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2006年4月

各　位

　　　　　　　　　　　　　　財団法人

　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団

　第31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17年度事業として実施いたしました、表記第31回

児童福祉海外研修の報告書が完成いたしましたのでお送り

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31回（2005年度）

資生堂児童福祉海外研修報告書
　（カナダ・トロント、オタワ、モントリオール）

バットショウ正面玄関にて　講師のマーガレット・デュークさんと
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第31回資生堂児童福祉海外研修実施要綱
■．・・・・…　　．・…　　．…　　．・…　　■・．■■●●■●●●■●■●●●●●●●●■■●■●●t●●■■5●●，●■．・・・…　　■・・…　　．

1．目的 児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、施

設の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者

の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目ざす。

2．主催 財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後援 厚生労働省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ 「カナダ東部地区における児童虐待予防策の研修と児童福祉現場の実態研修」

5．主な研修内容 （1）児童福祉制度の概要

（2）虐待予防のためのコミュニティーペースのプログラムとサービス

（3）早期介入の方法と実践

（4）早期幼児教育の実態とその理論

（5）家族への支援サービスとプログラム

（6）再統合支援プログラム

（7｝政府機関と民間機関の児童虐待予防ネットワーク

6．研修先 カナダ・オンタリオ州及びケベック州

（トロント・オタワ・モントリオール）

7．実施期間 2005年9月24日（土）～10月8日（土）（15日間）

8．推薦要件 （1）過去に他財団、団体の主催する同類の海外研修に参加していない者

（2）職務経験年数が5年以上で原則として年齢が45歳以下の者（2005－4－1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、

　強い意欲と貴任感のある者

（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、2006年3月末までに報告書を作成する。

　　　　　　　　　（2）各施設協議会等の主催する研修会などにおいて、研修結果の報告を行う。
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あいさつ
■　●　●　■　●　■　■　■　■　■　■　■　垣　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　■　■　■　■　●　■　■　■　■　●　■　●　■　●　●　■　●　●　■　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　■　■　■　●　●　●■　■　■　●　■　■　■

全国児童養護施設協議会

会長加賀美　尤祥

本年も財団法人資生堂社会福祉事業財団の主催

により、児童養護施設をはじめ児童福祉施設の職

員（団長他12名）が第31回資生堂児童福祉海外研

修生としてカナダ東部地区に於いて貴重な学びの

場を与えられましたことに心からお礼を申し上げ

ます。

わが国の児童虐待通告相談件数は、平成16年度

33，000件とついに3万件を超えたことがメディアで

も大きく取り上げられました。これも、米国の350

万件や英国のそれと比較すると氷山の一角ともい

われます。こうした中、わが国の社会的養護のイン

フラ不足から親子分離され、保護される児童の比

率は低下の一途にあり、平成16年度は15％を割り

込んでいます。その一方で在宅支援の名のもと、

家庭に戻される児童の数は増加しており、現在の

児童相談所の体制では充分な支援が出来る状況

にないのも実状であります。平成16年度の制度改

正で、児童相談所と市町村福祉事務所の役割分担

が進められ、虐待の相談窓口を市町村が担う他、

在宅支援も行うこととなりましたが今まだ、緒につ

いたばかりです。そんな中、施設養護される子ど

もたちの養育課題はますます重篤化し、地域にお

ける子どもの問題も深刻化の一途にあります。こ

のようなわが国の社会的養護をめぐる悪しき循環

の解決に向けては、今後大きな施策転換と質量含

めたマンパワーの充実が欠かせません。

本年の資生堂児童福祉海外研修のテーマは「カナ

ダ東部地区における児童虐待防止策と児童福祉

現場の実態」として、中でもコミュニティーべ一スに

おける虐待予防や家族支援サービスプログラムな

ど、現在わが国が直面する大きな課題にかかわる、

時宜を得たものでありました。この報告書の成果

と研修生の実践現場における今後の活躍に大い

なる期待が寄せられます。

さて、財団法人資生堂社会福祉事業財団が、わが

国子ども家庭福祉の向上という大きな目標を掲

げ、そのために児童福祉実践現場を担う職員の海

外研修を始めて31回を数えます。その間、実に

600名に及ばんとする若人が、先進各国で得たそ

の知見をもって様々な福祉現場で現在活躍してい

ます。あらためて当財団が果たしてきた業績の大

きさに敬意を表するとともに、深甚なる感謝を申

し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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第31回資生堂児童福祉海外研修団員紹介

【東京都1

団長

白梅学固短期大学教授

中山　正雄

『トロ．ントタjFヂ

1兵PtRl
児童家庭支援センター
すみれ

臨床心理士

吉田　明世

【愛媛県1

児童1護施設
松山信望愛の家
児童指導員

越智　尚観

1高知県】

児童養護施R
若草田

保育士

松村　美和

【鹿児島則

乳児院

鹿屋乳児院

児童指導員儒W

躯川　恒

ユ芝ワグル三プ

【宮城県1

児童自立支援施殴
さわらび学寓

児童自立支援専門員

亀井　義憲

、　　　　　y

ゴ㍉で

棟京都】

児童自立支援施設

都立誠明学園

社会福祉士

内藤　麻理子

【大阪府】

児童養腹施設

岸和田学田
児童揃導員

奥本　弥生

【大阪府】

児童養護施設
聖家族の家
児童指導員

牧田　雄二
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カナダ　オンタリオ・ケベック州（トロント・オタワ・モントリオール）

　　　　　　　　ぷ
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【岩手県】

情緒障害児短期治療施設
ことりさわ学田

保育士

樋渡　秀樹

、　　ザー、
■ltt」÷ぷ

　　　　噛

陳京都】

児童養護施設

立川至誠学園

保育士

丸山　和恵

ゴ「ヨ

【福島県】

児童養護施設

堀川愛生園

児童指導員

馬場　史好

信崎県1
乳児院
乳児院つぼみの寮

保育±

川崎　弓

榛京都】

事務局

資生堂社会福祉事案財団

山下　茂喜

4



団長報告
■■一一一一一一■■一一■一一■■■一■一一一一一■一一■一一■一一■■■■＿■＿

白梅学園短期大学

教授中山　正雄

第31回資生堂児童福祉海外研修は、9月24日より10

月8日まで、カナダのケベック州及びオンタリオ州に

おいて、「カナダ東部地区における児童虐待予防策

の研修と児童福祉現場の実態研修」をテーマとして

行われました。全国の児童養護施設、乳児院、母

子生活支援施設、児童自立支援施設等から選ばれ

たこれからの日本の児童福祉現場を背負って立つ

と期待される12名の優秀な団員に助けられ、団長

としての任を果たすことが出来たと思います。子ど

もの権利及び児童虐待への対応について先進国で

あるカナダで学ぶ機会を与えてくださいました資生堂

社会福祉事業財団、厚生労働省、全国枇会福祉協

議会の皆様および私たちの研修のために周到に準

備し、心をこめて歓迎してくださったカナダの関係諸

機関の皆様に団員とともに深く感謝申し上げます。

今回の研修では、フランス語圏であるケベック州と

英語圏であるオンタリオ州を視察させて頂きまし

た。そのためカナダの歴史にも触れることができ、

移民の国であるカナダが様々な人種の和と統一に

とって「人権擁護」を名実ともに大切にしてきた意

味の重要さを理解できました。カナダの人権、子

どもの権利の確立への先進的歩みの背景には人々

が調和して生きていくために誰もが認める人として

の尊厳を旗印にしてきたことにあると実感しました。

カナダの児童福祉は、州政府の責任で行われてい

ます。日本では児童福祉法が全国の児童の福祉を

規程していますが、カナダでは州の法律により規程

され、たとえば、ケベック州では18歳未満、オンタリ

オ州では16歳未満が児童福祉の対象になります。

今回の研修では子育て支援の現場、保育所の訪問

もありました。子どもの虐待防止の視点からは、「虐

待等から子どもを救い出す」ことから「虐待等を引

き起こさない家庭への支援」が重要と位置付けられ

その試みがスタートしていることを見てきました。わ

が国でも予防への取り組みが重要視されています

がカナダの必要であればそこに取り組むという発想

やシステムは学ぶべきものと実感しました。

オンタリオ州の現場では、「私たちの政府」「政府と

戦う」ということばを耳にしました。咋年の選挙で福

祉に力を入れる政府が誕生したこと、それにより希

望をもって取り組む、どの機関でも児童福祉の前進

は自分たちが今の政府の下で作り上げると輝くよ

うなエネルギーを発信していました。児童福祉のた

めにどんな政府が必要なのか、そこまで現場が深

く関わっていることのすばらしさを、また、それをう

らやましくも感じたのは私だけでしょうか。先住民

の子どもへの対策、低所得者層の生活と子どもへ

の対策など困難を抱える中で、世界に発信するプ

ログラムの開発などt権利と福祉の充実を追い求

める真剣な姿を何処でも兇ることが出来ました。

わが国の児童福祉と比較したときに、カナダの児

童福祉がとりわけ進んでいるということではありま

せんが、以上述べたような仕組みや姿勢は明らか

に先進国であると感じました。

この研修ではコーディネート及び通訳をして頂いた

現地在住の菊池幸工さんには、研修日は夜申まで

議論に加わって頂きより良い研修にと高めること

ができましたaまた、研修の全てについて行き届

いた配慮でお世話いただいた資生堂財団の山下

茂喜さんに最後になりましたが深くお礼申し上げ

ます。団員の研修の結果をここに報告書として完

成させることが出来ました。私たちの学びを広く

お伝えすることでお役に立てれば幸いです。団員

には、今回の研修を生かして、それぞれの場での

活躍を特に期待します。
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事務局報告
一■■■一一■一■一■■一一一一一■■■■■■一■一一一■一■■■一一■■■一■■一■■

財団法人資生堂社会福祉事業財団

事務局長　山下　茂喜

紅葉が最も美しいと言われる季節でしたが、異常

気候のためか例年になく暖かく、紅葉は通常の3割

程度、雨も降るなどチョット残念。セントローレンス

川やナイアガラ滝の雄大さ、多民族国家・多文化

国家ならではの寛大さなど日本にない素晴らしさを

体験出来ました。

さて、「児童虐待予防策の研修と児童福祉現場の

実態研修」をテーマにした第31回の海外研修では、

コミュニティーが主導するカナダの児童福祉の先進

性、それに携わる関係者の熱い思いや自信と誇り、

またペイプ青少年資源センターに代表される溌刺

としたインケアの若者との交流など、多くのことを

研修し、初期の9的を果たすことが出来ました。

具体的な報告は本文をお読みいただきますが、事

務局として感じたいくつかのカナダについて簡単

に触れたいと思います。

1．ホスピタリティーの心

研修でいつもながら感謝し、心に残ることは行く

先々での心からの歓迎と行き届いた準備です。菊

池さんのコーディネートの賜物と感謝しております

が、毎回この想いをするのは、やはり彼らの心に

人に対する思いやりの精神がしっかりあるのだろ

うと思います。児童福祉の最も大切な部分は、面

倒な規則や豊かな物品ではなく、このように“あな

たのことを考えていますよ”という極めて単純な心

の通い合いとその積み重ねだと実感いたします。

カナダの虐待予防はまさに、ここからスタートして

いると感じました△

2．個の確立と調和

植民地と移民の歴史を経て、様々な民族が連邦国

家の名のもとに共同体国家として繁栄するカナダ人

は「自分は誰なんだ、何をしたいんだ」など、自己

のアイデンティティをとても大切にする国民です。そ

の最終的成果（智恵）として「権利と自由の憲章」が

生まれたのではないかと思います。同じ国なのに

川をはさんでフランス語圏と英語圏に分かれ、考

え方も連えば憲法も法律も違う。しかし、そこで

暮らす多くの人々は2力国語を理解し、自分の文化

にこだわり、しっかり生活している。B本人には想

像出来ないことです。街行く人たちのファッション

も季節感などないかのように好きな格好で歩き、ま

た自分のやりたいことを好きなようにしながら、周

囲と調和を保って生活していることも驚きでした。

3．社会への貢献

一 人の人間として生きてゆく権利と自由が保障さ

れている一方、それを支えるために子どもや障害

者、老人など社会的保護が必要な人達を自ら支援

するのも一人前の大人として必ず求められる意識

の高い国です。日本のような横並び感覚は重要で

はなく、例えば大学進学も自己実現のステップと

して選択しており、実によく勉強するそうです。高

校時代にどんな社会貢献（ボランティア）をしたか

は希望する大学への進学の重要な要件であること

など日本では考えられないことです。

最後になりましたが、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中山団長、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31回資生堂児童福祉海外研修スケジュール

一一一一一 ＝一一＝

『一一一一一一＝一一一一月／日（曜） 時　間 日程と研修概要

16：30 集　合

伯：oo 東京（成田）発　　AC　OO2　　　　　　　　　　　　（機中泊）

9／24（土） …，・
・ 日付変更線一　　　・一…　　一　　・・．＿．

18：25 トロント着

20：00 トロント発　　　AC　246

21：10 モントリオール着（クイーンエリザペスモントリオール）

9／25（日） 9：00 ケベック市内視察

‘
‘ 9：30 幼児センター（CPE）
‘
1

●0～5才児までの乳幼児の早期教育、家庭への援助、乳幼児虐待の

‘9／26（月） 早期発見などを可能にする幅広い社会的サービス

14：00 ケベック人権及び青少年の人権委員会
●インケア中の青少年が、その間虐待を受けないようにするために実施されて

いる虐待防止策や人権擁護に関する各種対応策

‘
1

9：30 保健及びソーシャルサービスセンター（C蕊）
‘
1 ●家庭における子どもの虐待防止や早期発見、家庭支援などのサービス

9／27（火） 12：00 ケベック青少年センター協会（ACJQ）

●ケベック青少年センターの役割と介入情況の案内

14：30 バットショウ青少年家庭センター
●虐待防止及び家庭再統合プログラムと自立支援プログラムの実態

9：00 モントリオール市内視察　オタワへ移動
9／28（水）

16：30 オタワ着（ウエスティン　オタワ）

‘ 9：00 カナダ児童福祉リーグ（CWLC）

●カナダ児童福祉関連機関の総元締めである当機関の概要及び
児童虐待防止活動

9／29（木） 11：00 カナダファミリーリソースプログラム協会（FRP　Canada）

●カナダの子ども・家庭のウェルビーイング促進の具体策及び子ども虐待
防止策

‘

14：00 オタワ子ども援助協会（CASO）
1

●CASOが推進する地域ネットワーク活動、就学前サポートと早期児童教育、

1 家族サポートプログラムなどの虐待防止策

； 9：00 始め良ければ未来良し

●健全な発育が妨げられる危険性の高い、貧しい家庭や不安定な家庭で

Ig／30（金）
12：15

　育った子どもや親に対する虐待防止プログラムの実態

東オンタリオ子ども病院（CHEO）

‘

●病院、大学、地域組織と連携しながら、虐待を要因とする子どもと
　青少年の精神衛生問題に対する取り組み

7



　　　　　　一．一．

「月／日（曜） 時　間 日程と研修概要

‘
1
0
／
1
（
土
）
‘
‘

9：00 オタワ市内視察

9：00 トロントへ移動
10／2（日）　1　　　　　　　．

16：00 トロント着（コートヤードパイマリオット）

「

9：00 オンタリオ州政府子ども青少年サービス省
‘ ●オンタリオ州の児童福祉政策の概要及び子どもを取り巻く実態

10／3（月）
●オンタリオ州の子ども虐待防止プログラム

子ども家庭アドボカシー事務所

●当機関にユースの観点から提言しているユースアドバイザリー
メンバーとの意見交換と再虐待防止策

1 9：00 カナダ健康省

●連邦政府が実施する児童虐待防止策の概要

10／4（火）　‘ ●実施プログラムの現場見学

‘ 15：00 資生堂カナダ訪問
‘

●日本人駐在員の視点によるカナダ事情

‘

9：00 カナダ赤十字

●カナダ赤十字が独自に実施する虐待防止プログラム
①心理的、身体的、性的虐待予防②個人の安全確保
③友人からのプレッシャーや虐めへの対応
④交際相手からの暴力対処法など

10／5（水） 14：00 子ども発達研究所

●健全な子どもの発達、旱期介入、家庭内暴力などに対応する幅広い

プログラムやサービスの内容及び活動実績

18：00 ペイプ青少年資源センター（PARC）

‘ ●インケアの青少年のための自立機関、パークで活動している青年達との

交流及び意見交換

9：00 トロント市内視察・ナイアガラ見学
10／6（木）

19：00 サヨナラパーティー

9：00 ホテル発
10／7（金）

13：25 トロント発　　ACOO†

日付変更線…　　…　”一・　一一　　　　（機中泊）
÷．．，

10／8（土） 15：50 東京（成田）着

15：30 解散
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カナダの概要
■一一一■■■■■一■一一■一■一■頃一一一一■一■一一一一一■一一一一＿■■■■

　●
レジVイナ

一チル

ー

孕

1．概要
人［1は約3，100万人（2001年カナダ統計庁）。カナ

ダは10の州と3つの準州で構成される。首都はオ

ンタリオ州のオタワで生活水準は米国、スイス、ル

クセンブルグ、ドイツ、日本に次いで世界第6位（国

民…人あたりの国内総生産で比較）。国民一・人あ

たりの国内総生産に加え、「生活の質」につながる

寿命．教育などを考慮した調査では、さらに上位

にランクされることが多い、

北米大陸の北半分を占めるカナダは、総面積998

万4，670km：．ロシアに次いで世界第2の広さを誇

り、東から西まで時間帯が6つもある。カナダは太

SF洋と大西洋に長い海岸線をもっているだけでな

く、北極海にも面している。その海岸線は、世界

のどの国よりも長い。南の米国と全長8．891kmの

国境を接し、北は北極海をはさんでロシアと向か

い合っている。カナダの北極諸島は、北極点から

800㎞しか離れていない。

広大な国土に応じて気候も多様である。北緯70度

以北には永久に凍結した氷帽（山頂氷河）があり、

．’ 方、ブリティッシュ・コロンビア州西岸には豊か

な雨林が広がっている。カナダで最も人口が集中

する米加国境に沿った南部地域は、春夏秋冬の四

季がはっきりしている。夏の日中は35℃を超えるこ

ともあり、他方、冬には氷点下25℃程になることも

珍しくない。春と秋の気温はずっと穏やかである。

マニトバ州やオンタリオ州北部では、数えきれない

ほど多くの大小の湖が点在し、陸地よりも水の方

が目につく。米国と共有している五大湖を代表に、

大きな河川や湖がたくさんある。
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2．歴史
北米大陸の先住N族は、今から数千年前にアジア

からシベリアとアラスカの間の陸地を通ってやって

きたと考えられている。その中の一部がカナダに

定着した。ヨーロッパの探検家がやってきたとき、

カナダにはさまざまな先住民族がいた。土地の環

境に応じて、移動生活やあるいは定住生活を営む

狩人や漁師や農耕民である。

17世紀の初め、極東の豊かな交易地へ行く新しい

道を求めてフランスやイギリスの探検家が北米の

水路を遡行し、後にいくつかの交易所を設営した。

フランス人は主にセントローレンス川と五大湖、そ

してミシシッピー川に沿って進み、イギリス人はハ

ドソン湾周辺と大西洋沿岸に展開した。カポット、

カルチエ、シャンプレンといった探検家たちは、中

国やインドへの道を発見出来なかった代わりに、

それらに劣らぬ貴重なもの、すなわち豊かな漁場

とビーバーやキツネ、クマなどの毛皮動物がたくさ

んいる土地を見つけた。

植民地支配によるイギリスとフランスとの抗争が激

化するにつれ、北アメリカは不可避的にその焦点

となった。1759年にケベック・シティが陥落すると、

パリ条約が結ばれ、フランスはニューファンドラン

ド島沖のサンピエール島とミケロン島を除くミシシ

ッピー以東の全植民地を英国に割譲した。

その後、英国統治下に入った6万5．000人のフラン

ス系住民は、自分たちの伝統、言語、文化を守る

という一致した目的を持つことになり、英国は、ケ

ベック法（1774年）を制定し、フランス民法の適用

と宗教・言語の自由を公認した。

1776年、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。彼

らは主にノバスコシアとニューブランズウdック、そ

して五大湖周辺に住みついた。

人口の増加に伴って、1791年、アッパー■カナダ

（現在のオンタリオ州）とローワー一・カナダ（同ケベッ

ク州）が創設され、それぞれ代議・統治制度をもつ

ことが認められた。1848年に合併したカナダは、

外交権を除いて、自らの責任政府をもつことが認

められた。

北米の英領植民地、カナダ、ノバスコシア、ニュー

ブランズウィック、プリンス・エドワード・アイランド、

ニューファンドランドはそれぞれ、成長し繁栄した。

しかし南北戦争後、アメリカ合衆国が強国として登

場してくると、米国による併合の危機を避けるため、

1867年7月1日、カナダ・イースト、カナダ・ウエスト、

ノバスコシア、ニューブランズウィックの各植民地

が「英領北アメリカ法」の下に統一され、連邦国家、

自治領カナダが誕生した。

3．おもな特徴

（1）連邦政府と州政府について

　1867年に連邦制を採用。連邦国家とは、いく

　つかの異なった自治体が、共通の目的を持つ

　共通の政府の下にまとまり、各地域特定のニー

　ズのために個別の地域政府をもつ制度である。

　カナダでは連邦議会の責任は、国防、貿易と

　通商、金融制度、刑法、市民権、漁業、航空、

　海運、鉄道、通信、原子力である。

　一方、州議会が責任を負うのは、社会保障、福

　祉、教育、財産、公民権、司法行政、医療保健

　制度、州内の天然資源、自治体機関等である。

（2）多文化主義

　1971年、カナダは世界で初の多文化政策を導

　入した国となった。連邦政府は1986年に「雇用

　均等法」を、1988年に「カナダ多文化主義法」を

　制定した。

　長い歴史を持つカナダの人権擁護の法律に基

　づいた多文化政策は、自国の民族と人種の多

　様性を認識し、尊重することを確認するもので
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ある。カナダ多文化政策は、経済、社会、文化、

政治生活における平等の達成に向け、連邦政

府に特定の方向付けを課している。政府は多

文化政策を通じて、尊敬、平等、そして人種や

民族的ルーツ、言語、宗教に関わらず、全ての

国民の完全な参画に基づいた、より包括的な

社会の構築を目指すものである。ユネスコ（国

連教育科学文化機関）の文化・開発世界委員

会が最近発表した報告書は、カナダの多文化

主義のアプローチを、他国が見習うべき手本

として挙げている．カナダは、この分野で現在、

世界で最も進んだ国と認められている。

（3）多様性の尊重

　カナダ人は、カナダの文化的多様性を誇りに思

　い、また高く評価している。世界中でカナダは、

　異文化の貢献と個性を尊重する国と見なされ

　ている。事実、全ての人を思いやる姿勢に対

　してカナダが受けている高い評価は、カナダの

　国際的な評価の重要な部分と考えられている。

（4）先住民族

　カナダ人の3％弱（約80万人）が、1982年の憲

　法で認定された3つの先住民族、すなわち北米

　インディアン、メティス、イヌイットのいずれか、

　または複数に属しており、その割合は北米イン

　ディアンが約69％、メティスが26％、イヌイットが

　5％である。

（5）言語

　カナダは2つの公用語を持つ。カナダ人の約

　59％が英語を母語とし、23％がフランス語を母

　語としている。その他の18％は、2つ以上の母語

　を持つか、英仏以外の言語を母語としている。
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〔6）カナダの「権利と自由の憲章」

　カナダでは、国民の権利と自由が1982年4月17日

　に発効された「権利と自由の憲章」によって保障

　されている。

　憲章はカナダ人が自由で民主的な社会におい

　て必要と信じている権利と自由を定めており、

　以下のように権利と自由を保障している。

　　・表現の自由

　　・民主的権利

　　・カナダ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

　　・フランス語圏または英語圏の少数派が彼ら

　　の言語で教育を受ける権利

　　・カナダの多文化遺産の保護

　一般的には、憲章に含まれる権利と自由はカ

　ナダ市民、永住者、新規移民に関わらず、カナ

　ダにいるすべての人に適用される。しかしな

　がら、いくつかの例外もある。例えば、18歳以

　上のカナダ市民権保持者のみが選挙権を保障

　されている。

　憲章はこのようにカナダ人が自由で民主的な

　社会において必要と信じている権利と自由を

　保障しているが、実際、この他にも多くの法律

　が権利を保障している。連邦政府と州・準州

　政府は権利と自由を提供する法律を定めてい

　る。雇用と住居における差別を禁止する法律、

　消費者保護法、環境保護法、そして、刑法では

　目撃者、被害者、犯罪被告の権利等、枚挙に

　いとまがない。



（7）医療と社会保障

　歯の治療を除いて、基本的な医療は無料で提

　供されている、65歳以ヒの人および生活保護

　受給者は、処方薬も人半の場合が無料　また

　カナダは老齢年金、家族；・／s、失業保険、福

　祉なと、社会保障制度が充実している

〔参考資料〕

・カナダ観光局

・カナダ大使館広報部
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第1章

オンタリオ州の児童福祉

1．カナダ・オンタリオ州

（1）歴史

　日本の約27倍もの広大な国土面積を誇るカナ

　ダは、かつて幾つものファースト・ネイションズ

　（先住民族インディアン：この呼称は差別用語だ

　という議論もあるようだが、ここではあえて一

　般的な言葉として使用した）やイヌイット達が統

　治していた。最初にオンタリオの地にやって来

　たのは、ハドソン川やハドソン湾などにその名

　を残すイギリスの探検家ヘンリー・ハドソンで

　ある。その後、17世紀初頭にヨーロッパ人が入

　植し始めて以来、フランスやイギリスの探検者、

　毛皮商人、宣教師たちが水路を通って内陸部

　まで行き来するようになった。18世紀に入ると

　英仏の植民地化抗争が激化し、フランス植民地

　がイギリスに割譲されたこと、アメリカが独立し

　たことを機に、イギリスに忠誠を誓う王党派

　（ロイヤリスト）達がナイアガラ半島に移住を始

　め、トロント大都市圏の基礎を築いた。ヨーロ

　ッパから多数の移民が渡航して以降の先住民

　との悲しい歴史についてはこの項では割愛す

　るが、国名のカナダを始め、州名のケペック、

　オンタリオ、都市名のオタワ、トUント、ナイァガ

　ラなど先住民族達の言葉を語源とした地名な

　どが多く存在する。

②地理
　オンタリオ州は、カナダで4番目に広く、イロク

　ワイ族の言葉でrskanadario：美しい水」をそ

　の語源とするとおり、北側には北極海につなが

　るハドソン湾、南側には五大湖を抱えている。

勺 オンタリオ堪

　リオ遡

・ フオールズ

また、州内に2se，000以上もの湖沼が点在して

おり、総延長で100，000kmを越す河川を合わせ

た水域面積は実に州土の約1／6の面積にもなる

という。北西部・中部は鉱物資源が豊富な楯

状地（数十億年前一一6億年前に形成された非常

に古い岩盤が地表に露出している場所で、氷

河などによる長期間の侵食作用で平坦化され、

なだらかな平野・丘陵地・高原などになってい

る）、北部は森林及び湿地帯、南部には首都オ

タワと州都でもあるカナダ最大の都市トロントな

ど国内で最も人口が多く、国全体の1／3の人口

が集中し、政治経済の中心をなす都市部がある。

（3）気候

　州北部では1月の平均気温が一25℃にまで下が

　る地城もあるが、緯度的には北海道とほぼ同じ

　である。首都オタワの1月平均気温は一6℃だが、

　真冬には一40℃になることもあり、モンゴルのウ

　ランバートルに次ぎ世界で2番目に寒い首都で

　あるe州の申部から南部にかけても、冬場には

　かなりの積雪があるが、5月には雪も消えて色と
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りどりの花がいっせいに開花し、夏は30℃を越

える日がある。9月末から11月にかけては紅葉の

時期を迎えるなど、四季の移り変わりがとても

美しい。オンタリオ州は東部時間帯に属してお

り、日本との時差は一14時間（サマータイムの4

月～10月は時差が1時間短縮される）である。

主要都市の年間平均気温は下表のとおり。

オンタリオ州主要都市の年間平均気温（単位＝℃）

郡市名
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

類
オタワ 蛭 一

15
一
13

一
6 0 7 12 15 14 9 3

一
2

一
11

最高 一
5

一
4 2 11 19 24 26 25 20 13 5

一
3

トロント 誕 一
8

一
7

一
3 3 9 14 17 17 13 7 2

一
5

是高 一
1

一
｜ 4 12 18 24 27 26 21 15 8 1

駆 一
8

一
8

一
4 2 8 14 17 16 13 7 1

一
5

ナイアガラ
最高 一

1 0 5 12 19 25 27 26 22 16 8 2

（4）経済

　オンタリオ州は、カナダで最も生産性の高い州で

　あり、カナダGDPの約4割を担っている。最大の

　産業は製造業。特に自動車製造は主要な産業

　であり、14万人以一ヒが従事し、カナダの輸出総

　額の37％（1998年）を占めている。また鉱業も州

　の経済発展において常に重要な役割を果たし

　てきており、金、ニッケル、銅、ウラン、亜鉛など

　は、数十億CA＄の生産高を一ヒげている。州内

　の多くの町では、少なくともひとつの産業が森林

　資源と関連している。州の森林の約90％は、伐

　採認可権をもつ州政府が所有している。林業は

　オンタリオ州の輸出の5．8e／eを占める。金融業の

　役割もまた大きく、トロント証券取引所を始めとし

　た金融市場は世界第4位にランクされている。観

　光も重要な産業となっていて、観光客による消

　費は年間140億1千万CA＄（1兆4，570億円）

　（1997年）にも上り、40万人以上の直接的・間接

　的な雇用を生んでいる。オンタリオ州の経済が

　活性化している要因としては、天然資源、近代

　的な輸送システム、教育程度の高い豊かな労働

　力の存在、比較的安価で信頼性の高い電力t

　大市場である米国に近いことなどが挙げられるc

（5）特徴

　カナダでは第2次世界大戦後より、特にトロント

　大都市圏を中心に世界各国からの移民を積極

　的に受け人れている。ヨーロッパやアジア、南

　米からの移民が多く、その約60％が同州内に

　居住し、100以上の言語や方言が存在する。州

　の総人口約1，ユ87万人のうち約1／3がトロント周

　辺に集中している。また先住民族も多く住んで

　いる。生活必需品を除く物品の購入時には連

　邦消費税（G訂）が7％及び州税（PST）8％がか

　かるため、物品の価格に15％が加算される。

　しかし、例え高い税金を払ったとしても、社会

　保障や教育、医療面などで幅広いサービスが

　無料あるいは低価格で提供されるメリットがあ

　る。（治療・入院・出産など歯の治療費以外は

　無料、薬代も80％くらいは返金される）

※1CA＄＝104円

2．訪問都市の概要

（1）オタワ

　カナダの首都。アルゴンキン族の言葉で「交易」

　を語源とするとおりに、ケベックとオンタリオの
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州境に位置し、フランス・イギリス圏の架け橋

となるべく建築された都市で人口は約77万人。

ケベック州側のガティノー市とのツイン・シティ

である。国会議事堂の他、首相官邸、カナダ

総督の公邸リドーホールなどの政府及び行財

政の中枢機関が多数立ち並ぶ都市である。公

用語は英語とフランス語であり、看板・標識・

メニュー・公式書類など全てがその両方で表

記してある。中心部を流れるリドー運河は全長

が202㎞あり、冬場は完全に凍結するため、多

くの人がスケート靴で通勤しており、世界一長

い屋外スケートリンクとしてギネスプックにも載

っている。また官庁街のすぐ近くにはバイワー

ドマーケットと言う広大な青空市場と商店があ

り、公営の巨大カジノも橋を渡ってすぐの所に

存在する。

（2）トロント

　ヒューロン族の言葉で「人々の集まるところ」。

　その名の通りオンタリオ州の州都にして、カナ

　ダ最大の都市である。州の全人口のうち約4割、

　430万人以上が集中し、その約半数が世界中か

　らの移民であり、国連においても世界で最も

　多文化な都市（移民の割合はマイアミに続き世

　界第2位）の一つとして認定された。アジァ、ア

　フリカ、中米、ヨーロッパなど100以上のエスニ

　ック・コミュニティー、言語、文化が存在してい

　る。ダウンタウンにある街のシンボルCNタワー

　は世界最高の地上建築物で高さは553m、

　346m地点にある展望台の床は一部がガラス張

　りになっている。ケベック州のモントリオール

　同様、厳しい寒さとなる真冬でも人々が快適

　に過ごせるようにと巨大な地下街が建設され

　ている。距離にして11km、レストランや各種シ

　ョップなど1，200以上の店舗がひしめきあって

　いる。

（3）ナイアガラ・フォールズ

　エリー湖の水がオンタリオ湖に注ぎ込むナイア

　ガラ川の中途にある巨大な滝でアメリカとカナ

　ダの国境に位置する。イロクワイ族の言葉「雷

　鳴が轟く水」が示すとおり、落差52m、幅675m

　で馬蹄型をしたカナダ滝と、落差34m、幅

　320mでまっすぐ落ちるアメリカ滝の2つがあり、

　その轟音と水しぶきの量に圧倒される。1678

　年に発見されてからだけでも、世界最大級の

　水量によって現在までに滝は393m程上流に移

　動している。ジャーニー・ビハインド・ザ・フォ

　ールズ（滝の裏側ツアー）と霧の乙女号（船でア

　メリカ滝の目前を横切り、カナダ滝へと向かう

　約30分のクルージング）では、いずれもビニー

　ルポンチョをかぶってビショ濡れになりながら

　も大自然の凄さを正しく五感で感じることが出

　来る。メインのテーブルロックからは手が水に

　届きそうなくらい近付けるし、スカイロン・タワ

　ーから一望出来る2つの大滝の眺めは最高に

　素晴らしい。

＊文中のデータで特に指定のないものは金て2001年カナダ

国勢調査の敢字を基にしている．

〔参考web〕

　カナダ大使館、カナダ観光局、

　オンタリオ州観光局、オタワ観光局、

　トロント観光局、ナイアガラ観光局、

　「ウィキベディアJ

15



、

∨

一

（

汽

▲観光客でにぎわう国会醸事堂 ▲季節の野菜や多国箆雑貨が並ぷ市場．

▲岩をも砕くアメリカ滝。近付くと嵐のよう

16

▲上空からのカ±．ダ滝。凄い！

1



1．カナダにおける児童福祉

カナダには、連邦政府、州政府、市町村の3つのレ

ベルの政府がある。日本では児童福祉に関するこ

とは、国が策定した児童福祉法に基づいてサービ

スが実施されるが、カナダでその役割を担うのは

州政府であり、各州がそれぞれに児童福祉に関し

ての法律を制定している。オンタリオ州において

は「子ども家庭サービス法」（1984年）がそれにあた

る。子どものケアと養育に対しては、親がその第

一義的責任を負うとされ、子どもの健康に関する

ことは、連邦政府と州政府とがそれぞれに役割を

担うことになっている。子どもの虐待に関しては、

連邦政府ではなく州政府が責任を持って対応する

ことが基本とされ、また、子どもに対してはいかな

ることがあっても暴力をふるってはいけないと法

律で定められている。

連邦政府の児童福祉に関する政策方針として、

2003年には、6歳以下の子どもに対する早期教育と

子どもケアプログラムに対して、カナダの全州政府に

向こう5年間で10億5千万CA＄（1，092億円）の資金

援助を行うと発表し、2004年には学校地域における

就学前児童に焦点を当てた新たな子どもみケアス

ペースを4．000カ所認可する方針を出している。さら

に、2005年には早期教育と子どものケアに対して向

こう5年間で50億CA＄（5，200億円）の資金援助方針

を明らかにし、子どもが健康・健全に育つため早期

からプログラムや環境整備に力を入れていく方針が

伺える。その一例として、オンタリオ州の「ベストスタ

ー ト」（後述）があり連邦政府は支援を行っている。

なお、子どもと家庭の健康に関しての連邦政府の考

え方については、「カナダ健康省（Public　Health

Agency　of　Canada）」の章で詳しく述べる。

2．オンタリオ州の児童福祉

オンタリオ州において児童福祉を担うのは、子ど

も青少年サービス省（Ministry　of　Children　and

Youth　Services，　Ontarie）である。この省は、2004

年3月に進歩保守党から自由党に政権交代した際

に、子どもと青少年への対応を一本化させるとい

う考えにより、これまでの「地域及び子ども・家庭

サービス省」から名称変更されたものである。

州政府の児童福祉の目的は、子どもの健全な発達

を促進し、就学に向けての心身のみならずその環

境全てにおける準備を推し進めていくことである。

そのため、就労・就学する親へのサポートや子ども

のディケアセンター佃本でいう保育所のような所）

の認可・監督に力を入れている。これら政策方針

と法的な根拠は、保育園法（Day　Nurseries　Act）

に依る。この法律により、子どもの身体活動スペ

ースや健康・安全に関すること、職員定数や栄養、

基本的なプログラム内容などの最低基準が定めら

れている。認可を与えた子どもケアプログラムに

対しては、子ども青少年サービス省の職員を配置

し、年1回以上のプログラム視察を行っている。ま

た、州の児童福祉施策は、個人・非営利・企業・

市町村自治体ら様々なレベルによって運営されて

いる。州政府は子どものディケアセンターを直接に

は運営しておらず、運営費を市町村自治体と分祖

負担している。
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3．子ども家庭サービス法

　　（Child　and　Fa皿ily　Services　Act）

これは、オンタリオ州における児童福祉に関する

法律であり、対象年齢は16歳未満である。この法

律は1984年に改正されたものであるが、1989年に

国連で採択された子どもの権利条約の内容が踏ま

えられている。子ども家庭サービス法の信念は以

下の通りである。

　①最終目標は子どもの最善の利益、保護、ウェ

　　ルビーイングの促進である

　②家族の単位としてのまとまりが守られ、自立

　　できるよう援助し、また可能な限り、子ども・

　　親間の相互の同意に基づきながら援助を提

　　供していく

　③子どもにとってケアの一貫性と安定した家族関係

　　が重要であることを尊重してサービスを提供する

　④それぞれの子どもの身体的、精神的発達の違

　　いを十分に考慮してサービスを提供する

　⑤その子どもまたは家庭を援助するために限定

　　的でなく、家族を壊さない最も適切な方法を

　　選択する

　⑥文化的、宗教的、地域的差異を可能な限り配

　　慮してサービスを提供する

　⑦インディアン、先住民の子ども、家庭に対して

　　は、その文化的、境遇、伝統、そして大家族

　　の概念を認めて、サービスを提供する

4．児童福祉における市町村の役割

47市町村が、それぞれの地域レベルで子どものケ

アサービスを行っている。運営の根拠は州政府が

制定している法律や政策指針に基づき、監督・指

導される。費用面については、子どものケアサー

ビスそのものにかかる費用は、基本的に80％を州

政府が、20％を市町村が負担し、管理・運営に関

わる費用は、50％ずつ州政府と市町村が分担負担

している。

5．児童福祉に関する予算

オンタリオ州子ども青少年サービス省は、子どもケ

アシステムに対して予算援助しているe具体的に

は、サービス提供にかかる税金の補助、スタッフの

賃金に対する補助、特別なニーズを持つ子どもへ

のサポートのための補助、リソースセンター運営資

金への補助などである。2005年度の子ども青少年

サービス省の児童福祉関連予算は、51億4，400万

CA＄（5，350億円）と連邦政府からの児童福祉関連

予算26億2，200万CA＄（2，727億円）である。

また、別途オンタリオ州財務省は子どもを養育する

家庭への予算援助を行っている。具体的には、7歳

未満の子どもを持ち、就労・就学もしくは訓練を受

けている低所得家庭の親へ補助金援助を行ってい

る。その内訳としては、両親家庭には7歳未満の子

どもそれぞれに年間1、100CA＄（11．4万円）の支給を、

単親家庭には年間1，310CA＄（13．6万円）の補助を

行っている。2004年度の財務省の児童福祉関連予

算合計は、20億CA＄（2，08〔臆円）であった。

ケアプログラムに対する費用負担は、市町村と親

の負担金によっておよそまかなわれている。

6．オンタリオ州で行われている

　子どものディケアセンター

オンタリオ州には、2004年3月現在、3，874カ所の子

どものディケアセンター（日本でいう保育所）及び

ディケアを行う個人家庭を統括する機関が140カ所

ある。これらの施設は、州による認可を受けてい

る。州の認可基準は、12歳未満の子どもを5人以

上預かりケアを提供する施設に対して行われる。

個人家庭のディケアに対しては、その家庭にいる

子どもに加えて、12歳未満の子どもを5人預かる

場合に許可が必要となる。また、18歳以下で特別

なニーズを必要のある子どものケア提供に対し

ても認可が出される。なお、認可外施設に対して

州は特に監査基準は設けていないが、12歳未満の
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子どもを5人以上預かりケアを提供する施設に対し

ては苦情が出た際には調査を実施することになっ

ている。

このケアシステムの利用可能児童数は206，969人で

あるが、実際の利用児童数は219，031人である。な

お、12歳未満の全児童数の内およそ10％の子ども

は認可外のディケアセンター及び認可を受けた個

人家庭でディケアを受けている。

こういった施設で行われるプログラム内容は、子

どものそれぞれの年齢や発達に適応したものでな

くてはならないというのが大前提である。その上

で、①選択の幅があり柔軟な内容であること、②

静的・動的な活動を含んでいること、③個別活

動・グループ活動があること、④粗大運動能力と

微細運動能力を促進するものであること、⑤言語

能力と認知能力を促進するものであること、⑥社

会的情緒発達を促すものであること、などが含ま

れる。またプログラム計画は見える所に掲示され

ていなければならず、親がプログラムを選択利用

出来るものでなくてはならないとされる、

7．ベストスタート

連邦政府は、子どもの早期教育とケアに対して向

こう5年間で50億CA＄（5，200億円）を投資するとい

う方針を出しており、予防的観点からリスクが高ま

る前に対応するため、「未来の子どもにお金をかけ

る」ことを大きく掲げている。その予算の内、11億

CA＄（1．144億円）がオンタリオ州に支出されており、

州政府としても、子どもの早期教育とケアに力を

入れている。その代表的なものが「ベストスタート」

であり、以下にその内容について述べる。

7－1．概要

ベストスタートとは、オンタリオ州で始めたばかり

の早期教育プログラムである。このプログラムが

目指す最終目標は、①就学前までに「人学後はい

い成績を取りたい」と思えるような心身共に健全

な子どもを育成すること、②全ての子どもが持つ

彼ら自身の社会的・知的・経済的・身体的な潜在

能力の発達支援を行い、オンタリオ州がその国際

的なリーダーとなること、である。そして、誕生か

ら就学前までに子どもと家族はどのように支援され

るべきかという視点からプログラム内容が考えられ

ている。プログラム内容の基本としては、①高い品

質のものであること、②誰でもどんなニーズのある

子どもでも平等にプログラムが使えること、③発達

を促進するものであること、となっている。

要するに、①学校生活を問題なく過ごせること、

②子どもがハイリスク対象のサービスを受けずに

済むようにすること、③将来的に社会に適応して

生活できるようにすること、を圏指している。また、

0～3歳までにこういった教育を開始することが、

将来の脳発達の鍵を握るという研究報告に基づい

て始められたプログラムである。

7・2．プログラム対象と拠点

基本的には、どんな社会的環境の子どもも受けら

れるプログラムであるが、対象年齢は、2歳半から

4歳未満で、一家庭につき1日2．5時間までは無料と

なる。また、各地域や民族など、多様な文化圏の

人々に柔軟に対応している。そして、早い時期に

潜在的な問題やリスク・ニーズを見つけて対応す

るため、子ども青少年サービス省と教育省とが協

力して統合されたサービスを提供している。

親がサービスを利用しやすくするため、地域の小学

校をサービス提供の拠点（ハブ）としている。親はそ

こへ行けば、わざわざ遠方の機関に出向かなくとも、

一貫したサービスが受けられるようになっており、

またそうすることによって、乳幼児期から学童期ま

で一貫した子どもへの関わりが可能となることが、

リスクの発見と予防に大きく寄与するものである。
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7－3．当初3年間のプログラム達成目標

10年計画の内、最初の3年間で達成する目標を以

下にあげる。

　①子どもディケアセンターの増設とスタッフの待

　　遇改善（賃金アップなど）

　②早期教育プログラム作成特別委員会の設置

　③保育士の資質向上と人材確保のための人材

　　育成委員会の設置

　④早期児童教育者のための短期大学や専門学

　　校の設立

　⑤健康で健全な子どもの発達のための1歳半健

　　診の実施

　⑥0～5歳までの聴覚検査や言語発達検査、5歳

　　児の発達検査の無料診断

　⑦補助金申請のためのシステムの変更：親への

　　アンケートの実施を廃止し、家庭の所得額な

　　どから政府が査定するシステムへ

7・4．効果とまとめ

ベストスタートは、親や家庭とのパートナーシップ

により成り立っている。またこのプログラムによっ

て、親自身が、何が子どもの成功や健全発達を阻

害するリスクなのかなど、子どもの早期教育やケ

アについて関わっていくようになると考える。この

プログラムの利用の中で、親自身が選択決定し、自

分たちの子どもにとって何がどのように必要かを意

見するようになり、サービスは、子どもや親がそれら

を地域社会の中で活用することによって、より包括

的で柔軟で一貫性のあるものになっていくと考えら

れる。その結果、子どもは、就学前までに、心身・

情緒の健全な発達や、言語・認知能力、初歩の読

み書き能力を身につけていくと考えられる。

このように本プログラムは、縦割り行政の不便さ

を極力排除し、環境や条件を整備することで、地

域の社会的弱者が利用しやすいようにしている。

気軽に利用できれば需要も増え、リスクが高まら

ないうちにより多くの人に早期支援サービスを提

供できるという合理的で予防的なものである。「未

来の子どもにお金をかける」、我が国もぜひそうい

う流れになって欲しいものである。
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1．カナダ健康省
　　　Public　Health　Agency　of　Canada

L概要
カナダ健康省（連邦）は、健康なカナダ人とコミュニティーによって健康な世界が’ttまれるという考えのもと、

国民全体の健康維持のためのキーボイントとして総合的な戦略が必要であり、そのためには連邦政府がリー

ダーシップを取り、責任の所在を明らかにすることが基本であると考えている．また、推進にあたっては連

邦・州・市町村・健康に関する専門家・市民との連携強化を求めている。

児童福祉の分野では、国連で採択されている「’r一どもの権利条約」が実践されているかについて常に吟昧し

ながら、子どもが潜在的に持っている力を最大限に発揮出来るよう支援するために、子どもと家庭へ向こう5年

間で130億CA＄を投資するとのことである。

2．支援内容

2・1．児童福祉関連予算

危険にさらされている家庭に対しての支援プログラムは連邦政府が担う．危険にさらされる家庭の大きな要

因には貧困がある。そのため、政府は低所得家庭に対して減税策を行う他、幼児発達プログラムに対する向

こう5年間に渡る22億CA＄の支援、産休巾の1年聞の給与保証を行う等の政策も実施する。さらに、そういっ

た支援を行う州政府に対しては向こう5年閥で別途50億CA＄の支援を行うことにしている．ただしその支援

が、高品質で、誰でも公平に利用・参加でき、r一どもや家族の発達や改善に関したものであることが前提と

なる．

2－2．研究活動

全国規模での被虐待児数の把握は大変難しい、1998年の調査では被虐待児の数は子ども全体の2．15％にの

ぼり、その後、被虐待児数は増加傾向にある、連邦政府は、子どもの誕生から青年期にかけての健康福祉や

発達についての長期的な研究を行っているcまた、子どもの福祉においての知識の集約を行っている．，こ

のような研究を基に支援策がとられることになる、

2・3．家庭内暴力に関して

家庭内における子どもや青少年に対する身体的・性的暴力の大きな要因は両親にある、、これについては、

長期的に社会面・法整備面・健康面の3つの視点をべ一スに支援策を立法化する．，

24．メディアへの対応

青少年軽犯罪法（Youth　Criminal　JuStice　Act）では、青少年（18歳未満）の権利や個人情報が犯罪後5年閾は
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保護されると規定している。また、インターネットの使用に関しては、2001年に連邦政府の方針として、「賢く、

安全に使用すること」があげられ、連邦・州政府が集まってのワーキンググループで、インターネット内容とそ

の監視について話し合いがもたれた。

2－5，具体的施策

（1）子どものための地域行動計画（CAPC：Community　Action　Program　for　Children）

　危険要因のある家庭（貧困・孤立・移民家庭等）で、0歳から6歳児を対象にした施策である。この施策は、

　親のスキルを高めること、虐待を減らすこと、栄養のある食事をサポートすることを目的に1993年から行

　っている。具体的なプログラムは各地域や機関によって異なるが、食料を持ち帰ることができたり、子ど

　　もと親が一緒に参加することで、職員から親のモデルを学んだり、様々なサービスの情報を得ることが出

　来る。連邦政府はこの政策に年間5．500万CA＄を投資しており、1カHに300地域で54，000人の子どもと

　49，000人の親がこのサービスを受けている。

（2）先住民就学前プログラム（Aboriginal　Headstart）

　1996年から行われている先住民の子ども達への、就学準備のためのプログラムであり、情緒面・知的発

　育・身体的成長へ働きかけるものである。

（3）胎児アルコール症候群（FASD：Fetal　Alcohol　Spectrum　Disorder）

　親が妊娠中にアルコールを飲んだために出てくる障害であり、その症状の出方は様々である。FASD発生

　率は先住民では一般の4倍の数にのぼる。これには先住民が文化も言語も奪われてきた歴史・経験が深

　く関わっており、そのような中で、生きる希望をなくした結果として、アルコールに依存せざるを得なくな

　るという連鎖が発生している。これに対して連邦政府は全国で150万CA＄を投資して、予防やこの悪循環

　の連鎖を断つプログラムを支援している。FASDは、チームを組んだ医師で診断しなければならないくら

　いさまざまな症状を呈し、羅患すると一生その障害につきあっていかなければならず、また具体的な治療

　法のない障害である。そのため、各省庁が協力してその予防に乗り出している。しかし、これは親が妊

　娠中にアルコールを飲まなければ100％予防できる障害であるため、この件に関する情報を常に更新し

　ながら提供している．私たちは、いかなる量のアルコールといえども安全と言えないことを心していなけ

　ればならない。

（4）父親の役割（ファザリング：父親業）

　カナダ連邦政府は、「国民全体が健康となる」ことに対するプログラムに力を入れているが、特に子どもの

　健康発達に関して力を注いでいる。子どもが健康でない時、病気の時、発達に遅れがある時のその原因

　は何かということから考え、その根本原因を取り除くための施策を導入している。その一つに「父親の役

　割」というものがある。子どもが健全に育つためには、父親の「肯定的で責任を持った対応」が大切であ

　る。統計によると、母子家庭10人中7人が貧困など家庭的に危険度の高い家庭とされており．10代の自

　殺者の75％、少年鑑別所入所児童の70％は父親不在の家庭であるとされている。この結果に基づき、父
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親に対してそのスキルを高めるためのプログラムを実施したり、また実父がいなくても祖父や近所の人な

どの中で父親的な存在を果たせる男性との肯定的な関係を結ぷように勧めるなどを行っている。

「アイデンティティを探し歩くためには母親の存在が重要であるが、アイデンティティを決定するには父親

の存在が重要である」

（5）周産期栄養支援プログラム（Canada　Prenatat　NUtrition　Program｝

　1995年から始めた、若年や貧困等危険度の高い出産前の女性対象のプログラム。

　母親になるための各種知識の伝達、食事のサポートによる栄養補給、親業の訓練等を通じて未熟児の誕

　生を防止することを目的としている。

3．地域での具体的プログラム内容

「Breaking　the　Cycle」という妊娠中の女性でアルコールや薬物依存の人やその子ども（6歳未満）を対象とし

た悪循環のサイクルを断ち切るためのプログラムを1994年から実際に行っている機関である「Mothercraft」

を訪問した。

3－1．背景

1980年代後半から1990年代初めにかけて、トロントでアルコール依存についての大きな会議が開かれ、アル

コール依存症のケアをしている人と依存症の子どものケアをしている人が一同に会した。その会議で、リス

クのある母親とその子どもを集めてサービスを提供する必要性が提案された。同時に、「子どもへのリスク」

が討議され、妊娠中に母親がアルコールを飲むことで、胎児アルコール症候群（FASD）発症という生物学的

リスクと、親が出産後もアルコールを飲むことで、子どもへの虐待や不適切な関わりなどからくる社会心理学

的なリスクが起こる可能性が高いことが確認された。そこで、1993年、実際のプログラムを運営するにあた

って、様々な機関がパートナーシップを結ぶことが決定され、連邦政府からの公的資金援助も得られることと

なった。パートナーシップを結ぶことは公的資金援助を得るための条件であったが、それにはこういった複

合的な問題は、各関係機関同士の協力関係になければ解決できないという、政府の判断が背景にある。そ

れぞれの機関がバラバラに親子に支援するのではなく、役割をきちんと分担し、連携することで効率的な支

援を可能にするという点ですぐれた考え方だと感じる。

32．内容

妊娠早期からプログラムを提供するという予防の観点から、プログラムを組み立てている。親へはアルコー

ルや薬物依存に関してや、それ以外のトラウマに関するカウンセリングを実施。また、ペアレンティングプログ

ラムや料理教室等もある。子どもへは発達に関するスクリーニングテストやFASD診断も行っている。また、

食料や食事、交通費や衣料の提供も行っている。その他、ホームレスの妊娠女性の所へ出かけて行って直接

支援すること（アウトリーチ）も行っている。
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3－3．施設設備

施設内はカウンセリング室とキッチン、f’どもの遊ぶスベースとしてのプレイルームがあり、親がカウンセリン

グ中には他のスタッフが子どもの面倒をみるなど、親にとって安心して相談出来る環境である。また危険な

状況の家庭で育っている」乙どもの遊ぶブレイルームでは、おもちK・はそれだけで刺激となるため、普段は覆

い隠して刺激を少なくし、子どもが遊びたいおもちゃを出して遊ぶようにしたり、一・・度に多くのこどもをプレイ

ルームに入れないようにするなど、予どもへの関わりや環境整備に対しても細心の注意が払われていた．キ

ッチンはオーブンな印象で、食卓には食料が用意されてあり、自由に食料の提供を受けられるシステムであ

ったtt

34．スタッフ

スタッフは、ソーシャルワーカー3名、幼児教育カウ

ンセラー2名、トラウマカウンセラー2名、アウトリー

チワーカー1名に、健診などを行う医師や看護師で

構成されている、

3－5、プログラム評価結果から

1995年からプログラムの評価を行い、ニーズ等を調べている、その結果から、依存症に陥る母親について、

母自身が子どもの頃に虐待やネグレクトの環境にあったことや、うつ傾向があったり、自傷行為などがある場

合が多いことが分かってきた。また、母親の母がアルコールや薬物依存症であったという場合もあり、その

際には母自身がFASDに羅患している可能性が考えられると同時に、「親業」について誰からも教わっていな

い可能性も分かってきた。この結果から、女性が安心して集えることを保証するプログラムを重視した結果、

現在は1995年当時に比べて60％も参加者は増加している。なお、依存症の母親はプログラムに参加すること

で、子どもを奪われてしまうことではないかと感じることがあるため、まずは母子一一緒にサポートすることを

大切にしている、プログラムの実施については、早期に対応した母親の方が予後はよく、産後のリスクや薬

物依存の時間の減少、また子どもが未熟児で生まれる可能性の低ドや難産の減少などが見られるとの報告

があった、

【所感】

「子どもを守る」「子どもの健康を守る」ということが、本当に全てにおいて徹底されていると感じた。

単に目先で起こった問題への対処ではなく、予防という観点と、そのためのリサーチに重点を置き、

またそれが実際のプログラムに生きているという一連の流れに、ただ感心するばかりであった。虐

待の予防は簡単なものではないが、だからこそ各機関のネットワークの重要性も改めて感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田明世）
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皿．オタワ子ども援助協会
　　Chitdren，s　Aid　Society　of　Ottawa

1．概要

オンタリオ州の各地域に存在する53ヵ所ある子ども援助協会（CAS：Children’s　Nd　SoCiety）のオタワ地区の機

関である。このオタワCASは1893年に設立された民間の非営利組織で、スタッフ数420名、年間予算6，000万CA

＄とオンタリオ州で3番目の規模である。「子ども青少年サービス省（ministry　of　children　and　youth　services）」

に属すが、運営者にあたる理事会はボランティアが掴っており、全ての活動は「子ども家庭サービス法」によっ

て規定されている。資金は州政府から出ており、機能は日本の児童相談所にあたる。州内にはその他CAS

運営団体としてカトリックCAS・ユダヤ教CAS・先住民CASがあり、それぞれ特色ある運営をしている。

オンタリオ州ではこうした非営利団体が児童福祉を担当することになっているが、これには、他の州とは違い

100年以上前から、コミュニティーのメンバーが児童福祉活動を実践してきた歴史と、政府の児童福祉政策が

後追いしてきた理由があり、大きな特色となっている。因みに、他州では行政が直接運営している。

活動面では、「子どもの擁護と安全確保」、「家族と子どもに対する援助」が中心となり、年間約5，000家族、子

どもS．ooe人へのサービスを実施している。また、そのうち約1，000人の子どもは家族から分離して対応してい

る。CASでは基本的には他の機関と提携し、活動しているが、活動自体が法律で規定されていることから裁

判所との関わりが一番多い。これは、家族に介入するために、インフォーマルから法的なものまで含め家族

との契約が必要になってくるからである。仕事の内容は殆どがケースマネージメントである。（子ども・家族に

必要なあらゆるサービスをコーディネートすること）

2．介入から家族再統合までの流れ

CASでは虐待通告があるとその時点でアセスメントを行い、迅速な対応を行うがその流れは概ね以F、及び

次頁の図の通りである。

　①情報入手（通報）

　②アセスメント（危険度が高い場合は12時間以内に、それ以外は7日以内の対応）

　③調査1（過去のデータ調査。他の機関・CASでサービスを受けていた場合はそちらへ情報を入れ、

　　調査・介入を開始してもらう）

　④調査2（電話調査）

　⑤調査3（現地調査、最初のソーシャルワーカーの訪問介入11のリスクチェックシートによる緊急的リスク

　　評価、その後包括的リスク評価の実施）

　⑥支援計画の立案と実施（包括的リスク評価後30日以内に支援計画立案）

　　※親子分離のプランとなった場合は裁判所に申講するとともに、一時保護実施

　　※裁判所の判断により親子分離となった場合、O～6才は累積で1年、6才以」二は2年までが分離期間となる。

　　　なお、在宅措置の場合はCAS職員の管轄下に置かれる。その間に再統合することが出来ない場合は、親

　　　は永久に親権を失う（Crown　word）。子どもは里親の養子となるが16歳で養子から離れることが出来る。
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1

⑦再統合（家庭等の改善が見られた場合、裁判所に再申請。受理された場合は子どもを家庭に返す。し

　かし、現実的に介入をすぐには中止せず、スーバービジョンは継続される）

　※スーパービジョンとは……精神医学やソーシャルワークにおいて、熟練した指導者（スーパーバイザー）

　　が、事例の担当者であるソーシャルワーカーに、示唆や助言をあたえながら行う教育のこと。

　　　こうした活動は前述したように、理事会を中心にソーシャルワーカー・ファミリーソーシャルワーカー・チャ

　　　イルド＆ユースカウンセラー・弁護士ら420人で、各プログラムチームを構成・推進される。

緊憩対応

12時間以内

危険と判断

　緊急以外

7日以内現地調査

11項目から判断

子どもの安全のための計画作成

22のリスクファクターから吟味

支援計画の立案と実施　包括的リスクアセスメントから30日以内

親子分離のプランの場合

親権停止（ソサイエティワード）

分離期間0～6才・1年　6才以上・2年

在宅のフランの場合

　永久親権剥奪（クラウンワード〕

なお子どもは里親の養子となるが〕6才に

なったら自分の意志で養子を出ることができる。
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3．具体的活動内容

31．地域ネットワークと啓発活動

　　（Community　Networking＆Public　Education）

「市民の啓蒙活動が、成功するかどうかのカギになるjと捉え、広報活動を大変重要視している。

主な仕事内容は

・ メディアへの広報

・ 市民への広報

・ コミュニティーへのアウトリーチ（関心のない人への広報活動）

・ 地域ネットワークの構築

　※アウトリーチ活動には、「スピーカーズビューロー」という、子ども虐待を報告する義務についての説明会

　　が含まれている。（年1回開催）

　※子ども虐待及びネグレクト防止を訴える「パープルリボン・キャンペーン」の実施。（毎年10月を州の「防止

　　月間」とし、職員や里親がパープルリボンを配っている。昨年は3万個配り、メディアも注目して取り上げ

　　た）オタワでは10月14日を「オタワ地域の子ども虐待及びネグレクト防止Day」とした上で、「Help　us，　Help

　　Kids」というスローガンを掲げている。

　※ネットワーク面では病院（子ども病院にはCAS職員の配置）・警察・学校・医師・弁護士等と「子どもを安

　　全なところに置く」ための通告を含めたプロトコル（合議書）を交わしている。

3・2。就学前サポートと早期児童教育

　　（Preschool　Support＆Early　Childhood　Educat三〇n）

虐待防止のプログラムの一環として、リスク度の高い親子対象の「ヘッドスタート（Headstart　Nursery

Schoo1・他の者より先に始める）」という早期学習（1968年開始）があるe資金面では連邦・州・市町村と3つ

の政府が連携している。

このプログラムはCASの構想・指導方針を基礎にして作られ、親とCASとコミュニティーとが協力関係を結び

ながら、質の高い教育を行うことを目的としている。教育環境は、物質的なものだけではなく、養育されるのに

ふさわしい温さと安全なものを目指している。この環境で子どもの生まれながらに持っている潜在能力をフル

に引き出し、就学の準備ができるようにする。早期に介入することで子どもと家族が前向きに変化できる。

管轄はコミュニティー・ソーシャルサービス省であり、保育園法（Day　Nurseries　Act）に基づき運営され、政府

に認可されたプログラムである。

親によっては、法によりこのプログラムに参加しなくてはならないケースと任意で参加するケースがある。期

間は個々のリスク度によって違うが平均は6カ月、対象年齢は18カ月から5才未満。温かい食事、ミルクとおや

つが提供され、半日のペアレンティングプログラムを通じて、子どものニーズについての学びや子どもに対す

る教師との関わり方などを学習する。また、「Book　Bag」といって絵本や本の貸し出しを行い、家庭で親が

読み聞かせるシステムもある。

また、プログラムを受ける際に、貧困のため交通手段が利用出来ないことが調査で判明したため、運転手付

きの送迎サービスも用意されている。ここまでする理由は、子どもをプログラムに参加させることで、家庭で
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のリスクが表に出るようにするためと虐待r．防〔インケアに入らないように）のためである．参加しているf’

ども、全てにリスクがあり、社会的サービスのニーズがあるということである、

このフ．ログラムを終∫したあとL住んでいる地域でのさまざまなプログラムに参加できるよう繋げているが、

ここへはチャイルドプロテクションワーカーぽどもの保護に関わるソーシャルワーカー）のみが紹介すること

ができる、

▲CASOでの講義風景 ▲講義終了後のCASO入り口での記念撮影

3－3．家族サポートプログラム（Family　Suppor〔Program）

このプログラムは2005年1目に始まったばかりのブロク’ラムで「Strength’based　program」（家族が力を持って

いる）をべ一スにしたハイリスク児対象の在宅集中介人フ．ログラム。期間は6カ1・1が基本，家庭を安定させる

とともに、その家庭をエンパワーし、子どもと家族がいっしょに暮らせるようにするプログラムである．

スタッフはソーシャルワーカー6人・チャイルド＆ユースカウンセラー〔家族．支援ワーカー）16人・スーハーパイザ

ー 3人である．

このフ．ログラムを行うために家族のフ．ログラム受け人れ度・リスク度などを事前溺査する、その結果、年齢別

（O～5才・6～12才・13～16二γ｝に分け、ソーシャルワーカーとチャイルド＆ユースカウンセラーの2人一・組となり家

庭に入る　年齢別にするθ）は、専門性をより強fヒするためである．また、チーム制にすることによって相互作

用が働き、自分達の仕事も強化され、il・一ビス内容も良くなり、より効果の高いサービス提供ができる、

ソーシャルワーカーは週に1回、チャイルド＆ユースカウンセラーは週に2～3回、1回につき1時間半から3時問

介人する．．

ソーシャルワーカーは周りにあるリソースにこでは援助につながるすべての社会資源を指す）への橋渡しを

行い、チャイルド＆ユースカウンセラーは親に対して、ロールフ．レイなどを通して問題対処のスキルを向上さ

せる．これらによって、家庭の持つ「強み」を探し、さらにこの「強み1を向上させ、普通の家庭の素晴らしさ

（良さ）を教える、

一’ 方、一・時保護した▲巴どもには、「問題のない生活」を知らない．r一どもが多いため、その素晴らしさを体験さ

せ、強固なものにして積みヒげていく．この行為は「ソサエティ・ワード」といい、親権を一一時停止して行われ

る、ただし、その期間は最高6カFIまでである．なぜならば、研究の結果、6カ月もあればやることは十分にで
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き、改善されることが分かっているからである。それ以上かかる場合は、完全に親権を剥奪する「クラウン・

ワード」という方法を裁判所に申請し、次の段階（プログラム）へ移行される。また、6ヵ月に1回サービス内容

の見直しをしている。ただし、6カ月以内で大きく変化・改善が見られた場合、見直しをその時点で行う。

34．思春期保護サービス（Adolescent　Protection　Service）

12～18才を対象としたプログラムで思春期のさまざまな問題（各種虐待、薬物、性的問題、非行、メンタルヘ

ルス、愛着障害等）に対応。

ソーシャルワーカー16人・事務職2人・スーパーバイザー2人で、月250～280件をかかえており、そのうち保護

しなければならないケースは50～60件ある。

家庭に問題があることが多いため家族を安定させ、その後子どもを援助（治療）することを基本にしているe

プログラムには親を参加させるが、これは、子どもが家庭のなかで安全に生活できるよう、親に力をつけさ

せるのが目的である。その際あくまでも、家庭内の背景や文化的流れ（習慣）に沿うことを基本とする。

このプログラムは「保護サービス」であるが、「家庭のサービス」でもある。現在、オンタリオ州の子ども家庭

サービスの中心的考え方は、第一に子どもに焦点を当てながら、同時に家庭も予防サービスの主ターゲット

としている。「子どもにとって最善な場所は生来の自分の家庭である」という考え方である。家族の中で、一

人でも幸せでない者がいればその家族全員が幸せではない。そのため、なるべく子どもを引き離すことの

ないケアを心がけている。

35．産前産後サービス（Pre　and　Post　Natal　SerVices）

3人のソーシャルワーカーが担当している。対象は妊娠中から産後3カ月までで、若い母親が多く、10代の未

婚の母、未熟児問題、薬物中毒、暴力（DV）問題等をかかえているハイリスク家庭を対象にしている。

これら多くのケースでは家庭からのサポートは望めず、社会福祉サービスに頼っている。従って、しっかりし

た支援体制が重要な課題となってくる。

最近の傾向として、「産後うつ」が目立っている。過去、この問題は深刻に受け止めなかったため悲しい結果

をもたらしてしまったことを教訓として対応している。加えて、「シェイキング・ベイビー（揺すぶられっこ症候

群）」についての対応もある。

＆6．家族の再統合（Farnily　Reunification）

この再統合については、過去10年閥で大きな問題となっている。

計画性を失った里親宅での長期生活において子どもの幸せは実現できないとの反省がある。そこで、ケアと

同時に上手くいかなかった場合のために、本来の家族だけでなく、親族・親類との再統合ができるような別

プランも進行させている。「ファミリーカンファレンス」（家族を中心に親族・親類がお互いに関わりあう・助け

あうという考えかた）をプログラムに取り入れた。これは、以前大事にしていた「もの・こと・やり方」を見直し、

その中から良いものを現代風に修正する。「基本的な価値を見直す」というのがキーワードである。

0～6才が対象で、1年のみのインケアで、早い時期に家族（もしくは親族・親類）に返すのが目標である。もち

ろん前提は家庭環境が安全でなくては成立しない。
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【所感】

カナダでも以前は子どもを家庭から引き離すことや、子どもへのアブローチが中心であったが、最近

ではインケアに対するコストや究極的には家族にカをつけなければ、子どもも家族も救われない、と

いう視点でのプログラムに変化している。対象の子どもだけでなく、その子どもを取り巻く家族も

含めてのケアを一つの組織で行っている。そのため、多角的な面から家庭へのケアを集中させるこ

とが出来、効率よく支援出来ることがよく理解できた。日本にも必要なフログラムであり、子どもと

家庭支援のスムーズな連携を必要とするケアサービスに繋がるのではと、現在抱えているケースで

突破口を見出せないでいる状況にジレンマを感じた。自分たちの組織力を強める意味でも、他機関

とのスムーズな連携は必要不可欠と実感した。オンタリオ州ではこのような組織が民間で行われて

いるということに一番の驚きを感じた。また子どもの笑顔のうしろに家族の笑顔が見えるサービス

を提供していることなどただ脱帽である。講義や見学に限りがある時間のなかであったが、今後の

課題やお話をもっと伺いたかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内藤麻理子）
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皿．カナダ児童福祉リーグ（CWLC）
　　Child　Welfare　League　of　Canada

1．概要

北米を統合するアメリカ児童福祉リーグ（Cl肌A）は1920年から活動をしているが、そのCWLAの支援を受け

1994年にカナダで創立されたNPO全国組織である。子ども及び家庭への支援を尊厳と責任を持ってより効

果的，協調的，合理的に行うために、施策面、法律面、財政面等広い分野に渡って、研究や会議、検証など

の活動を通じて政府や社会に向かって提言する機関である。子どもの福祉に関係する民間組織、大学研究

組織など100以上の団体が加盟している。運営にあたってはメンバー制を採用しており、その中には政府の

担当省（オンタリオ州では子ども青少年サービス省）も加入している特異な団体である。

2．任務と行動指針

すべての子どもたち（とりわけ弱い立場にある子ども達）のウェルビーイング（心身の健康）と擁護を促進する

ことで、具体的には①子どもの福祉と擁護　②子どものメンタルヘルス　③子どもの司法問題をミッションと

している。任務遂行にあたっては、国連の児童の権利条約でも言われている「子どもといえども人間である。

一人の市民として同じ権利を持っている」という信念を持ち、一人の独立した人間であるということを尊重し

ながら任務を遂行している．同時にfどもの目を通して状況を理解し、子ども本人に主体的に参加してもら

うということも重要視している。

また、子どもへのサービスにあたっては、Ideology（信念・思想・価値観等）をべ一スに、　Resources（予算を

含めた社会資源の活用）、Experience（経験を活かす）、EVidence（実績・研究成果の積み重ね）を軸とした活

動を行っている。

3．運営組織及び予算

理事会の下に事務局があり、所長、財務部長、財務アシスタント（2名）、センターオブエクセレンスコーディネ

ー ター、企画戦略部長のスタッフ6名で構成されている．

加入団体は、①家族・子どもを直接サポートしている団体　②大学、非政府組織団体等（家族・子どもを直接

にはサポートしていない）③子ども’青少年・家族に関しての法律を制定する政府部門　④CWLCに寄付等

を行う支持団体の103団体で構成されており、年会費は’ド限500CA＄～LFN9，000cA＄。年間予算は100万

CA＄で、個人加入はなし、運営費は州政府からが中心で、連邦政府からの助成金が全体の＆2％、加盟団体

の会費が全体の22．5％を占めており、残りは寄付等でまかなっている。

4．主な活動

4・1．研究成果と提言

（1）西オンタリオ大学による2003年の調査結果をもとに、1990年代に国家財政の危機解消のため政府の福祉

　予算が大きく減額されたため児童虐待が急激に増加し、ケアを必要とする児童数が1996年～2003年の8

　年閤で4万人から約8万人に増加した。その結果虐待を受けた子どもが社会的に問題を起す際にかかる
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社会的負債（教育、福祉、医療、雇用等）が下表の通り150億CA＄以上に及んだことを問題提起した。

Tot垣costs　ofChild　Abuse　for　Canadian　Society

Judicial 6、2億CA＄

S㏄ial　SeMces 12．0億CA＄

Educadon 02億CA＄
Health 2．2億CA＄

Employment 113．0億CA＄

Persona1 23．7億CA＄

Totaj 157．3億CA＄

Repertto　LnwCommisslon　ofCanada，　Mnrch　toO3．　Un㎞rsi⑲orw唾r110n㎞b；参照

（2）ユニセフによる先進諸国の比較研究では、GDPに対して社会保障費が10％以上だと貧困の子どもは10％

　以一ド、5％以下だと貧困の子どもは15％以上になる。因みにカナダは貧困の子どもの率が15．6％、日本は

　13％ということであった。

42．カナダ子ども青少年リソースセンターの活動

　　（Canadian　Resource　Centre　on　Children　and　Youth）

相談を受けた際、適切な相談先を紹介することが重要な役割となっている他、専門家も参加して児童虐待な

どさまざまな問題について話し合う電話会議の開催（年間5回）、5年に1度カナダの未来に関する全国会議、

子どもを傷つけずに行うしつけ方法の推進とそれに関する17力国語のパンフレットを発行する等、積極的な

活動を展開している。

5．今後の課題

カナダ連邦議会は貧困を2000年までに解消すると1989年に宣言したが、現在でも貧困は増えており、その結

果社会的負債も増加している状況である。そのため、今後5年間で70億CA＄の予算を投入して①児童の早

期ケア　②先住民対応　③インケアの子どもに対するケア、に優先的に対応するとしているが、CWLCとして

も「政治家の意思が問われている」として、エビデンスベースをもとに政府・議会の考え方を変革させ、子ども

の福祉向上を図ろうと強く訴えている。
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【所感】

現在カナダにおいて、18歳未満の子どもの数は約700万人で、そのうちの38万人は先住民の子ど

もとのこと。また、110万人の子どもたちがVisible　Minority（訳としては「少数民族の子ども」とい

う意味がある）という、白人ではないとはっきりわかる子どもたちであり、今後ますます増加してい

くものと思われている。そしてその子どもたちは圧倒的な割合で児童福祉のサービスを受けている

現状があるという。CWLCが懸念しているように貧困家庭が増えると被虐待児が増え、移民家庭の

貧困も（2代目からが特に）増加傾向にあるという。それにもかかわらず、カナダは今後高齢化社会

になり人口が増えなくなるという理由で、移民で補っていく（自然増はないため）計画があり、現在

3．100万人の人口を2050年には4，000万人にしていく（年間30万人の移民受け入れを推奨してい

る）との話を伺った。カナダ国民を増やすためとはいえ、移民によって人口を補うのであれば、なか

なか豊かになることが出来ない子どもたちが増えるばかりであり、そのための予算や対応の整備が

早急に必要ではないだろうかと強く感じた。日本には少ない人種格差や、先住民の問題などまだま

だ整備され切れていないと感じた。

一方、広大な土地で多民族の共同社会から形成されているカナダ政府の感覚は、日本というひとつの

小さな島国の民族は持ち合わせないであろう。私の経験では日本の児童福祉は縦割りであり、自分

の縄張りに他機関が入ってくることを嫌う傾向があるように思う。さまざまな機関と連携・研究をし、

子どもたちの福祉向上のために国際的にも活躍しているCWLCは、やはりグローバルだなという印

象を受けた。日本政府もカナダの見習うべき点は是非とも取り入れ、児童福祉のためならば、なりふ

り構わず投資や研究をしていただきたいものである。日本の未来を担っていくのは子どもたちであ

り、大人はそういう子どもを支援していくものであるのだから。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（牧田雄二）
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】y．カナダファミリーリソースプログラム協会（FRP協会）

　　Canadian　Association　of　Famity　Resource　Programs

1．概要
カナダファミリーリソースプログラム協会（FRP協会）は地域で子どもや家庭にさまざまな支援を行っている各

地のFRPを統括する非営利の民間全国組織の本部である。ファミリーリソースプログラム（後述）を通じて、子

どもや家庭のさまざまな支援を各地域で行っている事業体（ファミリー・リソース・センター等）及び家庭支援

や子どもを養育支援する人たちをサポートする他、社会政策の立案、研究や調査活動、資源開発の主導・推

進を行い、専門化の養成、トレーニング提供などを通じて子どもや家庭のウェルビーイングを促進する機関で

ある。

新たなファミリーリソースプログラム（FRP）をどのように開発・提供していくか、また加盟事業体でいかに効果

が上がるように支援することができるか、がFRP協会本部の大きな役割となっている。

本部は所長、副所長、政策・研究部門、財務部門、編集部門、渉外・広報部門、共同研究部門の7名で構成

され、全国にある2，000団体のうち500団体がFRP協会のメンバーとして登録されている。

この活動は約35年前から始まっており、元来子どもを持つ親が集まって、母子らが一緒に遊ぶ場所として、

草の根のように広がってきた。そのため、成り立ちも違えば、活動場所（学校・コミュニティーセンター、教会

等）、資金等運営方法も様々であるが、基本は利用者の利便性を優先することである。

プログラムは現在100種類以上あり、あらゆるタイプの家族に対して提供され、全国で年間50万世帯に及ぶ家

族が利用している。

2．ファミリーリソースプログラム（FRP）

2・1．基本的な考え方

家族には強い絆がある反面、何らかの支援、サービスを求めている現状もあり、親に対するアプローチが大

切になっている。1970～80年代、オンタリオ州では政府等からの資金はチャイルドケアを名目として提供、

PARENT（親）の文字は使用されなかった。最近では親の果たす役割がいかに子どもにとって大きいか、と

いうことがよく分かってきたため、親を強調する時代となっている。

FRPのアプローチは、人間や家族の生活には「これしかない」という決められたものではなくさまざまな形が

あることから、「ホリスティック」（holistic・包括的・あらゆるものを含んだ）という考え方を基本に、あらゆる形

にも対応できるプログラムになっている。また、早期に介入すること、つまり問題が起こる前にさまざまなプ

ログラムを実施することが、よりよい結果に繋がるという信念のもとに行われている。

2－2．職員の資格要件

各事業体において、FRPを提供する職員の資格等は特に問われない。それぞれの事業体はスタッフを雇う場

合、その人の専門性より人間としての資質を重要視し、人にどのような対応をし、どういった人間関係を結

ぶことができるかということにより重点を置き、採用している。
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Z3．運営費及び補助金等

連邦政府からの資金をもとに、州政府及び市町村に下りてきたものを活用し、プログラムを行う。公的な資

金は恒久的なものではないため、それぞれの政府、あるいは慈善団体や企業に働きかけるなど、さまざまな

ところから助成を得ることにより、資金提供の打ち切り等による財政の危機に備えている。

24．主なFRP活動

（1）ドロツプイン

　小さな子どもを持つ親等が子どもを連れて立ち寄り、一緒に遊

　ばせながら子育て中の家族にとって必要な情報や資源を入手

　し、子どもと家庭のウェルビーイングに役立てている。FRPの中

　でも基本となっている活動である。

〔2）移動トイズライブラリー

　バスやパンに子どものおもちゃ等の遊び道具を積み、農村地域などに出向く。おもちゃを通じて親子関係

　の構築を提供するプログラム。

（3）コミュニティーキッチン

　ここに集まってくる親（特に若い母親）のための料理教室である。お金をかけずに栄養価の高い食事を調

　理し、習得することを目的とする。できたものは家庭に持ち帰る。料理をしている間、子どもたちはそこ

　で遊びながら過ごす。

（4）その他

　衣服の交換等さまざまな活動を通して地域、子育て家庭のニーズに対応c

　具体的な活動の一例としては別途報告するが、「Better　Beginnings　Better　FutUres」というコミュニティーを

　ペースとして作られた事業体（ファミリーリソースセンター）では利用者自身の意見を取り人れ、何が必要と

　されているのかを理解したうえで、上記以外にさまざまなプログラムが実施されている。リスクの高い場所

　をあえて選んで始められた事業ではあるが、巧みなほど見事なまでに地域に密着した、円滑に運営され

　ているセンターであった。ぜひとも一度、ご自身の目でご覧になっていただきたいところである。

2・5．伝統的なプログラムとFRPとの違い

　①プログラムを利用する人たちに会って、彼らがどのようなことを考えているのか、どのような生活を送っ

　　ているのかを実感すること

　②プログラムを利用する人たちと提供するスタッフが同じ立場に立って、同じ視点で行動すること

　③利用する側とスタッフ側との人間関係は、お互いに相手を尊重し、尊敬することにより信頼関係を築くこと

今まではあまり重要視されていなかったようなことが、FRPを提供する際の重要な要素になっている。利用

者とスタッフの閥でお互いに相手を尊重、尊敬しあうことが「私のことを信じてくれる、信頼していてくれる

人がいる」「私の生活がよくなるよう願っていてくれる人がいる」といったことに繋がり、利用者の今後の生活

によい影響を与えてくれるものと信じてスタッフは接している。
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3．調査及び研究について

3－1．FRP協会の調査で明らかになった課題

FRP協会のメンバーであるコミュニティーべ一スの各事業体は、非常にコスト効率の高い活動手法をとって成

果を上げている。そのため、コストのかかる児童擁護団体（ここでは、子ども援助協会をはじめとする民間

であっても組織が大きくフt一マルな団体という意味として「児童擁護団体」と表記する）は協会メンバーとの

活動を望んでいた。しかし、FRP協会メンバーからは、一一緒に仕事をし、協力していくことは難しいとの声が

あがっていたため、FRP協会本部が調査を行った。その結果、各メンバーから次のような児童擁護団体に対

する本音の部分が聞かれた。

　①児童擁護団体のスタッス組織といったものは大きく力があり、官僚的である。子どものリスクも考える

　　が、自分たちの名声のリスクをより考えている。

　②FRP協会に加盟する各事業体は、常に予防・家族をサポートすることを任務とし、出来る限り親子を分

　　離させたくないと考えている。しかし、児童擁護団体は最終的には子どもを家庭から分離できる力を持

　　つ機関であるため、FRP協会の各事業体スタッフはそれにジレンマを感じている。

　③児童擁護団体は家庭から子どもを引き離す力を持ち、家庭に問題がないかを干渉する厳しい団体と見

　　られている。．一般の印象には厳しいものがあり、同じ子どもたちのウェルビーイングを願って活動して

　　いても、共同して仕事をした場合、自分達を正しく理解してもらいにくい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FRP協会発行／TenSions＆PossibMties参照）

FRp協会の各事業体は、どのような理由であれ、子どもが問題を起こす前にさまざまなプログラムを行うこと

が、コストも低く、より良い結果に繋がると思っている。子どもが児童擁護団体の支援を受ける場合は、必ず

過去からの小さな諸問題が積み重なっての結果であるとも考えているが、児童擁護団体はそこに至るまで、

ほとんどその課題に関心を持たないできた。早期介入し、対応していれば問題にならなかったケースが8割

に達するとFRP協会は主張する。

また、児童擁護団体は公灼予算が大きく、力を持っており、なおかつ公的な法律の下で公式な仕事を行う団

体であるが、FRP協会の各事業体は予算も少なく、職員の資格も問わないところであり、同等の立場として

受け人れられていない、といった想いを職員は感じている。

同じ子どもたちのウェルビーイング、幸せを願っているものとして、気持ちのどこかでFRP協会の各事業体メ

ンバーも、児童擁護団体とは協力し合って活動を共にしていくべきであるという想いは伝わってきたが、お

互いの要因が複雑に絡み合い、上手くかみ合わない現状も浮き彫りになった話であった。立場や状況は異

なるが、日本でもなかなか乗り越えることのできない同じような現状が見られる。

3－2．FRP協会の研究によって証明されつつある効果的な手法

最近のFRP協会による研究で証明されつつあるのは、プログラムに参加してくる利用者とどのようにかかわってい

くかということが、その結果に大きく影響を及ぼし、信頼関係の構築に繋がっていくといったことが分かってきた。

お互いに人という同じ立場で尊敬することが大事であり、共感すること、自分のこととして考えることが大切

なポイントになってくる。プログラムの利用者が主体であり、参加させられているのではなく自らが自分のコ

ントロールのll1で参加しているという環境を作ることがよい結果に繋がり、成果として上がってきている。
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また、どのようなプログラムを提供するのかが問題ではなく、利用者に対してどのように提供するかが重要で

ある、という。すなわち、利用者の持つ「強み」は何か、それをいかに引き出すか、関わりの申でお互いがど

のように尊重し、知識を共有し合えるかが重要になる。

4．FRP協会が提唱する子どもの虐待防止策について

カナダにおいて、子どもたちが福祉機関に入ってくるもっとも大きな要因は貧困である。親にお金がなく安定

した居住環境がない、仕事がない、あるいは教育を受けていないといったことから、日常生活でのストレスが

親にかかってくる。その結果、子どもを無視し、ネグレクト、アビューズ等の問題が起こる。このような状況は、

基本的な生活のニーズを満たすことでストレスを解消できると彼らは考えている，例えば、家族内の人間関

係を改善する場合、子どもとのかかわり方はどのようにすればよいかを情報交換しながら親にその対応を

覚えてもらう。学ぶ機会を提供することでストレスが解消され、虐待等をかなり減らすことが出来るという。

貧困が全ての問題を起こすわけではないが、子どもの育つ環境が大きく影響してくるため、それらの整備、

改善に力を注ぎ、より重点的に考えていくことが重要になっている。

子どもを虐待から守るためには、もともと持っている「家族の力」を強化し、それを引き出すこと及び早期の教

育が最重要でそれが虐待を未然に防ぐことに繋がり、より効果的でよりよい結果に結びつくとのことであった。

【所感】

話の中で「われわれは自分たちが専門家だとは思っていない。知識や資源のひとつであるというよう

に考えている。つまり自分の知識や経験、考えや感じていることをみんなで共有できる、そういうも

ののひとりであると考えている。それは参加している親も全て同じように知識の資源のひとりであ

るということ。お互いに自分の知識や経験を共有できる同等の立場にあると考える」と言われていた

のが今でも印象に残っている。これはファミリーリソースプログラム（FRP）の活動中に「外から見

て誰がスタッフなのか容易に分かるようではだめだ」と言われていたことにも通ずることであり、い

かに相手と同じ立場で、同じ目線に立って行動することが璽要なことであるかを示している。これら

のことは、人とかかわる上において、ごく当たり前で基本的なところであり、なおかつ最も大切なこ

とであることを、正直再認識させられたような気持ちである。カナダの福祉で見習うべきところは、

やはり基本的な部分で「人を大切にする」といった点であろう。私自身そういった揺るぎない気持ち

のようなものを肌で感じた気がしてならない。それは今回の研修において、各機関，施設を訪問した

際の全ての方からの「WELCOME精神」というか、温かみのある笑顔からも容易に受け取ることがで

きた。しかしながら最後に忘れず加えておきたいと思うことは、私たち日本の児黄福祉に携わってい

る全ての人においても、子どもたちの幸せを願う気持ちは決して負けてはいないというところであ

り、またそうであることを強く信じ、願いたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（牧田雄二）
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V．始めよければ未来よし
　　Better　Biginnings　Better　Future（South－East　Ottawa）

1．概要
1－1．背景

州政府が、12年前に貧困率の高い11ヵ所の地域における乳児から幼児の虐待防止策の研究対象として始め

た、前述のファミリーリソースプログラムがある。現在この研究は終了したが、先住民の地域を除く8カ所で

継続して事業を行っている。対象はO－6才の子どもで、カナダに来たばかりの移民を中心に貧困層（低所得

者、生活保護等）の家庭が多く利用している。活動拠点となるコミュニティーハウスは貧困層が多く暮らして

いる公共住宅地区に設置されている。

1－2．目的

（1）子どもが持っている潜在的能力を引き出し、十分発揮させる。

（2）子どもと家族が危険に侵されることのないようコミュニティーの力を強化し、地域全体の子どもが安全か

　つ健全に育つ環境作りを行う。

　政府の方針としては下記の11項目は必ず実施し、それ以外は各地域の特性に合わせて自由にして良いこ

　とになっている。

　①家庭訪問の実施

　②育児向上と多様な幼児保育サービス

　③質の高いサービスの提供（個々の地域に合う内容）

　④地域に合ったサービスの提供

　⑤意味のある親業をする

　⑥個人及び個人環境の強化と向上

　⑦住人と密接な関係をつくる

　⑧劣等感を持たせない

　⑨地域住民との融和を図るサービスの統合（コミュニティーハウス）

　⑩サービスの統合（コミュニティーハウスの活用）

　⑪個人こじんとの関係構築

2．運営のポイントと考え方

「職員は地域の良き隣人でなければならない」を基本として、コミュニティーを巻き込むことがポイントである。

そのため、活動を始める際にはコミュニティーのリーダーを中心にコミュニティーから十分なヒアリングを行い、

どうすれば地域と共存出来るかを確認するD運営にあたる実行委員は15名いるが、10名はコミュニティーか

ら選ばれた代表、残りの5名は「コミュニティーヘルスセンター」（州政府）の職員であるが、その5名はコミュニ

ティーの代表10名のうち半分以上の同意がなければならない。つまり、地域と同調できる職員でなければな

らない。
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その考え方を特徴的に表していたのは今回訪問した、Be廿er　Bigin血gs　Better　Futureの下記の組織図であ

った。

ブレイグルーフ

地域相談

登録臨床看護師

家庭肪問コーディネイター

家庭訪間

困窮な課題

運営アシスタント

赤ちゃんの健康

健康促進

地域開発

栄養士

移住相談

子ども計画

困窮な謀題

ソーシャルワーカー

地域支援

運営サボート

住居相談

就職相談

困窮な諜題

内科医

専門看護師

看置師

足治療医

力イロプロテクター

運嵩アシスタント

遅営アシスタント

ネットワーク管理

情報管理責任

マネージャー

BETT田BEGINN｜NGS

マネージャー

地域サービス

マネージャー

社会サービス

マネージャー

健康サービス

マネージャー

財務

所　長

運営アシスタント 産科サービス

理事会

今回ご対応いただいた、レスリー所長のお話では、Better　Biginnings　Better　FutUreの考え方を忠実に実現

するには、子どもと家庭が中心であり、彼らを支援する現場の職員こそ組織のトップの位置にいるべきであ

る、ということであったc実際州政府に掛け合い、この組織図にするのは大変だったとの事であるが、その

思いと実行力には感動させられた。

3．主な活動内容

コミュニテd一ハウスの運営をはじめとして、さまざまなプログラムを活用して家庭への生活支援を行っている、．

なお、利用対象者はすべて無料でサービスを受けることができる。

費用は州政府のコミュニティーツーシャルサービス省及び子ども青少年サービス省から出ており、6カ月に一

度、日的・目標・評価の報告書を提出している。

3・1．コミュニティーハウスの運営

入りやすく居心地の良い場所であるようにするため、「～してはいけない」という張り紙はしない。

（†）サービス提供時聞　　8：30～16：30（土・日は18：30まで）

〔2）主なサービス　　・情報提供・電話・コピー・FAXの自由使用・カウンセリング・衣類バンク・日用品バン

　　　　　　　　　　　ク・地域の集会等（年間20．000件の利用）
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・ 各種配給（13：00～15：30の間）

　食事（週に1回・木曜日）

　牛乳1リットル（週に1回妊婦～9カ月の赤ちゃんをもつ親）

　玉子1ダース

　おむつと粉ミルク（月に1回・赤ちゃんのいる家）

　衣類（大人、子ども用古着・週に3回）

・ コミュニティーを祝う会（年3回地域の方500人程度が集まる）

32．家庭訪問（Family　Visiting）

（1）生活全般の援助（移民が多い為）

（2）生活情報の提供（日常の発育や発達、育児に関すること）

（3）社会資源の紹介と地域の方々との関係作り（学校や病院等）

を中心に生活環境で危機的な状況に陥らないよう支援する，t子どもだけではなく家族全体を包括的に援助

することが虐待防止に大きく役立っている。

移住者が多いため、6力国語に対応出来る8名のスタッフが担当。

家庭訪問は週1回、対象児童が自閉症など特別な問題がある場合は経験を持った職員が訪問。現在スタッフ

は全員女性である。

訪問時間は週1回1時間～1時間半で、年間140家族、延ぺ年に3，400回訪問し、1人で約16ケースを担当。

　例）言語発達が遅い幼児がいる場合、本を持参し言語発達を促せるような援助を行う。

33．保育（Play　Group）

対象児童はO～6才で保護者、保育者が一緒に参加するようになっている。年間約7，000人の子どもと約3，000

人の保護者と保育者が利用しており、参加は自由で平均的には3才児が多く来所している。夏休みなどには

人数が増える。

子どもの発達を促進することと、職員が保育者（保護者、保育援助者）に対して、適切な関係を結べるよう子

どもとの関わりかたを見せるプログラムである。大切なことは職員がトしなさい」と指示しないことである。

また、週2回「コミュニティーヘルスセンター」から看護師が来て、母乳など健康に関する心配事を相談できる

ようになっている（年間約1、㎜件）。週5回（半日）のディケアプログラムである。

【見学1

建物は別棟で、毎回そこを借りて行っており、広い部屋を多様な玩具で間仕切りし、発達度合いや興

味に応じて子ども達も保育援助者たちも自由に活動していた。玩具は砂遊び、プロッ久人形、自転

車などがあり、それぞれ独立して遊べるように工夫されていた。訪問日の参加は43人の子どもと10人

の保育者、職員2人、ボランティア1人。保育者は近隣の子どもを集めて来るので大人の人数よりかな

り多い子どもたちが遊んでいた。職員や保育者は、子どもが危険ではないかを見守りながら一緒に関

わっていた。子どもは自由に時間を過すことができ、お腹が空くとめいめい食事をとっていた。
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3－4t親業教室（Parenting　Suppoi・t）

年に1回（週1回の連続6【（i恒一ス．｛、地域の学校を利用して90分から120分で実施ワークショ・：ノブ形式で・回の定員

は15人．傑育サービスとク食を提供テーマは参加者全員の意見を取りKれik；if．看1護師、栄元劉己参加する．

　例）・離乳食の作り方講習」会（調理器の貸し小しもある1

　　　・r一どもとの関わりをビデオに取り、親だけでワークショ・ソブを行い、関わり方について話をする

3－5．スタッフサポート・トレーニング

週2回、個人こじんにスtl　・vフへのサポー1・と指導を実施　その他週2回の全員参加のスタッフミーテfング

スタッフになる場合、全員が最初特別なトレーニングを受講し、その後も継続してトレーニングを受講しなけ

ればならない．これは常に質の高いサービスの提供をするためである

この際「振り返り一を大切にしている　実施してきた事項に対して、「どこが良くてどこか悪かったのか、どこ

をどう修正するのか．という振り返り作業は質の高いサービスの継続に欠かせないとのことであ・）た．

▲プロジェクトコーディネーターのレスリーさんと記念撮影 ▲講義風景

▲プレイグルーブ会場 ▲コミュニティーハウス、プレイグループ会場に隣接する公園
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【所感】

親と子の物質的、精神的援助システムとして始められたこの事業全体が、児童虐待予防や早期介入、

家庭への支援サービスを具体的支援プログラムにそって実践されていた。

立地場所は公共団地の一角にあり、徒歩で集まる。見学した「Play　Group」が行われている場所は、

コミュニティー八ウスの向かいにあり、建物の隣には公園も設置されていた。（この公園で子どもは

帰りたくないとごねるときもあるそうだとか、子どもは皆同じだな一）建物の中に入ると、×人も子

どもも自由に遊んだり話をしたりする姿を見て、職員なのか保育者なのかあまり見分けがつかなか

った。一番驚いたのは、食事をしている子どもがいても他の子ども達は平気で遊んでいることで、普

通、一人食事やおやつを食べていれば他の子ども達もわれ先にと集まってくるのが、ここでは子ども

達のペースに合わせ自由な時間に食事をすることができる。こうした姿勢が地域の人た5に受け入

れられた要因の一つとして上げられるのではないだろうか。何を提供するのかではなく、どのように

提供するのかを地域住民に確認し、良き隣人であDたいと願っていた。また、開設時、職員は活動を

妨害すると思われる問題行動のある青少年に直接話をし「あなたの協力が得られないと成功しない」

と直接説得に行っている。その後成功したお礼に、彼らが欲しがっていたバスケットボールコートが

使用できる地区を紹介したとのこと。

そんな話をしてくれた職員のレスリーさんは虐待に効果的な方法は一番に「家庭訪問」だと話してく

れた。このプログラムが成功しているのは「地域住人に選択肢を与え継続的に行っていることと、コ

ミュニティーがもつ文化の一部として存在し、政府の機関ではなくここに根づいているものとして活

動してきたことにあるeJと言っている。誰でも受け入れることと、地域には地域の良さがあり色々

な人を巻き込んですすめている方法は、日本での昔懐かしいものを感じた。日本の保健所や保健セン

ター児童相談所、児童家庭支援センターを融合した事業内容だと感じた。日本での施設や機関の機

能を今一度考えさせられる訪問先のひとつであり、今後も地域に根づいた施設や機関であり続けて

欲しいと感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥本弥生）
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W．子ども家庭アドボカシー事務所
　　　Office　of　Child　and　Family　Service　Advocacy

1．概要
子ども家庭アドボカシー事務所は1982年に設立された、「子どもの人権を擁護し、その人権が守られている

かを監視する機関」であり、子ども青少年サービス省に属している，1984年の子ども家庭サービス法（Child

and　Family　SerVices　Act）の改訂により、本事務所の存在が法的に明記された（条文102）。

任務は州政府のケアサービスを受けている、またはケアを求めている人たちを代表して、子どもの権利擁護

を代弁することである（法廷での権利の代弁以外）。具体的には、以下の3つの役割があげられる。

　①若者の声を取り上げ、若者同士が話し合うように支援すること

　②家庭以外のところでケアを受けている子どもから、虐待や不当な扱いを受けたと報告された時には即

　　座に介入すること

　③オンタリオ州にいる子どもと青少年の権利を、ケア提供者が尊重することを保証すること

2．組織
現在の職員数は、アドボキット12名（チームリーダー1名・アドボキット10名・新規アドボキット1名）、事務関係

5名（秘書2名・システム関係1名・受付1名・アシスタント1名）である。その他ボランティアもいる。現在の職員

は「児童福祉」、「触法」、「児童精神周題」、「インテーク」の4チームに分かれて対応している。

職員の資質については、アドポキットはそれぞれの判断基準を統一するため、スタッフミーティングやケースミ

ー ティングを行うようにしている。またインフォーマルな場でもさまざまな話し合いを持つことで、見解のずれ

がないように心がけている。

アシスタント

　事務関係

　　秘書

　　受付

組織図

アドボキット：8名

（子ども・青少年サービス省）

アドボキット：2名

　　　　徴育省）
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3，サービス提供のために

青少年からの通常の苦情は電話により対応しているa電話での対応で解決できないものについては、以下

のシステムを利用して解決に導いている。

3・1．レゾリューションメカニズム

これは、問題解決のための手順である。例としては、

　1①青少年からの苦情電話が入った場合、その問題に対応してくれる地域のサービス機関に行ったかどうか

　　を確認する

　②行っていれば、担当ケースワーカー名を尋ねる

　③担当がまだいなければ、ケースワーカーに担当になってもらうための方法について伝える

といった流れである。

このように青少年が自分で問題を解決できるように支援することが仕事であり、直接的なケースマネジメント

は行わなt㌔

3・2．政府省庁間アドバイザリー委員会

　　IMPAC（inter　Ministerial　Provincial　Advisory　Committee）

問題が複雑なケースで、各省庁の垣根を越えた支援を必要とするようなケースの場合に行うケース会議のこ

とである。この会議には、教育省、健康省、子ども青少年サービス省、触法少年部門など、さまざまな省庁か

ら各々決定権を持つ人たちが委員として出席しているe会議は月1回開かれ、1回につき2ケースまで話し合

うことが出来る。また、具体的な解決方法が決まるまで会議は終了しない。

3・3．2003年度の対応状況

2003年度のデータでは年間ケース数は3．081件。その内訳は、コンサルテーションが21％、決定に関する議論

が64％、複雑なケース状況への対応が7％、青少年へのインタビューが4％、権利に関するアドバイスが4％で

あった。年齢層別に兇てみると、12歳から15歳の層がもっとも多く、全体の44％を占めていた。なお、2004

年度の年間対応ケースは3，600f＄であり、前年度より1割弱増加している。

なお、2004年度は青少年からの相談を受けて「ウェルビーイング」の観点から問題ありと思える施設72ヵ所を

調査した。同じ施設から2人以上のクレームがあった場合が調査対象となる。
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4．ユースピース（Youth　Piece）の活動

アドポカシー事務所の役割の一つに、若者の声を取り上げ、若者同士が話し合うように支援することがある。

その活動について、ユースコーディネーターから紹介があった。実際にユース（Youth）の代表である10歳から

18歳までの9人の若者にインタビューしたものをまとめてあり、ユースの声を直接聞く機会となった。ここでい

うユースとは、州政府のインケア下にいる子ども達を代表する青少年のことを言う。

4・1．基本的な考え方

ユースエンゲイジメント（Youth　Engagement）と言い、ユース自身が積極的に関わり自主的に活動していくこと

を推し進めている。とにかくユースから意見を聞こうとすることであり、あくまで大人はサポート役である。

ユース自身が自分の意見を発言すること自体が、ユースが積極的に関わる活動の一端であり、そうすること

がユース自身に利益をもたらすだけでなく、社会全体にも利益がもたらされるという考え方である。ユースは、

自分自身がもともと持っている力をより強め、健全な人間関係が築けるようになり、前向きな行動がとれる

ようになっていく。そういうユースが増えることは、社会に対して新たなアイデアとエネルギーを与えてくれ、

地域社会がより強固で健全なものとなっていくと考えている。また、人が持っている強みを見つけ、それを

伸ばすように支援していこうとも考えている。コップに入った水を、「もう半分しか残っていないと思うか、ま

だ半分もあると思うか」の違いで、前向きな姿勢を大切にする。

42．ユースピースへの参加について（ユースの意見から）

参加するには、家族や友達、その他の人たちのサポートが必要である。また、その活動の申で何らかの達成

感が得られることが参加を維持していくものと考えている。

一方で、参加を妨げてしまうものについては、「言おうとしている時に笑われたくないし、尊敬の念で扱って

欲しい」「自分の話を聴いて欲しいなら、私の意見も聴いて欲しい」「ユースコーディネーターはよく理解して

くれる。けれども一般の人はドラッグについて話をしようとしても、ただ単にダメと言うだけである」「暴力を

ふるったからといって、子どもが生まれつき暴力的なわけではない。その子をとりまく環境が暴力的だった

だけ。それだけでその子を暴力的だと決めつけないで！」など。

43．大人とのパートナーシップを結ぶための障害とは（ユースの意見から）

「大人はよくユースの能力を過小評価する。大人が決定することでユースの生活に多大な影響を与えるにも

かかわらず、ユースの話を聴いてくれない」「大人は子どもを守ろうとするために、自分の経験からユースの

ことを信用しようとしない」「子どもが参加していると言うが、それは形式的なものであり、実際には参加して

いないことが多い」「若者を同等に扱ってくれない」「ある特定の地域に住んでいるというだけで差別される。

社会がバリアをつくっている」「もしスタッフと子どもが話をする機会があれば、一人の人間として話をして欲

しい。パワーの関係は嫌だ」など。
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5．今後の課題

この機関の活動のためには、子どもや青少年自身がこの機関についてもっと知る必要性がある。子どもは、

州のサービスを受ける際には担当ケースワーカーからこの機関の存在について説明されることが法律で決ま

っている、しかし、実際にはケースワーカー自身がこの機関の存在をよく知らなかったり、途中で担当が変わ

ってしまうことで、子どもがこの機関について知らないこともよくある。そのため、各CASを訪問して機関の

紹介をしたり、ケースワーカーや里親へのプレゼンテーションを積極的に行ったり、キャンベーンを行ったりし

ている。また、現在は政府がパンフレット作成に対して援助を行っているなど、広報活動には今後も力を入

れていく方向である。

また、今後は州政府から独立した機関となる動きがある。そうすることで、子どもの権利擁護のためにより

中立な立場で活動を推し進めていこうとしている。

【所感】

子どもが何を思い・何を感じているのかを大切にすること、また子ども自身が思っていることを自ら

表現することの大切さ1よどの大人も感じていることであると思う。ただtその実行に対して、純粋

に子どものために・子どもを護るためにという目的で、私たち大人が子どもに関わっているかという

ことについては、もう一度見直さなければならないという気持ちになった。「子どもなんだから」と結

局大人の利益のために行動をしていないか、「話を聞いてあげる」といいながらつい忙しさで「あとで」

と言いそのままになっていないか、と。「ユースピースの活動」からは子どもの話を聴くことの大切さ

を実感させられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田明世）
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珊．ペイプ青少年資源センター（PARC）
　　　Pape　Adolescent　Resource　Centre

1．はじめに

今回の研修ではここPARCが最後の訪問場所であり、またここでは利用者・スタッフとの交流が研修のメイン

であることを聞いていた。そのためか、団員たちの表情にもゆとりがあるように見えた，夕方、閑静な住宅

街にあるPARCに到着し、住居そのものに見えるこの建物に足を踏み入れると、すぐに明るい大きな声で出

迎えてくれたのは、20才のムサくんだった。自己紹介をしながら、団員一人ひとりと握手をして回る。すぐに

場が和んだ。彼もこの施設を利用し始めて4年になるという。今は電話会社で仕事をしているということだっ

たが、“はじめはおとなしい少年だった”という言葉が信じられないくらい、初対面の私たちにとてもフレンド

U一に接してくれた（もちろんほかのPARCのメンバーも同様）。初めてPARCを訪れる利用者も、この雰囲気

だけで癒されるのではないか、と思える程であった。残念なことに、PARCの所長アーウィンさんは暫くお休

みということだったが、利用者（この日のプログラムのネットワークグループの皆さん）やスタッフの方々がい

ろいろな話を聞かせてくださったe

2．PARCについて
2－1．概要

こちらの施設については、これまで資生堂海外研修報告他で幾度か報告されているので、概要については

簡単にまとめる。

●所在地：オンタリオ州トロント　　●施設種別：自立生活支援施設

●設　　立：1986年　　　　　　　　●運営主体：トロントCASとカソリックCAS

●運営予算：州政府が提供　　　　　●スタッフ数：7名（CASの職員）

●施設建物：地上3階建て（地下1階、裏庭）

●利用対象：現在インケアにいる、もしくはかつてインケアにいた青少年

PARCは上記のように利用対象者が自立した生活を送っていくための資源を紹介、提供している施設である。

しかし、単なる自立支援のためだけの施設としてではなく他に類をみない独自性をも持ち合わせている点が

大きな特色となっている。資源の活用のためにここを訪れる利用者は年間400名ほどいるが、その中には

PARC独自のプログラムに取り組むさまざまなグループに参加し、その活動に力を入れている人たちがいる。

単に生活をしていくだけでなく、哲学的・政治的なテーマにまで踏み込んで能動的に制度（社会）を変えていこう

とする活動は、今や地城やカナダ国内にとどまらず、海外との国際交流を行うところにまで広がりをみせている。

具体的なことは後述するが、この施設では年長者が年少者を助け、教え、伝えていくという作業を繰り返し

てきている。その中から、自然発生的に生まれてきたものが今のPARCの根幹にある。単に「支援を受ける」

施設から、「自分たちで作り止げていく」施設に変わっていくことが出来たからこそ、成果も大きく必然的に多

大な注目を浴びるようにもなってきたといえよう。
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2．2．デイリープログラム

PARCでの活動は様々なグループに分かれており、主なものには、

　①ネットワークグループ

　②人間関係を築くための1ルーションシップグループ

　③学習に取り組むチュータリンググループ

　④男性だけが対象のメンズグループ

　⑤芸術面での活動をするアートグループ

等がある。

PARCの中核といえるネットワークグループには、優秀な人材が揃っており、私たちが訪れた日も「本当はもっ

とグループの人たちがいるのだけどちょうど大学奨学金の授与式があり、そのディナーに出ている数名がこ

ちらに参加できなかった」とスタッフから報告があった。この日、交流ができた人の中にも「大学を卒業した

今、勉強してきたことを人の癒しのために活かしたい」と話す女性がいたり、かつてPARC利用者だったイン

ケア経験者が職員としてここでのプログラムに取り組んでいたりする。

これらのプログラムは、中心的なもの以外はある程度のサイクルで変わっていくものも多いようで、日本で事

前に調べてきた数年前のプログラムと比べても、廃止されたり、新たに加えられたプログラムがいくつかあ

った。性や薬物についても取り」二げたことがあると聞いたが、自分たちの問題意識が出た時に取り組んで

いくという、その時期や時代に合わせた対応の柔軟さがある。

2．3．他のプログラムについて

PARCでは、毎日行われるプログラム以外にもいろいろな活動があり、短期・長期とその年によって異なるプ

ロジェクトがある。2005年の7月で終了したもので、10カ月間にわたって行われた’‘サイバーバス・プロジェク

ドもそのひとつだ。これは、大型のパスにパソコンを6台ほど積み込み、（特にパソコンを利用することの少

ない）地域に出向き、子どもたちにパソコンを教えるというもので、ここでもPARCのメンバーが教える側とな

り経験を積む。同時にいくらかの授業料をもらい、相互で助け合う形で経験できるようになっているのが面

白い。

このパスも、「アメリカで同じようなことをしているのを見て（半信半疑で）提案したら受け入れてくれた」「バ

スはCASが用意してくれた」など、利用者の意見を積極的に取り入れ、形にしている。利用者のみならず、ス

タッフとの連携や関係の良さを感じさせる。思ったこと・やりたいことを形にするのは出来そうでなかなかで

きないことだ。なお、プロジェクト推進にあたっては、申請をして認められた場合は連邦政府より助成金が出

ている。
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3．交流の中から

前述のムサくんによる施設内の案内と説明を受けたあと、裏庭へと出るとテーブルにはご馳走がならんでい

た。おいしそうな香りが漂っている。私たちが説明を受けている間に用意してくれていたのだろう。みなそ

れぞれ料理を皿に盛り、いくつかのテーブルに分かれて座った。各テーブルにPARCのメンバーも座り、あち

こちで談笑しながらの交流があった。

日も暮れた頃から、椅子を丸く並べて、一人ひとり自己紹介をし、ゲームなどのレクレーションを楽しんだ。

そのあとから静かな話し合いが始まった。PARCの利用者やスタッフの貴重な話を生で聞くことが出来たが、

日本では現場の直接処遇職員として働く私たちにいろいろ考えさせてくれるのに充分なものだった。その中

の話をいくつか紹介する。

（1）スタッフ・利用者の考える問題

　・インケアにいられるのが16才までであること（延長が必要ではないのかと思う）。

　　また、グループホーム、里親を転々と変わらないといけないことがある（それらについて議論し、政府に

　　提言もしているとのこと）。

　・PARCの利用者は女性がとても多い。どうすれば男性が増えるのかを考えている。

　　（メンズグループもその一環だと思う｝。

　・もっと先住民の使える資源があれば良いと思っている。

（2）国際交流

　・ジャマイカ、日本、ハンガリー、カメルーンなど国際協力関係を広げており、見学等の来訪も多く、一方

　　招かれて出向いていくこともあるそうだ。

　・エイズに関するワークショップでは、PARCからメンバーが選ばれて地域に派遺されたこともある。

（3）利用者について

　・年齢制限は無く、生活するなかで何か資源（情報）が必要と思えぱ利用できる。

　・サンクスギビングデイやクリスマスなどのイベント時期には、帰る家のない人がその時だけPARCに来て、

　　盛大に催されるパーティーに参加し、仲間に会う場合もある。

　・かつてケアにいた人がボランティアとして訪れ、インケアの子どもたちの相談相手になることも多い。

49



ONTARIO

（4）スピーク・アウトについて

　自分の胸の内を話すことによって癒しを得るということがスピーク・アウトであるといってよいと思うが、様々

　な環境で育ってきた人たちにとっては、一言で説明しきれない意味深い作業であることも想像に難くない，

　「日本では施設のことを友人に話すことがとても難しいのだけれど一・」という質問に対して

　・大切なのは、話したいときに話す、ということ。最も大切なことは本人の心の安全。PARCでもいきなり

　　外に向けて発するのではなく、時間をかけて順序を考えて、行っている。

　　（インケアの子ども同士→担当職員→周りの人々→地域の人々・■■といった具合）

　・声に出して話すことだけがスピーク・アウトではない、ニュースレター、本、CD、インターネット等もある。

　　ここPARCはスピーク・アウトしやすい環境や場所がすでに用意されていることを実感した．

（5）利用者の言葉

　・自分の生きてきた経験を道具として、それを今経験している子どもたちに教えたい。

　　そして、いろいろな感じ方をしているだろうけれど、それが“普通で特別ではない”ことを伝えたい，

　・ここでの活動では、自分が癒されるとともに、周りの人たちにも教育的な意昧を伝えることができる。

（6）PARCが成功している理由

　・80年代の”家が探せない”から“学校に行けない”など、時代時代の問題に対応したプログラムが常に用

　　意され、柔軟に改変されていること。

　・年上の者が年下の者に教える、伝える、ということが系統だってできていること。

　・若者に評価をしてもらい、それが適切なものでなければ、修復していくという作業をしてきたこと。

【所感】

訪問をしている中で印象的だったのが、利用者、スタッフともに実に生き生きとしていたことだ。それ

だけPARCに対して、信頼感や自信を持っていることが伺えた。自立支援への取り組みにおいては、

先の研修先（ケベック青少年センター、バットショウ青少年家庭センター）であったEQUIPや、　PARC

などカナダは日本より進んでいる感じを強く受けた。さらにPARCは自立支援のみならず、その利用

者を中心にそこからより大きく広く発展・成長している。必要と考えられるものに積極的に取り組んで

いくこの姿勢は見習わなくてはならない。日本でも同様の活動を始めているグループも出てきている

ので広がりと発展に期待したい。カナダでは里親を幾度となく変わるケースやケア年齢が16才まで

であることが懸案事項となっているが、関係の継続性や一貫性のあるケアを行えるという点では、日

本の従来型の施設のあり方もその良さを残し、活かしていかなけれ1まならないだろう。両国の（もちろ

ん他の国もだが）子どもに対する福祉の良い点をお互い取り込みながら、児童福祉がより良く発展し

ていけばと願わずにいられない。そして、そのために私たちが担わなければならないものが多くある

ことにも気付かされた。帰りのバスの中で、コーディネーターの菊池さんが教えてくださったPARC

所長アーウィン氏の言葉、「人の支えの大切さ」。その“人“の中にはもちろん私たちも含まれている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智尚観）
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W．東オンタリオ子ども病院（CHEO）
　　　Children，s　Hospital　of　Eastern　Ontario

1．概要
オタワ地域をカバーするオンタリオ州立の了ども病院であるtt

病院施設や大学、研究所、コミュニティーベースの組織と連携

しながら、了ども・青少年に関するビジョンを共有している

子ども・青少年の虐待に絡む問題からメンタルヘルスの問題

を抱えた了ども・青少年まで幅広く研究’教育・治療’提

携・予防をしている子ども保護サービスの機能がある．今回

は子ども・青少年の保護はコミュニティー全体と提携してい

かなければ守れないという考えをもとに、その機能が多彩日1

つ斬新である、センターオブエクセレンスとチャイルドユース

プロテクションサービスについて紹介する．

▲東オンタリオ子ども病院

2．センターオブエクセレンス・子どもと青少年のメンタルヘルスセンター

　　The　Provincial　Center　of　Excellence　for　Child　and　Youth　Mental　Health　at　CHEO

エピデンスベース（データや証拠）を活用しながら、完全に統合されたシステムを使用することでfども・青少

年・その家族が抱えているメンタルヘルスのニーズに応えて、’f’ども・青少年・その家族の生活の質の向1：を

目指している。その資源としてナレッジエクスチェンジセンfi　一（後述）、パートナーシップの促進、研修会（研

究・教育・介人）がある，

2・L設立背景

tfyi“的に子ども・青年・その家族がメンタルヘルスを必要としているにもかかわらず、その需要に充分には応

えられていない。更に問題として治療の基準、一貫性、資源・資金不足などがあげられている，そこで、こ

れらの問題に対応するためにオンタリオ州全体のメンタルヘルスを・つに統合して提携、研究・教育、ft一人

を共に行ってく体制が必要であった。

※オンタリオ州でメンタルヘルスの問題を抱えている子どもは全体の15％～25％程度いる．

2・2．対象地域

オンタリオ全域
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2－3．組織と援助体制

現在チームは17名、病院外で実際にサポートしている数は100名以上。予算は政府から支出される。

魎予　↓　　　垢
算CHEO理事会

　今

メンタルヘルスユーザー擬讃者閲連グループ

，」．一ム丘ノ　　　　　　　　‡

卜～台サ＿ビス提供鞭切←プ

　　　助言　　今

　　　　　　研究　トレーニング委員会 ※CoEはセンターオブエクセレンスの略

24．活動の方向性

　①完全に統合された子ども・青少年のメンタルヘルスを構築するためのリーダーシップの確立

　②メンタルヘルスの需要と供給のアンバランスを是正するために資金面も含め政府への働きかけを行うキャ

　　パシティの拡大と、もっと多くのユーザーが当施設を利用できるようにする

　③研究に基づいたサービスの提供を行う

　④オンタリオ州民に、子どもが生まれてから大人になるまでの間、メンタルヘルスがどのような影響を与

　　えるのか、その関係を理解してもらう

　⑤メンタルヘルスを活用しているユーザーのスティグマ（劣等感）の解消

2’5．活動内容

（1）課題へのアプローチには以下の4つの柱があり、それらが相互に統合され、機能を発揮する。

　①干渉・介入　⇒相談会の実施。その際は各自の文化・言語などを尊重する

　②研究と開発　⇒研究会を通して研究者の支援、ブランクとなっている研究に着手など

　③教育とトレーニング⇒教育研修会と優良な指導指針の提供、ウェブサイトの活用など

　④ネットワークと提携　⇒利用者を含む可能なパートナーとの提携

※子ども、青少年、家族、ケア供給者と

　いう重要な4つの要素に囲まれながら

　図のようなネットワークを形成しながら

　協力出来るように働きかけている。
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（2）資金助成

　活動パートナーに資金助成を行い、研究を促進させ、その研究成果をべ一スに共に学び、成長しあうこと

　を心がけている。年間予算は約250万CA＄。主な資金助成先は以下の通り。

①研究者

②教育とトレーニング

　　学部、大学院、院卒Drや専門家、優れた専門家

③あえてプログラムに夢を描いている者

④多忙で時間がとれない研究者

⑤事を始める才能のある者

26．ナレッジエクスチェンジセンター（Nourage　Exchange　Centre）

前述の4つの柱で構成されるセンターオブエクセレンスの活動をサポート、オンタリオ州内の子ども・青少年メ

ンタルヘルス関係機関への支援、既存及び新しい知識・研究の対照や翻訳、教育の実施、連携等、分野を超

えた活動を展開し、新たな知識を生み出そうとする未来を先取りしたプログラムである。歴史は浅く活動を

開始してまだ9カ月である。

目標は自身が持っている知識と他者が持っている知識を融合発展させ、児童福祉に役立て、メンタルヘルス

を抱えている子ども・青少年・その家族の質を向上させることであり、エビデンスベースに基づいた実践にと

どまらず、更に一歩進んだものを求めていく。オンタリオ州だけでなく、カナダ国内、世界各国の知識を集め

ている。研究体制は文化人類学者を含め6名で構成されている。

プッシュ（知識・メッセージの伝達）⇒プル（あらゆるところから情報を引き出す）⇒リンケイジ（（関係する専門

家の連携による課題の共有）⇒エクスチェンジ（リンケイジをさらに進めて知識を双方向で交換・共有する）の

考え方をべ一スに、一段と進歩した情報センターに機能を高めていくことを目指している。

3．チャイルドユースプロテクションサービス・子ども保護サービス

　　Chiid　and　Youth　Protection　Services

3－1、目的

不適切な対応を受けた子ども・青少年に特別な医療を受けさせることやメンタルヘルスサービスを供給する

ことを目的としたプログラムである。また、病院・コミュニティーの専門家と協力し、虐待の認知・予防・査

定・相談会を行い、子ども・青少年の虐待の知識や対処法の向上を目指している。

3－2．体制

小児科医4名（常勤1名、非常勤3名）、ソーシャルワーカー2名

常勤事務員ユ名、非常勤秘書1名の8名編成
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3・3．サービス対象と地域

（1）対象

　虐待を受けた、もしくは疑いのある0歳～17歳までの子ども・青少年。

　英語、フランス語両方で対応している。

（2）地域

　オタワとその周辺。ケベック州。パフィンアイランド。

　ケベック側やパフィンアイランドは子ども病院がないためカ

　バーしているが、カナダは州によって法律が違うため、そ

　の州の法律に沿ったサービスを実施し、治療費はその州

　が負担する。

．
’

’

』
．

x．一

3－4．主な機能と活動内容　　　　　　　　　　　　　▲カナダ地図

（t）機能

　虐待が認められたり、疑いを持たれたケースについて病院や家族から相談を受け（相談機能）、今後の対

　処法を考察したり、ケースをどこにつないでいくことが必要か等の援助（コーディネーション機能）を行う。

　例えば治療場所の紹介や子ども援助協会（CAS）に通告するなど。その他、医学的調査機能、社会心理学

　的な評価・援助機能やヒストリカルな性虐待クリニック機能を持ち、地域の専門家と連携し虐待予防に共

　同で対応する。

（2）チャイルドユースプロテクションチームの活動

　多数の学者やコミュニティーの代表者が集まってケースに関する議論、検討、再調査を実施する。1週間

　に1回、ケースの見直しを行う。

　2004年度は326ケースの再検討・調査を実施。

　例）静かなる警告⇒ケースを登録し、見落としや連携ミスがないようなシステム（アラート）を採用している。

（3｝性虐待チームの活動

　性暴力があった3日以内とそれ以降で対応が変わってくる。（3日以内ならば精液等からDNA鑑定ができ犯人

　を特定できる）緊急部門が対応し、前もってトレーニングされている専門の看護師やソーシャルワーカーが患

　者から不安を取り除き、落ち着かせることを最優先する社会心理学的な治療を行う。また医学的な視点か

　ら証拠を集め、警察と連携し、犯人を追及する。同時に身体的な治療を行う。その後は緊急部門のフォ

　ローアップサービスによってヒストリカルな性虐待クリニックもしくはメンタルヘルス治療へと移行する。

　ヒストリカル性虐待クリニック（虐待の事実後3日以降の場合）は妊娠や性病の検査、患者へのカウンセリ

　ング等の繊細で総合的な診察と治療を行う。

　セラピスト、精神科医、保健所、子ども援助協会との連携も重要な活動となる。
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〔4）虐待トラウマチームの活動〔メンタルヘルス治療）

　メンタルヘルスサービスとして行っている、診断をしながら個人、家族．集団、家庭内暴力の目撃に対す

　る治療を行っている．

（5）教育活動

　コミュニテ｛一の専門家、小児科医と専門的な協，議会の開催（虐待リスク協議会）．小児科医（CHEOの

　Drに限らず、インターンも可）をチームに迎え人れ1力日間、活動を共に行い、虐待の知識や対応方法を伝

　えたりする．．その他、大学、CHEO職員への虐待に関する教育や海外における∫芦待に関する広報活動や

　教育を行っている＝

（6）研究・出版活動

　虐待やネグレクトの研究・調査を行い、出版活動や国際社会にも積極的に進出している．

東オンタリオ子ども病院内

【所感】

恐るべき子ども病院という感覚を受けました。病院の中に様々な機能があり、体系的にも確立され

ており、スタッフも意欲的でオンタリオの児童福祉の将来に素晴らしい明かりがさしているように思

えました。考え方が壮大すぎて視野の狭い私にはついていけそうもない発想でした。センターオブ

エクセレンスにいたっては、まさに世界戦路のようです。全ての知識から児童福祉に役立てるものを

引き出して実践に変えていくというどん欲さには頭が下がる思いでした。

日本には児童相談所が虐待対応の中心として機能していますが、カナダには児童相談所と同じような

意識を持った機関が多くあります。オンタリオ州立東子ども病院もその1つです。それぞれが関心を

持って同じ視点でケースを支援しようとしていました。また、専門家の育成、専門の研究・知識の追

求、それを実践するために政府からの援助もありました。カナダ全体で児童虐待について取り組ん

でいる姿勢。そこに日本も学ぷべき姿勢があるのではないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（亀井義憲）
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】X．カナダ赤十字

　　Canadian　Red　Cross

1．概要
赤一卜字では、弱者の健康や生活の向上が世界共通の目的となっているが、人間性や人としての権利を国際

規模で拡げることも大きな目的となっている。それ以外にも災害支援やコミュニティーにおける健康促進、病

気予防、水の安全、救急対処法などの活動も積極的に行っている。今回は他国の赤十字では類を見ないカ

ナダ赤十字独自の虐待防止プログラム「リスペクテッド（RespectED）」を中心に報告する。本プログラムは虐

待防止のみならず、いじめや暴力の防止まで幅広く視野に入れており、国内でも数々の受賞歴があるユニー

クなものである。

2．リスペクテッド（RespectED）

2－1．目的

子どもと青少年のための虐待や暴力の予防的教育プログラムであり、虐待やネグレクト、ハラスメント、暴力

のサイクルを断つための教育を行うこと、家族やコミュニティーでの人間関係が安全で安心出来るものとなる

ように支援することを目的としている。その前提として、全ての人は尊敬を受け、尊重され、虐待や暴力から

の自由が約束されるべきである、と謂っている。

2－2。背景

（1）虐待・暴力の蔓延化

　最近の調査報告で、50万家庭のうちの65万人の子どもたちが何らかの虐待（いじめや暴力等も含む）を経

　験し、また誰が自分にそれをしているかも分かっており、その結果、心身に深い傷を負うことも理解して

　いるという。また青少年期のデート中に、パートナーからの身体的・心理的・性的暴力を経験しており、

　男子大学生の43％が交際相手への何らかの暴力を認めており、女子高校生の20％が交際相手から身体

　的・性的暴力を受けたことがあるという調査結果も出ている。そして、その多くの場合家庭で同様の経験

　をしていたり、メディアからの影響が大きいということも分かっている。

（2）いじめ問題

　学校におけるいじめ問題も根深く、最近もトロント市内の大学運動部内において深刻ないじめが日常的

　に行われていたという報道があった。これらについては、かつてはあまり問題視されていなかったが、

　学生の約半数がいじめたり、いじめられたりした経験を持っているという。トロント市においては7分間に

　1件の割合で発生し、教師はその4％しか把握していない、ということである。このような状況を大人たち

　ははっきりと理解していないばかりか、それらが子どもたちや家庭、社会全体にどれだけ深刻なマイナス

　作用があるかも分かっていない。

57



ONTARIO

　　　　　　　暴力の構図　A　Typology　of　Violence

　　　　　　　　　　　暴カ

㍗
■

　　　　　　　　　　　右側にいくほどその傾向が強まる

Wortd　Heelth　Organization，　C2002）．　World　Report　on　Vloienee　and　Health，　Geneva：WHO．

■身体的虐待

　　性的虐待

■心理的虐待

■ネグレクト

2・3、具体的内容

リスペクテッドのプログラムを受けた子どもの数は1984～2004年の20年間で135万人、大人で50万人、その他

に550ものコミュニティーが受講している。

（1）5～9歳の幼少期対象のプログラム

　子どもの性的虐待を防止することを狙いとしている。幼稚園や学校などで物語形式にしたり、人形を使

　って友達への良い関わり方とそうでない関わり方を学ぶ機会をもつ。

（2｝12～18歳の思春期対象のプログラム

　例えば12歳では、虐待への理解を促すために事実などを具体的に教え、16歳では、なぜ虐待してしまう

　のかをディスカッションさせるなど年齢や理解度に応じたプログラムを提供しているが、それ以外に大変

　特徴的なものがある。
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「隠された傷プロジェクト」

●具体的なリスペクテッドの中味とは

「lt’s　not　your　fault」（あなたのせいじゃない）と

題された虐待に関する質問が並んだ用紙に匿

名可能で記入していくもの。記入者の74％は女

の子で、自分が何らかの犠牲になっていること

を明記している。

心理的虐待 21％

身体的虐待 1フ％

性的虐待

いじめ

16％

1196

自傷・自殺 τ％

ストーカー被害 1％

不明 29％

この調査結果について興昧深いところは、ネグ

レクトのデータ（，iゴ部）である。　CAS（オタワ

で訪問した子ども援助協会：日本では児童相談

所にあたる機関）の調査では40％にもなってい

るのに本調査ではわずか4％でしかない。これ

は例えば性的虐待であってもネグレクトの方が

㌣：二……　　　毎　　P臼垣肩“■lo飼口“‘隅冒1領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一魯一一
一一
一ρ丙一■－o
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錫1一■“■●●●　　　　　　　　　　　　　　　　一　　、

　　　　　　　　　．蹄1－一一㎏　　　　　　　　　　　　　　　　、　　、
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』声・口鞠轍“一ら口【師飴“●ら一一垣．

通告しやすいことや、身体的な虐待の方がネ

グレクトよりも子どもにとっての直接的なショッ

クが大きく、申告しにくいことが影響している

と考えられる。調査結果と本人の申告には大

きな差があるという「隠された虐待」の存在を

取り上げたところにこの調査の意義がある。

プログラムではそれだけの辛い体験を語る子ども達が、なぜいままで大人に話せなかったのかと言うと、

「誰にも何も聞かれないから」「言っても信じてもらえないから」「もし言ったら自分の身に何が起きるのか想

像もできない」「自分のことを助けてくれる機関が何で、どこにあるのか分からない」「やっとの思いで話した

のに結局は何も状況が変わらない」と言う意見が多かったeそこに焦点を絞って検討した結果、このサービ

スを学校で提供することが効果的だということが分かった。実際の調査でも子ども達の98％が虐待について

の教育を受けたいと望んでおり、そのうちの77％もの子ども達が教室で受けたいと希望しているのである。

2－4．具体的効果

　①虐待の通告への理解が増す

　②親しい（と思っている）間柄でも危険になり得ることへの認識が増す

　③語ることへの障害となっているものや話せない理由が何かを知る

　④虐待の辛い体験を語ることが、虐待防止教育につながる
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Offenders

　攻撃する人

　　RespectED
Yeuth　Programs

2・5．実践

ここで我々も実際に体験させてもらった「学校からの要望に応じてテーマごとに実施しているワークショップ」

の一部について述べることにする．．

　例1）リレーションシップ（関係性）1対象年齢は14～17歳

　　①2人ベアで一人つつ1本のべンを持ち、先に1人が描く線を追いかけて描く作業

　　②2人ベアで1本のベンを持ち、1枚の紙に絵を描く作業

　①ではどういう軌道で描かれるかは分からないため、ほとんどのペアが全く違う線を描いていた。②では

　上手く絵を描けたベアもあれば、そうでないペアもいた。これらを行う時は一切言葉をかけ合わない。そ

　れによってお互いのコミュニケーションの取り方や、どちらが主導権を握っているのかなど二者の関係性

　を知ることが出来たり、人との関係性を知ることができる、

　例2）いじめ（Bullied）

　1から10の数字が書かれた番号札が1枚ずつ配られ、各自が自分には見えないように額にあてたまま室内

　を歩き回る。この際、数字の少ない方が地位が低く、多い方が地位が高いということのみアナウンスを受

　ける。あとは、お互いに言葉をかけ合わず、相手の表情やジェスチャーだけで自分に配られた番号札の数

　字を推測する。自分の数字を見た相手が低姿勢になったり、逆に高圧的な態度を取られたりすることで

　自分の大体の位置関係を学んでいく。この効果としては人間性に関係なく、外見や思い込みだけで人と関

　わってしまいがちであるということを知ることができる。

　例3）ビデオ視聴

　性的虐待の被害者がその辛かった体験を話す場面を見ることで、「どうやって助けを求めたらいいか」や

　「自分の責任ではない」ということの学びとなる。

これらのワークショップにはユース用、大人用、先住民用の他にもスポーツ団体における性的虐待に対応し

たものなど様々な場面に応じたプログラムがある。以上のような活動を通じて子どもが大人と信頼関係を結

び、体験を打ち明ける時の環境や安全な場所を提供し、またきちんと理解した上で良い対応が出来るように

することを学ぶ。あくまでも本人主体で自分がどういうやり方でどうしたいかを決め、前向きに生きていける

ようにサポートするのがこのRespectEDである。
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一 ワークショップ実践風景一

▲リレーションシ・ノブのワークシ∋ップ（1人つつペンを持つ） ▲リレーシ∋ンシップのワークショップC2人で1本のペンを持つ）

▲いじめのワークシ∋ノブ

【所感】

虐待予防プログラムRespectEDの大文字部分「ED」には教育（Education）の意味が含まれている

と言う。日本で言うと道徳の授業のようなものだろうか？いや、それよりもはるかに幅広く虐待や暴

力、いじめ問題などに対応し、そのサイクルを断つ教育が赤十字と言う国際的な機関で行なわれてい

るのが驚きであった。また虐待に関しては報告の義務化が徹底されている一方で、通告すれば機関に

介入されて自分の身にどういうことが起こるかが分からないという不安がら言えなくなるという子

どもたちにとっては何とも皮肉なギャップがあることも考えさせられた。「誰も聞いてくれなかった」

「言っても信じてもらえなかった」等、スライドの中の子どもたちの悲痛な叫びはどこの国でも同じ

なのではないだろうか。当機関の「なぜ子どもは大人達に語ろうとしないのか？」という調査はとて

も大きな意味があるように思う。果たして自分は子どもたちが安心して語れる場を、関係を作れてい

るだろうか？まず何ができるか今一度振り返ってみたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松村美和）
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X．子ども発達研究所
　　　Child　Deveiopment　lnstitute

1．概要

1－L概要
共に100年以上の歴史を持つ2つのChild＆Familyセンターが2004年に合併して出来た非営利組織の機関で、

同研究所を本部としてトロント市内に他に8つの拠点を持つ。0歳から12歳の子どもとその家族を対象に、

様々なデータを科学的に分析し、開発したプログラムを提供している．また子どもの発達支援にとどまらず、

その科学的根拠を基に国内の犯罪防止まで視野に入れている点も特徴的であるe年間の予算は約1，050万

CA＄。同研究所内のCCCO（Centre　for　Children　Commihing　Offences　’触法少年センター）が開発したユニ

ー クなプログラムは諸外国でも高く評価され、既に数力国で翻訳され、実際に導入されているという実績も

あり、スタッフも相当な自信を持って話をしてくれた。

1－2．ミッション

　①健康な子どもの発達支援

　②問題への早期介人

　③家庭内暴力への対応tt・ここで言う家庭内暴力とは子どもへ

　　の虐待だけでなく、子どもが夫婦間の暴力（DV等）を目撃する

　　こと、子から親への暴力など全てを包括した意昧

　④プログラムの研究・開発（実践と理論の融合）

この四つの柱を中心として、家庭を強化すると同時に健康で健全

な子どもの発達支援プログラムの提供、様々な情報の提供・共有

を行っている。

＊同研究所の資料右下部に

「Strong　Families、　Healthy　ChilClren」の文字。

⊂HS’LD
さ［t’E　．一1．M」「．°　ht「「’　1．

L
1－3．サービス内容

提供しているサービスの内容は

・ 子どもの発達やしつけに関する相談サービス

・ 虐待された子ども、その家族や地域へのカウンセリングサービス

・ 精神保健や行動上の問題を抱える未就学の子どもへの短期集中型サービス

・12歳未満の触法少年に対する警察との連携サービス

・ 若年の母親が引き起こす暴力的な悪循環を断つための支援サービス

・ 家族の再統合のための支援サービス

・ 親子関係を良好にするための育児教育サービス

・ 行動的に問題を持つ未就学児童向けの、学校を拠点とした保育・教育サービス
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など多岐にわたる。いずれにおいても小児科臨床医や警察、CAS（子ども援助協会）、教育委員会、コミュニ

ティーといった機関や専門家と連携をとりながら、それぞれのニーズに合ったサービスを提供している。

2．CCCO（Centre　for　Children　Committing　Offences）

この項では本研修において、主にプログラム内容に関わる話をして下さったDr．Leena　Augimeriがディレクタ

ー を務めるCCCO（触法少年センター）の具体的な活動について述べる。

2－1．概要

12歳というと一般的にはちょうど思春期が始まった頃で子どもと大人の境目といった印象があるが、オンタリ

オ州では12歳から地域のユースリーダーを任されることなどからも分かるように「大人の仲間人り」の年齢と

されている。同時にこの年齢から刑法上の罪を問われることにもなる。同機関ではいわゆる触法少年達が

同じ過ちを繰り返すことを防ぐためのプログラムを提供している。後述する「SNAP」をはじめとするサービ

スの提供実績は、2001～2eO4年の3年間で同研究所において1．604人、他の拠点も含めると約9，000人の子ど

も達に対して実施したところである。

2－2．目的とゴール（Purpose、　Goal）

CCCOが主な目的としているのは12歳未満の触法少年達の考え方や生活習慣等に介入して、その研究結果

や情報を社会に普及させることである。また、目指しているゴールは前述したように、2度と同じ過ちを繰り

返させないことである。

2－3．重要な焦点（key　focus）

　①12歳以下の触法少年を護るための合意書（プロトコル）をコミュニティーと警察で交わしている

　②独自に作成したリスクアセスメントツールにより、12歳未満の触法少年が持つリスクの危険度を測る

　③男女の性差を考慮して、それぞれの性別で異なるプログラムを用意する

＊これらはアメリカやイギリス、ニュージーランド、北欧でも高い評価を受けており各国の特色に合わせ、ア

　レンジされて取り組みが展開されている。

2・4．背景

（1）子どもの攻撃性と反社会的行動（Aggressive＆Antisocial　child）

　子どもの攻撃性・狂暴性は早いうちから始まり、段々エスカレートしていき、やがて継続化していくという。

　それはいつ、何歳で始まるのか、逆にずっと出ないまま育つのかは分からないが、多くの犯罪者が実は

　子どもの頃から多くの問題を抱え、それが解決されないまま現在に至っている。

　犯罪者予備軍であるとも言えるi2歳未満の触法少年たちの特徴は、セルフコントロールができない、社会

　的能力が低い、反社会的行動、無気力、無関心、落ち着きがない、友達が少ない、学校に適応できない、

　などである。
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（2）問題の大きさ（Magnitude　of　problem）

　子ども達と私たちの認識には驚くほどの違いがある、

　　例1）万引した少年の言い分「店内にはまだあんなにたくさんあるじゃないか」

　　例2）ちょっとぶつかられただけでも「自分が攻撃された」と感じてしまう。

　人に共感できない、相手を思いやれない、すぐにキレる、悪いことを悪いと思えないといった子どもが、

　トロント市内でも男子で約7，000人、女子で約1，000人いるというデータがある。また、現在収監されてい

　る受刑者の5～7割は何らかの行為障害（Conduct　disorder）があるというデータもある。万引き→スリ→

　強盗やいじめ→喧嘩→殺人などいささか短絡的過ぎる発想かもしれないが、そこに秘められた危険性は

　否めない。

開始年齢：

遅い
A

重大な暴力行為に至る段階

暴力行為　深刻な非行

（レイフ、

　　　　（車覇窃盗、強盗）
攻撃、

強－）

　　喧直

（身体的・集団的｝

穏やかだが深刻な非行

　（詐欺、スリ）

　権力からの回避
（無断欠席、家出、夜間欝｛目〕

権力との衝突段階

　（12歳以下）

器物損壊

（破壊、放火）

　
　
㍗

蚊
少づ

　幼い隠れた行動
〔万引き．常習的なウソ）

非公然的段階
（15歳以下）

＊上図はどのように重大な犯罪に至るのかを段階的に表にしたもの。日本語訳では若干のニュアンスの違い

　はある。

2－5．方針（Theoretical　Orientation：理論上の方針）

（1）社会的学習方針⇒攻撃性とは何か、社会的能力とは何かを学ぶ場を用意する。

　　　　　　　　　　例：殴られて育った子は殴って育てる親になる。

（2）行動システム　⇒環境的にも良いモデルを見る機会が少なかったと仮定して、

　　　　　　　　　　「見て、学んで、行動する」という機会を与える。

これらについてロールプレイを交えながら学習させることで、好ましい関わり（Preferred　lnterventions）がで

きるようになるという考え方がべ一スである。
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26．アブローチ

調査（Research）、専門機関委託メカニズム（Referral　Mechanism）、臨床的リスクマネジメント（Clinical　risk

management）、リスク因子評価（斑Sk　Identification　assessment）の4つのパズルを揃えることが重要である。

そのためには警察、子どもの精神保健、学校、児童福祉、消防、社会資源、両親の心構えや理解、連携が欠

かせない。ディケアや早期教育センター、メンタルヘルスサービスなど各年齢に合ったものを提供する多面的

なマルチサービスが求められていることから、実際に同研究所が中心となり、子どもに関わる関係機関の中

でも特に決定権を持っている代表者との合同会議を行っている。同研究所の取り組みは「予防的であること」

や「利用しやすいこと」などが高く評価されている。

2－7．早期リスクアセスメントリスト（Early　Assessment　Risk　Lists：EARL－20B，　EARL－21G）

同研究所が開発したリスクアセスメントツールには男子向けのものと女子向けのものが別々に存在することは

前述したが、ここではその概要を見ていく。

（1｝EARL－20B、　EARし21　G

ツール自体は同研究所のwebサイトからオーダーで

きるようになっている。

EARL・20Bが男子用で20項目、　EARL・21Gが女子用

で21項目のリスクアイテムから構成されており、項目ご

とにチェックする仕組みになっている。それぞれが

「ファミリー・アイテムjや「チャイルド・アイテム」

「Responsivity・アイテム」にれの訳が非常に難しく、

辞書にも載っていない。強いて訳すなら’L反応度、

共鳴度”だろうか。）の3つに、ク’JL・一プ分けされている。

それぞれのアイテムで点数が高かった子どもほど将

来的に重大な犯罪を犯す危険性が高いことも．分か

っていて、1つの原因で問題が起きるのではなく、家

族が抱えているリスクを把握しておくことこそが重要

なのである。そうすることでハイリスクな子どもにど

ういうタイミングや状況でサービスを提供すればよい

かが見えてくる。これらのプログラムを提供すること

によって、子どもがセルフコントロールする術を身に

つけ、親は親としてより良いスキルを身につけるなど、

子どもと親がそこで得た能力を維持し、より良い選

択が出来るような支援をしている。リストを作成した

大きな理由として、青年や大人向けのものはあった

が12歳未満の子ども向けのものがなかったことと、

実践（現場）と科学（理論）の統合を目指したことをあ

げていた。現場からは研究の材料（と言うと語弊が

あるが）を提供し、研究側は調査の結果から有効と

思われる方法をフ．｛一ドバックするのである。まさしく

理論と実践が相互作用している場なのである．

・ 家庭の状況

・ 保霞者（ケアをする人の速続性）

・ 両親の鰹渡（厳楕か放任か）

・ ストレスとなる原因の有無など

・ 発遠上の問題

・取撃性

・ 虐待（ネグレクト含む）

・ ADHOなどの情緒障害

・ 友違との闘係

・ 学校生活

・反社会的行動

・当局との関わり（紛など

※はEARし・20目のみの項目

ResponsMty・アイテム：2項目

・ 家族のRespensivity

・ 子どものResponsivity

・ 景庭の状況

・ 保類者（ケアをする人の連続性）

・ 両親の態度（厳格か放任か）

・ストレスとなる原因の有無

・ ケアをする人の娘との関係（※）

窟ど

※家族同居型のグルーフホームや

里親家庭にいる子どもも対象と

しているため。

発違上の問題

・攻撃性

・虐待（ネグレクト含む）

・ADHDなどの情緒障害

・友達との関係

・ 学校生活

・ 反社会的行動

・ 性的な発達（※）など

※はEARL－21Gのみの項目

・ 家族のResロonsMty

・ 子どものResponsivity

＊同研究所が開発したリスクアセスメントツール。

「EARL・20B」と「EARL・21G」
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ONTARIO

（2）SNAP（Stop　Now　And　P｜an）＝ちょっと待って、ちょっと考えてみようよ

　CCCOが作成したさまざまなプログラムの中でもメジャーなもので、前述のように諸外国でも取り入れら

　れ始めている。前述の資料の中央にいるのがイメージキャラクターの「SNAP君」。幼児にはプログラムの

　導入の際にこのパペットを使用することもあるそうだ．

　SNAPとは「Thifllc　before　yOtt　aCt（何かの行動をする前に考える」と言うプログラムである。これは多くの

　問題を抱えたまま、家庭や施設、少年院を転々として最後には自らの命を絶ってしまった一人の少年の

　誓いが基本となっている。

　例えば、殴られたから殴り返そうとすると余計に問題が大きくなるかもしれないし、解決への良い計画が

　立てられないことになる。良い経験やそうでない経験を繰り返すことで、計画を立てるためには何が必

　要か、何が必要でないか、自分の行動をコントロールするために自分に何を言い聞かせるかなどのトレー

　ニングになるのであるeDnLeenaもしたように、信号機をイメージするとよい、

STOP　and

CALM　DOWN

待つてよ

落ち着いて

PAUSE　and

　THINK

　一休み

考えてこらん

Red

PLAN　and

　GO
いい考えだ

やってみよう

Yellow Green

こうして見てみるととてもシンプルな流れであることが分かる。だが、実際に困った場面で実行できるのか．

それこそをトレーニングするのであるtt

（3）計画する時の基準（The　Plan　Shoutd｝

　①自分が真の勝利者である

　②問題を小さくする

　③誰も傷つけない

この3つにきちんと当てはめて考えることが良い計画であり、この3つをクリアするまで何度でもプランを練り

直すことが良い結果を生み出すのである．、このプログラムが有効かどうかは、問題を起こす子どもが長期間

このプログラムを受講するほど発生率が下がるというデータからも判断できるし、医療的なグラフやX線写真

からも脳の働き自体に変化が見られるという小児科臨床医師の研究データがある。

最後に実際に行われているスナップ・プログラムのビデオ視聴をさせてもらった、．
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【ビデオあらすじ】…………・…・…・……………・・……・……・……・…・…………………・……………・・…

2人の子ども（健常児’層A”と、問題を持っている“B”｝が一・

緒に遊んでいる時に、AがBのポールを取ってしまうBは

「ボー∫」を返して」と何度かAに伝えるが拒否されるttその

度にAから　Lて娠鮒’が炉、　ル　ンて　　　一；、小さ

な声を出して考えている　援助者が「lliうアフローチて」と

Bに少しだけアドバイスすると「ボールを返して」だけでなく、

「お母さんに買ってttらった大VJなポールなんだ」と言う

ことが出来て返してもらえた．この下線部の行動こそが

SNAPなのだと感じた、ちなみにBはとても相暴な子ども

で．これまではすぐに手が出ていたそうである

【所感】

Dr，Leenaがとても早口な方で、さらにものすごい情報量の研修であったために、通訳兼コーディネ

ーターである菊池さんも相当お疲れのようだったが、内容的にも本当に充実していた。

まずは早期教育への取り組み、今回の研修中どの機関においても言われていたことであるが、私は特に

乳児院職員であるため、乳幼児の育6、ひいては母胎にいる頃からの育ちまで関心が高かったこともあ

るだろう。教育と言うと日本では英才教育とかお受験とかそういう意昧合いが強いように思われるが、

ここでの教育とはまさに“人間力：正しく生きていくためのガをつけさせることに重点が置かれている。

次にCCCOの取り組み。思春期を迎えるハイリスクな子どもたち。児童養護施設での勤務経験が新

卒の若かりし頃でなく、現在の自分だったらもう少しきちんと子どもを理解し、アセスメントし、も

っと子どもやその家族を支えてあげられたのではないかと、話を聞きながらずっとそればかり考え

ていたように思う。

最後のSNAP。多くのストレスにさらされながらもがんばっている働き盛りの大人達にも有効なプ

ログラムだと感じた。Dr、Leenaがわれわれに教えてくれたS、N．A，Pの4つのアクションは、情報で

頭が一杯いっぱいの団員の心を癒してくれた。「ストップ・ナウ・アンド・プラン：職場でもみんなにさ

せてみたい。

本研修に参加して一番感じたことは、例えば日本では養護ケースも被虐待児童も障害・療育ケースも

触法少年でも全て児童相談所が窓口となっている。「児相の限界」と言われだしてから随分経つが一向

に大きな改革がなされないeそのことで辛い思いをさせられているのは子どもたちである。もっと

良いシステムや機関や制度があれば、もっと人がいれば…と、なかなか変わらない状況に私たちはい

つもやりきれない思いにかられている。カナダでの学びをこの現実とうまくすり合わせ、良いもの

はどんどん取り入れながら、未来の子どもたちに「生まれてきて良かった1」と思ってもらえるよう

なそんな子ども中心の児童福祉を目指したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（躯川　恒）
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第2章

ケベック州の児童福祉

1．カナダ・ケベック州

（1）歴史

　現在のケベックの地域には、何千年もの問、インデ

　ィァンやイヌイットなどの先住民が住んでいたが、

　1534年、フランス王フランソワ1世の命を受けたジャ

　ック・カルチェがガスペ半島に上陸し、それ以後フ

　ランス領のヌーベルフランスになった。その後1608

　年サミュエル・ド・シャンプランがセントローレンス川

　の北に上陸。そこは、先住民族アルゴンキン族の

　インディアンたちが暮らしていた「川が狭まった所

　（kebec）」と呼ばれている場所であり、ここが現在

　のプラスロワイヤルで、ケベックシflの発祥となった。

　その後、さらに植民地化が進み18世紀後半には

　小さな交易所がモントリオール港へと発展したe

　1759年、英仏戦争の間、英国軍がケベックを攻

　撃しフランス軍は大敗。その後のヌーベルフラ

　ンスの状況は大きく変わった。1763年、パリ条

　約で仏王は英国王にカナダの北米における保

　護領の所有権をすべて引き渡す事になった。

　1791年、カナダ憲法令がしかれ、アッパーカナ

　ダ（主に英語圏のオンタリオ）とロウワー・カナダ

　（主に仏語圏のケベック）が成立。1867年英国

　領北米条約に基き、ケベックは自治領として統

　治される事になった。

　1830年ごろは、「北米のパリ」とよばれるモントリ

　オールはカナダの重要な産業の中心地となり、

　戦争や貧困に苦しむヨーロッパからの移民が

　続々とケベックにやってくるようになった。1980年

　には、カナダとの主権の連携をめぐる交渉開始

　の是非を問う州民投票を行ったものの州民の過

　半数はこれに反対票を投じ、1995年にも州民投

ベック州

テ
”

シ

一

票を行ったが同様の結果で、カナダ連邦政府か

らの独立をすることなく、現在に至っている。

②地理

　ケベック州は、カナダで最も広い州であり、北

　はハドソン海峡、南はセントローレンス川とガ

　ルフ湾、西はジェームス湾・ハドソン湾と州の

　境目のほとんどが水に囲まれている。また、北

　極の海岸地帯からローレンシア山脈までに及

　ぶカナダ楯状地は、州の陸地の約60％に及び、

　世界最古の山岳地帯である。

　州都はケベックシティで、州民の約80％はセン

　トローレンス川流域に住んでいる。約760万人

　の人口の内、17・18世紀のフランスからの入植

　者の子孫であるフランス系は600万人。ケベッ

　クでは少数派である、英語が母語である人々

　は英国系とその他の民族の移民を合わせた60

　万人で、その殆どがモントリオール近郊に住ん

　でいる。なお、世界の100以上の国から、毎年約
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QUEBEC

2万5000人がケベックに移住している他、先住

民族が約72，430人住んでいる。

経済・産業は、高度に工業化・多様化されてお

り、天然資源とエネルギーが豊富であるほか、

農業・製造業・サービス業もよく発達しており、

広い分野で高品質の輸出向け製品が生産され

ている。州の商業の中心モントリオールには、

宇宙航空機器や医薬品、通信機器、エネルギー、

輸送機器などの分野で強い競争力を持つ企業

が集まっている。ケベックはまた、世界最高の

14．4％にあたる電力を輸出している。

2。訪問都市の概要

（1）モントリオール市

　人口約320万人、カナダ第2の都市と呼ばれてい

　る。パリに次ぐ世界で2番目に大きいフランス語

　圏の都市である。フランス語圏の都市だけに、

　町の看板や人々の会話も当然フランス語が主体

　となっているが、同時に苦もなく英仏語を切り

　換えるバイリンガルぶりがこの町の複雑な歴史

　を物語っている。また、フランス系カナダ人・イ

　ギリス系カナダ人を中心に多くの移民を受け入

　れた結果、多民族がモザイクのように共存し、

　活発な多文化主義の土壌が形成された都市で

　ある。市内は、高層ビルと18世紀の町並みが融

　和した都会で、石畳の道や馬車の走る旧市街

　は、ヨーロッパの町にいるような錯覚を覚える

　程である。また、寒さの厳しい冬でも人々が快

　適に過ごせるよう、主な施設は地下街でつな

　がり小さな商店やレストラン等も充実している。

　モントリオールに住む人々のモットーはフランス

　語で「ジョワ・ド・ヴィーヴル」（人生楽しく）であ

　　る。その言葉どうり、町には多くの博物館・美術

　館・劇場・レストラン・ショップが並び、メジャー

　　リーグやアイスホッケーなどのプロスポーツの

　観戦が楽しめる。

また、歴史的建造物も多く、華麗な内装で有

名なネオ・ゴシック様式の聖堂ノートルダム寺

院、モントリオールの名前の由来となったとも

言われるモン・ロワイヤル公園、ローマのサン・

ピエトロ寺院についで世界第2位の巨大なドー

ム型の聖堂、聖ジョセフ礼拝堂もある。

（2）ケベック市

　ケベック州の州都。人口は約63万人。セント・

　ローレンス川の幅が狭まった地点に位置してい

　る。フランス人の探検家サミュエル・ド・シャン

　プランが木造の砦をこの地に築いた事から、こ

　の町の歴史は始まる。1759年の英仏戦争でケ

　ベックは負け、イギリスの植民地になったが、

　人口の9割を占めたフランス系住民の文化や伝

　統までは支配する事は出来ず、椅麗な町並み

　や歴史的建造物は今日まで守られてきている。

　カナダ連邦の成立とともに州都になったケベッ

　クシティは、フランス系住民による自治拡大の

　動きが活発化する中で、その中核として独自の

　道を模索している。

　ケベックに暮らす人々が好んで口にするモット

　ーは「Je　me　souviens」（私は忘れない）で、ケ

　ベック州の車のナンパープレートにも刻まれて

　いる。そんな思いが、フランスの文化や伝統の

　刻まれた美しい町並みを、大切に守り継いで

　きている。旧市街は1985年にユネスコの世界

　文化遺産に登録された。

　1886年に建造されたケベック州のシンボル、州

　議事堂は旧市街を取り囲む城壁を見下ろす小

　高い丘に建っており、その周辺にある戦場公

　園では、冬になると北米最大の雪祭り「ケベッ

　　ク・ウィンター・カーニバル」が行われる。

　〔参考資料〕

　　・ケベック観光局

　　・地球の歩き方（カナダ）
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1．ケベック州の児童福祉

カナダにおける児童福祉の考え方の原点は、英国

系とフランス系の2つに分けられる。まず英国系（コ

モンロー）は国が家庭の問題に介入（裁判）する考

えが中心であり、対してフランス系（ローマンロー・

大陸系）は国が直接家庭に介入することはなく、宗

教やコミュニティーが深く関わっていることが特徴と

して挙げられる．ケベック州内においては町の至る

所に大きな教会があり、宗教とコミュニティーのつな

がりを強く感じる場面や話を見聞きする機会がたく

さんあった。ケベック州は人口の約80％がフランス

系であることから、英国系である全カナダの「自由

と権利の憲章」を否定し、州独自の「ケベック人権

憲章」を制定している。このケベック人権憲章をも

とに、州における児童福｛祉のフレームワークが組ま

れ、特に18歳未満の子どもに関しては保育園法

（Day　Nurseries　Act）、青少年保護法（Youth

Protection　Act）、及び青少年非行法によって、子ど

もの安全な成長と発達が尊重されるように保障し

ている（オンタリオ州では16歳未満が児童としての

保護の対象）。児童福祉の次ttt代支援策として州

政府がすでに取り組んでいることも含め、ケベック

州における児童福祉のあり方について後述する，

しておらず全体像の把握は難しい。なお、ケベック

州における児童福祉のしくみは以下の通りである

（※CPE、　CSSSについては後述）。

　CSSS
｛但■囲びソーシvJレ

サーζ：叉センター）

ケベック州児童福祉の概念図

　CPE
（幼児センター）

家旺　　　バットシヨウ
預かり　冑少年センター他

2．ケベック州における児童福祉のしくみ

児童福祉活動を行う団体の運営は、基本的にコミ

ュニティーや民間企業、その利用者の家族などが

中心に携わり、州政府は家庭の問題に直接介入し

ないという考え方から資金的なサポートを中心に

対応している。全体的な統括は州政府が行ってい

るが、CPE（後述）等を通じて非営利の各団体間

での連携は独自に行っている。しかし、営利目的

の団体は運営方針が異なることもあり、CPEに属

3．政府が新たに取り組んでいる

　家庭への次世代支援策

大きく分けると直接的支援（財政支援）と間接的支

援（サービス支援）の2つがあり、目的は①親が就労

するための環境作り②子どもをケアするための財

政支援③全てのPどもが社会発達（自立）するため

に同等の支援を受けることが出来るための保証を

する、の3つであるt．

3－1．主な財政支援例

（1）税制の優遇措置（2005年開始）

　低所得者向けには所得に応じて所得税の控除や

　子どもの人数に応じて控除額が増える支援がある。

　例えば、年間12，000CAS（125万円）の所得が

　ある家庭で、子ども1人を育てている場合は

　2，000CA＄（21万円）の控除，また、シングルマ

　ザーに対する控除もあり、この政策に州政府は

　約8億CA＄（832億円）の予算を投じている。

（2）出産時の家庭への財政支援

　子どもを出産した親に対する優遇措置。産休
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を活用して夫妻のどちらかが仕事を一年間休

むことが可能であり、給料についても出産後7

週間までは70％、26週間は55％が保障される。

給料の補償は、州政府と会社で負担する。

32．主なサービス支援例

（1）教育支援

　将来、社会に出て行くために必要な経験や知

　識を身につけ、成長発達するための支援として、

　小学校から大学までほぼ無料で教育が受けら

　れる。学費は全額州政府が負担。

　（現在、大学は一部自己負担あり）

（2）早期児童プログラム（ディケア）の充実、拡大

　（1997年開始）

　低所得家庭においてディケアが受けられなかった

　子どもの40％が高校中退している現実が分かり、

　幼児から平等に教育を受ける必要性が明らかに

　なった。そこで低所得者層のリスクを低減するた

　めに、利用費の控除枠を拡大し、さらにディケア

　に教育的な要素を取り入れるなど充実を図って

　きた。また、保育にかかる費用を州政府が負担

　することで、保護者の負担を軽減し、低迷してい

　る出生率や女性の労働力確保につなげている。

　保育所利用に関しては、1日1人当たり約36CA

　＄（3，744円）の費用がかかるが、その内29CA

　＄（3．016円）を州政府が負担し、利用者負担は

　7CA＄（728円）（以前は5CA＄）と低コストにし

　ている。また、運営にあたる理事会の3分の2

　は利用者の親である。

　1997年に約8万人であった非営利のディケア利

　用可能人数は、現在約19万人が利用可能にな

　っている。さらに2006年3月までには20万人に

　枠を拡大し、待機児童の問題に対応していく

　方針を打ち出している。なお、州内にはディケ

　アの対象となる年齢の子どもが約40万人いる

が、残りの20万人は営利の保育所や個人で保

育者を雇用するなどしている。

今後の対応として州政府は、このプログラムの

サービスを初めて受けた子どもが間もなく高校

生になるため、彼らの追跡調査を行い、これか

らの支援のあり方に活かしていく予定とのこと

である。

4．ケベック州における児童福祉の

　今後の動向

前述したように州政府が早期教育プログラムに力を

いれる背景には、州の予算削減を意図する考え方

が大きくある。カナダ国内における各州の政府予算

を見るとアルパータ州は石油産業などにより黒字収

支であるが、その他の州は赤字収支であり、ケベッ

クも同様であるeそこで福祉予算を削減するため

の考え方として、「インケアにかかる費用は在宅家庭

支援の16倍にもなる」という調査結果をもとに、イン

ケアを減らし、家庭支援に力を入れる方向を州政

府が打ち出しているのである。子どもと日常から関

わりの深いディケア施設で子どもの虐待に対する認

識を高めるとともに、虐待を早期に発見し、リスク

の高い家庭に対しては関連する機関と連携しなが

ら支援することで未然に防こうとしている。また出

産期における家庭の負担を軽減し、地域に密着し

た手厚いケアをすることで、家庭の力を高めている。

いかに低コストで高品質な児童福祉が提供、展開

できるかが、今後の大きな鍵である。

また、現在貧困層にいる子どもも含め、全家庭が

ディケアを利用できるように今後も進めていく方針

だが、利用率の高い都布部におけるスペースの不

足、夜間や休日に働く人が利用を希望した場合の

対応の不備、サービスの質に差があり補償が難し

い、費用面で負担が多くなる等の問題があり、政

府が法的に整備をしてもなかなか拡大につながら

ない負の要因ともなっている。
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1．ケベック人権及び青少年の人権委員会
　　Commision　des　Droits　de　ia　personne　et　des　Droits　de　la　jeunesse

1．概要

人権及び青少年の人権委員会はケベ・ソク州独自の人権憲章に基づき、州議会から任命され、人権に精通し

ている各分野の専門家（心理、社会心理、教育、小児科、福祉など）による委員13名と160名の職員により構

成されている．委員の任期は5年で1回に限り更新できる、現在モントリオールrW、ケベック市など9ヵ所にあ

る．この機関に関連する法律は青少年保護法（Youth　ProtecUon　Act）と青少年犯罪法（Youth　O∬ender’sAct）

の2つがあり、前者は虐待やネグレクトなどによってケアが必要な青少年が安全に生活することが出来る事を

規程しており、後者は18才以下で法を犯した！号少年がインケア中に正当に扱われているかなどを明文化して

いる、この2つの法により青少年は性差、民族、宗教、ハンディキャップなどの違いに関わらず認められ、’F

等に基本的人権が与えられることになっている当委員会はこうした権利が侵されていないかを調査し、不

当である場合には介人、勧告を行うことが出来る

2．人権委員会の任務

　rインケアにいる青少年の権利の保障

　2施設内虐待の発見と未然防止

　3清少年の性差、文化、宗教、ハンデfキャップなどの違いに

　　関わらず、’r等に基本的人権が与えられているかの調査

　：；1不当な扱いを受けている場合の介人、勧告

　ぎ．人権擁護に必要とされる権利や法律、社会的権利に基

　　づく、州議会への直接勧；1｝、報告

　⑥人権擁護に関する調査、研究
▲研修を終わって人権委員会委員長のダウドさんと

3．権利擁護の流れ

青少年の権利擁護の流れは、右図の通りである，基本的

に訴え→介人・調査→コミッションによる判断→勧告の順

序で行われている」この流れを受けて、委員会の各部門

が役割分担して、悶題に取り組んでいる．

　　　　〈権利擁護の流れ〉

本人及びそれに代わる人からの通告

　　　　▼
　　　　訴え

　　　　工
　　　貝藍・介入

　　　ワ
法律との整合性をコミッション

が判断

　　　▼　　一、
　　　勧告

　　ウ
1斥えカi〔事件）が

法定に持ち込まれた

時点で終了

一一
　　　一

勧告を受け入れて改碧

．一り二

　訴瓢
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4．人権委員会の各部門の活動と施設内虐待の防止

41．教育、協力部門

（1）権利概念の告知について

　人権については、「権利概念」を広く一般の人やインケアにある子どもたちに知ってもらうことが大切で、

　そのためには正しい情報を正しく発信し、地域との協力のもとに、教育していくことが重要である。その

　方法として以下の手段を重視している。

　①ケースに応じてどのような情報（メッセージ）を提供・発信するか（内容）

　②誰に、どのグループを対象に発信していくか（対象）

　③必要な効果を得るためにどのような手段で発信していくか（方法）

発信する際には、ケベック人権憲章及び各種法律に基づいてどうであるか、国際的な視点から見てどう

であるか、過去の研究結果や判例に対してどうであるか等を重要視している。

従って、当部門では、法律には適していても、それが個々のニーズに適応できているかどうかを調査、

分析している。

（2）人権委員会Webサイトの活用

　人権や虐待に関するひとつのテーマをもとに

　webサイト上でユーザーと分科会を行い、権利

　についての知識や意識を高めている。また、

　「介入者向け養成コース」としてユーザーが段階

　をおって演習をこなし、質問に答えていきなが

　ら、ここに委員会が助言や解決の方法を教える

　サイトもある。このコースは30の行程を進み、約1

　時間半でゴールにたどり着けるように設定され

　ている。2004年度は約5、OOO人のアクセスがあ

　った。また、ここを利用しながら、適切なサイト

　への入り方、アクセスの方法も学べるように工

　夫されている。毎年、話し合うためのテーマを

　設けているが、今年は「家出の子ども（定住し

　ていない）が差別されている」がテーマである。

（3）シンポジウムの開催

　Webサイト利用者に広く呼びかけ、実際に集まり、話し合う場を開き、より進んだ人権意識を持てるよう

　に啓発している。
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（4）出版物の編集、刊行

　主に学校の生徒、先生を対象に、権利を理解するための冊子を学校用に作成し、配布している。

（5）人権研修会の案施

　人権に関する専門家や関係者が一同に介し、話し合いを持つ場を持ち、権利のあり方を考える。

（6）特別プログラム

　1989年人権宣言10周年を記念して、10人の講師を招き、「人権差別について」学び、話し合う場を設定す

　るなどの活動を行った他、テレビでも講座を開き、広く人権への理解を求めてきた。また、この日から毎

　年10月10日を「人権と自由のために貢献している人」を対象とする表彰を行っている。

42．調査・調停部門

人権委員会の中で最も重要度の高い活動である。

主に問題の調査や裁判の調停に必要な資料の作成や手続きを行っている。「口頭もしくは書面による訴え→

調査計画の立案と承認（事実を調べる、証人を立てるなど）→調査・分析→レポート→委員に提出」という手

順で行っている。

調査については、この部門独自に手続きを行うことができる。実際には年間約3，000件の訴えがあり、その内

約300件を調査している。調査外の訴えについては、学校関係や病院関係の問題であり、管轄外のため対象

から外される。調査結果については書面によるレポートを、子どもの親、介入機関、青少年保護委員会

（Directeur　de　la　proteCtion　de　la　jeunesse、以下「DPJ」と記す）の3カ所に送り、全体に周知した上で最終レ

ポートを作成し、3人の委員に提出する。調査結果に不服な場合は見直しの要求や、裁判所への申し立てが

出来るが、その前例はあまりない。

委員はこの調査結果を踏まえ、人権の侵害にあたるかどうかを判断する。

その結果、最終的には訴えに対する勧告を行うこと、法的措置をとること、調査段階で改善したと判断され

た場合は特に処分はないことの3通りの対応がとられる。勧告に対して改善の処置が取られない場合は、訴

訟に持ち込むことができる、

なお、訴えの50％は親、20％は子ども、それ以外は関係者からとなっている。

4－3．研究部門

3人の弁護士と4人の社会学者（青少年の専門家）によって構成されている。主な研究と活動は以下の通りで

ある。本委員会の戦略計画の準備作業を行っている部門であり、虐待及び人権に関する研究を実際の活動

に結び付けていくための部門である。

　①ケベック人権憲章に基づき、法律が人権に抵触していないか

　②青少年保護法が一’般の人にどのように受けとめられているか

　③12歳から18歳の青少年が刑法でどのように裁かれ、インケアに入る子どもたちも含め、将来的にどのよ

　　うな動向があるか
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④社会の動向と貧困が青少年に与える影響についての研究

⑤移民の国カナダにあって、民族の違いによってどのように扱われているか

⑥ケベック州の法案、法律に関する草案および規制案が人権に配慮し、憲章により認められている権利

　全体と整合性があるか等を研究し、憲章に反する条項を政府に指摘する

⑦州政府からの相談等への対応

⑧州議会（研究報告またはコメント）と州政府（コメント）機関への勧告

⑨関連省庁、公的機関、他の公共・民間団体、本委員会の他部門の機関に宛てた意見書の作成

⑩政府や関係省庁、市民グループ、CPEから相談を受けることもあるが、問題によっては本委員会が周囲

　に理解を得るための公聴会を開く場合もあり、これに調査、協力する

⑪複数の省・セクター間にまたがるものなどに参考人として参加する

⑫国際的な人権に関する本委員会の活動報kを作成し、カナダが定期的に国連監視機関に送るレポート

　の一環としている

【所感】

研修以前にカナダは人権擁護が進んでいる国であると聞いていた。実際に人種の違いに対する配慮

や同性による婚姻が国によって認められるなど、個人の人権に対する国としての意識は非常に高い

ように思われた。今回訪問した人権委員会は、個人への虐待、インケアにある子どもの施設内虐待を

防止する礎であり、子どもの権利をいかに守るかという本来、施設が担うべき機能を見守るお目付け

役としての機能を存分に果たしている様子がよく理解できた。委員会の位Nづけも州の中で高い位

置にあり、独自に活動を展開し、議会とのパイプがあることでは、子どもの権利に対する州の意識も

高く、問題への対応の早さにも目を見張るものがあった。日本においても同様の団体（日弁連による

人権擁護委員会や日本子どもの虐待防止学会、電話相談など）はあるが、今回訪問した人権委員会の

活動が得ている権威性や、議会における影響力、まとまり等はあるのか疑問に思った。帰国してから

ではあるが、人権への日本における意識について、さらに深めているところである。施設内虐待や体

罰、規則のあり方・捉え方などについて各方面での議論が展開されているが、本当に子どもにとって

大切なこと、必要なことは何かという大きな課題をいかに大人が受けとめ、実行、見直していくか、

児童養護施設の現場で子どもと生活を共にしている者として大切にしていきたいと改めて心にとめ

る機会になった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（馬場史好）
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皿．保健及びソーシャルサービスセンター（CSSS）
　　Centres　de　Services　de　Sante　et　de　Senvices　Sociau

1．概要

日本の保健所を規模的にも内容的にも大規模にした活動組織である。

保健及びソーシャルサーピスセンター（以下CSSS）は、地域保健所（以下CLSC）、機能習得支援センター、医

師・医療センター、幼児センター（CPE）、青少年センター協会、長期療養センター、地域雇用センター、コミュ

ニティー組織（家族）、その他民間施設を統合する組織として1993年に創立された。

CSSSはケベック州の自由党現政権が創設したもので、誕生してから2年ほどの若い組織で、ケベック州全体

で95カ所ある。

CSSSでは市民の健康、心理、社会的な面における能力に焦点を当てたアプローチを展開しており、サービ

ス実施にあたっては、以下の3つを挙げ、職員も理念と誇りを持って対応しているc

①問題が起こっても極力、家庭から引き離すことはせずにサポートする

②利用者には初めから終了まで1司じ担当者が対応し、専門的な関わりを持つことで心理的な安定を図る

③小、中学校へ専門家が介入し、青少年の発達上の諸問題を予防する社会的な関わりを重視する

2．組織形態と主な業務内容

2－L組織図
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Z2．主な業務内容

　①ワクチン接種

　②乳幼児ケア

　③妊娠中のケア

　④自宅介護サービス

　⑤社会心理分野のサービス

　⑥医療相談

　⑦栄養相談

　⑧学校におけるサービスなど

このように多くは日本の保健所でも行われているサービスが中心であり、殆んど相違ないように思われる。

しかし、今回の研修テーマ「児童虐待予防」に対応したサービスも左記組織図の「一般及び特別プログラム」

の中に盛り込まれており、保健所の他に児童相談所のような役割も担っている。日本では虐待防止と早期発

見という観点で福祉と医療のより深い連携が求められているが、CSSSのような統合された形での包括的な

援助ができるような組織は確立されていない。そこで今回はCSSSで行われている家庭における虐待防止や

早期発見、家庭支援を中心としたサービスに焦点を絞り、代表的なサービスについては事例をあげて、具体

的な内容を紹介する。

3．一般及び特別プログラム部門が実施する代表的なサービス

31．危機的状況にある青少年及び家庭に対する集中的介入

（1）CAFE（薬物問題）

　対象：家庭で問題を起こした5歳～18歳

　チーム構成：ソーシャルワーカー3名　心理教育家（家族療法とケースワークを併せて行う専門家）1名

　目　　的：家庭の危機的状態を改善し、サービスを受けることで家庭内の今までの対応を改善し、

　　　　　　　家族の再統合を図る。

例えば、子どもがマリファナを吸って、学校を登校停止になってしまいどうしてよいかわからないと、両親

から青少年保護局（以下DPJ）へ連絡が入り、その後DPJから預かって欲しいという連絡がCSSSに人る。

通常、CSSSではマリファナを吸ったのが初めてであり、行動上問題がないと判断した場合は極力家庭か

らは引き離さないことを伝えるが、今回、両親からの電話では家庭が崩壊する、と興奮状態だったため

次の2点を確認する。

①このままでは本当に家庭が崩壊するのか

②子どもをCSSSに預ける以外の方法はないのか

サービスを受けないと家庭が崩壊すると判断した場合、2時間以内にスタッフが家庭訪問をするcスタッ

フは訪問後、緊張を和らげ、独自のツールでその家のリスク度を探る。その後8～10週間の支援計画を

立てる。最初は毎日家庭訪問をし、家族が客観的に現実を捉えることができるようにしていく。その過程

で家族のセラピーや親の教育、薬物の情報を提供していき、改善の方向へ導いていく。
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こうしたケースではソーシャルワーカー等専門家が家庭訪問をすることで約7割の家族が落ち着く。このプロ

グラムでは10週間で成果を得られるが、今までの家族の対応では解決できなかったことを親・子ども双方

に認識してもらうeCSSSでは2年前から導入し、咋年は95件の通告があり、その内15件は電話での対応で

解決している。なお、体制としては15：00～22：00までは毎日待機、22：00以降は危機センターが対応する。

（2）NEGS（平等に生まれて健康に育つ）

　対象：母親低収入、低学歴（中卒）、20才以下の母親

　　　　　　　　子ども　0～5歳、2～4歳で発達障害

　チーム構成：看護師2－3名　ソーシャルワーカー2～3名　栄養士1名　特殊教育専門家2名　医師

　目　　　　的：健康改善。健全な生活への移行。様々な意味での福祉の提供

　重要なポイント1いつも同じ人間が家庭と関わることで信頼関係を作る

　　　　　　　　問題の種別によって担当者を決める

　　　　　　　　妊娠申の母体の健康管理（低体重児を生まないこと）

　母親の食生活と生活習慣の改善（喫煙・飲酒）を指導し、オレンジジュース、卵、ミルクのクーポン券を配

　布c．（妊娠中から授乳期間）

　その際、妊娠・出産に関わる必要なことを指導する。具体的には赤ちゃんの発達段階を表を使って説明

　し、生まれた子どもに対して発達の刺激を与えるように促し、理解してもらうe知識が不足している母親

　も多いため、母子の愛情関係を結べるような指導も行う。家庭訪問も同時に行い、地域を案内し、地域

　リソースを活用することも重要視している。

　接触を持った母子は妊娠i2週～子どもが5歳まで同じ担当者がフォローする事を基本としている。低収

　入・低学歴の母親への指導、またはそうした母親を持つ子どもが5歳になるまでフォローすることで虐待の

　予防となっている。

〈参考〉

　・99年　40の家族に対して介人

　・04年　120の家族に対して介入（2000年代に人り、ここ3年間で変化がないのはこのサービスが定着して

　　　　　きたため）

　・サービスを受けた中の80％が20歳以下の母親で50％が低収入’低学歴

　・ハンディ（知的障害等）を持った母親は5％以下

（3）O～5歳までの母子に対するの集中的サービス

　対　　　象：0～5歳の子を持つ一般の母親

　チーム構成：看護師

　目　　　的：子どもの健康、心身共に健康に育つよう援助する。

　プログラムの内容

　　①妊娠中に家庭訪問をし、生活習慣や出産、授乳について指導を行う
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②母乳での授乳を働きかけるD（生後6カ月までの母乳を推進している）

③赤ちゃんのワクチン情報を提供

④小中学校でのアレルギー児童の把握、伝染病予防の指導、健康的な食生活、適度な運動の推進

⑤小学校一教師と連携し、喫煙の予防

⑥中学校一妊娠に対する知識、避妊、性病の指導、恋人からの暴力に対する避難の仕方

⑦健全な学校環境をつくる委員会（校長・ソーシャルワーカー・看護師・親）を開催し、自尊心、社会性、

　安全な身の処し方、家庭環境等を考える

（4）若者向けのクリニック（12～20歳対象）

　対　　　象：ハンディ（自閉傾向・多動・不安定・過食・拒食・睡眠障害等）を持つ子またはその親

　チーム構成：心理専門家　心理教育家〔個人療法とアセスメントを行う専門家）　ソーシャルワーカー

　目　　　的：発達上の問題を持つ児童（知的障害・身体障害・自閉症）の社会への適応を支援する

　プログラムの内容

　　①英語と仏語でサービスを行うが高度なサービスは英語では難しいため、モントリオールの英語系の

　　　病院を紹介する

　　②心理の専門家が見立てを行い、一過性の場合はそこで終了。それ以外のケースについてはチームを

　　　組んで家庭訪問を行い、家族を対象にサービスを行う

　　③親に精神的な問題があり、ハイリスクの状況にある子どもについては児童心理学の医師に対応して

　　　もらう

　く参考〉

　　・04年は300件の相談があり、50％はCLSCでフォロー、残りの50％は精神病院や地域の他のサービスで

　　対応。

　　・このプログラムによる早期発見で1年半近くあったウエイティングリストが解消された。

（5）家族社会関係のサービス

　対　　　象：危機的ではないが援助が必要な0～17歳

　チーム構成：ソーシャルワーカー（中学校一仏語系2人英語系1人）

　　　　　　　　　　　　　　　（小学校一22校を3人でカバー）

　目　　　的：援助が必要な家庭への支援

　プログラムの内容

　　①小学校（5～11歳）は学校で問題を起こした場合、ソーシャルワーカーが訪問し、両親、学校とが話し合い

　　　を持つ

　　②中学校（12～17歳）はソーシャルワーカーが常勤しているため、生徒と直接話し合いを持つ

　　③キャンベーン（自殺防止、薬物、暴力を振るわない、自尊心を高める）の企画
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【所感】

日本では家庭で問題が起こると、とにかく「家庭から引き離し、保護する」ということがほぼ常識とな

っている。しかし、ここでのサービスの多くは「家庭で問題を解決する」ということがキーワードにな

っていた。その解決に結びつけるためには、専門家がサポートし、家族に問題を客観的に認識しても

らうことが大切ということだった。「権利擁護1や「サービス」ということが今、日本で中心となってい

るが、カナダでは更に先に進んだ「予防」、そして「再発防止」ということが今は中心となっているこ

とを知った。「虐待の予防」とは、子どもが生まれてから虐待をしない、させないということだけが予

防ではなく、もっとさかのぼり、子どもが生まれる前の段階、すなわち、女性が妊娠をして母親にな

ったところから始まっており、そこからサポートしていかなければいけないことを学んだ。

我々は専門家ではあるけれど、決して偉い立場にいるわけではなく、本来の姿はあくまでも「サポー

ト」する立場だということも改めて実感した。「家族で問題を解決する」この言葉がこの研修で一番印

象に残った言葉だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（樋渡秀樹）
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皿．幼児センター（CPE）
　　Centres．　De　La　Petite　Enfance

1．概要
幼児センターの前身である「保育所協会」が1975年に創設されt30年間活動をした後、州政府が設けた基準

に則り、法的にも保証された組織として1996年に「幼児センター（以下CPE）」と名称を改め、正式に誕生した。

0歳からS歳までの乳幼児を対象としたディケア施設の協会で運営形態は州政府の認可を受けた非営利団体、

関係省庁は家庭・老人・女性省旧本の厚生労働省にあたる）、関係機関に保健及びソーシャルサービスセン

ター（以下CSSS、日本の保健所の規模を大きくした機関）がある。

主な役割は、乳幼児の早期教育、家庭への援助、障害を含めた幅広いニーズへの対応である。O～5歳とい

う早い時期から教育的なプログラムを行うことによって、子どもの健金な育ちとその過程で起こりうるリスク

（学力の問題、精神的な問題、虐待など）を少しでも減らし、リスクを回避する力を身につける基礎作りを日

的としている。

一方で、「子どもの権利を守る組織」として州政府に対しては資金面を始め、各種要求を出す圧力団体として

も活動し、各家庭の収入の格差や環境状況にかかわらず、全ての対象家庭がアクセス出来る体制を目指して

いる。ディケア施設への需要は、その費用の低さもあり年々増加している。

2．活動内容

　①加盟ディケア施設の質の向上

　②サービスの多様化

　③職員教育

　④広報活動

　⑤テーマ別ミーティング

3．ケベック州のディケア施設について

現在ケベック州は13の地域に分かれており、そのうちCPEは11カ所にある。

ディケァ施設は営利・非営利団体をあわせ、州全体で約1，500カ所ある。規模も80人定員の集団でのディケア

から、正式に保育の免許を持って一般家庭において少人数の子どもをあずかる個人宅でのディケアまである。

今回訪問したCPEの管轄にはディケア施設は大小あわせて144カ所あるが、加盟している施設は125カ所とな

っている。なお、CPEへの加盟は任意である。

日本との大きな相違点は、利用する際、保護者の就労の有無は条件とはならない。そのため専業主婦の家

庭でも利用出来、平日の日中、子どもと一緒に保護者も施設内で遊ぶことも出来る、

また、どのディケア施設も保護者（利用者）が施設運営の主導権を持っており、大きな役割を果たしている。

つまり、保護者は利用者でもあり運営者でもある。

（1）利用対象

　0歳から5歳までの乳幼児が対象だが、7～8カ月頃からの利用が多い。
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（2）職員の配置基準

　施設でのディケアは18ヵ月未満児5人に対し職員1名で、18カ月以上5歳以下は8人に対し職員1名である。

（3）利用者負担金

　1996年のCPE設立当初は1日1人5CA＄だったが、現在は7CA＄の負担金である。なお、生活保護家庭は

　無料で、週に23．5es間までディケアを利用できる。

（4）州政府の補助金

　1日1人の子どもに対して、40CA＄の補助金である。（保育に費やす）政府の年間予算は約14億CA＄。

　また、心身にハンディのある子どもで、特別な対応が必要な場合40CA＄以上の補助金がでる。

　なお、心身にハンディのある子どもについては必要があれば受け入れるなどケースバイケースだが、2007

　年に見直しする予定。

　例）脳性まひの子どもでケアが必要であれば1日3時間の付添が可能。

4．CPEとCSSS（保健及びソーシャルサービスセンター）との連携

CPEとCSSSの連携は良く取れており、CPEが医療面でのサービスを必要と判断した場合、　CSSSに連絡し、

サポートを要求する。また、CSSSがディケアのサービスを必要と判断した場合、CPEに連絡し、CPEはその

子どもの受け入れを準備する。

このように、お互いが連携を取り合い、ケアの必要な子どもに対してサポートしており、幼児期における虐待

の早期発見・防止にも役立っている。

虐待の発見はCSSSが多く、虐待を受けている子ども、またはその疑いのある子どもを察知した場合、ディケ

アが必要とあればCPEに連絡する。

CPEはその子どもをディケアし、家庭に対しては他のサービスの紹介、家庭改善に向けて働きかける。逆に

ディケアを受けている子どもに虐待、またはその疑いがあると判断した場合、CSSSに連絡しサービスを要請

する。

日本も児童虐待防止法により、保育現場における虐待の発見、児童相談所への通告を行っているが、CPEは

発見・通告だけでなく虐待の度合いまで判断する。その判断基準にはチェック表（次頁）があり、その表で虐

待度合いを数値化する。なお、これらを行うためには専門の研修を受けなければいけない。
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「0－5歳児簡易発達評価法」評価検査用紙

5．課題
ディケア施設の利用は、その費用の低さから希望者が多くウエイティングリスクが長い，実際、1997年の稼動時

には76，000人の幼児の受け入れだったが、2006年3月末には20万人の受け人れを目標としている。この数字は

現在ケベック州の0～5歳児の人口が約40万人あり、CPEで20万人を受人れることにより、他の営利保育団体等

と併せてほぼ全員が早期幼児教育を受けられるとの政府の計画である。しかし、はたして20万人という数字が

全ての利用者の希望にこたえられるか疑問であり、この20万人という設定は統計上算出された数字ともいえる。

6．ディケア施設の見学

Calin　Urs（甘えん坊のくまちゃん）

元学校だった建物を利用し、クラスは年齢別に5クラスあり1クラス8～10名の子どもがいた。職員は殆んどが

女性。室内の様子や保護者との連絡ノートでのやりとり、アレルギーの子どもに対しての食事の配慮、発熱

時の対応など活動内容はほとんど日本の保育園と変わらなかった。しかし、若い（であろう）職員の腰や腕の

Tatoo、へそだしルック、おしりが見えそうなローライズのジーンズには田舎者の私にはただただ驚くだけだっ

た。ちなみに、エプロンをしている人は一人もいなかったe

【所　感】

CPEはディケア施設、いや家族を含めた子ども一人ひとりのために何が必要で何をやらなければいけ

ないのか、はっきりしたビジョンを持っており、先頭に立っている感じが伝わった。それは何度もでて

きた「政府と戦っている」という言葉に表れていた。今回はCPEの大まかな活動とディケア施設につ

いて知ることができたが、もっと具体的な教育面でのフログラムを学びたかったことが心残りである。

日本でも子育て支援・虐待防止に取り組んではいるのだが、カナダに比べると目先の問題しか対応で

きていないような気がする。それは、カナダが「権利」を大切にし、その上で細かなケアができてい

るからと思う。日本がカナダに学ぷべきことは大きい…と痛感した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川崎　弓）
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】y．ケベック青少年センター協会（ACJQ）
　　Association　des　Centres　Jeunesse　du　Quebec

1．概要

ケベック青少年センター協会とは厚生社会福祉省に属し、ケベック州にある16ヵ所の青少年センターと、各青

少年センターの管轄下にある500ヵ所の支部を取りまとめている州の児童福祉機関をまとめる総元締めの役

割を担っている。

任務は「青少年を守り・保護し、彼らの最適な発展を図ること」であり、そのために各青少年センターは青少

年向け・家族向けのプログラムを計画し、実行している。

協会の予算は年間7億5，500万CA＄で、そのうち1億1，500万CA＄は5，500の家庭へ、200万CA＄が里親家庭へ

の予算として使われており、それ以外が州内・管轄内にある各青少年センターやその施設運営に予算が充て

られている。

また、青少年センター協会では、2つの大学と連携を持ち、研究活動にも予算を組んでいる。

2．青少年センターの任務

青少年センターとは、青少年に関する事を扱う専門機関であり、青少年保護法（虐待等で不当な扱いを受け

る青少年を保護する法律）を基盤として、青少年を守り、保護する機関であり、青少年が触法等で保護が必

要になった場合の対応等も行っている。

具体的な活動は予防策ではなく、虐待・事件・保護が必要な状況になった際、早期の介入を行ったり、青少

年が何らかの被害を受けているという情報が入った場合の調査・介入を行っている，

従来は子どもを家庭から引き離す事で子どもの安全を確保するという考え方が主流であったが、「子どもの

発展・発達には家庭・家族が大切である」という考えを基に、家庭・家族の機能が働くようなプログラムを立

案し、家族の再統合に向かう方向へ転換してきている。

3．具体的介入例

各青少年センターが行っている介入ケースは以下のとおりである。

（O親の要因による介入ケース

　①親が居なくなる（失踪・死亡）

　②身体的・健康に対する親からの保護の拒否

　③心理的拒否

　④親が食事・衣料を与えない

　⑤親の行動がモラルに反する生活をして子どもに悪影響を与えている

　⑥子どもが強制的に働かされている

　⑦身体的・性的虐待

85



QUEBEC

（2）子ども自身の要因による介入ケース

　子どもの問題行動（親は適切な指導が出来ない）

　　・罪を犯してしまう

　　・アルコールや薬物問題

　　・家出

　　・学校を休む等

上記のように家庭で起きている問題に子どもが巻き込まれないための介入と、子ども自身の問題行動に対

しての介入とがある。また、その他の活動としては、養子縁組・離婚時に子どもがトラブルに巻き込まれない

ための介入・養子となった子どもの実親の追跡調査なども行う。

4．介入時の家庭が抱える問題

青少年センターが上記の危機的介入を行う際、家庭が抱える問題は主に以下のとおりである。

①単親家族（ほとんどは母子家庭）

②親に被虐待の経験がある

③親に薬物問題がある

④家庭内暴力がある

⑤年収24．OOOCA＄以下の貧困家庭

⑥親に精神疾患がある

％

％

％

％

％

％

鋲

36

別

22

躰

17

援助を必要とする家庭の多くは複数の問題を抱えている事が多く、子ども自身の問題行動というよりも家

庭・家族・親の問題が子どもを危機的状況に追い込んでいることが良く分かる。

5．介入ケースの内訳

青少年センター全体で2003年一2004年で扱った29，783ケースの内訳は以下のとおりである。

　①ネグレクト・放任：53．5％

　②問題行動　　　：22．7％

　③心理的虐待　　　：13．5％

　④性的虐待　　　　：8．9％

　⑤親の失踪　　　　：1．4％

虐待の通告件数も、5年前に比べ26．7％増えている。これは市民に通告の義務があることだけではなく、虐待

に対する意識の向上により、些細なことでも気になった子どもや家庭があればすぐに連絡をするようになっ

たことが読み取れる。

青少年センターの具体的活動については次項「バットショウ青少年家庭センター」で詳しく報告する。
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V．バットショウ青少年家庭センター
　　　Les　Centres　de　la　Jaunesse　et　de　la　Famile　Batshaw

1．概要

ケベック州では過半数以上の人々がフランス語を母語としているが、モントリオールでは英語を母語とする

人も多い。ケベック州に16ある青少年センターのなかで、バットショウ青少年家庭センターは唯一、英語を母

語としている人々を対象に活動をしているe

サービスを提供する対象年齢は0～17歳であり、モンFリオール島で約117，000人、その他地域で約80，000人の

子ども達が対象である。

毎日約2，500人の子どもとその家庭へのサービスを行っており、その内訳は

　①家庭にいる子ども・・・・…　　1，650人

　②里親家庭で暮らす子ども・・…　600人

　③施設で暮らす子ども・・・・…　250人

また、年間では約5，550人の人が当センターを利用している。

職員は約1，000人おり、フルタイムで700人、パートタイムで300人のスタッフが各地域30カ所に分散し、寄宿舎

やグループホームを含め地域の子どもやその家庭に対応をする他、サービス部門・保護部門・研究部門・法

律の専門部門・事務部門等にそれぞれ専門職員がいる。年間予算は2005年度で6，435万CA＄。

なお、運営体制は以下の通りである。

理事会

　
　
　
　
　
　
／
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
　
・
通
訳
　
・
秘
書

　　エグゼクティブディレクター

（資金集め、コーディネート、対外対応）

　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　アシスタントエグゼクティブディレクター

　　　　　　　・CLSC／CPEとの連携責任部門

　　　　　　　・学校役員会との連携責任部門

　　　　　　　・ボランティアサービス部門

　　　　　　　・クライエント・地域・里親との連携部門

人事・管理部門　専門的サービス部門　法的サービス部門　問題行動児対応部門　子ども・螂門　サービス部門
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2．具体的活動

今回は研修で学んだ2つの具体例について報告する．

バットショウ青少年家庭センターで2004年度に直接介人した問題件数の内訳は以下のとおりであるa

　①ネグレクト・一一一一・…　50％

　②行動、身体的虐待・…　24％

　③心理的虐待・一一t－一一・14％

　④性的虐待……一一・10％

　⑤子どもの問題行動・…　　2％

介入にあたっては具体的な調査を行い危険な状態であるかどうかを判断し、同時に親の能力についても判

断する。その後、介入の必要性を判断し、実行もしくは指導を行っていく。親に改善する力がないと判断し

た場合は、裁判で親権を取り、子どもにとって必要な措置（里親・グループホーム）を検討する。

しかし大切なことは、いかにして親から分離せずに子どもと家庭を支援するかであり、そのために家族再統

合プログラム、自立支援プログラム（EQUIPエクイップ）も取り入れた活動を積極的に実施している。

2－1．家族再統合プログラム

（1）基本的考え方

　以前は、「子どもを家庭から切り離す」事が子どもを守る事であると考えられていたが、現在ではr子ども

　の健全で発展的成長には家庭が大切である」という基本的な考え方に沿って、子どもと家族の再統合プ

　ログラムが組まれている。

　青少年家庭センターが介入するケースのほとんどは子ども自身の問題行動ではなく、家庭内の問題・親の

　問題が子どもに影響を与えていることから、まず家庭・家族の問題を、家族の力で解決し、子どもの健全

　で発展的な成長を見守る事を大切にするという家族の再統合プログラムである。なお、このプログラム

　は年齢に応じた家族の再統合プログラムになっているe

（2）プログラム推進にあたっての7つの基本理念

　ワーカーは、以下の7つの基本理念に基づき子ども・親・家族・家庭の力を信じ、活動をしている

　①子どもには家庭（もしくは親族）が必要である

　②家庭における安全が第一である

　③家庭の危機は家庭が変化する絶好の機会である

　④大きな問題の解決が小さな問題も解決する（全ての問題を解決しようと思わない）

　⑤家族の中でお互いが助け合い、ケアする

　⑥皆が出来る事を出来る時間にやる

　⑦家族の中にこそ変革力がある
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（3）年齢別家族再統合プログラム

事例1）0歳～小学生の家族再統合プログラム

①アプローチ方法

　　0歳から5歳までの典型的な問題は、子ども自身にある問題ではなく、むしろ親が子どもにどう関わって

　　いるかが問題になっている。一方、小学生は子ども自身の行動に問題が見られるが、これも幼児期に

　　どのように親が接してきたかが大きな影響を及ぼしていると思われる。年齢別の問題行動については

　　以下の通りである。

　　＊0歳～5歳

　　　・子どもの安全が犯されている

　　　・親が子どもを育てる意識が無い、適切な指導が無い

　　　・親子のきずなが出来ていない

　　　・親の子どもへの過度な期待

　　＊小学生

　　　・学校での問題行動

　　　・反社会的行動

　　　・嘘をつく

②具体的プログラム

　　グループを年齢ごとに2つに分け、実施する。1グループは小学生を中心に一時保護やインケアを行い、

　子どもの問題行動に焦点を当てながらも、問題行動の裏にある家族の問題を家族の力で取り除けるよ

　　うな支援を行う。低年齢時を中心にした別グループは家庭内でのプログラムを行う。いずれも、6カ月間

　のプログラムであり、1家庭に1人のソーシャルワーカーと1人のケアワーカーが専属で配置される。子ど

　　もの生活は家族内だけではなく、コミュニティーを含めた様々な資源を活用し、子どもを家庭に戻してい

　　く。大切なことは親が必ずプログラムに参加する事である。

0歳から小学生のプログラムをすすめるにあたって重要なことは、親がこのサービスを受けたいと思う事であ

る。親がサービスを受けたいと思わない場合には、介入していく事は難しくなり、親への説得が必要になる。

また、時間がかかれば子どもにトラウマを与え、解決は難しくなる。対応が厳しいケースは親をテストする

プログラムもあり、親がきちんと出来なければ、違うプログラムをすすめる必要もある。また、プログラム

をすすめる上では、「安全である事」が大前提である。ケースによっては、親が教育的しつけと言って身体

的虐待を行う事もあり、親がしつけの方法を知らなければ、違う方法がある事を教える場合もある。

事例2）13歳～18歳の家族再統合プログラム

13歳～18歳の家族再統合プログラムは、以下の2つの状況に応じて対応する。

①緊急に保護された子ども対象

　30日間でどのようにして家庭に戻すかというプログラム

②既に措置（6ヵ月以上）されている子ども対象の家族再統合プログラム

89



QUEBEC

いつれの場合においても、子ども達の問題行動や家庭機能の崩壊に大きく影響を与えているのは親で

ある。従って、親自身が抱えている様々な問題を解決することが大切である。因みに、多くの親が持つ

問題としては精神疾患、薬物中毒、アルコール依存等があり、特に問題のある親は、小さい頃に辛い思

い（虐待・親の死亡・保護された経験等）をしている事が多く、自尊心の欠如・負犬意識・無責任といっ

た考えを持っている。またその様な事から自分の気持を隠したり、否定してしまい、薬物やアルコール

への依存という悪循環に陥りやすい。

（4）家族再統合に向けた対応とワーカーの心構え

　プログラムをすすめる担当者は、専門的、倫理的、知的な対応を求められるeとりわけ最も大切なことは、

　家庭との信頼関係である。家族の力を信じ、家庭自らが立てた目標に対して家庭・親がどこから・何を始

　めていくのかを決める。担当者は、親が少しでも変われた時は、成功した点を誉め、やる気を引き出し

　ていく。また、プログラムについては親の意思で実行されるが、ある時点でプログラムの実行が出来なく

　なったりする時もある。それは親の過去のつらい経験がそうさせていることを理解してt担当者は親とゆ

　っくり話し合う必要がある。たとえ親が拒否しても見捨てずに、継続して関わり、さまざまなツールを使っ

　て対応していかねばならない。

（5）家族再統合プログラムの特徴

　①クライアントの自宅でサービスを行う

　②すぐに対応をする（夜や週末でも）

　③集中的に関わる

　④柔軟なスケジュールの対応（クライアントの都合に合わせる）

　⑤どんなケースでも受け入れる（自らが変わりたいと思っている事が大切）

　⑥解決へ向けた目標はその家族が立てる

　⑦担当ケースを少なくし、クライアントと関わる時間を多く持つ

　⑧進んでいる所のリソースを使って支援体制を作る

　⑨家族に焦点をあてる

　⑩すぐに対応する事と精神的支援のサービスを行う

　※具体的プログラム例

　　家族3世代のジェノグラムを作り、家族史・家族の中で誰が問題なのか・家族の中で誰が対応出来るの

　　か・家族間の人間関係はどうかを見て、ケアプランを立てる。また、関わっていく人はプログラムに対

　　するサインをして、実行していく。

（6）プログラムの効果

　5年ごとのデータを取っているが、介入しなければ保護されていただろうというケースの子ども・家庭に対

　して実施したプログラムの結果は、85％のケースで介入したことにより保護せずに解決できたというよう

　に、大きな成果を上げている。
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Z2．自立支援プログラム（EQUIPエクイップ）

（1）プログラム概要

　インケア・里親のもとで暮らしている子どもの自立をサポートするプログラムで、2001年から連邦政府・州

　政府が資金を出し活動が始まった。バットショウ青少年家庭センターでは20名が参加し、10年計画の3年

　間をフォローしてきた。EQUIPとは準備する、あるいは身につけさせるという意味。

（2）プログラムの目的

　子ども一人ひとりに対して独立し、生活していける力を身につけさせる。どの子どもにも潜夜的能力があ

　ることを認識させ、プログラムを通じて生きていく能力を発揮出来るようする。

（3）プログラムの目標

　①参加する子ども達が独立して生活が出来るようにする

　②3年後には75％が就職、もしくは大学進学をしている

　③サポートネットワーク（利用したユース同士の家族的ネットワーク）を使い、精神的に助け合って自立して

　　いく

（4）参加基準

　①16歳であること（3年後のプログラム終了時に19歳である事を考え）

　②インケア中であること（里親・グループホーム等）

　③18歳になった時にどういう生活をしているのかを見極め、危険な生活になる可能性があると判断され

　　た場合

　④ソーシャルネットワークのサポートが弱い

　⑤将来の人生設計にまったく計画がない

　⑥任意ではなく本人が参加したいという強い気持がある

　⑦自尊心が無く、希望が持てない

　⑧事の良し悪しの判断基準が自分で出来る

　⑨自分に自信が無く将来について確信がない

何よりも、自分の将来に対し、このプログラムが必要であると感じている事が大切であり、プログラム終

了後に社会に出て、自分の力で生きていかなければならないという現実を実感している事が、プログラ

ムの成功につながっている。
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（5）具体的プログラム

いくつかのステップに分かれており、クオリフィケーションとオートノーミーという大きなパートが2つある

それらを研修することによって、自分白身をよく理解し、自立するためのスキルと自己管理するhを養う．

①クオリフィケーション（Qualification）

一私はだれ？私の興味は何？
　　　　　　　一自分とは何かを改めて考える一

〇　　　　　　　具体的には、クイズや演習を使って行う

一　仕事（アルバイト等）へ向けての準備
　　　　　　　経歴書、履歴書を作る支援
　　　　　　　面接の練習

一　リソースを知る
　　　　　　　仕事を探すために地域のリソースを一緒に回る
　　　　　　　（どういったリソースがあるのかを、3年間で教えるために、

　　　　　　　ワーカーは一緒に回る）
　　　　　　　仕事プログラム（トレーニング実習）に参加する

②オートノーミー（Autonomy）

一D　自立・独立に向けてのライフスキルは何か
　　　　　　　また自分にどのような能力があるのかを知る

一　自治のためのスキル
　　　　　　　9つの領域と30のライフスキルの書かれた表を使って、3カ月に
　　　　　　　1度何が必要で何をしたいかを聞き、それに応じたサポートを行う

●－D　自分に必要だと思われるライフスキルを実際に体験する
　　　　　　　（料理・買い物・アパートに住む準備や手続き・金銭管理等）

一　契約書の書き方、新聞広告の使い方
　　　　　　　貯金について、クレジットカードについての説明

一　コミュニティーにあるリソース研修会への参加
　　　　　　　健康、家、食料、コミュニティーセンター学校、職業斡旋のブースに

　　　　　　　分かれ、話し合う。リソースデイの実施

上記のような、きめ細かいステップとバートによって、このアログラムは行われている。しかし、利用して

いるユースが知っているというだけでは、このプログラムの成功はなく、ユース白身が実際に利用してい

く事が何よりもユースの自立をスムーズにしていくのであるtt
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（6）受講実績

　①働いているか、プログラムを受けている……・…54％

　②何らかの形で自立している…………・…－64％

　③上記①②が出来ている…・・……・………　38％

　④何もしなかったかコンタクトが取れなくなった……11％

　　（プログラム中に家庭に戻ったケースもあった）

ケアを受けていた子どもの75％が生活保護を受けていたが、このエクイップのプログラムを受けることに

よってその率は11％に減少した。

〔7）経験者カミルさんのお話（エクイップを利用しもうすぐ独立するユース）

　私は、プログラムを始める3年前は責任を持って生活をしているとは言えませんでした。ダニーさん（ワー

　カー）に、「3年後、自分で生きるしかない」と言われ、このプログラムへの参加を決めました。この3年間

　でこれから生きていく為に必要な事は、学んだと思います。料理もレンタルの仕方も覚えたり、金銭感覚

　も身に付ける事が出来ました。要するに大人として生活していく方法を覚える事が出来たのです。この3

　年間のうちにコミュニティーのリソースに色々と連れて行ってもらい、病院予約の仕方や仕事の履歴書が

　作れるようになり、仕事にも就けるようになったのです。16歳でこのプログラムに参加した時は、グルー

　プホームで生活をしていました。グループホームには11歳か12歳の時に来ました。グループホームでの生

　活は学校へは行っていましたが、いつも身構えて生活をしていました。「あなたを支える人が居なくなる

　（ケアの期限がある）」と言われ参加することにしました。

　今はt18歳になりアパートを探しています。仕事をしていないと部屋を借りる事が出来ないので、生活保

　護を受けて大学へ行く事にしましたeもうすぐ引越しをするところです。生活保護の事、大学の事、家の

　探し方等、ダニーさん（ワーカー｝が教えてくれました。

　エクイップがなければ生きていく事や、親から教われなかった事を知らずに生きていく事になっていたと

　思います。色々と教えてもらった事にとても感謝しています。

【所感】

パットショウ青少年家庭センターは閑静な住宅街にあり、私の思い描いていた（日本でいう児童相談

所と思っていた）青少年家庭センターとは建物もその活動も全く違っていた。子どもの問題にいち早

く適切な判断をし介入する行動力、家族再統合に向けたプログラムや自立支援プログラム（エクイッ

フ）のお話が聞け、とても勉強になった。今、日本の児童養護でも家族再統合と自立支援は重要なプ

ログラムになりつつある。しかしながら、「家族のカを信じる」家族再統合ができているだろうか。自

立する子どもの希望や不安に丁寧に応えている自立支援は出来ているだろうか。

今回の研修を通して私の周りからでも、少しずつ変えていかなくてはならないと実感した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（丸山和恵）

93



ケベッリ州
　　　　　　スナツフ

鮮巴砿．数融定芭鯉冨方夜ぷ泡xご～ら力冶
ご
彰
い
～
呈
｝
脈
×
．
メ
（
〉
ピ
）
G
☆
〉
蔦
S
ほ
（
℃
｝
．
×
】
さ
S
冒
舌
い
X
式
篭
き
雪
も
4
7
＞
つ

へ1
」L： コ

卍 渋松x撚㍗砿一知欲x祭嬉卿㏄・＝望
×
ぼ
4
養
～
G
（
℃
ボ
×
U
会
～
ト
×
菱
ヤ
r
S
望
へ
を
×
咋
全
☆
×
▽
．
蓋
↑
ト
）
G
キ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ
　　　▲甘えん坊のくまちゃんの昼食風景　　　　　　　　　　　　　　　　　▲盲えん坊のくまちゃんのブレイルーム　　　　　　　　　　亡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fi
丸恒．x撫ピ）ご～顧x斑云ン：鷲y算広エ粒δピ壌＝xヨ♪：方硬蝋竺祐・x㌘～起．x抗～】xン砿嬬6ぢ方輪コ娯二㎡oe慾x蹴式∋

； 「

▲セントローレンス川2．400km先の河口は大西洋

『．

■

▲ケベック青少年センター協会屋上からのモントリオール市街

94



第3章

第31回海外研修総括

1．カナダの取り組み

カナダでは1970年代後半から児童虐待がクローズ

アップされ始め、社会的な問題にまで発展してき

た。このような背景から、連邦政府・州政府、関係

省庁やさまざまな各種民間櫨関が協力・連携し、

官民一体となって地域の子育て支援などを充実さ

せてきた。また、多角的側面からの調査・研究活

動を通じて、児童虐待に対する取り組みが行われ、

その予防においては世界で最も高い水準にあると

評価・認知されるに至っている。今回、それぞれ

の研修先にて子ども・家庭を支援するシステムや

サービスプログラムの基本的な取り組み、考えや

信念について学んだ。

2．虐待予防における主要なポイント

子どもを虐待から守るためには、①「家族のカ」を

強くすること②「子どもの早期教育」③「周産期に

おける孤立化の防止」などといったことに焦点が

集中していたように思われた。カナダにおいて虐

待が起こる背景には、貧困が主な原因となってい

る場合が多いが、その他にも親の成育歴や薬物な

ど、さまざまな要因が存在する。それらを解消する

ためにはまず、基本的な生活のニーズを満たすこ

とが重要なこととなる。

①以前は、カナダにおいても児童虐待が起きた場

　合、子どもを守るために親子を分離することが

　通例となっていた。しかしながら、元来持ち合

　わせている「家族の力」すなわち親子の絆に勝

　るものはなく、今一度見直されるべき重要なこ

　ととして考えられ、現在では親子分離について

　は最後の手段として扱われるようになっている。

　では日本ではどうであろうか。親子の絆の重要

　性を認識していない児童福祉関係者などいるの

　であろうか。そのようなことは決してなく、認識は

　されているのだが、親子分離せずに夜宅支援を

　してゆくような人的余裕がなく、じっくり相談にの

　れるだけのスタッフも確保されていないために、

　慎重にならざるを得ない状況にあるだけである。

②子どもの健全な成長とその過程で起こりうるリス

　クを軽減し、回避する力を体得させる「子ども

　の早期教育」も重要なところである。また確立さ

　れたプログラムの中で、子どもたち自身に対し

　ての虐待に関する正しい理解・知識を与える教

　育によっても、彼らが子どもを持つようになった

　時、その効果は絶大であることが分かる。日本

　でも日常的にこのようなプログラムを積極的に

　取り入れることが必要である。

③「周産期における孤立化の防止」については、

　何よりも生まれてくるわが子を「愛しく思えるこ

　と」「愛すること」が実感できる環境を整えること

　が大切である。これこそが虐待を未然に防ぐ最

　善の方法であり、原点であると思われる。子ど

　もを身ごもった時点で親が孤立することを防ぎ、

　育児・親業に関する知識の提供tコミュニティー

　の強化を含めたストレスを感じさせないような

　環境や資源の提供などが必要であり、カナダで

　はそれらがそれぞれ確実に分担され、あるいは

　強固なつながりを持ちながら、数多くの機関・

　組織で行われている。今後の日本においても、

　以前には確かにあった地域の暖かい目を取り戻

　せるような一層の環境の整備及び各種プログラ

　ムの提供が望まれる。

95



SUMMARY

3．児童虐待に対する姿勢

児童虐待防止に関する事業やプログラムは、国・

州全体で取り組む姿勢が全面的に表れている印

象が強い。中には莫大な予算を必要とするプログ

ラムもあるが最終的にはコストの低減につながる、

予防的観点を重視した早期段階での介入と支援

が提供されている。また、個々のスタッフにおい

ても児童虐待に対する認識・考え、さらに利用者

に対する姿勢には、敬意を表するほどの洗練され

た、確固たる自信が感じられた。児童虐待を予防

するための資金投資は惜しまず、悪循環を断つ、

といった考え方がまだまだ児童福祉に見受けるこ

とが出来ないのが日本の現状である。

4．経験から得てきたもの

カナダにおける虐待予防は、やはり一・歩進んだ政

策の中で行われている。その背景にはもちろん、

親子分離による弊害や児童福祉予算の削減による

悪影響を乗り越え、豊富な経験と論議の積み重ね

があり、切瑳琢磨・悪戦苦闘してきた経緯がある。

試行錯誤を繰り返し行う中で積み．Lげられ、蓄積

されてきた実績と経験が大きな財産となっている

といえる。このほか、コミュニティーとの連携・協

力関係の構築、さらには、職員の高い専門性とい

ったものが挙げられ、今日におけるカナダの虐待

予防を支えている．

カナダの政策全てが優れているというわけではな

いが、重大な児童虐待問題を経験してきたカナダ

に学ぶべき点は多い。各々の文化・社会的な背景

の違いから、優れた面をそのまま導入することは

困難ではあるが、少しでも未来の子どもたちのた

めにカナダの優れているところは積極的に取り入

れなければならない，

1．はじめに

わが国でも、ここ数年来の児童虐待の増加、家族

の多様化など社会的環境の変化に専門的な対応

をするべく、乳児院や児童養護施設等に心理療法

担当職員や家庭支援専門相談員（以下ファミリーソ

ー シャルワーカー：FSWとする）が配置されるよう

になった。これは従来の入所施設が担っていた社

会資源としての存在意義が戦後から続いてきた

「保護的福祉」から「支援的福祉」となり、子育て支

援またはセーフティネット的な側面・役割が多く求

められるようになったことをよく表しているpこれ

は「児童福祉」から「児童家庭福祉」への大きな転

換期、まさに個々の「ケースワーク」から社会的養

護を目指した「ソーシャルワーク」へ、ステップアッ

プするチャンスだと捉えて良いのではないだろ

うか。

2．家庭と家族の強化のための

　キー一ワード

今回の研修では各機関に共通した家庭支援に関

するキーワードが幾つも出てきた、

予防的、家族再統合、先住民及び移民対策、悪循

環を断つ、脱親子分離、コミュニティー…等挙げる

ときりがないが、それらに期待されているものは

ただ．．・つ「家族の持つ力」である，

「問題の原因となっているのが家族であるならば、
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それを解決に導く原動力となるのもまた家族であ

る」としている。それは理想論ではないのかとい

う反論もあるだろうが、実際にここカナダでは子ど

もたちに対する支援プログラムと並行して、その

親や家族を支援するプログラムが多く存在する。

多様化する家族（とは言っても移民の多いカナダ

ではそれが当然のことである｝や民族、文化の数

だけ問題があると言っても過言ではなく、それぞ

れの家庭に合った支援方法や社会資源、家族再統

合のためのプログラムも同じ数だけ必要になる。

そこで、プログラムの数だけではなく、それぞれが

縦割りになりがちな機関や省庁の壁を取り除くた

めの組織やプロジェクト作りに相当な力を入れて

おり、それがハイリスク家庭に対する総合的な支

援に繋がっているのである、

その一方では、家庭や子どもの問題をできるだけ

早期に解決、もしくは問題の根を絶つことが将来

的に彼らにかかるであろう社会保障費の節約、削

減にも繋がるという合理的かつ長期的ビジョンを

持つ一面もある，まだ日本ほどではないが、ここカ

ナダにおいても少子化の傾向は著しい。日本では

いよいよ人口減が始まったが、カナダはその生産

人口の減少分を数十万人単｛立の移民で埋めようと

いう政策をとっている、先に述べたように移民の

貧困率は高く、そのことが児竜虐待増加の・一因と

もなっており、国の存続のためにも未来を支える

fどもたちやその家族への支援に時間とお金をか

けることを“未来への投資“と前向きに考える意識

が根底にある、．

3．日本の現状とその課ts　一一

　子どもを未来とするために

日本においても「被虐待児童」の家庭の多くは経済

的な問題を抱えているケースが少なくないttまた

わが国の将来に大きな影を落とす少子化の原因

の一つは晩婚化、晩産化であるとも言われるが、

巷にあふれる情報は「子どもが危ない」「子どもを

狙った犯罪の増加」「子育てにはお金がかかる」な

どと言ったマイナス要素の強いものが多く、子ども

たちと過ごす時間の素晴らしさや喜びに関わるよ

うなプラス要素のものはそう多くない。これは情報

を発信するメディア側にも大きな責任があると思う

が、児童福祉に関わる我々が率先して子育ての素

晴らしさをアビールし続ける努力も必要であろう，

政府は旧・新エンゼルプランや待機児童ゼロ作戦

など、子どもを持つ親が働きやすい環境作りに重

きを置いた政策に加え、「子どもを生み、育てるこ

とに喜びを感じることのできる社会」を目指した

「子ども・子育て応援プラン」を掲げ、乳幼児医療

費や児童手当支給期間の延長、lh産育児’時金の

増額など保護者の経済的負担を軽減する方向で

子育て支援対策をとってきた：t次世代育成支援対

策でも、各関係省に担当部門を置くなど総合的に

子どもやその家族を支える準備が整いつつある，

関係省庁が一丸となって子ども、周産期から3歳児

位までの乳幼児への早期支援の大切さは既にカナ

ダで認識されており、こうした環境作りは大いに歓

迎すべきであるし、その一端を担う我々の使命も

更に有意義なものとなるであろう。

一方、現状はどうであろうかc従来までの児童相

談所の児童福祉司が担当する地域人［1を1人当た

り約10～13万人から約半分の5～8万人程度に減ら

し、以前に比べより手厚いケアが可能になった一
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また、それ以外でも児童福祉司の専門性を高める

ため、任用資格要件の見直しもされることとなった。

しかし、どの位の人口比で配置するのか、福祉専

門枠での異動や有資格者配置の徹底などを含めて

どういう体制で対応するのかなどが義務付けられ

ているわけではなく、各自治体の判断に任されて

いるため、依然として地域による大きな格差があ

る。オンタリオ州の子ども青少年サービス省は人

材育成の重要性に特に言及している。緊急一時保

護や児童福祉法第28条が絡んだ困難ケースには瞬

時の判断が必要であり、児童相談所だけではなく

各市町村の窓口や民生・児童委員、発見の可能性

の高い保育園や幼稚園、医師など子どもに関わる

専門家達が同じレベルの意識を持つことが求めら

れる。しかしそれが全て実現したとしても、これだ

け多岐にわたる児童及び家庭に関する問題を最

終的には児童相談所だけで対応するのは困難で

あり、児童相談所の職員自らが口にしているように

文字通り「処理」で終わってしまう。それを埋める

べく要保護児童対策地域協議会なども設置された

が、それぞれの職種などによる温度差もあり、上

手く行っているとは言いがたい、ベタービギニン

グスに代表されるような地域に根ざした機関、日本

で言えば児童家庭支援センターなどがもっと重要

視され、増設されることが重要なのではないだろ

うか。

日本の児童福祉は未だ入所型の施設福祉が主流

である。“できるだけ親子分離をしない”というカ

ナダとはまだ大きな差があるものの、里親の拡充

や施設の小規模化など少しずつより家庭に近い環

境でのケアに近づいている。日本でもファミリーソ

ー シャルワーカー（FSW）を児童養護施設、乳児院

等に配置して、入所後の家庭関係調整を進めてい

るが人員の問題もあり他職種との兼任または非常

勤での配置となっている者も多く充分な役割を果

たしているとはいえないのが現状である。また、

予算面だけでなく現場では、r職員の経験や勘』の

範晴では対応しきれない“ge解しがたい保護者’

” こちらの想像をはるかに超える価値観を持つ保

護者”“なかなか真意が伝わりにくい保護者”と

日々接しているため、何の権限も持っていない一

施設職員のFSWにはせめて児童相談所のケースワ

ー カーと同じ程度の権限あるいは代行権が認めら

れても良いような気もする。

最近、各研修や書籍等で先進的な自治体や施設で

取り組まれている家庭支援プログラムを目にする

が確立されたものは少なく、未だ不十分な状況に

ある家庭支援に対するガイドラインの統一化なども

急がれるところである。子どもたちと同じようにそ

の家族も苦しんでいる。せっかくの良いプログラ

ムや施設や人材が「点」のままでは前に進めない，

それを「線」にさらには「面」にしていくような官民

一’ 体となった「本当の意味」での連携、ネットワー

ク作りが増進される国であって欲しい。子どもを

未来とするために。
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1．個人強化と早期教育の重要性

今回の研修で、いくつかの「個人」の力を強化するプ

ログラムを知る事ができた。カナダという国は、国の成

り立ちからも、様々な入植者を受け入れ、多様な文化

がお互いを尊重しあって重なり合っている。個人を

大切にするという考えは、人権・権利擁護の観点か

らも保障されているが、個人の強化とういう考え方

は、早期教育・早期介人から読み取る事が出来る。

個人を早期の段階で強化していくプログラムは、

ただ単に早めに教育を始めることが良い事だと

捉えられがちであるが、なぜ早期教育が必要なの

かという背景を考えた場合、ヘッドスタートプログラ

ムで分かるように、その始まった理由を理解する事

が重要であるt子どもをプログラムに参加させるこ

とで、家庭でのリスクが表面にtliるようになり、それ

に対処することで虐待の予防・インケアを利用しな

い事につながっていく。また、ベストスタートプログ

ラムにおいても、子どもがハイリスク対象のサービ

スを受けずにすむようにする事・将来的に社会に

適応して生活出来るようにする事が目的の中に含

まれているtそれは、今起きている問題への対応

だけでなく、10年以上先を見据えてのプログラムな

のである。やがて子どもが大きくなった時に、イン

ケア等のケアを受けるようになったり、ハイリスクを

抱える生活を送らない為に、幼いうちに社会に適

応できる力を身に付けさせ、より良い生活を送る為

の準備を早めに行っているのである．このプログ

ラムは、経済面においても重要なプログラムと言

える。将来、ハイリスクを抱える生活になった場合

に、かかる期間と費用は膨大なものになってしま

う。幼いうちにこのプログラムを行ったほうが、経

済的にも抑えられるのである。また、問題に対し

て早期に介入する事によって、問題を大きく、複

雑にしないで解決する事が出来るのである。

2．課題
カナダにおける福祉プログラムは、州政府によっ

て違いがある。同じ州にあっても、様々なプログ

ラムにおいて対象の違いや、アプローチを行った機

関の違いによって、多少の差が生じているように思

われる。上記にあげた2つのプログラムを見ても分か

るように、ベストスタートはどんな社会的環境の子ども

でもプログラムを受ける事が出来ることに対し、ヘッ

ドスタートはリスク度の高い親子が対象である。どの

段階でどのようなプログラムを受けるのか、選択肢が

多い分、利用者は困惑するのではないだろうか。

3．日本との比較

日本における個人の強化とは一・体何にあたるのだ

ろうか。1≡体における早期教育といえば、学習面

の強化であり、各家庭の考え方や経済状態によっ

て違いがあり国や都道府県・市町村での取り組み

ではない。カナダのようなハイリスクを避ける為の

早期教育とは大きくかけ離れている。今回の研修

において学んだ、個人の強化の重要性を、これか

らの1ヨ本においてどう生かしていけるのだろうか。

少子化が騒がれる日本において、虐待や社会に溶

け込めない子ども達の話は絶える事は無い。今の

日本では、事が起きてからの介入でしか子ども達

は救われないのが現状なのである。カナダでの

「個人の強化」は子どもが生きていくための力をつ

ける事Pより良い生活を送る為の準備である。ベ

ストスタート・ヘッドスタートのようなプログラムを、

日本で取り入れてみた時、どうなるであろうか。将

来を見据えたプログラムである為、結果はすぐに

は出ないが、事が起きてからでは遅いのである。

早期介入といった観点から、子どもが幼いうちに、あ

るいは母親が妊娠中のうちに不安材料を取り除く事

はll本でも充分生かして行けるのではないだろうかL
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職員の専門性とはいかなるものであろうか。今回

の研修を通じ、カナダの児童福祉関連機関で働く

職員数と専門性の高さには日本のスケールとは違

う大きさを感じた。口本においても日夜努力を続

けている兇童福祉関係者は多いが、専門とはいい

ながらも、ソーシャルワーカーやケースワーカー、ケ

アワーカー、心理士などの業務を兼務せざるを得

ない状況や場面も少なくないのではないだろうか。

1．専門性をもったスタッフの配置

カナダの福祉政策は州によって異なるが、今回訪

問したケベック州とオンタリオ州の共通点は、児童

福祉に関わるスタッフの人数や専門職が豊富に配

置されていることであった。日本の児童相談所や

児童養護施設を見ると、1人の職員が抱えるケース

の数が多すぎることで、広く浅い対応にならざるを

得ない場合が多い。この点においてカナダでは、

狭く深い対応が感じられたcその理由としては、

様々な資格や専門性を持ったスタッフが集まり、

ケースをじっくりと掘り下げ、対応していることが

主に挙げられる。実際に訪問先で話をするスタッ

フの職種も様々であった，ケベック州で訪問した

CSSS〔保健及びソーシャルサービスセンター）の各

プログラムに関わる専門家は、医師、看護師、ソ

ー シャルワーカー、心理教育家、栄養上、特殊教育

専門家、心理専門家など、多職種にわたっていた。

またオンタリオ州オタワにある子ども援助協会（以

下、CAS）は、スタッフが420名配置されており、そ

の人数にも驚かされるが、ひとつのケースに関わ

る職種もソーシャルワーカー、チャイルド＆ユース

カウンセラー、スーパーバイザーに加え、ネットワ

ー クを駆使し、病院、医師、警察、学校、弁護t：と

連携し、幅広く包括している。いずれにおいても、

日本でいう児童相談所と同等の機能をもってい

る。オンタリオ州のCASは民間で設置されている

にも関わらず、先述したスタッフの人数に加えてそ

の拠点が53ヵ所、ケベック州において青少年セン

ターは16カ所、さらに支部が500カ所に上る、一方、

1．1本ではファミリーソーシャルワーカーや個別対応

職員、心理職員が乳児院や児童養護施設に配置さ

れ、児童相談所、児童家庭支援センターにおいて

もケースワーカーや、心理職の配置はなされてい

る。しかし、ケースが抱える問題に応じてプログラ

ムが組まれ、それに対応する専門性をもった職員

が配置されているだろうか。児童相談所の児童福

祉司が抱えるケースの深刻さを考えると、担当する

ケース件数の多さだけではなく、対応していく器で

ある児童相談所または家庭支援センター自体の数

が少なく、中で働くスタッフの人数も少ないのが現

実であろう。

2．よりよい処遇のための専門性

先述したように、カナダの児童福祉関連の機関で

働くスタッフはその専門と役割が明快に分かれて

おり、この役割分担こそが、この国における児童

福祉の強さであるといっても過言ではない、特に

ソーシャルワーカーはアセスメントと親子分離にお

ける権限などをもっているため、特別なプログラ

ムを受けて現場に人る。権限をもっているだけに、

貴任も大きく専門性も高い，心理職についても、

通常の臨床心理に加え、社会心理、教育心理など

に分かれ、社会・教育・福祉の多角的な見方をも

つことが可能となっている。

さらに機関ごとに専門としている業務の内容も細

分化されており、リソースセンターや「Motercraft」

（妊娠中の女性でアルコール及び薬物依存者やそ
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の6歳未満の子どもを対象にしたプログラムを行っ

ている）、コミュニティーハウスなどは、対象とする

人、内容、プログラムも家庭における問題に応じ

て独自に展開しているeこうした中で、各児童福祉

関連の機関がどのようなプログラムを用い、利用

者に質の高い処遇を提供できるかは、その機関の

考え方によって異なってくる。この質の違いによっ

て、州政府から出る費用にも格差がつけられる現

実がカナダにはある。実施しているプログラムを一

定期間で振り返り、その結果をもとに検証し、より

質の高いものを取り人れ、開発していく必要がある。

例えば、トロントにある子ども発達研究所では、州

の垣根を超えて自分たちの研究を紹介し、そのた

めのトレーニングや研修を開いており、認定され

た各機関ではそのプログラムを使用することが可

能となる。こうしたプログラムやツールを各児童福

祉関連の機関で活用し、その結果をフィードバック

し、さらに良いプログラムを開発するための基礎と

している。トレーニングを受けたスタッフが専門的に

関わることで、さらに機関のレベルを向上させている。

日本でも同様の専門的な関わりを試みているが、

なかなか機能していないのが現状である。理由と

して、児童福祉司の半数以上が未だ一般行政職で

あり、転勤が概ね3年周期なので体系的な運営が

難しいことがあげられる。また、行政ということで、

コミュニティー主体の運営がほとんどであるカナダ

と遠い、自由な発想がしづらいことが考えられ、さ

らに専門職の導入を進め、その役割も明確にする

必要がある。

3．スタッフの共通理解

オンタリオ州のCASにおいては、扱ったケースをデ

ー ターべ一ス化し、ネットワークで管理、いつ、ど

のセンターでもその家庭の情報を引き出すことが

できる取り組みをしている。また、家庭で問題が

起きた場合、ケースに合わせてスタッフの人選が

行われ、リスク・アセスメント・ツールをインテーク

の段階で活用し、そのリスクの度合いをどのスタ

ッフが行っても共通な尺度で判断できるようにして

いる。またスタッフはケースが完結するまで継続し

て関わることが原則となっている。そのためにひ

とりで抱え込むことはなく、チームでの対応を行っ

ている。日本の現場で直接家庭に関わる児童福祉

司やファミリーソーシャルワーカーにとっては、家

庭に介入することが困難で、緊急性が高いケース

に対して判断に戸惑うことがよくある。またケース

を担当するスタッフが毎年のように代わることによ

り、その度に援助方針が代わる危険性も実際には

ないだろうか。ようやく家庭との信頼関係を築い

たころには、次の人へということでは済まされない

ケースもきっとあるだろう。ワーカーの役割分担を

図り、スタッフ同士の共通理解と連携をとりながら、

家庭で起きている問題の根本にメスを入れる作業

は、すでにカナダでは行われている方法である。

つまり虐待が起こってからの対応ではなく、未然

にその可能性をなくす方法である。

4．姿勢
東オンタリオ子ども病院で研修を受けた「センター

オブエクセレンス」のポスターには、スタッフ全員

が手をつないでケースを持っている姿が描かれて

いた。また、子どもを一番上に示し、その下にス

タッフを示してある組織図も見る機会があったが、

こうした小さな心遺いを、現場でたくさん見ること

が出来た。これこそまさに、児童福祉を担うスタッ

フとしての姿勢ではないだろうか。子どもあっての

スタッフであり、児童福祉であり続けるために、各

機関の職員自身が専門性の向上に努め、さらに国

は子どもに必要な社会の体制と人的配慮を図るこ

とを願うべきである。
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オンタリオ州の東オンタリオ子ども病院のセンター

オブエクセレンス、カナダ児童福祉リーグ、子ども

発達研究所などでエビデンスベース（evidence

based）という言葉を幾度となく聞いた、エビデン

スベースとは日本語に訳すと科学的根拠、実績成

果・研究結果の積み重ね、データや証拠というよう

に今回の報告書では訳している　この言葉は日本

とカナダの比較において興味深いものであったtt

l．1本の福祉現場では経験主義・精神主義が優先さ

れている。例えば、jf一どものケアにおいて信念に

基づき実践し、その結果、f一どものケアがうまく出

来たと仮定した場合、日本はその信念や実践方法

を重要視し、現場を運営してゆく傾向がある、現

場では経験主義、精神主義的なことが大切とされ、

他者に対してElに見えないものであっても声を大

きくすることがよくある事実である、そのため、声

をいくら大にしても根拠が分かりにくい点があり、

政府や予算をee！ttlする機関に対して説得力がない

ことがよくある。そうしているうちに現場の職員が

疲れ果ててしまったり、経験的、精神的なものを

重要視するがゆえにその職員が転勤、退職すると

たちまち現場が酷く荒れたりする、

しかし、カナダでは子どものケアにおいて成功や

失敗の結果を研究・分析・開発し、現場にフィード

バックしながら子どものよりよいケアに結びつけ

ている、つまり、実践に基づいた研究・分析結果

から開発されたプログラムを重要視している　更

にその研究・分析・開発の成果を現場で実践し、

それらを繰り返しftい、よりよいものを求め、十ど

ものケアをどん欲に充実させていく考えfiを大切

にしている．しかも、その子どもに関するケアは科

学的な根拠があるために周りを理解させるものが

あり、政府が1ち算を算出するにあたって十分な根

拠となり得るのである、

カナダは日本と遠って多民族の共同社会であり、

言葉や文化も多様であるという背景もあることか

ら、他者を理解させる意昧でもII本よりエピデン

スベースという考え方を重視している、理論と実

践が相互作用していく場がカナダの現場なのであ

る．センターオブエクセレンスの考え方のように常

に最高のものを求めていく姿勢、ウェブサイトの効

果的な使用、ケアシステムの統合化を目指してい

く、というどん欲な姿勢は日本も見習うべきではな

いだろうか、
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1．コミュニティーベースケア

カナダ全体の児童福祉の方向として、以前は施設

人所中心のケアだったものを、コミュニティーべ一

スケアとして里親委託中心のケアへの変換が見ら

れる。日本では、家族再統合を目指した家庭支援

の方向や、ケアの個別化’小規模化に向けての方

向があり、家庭支援専門相談員の配置や小規模グ

ループケア化が進められてきている．今回の研修

では、そこを一歩進んで、ハイリスク家庭向けのプ

ログラムを受ける必要がないように、リスクを早期

に発見し、予防すること、すなわち子どもの早期

教育や健全・健康な発達促進に向けての取り組み

を多く研修した．しかもそれらは、カナダの文化的

背景に合わせて、それぞれの地域や多種多様な民

族に対応する形でプログラムが考えられていると

同時に、地域住民の声やニーズに対応し、地域住

民が参加することからプログラムを計画しており、

地域住民に受け入れられやすいものとなってい

た、またそうすることで、プログラムが地域に根付

き、利用者が増えているという報告を多く聞いた．

理事会運営やスタッフ選出を地域住民中心に行っ

たり、ベタービギニングスのように組織図が地域住

民や現場スタッフが上部に記載され、管理者が一・

番下部に記載されていたりといったことがカナダ

では普通に行われている。連邦政府が狙う「健康

なカナダ人と健全なコミュニティーによって健康な

世界が生まれる」という考えが、地域レペルで浸

透していることを強く感じた。まだまだトップダウ

ン方式で地域福祉や地域子育て支援を考える日本

にとって、学ぶべき点が多いと感じるt

2．相談援助活動

カナダでは、多くの民間相談援助機関が、児童福

祉の中心的な機能を担っている．オンタリオ州の

CASは100年以上民間で児童福祉の実績を残し、

それに行政が後追いして組織体制を整えていった

という歴史を持つ機関もあるくらいである。そこで

提供されるプログラムは、医療相談や栄養相談、

乳幼児や妊産婦のケアから虐待や薬物依存への

介入などのプログラム、小・中学校へのスクールソ

ー シャルワーカーの派遣やそこでの暴力・虐待予

防についてのワークショップの実施など、多岐に渡

るものであった。もちろんスタッフの充実は言うま

でもない、そこは、児童相談所・保健所・医療機

関といった役割を包括的に担い、実施できる組織

といった感があった。また、このように別の分野

のサービスを包括的に提供できるよう、省庁の垣

根を取り払った対応がなされたりもしていた。そう

いった児竜福祉の中心的役割を担う施設が、24時

間それぞれが分担して役割を担う形で、とぎれず

に対応していた，地域に根ざした相談援助活動を

行おうとすれば、こういった包括的な考えとプログ

ラム提供というのは不可欠ではないかと感じるv

EI本にはこのような施設はない、と言わざるを得

ない。日本ではそれぞれのプログラムを別々の所

で実施しているようなものである。また、それは24

時間対応とは言い難く、どうしても夜間・休日はた

らい回しか、それに近いのが現状である、．「とぎれ

ない対応」と「包括的なプログラム」ということを、

少しでも取り人れていけたらと感じる。
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3．子育て支援

目本にはつどいの広場事業などがあるが、この事

業の導入ではカナダの子育て支援活動を参考にし

たと聞いた。しかし、カナダで行われている子育

て支援活動は、もっと利用者のニーズに沿ったも

のであるように感じる。例えば、その場所まで出

向くことに困難を感じる親がいれば送迎を考えた

り、衣食住に事欠くハイリスク家庭があれば、それ

らを無料で提供したり、場所がなければ移動バス

でプログラムの提供を行うなど、柔軟な対応をし

ている。また、プログラムの情報提供を積極的に

行っており、その拠点（ハブ）に地域の学校を利用

していた。遠方の相談機関にわざわざ出かけてい

かずともある程度専門的なプログラムと情報提供

が得られることは大変な利点であろう。それだけ

でなく、地域住民との交流の場となり得、それに

より孤立家庭になりにくい環境が自然に出来てい

くように思える。またいずれ、乳幼児はその地域

の学校に登校することになる。そうすると、乳幼児

期から学童期まで一貫してその子どもや家庭に関

わることが出来、リスクの軽減につながるだろうと

思う。また、相談に訪れた場所で親がゆっくりと相

談できるよう、その間は別のスタッフが子どもの世

話をしたりするシステムをとっている施設もあっ

た。カナダは援助を求めれば与えられる国であり、

そのサービスが整っている。逆に言えぱ、知らな

ければ利用できないことになり、そのため広報活

動には力を入れていた。日本の、特に保健活動で

は、母子手帳の交付や乳幼児検診が徹底している

ため、どこに妊産婦や乳幼児がいるかというデー

タが集約されており、健診等の未実施家庭には保

健師が電話相談や家庭訪問を実施する取り組み

をしている。こう考えると、日本には子育て情報を

提供しやすいシステムが整っている。しかしなが

ら、そのシステムを十分にいかしているであろう

か？リスクを把握するにとどまってしまっている状

況をよく耳にする。しかもそれは日本の保健活動

だけではない。日本でも「予防」と言われ始めて月

日は流れているが、まだまだ対処療法的な対応や

意識が多いように感じる。また、自分が関わって

いる援助や仕事が、どう「予防」と関わってるかと

いう意識が薄いために、リスク把握だけに終わっ

ていることもある。カナダでは、アルコール依存症

者への治療を考える時、なぜそれをする必要があ

るのかという考えの裏には、単に当事者がよりよ

く生活するためということだけに終わらない理由

があった。それは、その当事者の家庭に目を向け、

もしもその家庭に子どもがいたとするならば、その

子どもが虐待的な環境に陥らないように、その子

どもがより健全に生活するために、というのが治

療をする真の理由であった。ここまでの意識を

我々は日々、どこまで持っているだろうか？これが

子育て支援を行う援助者としてのプロ意識なのか

もしれないと感じた。「おはよう」と声をかけること

が、プログラムへの参加しやすさ、孤立家庭と地

域とのつながり、人との交流の実感が得られるこ

とにつながり、それが虐待予防につながる第一歩

かもしれないという意識を持っていたいと感じた。

　●　、

●
　　●ぷ
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4．日本との比較

「コミュニティーべ一ス」という、地域に根ざし、地

域住民のニーズを知るために地域住民参加型のプ

ログラム提供をしていこうという意識は、どの訪問

先においても感じることが出来た。また、その施

設が力を入れているプログラムも、成功している

プログラムも、「コミュニティーべ一ス」「地域住民の

声を聞く」ということが上手く機能したものである

ことがほとんどであった。

さて、日本では、20嘱年の児童福祉法の改正によ

り、第一義的な相談機関は市町村が窓口となる方

向が示され、より地域住民に近いところで相談援

助活動が行われることになった。しかし、その人

員や専門性が十分であるとは言えないだけでなく、

児童相談所などの公立の相談施設や児童家庭支

援センターや地域子育て支援センターなどの民間

の相談施設と、どのような役割分担や連携を行っ

ていくかは、具体的には何も示されてはおらず、

「暗中模索」の状況にある。また、地域の申には主

任児童委員や民生児童委員、少年補導委員や保護

司などが、児童健全育成のための活動を行ってい

る。しかし、それらはまだ個人だけの点での活動

であることが多く、またそれぞれがどのような活動

を行っているかについても知らないといった状況

もある。点から線へ、線から面へと、実際にケア

や援助を受ける子どもや家庭にとって必要なこと

を一貫して提供するシステムを構築するためには、

「利用者の声」「地域のニーズ」にいかに耳を傾け

るかということ、そしてそれを実現するために、柔

軟で包括的なサービスやプログラムを考えること

が必要となってくる。そうするためには、「連携」と

いう言葉だけに踊らされず、自分の任された仕事

や機関としての任務をしっかりと分担しながら、他

機関という垣根をこえて援助を考える発想の転換

が大切ではないだろうか。
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SUMMARY
－

▲ペイブでの交流会で

　前　川崎・丸山、後 躯川・牧田

▲ペイプでの交流会で

　左から　松村・吉田・馬場・内藤

▲ペイブでの交流会で

　前列左から　樋渡・亀井・越智、後列右　奥本

▲ペイブでの交流会で中山

▲ペイブでの交流会でLtl下
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子ども、家族、地域の特性や特徴を常に活かす対話方式の施設づくり。そして、第31回参加メンバー全員の

熱意と意欲、研修内容を児童福祉、社会全体に発信。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥本弥生）

この2週間の研修によって子どもたちと離れることで、彼らを好きな自分を再確認した。彼らの社会的自立

に向け日常の養護に取組むときも、常にその気持ちを忘れないようにし、より良い養護環境を構築・実践す

る先駆者となるべく、カナダでの研修を生かしていきます。　　　　　　　　　　　　　　　（越智尚観）

今までは体験・経験主義に重きを置いていたので、今後は科学的根拠も充分に参考にしながら（場合によっ

ては作り上げる）、今後の児童福祉に携わり、今まで以上に「児童の未来」を作り上げてゆくように努力して

いきます。その実現には他機関の関係者と共通した考えを持つことが必要なのでその努力を惜しまず、頑張

ってまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（亀井義憲）

まず、自分自身の凝り固まった殻を破り、360度の角度から見ることができる「瞳」を持ちたいです。その瞳

で自分と子どもをしっかり見据え、子どもと「あたたかさ」を確かめ合いながら、同じ時間を過ごしていきた

いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川崎　弓）

カナダでの学びをもとに、ここに宣言します。

一つ。一人で抱え込まず、仲間と共有します1

二つ。不平や不満ばかり言わず、常に前向きに考えます！

三つ。見たり、聞いたりしてきたことをみんなに還元します！

四つ。良い結果ばかりを求めません1（失敗から学ぶことも多い）

五つ。いつでも子どもたちの未来に光をあて続けます！ （躯川　恒｝

常にその子どもの最善の利益、最高の笑顔を得るための努力を惜しみません。そのための知識や想像力を

高める努力をします。くじけそうになったら、団員の仲間のこと、カナダでお会いした方々のまっすぐな瞳、

志を思い出します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内藤麻理子）

カナダ、そこは世界の広さを初めて実感させてくれた所。広い視野に立ち、日本の児童福祉の将来像をまず

自分の中で形にしていきます。また、子どもから必要とされる大人であるようにさらに感性を磨いていきます。

ステキな仲間たちと一緒に。Better　beginnings　better　future　！　　　　　　　　　　　　　（馬場史好｝
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SUMMARY

絶え間なく流れ落ちるナイアガラの滝のように、子ども達にも寛大な心と絶えることのない情熱で接していき

ます。そして、「専門家」であるという意識と同時に「良き援助者」であることに努めます。　　　（樋渡秀樹）

今回のカナダ研修で、終始スタッフの対象者に対する姿勢に感銘を受けました。人として大切なことは何な

のかを胸に、今一度原点に立ち返り、子どもたちと共に歩んでいきます。カナダで学んだことを少しでも多

く活かせるよう、出来得る限りの可能性を求めて努力してまいります。　　　　　　　　　　（牧田雄二）

この海外研修ではたくさんのことを学びました。カナダ児童福祉の質の高さ、職員のプロ意識、またこの研修

で知り合った仲間達の仕事に対する姿勢のすばらしさ…これらを自分なりに職場に還元していけるよう、ま

た自分自身も向上出来るよう努めてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松村美和）

私は、今回の海外研修で学んだ、「家族の力を信じる事」・「子どもが持つ潜在能力を十分に発揮できるため

の援助」をこれからの仕事に生かしていきたい。そのためには、相手の気持ちに寄り添うことからはじめます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（丸山和恵）

臨床心理士というプロ意識と向上心を常に持ち続けること。他職種と実のある柔軟な連携を図ること。子ど

もの未来を見据えて地城のニーズに耳を傾けること。これらを通して地域に根ざした子育て支援に努めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田明世）
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“一一～一一一一一→→→一一一一一伸一一→｛｛一紳一一一一一一一一一一一一一’

　　　　　　　　コーディネーター記

人類の知恵と知識を結集する未来の児童福祉は始まっている

コーディネーター兼通訳　菊池　幸工（ヵナダ倒主）

今回の海外研修は、「虐待］ち防」がテーマでしたが、

それには理由があります

近年1．1本では、児巌養護施設に人所するr一どもたち

は、虐待が原因である場合が増えています．今後、

児童養護の体制を逼迫させないためにも、養護が

必要となる児童の数を減らすことが必要で、そのた

めには、原因となっている児童ハ苫待そのものを防III：

しなければならないわけですttまた、児童養護施設

に人所した子どもが、いずれ家庭に戻れるよう、家

族への支援も必要であることが認識されています．

今回、虐待P防を考えるにあたって、概ね次の1つ

の段階または分野に分けて研修先を手配すること

としましたE

1．親（保護者）からの虐待防止

ここでの虐待防止がまず番大事な防波堤です、家

庭での虐待が防止されれば、そもそも子どもがケア

に入る必要がないわけです．

2．職員や里親からの虐待防止

施設の職員や里親からの虐待を防ll：し、ケアにい

る間のr・どもの安全も重要です．

3．虐待した親への教育と再虐待予防

f’どもが家族と再統合された後、親が再度1占待しな

いように教育・訓練をすることも重要です、

以ヒのように、i，つのレベルで考えるとき、Lは主

にコミュニティーべ一スのグループ、2．はf’どもアト

ポカシー機関、そして3．はCASなど、児童擁護機関

がその虐待防1ヒフ．ログラムを提供しています、．

ところで、前1司訪問したBC州と今回の2州を見ると、カ

ナダの児童福祉改革の焦点が以下の様に見えてきます

コ）実績主義：実績をλ‘にプログラムを検証・改良

2バランス・アプローチ：r・どもの安全と家族の維

　持・強化とコミュニティー強化をバランス良く実現

：ぎ．実証主義：研究により効果を実証するエビデンス

　ベース

菊池幸工氏

工維持可能・柔軟性：政策、財政など多様な要求に

　長期的に対応できる柔軟性

⑤．責任と統合：政府や運営機関は成果を出すこと

　に責任を持ち、縦割りで無い統合されたサービ

　ス提供など

さて、今回の訪問で、個人的には児童虐待搾方の将

来を象徴すると思われる機関・プログラムが2カ所

ありました。Better　Beginnings　Better　Futures（始

め良ければ未来よし）は、サービスを提供する側は、

窓11で待つのではなく、if　一ビスの必要なコミュニテ

ィーの中に人ることが重要である事を教えてくれまし

た　そして．コミュニティーメンバーの力を信じ、これ

を引き川す事の大切さも教えてくれたのです、またt

The　Provincial　Centre　of　Excellence　for　Child

and　Youth　Mental　Health　at　CHEOは、人類の知

恵を結集して虐待防止を実現しようとする「知識の交

換と共有」の触媒の役割を果たしています、、そのプ

ログラムは斬新であり、未来を先取りした乎法です．

海外の組織とも提携するオーブンな姿勢が、今後の

児童福祉に革新的な貢献をする予感がし、ll本も是

非これと提携して欲しいと思います．

最後に、今回の研修で熱心に知識吸収の努力を統

けた団員の皆さんと、研修がスムーズに進むよう昼

夜分かたず活動された山下事務局長に心からお礼

をtlilしヒげます

◆一一一一一一一一一一一一一一一一一”一一一一一一一一一一一一一一一一一一一t
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◆一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一”一一一一一一一一一一一，

海外研修同行記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市城南区保健福祉センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　美栄

私は福岡市の保健所で母子保健にたずさわり、子どもの虐待予防のため、地域

における子育て支援の種を蒔き、育ててきました．．その巾で、今行政や地域が行

っているサポートがこれで良いのか悩んでいるところに、今回、子育て支援先進

国のカナダへの視察研修に同行させていただくことが出来ました、オタワでの2

日間、大変充実したプログラムで、どの機関でも一貫して子どもと家庭への強い

愛情が感じられました。そして、③子どもの人権を第一・義的に考えること　②虐

待防止は家庭への支援が最重要　③家庭支援を行うにあたっては、包括的なサ

ー ビスを具体的にコーディネートし、「家族を強くする」「育児力をつける」ことを目

標に、親とのふれあいの中でのこどもを早期教育（誤解しないように！）すること

が大切で、地域に入り込み、地域や専門機関と一体となった活動が必要　④メ

ンタルヘルスの重要性等、を感じ取り帰国してから福岡市の母子保健関係者等

に報告会の中で伝え、福岡で子どもと家庭のサポートに関する、新たな種まきを

始めたところです、

私たちを同行させて下さった資生堂社会福祉事業財団と、楽しく充実した研修

を一緒に過ごした全国からの若い児童福祉関係者の方々、カナダでお世話にな

っただけでなく福岡の報告会でもお話ししていただいた菊池氏に心からお礼を

申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市こども総合相談センター「えがお館」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　雅子

資生堂社会福祉事業財団のご好意でオタワの日程に同行させていただき、心よ

り感謝しております．

まず、この研修の日程、内容を見て、訪問先の多彩さ、即ち、州の行政政策から

地域レベルのさまざまなサービスまで、また乳幼児期の予防活動から青年の自立

支援まで、日本で言えばこどもに関わる保健医療福祉の総合的な内容で構成さ

れているのが驚きでしたが、参加してさらに訪問先では、その機関のミッションや

具体的なサービスプログラム、評価や課題など、懇切」’寧な説明にも驚きました．

事前の打ち合わせの綿密さを感じるとともに、視察はこのように心を込めて受け

入れたいものと、日頃行っている、自らの視察受け入れのあり方を反省したりもし

ました，カナダの児童福hヒ視察の経験は2回日ですが、日本との違いを感じるのは、

多様なサービスの底に流れる、人権と子どもと家庭尊重の理念と、それがすべて

に共有されていることだと思います。また、どのサービスも研究と評価の視点をも

って、行われていることでしょう。日本の政策やサービスに欠けてところです，

このような研修を日本の’f’どもの福祉政策の企画立案・決定にかかわる方々、子ど

もと家庭を日々支援しておられる多くの方々に経験して欲しいと願う2日間でした。

ありがとうございました，

Q・．

◆一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一～，
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第31回海外研修 訪問施設リスト
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CENTRES　DE　LA　PETITE　ENFANCE（CPE）
Regroupement　des　Centres　de　：a　petite

enfance（Mont6「6gie｝

1854　boUlevard　Marie，　St－Hubert，　Qu6bec　Canada

J4T2Ag

Phone　450〔672－882

FAMILLE　BATSHAW

5rue　Weredale　Par丸Westmoun輪Qu6bec

Canada　H3ZIY5　Salle　601

Phone　514－989－1885

4

　ベック人．権及び青少年の人権委員会

COMMISSION　DES　DROITS　DE　LA　PERSONNE　ET

DES　DROlTS　DE　LA　JEUNESSE｛CDPDJ）．

360，me　Sa血尉acques，2e　6㎎e，　Montr剖，

Qu6bec，　Canada　H2Y　IP5

Phone　514－87351416．exし217　　Fax　514－873－2373

Eンmail　celine．9iroux＠cdpdj．qc．ca

URL　hmPYtwww．cdpdc．q¢．ca

　ナダ児童福祉リーグ

Child　Weltare　League　ot　Canada（CWLC｝　　』

1001－75　Albert　Streeち　Ottaw砲　Ontario　Canada

KIPsE7

Phone　613235－4412　ext　22　Fax　61323ξト7616

E＋mail　peter＠cwlc．ca

URL　http：〃www．cwlc．ca

SOCIAUX　Champtain（CSSS）

　5811boUlevard　Taschereau，　bureau　100　Brossard

　Qu6bec，　Canada　J4ZIA5

Phone　4504454452

URL　h眈P〃www．san民montere♂e．qc．ca

Canadian　Association　of　Family　ResoUrce

Programs〔FRP　Canada）

7073331　rue　Cooper　Streeち（）ttawa　Ontario

Canada　K2P　OG5

Phone　613237－7C67　exL223　Fax　613237－8515

Eンma江dwyoung＠旬．ca

URL　hぽP：〃www．血①．ca

． ベツグ青少　センー協会
ASSOCIAnON　DES　CENTRES　JEUNESSE　DJes

QUEBEC（ACJQ）

1001，boUl．　De　Maisonneuve　Ouesち　Bureau　410，

Montr6aL　Qu6bec，　Canada　H3A　3C8

Phone　514岨一5181　Fax　5148424834

E・mail　jpho就e．aCjq＠ssss．gouv．qc、ca

URLhmPYtVVWW．a〔tiq．qc．ca

　タワ子ども援助協会

Children’s　Aid　SocietV　of　Ottawa

l602　Telesat　Court，・Gloucester」Ottawe9　Orttaio

Canada　KIB　IBl

Phone　613747－7800　ext．2830　Fax　61374744456

E－mail　ch㏄kbusch＠caso比on．ca

URL　httPVtvvww．casotiL
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etter　Beginnings　Better　Futures

．｛Sou曲・East　o廿awa｝

22－1485Heathe㎎ow　Ottaw叫Onra亘o　Canada

KlV　8Z4

　Phone　613623－2223　Fax　613－523－2360

Health　Canad鳥「roront　O竹ic●

55　StClt血Ave．　Easち4th　Floor　Toront，　Ontario

Canada　M4TIM2

Phone　41＆954－9754　Fax　41〔Y973イO（）C）

E－mail　donna＿de＿filippお＠phac－aspc．gc．ca

Dma∬leslie＠betterbig皿噸．ca

URL　hゆ〃www．bettert）ig㎜皿gs．ca

and　Youth　Merltal　Heatth　at　CHEO

401　smith　Road，（＞maw式　Onrario　Canada　KlH

8Ll

Phone　613737」7600　exし，2259　Fax　6137384894

E・rnai1　lhanion＠cheo．onca

URL　httpゾ〆www．cheo．on．ca

Canadian　Red　Cross

5700　Cancross　Court，　Miss㎏u肌（）ntario

Canada　LsR　3Eg

Phone　905－9〕0－1000，　ext262　　Fax　905－890－1008

EFmail　maijo【y．gaoutte＠redeross．ca

URL　httpY／www．redc”）s＆ca

inistry　of　Children　and　Youth　Services

（Govemment　ot　Ont劉rio｝

880　BaOr　Stree輪6th　Moor‘Toronto，　Onta丘o

Canada　M7A　IE9

Phone　416325皿　　Fax　416｛126．8098

　Er知naU　kevロビ．motris＠m（幣．90V．0几ca

URL　http：〃www．children．gov〔on．ca

hild　Developm．　ent　tnstitute

197Euclid　Avenue，　Toronto，0皿tario　Cariada　M〔U

2［f8

Phone　416－6031827　Fax　416｛｝03－6655

Brnail　dmiz＠childdevelop．ca

URL　httpV／wwvv，childdevelop．ca

Child　and　Family　Services　Advocacy

250Dav画皿e　Avenue，　Suite　503，5血Floor，

Toronto，　Ontario　Canada　M7A　IG2

Phone　416｛1255669　Fax　416－3255681

E－rnai［Judy．Fsnlay＠mcys．gov．on．ca

URL　h⑩〃www．cmadren．gov．on．ca

Pape　Adotescent　Resource　Cenbe（PARC｝

469　Pape　Avenue，　Toronto，　Ontario　Canada　M4K

3Pg

Phone　416462－1010　Fax　416．462－OI61

EPmail　mailparc＠pathcom．com

URL　http：lfwww．parCyeuth．com
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第31回海外研修　入手資料リスト
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・ Canad㎞㎞cidence　Study　of　Reported　Ch口d　Abuse　and　Neglect

・ Camadian　Prenatal　Nutrition　Pro9了狐

．　．ン　　　”　　　　　　　　　　　　一　　」『

　・Ch∬d　We血re　Trans｛b血a60n　2005

　・BeSt　Start

　・Risk　Assessment　MOdel　for　Child　Protection’　in　Ontario

コ’．「 肖詞　｛㌦’i．＝＿，．J’r

・ A皿ual　RepOrt＆Achievements　2004

・ Jo血t　Statement　on　Shaken　Baby　Syndrome

・ Joint　Staternent　on　PhySical　Punisiment　of　Children　and　Youth

’

．’－t．『 　　　　　　K　　　　　’F．　　－　『．．

　・Reso町ce　C盆talogue

’
． ．・　　．s．．』．r

・Resource　Arddes　Y卯th　Leav㎏Caτe　2003

陪．芳ナず赤　学一　一

　　・CANADIAN　RED　CROSS　ANN「UAL　REPORT　2003

　　・Prevendien　in　Motion

→　　一．　「1．一　．

・ Our　Heart＆Our　Minds（Annualreport　2005）

、ノセシター

・ 0～5歳児筒易発達評価表

・0～2歳児発達チャート
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第31回資生堂児童福祉海外研修派遣団員名簿

団　長 中山　正雄 187－8570

東京都小平市小川町1丁目830番地
白梅学園短期大学

TEL：042・3455623　FAX：04234《ト5644

白梅学園短期大学

団　員 馬場　史好 963－6131

福島県東白川郡棚倉町棚倉字丸内94
（社）堀川愛生園

TEL：0247－332739　FAX：0247－33－7502

児童養護施設

団　員 丸山　和恵 190－0022

東京都立川市錦町6－26－15
（社）至誠学舎立川至誠学園

TEL：042－52牛2601　FAX：042－52牛2367

児童養護施設

団　員 奥本　弥生 596－0808

大阪府岸和田市三田町911
（社）阪南福祉事業会　岸和田学園

TEL：0724450ηO　FAX：0724459690
児童養護施設

団　員 牧田　雄二 546－0033

大阪府大阪市東住吉区南田辺4－5－2
塑家族の家
TEL：（Xシ66997221　FAX：0（ト66997243

児童養護施設

団　員 越智　尚観 791－8016

愛媛県松山市久万ノ台251－1
（社）コイノニア協会松山信望愛の家

TEL：089－924－9215　FAX：089－94《シ5618

児童養護施設

団　員 松村　美和 787－Ol55

高知県四万十市下田寺屋式2203
（社）栄光会　若草園

TEL：088α330247　FAX：088ぴ330518
児童養護施設

団　員 躯川　恒 893－0014

鹿児島県鹿屋市寿＆3・32

鹿屋乳児院
TEL：0994－42・2531　FAX：099441・2889

乳児院

団　員 川崎　弓 880－0841

宮崎県宮崎市吉村町沖ノ原甲1543
〔社）カリタスの園　乳児院つぼみの寮

TEL：09語24・2756　FAX：0985327098

乳児院

団　員 亀井　義憲 982－0215

宮城県仙台市太白区旗立2－4－1
宮城県さわらび学園
TEL：022・2450333　FAX：022・245｛｝333

児童自立支援施設

団　員 内藤　麻理子 198－0024

東京都青梅市新町3－72－1
東京都立誠明学園

TEL：04路316146　FAX：042＆316143
児童自立支援施設

団　員 樋渡　秀樹 020－0102

岩手県盛岡市上田松屋敷ll－20
ことりさわ学園

TEL：Ol9」662－5257　FAX：019・663－2606

情緒障害児
短期治療施設

団　員 吉田　明世 671－1102

兵庫県姫路市広畑区蒲田370－1
児童家庭支援センターすみれ

TEL：07923（國445　FAX：0792・3〔M446

児童家庭支援

　センター

事務局 山下　茂喜 104－0061

東京都中央区銀座7－5－5
資生堂社会福祉事業財団

TEL：0｝35747408　FAX：03・32890314

事務局
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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㈲
28

海外福祉事情視察

第2回
〔1973）

アメリかカナダ 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

U975）
・一・・パ（含北欧川　杜四 22

ヨーロッパ5力国での児童福祉事情視察

第5回
（19761

アメリかメキシコ 乳・虚（25） 26 地域ぐるみの子育てと里親制度、

アメリかメキシコの児童処遇

第6回
“977）

ア刈カ　　1養母㈱　　　　　　　　‘ 　　　．

第7回
〔1978）

ヨーロツパ
養・子どもの国

　　（25）
16 児童健全育成に閲する民問施設活動

第8回
（1980｝

アメリカ 養・母・乳（25）
15 児童処遇における施設と地域社会・児童の特性に

応じた生活指導方法

第9回
（1981）

オーストラリア 養（18） 14 分散小舎制の運営、地域社会閲係

第10回
（1982）

アメリかカナダ 養（18）
17 アメリかカナダの要養護児童に対する居住壁施設の

形態及び機能についての調査研究

第11回
（隅4｝

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＿。。パ（3力国）1　養（15）　II5
家庭の病理からくる情緒障害児・家族への指導

第13回
｛1986）

・・リ・　［養・1・・ 15
施設養護と家庭養護

第1’‘回

（1987）

　　　　　　　　1
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 養敦（17）
15

非行傾向を示す児童の処遇問題～フγミリープログラムを含めて～

第16回
（1989｝

オーストラリア
養・教・情・母・

　精（17）
15 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
（1旬o）

オーストラリア
養・敦・情・母・

　鯖（17｝
15

地域社会での児童福祉の在り方を探る

第18回
（1集｝1）

　　　　　　　　．　　　　　　　　　　養・教・情・母・ヨーロッパ　　　　　　　　　　　納（田）

15 児童の権利と児童養護活動

捌9回
（1992）

ヨーロツパ
養・教・情・母’

　精（25）
15

児童の権利と家庭機能支援活動を探る

第20回
｛1993｝

アメリかカナダ
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
u9田）

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
く1995）

ヨーロッパ（含北欧）
養救・情・母・

　乳ω｝
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操る

第2姻
（1997）

イギリス
養・教・情・母・

　乳（14）

　　　‘
12陛域社会が求める稲轡一ビスのあ1，方

第25回
（1998）

アメリカ
養・自立栢・

母・乳（13）
1・1 アメリカの児童虐待の実態について

第26回
（19旬） ・ナ・　1鵠鷺　　13 子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
働00）

カナダ　　自藁：駿㌔ 　　　i
l4　1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）

オーストラリア・ニュージーランド
養・乳・自立・情

　　（15）
14

地壊社会を巻き込んだ家族支援

第30回
（2004｝

カナダ
養・乳母子・自立・

情・自援・里親09）
15 家族の重要性を重視し、コミュニティをベースにしたより

柔軟なサービス

第31回
（2005〕　　　． カナダ

養・乳・自立・情・

児家セン（14）
15 カナダ東部地区における児童慮待予防策の研修と

児童福祉現場の実態研修
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平成17年9月24日から、資生堂社会福祉事業財団のlll下さんに率いられ、中山団長と団員12名のカナダ児童

福祉研修が始まりました。カナダ空港からバスでホテルに移動しようと空港で待っていたら、バスが柱に激

突していました。運転手は慌てることなく、私たちをホテルまで連れて行ってくれました。カナダの研修はバ

スの激突から始まりました。

ノートルダム寺院がその歴史を物語っているかのような町並みのケベックでは、マレット明美さんが通訳して

くださいました。オタワ・トロントでは、菊池幸工さんの通訳兼コーディネートがあり、我々団員を幾度となく

支えてくださいました。そのおかげで「虐待予防・防止」を中心に活動しているカナダスタッフの熱き思いや

姿勢を学ぷことができました。それはこの研修の財産となりました。

団貝はそれぞれが独特の個性を持っており（山下さん、中山団長も含む）、移動日や休日は珍道中そのもので

した。ある団員は集団行動についていくのに必死になりながらも集団からはぐれ、置き去りにされそうにな

ったこともありました。それでもこの2週間をふり返ってみると、研修も余暇時閤もそれぞれ必死の形相で頑

張った姿がよみがえってきます。独特な個性の集まりも研修となると一致団結し、素晴らしい仲間達ができ

たことも事実です。

研修は団長を始め、団員それぞれが気合いを入れて受講したつもりでしたが、テープ起こしをしたにもかか

わらず研修内容を文章にまとめてみると、何を言いたいのか・何を提言したいのか分からないなど、難解な

ことが研修報告会で確認されました。団員はその都度、資料（英語、仏語）の見直し、インターネットで調査、

文章のまとめ直しなど、悪戦苦闘の連続でした。その後の編集会議も毎月1回繰り返し行い、ようやくこの第

31回圓の報告書が完成しました。

この報告書からコミュニティーベース、エビデンスベース、職員の専門性、家族・個人の強化、虐待予防など

カナダの特徴を理解していただき、「日本がこれから見習っていくべき考え方・姿勢を提言しているもの」と

して捉えていただければ幸いです。また、児童福祉施設に関わる職員のみならず、子どもに関心のある全て

の人々が共感していただければ、この素晴らしい研修の価値は更に貴重なものになると信じています。

最後に我々団員にこのような貴重な体験をさせてくださいました財団法人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および各関係機関の皆様に、心から厚く御礼を申し上げます。

〔編集委員　亀JP　義憲）
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第31回（2005年度）資生堂児童福祉海外研修報告書

発　行　　2006年3月31日

　　　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団
　　　　　〒104－006］　東京都中央区銀座7－5－5

印　刷　　資生堂開発株式会社グラフィックアーツ部

　　　　　〒104－0061東京都申央区銀座7・5－5
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