている人や、

その他のさまざまな機関や団体に関わる人から

の苦情全般を受付け、調査を行い、改善勧告

を行う。どこの団体にも属さない全く独立した

第三者機関である、，

子どもに関する苦情については、例えば子ども

家庭開発省のサービスが公平さを欠いてるとの

結論が出されれば、解決するように政府に勧告

を出すことができる。ただし、アドボカシー

事務所とは違い子どもの代弁はしない。

2．組織

スタッフ総数は32名。そのうち調査官が12名、

その他にインテーク担当者、事務担当者、

コンピューターシステム担当者がいる．

かつては調査官だけで32名、6チームが編成

されていた時期もあったが、政府の予算削減、

及び子どもにかかわる団体の対応能力が

上がったことなどにより、現在は2チームに縮小

された。　　　　　　　　　　　　　’

（1）福祉関係への対応チーム

福祉、健康、保険全般の苦惜を扱い、児童福祉

では病院、学校、触法少年の施設、里親での

ケアにおける子どもに関する苦情、メンタルヘルス

サービス、後見人サービスを受けている子ども

を対象として、その子どもや子どもに関わる

すべての人からの苦情を処理。　　　．

（2）さまざまな団体への対応チーム

労働団体（漁業・林業・鉱業など資源を扱う

産業）の倫理や活動の規定、保障問題などを

対象とし、それらに関わるすべての人からの

苦情を処理している，

3．活動内容

3．1　苦情の受付け、処理

この事務所の苦情受付総数は、年間10，000～

12，000f1Fで、そのうち4分の1は実際に調査官が

苦情処理を行うt最近の子どもに関する苫情で

最も多いのは、いわゆる生活保護を受けて

いる低所得者層の親からの苦情で、政府から

の生活保護費が届かず、r・どもがいるのに

十分な生活が行えないというものである。

苦情があった場合、オンブズマン事務所は

そのすべてにすぐ対応するのではなく、まず

各機関や団体にある苦情処理基準での対応を

勧め、それでも解決できない場合にオンブズ

マン事務所の調査官が対応する。
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子どもに関する苦情の場合、まずその子どもを

助けられる大人に相談し、その人の助けを借りて

解決できるようにしている。誰もいない場合は、

オンブズマン事務所が対応する。特に子どもが

直接苦情を言ってきた場合は、子どもと一緒に

苦情についての対応を行う。また、苦情が出て

こなくても触法少年の閉鎖施設のように、あまり

一
般の人の目に触れることがない機関に対しては

継続的に現場を訪問し、子どもたちから話を

聞き、住んでいる条件などに問題はないかを

調べる。

3．2調査

（1）調査基準

　調査はオンブズマン独自の調査基準に

　基づいて行なわれる。

　特に、子どもに関するサービス機関に求め

　られることは「子どもの意見を聞くこと、

　子どもを尊重すること」であり、その調査

　基準と評価ツールも併せて設けられている。

【調査基準】

　・法律に違反していないか

　・それぞれの機関・団体のポリシーに合

　　致しているか

　・その団体のサービスが公平さを欠い

　　ていないか

　①子どもに関する調査基準

　　・自分の意見を聞いてもらう権利が守られているか

　　・子どもの意思決定に、子ども自身が参加する権利が守られているか

　　　・決定事項を見直すことができる権利が守られているか

　②子どもに関する調査のための評価ツール

　　　・法律（Child，　Family　and　Conimunity　Service　Actなど）

　　　・国連の子どもの権利条約

　　　・カナダの権利と自由の憲章

（2）オンブズマンの権利

　オンブズマンの権利はオンブズマン法（Ombudsman　Act）で規定されている。

※オンブズマン法（Ombudsman　Act）

オンブズマンの存在や任務、またはオンブズマンの持っている権限が規定されている法律で

主な内容は以下の通りt．t

・ 必ずしも苦情を受けたからといってその組織に対して勧告を出すのではなぐ内部で調停し、

　自らが解決できるようにサポートすることができる

・ あらゆる情報を入手できる

・ 個人に嘘をつかないと誓いを立てたうえで話を聞くことができる

・ 情報のコピーをとることができる

その他に規定されているものとしては、調査できる問題の内容、公平さについての定義、受付

けた苦情調査を行う順番を決める裁量を持つこと、などがある、

ただし、オンブズマン事務所としては特に子どもに関する苦情については、調査に入る優先順位

が高いという認識を持っており．緊急を要する内容かどうかを判断する裁量を持っている、
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（3）具体的調査例

　停学などの処分に対して苦情があった場合、

　子どもの教育を受ける機会を最優先し

　C－「1学校を離れると戻ることが難しいた

　め）、調査期間中は学校に戻オτるようにする．

また、学校関係に関する親からの苦情で、

年齢が高い子どもの場合は、子ども本人と話を

するようにし、もし子どもが調査を望まない場合

は基本的には行わないがオンブズマンの判断

で調査を続行することもある，

3．3　広報活動

パンフレットやホームベージを利川した広報活動

や、施設及び学校など現場にttl向いてPR活動

も行うt以前苦情を調査官に解決してもらった

経験のあるユース（ユースインケアネットワーク）の

1－1コミ、学校やソーシャルワーカーの支援もあるtt

学校の授業で、高校生は

「オンブズマンについて」、

小学校5年生では「公平、

不公’Fとは何か」について

学ぶカリキュラムがある，

▲ユース向け

パンフレット

3．4議会へのレポート提出（改善勧告）

レポートを州議会に提出することは、オンブズ

マンにとっての最終手段である　できるだけ

レポートを出さないで解決する方法をとるが、

ここに最終手段にまで至ったいくつかのレボート

を紹介する．

［事例1］

1990年、子どもに対応する省庁が複数である

ため、1つにした方がよいとの子どもの声を受け、

改善レボートを提出し1998年に実現された

［事例2］

1993年、耳の聞こえない了どもたちの施設での

虐待が発覚した．

47人のfどもたちにインタビューを実施。同じ

条件の耳の聞こえない2人の調査官が、アメリカ

の手話通訳を介在させて聞き取り調査をした

結果事実と判明したためレボートを提出した．．

［事例3］

1994年、旧ビクトリア青少年院での少年同．trの

虐待調査。

かつてこの施設にいた人に協力を求め、

どのように聞いたらよいのかをアドバイスして

もらい調査を行いレポートを提f｛㌔した＝

［事例4］

1950年代、過激な政治活動をしていた団体を

抑えつけるため、その人たちの」ζどもたちを

不当に捕まえて施設に拘束したことがあった．

子どもたちはフェンス越しにしか親と会うことが

できなかったという不当な扱いについて、1999年

政府に謝罪を求めたが、そのことに対していまだ

謝罪がないため2002年、謝罪のないことに

対するレボートを再度提出、この秋の議会で

ようやく法務省が「遺憾の意を表する」とのこと．

▲広報誌
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［予算の事例］

予算はオンブズ「マン委員会（州議貝）が議会に

提案し、州政府より出ているが、不足の場合は

それをレポートにして州議会に提出することも

できる．2003年に25年の歴史の中で初めて

提出したが認められなかった．

一 所感

それぞれの組織の意識が高まれば苦情も

なくなり、このような・lr務所がなくなることが

理想であろう　しかし、如何せんそうは

いかないのが社会である、特に日本の

ように憲法ですら暖味な解釈を行う国柄、

こういった機能を果たす機関が必要では

ないだろうか　オンブズマン事務所を

もつ市町村もあるが、全国的には広まって

おらず、まだまだである．

明確な権限、基準、そして適切な判断

これが物・lrを進めていく重要な鍵になる

ことを感じ、日本独特の暖味さのよさも

あるであろうが、それにより停滞している

社会を感じずにはいられない

自分自身も暖昧さにti’んじながら生活を

しているが、肝心な時には適切な判断の

ドに行動のできる意識をもっていたい．

　　　　　　　　　　　　　　（吉川D

皐o塾e草“皐
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W．国際児童権利・開発研究所（ビクトリア大学）
　　　lnternationat　lnstitute　for　Child　Rights＆Development（1｜CRD）（University　of　Victoria）

L　概要

国際児童権利・開発研究所（nCRD）は、1994年

にドクターフィリ・ソプ（Dr．Philip　Cook）により、

ビクトリア大学内thに設立された。6名のスタッフ

がjtどもの権利に関する研究と教育を行って

おり、研究的な立場からサポートしていく機関

となっている、

ブリティッシュコロンビア州（以下BC州）r・ども家庭

開発省と協力し、グローバルに活動している．

※ビクトリア大学：BC州に4つある総合大学のひとつ

　10学部をもち、学生数は約1万8千人

2．理念

国連一i”どもの権利条約をヒ台としている．

条約に調われている理想と現実とのギャップ．を

うめ、子どもの身体的、社会的、知的、精神的な

ニーズを満たすことを目的とする，特にrども

の社会的環境は非常に重要で、子どもと家族、

地域、社会との絆を強化していくことが大切で

あると考える。

今、子どもをとりまく環境はかつてないほどに

複雑化し、リスクが大きくなっている、しかし

子どもはどんなに最悪の状況にあっても、それ

を乗り越えようとする力を持っており、少しの

サポートで．立ち直：れることが研究からわかって

きた．心理的な観点から見て・人ひとりの子ども

が何かしら強さを持っており，その強さを引き

出してあげること、加えて家族や地域、学校、民間

団体など子どものまわりに存在する強さの基礎

となるものと協力していくことで成果が得られる、

（ストレングスモデJL）

｝どもの権利条約を効果的に使うために、個々

の或いは紐織や政府の能hを高め、f’どもと

我々但界全体の’F利と尊厳を創っていくことを

使命とする。

3．活動

3．1指針

活動の指針としているのが右の図である。

子どもの基本的な権利には保護（protection）、

開発（development）、生存（survival）、参加

（participation）の4つがあるeそのrどものどこに

問題があるかを探り、サポートすることでボトム

ア・ソプをはかっていくが、その際に重要なのは

単に子どもの問題として見るのではなく、「ひとり

の人間として」という大きい視点から問題を把握

”
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していくことである。ただし、子どもが大人と同じ

人権を持ってはいても、社会的立場が弱いため

特別に保護する必要がある。

また、問題そのものだけにフォーカスし、その

問題ばかりを集めて見ていくことで、学問的な

分析をすることも可能となる。

子どもや家庭t地域、文化の強さを引き出す

革新的な研究、教育、能力開発を行い、子ども

たちが権利を行使できる能力を高めるような

活動にしていく。

3．2着眼点

研究と教育、能力開発は、下記の5項目に焦点を

当てて行われている。

・ 権利に基づいた教育とプログラム

・ 先住民の子どもと若者

・ HIVやAIDSに冒されたり、暴力や性的搾取を

　受けた子ども

・ 子どもと環境

・管理、平等な実践と制度改革

全てのプログラムは機関同士の豊富なネット

ワークにより支えられるとともに、子どもたち自身

の参加によって成り立っている、子どもたちが

自分にかかわる決定に参加できるようにして

いくことも重要である。

BC州では子どもにかかわる法律を制定する

過程に子どもを参加させるようにしている。子ども

の声が最後の声となるのではなく、多くの意見

の…部として、さらに大人の意見と同等なもの

として受け人れられている。

3．3　プロジェクト

llCRDは多様なプロジェクトにユニークな方法を

適用しているe

・ HIVやAIDSに冒された子どもたちをサポート

　する中で、地域と地方政府を結ぶために参加

　実行型研究を用いる

・ 子どもたちのために健全な地域社会を創造

　する

・ 若者のリーダーを訓練するために、先住民の

　年長者や外部の教育者の知恵と経験を引き

　出す

・ 戦争によって傷つけられた子どもたちの精神的

　要求をサボートするために、アートガーデン

　作りをする

・弱い立場の子ども、年長者、専門家、国連の

　機関、NGOや政府と一緒にフォーラムの開催

　を準備し、手助けする

例えば先住民については、年長者と先住民の

文化を経験した若者を集めて地域の強さは

何かを考える機会を持つ。地域のヰに先住民

の先生的な立場の人がいて、すでに自分たち

で解決する方法を持っている場合がある、その

際はそれを応用して活かしていくようにする。

アートガーデン作りについては、戦争で傷つき、

虐待された子どもたちの心理面をサポートする

ために、「自分の好きな庭」作りをさせる、自然

とのかかわりを持たせ、自然との関係を築き

ながら創造的に考えていくことで、立ち直りの

きっかけとなる場合がある。

これらのプロジェクトをカナダ国内だけでなく、

HIVやAIDSの問題が大きい南アフリカや、内紛

のある国々にも出かけて行き実施している。

その根底には常に「子どもの潜在的な強さや

復元力を信じる」という強い信念がある。
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4．　専門的技術

4．1研究

・ 子どもt寸i心の参加実行型研究

’ h’針及びプログラム分析

・ 良い実践の収集と方向付けと影響をケえ得る

査定と評価

・優れた管理丁＝法、権利擁滋及び責任

「良い実践の収集と方向付け」とは、現在行わ

れている最新、最良のもの＝ベストブラクティス

をllt界中から集め、それらをどのように活用

していくか、どこの機関と連携したら効果的かを

考えていくことである．

実践したことを再評価し、研究データを蓄積

して、より良いものを目指す

4．2教育

専門的なトレーニングを受けた指導者が、

いろいろな方法で人々への教育を行っている、．

・ 大学、学校と地域社会での学習

・ j”どもの人権にかかわる仕事をしている人、

　専門家と方針決定1：導者に対するインター

　ネ・ソトを使った遠隔教育

・ jtどもと人人に対する、現実の必要性に応じた

　訪1練コース

・ 文化に基づいた経験ヒの教育

4．3　能力開発

・ 弱い立場にあるj”どもたちをサボートして

いこうとする地域の育成

・ 政府や地域社会、NGOと国連の機関が、

　r一どもの権利に対してより良い対応ができる

ようにする

　r一どもの権利に関する国際聞の、州内の、

国家全体での、また地域での会議やワーク

　ショップの｝三催

・ 十どもの権利の進歩のために、最先端の専門

技術とkl識の交換を促進する

・ リスクに1カ：面している1二どもをサポートする

革新的で継続性のあるネットワークづくり

CRED－PRO（Child　Rights　Education　for

Professionals）というプロジェク1・がある．

これは世界巾の了どもの人権にかかわる仕’1‘

をしている専門家および専門家を口指す全て

の人を対象とするもので、インターネットを使って

2005午から2年問にわたって実施されるr・定

となっている．このプロジェクトには国連の

機関やジュネーヴの人権委員会も参加する．

▲フィリップ先生の講義風景

20⑪6年には、バンクーバーで「世界都市フt一ラム」

の開催が予定されているが、そこでは都市に

住むr一どもたちへのサボートについても議論

されることになっている、これはGUIC．CA

（Growing　Up　in　Cities．　Canada）という最新の

プロジェクトから生まれたもので、地方自治体が

実施する各種福祉政策から取り残された子ども

たちをサボートするために、　IICRI）を含む国内

のさまざまな6機関が協JJして行うものである．
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5．具体的な実施例

5．1世界会議

横浜で第2回世界子どもの性的搾取防止会議が

開催された時に、かつて性的搾取を受けた人達

が参加することを手助けしたe彼らはカナダに

戻ってからNGOを立ち上げて、子どもをサポート

する活動を始めた。

5．2　マッピング

都市計画のひとつの方法として考えられた

ものを応用している。

特定の子どもの問題について、この子どもの

生活環境をマッピングしていく。子ども同士の

中をマッピングしたり、子どものまわり（社会）を

マッピングしたりして問題を見ていく。その際の

指針として3．1で示した図が利用され、アセスメント

の手段として作られる。

例えば、通りにいる子どもを集めてその町の

危険な箇所をマッピングする。まず子どもに町の

写真を撮らせて貼る。次に町の好きな所、悪い所

を尋ねて「なぜ？」と議論を深めていく。すると、

子どもがいいと思っても危険な所もあるという

ことがわかり、それを知らせたり考えさせたり

することができる。

大切なことは子どもたちと批判的な議論をする

ことである。

5．3人間不信の子どもへのアプローチ

性的搾取によって深く傷つけられ、「大人は誰も

信じられない」という状況の子どもにアプローチ

するには、まず若者からスタートする。その子ども

より少し年上で、かつて同じような経験をしたが、

今は立ち直って大人を信頼できるようになった

人にサポートしてもらう。その人をロールモデル

として、その人がまわりの大人と付き合うのを

見ながら、徐々に慣れていくようにする。

魯

所感

子どもを保護しその権利を向上させる

ために、研究機関として多面的なサポート

を行っていることの素晴らしさを感じた。

学際的な研究を行い、そのデータと実績を

もとに政府機関にはたらきかけることは

非常に価値が高く、力強い。

1994年の国連子どもの権利条約の宣言に

大きな貢献をしたドクターフィリップが、その

後もこの条約の普及のためにIICRDを

通じて世界的な活動を継続されている

ことは大きな励みとなる。

「子どもが持っている力を信じてサポート

していく」という姿勢は、われわれ現場の

人間に勇気を与えてくれるものであった。
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W．バンクーバー先住民子ども家庭サービス協会（VACFSS）
　　　Vancouver　Aboriginal　Child＆Family　Service　Society

　　　　　　　　お祈りとメッセージ（VACFSS）

我々がこの仕事をしていくうえで、お互いを知り、お互いが人間であると

いうことを知り、自分のsphit（精神｝、heart（魂）を共有することで私たちは

兄弟（仲間）になりました。心から歓迎します。

1．概要

バンクーバーの街に住むアボリジナル（先住民）の子どものケアを中心に、その家族およびコミュニティに

対してサービスを行う機関である。

スタッフは65人で、来年は100～120人に増員する予定。現在320人の子どもへの対応を約65人の

里親とともに取り組んでおり、政府系機関とも連携しながら活動している。

2 目的

先住民の子どもと家族が、先住民としてのアイデンティティに誇りが持てるように、それぞれの部族

の特徴的な文化や伝統を尊重しながらサービスを提供しつつ家族の安定をはかり、カナダ社会へ

の全面参加の促進を行う。

3．活動内容

3．1　フオスターケアプログラム

　　　Foster　Care　Program　～里親活動について～

（1）現況

　7人のソーシャルワーカー（政府系機関の

　担当者含む）が里親の受け入れや開拓を

　行っている。バンクーバー全体では現在ケァ

　にいる500人の先住民の子どもを対象とし、

　その内300人を当協会で、200人を政府系

　機関で担当している。

　1980甲頃から先住民の機関が先住民のケア

　を始めているが、プリティッシュコロンビア州

　（以下BC州）では法律によって先住民にこの

　任務（里親活動）が与えられている。

（2）家族とのつながりを維持する

　里親家庭に対して、その子ども（里子）の親

　を中心に、祖父母、親族、コミュニティが

　パートナーとなり一緒に関わっていく。

（3）文化的背景を維持する

　それぞれの部族の食生活、服装、髪型、

　教育、行動、育児、社会的人間関係、言語、

　精神性、価値観などを伝承していく。
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①利点

　かつては先住民であることを恥じた時期も

　あったが、この方法を取り入れることに

　よって、次のような利点がある。

　・子どもの過去一現在一将来とつながって

　　いく（研究者も支持）

　・子どもが安定した“自分としてのアイデン

　　ティティ”を持つことで問題行動が減る

　・子ども自身の自分の親への気持ちが改善

　　され関係も良くなる

3．2　ガー新アンシッププログラム

　　　Guardianship　Program

②課題

　・子ども、親、里親、それぞれのバランスの

　　とれた関係の保持

　・里親への教育、トレーニング

　・ソーシャルワーカーは最初に多くの仕事

　　を抱え込んでしまう（調停の仕事など）

③新たなアプローチ

　・親が長い間子どもと離れていたとしても、

　　その後、親が変化して養育能力が高ま

　　れば、子どもが親元に戻ることができる

　　法律が制定されている。そのことで親自身

　　も希望を取り戻すことができる。

～後見人活動について～

〔1）現況

　320人の子どものケアサービスを2人のスーパーバイザーと14人のソーシャルワーカーで行って

　いるc法律では養子縁組は12歳以下の子どもが対象（BC州では0～19歳〉となっており、州のガイド

　ラインに基づいて政府系機関が行っている、当協会では養子縁組のプログラムは行っていない。

（2）アイデンティティの保障

　過去において、あらゆる国（世界中）に“里子“

に出された子どもたちが大人になったとき自分の

ルーツは何かを探し、見つけた。しかし、そこは

自分の屡場所ではなかった。ルーツに戻ること

も出来ず、再び元の場所にも戻れず、そして

どこにも属せないまま心の傷となって残って

しまった、という苦い歴史（経験）がある。

そのため、当協会では先住民の子どもは先住民

以外の里親に出さないこととしてアイデンティティ

の保障を行っている。例外を認める場合は、

その手順・手続きをふまえる条項があり、州政府

が担当する。

［ケース事例〕

16歳男児が弟妹と共にケアに入り4年以上

の日々が経過。家庭は父親から母親に

対するドメスティックパイオレンス（以下DV）が

行われていた．．3兄弟、里親、親と一緒に

話合い、母親との面会を少しずつ増やした。

妹は「帰りたい」と言うが、DVのこともあり

今は実現できない。母親はコミュニティから

出てしまった，しかし子どもと母親との絆は

できているので「あきらめないで行こう」と

16歳の男児も話している、

（3）ケアの特徴

　①家族、親も含めてケアしていくにれによりリスクも低く、大人になっても親との絆が維持できる）。

　②親族の家庭に措置する（法的後見人はソーシャルワーカー）。

　③スタッフの中にもケア経験者がいるので、価値を理解しながら慎重に行動できる。

　④子どもの権利を保障する（12歳以上は自分のケアに意見が述べられる）。

　⑤学校、健康、家族とのつながり、精神性（部族へのセレモニーに参加）などを促進する。
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3．3　ファミリープリザベーションプログラム

　　　Family　Preservation　Program　～家族関係の維持について～

（1）内容

　　まだスタートしたばかりで、2004年7月から実施している。

　これは1970年代から「ファミリーサポートプログラム」として行われていたが、当時、

　先住民は対象外であった。そのプログラムを基に政府や研究者から学び、先住民用プログラム

　にアレンジしたものである。

（2）目的

　インケアの子どもの数を減らす。

（3）対象

　家庭内暴力や薬物依存（アルコール、ドラッグなど）の家庭。

（4）取り組み

　①何故そうなるのか、問題を起こした原因を追って活動する。

　　（特に歴史的な背景も含め、レジデンシャルスクールや保留地、ケアでの生活から受けた

　　　傷が癒えていない場合が多い）

　②先住民と政府（陰と陽）、双方の価値を活かしバランスがとれた健全なケァを行う。

　③先住民のヒーリング（治癒）とカウンセリング手法を交えた（加えた）プログラムで、これには

　　「始まり」と「終わり」の決まりはない。従って、どこから始めてもどこで終わっても良く、

　　いつでも始められる．

3．4　チャイルドプロテクションプログラム

　　　Child　Protection　Program　～子どもの保護活動について～

（1）新しいプログラムの開発

　①実施するための援助を政府からとりつける（予算交渉、スタッフ雇用、トレーニングなど｝。

　②活動提案書を作成し、政府以外の団体に対しても寄付支援を要請する。

　③新規参入団体の理事会に対して運営要綱の説明を行い、支援団体の定着と寄付を要請する、

（2）2005年度の実施目標

　①現在の政府中心（管轄）からコミュニティに移行するための？順書作成。

　　［留意事項］

　　家族に対して強制介入する時、可能な限り親の抵抗が少ないものにする。

　②従来の政府の進め方とは異なった方法で推進する。

　　［留意事項］

　　家族を含めたケアを行い、そのケァ計画は省庁からの押しつけではなくファミリー自身で立てる

　　（ファミリーケースカンファレンス）c．

　③家族が危機的状況にある場合は、r一どもとともに親に対しても2週間（最高2ヵ月）程度の

　　住居や生活保護の手続きを行うe

　④2つのファミリーサービスチームと1つのインテークチームがあり、今後、新たな要員として30人

　　のスタッフを雇用し、先住民に適したプログラムを2005年夏にeZJ：げる。
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＊今後への展望＊

我々にはビジョンがあり何を達成すべきか分かっている。

我々と政府にはお互いに将来的な夢がある。

我々はどこまで出来るか試されている。

我々は胸を張って「こうするのがいい1」と世界にデモンストレーションしたい。

我々はこのような子どもたちを作ってくれた創始者に感謝している。

所感

・ 先住民の歴史やそれぞれに抱えている

問題など、改めて根が深いことを痛感

する。しかし、グローバルな観点に立って、

それぞれ独自のプログラムを掘り起こし

世界へ発信しようとする姿勢には感銘を

受ける。多民族・多文化共生社会を知り

得る機会となったことは大きい。

・自分の名前の意昧について話す場面が

あった。正直、今まで深く考えたこともなく

親から改めて聞くこともなく今日まで来た。

しかし、カナダの先住民の人たちから

自分の名前に誇りを持つこと、アイデン

ティティ（自己の存在証明）がどれ程大切

で重要なことかを全身全霊で教えられた。

・日本においても、施設で生活することを

余儀なくされている子どもたちが自分の

名前の意味を知り、どれだけ自分自身に

誇りが持てているのだろうか。或いは

親の生い立ちについて我々はどれだけ

知り得ているのか、また、本当に知ろうと

　しているのか。

　“いつでもどこからでも始められる’‘まずは

そこからのスタートだ。

　　　　　　　　　　　　　　（友井）

50



珊．BC州里親協会連合（BCFFPA）
　　　British　Columbia　Federation　of　Foster　Parent　Associations

1．概要

BCFFPAは、プリティ・ソシュコロンビア州（以下BC州）に存在する約4，400人の里親のうち、1．000人

を超える里親を会員に抱え、政府からの援助を受けながら各地で活動をおこなっている非営利の

団体（協会）である。

2．組織

BCFFPAの役員はBC州全体の里親会員から選出し、その中から本部の会長、副会長、書記、

会計、及び5つの地域の代表者を選ぶ。また、各地域にも役員がおり、その下に地域ごとに組織が

構成されている，

因みに、先住民のための組織である先住民里親連合は、先住民の「艮親によってBC州

全体で活動がなされており、BCFFPAはそこの活動もサボートしている、

3．理念と目標

3．1理念

全ての里親に対して質の高い生活の提供と支援を行う．

「里親が力を得ればfどもも力を得ることができる」を信条に、政策変更に対しても常に、迅速に

OLfl応できるような強い里親になるためのサポートを行う．．

3．2　目標

〔1里親の声を聞き、里親の意思を表明する中心的なf受割を担う

②BCFFPAメンバーを中心に子どもの福祉のために積極的に活動する

③政府の関係機関や他の機関と前向きな関係を結んで活動する

④BCFFPAメンバーの拡大と定ttを図りながら、政府から資金を得て、継続的に活動する

⑤里親が前向きに評価されるような活動をする
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4．サービス内容

4．1　政府予算で行う活動

（1）保険金支援

　・子どもを育てるうえでかかる保険（医療、健康）

　イ主宅のダメージに備える保険（子どもによる

　損傷）

　・子どもへの対応が不｜・’分（監督不行き届き）

　で里親が訴えられた場合に備える保険

　・虐待等の無実の罪で訴えられた場合の

　裁判費用

（2）フォスターライン設置

　電話相談や里親申込みなどの専用窓口

（3）アンケート調査

　里親に対する質問調査（年2回）

（4）情報の共有化

　全ての里親（先住民含む）が、いつでも欲しい

　情報を得ることができるよう、さまざまな

　情報をデータベース化

※BCFFPAの地域活動のひとつに「地域の情報を

　本部に報告する」ことがあり、これもBCFFPA全体

　の情報共有に反映させている．t

4．2　会費や寄付金で行う活動

①年次総会

②里親のためのコミュニケーションプログラム、ネットワー久トレーニング活動

③ロビー活動（政府に対する働きかけ）

④子どもを扱っている他の機関との合同会議

⑤広報活動（メディアを利用し、里親の重要性を宣伝）

⑥理事会（電話会議：月1回集合会議：年1回）
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5 カナダと日本の比較

人
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研
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育

ヵナダ（2000w2002年）

総人口 3，100万人

〔BC州］

人ロ　　　　　　　　　　　　410万人

児童数　　　　　　　　　　　100万人

日本｛2002年度）

総人口 1億2．700万人

ケアにいる児童

親

子

里

里

　　　　9，300人
（内先住民：約4割）

　　　　4，400人

　　　　5，900人

施設入所児童数

親
子

里

里

　　30，042人
（児童養護施設）

　　　7，161人

　　　2，517人

／il．制約つき（Restricted　homes）

　親族の子ども

　契約期間：最長1年（毎年更新）

2レギュラー（Regular　homes）

　普通の子ども

　契約期間：最長1年（毎年更新）

．3レベル1　（Specia｜ized　homes：1）

　軽度な問題がある子ども（ADHD等）

　契約期間：最長1年（毎年更新）

匂レペル2（Specialized　homes　：　2）

　態度が乱暴、物を破壊するなど行動に

　問題がある子ども（性的虐待等）

　契約期間：最長18カ月

5レベル3（Sp㏄ialized　homes：3）

　自傷行為や他害行為の子ども

　契約期間：最長†8カ月

※受託児童は、全レベルとも共通で「実子を

含み6名まで」

［養育里親］

保護者のない児童を養育する里親

登録有効は5年

受託児童は実子を含む6名まで

［親族里親］

要保護児童が当該親族の三親等内の
親族。両親や他に監護するものが死亡、

行方不明、拘禁等の状態により養育でき

ない。（登録制度なし｝

［短期里親］

1年以内の期間を定めて要保護児童を
養育する里親（登録有効期間5年）

［専門里親1

養育里親の要件に加え、3年以上の養育

里親経験、3年以上児童福祉事業に従事

したもので、都道府県知事が適当と認めた
者。

専門里親研修を終了していること。

委託された児童の養育に専念できる者

登録有効は2年、受託児童は2名

研修は全部で14単位（53時間）。ファミリー・

ケア・ホームの制度面や法律面からの理解、

子どもやフォスターペアレントの権利、

心理的な事柄等について学ぷ。州に16
あるコミュニティカレッジのどこでも同じ

レベルの教育を受けられ、授業料は無料。

省及びBCFFPAが協力して対応。

［2002年度から制度イヒ］

登録後の里親として、養育についての基礎

知議を学ぷ研修（2～3日）

専門里親として認定を受けるための研修
（約4カ月〉

［参考文献］里親制度国際化比較、新しい里親制度
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．．・一 所感

私は里親として長期間」「・と．もを受1託して

きましたが、今まで特に制度ヒの変化も

あまり感じないまま過ごしてきました　日本

で改iEされた専門巾親がカナダでは、

すでにレベル評価分けされており、研修

フログラムも日本とは比べられないほど

充実していました．そのひとつに、ケローナ

地域でのΨ親研修に夜7時からの3時間、

私を含む団ξ］3名が特別に参加する機会

を得ることができました．「r一どもの行動の

記録」についての内容で裁判での証拠と

なる記録をとることの重要性やfどもの

ドキュメントを知L．）ておくことの必要’性を

学びました　お年寄りのノ∫も受講されて

おり、ハワフルに講義する里親さんに、

置いていかれないように必死でした

日本でも・拍泊研修や」1‡後研修があります＝

しかし、実了がなくf’どもを受託した場合、

ほとんどの里親は受託後の研修は受けて

いないに等しいと思います最近はいろん

な講習会やサロン等て．1，1！親同t：の交流も

図られるようになりつつありますが、それら

の活川度はまだ低い状況です　社会の

受人れも勿論ですが、まずはΨ親の意識

改革も必要だと思いました

　　　　　　　　　　　　　　（杉川）

▲研修終了後、里親協会連合での集合写真
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］X．コベナントハウスバンクーバー
　　　Covenant　House　Vancouver

1．概要

コベナントハウスはインケアやストリート

チルドレンのためのサービス機関として1972年に

ニューヨークで設立され、現在アメリカを中心に

約20ヵ所で運営されている。

コベナントハウスバンクーバーはそのll，iの

ひとつで、バンクーバーでも貧しい地域である

ダウンタウンの中心に1997年9月にオープンした。

建物は緊急シェルターと自活するためのプロ

グラムを行う2カ所があり、身体的にも情緒的

にも安全であることを基本として、ユース（若者）

の意思と選択のもとでサポートを行っている，

スタッフは約100名。多くのボランティアによって

支えられ、運営費650万CA＄（約6億円）の95％は

民間企業からの寄付金でまかなわれている。

2．　利用するユース

コベナントハウスに来るユースは、以前里親や

少年院など政府のケアに人っていた若者が

多ぐ路上生活をしている時にコベナントハウス

のスタッフから誘われたり、あるいは暴力や貧困・

薬物が蔓延する路上生活から抜け出したいと

自ら希望してコベナントハウスにやって来る．、

多くのユースがアルコールや薬物依存の問題を

抱えているが、皆前向きに生きていこうという

気持ちを持っている．

3．活動内容

3．1　緊急シェルター

　　　Residential　Crisis　Shelter

（1）サービス内容

　対象は16～22歳のユースで、24時間いつでも

　利用できる．22床のベッドがあり滞在期間

　は3日間。その間、安全な環境のもとで食事

　や衣類を提供し、医者の受診やコベナント

　ハウスのサービスについて説明をする。

（2）利用の延長

　3H以上コベナントハウスにとどまることを希望

　するユースは、プライマリーケアワーカーと

計画を立て、その計画を破らない限り

とどまることができる。期間は3週間から

3カ月程で、その間アルコールや薬物の怖さを

学び、精神的サボートの必要なユースには

カウンセリングも行っている。
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3．2　アウトリーチ

　　　Street　Outreach

〔1）内容

　アウトリーチワーカーが街に出て行き、路上

　で生活するユースと接し、コベナントハウス

　のプログラムについて説明し、コペナント

　ハウスに来ることを勧めるプログラム。路上

　生活をするユースに手を差し伸べて励まし、

　関係を築くことがアウトリーチの基本となる。

　路上生活の危機に介入したり、路上で

　ユースをカウンセリングすることもアウト

　リーチプログラムの1つである。

（2）次へのステップ

　アウトリーチによって路上生活がいかに

　危険であるかを知ったユースは、生活を

　変えるため、コベナントハウスのサービスを

　受けようとやってくる。

　アウトリーチは、コペナントハウスのプロ

　グラムの成功に大きな役割を果たしている。

3．3　ドロツプーイン

　　　Drop－in

アウトリーチプログラムと同じく、地域サービス

プログラムの1つで、地域に住んでいる人が

コベナントハウスのプログラムを使う際に、最初の

人間関係を築くためのプログラム。ユースが

コベナントハウスのプログラムにためらっている

場合に効果的なプログラムであるe

3．4　自活するためのプログラム

　　　Rights　of　Passage

（1）目的

　路上生活から抜け出し、自活していく能力

　を身につけることが目的で、ユースが

　スタッフと一緒に計画を立てる。プログラム

　終了時に、生活スキルが身についている

　ことを目標としたプログラムである，

〔2）内容

　①契約関係

　　対象は16～24歳のユースで、6～24カ月

　　利用できる。ユースはまずスタッフに申請

　　し、「コベナントハウスは安全な環境

　　（食事・衣類・住居）を提供する。それに

　　対してあなたは何をするのか」という契約

　　を結ぶ。

　②主なプログラム

　　ユースにはレジデンシャルアドバイザーが

　　つき、一緒に計画を立てる．計画は1週間

に1回のミーティングで見直しが行われる。

計画が守れないときは、コベナントハウスを

出ていかなければならないため、なぜ守れ

なかったのか、その理由をユースはスタッフ

に説明をし、出て行かなくても良くなるように

アピールをするのである。

プログラムには、例えば1週間に30時間の

就労であったり、学校へ通ったりする

プログラムがある。具体的には、予算の

立て方・買い物の仕方・銀行の利用の

仕方・健全な人間関係の築き方・fd：事の

続け方などで、生活スキルを身につける

ためのプログラムである。また、精神的な

サポートとしてのカウンセリングや

アルコール・薬物依存の治癒プログラム

などがあり、ユース自身の意志と選択の

もとでプログラムを作成していく。
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③居住空間

　1階には広いフロアや厨房があり、週1回

　全員が集まって食事をしている、また、建物

　の入口には安全に活動できるように外部

　からの侵人を防ぐため、頑丈な鍵がつけら

　れている。2～3階が居住フロア（現在は予算

　の都合で3階のみ運営）で、1フロアに15室

　ある。居室の大きさに違いはあるが基本的

　に1人部屋で、家具や電化製品が用意され

　白活できるような環境が整っている，フロア

　には皆で使用する共同のスペースがあり、

誰かが食事を作って一緒にブランチをしたり、

毎nの様子や生活について話し合う場にも

　なっている。屋上にはブリティッシュコロンビア

州の上着の植物が植えてあり、ユースが

スタッフや地域のユースの団体と共同で

　育てている。現在、桑の木を育てて蚕を

　飼い、繭から絹製品を作る計画が進行中

　である。植物を育てたり、物ができあがる

　までの過程を体験しながら、生きる力や

　意昧を学ぶのである。

④プログラムの終了

　プロダラム終S’n－、ユースは銀行口座に

　1，000CAS（9万4：F円）の貯金がないと卒

　業できない、コベナントハウスでは組織ご

　とに独白の方法でユースをサポートしてい

　るが、コベナントハウスバンクーバーでは、

　プログラム卒業後に進学を希望している

　ユースに対しての奨学金制度があり、経済

　的な援助を行っている。最終的には、生活

　スキルが身につき、アルコールや薬物の問題

　はほとんどが解決して終了となる。

4 ユースアドバイザリー委員会

～ Down　Town　Street　Voice～

ユースの観点から勧告や提言をしている団体で、コベナントハウスの卒業者の多くがメンバーに

なっているe

4．1活動内容

コベナントハウスや州及び連邦政府に対して

勧告や提言をする。また、ユースたちの声や

現状・グループの活動内容を載せた刊行物

を週1回発行している．．
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4．2　ユースたちのモデル

今後の活動として、仲問1司．1：の助け合いを

ボランティアで行う試みがある〔それは、仲間を

助けるためのttピアヘルパー－tとしてのトレーニング

をコベナントハウスで受け、現場に出て行き、

路L生活をしているユースをサポートする事業

であるe同じ経験をした者がコベナントハウスの

プログラムを受けて成功した例をユースたちに

ポすことで、今苦しんでいるユースたちを助ける

ことにつながる，

▲スタッフやユースとの懇親会

一所感
ストリートチルドレンの問題は世界各地で

問題となっているが、E］本では似たような

状況があるにも関わらず、表立った問題として

出てきてはいない，それだけにコベナント

ハウスの兇学と、スタッフやユースたちとの

夕食会はとても貴重な体験だった。

コベナントハウスのスタ・ソフとユースたちは、

ある意味伸問のような関係であった。孤独

なユースに対して、スタッフは家族のような

俘在で、24時間常に見守っている温かい

存在であるt．その一h一で、一緒にプログラム

を決め、問題があったときにはお互いに

話し合って解決する、大人とユースの対等な

関係である。

福祉の現場にいると、支援をする側・受ける

側の関係は、手続き・L「契約」という形が

あったとしても、実際には対等あるいは仲間

となることは極めて難しいように感じる、

それにも関わらず、コベナントハウスは

rユースのために、ユースにとって、ユースと

共に」を実践している機関であった、

実際に会って話をしたユースたちは、

皆気さくで明るく、そして何より心の強さ

があった．以前ケアに入っていた者・路tl

生活をしていた者・アルコールや薬物の

問題を抱えている者など、どのユースにも

厳しい現状があり、そこから抜け出すことは

かなり挑戦的なことで、多くの障害がある．

それでも自分を変えたいと願い、前向きな

姿勢で取り組むユースの姿や、そのユース

のために存在するコベナントハウスの体制

に驚きさえも感じた。

過去を乗り越えて成功するユースは社会の

中ではごく一部かもしれないが、彼らが

路上生活をするユースたちの良いモデルと

なれば、また変われるユースが増える，そう

いう意昧でも、コベナントハウスの卒業者が

ユースアドバイザリー委員会のメンバーと

して、ユースたちのために活動することの

意義は大きい「メンバーの一人が言った

「私たちがしていることは、コベナントハウス

への恩返しである」という言葉がとても

印象的だった．

　　　　　　　　　　　　　　　（飯田）
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X．子ども財団
　　　Children，sFoundation

1．概要

1957年に創設された子どものケアを総合的に

行っている民間の財団である。

人所型のケアを長い間続けていたが、数年前

から家庭支援・コミュニティ支援に変わった、

これは政策の変更によるものであり、要因の1つ

は政府の予算削減であるというc，スタッフが3年間

で2分の1に、予算は1．000万CA＄（94億円）から

500万CA＄（4．7億円）と半減した。しかし、厳しい

状況にもかかわらずとても良いサービスを提供

しており、認定制度（児童福祉機関のサービス

が一定の基準を満たしているかどうかを認定する

制度で3年に1度ある）の認定も受けている。

この財団ではプログラムを実際に実施し、効果

があったかどうか検証するエピデンス（証拠）

プログラムも取り入れている。

また、サービスを受ける子どもの約4割が

先f主民であることも考慮し、先住民の年配の

人たちとも協力しながら子どもを育てるうえで

必要な文化的な配慮も行っているe

Ll　目的・理念

家庭を対象にケアを行う。

「全ての家庭は子育てにおいて何らかのサポート

が必要と捉え、何かの理由でサポートが得られ

なくなった時、家族自らがサポートを求め（探し）、

得られるようにする」ことを目的としている。

我々のビジネスは人の人生を変えさせることでは

なく、人に信用できる雰囲気を与えたり、人の人生

を大切にしたり、人の未来にかかわってその人の決断

力と成長を高めるためのものです一人々の持つ長所

とts　tJを活かし、人との関係をつくり、ファミリー

メンパーが社会福祉から独立した自我を実現し、

コミュニティで活躍できる人生を送れるようにサポート

していきたい．

　　　　　　　　　　　　（パンフレ・ソトより｝

1．2　スタッフ構成

スタッフは18人（ファミリーサポートワーカー

8人、セラピスト4人、メンタルヘルス担当1人、

教員2人、アシスタント2人、ソーシャルワーカー

1人）で構成されている。そのうちバンクーバー

の教育委員会から教員2人、アシスタント2人、

子ども家庭開発省からも精神科医1人（週1回）

の派遣があり、その他多くのボランティアの協力

も得ている。

2．活動内容

学校プログラム、ホームベースプログラムと　　システムであるが、政府が派遣している担当者

大きく2つある。サービスごとにお金を支払う　　のプログラムについては無料となっている。
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2．1学校プログラム

ADHDなど、発達障害のある子どもを対象として

おり、現在16人が利用している。クラスは2つ

あり各クラスとも8人の子どもと1人の教員、i人

のアシスタントで編成されている。クラス分けは

「1～3年生」「4～7年生」となっているが年齢だ

けで学年を分けるのではなく発達段階も考慮

されたクラス編成となっているs

2．2　ホームベースプログラム

（1）アセスメントフログラム

　6～12歳で学校、地域、家庭で問題のある子どもを対象としている。

　目的は子どもの行動の安定化を図り、何が問題か、どんなサービスが適切であるかを精神的な

　診断と治療によって見極めることにあり、期間は6～12週間、寄宿制で行われる。

（2）レスパイトフログラム

　　　3～18歳の自閉症の子どもを持った親

　　　（里親含）を対象とし、週末（月1回）に子ども

　　　を預かる。目的は親、里親の負担を軽減

　　　し、子どもに向けるエネルギーを維持しても

　　　らうことにある．子ども1人に対して

　　　スタッフ1人がつき、子どもたちはレクリ

　　　エーションを通して楽しみながら生活スキル

　　　を学習する。

　　　このサービスは今のところ無料だが、政府が

　　　いつまで予算をつけてくれるかは不明との

　　　こと。（日本の里親対象のレスパイト制度：

　　　利用は年間7日以内）

　　（3）ファミリーケアサポートプログラム

　　　対象はADHDなどで問題を抱えている

　　　子どもを預かっている里親で、現在67家庭

　　　が利用している。親のリソースワーカーから

　　　の相談や里親本人からの依頼などもあり、

’　　4人のファミリーカウンセラーが対応する。

　　　里親、リソースワーカー、カウンセラーの3人

　　　でアセスメントを行い、それにそった

　　　プログラムを作成する．）

私たちは家族が一・生懸命子育てをしていること

を認めており、特別な障害のある子どもたちを

育てる困難からの休息を当然受けるべきだとの

信念がある、

同時に私たちは子どもたちや家族には多くの

強さがあると信じている。

そして家族は．子どもたちが自分たちを必要だと

いうことを理解している。

　　　　　　　　　　　（パンフレットより）

依頼者が持っている個々の艮所を仲ぱす援助を

することが日的で、アートセラビー、プレイセラピー、

ファミリーセラピー、カップル又は個人のカウン

七リング等、自分に合ったサービスが利用できる，

〈信念〉

　・子どもたちの長所を仲ばしたり、快く受け人れる

　雰囲気をつくることで子どもたちの成育が成功

　する

　・できるだけ子どもたちとファミリーの文化的、

　民族的、精神的な信念を尊敬し、対応する

　・タイムリーで効果的な仲裁は、親子分離を避け

　再結合することができる

私たちのファミリーケアにおける基本哲学は、

あくまでも家族を中心としたケアを心がけ、家族の

邪魔にならない程度に家族の絆を強めたり支援

をするというかかわり方にある、

　　　　　　　　　　　　（パンフレットより｝
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（4）家庭を維持するプログラム

　政府（子ども家庭開発省の児童養護担当）

　から依頼された、家庭の維持が困難な家庭

　を対象としている。これらの家庭は介入

　することによって家庭で子育てができる

　チャンスのある家庭でもある。

　8週間の短期集中介入プログラムで、

　カウンセラーが4～5時間／週（希望があれば

　延長あり）カウンセリングを行い、24時間

　いつでもサポートが受けられる。

　家庭の機能を向上させ家族の強いところを

　引き出すプログラムで、終了後は地域の

　サポートが受けられるような基礎を築く

　ことも目的にしてる。

　現在1人のカウンセラーが4～5件受け

　持っている。

（5）親になるためのサPt－nトトレーニング

　4～13歳のADHDや愛着に障害がある

　子どもを対象としている。サポート期間は12

　－18ヵ月（延長可能）で、子ども家庭開発省

　から紹介されてきた子どもだけでなく、他の

　プログラムを終えた家族が利用することも

　ある。

　家族の持っている問題を包括的にサポート

　するプログラムで、スタッフはスーパー

　バイザー（1）、カウンセラー（1）、パー一一ト

　カウンセラー（1）、アートセラピスト（1）の

　4人がかかわっている。

　家庭にべ一スを置き、1～2週間に1回程度、

　家族がこの財団に来てサービスを受ける。

　親に対するサポートとしては、問題を抱えて

　いる子どもへの対応を考慮し、「子どもへの

　教育」「親の考え方を変える方法」、そして

　親自身が問題を抱えている場合の「自分の

　ことは自分でケアをする力をつける方法」

全ての人々は学習・成長・変化することが可能で

あり、子どもたちは養育、個人関係、帰属意識

など一貫した環境で生活するのが望ましい。

このサービスは取扱いケースを少なくし、各々の

ケースに柔軟に対応できるように組まれている。

　　　　　　　　　　　（パンフレットより）

などのプログラムが用意されている。また、

必要に応じてアートセラピー、プレイセラビー

も受けられる。

子どもに対するサポートはアートセラピー、

プレイセラピーが中心となっている。カウン

セリングは個人、夫婦、家族カウンセリング

があり、その家族に見合った方法でカウン

セリングを行っている。またこのプログラム

は学校のカウンセラーとの橋渡しにも

なっている。

、
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3．研修団と子どもたちとの交流から

学校プログラムに研修団員を代表して2人が

参加した。教室にはドを向いている子ども、机

をガタガタさせている子ども、私たちをジーッと

見ている子どもなどがいて、色々な視線を感じる。

お互いの自己紹介のあと、子どもたちからの

質問に応える。「どうしてここにきたのですか？」

「東京はどんなところですか？」「パンダはいます

か～」「日本にはオフィスはありますか～」「ぼくの

名前は日本語でいうとなんですか～」など、次々

くる質問に戸惑いながらもできるだけ丁寧に

答えていく。

次に、お手玉や折り紙の披露も交えながらこちら

からの質問に子どもたちが応える。「楽しいとき

はいつですか？」には、「クリスマスプレゼントを

もらったとき」「家族と会えたとき」「ディズニー

ランドのチケットがもらえたとき」等々、驚きあり、

笑いありの和やかなひとときで、子どもたちの

瞳がキラキラ輝いているのが印象的であった。

こちらは貧困な家庭が多く、朝食も食べずに

くる子どももいるという。昼食は基本的には

お弁当だが、とても十分なものではない。朝食

はスープを、昼食にはスープ、副菜、パンなど

を用意するとの事。もっときちんとしたものを

食べさせたいが予算の関係でとても難しく、

これが精一杯だとの話であった。約束の時間は

瞬く間に過ぎ、「どうもありがとう、楽しかった」と

短い言葉を交わしながら一人ひとりと握手で

お別れをする。もう1人の団員は女の子がその場

で描いてくれた真っ赤な太陽の絵を、私は男の子

から自分の机の上にあったウサギの貯金箱を

差し出される。「もらってもいいの？」言葉では

なく何かを伝えようとしている心を感じる。

「どうもありがとう」やっと言えたひとことだった。

「子どもたちはとても貧しくてあげるものが本当

に少ないので女そんな彼らがあなたたちに

プレゼント出来るようになった、彼等の成長が

本当に嬉しい」担当のムーアさんの瞳を

うるませながらの言葉であった。

所感

施設を案内されるなかで厨房も見せて

いただいた。笑顔で迎えてくれた調理担当

の2人は私たちのためのケーキ作りの最中

であった。ケーキの上には大きくwelcomeの

文字。「ケアにおいての食事の意味をどう

お考えでしょうか～」と聞いてみた。「アタッチ

メントの形成に最も大切なことの一つとして、

日常的に食べ物抜きには考えられません。

親との交流にも必ず出します。お茶を飲ん

だり、食事をしたりしながら交流するのです。

行事が少ないときは行事を作ってみんなで

食事をします。今日のような時、みんなとても

張り切って用意するのです。食事作りで

一番大事なものは愛です。愛情を食事に

盛り込むことです」心に染み込む言葉で

あった。
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XI．大バンクーバーファミリーサービス
　　　Family　Services　of　Greater　Vancouver

1．概要

人ハンクーパー（Greate1・Va｜）C卯ver〕の各地

（24カ所）にサーピスセンターを設置し、警察も

含めたさまざまな機関と協JJしながら、乳児から

大人までを対象に幅広いプロクラムやサービス

を提供しているNPO団体である　この団体の

使命は、「人々、家族、コミコ．ニテtを強く結び

つけることに身をささげ、困難に11‘〔面している

人々に専門的なサホートと多様で幅広いカウン

セリンブサービスを提供することである，としている

76周年を迎える今年は、456人のスタッフが168

人のボランテiアと73人の学生とともに、延べ

3ノ∫人・171言語を越える人たちへのサービスに

あたる

叶年度の’i’t業j7fXi：の総額は約1、400万CA　S

（約13位円〕て’、そのうち州政府からの乏給が

約「IC・分を占めている、芝‘剖の内訳としては約

1，000JiCAS〔9．4億：IV1）が人件費で、次いで

ビ1しの維持費、サービス及びフログラム費に

充てられている

［訪問先サービスセンターについて］

バンクーバー南東部；い｜T・［・　lt1；よ1）やftb　er£れた

郊外）のキングスウ．T．イという国道の人通りに

面していて、建物は小さなオフiスビルといった

感じである

人ってすぐのロヒーには、グ」L　一一フフ．ログラムを

受ける人たちが5（ハー60人待っていることもある

とび）こと　そこからぐ．るりと．周する形で通路が

あり、f］｛t’fに人小さまざまなカウンセリングルーム

がある　中りとは私たちが通された会議室（20数人

規模）となっている

ここでは12のフログラムが提供されており、

我々にはその1J・1の5つのフロクラムをW｛∫「して

くれた．5つのフログラムを選んだ理山としては、

ll本では実施していないたろうと思うから、との

ことだった

▲オフィスビルの入口
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2．　プログラム

2．1家庭内暴力の影響を受けた子どもへのプログラム
　　　Children　Affected　By　Family　Violence　Programs

（i）対象

　ここでいう家庭内暴力とは、子どもへの

　身体的虐待ではなく、いわゆるドメスティック

　バイオレンス（以下DV）のことを言う。つまり

　家庭内においてDVが行われた環境下に

　いた3～18歳の子どもたちを対象とする。

（2）内容

　①ファーストカウンセリング

　　子どものケアを行うにあたって、より効果的

　　なのはその子どもにとって大切な人と対策

　　を話し合うことである。DVの場合ほとんど

　　が父から母への暴力であることから、

　　母にコンタクトを取り母から家庭・子ども

　　の問題を話してもらう。なかには里親の

　　子どももいるため、里親とも協力する形で

　　行う。

　　日々暴力を目の当たりにしている子どもたち

　　は、不安・不満・怒り・恐れなどから、日常、

　　　さまざまな形で問題が出てくる。このケア

　　への紹介が学校からが多いのは、学校で

　　　さまざまな問題行動を起こすからであるe

　②ケア
　　　ファーストカウンセリングでその家庭に

　　　とって最もよいサービスを考えた後、

　　子どもの感情を理解するためにアート

　　セラピーもしくはプレイセラピーを週1回

　　　（1時間）行い、子どもたちへの効果的な

　　サポートを考える。また、子どもと親が並行

　　　して同じテーマでクツレーフ努ウンセリングを

　　行う（週1回、10週間）。

　　そのテーマは、「感情」「怒り」「安全」「社会性1

　　「親の責任」「家庭内暴力」「家族の希望」

　　などで毎週違うテーマで行う。グループで

　　行うのは、同じ悩みを持つもの同士で話し

　　やすい雰囲気を作るためで、子ども自身

　　が自分の問題を初めて自分以外の人に

　　話せたということがよくあるという。また、

　　母子が同じテーマで話し合うのは、家に

　　帰ってから母子でそのテーマについて

　　話し合いが出来、母を通じて子どもを

　　助ける、といったねらいがある。

（3）目標

　父だけではなく、母そして自分自身にも

　向けられている子どもの怒りを「自分自身

　は悪くない、親同士仲が悪いわけでは

　ない」ことを理解させ和らげていく。

（4）費用

　政府が負担し、母子については無料で利用

　できる。ニーズが高く予算が不足しており

　財団などの資金援助や寄付を募っている。
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2．2　青少年が健全な人間関係を築くためのプログラム（R．S．V．P）

　　　Respect　Safety＆Violence　Prevention　Program　in　youth　relationships

〔1）対象

　虐待や健全でない両親の環境下にいる

　10～18歳の青少年を対象とする。

　このような環境は貧困や移住したばかり

　の家庭に多くみられ、そこにいる子どもたち

　の多くが人間関係の形成に苦労している。

（2）内容

　個別カウンセリング、心理治療のグループ

　づくり、地域への教育と出張サービス、学校

　べ一スの活動、家族へのサポートなど、

　あらゆる形をとっている。

　その中の「学校べ一スの活動」に関しては、

　学校内で問題を抱えた子どもの全てを、

　ここに迎え入れてサービスをするのは人的

　パワーからも不可能であるため、こちらから

　学校に出かけスクールカウンセラーと協力

　して問題にあたっている。現在たくさんの

　学校から利用申込みがある。

（3）目標

　これらのサービスによって、青少年が「家庭

　での暴力に影響を受けない自尊心」「暴力

　の連鎖に対し、地域や他方面に救済を

　求める方法」「学校やコミュニティにおける

　礼儀作法」などの知識を身につけ、改善後

　も家族と共にそのサポートの関係を強化

　する、といったことを目標としている。

前述の「2．1項」「2．2項」の2つのプログラムの個別＆グルーブカウンセリング中に子どもたちが描いた

絵をOHPで紹介してくれた。（「この研修の場に限って公開」という子どもたちとの約束があり、残念

ながらここに掲載はできない。）

自分の家族（暴力の時、何が守ってくれるか等をあらわす）、体のどこに怒りを感じるか、体の中の

光（自己尊厳をあらわす）、など様々なテーマで描かれてあったり、心配事を実に書いて木に貼る

「心配の木」を作ったり、と、子どもの心の様子をあらわした絵が紹介された。

2．3近親相姦と性虐待のためのセンター（V．1．S．A．C）

　　　Vancouver　Incest＆Sexual　Abuse　Center

（1）対象

　近親相姦や性虐待に対するサービス。

（2）内容

　被害を受けた子どものサポート、学校に

　おける予防、被害者の裁判をサポート、

　加害者ではない保護者に対するサポート

　などのプログラムがある。

実際にプレイセラピーを行っている部屋で

セラピストも交えV．1．S．A．Cプログラムの

説明を受けた。部屋には日本の箱庭と

同様の砂の人った箱があり、そこに置く

フィギュアやジオラマ、絵本、絵を描く道具、

仮装できる衣装などがたくさん置かれている。
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il．カウンセリング

　ほとんどの場合、r一ども1’1身による警察

　への通報からこのサービス対応が始まる一

　カウンセリングは1回1時間、そのうち45分

　間は白由に過ごさせ、残り15分はテーマ

　や質問に対する回答を紙に書いてもらう

　性虐待を受けた子どもは怒りと共に自分

　の体を蔑んでしまう面があるため、自分

　の体に前向きになってもらい、「悪いのは

　大人、自分は悪くない」ことを理解して

　もらう．

　性虐待の立証はカナダでも日本同様、

　加害者の霜｛は認めず、もう一方の親も家庭

　を守るために加害者に加担し、被害．者の

　r一どもも親との関係を思うとなかなか語れ

　ないなど非常に難しい（担当者も”非常に

　…’tを4～5回繰り返し、難しさを強調して

　いた）．白分からアビールできない小さな

　r一どもは子どもの症状などから判断するが、

　そうした子どもには人形でのプレ．イセラビー

　やドールハウスなどでケアをするtt

②裁判への理解促進

　また、裁判に持ち込めたとしても、親と裁判で

　争うという大変な事態に加え、裁判という

　難しそうで未経験なことが被害者にブレッ

　シャーとなってのしかかる，そんな被害者

　たちに司法制度の仕組みや手続きをわかり

　やすく指導している．

　特に裁判についてはミニチュアの模型を

　作り、裁判官・被告人・弁護ノ＼などの役割
’

　の人形を用いて実際の裁判の流れをわかり

　やすく説明し裁判の緊張をほぐしているtt

，③．学校における予防

　5～6歳児、11～12歳児、ハイスクール時の

　3回、学校の性教育でそれぞれの年代に

　あった言葉で教えている．＝これは、fども

　たちに白己認識を芽生えさせ自分の家は

　おかしいと気づかせて、性虐待の被害を

　言葉にlllしたり、子どもたちが親に聞いたり

　することによって親の意識も喚起し、性虐待

　の．i”防と効果につながる＝

言．保護者へのサポート

　性1鐘待をしていない方の親へのサポート

　は、たとえば父が性的虐待をしていれば

　母へのサポートが大切であるため、1週間

　に1回、母子・緒にカウンセリングを行い、

　トラウマを受けた子どもを助ける方法を考え、

　母に感倍を吐き1唱してもらい、母が子ども

　から話を聞ける準備をさせる，．子どもがこの

　ことを訴えても安全であることを母に保障

　してもらい、また親を参加させることで子ども

　の回復も早まるのである

　他に、先住民や移民などの異文化への対応

　や親に対する豊富な資料紹介もあった．
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2．4ギャンブルに問題のある人へのプログラム

　　　ProbIem　Gambling

1980年までは依存と言えばアルコールや薬物と

考えられていたが、1980年以降、ギャンブル依存

が問題視されるようになってきた。今でも

ギャンブル依存は精神科の治療対象とはなって

いないが、精神的な問題であると捉えられて

きており、ここではその治療プログラムを提供し

実績を上げている。ところが、インターネット上の

カジノサイトの増加により手軽にギャンブルが

出来ることもあり、ブリティッシュコロンビア州で

約4％の人が患っている。

　　　賭博依存の状態チェック（10項目）

（下記項目の中で5つ以上当てはまる人はシリアスな状況）

1．ギャンブルのことで頭の中がいっぱい、常にそればかり考えている

2．ギャンブルのとき気持ちがハイになり、どんどんお金をつぎ込む

3．ギャンブルをやめられない（コントロールできない）

4．ギャンブルをしない時は禁断症状がおきる

5．現実から逃げるためにギャンブルをする

6．負けを取り返すためにギャンブルを続ける（追っかけ）

　合理的に考えられない（確率の法則が理解できていない）

7．ギャンブルにお金を使ったと言えず嘘をつく

8．ギャンブルのお金を不当に得る（盗み）

9．ギャンブルによって人間関係が破壊される

10．ギャンブルによって家族や親族が負債を負う（借金）

ギャンブルに依存してしまいがちな人は、「貧困」

「力トリック教徒（理由不明）」「若もの」に多く、

特に貧困の場合は貧困から抜け出すために

一 発狙ってしまう。日本同様、ローン・シャーク

（サラ金）に手を出してしまう人も多いようだ。

こうした人たちに対する治療プログラムは、

①「確率」法則の理解（例えばサイコロは1回

振っても1，000回振っても6が出る確率は1／6で、

それ以上にはならない）②本人の内面を知り、

ニーズを満たす③ストレス解消方法の指導、

などである。

ギャンブル依存に悩む人の中には、白らを全ての

カジノに入店拒否をお願い（登録）している人も

あり、無意識にギャンカレに走ることへの歯止めと

効果につなげている。そこまでしないと白分を

コントロールできないというところが問題の

深刻さを物語っているともいえる。
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2．5母と赤ちゃんが健全な絆をつくるプログラム
　　　Healthy　Connections：You　and　Your　Baby

被虐待の体験を持つ多くの女性が、将来

子どもが産まれた時自分も虐待をしてしまう

のではないかと心配し、憂畿や不安、子どもの

頃のフラッシュバックや悪夢に悩まされている。

しかし、妊娠中は過去と未来が大きく変化する

力強い時期であり、親になる責任を感じて

子どもにベストを尽くしたいと考える。また、

ホルモンのバランスの変化によって子どもに

対して優しくなれる時でもある。つまりは

トラウマをヒーリングできる可能性を秘めた

時期である。この時期にセラピーを受け、

産まれてくる赤ちゃんが健康で健全に生きる

方法を学ぶのがこのプログラムである。

このサービスは父・母を経験した人によって

サボートが行われる。サポートを受ける側は

「自分がこういう親になりたい」というサービスが

受けられ、一人ひとりの母親に個別のプログラム

が組まれトラウマへの理解が進んでいる。

所感

訪問したところは小さな事務所だったが、

すでにホームページで情報を得ていたため、

この団体がどれだけの規模のものか

わかっていたつもりでいた。ところが、

実際に話を聞き、さまざまなパンフレ・ソトを

いただいていくうちに、とんでもない規模の

団体だと思い知らされた，

この団体における24カ所のサービス

センター内のプログラムをすべて紹介する

としたら、それだけで報告書1冊分が

出来上がってしまうであろう。今回は時間

の都合もあり5つのプログラムのみの紹介

となったが、ここのプログラムすべてを勉強

するだけでカナダの福祉サービスの大部分が

わかってしまうのでは～と思ってしまった。

ご紹介いただいたプログラムの中で印象的

だったのは、まず裁判所のミニチュア模型。

次にギャンブルチェックの10項臥そして

最後に聞いた母とその赤ちゃんのプログラム

であった。団員の中で出産の経験のある人

からは、このプログラムの説明の中にある

妊娠時の心身の変化は確かにあり、そういう

時期のカウンセリングはトラウマによる深い

傷を癒してくれる効果を相当期待できると

話していた。日本においても行ってほしい

プログラムであった。

（井創
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X皿．オカナガンファミリーソサエティー－

　　　Okanagan　Families　Society

　　　　　　この日は午前（講義）、午後（施設見学）を通して終日、オカナガンファミリーソサエティー

　　　　　　（以下OFS）の研修が予定されていた．、朝、　OFSのスタッフがわざわざホテルまで迎えに来て

　　　　　　くださった．バスで講義会場である教会（公民館のような位置づけ）に案内され、そこでは大勢

　　　　　　のスタ・ソフの方々に迎え人れられた。翌1：1はここのスタッフの皆さんと「お別れ懇親パーティー」

　　　　　　が予定されているとのこと、楽しく有意義な研修がスタートした、

1．概要

OFSは、人所施設、青少年支援、家族支援、母子支援など幅広い援助活動を行っている民間

援助機関である，

人所施設を主体とした援助機関であったが、政府の方針により、近年は地域支援の充実に力を

入れている

1．1沿革

1969年設立，入所サービスを開始、

その後、訪問活動と在宅サービスにも業務を

拡張した

L2　理念

オカナガンの子ども、［7少年、親、家族が、その

家族や地域の中にあって、健全でn定的な関係

を築けるよう支援することを理念としている

貝体的な活動を決めるうえで、基本的な価値観

としているのは、次の7点である、

・ 子どものニーズ重視・高品質のサービス

・ 地域資源の活川と還元・家族単位の支援

・ 個人の権利の尊重及び成長とエンパワメント

・ 人的資源の碗視・成果指向

▲講義会場の教会にて

サービスの質については2004年6月に監査団体

COA（Council　on　Accreditation）の認定を

取得している、カナダ全体でも30団体しか

認定されていないということであり、厳しい審査

に合格していることが分かる．取得準備に4年

かかったということだった．

また、他機関との連携に積極的で、合同で

子育て教室を実施したり、定期的に共催事菜

の運営連絡会を持つなど、多くの事業が他機関

との緊密な協力関係に基づいて運営されて

いる．
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1．3組織

職員50名（幹部、総務除く）、ボランティア15名に加え非常勤等を含めると88名からなる大きな

組織である。

〈組織図〉

理事会　6

常務理事1

総務
主要サービス 乳幼児健全育成 品質管理

財務総務
膏少年 家族 短期入所 乱用治療 調整　　1

責任者　1 事業統括1 事業統括1 事業統括1 事業統括】 事業統括
1 （兼務）

青少年社会

復帰支援

　　家族

カウンセリング

ローレンス通り

主任　　　τ

イリディアン

センター

子育て啓発
グルーフ進行2

カウンセラー6 カウンセラー1 カウンセラー6 指導員　5

雛指導員　5
グルーブ進行3

躍卵罰整　　1

査定と助言

看護師　1 里親支援
助手等 20

メントワ’ 里霧ワーカー1
親教育社会的

膏少年 スキルグルーフ
グループ進行1

プロジェクト

カウンセラー1

カウンセラー2

（数字は人数）

※メントワ（mentor）「生きていく上でのいろいろなスキルや楽しみを教えてくれる頼りになる大先輩であり、親しい

　友達であるような人」。

1．4　予算

今年度の年間予算は、約220万CA＄（約2億円）

で、収入のほとんどが政府との契約料である。

政府の方針（コミュニティベースへの転換、緊縮

財政）の影響で、ここ2年で予算が半分に削減

されている。今年度から、特殊なニーズに対応

する6床を除いて人所サービスを廃止した。

1．5　事務所（施設見学：その1）

かつてはオフィスビルの3階に事務所を置いて

いたが、地域の人の目に触れにくかったこと

から、現在は大通りに面した2階建ての建物に

移転している。入ってすぐに「親としての機能を

果たす」資料のコーナー（貸出可）やソファがあり、

来客を歓迎するムードがある。

早期対応を重視しており、0～6歳児に関する

配布資料は数力国語のものを用意している。

事務所には運営スタッフと地域支援担当の職員

が勤務していて、親グループなどの集団療法を

行うほか、職員会議、研修会、資金活動等にも

利用している。掲示板は、認定基準のひとつと

いうことで、次のような特長があった。

▲配布冊子の例
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（1）会議告知板

　会議前にあらかじめ議題を掲示、全スタッフ

　が目を通し、追加議題があれば記入する。

　議事録も掲示し、情報の共有化を図って

　いる。

（2）職員研修告知板

　職員の資質向上は自己管理に任されて

　おり、研修カレンダーを見て、自分で研修

　計画を立てる。

また、職員の資質向上のために、機関誌

「革新」（lnnova60ns）を毎月発行している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲会議告知板

2．活動内容

　　　2．1乳幼児健全育成（Healthy　Children　lnitiatives）

　　　（f）対象

　　　　0～6歳の子どもを持つ家族と地域。

　　　（2）目的

　　　　ヘルスプロモーション（健康増進）、予防、早期介入により、子どもの健全な発達を支援すること。

　　　（3）内容

　　　　①親支援

　　　　ヒグルーフ名 内容 2003年度実績

乳
幼
児
期

コチョコチョ抱っこ
0～2歳児の親の教育・支援・子育て能力の開発を行う。

保健所の’優先者リスト特に蔵っている人が参加

アンヨが上手
2～4歳児の親の教育・支援を行う。

就労、就学している親が対象

202セッション

97世帯参加

素敵な出産
産前～産後6ヵ月までの八イリスクの親を対象に、食事や

ビタミン剤の無料配布、栄養指導、講話を実施

52セッション

38世帯参加
出
産
前

在胎期の健康

早期の介入と教育で低体重児を減らす事業。

希望者は誰でも受講可能。5回シり一ズで、栄養指導、胎児

の発達、母親の体重増加、適度な運動などストレス軽減

につながる内容

2004単年度の
パイロット事業

②子育て啓発

・地域の子育て機能の向上、親教育活動

　の支援。

・ 広報活動。マスコミを通じて子育てへの

　関心を高める。

・ 親教育に関心のある人材のリーダー

訓練。

・ 自主参加の親子遊び教室開催。

③親教育

　図書館など子育ての情報を入手できる

　公的機関を紹介し、一次予防を図る。

④地域鯛整

　連邦政府の活動と、オカナガン地区の

　諸機関の児童福祉事業の調整をする。
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22　家族カウンセリングサービス（Family　Counselli皿g　Services）

（1）対象

　子ども家庭開発省のソーシャルワーカー

　または精神保健ワーカーから紹介された

　青少年とその家族。不安障害、抑骸、

　ADHD、物質乱用など幅広い問題を扱う。

〔2）目的

　利用者とカウンセラーの間に、安全で協力的

　な関係を築き、アクティブ・リブレクティブ

　　リスニング（前向きな発言に焦点を当てた

　傾聴）を行い、自分の中の強み、負けない

　力、何でもできる自信に気づいてもらう。

　そのうえで、カウンセラー自身がモデルに

　なって、コミュニケーション能力、葛藤解決

　能力、感情処理能力、社会生活能力など

　の向上を目指した関わりを持つとともに、

　ナラティブセラピー（問題の背景にある

　　ストーリーについて話し合うカウンセリング）、

　短期療法、解決指向アプローチ、認知行動

　療法などを使って、家族関係を調整したり、

　薬物やアルコールやセックスの問題を解決

　することを目指している。

（3）内容

　まずカウンセラーは、利用者と信頼関係を

　築きながら心理教育のド地作りをする。

　次に利用者は査定を受け自分で治療目標

　を設定する（査定は生育歴や生活状況の

　調査を重視）。日標に沿って治療計画が

　立てられ、介入を行い、その効果を測定

　する。一連の過程はスクールカウンセラー、

　精神科医、ソーシャルワーカーなど援助者

　との共同の下に進められ、さまざまな

　地域資源の力が利用者やその家庭に集中

　　して、良い結果へとつながっていく。治療

　状況は、カウンセラーから政府のワーカー

　に報告される。

2．3　イリディアンセンター（lridian　Centre）一青少年乱用治療施設一

（1）対象

　物質乱用から離脱する意志のある19歳未満

　の青少年で、現にホームレスまたはそのおそれ

　のあるもの。本人が直接申し込む場合と他

　の機関から紹介される場合がある。昨年度

　の延べ利用者数は371名。利用者の多くに

　自傷行為があるため暴力的なタイプは少なく、

　他者への配慮の強い青少年が多いe

（2）目的

　安心して生活できる場所、尊重しあえる関係

　の中で、乱用物質からの離脱を支援し、地域

　の他の資源に紹介すること．

（3）内容

　3～12日間滞在して、家庭的な雰囲気の中

　で物質乱用の初期治療を受けることができる

　　（長期滞在による治療も計画中）。定員は2名

　で、人所期間中に離脱および生活習慣の

改善のための計画を作成できるように職員

が協力する。

利用者は、休息、栄養状態の改善、健全な

レクリエーション、支持的カウンセリングの

機会を与えられる。人所中に他機関のプロ

グラムを利用することも可能で、教育、就職

活動、カウンセリングなどのサービスを受け

られる。

職員は3交代制で24時間勤務している。他

にスーパーバイザーもいて、電話待機の態勢

をとっている。

再利用となる青少年が多いが、それも治療

過程の一つと考えている。在宅治療の一環

として、個別カウンセリング、集団カウン

セリング、家族カウンセリングにつなぐこと

もできる。なお、ケローナ圏域には物質乱用

を治療できる病院がない、
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（4）施設（施設見学1その2）

　住宅街の一・画の一’般的な仕宅の2階部分

　を利川、リピングルームを中心にベッドルーム

　が4室ある空間を広くとり、落ち着いた配色

　を使用している

　職員の事務室も2階にある。薬物や刃物

　は職員が管理できるところに収納している

　自分を傷つけるものがないか荷物の点検も

　する

　1階部分は社会復帰訓練施設（定員2名）

　になっている，乱用習慣から離脱できた

　ものの、自活する力が不｝’分な青少年の

ための訓練川スイートルーム（寝ヨ三十居間十

風呂トイレ）がある＝

▲イリディアンセンター外観

2．4　ローレンス通りレジデンス（Lawrence　Avenue　Residence）

　　　一青少年入所施設一

〔1）対象

　h：動管理が難しいため家族や里親と’k活

　することができず、24時間の指導とケァ

　が必要な12～18歳のi’t少年、∫ども家庭

　開発省の粁｛介による、

（2旧的

　安全で保護的な家庭的雰囲気に加え、構造

　化された生活環境を提供することにより、

　青少年の持つさまざまなスキルを向ヒさせ、

　家庭や1艮親宅へθ）復帰を目指す年長児に

　ついては白活をU指す

（3）内容

　担いliカウンセラーがつき、教師や保護観察

　官や就労相談員など地域の関係者も参画

　する治療チームを構成する　そして、行動や

　心の問題を査定し、治療を進め家庭に

　対する支援も行う、在所期間の’ド均は約

　4ヵ月で、ほとんどが2ヵII～lfFの和1用で

　ある

　定員は4名で、2004年10月6日現在、男J’－

　1名、女∫㌧3名が在所しており、男女の生活

　空間を分離していなかった　過去に性的

　な問題が起きたことがあり、普段は男女を

　別ユニ・ソ1・に分けている　夕食や休日の

　食事は職輿と利用者が・緒に家庭料理を

　作っている．

（4）施設（施設見学：その3）

　閑静な住宅街の中にある．間取りにゆとり

　を持たせるよう1二kしているが、文化財’に

　指定された、歴史的価値のある建物なので

　あまりr一を入れられないそうである．

　キッチンを中心に居間が2室、寝室4室

　（2室／ユニット｝、パスiL一ム2室（1室／

　ユニ．ソト）があり、2階にレクリエーション

　ルームがある

▲ローレンス通りレジデンス外観
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2．5里親支援（Foster　Home　Support）

（1）対象

　子ども家庭開発省から紹介された里親。

（2）目的

　里親側のスキル訓練、助言、危機介入、

　デブリーフィング“・F、里子との関係修復。

※注）デプリーフィング（debriefing）

　元来は軍隊嗣語で．前線からの帰還兵にその

任務や検況について質問し報告させることを

指していたが、災害や鞘神的にショックとなる

　出来事を経験した人々のために行われる危機

　介入手段として転用されたtt主に集団で実施

　され、2－3時澗かけて、出来事の再構成、感情

の発散（カタルシス）、トラウマ反応の心理教育

　などを行う．

（3）内容

　サポートワーカーが里親宅を訪問して、

　個別カウンセリング、デブリーフィング、

　行動プログラム、資料提供によって里親

　のスキルの向上を図るとともに、子ども

　とも面会して、子どものスキルアップと

　デブリーフの機会を設けている。里親は

　このサービスを、24時間、年中無休で受ける

　ことができ、5ヵ月以上継続することが

　できる。

　高度なケアを行う入所施設の定員削減に

　より、里親が難しい子どもの面倒を見な

　ければならない状況にある。多くの場合、

　里親に委託され子どもは登校制限を課され

　ていたり、登校先がなかったりする。この

　ような子ども向けのディプログラムや里親の

　レスパイトのニーズが高まりつつある。

2．6　青少年育成（Youth　lnitiative）

（1）対象

　子ども家庭開発省のケアの下にある15～

　19歳の青少年。

（2）目的

　大人になるためにt必要な技能の習得と

　深いレベルの知識の吸収を促進するc人と

　交流ができ、困難に打ち克つことができる

　という、市民としての自信を深める。

（3）内容

　若者が持つ独自の価値観を尊重し、互い

　の知識、経験、資源を持ち寄って運営して

　いる事業。具体的には次のとおり。

事業名 内容

青少年社会復帰支援事業 生活技能の向上

社会復帰専門下宿事業
地域生活を送る技能習得の仕上げ

メントワが親身に指導

生活技能ワークショップ 10週間のブログラムで就職に役立つ資格を与える

健全な両親一赤ちゃん事業 19歳未満の親の子育てや対人関係のスキルの向上

青少年サマープロジェクト 先輩が付き添って実際の職場体験

青少年の声 青少年の感じていることを表現してもらう闘査
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（4）社会復帰専門下宿

　住宅街の・画にある2階建ての家で、

　メントワの御夫婦が生活している白宅を

　社会復帰専門下律fとして利川している、

　利用する青少年は、時間に起きてこない、

　街に出ると危険な所に行く、薬物乱川を

　繰り返すなどの問題行動があるが、メン

　トワは、根気強くいけないことだと伝え

　続ける．どこまで訂されるのか試し行動

　という意昧合いもあるので、メントワとの

　信頼関係が深まると問題行動がおさ

　まってくる

　大きな問題を起こすと出て行くという契約

　をしていることと、青少年にとっても1皐門

　F宿が大切な居場所であることなどから、

　地域でトラブルを起こすことはない一

1／／／1施設（施設見学：その4）

　2階1メントワの白宅．夫婦と子ども3人

　　　が居住している．．

　1階：社会復帰≒lj門ド了日（定員2名）．

　　　　2部屋あり、各々出入り1」がある

　中央の洗濯部屋は共用’空間，

　鍵は利川者とメントワが持つ

　（必要に応じてメントワも出入可）．

　剖三屋｛ま2種類。

　［スイートタイブ］

　寝室、居間、台所、風呂∫易

　［パッチャラータイア］

　寝室がなく、ワンルームマンションの

　ような構造

②メントワの役割

　メントワは利用者に対して、地域社会で

　生活する技能の指導と情緒面のサポート

　を行う

　父親は｛卜事に川かけるので母親が世話

　をすることが多い．、

　母親が利用者と話し合い、その日のプロ

　グラムや門眼を決定する

　親としてかかわるのではなく、いつも側

　にいて力になり、大人として信頼できる

　存在として援助する　利用者が退所して

　からも何かあると帰ってこられる場所

　として存在している、利川者の法的な

　後見人はソーシャルワーカーである

［31退所

　退所は年齢超過（19歳）による場合と、査定

　による場合がある　査i定による場合は、

　利用者からの「自活できる」という申し出

　を受けて、評価基準に基づいて白活能力

　や自己管理能力などを査定して公’ICに

　判断する．

▲メントワ手作りの住居
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所感

乱用治療施設や社会復帰専門下宿は、

日本であまり見られない新しい取り組み

だったe視察中、団員の間からは「広い」

「すごい」と溜め息交じりの言葉が繰り返し

聞かれた。それほど、画期的でニーズに

応えた魅力的な施設であった。

大都市圏と同様に、オカナガン地域でも

核家族化が進み、青少年の薬物乱用に

歯止めが効かなくなっている様子が伺えた。

子どもを取り巻く環境や子どもの抱える

情緒的問題が複雑化してきているのでは

ないかと感じた。このOFSでは多様化する

ニーズに対応し、機関同士の専門性を融合

させ組織化された援助システムを構築して

いた。このような取り組みは、今後日本

の施設においても積極的に取り入れていく

べきなのかもしれない。

また、政府との契約料が半減し、コミュニティ

ベースへの移行を迫られている状況に

あって、この機関は乱用治療施設や社会

復帰専門下宿など入所型のサービスを導入

している点が興昧深かった。施設には、

生活環境を構造化しやすいという利点が

あり、里親よりも施設型援助の方がなじむ

青少年もいるのだろう。里親か施設かという

二者択一ではなく、ニーズに応じた社会

資源の配分が必要なのだと感じた。

今回、メントワであるマービー・クローさんに

直接お会いし、お話を伺えたことは貴重な

体験となった。「三つ子の魂百まで」と

いわれるように、乳幼児期における養育環境

の影響が児童、思春期と成長するにつれ、

問題行動として表面化することがある。その

ような時に、マービーさんのような、お互いを

信じ愛する「信頼関係」を保てる存在が

どれ程必要かと、痛感した。彼女の暖かい

雰囲気がとても印象的であった。

　　　　　　　　　　　　　　（河崎）

　　　／”’＼

　　　、
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XI［．アークプログラム株式会社
　　　ARC　Programs　Ltd．

1．概要

アークプログラム株式会社は、営利企業の形態を

とるユニークな援助機関である　オカナガン

地域の中部地区と南部地IXにおいて、問題を

持つ青少年とその家族に対する人所および在宅

での支援．を行っている「社長は．サービスの質を

常に向1．；させたいと考えており、研究と品質管則！

の重要性を強調していた．社内に活気と創造性

が満ちていたのがとても印象的だった、

目

▲ビッケン社長と私（中垣）

1．1沿革

代表取締役で創業者でもあるShane　Pickel1氏

は、長f卜、非営利団体で青少fl’・の援．助に従’it

していたが、意思決定の手続きが煩雑で、思う

ようにサービスを展開できないことに不満を

感じていた　そこで、自山な’iぱ展開が’1∫能で

ある企※という形で援助機関を設立した．

　1989　人所施設「アークハウス㌔1

　　　　〔ARC　House）設立

　　　　個人企業として運営

　　　　思存期を対象とした定員5名の公認

　　　　地域ケア施設

　1990　サテライト人所型治療施設（4床）を設置

　　　　親がカウンセラー的役割を担う治療

　　　　フ．ログラム

　1991　「アークフ．ログラム株式会社」として

　　　　法人化

　　　　在宅支援にも業務を拡人

　Client　lnformation

Management　Systems

※1｛’f訳すると「箱舟の’家］

　ボルマークにしている

箱向．を会社のシン
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1．2組織

職員数は、約50名。入所施設と在宅支援の

2部門からなるが、「アークハウス」については、

人所支援と訪問援助の両方を行っている。

非営利団体との大きな違いは、理事会がない

ことである。非営利団体は予算執行にあたって

理事会の承認が必要だが、営利企業では資金

投入は社長の専決事項であり、社長の意志で

先進的な技術を導人することができる。その反面、

〈組織図〉

社長の意志が企業の健全な運営を損なって

いないか点検する必要があるので、品質管理部門

に専従職員を置いてサービスの質を客観的に

評価するコンピュータソフトを開発したり、心理

社会的リハビリ分野の認定機関「CARF」により、

3年に一度、各援助プログラムの品質について

審査を受けたりしている。

品質管理責日i者 代表取締役　　　　　　　　　　　　総務責任者

情報管理システム

中部地区入所施設

〈アーク八ウス〉

　入所支援
　訪問援助

事業部長

主任指導員

児童指導員

襯

4
2
2

南部地区入所施設

夢業部長

〈サマーランド八ウス〉

主任指導員　　　　　　1

児童指導員　　　　　3

夜勤　　　　　　　　2
復帰指導員　　　　　1

〈ウィニーペグ八ウス〉

　　　同上

〈オリパーハウス〉

　　同上

地域支援＆治療部門

事業部長

〈アルコール＆薬物治療〉

カウンセラー　　　　2．9

　〈加害少年在宅支援〉

カウンセラー　　　　3．7

　　＜PeNRAP＞
カウンセラー　　　　　1

　　〈少年支援〉
カウンセラー　　　　　2

（数字は人数）

1．3　資金

年商は約300万CAS（約2億8千万円）。売り上げ

の大半が州政府との契約料である。利益は

あまり出ておらず、利益が出たら、新しいプロ

グラムの開発に投資しているc職員の給与

レベルは、一般企業の平均的な水準と同程度

ということである。

株式はPicken夫妻が折半で保有していて、

一般に公開していない。
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L4企業活動

ハイリスクの青少年楡に対して、入所支援と在宅

支援が一体化した介人と治療を行っている，

対象年齢は、12～18歳である。

「入所支援」は、政府によるケアの下にある

青少年が対象で、彼らに対して生活の場を提供

し、必要な指導と治療を行う。

「地域支援」では、それぞれのケースのニーズに

応じた治療計画を作成し、包括的で切れ目の

ないサービスを提供している。個々の目標に

応じた多様なプログラムが用意されていて、

受理面接を行ってから、適切なプログラムへと

振り分けられている。

青少年への直接的な援助サービスのほかに、

援助機関が実施しているサービスを評価する

ソフトウェアの開発、販売、操作指導も行って

いる。

※ハイリスクの青少年とは

・ 生育歴に重大な困難を抱える青少年。例えば、

　身体的虐待、性的虐待、家庭崩壊、家族の

　精神病、家庭内暴力、深刻なトラウマなど。

・ 健全な社会生活を送る上で障害がある青少年。

例えば、胎児性アルコール中毒症、精神障害、

多動性障害、深刻な情緒障害など。

・ 重大な行動上の問題を呈する青少年。例えば、

触法行為、薬物乱用、粗暴行為、強制狽褻行為、

性的搾取、停学・退学、深刻な親子不和、

頻回の解雇、路上生活、社会的孤立など。

2，　具体的な活動内容

アークプログラム株式会社が政府から請け負っている業務の中で、中核となるプログラムについて、

担当者から説明があった。

2．1青少年サービスプログラム（Youth　Service　Prograln）

（1）対象

　＊一ムレス等家にi］iめない16～18歳で、なおかつ次の要件のうち3つ以」二を満たす青少年。

　①薬物等の乱用　②精神病　③性的搾取　④学校へ行っていない　⑤失業中

（2）目的

　自活して生活できるようになること。

（3）受理手続

〈紹介〉

学校　等

元利用者

　〈受付〉
木曜　10：00
政府ワーカー付添

〈査定面接〉

　資格審董
要件、動提確認

〈契約〉

任意契約

政府が負担

（4）内容

　ニーズに応じて広範なサービスを提供している。

　①ライフスキル訓練（家探し、職探し、口座開設、衛生保持、レクリエーション等）

　②社会復帰支援（通院付き添い、カウンセリング予約、登校支援、職業訓練校紹介等）

　③家族支援（親子の絆の維持、親学級等）
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2．2　薬物＆アルコールプログラム＆サービス

　　　（Drug＆Alcohol＆Services）
（1）対象

　アルコールや薬物を乱用している13～17歳

　の青少年。

（2）目的

　アルコールや薬物が生活に及ぼす悪影響

　を低減または排除し、肯定的な変化を生み

　出し、それを維持すること。

（3）受理経路

　家庭、学校、警察、保護観察官からの紹介

　が多い。

▲アルコールや大麻の害の啓発ポスター

（4）内容

　家庭、政府のソーシャルワーカー、保護観察官

　など関係者と連携して、統合的なサポート

　を提供する。

　プログラム終了後も、青少年とカウンセラー

　の問の友人関係は維持し、卒業式や結婚式

　に出席することもある。

　①個人カウンセリング

　　週1回、1時間の面接が原則だが、状況

　　　によってはそれ以上に面接することも

　　　ある。一人のカウンセラーが約20人の担当

　　　ケースを受け持っている。

　　　カウンセリングの方向性を示すキーワード

　　は、クライアント中心、解決指向、ユース

　　フレンドリー、誰も傷つけない、変化モデル、

　　動機付け面接、であり、本人が問題に

　　気づき、自分から変化しようと思える

　　ようになることを目指している。

　②集団療法

　　週4日、夕方に実施。6週間で1クール。

　　停学など薬物の問題で学校から処分を

　　受けていて、生活に変化を起こす意欲

　　のあるメンバーが集まり、問題について

　　話し合ったり、治療的作業を行ったり

　　する。

（5）その他

　乱用される薬物は、2000年頃まではアル

　コールと大麻が主流だった。青少年の間

　に大麻を吸うのはかっこいいというイメージ

　があり、約9割の青少年が吸った経験が

　あるという統計がある。ケローナ近郊に大麻

　を栽培している地域があり、一部の人々の間

　では大麻が生活の・一部になっている。また、

　BC州では飲酒が許されるのは19歳からで、

　青少年は酒類の購入もできないため、大人

　に頼んで買ってもらって飲酒をしている。

　最近はより依存性の強い薬物が乱用され

　るようになり、コカイン、ヘロイン、クリスタル

　メス佃本では「スピード」として知られて

　いる）が主流になっている。特にクリスタル

　メスはインターネットに合成方法が掲載され

　ていて、市販薬を原料にして容易に作る

　ことができてしまう。また、ギャング団が地方

　都市にも販売網を拡大していて、違法薬物

　を入手しやすくなっている。
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2．3　更正プログラム

　．D白己選択プログラム（Choices）

　②ISSPプログラム（lntensive　Support　and

　　Supervision　Program）

（1）対象

　①自己選択プログラム

　　　保護観察中若しくは保護観察官に紹介

　　　された12～18歳の青少年，．

　．②ISSPプログラム

　　非行少年更1E法の管理ドにある、虞犯

　　　（ぐはん）性と暴力性が高い青少年，

（2）目的

　健康的な生活習慣を作り、犯罪に手を染め

　ない健全な選択ができるようになること「

（3）受理経路

　保護観察官からの紹介、

（4）内容

　4人のカウンセラーがこのプログラムを担当

　し、1人当たり6～S件のケースを受け持つ，

　導人に当たって、青少年の抵抗は強いが、

　カウンセラーが一緒に学校に行ったり、職探し

　に行くことで保護観察官が喜んでくれる

　ので、援助のありがたさに徐々に気づき、

　カウンセラーとの間に信頼関係が築かれる

　カウンセラーはクライアント中心に関わること

　を大事にし、クライアントの強み（スポーツ、

　芸術、1：作など）を引き出し、強みを通じて

　治療的関係を築き．本人が治療目標を設定

　できるように支援する．そして、そのU標の

　達成度を確認・評価しながら青少年の変化

　や成長を支え、目標に到達するとその治療

　は終結する、

　①白己選択プログラム

　　3～4時間／週．青少年の都合に合わせ

　　て夜7～9時の面接が多い、援助期間

　　は平均6ヵ月。

　．21SSPプログラム

　　8時間／週．援助期間の1．：Fl｛は6ヵト1、

（5）その他

　このプログラムのグループワークでは、

　コミュニケーション能力を高めるゲームを

　行っている、今回、我々にも・つのゲーム

　を体験させてくれた、

　～時限爆弾ゲーム～

　8本の細引きを結んだ中央の直径4cmほど

　の輪にテニスポールを乗せて、8人で協JJ

　して、制限時間内に外に運び出すゲーム。

　統率力と意思疎通能力が必要。

　我々は、初めてにしては優秀で、講義室の

　椅r・の問を通りぬけ、廊下に置かれた

　椅子をくぐらせ、階段をあと数段ドりれば

　ゴールというところまで進むことができた

　実際のグループ．ワークでは、講義室を

　出るだけでも一苦労だということだった．．

▲触法チームの講義風景
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2．4　瀬戸際プログラム（Boundaries　Program）

（1）対象

　次の3つの要件を満たす青少年。

　　・性犯罪（性的暴力）で保護観察中または

　　有罪が確定した12～19歳の青少年

　　・裁判所から、家を出て入所施設に入る

　　命令が下されている者

　　・非行カウンセラーが心理査定を行い、

　　治療を要すると認定された者

②目的

　青少年司法精神科クリニックや地域の非行

　カウンセラーの援助効果を補強・増幅させる

　こと。

（3）受理経路

　保護観察所の紹介のみ。紹介を受けた

　ケースを審査委員会（3人）で審査するe

（4）内容

　2004年1月に新設したプログラム。青少年

司法精神科局および青少年保護観察所

との協働事業で、トンプソン地域サービス社

との協力体制で運営している。ケローナ市

に2カ所（各1床）、カムループス市に2ヵ所

（各1床）のシングルベッドホームを設置し、

正規職員のカウンセラーをケローナ市に1名、

カムループス市に1名配置している。

入所治療を原則とし、カウンセリング、レク

リエーション、教育、就労支援、家族支援、

自活訓練を行う。特に利他的行動を含む

レクリエーション活動を重視している。本人

と家族に対するアフターケアも行っている。

入所措置の命令がない場合は、青少年司法

精神科局への通院の支援を行う。

地域の非行カウンセラーがこのプログラム

と並行してケアを行っている。

2．5　アーク入所施設プログラム（ARC　Residential　Program）

（1）対象

　政府によるケアの下にある被虐待児（8～17

　歳）とその家族が援助対象．

（2）目的

　激しい行動化などのために地域生活が困難

　な子どもが、穏やかに過ごせるようになり、

　自宅や里親宅での生活に復帰すること。

（3）受理経路

　子ども家庭開発省の紹介。

（4）内容

　ウェストパン久オリバー、ベンティクトンに1カ所

　ずつ設置、いずれも小さな家で各3床。小規

　模施設は経費がかかるが、大集団は子ども

　同士で悪い影響を与えやすいので、小規模

　施設にした。在所期間は約6～12ヵ月。近年、

　8～12歳の年少児の人所が多い。

　問題行動の変容を目指して、治療と指導を

　行うとともに健全な生活の場を提供して

　いる。まず、家族やかかりつけ医や教師

などの関係者から情報を収集し、次にその

子どもに合った具体的な目標を設定する。

適応的な生活を送る上で、不足している

能力や技能の強化を目標とすることが

多い。そして、目標に応じて個別の支援計画

を策定する。学校に行っていない子ども

には、デイプログラムも提供している。

親に対する援助も行っている。親教育グル

ー プ、個別・家族カウンセリング、親子間

調停などのメニューがある。

退所後も6カ月～1年程度の社会復帰支援

を行う。ソーシャルワーカーや病院などと

連携をとって包括的なサービス（wrap　around

serVice｝を提供している。カウンセラーの

仕事は、消防士と園芸家を合わせたような

もので、問題が発生すると短期間σ）集中的

な援助で問題の解決を図り、こうした援助

を繰り返しながら、長期的な視点で人格的

成長を支援している。
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所感

アークプログラム株式会社は営利企業の

形態をとっているものの、利潤追求よりも

サービスの質の向上を優先しており、日本に

おける社会福祉法人やNPOに近い性格の

法人だという印象を受けた。あえて営利企業

の形態をとる理由は、常に先進的なサービス

を研究し、品質の高いサービスを提供し

続けようとしているからだと思われる。営利

企業が顧客を重視する姿勢と、援助機関

がクライアントを尊重する姿勢は類似して

おり、営利企業の持つ目的志向性を援助

機関に導入することで、組織の生産性を高め

ようという狙いがあるのだろう。この会社は、

利潤ではなく、治療成果を追及する企業と

理解することができる。

この会社の生産性に寄与する主な要因

は、次の2点だと考えられる。

　①社内の各チームがサービスの質を競い

　　合っていること

　②外部の認定機関に援助プログラムの

　　審査を受けていること

チーム間の競争は内部的な評価であり、

認定機関の審査は外部的な評価といえる。

この会社は内外の評価システムを組み

合わせることで、生産性の高い組織を

形成しているのだろう。日本では、第三者

機関の活動が始まったばかりで、福祉現場

ではまだまだ個人の経験と勘に頼るところが

大きいように思う。今後、現場においても、

評価を受けることの意義が広く認識され、

治療成果を追求する援助体制が発展する

ことを期待したい。

また、「カウンセラーは消防士であり園芸家で

ある」という言葉も心に残るものだった。

ここで言う「園芸家」とは、青少年の将来を

見通して、人生の質を高める援助をしよう

という基本姿勢の比喩である。こうした姿勢

を具体化したプログラムが、多機関連携に

よる包括的サービスだろう。ひとりのケース

に対して、多くの機関がそれぞれの専門性

を生かして代わるがわる援助を続けていく

という援助モテ：Jレは、今後日本でも発展する

ことを期待したい。現状では、社会資源の

乏しさ、人的資源の乏しさ、医療と福祉の

壁など様々な課題があるが、その人の人生

の質を高めるという価値観は、多くの機関

で共有できるものであり、機関連携の基盤

になりうるだろう。

（中垣）
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∬．オカナガンボーイズアンドガールズクラブ
　　　Okanagan　Boys＆Girls　Clubs

1．概要

ボーイズァンドガールズクラブは、カナダの各地で

活動している民間援助機関で、100年余りの

歴史を持つ、｝三にO～18歳までの子どもが援助

の対象で、年間約15万人の子どもたちに対して

幅広いサービスを提供している，．

我々が見学した「オカナガンボーイズアンドガールズ

クラブ」は45年の歴史があり、ケローナ地区のみ

ならず広い地域をカバーしており、カナダでは一番

大きなポーイズアンドガールズクラプである。

1．1　基本方針

①健康と栄養促進

②暴力の予防と安全

③読み書きと学習

1．2組織

最高責任者（1人）の一ドに、運営、財務、資源の

開拓（寄付金集め）、地域の責任者（3人）、

センターの責任者といった各幹部がおり、更に、

センターの責任者の下にはプログラムコーデ1

ネーター、プログラムエリアリーダー、現場スタッフ

（200人程度）の職員が配置されているt職員数

▲海外研修最後の研修風景

は約250名（パート含む）で、その他に約300名の

ボランデfア李の協力を得ている，．

※ボランティアの採用にあたっては、3人の推薦状、職員

　による面接、犯罪歴の洲査などのスクリーニングを

　行っている　ポランテ’tアのコーディネートはプログラム

　リーダーが行い、必要に応じて研修も行っている、

1．3会員

会員数：約1万人

年会費；10CA＄（9401il）IUし未就学児の

　　　　ディケアは別に実費負担

※年会費が払えなくても参加は許可している
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1．4資金

活動資金の財源は、市からの補助がほぼ50％、

その他に連邦政府との契約料、ディケアを利川

する家庭の負担金、寄付金などである、寄付

は、地方公共団体、企業（マイクロソフト社など）、

銀行などから寄せられる．また、寄付金担当の

職員がチャリティゴルフk会を企画するなど、

資金獲得の努力をしている

2．活動内容

2．1　子どもの発育プログラム

〔1）チャイルドケア

　就学前の3～5歳までの子どもが対象で、

　学校へ入る準備のために子どもを預かる

　サービス．定員は16名で親が一定の負担

　金を払う，

（2）学童保育

　共働き家庭の了どもが対象で、放課後、学校

　に迎えに行き、親が働いている間、面倒を

　みるサービスである．利用にあたって予約は

　いらないこのプログラムは政府からの委託

　事業で、ワーカーはW資格者を政府の資金

　で雇用している．18時までに親が引き取る

　ことになっているが、18時半になっても迎え

　がなく連絡がとれない場合、遺棄とみなし

　て州政府がr・どもを保護する．（カナダでは

　30分以．ヒ子どもが放置されていると遺棄と

　みなす）

（3）さまざまな活動に参加できるサービス

　対象は、未就学児、学齢児、重度から中度

　の障害をもったr・どもたちと幅広い．スボ

　ーツ、ゲーム、；：作、遠足、生活に必要な

　スキルの習得（バスの乗り方や料理の

　練習等）などを行う．障害のある子どもと、

　一・般の了どもと’緒に過ごす包括的な

　サービスを特徴としており、特に問題も

　なく、お互いに助け合い、受け人れること

　で良い結果が生まれているようである、

▲施設内の庭にある遊具
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2．2　青少年を支援する7つのプログラム

プログラム名 内容

（1）再統合
ストリートチルドレンや、薬物の誘惑や何らかの害を受けそうな若者たちの

支援と家庭・地域への再統合

（2）クリニック
ドロップアウトして支援を必要としている子どもたちに対して、看護師

（常勤と非常勤）のケアや、臨床施設における医療サービスを提供

（3）メンタルヘルス
精神的な問題を胞える子どもたちに対して、看護師がアセスメントし医者

に紹介

（4）犯罪調停 犯罪をおかした加害者、被害者間の調停

（5）自立援助 15～29歳の若者に対して就業の機会を与える

（6）緊急里親（一時保護） 家庭でトラウマティックな経験をしている子どもを、里親に一時保護

（7）グループホーム

何らかの犯罪をおかし、行き場のない13～18歳の子どもに提供する6人

編成のグループホーム。

住居や仕事を探す援助や、3人のスタッフが面接にふさわしい服装、履歴書

の書き方、面接のロールプレイなども行う。

2．3　コミュニティの協力を得て実施しているプログラム

（1）対象

　ハイリスクの親

〔2）プログラム

　①健康に良い食材の買い方や料理方法を

　　指導したり、一週聞分の食事を作って家

　　　に持ち帰るなどの支援を行う、利用者は

　　　自らが希望する自発的な参加と、他機関

　　からの紹介によって参加する場合とが

　　　ある。

②クラブが卸売店からまとめて買うことに

　より、食品を安価で提供する．

③コミュニティと協力し、特別なニーズの

　ある子どもにスポーツの機会を提供する

　とともに親も支援する。

⑥子どもの養育に必要な情報を提供する。

3．　施設

一・ 言でいうと小さい学校のようなつくりである．

研修室、体育館、コンビュータールーム（8台

設置）多目的に活動できる部屋、幼稚倒帰園後

対応の部屋、調理察、ゲームルーム、コミュニティ

に開放する部屋、公園（市が提供した遊具を

設置）がある。

地域1・眠の活動の場としても建物を利用して

▲寄付を行っている企業のボード

おり、私たちが訪問した時には退職した方々が

心理学についての研修を受けていた、
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所感

日本でも、子育て支援は積極的に進め

られていて、保育所・幼稚園の延長保育、

学童保育、親教育、子育てサー勿k児童館、

乳幼児健診などの取紐みが活発に

行われている。

今回見学させて頂いた「ポーイズアンド

ガールズクラブ」は、．ヒ述したような現在

わが国で行われているさまざまな活動を

全て総括的に1つの機関で行っている。

州や地方自治体、一般企業、地域の人

たちなど、あらゆる社会資源を子ども

たちのために活用しており、サポートという

よりサービスといった語感が馴染む活動

のように感じた．子どもや家庭が自分たち

に必要と思うサービスを多様なメニュー

の中から選んで利用している。何かが足り

ないから周りが補うのではなく、誰もが

当然のこととしてサービスを受ける権利を

持ち、必要なサービスは積極的に受ける

という考え方がべ一スにあった。

資金運用はクラブに一任されていること、

資金不足に関しては資金調達の専門

スタ・ソフが担当しているなど資金面の

自由度が高く、一方、保険は州が面倒を

みるなど重要な場面では政府が保障して

いることも活動が充実している要因の

一つではないかと感じた。リスクの高い

家庭への栄養面の援助、さまざまな部屋

が用意された施設、ボランティアの選定や

教育の方法などをみると、日本のように

「家庭はここまでやらなければいけない」

という固定観念があまり強くなく、各家庭

のニーズに対応できるよう多様なプロ

グラムが用意されていると感じた。

子どもの発達を見ていく時、年齢別に

細分化して見ていくことも大切なことでは

あるが、乳児期から青年期までをトータル

で見ることで今の年齢に応じた発達・養育

上の課題がみえてくる。現場の援助機関

が動くことで、今何が必要でそのために

は主体的に何をしなくてはならないかが

具体的になり、その上で組織の充実化が

図られるのだと感じた。現場から声を上げて

いくことや、不足していることを補うため

には何をしたら良いのか、また、何が

できるのかを身近なところから整理する

必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　（花田）
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第30回海外研修総括

第1節　行政の考え方

．

1
カナダの行政（3つのレベルの政府とその役割）

カナダ国は10の州と3つの準州で構成される連邦国家である、2004年に建国137年目を迎えた，

カナダには、

　①連邦政府（Federal　Government）、

　②州政府（Provinc副Govemment）、

　1③市町村（Municipa］　Government、Town、city　or　District）

の3つのレベルの政府がある、

「連邦政府」の主な役割

　軍隊、財政・銀行・国税、移民、外交、交通、労働、通信・放送、カナダ郵政、国家警察、その他各州

　に共通する年金、失業保険、公的扶助などの社会保障、先住民族などを所管。連邦政府首相の

　もとに社会サービスを所管する省として人的社会資源省大臣がおかれている．又、豊かな州と

　貧しい州の調整にも務めており、3つの準州は連邦政府が直接所管、

「州政府」の主な役割

　教育、労働、スポーツ・レクリエーション、社会サービス、道路・橋脚・高速道路、健康保険・病院、

　観光、州警察、住宅などを所管、ブリテfッシュコロンビア州（以ドBC州）政府首相のもとに、社会

　サービスを所管する省として、2001年8月にr一ども家庭開発省大臣がおかれている．．

「市町村政府」の主な役割

　保育、公共交通、図書館、ゴミ、建築許可、地方警察、公園・遊び場、駐屯場、街灯、消防などを所管．

社会サービスなどのプログラムは州政府と市町村

が所管しており、rカナダの子ども家庭福祉は』

という．般的な表現はできない．

日本の’r一ども家庭福祉はl／illが策定した児巌

福祉法でi渚サービスが画・的に実施される．

ところが、カナダではそれぞれの州政府が

独自の法律を制定しているt．BC州の場合は、

「r一ども・家庭および地域サービス法」が制定

されており対象年齢は19手未満となっているtt

他州の法律では各々16～18γ未満とまちまち

で、傑育についても各州で単独の法律があるi

さらに飲酒や喫煙の許される年齢も州によって

異なる，、従って、我々日本人には「州」が「一つ

の国」であると考えたほうが理解しやすい、
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SUMMARY

2．BC州の子ども家庭サービスへの取組み

2．1　コア・サービスの見直し

2001年秋、BC州子ども家庭開発省（以下

当該省）は州政府の経済・財政・社会的日的を

果たす能力を評価するため、すべてのプログラム

とサービスの見直しを行った。この見直し

は当該省の提供しているサービスと州政府

が当該省に要求しているサービスとのギャップ

を明らかにした。その結果、コミュニティ主体の

自治体制の方が利用者のニーズに合わせた

サービスを提供しやすいと確信し、コミュニティ

自治体制への移行計画と併せて、様々な

社会的サービスの実施法を変えていく指針を

発表した。

2．2　戦略的変革

当該省が打ち出した2001年以降、3年間の事業

運営の指針

・開かれた、信頼できる、透明性のある人闘

　関係を実現するz

・ コミュニティが主体となり、統合的で一貫性の

　あるサービスの開発や実施を可能にする。

・ 能力（可能性）と復元力構築（困難な状況

　からの）に戦略的資金投入をする。

・ 家族やコミュニティの「子どもを守り、子ども

と家族の発達を支援する能力」の開発を

助長するe

・ 選択の幅、確信、連帯責任を助長するコミュ

ニティ主体のサービス制度にする。

・ 先住民族社会内に、幼児期と家族の発達に

重点を置いた完全なサービスを実施する

能力を構築する．

2．3　ビジョン・使命・価値観

（1）ビジョン

　当該省は、健康な子どもと責任感のある

　家族が、安全で思いやりのある、すべてを

　受け入れる社会で生活できる州の実現を

　思い描いている．

（2）使命

　私達の使命は、家族やコミュニティの持って

　いる、①傷つきやすい子どもや青少年を

　ケアし保護する能力、②発達障害をもつ

　成人を支援する能力、などを引き出し育てる

　ことである。

（3）基本理念と価値

　　・私達は、「家族には、子どもと青少年の成長

　　と発達を支援する権利と一義的責任が

　　ある」と確信する。

　　・私達は、「州政府は、子どもと家族の回復力

　　を支援し高めるという、コミュニティの

　　能力を認め強化しなければならない」

　　と確信する。

　・「子ども家庭開発省は、我々の州内の

　　もっとも傷つきやすいコミュニティメンパー

　　の安全とウエルビーイングを確保する

　　ため、必要最小限の処置を施すべきで

　　ある」と確信する。

（4）任務と権限

　・傷つきやすい子ども、青少年、成人の安全

　　とウエルビーイングを推進すること。

　・戦略的資金投人により、幼児期の発達

　　を推進すること。

　・改革、平等、アカウンタビリティ（貴任・責務）

　　を助長する、コミュニティ主体の家庭

　　サービス制度を推進・支援する。
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3 日本との比較

カナダでも4年ごとに選挙があり、政党が変わる

ことにより施策も大きく変更される。しかし

スタッフたちは悲観的ではなく、現状は現状と

してしっかりと受け止め、苦しい時だからこそ

前向きに取り組もうとしている。カナダの

人たちは何につけ、譲歩して局面を打開するの

がうまいと聞いたことがある。行政も利用者も

コミュニティも、民間団体も第三者機関も一体と

なって子どものケアをサポートするシステムが

構築されている。子ども・親・家族・先住民族

の問題に対して、いろいろなサービスが選択

できるようになっている。

日本でも財源の悪化、予算の削減はカナダと

同様で、今後は三位．一体改革による地方財政

などへの深刻な問題が生じることが予想される。

福祉施策の見直しもあり、切実な問題としては、

児童保護措置費等負担金や社会福祉施策等

整備費などの補助金が削減の対象とされて

おり、来年度予算については予断を許さない

状況にきている。

しかし、平成16年度における児童養護施設の

小規模グループケアや家庭支援専門相談員等

の配置を実現したことは大きい。特に小規模

グループケアはまだ半数にも満たない実施数

ではあるが、確実に施設におけるケアの個別化

とケア単位の小規模化の必要性を現場が

感じている数値でもある。平成17年度には

新たに’新新エンゼルプラン”を策定し、児童

虐待防止対策の推進などが盛り込まれる。

また、ここ数年ようやく地域でも虐待防止など

のネッ1・ワークが作られてきている。施設と

弁護士との勉強会を定期的に実施している

地域も出てきた。心理士が配置され、治療的な

プログラムが展開しつつある。子どもの周辺

事情は、数年前に比べると数段良くはなって

きているc遅蒔きながらではあるが、日本も

ようやく少しずつ動き始めている。

i　　．㌶＝こ㌫議㌫．　　　　　i
i　。年＿認年度年次報告縦㈱最新版　　i
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SUMMARY

第2節　コミュニティベース

1．コミュニティベースへのケア体制シフト

コミュニティベースは、プリティッシュコロンピア州

（以下BC州）の子ども家庭開発省が進める変革

のキーワードである。「コミュニティ（comlnunity）」

を日本語に訳すと「地域社会」とか「生活共同体」

であり、「コミュニティペース」を敢えて翻訳すると、

「地域社会が主体となり生活に根ざしている」

という意味になる。従来、政府のケアは、行政

が主体となり、子どもを施設に人所させる形で

あったが、変革後は①サービスの主体を行政

から民間に移行し、②入所施設中心から里親

中心ヘケア体制をシフトする、という方針に

転換され鵡

2．民間援助機関主体の在宅支援

今回の研修では多数の民間援助機関を視察

し、ハイリスクの子どもの在宅支援は民間援助

機関が中心的役割を果たしていることが

分かった。

子ども家庭開発省は、了Lどもの保護と後見が

主な業務であり、子どもの治療や家族の支援は

全面的に民間援助機関に委託していて、危険度

の低いケースであれば、危機介入も委託する

ことがあるということだった。BC州には100以上

の民間援助機関があり、各機関が多くの専門家

を抱え、個人カウンセリング、集団療法、家族

カウンセリングなど、子どもや家族を対象とした

多様な治療を実施していた。中には、薬物依存

の治療、性的虐待のカウンセリングなど高度な

専門性を要する治療を実施している機関も

あった。それに加えて産前指導、親教室、栄養

教室など母子保健分野の予防活動に取り組ん

でいる機関も多く福祉と保健の垣根がない

サービス体制になっていた。また、家庭訪問や

市街巡回などアウトリーチ型のサービスの充実を

図ったり、メントワや社会復帰訓練施設など

小規模社会復帰サービスを新規に導入したり

する機関もあり、在宅で問題を解決するための

方法をさまざまに模索しているように感じられた。

BC州の民間援助機関は、日本でいうところの、

児童相談所のクリニック機能と市町村保健

センターの予防機能の両方を担っていると

言えるeそして、クリニック機能については日本

の水準を大きく上回っていて、桁違いに豊富

な人材と高度な専門性を有している上に、支援

メニューの多様さも圧倒的であった。しかし、

予防機能については、各機関の会員でないと

サービスを受けられないため、取りこぼしが出る

という課題があるように思われた。日本では、

市町村が乳幼児健診（一部民間委託もあるが）

を実施し80％を超える受診率であるうえに、

未実施世帯については家庭訪問をする場合も

あるという丁寧な取り組みをしている。この点は

BC州と比較して、日本が誇れることだろう。

日本においても、民聞援助機関の成長を期待

したいところだが、福祉分野の心理｛：が国家

資格化される見通しはなく、ソーシャルワーカー

の養成機関も少ない現状を見ると、カナダの

ような地域資源の充実は当分の間期待しにくい

だろう。
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3．　里親による家庭的ケア

今回の変革の中で、予算が打ち切られたため

に、いくつかの入所施設が廃止された一方、

地域の中で家庭的なケアが行える里親が主要

な措置先に位置づけられ、政府のケアを受ける

子どもの約63％が委託されていた。施設ケア

からコミュニティベースに方針転換した政府の

姿勢が明確に現れていると事柄だと感じた。

また、保護した子どもの一時保護も里親が請け

負っていて、施設に入所させない方針が徹底

されていると感じた。

ケアを受ける子どもたちの多くは、ADHD、

粗暴行為、自傷行為などさまざまな問題行動を

持っているので、里親は衣食住を提供するだけ

でなく、心理的なケアも行う必要がある。その

ため、州政府が里親の養育能力を4段階で

評価し、養育能力に応じた子どもを委託する

制度になっている。最もレベルの高い里親には

自傷や他害の問題のある子どもでも委託して

いて、養育レベルが高いほど政府からの委託

費が高い。自傷や他害の問題を持つ子どもは

情緒が不安定で、通常の社会生活が送れず、

常に大人のケアが必要なため、日本では里親に

委託されることはまずないだろう。このような

制度が可能な理由は、子ども家庭開発省

のリソースワーカーや民間援助機関の里親

支援プログラムなど援助資源が整備されて

いるからだと考える。また、年間53時間の里親

研修が課せられていることも、里親の技能

向上に役立っていると思われる。

その反面、里子の”たらい回し”が行われて

いるという実態もあり、BC州里親協会連合の

講義では、3年間で20軒の里親に預けられた

事例や40軒を越える里親を転々とした事例が

紹介された。被虐待児は、回復過程で虐待体験

の再演をすることが多く、暴力や性的逸脱

などの問題行動が現れやすいものである。

そうした行動が激しいと里親が受託を中断

してしまうのだろうが、それによって子どもは

見捨てられた気持ちになり、次の里親でさらに

行動が激化していくという悪循環が起きて

いることが推測される。このような場合は

施設でのケアが有効だと思われる。里親の

家庭的養育機能は重要な社会資源だが、当然

万能ではないので、多様な社会資源がバランス

よく混在していることが望ましいと考える。

BC州子ども家庭サービス連合会によると、

改革の背景には財政的な事情もあり、里親は

入所施設に比べてケースひとり当たりの財政

負担が大幅に低いということだった。また、BC州

里親協会連合からは、里親委託費を予算枠に

収めるために、里親調査の結果から導き出される

評価レベルよりも低いレベルで里親認定される

ことがあるという話を伺った。カナダにおいても、

日本と同様に、経済が縮小して税収が落ち

込む中、児童福祉ニーズは増大していると

いう厳しい現実に直面しているのだと感じた。



SUMMARY

4．　日本との比較

コミュニティベースへの方針転換は抜本的な

変革であり、現場は混乱しているという印象を

受けた。財政的な背景による急激な変革は

さまざまな矛盾をはらんでいるようである、

そのしわ寄せは特に里親制度に色濃く現れて

いて、委託費の節約のために認定レベルを

操作するという不適切な制度運用など子ども

の福祉の向上という基本理念と解離した

実態が垣間見られた。

反面、地域を主体とするという点については、

一一定の成果が現れているようであった。子どもの

援助プランの策定において、当事者が自分たちの

できることを話し合ってプランを決めるファミリー

カンファレンスという手法を用いて、行政側

の負担を軽減しながら、家族や地域のもつ

力を引き出す手法が導入されたことで、一定の

成果が見られたようである。また、先住民の援助

機関においては、大幅な権限委譲とそれに

見合う予算配分が進められていて、伝統文化

を中核にした共同体の再生が進められていた。

日本においても2004年の児童福祉法の改正

で、一義的な相談受付機関は市町村となり、

身近な地域で援助を受けられるシステムの構築

が進められている。しかし、市町村の相談機関

は人員や専門性の面で十分な機能を有している

とは言いがたい．相談体制の確立はこれからの

大きな課題という状況であり、実効性のある

システムが構築されるには、十分な人員と予算

そして長い時間が必要である。また、日本では、

民生児童委員、主任児童委員、補導員、保護司

など、篤志家による子どもへの支援制度が

あり、共同体意識の強さの現われとして誇れる

ものではあるが、カナダでは民間援助機関に

多数の有資格者が所属し、教育と訓練に裏打ち

された高度な援助を展開している状況と比べる

と、サービスの質において見劣りすることは

否めない。当分の間、地域における相談体制

の充実に努め、行政が主体となって、子ども、

家族、地域の力を引き出す援助を続けていく

ことが必要だろう。

第3節　子どもの権利擁護

カナダは子どもの権利擁護サービスの活動が

最も進んでいると言われている。連邦政府レベル

では「カナダ権利と自由の憲章（Canadian

Charter　of　R三ghts　and　Freedoms，1982）」、州

政府レベルでは「オンタリオ人権基準（Ontario

Human　RightS　Code、1981）」が基礎となり、さらに

オンタリオ州「T・ども家庭サービス法（Ch皿d　and

Family　Services　Act，1984）」により、その権利

擁護サービスのシステムが構築されている。

「国連子どもの権利条約」が土台となっており、

「子ども家庭サービス法」も条約の内容を踏襲

したものとなっている。

今回私たちが訪問したブリティッシュコロンビア州

（以下BC州）では、「子ども・家庭および地域

サービス法（　Child．　Family　and　Community

Service　Act．1996）」に基づいてサービスが

行われている、この法律は子どもの安全と幸福の

ために制定されており、虐待や危険から守られる

権利、保護、最善の利益、サポートサービス、意見

表明、先住民の子どもの文化的アイデンティティ

の保護の重要性などについて示されている、

子どもの権利擁護についての日本との大きな

違いは、法的根拠がしっかりしていることだと

いえるだろう。
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1 ケアを受けている子どもの権利

BC州「子ども・家庭および地域サービス法」の

第70条ではケアを受けている子どもの権利に

ついて明記されている。例えば子どもが「彼ら

の能力に応じて、彼らに関わる重大な決定に

ついて意見を求められ、表明する」ことや、

アドボカシーやオンブズマンについて知らされ、

「弁護士、アドボカシー事務所の人やオンブズマン、

州議会のメンバー、連邦議会のメンバーと話し

合う時のプライバシー」が守られる権利などが

盛り込まれている。

オンタリオ州でも「子ども家庭サービス法」の

第13条でケアを受けている子どもの権利に

ついて明記されているが、これらの内容を子ども

たちに理解しやすいよう「レジデンシャル・

ケアの｝どもとティーンエージャーのための

乎引き（子どもの権利・責任ハンドブソク）」が作成

配布されている．これは1995年に日本で始めて

大阪府が作成した「子どもの権利ノート」の

モデルになったものだが、日本では根拠となる

条文が児童福祉法の中に明記されていない

ことと、「責任」という言葉が削除され「権利

ノート」となっている点が異なっている。

2．子どもの権利擁護機関

子どもの権利を守るために、子どもの権利の

ためのカナダ連合、アドポカシー事務所や

オンブズマン事務所など多くの機関がある。

各機関は前述した様々な法律にのっとり、

子どもの権利が守られているかどうかを判断

し、監視している。又、活動を支える法律として、

｛列えぱアドボカシー事務所には「0伍ce　for

Children　and　Youth　Act」があり、オンブズマン

事務所には「Ombudsman　Act」がある。

子どもの立場から言うとr自分たちの権利

について相談できるところがたくさんある」

ことになる，

H本は1998年に国連子どもの権利委員会から

の最終見解において、児童虐待に関して「児童

にとって容易に利用でき親しみやすい不服申立

手続きが確立されるよう勧告」されている。

又2000年の社会福祉法の制定により、児童

養護施設では、第三者評価や苦情解決の努力

義務が課されたが、これらが機能しているとは

言い難い。その要因としては施設入所の際の

アセスメントが不1一分であること、子どもの意見

表明権を保障する具体的な仕組みが欠如して

いることなどが挙げられる。

カナダにあるような、子どもの権利について監視

する全く独立した第三者機関のシステムづくりは

急務であろう。

3．研究機関

カナダには「国際児童権利・開発研究所

（IICRD）」がある。これは国連子どもの権利条約

に基づいて活動している研究機関である。

子どもの権利条約の意義としては

①子どもの基本的権利を大人と対等のもの

　として認めたこと

②子ども固有の権利を認めたこと

③子どもの権利保障に関する統合的・体系的

　規定であること
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SUMMARY

の3点がある。IICRDでも子どもの権利を

「人権」という大きい視点から捉えるとともに、

子どもは社会的弱者であることから特別な保護

が必要であると考えている。

nCRDの活動としては、研究、教育、能力開発の

3本柱がある。研究したことを再び実践の現場

に返して、子どものより良いケアに結びつく

実行型研究を目指している，又、大学の中に

ある研究所として、子どもの人権にかかわる仕事

をする人たちへの教育を行う役割も果たして

いる。

i・r藁瓢，＿。、＿甑＿，」　　　i
i．YH彰「自鼓援の児蛭灘＿願でくら廿どもの生活と権利一」ミネルヴ措房、2・・4；

第4節　ユースへの支援

ブリティッシュコロンビア州（以下BC州）では

「子ども・家庭および地域サービス法（Child，

F㎜ny㎝d　Co㎜u輌緬ce品，1旬6）」で

ユースを16歳以上19歳未満と定義し、薬物

依存・触法・ホームレス・失業・精神的問題

など危険な状況にあるユースを支援するために、

安全で健康的な環境を整える政策を行なって

いるc

ユース支援の実践は、BC州ではコミュニティ

ベースへの移行に伴い、主に民間機関で

行なわれているが、政府自体も奨学金制度など

ユースの社会復帰を支援するサービスを実施

している。支援内容やプログラムは機関に

よってさまざまで、ユースが抱えている問題

を解決し、自立する力を身につけるための多様

なプログラムが用意されている。

1．特徴

1．1ユースのプログラム作成への参加

ケアに入るユースにはソーシャルワーカーが

つき、問題解決及び社会復帰のためのケア

プランが作成される。その際に特微的である

のが、プログラム作成にユース自身が参加

できることである。これは罪を犯したユース

に対しても同様で、「青少年院（日本の少年院

にあたる）」においても、自身のプログラム作成

に参加することができる。いかなる場合でも、

ユースに意見表明のできる場を提供し、ユース

の声に耳を傾ける姿勢が見られ、BC州の児童

の権利擁護に対する意識の高さがうかがえた。

また、プログラム作成にユースが参加すること

で、自身の抱える問題に向き合うことができる。

問題解決のためには、支援体制とともに本人

の自覚と意志が重要であるため、プログラム

作成へのユースの参加は、将来的な自立に

向けての第一歩となっている，
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1．2　ユースと大人との個別的な信頼関係

ユース支援に関わる大人は、まず第一・にユース

と信頼関係を築くことを大事にしている。ケア

を受けるユースはさまざまな問題や心の傷を

抱えており、それゆえに更なる問題行動や犯罪

を引き起こしているケースも少なくない。信頼

1．3経験者の立場での支援

ケアを受けていたユースが社会復帰を果たし、

今度は自らユースを支援する側となって、

コミュニティにいる問題を抱えたユースに働き

かけているのも特徴的である。BC州で「コベナント

ハウス」や「ユースアドバイザリー委員会」などの

機関があり、コミュニティの中でユースの自立の

ためのさまざまなプログラムを提供するとともに、

できる大人とのきずながユースの精神的サポート

となり、社会復帰への力となり得るため、安全で

安定した生活環境・個別的な関わりの持てる

人的環境・個々に合ったプログラムの提供が

同時進行で行われているのである。

同じユースの立場から政府や社会に向けた

勧告や提言を行っている。彼らは、問題を

抱えて苦しむユースの良き理解者となって働き

かける一方で、支援することによって更に自分

の力をつけることにもなり、ユースの支援に

ユースが関わることでブラスの相互作用が

生まれている。

2．　カナダから学ぶこと

2．1　日本の自立支援の現状

児童福祉法の改正後、児童養護施設や児童

自立支援施設などの児童福祉施設は、「保護・

教護」だけでなく「白立支援」への役割も

求められている。しかし、被虐待児を含め複雑

な問題を抱える子どもが増加し、専門的な

関わりも必要とされる現状では、現行の体制で

青少年の自立に向けた1一分な支援ができると

言えるだろうか。

特に青年期には思春期特有の問題もからみ、

2．2　地域に密着した支援

BC州では支援システムが州政府からコミュニティ

ベースへ移行し、より身近なところでのサポート

が行なわれている。例えば「コベナントハウス」

のように地域のユースに対して積極的に関わりを

持とうとする民間機関に対して、州政府だけで

抱えている問題の解決や．一・人で生きていく力

を身につけるためには、個々の課題に応じた

個別的な関わりが重要である。BC州の子ども

家庭開発省との契約で実践している「ユースと

信頼できる大人との共同生活」などの取り組み

から学ぶことは多い。児童福祉施設における

心理的ケアと、自立援助ホームのような小集団

での関係を基盤として生活スキルを身につける

支援システムの充実が望まれる。

なく地元の銀行や不動産財団・カナダの外郭

団体などがサポートしており、BC州の各地で、

ユースに対して地域が協力して支援する体制

が取られている。

日本の場合、高齢者や障害者子育て支援などは
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地域に密着したサボート体制が取られている

所も多いが、地域の青少年への支援については

意識が低いように感じる。その一・方で、薬物・

売春・性犯罪・家出など青少年の問題は後を

絶たない。行政サイドからの地域の青少年へ

の更なる取り組みや、社会全体での問題意識

の向上が必要と思われる。

「．．．一．．．．．．．・．．．一．・．．．．．．一・．．・．．一．．一・．．．．．．．t1．．tt．．．．一．r『”『『『『－’r’－’”…”．…’……．．”．．．・一・一．一．．「

1［r鴛1。，＿。州。子。も家庭。．t，X，，ナダ国、」i

i．小搬義檜待を受け好どもへの自鼓援」　　i

第5節　高い専門性と認定制度

1．　高い専門性

1．1　スタッフの充実

ブリティッシュコロンビア州（以下BC州）で

私たちが日本との違いを強く感じたことの一つ

が、各機関のスタッフの充実であった。

訪問した機関の一つ、「バンクーバー先住民

子ども家庭サービス協会」の現在のスタッフ数

は65人だが、来年は実に10e～120人に大幅

増員される予定と聞いた、

また、入所型施設も同様で、日本ではスタッフ数

が児童の定員数を上回っている施設は極めて

少ないが、”f一ども家庭開発省で説明を受けた

「メープル」（子どもの精神疾患専門治療施設）

は、定員40人に対し、精神科医やカウンセラー

などの専門職が多く配置され全職員139人

とのことであった。その後訪問した「ビクトリア青

少年院」は、定員60人に対し職員は約100人で、

指導する職員は養成学校で専門的なトレーニング

を受けてから配置されていた。その他にも、

スタッフの数だけでなく、ソーシャルワーカーや

カウンセラー、精神科医、セラピストといった専門

職のスタッフが豊富に配置されている機関が

多かった。

またケアに入る子どもの約4割を先住民の

子どもが占めているという現状から、先住民

のスタッフの採用にも積極的であり、BC州

チども家庭開発省の先住民の福祉を管轄して

いる部門でも採用が行われていた。そして

「バンクーバー先住民子ども家庭サービス協会」

や「コベナントハウスパンクーバー」では、実際

にかつてケアを受けた経験のある人がスタッフ

となり活躍していた。

日本においても心理などの専門職が配置

されている児童相談所や施設はあるが、BC州

のように各種のプログラムごとに専門のスタッフ

が配置されているような充実度には及んで

いない。特に施設内処遇に入ると、さまざまな

分野の専門職員が子どもや家族に継続して

関わるというのは難しい状況である。
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12　BC州のソーシャルワーカー　～日本との比較～

BC州のソーシャルワーカHま民間への移行などに

伴って増加しており、詳しい数は把握できて

いないがBC州全体で少なくとも5，000人は

超えているものと思われる。ソーシャルワーカーと

日本の児童福祉司の単純な比較はできないが、

BC州の場合、人口を約400万人とすると人口

に対するソーシャルワーカーの割合は約800人に

1人ということになる。一方日本では7万5，000人

に1人という児童福祉司の配置基準にも達して

いない自治体があるというのが現状である。

また、ソーシャルワーカーをより多く採用するため、

資格がソーシャルワーク修士から学士に引き

下げられたが、専門の実習プログラムが義務

づけられており、専門知識や技能を修得した者

のみがソーシャルワーカーとして認められている。

特にソーシャルワーカーの中でも子どもを親から

分離する権限を持つワーカー－tは特別なプログラム

を受けることになっている。それに対して日本の

児童福祉司の半数以上は専門職の任用では

なく一般行政職であり、その専門性の低さが

問題となっている実状を考えると、その遠いは

歴然としている。

1．3子どものケアに関わるマンパワー

BC州では子どもや家族へのケアが多彩であり、

多くの人たちによって子どもが支えられている

と感じた。

ケアを受けている子どもは、まずケースカン

ファレンスの段階でソーシャルワーカーやケース

マネージャーらとともに子ども本人も加わり、

場合によっては家族や親族も参加して、プロ

グラムを選択するなどケアの計画を作成する。

実際にケアが始まると、ソー一一シャルワーカーは

もちろんカウンセラー、セラピスト、精神科医ら

各分野の専門職のスタッフによるサービスを

受ける機会が多く与えられている。ケアの途中

であっても権利擁護を監視するアドボケイト、

苦情処理を調査するオンブズマン調査官と

いった第三者機関のスタッフに意見を聞いて

もらうこともできる。さらに子ども本人のみならず

家族に対しても、ファミリーサポートワーカー、

ファミリーカウンセラーなどが行うサービスが

整えられている。

ボランティアの協力についても積極的に取り

入れており、多くの訪問機関で話に上がった。

「大バンクーバーファミリーサーピス」は456人

のスタッフが168人のボランティアとともに

サービスにあたっていた。また「オカナガン

ボーイズアンドガールズクラプ」ではスタッフ

約250人に加え、約300人のボランティアの協力

を得ていた。その他にもいくつかの訪問先で

ボランティア募集のパンフレットを目にして、BC州

のボランティア精神や児童福祉への関心の高さ

を感じずにはいられなかった。
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2．認定制度

児童福祉業務を行っている機関（民間の団体

や企業）やそこで働くスタッフの専門性を

高めている要因の一つが認定制度であると

考えられる。私たちが訪問した機関の中に

も国際的な認定機関から認定を受けている

ところがあった。認定を受けることによって、

その機関のサービスの質が保証され、州政府

からの権限委譲や予算に大きく影響する。

つまり質の高いプログラムを州政府が購入

する（契約料を払う）という形になるため、

財源を州政府からの契約料に頼っている機関

にとっては認定証があるかどうかが重要な

ポイントになってくる。

この認定制度は一定の期間ごとに更新の必要

があるため、各機関ではサービスの内容に

ついて常にフィードバックして評価し、再認定を

受けるためのさらなる努力を重ねている。

認定機関の基準には、プログラムの内容、効率、

実績をはじめとして、スタッフの質、運営状況、

代表者の力量などがあり、さらに各プログラム

ごとの認定基準も定められている。それらの

基準をクリアすることがプログラムのレベル

アップ、スタッフの高い専門性、コミュニティから

のニーズに応えたきめ細やかなサービス、に

繋がるという効果がある。

認定機関もさまざまで、認定証を掲げてある今回

の訪問機関の一つ「オカナガンファミリーソサエ

ティー」ではCOA（Council　on　Accreditation）と

いう国際的な認定機関の認定を受けており、

これはカナダ全体でも30団体しか認定されて

おらず、準備に4年かかったということであった。

また、「アークプログラム株式会社」ではCARF

（Cornmission　on　A｛miitation　of　lkhabilitation

Facilities）というリハビリ分野の認定機関の

認定を受けていた。

日本では子どものケァについては公的機関

である児童相談所が責任を持って各施設等

を指導しているが、その専門性の低さが指摘

されている。民間に移行したBC州では、各機関

が認定制度のもとで創意工夫を凝らして

プログラムを開発し、専門性の高いスタッフに

よって質の高いサービスを追求していた。

コミュニティごとに豊富な人材や専門性を

備えた民間機関が設置されていることは、

コミュニティベーススタイルの大きな利点である

と言える。

「毒；㌫…－T＋’”－tt………mTttT’“’“L………’…－l

T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　・平成15年度厚生労働科学研究（子ども家庭総合研究事業）報告書　　i
く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i㌫。蒜罐。：鷺。。㈱。。，方。検討、i
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第6節　私たちそれぞれの“行動宣言”

親と子の両方に関わりながら日常生活支援のできる職員として、利用者に寄り添い、指導ではなく

一緒に課題解消及び子育て支援をしていきたい。特に、本当の気持ち（不安や今後の望み等）を

引き出せるような面接を実践します！　　　　　　　　　　　　　　　　　　（飯田明子）

4呼冶◆鴫t．●☆可　冶t6■i●a喝合■　．喝a呼　・●．可’●i●■呼脅●i●■つao　i呼白●aφ　i⇒a呼禽■　φe　4呼■呼a呼●呼命噂■可　冶．

研修を終え、日本の児童養護施設におけるサービスは何から何までカパーしようとしていて焦点が

ぼやけているのかな、それが職員の専門性を育てる弊害になっているのかな、と思いました。今後

は児童養護施設にどのような専門性を持たせるのか、もしくは専門分野を絞り込み付随させて

いくのか、といったことに取り組みたいと思います。また、被虐待児の妊娠時のカウンセリング

というものに興昧を持ったので退所児童を中心に検証していきたいと思います。　（井倉章司）

．●i呼≠●iひ直略　6◇a弓心4金●・特貞や碗噂・■　i噂☆呼合呼4●吟噂　■●　■■　■●虎呼　i■i■－妙　■づ　●●直ぐ　■■i略　■●i喝楡略　☆・　白．

私は、子どもの福祉とりわけ児童養護施設分野において、その理念、目的、目標設定に関し、

たとえば100年後も構築しているような、次世代へのバトンとなるような原図を今後5年で描くこと

をここに宣言します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小倉　要）

i尋i●．●i喝磯噂．■金●冶呼di■io．■白●4呼台呼貞●売t・●i■ae　i●i◆4呼i●■⇔“噂●喝●t禽・i呼i．　i呼i．　i呼4’台・

家族支援のあり方を考えて行きたいです。児童が抱える問題は家族全員の問題です。児童が意見

を述べられる機会と、大人が彼らの考えを聞く環境を作り、児童が意見を「聞いてもらえる」環境を

作る努力をします。

つねに「世界の子どもの憲章」を頭に置き、目標から外れず目的意識を持って児童を含む家族

の支援にあたります．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（笠井明子）

iひ　4呼　．ウ．呼吟f　．■◎t　右ti可’4　i●碕呼i■冶で●ぜ4●冶●冶■ht’◆▲●i噂　金呼◎呼台呼砲●■●a噂占・の喝　●・■呼楡e■呼　4，

養育の一一貫性を目指す上で「看護」「保育」「福祉」の各専門職員が子どもたちの情報を交換し、

融合しあうことで、総括的なサービスの提供をする。専門性の向上と組織性の充実を図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（河崎玲子）

i●i呼・呼　▲●冶1占喝直t4呼　山●h略　6●’寸台弓“喝4●の●　■■☆噂i■　io　企・　’婚it■吟■■　の・n・　占司　吟◎　▲．’．　☆呼φ略のひ　■・

私は、自分にできることを考える前に、子ども自身ができることを信じ、子どもの幸せを望む前に、

子どもが生きてゆくことを受け止め、当たり前のことを大切に、児童福祉に努めます。（河尻　恵）

t●・喝・■　．呼4Q　唆呼右呼の■i尋’■i呼　．■’●4●　金ひ碕●4●♂号■や輪呼㊨●直呼　白●i●吟呼4で’・楡・Ct’ti・　i喝i・直呼　4呼

カナダの児童福祉から感じとったパワーを1云え、子どもの育ちを共に考え実行していくネットワーク

をつくります。そして、日本社会の現状においてf’どもの育ちに必要な施策とは何かを考え、児童

福祉を動かせる力となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉川昭代）

◎呼　．f41．■　命●吟t　t喝　・●4●　命■　．◆4●　吟呼吟●a●　i●冶吋i喝直■吟■●oa●■◎　◎呼唆∋■◎㊨φi●■o　●呼　■呼禽・t．aφ　■■

カナダで出会った福祉関係者、その一・人ひとりが「子どものために」と笑顔を忘れずプロ意識を

もった瞳は輝いていました。まずは10年後！子どもの輝く瞳のその中に、僕が居れるカナダあ～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小松敏之）
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SUMMARY

「カナダの青い空＝広く清んだ視野」、「出迎えてくれた人々の笑顔＝仕事に向かう信念」、「自分に

足りないと思われる事二実行力、感性」、これからは行動を起こすこと、感性を磨くことに力を

注ぎます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（齋藤由香）

i．■略如a．ae碗婚a略凸t⇒辱∋・己喝a■べi●’■止蛤i略直●造呼o噂資■i呼㍉冷●’‘4●・●a写4呼占∋▲●直■i●白郁ae

日本に帰って、支部の仲闘の集まり（里親サロン）でミニ報告会を開いて頂き、カナダでの研修会の

ことを報告。Il本国内でも地域により制度が異なる場合もあるようですが、現在の居住地域の

実情を全く把握していないので、今年はまず地元の研修を受け最初からμ］直しま女後は専門里親

の資格も取りたいです．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（杉出昭代）

金つ■．●略●．袖㍉■呼φ弓■喝占．■呼の●▲＜iモ楡●占喝●呼碕et■白呼由●白呼台呼4ひ金喝i写．“a弓a呼．◎i●t写☆tのo・9

子どもの最善の利益を追求していくうえで、“その家族のアイデンティティとは何か一一を常に考え、

幅広く柔軟にケースマネージメントができるよう、他機関とも連携をとりながら、地域に根ざした

サービスを展開します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（友井秀一う

㍉直．4呼■略■呼心・匂匂a略冶qa●命●づψ楡●i■禽●■●冶呼㍉べi｛A■n●i4i略n●の■占’4呼o●．⑤らφ＋t・o±・

カナダの福祉スタッフは専門性が高く、子ども本位で、機関連携や職種間連携に積極的だった

ことに触発を受けましたt早速、身近な仲間と職場をまたいだ自主研修会を開始したので、

息の長い活動にしていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　（中垣真通）

冶．｝t■・■t司ti4袖t呼‘ψtひφ・■尊台ψ曵■i呼企呼痴t灸titウ呼娩ヰi噂．喝吟呼4吟・呼i尋it☆●4，楡呼幽●．噂冶噸己■

私は海外研修で得た人権意識をもとに、自分で自分の問題に向き合い、目標を立て、その問題

解決のために具体的な行動を起こせる、そのような｝どもたちが主体的な位置関係にいる福祉

の実践に努めますL．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西浪祥子）

ぺA呼ぺ磯・吟．■t4写◆◎嶋占呼i呼▲・■呼●呼♂呼■●己■■■嶋冶喝■●嶋ぬ●a●ら◎臼●・φn略i■ぺ■．t4va噂♂●t呼

私は人の心を信じて児童福祉の仕事に取り組みます。子どもに内在する力と強さを信じます。

子どもと共に歩み、サポートするスタッフの誠意と情熱を信じます。子どもに優しい社会＝弱者

に優しい社会の到来を祈りつつ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（則武直美）

・．■4n喝■●●ヰ“噂i晴aea．冶呼脅◎萄略白喝罐．■tat4■i4由呼4●■呼匂i●A喝i●冶φo呼叫☆tべi●台呼・呼金t4φ

現場のニーズを行政に要望する過程において、日々の業務を整理し、システムとしてつくりあげる

ことで、より専門性の高い支援体制が構築されることを実惑しました。善意とやる気に支えられる

だけでなく、現場の声を形にするために必要なことを児童養護の専門家として行なっていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（花田悦子）

企o台叶4㊨o・■写轟・♂呼■特＋呼i●由呼縫v吟弓占呼★呼冶●貞呼■喝ぺi喝ie・弓“略．4のt㊨呼噂’4■吟●．ヰ禽呼．尋碗■▲尊nで

行き詰まりを感じても何かしら道は拓けると信じ、日々、」乙どもと楽しく時間を共有することを、

心がけて生活してゆきますc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1」．1中友子）
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　　第30回海外研修同行記
カナダBC州の児童福祉制度改革から何を学ぶ

コーディネータ兼通訳　　菊池　　幸工　（カナダ在住）

今III1の資生堂海外研修は、第3011．i1を数える記念すべき

研修となりました「この記念すべき海外研修先がカナダ

であったことは、私にとって光栄なことでもありました．

さて、BC州政府と連絡を取り始めたのが、2001年IU．】頃

からだったのですが、そのころはBC州の政権が新民．1：党

から白lh党に代わり、当時赤字が膨らむ州財’政を、：tlて

直すため、政府のさまざまなプログラムにr算削減の

メスが人れられていました　児竜福祉分野もr算削減

を強いられ、なんと23％も削減されたとのことでした

政府の意図は、これまで州政府直轄型でXtl・）ttfしてきた

制度を、コミュニテtべ一スへ移行し」．也域民間のff　itg，i

と活動に依拠することで、ケアに入るi”どもの数を

減らそうと言うものでしたtt

このP算削減は、当然のことながら児竜福祉機関を

直撃し、多くの機関はサービスを縮小せざるを得ない

状況に追い込まれました、しかし、政府が｝∠算を削i威

したからと言って．虐待されるr一どもが減るわけでも

なぐサービスに対する需要は減るどころか、増える｛頃向

にあるといいます．当然、民間機関はいかにしてサービス

を存続させていくかを考えることになります＝そして、

ここからさまざまな創造的なr：法が生まれてきたのです．

日本も、措置から契約へとか、民問機関の資源の有効

活川という、政府主体から民間中心へ移行しようとして

いると聞きました　そこで、このBC州の改革の試みが．

メこ敗にせよ成功にせよ1体にとって人いに参考になる

のではと考えました

今［”］の研修のtl！で、つどうしても入れたかったのが、

先住民へのサービスでした．かつては、カナダ先住民

の子どもサービスは、BC州政府が直接行いましたが、

そのため先住民の文化や，一「語、習慣と，元ン）た先住民

のアイデンティティの根幹に関わる部分を否定した形で

行われてきたため、先住民のf’どもとコミ：L　＝ティは

1

▲菊池幸工氏

103



一
般社会での差別と児童福祉制度の中での差別と

言う、二重の苦しみを味わってきました。しかし、今回の

改革で、先住民の子どもサービスは先住民の機関が

行うこととし、その整備が進んできてい1｝i’S7e子どもには

自分の文化や宗教、言語、習慣等アイデンティティー

を尊重される権利がありま七これは、子どもの自尊心

を育てるうえでとても重要です。

それから、民間機関による創造的な取り組みも重要で、

私は「メントワ」のプログラムに注目しました。これは、

大人が子どもや青少年の椙談役として精神的な支援者

になるもので、決して「指導」ではありません。私は、

「指導」と「支援」には決定的な違いがあると思って

いま土子どもの生活や自立に必要なのは「支援」で

あって「指導」ではないはずで案なぜなら、一人ひとり

の子どもの人生は、あくまで本人のものだからです。

そして、「調査・研究」と「実証・証拠」に基づいたプロ

グラム策定と言う、科学的、客観的なアプローチにも

感心しました。しかも、調査や研究には情報として必ず

サービスを受ける当事者である子どもたち自身の声を

含めているので玄企業だったら、「計画・実行・検証・

見直し（P．D．C．A｝」のサイクルによって、効果を評価

しますが、これが児童福祉の分野でも取り入れられて

いることに感動しました。

最後に、今回の研修で縁の下の力持ちとLt影で支えて

下さった池田さん、山下さん、それから毎晩のように

予習・復習をして、真剣に研修を実施した団員の皆さん

に心から感謝し応援いたします。これからも、末永く

お付き合い下さい。感謝を込めて。
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第30回海外研修 訪問施設リスト

Ministry　of　Children＆Family　Development

Service　Transfomation　Divisbn　I

777Broughton　SしVictoria，　B．C．　Canada　V8W

9S5

Phone　25〔ト387－7089　Fax　25035〔ト2995

URL　httpノ／ww．mcf．gov．bc．ea

Victoria　Youth　Custody　Center

94Talcott　road　In　View　Roya1，　Victoria　B．C．

Canada

Phone　25〔L387－7061　Fax　250・356－6534

　　ども家庭開発省先住民・移行サービス部

：Ministry　ot　Children＆Family　Development

Service　Trnsformation　Division　・1

777　Broughton　St．　Victoria．　B．C．　Canada　V8W

gS5

Phone　25a387・7073

URL　http：／／wwwrncLgov．bc．ca

Office　for　Chi｜dren＆Youth（Advocacy　O桁ce）

Suite　901，808　West　Hastings　St，　Vancouver，

B．C．　V6C　2×4

Phone　25（L356－0831　Fax　604－7753205

URL　httpゾ／www．gov．bc．ca／cyo

　　　　　家庭開発省州内サービズ部

　　inistry　of　Children　＆　Family　Development

Divisionat　Operations　and　Support＆Director，

Migrant　Services，　Provincial　Service　Division

sth　fioor．765　Brougbton　Street，　Victoria，　B．C．

Canada

Phone　250－387・7061　Fax　25〔レ3566534

一勘一ピ1’SaTpt－pm
N

　　ンブズマン事務所ピce。，，、。。。、ud。man

2nd　Floor　756　Fort　St．　Victo亘a，　B．C．　Canada

　Pbone　250・387’5855　Fax　250387イ）189

1ltlllillllillllllT！llltlll11

Federation　of　Child＆Fami！y　Services　of　BC

526Michigan　St，　Victoria，　Canada　B．C．

Phone　25048（ト7387　Fax　250480・7396

URL　http：〃wwwfcfs．bc．ca

．lntemational　lnstitute　for　Child　Rights＆

Development（University　of　Victoria）

C・108　SEDGEWICK　BUILD】NG，　University　of

Victo㎡a，　Victoria．　B．C．　Canada

V8W　2Y2

Phone　250－4724762　Fax　250472L4830

URL　http：／／www．uvic．ca／ilcrd
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L

・ハン　ーノー先住民子’も家庭サー’ス協会

Vancouver　Aboriginal　Child＆Famity　Service

Society（VACFSS）

2nd　Fl　3284　East　Broadway，　Vancouver，　B．C、

Canada　V5M　IZ8

　Phone　604r21《ト6136，604｛8726723
　　　　　　　　　　、

Fax　604－872－5274

，British　Columbia　Federation　of　Foster

Parent　Associations

7誕2W㎞ston　SL　S山te　200，　Burnaby．　BC．

Canada

Phone　604－664－0124　Fax　6（工OI27

’1ill’YV！ree，m1．一一．N1
．Cove「iant　House　Vancouver

326　West　Pender　StreeL　Vancouver，　B．C．

Canada

Phone　604唱474480　ext　12　Fax　604－6474484

URL　httpV／www．covenanthousebc．org

！ll；ll；g；EEii’

Children，s　Foundation

2750East　18th　Avenue，　Vancouver，　B．C．　Canada

V5m　4W8

Phone　604434－9101　Fax　604434－9938

t虹　httpノ／www．children。．f・undati。n．。rg

大パンクーバーラァミリーサービズ

Family　Services　Ct　Greater　Vancouver

2011193　Kingsway，　Vancouver，　B．C．　Canada

V5V　3C9

Phone　604－8742938　Fax　604．8749898

URL　httpシ／www」fsgtr．ca

才カナガンブァミ、ノーソサエデイー

．Okanagan　Families　Society

1829Chandler　Street　Kelowna，　B，C．　Canada

VlY　3Z2

Phone　2SO7630456　Fax　25（）763－4910

URL　httpV／www．o㎞m逝es．ca

　　　　　　　　　丁

，ll1lle，gxsge？：ge’

ARC　Programs　Ltd．

202－532Leon　Avenue，　Kelown禽B．C．　Canada

VIY　6J6

Phone　2SO76329”　Fax　2SU763－6060

URU．　httpV／wwwarcprograms．com

’オカナガンボーイズアンドガールズクラブ

Okanagan　Boys＆Giris　Clubs

1434Graham　Street，　Kelowna，　B．C、　Canada　VIY

7N3

　Phone　250・76Z3989　Exし103

　Fax　250－7626562

URL　http：〃www．boysandgirtsClub．ca
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第30回海外研修　入手資料リスト

1：子ども家庭開発省

　　・Ch∬d，　Family　and　Cornmunity　Service　Act　Chapter　46

　　・　Factsheet　of　Aborigina！Child　Welfare

　　・　2003　Child　and　Youth　Menta田ealth　Plan　for　British　Columbia

■薗幽■一韓庭麹鰺連合9NgFS・癌一Ld■■
　　・Federation　of　Child　and　Family　Services　BC　members　Ust

3．青少年アドボカシー事務所

　　・200）3Chiid　and　Youth　O伍cer　Annu剖Report

■闘扇際児童権利・開発研究所（ビクトリ麩学

　　・Children　As　Partners：Ch皿d　Panicipation　Promoting　Social　Change

5．ブリティッシュコロンビア州里親協会連合（BCFFPA）

　　・British　Columbia　Federation　of　Foster　Parent　Association　Constitution　and　Bylaw

　　　　　司s　　．・

・ 20030kanagan　Families　Society　Annual　Report
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第30回資生堂児童福祉海外研修派遣団員名簿
　．一．一一一．

．一　　　　　’一　　一　＝＝尋　．　’こ一二議瞳L’一 ．一　　＝＝「『＝L一アー◆－1‘‘‘
一

ニー一一ニー－1繍τ一二．一＝一．1 ［一一＿鯉：一．［

東京都青梅市友田町2－714－1
団　長 曽田　　等 198－0051 東京恵明学園児童部 児童養護施設

TEL：04路230別I　FAX：〔M2＆21－2345

秋田県横手市横山町1－1
団　員 小松　敏之 Ol3－0044 横手市立県南愛児園「ドリームハウス」 児童養護施設

TEL：0182・326065　FAX：018多324678

埼玉県上尾市小敷谷南前335
団　員 井倉　章司 362－0064 若竹ホーム 児童養護施設

TEL：048・781・7323　FAX：048・781－7537

東京都調布市上石原2－17－7
団　員 小倉　　要 182－0035 二葉学園 児童養護施設

TEL：042482・2578　FAX：0424毛〔ト5200

山梨県叩府市伊勢2－1－19
団　員 斉藤　由香 400－0856 山梨立正光生園 児童養護施設

TEL：05523…ト1783　FAX：0552351784

大阪府東大阪市新家3－7－8
団　員 吉川　昭代 577－0025 公徳学園 児童養護施設

TEL：06｛〕781・0236　FAX：066781－4988

大阪府堺市上塔町2028
団　貝 友井　秀一 599－8234 東光学園 児童養護施設

TEL：072－237・6161　FAX：072・2356005

岡山県岡111市天神町6－34
団　員 則武　直美 700－0814 聖園子供の家 児童養護施設

TEL：08（｝222－4806　FAX：08〔L2224808

福岡県遠賀郡岡垣町海老津1421
団　員 花田　悦子 811－4231 報恩母の家 児童養護施設

TEL；093282」〕001　FAX；093・28ZOO16

大阪府大阪市東住吉区南田辺牛5・2
団　貝 河崎　玲子 546－0033 聖母託児園 乳児院

TEL：06砧四7221　FAX：0666賠7243
東京都あきる野市網代250

団　員 飯田　明子 190－0155 東京都網代ホームきずな 母子生活支援施設
TEL：042・59⑮OI21　FAX：042・594｝0873

大阪府南河内郡太子町山田3552
団　員 笠井　明子 583－0992 四天王寺悲田太子乃圃 母子生活支援施設

TEL：0721・9＆3978　FAX：0721・984306

栃木県塩谷郡氏家町押上288
団　員 河尻　　恵 329－1334 国立きぬ川学院 児童自立支援施設

TEL：0欄2’2448　FAX：0跳2－3451
岡山県岡山市平井2－2572

団　貝 西浪　祥子 703－8282 岡山県立成徳学校 児竜自立支援施設

TEL：0路272・1268　FAX：086272」）205

団　貝 中垣　真通 417－0801

静岡県富士市大渕2781
静岡県立吉原林問学園

TEL：0545－350076　FAX：0545350278

情緒障害児
短期治療施設

鳥取県鳥取市立川町5－401
団　員 山中　友子 680－0061 鳥取フレンド 自立援助ホーム

TEL：0857・27・ll98　FAX：0857・2〔ト9444

千葉県千葉市中央区蘇我町2－1352－6
団　貝 杉田　千昭 260－0822 東京養育家庭の会 里親

TEL：043－262－1227　FAX：04＆262・1227

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

山F　茂喜 TEL：03’35747408　FAX：03・328⑨0314
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

第1回
（1972）

ヨーロッパ（含北欧） 養・保・児（5） 28 海外福祉事情視察

第2回
（1973）

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

第3回
（1974）

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

第4回
（1975）

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

第5回
（1976）

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

第6回
（1977）

アメリカ 養・母（26） 24 養護施設及び母親制度、母子福祉の視察研修

第7回
（1978）

ヨーロツパ
養・子どもの国
　　（25）

16
児童健全育成に関する民間施設活動

第8回
（1980）

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

第9回
（1981）

オーストラリア 養（18） 14 分散小舎制の運営、地域社会関係

第10回
（1982）

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

第11回
（1984）

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

第12回
（1985）

ヨーロッパ（3力国） 養（15） 15 家庭の病理からくる情緒障害児・家族への指導

第13回
（1986）

アメリカ 養（15） 15
施設養護と家庭養護

第14回
（1987）

アメリカ 養・教（17） 14
非行傾向を示す児童の処遇問題

第15回
（1988）

アメリカ 養・教（17） 15
非行傾向を示す児童の処遇問題～ファミリープログラムを含めて～

第16回
（1989）

オーストラリア
養・教・情・母・

　　精（巨7）
15

児童福祉施設と地域社会とのかかわり方について

第17回
（1990）

オーストラリア
養・教・情・母・

　　精（17）
15

地域社会での児童福祉の在り方を探る

第18回
（1991）

ヨーロツパ
養・教・情・母
　　精（23）

15
児童の権利と児童養護活動

第19回
（1992）

ヨーロッパ
養・教・情・母・

　　精（お）
15

児童の権利と家庭機能支援活動を探る

第20回
（1993）

アメリカ・カナダ
養・教・情・母・

乳・精・肢（25）
15

家庭と子どもの権利を考える

第21回
（1994）

アメリカ
養・教・情・母・

　　肢（13）
15

子どもの権利と家庭への支援について

第22回
（1995）

ヨーロツパ（含北欧）
養・教・情・母・

　乳（12）
14

児童の最善の利益について

第23回
（1996）

オーストラリア・ニュージーランド
養・教・情・母・

　乳（17）
11 日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る

第24回
〔1997）

イギリス
養・教・情・母・

　　乳（14）
12

地域社会が求める福祉サービスのあり方

第25回
（1998）

アメリカ
養・薗立・情・

母・乳（13）
14 アメリカの児童虐待の実態について

第26回
（1999）

カナダ
養・自立・情・

母・乳（15）
13 子どもめ権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
（2000）

カナダ
養・母・児家・

自援・情・知（13）
14 自助、共助、公助による自立支援教育など

第28回
（2002）

アメリカ
養・母・自立・情

　　（13）
15

里親制度と被虐待児への対応

第29回
（2003）

オーストラIJア・ニュージーランド
養・乳・自立・情

　　α5）
14

地域社会を巻き込んだ家族支援

第30回
（2004） カナダ

養・乳・母子・直立・

情・自援哩親（19）
15 家族の重要性を重視し、コミュニティをべ一スにしたより

柔　なサービスの強化
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平成16年秋、日本を発った私たち団貝一行は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州に滞在中、青く澄んだ空に

見守られ、母なる大地に優しく包まれながら、素晴らしい方々との出逢いを通して多くを学び、感じ、確かな

ものを得ることができました。そして、団員．一人ひとりがこの研修で心に刻んだものを形として残し、日本の

児童福祉発展の一助としていただければと、ここに報告書を作成しました。

作成にあたり、まずカナダにてご協力いただいた皆さまに深く感謝いたします。

15日間に渡る研修期聞中、訪問した16カ所の機関や施設すべてで、私たちはスタッフの方々から暖かい歓迎を

受けました。説明や見学、資料の提供はもちろん、昼食時のフリートーク、夕食会、一緒に捧げた祈り、子ども

や若者たちとのふれあい…。どれも感動的なできごとであり、・一生忘れられない体験となりました。また、現地で

合流したコーディネーター兼通訳の菊池さんのおかげで、これら16の点が一本の線となり、まさに菊池さん

なくしては考えられない研修であったと感じました。現地添乗貝として同行された河合さんは勉強熱心な方で、

私たちと一．・緒に研修にも参加され、彼のガイドもまた私たちにとって大切な講義の一つとなりました。

こういった方々との交流を通して、私たちは児童福祉に対する高い意識と、子どもへの諦めない愛情など、

多くのことを学ぶことができました。この研修で得たものを忘れず、今後団員それぞれが子どもたちのために

尽くすことで、カナダでおlt話になった方々への恩返しとさせていただければ幸いです。

最後に、第30回にあたる記念すべき資生堂児童福祉海外研修に際し、このような素晴らしい機会を与えて

いただいた資生堂社会福祉事業財団、ならびに関係各位の皆さまに厚くお礼申し上げます。特に団員の

リーダーとして同行された曽田団長、今回の研修および報告書作成のすべてにご尽力いただいた事務局の

池田さん、山下さんには大変お世話になり、心より感謝いたします。

カナダ・日本の児童福祉の発展と、両国の子どもたちの幸せをお祈りします。

（編集委員　河尻　恵）
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