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１. 目的

２. 主催

３. 後援

４. 研修テーマ

５. 主な研修内容

 ６. 研修先

７. 実施期間

８. 推薦要件

９. 選考方法

１０. 研修報告書の作成及び発表

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 と々の交流を通して、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。

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

「フランス・イギリスにおける児童養護の考え方と被虐待児及びその保護者への対応
について」

（1）フランス：ETSUP（社会福祉高等専門学校・フランス政府認可）においてフランス
　　　　･児童養護の全体像と施設養護実態やソーシャルワーカー育成方法等に

　　　　　･･･ついて学ぶ
　・児童養護の法的、事務的アプローチについて
　・危険にさらされている子どものための公的監視機関について
　・子ども、家庭への社会教育支援について
　・ソーシャルワーカーの活動実態、子どものための家庭観察と調査方法について
　・関連施設見学

（2）イギリス：全国児童虐待防止協会においての性的被虐待児の精神的回復に関する
　･･･････････････････処遇技術研修
　・ダメージからの精神的回復のサポート法と性的被虐待の危険性のある子どもへの
　　回避手段のサポート法
　・家庭内暴力の犠牲者の子どもや家族のダメージ回復法と家族関係修復のサポート法など
　・関連施設見学
･
フランス（パリ）・イギリス（ロンドン）

2007 年 9 月 22 日（土）〜10 月 6 日（土）･（15日間）

（1）過去に他財団、団体の主催する同種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（2007-4-1 現在）
（3）日常児童の支援に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心を持ち、

強い意欲と責任感のある者。
（4）心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者。
　
全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会、
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、全国児童家
庭支援センター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。

（1）研修団は、2008 年 3 月末までに報告書を作成する。
（2）それぞれの施設協議会などの主催する研修会などにおいて、研修結果の報告を行う。

実施要項
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全国児童養護施設協議会

会長　中･田　･浩

　第 33 回資生堂児童福祉海外研修が実施され、

無事に所期の目的を果たされ帰国されましたことを

およろこび申し上げます。また、この報告書にはそ

れぞれの研修成果が掲載されているものと拝察い

たします。

　今回の研修先であるフランスでは少子化対策が

功を奏して、出生数が向上するなどの様子がテレビ

のレポートでも紹介される昨今であり、少子化対策

の成功下でも要保護問題の課題がどのように克服

されているかは興味深いところです。わが国の少子

化対策は緒についたばかりであり、その課題克服

についてのヒントを得られたのではないかと期待し

ています。また、結団式でのご挨拶でお話しました

ように、フランスでは未青年後見人に大統領が就

任していると伝えられている点について実態はいか

がでしたでしょうか？

　30 年ほど前の福祉関係者の海外研修は北欧や

イギリスが中心で、テーマを絞ると言うよりはさまざ

まな施設を巡ると言う様相であったように感じられ

ていました。しかし、今回の研修概要を拝見します

と、フランスでは社会的養育の実態、施設養護・

里親・実践者の研修内容や児童政策等多岐にわた

る研修意図が伺われ、またイギリスでは虐待にか

かわる体系的な活動実態を学ぶことが意図されて

おり、日頃の施設実践と比較されていろいろな事

象を見聞されたことと思います。非日常的な研修旅

行は体力的な負担と好奇心の相克もあったでしょう

が、いずれしても日常業務を離れ貴重な体験を重

ねられたことから、これまでの経験と今回の研修

体験を糧とされ、それぞれの施設分野で一層の活

躍をされることを期待しています。過去この研修に

参加された人たちは、それぞれの事業分野で活躍

されており、今回の参加者もこれに続かれることを

心からご期待申し上げます。

　今回の研修成果は第 63 回全国児童養護施設長

研究協議会（於、高知）で代表者からご報告をい

ただくことになりますが楽しみにしています。最後

になりましたが（財）資生堂社会福祉事業財団にお

かれましては児童福祉分野に絞って長年に亘ってご

支援いただくこのプログラム等を企画、実践くださっ

ていることに対し、心から感謝申し上げ、ご挨拶と

いたします。

あいさつ
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団員紹介

【岐阜県】
団長
日本児童育成園施設長

長縄　良樹

【大阪府】
児童養護施設
公徳学園
児童指導員

畠中　大輔

【長崎県】
児童養護施設
浦上養育院
保育士

池田　陽子

【岩手県】
乳児院
日赤岩手乳児院
保育士

千葉佐紀子

【広島県】
母子生活支援施設
広島和光園
母子指導員

久保　徹平

【東京都】
児童養護施設
東京恵明学園
児童指導員

高田　牧子

【東京都】
児童養護施設
至誠学園
児童指導員

木山　美穂

【東京都】
児童養護施設
バット博士記念ホーム
児童指導員

篠塚利別香

【神奈川県】
児童養護施設
唐池学園
児童指導員

安部　慎吾
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【兵庫県】
児童自立支援施設
若葉学園
児童自立支援専門員

永田　政之

【広島県】
情緒障害児短期治療施設
広島市こども療育センター
愛育園
児童指導員

村田　洋

【石川県】
児童家庭支援センター
あすなろ子育て広場
相談員

砂山真喜子

【東京都】
自立援助ホーム
新宿寮
児童指導員

松本　耕造

【東京都】
事務局
資生堂社会福祉事業財団

山下　茂喜

フランス（パリ）・イギリス（ロンドン）
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日本児童育成園･･･

園長　長縄　良樹

団長報告

第33回資生堂児童福祉海外研修団は10年ぶり
のヨーロッパ研修（フランス・イギリス）であり、特に
フランスは初めての研修国でしたので緊張と共に開
拓者精神に似た興奮を感じました。全国の児童福祉
施設の仲間に新鮮な実態と情報を正確に伝える使命
は、団員が共通して感じていたと思います。このよう
な研修の機会を与えてくださった資生堂社会福祉事
業財団はじめ関係者の皆さまに、団員と共に心から
感謝を申し上げます。

歴史を大切にする国  フランス

我が国の児童福祉の歴史においても、荒野の開
墾作業や農作業を半強制的に子どもたちにさせてい
たことを知っています。明治・大正期の創設施設に
限らず、つい最近まで子どもたちの厳しい労働により
共同生活が成り立っていた。強制的に物事をさせる
のは、施設だから仕方ない。共同生活だから、みん
なのために働くのは当然。拒否すると体罰もあった
のでは。でも、そんな恐ろしい実態は表面化せず、
無かったこととして忘れ去られようとしている。フラ
ンスは、過去のあゆみを大事にし、反省すべきは反
省・改善し、良き伝統は継承する国です。パリ郊外
にある元児童一時保護更正施設を訪問した。非行少
年を対象とした入所施設ですが、両手が出ないよう
に袖を縫い付けた服を着せ、高い所に小さな窓が一
つある薄暗い独房に閉じ込め、個別指導の名の下に
厳しい体罰がありました。その後は農作業などの労
働が強いられていたそうです。現在は、児童福祉の
歴史資料館として保存されています。子どもたちの悲
痛な叫び声が聞こえる様な、重苦しい気がしました。
他にも、市街地の人通りの多い壁に、ナチスドイツと
の銃撃戦の生々しい銃弾の痕も忘れてはならないと、
そのまま残されている。日本では傷付いた壁はサッ
サと塗り直し、外観を整えるだろう。施設内虐待や
戦争を二度と繰り返さないためにも、はっきりと見え
る形で残しているパリ市民の姿勢には感動しました。

･それぞれ違って良い！

訪問先の児童福祉施設で「フランス全国には児童
養護施設・乳児院は何カ所ありますか？」の質問に対
し、「私たちの州には2カ所ありますが、全国の数は
判りません」と平然と応える。続いて「知ってどうする
んですか？」と。私たちは、与えられた地域・環境の
中で最善を尽くしています。個々の機関ができること
を、与えられたスタッフの専門性を活かし合い、一
生懸命に取り組めば良いのではと。私自身、偏差値
教育の弊害か、全国平均が気になる愚かさ、心の狭
さに気付かされました。
･
実体験者の声が、人の心を動かす

里親の開拓・養成に対して、フランスとイギリスに
は大きな違いがありました。･

子育てに関しては親権が絶対とするフランスでの
里親開拓の困難さが教えられ、イギリスでは、里親
推進キャンペーンの中で、実際に里親をされる体験
談を取り入れて効果が大きかったことを知らされた。
我が国の方策が示唆された思いを持ちました。･

最後になりましたが、現地通訳として受け入れ機
関との詳細な打ち合わせを重ね、自らも児童福祉行
政・施設についての調査・研究をして、私たちの研
修を支えてくださったパリ在住の堀みさ子さん、ロン
ドン在住の黒川育子さんに感謝をいたします。また、
研修ツアーコーディネーターとしての財団事務局・山
下茂喜さんには、心温まるご配慮を戴き、真剣さの
中に優しさ漂う一言一言に、励ましと安堵・緊張解
消が与えられました。チームリーダーとして充分な役
割が果たせない団長が一番支えられました。心から
感謝します。

一日の研修の後には熱心に記録をまとめ、帰国後
も持ち帰った膨大な資料を整理して、報告書を完成
させた12名は、本当に素晴らしい団員でした。これ
からの児童福祉の推進役として研修を活かし、活躍
されることを期待しています。
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財団法人･資生堂社会福祉事業財団

･　山下　茂喜

資生堂児童福祉海外研修の大きな目的は「将来の
児童福祉を担う人材の育成」です。

異文化に触れ、日本とは違う価値基準に出会うこと
で新しい見方や考え方に気付くことが多い。財団創設
以来33回にわたって実施されてきた海外研修の意義も
そこにあり、帰国後、団員はそれぞれの職場で新しい
事柄にチャレンジし、現在多くの皆さまが指導的な立場
で児童福祉の向上に貢献されておられます。今回も参
加者全員が新しい発見を通じて、今後の活動に新たな
活力を見出していただければと願い出発いたしました。

急増する複雑で困難度の高い子どもへの対応、子ど
もと家庭との調整、行政や地域との共生など、施設が
日々抱える課題は増えるばかりです。子どもと接するこ
とが仕事である児童福祉施設職員の中には子どもの世
話を尽くすあまり、自分を見つめなおす機会も少なく、
いわゆる燃えつき症候群に襲われ、仕事を断念する職
員が多いと聞いています。しかし、そうした懸念はすぐ
に払拭されました。長縄団長の下、団員全員が向学心
に燃え、真剣な眼差しで研修に取り組んでおりました。
帰国後の彼らは子どもたちだけでなく、周囲の関係者
にも必ず好影響を与え続けていただけるものと確信い
たしました。

さて、第33回の海外研修は初めてとなるフランス、
10年ぶりとなるイギリスで行いました。その理由として
は、フランスは人権の国であり先進国の中でも高い出
生率を維持するなど大国であるにもかかわらず過去一
度も訪問していない、また先進国の児童福祉に大きな
影響を与えてきたイギリスを含めヨーロッパの生の情報
から10年遠ざかっていたことがあります。さらには、日
本の児童福祉はアメリカの影響が強いといわれていま
すが、合理主義、競争主義をベースとするアメリカの児
童福祉と、人権に焦点をおいたフランスなどヨーロッパ
の児童福祉の違いを知ることで、日本の児童福祉の将
来を考えるヒントにもつながるものと考えたからです。
初めてとなるフランス研修では、言葉の壁や複雑に絡
み合う福祉政策の理解、日本人とは大きく違う仕事に
対する考え方等の戸惑いはありましたが、生のフランス
の一部を理解できたと思います。また、イギリスでは
民間の力強さと科学的事実に基づいた支援等について
学ぶことができました。苦しみながらも所期の目的を
達成し、全員元気に帰国できてほっとしております。

簡単ですが、今回の研修で事務局として感じたこと、
反省したこと等を報告いたします。

1．団員の努力と関係者への感謝
慣れない外国語（特にフランス語）にもかかわらず団

員全員が講師の話したことを一言たりとも見逃さないと
いう研修にかける意気込みがひしひしと伝わってきま
した。ビデオを用意し、テープレコーダーを準備するな
どして謙虚な気持ちで研修に臨んでいただきました。
この姿については、後日フランス、イギリス両国の講師
から「とてもやりがいがあった」との言葉をいただきまし
た。一方、例年感ずることですが研修団を迎え入れて
くれる訪問先の態度、準備態勢に心から感謝です。こ
れもひとえに今回の研修をご指導いただいた放送大学
教授松村祥子先生（財団刊　世界の児童と母性編集
長）、現地コーディネーター兼通訳の掘みさ子氏（パリ）、
黒川育子氏（ロンドン）のおかげと感謝しております。
反省点としては10年ぶりのヨーロッパ研修であったた
め、大きな問題ではありませんでしたが研修内容で若
干の手違いがありました。

2．欧米の児童養護への対応と比較していつも思うこと
過去の報告書でも、また今回の報告書でも指摘し

ていますが、わが国との違いは欧米各国の児童福祉
問題への取り組み姿勢が的確で迅速なことです。例え
ば、わが国では現在、児童養護施設における施設の
小規模化を提唱していますが、政策と現場とのギャッ
プが大きく早期の実現に多くの課題が指摘されていま
す。計画する側と実行する側との折り合いが不十分な
のです。一度で最高のものが出来ないのは大きな問題
ではなく、その場合は「どうような解決策をいかに早く
提案するのか」が大切だと思います。主役は支援を必要
としている子どもであって周囲の大人ではないのです。
計画、実践、修正、改善していく柔軟性が望まれます。
実行する側の意見に十分に耳を傾けることが児童福祉
向上の早道であることを今回の研修からも学びました。

最後になりますが、団員全員が出来る限りの努力を
してまとめた報告書です。説明不足の部分もあります
が、少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

改めまして今回の研修にあたってご支援ご協力いた
だきました関係者の皆さま全員に感謝申し上げます。

事務局報告
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月／日（曜） 時　間 日程と研修概要 

9／21（金） 

9／22（土） 

9／23（日） 

17：00

  9：00 
  9：15 
18：30 
11：25 
16：40 
18：30

16：30

19：00

 

 
 

9：00
 

9／24（月） 

 

9／28（金） 

9／29（土） 

9：00

〜 

〜  

前泊・集合（成田ビューホテル） 

 
ホテルチェックアウト 

空港集合　　　　 

成田発　 NH205 

パリ着 

ホテルチェックイン＆オリエンテーション＆夕食 

 （パリ泊　ホリデイ・イン・サンジェルマン・デプレ） 

 

パリ市内視察 

　 

   ETSUPエトシュープ（社会福祉高等専門学校）での研修 
     「要保護児童及びその保護者へのケアと 
　　　　　フランスにおける新しい児童養護について」 

　 
講義＆演習＆施設訪問（5日間） 

1日目 

　● 自己紹介・日本の児童養護についての紹介 

　● フランスにおける児童養護対策の紹介 

　● フランス児童養護専門職との意見交換（課題と対策について） 
　 

2日目 

　 ●  AM   施設における児童養護と里親による児童養護（講義） 

　 ●  PM   フェルム・ドゥ・シャンパーニュ（小規模更正施設）見学 
　 

3日目 

  ●  AM   ビュゾンバル・アソシアシオンにおいて児童家庭の 

　　　      社会教育支援について（講義） 

  ●  PM   家庭支援専門相談員（FSW）によるワークショップ 
　 

  4日目 

  ●  AM   児童養護施設サンニコラ訪問 

  ●  PM   アソシアシオンの活動（FSW中心）に関する講義と 

                意見交換会 
　 

5日目 

  ●  AM   フランスにおける児童養護の新対策に向けて（講義） 

  ●  PM   児童養護施設シャトー・ドゥ・ヴォーセル訪問と意見交換会 

 

終日自由行動 

 

 

研修スケジュール
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月／日（曜） 時　間 日程と研修概要 

9／30（日） 

  8：30 
10：19 
12：00 
14：00 
17：00

  8：30 
  9：00 
  
19：35

 

16：30

15：10
16：00

19：00

 

 
 

9：00

 

 

10／6（土） 

10／5（金） 

10／4（木） 

10／1（月） 

10／3（水） 

〜 
〜 

 

ホテルチェックアウト 

ユーロスター 9019　⇒　ロンドンへ移動 

ロンドン着 

市内視察 

ホテル着 

（ロンドン泊  シスル・マーブル・アーチ） 

 

   NSPCC（全国児童虐待防止協会）での研修 
      「被虐待者の精神的回復について」 
　 

 1日目 

　● NSPCCでの研修 

   　・DV犠牲を受けた子どもと女性への支援・保護について 

　   ・子どもと家庭へのサービスやソーシャルワーカーの役割 
　 

 2日目 

　● 自己紹介及び日本の児童養護についての紹介 

　● フレッシュスタート 

　   ・性的虐待への対応プロジェクト　 

　   ・虐待をめぐる調査と調査に基づいた科学的実践方法の開発 
　 

3日目 

　● 児童保護の概要 

　   ・イギリスにおけるフォスターケアの取り組みについて 

　   ・トラウマをもつ子ども・青少年へのケアについて 

　● 総括 

 

終日自由行動 

 

ホテルチェックアウト 

市内視察 
　 

ロンドン発　NH202 

 

　　　　　　　　　                                     　⇒　（機中泊） 

成田着（お疲れ様でした！） 

 

解散 
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1．基本的概要
豊かな国土をもつ国フランスは、10世紀の終わ

りに独立国家としてスタートした。

以来ヨーロッパの経済や文化の中心として繁栄

し、今もなお、ファッションや芸術などさまざまな

分野で世界の注目を浴びている。

・国　名：フランス共和国（共和制）

・面　積：54万7千平方キロメートル

　　　　　（日本の約1.5倍）

・人　口：約6,220万人･（推計）･

・宗　教：人口の62％がカトリック教徒

･ 以下イスラム教6％、プロテスタント2％、

ユダヤ教1％

・行政区：大区分は22の地域圏（レジオン）、

地域圏は99の県（デパルトマン）によっ

て構成。それ以下の小区分としては

市町村（コミューン）や郡（アロンディ

スメント）がある。　

2007年9月現在

2．フランスの憲法
フランスの憲法（フランス共和国憲法）は、1958

年に制定された。その前文には1789年のフランス

人権宣言と1949年の第四共和国憲法を踏まえ、「自

由・平等・友愛」の精神をうたっている。

この精神は国旗のト

リコロール（3色）によっ

ても表されている。この

旗は、1789 年のフラン

ス革命の際、国民軍が

使用したものをもとに作られた。

フランスの憲法は「人民の、人民による、人民

のための政治」を原則に掲げ、「共和国、法の前の

平等」と「国民主権」「政党活動の自由」をそれぞれ

認めている。この憲法を基にさまざまな法律や制

度が展開されることになるが、それらは時代の変

化と国民の状況にあわせ、見直しや強化、改正な

どが柔軟に行われている。こうしたフランスのあり

方は、数多くの戦いと革命の歴史に翻弄されなが

らも、そこに生じる数々の難問を乗り越えてきた、

人権の国としての国民性を強く感じるものである。

3．教育制度
フランスにはバカロレア（中等教育の終了の証

明と高等教育入学資格を併せ持った国家試験）

や、職業教育など独自の教育制度がある。バカロ

レアに合格すれば、一部の名門校やグランゼコー

ルを除き、大学に入学することができるが進級認

定は極めて厳格になされている。また、初等教育

の段階から飛び級や落第制度があるのも特徴的

である。

Ⅰ　　　フランスの概要

  第 1 章
  フランス報告

パリ 

マルセイユ	

ストラスブール	

リヨン	リモージュ	

地中海 

ビスケー海 

イギリ
ス海
峡 

ナント	

ボルドー	
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就学前教育･･･

主として幼稚園で3歳から5歳の幼児を対

象に行われる。幼稚園は保育所・託児所と小

学校の中間に位置する教育機関とされ、保育

料は無料である。3〜5歳児の就学率はほぼ

100％。義務教育は、初等教育の5年間と前

期中等教育の4年間である。

初 等 教 育･･

エコール（小学校）での5年間で行われる。

全ての子どもが卒業するまでに自分の考えを伝

えるための基礎的なコミュニケーション能力を

身につけることが最重要の目標となっている。

中 等 教 育･･

コレージュ（中学校）、リセ（高校）、職業リ

セにて行われる。

①　前期中等教育〜コレージュ（4年制）に

て行われる。ここでの4年間の経過に基

づき、後期中等教育の学校や過程に振り

分けられるが、日本のような高校入試制

度はない。

②　後期中等教育〜リセ（3年制：普通教

育および技術教育。卒業時にそれぞれの

コースに応じたバカロレアを受験する）、

または職業リセ（･2年制：就職希望者を

対象とする職業資格の取得を目的とした

教育。過程終了後に国家試験に合格す

れば｢職業適格証｣と｢職業教育免状｣

を取得できるが、職業バカロレア取得を

目指す場合は更に2年間、計4年間を要

する）で行われる。

高 等 教 育  

主として国立および私立の各大学とグラン

ゼコールで行われる。

大学が高等教育大衆化の普及を目標にして

いるのに対し、グランゼコールは、行政・技術・

ビジネス分野における指導者（エリート）養成

を目指している。グランゼコールに入学する場

合、原則にはバカロレアを取得後にグランゼ

コール準備級を経てから各学校の入試に合格

しなければならない。

その他の高等教育機関としては、技術短期

大学、上級技術者養成課程職業専門学校等

がある。

3.1  主な流れ
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3.2  近年の動向

フランスは資格社会であると言われる一方で、

労働人口の約61％の人々が無資格者、あるいはバ

カロレア以下の肩書きしかないという調査結果もあ

る。しかし、資格を持たずに就職することは現実

的に困難であるため、近年では全ての生徒が何ら

かの資格が取得できるようさまざまな政策を進めて

いるところである。特により多くの生徒がバカロレ

アの資格を取得できるよう、教育資格と職業資格

の共通化を図る取り組みがなされている。このよう

に高等教育の大衆化が進む中、グランゼコールの

ようなエリート教育のあり方を疑問視する声もある

ようだ。また、飛び級でバカロレアの資格を取得す

ることができるため、いわゆる試験のための知識

だけを持って高等教育を受けることによるマイナス

面を指摘する声も聞かれた。

4．フランス人気質
芸術やさまざまな文化においては評価の高いフラ

ンスであるが、その一方で「プライドが高い」「外国

人に対しては冷たい」「無愛想」「英語が通じない」

といった評判もよく耳にする。実際はどうであっ

たか。

まず、英語を話せる人は非常に少なかった。訪

問先のひとつである児童養護施設サンニコラで、

ひとりの女性スタッフと片言の英語で話をする機会

があった。彼女は心理の勉強のためにドイツで暮

らす経験があったので、どうにか英語で会話をす

ることができるが、国内で専門教育を受ける多くの

フランス人は英語を話さないと言っていた。

印象的だったのは、専門性が“狭く深い”ことで

ある。前述のような、あらゆる分野での専門家を

養成するフランス独自の教育制度の影響なのか、

例えば研修を進める中で講師の専門以外の分野

に関する質問を投げかけても、正確な返答を得ら

れることは殆ど無かった。特に、数値的なデータ

　グランゼコールはフランス独自のエリート養成機関であるが、その中でも国立で歴史のある学校が名
門とされている。
〈主なグランゼコール〉
　1）理科系　−	 理工科学校（国防省所属）、パリ国立高等鉱業学校、
	 高等師範学校の理科、国立土木工学院（公共事業省所属）、国立高等農業学校、
	 陸軍学校、海軍学校、空軍学校等
　2）文科系　−	 高等師範学校（文部省所属）、国立古文書学校等
　3）商科系　−	 高等商業学校、パリ高等商業学校、高等商業科学研究学校等
　4）その他　−	 国立行政学院（総理府所属）、国立美術学校（文化省所属）、国立高等音楽院等

　特殊性を示すために幾つか例をあげると、まず文部省所属の高等師範学校の場合、授業料が無料で
あるだけではなく、生徒には公務員試補手当が支給される。その代わり、卒業後の10年間は公教育機
関に勤務することが義務付けられ、それ以外の道に進む場合には在学中の寮費（全寮制）や手当てを
弁済しなければならない。在学中（4年間）はパリの大学で授業を受ける他、師範学校内での独自の講
義を聴き、指導を受ける。
　また、国立行政学院はフランス超エリート官僚養成学校であるが、入学するのが極めて難しく、入学
するまでに各地の政経学院で3年間学ぶか、公務員として5年のキャリアを積んでから内部選考を狙う
ことになる。その代わり、卒業後はフランスの高等公務職の地位に就く権利を与えられ、一般的に国家
公務における貴重なキャリアを保障されることになる。

グランゼコールについて
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については揃うことがまず無い。おそらく、各分野

でそれぞれの専門性を持って活動する彼らにとっ

て、福祉全般を数値的に把握することは、それほ

ど大切なことではないのであろう。その代わり、専

門分野においては、並々ならぬ研究意欲と高いプ

ライドを持って職を全うしているという印象を受け

た。そして、一人ひとりの専門性が決して独り歩き

することなく有機的に重なり合っている。その仕組

みは、明確な役割分担と深い信頼関係によって支

えられているのである。

さらに私たちを驚かせたのは、権利や人権につ

いての感覚の違いである。フランスの人権意識につ

いては後にも述べるが、日常的に行われるデモや

ストライキは、フランス人にとって権利主張のため

の大切なアクションであることがよく分かる。研修

中のある日、バスの運転手は、契約した労働時間

を過ぎたので私たちにバスから降りて欲しいと言っ

た。ホテルまではそれほど遠くはなかったが、同乗

していた講師を学校まで送って行けば、超過勤務

が大幅に増えてしまうというのが彼の訴えのようで

あった。交渉の結果、講師だけがバスを降りて地

下鉄で学校へ戻り、私たちは何とかホテルまで送っ

てもらうことができた。私たちにとっては信じられ

ないが、彼にとっては当たり前の主張だったのだろ

う。どんなに研修予定が詰まっていても、「フランス

人はご飯を食べないと働かない」と言って、たっぷ

りとランチタイムを取っていたのを思い出しながら、

あながち冗談ではないのかもしれないと思ったもの

である。

その他にもタクシー会社のデモ行進に出会った。

研修中、ミャンマーで日本人ジャーナリストが殺害

された日には、すぐに在仏日本人やジャーナリスト

が集結した。自分の権利を非道におびやかす相手

に対し、その非を訴えることは当然のことであり、

フランス人らしく生きることなのだと思った。
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1.  はじめに
福祉の分野で働く者は誰でも、ヨーロッパにお

ける社会福祉の歴史を学んだはずである。しかし

ながらその殆どがイギリスやドイツ、スウェーデンの

施策であり、フランスについての情報や知識は皆

無に等しい。これまで32回を重ねる資生堂児童福

祉海外研修においても、いまだ足を踏み入れてい

ない国、フランスへの訪問は、期待で胸がいっぱ

いになるのに十分であったが、その一方で、フラン

ス語での研修は理解が難しく、例え通訳者の協力

があったとしても困難なものになることが予想され

ていた。実際、私たちは研修を進める中で通訳者

によって解される内容と、日本の社会福祉制度と

を重ね合わせながら、幾つかの用語を作り出すこ

とになる。

後にも詳しく述べるが、フランスにはアソシアシ

オンと呼ばれる民間団体が数多く存在し、児童に

限らず福祉政策の中枢を担っている。また、さま

ざまな福祉手当や司法からのアプローチ、指導員

の活躍などフランス独自のサービスが網の目のよう

に複雑に絡みながら展開されている。この複雑さ

と言語理解の難しさとが重なって、私たちの頭の中

をさらに混乱させた。家族形態の変化や虐待問題

の増加、そして施設養護の現状など日本との共通

点が多く見られながら、フランスの福祉政策につい

て見識を深める機会が少なかったその背景には、

言葉の壁と福祉シス

テムの複雑さがあっ

たのかもしれない。

2.  フランスの歴史と児童福祉政策
フランスにおける児

童福祉政策を学ぶ時、

まずはフランスの歴史

を知らなければなら

ない。「フランスの社

会福祉の歴史を理解

するとフランスの現状

が分かる」とは、パリ

第10 大学（パリ大学

は第1から第13までの大学がある。第10大学は

歴史学・地理学・文学・心理学・教育学の5つの

学部を有する）の教授であり、･私たちが訪問したエ

トシュープ（ECOLE･SUPERIRURE･DE･TRAVAIL･

SOCIAL：社会福祉高等専門学校）の責任者でも

あるクロード・ルイエ氏の言葉である。エトシュープ

は、250校ある社会福祉に関する高等専門学校の

うち最も古い学校の一つであり、90年の歴史をもっ

ている。もとは児童福祉における管理職を養成す

る専門学校であったが、1950年からは管理職以

外の福祉職員の教育や、その他の分野にも活動を

広げた。現在では単に福祉に携わる職員を育てる

だけではなく、福祉現場の職員のスーパーバイザー

的な役割を担っている。

ご存知の通りフランスはヨーロッパの大国であ

る。100年戦争やフランス革命、ナポレオンなど、

数多くの戦いや革命の史実を思い出す人も多いこと

だろう。それ以降もフランスの地はたびたび戦いの

場となり、多くの犠牲者を出すことになった。そし

て社会の混乱に合わせ、子どもたちをめぐる政策

も変化をしていったのである。

エトシュープでの講義をもとに、フランスの歴史

的ポイントと子どもたちへの対応について以下の通

りにまとめてみた。

Ⅱ　　　フランスの歴史  〜児童福祉の視点から〜

エトシュープ外観

凱旋門
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1600年代	
	
	
	
	
	

1789年	

1830年	

1889年	
	

1901年	
		
	
		

1905年	
	
	
	

1914年～	

1930年頃	

	

	

1936年	

1939年～	

1945年	

1945年～	

	

	

	

	

1958年	

1968年	

	
1970年	

1983年	

1986年	

1989年	

年　代	 歴史的ポイントと子どもへの対応	

・医療関係の入所施設しかなく、治療主体というよりは隔離が目的であったため、多くの子ど
もたちが施設で命を落としていった	

・宗教戦争（1562～1598）により多くのプロテスタントの子どもたちをカトリックに強制
的に改宗。改宗した子どもを家族に返すことはできないので、家族を抹殺してしまおうとい
う発想が生まれた。この発想は、問題のある家庭から子どもを隔離し社会に適応できるよう
育て直そうという現代の考え方につながっている			

フランス革命			
・フランスで初めての更正施設がつくられる（保護が必要な子どもと罪を犯した子どもが入所）			
｢虐待された児童または精神的に遺棄された児童の保護に関する法律｣制定	……	フランスで初め
ての児童保護法。親権の失権と一部剥奪を定める			
・国営の更正施設内での虐待や殺人が頻繁に起こり、社会的批判を浴びて次々に閉鎖される。
その後はボーイスカウトによる施設経営が主流となるが、処遇は軍隊的であった（1940年
頃まで続く）	

・アソシアシオンの法制化			
政教分離	
・それまで慈善的に子どもたちの養護にかかわってきた施設関係者が処罰の対処となり、子ど
もたちは投獄されるか海軍に入隊するかのどちらかの選択を迫られた	

・国も施設経営を積極的に推し進めるようになる			
第1次世界大戦（～1918）			
・施設養護の見直し：裕福な階級の人たちが子どもの保護を始める。子どもたちは仕事（農業・
漁業・その他の産業）に従事をしながら教育を受ける。男子が入所する施設は更正施設と呼
ばれ、女子は“悪い者（非行）から守る”という意味の施設に入所した（売春防止）。教育施
設でありながら人生哲学を教える場所でもあった			

｢児童保護に関する法律｣制定	……	1889年の法律の見直し。親権失権の行き過ぎた適用を是正			
第2次世界大戦（～1945）			
｢少年非行に関する法令オルドナンス｣	……	少年判事の設置			
・この頃、指導員の仕組みが生まれる	
・指導員が子どもたちの保護に携わるようになり、さまざまな役割の指導員が生まれる	
		（①施設指導員	②予防対策指導員	③街角指導員	④在宅指導員）	
・児童養護施設や一時保護施設が開設される	
・戦後、罪を犯した子どもについて、｢罪を犯すのは彼らが犯罪の犠牲者だからではないのか｣
という議論がなされるようになる			

｢危険な状態にある児童と青少年の保護に関する法令オルドナンス｣			
学生運動や女性の解放運動が活発化	
・施設養護に新しい流れ。鉄柵のある少年院を無くし、大規模施設が次々と閉鎖となる			
｢親権に関する法律｣制定			
地方分権化。社会福祉一般に関する国の権限が県に移行する			
児童社会福祉援助機関（ASE）の任務が法律上明確化される			
予防・児童保護法制定	……	1889年制定の保護法の見直しと強化。子どもの虐待について県の
　　　　　　　　　　　	役割と、専門家および国民全体の責任を明確化。子どもの保護に関	

																																						する体系が完成	
子ども権利条約批准	
※条約批准後、条約の規定に適合させるべく子どもや家族にかかわるさまざまの法律の規定が
改正・強化される	
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注目すべきは1889年の「予防・児童保護法〜虐

待された児童または精神的に遺棄された児童の保

護に関する法律〜」である。今から100年以上も前

から、保護を必要とする子どもに対する体系が法

律で定められていたことになる。

ちなみに、フランスにおける児童とは0歳から17

歳までとし、18歳からは成人としてみなされ選挙

権も与えられる。ただし21歳までは「青年になっ

たばかり」という理解のもと、支援の対象とみなさ

れる。満21歳を迎えるとその日から、支援の必要

な青年は児童福祉以外の施策によって支えられる

ことになる。

この法律は1936 年の見直しと改正がなされた

後、1989年には「予防・児童保護法」となり、関

係機関の連携の活性化と、有機的なネットワーク

の実現が見られたが、2004年、2007年とさらに強

化され、虐待を受けている子どもたちに対する保

護と支援について、国の責任が法的に義務付けら

れた。こうした法改正の背景には、家族形態の急

激な変化に伴う新たな社会問題の増加により、こ

れまでの法律では子どもの人権が守りきれないと

いう現実が常にあったのである。

　アソシアシオンはフランス特有の民間の非営利団体であり、スポーツ・文化・家族・レクリエーション

など広範囲にわたって組織化されている。1901年7月1日の非営利民間組織法によって、非営利であ

れば法人格が与えられ、あらゆる分野のアソシアシオンが設置できるようになった。フランスの福祉分

野はこのアソシアシオンで賄われている。フランスでアソシアシオンは約100万団体あり、そのうちの

15％が大きな組織として活躍している。また、フランスの給与所得者の4％がアソシアシオンに属して

いる。

　アソシアシオンの財源はさまざまで国からの出資もある。最近はアソシアシオンが増え、国の財政が

ひっ迫するといった問題も出てきている。また、アソシアシオンが増えすぎて、アソシアシオンの活動

自体、市民に知られていないというのも事実である。こうした状況に対し法律の強化がなされ、アソシ

アシオンを設置する際には、活動の目的を明確に定義することが義務づけられると共に、政府との間で

出資金額を確認してから活動を始めるようになってきている。

アソシアシオン（L’association）について
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3.  現代のフランスが抱える問題

3.1  ｢人権の国 ｣ フランス 

       〜子どもの権利と親権〜

フランスは、先進国の中では出生率が高いもの

の、日本と同様、少子高齢化が進み、合わせて非

婚・離婚によるシングルマザーや子どもを連れての

再婚の増加など、家族形態が大きく変化している。

そしてそこに生じる新たな養育問題が大きな社会

問題として取り上げられている。特に、非婚と離

婚の増加は非嫡子の問題など新たな問題を生ん

でいる。

また18歳を過ぎても親元から離れることなく、

社会的に自立のできない青少年の増加についても

指摘があった。日本で数年前に「パラサイトシング

ル」という言葉で表現されたものと類似しているが、

それが広義の児童問題としてあげられるところが

なんともフランスらしいと思った。つまり、個人の

権利を尊重する一方で、社会に対する大人、社会

人としての責任を求める強い姿勢は、「人権の国」

と呼ばれる所以であると感じたのである。そしてそ

の姿勢は、一人前の社会人を育て上げられない大

人たちに対し、責任を問いかけているようにも思

えた。

子どもの権利についても、フランスは古くからそ

の保障に努めていた。ただし、成人として認めら

れる18歳までは、人権擁護の視点に立ちながら、

親権をもって子どもの権利が保障されている。言

い換えれば、親権は親の権利を行使するためのも

のではなく、子どもの人権を保障するためのもので

あり、このことは1970年の「親権に関する法律」に

よって示されている。親は子どもの養育において権

利と義務を要し、子どもの安全と心身の健康を保

障しなければならない。定められた住居での養育、

教育（宗教教育も含む）、子どもの移動やコミュニ

ケーションに至るまで、「子どもにとって必要なものは

何か？」という判断のもと、親の義務が定められて

いた。

フランス

で は、「 可

能な限り、

子どもは親

のもとで育

てられるこ

とが望まし

い」という考えが強い。親にとって、「親権を手放し

子どもの養育の権利と義務を放棄することは、罪

に値する」のであり、こうした宗教的背景に根付い

た考え方は、子どもと家族に対する福祉政策におい

て、広く深く影響している。

実際、深刻な虐待の事実が認められる場合に

も、親権が剥奪され、親子関係が完全に断ち切ら

れることは殆ど無い。どんなに未熟な親であっても、

自分の抱える問題を解決し、成長する可能性と権

利を持っているのである。

しかしながら、例えば虐待問題によって子どもと

親とが離れて生活することになった場合、子どもへ

のケアはさまざまな関係機関によって保障されるも

のの、その間の親支援、家族支援はまだ不十分で

あるという意見もあった。経済的な困窮が虐待に

つながることもあれば、「いかに子どもをきちんと育

てるか？」と強く思うあまりに虐待行為が生まれる

場合もある。経済的な支援はもちろんのこと、そ

れにあわせて親、家族の精神的支援（親子間で起

きてしまった事実を抹消させるのではなく、加害者

としての自分を受け入れることによって成長のきっ

かけをつくる）や親指導（暴力によらない子育ての

教育など）の必要性が叫ばれていた。

3.2  児童虐待問題と未成年犯罪の増加

日本と同様、児童虐待問題もフランスの社会問

題の一つである。

フランスでは要保護児童を①被虐待児②リスク

のある子ども③危険な状態にある子どもの3つに大

別し定義している。

支援体系は、行政的保護と司法的保護という大
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きな2つの柱をもとに広がっており、その中枢を担

うのがアソシアシオンである。近年は予防対策にも

力を入れているが、詳しくは後で述べることとする。

児童虐待の背景には、前述の通り、家族形態

の変化と新たな家族関係上の問題が見られるが、

自由な学校教育の弊害を指摘する声もあった。

もう一つ、未成年犯罪の増加も現代フランスが

取り組むべき大きな課題である。未成年犯罪は近

年増加の一途をたどり、犯罪の低年齢化と15歳

以上の犯罪の悪質化が特に問題とされていた。未

成年犯罪については国民の関心も高く、特に犯罪

の多い地域（マイノリティーが多く暮らす地域）の住

民はかなり敏感になっているようだ。

1968年以降、鉄柵で囲まれた施設処遇の是非

が問われ、次 と々閉鎖していったという歴史があり

ながら、2007年に入ってから巨額の国家予算を投

じて新たな更正施設が作られた。「だめなものはだ

め」｢悪いことをした子は収容する｣という発想が

再び生まれたことはとても皮肉なことである。現在

フランスでは、罪を犯した未成年は指導員によって

在宅での支援を受けるか、罪の重さによっては更

正施設へ入所することになる。しかしながら、更正

することはなかなか難しく、結果として青年となっ

た後に刑務所に入るケースが多いというのが現実の

ようである。5月にニコラ・サルコジ氏が大統領に

就任し、罪を犯した未成年者に対する関係法の厳

罰化の流れが強まる一方で、それを憂う声も多い。

日本の少年法が改正された時のことを思い出す。

3.3  フランスから日本を振り返る

フランスと日本の両国において、社会が抱える問

題点には幾つかの共通点が見られた。少子高齢化、

家族形態の変化、虐待問題、そして犯罪の低年

齢化と悪質化、凶悪犯罪の増加、そして未成年に

対する厳罰化の流れに至るまで酷似している。

歴史や文化の違いから価値観に相違が見られる

のは当然のことであるが、フランスの研修を通して

一番強く感じたのは、人権意識の違いである。フ

ランスは周知の通り、フランス革命を乗り越え、世

界に向かって人権宣言をうたった国である。その人

権に対する想いと、歴史的な偉業を成し遂げたこ

とによる誇りを今もなお持ち続けていた。

フランスの児童福祉施策を歴史と共に見ていく

と、革命や戦いの歴史に翻弄されながらも、その

時代、時代に即した法律や施策に次 と々改め、生

み出していったのが分かる。そしてその根底には

常に人権に対する確固たる想いが流れているので

ある。例えば、児童虐待問題において、どんな深

刻な状況であっても、親が親権を放棄しない限り、

親権がなくなる（剥奪される）ことはないという現

実は、「どんな親であっても、人としてどこか変われ

る何かがあるのではないか。希望を持つべきであ

る」という人間の本質に立った考え方によって支えら

れている。そして、一つの方策が行き詰っても別の

対応がなされ、そこで改善が見られなくてもまた別

の対応が柔軟になされていく。･現場での困惑が新

しい体制を生み出していくのである。

ちなみに、少子化問題についてフランスは早くか

ら取り組みを始め、1994年に1.65であった合計特

殊出生率が、2005年には1.94にまで回復したとい

う実績がある（なお、日本の2005年の合計特殊

出生率は1.26）。これは、保育サービスの充実な

ど福祉的な施策だけによるものではなく、子どもが

多い家庭ほど住民税等が安くなる制度（N分N乗

税制）や、公共交通機関の割引制度、20歳までの

育児手当にみられる社会保障制度の充実など、国

をあげての取り組みの成果である。

日本もまた社会構造やライフスタイルの急激な変

化、価値観の多様化により子どもを取り巻く環境

も大きく変容した。特に効率性や利便性を求める

大きな流れは、日本古来のコミュニティーや地域

の独自性を消失させたが、このことは児童虐待の

増加という問題とも深く関係していると言える。大

きな力をもったマスコミの影響も加わって、加害者

となった親に非難が集中しがちであるが、彼らもま
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た生きにくいこの世の中の犠牲者なのではないだろ

うか？

親権の考え方にしろ、里親制度の捉え方にしろ、

フランスと日本との違いには宗教的、歴史的な背

景が大きく影響しており、安易に比較ができない

のはもちろんのことである。ただ、支えるべき人た

ちの現実をしっかりと見据える目と、その現実に応

えていく上での専門性、変化にすばやく対応する

柔軟性は、共通して不可欠なものであると思った。

フランスにおける福祉現場職員の高いプロ意識と、

彼らを強く後押しする国の姿勢には見習うべきこと

がたくさんある。誰もが生きやすい世の中とは？豊

かに暮らすことはいったいどういうことなのか？フラ

ンスの地で、人権に対する頑なな想いとフランス人

としての誇りに触れることにより、自国日本におけ

る児童福祉政策の方向性について、新たな視点と

多くの示唆を与えてもらった。

エトシュープでの研修の様子
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また、被虐待状況にあわせて１）被虐待児･･2）虐

待リスクのある子ども･･･3）虐待の危険な状態にある

子ども･ に分類されるが、虐待リスクのある子どもの

数は児童社会福祉援助機関（ASE）や児童司法保

護機関（PJJ）が関与したものすべてが含まれ、被

虐待児および虐待のリスクのある子どもの合計が

虐待の危険な状態にある子どもの数である。

被虐待状況区分別の状況は【表2】参照。

１．フランスにおける児童虐待と児童保護

1.1  フランスにおける児童虐待の定義

フランスにおける児童虐待の分類は法的には

定められていないものの、一般的な定義におい

て、1）性的虐待（近親相姦含む）･･2）身体的虐待･

3）心理的虐待･･･4）ネグレクト･に分類される。

フランスの虐待発生状況別（2004年）については

【図1】参照。

また、それぞれの発生件数については【表1】･

参照。

Ⅲ　　　フランスの児童養護対策

	

心理的虐待	
およびネグレクト	

36％	
身体的虐待	
35％	

性的虐待	
29％	

社会福祉統計機関（ＯＤＡＳ）より	

フランスの虐待発生別状況【図1】（2004年）	
	
	

社会福祉統計機関（ODAS）にみる虐待それぞれの発生件数（件）【表1】 
 

身体的虐待	

性的虐待	

心理的虐待および	
ネグレクト	

8,200	

4,500	

7,400

8,100	

4,800	

6,700

6,600	

5,500	

5,300

5,800	

5,600	

5,500

5,600	

5,900	

7,000

5,600	

5,200	

7,200

6,600	

5,500	

6,900

1998年	 1999年	 2000年	 2001年	 2002年	 2003年	 2004年	

社会福祉統計機関（ODAS）にみる被虐待状況区分別状況（件）【表2】 

被虐待児	

虐待のリスクの	
ある子ども	

虐待の危険な	
状態にある子ども	
（TOTAL）	

19,000	

53,000	

72,000

18,500	

55,000	

73,500

18,300	

65,500	

83,800

18,400	

66,600	

85,000

18,500	

67,500	

86,000

18,000	

67,500	

89,000

19,000	

76,000	

95,000

1998年	 1999年	 2000年	 2001年	 2002年	 2003年	 2004年	
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1.2  フランスの児童保護

フランスにおける児童保護は、大きく分けて行政

的保護（Protection･Administrative）と司法的保護

（Protection･Judiciaire）に区分される。

（1） 行政的保護（Protection Administrative）

行政的保護は県議会管轄の児童社会福祉援

助機関（ASE）が主に対応する。基本的には親

からの相談や親の了承を得た上で、その支援方

法や内容が決定される。

（2） 司法的保護（Protection Judiciaire）

司法的保護は法務省（国）管轄の児童司法保

護機関（PJJ）が主として対応し、児童司法保護

機関に属する少年判事の決定に委ねられる。ま

た、司法的保護の場合、親の承認がなくとも半

ば強制的に子どもを保護する権利がある。

（実際には、少年判事が不足しており虐待へ

の対応が滞っている）

1.3  フランスの虐待通告システム

虐待通告は、【表 3：P.23】に記したように、

各関係機関や個人、および社会福祉統計機関

（ODAS）や児童危険観測機関（ONED）、ONED

内の児童虐待の電話相談サービス（SNATEM＝

119）といった組織を経て、児童社会福祉援助機関

と児童司法保護機関に対して行われる。

虐待通告の割合は児童社会福祉援助機関に対

して約30％、児童司法保護機関に対して約70％

と、後者に対しての通告が過半数を超える。しか

し虐待通告の受け入れ後、児童司法保護機関の

少年判事が児童社会福祉援助機関側での処理が

ふさわしいと判断した場合、虐待通告のケースが

児童福祉援助機関に委託されることもある。また、

その逆に児童保護において親の同意が得られず、

強制力が必要と判断された場合は児童社会福祉援

助機関から児童司法保護機関に対して、ケースの

委託がされることもある。

児童社会福祉援助機関に虐待通告のあったケー

　1983年の地方分権化の法律に基づき、社会福祉一般に関する国の権限が県に移行し、任務と援助

が規定された機関である。

　県議会（Conceil	general）の管轄下にあり、運営費は県より出資されている。その活動内容は幅が

広く、被虐待児のケース受託、児童虐待予防対策、里親受付窓口などの役割があり、緊急援助を含め

た児童保護対策を行っている。

　いわば、日本の児童相談所のような役割をしているといえる。

児童社会福祉援助機関（ASE ＝ Aide sociale a l`enfance）

　1945年に創設、法務省管轄下にあり、運営費は国より出資されている。この機関の中心的存在は

少年判事である。少年判事は元々、各県に設置されている大審裁判所に属する司法官であったものが、

3年を任期として児童問題専門担当として指名され、児童保護についての必要性について審議を行う。

特に、援助措置を親が同意しない場合において少年判事の判断で、親子分離（児童養護施設入所など）

などの措置命令を行うことができる。

　また、少年更正施設（CER）への入所措置決定もこの機関が行っている。

児童司法保護機関（PJJ ＝ Protection judiciaire de la jeunesse）
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スは親の同意の下、家族に対しての支援、子ども

に対しての支援などケースに応じて支援内容が決め

られる。

虐待通告はすべての人に義務が課せられており、

虐待通告の仲介としては、･1. ･学校　2.･病院　

3.･ソーシャルワーカー･･が多い順としてあげられる。

また、農村部における虐待は発見されにくく、危

険を察知してもらえるよう政府から通告が出され、

学校が中心となり虐待発見に向けて取り組まれて

いる。

また、2000 年には虐待通告体制の見直しがな

され、国（1人）及び県（99県99人）に児童養護

員（Le･defenseur･des･enfants）･がそれぞれ1人ず

つ配置された。彼らの活動は国の予算でまかなわ

れるが、国や県に属さず、民間組織（アソシアシ

オン）にも属さない独立したものである。国および

県ごとに存在し、福祉機関や少年判事への虐待

通告の仲介役であるとともに児童保護に関する法

律に対して意見できるアドバイザーとしての役割を

兼ねている。虐待通告義務に対する児童養護員

は、定められた期間の任期を務めるが、かつて福

祉関係者であったものが任命されることがほとん

どである。

1.4  フランスの児童養護と親権

フランスでは100年以上前からの法律で「親は

子どもを守るものだ」と定められており、親は子ど

もが18歳になるまでは、子どもに対しての権利（親

権）をすべて所持していることが記されている（フラ

ンスでは満18歳が成人年齢）。詳細には子どもの

安全、健康、精神衛生、教育（宗教教育含む）、

定住居、移動、人との関係（コミュニケーション）、

精神面、モラル面、健康管理、財政面、人権（誰

が見ても正しいもの）などの子どもの権利は親が所

持するものとし、同時に責任は親に課せられるも

のとされている。

また、宗教（カトリック）上の理由から親権に対

しての意識が強く、親権を手放すことは子どもとの

繋がりを全て断ってしまうと同時に子どもを捨てた

という罪の意識に苛まれることに深くかかわってく

るという。

また、たとえ虐待行為が事実あったとしても、

　県（地方自治体）の組織であり、地方における社会問題について統計調査を行っている。また、高齢者、

身体障がい者など日常生活に支障がある人々への援助や、子ども及びその家庭への援助などについて

調査活動を行う機関である。

社会福祉統計機関（ODAS＝Observatoire nationale de l`action sociale decentralisee）

　社会福祉統計機関（ODAS）を補う機関であり、さらに細かい地域に対し、詳細な調査項目を設け、

国全体にて統計的に表している。

　おもに県ごとの「虐待の危険な状態にある子ども」の状況を細かく把握し、その対応方法についても

細かく分類している。

　この機関の調査は年毎に報告されており、ヨーロッパ全体の研究も行っている。また、児童危険観測

機関内に児童虐待全国電話サービス（Le119		SNATEM）が配置されている。

児童危険観測機関（ONED ＝Observatoire nationale del`Enfanceen Danger）
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1.6  フランスにおける里親制度

里親の申請窓口は児童社会福祉援助機関にあ

り、相談・面接が行われる。里親としての資格要

件は下記の項目を満たしていることにある。

1）･住居を所持していること

2）･母親としての立場になれること

3）･児童社会福祉援助機関（ASE）で30 時間の

･････････研修を受けること

････････（心理学・里親になったときの問題点の説明等）

4）･精神状況テストを受けること

5）･国籍に関わらず子どもを受け入れること

以上の要件が満たされていれば、女性一人であっ

ても、子どもを3人まで預かることができる。しかし、

実際には里親は不足している状況にあるという。

それには、支給される費用が里親としての役割に

対して低いことや、里親になると私生活が制限さ

れることが理由としてあげられる。また、養子縁組

を前提とした里親は多いが、前記したように宗教

上の影響などから親権放棄しないケースがほとん

どであり、このことも里親委託増加に至らない要

因と考えられている。

現在のフランスにおける里親委託と施設入所の

割合は、里親：施設＝6：4である。子どもの状況

に合わせて里親委託と施設入所のどちらがよいか

判断されるが、里親委託の場合、実親と里親のラ

イバル関係が発生し、関係が複雑化するのであれ

ば施設入所の方がよいのではとの考え方もある。

親権放棄に関して言えば、子どもが施設入所、

里親委託などにて2年間を経過すると、実親に対

して親権を放棄するかどうかの通知が少年判事よ

り届く。

法的に親権剥奪が行なわれることはほとんどなく、

親が親権を放棄する意思を示さない限り親権が他

人にわたることはない。

1.5  フランスの虐待予防対策

フランスでは虐待予防対策として、妊娠中の母

親に対して生まれてくる子どもを養育できる能力が

あるかどうかの審査がある。これは母子保健機関

（PMI）が実施している。以前は危険があると判断

された場合のみ実施されていたが、2007年の法改

正により、すべての妊娠中の女性に対して、養育

能力の審査が行われている。妊娠中に何らかの理

由にて審査が行われなかった場合、児童社会福

祉援助機関（ASE）にて審査が行われる。

細かい判断内容は決められていないが、養育能

力の欠如があったり、養育にふさわしくない状況

であると判断された場合、児童社会福祉援助機関

（ASE）より、子育てや家事の援助、家庭訪問指

導などが行われる。母子保健機関（PMI）などに

て養育困難との判断がされ、親の許可が得られな

い場合は児童司法保護機関（PJJ）の少年判事の

判断に委ねられる。

また、未成年の妊娠女性のための施設〈母子保

健機関（PMI）に属する〉が県ごとに2〜3カ所あり、

県の財政にて運営されている（1施設15世帯〜20

世帯）。子どもが6歳になるまで入居が可能である

が、ニーズが高く現状では数が不足している。

　県議会の管轄下にあり、虐待予防対策（母性保護、新生児・障がい児の養育及び療育など）に力を

いれ活動している。いわば、日本のかつての「保健所」とほぼ同じ機能を持っている。

母子保健機関（PMI ＝ Protection maternelle et infantile）
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虐待通報	

フランスにおける児童保護のシステム【表3】   

児童社会福祉援助機関	
（ASE）	県管轄	

行政的保護	 司法的保護	

母子保健機関（PMI）・各福祉機関	
学校・病院・親・祖父母・親戚	

ODAS・ONED（SNATEM＝119）など	

相互連絡・委託	 児童司法保護機関	
（PJJ）法務省管轄	

少年判事のもとにて第1回審議	
子ども・家族・弁護士　同席	

アソシアシオンによる調査	

調査機関（E.S）	
指導調査機関（I.O.E）	

アソシアシオンによる支援	

性的・医療的問題の援助	
両親への援助	

児童在宅支援（AEMO）	
施設入所（一時保護）	

里親委託	
もしくは	
施設入所	

財政的支援	
生活介助	

児童指導（AED）	

少年判事のもとにて第2回審議	
子ども・家族・弁護士		同席	

児童在宅支援	
（AEMO）	

施設入所	家庭へ	

家庭へ	 問題がある場合	

【アソシアシオンによる支援】	

【アソシアシオンによる支援】	
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2．ビュゾンバル・アソシアシオンの
　  取り組み

2.1  ビュゾンバル・アソシアシオンの概要

1962年児童養護のため、特に予防対策の目的

で家族手当金庫と赤十字の援助を経て、パリの

郊外にアソシアシオンとして設立された。その後、

オードセーヌ県北部にてファミリーソーシャルワーク

業務を主な活動としてきた。さらに住宅援助サー

ビス業務を兼任し、1998年に県全体をカバーして

いる。県の予算のもと活動が行われており、現在

は主に下記の5つのサービス機関が存在する。な

お、児童支援活動の詳細については【表4：P.25】

にて説明するが、今回訪れた施設では家庭支援業

務（SEMO）に限定して行われている。

（1） 児童指導（AED）

・判事の決定なしに行われる子どもに対する

活動

・職員数：90人（指導員・心理職）

・全国７カ所に存在するが、パリ地区では唯一

（2） 家庭支援業務（SEMO）

・･児童在宅支援（AEMO）家計管理（TPSE）

指導調査機関（IOE）を総括して行う

・職員数：40人（指導員・心理職）

・フランス国内においては北部の担当と南部

の担当に別れるが南部を担当している

（3） 街角指導員（P.S）

・非行予防対策として行われる活動

・職員数：5人

（4） 住宅支援（A.L）

・社会一般生活になじめるように住宅支援を

行う

・職員数：30人

（5） 少年更正施設（C.E.R）

・未成年犯罪者を対象に行われる支援

・職員数：10人

・国の財政ではなくアソシアシオンの財政で

活動しているのはフランス国内において唯一

ビュゾンバルのマルティーヌ氏
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ビュゾンバル・アソシアシオンにおける児童支援活動【表4】 

※日本円換算は研修時の1ユーロ＝165円にて算出。	

（年間）

活動内容	

対象者	

担当者	

対応総数	

所在地	

報　告	

財　源	

2007	
年度予算	

日本円	
換算	

児童指導	

ASEより	
指示の	
あった	
0～15歳	

児童	
社会福祉	
援助機関	

1,063人	

全国	
7カ所	

ＡＳＥに対し	
6カ月ごと	
及び	
1年ごと	

県	

5,430,480	
ユーロ	

約8億	
9千6百万円	

予防対策	

14～25歳	
	

児童	
社会福祉	
援助機関	

　	

ナンデール市	
クリシー市	

	
ＡＳＥに対し	
年ごと	

県	

657,565	
ユーロ	

約1億	
8百万円	

児童在宅	
支援	

0～15歳	

	
少年判事	

253人	
（更新56人）	

	
少年	
判事へ	

県	

1,319,531	
ユーロ	

約2億	
1千8百万円	

指導調査及び	
支援方法の	
策定	

0～18歳	

	
少年判事	

180人	

県に2つずつ	

	
6カ月	
ごと	

国	

626,570	
ユーロ	

約1億	
3百万円	

家計管理	

ASEより	
指示のあった	
0～18歳の	
いる家庭	

	
少年判事	

90件	

	
県ごとに	
違いがある	

国	

363,838	
ユーロ	

約6千万円	

更生指導	

犯罪を	
犯した	

14～17歳	

児童司法	
保護機関	

6人	

マラコフ市	

	

判事へ	

国	

631,158	
ユーロ	

約1億	
4百万円	

住宅支援	

住宅	
困窮者	

社会生活	
組織	

331件	

各地域	
3分の１	

	
6カ月の	
総括を報告	

国	

1,265,503	
ユーロ	

約2億	
9百万円	

行政的保護	 司法的保護	 その他	
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2.2  児童在宅支援（AEMO）の具体的活動

        ——— 現場職員を通して

　指導員（児童在宅支援員）ソフィー氏

現在、0〜21歳までの子どもたちを24人担当

している。家庭に赴き面接を行い、子どもの家

庭環境や現状把握するとともに、少年判事より

決定された内容に応じて支援を行っている。少

年判事の支援内容の決定は家族の前で発表さ

れ、同席することもあるという。

指導員は少年判事に対しての報告義務があ

り、一つのケースは2年ごとに判事によって再判

断が行われる。

● 子どもとの面接において

・･家族が多ければ施設内にて面接

・･家庭に赴くことが主

・･子どもとの面接に様々な場所を利用

　（美術館、資料館、科学館など）

・･スポーツを利用することが多い

● 難しいと感じていること

・･性的な問題

・･家庭内不和

・･摂食障がい

・･中毒依存症

・･情緒的不安定

・･両親の精神面が安定していない子どもへの

　対応

・･子どもの安定した環境が得られない場合

・･精神科医にかかること

・･長期的な援助が必要になることが多い

　

指導員のソフィー氏

　児童在宅支援（AEMO）の活動は、日本でいうところのファミリーソーシャルワーカーとしての役割、

および福祉事務所の保健師や生活相談員などを含めた仕事内容であると感じた。「子どものために、

いかに家族を支援していくか」ソフィーさんが最後に述べた言葉であったが、子どもを家族と切り離

すのではなく、家族の中でいかに幸せに暮らすことができるかを求めていた。

　家族の中での家族との幸せを求めるには、より一層充実した支援が必要であろう。

【所  感】
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3.1  フランス研修における日本からの課題

≪ DV 加害者への支援プログラムについて≫

3.2  課題検討 ——— エトシュープ職員／

       ドミニク氏とエミリー氏

（1） 親権の違いからの回答 —— ドミニク氏

      （エトシュープスーパーバイザー）

まず、フランスと日本の親権の違いについて述

べられた。フランスにおいては前記したように、

親権の放棄は本人の意思が無ければ喪失するこ

とはなく、法令上においても親権の剥奪はない。

また、父親に対しても母親に対しても平等に親

権があることが「2002年の法律」において定めら

れ、さらに「2004年の法律」において父親の権

利、母親の権利、子どもの権利についてさらに

詳細なものとなった。親権がある限りは、居場

所を知る権利があり、いかなる状況であろうとも

居場所を知らせなければならないという。

左：ドミニク氏／右：エミリー氏 エトシュープ正門

　１カ月前に仕事を終えて帰宅すると「１歳と３歳の女児とその母親を保護した」と警察及び児童相談所

から突然言われた。

　その後、母子の行方を警察や児童相談所の方々に尋ねるが「分からない」と言われるだけである。最

近は食事ものどを通らず、仕事も辞めて不眠が続いている。「せめて居場所だけでも知りたい」という相

談であった。この父親は日常的な暴力があり、酒を飲むと特にひどくなっていたとのこと。このＤＶ加害

者への最適と思われる支援プログラムの作成をお願いします。

3．ケーススタディ ——— 課題検討と心理職のかかわり

DV 加害者である父親からの相談
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　　　   危険があっても父親に居場所を知らせるのか？

　知らせなくてはいけない。1週間前後の行方不明であればよいが、それ以上の場合、居場所
を知らせる。妻だけ保護したのであれば、居場所の追及はできないが、子どもに対しては親権が
あるため、知らせる必要がある。母子を保護する施設があるが、父親には居場所を知らせ、仲
介人を経て外部にて子どもと父親を会わせる等。

Ｑ.
A.

　　　   ＤＶ加害の父親を施設へ収容し指導する方法（トレランスゼロ）があると聞いたが？

　トレランスゼロは悪質犯罪やＤＶに関しての政策の一つであり、サルコジ大統領の選挙政
策の一つであった。
　実際にはその施設はＤＶ加害者専用の施設ではなく、ホームレスなどを収容する施設。指導
する人材も確保されていない為、実現の可能性は少ない。

Ｑ.
A.

　　　   日本は親権を剥奪できることについてどう思うか？

　フランスでは親子関係がいかなる状況であろうとも親権は完全には断ち切らないため、
1）面会　2）手紙　3）電話　4）写真　5）お互いの状況を第三者を通して知らせる などし、
お互いの存在を意識させ続ける。

Ｑ.
A.

（2） エミリー氏（心理専門員およびエトシュープ講師）からの回答

 　■ ケースに対する回答

　フランスではたとえＤＶ加害者の親であっても、親子の関係を断ち切ることはせず、親と子どもの

つながりを非常に重要視している。日本の「ＤＶからはいかに逃避して安全な暮らし」ではなく、ソ

フィー氏の話にあったように、「家族の中での子どもの幸せ」を追求しているように感じた。確かに父

親からすれば、我が子であり親子の縁は支援者の裁定で切ってはならぬものである。今後、ＤＶ逃

避者の支援とともにＤＶ加害者への支援のあり方が求められてくる。

【所  感】

・ 第一に父親の暴力の詳しい状況を知ること
・ 子どもと母親の場所を確認する
・ アルコールについての父親の問題を解決する
　例） 禁酒を指導するなど
・ 同時に父親に対してセラピーを行う
・ 子どもと会う機会をどのような形で行うかをともに考える
・ 指導員、心理職などの第三者を入れての面会を行う（弁護士は不可）
・ 初回の面接は、父親、子ども、第三者のみにて行う
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3.3  被虐待児の心理職のかかわり —— エミリー氏（心理専門員およびエトシュープ講師）

　　　   被虐待児への心理職のかかわりの現状は？

　心理職のかかわりは不可欠である。子どもの援助方法の判断を行う上ではあらゆる面からの判
断が必要であるが、その際、心理職の役割はとても大きい。セラピーも決まった方法ではなく、
状況にあわせて行っている。また、指導員は時として虐待加害者である親に対し怒りを抱えるが、
どのような距離感で接すればよいかなどのアドバイスをすることがある。子どもたちに新たな道を
歩かせるためにも、現在とこれからの状況を子どもにきちんと伝えていくことが大切と考えている。

Ｑ.
A.

　　　   被虐待児との心理職のかかわり方は？

　まずは子どもの話をよく聞くこと、話しやすい状況を作ることにある。両親の評価をするために
話をしているのではないことを説明してから子どもたちに表現をさせるようにしている。また、話
しができない子どもについては遊びや絵などを通して状態を判断する。子どもが表現できる時期
を見通すとともに、子どもが表現しようとするきっかけを逃さないようにすることが非常に大切で
ある。（玩具を壊すなどの行為で察することもある。）子どもの表現力を引き出せるだけ引き出すこ
とが大切である。

Ｑ.
A.

　　　   指導員と心理職の連携は？

　協力し合って進めている。例えば、虐待を受けた子どもを親に会わせた方がよいという考え方は
指導員にとっては納得がいかないことが多いが、納得できるまで話し合いをしている。また、指導
員に対しては虐待された本人ではないのだから混同しないこと（同一化の回避）を促すことがある。

Ｑ.
A.

　被虐待児童であっても、暴力を受けたことを事実として認識させ、それを人間形成の土台としその後の
発達につなげているという話があり、P.T.S.D（心的外傷後ストレス障がい）や心理状態への対応を含め
ると、子どもたちとのとても深い信頼関係が必要であると感じた。また、心理職の役割の重要性を再認
識させられるとともに、これからの日本における心理職のあり方およびさらなる充実を考えさせられた。

【所  感】

　今回の研修におけるフランスの児童養護対策を見ていくと、施設入所や里親委託よりも、家族支援や
虐待予防施策に力を入れているように感じられた。換言すれば、子どもと家族をいかなる状況であろう
と切り離さず、子どもたちの幸せのため家族に対しての総合的な支援を目指しているように感じられた。
そこには、児童福祉施設職員の持つべき、最も配慮を要する観点が示唆されているようであった。
　実際、子どもたちが虐待やＤＶを受けた事実は変わらない。それを自分の一部として捉えさせ、対
応できる能力を身に付けることができるかはかかわり方によって変わってくるものであろう。　

【総 合 所 感】
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1. フランスの児童福祉の現状

1.1  養護形態について

フランスでの施設利用は短期間が原則で、最終

目的はあくまでも早期家庭復帰にある。その過程

において親への指導は大きな課題としてあげられて

いる。子どもは施設入所期間中にしっかりとした管

理の下に指導ができるが、その間、同じように親

の状況が改善されるのか、また子どもが心身ともに

成長し、家庭復帰したときに、はたして一緒に生活

していけるのかということが指摘されている。

しかし、親への指導が困難で状態が改善されな

いからといって親子を切り離すこと（親権剥奪）

や親を罰することだけでは問題解決とならないと

いう信念の下、親と子どもに適切な指導を行い、

何とかして家庭状況を改善しようとしているのが現

状である。

予算面では、在宅支援に対する費用は子ども1

人につき1日約12ユーロ（1,980円）、施設での養

護では子ども1人につき1日140ユーロ（23,100円）

とのことで、その結果、在宅支援が発展してきた。

財源機関が子どもの支援についてどのように判断す

るかによっては、対応が複雑困難になることもある。

日本においても早期家庭復帰は目指すところの

一つであり、子どもの成長と親の成長（経済的な

安定、養育能力など）、さらには親の子どもに対

する思いなどに家庭復帰となる判断の基準をおい

て、援助がなされてはいるが、フランスと比較する

と制度的に見てもその方向へ向かうための推進力

は弱いと言わざるをえない。

1.2  虐待する親への対応

子育ての方法がわからないまま暴力まかせにそ

れを解決しようとすることは、虐待の一つの原因

である。そのため虐待する親への対応は、まずそ

の親の置かれている状況をしっかりと見極めてい

くことから始まる。経済的な援助だけでなく、親

の精神面の状態をきちんと把握し援助することが

重要である。虐待している親に対する指導は、暴

力以外の子育て方法があることを教えることから

始められる。

後述する｢家族に対する指導（L’accueil･de･jour･

du･groupe･familial）｣施策では、親の自由時間を

つくるために子どもを預かるサービス（レスパイト

ケア）がある。毎週の利用は不可能だが、夜間の

利用は可能である。時には子育てから解放されて、

自分の時間を持つことは必要なことであり、そう

することが虐待予防につながると考えられている。

これは日本における、児童養護施設のショー

トステイ・トワイライトステイ事業や、一部の母子

生活支援施設で提供されるリフレッシュ保育事業

（入所児を預かり母の自由時間を提供する）のよ

うなものであると考えられる。

現在、フランスにおいては市レベルでレスパイト

に関する施設を増やそうとする動きがあり、政府

内では学校にも子どもの一時預かり機能を持たせ

ることが議論されている。

1.3  養護体制

フランスの児童在宅支援ワーカーは1人当たり

21〜30人の子ども、または12〜13世帯を担当し

ている（上限は県の条例で決まっているが、財政

的な問題があるので県ごとで異なる）が、法務省

の少年判事から委託された場合は、上限いっぱ

いであっても、これを優先されなければならない

とされている。

しかし実際には、ハイリスクケースを扱う少年判

事からの委託であっても、ウエイティングリストに

載ったまま6カ月も放置されている子どもが多く存

在する。つまり、ハイリスクケースで親子分離の必

要性があると判断された場合は直ちに施設入所と

なるのだが、在宅支援と判断された場合は、支援

Ⅳ　　　フランスの新しい予防・養護対策について
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開始までに6カ月待ちとなるのが現実なのである。

これは、支援に関する綿密な調査・判断のために

多くの時間が費やされるということも関係している。

また、待機期間が長期となる理由には、財源不

足による在宅支援ワーカーの不足もあげられるのだ

が、結果的にそれが子どもを最も危険な状態に追

い込むことにつながっている。財源不足の原因は

国からの支援が少ないためで、現在は殆ど県議会

の財政だけで賄われている。児童在宅支援におい

ては財源の92％は県議会からの支出となっており、

国からの支出は6％にとどまる。

2.  新しい児童福祉施策

2.1  児童虐待全国電話サービス
       （Le119 SNATEM）

虐待に関する相談のフリー（無料）ダイヤル。全

国共通、24時間対応。ダイヤル119番でつながる。

県ごとに電話を受けるシステムがあり、ダイヤルを

コールすると、まずは県行政管轄の専門相談員が

応対する。年間230万件（2004年）の受信がある。

■ 問題点

匿名での相談であると何も対処できないことがあ

る。それでも危険性があると判断されれば119内で

対処する。また、いたずら電話も多い。相談員の

見極め能力が重要。

2.2  親との関係をつなぐ避難所

       （Le relais parental）1985年〜

司法的、行政的な細かな手続きを経ずに直接申

し込み、子どもを預かってもらえる避難所。駆け込

み寺のようなもので兄弟姉妹全員を預けられる。

申し込みは親でないといけないが引き取りについて

は親族でもよい。子どもが生活地域から離れなく

ても済むようにするための施設。ただし施設数は

少ない。

財源は県の児童社会福祉援助機関（ASE）。親

も状況により一部負担金あり。

2.3  デイケアセンター

     （L’accueil de jour de l’enfant） 2000年〜

興奮しやすい、学校不適応、親の手に負えない

などの問題を持った子どもを週5〜15時間だけ預

かるセンター。子どもを家庭から完全に引き離して

しまわないようにすること、子どもがいつでも学校

に戻れるようにすることを考えた施策。

児童在宅支援（AEMO）や児童指導（AED）の

助言による利用が多い。個別で子どもに問題解決

のための指導を行うことを目的としており、児童在

宅支援や児童指導によるセンター内での指導、子

どもの通っている学校での指導などがある。

財源は児童社会福祉援助機関。

2.4  家族に対する指導

      （L’accueil de jour du groupe familial）

       2003年〜

親が日常的に利用できる施策。父のみ・母のみ・

両親いずれも利用できる。基本的な子育ての方法、

解決までの流れ（5段階） 
 

②県議会の福祉担当者へ連絡	

④県議会にて第1段階としての支援方針を決定	

③ケースに関しての実地調査	

①専門相談員が相談内容を聴取	
・テレビ、ポスター、学校などで周知されており、子ども	
　でも気軽にダイヤルできるようになっている	
・匿名による相談も可能	
	

⑤決定した支援方針を119へ報告	
・119でその内容を精査し、結果を社会福祉統計機関	
　（ODAS）か児童危機観測機関（ONED）へ報告	
・緊急を要するケースは少年判事へ報告	

・現場へ赴き、子どもの周囲についての聞き取り	
　家族、親族、隣人、学校、地域の福祉関係者など	
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子育てにおける物事のリミットを教える。1家族に

つき週5時間までの利用が可能である。

児童危機観測機関の調査チーフであるポール・

ダーニング氏（パリ第10大学教授）の助言により創

設された。｢親の代わりに｣ではなく｢親と共に｣を

掲げ、親を指導している。

財源は児童社会福祉援助機関。

2.5  一時保護施設

       （L’accueil sequentiel）

短期間で子どもを指導し、家庭に戻すための施

策。既存の施設に取り入れられた新しいシステムで

ある。子どもによるが1週間に2〜3日程度の期間

を決めて子どもを預かる。施設生活に適応してい

けるよう、また家庭生活も継続できるようにと考え

られている。家庭において親が短い期間であれば

子どもを世話できるが、例えば1週間になると不安

を感じるといった場合にこの措置がとられる。

財源は一時的な保護（AP）の場合は児童社会福

祉援助機関、または一時的な保護指令（OPP）の

場合は児童司法保護機関（PJJ）。

どこかに何か少しでも希望が持てないか、何人で

あっても完全に見放してはいけない、人に対する時

にフランスではそのように考える。そのような理念

の上にこれらの施策が制定されている。
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1.  フェルム・ドゥ・シャンパーニュ
　 （小規模更正施設・通所職業訓練所）
     C.A.E “Ferme de Champagne”
1.1  概要

フランスには重犯罪を犯した子どもを保護する小

規模更正施設が全国に15カ所ある。小規模更正

施設は日本では少年院にあたる施設で、「2002年の

法律」により少年保護施策が見直された際に新しく

できた処遇形態である。法務省の機関である児童

司法保護機関（PJJ）が管轄している。フェルム・

ドゥ・シャンパーニュはその中の一つで、通所職業

訓練所・少年院博物館を併設している。

1.2  少年保護の歴史

第二次大戦以前の少年保護は、犯罪を犯した子

どもと同じく、身寄りのない浮浪児や父親と関係

が上手くいかず見放された子どもなども人里離れた

施設に収容された。当時、罪を犯した男子（少年）

には厳しく罰する方針であったため、少年たちは制

服を着用し、荒地で一日中監視をされながら働か

なければならなかった。家には帰れず、指導者か

らの暴力や子ども同士の暴力が頻繁に起こった。

終戦後、人口が減ったことが契機になり青少年

が注目されるようになる。1945年に少年に関する

司法組織が作られ、児童養護施設や一時保護施

設が設置され保護されるようになった。犯罪を犯

した子どもについては「罪を犯すのは彼らが犯罪の

犠牲者だからではないのか」との議論がなされるよ

うになる。

しかし、建物も職員も以前の少年院のままだっ

たので処遇の実態はなかなか変わらなかった。少

年院に収容されると15日間の保護観察を受け、性

的異常・精神異常・知的障がい・同性愛者など10

のカテゴリーに分けられた。その結果を少年判事

に報告し、それぞれの施設に送致された。少年院

での生活で指導員に反抗したり子ども同士でのトラ

ブルがあると独房に入れられた。入所中の子ども

のほとんどは独房を経験したとのことである。

少年更生事業が本当の意味で改良されたのは、

最近の1970年になってからである。それ以降処遇

の見直しがされてきた。

2000年頃、経済の悪化とともに青少年犯罪が

悪質になってきていることが社会問題となる。犯罪

を犯した青少年の処遇を以前のように厳しくしたほ

うが良いのではないかとの声が上がり始めたが、

「2002年の法律」により従来の大型の少年院に代

わり小規模更正施設が設置されることとなった。

1.3  『少年院博物館』

フェルム・ドゥ・シャンパーニュには児童司法保

護機関（PJJ）が管轄している『少年院博物館』が併

設されている。この博物館には1850 年から1980

年までの少年院での生活の様子が分かる写真や

使用していた制服や道具が保存・展示され、少年

保護の歴史を学ぶことができる。ここに展示され

ている資料は、改良前の少年院で処遇をしていた

指導員が、いつかは少年たちが過ごしてきた厳し

い生活状況を世の中に伝え、反省するために公開

したいと強く思い、保存をしていたものである。

この博物館には、少年保護の歴史を学ぶ人、指

導員養成の教育を受けている人、海外からの視察、

青少年の課外教室の見学など、月に100〜150人

の見学者が訪れる。

1945年から1970年まで実際に使われてきた保

護観察のための独房を使用し、「観察」「カテゴリー

分け」「社会復帰」「独房」「反抗」「告白」などのテー

マでパネルを展示している。少年院生活の体験者

の告白が収録されたビデオも展示されていた。

Ⅴ　　　施設見学
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1.4  小規模更正施設

フェルム・ドゥ・シャンパーニュはフランスで一

番古い少年更生施設である。「2002年の法律」に

よって新しく小規模更正施設として位置付けられ、

2007年3月より機能し始めた。

（1） スタッフ構成

定員10名の子どもに対し30名の職員構成

（2） 施設・設備

今回見学をさせていただいた時期は少年判事

による処遇見直しが行われた6カ月目にあたり、

子どもたちの入退所などがあったため不安定な

状況であるということで、施設内を見学すること

はできなかった。通所施設とは少し離れた場所

にある建物であった。

（3） 入所状況

小規模更正施設の定員は10名で男女どちらも

受け入れ可能である。見学当時は、強盗や暴行、

殺人未遂などの重犯罪を犯した15〜18歳の子

ども6名が入所していた。

入所中の生活は比較的自由で、外出や家への

外泊も可能である。犯罪を犯して保護された子ど

もにこのような自由な生活を送らせて心配はない

のかと質問したところ、入所中に何か問題を起こ

した場合、次は刑務所へ行かなければならなく

なるというプレッシャーが子どもたちの行動のブ

レーキとなっているとの話であった。

（4） 入所期間

6カ月ごとに少年判事が子どもの処遇状況の

報告を受け、処遇内容を見直し、必要ならば入

所期間を更新し、最長で1年間入所する。

（5） 運営費

国（法務省）の未成年保護予算より拠出

子ども一人当たり、一日約11万円の費用がか

かるとのこと。

1.5  通所職業訓練所

職業訓練所は小規模更正施設の入所児童とは

別の子どもたちが利用している。軽犯罪を犯し補

導された子どもや家庭環境が悪く保護された子ど

もが、少年判事の指導による在宅支援の一環とし

てこの施設での職業訓練のプログラムを受ける。

（1） スタッフ構成

30〜40名（指導員と技術教育担当職員）

（2） 施設・設備

職業訓練には5部門（レストラン部門、自動

車整備部門、園芸農業部門、スポーツ部門、

石工建築部門）あり、部門ごとに建物が分かれ

ている。

（3） 通所状況・通所期間

定員は70名であるが平均で40〜50名の子ど

もが利用しており、今回の見学ではレストラン部

門と園芸農業部門の見学をさせていただいた。

①レストラン部門は定員が5名で調理の指導を受

けられる。2年間しっかり働くと調理員として

働ける資格が取れる。就職先を見つける支援

も行う。レストランはランチタイムのみの営業

で近隣の住人が利用している。

･ 賃金はもらえない。担当職員は2名である。

②園芸農業部門はアソシアシオンも運営にかか

わっている。利用期間は6カ月から最長3年で

ある。見学当時は16〜26歳の利用者がいた。

アソシアシオンがかかわっている司法判断によ

らないケースの子どもは通所が継続しないこと

もある。活動内容は、街の樹木や花壇の手入

れ、森の掃除、ワイン用のぶどうの収穫（こ

れは賃金がもらえる）など、その他薬物中毒

についての勉強などの課外学習も行う。アフ
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リカへ植林活動体験に行くプログラムもある。

指導者は8名。「子どもたちへの支援での目的

は、気持ちよく仕事を覚える環境を作り技術

を身に付けさせること、普通の日常生活を送る

ことができるようになること、自分の健康と仕

事と社会生活について考えさせること」と指導

員が話していた。

（4） 運営費

国（法務省）の未成年保護予算より拠出

　小規模更正施設の職員配置の説明を受けた時、団員から驚きと羨望の声があがった。この職員配置に

はどのような意味があるのかを考えた。この施設には、子どもたちが今までの生活から更生し、今後の自

立に向けてどうしたらいいかを自分で考える自由な時間と空間が用意されている。その機会を子どもたち

が有効に活用するためには、子どものそばで正当、公正な意見を教え伝えてくれる大人、大きな心で見守

り育ててくれる大人が必要である。子どもが豊かな生活を取り戻していくのに必要なものは、鉄柵のある

建物でもなく、支配的な大人に管理されることでもなく、子どもが自信を回復し自立する力をつけること

と周囲の大人の温かい目であると感じた。

　フェルム・ドゥ・シャンパーニュの少年保護更生事業と少年院博物館の見学を通して改めて考えたこと

は社会福祉に携わる者として心に留めておきたい心意気である。「過去の過ちに目を背けず、失敗から学び、

未来に活かす」「子どもを豊かな未来に導くために必要なのは罰ではなく温かい人とのかかわりである」。

【所 感・考 察】
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フェルム
・ドゥ・シャンパーニュ

フェルム
・ドゥ・シャンパーニュ

▲	職業訓練レストラン部門	 ▲	当時使用されていた	
　	拘束衣	

▲	独房跡	
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2.  サンニコラ（児童養護施設）
　 Saint-Nicolas

2.1  概要

児童養護施設〈サンニコラ〉は、児童保護法に

基づき「虐待の危険にさらされている子ども」を迎

え入れるアソシアシオンのうちの一つであり、県の

施設対策の一環をなしている。イブリンヌ県のマ

ント地区の子どもを対象とし、1981年1月に設立さ

れた。

　　

＊子どもの入所理由、および、それぞれの子

どもにとっての必要不可欠事項をふまえた

上で各人に接する

＊いかなる状況においても、子どもそれぞれ

の事情をわきまえた上で対処する

＊いかなる家庭事情にもかかわらず、施設は

第一に子どもの親の意見を尊重する

（1） スタッフ構成

・･女性施設長：1名

・･女性副施設長：1名

・･教育指導員：1名

・･事務：2名

・･用務員：3名

・･料理人：1名

・･夜間警備員：4名

・･ホーム主任：3名

・･種々の教育指導員（保育士、インストラクター

など）：22名

・･女性心理療法専門員：2名

（2） 施設・設備

①緊急一時保護施設

②児童養護施設の保護観察とオリエンテーション

部（2棟）

③親子面会施設

（3） 入所状況

①10名定員、6名入所

②10名定員、それぞれ7〜8名入所

③3組まで同時に面会可能

（4） 入所期間

・･長期の場合は最初の3カ月が観察期間となり

6カ月まで。ただし、9カ月まで延期可能

・･緊急一時保護の場合は1カ月で最長3カ月まで

（5） 運営費　

子どもの居住する県の児童福祉援助機関

（ASE）から拠出

2.2  施設内容

（1） 緊急一時保護施設

指導員8名で3〜14歳の6名が入所していた。

通報を受け、警察保護され、少年判事の決定に

より、児童社会福祉援助機関から入所となる。

緊急を要する子どもを24時間受け入れ態勢を

整えている。ほぼ満室状態にあることが多い。

寝室は2〜3人が一部屋でシャワー完備されてい

る。一時保護施設といってもそれぞれの部屋が

自分の趣味で飾られていた。

（2） 児童養護施設の保護観察とオリエンテーション部

　　（2 棟）

指導員はそれぞれ7名で3〜12歳までの子ど

もが入所していた。一時保護所で1週間、保護

観察を受けた子どもが入所となる。ここでは日常

生活の一般的価値を学ぶ場所としての役割を果

たしている。また、家族との関係を取り戻すた

めに大変重要な場所になっている。

子どもが入所する際に必ずぬいぐるみがプレゼ

ントされ、自分だけの大切なものとして、子ども

たちはベッドに置いていた。寝室は2〜3人が一

部屋で、洗面・シャワー室が各部屋に完備され

ている。（浴槽付の浴室は施設内に一つある）。

サンニコラの基本方針
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法律で施設内に必ず一部屋、身体障がい者用

の部屋を設置することが定められており、サンニ

コラでは3年前に改築をした際に一階を身体障

がい者用フロアとした。トイレ・シャワーも身体

障がい者用となっておりエレベーター完備の施設

もある。2棟をつなぐ場所には警備室があり夜間

は1名の警備員がいる。施設の規則を公開する

ことが法律で定められているため、廊下に施設

の規則（逃亡・暴力・外出について等）が公開さ

れていた。家族に周知させるためでもある。また、

入所中は勝手に外出できず、必ず職員と一緒に

するようにしている。

（3） 親子面会施設

3組まで同時に面会が可能なように3部屋整

備されている。他の家族と一緒になることが危

険な家族は1組だけとする。面会時は必ず指導

員が立ち会うことになっている。家族との関係を

絶たないため手助け的な役割を果たしている。

面会施設では午後からの面会時間を最長とし、

それ以上は認めていない。家を持たない路上生

活の家族が多いため、家族のためのシャワールー

ムも完備され、家族は身を清潔にしてから子ども

と面会をする。面会中に子どもと食事をすること

もできるが、親の食事代は一食分3.5ユーロ（580

円、1ユーロ＝165円）徴収する。親が路上生活

者の場合は徴収できない。

　サンニコラに一歩足を踏み入れると、温かな雰囲気に包まれた。広い玄関にはたくさんの光が射し込
み、職員は太陽を思わせる笑顔で私たち団員を迎えてくれた。緊急一時保護でここに入所する子どもた
ちも同じことを感じているのだろうと思った。
　子どもたちの居室・リビングは広く、さまざまな色が使われたインテリアは子どもの国を思わせた。
入所定員10名のところに7〜8名の指導員の配置は日本に比べると手厚さを感じたが、仕事内容に大
きな差がある訳ではないだろうにインテリアや装飾品まで配慮され、職員の心の余裕を感じた。寝室は
一部屋2〜3人で使用していたが、各部屋にシャワー室が完備されている。さらに、各人のベッドの周
囲は一人ひとりの個性が良く出ていて、国旗好きの子どものベッドはたくさんの国旗に包まれ、馬好き
の子どものベッドは馬の写真がいっぱい飾られるなど、さまざまだった。
　部屋の作りはどの部屋も同じはずなのに、どの部屋に入っても新鮮さを覚えた。数日〜数カ月の入所
期間であるにもかかわらず、ここまで個人を尊重し援助していることに本当に感動した。施設であると
いうことを忘れ、素敵な空間とさえ思える寝室になっていた。
　日本の児童養護施設との大きな違いは、警備員の配置だろう。サンニコラでは施設2棟の間に警備
室があり、夜間は警備員一人と職員一人で子どもたちを見ている（警備員は夜間のみ出勤）。
　面会施設は、他の家族との接触がないよう配慮され個室になっており、3部屋とも少しずつ雰囲気の
違うものになっていた。路上生活の親のためのシャワー室の設備もなされ、子どもの側に立った支援だ
と感動した。
　施設全体から、子どもたちの幸せのためにという職員の心が伝わってきた。私は、施設長に「職員は
どんな意識で働いているか」と尋ねると、「誰かを助けたい、役に立ちたいと思っているのは、もちろん
のこと。職員自身も家族の中に難しい問題を抱えた子がいたり、障がい者がいたりして、この職業に就
く人が多い。子どもの抱える問題を他人事としない」との回答を頂いた。私は苦労した人こそが、目の
前で苦しんでいる子どもの心に寄り添って歩み、道を拓いていけるのだと感じた。苦しみを知っている
からこそ、自身の姿を通して子どもたちに希望と勇気を与えていける存在なのだと思った。

【所 感・考 察】
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児童養護施設 
サンニコラ 

▲	正面玄関	

▲	中庭遊具	

▲	各居室にあるシャワー室	

▲	幼児プレイルーム	
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3.  シャトー・ドゥ・ヴォーセル
  （児童養護施設）Shateau de vaucelles

3.1  概要

パリ郊外のヴァルドワーズ県タヴェルニー市にあ

る児童養護施設。1901年の児童救済法（OSE）

に基づいて、1945 年に設立された歴史あるユダ

ヤ系アソシアシオン。ユダヤ人強制収容所へ収監

された人の土地1万7千平方メートルと建物を使

用して施設を設立、その後フランス政府より認可

されたという経緯があり、このような広大な敷地

を持つ施設は珍しいとのこと。もとは戦争の被

害を受けたユダヤ系の児童救済が目的であった。

施設長はリシャール・ジョセフスベルグ（Richard･

JOSEFSBERG）氏。パリ第10大学教授。エトシュー

プ社会福祉高等専門学校講師でもある。

（1） スタッフ構成

・･施設長：1名

・･指導員：22名

・･ファミリーソーシャルワーカー：2名

・･心理職：2名

・･その他

（2） 施設・設備

①生活棟が2棟（2階建）

･ （1棟につき2グループ、合計4グループ）

②1ルームタイプの自立訓練棟が1棟

･ （2007年6月開設）

③食堂棟が1棟

（3） 入所状況

施設定員は45名（在籍45名）、入所児年齢

は5〜21歳

①1グループ11〜12名

②1ルームタイプ4名（18〜21歳）

（4） 入所期間

3〜3年半が多い。法定入所期間は原則6カ月

であるが、見直し・期間延長で長期入所となっ

ている。逆に「逃亡（ジョセフスベルグ氏）」など

により見直し期間を待たずに、2カ月ほどで退所

となる子どももいる。

（5） 運営費

子どもの居住する県の児童社会福祉援助機関

（ASE）より拠出

3.2  施設内容

広い敷地に建物が点在しているという印象で、

緑も多く子どもにとってはよい環境といえる。2つ

の生活棟にはそれぞれ2グループが入っていて、1

階と2階で分かれており玄関も別々である。棟の中

に入ると、子どもの居室、キッチン、リビング、指

導室、宿直室などがあり、各居室にはシャワーとト

イレが備え付けられている。各居室の扉には鍵が

取り付けられており、子どもの不在時には盗難防

止のため施錠されている。男女混合グループであ

るが、在室時には夜間であっても施錠はされてい

ないとのことであった。また、すべての部屋に火災

報知器が設置されており、喫煙がわかるシステムに

なっている。

ユダヤ教の施設であるが、その子どもは現在5

〜6名。それ以外の子どもの受け入れも行っており、

ジョセフスベルグ氏によると、入所については「ど

ちらかといえばユダヤ教の子どもが優先、しかし現

在はいろいろな子どもを受け入れている」。

3.3  入所から退所まで

入  所

（1） 入所理由

①子どもの問題

･ 　日常生活や学校生活において問題行動が見

られる、学習能力に問題がある、不眠症、

過度に興奮するなどの問題が重複している

ケース。
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②家庭の問題

･ 　服役、麻薬中毒、精神異常、重度のネグレ

クト。

※身体的虐待、性的虐待が理由での入所は少

ない。これについては、仮説としてユダヤ教

との関連が考えられるが、詳しい調査・分

析は今後の課題。

（2） 措置機関

入所児の約20％は県の児童社会福祉援助

機関（ASE）より、約80％は児童司法保護機関

（PJJ）より（犯した罪が比較的軽微で児童養護

施設への入所が適当と判断され、ASEへ移管さ

れた後）入所している。

インケア

（1） 支援方針

①男女混合縦割り（20年来の方針）

･ 　いろいろな問題を持った子ども、異性、異

年齢の子どもを混ぜることにより、それぞれ

が持つ問題のために周囲から隔離されるよう

なことにならない、いろいろな人がいることが

自然なのだと子どもたちに捉えさせるようにし

ている。当然、互いに悪影響を与えることもあ

り、また思春期の男女が同グループにいるこ

とで性的な部分での懸念もされるが、そこに

年少児が加わることによりそれらの関係が変

化すること、また年少児も年長児を見て育つ

部分が多々あることが分かった。

･ 　以前は男女・年齢別の構成にしていたが、

同じ問題や年齢的特徴（思春期等）を持つ子

どもが集まると、話題が集中して良くも悪くも

全体が同じ方向へ流されやすくなり、グルー

プによって指導内容が偏るという問題が生じ

ていた。また、ここで生活しているのはいろい

ろな所で繰り返しの教育・指導を受けたが効

果の上がらなかった子どもたちであり、そのよ

うな子どもたちをどのように教育・指導してい

くのか、それらを踏まえた上で試行錯誤した

末に現在の形に至る。

②個別対応・状況に応じた対応

･ 　グループごとでの生活であるが、指導・対

応は個別に行っている。

･ 　「人間は一人ひとり違う」という理念からで

ある。

（2） 支援内容

①支援における重点

･･･ 　生活習慣・リズムや社会性の涵養。これは、

ほとんどの子どもたちが確立されていない。

･ 　集団生活を通じて相手のことを考え大切に

する心、また我慢する心を育むこと。

②ユダヤ教についての教育

･･ 　毎週水曜日（フランスでは小学校は休み、

中学校は半休）に実施されている。内容はヘブ

ライ語、歴史、礼拝、ユダヤ聖書など。これ

らから子どもが選択し2.5〜3時間、特別講師

より教わる。受講の強制はされていない。

･･･ 　ユダヤ教では、「ユダヤ教を学ぶだけではす

べてを学べない」とされており、教義を学ぶだ

けではなく、ユダヤ人の正確な歴史を学ぶこと

を求めている。フランスでは昨今、核家族化

による家庭教育機能の低下が問題となってい

るが、そういった家庭環境や親の持っている

問題にかかわらず、子どもたちには自身のルー

ツを学ぶ機会が与えられるべきとの考えのもと

に教育が進められている。

③学校との連携、地域との交流

･ 　入所している子どもは地域の学校に通って

いる。教師と指導員の連絡は密に取られてお

り、特に学校で問題のある子どもに対しては

専門の指導員がつき、子どもと学校を仲介し

て、行動観察のみならず、子どもが学校で問

題なく過ごすための調整役となっている。

･ 　また、スポーツ活動などを通じて地域交流

が図られている。しかし、地域の人々の施設

に対する評判は賛否両論とのことであった。
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退  所

退所児の多くは家庭復帰する。見極めの基準は、

家庭状況および子どもの変化。家庭の状態が子ど

もを養育する環境に完全に到達していなくても、

それに耐えられるだけの力が子どもに備わったと判

断すれば家庭へ返す。その手法で上手くいってい

るケースが多い。

3.4  家庭支援

（1） ファミリーソーシャルワーカー

2名在籍。子どもの入所と同時に家庭支援が

始まる。家庭訪問、通所指導など。

（2） 支援内容

親（離婚家庭、精神疾患の親等）への指導。

親がどういう状態の時に子どもが生まれたのか、

そして家庭内での子どもの立場は親にとってどの

ようなものだったのか、精神分析医と共に聞き取

りをする。親の精神状態を細かく分析すると同

時に、基本的な子育ての方法（休日の過ごし方

など）も教える。

子どもの扱いは潜在意識の力が作用すること

がある。過去の支援から例をあげると、母子家

庭の場合、母が無意識に子どもを別れた夫や、

また死産の子どもの代わりに見立てて扱ってい

たりしていたケースがあり、それが原因で、子ど

もがよい家庭状況で育たず問題が出てきたこと

があったとのこと。

　｢人間は一人ひとり違い、その違いを尊重する｣。これはユダヤ系アソシアシオンであるこの施設の
理念である。
　そしてこれは ｢自由そして人権の国フランス｣の精神に通じることでもある。この施設においては
｢個性＞集団｣という明確な意識のもとで支援が進められていた。
　ジョセフスベルグ氏が、施設においてこの理念を具現化するための原動力と胸を張るのが ｢指導員
の力｣であった。その言葉の奥には｢指導員一人ひとりの個性こそが子どもの成長にとって重要である｣
というメッセージが込められているような気がしてならなかった。
　その指導員の一人が、｢仕事に対する満足度は？｣という質問に対して｢もし満足していなければ、
いかに満足できるかを工夫する。常にもっと良くできないかを自問自答している｣と答えていたのが心
に残る。この姿勢には同じ児童養護施設で働く者として、見習うべきものがあると感じた。
　また、職員数の違いには驚愕の声と同時にため息が出た。今回訪問した二つの児童養護施設でい
えば、シャトー・ドゥ・ヴォーセルでは子ども45人に対して支援職員は22人（職員：子ども、約2：1）、
サンニコラでは30人に対して22人（同約1.4：1）であった。一方日本では6：1の職員配置が30年間
据え置かれたままである。｢このままでいいのだろうか｣と思わざるを得ない数字であった。
　｢福祉は人なり｣というが、人的資源の｢質｣の向上と｢量｣の改善は日本の児童福祉に関係する者
にとっての大きな課題であると改めて考えさせられた。

【所 感・考 察】
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日本との比較でみたフランスの社会福祉
　 放送大学教授･

松村･･祥子

□1 日本とフランス

「ふらんすへ行きたしと思えどもふらんすはあまり

に遠し……」（萩原朔太郎、詩人）といわれた頃に比

べれば、フランスは随分近くなった。成田から直行

便で13時間というアクセスだけでなく、食べ物や

ファッションさらには顔つきや体形においても日本人

とフランス人の距離は縮まってきているように思われ

る。毎年多くの日本人は観光旅行にフランスに出か

けているし、ワインやチーズは家庭の食卓に馴染ん

でいる。

他方、「日本人はフランス好きだがフランス人嫌いで

ある」ということもよく耳にする。これについては、

フランス社会とフランス人の生活に関する情報が少な

いことも一因になっているかもしれない。個人主義

的でありながら家族関係を重視する、国家や社会に

は干渉されたくないが社会的統合志向は強い。男女

間・世代間・地域間の独立性は保持するが相互協

力は推進する等、一見すると対立するものが併存し

ているのがフランス社会であり、フランス人はそうし

た土壌で育てられている。したがって、「竹を割った

ような性格やシンプルな生活文化が好まれてきた日

本」と「複雑な歴史の積み重ねを尊重するフランス」

は世界中で最も離れた社会と国民性を持つ国だとも

いわれてきた。

現在でも、日仏両国はともに経済成長と科学技

術の進歩によりともに世界有数の長寿国であり共通

点も増えてきたが、相違点も相当ある。例えばフラ

ンスの家族生活を見ると、出生率が一定水準維持

されていること、入籍しない事実婚が多いこと、高

齢者の就業率が著しく低いこと等は特徴的である。

近年になって少子化に悩むわが国では、出生率の高

いフランスの家族政策に注目が集まり、政府の検討

資料やマスコミ報道でもフランスの子育て支援策が

盛んに取り上げられている。しかし、フランスで何

故手厚い家族手当や行き届いた保育サービスが可能

であるのかについては語られないことが多いので、

人々は自分たちの状況改善のためにその情報を役立

てることができず残念である。

本稿では簡略ながらフランスの社会福祉の歴史と

制度体系全体を示し、個別分野ごとでは見えにくい

社会福祉の全体像を社会観、生活観も含めて紹介

してみたい。国際比較を自分の国の状況改善に繋

げるためには、制度の全体把握と深堀りが必要だと

思うからである。

□2 フランスの社会福祉の歴史

歴史的には、フランスは国家が国民の生活を保

障するという義務を世界に先駆けて成文化した国で

ある。すでに18世紀末のフランス革命憲法において

は国民扶助の義務が規定されていた。ただ、実際

にはこの規定は政治経済等の諸事情によって19世

紀末までは実行に移されなかった。慈善や公的救

済と区別される社会福祉が誕生したのは、1889年

にパリで開催された万国救済会議の後であった。そ

こでは制限的ではあったが医療、子ども、老人、障

がい者、長期療養者に関する救済法が作られ、実

施された。さらに1930年代には、社会保険法、家

族手当法、社会扶助法などが制定された。1932年

にはすでにソーシャルワーカーの国家資格制度がで

きたことも日本とは異なる点である。

社会保険・社会扶助は19 世紀末に法制化され

たが、現行体系のような総合的なものになったのは

1945年の「社会保障計画に関する大統領勅令」（ラ

ロックプラン）以降である。年金、医療、家族に関

特別寄稿
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して主として社会保険方式で対応する社会保障と特

定の必要に対して公的に援助する社会扶助は、それ

ぞれの制度を支える理念、法律、財政、組織が異

なっている。フランスの社会保障は「社会保障法典」

に基づき、社会保障金庫によって運営されている。

社会保険と社会扶助を総合化した体制の下で、近

代的社会福祉が展開されるのは1953年以降であっ

た。1953年には、それまでの救済という言葉が扶

助に変わり社会的リスクをカテゴリー別（子ども、障

がい者、高齢者等）にカバーする社会扶助制度が確

立した。1960年代には家賃手当の制度化、高齢者

の在宅維持の推進、社会保険料の支払い代替制な

どが実施された。さらに1970年代には障がい者福

祉基本法ができ、1980年代には地方分権化法が施

行され社会福祉の財源と決定に関する県と市町村の

責任が大きくなった。1986 年には社会福祉事務所

が地域社会福祉センターになり機能が拡大された。

さらにこれまでのカテゴリー別社会扶助では対応で

きない失業者や若年者の貧困・疎外問題を解決・

緩和するために参入最低所得が創設された。1990

年代には経済停滞と高齢化から生み出される給付

の増大と財政難の中でさまざまな福祉改革が進行し

た。特に後期高齢者の増大によって介護に関する制

度・政策への要望が高く、1997年には介護（依存

特別）給付が制度化され、2002年には自立手当に

改訂されて運用されている。

このようにフランスの社会福祉は他のヨーロッパの

福祉先進国と同じように20世紀の100年余をかけ

て大きく開花し広範な人々の生活困難を予防・緩和・

解決する仕組みとして定着してきたのである。

他方、日本の社会福祉は第二次大戦後の60年余

の歴史である。第二次大戦前の日本の生活保障制

度は家族で保護できないごく一部恵まれない人だけ

を対象にした制限的なものであった。第二次大戦後

日本国憲法の下で近代的な装いでスタートした後、

高度経済成長の下で飛躍的に発達した面もあるが、

二倍の時間をかけて熟成してきたヨーロッパの福祉

先進国の社会福祉とは異なる点も多い。特に行政主

導型で制度化されたこともあり、多くの日本人は社

会福祉への関心が低く、できればお世話になりたく

ないものとして捉えられていることが最大の難点で

あろう。ヨーロッパでは自分たちの生活を社会の中

で守る仕組みとしての社会福祉は、自分たちの手で

かちとるものであり、必要なときに利用するのは当然

と考えられているので、社会福祉への関心が高く自

分たちのものとして根付いているので過剰利用が少

ない。また支え手意識もあるので後述するアソシア

シオン（2人以上の人が公共の目的のためにつくる活

動組織）等社会活動への参加も活発である。

□3 フランスの社会福祉の体系

社会保護制度は、社会保障制度、社会扶助制度、

社会連帯制度、社会福祉活動、雇用保障等で構成

されている。社会保障制度は疾病・労災保険、家

族手当、老齢年金の3つの保険に分けられている。

それぞれに対応する疾病保険金庫、家族手当金庫、

老齢年金金庫があり、社会保険料の徴収と給付及

び関連社会福祉活動をおこなっている。金庫は全国

金庫と地域金庫があり、行政からは独立した公共的

な民間組織である。

社会扶助制度は公費で行政の手で運営されてい

る。子ども・家族扶助、高齢者扶助、障がい者扶

助などに受給者のカテゴリー別に金銭とサービスの

給付がなされている。中央政府では厚生労働省、

地方レベルでは県保健福祉局、地域社会福祉セン

ター等が管轄している。また、社会連帯制度に包括

される高齢者最低生活保障と参入最低所得保障も

公費負担で行政によって運用されている。

社会福祉活動はソーシャルワーカーをはじめとす

る社会福祉従事者による社会福祉サービスである。

法定上の社会福祉活動だけでなく、任意の社会福

祉活動も多様な形で展開されている。社会扶助に

関するものだけでなく、社会保障金庫や共済組織が

独自に実施している社会福祉活動も多くある。社会

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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福祉サービスの実働はアソシアシオンといわれる非

営利組織がおこなっていることもフランスの特色であ

る。アソシアシオンは1901年法で規定され、共通の

目的のもとで非市場サービスをおこなう組織であり、

福祉以外の分野でも活動している。

これまで述べてきたように、フランスでは社会保

険と社会扶助と社会福祉活動が並列的でなく、交

互に入り組んだ形で配置されている。また行政から

は独立した社会保障金庫、地域社会福祉センター及

びアソシアシオン等によって運営されている。これ

は横だしで広げてきた日本の発展形態とちがって、

縦と横に編み込みながら発展させてきたフランスの

特色である。このようなフランス型は外圧によって容

易に動かない安定性はあるが、必要な変化もできに

くいという短所もあり、福祉改革において留意する

要となっている。

□4 社会扶助と社会福祉諸分野

①社会扶助

社会扶助は主として4つの形態（金銭給付、在

宅援助、施設援助、予防・教育・社会参入のた

めの活動）によって実施されている。「家族及び社

会扶助に関する法律」に定められた権利であり、

受給条件さえ満たせば必ず支給されなくてはなら

ない。社会扶助の申請は扶助をうけようとする者

が地域社会福祉センター（CCAS）に申請する。審

査委員会は申請者自身或いは家族が困窮してい

ることを調査し、必要がある期間だけ最小限の収

入を保障することになっている。社会扶助には法

定扶助と任意扶助があり、後者は県や市町村の

独自の裁量でおこなうことができる仕組みになっ

ている。

財源は国・県の公費である。社会扶助の種類と

しては、県管轄分として子どもへの社会扶助、高

齢者への社会扶助、障がい者への社会扶助、住

居と社会再適応のための扶助がある。国管轄分と

しては、精神保健、障がい者（職業訓練、保護

労働）及びホームレス、住居と社会参入及び参入

最低所得（RMI）の手当部分がある。尚、介護に

関する手当を社会扶助の枠組みにいれるかどうか

はまだ流動的な状況にある。

　

②児童家庭福祉

子どもへの社会扶助に加えて母子保健福祉と

家族政策が児童家庭福祉の主要な柱である。

1945年に制度化された母子保健福祉は、妊産婦

と6歳未満児を対象としている。妊産婦保護、健

康手帳の交付、医療保健保障、保育施策、児童

養護施設運営などが行われている。近年では児

童虐待対策、障がい児への施策、保育施策等に

も精力的に取り組まれている。

特に3歳以下の子どもをもつ家庭の半数以上は

保育所を利用しており、集団保育所、家庭保育所、

一時託児所、幼児園等多様な保育所が設置されて

いる。3歳以上の子どもは幼稚園を利用している

ので、保育所は低年齢児の利用が多くなっている。

フランスの家族政策は国際的に評価される水

準と内容を誇っている。特に年金、医療と共に家

族手当が社会保険として重要な機能を果たしてい

る。児童養育費の補助だけでなく乳幼児を保育

する者への援助、孤立と経済的困窮を防ぐため

の単親への援助、養子手当や新学年手当などの

特別援助等がある。10種類を越える家族手当に

は所得制限のないものと所得制限つきの双方があ

る。合計特殊出生率が2006 年に2.0という高水

準を維持しているのは手厚い家族手当をはじめと

する総合的家族政策の成果であるだろう。

③高齢者福祉

1962年のラロック報告以降、高齢者の在宅維

持が高齢者福祉の中心施策である。従って所得

保障と在宅福祉充実してきたが、施設福祉も必

要とされている。高齢期に就労をしないフランス

では、高齢者の所得の大きな部分は公的年金で
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ある。公的年金には拠出制年金の他無拠出制の

年金及び国民連帯基金から出されるものもある。

また、無年金や低い年金の者には、無拠出の老

齢ミニマムが支払われている。また多くの高齢者

が住宅手当を受給している。自宅居住者だけでな

く、老人ホーム、高齢者住宅、長期ケア施設入

居者にも適用される。

在宅福祉の柱となるホームヘルプサービスは地

域社会福祉センターに申請して利用する。

また地域には高齢者レストラン、余暇クラブ、

高齢者ボランティア支援組織なども数多くある。

後期高齢者の増加に従い介護体制の整備への要

望が高くなり、介護手当や医療と福祉の再編等が

進められている。

④ 障がい者福祉

1975年の障がい者基本法制定によって障がい

者施策の総合化がはかられ、障がいのある人の社

会参入を促進する環境の確保が目指されている。

障がい児への援助は教育、医療保健及び生活保

障などの面からすすめられている。障がい児もで

きるだけ地域で普通に教育され生活できることが

奨励されているので、一般的な施設への需要は

減少している。しかし障がい原因や養育環境にも

関連して複雑なニーズや対応の難しいニーズを抱

える障がい児のための施設は増大している。

成人障がい者に対しては、障がい者手帳の交

付、成人障がい者手当の支給、障がい者入所施

設整備、職業訓練及び優先雇用などの施策が行

われている。2003年のヨーロッパ障がい者年を

契機に推進されてきた障がい者の社会統合と社会

参入に関する案件が、2005年には「障がい者の

権利と機会の平等、参加、市民権に関する法律」

として採択された。

⑤貧困と社会的疎外への対応

貧困と疎外は、経済停滞と失業者の増大の中

で深刻化した。1988年に創設された参入最低所

得（RMI）は予想を超えて受給者が増大し、2004

年には120万人となっている。特に配偶者も子ども

もいない者の受給が60％に近いことも注目にすべ

き点であろう。カテゴリー別の社会扶助とは異な

り、参入最低所得ではカテゴリーを問わず収入が

一定水準に満たない者に対して職業参入と住宅

提供とセットで手当を支給するという仕組みになっ

ているが、実際には所得保障に偏りがちである。

　

□5 フランスの社会福祉から学ぶこと

フランスの社会福祉は100年以上かけて積み上げ

られてきたものである。前からあるものを全部壊し

て新しくするのではなく、人々の生活の中で作られ

てきた公私さまざま相互扶助の組織や方法を組み直

してきたために複雑な体系となっている。

寄せ木細工のようだといわれながらも社会福祉が

フランス人に頼りにされているのは社会福祉の基盤

となる社会観、生活観が人々に共有されているから

であろう。つまりフランスでは「経済を優先させなけ

れば社会福祉等の社会的施策が成り立たないので

はなく、しかし、社会的施策が経済停滞の原因に

なってもいけない」と考えられている。このように経

済と社会が独立し相互に補完し合うのがフランスの

目指す社会像であり、生活像にもそうした社会観が

反映されているといえる。

「失業していてもバカンスには行くし、ワインも楽

しむ」生活を保障する。失業しているのに贅沢なの

ではなく、失業しているからこそ、リフレッシュして、

生きる意欲や働く意欲を保つことが大切なのである

（余暇保障）。

また、子どもから高齢者までさまざまなニーズを抱

えたすべての人々に対する社会的最低限（ソーシャ

ルミニマム）の生活費保障と可能な限りの住宅保障

が社会福祉の基礎として位置づけられている（最低

生活保障や住宅保障）。

日本の社会福祉においても理念的にはすべての人

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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の尊厳ある生活が目指されているが実施場面での

差別的、劣等的処遇は解消されていない。それは

ある場合には財源不足や人手不足が原因となってい

ることもあるが、福祉ニーズの更なる増大が予測さ

れる中で政策的にも実践方法上もこれまでの延長

線上の改革だけではない新しい知恵と工夫が求めら

れている。「人々の生活を一つの形に押し込めるの

でなく、それぞれの生き方を尊重しながら社会的ま

とまりをつくっていくことをめざすフランスの社会福

祉」を学ぶ意義もここにある。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

（参考文献）

・松村祥子編著「欧米の社会福祉」

･･･放送大学教育振興会、2007年･

・萩原康生、松村祥子、後藤玲子、宇佐見耕一編著

･･･「世界の社会福祉年鑑」旬報社、2007年
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日本人海外研修生の訪問
　 エトシュープ副校長･

パリ第10大学･･教授

クロード・ルイエ

日本人研修生ためのセミナーが2007年9月24日

〜28日に我々の学校で行われました。テーマは「フ

ランスにおける児童養護対策」です。この研修会は

研修員全員参加の講義、討論会、関連施設への訪

問をおりまぜて構成されました。プログラムは、準

備段階で日本の事務局と検討を重ねた上で決定した

ものでした。

講義に関して言えば、1日目の最初の時間から全

員が、フランスの児童養護の歴史、行政管理体制、

司法体制の全ての要素に非常に大きな関心を示して

いました。フランスにおける対策が日本の実際の対

策と異なり、決して解りやすいものでないというハン

ディがあるため、各人が教育及び再教育に関する「フ

ランス文化」にどっぷりと浸ることになりました。そ

れにもましてこの問題以前に、幼児や青少年に対す

るフランスの大変複雑な社会保障の行政や司法のし

くみを理解するのは大変だったと思います。特筆す

べきは質問が活発に飛び交い、それに対して繰り返

し説明を加えたことによって、暗闇の部分にも少し

は光がさしてきたことです。

施設及び関連サービス団体訪問また、その際に

行われた専門職員との討論会は、研修生が講義の

内容を実際に目でみて、確かめて理解する助けにな

りました。特にフランス独特の多要素構成の養護対

策のしくみを現場で再確認することにより、･全員が

訪問先での新しい発見に大きな興味を示していまし

た。･後で振り返ってみると、研修プログラムが充実

していただけに、研修生と専門職員との討論会の時

間を充分に長く持てなかったことが残念です。

この研修会に参加した講師および訪問施設からの

反応はすべて研修生に対する賞賛でした。説明会、

交歓会など訪問先で

の研修生の示す関心

度が高く、研修会の

雰囲気もさることなが

ら、訪問先の人々に対

しての礼儀正しいふる

まいなどにも感心して

いました。

皆にとって、日本語、フランス語という言語の違

いが表現の妨げになっていましたが、･通訳の手助け

のおかげで、双方の交流、討論会での意見交換が

思った以上にできたことに満足しています。

エトシュープ学校関係者のみならず、フランスでの

全ての参加者にとって、皆さんとお会いでき、過ご

したこの研修会は大きな価値がありました。願わく

ば、2008年に出来上がる皆さんの報告書を読みつ

つ、今回の研修会をあらためて振り返り、味わって

みたい。

･　　　　　　　　　　　　2008年2月7日

エトシュープ校にて

特別寄稿
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フランス研修会を終えて
　 　･･　････コーディネーター／通訳

　　　　　　　･･堀　みさこ
（フランス在住）

　第33回資生堂海外研修に参加でき、今回の海外研
修がフランスで行われたことは私にとっても光栄なこと
でした。子育てについて考える機会を与えられ、とて
も貴重な経験と勉強ができました。･非常に印象に残っ
たのはフランス、日本を問わずこの仕事に従事してい
る方々全員が、親しみやすくとても思いやりがあり温か
かったことです。

児童養護という複雑なテーマということもありました
が、随所で、いわゆる典型的なフランス人でありながら
も暖かい部分が強調された皆さんが迎えてくれました。
経験豊富な団長さんに導かれた日本の研修生の方々
は、すがすがしく、エネルギッシュで、短期間に得たこ
の経験を将来しっかりと活かしてくれそうな安心感をあ
たえる…そんな若者たちでした。

この研修の準備の指導してくださった放送大学の松
村祥子先生、研修中、研修後も気配り一杯で進行の支
えをしている山下さん、そしてエトシュープ校のジョーク
に満ちあふれた、頼りがいのあるルイエ先生、この学
校の校長先生を始めお世話になった皆さんに感謝をこ
めて…。

息子の学校〈エコール・ヌーヴェル・ラソース〉

子育てという役割において思考錯誤をくりかえす親に
とって、子どもの成長の過程に影響大の学校生活があ
ります。ここフランスにおいても個性的な学校である、
パリ郊外のムードン市にある「エコール・ヌーヴェル・ラ
ソース」という学校の紹介です。

フランス独特のアソシアシオン経営体制で、1946
年、戦後直後に2人の教員･ ロジェ・クシネ（Roger･
Cousinet）と フ ラ ン ソ ワ・ チ ャト ラ ン（François･
Chatelain）によって、エコール・ヌーヴェル（新しい学
校）運動という思想のもとに設立されました。その基本
理念は、各人の性格を個人性と社会性の両面から･最
大限にのばすことです。

創立当時、度重なる世界大戦と度を超した全体主義
に抵抗するため、世界各地で平和運動を促進する推進
者たちによる、エコール・ヌーヴェル運動が活発でした。

現 在は、幼 稚園の
年長 組から高校まで
ありますが、･小規模で･
（2005年：生徒数880
名）、独特の自治体制
が特徴です。

ラソース校の教育基
盤は、広い意味での国
際社会に順応できる社
会生活につながる勉強
と各自の個性開発の2点です。

この学校の経営は財政面を含み、AEN（Association･
d’Education･Nouvelle）というアソシアシオン（生徒の
父兄、教師、その他学校関係者で形成）の管理下のも
とに行れています。ここは政治、宗教に偏りがなく寛容
であり、公立学校制度にのっとり政府の財政援助のも
とに、一般教育制度、財政制度及び進学制度に応じて
います。

ここの学校生活の基本はお互いに助け合い、自分た
ちの問題はどのようなことでも学校内で、生徒、教師、
父兄代表からなる代表会議を通して解決するように…子
どもの自立性を養成することです。国際的視野を広める
ためのさまざまなプロジェクトを生徒とともに企画し、
異なる文化の研究も盛んです。ここ2年間ユネスコ推進
の平和を学ぶ時間も特別授業に組み込まれています。

最近、ますます問題になってきている子どもたちの暴
力化…子ども自身の表現の場がなくなっていることも原
因の一つです。一人ひとりの子どもの意見をきいてあげ
る環境が必要です。

小学校の教室に「皆で定めた何ケ条」（クラスごとに
数は異なります）の貼り紙：
○･他人の意見を聞く耳を持つ−話す前に必ず手をあげ

ること。
○･他人を尊重−他人の意見をばかにしない。
○･自分自身を尊重する。
　…等、このような環境で育っていく子どもたちの成長
が楽しみです。

特別寄稿
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1．基本的概要
イギリスの正式名称は「グレートブリテン及び北

アイルランド連合王国」である。イングランド、ウェー

ルズ、スコットランドと北アイルランドで構成されて

いる。

・国　旗：ユニオンジャック

1603年にイングラン

ド（既にウェールズは

併合されていた）とス

コットランドの旗が組

み合わされ、1800 年には北アイルラ

ンドの旗がこれに加わった。そして連

合王国のシンボルとして知られる現在

のユニオンジャックが誕生した。

・面　積：24.3万平方キロメートル

　　　　  （日本の約 3 分の2）

・人　口：6,027万人（2006 年）（日本の約半分）

・首　都：ロンドン

・宗　教：英国国教会 58％、カトリック10％、

 バプテスト3％、無宗教 23％、その他

イスラム教、ヒンズー教、ユダヤ教など。

2．教育制度
イギリスの教育制度は複雑で、またイングランド、

ウェールズとスコットランドでは若干違う。ここでは

特にイングランド・ウェールズのごく一般的なシステ

ムについて概観する。

2.1  就学前教育

4〜 5 歳は小学校内に併設されるレセプションス

クールに通う。

費用は無料である。

2.2  イギリスにおける教育の主な流れ

（1） 義務教育

イギリスの公立学校は、基本的に資金面では

政府、管理面では地方自治体が担当している。

授業料は無料で、教科書・ノート類も基本的に

は支給される。学校の教育方針の決定にあたっ

ては、国のカリキュラムは別にして校長に大きな

権限が与えられているため、一言に公立学校と

言ってもそのカラーは学校ごとにかなり違いがあ

り、伝統ある私立学校に負けない質のよい教育

と進学率を誇る公立学校も多い。

  　小学校  　

 　5〜11 歳。統一の入学式と言うものはなく、

学期ごとに生徒を受け入れており、子どもが 5

歳の誕生日を迎えたその次の学期初めから入

学することが可能になる。この間、国語、算

数などの基本科目の他、コンピュータなどを

学ぶ。

  　中学校  　

 　11〜16 歳。（日本で言うところの中・高一貫

教育）この 6 年間で、基本科目とされている

Ⅰ　　　イギリスの概要

ロンドン 

バーミンガム 

エディンバラ 

北 海 

北大西洋 

イギリ
ス海
峡 

ダブリン 
マンチェスター 

  第 2 章
  イギリス報告



UNITED KINGDOM

52

国語、数学、第 2 外国語の他に地理、歴史、

美術等を選択科目として履修する。

（2） 不登校児への対応について

子どもが何らかの事情で不登校を引き起こし

た場合、そのまま放置しておくと親が法的に罰

せられる。どうしても登校できない場合でも、1日

最低 4 時間の学習が義務付けられており、自宅

や施設に教師が出向き出張学習を行う制度が設

けられている。

2.3  義務教育終了後の教育制度

大 学進学のために「A Level」を受 験 するため

の 2 年間の学校がある。イギリスの大学教育は通 

常「A Level」より上 の 教 育 課 程 を 学 ぶ た め、 

「A Level」の試験合格が大学入学の条件となる。

なお、大学進学率は約 4 割である。

3．イギリス人の子ども観

3.1  児童福祉の歴史から見える子ども観の

       変遷

過去を代表する子ども観として「子どもは大人の

所有物」ということがあげられるが、そうした子ども

観を脱し、子どもという存在が特別な存在として認

められ、保護の対象とされたのは、エリザベス救

貧法（1601年）が最初である。このエリザベス救

貧法では、救貧の対象を有能貧民、無能貧民、子

どもの3 つに分類しており、子どもが一般の貧民と

は別の枠組みの中で保護の対象とされた。しかし

実際には、要保護者は全て怠け者として捉えられ、

一般社会から隔離されてワークハウス（労役場）に

収容されるなど懲罰的に対応されていた。保護さ

れた子どもは4歳くらいの幼い年齢から工場で働か

され、厳しい仕事のために亡くなることも多かった。

その後 17 世紀の市民革命（1689 年名誉革命）、18

〜19世紀に起こった産業革命を経て、19世紀になっ

て近代地方自治が始動するとともに、特に、産業

革命によって貧困、荒廃の巣窟となった都市部の

改革は急務となり、子どもは大人とは違った処遇

を受けるべきとの見解が議会に提出され、1834 年

に救貧法の改正、1835 年都市法人法、1848 年公

衆保健法、1889 年児童虐待防止法など各種法律

が成立した。

産業革命で都市労働者となった親たちの中には

賃金が低いため、過酷な状況の下で子どもを働か

す親が多く、この時代の子どもは親の所有物とい

う感覚で親は思うように子どもを扱ってきた。そ

のため、｢児童虐待｣という観念は人々の中にはな

かったと思われる。こうした状況は、チャールズ・

ディッケンズ（1812 −1870）の小説「オリバーの冒

険」《1837 年 25 歳での連載…救貧院で生まれた

少年の話》を通して、ワークハウスの劣悪な状況が

周知されるようになり、そうした過酷な状況に置か

れている子どもを保護しようという動きが始まる。

1880 年代の終わりごろから宗教団体やボランティア

などさまざまな慈善団体がワークハウスとは違った

施設を作ったり、子どもの救済活動を始めた。今回、

わたしたちが研修した全国児童虐待防止協会が設

立されたのもそのうちの一つであった。

そして1908 年に児童法が制定され、それまでの

児童処遇の残酷さを改善し虐待を受けている子ど

もを守ることにその中心が置かれた。その後 1933

年の児童法では、子どもが親から虐待や放任を受

けていて、かつ裁判で認められた場合にのみ、親

から子どもを引き離すことができるようになる。更

に1948 年には救貧法が廃止され、新たな児童法

が制定される。この法律によって児童福祉が地方

自治体の管轄となり、子どもを施設に入所させるだ

けでなく親に対してのカウンセリングサービスなど

の対応がなされるようになった。1963 年の児童法

では、子どもは親と暮らすのが最善であるという考

えの下、自宅で子どもを育てられるように経済的支

援が開始された。こうして、一つの家族を全体とし

て支援する体制がとられるようになる。

1989 年の児童法はそれまでの児童法の内容を
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包括する総括的法律として制定された。その中で

は「子どもの最善の利益」が最も重視されており、

ソーシャルワーカーだけでなく一般市民に対する啓

蒙を促すものとなっている。

以上、イギリスの児童福祉の歴史をたどってみる

時、世界の中でも先進的に子どもを一人の人格とし

て取り上げ、子どもの人権に目をむけ、柔軟な対応、

具体的な人権保護の政策が進められてきたという

ことが言える。

3.2  子どもにかかわる職員採用システムから

       見える子ども観

現在のイギリスにおける児童福祉分野での職員

採用システムには犯罪履歴の確認が法務省の規則

として義務付けられている。つまり職員の経歴は

自己申請だけでなく警察によってふるいにかけら

れ、必要とあれば家族や友人にもインタビューがな

されるとのことであった。

これは、年間約 14万人（2003 年）の移民を受け

入れ、多くの異民族が流入するイギリスにおいて

は、他国で子どもに性的暴力を振るった経歴の持

ち主などが入りやすい影響もあると考えられる。

2004 年児童法 11 条でも明確にその旨が定められ

おり、犯罪経歴リストに載った場合、職員として採

用されることはない。

日本においては、個人情報が最優先され、個人

が守られるシステムができあがっている。こうした

違いを通してもイギリスにおいては個人情報よりも

子どもの保護、子どもの福祉が優先されるというこ

とや、子どもが一人の人格として尊重されるべきだ

というイギリス国民の認識が明確にうかがい知れる

ところである。

（参考文献）

・「養育研究第 7 号−特集号　英国における児童福

祉の現状−」

   養育機能研究会、1993 年 

・柏女霊峰、山縣文治「新しい子ども家庭福祉」

   ミネルヴァ書房、1998 年
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Ⅱ　　　イギリスの子ども・青少年福祉政策について

1．関係省庁と政策
イギリスで子ども・青少年福祉行政を司っている

のは子ども・学校・家族省（The Department For 

Children, Schools And Families）であり、2007

年 6月の行政機構再編成の際に新しく誕生した。

同省では以下の5つの基本方針を掲げている。

①子ども・青少年に健康と安全の保障

②優れた教育と高い学業成果の保障

③明るく楽しい子ども・青少年期の保障

④社会貢献や経済貢献の認識

⑤貧困に妨げられない、開かれた将来の保障

新たな省の命名からもうかがえるが、当時の首

相トニー・ブレアは同省の設置目的を、子ども・青

少年に希望ある将来を保障するため、関係省庁の

機能を統合化するとし、教育と児童福祉の充実を

課題にあげている。そして同省の新たな挑戦とし

て、教育水準の向上、貧困家庭児童の救済、社

会の主流から外れた青少年の社会復帰を強調して

いる。

同省は旧教育・スキル省の政策のうち、以下の

3 つを引き継いでいる。

①「一人ひとりの子どもを大切に（Every Child 

Matters）」−イギリス政府発行の政策書　

2003 年発行

②「 児 童 法（The Children Act）」 − 2004 年

11月立法　

 「一人ひとりの子どもを大切に」を施行する

自治体の関係庁やサービスを法的側面から

バックアップする目的

③「子どもプログラム（Change For Children 

Program）」−「一人ひとりの子どもを大切に」

の実行計画書　2004 年11月発行

同省には、大臣の下に閣外大臣である学校・学

習担当大臣と子ども・青少年・家族担当大臣、さ

らに次官が配置されている。

このうち子ども・青少年・家族担当大臣（Minister 

of  S t a te for  Ch i ld ren ,  Young People A nd 

Families）の責任範囲は、子ども・青少年の教育・

保健・犯罪に及ぶ。そのうち青少年裁判と貧困家

庭児童対策では、他の省庁と責任を分担しながら、

児童福祉関連の非営利団体の対応窓口の機能を

担う他、「一人ひとりの子どもを大切に」の施行最高

責任者でもある。また、子ども・青少年のウェルビー

イング、保護と養護、ファミリー政策を保障するこ

とを目的としているが、ファミリー政策では、親業

サポート、十代妊娠対策、別途紹介する「確かな

出発（Sure Start）」、保育、幼児教育も盛り込ま

れている。

2．ビクトリア・クライミー事件
児童福祉改革を推進していく上で重要政策とな

る「一人ひとりの子どもを大切に」実行計画書は、

以下の事件がきっかけとなってイギリス政府が発行

したものである。今回のイギリス研修のテーマで

もある児童虐待問題に直結するので、以下に言及

する。

ビクトリア・クライミー（Victoria Climbie）事件

とは、2000 年当時 8 歳の女児、ビクトリアが虐待

で殺害された事件である。

ビクトリアはアフリカのコートジボワール共和国

で生まれたが、貧しい両親が娘にイギリスでより良

い教育をと願い、ロンドンに住む大叔母の元に預

けた。しかし、ビクトリアは保護者である大叔母と

同居者のパートナーから、長期間に渡って言語を

絶する虐待を受けて、最期には冬の浴槽で裸のま

ま放置されて衰弱、凍死した。検視の結果身体に

128 か所に及ぶ傷害があったのが発覚した。加害
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者の二人は裁判で終身刑の判決を受けた。一方で、

このあまりに残酷な死を防ぐことができなかった児

童保護制度の責任の所在を追及する独立調査委

員会が設置された。

委員会は約1年間に渡って徹底的な調査を行い、

多数の関係者が公聴会に喚問され、証言した。そ

の結果、児童保護の責任を有する医療機関、警察、

ソーシャルサービスの三者の職務怠慢によりビクト

リアが死に至ったことが明らかになり、その内容

は詳細に報道され社会を震撼させた。

ビクトリアの怪我を手当てし虐待を疑いながらも

皮膚病と診断、みすみすビクトリアを加害者の元に

帰した小児科医二人は、「ソーシャルサービスが何

らかの対処をすると思った」「自宅に帰したことがそ

の後も気になっていたが、フォローアップしなかっ

たことを非常に悔いている」と証言した。

ビクトリアへの虐待については、ロンドンに住む

遠戚と短期間ビクトリアを世話したベビーシッター

が疑いを持ち、ソーシャルサービスに通報してい

た。しかし、通報を受けたソーシャルサービス担当

者及び責任者は「何度か自宅訪問したが、不在だっ

たのでビクトリア本人にも保護者にも会わなかっ

た」と、適切な検討を怠って真剣に取り扱わなかっ

たことを認め、また、調査に当たったロンドン首都

圏警察、児童保護課担当者は「ビクトリアの皮膚

病に感染するのを恐れ自宅訪問の調査を怠った」

と証言した。

こうして公聴会では、虐待の監視機関のことご

とくがこのケースの深刻度を見過ごし、義務と責任

の遂行に怠慢であったことが暴かれたのである。

2003 年1月、委員会はこれらの聴聞会証言を元

に報告書を作成、政府に提出した。

報告を受けた政府は、この事件を教訓にした児

童保護制度の大改革として「一人ひとりの子どもを

大切に」を発行した。これをきっかけに、子ども・

青少年及び家族関連の公共サービス機関や民間

団体の間でこれまでにない活発な議論が繰り広げ

られ、それに基づいて改訂版やプログラム追加版

「Every Child Matters：the Next Steps」と「Every 

Child Matters：Change for Children」が発行され

たのである。

3．「一人ひとりの子どもを大切に」
次に「一人ひとりの子どもを大切に（Every Child 

Matters）」と「 子 ど もプ ロ グ ラム（Change For 

Children Program）」の概要について述べる。

誕生から19 歳までの全ての子ども・青少年のウェ

ルビーイングを法的に保障し、以下の環境を確保で

きるよう支援することを目標としている。

　①健康に生活する

　②安全に暮らす

　③楽しく充実して過ごす

　④前向きに社会に参加する

　⑤経済的に不足なく生活する

以 上の 5 つ の目標 達 成 のためには 複 数の 公

的 関 連 機 関 の 協 調 体 制 が 必 要 であり、 そ れ

を 促 す 機 関として各 自 治 体 に「 児 童トラスト 

（Chidren’s Trust）」を設置することを推進し、地

域の事情に即した児童福祉サービスを開発、実行

している。「児童トラスト」とは、地域の児童施策に

関係する公的機関（行政当局や病院、学校、警察

など）や、民間の非営利団体などで構成される共同

事業体である。これらの関係機関は情報を共有し

ながら、協調体制で子ども・青少年の安全を保障し、

子ども・青少年の、より充実した生活の達成をサポー

トしている。サービスを提供する自治体は、新サポー

ト体制の構築に当たって、当事者の子ども・青少年

の要望を取り上げ、反映させるよう努力している。

また、 子ども・青 少 年 の 安 全を 保 障 する 手

段 として、 地 域 児 童 安 全 保 護 委 員 会（Local 

Safeguarding Children’s Boards 略して LSCB）を

設置している。

政府はこの政策の推進に当たって、2005 年 3月

に、特に貧困家庭の子どもやインケアの子ども・青
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少年をはじめとする弱い立場の子ども・青少年の声

を関係機関に反映させる役割を担うために、児童

委員（Children’s Commissioner）を設置した。

4．「子どもプログラム」
次に、同省が管轄する代表的なプログラムの概

要についてふれる。

（1） 「確かな出発（Sure Start）」

5 歳以下の子どもとその家族（主に母親）を対

象に、自治体が運営・提供するサービスである。

その名の通り、子どもが人生の良きスタート

を切れる環境を提供することを目的とし、特に

低所得層居住地域を中心に、イングランドでは

1,250カ所に Sure Start Children’s Center が設

置されている。通常、平日9〜16時くらいまでオー

プンしている。

センターは多目的複合施設で、親子が一緒に

過ごせる遊び場の他、母親に料理や裁縫を教え

たり、移民には英語などの学習機会を提供した

りしている。保健師（ヘルスワーカー）が定期的

に訪れ、健康面の相談や助言を行っている。ま

た、子育ての傍ら就職を望む母親には、職業を

案内したり、就職するためのトレーニングを提供

したりしている。

2006 年までに 65万人の子どもたちがセンター

を利用したが、貧困家庭の子どもの救済が政府

の課題でもあることから、2008 年までにセンター

を倍の2,500カ所に増加、2010 年までには、全

国の全自治体に最低 1カ所のセンターを設けるこ

とを目標としている。

（2） 児童基金（Children’s Fund）

低所得世帯や難しい家庭環境にある5 〜13 歳

の子どもを対象に、社会から排除されるリスクの

予防策として、2000 年11月に発足した基金であ

る。年間 1 億 5 千 600万ポンド（390 億円）の国

家予算が149 の各地の子ども基金に分配されて

いる。（1ポンド＝250 円とする）

各地の基金は、自治体が委託するソーシャル

サービスなどの各種エージェンシー（日本でいう

独立行政法人に類似）の他、コミュニティーグ

ループや教会、非営利団体と協同でプログラム

を開発し、コミュニティーセンターや学校、スポー

ツセンターなどの施設を利用してプログラムを実

施している。

また、家族にもプログラムにかかわる機会を

提供し、子ども・青少年が非行などで社会の主

流から外れないよう予防プログラムを行ってい

る。楽しく参加したくなるようなプログラムの開

発が重要なため、企画、運営、評価のプロセス

で子ども・青少年自身の参加を促している。

基金の目的は、子ども・青少年が

　①健康であること

　②精神的に安定していて自信を持てること

　③学業を全うすること

　④問題を起こしたり巻き込まれたりしないこと

　⑤安全な場所で生活すること

　⑥将来の夢を持ち達成する機会を持つこと

　である。

具体的には、学校の出席率を上げる、学校の

成績を上げる、10 〜13 歳の子どもが何らかの犯

罪を起こさないようにする、5 〜13 歳の子どもが

犯罪の犠牲にならないようにする、そして、対象

の子ども・青少年がサービスにアクセスしやすい

環境を作ることを目指している。

（3） コネクションズ（Connexions）

13〜19 歳の青少年がスムーズに大人に成長す

る過程をサポートするプログラムである。学習障

がい者と身体障がい者は 25 歳まで利用できる。

自治体の複数のエージェンシーが民間資金と

共同で運営しており、現在イギリス各地に 47カ

所のコネクションズセンターがある。
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センターは、一口で言うと若者の溜まり場な

のだが、お役所運営のサービスは古くさいという

若者の先入観を払拭することを狙って、カラフル

な内装、おしゃれな家具、モダンな設備で、若

者のあらゆる相談に乗り、また情報を提供して

いる。利用者には、学校で落ちこぼれ気味の生

徒や不登校の生徒、16 歳の義務教育後ニートに

なったり、親と断絶状態になっていたりする青少

年が少なくない。

相談の内容は、仕事、学習、健康、住まい、

金銭、人間関係、青少年の権利などで、要望に

応じて国家職業訓練資格（National Vocational 

Qualifications）を所有するパーソナル・アドバイ

ザーが個別に相談にのる。また、必要な場合は

専門家に援助を要請する。

例えば、「仕事」では履歴書の書き方や面接試

験指導、仕事の紹介も行っている。「学習」では

宿題や復習のサポートや資格の取り方など、「金

銭」では学生ローンの利用や負債の処理の仕方

などについて助言している。「住まい」では、再

婚した親のパートナーと仲たがいし家出したので

住むところ探している、というような例がある。

こうした一般的な情報はコネクションズ・ダイ

レクトというサイトで 得ることもできる。

www.connexions-direct.com　

数年前から日本でもニート問題が深刻だが、

ニート対策の参考のため日本から複数の関係機

関や研究者がコネクションズを訪問している。

“ニート”はイギリスが生んだ言葉だが、日本の

ニートとは違い、義務教育修了年齢の16 〜19

歳を対象に、学校にも行かず、就職もせず、就

職のための何のトレーニングもせず、その結果、

将来的に慢性失業者になる可能性が大きく、ま

た、アルコールや麻薬中毒、更には犯罪の加害

者になる危険性があるハイリスク層ととらえられ

ている。

（4） 青少年ポジティブ活動

　　（Positive Activities For Young People）

政府の文化・メディア・スポーツ省と法務省、

青少年裁判委員会が共同管理するプログラムで、

8〜19 歳を対象にしている。

時間をもてあますことで犯罪を起こしたり、社

会から逸脱したりする危険性が潜んでいるため、

スポーツ、アート、文化活動を企画・実施し、子

ども・青少年に人生を楽しむスキルを身につけさ

せ、自尊心を持たせることを目標にしている。ま

たそうした活動ができる場所やユースセンター、

ボランティア活動機関などを紹介している。

2003 年から3 年間のプログラムとして始め、

29万人の子ども・青少年が利用したが、成果が認

められ、その後も自治体主導で続行されている。

（5） トランスフォーミング・ユース・ワーク

　　（Transforming Youth Work）

2001年から各自治体の教育庁が運営してい

て、13〜19 歳の青少年を対象にユースサービス・

プログラムである。

このプログラムの目的は、以下の3 つである。

①ソーシャルスキル（社会人に必要なスキル）

　を身につけるサポート

②責任ある市民に成長するためのサポート

③仕事を持つ社会人世界への準備

主なプログラムは、イギリスに昔からある地域

のユースクラブやユースセンターの運営である。

娯楽の少なかった昔は地域の若者の娯楽と社交

の場として利用されていたが、最近はいわば、

非行防止ユースサービスとしての利用が多くなっ

ている。

つまりユースクラブやセンターは、特に酒や麻

薬、犯罪の世界への誘惑に晒されているリスク

カテゴリーの青少年を、そうした誘惑から遠ざけ

ながらたむろさせる場所ともいえる。そこにはい
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わゆる兄貴や姉貴的役割の大人がいて、健全な

社交の誘導を行い、ひいてはニートに転落しな

いようサポートしている。

（6） ミレニアム・ボランティア

　　（Millennium Volunteers）

各自治体のボランティアセンターが、16 〜25

歳を対象に企画・運営しているプログラムである。

コミュテニティーに貢献し、また自分の興味分野

の開拓やスキルの習得、就職への体験研修に有

益で、これまでに4万人にミレニアム・ボランティ

ア認定書が発行されている。ボランティア活動

は、児童サッカーチームのコーチや町の庭造り、

森林の整備、地元ラジオ局の番組制作、企業

のホームページ作成など多岐に渡っている。

以上が子ども・学校・家族省の子ども・青少年

福祉行政の概要であるが、政策と実施プログラム

の内容から、子どもの安全とウェルビーイングの確

保、青少年の非行やニート予防に重点が置かれて

いることがイギリスの特徴として浮かび上がってい

る。ウェルビーイングとして、貧困家庭児童対策が

政治課題となっていることは意外なことと思うかも

しれないが、イギリスでは 1970 年代後半からこの

問題が顕在化していたのである。

5．子ども・青少年を巡る問題や現象
経済研究機関「Royal Economic Society」によ

ると、世帯収入が全国中間値の 60％以下の貧困

児童は 1979 年に全体の13.7％だったのが、90 年

代半ばには 30％に、97年には 34％（約 330万人）

に増加している。貧困家庭の典型は、ひとり親家

族、働き手の失業、マイノリティ（少数派人種）、

子ども3人以上の大家族だが、それ以外に貧富の

地域格差が拡大していることも特徴である。97 年

に政権の座についた労働党は、これを受けて99

年、子どもの貧困対策を政治課題とし、雇用の促

進、ソーシャルサービスの改革に取り組み、また、

ひとり親家族の課税優遇措置や福祉給付金の増

額によって子どもを貧困から救済する対策を打ち

出した。そして、貧困児童を2010 年までに半減、

2020 年までに完全撲滅することを目標とした。

これにより、2001年には貧困児童数は 270万人、

全体の 30.5％に減少、さらに、ユニセフの最近の

調査によれば 15％まで減少しているが、目標の

2010 年までの半減達成が可能かどうか微妙な状況

と見られている。

2007 年 2月に発表になったユニセフの調査報告

書「先進国の子ども時代」は、先進国の子ども・青

少年のいわば幸福度を調査、比較したものである

が、イギリスが最下位であることが分かり、ショッ

キングな結果として大きく取り上げられた。

調査は、21カ国の子ども・青少年を対象に「物

質的ウェルビーイング」「健康と安全」「家族や友人

関係」「行動とリスク」「青少年自身の幸福度自己判

断」などの項目、40 の指標をもとに、2000 〜2003

年に渡って、OECD、WHOと共同で行われたも

のである。

このうち「物質的ウェルビーイング」は、欧州内

の 9カ国において貧困率が10％以下なのに対し、

イギリスはポルトガル、スペインと並んで15％と高

く18位、「家族や友人関係」では最下位の21位であ

る。性体験については、「15 歳以下で体験がある」

のが調査国の大半が15 〜28％なのに対し、イギリ

スは 40％と飛び抜けて高く、また「酔うほど飲酒

の経験がある」のが 30％、「15 〜19 歳のニート」が

30％、さらに、「幸福度の自己判断」は 20 位という

結果である。イギリスの子ども・青少年が貧困の犠

牲となり、また、夢や希望を奪われた子ども時代

を送っていることが分かっている。

この憂慮すべき結果に、政府は「社会の心臓で

ある子どもたちが危機的状態にあることを再認識

する」と受け止めている。

ユニセフは今回の調査から「貧困が健康、学業、

行動面での問題を生み、それが学業未修了や若
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年妊娠、スキル不足、向上心の欠如、低収入、未

就業、福祉受給というコースをたどる傾向が認めら

れる」と結果をまとめている。

最後に、青少年を社会の主流から逸脱させない

ことを目的とした、子ども・学校・家族省の実施プ

ログラムが複数あることの背景を、以下に説明する。

ユニセフの調査で、イギリスの子どもたちは友人

関係や家族関係が希薄で、幸福度の自己診断が

低いことから、子どもたちが自尊心や自信に欠け、

自己像の評価が低いことがうかがえる。ここ数年

のイギリスは十代の若者達の倦怠感や諦め感が顕

著で心配される一方、子どもたちによる反社会的

行為が社会問題化するという現象が深刻になって

いる。

子どもの反社会的行為は、昔は質の悪い悪戯程

度だったのが、ここ数年は他人に危害を与える、

公共物を破壊するなどの犯罪行為に発展しており、

反社会的行為、「Anti -social behavior」 の短縮用語

として“アスボー”なる新語が誕生したほどである。

1999 年 4月には、法務省管轄の民法、通称アス

ボー法（Anti -social behavior Order）が成立した。

具体的には、

 ・アスボーを繰り返し行う者に対して、

　　その行為を禁止する

 ・特定のグループとの交際を禁ずる

 ・特定の場所への出入りを禁止する

というもので、警察の命令を違反した場合には、

刑法扱いとなり、最高15 年までの刑罰がある。

同法の目的は、犯人を罰することよりも一般市

民を保護する目的を重視しているもので、警察は

2005 年12月までに 9,853 件のアスボー事件を取り

締まっている。この件数の中には大人によるものも

あるが、イギリスでは犯罪の低年齢化現象が起き

ており、若者の不良グループの間ではピストル事件

も数件起きている。

現在もアスボーやニートが増加していることは子

どもたちが健全に成長していない現れであり、政

府の対策とともにさまざまな議論や研究が行われ

ている。
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1．児童法（Children Act）
イギリス政府が推進する児童虐待対策は 1989

年に制定された児童法（12部108条）がベースになっ

ている。

1989 年は国連で子どもの権利条約が採択され、

イギリスに全国児童虐待防止協会（NSPCC）が結

成されてちょうど100 年の節目の年でもあった。

子どもの権利条約に子どもの意見表明権が明記

され、子どもを権利行使の主体とみなしたように、

1989 年児童法は、以下の3 項目を明確にした。

　①子どもの福祉を最優先すること

       　 （paramount consideration）

　②親責任（parental responsibility）

　③親と自治体が親責任を共有する

　　（corporate parent）

前述した 2000 年のビクトリア・クライミー事件を

きっかけに、2004 年に同法は改正されている。

この法律を受けて、児童虐待対応のガイドライ

ン「ワーキング・トゥギャザー（Working Together 

Safeguard Children）」が政 府から1991 年に初め

て発行され、1999 年と2006 年に改訂されている。

児童虐待問題に取り組む現場関係者はこのガイド

ラインに基づいて現在実務を遂行している。

2．地域児童安全保護委員会
     （Local Safeguarding Children Board）

児童虐待の通報を受けた後、子どもを保護する

ための介入の中心になるのは地域のソーシャルサー

ビス局（Social Services Department）で、日本の

児童相談所に相当する。主な関係機関として、子

どもの精神保健機関（小児科・メンタルサービス

など）・教育機関・警察・少年裁判所等があり、

地域児童 安 全保護 委員会（Local Safeguarding 

Children Board：LSCB）という組 織が連 携を主

導している。これは関係機関との連携を強化す

るために、それまで民間組 織として機関連携を

はかってきた地域 児 童保護 委員会（Area Child 

Protection Committee：ACPC）が再編され、2004

年の児童法改正によって設置されたものである。

各機関より代表者が集まる委員会であり、個別ケー

スについて検討する。さらにその下に小委員会（同

様に代表者の参加によるもの）もあり、これは特別

なニーズに対応するチームである。

Ⅲ　　　イギリスの児童虐待防止対策について

ソーシャル 
サービス局 保健機関 教育機関 司法機関 

地域児童安全保護委員会 
（Local safeguarding children board：LSCB） 

地域委員会 

ニーズ 

専門家の 
サービス 
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3．虐待を受けた子どもの保護システム
家族から分離され地域自治体で「養育される

（looked after）子ども」（保護下の子ども）とは、下

記の3タイプとなる。

（1） 24 時間以上、住居（Accommodation）の

　  提供を受けている子ども

自治体は親責任をもたない（任意）。子どもと

親、自治体が話し合い、フォスターケアラー宅

や施設で生活する場合であり、不登校（退学）等

の場合もある。

（2） ケア命令の対象となる子ども

　   （Child Protection Register Case：

                                児童保護登録ケース）

自治体は親責任をもつことになり、子どものケ

アプランが必要となる。特に親との関係は継続

されるので、親と子の交流に関する取り決めが

重要になる。ほとんどのケースで親が合意してい

ないためケアが難しい。

（3） 保護命令が出された子ども（拘留されている

      子どもを含む）

ケア命令の申 請ができるのは、ソーシャル

サービス局と後述する全国児童虐待防止協会

（NSPCC）だけである。両団体に所属していれ

ば、申請者には誰でもなれるが、通常はソーシャ

ルサービス局が申請する。裁判所が緊急保護命

令を発令すると申請者は親責任をもつ。例えば、

申請者は虐待の危険のある子どもを即刻家庭か

ら引き離すことができるが、「分離された子ども」

に対して、その子の安全を確保する責任を持つ

とともに、実親との適切な交流を認めなくては

いけない。ただし、裁判所はケースワ−カ−の同

伴など交流に条件をつけることができ、子どもも

親との交流を拒否することができる。

　

   

ネグレクト 

身体的 

性　的 

情緒的 

混合／不特定 

　　合　　計 

10,800 

 5,300 

 2,800 

 4,700 

 4,100 

27,700

11,700 

 5,700 

 3,000 

 5,400 

 4,400 

30,200

12,600 

 5,700 

 2,800 

 5,600 

 4,300 

31,000

13,200 

 5,500 

 2,700 

 5,700 

 3,700 

30,800

13,700 

 5,100 

 2,600 

 6,700 

 3,300 

31,400

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 年度 
虐待種別 

（子どもの虹情報センター資料より引用）

（件数） 

　イギリスでは社会的ケアの一形態である里親の名称は、かつて「フォスタ−・ペアレント（foster 

parent）」と呼ばれていたが、現在は「フォスター・ケアラー（foster carer）」に変更されている。 

これは親を代行して子育てをするものの、監護権をもつ「ペアレント（親）」が表す、「子どもは親の持

ち物である」という意味を取り除くためである。イギリス人は子どもを非常に大切にするが、親だけで

なく自治体や地域社会との共同責任において、子どもを社会全体で支えて育てていこうとする強い意

志がこの名称変更に表れている。

　本稿では、里親の名称をフォスター・ケアラー（以下 FCとする）として表記する。

 フォスターケアラー（里親）の名称について

児童保護登録件数の推移
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4．社会的ケアのあり方〜フォスターケアと
     施設ケアについて

講師：ディ−・ジャトワ氏

          （全国児童虐待防止協会契約コンサルタント）

彼女はこの10 年、毎年1回おこなわれているシンガ

ポ−ルのフォスタリング・サ−ビス（fostering：FC

の養成）のトレ−ニングにレギュラ−で参加している。

また、イエメンではソ−シャルワ−カ−として施設ケ

アの安全面に携わるなど、国際的なプログラムの開

発にかかわってきた。彼女自身、現在もFCの資格

をもつ。

4.1  社会的ケアの現況と基本的な考え方

2006 年度イギリスでは約 6万人の子どもたちが自

治体のケアを受けているが、その人数は減少傾向

にある。自治体の下で養育される子どもたちの2/3

は、FC のもとで暮らしており、その子どもの割合

は増加している。従って残りの1/3 の子どもたちが

現在、施設で生活していることになる。現在政府

は 12 歳未満の子どもは原則として FC のケアを受

けることを方針としているが、12 歳を過ぎると施設

ケアに移ったり、FC の下でのケア不適応などによ

り、12 歳未満でもセラピー・ホームなどを利用する

場合がある。なお、障がいのある子どもは施設ケ

アを受けることになっている。

社会的ケアが必要な子どもに対して、施 設よ

りFC によるケアを 優 先しているのは、 子ども

の健全な発達と福祉のためには、子どもの愛着

（Attachment）形成が重要であるという考え方が

基本にあり、家族形態であるFC によるケアの方が

愛着を修復させるのに望ましく、施設ケアでは不

十分であると考えるからである。

それとは別に、かつて施設内虐待事件が起きた

経緯があるのも理由の一つである。

（1） FC によるケア

期間には緊急・短期と長期がある。

1 人のFCが支援できる子どもの人数は、兄弟

姉妹以外であれば 3人まで。対応困難な子ども

については 2人までとしている。

（2） 施設ケア

期間には短期と長期があり、子どもの年齢が

18 歳に達するまで保護する。ケア命令されてい

4.2   社会的ケアの体制

《社会的ケアの体制図》 

 
レスパイト・ケア 

（Respite Care） 

 
フォスターケア 

（Foster Care） 

 
緊　急 

（Emergency 
  placements） 

 
短　期 

（Short term） 

 
長　期 

（Long term） 

 
短　期 

（Short term） 

 
長　期 

（Long term） 

 
施設ケア 

（Residential Care） 

 
セラピー・ホームケア 

（Therapeutic Homes） 

 
セキュア・ユニットケア 
（Secure Units） 
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る子どもは、21 歳まで自治体の責任下にある。

施設の定員は12〜15 名であるが、現在は 6 名

の入所が平均である。第二次大戦中、都市部か

ら流出した疎開児童が、里親と呼ばれた地元の

人々に委託され生活していたが、戦後孤児対策

として各地の自治体が全国に700カ所の児童ホー

ム（ホステル）を開設したのが始まりである。現

在、ヴィクトリア朝時代の孤児院のような大規模

施設は存在せず、家庭モデルのレジデンシャル・

ワークを実践する。

特にイギリスの施設では、困難な問題をもつ

子どもに対して、治療的理論としての精神分析を

もとに心理治療と地域ケアが統合された環境療

法を展開していた。

（3） セラピー・ホーム（コミュニティー）ケア

民間治療教育機関として、現在全国に16カ所

ある。入所している子どもは、FC にも施設にも

適応が難しい複雑な課題を抱えており、ほとん

どの子どもが、長期にわたって性虐待を受けて

いた子どもである。

定員は 5 名程度で、子ども1人に対して職員は

1 人以上配置されている。営利目的の企業が運

営するホームもあり、人気が高い。

（4） セキュア・ユニット

この施設には、自傷や加害の恐れのある子ど

もが入所しており、最高 28日までがケア期間と

なっており、延長には審査が必要である。

（5） レスパイト・ケア

障がいのある親のための育児一時休息であり、

年間延べ 90日まで利用できる。

（6） 施設ケアを受けた子どもの予後

施設ケアを受けた子どもは、10 代での妊娠

が一般家庭の 2.5 倍と多く、自分の子どもを同

じように施設入所させる確率が通常の 66 倍に達

し、施設ケアを受けた子どもの予後はあまり良く

ない。虐待ケースにおいては施設だけでなくFC

によるケアの場合でも困難を伴うケースが多くあ

り、FC のスキルの向上とFC へのより良い支援

体制が求められている。

4.3  FC によるケアの内容

（1） FC によるケアの現況

2006 年度現在、FC の数は約 27,000人と推定

されている。法律が改正され、高齢者や独身、

ゲイであってもフォスター登録できるようになって

いる。

典型的なFC の家庭は夫婦で、夫はフルタイム

の仕事があり、妻は 31〜55 歳の間で、フルタイ

ムの仕事はしておらず、ケアされる子どもよりも

年長の実子がいるというものである。

ケアされる子どもの半分は 9 歳未満。ほとんど

の子どもが14日以内の委託で短期間のケアをす

る重要な社会資源とみなされている。しかし最

近では長期のFC によるケアにも関心が高まって

いる。

（2） FC によるケアとその関連団体

1948 年児童法の成立により、救貧施策だけ

でなく新たに児童虐待施策として、家族への予

防介入が始まった。

1960 〜70 年代になると自治体の再編成（1970

年シ−ボ−ム改革）により、自治体の権限が拡

大された。地域・家族問題に着目することで、

被虐待児を保護するために家族から引き離す必

要があると判断されるケ−スが増え、養子縁組

（Adoption）を積極的に活用するようになった。

1974 年には全国FC 協会（The National Foster 

Care Association：NFCA）が創設された。同協

会は現在も自治体・関係団体のスタッフを含む1

万人の会員を要している。

もう一つは、日本でいう独立行政法人に類似

した関連団体が統一組織となった養子縁組・FC

養 成 機 関（Brithish Agencies for Adoption and  
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Fostering：BAAF）である。1980 年代、すでに

社会的ケアを必要とする子どもを対象に活動を拡

大し、機関紙（Adoption and Fostering）や数多

くの小冊子を発行し、養子縁組やFC の募集や

研修とともに、ケアを提供している家庭への支

援とネットワ−クを確立していった。

（3） FC をリクルートするための全国キャンペ−ン

2004 年 5月10 〜23日の間、全国キャンペ−

ンを非営利組織が展開し、馴染みのタレントが

テレビで FCをリクルートする宣伝をしたり、イン

ターネットやラジオでキャンペーン広告を流した

りした。自治体も各地でリクル−ト説明会を行

い、広く市民と社会に理解と協力を求め、不足

するフォスタ−ケアの登録希望者を募った。

〈「Fostering Network−Foster Care Fortnight 

2004」〉 また、同種のキャンペーンとしては今年で

10年目となる「アダプション・ウィーク」（「Adoption 

Week」）の規模が大きい。〈「British Association 

for Adoption & Fostering」の主催〉

（4） FC の養成サ−ビス

FC 増員の最も効果的な方法は、前記したリ

クルートキャンペーンより、地味だが確実に宣伝

になるのは口コミだという調査がある。実際の

FCから具体的な情報を得られることほど、フォ

スターケアに興味のある人にとって貴重な体験

はないのであろう。

以下に FC 希望者が FCになるまでの流れを

説明する。

①FCに興味のある人から問合わせに対して自治体は説明会の案内を郵送する。 

②希望者は案内を見て自治体が主催する「インフォメ−ションイブニング」という説明会に参加する。 
　さらに興味を持った人に対しては、FCを養成するソーシャルワ−カ−が家庭訪問し、FC希望者 
　に書面で申し込みをしてもらう。 

③FC希望者は警察に犯罪歴がないか確認され、その後身元保証人を3人探して職歴を提出する 
 （雇用者の保証）。 

④ソーシャルワ−カ−は１回目のアセスメントを行い、それをクリアした希望者はマニュアルと 
　ビデオの資料をもとにFCになるための自宅学習を行う。 
 

⑤マニュアルとビデオに基づいて6回の研修を受講し、その都度アセスメントを受け、フォスターケア 
　についての理解が深まっているかどうか評価してもらう。 
 

⑥申し込みから3カ月以内に自治体のFC審査委員会（フォスタリング・パネル・メンバーシップ） 
　がFCとしての資格審査をする。 　 
※委員会は自治体担当責任者、ソーシャルワーカー2人（子ども担当とFC担当）、地方議員（外部 
　プロフェッショナルアドバイザ−）、医師（GP；General Practitioners/ホームドクタ−）、 
　弁護士、教員、保健師の8人で構成し、性別・年齢・人種のバランスをとっている。 
　委員の任期は1年毎で3期まで務めることができる。8人の委員は全員、必ず資格審査にかか 
　わる。また、委員会は、候補者がFCとして何歳くらいの子どもに適しているかなどについても 
　アセスメントする。資格審査は、多数決により委員会の5人以上の同意が必要である。 
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（5） FC への委託における自治体と民間団体の役割

FCへの子どもの委託サービスは自治体の責任

である。サービスの提供者として自治体は自ら委

託するか、委託料を支払って民間の営利・非営

利団体から専門サ−ビスを購入する。自治体に

よって民間団体への委託状況には差がある。

営利の民間団体は、性虐待を受けた子どもや

外国の子どもとの組み合わせなど、特色を出し

た質の高いサービスを提供し、費用は高いが委

託専門分野の牽引役となっている。

その他、自治体を通さないプライベ−トな委託

がある。シンガポールでは多く行われ、イギリス

でも移民人口の多い西アフリカの民族集団で行

われていた。しかしそのように子どもが委託され

た家庭では、虐待が行われることが多いため、

2004 年に委託された子どもは自治体の保護下に

おかなくてはならないという法律ができた。どの

委託にも担当のソーシャルワーカーが必ずつき、

家庭状況を把握している。

なおFCを選ぶ際には、子どもの親族の中にケ

アできる人がいるかどうかをまず調査する。FC

となった親族への子どもの委託をサポートする親

族委託専門チ−ムが新設され、委託が推進され

ている。

（6） 委託の流れと委託内容

　①委託団体

 　1人の子どもに対して委託の提供団体は1カ

所のみである。FC は 2人目の子どもを他の自

治体から委託される場合、1人目の子どもを委

託した地区のソーシャルワーカーの同意文書が

必要である。FC に子どもを委託する場合は 1

年ごとに見直しがあり契約更新が必要となる。

　②委託期間

 　FCとの委託契約は子どもの親や委託提供

団体の任意で終了できるが、FCには不服申し

立てをする権利がある。

　③委託開始

 　委託が成立して FC の家庭で子どもが生活

を始めた場合、1週間以内に担当ソーシャルワー

カーが FC 宅を訪問する。ソーシャルワーカー

は子どもと2人だけで会い、寝室を見ることも

ある。委託が成立して最初の1年は最低 6 週間

に1回、その後は 3カ月に1回訪問する。

 　また、担当ソーシャルワーカーとは別に、

直接当ケースにかかわっておらず客観的に委

託状況を見ることができる立場の評価担当者

がおり、4 週 間以内に自治 体・子ども・FC・ 

教員・保健所のソーシャルワーカーが集まって

委託について再検討をする。

（7） FC に対する委託料

FC への委託料は、例えば 1 週間で 0 〜11 歳

の子どもに対して養育料が105 ポンド、生活費が

155ポンドで、合計して260ポンドの支給となる。

12 歳以上の子どもは合計 310 ポンドとなり、

年長の子どもが増額される。

生活費の内訳には小遣い、交通費、医療費な

ど指示がある。

また課題の多い子どもには特別加算が認めら

れている。

さらに誕生日手当や2週間分の休暇手当もある。

2003年度FCに対する手当ての基準（1週間分） 
 

親族 

個定・ 
基本 

特別 
加算 

誕生日 
手当 

0～11歳 
養育料 

（Fee） 

105 
（26,250円） 

 

50 
（12,500円） 

 

305 
（76,250円） 

 

− 

0～11歳 
生活費 

(Maintenance)

155 
（38,750円） 

 

155 
（38,750円） 

 

155 
（38,750円） 

 

155 
（38,750円） 

 

合  計 
 
 

合  計 
 
 

260 
（65,000円） 

 

310 
（77,500円） 

 

460 
（115,000円） 

 

12歳以上 
養育料 

105 
（26,250円） 

 

50 
（12,500円） 

 

305 
（76,250円） 

 

− 

12歳以上 
生活費 

205 
（51,250円） 

 

205 
（51,250円） 

205 
（51,250円） 

 

310 
（77,500円） 

 
 

155 
（38,750円） 

205 
（51,250円） 

205 
（51,250円） 

 

360 
（90,000円） 

 

510 
（127,500円） 

 
＊1ポンド＝250円 

（単位：ポンド） 
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1．はじめに　
今回のイギリス研 修をコーディネートしてくだ

さったのは、民間のチャリティ団体である「全国

児童虐待防止協会」（以下、「協会」と表記する）

のザフィーラ氏である。イギリスでは、民間の非

営 利 組 織（non-profit organization）を一 般 的に

ボランタリー・コミュニティ組 織（voluntary and 

community organization；VCO）ま た は、 ボ ラ

ンタリー・コミュニティセクター（voluntary and 

community sector；VCS）と 呼 ぶ。 こ れ は、 組

織活動の自発的な側面を強調したもので、チャリ

ティ資格をもつ組織のほとんどが理事会の無償ボ

ランティアによって成り立ち、活動が自発的なボラ

ンティアや寄付によって支えられている実態を表現

している。チャリティ委員会に登録されている総数

が18万 9 千 531（2005 年 3月末）団体あるが、「非

営利」（non-profit）という経済的な側面を強調する

「NPO」より、参加的・連帯的な民間活動を意図す

る組織といえる。現在、伝統的なチャリティ団体は、

存続の危機にあるといわれるが、「協会」は、19 世紀

末に全国組織として統一され、子どもの虐待根絶を

めざし、その組織活動を通して、これまで政府や

地方のソーシャルワーク政策を牽引してきた。この

章では、イギリスで初めて、子どもの虐待対策を組

織的に実践し、現在も活躍する「協会」を概観する。

2．「協会」の成り立ち
イギリスの児童虐待に対する取り組みの歴史は

古く、19 世紀に遡る。1883 年にリバプールに設立

された最初の児童虐待防止協会は、翌年には、

ブリストルとバーミンガム及びロンドンにも設立され

た。特にロンドンでは、貧児学校運動を母体にし

て、超教派的に誕生した。ロンドンの協会が扱っ

たケースは、1884〜85 年で 95 ケースだったのが、

1886〜87年には258ケースに急増した。「協会」は、

自治体のソーシャルワークより早い段階で子どもの

虐待を調査し、保護を行うことで児童対策を牽引

し、議会を動かしてきた。　

当時、問題になっていたのは、少女買春のケー

スであった。救貧法の対象とされない要保護児童

の中に、学校に行かず、工場や盛り場で働く子ど

もたちが多く発見された。ロンドン協会が最初に

扱った前記95ケースの中に、虐待は95ケースあり、

性的虐待（淫行）は12ケース含まれており、これら

は、蔓延する様相を示した。また少女の証言を認

め、加害者を有罪にすることができなかった当時

の刑法に注目し、協会を支持する議員の協力を得

ることによって改正にこぎつけた。まだ、少女の

証言が裁判所の審議で証拠として扱われるように

はならなかったが、性的交渉の合意年齢が 14 歳

から16 歳に引き上げられ、買春に新たな罰則が課

せられるとともに、少女が不当に拘束されていると

疑われる売春宿を捜査し、安全な場所に移すこと

が可能となった。さらに、これまで扱えなかった

女性や子どもに対する虐待事件においても、加害

者を逮捕し、有罪に持ち込むことができるように

なった。

その後、各地の「協会」は1889 年に議会で再度

の議案提出に協力してくれるスポンサー議員を確保

し、児童虐待防止法の成立を勝ちとるとともに、

ヴィクトリア女王を後援者とする「協会」が結成され

Ⅳ　　 全国児童虐待防止協会（National Soiety of Cruelty to Children：NSPCC）

　講師：ザフィーラ シャー氏
  　　　    （NSPCCナショナルトレーニングセンター
                  上席コンサルタント）
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た。1895 年には、王室勅許状（Royal Charter）

を取得し、1904 年の児童虐待防止法改正では治

安判事の許可があれば警察の同伴なく家に立ち入

り、親から子を引き離す権限が与えられる等、虐

待される子どもを保護してきたその功績が認めら

れ、戦後の制度改革を待たず、一足早く家族の聖

域に踏み込むことのできる特権的な立場を獲得し

ていった。

（参考：イギリスの児童虐待防止とソーシャルワーク

             田邉泰美  2006）

3．組織と活動
3.1  活動組織

「協会」は、結成から現在までに述べ 1千万人の

子どもたちにさまざまな手を差しのべてきた。イギ

リスでは、ソーシャルサービスのほとんどが自治

体の手によって行れているが、民間団体（第 3セク

ター）に委託しているものもかなりの部分を占めて

おり、「協会」は政府と同じ権限を持つ特異な民間

団体である。活動範囲は、イングランド、ウェール

ズ、北アイルランド、チャネル諸島に及ぶ。組織

の規模は各地の自治体と同程度であり、職員数は

2,500 名にすぎないが社会に及ぼす影響力は大き

い。120 年前から子ども・青少年の利益を最優先

し、児童政策の改善に働きかけてきた。全国で 20

以上の性的被虐児童・青少年に対するサービスを

実施し、12 以上の家庭内暴力予防のプロジェクト

を推進している。子どもたちの協会に対する認知

度は高く、自分たちを守ってくれる団体という認識

が広がっている。

まず、最初に子どもと家庭のために提供している

サービスの基盤となる各部門を簡単に紹介する。

協会の組織は、以下の 7 つの部門によって構成さ

れる。

　（1） 子ども・青少年サービス部

　　 （Services to Children and Young People）

・子どもに直接かかわるサービスを行う（後述）

　（2） 公共政策部

　　 （Public Policy〔and research〕）

・政府の方針、施策実施状況を調査し、福

祉現場にどう反映させるか提言する

・トレーニング・コンサルタント部門がある

　（3） 調査サービス部（Inspection services）

・虐待情報を集めるための調査を行う部門

で特に力を入れている

　（4） アピール部（Appeals）

・寄 付などの資 金 集めを行う重要な部門

2005 ／ 6 年に1億 1千 ポンド（275 億円）

集めたが一般市民からの寄付金が 85％を

占めている

　（5）広報部（Communications〔and media〕）

　（6）財務・総務部

　　 （Finance and Administration）

　（7）人事部（Human Resources）

  〈参照：Cruelty to children must stop. FULL STOP〉

3.2  2010 年に向けての活動目標

　
（1） 市民一人ひとりが児童虐待防止活動への

行動を起こすことを促す啓発活動

（2） 子ども一人ひとりに安全な環境を提供する

こと

（3） コミュニティレベルで子どもを虐待から守

る方法を探すこと

（4） 「協会」が助けを得られる場所であると子

どもたちから思ってもらえること
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3.3  活動状況

子ども・青少年サービス部が中心となってイングラ

ンド・ウェールズ・北アイルランドで活動している。

1984 年 に児 童 保 護チーム（Child　Protection　

Team）を結成し、子どもと家庭に対してより広範囲

で専門的なサービス提供している。現在 180 チーム

が児童保護関連サービスに従事しており、主なサー

ビスとして、①リスクアセスメントと児童援助　②親

への援助　③専門家による調査　④青少年のため

の証人サポート　⑤加害青少年サポート  等がある。

担当ケースはチームの担当者1名につき、多くて10

件程度に抑えられている。今回説明を受けた子ども

と家庭にかかわる活動例について以下に報告する。

家族に重点を置いたサービスの提供

  　子どもを虐待から守るためには家庭環境を整

えることが最優先という観点から環境づくりの

サポートを重視している。前章で、「協会」が子

どものインケア申請について、自治体同様に申

請者となれることを紹介したが、「ヘルプライン

（CHILD PROTECTION HELPLINE）」と い

う全国規模で児童虐待についての電話相談サー

ビスを持つのも、政府を除いては、「協会」のみ

である。この電話窓口を通して、広く子どもだけ

でなく、家族や子どもとかかわる大人全てにサー

ビスネットを広げている。また、Ⅴ節で紹介す

る、性加害者への対策や、DV 被害者へのプロ

グラムは虐待再発を予防する取り組みとして、

家庭環境を安全なものにすることをねらいとして

いる。

保護相談が必要な子どもへの支援

  　虐待体験を話せない子どもが多いことから、

保護相談が必要な子どもに安心して話ができる

場所を提供している。興味深い説明として以下

の点があった。それはどのような姿勢で相談に

のるかという点である。

虐待の被害にあっているかもしれないという

相談を受けた際、その子どもが危険な状態に

ある場合は虐待のリスクを取り除くために、相

談内容を地域の自治体など関係機関に報告す

る義務が法律で定められている。しかし、子

どもがその相談を秘密にしてほしい、他の大

人に知られたくないという場合に、その相談

内容を秘密厳守とするか、他の職員と情報を

共有して問題に取り組むべきか、という場合

である。相談にのる専門家の立場から見ると

多くのケースを知ることで対応技術を高めるこ

とができるが、子どもの立場からすると虐待を

受けた体験を相談した後で、秘密にしてくれと

断ったにもかかわらず、相談を受けた担当者

が子どもの知らない別の大人に自分の秘密を

話すことは嫌なことであろう。一方他の大人に

も話すことを子どもに確認した上で子どもの相

談を受けた場合は、虐待されていても、話せ

ない子どもはますますその体験を話せなくなっ

てしまうことが多いからである。実際こうした

ジレンマから分別のつく13 〜 14 歳になった子

どもの相談を秘密にしてケースを扱うことがあ

る。協会担当者としてはそういう場合は特に注

意をはらってケースを見守っているという。

より広いサービス支援

①弱い立場にある子どもや青少年が直接相談で

きる機会の提供

 　人権尊重の考えから生まれたサービス。こ

れは弱い立場の子どもを養護している職員が

直接相談にのれる場でもある。今までの「協

会」の活動は虐待を受けた子どもの救済で

あったが、学校でのいじめや友達関係等の心

配ごと・悩みごとの相談にものる新しいサービ

スとなっている。

②虐待を受けた証拠はないが児童虐待を懸念し

た場合に大人が相談できる機会の提供
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③子どもが暴力（家庭・学校）を受けた時に通報

　できる窓口

④加害者となりうる大人を対象とした相談

3.4  まとめ

（1） 「協会」の指針と現在

「協会」は、地域の自治体に対して児童保護政

策に何ができるのかを提言し、関連各機関と協

力しながら活動に取り組んでいる。その際に優

先することは科学的に正しい知識を持って対応

することである。

「協会」各部門は「協会」内の調査グループと協

力してサービスを行うが、子ども保護の啓発にも

力を入れており、全国レベルで「虐待について話

そう（スピークアウト）」というテーマで、毎年キャ

ンペーンを実施し地方レベルでも広告や学校を

通して虐待に関する活動を知らせている。

1990 年代に警察と自治体のソーシャルワー

カー共同で調査を実施し、虐待問題が通報され

た際「協会」も公式調査に参加したが、通報した

ことによって得られたサポートは十分でなかった

と答える子どもが多く、また、警察がかかわって

調査を行ったにもかかわらず、実際に加害者を

裁くケースは少なかった。子どもたちにかかわる

専門家たちより、虐待に対して十分な支援が行

えるような、新しいシステムのニーズが生まれた。

（2） 今後の課題

「協会」は活動をおこなうエリアが広く、地域

によってサービスが異なる場合もあるため、各地

域で同等のサービスができるように心がけてい

る。また、イギリスでは一般的に個人治療（セラ

ピー）が少ないが、他の団体の実施状況などの

調査では、子どもたちにとって個人治療が必要

であるにもかかわらず十分実施されていないこと

がわかったため、調査結果をもとに政府に個人

治療に対する補助金を増やすよう提言している。

イギリスの福祉政策は進んでいる反面、予算不

足でサービスの実施が不充分である。特に、自

治体によっては予算の少ない地域もあり、ソー

シャルサービスの活動内容に大きく影響してい

る。

最後に、児童虐待の中でも性的虐待について

対策が急がれていることにふれたい。イギリス

で性的虐待の問題が認識されたのは、25 〜30

年前であるが、1990 年代に入ってから、その認

識が高まった。2001〜2002 年の調査では性的

虐待を受けた子どもたちは、自分の体験につい

て、話をすることができないという結果がでた。

2002 年の調査によると、被虐者の 75％が、虐

待を受けているその時に、自分が虐待を受けて

いるという事実を話せないことがわかった。ま

た、被虐者の 25％は 16 歳以下であり、12 歳以

下で性的虐待を受けた子どもの内、97％が信頼

をおいている知り合いからの性的虐待であった。

また、10代の女の子においてもボーイフレンド等、

知っている人から性的虐待を受けていることが

報告された。その他、ホーム（施設）に入所して

いる子どもたちの中に、家庭で性的虐待を受け、

ホームに入ってからも性的な嫌がらせを受けた

ケースもある。「協会」は、このような子どもたち

の虐待を防止するために、Ⅴ節で紹介するフレッ

シュスタート部（性的虐待対策）を立ち上げたが、

市民の皆が取り組みに加わってほしい、と強く

訴えている。
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1．フレッシュスタート部の取り組み

 講師：ナシーマ・パテル氏
　（協会フレッシュスタート部アシスタント・ディレクター）

1.1  はじめに

イギリス研修の後半 2日間は、アレキサンドラ・

シルディ・ハウス（2007 年 2月設立、総工費約 30

億円）で学んだ。この建物は、ロンドン中心部のシ

ティに北接するイズリントン区に「協会」が「フレッ

シュスタート」事業を運営するために新築した。厳

重な最新式セキュリティをもつ施設内には、面接

室とリアルタイムで交信するモニタリングルームやコ

ンピュータールームの他、研修を受けた翌週に買

春組織摘発の新しいプロジェクトを立ち上げるとい

う、まだ使われていないスペースもあった。各部屋

の名称は子どもたちが名づけたという「ナイル」、

「テムズ」、「アルプス」など世界の河川と山に統一

しており、印象をやわらげていた。

また、「協会」が1999 年に始めた「フルストップ・

キャンペーン」は、当時のブレア首相も昼食会に参

加するなど、児童虐待撲滅のための資金調達を目

的とし、2007 年 3月までの 8 年間で目標額 100万

ポンド（2 億 5 千万円）を達成した。「協会」の知名

度は一般にも高く、2004 年には世界的なプロサッ

カー選手であるベッカム夫妻の寄付金総額が 35万

ポンド（8,750万円）に達したとのことで、「協会」から

「栄誉の殿堂」入りの表彰を受けている。私たち

は、この「フレッシュスタート」の新事業を学び、ま

た日本の児童福祉の現状を紹介するなど、短い期

間で中身の濃い研修を行った。以下に、フレッシュ

スタート事業の部門を概観する。

■ アレキサンドラ・シルディ・ハウス

性的虐待児アクションセンター（The NSPCC 

Center for Action on Child sexual abuse）と

して性的虐待児をサポートするための多機能訓

練を提供する他、よりよい支援の研究の場を提

供する。

1.2  独立調査・アセスメントサービス

　　（Independent Enquiry and 

　　　　　　　Assessment Service）

虐待の危険にある子どもとその保護内容を判定す

るための独自調査及びアセスメントを行う。調査、

アセスメントは、これを専門とするソーシャルワーカー

チームが管理部門、事務部門の協力を得て行う。

Ⅴ　　　「協会」における児童虐待への新たな取り組み
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◆「協会」が関与する児童虐待の可能性をも

つケースの調査は、独立性と客観性のメリッ

トを特徴とする。調査及びアセスメントの対

象は、血縁関係や養子関係以外にある子ど

もを養護する大人か、その子どもと信頼関係

にある大人に及ぶ。更に、自治体や児童養

護団体関係者が、自らの家庭内で虐待行為

者としての疑いが持たれる場合や何らかの

虐待行為にかかわっている場合にも及ぶ

◆調査は複数の大人が児童虐待に関与してい

る虐待ネットワークのような複雑なケースも

扱う

◆親の精神状態、家庭内暴力、親の麻薬乱

用により子どもの虐待リスクが増大される要

因がある場合、自治体や裁判所の依頼を受

けて専門家がアセスメントを行う

1.3  全国臨床アセスメント及び治療サービス

「青少年加害者プロジェクト」（Young Abusers 

Project）から発展したサービスで、性的暴力の被

害者及び加害者の子どもと青少年にアセスメント、

治療、コンサルティングを提供する。被害者および

加害者の子ども・青少年とその家族に直接かかわ

り、最適の対応を行う。

複数の専門家チームが性的暴力行為の犠牲の懸

念があったり、加害者となる危険がある21 才以下

の子ども、青少年を対象にアセスメントと治療サー

ビスを提供する。更に、暴行や殺人を含む重大な

犯罪を犯す危険性がある子どもたちも対象にする。

主なサービスは以下の通りである。

◆リスクアセスメント

◆精神医学的リポート

◆個別精神療法と行為判別グループセラピー

◆専門家証人として裁判所証言

◆コンサルティングとトレーニング

◆複雑な犯罪科学上の専門的アドバイス

1.4  児童搾取・オンライン保護センター

       （The Child Exploitation and 

                     Online Protection center）

法規制の下、他の児童保護関係機関、インター

ネット及び携帯電話に関する専門家と協力し、オン

ライン上での児童虐待に取り組む。専門家がオンラ

インで虐待犠牲者の子どもと家族にサポートを提

供する傍ら、犯罪者を法的に取り締まる。マンチェ

スター首都圏警察と提携して E-spy project（E ス

パイプロジェクト）を行い、ネット掲載の被害者の

写真から、子どもの捜索、保護を行い、加害者を

逮捕することを目的とする。

1.5 トレーニング・コンサルタントサービス　

      （Training and consultancy services）

子どもと青少年にサービスを提供する個人、団

体を対象に、ソーシャルケア分野の科学的根拠に

基づいた知識や支援方法を提供する。子ども・青

少年の安全を守るための学習や研究を行う個人の

他、健康、ソーシャルサービス、教育、非営利団体、

地 域 児 童 安 全 保 護 委 員 会（local safeguarding 

children boards）などの団体組織に以下のような

サービスを提供する。

◆新導入の「21世紀の性的児童虐待」をはじ

めとする各種短期トレーニング

◆新手法・技術を採り入れた訓練技術の交換

セミナー

◆関連各機関に対する保護手段コンサルティング

◆資料の紹介・提供、ネット上でのサマリー公開

1.6 リサーチ（Research）

リサーチプログラムは児童虐待に関する理解促

進、対処法の開発及びそれらの普及を目的に行わ

れている。特に、性的虐待行為の原因、行為によ

る影響の研究、更に虐待行為の予防についての研

究に焦点を置いている。
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フレッシュスタートは児童虐待（の問題）に携わ

る各専門研究者や「協会」内外の専門家、また、

子どもたちと直接かかわる現場スタッフが緊密な関

係を保ちながら「研究を行う場」を提供している。

また、大学の研究機関への研究依頼、大学の研

究機関から一時出向研究者の受け入れ、国内外か

らの視察訪問の受け入れ等を行い、学問的研究開

発を行っている。

このようなコンサルタントや共同研究を行うこと

で、子どもの性的虐待を未然に防ぎ、ストップをか

けるという挑戦により効果的に立ち向かうことがで

きると考えている。

また、当部門での各リサーチ内容と結果は一括

してまとめられ、さまざまな機関やメディアを通し

て報告されている。

以下はリサーチ部門の主な活動である。

◆フレッシュスタートで行われるリサーチを支援

しアドバイスを提供

◆フレッシュスタートで研究を行うチームと関

連分野の専門家が交流できる機会を設け、

対応・救援策の開発・普及に役立てる

◆「協会」のホームページの“インフォーム”サ

イトで研究結果のサマリーを発表

◆各リサーチで得られた結果はまとめられ、ト

レーニング素材として「協会」が提供するト

レーニング・コンサルタンシーサービスで利用

◆国内外の関係機関との関係強化や協力関係

の構築を目的とし、オープンネットワークミー

ティングを催し、知識や情報交換のネット

ワーク作りを行う。また外部の機関や学門

分野の研究者とも連携し、性的虐待に関す

る最新の研究課題などについて交流を促進

する
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2. 児童虐待に関する調査とその結果に
　 基づく科学的実践方法の開発
　 （Research and evidence-based practice）

　講師：デブラ・オルノック氏
　　      （フレッシュスタート部リサーチプロジェクト、クライア 

                     ントに直接かかわる職員のスキルアップチームに所属）

2.1  はじめに

科学的根拠に基づいたサービスの実践が一般

的に認められるようになってきており、福祉の提

供者は「何を提供するか」を決める際は有効な科

学的根拠に基づいた最も有効で最新のものを取

りいれることが必要であるといわれている。調査

（Research）・政策立案・実践の 3 つの関係の重

要性が問われ、特にイギリスでは政策が頻繁に変

わるため、調査担当者としては調査の対象を決め

るのに困惑することがある。政策の変化や人間関

係を扱う上でコミュニティの状態（状況）への考慮を

始め、さまざまな要因がからんでくるので科学的

な調査というのは福祉の分野では非常に難しいも

のだと考えられている。

ソーシャルサービス分野の調査は、長期間かか

り、さまざまな手法（method）を取らなければ科学

的なデータが取れないという性格をもつが、イギリ

スでは科学的根拠に基づいた実践方法の開発が

進んでいる。しかし現実的には調査担当者でトレー

ニングを受け、科学的に開発されたメソッドを使う

ケースはまだ少ない。協会では試行錯誤を繰り返

しながら新しい手法が実践で使っていけるかどう

か検討している。

2.2   科学的根拠に基づいた実践の重要性

今までは、家庭内暴力の問題は被害者救済より

も、加害者を法で裁くことに重きを置き犯罪者を

罰していたが、現在では犯罪を検証するという考え

に移行している。そして調査の目的も加害者の行

為が暴力を受けた女性や子どもにどのような影響

を与えているかということに重点が置かれており、

政府は 2006 年に調査指針を「家庭平和を推進す

ること」 に変更している。

①「協会」が性的虐待対策事業「フレッシュスター

ト」によって各種プロジェクトを始める必要性

があるということはイギリスにおける性虐待の

現状が深刻化しており対応が急がれていると

いうことである。現実的にイギリスでは、性的

虐待の約 30％が18 歳以下の青少年により起

こされている事実があり、「協会」では1992 年

のジェームズ・バルガー事件をきっかけに1995

年から対策プロジェクトを立ち上げ、活動して

いる。

ジェームス・バルガー事件

1992年、リバプールで10歳の男の子2人が

2歳の男の子を連れ去り、暴行を加え、性的虐

待ののち殺してしまうという事件が起こった。

当時はその現実を社会が受け止められない状

況にあったが、現在は同じような事件が起きて

も、事件の背景や加害者のおかれた立場など

に市民誰もが関心を示すようになっている。

②これまで10 歳以下の子どもたちは、犯罪を起

こさないという考えが一般的な前提であった

ため、子どもへの対応が遅れ、結果として加

害側になっているということが問題とされた。

また、被害者側から見てみると子どもであるた

め証人として信頼できないとか、多くの子ども
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がハンディキャップを持っていることから、犯

人を法で裁き刑に服させることが難しく、少年

による性犯罪問題が蔓延し、改善されないで

いた現状がある。80 年代に、18 歳前後に加

害者になった人たちを調べたところ、それ以

前の若い頃から彼らが何らかの犯罪的行為を

行っていたというデータがある。

10 代で性的犯罪の加害者となっている現実と、

それが幼年期に何らかの個人的な依存や状況から

生まれてきていることを、相関付けてみるという調

査も行っており、クライアント（サービスを受ける青

少年たちを指す）は幼年期から犯罪行為を行い、

青少年期、大人になっても同じ行為を繰り返す傾

向があるという事実がある。従って「家庭にこうし

た問題を持つ子どもがおり、どのような問題が隠れ

ているのか」ということを判断する（見分ける）力を持

つことが必須となる。それは決してこの子どもたち

を差別し、社会から排除するといったマイナスの思

考ではなく、早期に発見することによって問題の深

刻化を防ぐためである。

2.3  性加害青少年向け支援プログラム　

　講師：コリング・フォークス氏

  　　　    （フレッシュスタート部：加害者となりうる子ども

                  たちにかかわるチームに所属）

（1） クライアントとのかかわり

1980 年代は青少年も加害者になっていること

がわかり、幼少期の問題が取りざたされた。当

時、その原因は一つではないか？と考えられてい

たが、現在はさまざまな原因が重なっているとい

うことが分かってきている。

①さまざまな要因

 　遺伝子的要因（特異な遺伝子）や性的虐待

を犯す遺伝子があるということではなく、家庭

的要因により性的虐待が引き起こされている

ことが分かってきた。特に身体的虐待やネグ

レクトを受けた子どもに顕著な傾向があり、ま

た愛着障がいを抱える子どもにもその傾向が

認められてきた。幼少期のトラウマや脳へのダ

メージを受けた経験が引き金となる。ある臨

床セラピストが加害者（愛着障がいを持つ）の

脳を調べたところ、他の脳とは違う機能を持っ

ていることが分かった。（但し研究途中で詳細

はまだ分かっていない）

②加害者の傾向（141人の調査）

 　

　　

　

【表１】  

【表2】  

男子 
（平均年齢14歳） 
92％　 

白人 
96％ 

女子 
（平均年齢12歳） 
8％ 

白人以外の 
マイノリティ 
4％ 
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＊ 上記の子どもたちは、過去に何らかの犠牲者

だったことが分かっている。この結果から分か

ることは幼少期の過酷な経験が、彼らを加害者

にしているということである。（2002 〜 2003 年

データ）

③専門家に及ぼす影響

　（impact on professionals）

 　専門家や組織の中には性的虐待児に対する

経験や知識が少ないことからより良い支援が

できなかったり、自信のなさからケースを辞退

して他に回すということがある。理由としては

専門家がその問題について正しく分析し、判

断する思考を失ってしまうという現象が現れる

からである。そのために10 代の性的加害者を

扱うのを避けたり、あるいは足踏みする専門

家、エージェンシーが多い。それは、専門家

の思考能力に何らかの異常な現象を起こすこ

とから始まっているが、それにより子どもたち

は何の手も差し伸べられず、社会で生活して

いる現状がある。

④早期介入の重要性

　（implications for practice）

ⅰ. 上記の理由から、早期介入をするのが最

重要であるが、問題を適切に判定するため

には適切なエージェンシーに問題を投げか

け、検討してもらうことが大切である。イ

ギリスでは複数の機関のワーカーがかかわ

り、対応しているのが通常である。より複

雑なケースの場合は特別のスキルを訓練す

ることが必要だが、通常は現在行っている

サービスとケアワーカーが持っているスキル

を組み合わせれば対応は可能であり、ほ

とんどのケースでは向き合って、座って話

しを聞き、早期に問題に介入することで改

善できる問題だと考えている。

ⅱ. 対象となる子どもは、自治体レベルでかか

わるのか、スペシャリストの手が必要なの

か、をケアワーカーはしっかり見極め、ケー

スワークする必要がある。大切なことは、

何が必要であるかをはっきりと示し、家族

と協力して取り組み、そして問題は何かと

いうことに目を向けて考えることが必要で

ある。このような問題については地域児

童安全保護委員会（P.60 参照）が窓口に

なりサービスの開発、組み合わせ、スタッ

フのトレーニングを行っている。

2.4  アセスメントの原則

（1） ケアワーカーがチームでアセスメントをするがそ

の問題だけを見るのではなく、その子どもの全

体を総括的に見るということから始める。

①加害者である子どもに「なぜそういうことをす

るのか」と聞けるスキルを身につける必要があ

る。質問は年齢、性別、文化背景、対象者の

知能、学力レベルを考え柔軟性をもって行う。

その間に、新たな虐待行為が発見された場合

は、児童保護の観点から被害者である子ども

のサポートを行う。

②質問の際は既存のアンケート用紙、表なども

利用するが、質問する人のアセスメント能力に

かかっている。アセスメントは必要なトリートメ

ントと平行して行い、アセスメントの結果を確

かなものにするためにアセスメントを繰り返し、

トリートメントで新しく発覚した事件などに対し

ては保護を行うという処置を行いながら、アセ

スメントを続ける。

52％　 親が保護権を持たない子ども 

42％　 軽度の学習障がい、知的障がいを持つ 

51％　 発達上の問題を持つ 

31％　 PTSDを持つ 

60％　 愛着障がい、人間関係における障がいを持つ 

83％　 性的虐待の行為を行っている 

35％　 性的虐待を強要している 

（重複あり） 
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③イギリスでは処置が遅く、アセスメントが長引

くという傾向があるため、アセスメントの内容、

プロセス、結果を頻繁に見直し、アセスメント

の進行自体を監視する。アセスメントは、子ど

も、両親、FC 等全てにかかわっている専門

家と行う。　

（2） 子どもとのアセスメント（2 時間の例）

①アセスメント準備

 アセスメントはその模様をライブで収録できる

部屋で行う。アセスメントをする側は男女の1

チーム、モニタールームでの監視が1 人となっ

ており、アセスメントをする人はイヤホンをつ

け、途中で意見をいうこともできるシステムに

している。子どもが 3、4 歳と小さな場合は必

要なツール（玩具等）を用いる。

②アセスメントの実際

ⅰ. アセスメントを行う際、口頭で子どもに対

しなぜここに居るのか、どのような心配を

しているか等をコンサルティングセッション

の冒頭に読みあげる。

ⅱ. 子どもの反応を見る。子どもは「そんな心

配はない」と言うかもしれない、話をしな

がら混乱したり、怒りを感じたり、部屋を

出て行きたくなるかもしれない、そういう

場合「いいですよ」と言うが、「そうしてしま

うとあなたが話をする機会を自分から放棄

してしまうことになりますよ」と伝える。

（3） コンサルティングセッション

①まず、臨床学的なものに沿って子どもの心理

状態を探る。睡眠、食事に問題はないか、

PTSDをもっていないか、幻聴、幻覚はない

か等を聞く。そうすることによって子どもの感

情をより深く探り、次に性的なことについての

話に進んでいく。それにより子どもが性的な

幻想やファンタジーをどのように認識している

のかをイメージ的に捉えていく。これがアセス

メントの主な部分である。

②休憩中は子どもを自由にさせるが、男女のワー

カーは外に出て、セッションをどのように進め

ていくか検討をする。最後のインタビューの前

にケアワーカーが冒頭で言ったことを子どもに

再度伝え、子どもに考えてもらい、先ほどと同

じ反応かどうかを見る。子どもの気持ちは揺

れている状態で、50％は話したくない、50％

は話して助けを求めたいと思っていると予測さ

れ、子どもの様子に変化が見られることが良く

ある。

③まとめとして、これからどうするかを子どもに

伝える。アセスメント結果の報告書を作成し、

他の専門家、機関が必要であれば提供、協力

しながら対応していく。

④多くの場合付き添いのケアワーカーが、アセス

メントの全てを報告することを子どもは知ってお

り、セッションが終わるとケアワーカーに、「自分

は兄弟姉妹と住むべきではない」と言うような、

大きな変化が見られることがある。そして「な

んらかの責任があるので、なんとかしなくては

ならない」と、打ち明けることもある。自分が

性的虐待をしていたことを認めるのは非常に苦

しい体験であるが、アセスメントを通して、子

どもが過去のトラウマティックな経験について

話し始めるということもあり、それが引き金と

なり、怒りが爆発したり、やりきれない感情を

持つことがある。

⑤セッションの最後に、そのような感情を持って

当然であることを伝え、その後、この感情を

虐待行為に移すのではなく、何か違うことに

向けていくようにアドバイスをする。アセスメ

ントの最後には、このセッションを行うことに

よって、子どもの感情の変化を予測し、今後

その子どもが、どのような行動をとればよいの

かを的確にアドバイスする。

⑥性的虐待を行う加害児は、気持ちをコントロー

ルして行動に移すことをするのではなく、突発

的に行動に移している。セッションの後に怒り
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の感情があっても何らかの行動を通して、発

散させるのではなく「何ができるのか？」「何を

しなくてはならないのか？」を考えさせ、適切

な思考パターンを教える。また、子どもにはで

きるだけ詰問するのではなく、「問題を解決す

るために手を差し述べているんですよ」という

環境を作りながらのアセスメントを行っている。

2.5  インテグレート・サイクル・ダイアグラム

　　（The integrated cycle diagram）

（1） このダイアグラムはある臨床医と作ったツールで

あり、大人用のものであるが、子どもでも利用

することができる。字が読める子どもに対して

は、ダイアグラムを実際に見てもらい、そうでな

い子どもにはこの方法に基づいておもちゃを用

いながら利用する。年齢に合わせた言葉遣い

をするが、性的虐待の事実を問い詰めるので

はなく､ 客観的に子ども自身に「こういうことが

あるのか」というところから話をしていく。この

時点で、子どもは行為を認めていないか、全く

関連性がないことを話し始める、という段階に

いる。

（2） インテグレート・サイクル・ダイアグラムを使っ

たエクササイズ

 　外側の円は行動として起きることを表し、内

側の円は考えや感情を表している。それが外

側にある行動と結びつく図になっている。例え

ば、実際に誰かの身体を触ったということにつ

いて、図に書き込む。　　

（3） 最初に言いづらいことは聞かず、時間の経過を

見る。朝何時に起き何を食べ、どのような感情

だったか等、性的虐待とは関係のないことから

話を始める。理由として、すぐに性的虐待があ

ったと話す子どももいるが、何もしていないと言

う子どももいる。その場合、時間を追い自分の

感情や行動について、どこまで嘘を続け、どこ

で正直に話すかそのプロセスを見る。初めから

性的虐待を起こしたと言う子どもは、その日の

パターンを見ることによりどこで（時間、きっか

け）性的虐待を起こすようなことが起きている

のか、何が引き金になっているのかを探る。こ

のように時間を追って見ていくことで、例えば

朝起きて学校に行き友人から「お前は馬鹿だ」

と言われた後、また、家庭で親に何か怒られて

悲しい思いをした後などにそのような感情が起

こったなど、感情の変化を追い、何が引き金に

なったのかを探る。

（4） 子どもが性的虐待をしたことを認めている場合

には、セッションが終了した時に、「ここでこう

いうことがあり悲しかったんだね」、「ここで怒

ったんだよね」という風にインテグレート・サイ

クル・ダイアグラムの図の時間の経過を追いな

がら、どのあたりで性的虐待をしようかなと思

いついたのか、ということの振り返りを行う。

ほとんどの子どもがこのセッションで、性的虐

待のあったことを話し始める。それでも話さな

い子どもの場合、より深刻度が高いといえる。

（5） この手法はシンプルなもので性的虐待の加害

者だけではなく、その他の問題を持つ子どもに

対しても有効であり、「考えを構成できない」「考

えず爆発的な行為を起こしてしまう」子どもに

対しても、自分の行為を振り返り分析するのに

効果的である。これは、何が引き金になるかと

いうことの他に、アセスメントの過程でその時

の匂いや感触はどうだったかなどと子どもに細

かく聞いて記録し、どのような場面でどのよう

性的な感情の 
   高ぶり 

虐待に対し 
自分がどう 
行動したか？ 

性的な兆しがなく 
ノーマルな状態 
 

性的虐待が 
  あったことを 
    自分から話す 
 

今後どうすべきか、 
一緒に考える ＜スタート＞ 

＜振り返り＞ 

クライアント 
の考え 

インテグレート・サイクル・ダイアグラム  
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な子どもを対象に犯罪行為が起きているかを具

体的に調べることができる。保護する立場から

考えると、ターゲットになりそうな子どもを事前

に保護するということにこの情報が活かされる。

（6） アセスメント終了後に、加害者の子どもに他の

子どもをどう思うか？と質問をすると、「あんなふ

うにはなれない」といったねたみの感情や、自

分の将来についても「自分はまともな大人には

なれない」というネガティブな発言が多い。加

害者の子どもには、性的な刺激を求めることよ

りも、攻撃すること自体に喜びを感じているケ

ースの方が多く、「自分の感情を表現できない」

子どもが多い。

2.6  家庭内暴力における対応

（1） 最後に、イギリスにおける家庭内暴力の動向

として、最 近 高く評 価を受けている【「マル

チ - エージェンシー・リスク・アセスメント・

カンファレンス」以下「マーク」と省略する

（MAR AC；Malti-Agency Risk Assessment 

Conference）】を紹介する。家庭内暴力のある

家庭を、1 度限りのアセスメントを行って、この

家庭はこうだと結論するのではなく、各分野の

専門家がかかわり、アセスメントを重ね合わせ、

調査を進めていく方法である。彼らは、それぞ

れ専門団体の代表者としてカンファレンスに参

加し、そこで得た情報を共有し、その家庭を分

析する。家庭環境を総合的に考察したうえで、

法律的な判断をしていく。新しく設立されたこ

の機関を通じて、各団体が情報を共有し、科

学的な手法でリスクアセスメントをすることによ

り、家庭内暴力による犠牲者の安全度が改善

され、6 〜 10 歳までの犠牲者については、そ

の後の 6 カ月間は同じことが起きていない、虐

待が繰り返されていないということが分かり、

また警察への通報率も減ったという調査結果

が出ている。

（2） 関連分野の組織連携について補足するが、地

域 児 童 安 全 保 護 委 員 会（；LSCB 以 下「 委

員会」）の他に、青少年犯罪対策班（YOT；

Youth Offending Team 〜 1998 年犯罪騒乱法

をもとに創設。問題を起こす子どもや若者に、

複数の機関が連携して対応する班として導入）

の設置も各地方自治体に義務づけられている。

家庭内暴力対策としては、「ドメスティック・バ

イオレンス・フォーラム」が各自治体の裁量で、

地域における関係機関の協議会として連携を行

っている。これには、「協会」や警察、保護観

察局とともに「委員会」も参加している。

（参考文献）

・「子ども保護のためのワーキングトゥギャザー〜

児童虐待対応のイギリス政府ガイドライン」

松本伊智朗、屋代通子訳 

イギリス保健省、内務省、教育雇用省、2002 年
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3. トラウマをもつ子ども・青少年への
　 ケアについて

3.1  はじめに

（1） 目的

本稿の目的はトラウマ（traum）をもつ子ども・

青少年をFC 宅や児童施設でいかにケアし、FC

や施設職員あるいは子どもの親をいかにサポート

していくかを考えていくことである。

キーワードとしてあげられるのは、トラウマ

（traum）、 愛 着（attachment）、 内 的 ワー キ

ング モ デ ル（internal working model）、 虐 待

（abuse）、脳（brain）、回 復力（resilience）の

5つである。

（2） 4 つの論点

本稿では、以下の4つに論点について報告する。

①子どもに対するトラウマの影響をどのように

認識するか　

②自分のことについて語ることができない子ど

もにどのようにアプローチするか（詳細につ

いては後のP.83  EXERCISE でふれる）

③子どもとFC、施設職員もしくは親との関係

をより良いものにしていくためにどのように

サポートしていくか

④トラウマを持つ子どもとかかわるFC、施設

職員にどのような心理的な影響があり、そ

れを周囲がどのようにサポートするのか

（3） 基本的な考え方

① FCや施設職員が子どもに、これまでの人生な

どに関する質問をしたとして、子どもが答えら

れるならば問題はない。もし子どもとコミュニ

ケーションがとれるようであれば、最初に彼ら

が経験したことを理解し、彼らの気持ちを受

容して寄り添っていけるように準備することが

大切である。

②自分は悪い子だと思っている子どもに対し、「あ

なたは悪くない」と伝えたり、「自分は悪くない」

と言わせたりすることは子どもの成長・回復に

とって効果がない。なぜならば子どもは自分自

身が悪いと思っているからである。注目すべき

ことは悪いと思っている背景についてであり、

何がそうさせるのかという行動の要因を探るこ

とである。

 　例えば、乱暴な行為、盗み、嘘をつく、話

しをしない、他児への性的虐待、知らない人

にでもすぐに抱きつくなどといったことをする

子どもがなぜそのような行動を取るのかを考え

ていく。

3.2  愛着（attachment）について

（1） 内的ワーキングモデル

　　（internal working model）

   自分がどのような存在なのかを認識するために

は、他者との関係を通じて相手が自分をどうみ

ているかという認識が必要である。人生の最初

に自分とかかわった人との関係性が認識のモデ

ルとなる。つまりそれが内的ワーキングモデルで

あり、幼少期からの愛着関係によって内的ワー

キングモデルは築かれていくのである。

子どもは内的ワーキングモデルに基づいて行動

を取っている。例えば、体を洗わない子どもの

内的ワーキングモデルは、自分が汚いというふう

に思っている。あるいは誰に対しても無関心な子

どもは、自分が誰からも受け入れられておらず、

人間関係を作る価値がないというふうに、内的

ワーキングモデルが思っているということである。

FCや施設職員が適切な環境や人間関係を整え

たとしても、子どもがそれを受け入れないような行

動で返したとすれば、子ども自身の内的ワーキン

グモデルがFCや施設職員の愛着を受け入れる価

値がないというパターンになっているためである。

歪んでしまった内的ワーキングモデルを修復する

ためには、FCや施設職員と子どもの適切な愛着

関係が必要であり、その関係の持ち方が重要である。
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（2） 愛着の 4 つのタイプ　　

（3） 愛着と虐待（abuse）との関連について

①子どもは親から虐待を受けていたとしても、

愛着を求めて生きていかなくてはならないし、

また親に対して信頼を持ちたいと思っている。

親が加害者であった場合、子どもと加害者と

の間にどのような関係を作り上げるかを探る。

 　例えば、虐待を受けた子どもが FCや施設

職員と密接な関係になった場合、子ども自身

は親でないこのFCや施設職員との関係は悪

い、間違っていると思うようになる。しかし、

子どもは FCや施設職員は信頼しなければい

けない人であることから、FCや施設職員との

関係性を保つために、無理した精神状態を強

いられることになる。

 　一方、子どもは自分が受けた過去の虐待に

ついて親が悪いのではなく自分自身が悪いか

らだと認識している場合が多い。その上で、

FCや施設職員との愛着関係を保つために、

FCや施設職員の行動は間違っていないとも信

じ込む。

 　一般的に虐待を受けた子どもは加害者と一

緒にいることを望む傾向にあり、自分にとって

それは安心できる愛着関係であると思いがち

であるが、虐待によるトラウマが絆になってい

るのであって、真に安心できる愛着関係ではな

い。つまり、彼らは安心していたいために親に

寄り添うのである。

 　その傾向は、ストックホルムシンドローム

（Stockholme syndrome）に似ており、虐待

する親との暮らしを恐れている子どもは虐待

関係の中でまるで人質にとられているかのよう

なものである。

タイプ FC・施設職員（親）の態度 子どもの態度 
 

安全型 
（secure） 

非安全・回避型 
（avoidant） 

非安全・両価型 
（ambivalent） 

非安全・無秩序型 
（disorganised） 

安定していて、愛情があり、適切で 
効果的な応答がある 
　 
子どもが助けを求めている場合 

（例） 泣いている場面で怒ったり 
       過干渉になったりする 
　 
一貫性に欠け、応答したり、 
しなかったりする 
 　 
非安全型だが回避型にも両価型にも 
属さない 

（長期の虐待・ネグレクトの場合に多い） 

自信や自尊心があり、良い人間関係が 
築ける 
　 
感情を示さない方がいいと学習し、 
無反応になる 
愛されてはいないが適応はしていく 
　 
まちまちだが、反応があると学習する 
不安定である 

（例）要求を通すまで泣き続ける 
 
　 
反応性愛着障がい 

＊愛着行動は乳児と大人との関係から始まり、子どもは愛着なしには生きていけない。 
愛着の対象となる人の応答がどうであろうとも、子どもは愛着を求め続ける。 

1

2

3

4
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ストックホルムシンドロームとは ……

1973年、スウェーデンのストックホルムで起

きた銀行強盗事件で人質になったうちの1人が、

犯人に愛着を感じて後に結婚したという事例か

ら名づけられた。人質は被虐待児と同様に、

身体的にも心理的にも加害者から逃げられな

い脅威の下にいて、加害者は時々優しい一面

を見せる。しかしこれは加害者にとっての都合

であり、被害者の視点は一切入っていない。

3.3  トラウマに関する医学的な取り組み

マイケル・ブルース・パリィ氏（アメリカのトラウマ

を専門にする臨床医でソーシャルワーカーと親向け

にトラウマに関するウェブサイトを開設している）の

臨床によって、トラウマの問題をもつ子どもは心身

の反応を上手くコントロールできない傾向にあると

いうことが、医学の新たな視点から分かってきた。

集中力がない注意欠陥障がい（Attention Deficit 

Disorder）、 多動（hyper-active）、白昼夢を見てい

る、理由もなく急に暴力をふるう、性加害、学習

障がいなどの特徴が見られる。そこで、行動の要

因と脳の働きとの関連において以下に報告する。

3.4  脳（brain）と子どもの行動との関連に

　   ついて

（1） 保護サービスの下にいる子どもの中には、学習

障がいや愛着障がいを持つ子どもが多いという

専門家がいる。子どもの脳は周囲からの刺激

によって発達していくが、脳の中で脅威のシグ

ナルがいつも鳴っているような状況下では、脳

の認知は正常に発達しない。そこで、脳をスキ

ャンしてみる、認知する部位に異常があること

が認められた。そして、これが障がいの要因に

関係していると見立てている。もし子どもがこ

うした脅威と戦う状況が長く続いた場合、必要

以上に自己防衛してしまい、じっとしていられ

ない行動を取る（注意欠陥障がい：Attention 

Deficit Disorder）。子どもの異常な反応の背景

に何があるのか考える必要がある。

（2） 記憶（memory）は 4 つのパーツで構成されてい

る。身体的な記憶（SOMA）、情緒（AFFECT）、

何が起きたのか（BEHAVUOR）、起きた出来

事について分かっている（KNOWLEDGE）で

あり、この 4 つのパーツがきちんと機能して物

事の全容がつかめるのである。

（3） 次にトラウマを引き起こす恐怖体験をした場合

について考えていく。記憶は生き残るために自

分自身を解離（dissociation：ディソシエイション）

させる。もし立ち向かうことができない状況に

おかれた場合、安全に逃げられるための方法

を脳が考える。この時に脳は記憶のパーツを

分離することがある。子どもは何が起きたのか

を覚えていたとしても、感情との関連が分から

ないとしたら、それは記憶の中の情緒が切り

離されてしまったからである。被虐待児は何が

起きたのか覚えていても感情が説明できないこ

とがあるのはこのような脳の働きがあるからで

ある。

例：ある船の遭難事故。救命ボートに一人の

男性が小さな女の子と乗り込むが、その

女の子が死んでしまった。その男性は、

遭難した時の船の様子や塩の味は覚えて

いたが女の子の顔は忘れてしまった。こ

れは脳の「起きた出来事について分かっ

ている（KNOWLEDGE）」という部分を

切り離したからと考えられる。もしこの時、

女の子の写真を見たらきっとつらかったこ

とだろうと思われる。脳がそれを受け止め

る準備ができていないからである。

（4） もし、子どもが辛い経験について尋ねられても

覚えていないと言ったならば、それは話す準備

ができていないサインと理解すべきである。

 　セラピストの仕事は、子どもの無意識の感情
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や行動を意識上に変えていくことである。

 　悪夢や幻想　幻覚、フラッシュバックなどは、

脳が覚えていることが子どもに現れるというも

のである。無意識に反応しており、ストレスと

の分離のためでもある。

 　子どもの中には、何か心配なことが起きると

白昼夢を見ているかのように静かになる子ども

がいる。もしこの子どもにトラウマの経験があ

るのならば、ストレスに過剰反応していて、脳

が記憶の一部を切り離している可能性があり、

脳が感じていないかのように行動していると考

えられる。

3.5  子どものニーズとあるべきケアについて

（1） FC や施設職員は子どもと最も長く一緒にいる人

であり、長期にケアしていける立場である。FC

や施設職員には、子どもに対して安定した愛着

の環境を作り上げ、子どもの気持ちを理解して

一貫性のあるかかわりをし、子どもの抱えてい

る複雑な感情に対し辛抱強く応えていくことが

求められる。

（2） 課題を抱える子どもをケアするにあたって、ケイ

ト・ケインズ氏（kate Cairns）は、以下の 4 点

が必要であると説いている。

①環境や状況がそのままであるということ

   （Secure）

 例えば、複数の施設職員が子どもに対し、同

じような環境と状況を提供し続けること

②子どもの言動に注意を払うこと（Attentive）

③友好的であること（Friendly）

④共感すること（Empathic）

 

（3） またダニエル・ヒュー氏（Daniel Hughes）は、

以下の 5 点が必要であると説いている。

①遊び心があること（Playful）

②愛情にあふれていること（Loving）

③子どものありのままを受容すること

       （Accepting）

④子どもに関心を払うこと（Curious）

⑤共感すること（Empathic）

3.6  子どもの回復力（resilience）について

（1） これまでは子どもはいかに弱いか注目してきた

が、ここでは子どもの回復力について言及する。

それは同じ経験（例：被虐待）をしても回復す

る子どもとしない子どもがいるからである。回

復力とは跳ね返す、元に戻る力という意味で、

転じて子どもが困難な状況から回復する言葉と

して使われている。実際子どもに回復力ができ

ると、子どもは自分に対して良い自己像を持つ

ことができる。

 　回復力を促進させる一例として、FC や施設

職員は子どもに対して、池に小石を投げ入れさ

せて波紋が広がるのを見せる。それを通じてど

んな小さなことでもやれば成就できることを教

え、子どもが自信と力をつけていくことにつな

げてゆく。勉強や音楽、スポーツなど小さな日

常的な活動を活用するとよい。

（2）  次に、子どもがトラウマに向き合い回復力を身

につけていくため FC や施設職員に求められる

取り組みを列挙する。
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3.7  子どものケアにあたるFC や施設職員への

　　心理的な影響について

（1）  子どもに癒しを与え希望を持たせるには、FC

や施設職員の心が健康でなければならない。

時には子どもとかかわることで、怒りなどのフラ

ストレーションを感じることもあるだろう。しか

し、FC や施設職員にはフラストレーションに対

処し続ける強さが必要とされる。そのため、FC

や施設職員への一貫したケアは極めて重要な

事柄になる。

（2）  FC や施設職員は自身の悩みの他に、怒りや悲

しみといった子どもの感情もスポンジのように

吸い取るため、以下のように子どもの感情が 2

次的に FC や施設職員の感情に及び表れること

もある。ストレスから健康に問題が生じてしま

うこともある。

　　　

　　　　

　　　　　　　　　

1   愛情のあるかかわり

2   信頼できる情緒的なサポート　

         例：子どもに心配事があって FCや施設職員に相談した場合、よい反応が返ってくる、と思って

　　　もらうことが重要である。　

3   物事には限界があり、それを越えると何かが起こる、という認識をさせる

        変化が生じた際それに適応できるだけの力をつけさせる指導をすること

4   問題を解決する際、複数の手段があることを知らせる

5   子どもが家族や地域に所属している、という所属感を持つように促すこと

6   達成感を持たせることや力強さを身につけるためのサポート

         例：下校時に子どもが見せた絵を褒める

                スイミングスクールに加入することで心身を鍛える、など

「島の王様と王妃」 （子どもとのセラピー）

　自分自身に関する人生について話すことが困難な子どもに対して、何か重要な事柄を話すことができ
るよう促すためのエクササイズ。
　大きな紙面に島を想定して、三つの島を描く。一つ目の島は自分の島とし、自分の大切な人や物だけ
を配置できることとする。二つ目の島は一つ目の島と橋でつなげる。二つ目の島には時々会いたい人な
どを置いておく。三つ目の島には橋をかけず、自分から遠ざけたい人や会いたくない人を置いておく。
　このエクササイズは言葉の理解ができて絵が描ける年齢の子どもから有効である。
　子どもが人や物を貼り付けて、それに名前をつけながら自分の島を作っていくという行為が大切であ
る。セラピストは人や物に関心を示し、気にかけていることを伝える。質問口調ではいけない。
　子どもが語ることを終わった時点でセラピーは終了する。セラピストは子どもとのやり取りの中から
ニーズを探し出す。描き方や置き方についても注意を払う。何を置くか誰を置くかは指定しない。もし
気になる人や物が島に置かれない場合は子どもの背景を探る。その子どもに関する人間関係の表れでも
あると考えられる。

EXERCISE
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（3）  FC や施設職員の 2 次的ストレスの兆候

 　FC や施設職員の管理者はこれら 2 次的な

反応が起こるのは当然なことであると認識して

いることもまた重要である。

（4） このような FC や施設職員のストレスに対処法

としては、子どものそれへの対応と同様で、具

体的には以下の 3 点があげられる。

①適切な監督と実感の持てるサポート

②的確な情報提供

③ FCや施設職員自身と子どもに対する理解

例：被虐待児は概して「自分だけは……」と

思いがちであり、自分の家族にも話せな

いことがある。

（5） 最後に、虐待を受けてトラウマを抱えている子

どもをケアするにあたり、以下の 3 点を考えて

みてはいかがだろうか。

①ケアに関するどのような情報や資源が必要か？

②それらが自分たちの施設に備えられているか？

③もし備えられていないとしたら、それらを備え

る責任は誰にあるのか？

感情的な兆候・反応 身体的な兆候・反応 

怒りっぽい　悲しみ　 
激怒　抑うつ　意気消沈　 
不安　無感動　等 

頭痛　腹痛　疲労感　 
悪夢　便秘　等 

個人的な兆候・対人関係 社会的な役割と関連する 
兆候・反社会的な行動 

不機嫌　むらっ気　 
皮肉屋　短気　等 

低いモチベーション　 
関係機関との接触の回避　 
会議の欠席　遅刻　 
強迫観念／完璧主義　等 

　本稿では、トラウマをもつ子ども・青少年へのケアに関する知識と技術について述べてきた。児童
福祉施設においてはトラウマに問題をもつ子どもが多くおり、時には不適切な行動を起こしてしまう
ことがある。現場職員は子どもの成長・発達をサポートするために存在し働きかけているが、子ども
から不適切な反応を返されると、ついつい感情をかき乱されたり、なぜそんな言動をとるのかと疑問
に思ったりする。虐待を受けた子どもが無意識的にそのような行動をとってしまうことについて、愛
着理論や脳科学などの視点からの知識と技術を学び納得させられた。子どもはたとえ虐待を受けた
としても愛着を求め続けるのであり、職員との愛着関係に抵抗を示すことは当たり前のことである。
子どもの内的ワーキングモデルを修復して成長・発達を促していくためには、真の愛着関係が必要で
あり、時にストレスが多くかかろうとも職員の知識と技術が試されることを今現場に戻って改めて感
じているところである。

【所 感・考 察】
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4.  家庭内暴力に関する取り組み 

4.1  はじめに

イギリス研修の初日、私たちは西サセックス州に

あるブロードフィールドハウスを訪ねた。ブロード

フィールドハウスは、家庭内暴力を専門に扱う「協

会」の施設の一つである。ここでは、多くの関連機

関と連携を図りながら、児童虐待対策プロジェクト

を進めていた。

（1） 家庭内暴力（ドメスティックバイオレンス）の

      定義

イギリス政府の定義する家庭内暴力とは、「性

別や家族にかかわらず、成人間の全ての心理的・

身体的・性的・金銭的・情緒的な脅迫行為・暴力・

虐待」である。

児童虐待においては、2004 年までは直接的に

子どもが暴力を受けることが虐待であると定義づ

けられていたが、2004 年度以降は子どもが家庭

内暴力を目撃することも大きな影響があり、虐待

であると定義づけられた。

（2） イギリスにおける家庭内暴力の実態

①成人間の家庭内暴力

・家庭内暴力は、暴力事件全体の17％を占め

る。

・女性の 4 人に1 人、男性の 6人に1 人が何ら

かの家庭内暴力の被害にあっている。

・毎分に1件の割合で警察に対し家庭内暴力

の通報がなされている。

・平均して毎週 2人の女性が一緒に生活してい

るパートナーや夫、以前のパートナーによっ

て殺されている。

・もしかかりつけ医から家庭内暴力についての

問いかけがあれば、被害者の 70％はその事

実を話していたと答えているが、かかりつけ

医から実際に質問されていたのは、被害者

全体のうち3％でしかない。

・家庭内暴力は繰り返される傾向がある。

・男性から女性に対して行われることが多く、

特に女性は繰り返し被害にあうリスクが高い。

・家庭内暴力のある家庭のうち、子どものい

るケースが 90％を超えている。

・法務省のデータによれば、家庭内暴力によっ

て1 人の人が殺された場合、警察やソーシャ

ルサービスなどの各機関でかかったコストを

合算すると100万ポンド（2 億 5 千万円）とい

う社会的コストがかかるとのことである。

②子どもを巻き込んだ家庭内暴力

・家庭内暴力事件のうち、90％は子どもが同

部屋か、隣の部屋にいた。

・75万人の子どもが何らかの家庭内暴力を目

撃している。

・母親が家庭内暴力下にある家庭では 30 〜

60％の子どももまたその被害にあっている。

・子どもは家庭内暴力のことを誰にも言えず問

題が深刻化する傾向がある。

《写真：ブロード
フィールドハウス》
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（3） 家庭内暴力予防のための法改正

家庭内暴力の増加に伴い、イギリスでは 2004

年に家庭内暴力法が改正された。これは 30 年

ぶりの大きな改正で、具体的な主な内容は以下

の通りである。

①加害者は子どもに触れてはいけない、8km

以内には近づいてはいけないという規定が

あり、これを破ると5 年以内の実刑判決を

受けることになった。

②以前は一緒に暮らしている人のみが加害者

として認定されてきたが、一緒に暮らしてい

ない場合でも加害者として認定されるように

なった。

③加害者矯正プログラムができた。

④家庭内暴力専用の裁判所ができた。これは、

裁判に時間がかかることで犠牲者やその子

どもが苦しむことのないようにする目的であ

る。そこで働く警察や判事などの人材は、

家庭内暴力専門のトレーニングを受けた人

が配置されている。現在はロンドンの南部に

あるクロイドン地区、カーデフ地区の 2カ所

であるが、今後全国的に拡大する見込みで

ある。この裁判所の設置によって、家庭内

暴力取り扱い件数は増加している。

 　なお、加害者が有罪として裁かれるケー

スについては、以前20〜30％だったものが、

71％まで増加している。また家庭内暴力の

被害者に対しては専門の家庭内暴力アドバ

イザーがつくようになった。

⑤法務省がリーダーシップをとり、家庭内暴力

に関するカンファレンスがもたれるようにな

る。学校、警察、保護司、ソーシャルワーカー

など関係各機関が連携し、リスクアセスメン

トを行うものである。

（4） ソーシャルワーカーの役割

①被害者に対する直接的な役割・支援

 　家庭内暴力の犠牲者は、自分から誰かに働

きかけて支援を求めることが非常に困難であ

る。ソーシャルワーカーは、このことを踏まえて、

いかに犠牲者にアクセスし情報を提供していく

かが課題となる。

 　家庭内暴力の始まる時期として、妊娠中が

多いということもあり、特に医者など関係機関

において家庭内暴力が疑われる場合には「暴

力なのではないか」とはっきり聞き続けること

が必要である。

 　また子どもの場合においても、母親同様に

ただ子どもの話を聞くのではなく、「虐待されて

いるのではないか」「暴力されているのではな

いか」と突っ込んで聞く必要がある。「協会」

における電話相談の約 60％は家庭内暴力に

関するものであり、相談機関や学校において

早期発見、早期対応を目指す必要がある。学

校では、健全な人間関係の教育や「殴るのは

当たり前ではない」といったことを教える役割

があるといえる。実際これに対するプログラム

を作り、授業開発も行われている。

 　学校で家庭内暴力が分かった場合、学校は

日本でいう児童相談所に当たるソーシャルケア

センターに連絡をする。その後、ソーシャルワー

カーがアセスメントを実施し、必要に応じて保

護をするという流れになる。学校には、必ず

1 人のセーフガードが配置されており、学校と

ソーシャルケアのつなぎ役を果たしている。

②既存ケースの検証

 　さまざまな家庭内暴力ケースを検証し、その

予防策として何ができたかを具体的に検討す

るということが行われている。例えば、家庭

内暴力の結果殺人が起きた場合、そのプロセ

スの中で止められなかったのかを検討し、次

へ生かそうという取り組みである。この取り組

みに関しては、マーク（MARACS）という団体が
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積極的に行っており、被害者だけでなく保護

士を通して加害者にも対応している点が特徴

である。

 

4.2  協会西サセックス支部における家庭内

　　暴力プロジェクト

（1） 施設の概要

ブロードフィールドハウスは西サセックス州にあ

る協会支部の家庭内暴力プロジェクトを推進す

る施設である。ここでのサービスは、西サセック

ス州全体をカバーするものであり、その人口は

76万4 千人、うち14 才までの子どもは 15万8 千

人である。州の方針としては家庭内暴力につい

て、公営住宅などを利用し、加害者ではなく、

被害者をそのまま自宅にとどめることを基本とし

ている。

家庭内暴力への取り組みはもともと、小さな

規模で 2人のスタッフが始めた。そこでは「どう

やって被害者を回復させるか（リカバリー）」が

テーマで加害者から離れている人のみが対象で

あった。家庭内暴力、虐待が終わっても女性や

子どもにとって精神的な影響は続いていると考え

られ、そうした中で失ったものを再構築していく

ことを支援するのが目的である。しかし、人材不

足という問題があった。そこで他機関と協力関

係を築き、1998 年に2 つのグループを開始した。

その取り組みから、子どもだけでなく、母親に

もサポートが必要だということが認識されるよう

になった。2000 年からは、保健師（ヘルスワー

カー）・ユースワーカー・ソーシャルワーカー・ファ

ミリーセンターのワーカー等が集まって、7年間で

34 のプログラムを実施してきた。また、2005 年

からは州も独自にファミリーセンターでグループ

を作り、同様のサポートを行っている。

現在、母子を一緒に扱うサポートプログラムも

パイロット的に始められているが事前に母親指

導が必要でありまだ普及には至っていない。

（2） 女性と子どもへの具体的な支援プログラム

母子には併行して週 1 回のプログラムを行う。

母子のプログラムを別々に行うのは、母親は子ど

もの前では個人としての発言ができないことを考

慮しているためである。各10 セッションあり、1

回 1 時間半〜2 時間で、ワーカー 2人のリードに

よって行われる。終了後、2 時間かけての見直し

も行われる。

①子どもへのプログラム

 　子どもへのグループセッションの目的は、家

庭内暴力を受けたことによる情緒的な「こわ

れ」を修復することにある。8 〜12 才までの

子どもを対象に、遊びを通して自分の感情を

自分で認識するためのセッションが行われる。

子どもが兄弟の場合は、同じ反応をしてしま

わないように別々のグループでセッションを受

けることになる。

 　1 回のセッションの進め方は、リラックスタイ

ム〜メインプログラム〜リラックスタイムとなっ

ている。子どもは緊張せずにセッションに参加

し、自然な状態で自分の気持ちに向き合える

ように配慮されている。

 　またグループセッションには、①お互いに話

を聞く　②嫌がらせをしない　③嫌なことは

ワーカーに話をする　という約束事があり、し

て良いことと悪いことの境界を明確に子どもた

ちに伝えている。毎回、フィーリングチャート

（P.92 参照）を使って感情のチェックも行う。

また、心配箱（ウォーリーボックス）が設置さ

れており、子どもが何か心配していることがあ

ればそこに書いて入れることができる。必要に

応じてスタッフが対応することになる。

〜具体的プログラムの内容〜

ⅰ. 初回セッションでは、ボール投げをしなが

らお互いの名前を覚えあう。その後、「どう

してこのグループに参加しているのか」に

ついて話し合う。子どもは、暴力を受けた
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ことに対して「自分が悪い」という認識を

持っており、そのことへの共感や経験の

共有をする。

ⅱ. 2 回目のセッションでは、「家庭内暴力・虐

待とは何か」について考える。

 　主にポスターを使って良いこと、悪いこ

とを考える作業をし、最終的に虐待はど

んな時でもよくないというメッセージを伝

える。時間があれば子どもの権利について

も言及し教える。

ⅲ. 3 回目のセッションでは「怒り」を扱う。感

情のポスターを使って怒りの感情をチェッ

クする。

 　はじめに大きな紙に噴火している火山

の絵を描き、ふもとに家や木を描く。グ

ループにその紙を見せ、何が起きているか

を話し合う。（火山が噴火したらどうなる

のか、またその前兆はどんなことがあるの

かなど）家に住んでいる人を例にしていつ

逃げればよいかと話を進める。そして「火

山みたいなものと一緒に住むとはどんなこ

とか分かるか?」と聞く。子どもは段々と

自分の置かれている状況との関連性に気

付き始め、怒っている人と一緒に住むとは

どんな気持ちかを話し合う。

 　更に粘土で怒りの形を表現し気持ちを

消化する。

ⅳ. 4 回目のセッションでは「夫婦喧嘩」を扱

う。ビデオ「ホームトウルース」（家庭内暴

力体験談）を見て両親が喧嘩している時、

何が心配かを話し合う。そして、両親の

喧嘩は決して子どもが悪いからではないこ

とを伝える。

ⅴ. 5 回目のセッションでは、父親が家に住ん

でいた時の様子を絵に描く。その後現在

の家の様子も描く（誰が住んでいるのか）。

「子どもは自分が家族の中で特別な存在

である」ことを認識する。

 　ここで全セッションの半分が終わったこ

とを伝え、残りの半分で話し合いたいこと

を聞く。

ⅵ. 6 回目のセッションでは、「暴力の経験とそ

の気持ちの分かち合い」をする。

 　子どもに家で起きた恐ろしい出来事や

暴力について書いてもらいそれらを見せ合

い、その出来事が起こったときと今描いて

いる時の気持ちが同じかを話し合う。そし

て、暴力を受けたことについて、誰かに話

をしてもよいのだ、ということを伝える。

ⅶ . 7 回目のセッションでは、「自分の体は自分

のものであり、害から守る権利があるこ

と」を学ぶ。

 　怯えについての話し合いをする（どんな

時に怯えるのか、そしてどんな風に解決し

ているのか）。また、良い接触と悪い接触

について知るためのエクセサイズをする。ポ

ストイット（付箋紙）に良い接触、悪い接

触を子どもに書かせ、人型の上に貼らせる。

 　全ての子どもの体は、個人のもので傷

つくことから守られる権利があることを伝

える。

ⅷ . 8 回目のセッションでは、「主張をすること

の訓練とその大切さ」について教える。

 　子どもたちが身体的・精神的強さを感じ

るのはどんな時かを話し合う。そして、独

断性・攻撃性・受動性の違いを物語など

を通して学ぶ。更にカードに書かれた質問

で独断性、自己の強さについてのエクセ

サイズを行う。例えば、見知らぬ人が学校

から家まで送ってくれると言ったらどうす

るべきか、自分は暑いと思っているのに母

親からコートを着るように言われたらどう

するかなどである。

ⅸ. 9 回目のセッションでは、「防御計画〜自分

を守るためにどうするべきか」を考える。

 　これまでの安全についての話し合いの
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確認と早期に危険を察知するための練習。

どこに助けを求めるのか、誰が自分を守っ

てくれるのかを教える。

ⅹ. 最終セッションは、「自信回復」セッション

である。目をつぶって安全・安心な場所を

思い浮かべ、危険な状態の時にもその場

所を思い出せるように促す。

 　また子ども同志でお互いの評価を話し

合い良いところを褒めあう。そしてどういう

ところがこのグループセッションで自分の

ためになったのかを紙に書き分かち合う。

 　最後に終了証を授与し終了となる。

②母親へのプログラム

 　母親へのプログラムの目的は、子どもの理

解と関係回復である。母親が子どもを助ける

ために何ができるか、何をしなければならない

かを一緒に考え、母親が何か行動を起すこと

によって子どもが明るくなるのだということ、子

どものより良い子育てのために具体的に何が

できるかを伝えていく。そのために、子どもが

家庭内暴力の時どれだけ我慢したのか、子ど

もの行動が不自然で、悪くなっている時、家

庭内暴力と結びつけてどうしてそうなったのか

理解を促す。正しく子どもを理解することによっ

て、母親のストレスを軽減しペアレンタルスキ

ルの向上につなげる。そして、子どもの混乱し

た心理状態を理解することによって関係修復、

改善を図る。

〜具体的プログラムの内容〜

ⅰ. グループプログラム全体のオリエンテー

ション

 　自己紹介や他己紹介、なぜこのグルー

プに参加しているのか、このグループに期

待することなどを話し合う。このグループ

の約束事は自分の世話をすること、自分

のためになることを考え、1 週間に1つは

必ず何かすることである。

ⅱ. 「家庭内虐待とは何か」がテーマである。

 　質問表を完成させ、アムネスティーの虐

待基準を学ぶ。

ⅲ. 家庭内暴力が母子に与える影響について

話しあう。

 　過去の経験を分かち合い、気持ちにつ

いて、そこから何を子どもに教えられるか、

家庭内暴力によって失ったものは何か、危

険から離れてどのように安全を確保し続け

るかについて話しあう。

ⅳ. 「喪失と不幸」をテーマとして扱う。

 　家庭内暴力で失ったものについてリスト

がありそれを理解する。その上で失ったも

ののうち子どもは何を失ったのか、何を犠

牲にしているのかに目を向ける。作業として

は、葉っぱに描かれた失ったものや得たも

のを書き込み、土台となる大きな木の絵に

貼っていく。また子どもと自分とのコミュニ

ケーションについても振り返るときを持つ。

ⅴ. 家庭内暴力が子どもたちに与えた影響に

ついてテーマを絞る。

 　物語「ママとパパのけんか」「不安の大き

なバック」を通して、発達中の子どもに心

を留め、それまでとは違った角度からの子

どもとのコミュニケーションを考えていく。

ⅵ. 自分の感情について考える。

 　自分と子どもの外向きの顔、人が知ら

ない内面などをカードに書く。それを通し

て自分と子どもの共通項があることを知り

認識する。

ⅶ . 父・母・子の役割について考える。

 　それはどんな実態なのか、どのように

平等でよい関係を保てるのか、どんな責

任があるのかについて話し合う。

ⅷ . 自己主張・自尊心について学ぶ。

 　主張・受動・攻撃について違いを学び、

何故「ノー」ということが難しいのかを考
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える。自分をコントロールできるように、

自分がコントロールしたいことを話し合い、

互いにアドバイスをしあう。

ⅸ. 新しいパートナー・新しい人間関係につい

て、また何が健全な人間関係を作るのか

を考える。

ⅹ. 「賢女からの手紙」、希望と恐れの封筒を

開封する。これは前向きなメッセージのエ

クセサイズでメンバー同士が互いに前向き

なメッセージを伝え合うものである。

  　最後に終了証を授与し終了となる。

4.3  関係機関との連携

       〜「ウイメンズ・エイド」（Women’s Aid）

      について

家庭内暴力への対策として、「協会」では多くの関

係機関との連携を図っているが、ここでは、イギリ

スにおいて家庭内暴力救済にかかわる最も規模の

大きな非営利団体「ウイメンズ・エイド（Women’s 

Aid Federation）」の活動について紹介する。

（1） ウイメンズ・エイドの成り立ち

ウイメンズ・エイドは、1960 年代後半から70

年代初めにかけて世界的に女性解放運動が盛ん

な中、有志女性たちが家庭内暴力や性の暴力に

ついての問題意識を高めることを目的にグループ

を形成し始めた。1974 年、ブリストル市で正式

に「ウイメンズ・エイド」を結成。家庭内暴力の

女性犠牲者と子どもに、物理的および精神的サ

ポートを始めた。以来、全国組織に成長し、年

間 32万人の家庭内暴力と性的被害をうけた女性

と子どもにサービスを提供し、現在では、国内

に約500の関連団体・組織のネットワークを持ち、

被害者へのサポートの充実に努めている。

（2） サービス内容

①一時保護所の運営

 　他機関との提携も含めて全国 200カ所の一

時保護所を運営している。コンピューターネッ

トワークができており、例えば安全面を考慮し

て遠い地域へ入所させるなどケースにあった適

切な保護所の紹介を行っている。施設の規模

はさまざまであるが、寝室数は 3〜20 室ある。

また、保護所の中にはドロップインセンターと

いう気軽に相談できる立ち寄り所や以下のよ

うな目的別の保護所も設けられている。

ⅰ. 少数派人種（アジア・アフリカ系など）

の保護所

 → 一般の保護所を選んでも良い

ⅱ. 独身女性専用保護所

ⅲ. 障がいや精神的な病気を持った人の

ための保護所

 　保護所は秘密的な存在であり、どこにある

か一般公開は一切していない。入所女性への

訪問は家族であれ不可能であり、弁護士、医

者、契約しているタクシー会社 1社のみが会う

ことを許されている。家を去った時から女性の

身の危険は増しているため、入所時に自分の

入所先の住所を明かさないという契約を交わ

し郵便は私書箱を使うこととなっている。外で

知人や家族と会って送ってもらう場合にも一定

距離以上のところで別れなければならない。

居場所が知れた場合には他の施設へ移ること

となる。

 　また、保護所は 24 時間体制のところもある

が夜間は職員不在となるところが多い。これ

は単に財源の問題ではなく保護所の目的は女
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性の自立であり職員が不在になることで自分

の時間を作ったり入居者同士で助け合うことが

できるようになると考えられている。緊急時は

警察に電話をかけ対応するようになっている。

 　入所期間は、長すぎると自立が難しくなる

との考えから最長 1年と定められている。しか

し、実際には平均して7 回再入所を繰り返して

おり、その後ようやく自立していくというのが

現実とのお話であった。

② 24 時間対応の家庭内暴力ヘルプラインの開設

③家庭内暴力の被害を受けた子ども・青少年を

対象とした「ハイドアウト」を開設。家庭内暴

力についての解説、事例、感情や行動につい

ての説明など心理的サポートを提供している。

（3） 支援内容

保護所に入所した子どもとその家族は 2〜3日

中にすべてのアセスメントが行われ、学齢児で

は、新しい学校へ行く手続きまで済ませる。悲

しみや怒りを表現させることと同時に何よりも子

どもにとっては基本的な毎日の決まった生活を重

んじている。（P.102 アセスメントシート参照）

①家庭内暴力被害者への支援

・住宅援助

・衣類・食事の提供

・法的、福祉的手続き

・就職援助

②子どもへの支援

・衣類・食事の援助

・心理的サポート

 　5 歳以下の子どもについては職員と子どもの1

対1やグループでの遊び、1対1のセラピーを行

う。セラピストはいるところといないところがあ

るがプレイルームがあり道具が用意されている。

 　学童児は週 2日の放課後のセッションがあり

料理、工作、ゲームなどを行っており、さらに学校、

幼稚園と連絡を取り合ってサポートしている。

 　また、保護所以外に＜ドロップインセンター＞

という立ち寄り所も設けられており、気軽に相

談できるようになっている。女性が加害者にな

る場合もあるため、男性被害者も利用できる。

なお、入所後の流れは以下の通りである。

※助けを求めて来た時の子どもの状態は、虐待

の現場を見たり聞いたりしたこと、友人・ペッ

トとの別れなどでショックを受けており、それ

がトラウマとなっている。また、それが原因で、

沈み込んだり、攻撃的になったり、感情をう

まく表現できなかったりするなどの問題をかか

えているが、母親も自分のトラウマを戦うこと

で精一杯であり、子どもの状態をわかること

ができずにいる。子どもには、「悲しみや怒り

の感情を表現してもいいんだよ」ということを

教えて行く必要がある。また、子どもにとって、

学校へ行くという毎日の決まった生活はとても

大切であり、それを早く取り戻すために 2 〜

3日中には学校や幼稚園などに通えるようにし

ている。

  入  所 

持ち物を調べる 

母とのアセスメント 

学校（幼稚園など）へ行く手続きをする 

・最低限の物を持っているか？ 衣類・食事の提供 

・子どもに何が欠けているか？ 
・法的援助・ソーシャルサービス・健康面（アレルギー等） 
  のサポートの必要があるか？ 
  　※ へルスビジターが週一回来所し、発達・健康面で 
      　心配があれば相談 
      　必要があれば医療機関受診、他機関の紹介もする 
 

（2～3日中に） 

（2～3日中に） 

保護所への母子入所後の流れ  
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　イギリスにおける家庭内暴力への認識は非常に高いと感じた。その定義において身体的暴力に留ま
らず、家庭内の成人間に範囲を規定せず、経済的な不平等を含めているところなど人権が守られるた
めのニーズを捉えて定められている。そして、被害者に対するケアに関しても整備されていた。2004
年の法改正によってできた家庭内暴力専門の裁判所の設置はこれを象徴するものである。また、児
童虐待との関連についても早い段階から着目し、ケアの対象とされてきている。
　またこうした家庭内暴力に対する意識は、福祉関係の分野だけでなく一般市民においてもいえるこ
とで、一般企業などで雇用者が従業員に対し独自に規定を作っていることなどからそのことが伺えた。
これは健康と安全に関する法律に基づくものである。
　被害者支援プログラムの充実も大きな特徴で学ぶべきことが多いと感じた。日本ではまず、保護の
段階で母子生活支援施設や婦人保護施設、民間シェルターなどがその役割を果たしているものの、
母子生活支援施設においては、緊急一時保護室を完備している施設は約 6 割、また、職員不足など
により夜間警備などに手が回らず家庭内暴力の被害者を受け入れることさえできない施設も存在す
る。また、心理士の配置も不十分といった現実もある。被害者の保護そのものを目的とせず、いかに
回復できるか、社会復帰できるかといった視点に立ちケアのあり方を見直すことができた。

【所 感・考 察】

フィーリングチャート
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1.  全国児童虐待防止協会の先進的な
    活動

「協会」の究極的な目的は、さまざまな手段によっ

て児童虐待に終止符を打つことである。発足から

120 年近くもの間、児童虐待問題に積極的に取り

組み続けている。例えば、科学的根拠に基づい

た実践とその開発、そして政策提言を実施してい

たり、必要性の高い具体的な支援策を公表して一

般市民から寄付を募ったりしていることがあげられ

る。民間団体として自立的に活動し、国や自治体

の取り組みを先取りしている面がある。そのことは

民間団体でありながら行政と同じ社会的保護の権

限を有していることにも示されている。さらには、

子どもも含めた国民からの人気が高いのだという。

サービスを提供することで、支援される子どもや

家族がより良い生活を送れるように回復していく

成果と、それが行政や一般社会に認知され、ひい

ては「協会」の職員の活力につながるという好循環

を感じた。

2.  科学的根拠に基づいた支援
今回、現場での具体的な支援プログラムを大き

く3 つ紹介していただいた。

1 つ目は性加害青少年支援プログラム、2 つ目

はトラウマをもつ子どもの理解と対応、特に愛着

（attachment）や脳科学について、3 つ目は家庭

内暴力を受けた女性と子どもへの支援プログラム

である。

現場職員としては、日々の実践に役立てられそ

うなものがいくつもあった。

特に性加害青少年支援プログラムは、「加害者」と

「青少年」に着目しているのが特徴である。性加害

者への対応は、何らかの行動制限をされることに

終始しがちだと思うが、実は加害者にこそ支援が

必要であると改めて感じた。日本においても、以

前から性的問題の低年齢化が言われ続けており、

また児童福祉施設において、子ども間での不適切

な性的なかかわりとその世代連鎖が報告されてお

り早急な対応が必要である。

さらに、イギリスの児童福祉の実情から強く感じ

られたことは、見聞したどの分野においてもアセス

メントを綿密に行っていることである。支援を必要

とする子どもと家族の状況を的確に把握し、適切

にケアするためにはしっかりしたアセスメントがベー

スとなり、その結果が後々のケース対応において

有効活用されている。このことは、科学的視点を

もって質の高い支援をしていく上でとても重要であ

ると再認識した。

3.  充実した支援者の育成体制
日本の現場においても困難を抱えている子ども

と家族をケアするさまざま学習と創意工夫がなされ

ていて、関連する知識と技術の習得への努力もな

されているが、それらはもはや全てのFCや施設職

員にとって必須事項であると思われる。今回は、

特にFC の募集から採用、委託等まで手間ひまを

かけた取り組みを報告しているが、今後日本でも

里親と児童福祉施設職員に対する体系立ったト

レーニングやスーパーバイズ体制、さらには資格や

職員採用のあり方など、人材育成システムの確立

が必要になるではないだろうか。

イギリスでは、子どもの近くで働く里親や施設

職員、教員等の募集と採用は厳格である。2004

年に法律が強化され、子どもと子どもの身近にか

かわる里親や施設職員、ボランティアなどを擁す

る組織、あるいは学校は子どもと接するのに適切

ではない人物を近づけない対策（例　性加害−講

師の発言：アジアへの買春旅行の可能性のある者

等）を義務づけられ、職員等の採用の際には、犯

罪歴、旅行歴、職歴などの身元照会を実施するこ

Ⅵ　　　児童虐待への対応における課題と展望 〜イギリスの取り組みから学んだこと〜
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とになった。被害者になる危険性がある子どもの

権利保障の方が市民の個人情報の保護・プライバ

シーの保障より優先されているのである。

また 2005 年の法改正により、施設長にはソー

シャルワーカーの資格と、ケアワーカー国家職業訓

練資格（National Vocational  Qualifications）のレ

ベル3という資格が必要になった。

日本においても児童福祉施設内での職員と子ど

も間、あるいは子ども間の虐待がマスコミの報道等

で明らかにされ、次の児童福祉法改正では施設内

虐待の通報義務が明文化される方向である。施設

運営が問われている昨今、施設長や現場職員の資

格要件等についての具体案を、現場から発信して

いく必要があろう。

4.  水準の高い支援者の配置
科学的根拠に基づいた支援や支援者の育成と

いったソフト面の向上だけでなく、実際に児童虐

待における問題を解決していくための環境整備も

不可欠であり、ハード面にも眼を向ける必要性を感

じた。

近年、児童福祉施設において、家庭支援専門

相談員（ファミリーソーシャルワーカー）の配置や小

規模グループケアや地域小規模児童養護施設の設

置、心理療法士（セラピスト）の常勤配置など、さ

まざまな制度化がなされている。しかし、例えば

児 童 養 護 施 設 では、 人 員配 置（3 歳未満 2 人：

職員 1 人／ 3 歳〜就学前の子ども 4 人：職員1 人

／学童 6人：職員1 人）や子どもの生活スペース（子

ども1 人あたり3.3m2）を規定している児童福祉施

設最低基準は1976（昭和 51）年以来、30 年以上も

改定されないままである。

また、（近年）虐待ケースの急増に伴い、都市部

の児童養護施設の定員充足率は特に高く、中には

定員をオーバーしている施設もある。その入所理由

（ケース）も、虐待、精神疾患、発達障がい等の

背景を持った子どもや家族のケースが増えており、

大規模施設におけるケアは、質・量ともに無理が

あり対応が不十分であるのが現状である。

一方、イギリスの社会的ケアにおいて、子どもの

ソーシャルワーカーとFC・施設職員配置の現状を

知って愕然とした。まず、自治体ソーシャルサービ

ス部のソーシャルワーカー 1 人の担当ケース数は 20

〜30 ケースである。「協会」に所属するソーシャル

ワーカーにいたっては、担当10 ケースまでに抑えら

れている。

社会的なケアを必要とする子どもについて、12

歳以下は FC 委託が基本方針であり、委託数は原

則 3人（対応困難な子どもについては 2人、加配手

当てあり）までである。また施設（セラピー・ホーム）

の人員配置は、子ども1 人に対して職員は1 人以上

である。

日本は世界でトップレベルの経済大国であるに

もかかわらず、社会的ケア（養護）の体制はあまり

にも貧弱であると言わざるを得ない。対応困難な子

どもやその家族のケアに追われている現場の現状

からすると、改めて最低基準の改善を求めたい。

5.  連帯と回復　〜おわりに〜
● 「ブレイブ・ワン」

まず、フランス・イギリス滞在の印象から始めた

い。パリの街中、いたる所に映画「ブレイブ・ワン」

のポスターがオシャレにディスプレイされていた。映

画の主人公はジョディ・フォスター扮するエリカ。

彼女は、少年たちに暴行を受け、フィアンセを失い

生死をさまよった後、復讐鬼となり、買春を強要さ

れる少女を救い出すため、拳銃をとり男たちに立

ち向かうのである。

そして、ユーロスターで向かったロンドンは活気

にあふれ食事も美味しく、あらゆる国の人たちが集

まっているように感じられた。EUの東欧への拡大

に伴い移民流入が増え続けるフランス・イギリスだ

が、例えばイギリスでは国内に住む外国生まれが1

割弱であるのに対し、ロンドンに限ると人口の4 割

に達するという。またロンドンの街中には、おびた

だしい監視カメラがあったが、これはⅤ節（P.73）で
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紹介したジェームス少年事件が大きな社会問題とな

り、その翌年（1993 年）から設置されたものである。

●英国福祉の潮流

1997 年の第 24 回資生堂イギリス研修報告書に

は M・サッチャー（1979 −1990イギリス首相）の「ラ

ディカリズム」と書かれていたが、当時 LSE（London 

School of Economics）経済学者であった森嶋通夫

氏は、その「反福祉主義」をサッチャリズムの凄さ

と恐ろしさと形容していた。

彼女は、大戦後イギリス国民が選んできたはず

の福祉国家と地方自治を正面から批判した。中央

集権と行政監視を進め、「悔しかったら、働きなさ

い」という言葉で自由競争を奨励していった。日本

の独立行政法人の参考となったエージェンシーの

活躍等、現在までの三首相もこの基本路線を変更

していない。LSE 社会学者 A・ギデンズは、この

路線を、利潤追求も福祉も敵としない「第三の道」

（1998）と提唱した。その中で「ポジティヴ・ウエ

ルフェアという理念を達成するためには、グローバ

ルな（またはローカルな）市民の活動と国家の分担

を明確にしなければならない」と強調されている。

イギリスでは低所得層（この多くが移民社会）の

10 代女性の妊娠率が特に高いことが問題としてあ

る。これは世代循環しており、ニート状態にある子

どもが暮らす家庭では子どもが大きくなる（16 歳以

上）と社会保障が切れてしまうため、母親も子ども

も生活困窮の恐怖に直面するという現実によるも

のである。

そこで政府は、子育て家庭に対し、減税のほか、

例えばジョブセンタープラス（公共職業紹介機関と

してのサービスと求職者手当、所得補助、就労不

能手当等を支給する社会保障機関としてのサービ

ス等を1カ所で提供する政府機関の下部組織）、勤

労家族タックスクレジット等の勤労支援を行ってい

る。また、移民（抑制）政策は、高技能労働者優

遇を原則とし、ニートのリスクが高い移民の流入を

厳しく管理している。しかし、政府の貧困家庭政

策を現実的に支えているのは、「協会（NSPCC）」や

「ウイメンズ・エイド」などの各地域に根ざす取り組

みであろう。

イギリスには、アクティヴで広範な活動の輝かし

い伝統と風土がある。「協会」の歴史だけでなく、

例えばフットボールやジョッキークラブに代表され

るようにスポーツなどさまざまな分野で、数多くの

団体がそれぞれの地域から発祥した組織を全国

的に束ね、国家から独立した立場で現在もなお、

各々のテーマを担って事業を運営しているという市

民活動の強靭さがある。

「地方自治は民主主義の学校である」という言葉

があるが、フランス研修で紹介のあった A.トクヴィ

ルは、18 世紀末のフランス革命後の独立まもない

アメリカに渡り、「中間集団」の発達が民主主義に

とって重要な役割を担うと指摘していた。

●連帯（ワーキング・トゥギャザー）

今回のイギリス研修で特に参考になったのが、

横断的な組織連携である。1973 年のマリア虐待死

亡事件の教訓から、登録制度の導入と地域見直し

調査委員会（Area Review Committee）の設置に

よって専門家間連携の試行が始まった。この委員

会が地域児童保護委員会（ACPC）となり、2004

年の児童法改正によって「委員会（LSCB）」として

各自治体に設置された。（Ⅲ節 P.60を参照）

日本でも機関連携の構築を目指し、要保護児童

対策地域協議会を設置するための運営指針が出さ

れている。団員が勤める東京都の施設では、入所

児童をアジアの本国に返すケースを扱ったことがあ

るそうだが、厚生労働省、警察庁、法務省及び文

部科学省の専門別関係局だけでなく、国境を越え

る地域的な連携も必要である。また少年犯罪につ

いては、加害者側の対策プログラムを含めた支援

体制の確立が急がれるが、英国の青少年犯罪対

策班（YOT V 節 P.78を参照）や家庭内暴力対策の

「マーク」（MARAC）に相当する官民機関と、複合

的な連携の制度化を図ってほしい。

日本の児童福祉は現在国家主導による実験的

な改革が進行しているが、とくに児童虐待対策に
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おいては政府による虐待事例の全国調査と評価、

そして民間事業改革への着実な支援が重要なテー

マではないだろうか。

団員の1 人が勤める神奈川県域では、施設内で

の性的事故に関する課題について、施設と児童相

談所等との関係機関で研究会を組織し、「子どもの

権利を擁護するために」という指針を提出したこと

があったそうだが、このように施設内の自主評価

にとどまらず、虐待や暴力、性的被害の実情を把

握し、防止していく必要があるだろう。

また、レジデンシャルワークについて触れるなら

ば、例えば自立援助ホーム（児福法 6・27、第二種；

全国 46カ所、2009 年より国予算増見込みあり）の

設置が全国に偏在しており、現在未設置が24 県に

ものぼる。家庭復帰が困難な虐待児の住宅確保

と就労支援対策として、早急な改善が望まれると

ころである。

里親の現状としては、例えば広島市の場合、里

親登録 46 件の内、委託中の子どもは 20 名で、こ

れは措置児童の 4％にすぎない（参考までに 2007

年11月末現在、児童養護施設や母子生活支援施

設等 5 種の児童福祉施設には 478 名が在籍）。

厚生労働省は、里親委託費を平成 21年度から

養育里親（第一子の月額 3万4千円を7万2 千円）、

専門里親（9万200 円を12万3 千円）対策として大

幅な予算増を見込んでいる。しかし、イギリスでは

基本支給額で月額約 11万（週 105 ポンド）、必要

に応じた特別加算を含めると約 16万円（週 155 ポ

ンド）である。その他、誕生日手当や休暇手当等、

各種手当ても整っており、改正後であっても日本と

の差は歴然としている。

すべての子どもは、家族と地域が育てるべきで

あるという理念のもと、1990 年代にイギリス政府

は、12 歳未満の子どもを施設ケアから全て FC に

移行するという方針を打ち出した。自治体や民間

団体、市民と協力しあって、かつてイギリス病と呼

ばれた出口のない不景気の克服と同時に、子ども

の最大限の幸せを目指してきたイギリスの姿に、私

たちが学ぶものはまだまだ多い。

●尊厳の回復

「協会」のイギリス研修は、性虐待と暴力の問題

にどう取り組むかが一貫したテーマであったと思

う。詳しくは、第 V 節を読んでいただきたいが、私

は帰国してから、性虐待（少年による家庭内暴力）

の後遺症を理由に「改氏名」を日本で初めて認めさ

せた穂積純氏が著した三部作の重い扉をようやく

開くことができた。その最新作「拡がりゆく魂」で

は、二十歳を過ぎる娘さんをもった彼女が、娘に

加害者である兄の面影をみていた自分からようやく

解放され、自らもまた虐待してきた（ネグレクトせ

ざるを得なかった）という娘と和解し、「回復」宣言

をすることができたと語るのが印象的であった。回

復のきっかけは何か？実は冒頭で紹介した映画「ブ

レイブ・ワン」にも、彼女と同じように、主人公エリ

カが理解者を得ることで、サヴァイヴァ−として変

化（回復）していくテーマがあった。暴力と性によ

り失われた絆を回復し、子どもと家族の幸せに繋

げていくのは、私たちの仕事である。

ケアを必要とする子どもと家族に対して、何が必

要で、何をなすべきか、まさに子どもの最善の利益

を追求するチャレンジ精神と｢協会｣の真摯な取り

組みにふれて、自分自身の実践を振り返るととも

に今後の方向性に示唆を与えられた。

今回の海外研修を通じて、日々かかわっている

子どもと家族にいかに寄り添い、支援していくべき

かということから、日本における社会的養護のあり

方についてまで考えさせられた。この海外研修で

の貴重な体験を施設での日々の活動に活かし、多

くに人たちに還元していきたい。
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　ヨーロッパの歴史、素晴らしい文化、素敵な生活を体感し視野が広がった。上から与えられた役割をただ

果たすのではなく、子どもたちへのより良い支援方法を提案する力、課題に気付き、改善する力を磨く。

 （至誠学園　木山  美穂）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　DV の環境下にある子どもたちは、例え直接的に身体的暴力が行われていないとしても、その後の成長過

程に影響を与えるダメージを受けている。今回の研修にて学び得た DV 被害者の支援をもとに、精神的な安

定の支援はもちろんのこと、家族を相互的に捉え、適切な支援に取り組んでいきたい。子どもたちの輝きあ

る笑顔のために！ （広島和光園　久保  徹平）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　人とかかわることを職とする私たちの基本は、国や文化が変わってもやっぱり「人」であり「心」であった。

プロ意識を持つことも大切だが、人の心の痛みに真摯に向きあえる謙虚さと、間違ったことは「間違っている」

と言い切れる強さを持ち続けたい。 （あすなろ子育て広場　砂山  真喜子）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　ヨーロッパの福祉に触れ日本の福祉を振り返り、自分にできることは何かと考える機会となった。専門性

を高めていくこと、子どもたちの成長にかかわる者として自分自身も成長をしていくこと…。今の自分にでき

ることを積み上げていきたい。 （東京恵明学園　高田  牧子）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　産まれて間もないのに、何らかの傷を抱えて私の元へやって来る子どもたち。たとえ子どもたちの記憶に私

という存在は残らないとしても、乳幼児期に誰かに愛されたと言う記憶を残したい。愛された記憶を勇気に

変えて人生を歩めるように。 （日赤岩手乳児院　千葉  佐紀子）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　この研修経験を指導員人生の新たな振り出しと位置づけ、さらに対人援助スキル向上を目指し、子どもや

その家族が抱えている問題をひとつひとつ丁寧にひもとき解決していけるよう、“地道”に“しつこく”かか

わっていく。その上で、児童福祉現場からの発信者として行動できる「何か」を模索する。　

 （公徳学園　畠中  大輔）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

私の行動宣言

フランス班メンバー
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　子どもの最善の利益の実現は世界共通の目的。その達成のために、子ども・その家族 ・地域住民・ 関

係機関・一般市民・同僚とともに、過去から学び、現在をより良く生き、未来を切り開く支援者であり続ける。

 （唐池学園　安部  慎吾）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　私たちにはもっとできることがあるのだと気付かされた。過去に学ぶことを忘れず、正しい知識を身につ

けることを怠らず、自分とかかわる子どもたちやその家族が少しでもより良い関係や環境を築いていけるよう

サポートしていく。 （浦上養育院　池田  陽子）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　フランスで、人間の可能性を信頼することの大切さを学んだ。イギリスで、自分の行動（援助）の確かさを

貪欲に追及することの重要性を学んだ。だから私は、子どもの持つ可能性を生かし、子どもと共に成長し続

ける援助者になりたい。 （バット博士記念ホーム　篠塚  利別香）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　2 週間の研修中に驚くほど前向きで情熱的な人々に出会い学んだ。自分の生き方や仕事に対する姿勢を

省みた。「もっともっとポジティブに明るくいこう！！」子どもたちに寄り添い一緒に歩んでいこうと決めた。子

どもたちの明るい未来のために。 （若葉学園　永田  政之）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　今回の研修に参加し、学んだことを実践で活かすことはもとよりだが、研修先での職員の「プロ意識の高さ」

に感銘を受けた。私は、表面上の福祉や愛情では無く、真摯に子どもに、自分の仕事に向かい合いたい。

 （新宿寮　松本  耕造）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

　　欧州は遠かった。仏英で学んだことは、

　　・ご飯はしっかりとって仕事すること

　　・過去を検証し、科学的に評価すること　

　　・子どもと母親（女性）をとても大切にすること

　　遥か遠くを志し、できることから、実践したい。 （愛育園　村田　洋）

ffffffffffffffffffffffffffffffff

イギリス班メンバー
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団員名簿

団 長 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

団 員 

事務局 

氏　名 

長縄 良樹 

高田 牧子 

木山 美穂 

篠塚利別香 

安部 慎吾 

畠中 大輔 

池田 陽子 

千葉佐紀子 

久保 徹平 

永田 政之 

村田  洋 

砂山真喜子 

松本 耕造 

山下 茂喜 

〒 

502－0065 

198－0051 

190－0022 

194－0202 

252－1124 

577－0025 

852－8126 

020－0021 

734－0003 

655－0001 

732－0052 

927－0035 

161－0032 

104－0061

勤務先住所 

岐阜県岐阜市長良森町1－11 
日本児童育成園 
TEL：058-231-1387 FAX：058-294-3346

種　別 

児童養護／ 
施設長 

東京都青梅市友田町2－714－1 
東京恵明学園児童部 
TEL：0428-23-0241 FAX：0428-21-2345

児童養護／ 
児童指導員 

東京都立川市錦町6－26－15 
至誠学園 
TEL：042-524-2601 FAX：042-524-2367

児童養護／ 
児童指導員 

東京都町田市下小山田町2745－1 
バット博士記念ホーム 
TEL：042-797-1371  FAX：042-797-5531

児童養護／ 
児童指導員 

神奈川県綾瀬市吉岡2377 
唐池学園 
TEL：0467-78-0012 FAX：0467-76-3006

児童養護／ 
児童指導員 

大阪府東大阪市新家3－7－8 
公徳学園 
TEL：06-6781-0236 FAX：06-6781-4988

児童養護／ 
児童指導員 

長崎県長崎市石神町14－48 
浦上養育院 
TEL：095-844-4055 FAX：095-844-4062

児童養護／ 
保育士 

岩手県盛岡市中央通1－4－7 
日赤岩手乳児院 
TEL：019-621-3311 FAX：019-621-3312

乳児院／ 
保育士 

広島県広島市南区宇品東3－6－26 
広島和光園 
TEL：082-254-0480 FAX：082-254-0481

母子生活支援／ 
母子指導員 

兵庫県神戸市垂水区多聞町小束山868－49 
神戸市保健福祉局子育て支援部 若葉学園 
TEL：078-792-1133 FAX：078-795-4300

自立支援／ 
児童自立支援専門員 

広島県広島市東区光町2－15－55 
広島市こども療育センター 愛育園 
TEL：082-263-0683 FAX：082-261-0545

情短／ 
児童指導員 

石川県鳳珠郡穴水町志ケ浦15－1－3 
児童家庭支援センター あすなろ子育て広場 
TEL：0768-52-4141 FAX：0768-52-4140

児童家庭支援／ 
相談員 

東京都新宿区中落合1－6－22 
新宿寮 
TEL：03-3951-9650 FAX：03-3951-9657

自立援助ホーム／ 
児童指導員 

東京都中央区銀座7－5－5 
資生堂社会福祉事業財団 
TEL：03-3574-7408 FAX：03-3289-0314

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） 

アメリカ・カナダ 

ヨーロッパ（含北欧） 

ヨーロッパ（含北欧） 

アメリカ・メキシコ 

アメリカ 

ヨーロッパ 

アメリカ 

オーストラリア 

アメリカ・カナダ 

オーストラリア（含タスマニア） 

ヨーロッパ（3カ国） 

アメリカ 

アメリカ 

アメリカ 

オーストラリア 

オーストラリア 

ヨーロッパ 

ヨーロッパ 

アメリカ・カナダ 

アメリカ 

ヨーロッパ（含北欧） 

オーストラリア・ニュージーランド 

イギリス 

アメリカ 

カナダ 

カナダ 

アメリカ 

オーストラリア・ニュージーランド 

カナダ 

カナダ 

アメリカ 

フランス・イギリス 

団員種別（人数）  

養・保・児（5） 

開催年度 期間（日数） 

28 

29 

22 

22 

26 

24 

16 

15 

14 

17 

15 

15 

15 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

11 

12 

14 

13 

14 

15 

14 

15 

15 

15 

15

研修内容 研修先 

海外福祉事情視察 

第2回 
（1973） 精・重・肢（29） 大学・病院及び付属研究所各種施設の視察 

第3回 
（1974） 養（23） ヨーロッパ6カ国での児童福祉事情視察 

第4回 
（1975） 養・教（25） ヨーロッパ5カ国での児童福祉事情視察 

第5回 
（1976） 乳・虚（25） 

地域ぐるみの子育てと里親制度、 
アメリカ・メキシコの児童処遇 

第6回 
（1977） 養・母（26） 養護施設及び母親制度、母子福祉の視察研修 

第7回 
（1978） 

養・子どもの国 
（25） 児童健全育成に関する民間施設活動 

第8回 
（1980） 養・母・乳（25） 

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） 養（18） 分散小舎制の運営、地域社会関係 

第10回 
（1982） 養（18） 

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

第11回 
（1984） 養（15） 児童養護のネットワークづくり 

第12回 
（1985） 養（15） 家庭の病理からくる情緒障害児・家族への指導 

第13回 
（1986） 養（15） 施設養護と家庭養護 

第14回 
（1987） 養・教（17） 非行傾向を示す児童の処遇問題 

第15回 
（1988） 養・教（17） 

非行傾向を示す児童の処遇問題 
～ファミリープログラムを含めて～ 

第16回 
（1989） 

養・教・情・母・ 
精（17） 児童福祉施設と地域社会とのかかわり方について 

第17回 
（1990） 

養・教・情・母・ 
精（17） 地域社会での児童福祉の在り方を探る 

第18回 
（1991） 

養・教・情・母・ 
精（23） 児童の権利と児童養護活動 

第19回 
（1992） 

養・教・情・母・ 
精（25） 児童の権利と家庭機能支援活動を探る 

第20回 
（1993） 

養・教・情・母・ 
乳・精・肢（25） 家庭と子どもの権利を考える 

第21回 
（1994） 

養・教・情・母・ 
肢（13） 子どもの権利と家庭への支援について 

第22回 
（1995） 

養・教・情・母・ 
乳（12） 児童の最善の利益について 

第23回 
（1996） 

養・教・情・母・ 
乳（17） 日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る 

第24回 
（1997） 

養・教・情・母・ 
乳（14） 地域社会が求める福祉サービスのあり方 

第25回 
（1998） 

養・自立・情・ 
母・乳（13） アメリカの児童虐待の実態について 

第26回 
（1999） 

養・自立・情・ 
母・乳（15） 子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス 

第27回 
（2000） 

養・母・児家・ 
自援・情・知（13） 自助、共助､公助による自立支援教育など 

第28回 
（2002） 

養・母・自立・情 
（13） 里親制度と被虐待児への対応 

第29回 
（2003） 

養・乳・自立・情 
（15） 地域社会を巻き込んだ家族支援 

第30回 
（2004） 

養・乳・母子・自立・ 
情・自援・里親（19） 

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） 
第32回 

（2006） 
第33回 

（2007） 

養・乳・自立・情・ 
児家セン（14） 

養・母・乳・自立・情・ 
児家セン（15） 

養・母・乳・自立・情・ 
児家セン・自援（14） 

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 

「愛着の絆～その結び方と修復について」及び 
虐待予防策｢ヘルシースタートプログラム｣の研修 

「フランス・イギリスにおける児童養護の考え方と 
被虐待児及びその保護者への対応について」 
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　7 月の、とある土曜日、資生堂社会福祉事業団から海外研修団員決定通知が届いた。まさか研修に参加
できると予想していなかった僕は施設長とともに手を取り合って喜んだ。が、次の瞬間、さまざまなことが
頭をよぎった。「英語ほとんどしゃべれないぞ、ましてやフランス語なんて」「研修に向け何から進めていけば
よいのか」「2 週間もいないとなると迷惑かけるだろうな」etc…。
　しかし、“こんなチャンス 2 度とない、やれることはやってやる”という思いとともに猛暑を子どもたちと克服
し、残暑が厳しいさなか気がつけば出発日。妊娠 5 カ月の妻の腹をさすりながらまだ見ぬわが子に研修の完
全燃焼を誓い、いざフランス・イギリスへ。
　研修がスタートすると、まずフランスでの講義が僕たちを困惑させた。ある程度フランスの制度的なものは
予習してきたものの、福祉政策についてはあまりに情報が少なく、わからないことばかり。積極的に質問が
行われるが、明確な答えが帰ってくるのは同じ質問が何度も繰り返されてから。そして、気がつけば講義終了。
時間が足らなさすぎる。このままでは、日本に持ち帰ることができるものが何もない。僕たちは焦りを感じ
不安になり始めていた。しかし、団員の思いは共通であった。「ここまで来させてもらって後悔はしたくない、
必ずや持ち帰ってみせる！」
　移動のバスの中では積極的に質問がされ、講義や見学が終わるたびにホテルの部屋に集まり確認作業や
話し合いが繰り返し行われた。不明な点を明確にし、質問は的確に行う。容易なようであり困難であったが、
事務局長と団長の激励や団員同士の相互協力、励ましあいもあり、少しずつ解決の糸口が見え、研修は充
実したものとなってきていた。同様に、イギリスにおいても時間を見つけてはたくさんの質疑応答が行われ、
ホテルに戻ると夜遅くまでの確認作業がなされていった…。
　そんな中、サプライズで行れた砂山さんの誕生会、山下事務局長の一足早い還暦のお祝いは、研修で悩
み続ける僕たちを大いに和ませてくれた。思い返せば研修以外でもさまざまな出来事があった。フランスで
の研修帰路バス運転手の仕事ボイコット（途中でバスを降ろされそうになった）、大英博物館でのエレベータ
ー落下事件などなど…。
　お互いが切磋琢磨し、気がつけばあっという間に 2 週間が経過していた。そして、たくさんの“伝えるべき
こと”を土産に我々は、日本に戻ってきた。
　それらには、家庭相互支援、DV 被害者支援、虐待被害者支援、職員の専門性の充実（質および量）、
虐待の早期発見・早期解決、里親の専門性への取り組みなど日本がまだまだ取り組んでいくべき課題、さ
らに DV 加害者や性的加害者への対応など新たに提示していくべき課題が示されていた。
　僕たちの使命は、これらの課題を児童福祉分野のみならず多岐にわたる方面に情報発信していくことにあ
り、同時に実践を通して取り組んでいくことにある。
　そして、この報告書が子どもたちや家族の幸せのための一助となることを祈るとともに、児童福祉のさら
なる発展の契機となることを切に願ってやまない。
　末筆となりましたが 2 週間に及ぶフランス、イギリスでの研修、そして報告書の作成にいたるまで我々に
ご尽力いただきました皆様に心より感謝を申し上げます。多くの皆様のご協力により無事に報告書を完成さ
せることができました。心より厚くお礼を申し上げます。
　本当にありがとうございました。

（編集委員　広島和光園　久保  徹平）

編  集  後  記zzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzz
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家庭内暴力におけるインテークアセスメントシート

付 録
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それぞれの項目について、右の欄に、そう思わない、まあまあそう思う、かなりそう思う、の 

どれかにチェックをつけてください。すべての項目について、はっきりしなくても、できるだけ 

自分の考えに近いものにチェックをつけてもらえれば助かります。この 6 カ月間の様子を元に 

回答ください。 

名　　前   

生年月 日 

  そう 思 

わ ない 

まあ ま あ 

そ う思 う   

かなり そ う 

思う   

私は周 り の 人 にやさ し く し ている        

私は落 ち 着 き がなく 、 じ っ として い ら れ ない        

私は頭 が 痛 い 、おな か が 痛 いこと が よ く ある        

私は他 の 人 と 、何で も 分 け 合ってい る （ 食 べ物、 ゲー ム 、ペ ン な ど）      

私は怒 っ た り 、かん し ゃ く を起こ し や す い         

私はよ く 一 人 で遊ぶ        

私は言 わ れ た ことを ち ゃ ん とやる        

私は心 配 な こ とがた く さ ん ある        

私は傷 つ い て いる人 、 気 持 ちが沈 ん で い る人を 助 け た い         

私はい つ も そ わそわ 、 も じ もじし て い る         

私は一 人 以 上 のいい 友 達 が いる        

私はよ く け ん かをす る       

私は気 分 が 沈 んで、 泣 く こ とがよ く あ る         

同じ年 頃 の 人 は、私 の こ と が好きだ        

私は気 が 散 り やすく 、 集 中 するこ と が 難 しい        

私は新 し い 環 境には 緊 張 す る、自 信 を な くしや す い         

私は年 下 の子どもに優しい        

私はう そ を つ いたり 、 だ ま したり し て 怒 られる こ と が ある        

他の子どもや若い人にたたかれたり、いじめられる        

私はよ く 人 の 手助け を す る （両親 、 先 生、子ども）        

私は何 か や る 前に考 え る        

私は家 、 学 校 、その 他 で 人 のもの を 取 る ことが あ る         

私は同 じ 年 頃の子どもより、大人の方が合う        

私は怖 い も の が多く 、 怖 が りやす い       

私はや っ て い たこと が 終 わ った。 私 の 注 意力は い い         
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それぞれの項目について、右の欄に、そう思わない、まあまあそう思う、かなりそう思う、の 

どれかにチェックをつけてください。すべての項目について、はっきりしなくても、できるだけ 

自分の考えに近いものにチェックをつけてもらえれば助かります。この 6 カ月間の子どもの振る舞 

いを元に回答ください。  

子どもの名前    

生 年 月 日    

  そう 思 

わ ない 

まあ ま あ 

そ う思 う   

かなり そ う 

思う   

他人の 気 持 ち に対し て 思 慮 深い        

落ち着 き が な く、じ っ と し ていら れ な い         

頭が痛 い 、 お なかが 痛 い な ど、不 平 を 言 うこと が よ く ある        

他の人 と 、 何 でも分 け 合 っ てい る（食べ物、おもちゃ、ペンなど）       

怒った り 、 か んしゃ く を 起 こしや す い        

よく一 人 で 遊 ぶ         

大人か ら の 要 求には 素 直 に 応じて い る        

心配な こ と が たくさ ん あ る 、不安 そ う に している        

傷つい て い る 人、気 持 ち が 沈んで い る 人 を助け て い る         

いつも そ わ そ わ、も じ も じ している        

少なく と も 一 人のい い 友 達 がいる        

よくけ ん か を したり 、 い じ めたり す る         

気分が 沈 ん で 、泣く こ と が よくあ る       

他の子どもから好かれている        

気が散 り や す く、集 中 す る ことが 難 し い         

新しい 環 境 に は緊張 す る 。 自信を な く し やすい       

年下の 子どもに優しい        

大人に 大 し て 理屈っ ぽ い こ とがある        

他の子どもからたたかれたり、いじめられる        

よく人 の 手 助 けをす る （ 両 親、先 生 、 子 供）        

行動を 起 こ す 前に考 え る こ とが出 来 る        

他の子どもに対して意地悪する　        

同じ年 頃 の 子どもより、大人の方が合う        

怖いも の が 多 く、怖 が り や すい        

物事を 達 成 す ると、 素 晴 ら しい注 意 力 が みられる        

　 



105

第 33 回（2007年度）資生堂児童福祉海外研修報告書

発　行　　2008年3月31日

　　　　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団
　　　　　〒104-0061　東京都中央区銀座 7-5-5

印　刷　　資生堂開発株式会社 グラフィックアーツ部
　　　　　〒104-0061　東京都中央区銀座 7-5-5



2007年度

第33回 資生堂児童福祉海外研修報告書

財団法人　資生堂社会福祉事業財団

第
三
十
三
回　

資
生
堂
児
童
福
祉
海
外
研
修
報
告
書

この報告書は環境にやさしい「大豆インキ」を使用しています




