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実施要項

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、支援技術、
施設の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参
加者の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を
目ざす。

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

「ニュージーランドが推進する地域支援型被虐待児への対応について」
虐待をしてしまう親に対して、適切な子育てが出来るように親族や地域社会が支援
体制を築いているニュージーランドの「地域支援型被虐待児への対応」についての研
修を通じ、被虐待児及び親に対する対応方法について学ぶ。併せて、虐待予防と里
親へのかかわりに関する政策とその実態についてニュージーランド政府担当官に学ぶ。

（1）ニュージーランド政府が推進する児童福祉の概要と重点施策
（2）地域支援型被虐待児への対応：ファミリーグループカンファレンス
（3）ハイリスク及び困難なケースへの対応
（4）児童虐待予防及び早期介入の実態と実践
（5）里親制度の現状とプログラム内容
（6）ニュージーランド政府の先進的な児童福祉制度

ニュージーランド：ウェリントン･クライストチャーチ・オークランド

2008 年 9 月 20 日（土）〜 10 月 4日（土）（15 日間）

15 名　（団長：1名･････団員：12 名･････事務局：2名）

（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 (2008-4-1 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 2009 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が主催する研修会などにおいて、研修結果の報告を行う。
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社会福祉法人全国社会福祉協議会
全国児童養護施設協議会

会長　中･田　･浩

　平成 15 年 10月に取りまとめられた、厚生労働

省社会保障審議会児童部会「社会的養護のあり方

に関する専門委員会」報告書では、社会的養護に

ついて、①社会的養護＝施設での養育、②家庭的

養護＝里親、③在宅（地域）支援（地域養護とい

うべきもの）の三区分を提唱する他に、④里親の

明確な位置づけ、⑤施設の小規模化という課題を

提起しました。

　その後、平成 19 年 5月には厚生労働省「今後目

指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討

会」が中間とりまとめを発表し、引き続き同年 8月

から開催された社会保障審議会児童部会社会的養

護専門委員会では、社会的養護体制の整備のため

の具体的施策について検討を進めました。両委員

会での検討をもとに、施設養育の質向上、施設養

育の量的把握や里親型ファミリーホームの制度化が

提唱され、提言の一部は、平成 20 年 11月に成立

した児童福祉法等の一部を改正する法律において

成文化され、平成 21年度からの実施について予算

措置をはじめさまざまな準備が進められています。

　この十数年の要保護児童対策の重要な中味は、

被虐待児対策であったと言っても過言ではありませ

ん。遡ること、第 29 回の研修先はオーストラリア・

ニュージーランド、研修テーマは「地域社会を巻き

込んだ家庭支援」でした。今回第 34 回は･「ニュー

ジーランドが推進する地域支援型被虐待児への対

応について」に変わってきていますが、被虐待児

の対応については、日常を子どもたちと暮らす施設

職員にとっては、施設内養育の質を高めることはも

ちろんのこととして、社会全体の中での被虐待児

への対応も、施設の在宅（地域）支援の機能の強

化の中で大切な課題となっています。また里親型

ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）の

制度化を控えて、実にタイムリーな研修企画のもと、

参加された団員の皆さまには大きな刺激となり、研

修後のそれぞれの職場の中で活かせるものも少な

くなかったのではないかと拝察しています。

　一定の期間、日常の仕事を離れることは、自分

自身や自分の日常業務を客観化して見る良い機会

でもありますし、新しい刺激を受けて帰国された団

員の皆さまはリフレッシュされ、今まで以上の抱負

を持たれ、新たな気持ちで再挑戦するくらいの心

構えをして、仕事に取り組まれることをご期待申し

あげます。また、このような生活を共にする研修で

は、団員の皆さまの間で研修後も人間関係を深め

るつながりが連綿と続き、仕事の上でも大きな財産

となる場合も多くありますので、その点も含めてより

良い交流も続くことも期待しています。

　第 34 回資生堂児童福祉海外研修が、所期の目

的を達成され、成功裏に帰国されたことをお喜び

申しあげ、資生堂社会福祉事業財団の、私共の分

野への支援に感謝とお礼を申しあげ、挨拶といた

します。

あいさつ

第 34 回資生堂児童福祉海外研修実施へのお礼
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団員紹介

【広島県】
団長
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 園長

西田 篤

【岡山県】
児童養護施設　
わかば園
家庭支援専門相談員

伊賀 久美

【岡山県】 【福岡県】
児童養護施設　
甘木山学園
臨床心理士

小島 知子

【山口県】
乳児院　　　　
なかべ学院
児童指導員

内田 智也

【福岡県】
母子生活支援施設　
かほの森
母子指導員

岡本 洋子

【東京都】
児童養護施設　
バット博士記念ホーム
児童指導員

松山 聡

【東京都】

【福岡県】 【山口県】 【福岡県】

【三重県】
児童養護施設　
みどり自由学園
保育士

伊藤  敬太郎

【兵庫県】
児童養護施設　
播磨同仁学院
児童指導員

肥田 倫宜

【兵庫県】
児童養護施設　
神戸婦人同情会 子供の家
児童指導員

原田 旬哉
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【岡山県】
児童自立支援施設　
岡山県立成徳学校
児童自立支援専門員

三村 和久

【岡山県】 【鹿児島県】
情緒障害児短期治療施設　
鹿児島自然学園
児童指導員

下木 猛史

【茨城県】
児童家庭支援センター
同仁会児童家庭支援センター
相談員

芳賀 英友

【宮城県】
里親

浅見 慶子

【東京都】
事務局
資生堂社会福祉事業財団

山下 茂喜

【東京都】

ニュージーランド（ウェリントン・クライストチャーチ・オークランド）

【東京都】
事務局
資生堂社会福祉事業財団

市川 美保

【東京都】
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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

園長　西田　篤
　私は、第 34 回資生堂児童福祉海外研修団の団

長として、2008 年 9月 20日（土）〜10月 4日（土）

までの15日間、ニュージーランドのウェリントン、ク

ライストチャーチ、オークランドの 3 都市で、同国

が推進する「地域支援型」の被虐待児や触法児童

への対応について学ばせていただきました。同国で

の研修は、第 23 回（1996 年）、第 29 回（2003 年）

に次いで、今回が 3 回目にあたります。過去 2 回

の研修がオーストラリアを含むものであったのに対

し、今回は同国のみに滞在し、大変中身の濃い研

修を受けることができました。

　ご存知のように、ニュージーランドは歴史的にも

大変若く（建国は、ワイタンギ条約締結の1840 年）、

日本の 4分の 3 の土地に 400万人が暮らす小さな

国です。隣国オーストラリアと比べても、押しなべ

て、皆が裕福でなかった建国当時の状況が、人々

の間に「相互扶助」の心を育み、それは、後に「世

界一の高福祉国」と称される国の姿に結実しまし

た。そんな同国も、1970 年代には石油危機に伴う

経済的なダメージを受け、80 年代後半以降は「理想

郷」としての姿を維持することが困難になりました。

しかし、困難な状況においても、「福祉先進国」と

しての伝統は受け継がれ、今回の研修の目玉であ

ったファミリー･グループ･カンファレンス（FGC）の

先駆的実践に、私たちは大きな示唆を受けました。

そして、同国に学ぶべきことは、単に福祉の領域に

留まりません。パケハ（ヨーロッパ出身者とその子

孫）とマオリ（先住民）の平和的共存に向けたさま

ざまな試みとその成果は、冷戦構造の崩壊後、世

界各地で勃発する民族問題で苦悩する国々に、解

決策の一つのモデルを示しているように思います。

　また、今回の12 名の団員は、帰国後も、同国

の歴史や制度等に関するさまざまな文献に当たり、

現地で見聞したことの背後にあるものへの理解を

深めていきました。そのことを通じて、ともすれば

目先の日常業務に目を奪われがちな現場職員が、

俯瞰的な視座と未来に向けた構想を持つことの重

要性を、改めて認識するに至ったのではないか思

います。

　今日、児童の福祉現場に身を置く者は、心身に

大きな負担を感じ、しばしば向き合うべき問題の

大きさに困惑し、孤立感を深めることがあります。

しかし、今回、現地での現場職員との交流を通じ

て、私たちは、国境や言葉の違いを超えて、同じ

世界を知るものだけが感じうる「喜び」と「苦労」を、

ごく自然に共有することができました。その体験は、

私たちに、明日からの一歩を踏み出す上での大き

な力を与えてくれたように思います。

　最後に、今回の研修の企画から旅行中のお世話

までしていただいた資生堂社会福祉事業財団の山

下茂喜さんと市川美保さん、そして中身の濃い研

修のコーディネートと通訳をしていただいたカナダ

在住の菊池幸工さんに深く感謝申し上げます。

団長報告
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財団法人･資生堂社会福祉事業財団

･　市川　美保

はじめに
第34回目を迎えた資生堂児童福祉海外研修国

であるニュージーランドは、春まだ浅く首都ウェリ
ントンでは、肌寒い中での研修のスタートとなり
ました。この研修は日頃、社会的養護の下に育
つ子どもたちや、その子どもにかかわる人たちと、
日々密接なかかわりを持ちながら、日本の児童福
祉施設で働く、中堅職員の方たちのスキルアップ
を大きな目的として実施されています。今回の研
修では今後、日本においても大いに参考となるで
あろうニュージーランドが推進している、先駆的
でかつ実践的なファミリー･グループ･カンファレン
ス（FGC）の取り組みや就学前教育制度などを通じ
「地域支援型被虐待児への対応」について幅広く
学ぶことができました。
なお、事前研修にあたっては、小松隆二先生（日

本ニュージーランド学会会長を始め、さまざまな委
員を歴任され現在、白梅学園大学理事長、弊財
団の理事）や、現地での専門性溢れるコーディー
ネーターと絶妙なタイミングでの通訳を務めていた
だきました菊池幸工氏（トロント在住）に心より感
謝申し上げます。

肌で感じられた歴史の息づかい
ニュージーランドは、歴史の浅い国でありながら、

マオリ族とヨーロッパの文化を反映する、魅力溢れ
る豊かな歴史を持ち、この二つの文化がそれぞれ
を尊重し合い、共存し、独自の文化を築いてきた
国でもあります。私たちはいたるところで、これま
でのマオリ族復興の努力を目にすることができまし
た。「ワイタンギ条約」の英語とマオリ語の二言語で
の展示、マオリ族ゆかりの地や1,000年も前に遡る
「タオンガ･taonga（宝物）」や植民地時代の優雅な
建物も保存され、現代に息づく文化とヨーロッパ文
化の対比を肌で感じることができたのはとても大き
な喜びでした。訪問の先々で、マオリ族独特の挨
拶であるパフォーマンスも体験、彼らの熱烈な歓迎
ぶりには、人をおもてなしする心や、コミュニケー
ションとはどのようなことなのか、そしてマオリ族の
伝統的な文化を「守り通す」ことのパワーを団員全
員が身をもって感じることができました。

今、なぜ FGC なのか
ニュージーランドは、農業国でGDPは低く、質
素倹約を旨とする国民性で、公共意識が強いこと
もあり、民間レベルでの福祉活動が盛んな国です。
しかし、社会福祉においては、地方自治体ではな
く政府が担当しています。これは、国民に最低限
度の生活を保障するため、社会福祉を提供するこ
とは政府としての責任であるとの理念があるから
で、起こった問題に対しても、その時々の時代の
要請に応じて、柔軟に行政組織が改編されるとこ
ろがこの国の大きな特徴でもあります。
FGCの研修で学んだ最も大事なことは、まず
「子どもたちにとっての最善とは何か」を見つめ直
すことです。子どもは、一人の子として、家庭で愛
され大切に育てられることで、育て親の愛情とと
もに社会への帰属意識を育んでいくものであり、
親が子を慈しんで育てれば、どの子も健やかに
育っていくものなのです。日本においても今ある制
度の実情を見つめなおし、FGCのように今後は、
子どもの意見を代弁できる代理人を選定する制度
も検討すべきであろうと思われます。

おわりに
今回の研修で、ソーシャルワーカーのとても印象
に残った一言があります。それは、さまざまな困
難にあっても『人は変われるということを信じる』
という寛容で勇気を与えてくれる言葉でした。
団員の皆さまにおかれましても、多忙な本来業
務の合い間をぬって、しかも「研修先で1を聞き、
自分の力で10を知る」ほどの、産みの苦しみにも
似た報告書のまとめは、さぞ大変なご苦労があっ
たものと拝察いたします。是非、今回の研修で得
られた知識のエッセンスやノウハウが、第一線で
活躍される皆さまのさまざまな業務の味付けとして
活かされ、前向きな方向に変わっていかれること
を期待しております。
末筆になりますが、今回の研修にあたって西田
団長には、団員の方々への多大なるご配慮とご支
援、そして状況に応じた適切なアドバイスで導いて
いただきました。また、多忙な中にもかかわらず団
員の方たちを温かく送り出していただきました施設
の皆さまはじめ、研修を支援してくださいました関
係者全ての皆さまに心より厚くお礼を申し上げます。

事務局報告
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成田発　NZ090  （機中泊） 

 

クライストチャーチ着 ……（入国審査）　　　 

クライストチャーチ発 

ウェリントン着（市内視察） 

ホテルチェックイン 

オリエンテーション＆夕食 

（ウェリントン泊：ジェイムズクック・グランドチャンセラー） 

 

● ニュージーランド社会開発省での研修 

　・自己紹介＆日本の児童福祉概要の紹介 

　・社会開発省の概要 

　・ニュージーランド政府の施策及び施策概要 

　・子ども、青年、家庭サービス局の概要 

　・子ども、青年、家庭サービス局の法的規定 

 

● ニュージーランド社会開発省での研修 

　・プラクティスフレームワーク（サービスを実践する際の仕組み等） 

　・さまざまな対応モデル及び協働による実践 

　・ファミリーグループカンファレンス（FGC）の概要 

 

● 施設等訪問 

　・テ  ティリティ  ワイタンギ  アーカイブ訪問 

　・エプーニレジデンシャルセンター、テパパ訪問 

 

● FGC研修 

　・FGCクライアントについて 

　・FGCショーケースについて 

　・FGCワークショップ 

 

ホテルチェックアウト 

● FGC研修 

　・FGCについてコーディネーターとのディスカッション 

　・終了 

ウェリントン発　NZ5015 

クライストチャーチ着 

ホテル着 

（クライストチャーチ泊：クラウンプラザクライストチャーチ） 

18：15 
 
  8：45 
10：15 
11：00 
16：30 
18：00 
 
 
 
  8：30 
 
 
16：00 
 
 
 
  9：00 
 
16：00 
 
  9：00 
 
16：00 
 
  9：00 
 
16：30 
 
 
  8：30 
  9：00 
 
14：30 
17：30 
18：25 
19：00 
 
 

9／20（土） 

9／21（日） 

9／22（月） 

9／23（火） 

9／24（水） 

9／25（木） 

9／26（金） 

月／日（曜） 時　間 日程と研修概要 

研修スケジュール
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クライストチャーチ市内視察 

 

 

トランツアルパイン観光 

 

● ニュージーランド政府社会教育省研修 

　・ニュージーランド就学前教育の実際（教育政策とプログラム） 

　・施設訪問　 

 

● Family Help Trust 研修（ハイリスク家庭を支援する非政府機関） 

　・プログラムの理論的背景とサービス内容について 

　・家庭訪問を行うソーシャルワーカーとのディスカッション 

　・クライアントによる経験談とディスカッション 

クライストチャーチ発　NZ548 

オークランド着 

（オークランド泊：スタンフォードプラザ  オークランド）　 

 

● Youth Horizons Trust 研修（専門的な治療ケアを提供する非営利機関） 

　・プログラムを通じたサービス実態 

　・専門的な治療ケアによる里親ケアや居住型ケアの研修 

　・里親とのディスカッション 

 

● Barnardos 研修（Dr.バーナードスがロンドンで孤児院を設立したのが 
　　　　　　スタート。ニュージーランドでは1972年にオークランドに 
                     支援センターとして開設された） 

　・機関概要 

　・里親、レスパイトのケアなどの具体的サービスについて 

　・施設訪問　 

 

終日自由行動 

研修終了パーティー 

 

ホテルチェックアウト 

空港着 

オークランド発　NZ099 

 

成田着　（解散） 

  8：00 
20：30 
 
  8：00 
17：30 
 
  9：00 
 
16：00 
 
  9：00 
 
16：00 
 
19：00 
20：20 
 
 
  9：00 
 
16：00 
 
 
  9：00 
 
 

16：00 
 
 
  9：00 
18：00 
 
  6：00 
  7：00 
  9：30 
 
16：40

9／27（土） 

9／28（日） 

9／29（月） 

9／30（火） 

10／1（水） 

10／2（木） 

10／4（土） 

10／3（金） 

月／日（曜） 時　間 日程と研修概要 
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広 と々して見渡すかぎりの草原や、モコモコとし

た羊たちの間を何時間も車で走ると、雪山がいつ

の間にか目の前に現れる。春に入ったニュージーラ

ンドであったが、この時期には珍しく雪になった。

深い谷間にも、エメラルド色をした湖にも真っ白な

雪が降り注ぎ、全ての景色に目を奪われてしまうほ

ど。ナルニア国物語やロード・オブ・ザ・リングな

どの映画の撮影に使われた場所をまじかに見なが

らこの国の本当の魅力を感じた。

ニュージーランドは南北に分かれた二つの島を中

心として多くの島を持っている国。日本の北海道を

除いたくらいの面積である。これだけの国土に対し

て人口は400万人あまりと非常に少なく、美しい自

然も豊富に残されていて、車で何時間走ってもほと

んど人に会うことがない地域も多く残っている。

ニュージーランドは世界で一番若い国と言われて

いる。近代的で効率よく発展を見せている中心都

市とは対照的に、まだ人手が入っていない地域が多

く残っていて、この国の持つ大きな可能性が感じ

られる。また、人口が少ないために、国全体の小

回りがきき、政治や制度を社会情勢に合わせて柔

軟に対応できるという大きな特長も感じられる。多

くの国で先住民と後から来た白人の共存が難しい

とされる中、このニュージーランドではそれを成功

させている。これも色々な状況を柔軟に受け入れ、

斬新な対応策を積極的に採用しようとする「若さ」

から来るのであろう。

ニュージーランドの歴史は1,000年あまり前、ポ

リネシアの開拓者たちが8艘のカヌーを使って上陸

したときから始まっている。開拓者たちはその当時

からとても優れた遠洋航海技術を持っており、13

世紀を過ぎた頃から次 と々移住のために大型カヌー

で上陸してきたという。その子孫は現在「マオリ

族」と呼ばれ、ニュージーランドの歴史や習慣を語

る上で重要な位置を占めている。

ヨーロッパ人の発見者は1642年オランダ人のエー

ベル・タズマンであった。タズマンは上陸を試み

たがマオリ族の襲撃にあって断念せざるを得な

かった。しかし、その際、この島をラテン語で「Nova･

Zeelandia」（英語ではNew･Sea･land、新しい海の

土地）と名づけている。その後、1769年に半年間

にわたりイギリス人ジェームス・クックが全国を調査

し、詳細な地図をつくった。その時初めて「New･

Zealand」と呼ばれるようになった。ヨーロッパから

見た「新しさ」は、ここがスタートになっているのか

もしれない。

  Ⅰ
  ニュージーランドの歴史

1　　世界一若い国、ニュージーランド

NEW ZEALAND
  首都：ウェリントン
  公用語：英語、マオリ語
  面積：268,680km2

  人口：約 4,270,000 人
  通貨：ニュージーランドドル
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マオリ族はヨーロッパ系の白人を「パケハ

（Pakeha：異なる人びと）」と呼んでいる。もとも

とニュージーランドに住んでいたマオリの土地や権

利を奪ってしまったため後から移り住んできたパケ

ハと各地で争いが起きるようになった（因みに、こ

の当時パケハの人口は全体の2％でしかなかった）。

そこで1840年にマオリとイギリス（エリザベス女

王）との間でお互いの権利に関する歴史的なワイタ

ンギ条約が結ばれた。条約名の由来は条約締結

地がワイタンギと呼ばれていたことによる。この条

約は4枚の英語版、4枚のマオリ語版で書かれた

条文に、8カ月もの時間をかけて500以上のマオリ

の首長から集めた署名を加えて作成されており、

歴史上の貴重な資料となっている。

ところが、このたった4枚、3条からなる条文の

解釈について、今でも大きな議論をよんでいる。

その大きな要因は、英語版とマオリ語版の翻訳と

解釈の違いにある。実際、この条約締結を契機に、

マオリの意に反してイギリスはニュージーランドを植

民地化したが、特に財産についての解釈の違いが、

大きな影響を及ぼすことになった。具体的には、

マオリ語版では「財産」とは「マオリの土地、森林、

水産資源などの財産だけではなく、言語や文化な

ども含まれている」とされているのに対して、英語

版では「マオリの土地、森林、水産資源などの財

産についての管理はマオリがする」ことだけにされ、

言語や文化などは含まれていなかったのである。

条約締結後にもマオリに不利な土地の売買によ

るトラブルが続発し、実に12年（1860年〜1872

年）にもわたるマオリとパケハの間の戦争にまで発

展した。最終的にマオリの敗北となったため、こ

の条約によって保障されたはずのマオリの権利や

文化は顧みられなくなってしまった。条約本文を

記した羊皮紙の保存状態からも想像出来るよう

に、この条約は、イギリス政府によってないがし

ろにされてしまい、その後も度重なるマオリの抗議

をイギリス政府は100年以上も放置してきた歴史

がある。　

2　　ワイタンギ条約（1840 年）

ワイタンギ条約の条文
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それまでイギリスの植民地とされてきたニュー

ジーランドであったが、1907年にイギリスの自治領

となったことで事実上の独立ということになるが、

ニュージーランド議会が最終的に独立を決断したの

は1947年になってからである。

パケハ中心の社会が発展する一方、マオリの社

会は苦しくなる一方であった。第二次世界大戦後、

マオリは以前自分たちが持っていた土地で、不正

に奪われたものの返還を要求し始めた。それを受

けてニュージーランド政府は、ワイタンギ条約の理

念を守るために、1975年、ワイタンギ審判所を設

置した。これはマオリがパケハに収奪されてしまっ

た財産や資源について、ワイタンギ条約締結時に

まで遡って審議するために国が設置した専門機関

である。

マオリの権利を守ろうとする動きがある中で、マ

オリとパケハの経済的、社会的格差は開いていっ

た。マオリには著しく高い失業率が見られ、全体

の15％という少ない人口比でありながら、犯罪によ

る収監者の半分をマオリが占めており、その多くは

マオリの若者に集中している。このような問題の裏

には、教育格差、学歴格差があり、それが収入格

差にまでつながっていた。まさにマオリの問題は国

全体にかかわる問題となった。

1980年代に入ると、マオリの権利回復運動が盛

んになった。そしてニュージーランド全体がもう一度

ワイタンギ条約に戻って考え直し、歴史的変遷と

流れを再確認する重要な年代となった。さまざま

な集会が開かれたり、レポートが出てきたりする中

で、もっとマオリの文化や権利を認めるべきではな

いかという意見が出てきた年代である。これを受

けて政府内にも1984〜85年にかけ、マオリ担当

省が設置された。1987年にはマオリ語が公用語と

して認められるようになり、今では公共施設などで

も英語とともに表記されるようになっている。

3　　条約の再確認とマオリの権利回復への道
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1　　児童福祉の変遷

　  年 

1877年 

1890年：児童保護法　　1893年：児童生活保護法　　1895年：児童養子縁組法 

1908年 

 

1925年 

法律名 

  教　育　法 

 

  児　童　法 

  
  児童福祉法 

内容・特徴・その他 

7歳から13歳までの義務教育を規定。（世界初） 

 

児童保護法、児童生活保護法、児童養子縁組法をまとめたもの。 

初めて児童福祉という言葉が使われる。児童法を改正し、児童の保護、教育、 
裁判などに関することを国の責任において規定。 

1.1  ニュージーランド児童福祉のあけぼの

ニュージーランドは福祉先進国とも言われ、また

社会的実験国ともいわれている。国全体の規模そ

のものが小さいため小回りがきき、短期間で法律

を変えていくことも可能であり、大きな国に比べて

結果を見やすいということもある。子どもに関する

法律を簡単にまとめると以下のようになる。なお、

余談になるが義務教育を世界で初めて実現させた

国はニュージーランドである。

  Ⅱ
  ニュージーランドの児童福祉の歴史

福祉先進国と言われるだけに、早い時期から政

府が福祉について介入するシステムがあり、国が子

どもの福祉を保障していく姿勢がうかがえる。それ

と平行してマオリ、パケハ間の問題も政府として対

応せざるを得ない状況になっていった。

1.2  子ども・家族の問題とマオリ文化

全国的にマオリの権利回復運動が進むとともに、

触法少年や被虐待児など保護を必要としている子

どもたちが、文化も生活習慣も人間関係も全く考

慮されないまま施設や里親にあずけられる事態に

対して反発がおこった。政府が一方的に子どもを分

離したり、隔離し、家族の知らない場所で養育す

るというやり方は、ワイタンギ条約に違反していた。

さらに、その時のマオリの人口は国全体の15％ほ

どであったにもかかわらず、子どもや家庭に問題が

あると判断されて、保護されていた全児童のうち、

55％がマオリの子どもたちであった。マオリの立場

からすれば、自分たちが先住民でありながら、後

から来たパケハ主体の政府によって子どもを勝手に

連れて行かれてしまうということになるのであった。

このようにマオリの声を無視した政府のやり方に対

する反発は年々増大し、マオリ自身が自らの権利

回復のために声を上げ始めたのが1980年前後のこ

の時期であった。

1.3  マオリ文化側に立った社会調査の実施

1982年にそれまでの入所施設での養育を見直す

べきではないかと言うレポートが出され、子どもた

ちの問題をもう一度見直そうという機運が高まって

きた。それは、なぜマオリの子どもたちが多く保護

されるのか、なぜマオリの地域に貧困層が多いの

かなどの問題をワイタンギ条約に立ち返って見なお

していこうとする動きでもある。

1986年に「プアオ・テ・アタ・トゥ（Puao−te−

ata−tu＝夜明け）」という報告書が社会福祉開発

部門のディレクター、ジョン・ランギフォー氏によっ

てまとめられた。この報告書は、マオリのところ

＜児童福祉法の成立過程＞
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2　　1989 年以前の児童福祉

それまでの法律では問題発生から子どもの保護

に至るまで、すべてのことは政府の考え方により一

方的に決められていた。特に触法少年は、親や周

囲の大人たちの犠牲者として考えられていたため、

その親はダメな親と決め付けられた。子どもを分

離する決定にも参加出来ず、子どもの養護方針も

知らされなかった。その上、保護が必要な子ども

と裁判が必要な子ども（触法少年）との処遇プロセ

スも分けて考えられてはいなかった。触法少年は

犯罪者として扱われ、自分の意見をいう機会は与

えられなかった。大きな問題点は、歴史的に後か

らやってきたパケハ（白人たち）が自分たちの文化

だけに拠った政策のみを行い、マオリの文化を考

慮しなかった点である。それは白人文化中心の「間

違ったプロ意識」として表現されていたが、「何でも

わかっている専門家は白人だけだ」と思い込んでい

たことである。実際すべてを動かすのはパケハの

白人文化だということであり、単一文化国家（Mono･

Culture）として、介入から保護までのすべてを白

人政府が行い、マオリ出身の家族や本人は何も意

見を言うことができなかった。

に直接出向き、直接話を聞いて作成された、まさ

に「マオリの声」であり、マオリにとっては非常に大

切な報告書となった。そこでは、これまでのソーシャ

ルワーカーの活動や政府の政策は人種差別的であ

ると報告されており、実際、政府はマオリの文化

を考慮せず、マオリ語を理解すらできなかったため

苦情にも対応してこなかった。更には①ソーシャル

ワーカーのスキルは拙く、スキルアップが必要･②マ

オリの子どもと家族、部族の文化や風習を理解す

るスキルと訓練が必要である、とも指摘している。

また、その当時は親が不利な立場にいた場合、親

の発言権がなかったため、重要な決定の場には親

も参加すべきだということをこのレポートは提案し

ている。

このレポートがきっかけとなり、ニュージーランド

政府も子どもの福祉に関わる法改正をしていく事

になる。
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3　　「子ども・青年及びその家族法」（新法）の制定

これらの児童福祉政策の問題点とマオリ文化を

見直すさまざまな取り組みによって1989年「子ども・

青年及びその家族法」（Children･Young･Persons･

and･Their･Family･Act･1989）と呼ばれる新法（現

行法）が制定された。

新法では介入前に子どもや家庭について分析する

ことが法で義務付けられ、触法少年と要保護児童

への支援方法は別々に対応されるようになった。ま

た大きな特徴は重要な決定をする際に家族が同席

できるようにするためファミリー･グループ･カンファレ

ンス（Family･Group･Conference：以下FGC）が導

入されたことである。同時に子どもに関する資料も

家族が見ることができるようになった。そのためソー

シャルワーカーにはその家族のうちで一番若い人、

あるいは本人が読んで理解できるような資料を作

成することが求められている。実際ソーシャルワー

カーには記録の書き方についても専用のトレーニン

グが用意されており、裁判所へは規定の提出書類

のほかに、よりわかりやすい言葉で説明した文書

を添付し、提出している。また、必要な場合はマ

オリ語に翻訳することも政府の責任で行うことに

なっている。そして子ども本人はFGCに参加して、

自分の処遇方法がどのようになるのか決定される

場に同席でき、説明を受ける権利があることになっ

た。新法では主に触法少年への対応が新しく導入

されているが、旧法のように子どもを保護すること

も併せ、子どもや家族を積極的に巻き込み、支援

を展開していくことも加えられている。

旧法との大きな違いは上表にあるように政府の

強制介入をなるべく減らし、家族をサポートする体

制を持った点にある。過去の経験では、政府が介

入すればするほど状況は悪くなるということを示し

ている。更に、全体として家族をサポートすること

で家族の持つ強みを引き出し、そのことは家族自

らが課題を乗り越えていくことができる力を獲得す

ることにつながっている。

この新法ができたことで一番救われたのは、保

護の半数以上を占めていたマオリの人たちである。

全体的な
システム
として 

介入目的 

子どもに
対する考
え方 
 

家族に対
する考え方 

家族への
対応 

被害者の
権利 

旧法 
 

家族から引き離して、教育や
養育、治療をする。 
施設に入所させる。 

強制介入と分離。 

大人の犠牲者である。 
 
 
犯罪に関しては年齢にあった
罰を与える。 

家族が問題であると考える。 
　 

考えられていない。全て政府
が決める。 

被害者に対する権利は考えら
れていない。 

「子ども・青年及びその家族法」（新法） 

保護対応 

家族をサポートする。家族や地域
で子どもを保護する事ができない
ときは里親に預けられる 

介入と保護 

大人の犠牲者である 
 
 

  

家族と一緒に考え、家族が選択し
ていく 

権利と責任に関しての説明がある 

触法対応 

家族の状況に応じて、家族のサポ
ートをする。本人には罪に見合っ
た罰を与える 

介入して更生を目指す 

 

 
子どもは自分のしたことの責任を
負うべきである 

家族と一緒に考え、家族が選択し
ていく 

権利と責任に関しての説明がある 
 

情報を知る権利と発言する権利が
ある 

＜旧法と新法の比較＞
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4　　社会開発省への編入と今後の子ども・青年・家庭サービス局（CYF）の活動

4.1  社会開発省（Ministry of Social Development）

社会開発省では1万人のスタッフが働いている、

ニュージーランドで最大の省である。国全体でも

400万人あまりという少ない人口から考えてもこのス

タッフ数はとても大きな組織である。社会開発省は

子ども・青年・家庭サービス局を含む5つの局に分

かれていて、社会福祉にかかわる全ての行政を担

当している。

主には年金や失業保険などの支払いをしている、社会開発省の中で
一番大きな局 

児童と家族の養護、児童虐待問題、ネグレクト防止の啓発活動、コミュ
ニティサービスの開発と資金援助、大臣や副大臣などへの政策提言
など、子ども・青年・家族の問題にかかわる全てを担当する局 

大学に進学する人のための奨学金、および退役軍人への給金支払い
をしている局 

地域社会の住民への具体的生活向上支援する局 

省全体を監視する局 

社会保障局 
 

子ども・青年・家庭サービス局 
（Child, Youth and Family＝CYF） 

スペシャリストサービス局 
 

ファミリーアンドコミュニティサービス局 

コーポレートアンドガバナンス局 

4.2  子ども・青年・家庭サービス局（CYF）

子ども・青年・家庭サービス局の中央オフィスは

首都ウェリントンにあり、2006年7月に社会開発省

に統合された。職員3,000人が働き、省内2番目

に大きい局である。

この局では現在大きくは2つの活動を行っている。

一つは、虐待や養育に関する問題を子ども保護

の視点に立って活動するケア・アンド・プロテクショ

ン部門で全国に53カ所の出先機関がある。

もう一つは触法少年に関わるユース・ジャスティ

ス部門で出先機関は全国25カ所、閉鎖施設（触

法少年を収容するための鍵のかかる施設）が全国

に7カ所ある。

4.3  コールセンター

CYFに属し、一般市民からの相談及び通告受

付窓口となっている。オークランドにある24時間受

付けのコールセンターで、子どものいろいろな問題

が通報されてくる。年間約10万件の通告があり年々

その数は増え続けているという。

このコールセンターはP.17に記載されている「的

確で迅速なソーシャルワーク実践の総合システム」

の窓口であり最も中心となるセンターで、通告の受

理、初期アセスメントを行い、子どもにとってどう

した支援が必要かをすばやく、しかも専門的な見

地から判断し、子ども保護のための最も適切な支

援先を紹介する。

4.4  これからの子ども・青年・家庭サービス局
　　の活動

子ども・青年・家庭サービス局では新法成立か

ら20年を迎ることもあり、現在そのまとめを行い、

今後の更なる法律やプログラムの整備・充実を目

指している。2008年に発行された2冊目になる子

ども・青年・家庭サービス局の出版物には、今後

の活動をより充実させるために「6つのWe･Will（私

たちはこれをしますという宣言）」を掲げている。

①ソーシャルワークの質を高める。

･ 　責任と担当を決めて実行する。（プラクティ

スリーダー、スーパーバイザー、ソーシャルワー

カーの）組織目的を明確にし、それぞれが仕事

を的確にこなしていくことで、全体の質を上げ

ようとしている。他団体とも協力しながらサー

ビス（教育、健康、など）を活用しやすくする。

＜社会開発省の担当業務＞
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･ 例えば、5歳以下の子どもへのサービスの充実。

（早い時期に良いサービスを集中させることで

よい結果が得られる。）通常1年に1回のアセ

スメントを、5歳以下の子どもに対してこれか

らは3カ月ごとにアセスメントしていく。

②触法の青少年に効果的に働きかける。

･ 　全国で25カ所ある触法少年に対応する出先

機関が協力し合い、子ども犯罪への新しい対

応方法を考える。特に子どもが社会復帰する

際にスムーズにコミュニティに戻れるようにする

方法を検討し、実行する。

③子どもたちが施設を転 と々しないように、生活

の場を安定させていく。

･ 　施設や里親を転 と々するケースが見られるた

め、今後そのようなことが起こらないように長

期的プランを立てる。どのようなケアをするか

だけではなく、誰がケアするのが一番良いの

か、さらには社会へはどのようにして出すこと

が可能かということまでのパーマネンシープラ

ンを立てる。

④家庭やコミュニティの要求に応えることができ

るようにする。

･ 　迅速で質の高いサービスを目指すために2

つの大きなプログラムを立ち上げた。

・Path･way･to･partnership･program＝政府と

民間団体が連携していくために、2008年度

はNZ＄4億（300億円・1NZ＄＝75円）の

予算を計上している。

・Differential･Response･program＝それぞれ

のケースにあった対応を、民間団体などの協

力で迅速に実現するプログラム。（P.17参照）

⑤閉鎖施設のサービスがよい結果を出せるように

する。

･ 　触法少年に対しては社会に出て行くまでの

間、どれだけ長く閉鎖施設に入所させたかで

はなく、自立するための能力をどのくらい身に

つけさせることができたかが大切である。その

ためにリハビリと治療のプログラムを整える。

更に、環境も整えられるように新しい施設の

建設も行う。

⑥リーダーシップを執っていく。

･ 　政府の行っている活動は一般市民に向けて

いるものであり、政府のためにやっているので

はないことをスタッフが自覚する。政府のやり

方や組織を常に新しくし、そのための情報リ

サーチをしていく。

・･ニュージーランド政府観光局公式情報ホーム

ページ

・･フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

・･世界の社会福祉（オーストラリア、ニュージー

ランド）仲村優一、一番ヶ瀬康子編集

・･ニュージーランド社会開発省資料

●参考資料●
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1　　児童養護の仕組みと養護状況

各項の詳細に入る前に、ニュージーランドにおけ
る児童の社会的養護の仕組みと現状について、
簡単に説明しておきたい。ニュージーランドでは、
下図のように、児童とその家庭に対して適切かつ

迅速に福祉支援を展開できるよう、Differential･
Response（ディファレンシャル･レスポンス）と呼ぶシ
ステムの下でソーシャルワーク活動を行っている。

…………………………………  ………………………………… …………………………………  ………………………………… …………………………………  ………………………………… …………………………………  ………………………………… 

合　意 非合意 

裁判所 

施　設 親族・所属部族等 一時的里親利用 

里　親 

 

通告受理と初期アセスメント 
コールセンター（オークランド） 深

刻
度
が
低
い
と
判
断
↓
 

アセスメント 
※C.Y.F出先機関 

保護の必要性を判断 

在宅支援 
（85,000件/年） 

単一または総合的 
複数サービスの実施 

親族・里親 
施設 

安全確保のための 
一時保護 

親子分離 
（15,000件/年） 

確実なアセスメント 
（従来の強制介入、調査） 

F.G.C開催 
ケアアンドプロテクション、 

ユースジャスティス 
↑
再
度
開
催
命
令
 

P.58〜「Differential Response」詳細参照 

P.36〜「ファミリー・グループ・カンファレンス（ＦＧＣ）」詳細参照 

P.19〜「里親養護」詳細参照 

的確で迅速なソーシャルワーク実践の総合システム「Differential Response」 

※CYF＝Child, Youth and Family＝子ども・青年・家庭サービス局 

  Ⅲ
  ニュージーランドの児童養護事情
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ニュージーランド政府年次報告書2006によれば、
2006年6月30日時点で、オークランドに設置され
たCYFの通告受付機関「コールセンター」には年間
約10万件の通告・相談が寄せられている。そのう
ち、民間機関等との協働による福祉支援を展開す
る在宅のケースが、実に85％を占めている。一方、
コールセンターが受け付けた通告を基に、全国53
カ所のCYF出先機関が問題の深刻度をはかり、親
子分離を行うケースは残りの15％、約1万5千件で
あり、さらにそのうちの15％（2,250件）が従来型の
強制介入が必要な重篤ケースであるという。この1
万5千件のケースについては、裁判所の命令による、
ユースジャスティス･ファミリー･グループ･カンファレン
ス（Family･Group･Conference＝FGC）あるいはケ
アアンドプロテクションFGCが開催され、子どもと

その家族への支援方法が検討される。
同資料によれば2005年から2006年にかけては、
ユースジャスティスFGCを9,190回、ケアアンドプ
ロテクションFGCを6,287回開催している。特に
ケアアンドプロテクションFGCの開催数は前年比
116％にのぼり、そのうちの84％は、合意に達し在
宅支援となっている。
なお、2005年〜2006年（6月30日現在）の1年
間で、合意に至らずインケアされた子どもの数は延
べ5,314人で、触法施設520名、児童養護施設で
120名、それ以外は里親委託となっている。

2　　養護形態（里親養護）

2.1 ニュージーランドでの子どもの保護について

ニュージーランドでは子どもの保護が必要になっ

た場合、基本的にできるだけその家族やそれを取

り巻く大家族のもとでケアするのが通例である。日

本と違って、子どもをその家庭や社会から引き離す

方法ではなく、子どもを元の環境に戻れるようにす

ることを前提にしているからである。このことは、

1989年制定の「子ども・青年・及びその家族法」

第13条において、子どものケアの一義的責任は、

家族、親族、及び所属する小・大部族にあり、政

府はそれをサポートすることで子どものケアを保障

し、その介入は最小限にとどめること、と法律で

定められている。従って、ニュージーランドにおける

養護形態は日本に見られる施設型養護はほとんど

なく、里親による養護が重要な役割を担っている。

実際、親子分離を実施した際の養護形態は触法

少年が入所している閉鎖施設を除くとほぼ100％が

里親ケアとなっているが、この場合でも里親ケアは

最後の選択肢であり、委託するにしても、なるべく

その子どもの持っている文化的、あるいは宗教的

背景を持つ里親、あるいは心理的につながってい

る里親に委託されることになっており、子どもを最

優先にした養護が行われている。

なお、ニュージーランドには入所目的の施設は保

護を対象としたものが4、触法少年を対象としたも

のが3、その他としてファミリーグループホームが1、

ベッド数も全体で150床のみである。
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2.2  里親養護

養護の中心となる里親制度の概要は以下のとお

りである。

（1） 里親の申請と登録

（2） 主なアセスメントの内容

①家の構造（安全性や部屋数）がどうなっているか

②収入や子育て経験は問われないが、たとえば、

収入のためにするのか、自分の子どもがいな

いからなのか等、里親を希望する目的。

③養子希望の有無

④同居人に17歳以上の人がいるか

　（いた場合、里親希望者を含め全員の逮捕歴・

犯罪歴を調べる）

（注）ニュージーランドでは独身でも同性夫婦で

も祖父母でも里親になれる。

（3） 政府が実施する里親になるためのトレーニング・

       プログラム

①行動管理（Behaviour･Management）

　　虐待を受けた子どもがフラッシュバックによ

り過度な行動を起こした場合に、その行動を

どのように管理するかを学ぶ、最も重要なプロ

グラム。

②マルトリートメント（児童虐待）と家庭内暴力

（Maltreatment･and･Domestic･Violence）

　　家庭内で起こった子どもへの不適切な対応

や家庭内暴力に関すること及び虐待によるトラ

ウマの知識などを学ぶ。

③法律（Legal･Issures）

　　「子ども・青年・及びその家族法」を中心に

子どもに関するあらゆる法律を学ぶ。

④家族ダイナミクス（Family･Dynamics）

　　子どもを家庭から引き離す（保護）ことが子

どもや家族に与える影響、親を失うことはどう

いうことなのか、引き離された家族が受ける思

いや感情など、そこでおきるさまざまダイナミ

ズム（力働）を学ぶ。

⑤小児保健（Child･Health）

　　子どもの健康、身体的・心理的な健康発達、

愛着を学ぶ。

⑥安全管理（Safe･Caring）

　　子どもの安全性を守ることと、里親自身が

虐待の疑いをかけられないためにどうすべき

か、ということについて学ぶ。

⑦十代の子どもに関すること（The･Older･Child）

　　十代の子どもの傾向（自殺、性的発達、身

体的発達、薬物の問題）。17歳になってケアが

終るとはどういうことなのか等について学ぶ。

⑧NVCPI（Non･Violent･Crisis･Prevention

　･Intervention）

　（子どもが問題行動を起こすのには必ずその兆

しがあるが）問題行動が起きた場合、物理的

に力で抑えるのではなく、何が問題で行動が

エスカレートしているのかを見きわめ、落ちつ

かせる方法を学ぶ。

（4） 里親資格と新しい階層モデル

①里親資格

　　里親資格にはサティフィケイト（Certificate）

と上位資格のディプロマ（Diploma）･の二つの

レベルがあり、規定のトレーニングを受講後、

試験に合格した場合次の資格が得られる。

『里親を希望する』 

国の出先機関かユースホライズン、バーナードス
などの民間児童福祉団体・里親協会の組織団体に 

里親申請をする 

アセスメント＆トレーニングを受ける 

里親資格取得 

ニュージーランド フォスターケア フェデレーション
（NZ Foster Care Federation）への登録 
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　サティフィケイト（Certificate）

　　国が実施するケアギバートレーニングプログ

ラムを受講した上で、救急法、マオリの文化や

習慣、ワイタンギ条約に関する試験に合格する。

　ディプロマ（Diploma）

　　サティフィケイト（Certificate）資格者で、さ

らに大学で学んだ理論を現場でどのように使う

かの基本を18カ月間学んだ後、里親関係業務

（50％）、ソーシャルワーカー関係業務（50％）

を内容とする試験に合格する。

　※なお、深刻度の低い子どもに対応する無資格

　　の里親もいる。

②里親の新しい階層モデル

　　複雑で難しくなってきた子ども問題に対応す

るため、里親をレベル1〜3までの階級に分け、

子どもの問題の深刻度に応じて子どもを預ける

制度を最近導入し始めた。

･ 　里親資格は不要。ソーシャルワーカーがアセ

スメントを行い、里親として十分やっていけると

認められ、トレーニングを受けた里親。里親手

当はなく必要経費のみ支給される。フォスター

ケアサポートグループ（日本の里親会のようなも

の）への出席が必要。預かる子どもは難しくな

いケースで短期間、しかもレスパイトが受けら

れる。

　

･ 　サティフィケイト（Certificate）資格者。レ

ベル1より難しい問題を抱えた子どもを預かる

ため、難易度に応じて子どもの必要経費プラ

ス加算がある。

･ 　継続的なトレーニング、ソーシャルワーカーに

よるスーパービジョンを受けることが義務づけ

られる（3人の里親がお互いにスーパービジョン

を行うこともある）。また、里子の実親は薬物

やアルコール中毒者が多く、子ども自身にもメ

ンタルな病気を持っているケースが多いため、

実親とのコミュニケーション能力が必要となる。

･ 　レベル2を取得後、18カ月の教育を受け

てディプロマ（Diploma）資格を取り、さらに

集中・継続的なトレーニングを受け続けるこ

とで、レベル3に上がることができる（ただ

し、現在レベル3に該当する里親はいない）。

レベル3はセラピューティックフォスターケア

（Therapeutic･Foster･Care）といい、単なる

養育だけではなく、治療をも目的とした里親で

ある。そのため、精神科医、心理士と連携し

ていくトレーニングも受ける。

　　受け取る手当てとしては、里親としての専門

的な技術及び知識レベルに対応した子どもの

必要経費、別途加算、さらに給料がある。また、

レベル3の里親には、自分が預かっている子ど

もの治療だけでなく、他の里親に対するの相

談能力やトレーニング能力も求められる。

　　なお、治療対象者は自閉症、自殺念慮や自

殺企図、（性）犯罪を起こす危険性があり、今

まであらゆるケアを受けても全部失敗した子ど

もである。

③子ども養育のための必要経費

　　2008年4月1日時点での必要経費は次表の

通りである。これはレベルに関係なく支給さ

れる。

レベル 1

レベル 2

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1

＜里親の階層構造＞  

レベル 2

レベル１ 
（里親資格は不要） 

高い 

低い 

問
題
の
深
刻
度 

（里親資格：サティフィケイト＝ 
Certificate） 

レベル 3
（里親資格：ディプロマ = 

Diploma） 

レベル 3
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（注）･「加算」はHigher･Foster･Care･Allowance･

（HFCA）と呼ばれるもので、レベル2以上

の、高度な里親ケアにかかる追加費用。金

額は子どもの困難さやニーズによって異なる。

　　　内容は；

・通学費用や予約訪問（受診・通院費）な

どの通常外の交通費

・小さな兄弟・姉妹が同居の場合にかかる

ベビーシッター費など

・障がい（害）があるために必要な特別献

立費や治療費など

・その他の特別費用　　　

　となっている。

④その他

　　ニュージーランドの里親は民間福祉団体と里

親契約をするが、毎年契約機関と里親本人と

でその家族全体の年間評価を行う。子どもの

深刻度が高く、里親としての養育困難度が高

い場合は、本人の希望でレベル3からレベル2

や1に変更することができる。

　　また、自宅を対象とした住宅損害保険であ

るが、子どもが意図的に物をこわすなどの理由

で個人では保険に入れない場合は、契約して

いる機関が里親に代わり保険に入ることになっ

ている。

（5）里親ケアの種類

①レスパイトケア（一時的）

　　レスパイトを希望する里親から子どもを預か

り、その里親に休日や週末の休みを与える。

②エマージェンシーケア（緊急）

　　緊急に家庭から子どもを預かる必要がある

場合、子どもをその家から離し、預かる。最

高3日間。

　（注）後述のユース・ホライズン・トラストのライ

トハウスがこれに相当する。　　

③ショートタームケア（短期間）

　　FGCが開かれるまでの間、子どもを短期間

（28日〜56日間）預かる里親制度。

④ミディアム／ロングタームケア（中／長期間）

　　最長2年まで預かる中／長期の里親制度。

2年を経過すると裁判所がその子にとって生涯

の家族となる人を探す。里親が保護者になる

こともあるが、高年齢になって養子に迎えるこ

とはその子のアイデンティティを奪うことになる

と考えられ、養子化に対する裁判所の態度は

消極的である。　

⑤パーマネントケア（永続的）

　　2年たっても家庭に帰れない子どもは、大人に

なるまで親戚もしくはそれまで育てていた里親

が保護者になるよう裁判所の裁定が下される。

　　　

（6）ニュージーランドの 2008 年 8 月 30 日現在の

　　里親と親族への措置状況

家族のつながりを大事にするマオリや南洋諸島の

人々にとって、里親よりは親族への委託率がかなり

高いことが分かる。

マオリ族 

南洋諸島の部族 

白人　 

里親 

30％ 

23％ 

58％ 

親族 

70％ 

77％ 

42％ 

単位：NZ＄（1NZ＄＝75円） 

経費 
（1週間毎） 

127.99 
（9,600） 

148.53 
（11,140） 

163.91 
（12,293） 

179.19 
（13,439） 

167.09 
（12,532） 

衣服費 
（3カ月毎） 

223.92 
（16,794） 

253.75 
（19,031） 

313.15 
（23,486） 

376.15 
（28,211） 

上記年齢 
毎に支給 

誕生日・ 
クリスマス 

64.00 
（4,800） 

74.27 
（5,570） 

81.96 
（6,147） 

89.6 
（6,720） 

上記年齢 
毎に支給 

小遣い 
（1週間毎） 

1.80 
（135） 

5.54 
（416） 

8.35 
（626） 

12.93 
（970） 

上記年齢 
毎に支給 

年  齢 

0〜4歳 

5〜9歳 

10〜13歳 

14歳以上 

ファミリー 
ホーム里親 

＜必要経費一覧＞
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（7）ニュージーランドの里親制度の課題

ニュージーランドでは現在、女性の教育レベルが

男性よりも飛躍的に向上し、専業主婦は少なくなっ

た。これには経済的な理由もあり、住宅ローンを払

うのに共働きが増えているからである。共働きだと

乳幼児の里親となるのは困難で、学校に通ってい

る子どもでなくては預かれないことになる。

また、最近は子どもの問題が複雑化して対応が

難しくなり、また里親による虐待が発生するような

こともあって、里親をやりたいという人たちが不足

している。

ニュージーランドの里親数は現在3,000人と減

少傾向にある。さらに、専門里親としての従事期

間は2年程と短く、ユース・ホライズンのような里

親ケアの厚い機関でさえ8年である。里親数の増

加と質の向上が日本と同様にニュージーランドにお

いても大きな課題となっている。

･

ニュージーランドにおける養子縁組について 
養子縁組のプロセス 

新生児を扱う里親が養子にしたいとき 

【根拠法令】 
1955年   「養子縁組法」 
1989年   「子ども・青年及びその家族法」 

養子縁組にはニュージーランド政府社会開発省子ど
も・青年・家庭サービス局（以下、CYF）が介入する｡ 
ただし、生みの親が同意し、生後13〜56日以内
であれば、CYFを介さず個人的に養子にできる｡ 
※生後12日までは生みの親に与えられた、考える 
　時間であり、養子に出すことはできない。 

生後56日を過ぎるとCYFの保護下に入るため、
裁判所が判断する。56日以後でも里親が育てな
がら申請し、裁判所の許可が出れば可能である。
いったんCFYの管轄に入ると、新しい保護者は合
法的な保護者にはなれるが、養親にはなれない｡ 

裁判所による養子の認可は、子どものアイデンテ
ィティを奪う恐れがあることを理由に、年齢が上
がれば上がるほど現実的にはむずかしい。 

※自分の子どもが養子に行っても生みの親には‘会う権利’が 
　残される。 
※普通の子どもの場合養子は20歳まで認められている。 

 【参  考】
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  Ⅳ
  ニュージーランドの教育事情

ニュージーランドのECEプログラムについて9月

29日と30日の2日間クライストチャーチで南島を所

轄する社会教育省での研修を行った。

講師は社会教育省の南島部長代理であるビブ・

ルース（Viv･Ruth）氏ならびに、施設設立担当ジ

ニー・ケトリー（Jenny･Keetley）氏、およびニュー

ジーランド警察省職員ジェル・パーマー（Gillian･

Palmer）氏の3人であった。

●クライストチャーチ（英語：Christchurch、マオリ

語：Otautahi）　　　　　　　　　　　　

ニュージーランド南島中部、東海岸側のカンタベ

リー平野にある都市である。人口は、382,200人

（2008年）ニュージーランド内で2番目、南島では

最大の人口を有する。名前の「クライストチャーチ」

はイギリス・オックスフォード大学のクライストチャー

チ・カレッジに由来する。市名が示すとおり、市の

中心部には19世紀に建てられたネオゴシック建築

のキリスト教聖公会（イングランド国教会）の聖堂

「クライストチャーチ大聖堂」がある。緑溢れる広

大な街並みは「イングランド以外で最もイングランド

らしい町」、･「ガーデンシティ（庭の街）」と称される。

なお、ECE は Early Childhood Education の 略 称

で就学前教育のことである。

〜 ECEプログラム（就学前教育プログラム）を中心とした取り組み〜

クライストチャーチ大聖堂
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1.1  教育制度概要

ニュージーランドの教育制度は、学校教育法

（The･Education･Act･1989）に基づき実施されてい

るが、日本の教育制度とはかなり違いがあり、複

雑な仕組みになっている。今回われわれが研修し

てきたことは教育制度の中でも学校教育ではなく、

それ以前の就学前に実施されているECEプログラ

ム（日本における幼稚園教育のようなもの）である。

しかし教育制度の全体像を把握することによって

ニュージーランドにおける就学前教育がより理解し

やすいと思われるため、まずは教育システムにつ

いて下表を参照に説明する。

　

1.2  非義務教育〈就学前教育（乳幼児教育）〉

−2歳から5歳の誕生日まで−

就学前教育から初等教育への移行をスムーズに

行うプログラムが用意されている。

また言語等の問題にも配慮しながら、自分に適

合する学校に通うことができるシステムとなってい

る。ECEプログラムにより、多言語の適応力も高

まっている。

1.3  義務教育について 

義務教育は6歳（1年生）から16歳（11年生）まで

であるが、5歳の誕生日を過ぎれば親や保護者の

考えにより小学校へ入学することが可能となる（0

年生）。そのため個別入学となり、入学式は存在し

ない。また、16歳（11年生）の誕生日を迎えると退

校が可能となる。しかし、実際には多くの生徒が

義務教育終了資格試験を受け、高等過程に進む。

①初等教育課程

　　5歳から11歳までであり、プライマリースクー

ル（Primary･school）またはコントリビューティ

ングスクール（Contributing･school）と呼ばれ

対象年齢は6歳（1年生）から11歳（6年生）ま

でだが、5歳（0年生）の誕生日を迎えれば入

学することが可能なシステムとなっている。

②中等教育課程

　　インターミィーディエット・スクール（Intermediate･

school）は･12歳（7年生）から13･歳（8年生）。

　　 セカンダリー・スクール（Secondary･

school）14歳（9年生）から18歳（13年生）

までが就学対象となっている。

年齢 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5

学年 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0

文献をもとに筆者作成 

中等教育 
課程 

初等教育 
課程 

義
務
教
育

 

セカンダリー・スクール 
（Secondary school） 

インターミィーディエット・スクール 
（Intermediate school） 

プライマリースクール 
（Primary school） 

または 

コントリビューティングスクール 
（Contributing school） 

フォームスクール 
（Form school） 

フルプライマリー 
（Full Primary） 

6－2－5制 8－5制 6－7制 教育課程 

1　　ニュージーランドの教育制度について

＜ニュージーランドの教育システム＞
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1.4  教育システムと高等教育

①教育システム

　　4学期制をとり、就学は1月下旬から2月上

旬に始まり12月中旬に終了する。

　　日本の6−3−3制に対してニュージーランド

では大きく3つのパターンの教育システムが存

在し、6−2−5制（Primary−･Intermediate

−･Secondary）、8 − 5 制（Full･Primary −･

Secondary）、6 − 7 制（Primary − Form･

school）などが混在している。

･　 義 務 教 育 終了資格はNQF（Nat iona l ･

Qualification･Framework）「国家資格総覧」
に示された統一基準に認定され、公的資格の
1つとして扱われる。
　　また、公認保証資格登録制度（NZ･Register･
of･Quality･Assured･Qualifications）により公
的に登録され、2002年より段階的に導入され
た全国共通教育資格試験（NCEA＝National･
Certificate･of･Educational･Achievement）の
「レベル」に基づいた資格が与えられる。（レ
ベルは10段階に分かれている）

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1

 

　　修士以上 

 

 

　　学士程度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高校卒程度」 

中等教育終了程度（大学を目指す生徒は受験する） 

17 歳（12年生）（技能専門大学校や教員養成大学校での資格・免許コースに進学可能） 

16 歳（11年生）の学年末に受験する試験 

 

レベル 資　　　格 

②高等教育課程

　　ニュージーランドでの高等教育は、日本の

大学教育と捉えるとわかりやすい。

　　13年生（18歳）の進学率は約3割であるが

個々のライフデザインにあった進学が可能なた

め、高卒後直後にOE（Oversea･Experience）

と呼ばれる海外体験のためイギリスに行き、1

〜2年働いてから大学に進学する者もいる（21

歳以上は無試験で大学へ入学できる）。高等教

育には、主に4つの機関がある。大学は全て

国立で8校あり、学士は3年で取得できる。技

能専門大学校は職業分野に関する専門資格や

技能を学ぶ国立の機関で全国に20校あり、近

年は大学と同等の学士取得者も増えた。他に

教員養成大学校4校、マオリ系の学生を対象と

した技能専門大学校（ワナンガ）が3校ある。

 
 
 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1

大学
（Universities） 

 
博士号 

 

 
 

修士号 

 

学士号 

技能専門大学校
（Polytechnics/Institutes 

of Technology） 

 

 

 

 
 

学位・資格・修了証 

教員養成大学校 
（College of Education） 

 
 

 

 

中等教員免許 

初等教員免許 

ワナンガ 
（Wananga） 

 
 

 

 

学位・資格・修了証 

出展ニュージーランドを知るための63章（一部加筆修正）

学年 

＜ NCEAレベル＞

＜高等教育システム＞
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2　　ニュージーランドの教育と子育て支援の歩み

2.1  子育てをめぐる歴史的背景

ニュージーランドは本格的には150年ほど前に移

民による開拓で新しく作られた国であるため、当時

は男女が同じように働く過酷な生活であると同時

に、彼らの家族形態は核家族で子育てにはとても

厳しい状況であった。当時の政府は、道路や橋の

建設などに必死で、子育て支援を政策として望める

状況ではなかった。そのため、貧しい家庭の子ども

たちは家や戸外に放置されていた。また、乳児の死

亡率も高かったため、約100年前の1907年にこの

現状を憂えた医師により、「母親と子どもの健康を促

進する」活動がスタートした。その中核となったのが

「母乳重視」と「育児知識」の啓発であった。

その後これらの活動が活発化し、1960年代初頭

には乳幼児の健康状態は先進国でもトップレベル

の水準なった。ちょうどこの時期のニュージーランド

社会は人口が農村部より都市部へ移動し、またポリ

ネシア系の人々の移民も増加したことから家庭が多

様化した時代でもった。そのため、「啓発」は「子育

て支援」の方向へとシフトチェンジしていった。

これらの状況を背景に、さまざまなプログラムが

実践されてきたが、その中でも乳幼児の発達や遊び

に関して保育機関が大きなかかわりをもってきた。そ

こは「乳幼児の育つ場」であり、親にとっては「子育

て支援の場」と同時に「親が子育てについて学び自

らが成長できる場」でもあるということ。つまり親も

子も共に育つ場であるという位置づけになっている。

さかのぼれば、1889年には富裕層の人々たちに

より子育てが困難な貧困家庭の幼児を対象とした、

無償幼稚園がはじめて開設されたが、しかしその目

的は「家庭教育の行き届かない貧困な子どもたちを

無償幼稚園で保育すれば、小学校へ入学しても富

裕層の子どもたちに害を及ぼすことはない。」という

考えから始まったのである。このようにニュージーラ

ンドでの保育は無償幼稚園から始まり、親主体の

プレイセンターが発展し、現在では保育所の数も増

加している状況である。

2.2  就学前教育過去 10 年の動向

1986年「教育」と「保育」が統合し、一元化され

た。それまでは、教師は教育省管轄で保育士は

社会福祉省が管轄していた。

･　「保育は教育ではない」との考えもあったが、「子

どもと一緒に活動することそのものが教育である」

と考えられるようになっていった経緯があり、一元

化が進んだ。

そのような中で教育省内においてECEプログラ

ムができ、2002年就学前教育10年計画（戦略的

計画）が作成された。これは政府やその関係機関

のみではなく、民間からの意見も聞き、まとめたも

のであり、従来の方式から大きな変化を遂げてお

り、その核となる目標は以下のように定められた。

1.･さらに多くの子どもをECEプログラムに参加
させること
2.･プログラムの質を高めること
3.･親とECEプログラムを提供している機関、
またはECEプログラムを提供している機関
同士の連携協力の促進させること

その後ECEプログラム全体の見直しを行い、
更に充実を図っている。

1.･新たに有資格者の目標値を定めた
2.･3年前（2005年）から3歳以上の子どもにつ
いては、1週間20時間を上限としてECEプ
ログラムを無料化した

その結果、質の高いECEプログラムが受けら
れる機会が増大し、以下のようなメリットと効果
が見られるようになった。

1.･子どもの学力向上と社会適応力の向上が期
待できる
2.幼少期より「教育を受けたい」という子ども
たちのモチベーションがアップする
3.親の早期職場復帰が望める

さらに、2008年にはECEプログラムの新たな規

定ができ12月1日に発効の予定である。（P.30参照）

またそれとは別に2歳児についても早期教育の無

料化を現在検討中である。
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3　　ECEプログラムについて

3.1  概  要

1986年に公平で良質な保育を実施することを目

的に保育機関と幼稚園が教育省の管轄に一元化さ

れ、1990年には設置基準も統一された。その後、

保育カリキュラムの必要性が求められため、大学

の研究機関と保育団体が協議を重ねたすえ、全国

保育カリキュラムが完成し公表された。

プログラム名は下記の4つの原理と5つの領域が

縦糸と横糸のように重なり合っていることから「テ

ファリキ」（マオリ語）と呼ばれ、学ぶ力やコミュニ

ケーション能力を高め、身につけることを大きな目

標としている。そして、保育への親の参画という

伝統を継承しつつ、「調和のとれた発達」と「学ぶ力

の育成」の実践教育が展開されている。

　

①エンパワーメント（学び成長する力）　

②調和的な発達（全人的な発達）

③家庭と地域（家庭と地域社会）　

④関係（人 と々の相互関係）

　

（学習・発達過程で体験し育まれるもの）

①幸福感　②所属感　③貢献意欲　④伝達能力
⑤探求心

3.2  実施主体と目的

実施主体はニュージーランド政府教育省。目的

はECEプログラムを通じて子どもの心身の健全な

発達を促進するとともに、学問的にも学術的にも

社会的にも健全な成長を目指すとしている。

3.3  目　標

全ての子どもたちにECEプログラムが受けられ

る機会を提供することとし、2002年には具体的目

標として、①現在よりさらに多くの子どもをECEプ

ログラムに参加させること、②ECEプログラムの質

そのものを高めること、③親とECEプログラムを

提供している機関、またはECEプログラムを提供

している機関同士の連携・協力を促進させること、

とした。

3.4  ECE プログラムへの参加者拡大策 

①ECEセンター数の拡大と重点地域の選定

　　目標達成の一つにセンター数の拡大があり、

実際その予算も急増している。

　　しかし、限られた予算の中で最大の効果

を出すために、2007年にECEプログラム参

加状況のアンケート調査を実施し、参加率の

低いマオリ族や、南洋諸島の人々が住む地域

をターゲットとして選定。地域を細かく調査し

ターゲットを絞り込む形で政府がサポートする

施策を進めている。

　　因みに、5歳になるまでに全体で95％の子

どもたちがECEプログラムに参加しているが、

特にマオリ族が91％、南洋諸島の人々が84％

と参加率が低くなっていた。

②重点的予算配分

　　上記の戦略に基づき「施設建設のための費

用」と「リスク度の高い地域での新センター建

設費用ならびにその運営費用及び管理費用を

重点的に予算配分することとした。しかし、

4 つの原理

5 つの領域

4 つの原理と 5 つの領域を編みこんだテファリキ
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現実的には予算は増加しているものの十分で

はなく、慢性的に不足しており「革新的な発

想」と「低コスト」のセンター運営が大きな課

題となっている。

③参加児童増加プロジェクトの推進

　　地域コミュニティと政府間で委託契約を行

い、ECEプログラムに参加していない子どもた

ちの発掘やその理由についての調査を実施。

その結果、ECEプログラムの情報が届いてい

なかったり、問題や課題を多く抱えている家

庭であることがわかってきた。その背景には

ファミリーグループカンファレンス（FGC）にか

かわっていたり、薬物中毒や貧困、家庭内暴

力などが存在することが想定され、参加率向

上には家族全体をサポートすることが大きな要

因となってくることが判明した。

　　以下にこれらの根拠を示す事例を示す。

　　　

3.5  教育プログラム

ニュージーランドのECEプログラムは幅が広く、

さまざまな形態のプログラムが存在している。それ

らには、先住民族であるマオリ族の言語（マオリ

語）だけで進められる教育プログラムやパシフィック

アイランダーと言われるサモアやトンガからの移民の

人たちの言語で進められるプログラムや家庭内で

実践するプログラムなど、さまざまなものが用意さ

れている。ECEプログラムの対象は0歳から5歳ま

でであるが、親からの希望や発達上の問題がある

場合は6歳まで延長が可能である。なお、これら

のプログラムを実施するには、特別な教育を受け

た者でなければ開催することはできない。

対象年齢により教員の配置基準が定められてお

り、2歳未満と2歳以上では比率は変わってくる。

プログラム実施に関しては1週間に1日ないし2

日の開催で、午前中のみ開催されるものから毎日

午後まで開催されるプログラムもある。

また、実施形態はさまざまで公立、非営利団体、

営利団体などがあり、形態により多少教育方法が

違う場合もある。　

 3.6  ECE プログラムの有効性

ニュージーランド政府が大学へ研究委託し行っ

た追跡調査（15年間）ではECEプログラムの有効

性が確認され、質の高いECEプログラムを受けた

子どもたちは学力、社会性、対人関係などの面で

有能であり、良い成長を残しているという結果が出

ている。そのため、ECEプログラムへの参加率をさ

らに上げる具体的策として告知活動を積極的に推

進しながら、センターの開設を呼びかけている。推

奨策として、①地域や親の団体などが、センターを

設立したいとの希望があれば政府に対して、資金

援助を申請することができる、②既設のECEセン

ターでは地域のニーズに合わない場合は地域ニーズ

を見極めたうえでセンターの改変を行う等である。

例えば、低学力等の子どもたちが多い地域には、

施策として早期教育センターの設立を促したり、マ

西海岸（農村地帯）のリステン地域における

調査データでは、0 歳から 4歳児 69 名のう

ち11名しか ECE プログラムに参加していな

かったため、実施内容を確認すると、1週間

に2つのセッション（セッションは半日開催）

のみの開催であった。しかし、ニーズとしては

1日開催の希望や、乳幼児がいる家庭では親

も一緒に活動できるものがしたいという声も

あった。

そのため、実施団体であるプレイセンター

アソシエーションに予算措置を行い、セン

ターを改築した。その結果上記のニーズを満

たす実施が可能となった。

また、センターが空いている時にはプレイ

グループ（P.30参照）が使用できるようになっ

た。その結果、低コストでありながらも、従

来の約2.5倍に利用率が向上した。

事事 事例
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オリの人々が多い地域では使用する教材等をマオ

リ語のもので用意する、というようにターゲットを

絞った活動である。

3.7  質の確保

センターの増設とともに求められるのは一定の質

の確保と質の向上である。

実際10カ年計画を策定する以前には、ECEプ

ログラムのトレーニングを受けたことがない教員

も多かった。しかし質の向上に力を注いでおり、

2002年時点でECEプログラムのためのトレーニン

グを受けた有資格者数は全体の25％であったもの

を、2007年12月にはECEプログラムに携わる教

員の50％は有資格者でなければならないと定める

とともに、2010年には80％、 2012年には100％

を目標として掲げている。

3.8  質の確保のための最低基準

①定められたカリキュラムをきちんと実施し提供

すること

②ECEプログラム担当者は現場で教員に対して

デモンストレーションできること

③地域のニーズにあったサービスを提供すること

④政府間による担当機関との協力関係の醸成

⑤親とセンターとの協力関係の醸成

⑥就学へのスムーズな移行

⑦就学後の学習をスムーズに進めるため、ECE

プログラムで使用している言語と入学した学校

での言語の調整

⑧子どもの一生の問題であるという視点から社会

文化的要素を取り入れたカリキュラムの実施

⑨子どもの成長を促す内容のカリキュラムの作

成、実施

⑩子どもたちが自信を持って学んでいける環境

の提供

　　

3.9  カリキュラム（テファリキ）と教員資格

カリキュラム

カリキュラム作成に当たっては前述の4つの原

理と5つの領域を軸に構成されるがその中で最

も大切なことは子ども自身が「生きる力」「社会

性」「自分のアイデンティティ」などを身に付けるこ

とができるカリキュラムを作成と、それを推進で

きる教員の確保である。

実際教員が作成したものを子どもにテストし、

評価することは簡単だが、子どもが興味を示し

たことについて学習させ、それを評価することは

難しい。

例えば、子どもが凧を作りたいと考えたが、

作ることができず挫折しそうになった場合、教

員は頑張れば出来ることを伝えるとともに、子ど

もが自ら作れるようにサポートすることが大切で

ある。つまり、子ども自身に試行錯誤を通じて

学ぶことを、いかにサポートしていけるのかとい

うことである。

さらに、教員はそれを記録に残し、子ども自

身が学びを振り返ることができるようにしておく

ことも教員には求められる。

このようにセンターの増設や規模だけでなくカ

リキュラムの内容、教員の持つべき最低スキルま

で定められており、最低規準で十分とは考えて

いないものの、最低規準をクリアすることで標準

的な質は提供されるだろうと政府は考えている。

教員資格

教員の資格要件としては、専門学校や大学で

の教育でECEプログラムの「学位」または「資

格」を取得することが必要である。しかし、親や

保護者が実施するものには特に資格要件はない

かわりに、ECEスタッフがワークショップの開催

などを定期的に行い、サポートをする形をとって

いる。また、別途親や保護者が運営している協

会があり、そこの有資格者もサポートを行うこと

も出来る。　　　
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  ECEセンターについて

（1）南島 ECE センターの概要

南島の人口は100万人で、ECEセンターは約

800カ所ある。規模はさまざまで定員は4名〜

50名までとなっている。これらを管轄している

南島の社会教育省の教員は約23名で、子ども

たちの約90％は何らかのECEプログラムに参加

している。

（2）児童保護ポリシーについて

1989 年に施行された学校教育法（The･

Education･Act･1989）･に規定されている子どもの

保護（チャイルドプロテクション）について新たな

児童保護ポリシーが加わった。

これは、ECEプログラムに虐待防止の視点を

組み込んだもので、ECEプログラムを実施する

場合、このポリシーに沿っていなければならなく

なった。

虐待の発見から通告、保護、予防等のさまざ

まなシステムが開発されており、センターを開設

するためには社会教育省が発行するライセンスを

必要とする認定制度となっている。また、スキル

を維持するため、6年毎の更新制も導入してお

り、ライセンスを発行した社会教育省のECEプ

ログラムで運営管理される仕組みとなっている。

（3）ECE センターに求められるスキル

子ども自身から「虐待を受けている」との訴え

があった場合にどのような対応が必要かを知っ

ておくこと。そのため、児童保護に関係する機

関やコミュニティ（家族、部族、地域等）をきち

んと把握しておかなければならない。

（4）虐待を発見した場合の対応

虐待により保護が必要な場合、組織として上

司等に相談する必要はなく、自らの判断で警察

に通告することができる。

（5）ECE プログラムと虐待予防のシステム　

教育法（1989年施行）が2006年に改正され、

ECEプログラムの充実と、虐待予防を視野に入

れた6つのシステムが新たに設立された。

①センターベースド･サービス

　　センターに親が子どもを連れてきてECEプ

ログラムを受けられるシステム

②リミッテド･アテンダント･センターサービス

　　体育館等で短時間の親子活動を目的とし

た教育システム

③ホームベースド･サービス

･　　1人の親が最大4名まで対応することがで

きるもの･

④病児対応センター

　　病院内にセンターを設立するもの･

⑤プレイグループ（親子活動）サービス

　　親グループが自宅を改修して実施するサー

ビス

⑥コハンガ･レオ（Kohanga･reo）

　　マオリ族の文化による幼児教育、マオリ語

による教育に対応しているセンター･

（6）社会教育省 ECE プログラムスタッフの主たる

　　業務活動

①新規申請に対するライセンスの発行

②6年毎の更新手続き

③プレイグループ活動の支援やアドバイス

④教員に対する質の向上トレーニング

⑤新規に設立するための土地収用から設立まで

の対応

⑥質の向上トレーニングと最新のスキルトレーニ

ング

⑦苦情受け付け

⑧新規設立に関する支援（相談事業）

4　　ECE運営規程の改訂
（Review of the ECE Regulations）（2008年12月1日に発効）
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5.1  概  要

現在、ニュージーランドでは日本と同様に児童虐

待問題が深刻化しており、OECD（経済協力開発

機構）加盟国における虐待死亡率は第4位であり、

被虐待年齢も低年齢化している。

子どもが幼少の頃は、虐待と認識できない場合

や虐待と認識しても誰に訴えて良いかわからないこ

とが多いため、周囲の大人たちにより子どもを守ら

なければならないという視点からこのプログラムを

実施している。

子ども保護についてのプログラムの対象は2歳

から17歳であるが、今回の研修ではその1つであ

る「オールアバウトミープログラム」（All･about･Me･

program）を学んだ。

このプログラムは2歳から5歳（実際にはセンター

に0歳児から利用しているため、それらの年齢も含

めて実施している）を対象としたものであるが、プ

ログラムの目的は「子どもが一番大切」（All･about･

Me）というものであり、子どもを虐待の被害から守

るというプログラムであり、実施主体は警察となっ

ている。

5.2  ユースエデュケーションチームについて

現在、警察省内には、ウェリントンを本部とする

児童虐待問題に対応する「ユースエデュケーション

チーム」が結成されており、110名のスタッフがいる。

スタッフは教育機関の教員と協力関係を保ちな

がら活動している。

対象となる子どもの年齢は2歳から17歳までで

ある。

5.3  プログラムのキーポイント

①警察が作成したということ

②ECEプログラムに合致する形でプログラミング

されている

③親や教員に対する資料を作成している

④子どもたちに対するキットの作成を行っている

ECEセンターは保護ポリシーと連動させ対応

手順を策定するが、訪問者が来た場合の対応方

法や子どもたちへ配慮すべき点等、保護ポリシー

を作成するに当たっては以下の点が盛り込まれ

ている。

①人と関わる時に適切に関わる方法

②虐待があったときの通告方法

③教員には虐待とはどのようなものかを知っても

らう

このプログラムでの虐待の定義は身体的虐待、

心理的虐待、性的虐待、言葉による暴力、家庭

内暴力の5つで、子どもを守るために最も必要と

されることは子どもたちをエンパワーメントするこ

とであると考えている。

5.4  エンパワーメントスキルに関する目標　

①ペドファイル（児童性愛者）には近づかない

②いじめをしない

③子ども同士や教員との関係をきちんと築くこと

ができる

④自己の感情をきちんと伝えることができる

⑤不適切な対応を受けたことを理解し、どのよ

うに伝えるかが理解できる

5.5  エンパワーメントスキルに関するトレーニング

①自分を知る（All･about･Me）：所属、長所など

自分の強みを知る（ストレングスの視点）

②自分の体（My･Body）：体の部分名称を正確

に知り、誰が触ってよいかを知る

③自分が一番安全な場所を知る（my･home･

family）･　

④自分の感情（how･feel）：･自己の感情を知り、

それを相手に伝えられること

⑤嫌といえること（say･no）：はっきり自己の意思

表示をし、そこから立ち去れる力をつけること

5　　オールアバウトミー 〜およびその関連プログラム〜
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⑥秘密（secret）：性的虐待などを虐待者が事実

を隠させようとする場合、相談できる人に話し

ても良いということ

⑦助けを求めること（getting･･help）：誰にどのよ

うに相談できるのかも含めた力をつけること･････

　

●子ども向けプログラム（0 歳〜 5 歳）

①自分で自分のことができるプログラム（着替え、

歯磨き等）

　　パジャマのままセンターに来訪し、着替える

ところから自分でできるようにする。これを通

じて、身辺自立を促進することができると同

時に不適切な接触を回避することができる

②自宅からセンターまでの道のりを教えること

　　何かあった時に、センターに来訪できるスキ

ルを身につけ、不適切なかかわりに対して自ら

訴えることができることと、社会的スキルが身

に付けられる･･･

③電話のかけ方と、何を伝えれば良いのかを伝

える

　　自分のことを伝えるとともに助けを求めるこ

とができる

　

●親に対するプログラム

①プログラムを理解するためのミーティングの開催

②プログラム獲得のための具体的なレッスンの

実施　

③家庭で子どもたちに対して子どもたちが受講し

たプログラムの反復復習ができるようにする

④子どもたちが発する虐待のサインを理解し、通

告するスキルを獲得する

⑤親が虐待を理解するための冊子の配布や、親

に対して虐待に関するDVDを作成する

教材には自分の家庭の大切なことや大切なもの

を掲示する、ファミリーボードやその他子ども向け

のさまざまな教材がある。

地域の写真、家族の写真、感情のカード、「秘

密」についてのカード（良い秘密と悪い秘密）があ

る。これらを利用することで、自分の気持ちを伝え

る訓練を行うと同時に、親に対して言葉で表現で

きない子どもがカードを使用して自分の気持ちを伝

えることができる。

カードを使用する理由は、現場での臨床実践で

カードが一番使いやすいという結果が出たためで

ある。

5.6  エデュケーションレビューオフィス

　　（Education Review Office）

実施されているプログラムの見直しを行い、今

後の対応を再検討するオフィスである。これをす

ることにより、ECEプログラムが目標としている

「自尊心の向上」や「自信をつける」ことを促進し、

助けが必要な場合には自ら助けを求める力をつ

けさせることが出来、早期対応が可能となるため

である。

虐待問題に対して理解や認識の低い教員も存

在することから、教員自身の意識向上を図るとと

もに、彼らが子どもたちにプログラムキットを使

用したレクチャーをできるようにするためのトレー

ニングも行う。　

ちなみにトレーニングを終えた教員のレク

チャーを受けた子どもたちの反応は以下のとおり

である。

①自信が持てるようになった

②助けを求められるようになった

③自分が何者であるのかを理解できる

④学びを兄弟姉妹、家族と共有できる

⑤その日の感情を素直に伝えることができる

⑥自分で問題解決ができるようになった

プログラム例 1

プログラム例 2

教材例
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5.7  チャイルド プロテクション スタディーズ

　　（Child Protection Studies）　

子どもを保護するためのトレーニングの重要性を

理解するとともに、具体的なトレーニングを実施す

るシステムである。2年間行っており、年間約700

件のトレーニングを行っている。

派遣トレーニングについては2名のトレーナーとト

レーナーを養成できるヘッドティーチャーとの3名で

対応することが基本である。

ポリスエデュケーショナルオフィス（教育担当の警

察官）という職種や、エデュケーションオフィサーと

いう職種もある。

エデュケーションオフィサーの任務については、

虐待に対する専門知識を持ち学校訪問し虐待に

関するさまざまな質問に適確に対応できることで

ある。

ポリスエデュケーショナルオフィス及びエデュケー

ションオフィサーになるためには、大学で専門のト

レーニングを受ける必要がある。

学校でのトレーニングにはエデュケーションオフィ

サーも必ず同行するが、その理由は「顔の見える」

ネットワークを構築するためである。また、親の質

問に答える等の対応も行う他、親にプログラムキッ

トの配布も行っている。

トレーニングの実施結果では、「虐待が起こってい

る」という認識は持っていたが、「通告しなければな

らない」という教員の認識が薄いことがわかった。

なお、ニュージーランドの虐待発見の通告に対す

る法的規定は、「虐待を発見した者は警察及び子ど

ものケアにかかわる専門家に対して通告義務があ

る。万一、通告者が誤認して通告しても免責とな

る」というものである。　

6.1  ECE プログラムについて

ECEプログラムの目的には大きく２つある。1つ

には、初等教育へのスムーズな移行と、２つめに

は虐待予防の視点である。対象年齢は日本の幼

稚園と保育園に通園する子どもたちと同じで、形

態としては日本の幼稚園と保育園を組み合わせた

ようなものである。つまり、教育的な視点でみた

場合は幼稚園に近く、子どもの保護や子育て支援

でみた場合は保育園に近い形態であると言える。

プログラムの特徴は政府が主体となって実施し

ていることで、さまざまな課題を克服するためのイ

ンフラ整備が整えられている。これは、日本の公

立レベルではなかなか無いモデルである。

6.2 ECE プログラム運営規定の改訂について
（Review of the ECE Regulations）

前記のインフラ整備を進める具体的施策として

は、2008年12月に発効したばかりの運営規定の

改訂が挙げられる。（研修時は未発効）

改訂の目的は、学校教育法（1989年施行）に「子

どもの保護」の視点を盛り込み、①虐待発見のた

めの手順の明確化、②虐待予防と子育て支援を

実施するセンターの増設、③教員のスキルの向上、

他方、①子どもをサポートするためのソーシャルサ

ポートネットワークの構築及び②直接支援を担う大

人に対しての行動基準を整備することである。

この改訂によって、虐待予防の体系的なシステ

ムが完成したことになり、今後どの程度の効果が

現れるのかを注目したい。

6　　ニュージーランドの就学前教育についての考察
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6.3 オールアバウトミー プログラム

      （All about Me program）

このプログラムの特徴はタイトルのとおり、「子ど

もが一番大切」という視点に立ち、児童虐待問題

を学校という教育現場だけではなく、警察機関も

連携して取り組んでいくところにある。

これは、5.2で示した視点とは逆の考え方で、着

目点を子ども側に置き、子ども自身をエンパワーメ

ントしていくためのサポート体制を整えるものであ

る。具体的にはエンパワーメントスキルに関する目

標の設定やトレーニングマニュアルを確立し、教育

を通して、子ども自身に自分を護る力をもたせるこ

とを狙いとしている。同時に子どもに最も近い存在

である親や親族などにも、このプログラムが提供さ

れており、5.2と合わせることで現段階での虐待問

題に対応するインフラが完成したことになる。

6.4  まとめ

ニュージーランド政府はECEプログラムを通して、

就学前の子どもたちが健やかに育つ環境を提供し

ようとしている。

このプログラムの狙いは、前述したが子どもの

『強み』（ストレングス）を生かし、「学力」や「社会力」

などの『力』を向上させる（エンパワーメント）ための、

一つの方法であり、自尊心や自己肯定感のある成

長を促すことを目的としたものである。

これらの点を踏まえながらハード面、ソフト面か

ら日本の制度と比較する。

①ハード面からの視点

･ 　ニュージーランドのECEプログラムは、教育

と福祉の中道に位置しており、教育的視点か

らも福祉的視点からも非常に重要なもので、

相互に機能的に連携することが大切である、

という認識で構成されている。つまり、子ども

の全人的な発達を考えた場合、このどちらか

に偏重するのではなく、バランスの良い支援が

なされなければならないという考え方で、3歳

児以上については週20時間までは無料という

優遇政策でもわかるように、国全体で子ども

の健全な育成を実践している。

･ 　他方、日本の就学前教育は、施策上では幼

稚園は教育偏重型の「教育施設」であり、保

育園は福祉偏重型の「児童福祉施設」となっ

ており、子どもの成長をトータルで考えるとい

う視点はない。近年の動きとして、幼保一元

化も一部実践されてはいるが、思うような結果

は得られておらず、就学前の教育システムとし

て、ニュージーランドと日本では大きな差が生

じている。

②ソフト面での視点

･ 　ニュージーランドの就学前教育の基本的な

考え方は、「個々の子どもの内なる力」（ストレン

グスの視点）に着目した支援をすることであり、

その目的は、初等教育へのスムーズな移行と

虐待予防である。つまり、主体的に学習する

力を育むことと、虐待問題について「子どもは

大人から守られる」という受動的なものではな

く、子ども自ら主体的（能動的）に自分を守る

という視点も含まれている。これがこのプログ

ラムのソフト面での大きな特徴である。

･ 　一方、ニュージーランド教育の「個の力」に

対し、日本の教育の考え方は「集団の力」を

重んじる傾向がある。それは、「個人は集団を

構成する１つの要素であり、個人は集団の中

で尊重される」という考え方で、「仲間」という

諸外国には無い概念で捉えられている。

･ 　教育現場でも「仲間を大切にする」ことは

道徳教育において大きな意味を持っており、

一種の集団主義教育の１つと言えるが、日本

の文化という視点でみれば、これもまた納得

できるものではある。

･ 　しかし、「ストレングス」を子ども支援の大き

な要素として活用し、教育と虐待といった子ど

もを取り巻く課題について、一元的に取り組

んでいるニュージーランドECEプログラムの完

成度は高いと言わざるを得ない。
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･ 　今後、わが国においても日本の土壌に合っ

た方法で「日本版ECEプログラム」の開発と

導入ができれば、教育水準の向上と虐待問題

を横断的に取り組むことが可能となる。その

ためには、「縦割り行政」と言われる、行政の

あり方を大きく変えていくことが必要になって

くるのではないだろうか。

・･青柳まちこ編著･「ニュージーランドを知るた

めの63章」明石書房･2008

・･秋田喜代美・キャサリン・ルイス著「授業の

研究･･教師の学習レッスンスタディへのいざな

い」明石書房･2008

・･日本ニュージーランド学会編「ニュージーラン

ドに行こう」

・･松川由紀子著「ニュージーランドの子育てに

学ぶ」小学館･2004

・･インターネットサイト

　フリー百科事典「ウィキペディア･Wikipedia」･･

http：//ja.wikipedia.org/wiki/

●参考資料●
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  児童福祉現場実践編

1　　ファミリー グループ カンファレンス（Family Group Conference ＝FGC）

1.1  FGC 誕生の歴史

1840年、ニュージーランドの先住民であったマオ

リ族と、イギリスとの間で権利に関する条約として

「ワイタンギ条約」が結ばれた。しかし、これはマ

オリ族にとって不利な条件が多く、長く苦しい時代

が続いた。そうした中、1986年ニュージーランド国

内の福祉の悲惨な現状及び、マオリ族の伝統的な

文化である親族を中心に子どもを養育していくとい

う習わしが紹介された「プアオ・テ・アタ・ツ（Puao

−te−Ata−tu＝夜明け）報告書」が提出された。

結果的にこの報告書は1989年新法である、「子ど

も・青年及びその家族法」を成立させることとなり、

ニュージーランドにおける児童福祉サービスに大き

な影響を及ぼした。この1989年の新法は、旧来

の子どもを家族から分離する“代替的ケア中心”の

養育方法が、マオリ族が伝統的に用いてきた“親

族中心”の養育方法である、「家族参画型のシステ

ム」を重視するものへと変った。こうした支援策

の中心として「ファミリー･グループ･カンファレンス

（以下、FGC）」が誕生した。これは同じような先

住民を抱える世界の国々の中でも先駆的な対応で

あった。

マオリ語で“kia Ora”とは、日本語では“こんにちは”という意味であ
る。ニュージーランドでは写真のように、訪問する先々で、「キアオラ！」
と言いがら、目を閉じお互いの鼻をくっつけ合うという独特の歓迎の挨
拶で迎えられた。これはホンギと呼ぶ儀式のひとつでもあるが「これで
我々は家族です」という意味合いが込められている。最初の挨拶ではた
めらいもあったが、神聖な雰囲気に包まれる中で、ニュージーランドの
精神を肌で感じるものへと変化していった。

1.2  FGC の精神

1999年にマリー・コノリー（Marie･Connelly）氏

が「“専門家だけが問題点を知っている”という誤っ

たプロ意識を捨て、家族や地域が最も問題点を理

解しているという視点を持ち、専門家による意思

決定ではなく家族に力を与えていく実践にシフトし

なければならない」という精神を唱えた。また、ク

レイグ・スミス（Craig･Smith）氏は、「FGCは家族

が意思決定をすることができるように導入するもの

であり、また家族をエンパワーメントし、責任意識

を引き出させるものであるため、専門家は黙ってい

なければならない」と提唱している。「あくまで家族

と一緒に解決策を導き出すこと」。これはニュージー

ランドのソーシャルワークで一貫して言われている

ことであり、スタッフの強い心情でもある。

事コ 事ラ 事ム
【Kia	Ora！（キアオラ）】
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1.3  FGC とは何か

（1）FGC の概要

FGCとは、前述のとおり1989年「子ども・青

年及びその家族法」の誕生とともに法律に規定さ

れた、より介入度の高いケースにおける解決策・

支援策を家族とともに話し合う、公式な会議の

ことである。その中心を担う機関は、ニュージー

ランド政府社会開発省の「子ども・青年・家庭サー

ビス局（CYF）」である。FGCは単なる関係者会

議ではなく、法的根拠を持っており、参加者の

義務や権利、また経済的な支援まで規定されて

いることが特徴である。

（2）FGC の理念と目的

「市民にとってFGCとは裁判所と家族の力関

係を大きく変えるものである」

（裁判官･Judge･McElrea,･1998）

上記の言葉は、家族の抱える問題の解決策

を従来は裁判所が主体となって決めていたもの

が、FGC誕生により家族が主体となって決める

ように変ったことを意味するものである。FGCは、

家族が第一義的に責任を持って子どもを守り、

意思決定のプロセスに主体的に参加すること。

政府の介入は最低限にとどめる「家族参画型」

支援が基本である。

FGCの理念としては次の3つの視点があげら

れる。

①どんな家族も、その家族なりの力や強み

（strength）や回復する力を持っている。家

族の生きていこうとする力をうまく引き出し、

サービスにつなげていくことが必要である。

②子どもと家族が意思決定のプロセスに参加す

る権利を法律で保障する。

③家族自身が導き出した解決策は、専門家が押

し付けた解決策よりずっと効果がある。専門

家はあくまでもサポート役であり、専門家の

持っている専門性とパワーを家族にシフトして

いくことが必要である。

･ 　また、FGCの最大の目標は、「子どものパー

マネンシー（ケアの継続性）の保障」、「家族の

エンパワーメント（empowerment）」である。

以下、この章におけるエンパワーメントの6つ

の視点を述べておく。

①家族とのパートナーシップ………………家族との関係を築き、解決策を一緒に模索する

②家族の意思決定……………………………家族には意思決定できる能力があることを信じる

③家族の文化に応じた対応…………………それぞれの家族に適切に対応したり、文化・言語を大切にする

④継続性のある安定した生活環境の確保…子どもの居場所が転々としないようにする

⑤家族を維持する……………………………できるだけ家族と一緒にいられるようにする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できないときは子どものアイデンティティを大切にする

⑥家族の強みに焦点をあてる  ……………家族の問題に焦点をあてるのではなく、家族の強み（strength）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    生かす

〜エンパワーメントの 6 つの視点〜

講師は、ニュージーランドの代表的な植物「ハラキキ」を家族にたとえ、
次のように語った。「FGCは家族が崩壊しないための支援である。培っ
てきた精神と文化、生命をつなぎ、若い命につないでいく。若い命を刈
り取ってしまえば、その精神と文化、命が途絶えてしまう」と。周りにあ
る葉は先祖や家族、そして中央にある新しくできた芽は若者だという。
若い者をいつもやさしく包みこむといった「ハラキキの葉」のたとえは、
FGCの精神を象徴するものであった。

事コ 事ラ 事ム 【ハラキキの葉】
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（3）FGC の 2 つの流れ

FGCには、ユースジャスティス（触法少年対

応）とケアアンドプロテクション（要保護児童対

応）の2タイプがある。そもそも、ニュージーラン

ドの児童福祉は、非行児童への教護的な対応

ではじまったという経緯がある。1867年には「要

保護児童および非行児童法」、1882年には「強

制訓練学校法」などいずれも教護問題を中心に

して広がっていった。そして、1989年の新法に

よって触法少年に対する考え方も大きく変わって

いった。

それまでは触法少年が問題を起こすと家庭の

問題として捉え、政府が子どもをコミュニティか

ら引き離して閉鎖施設に入所させていた。そこ

では更生というよりは罰を与え続けていた。時

期が来てコミュニティに返したくても根本的な問

題の解決に至っていないこともあり、うまくいか

ないことも多かった。そうした流れの中で、触法

少年に対し、罰を与えるのではなく、子ども自身

にその罪の責任を感じさせ、犯した罪と徹底的

に向き合わさせることこそが、再犯を防ぐもので

あると考えられるようになった。

一方、このように触法少年の更生に向けての

取り組みも必要であったが、同時に被虐待児や

養護が必要な子どもの問題も深刻化していた。

こうした背景もあり、ユースジャスティス対応の

FGCと、ケアアンドプロテクション対応のFGC

という2タイプのFGCが導入されていった。ユー

スジャスティスFGCでは「犯した罪の責任を負う

こと」を、またケアアンドプロテクションFGCでは

「子どものパーマネンシーの保障」を目的として

いる。なお、裁判所については、ユースジャスティ

スでは地方裁判所（成人と同じ）や少年裁判所

がケアンドプロテクションでは家庭裁判所が対

応することとなっている。以下、ユースジャスティ

スFGCと、ケアアンドプロテクションFGCにつ

いて概観していく。

（4）ユースジャスティス FGC

前述したように、ユースジャスティスFGC開催

の目的は、犯罪を犯した児童に、自分の犯した

罪の責任を実感させたり、社会に対してなんらか

の責任を負わせ、彼らがその後社会復帰できるよ

うに支援することである。何よりも本人自身が自

分の罪を認め、二度としないという気持ちを充分

持つことで、触法少年は必ず更生できると言う考

え方を中心に考えている。触法少年の問題に関

しては、本人自身の問題に加え、被害者側の問

題もある。被害者は加害者と同じところに立つ権

利があり、意見を述べる権利もある。加害少年は

その声を直接聞かねばならない。さらに被害者は

加害少年がその後どのようになったかを知る権利

を有している。ユースジャスティスFGCにおいては、

被害者が参加することも特筆すべき点である。

1961年の刑法では10歳以上の子どもは裁判

にかけられる年齢であると規定されているが、し

かし同時に刑法では10歳から13歳までは刑罰

を受ける対象ではないとも規定されている。その

前提のもとに、新法では13歳までの子どもが罪

を犯した場合、年齢を考慮して対応することに

なっている。罪を犯した子どもが14歳から17歳

の場合は必ずFGCを受けることが定められてい

るが、警察やソーシャルワーカーは調査結果を裁

判所に報告する義務があるが、できるだけ子ども

が裁判に出なくてもいいようにすることを前提に

している。

また、少年犯罪に関する法律では、当然のこ

とながら重い罪と軽い罪によって処遇が異なって

いる。重犯罪･（性犯罪・放火・国家機密漏洩な

ど）･の場合は逮捕後、少年裁判や地方裁判所に

送られる。この場合は、逮捕後7日以内にFGC

を終了させなければならない。その間、触法少

年はファナウ（Whanau：広義での家族）やハプ

（Hapu：ファナウの集合体、部族）などの拡大

家族の元におかれることもある。これは、なる

べく子どもや家族の文化を尊重するためである。



3�

また、犯罪の度合いによっては、政府が認定し、

専門的に訓練された里親や閉鎖施設で生活する

場合もある。軽犯罪や初犯の場合は、逮捕せ

ずに警察による注意や警告などで終了する場合

がある。この場合は、重犯罪と違い、逮捕後6

週間以内の間にFGCを終了させることになるが、

それまでの期間、ほとんどのケースは元の家庭

で生活をしている。また、犯罪の内容によって

は2カ月の観察期間を経て、少年裁判のコーディ

ネーターに報告されることもある。問題がなけれ

ばその時点でケースとしての扱いは終了する。そ

れで充分と判断されなかったときには状況をもっ

と詳しく調査させ、その報告書がユースジャスティ

スコーディネーターに送られ、再度のFGC開催

となる。

触法少年のうち逮捕せずに済ませることがで

きるケースは全体の85％。大多数は軽犯罪で、

重犯罪は全体の15％である。また、このユース

ジャスティスFGCの基本的な考え方は効果をあ

げていて、現在の再犯率は4％とのことである。

（5） ケアアンドプロテクション FGC

ケアアンドプロテクションFGC開催の目的は、

子どものケアを政府の保護下（施設収容）に置くも

のだけとせず、そうした子どもを減らしていくこと、

および、子どものパーマネンシーを保障することで

ある。具体的にはまずは家族が責任を持って子ど

もを養育していくという解決策、それが不可能な

場合には里親への委託という策が取られる。

ケアアンドプロテクションFGCでは、法律の

下に保護が必要であると判断される児童（生前

〜17歳まで）全てが対象となる。まず、虐待通告

などがコールセンター（オークランド、24時間対

応）に入った後、すぐに「子ども・青年・家庭サー

ビス局（CYF）」が調査を始める。CYFの調査で

虐待の事実が判明した際には、親の同意のもと、

あるいは親の同意の有無にかかわらず子どもを

保護することができることが法的に規定されてい

る。緊急の場合、通告から調査、裁判所への保

護の申請など含めて、令状が出るまでの時期は

最短で2〜3時間、通常でも数時間である。こ

の緊急保護のための令状は有効期間が5日間で

あり、すぐに次のケア方針を準備しておかなくて

はならない。通常の流れの場合でも、最長で28

日間までの保護になる。子どもが虐待されている

と判断された場合は、子どもをすぐに保護し、5

日以内に虐待についての報告書を裁判所に提出

する義務がある。また、その情報をケアアンドプ

ロテクションコーディネーターに報告する。虐待

がはっきりしない、あるいは疑わしい状態である

が故に、5日間で保護解除にならない場合は、

その後の保護先を再度決めなくてはならない。

保護する場所については、より近い家族から、

●所 感●

　ユースジャスティスFGCの理念として、触法少年を閉鎖施設に入れ、外との関係を遮断して罰を与え

るだけではなく、触法少年が自分の犯した犯罪と徹底して向き合うことをシステム化している点で興味

深い制度である。また、被害者の支援が重要視されている点でも日本との相違を感じた。日本では加害

少年がどういう経過で罰を受け、その後どうなっているのかを開示しない傾向がある。また被害者の家

族には知らされる情報が限られてしまっている。なお、日本で少年院を出所した子どもの再犯率は20

〜25％といわれているが、ニュージーランドでは、再犯率が 4％にとどまっている実情があるとのこと

である。日本でもさまざまなプログラムで子どもを更生させようとしているが、大人の感覚重視の指導

になっていないだろうか。「子どもの立場に立って」という基本的な考え方をどのように生かすかがとて

も重要ではないだろうかと感じた。
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受け入れが可能かを検討していくことが法律で

決められている。家族や親族が難しい場合は、

専門的に訓練された里親に預けることもあるとい

う。この里親は一時保護を目的として認定され

た里親である。

また、FGC開催後の流れとしては、FGCで出

された結論について全員の合意が得られればそ

こで終了となる。合意に至らなければ、再び裁

判所にケースが戻されて、審議され、処分が決

定されることになっている。なおケースによって

は再度FGC開催となる場合もある。

（「的確で迅速なソーシャルワーク実践の総合

システム」･図を参照）

（6）2 つの FGC の違いと共通点

ユースジャスティスFGCとケアアンドプロテクショ

ンFGCの違いを以下に述べる。まず、ユースジャ

スティスFGCの目的は、触法少年をできるだけ家

族やコミュニティーに置くことを基本とし政府の介

入を最小限にすることである。また、子ども自身

が自分の罪の責任を負い、その後スムーズに社会

復帰ができるようになることである。一方、ケアア

ンドプロテクションFGCの目的は、保護を中心に、

子どものパーマネンシーを保障することにある。ま

た、ケアアンドプロテクションでは、ソーシャルワー

カーが、ユースジャスティスでは警察が中心にかか

わっていくことになっている。

FGC開催の目的は両者でのいくらかの違いは

あるものの、いずれの場合にも共通していること

は子どものウェルビーイングは、下図の4つの視

点（身体的健康・感じ方や考え方・家族・精神

的世界）が同時に存在しなければ保たれないと

いう考え方にある（マオリオーラと呼ばれている：

下図）。この子どものウェルビーイングの視点を

ベースにして、「家族は問題を解決していく強みや

力（strength）を持っている」そして「家族は問題

を解決していく責任がある」という考えが両者の

基本理念となっている。

（7）（FGCの進行役である）コーディネーターについて

FGCは、法律によって規定された上級の公的

な役職であるコーディネーターが中心となって進行

される。コーディネーターについては、その役割が

法律で規定されている。ケアアンドプロテクション

ならびにユースジャスティスともに、第1に子どもの

ケアを最優先に考えること、第2にケアについては

その実現のために家族をサポートし、政府の介入

は最小限に留めることである。家族分離の場合も

できるだけ早く家庭に戻すような支援がとられなけ

ればならない。

FGC開催までのコーディネーターの役割として

は、①FGC開催のための準備、②FGC参加メン

バーの決定、③FGC参加家族との参加同意の形

成、があり、FGC開催後もフィードバックをする。

FGCコーディネーターは、会の開催中には、常に

中立な立場でいることが求められる。コーディネー

ターは、FGCにおいてはファシリテーター（会の参

加者が平等に意見を言えるように進行する）、ネゴ

シエーター（交渉を行う）、メディエーター（参加者

間の意見の相違を調整する）としての役割を担って

いる。また、コーディネーターは専門家として環境

を整えることが重要である。またソーシャルワーカー

とのお互いの役割を理解しながら、協働し、法の

下に判断をするのが大原則である。つまり、コー

ディネーターに重要なことは、法的なステップを踏

むこと、及び、事前準備を徹底的に行うことであ

る。また、家族と関係者の対立がある場合は、そ

①身体的健康 

③家族 

②感じ方・考え方 

④精神的世界 

ニュージーランドの提唱する 
子どものウェルビーイングの4つの視点 

血縁の家族のみでなく 
心理的なつながりの 
家族も含む） 
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1.4  FGC の枠組み　

　 

ソーシャルワーカー 
　　　　＋ 
コーディネーター 
親・保護者 
家族・親族 
本人 
関係者（学校・医師・専門家など） 
　　　　＋ 
被害者 
警察 
弁護士 
触法少年 

対  象 ファミリー グループ カンファレンス（FGC） 焦  点 参加者 

 

Care and Protection 
要保護児童 

Youth Justice 
触法少年 
・ 重犯罪の場合 
  （7日以内にFGC開催） 
・ 軽犯罪の場合 
  （6週間以内にFGC開催） 

　生前〜17歳以下 子どもの保護 

  10歳〜17歳以下 
＊14歳〜17歳において 
　は、必ずFGCにかける 

犯した罪の責任を担うこと 

● エンパワーメント  ………… 家族に意思決定の権限、力を与える
     ● メンバーシップ  …………… メンバーが自発的に役割分担と責任を持てるようにする
     ● あきらめない心 …………… 人は必ず変わることができると信じて疑わない
     ● 強みを引き出す …………… 家族のよいところ、強みを引き出すことに焦点をあてる
     ● 対話を大切にする ………… 家族の話をとにかく聞き、家族自身が、問題をどう捉えているかを知る

● 信じること ………………… 家族ごとの違いをしっかり理解し、家族の力を信じる

～コーディネーターの心得～

れを事前に調停しておく。また協議中においてエ

キサイトしてしまう状況があった場合それを調整す

ることも必要となる。

・ 上級の公的な役職（CYF 職員）

・ コーディネーター数は、全国でケアアンドプロテクションで 30 名、ユースジャ

スティスで 60 名の合計 90 名。1 人が週に 2 〜 3 ケースを担当している

・ 年齢の規定はない（CYF 現職の年齢は 33 歳〜 59 歳）

・ 資格は特にないが、コミュニケーション能力、コーディネートする能力の高さ、

知識、人間性など現場での実力が重視される　

【職種：FGC コーディネーター】

座っているのは講師のスーさん



4�

NEW ZEALAND

（1）  FGC の対象者

FGCは前述したとおり2通りあり、ケアアンド

プロテクション（要保護児童対応）とユースジャス

ティス（触法少年対応）に分かれている。それぞ

れで、対象年齢やFGCの目的は異なっている。

ケアアンドプロテクションでは、法律の下に保護

が必要であると判断される児童すべてが対象であ

り、年齢は生前から17歳までである。ユースジャ

スティスの場合は、触法少年が対象である。新法

では、13歳までの子どもが罪を犯した場合、年

齢を考慮して対応することになっている。罪を犯

した子どもが14歳から17歳の場合は、必ずFGC

を受けることになっている。

（2）FGC の参加者

コーディネーターを中心に、必要な人は誰でも

参加が可能である（右図参照）。基本的には、家

族（広義の意味で）、親族、本人、ソーシャルワー

カー、コミュニティのメンバーなどが参加する。ま

た、子どもに虐待問題があり、医師が関与して

いる際は、医師が参加することもある。触法少

年の場合には、本人の参加は義務であり、警察、

被害者、被害者の支援者や弁護士も参加するこ

とになっている。FGCは、家族、親族の出席を

重視し、専門職の出席は最小限にとどめられ、

あくまでも意思決定は家族が中心となって行う。

なお、FGCへの参加の制限については、コー

ディネーターのみが参加者を制限する権限を持っ

ている。制限の基準は、子どもの利益に鑑みて

有害である可能性がある者としている。子どもの

最善の利益を考慮した上で、参加を拒否する場

合は、裁判所に書面にてその理由を提出しなけ

ればならない。なお触法少年の場合は、犯した

罪の責任をとらせることや、被害者の権利を守る

といった視点から、誰であってもその参加を拒む

ことはできない。

（3）FGC 開催までの準備

コーディネーターは家族を中心に開催日時、開

催場所、開催時の儀式の確認など事前打ち合

わせを行う。また、家族の文化を尊重し、家族

との話し合いを事前にしっかりしておくことが必

要である。複数の文化的背景をもった参加者が

混在することもあり、それぞれの文化に則った

開会儀式を行う必要がある。多民族の場合は通

訳を雇うなどの配慮が必要で、コーディネーター

は服装なども含めて参加者の文化的背景を理解

をすることが大切である。開催場所は、その家

族の伝統や生き方、文化を考慮し、柔軟に対応

する。その家族にとって安心できるところが基本

であり、CYFに都合の良い方法や場所を優先さ

せてはいけない。なおユースジャスティスの場合

には、被害者心情とのバランスを考慮して中立的

な場所で行う。

開催期間は、ユースジャスティスでは準備期間

が最長2週間で、開催期間は最長1カ月と法で

規定されており、6週間以内にはすべてが終了す

ることになっている。ケアアンドプロテクション

では、子ども（乳幼児であればより早期に）に合

わせることになっており、開催期間の明確な規

定はない。なお、開催にあたり、参加するため

の交通費用などは、状況に応じて政府が一部負

担することもある。

関係者 
（学校・医師・専門家など） 

本人 
要保護児童・触法少年 

コーディネーター 

被害者 警察 

弁護士 家族・親族 
ファミリー 
グループ 

カンファレンス 
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（4）FGC における情報漏洩の罰則

FGCで得た情報は決して外部に漏らしてはい

けないと法で規定されている。情報漏洩につい

ては罰金が課せられる〔家族の場合NZ＄2千（15

万円）、団体や関係者にはNZ＄1万（75万円）〕。

しかし、例外として、（FGCにおいて）性的虐待の

事実など、非常に深刻な事実が把握された場合

にのみ、FGC終了後、家族の承諾を得て警察に

報告されることになる。FGCの最終結論のみが

裁判所に書面で提出され、それ以外の情報は決

して外部に漏らさないことになっている。

1.5  FGC の具体的流れ

FGCの流れには大きく3つの局面がある。「情報

共有⇒ファミリータイム（家族会議）⇒合意」が大き

な流れである。FGC開催前には、その文化に特有

な歓迎の儀式で始まるのが通例である。以下、よ

り具体的な流れを説明する。

（1）FGC のルールについての事前説明

事前に、FGCを開催する目的を説明し、家族

の参画を重視するという法律のもとに行われる

ことを伝える。また、コーディネーターは、参加

者にヤジや罵倒、また相手の話を遮ってはいけ

ないなど、会進行中のルールを確認する。さらに、

重要なこととして、FGCで話された情報を外部

には決して漏らさないという義務が課せられてい

ることも確認する。

（2）開催の儀式

FGCのオープニングは、その文化にあった歓

迎の儀式で始まるのが通例である。コーディネー

ターは、事前にFGC参加者の文化などもよく熟

知しておく必要がある。

（3）情報共有

最初に、FGCにケースを寄せた人（ソーシャル

ワーカーまたは警察）が、ケースを寄せた理由を

参加者に説明する。ケアアンドプロテクションの

場合は、ソーシャルワーカーが、「何を心配してい

るのか」を説明する。ユースジャスティスの場合は、

主に警察から、犯罪の内容についての概要説明

が行われる。

次に、ケースを寄せた人以外の参加者（コミュ

ニティの人々や専門家など）から、必要な情報の

提供を行ってもらい、その情報を共有する。情報

共有では、事実の開示に留まらず、それに対す

る意見や異議を唱えたり、質問をするなどして、

情報の中身をはっきりさせることが必要である。

（4）ファミリータイム（家族会議）

情報が十分に共有された後、家族や親族など

の身内のみによる会議が行われる。コーディネー

ターは、ファミリータイムに移る前に、家族のニー

ズを浮き彫りにし、「最悪の事態が起きないために

家族ができることは何か」に触れるなど、家族に

問題解決への意識を高めておく必要がある。（例：

「もし子どもが亡くなったら、埋葬するのはあなた

ですよ」）

ファミリータイムでは、どうやって子どものケア

を実現するかなどについて、自分たちで考え答え

を出す機会をつくることが重要である。ユースジャ

スティスの場合は、今後、子ども自身が犯した犯

罪にどう向き合っていくのかについて話し合う。

解決策が家族で導きだされるまでコーディネー

ターは待つ。この時間は、専門家（ソーシャルワー

カー）も席を外し、家族のみで、子どもの今後の

ケアについて正直に意見交換を行う。しかし、

家族だけで行き詰ったときは、家族の要望によ

り会議の外（決して家族の話し合いの場には入っ

ていかない）で、専門家から助言を得ることがで

きる。専門家は、その家族の持つ特有の強みの

存在と、家族が解決策を導き出す力を持ってい

ることを信じる。

家族がFGCに意欲的でない場合もあるが、

そのときは家族のみに留まらず、コミュニティの

中にいる人々とつながるような努力をしていくこ



44

NEW ZEALAND

とが必要になる。

（5）合  意

ファミリータイムで解決策が導き出された後、

退席していたメンバーが、再びFGCの会議の場

に戻される。ここでは、意思決定における協働

の理念が強化される。家族や親族と本人（12歳

以上は必ず本人の同意が必要）が合意した後、

会議の参加者（ソーシャルワーカー、警察、法的

代弁者、被害者、裁判所が参加を任命した人な

ど）との間で、決定に向けた合意点を探っていく。

最低条件として、その子の安全が確保される

かと、そのプランを実行するときに危険がない

か、が問われる。場合によっては、家族の解決

策に微調整を加えてより強化することもある。し

かし、基本的には家族が問題を一番理解してい

ると捉え、家族の打ち出した解決策が、家族が

今後責任を持って実践していくことができるもの

と考える。

決定した解決策は、コーディネーターが計画の

中身と、作業内容を書面化する。なお、この会

議で出された解決策には、法的な拘束力があり、

その後きちんと実行されていないと、コーディ

ネーターによってはその理由や原因が調べられ、

再びFGCが召集されることもある。

これまでFGCでは、その約90％が合意に

達しているが、合意に達さなかった場合には、

再び家庭裁判所に戻されることとなる。なお、

FGCで出された最終決定で、家族や本人が何ら

かのプログラムを受けることになった場合に、経

済的に困窮していれば、ソーシャルワーカーが政

府と費用の交渉を行う。政府が全額負担するこ

とはなく、家族の責任として、必ず一部は家族

負担となる。

（6）閉会の儀式

FGCでは、開会、閉会の儀式も重要視してい

る。それぞれの文化にあった儀式を行う。

（7）モニタリング

ソーシャルワーカーは、計画通りに解決策が

実行されているかどうか、そのモニタリングを行

い、その経過をコーディネーターに報告する。

モニタリングの意味としては、計画からズレてい

かないようにすることと問題の再発を防ぐこと

にある。

モニタリングによるレポートの提出は、7歳未

満の場合は半年に1回、7歳以上の場合は、1

年に1回行うが、それより短い場合もある。ユー

スジャスティスの場合は、FGCの前にすでに家

族がなんらかの対応を行っている場合もあり、

その際には罰の重複にならないように短いプラ

ンになることもある。計画が実行されていないと

きは、FGC同意者の最低2名が再度FGCを開

催する必要があると認めた場合に、コーディネー

ターの判断によってFGCが再度開かれ、何が悪

かったのかを再検討する。

1.6  FGC の課題

FGCを開催した場合、家族や参加者から思いも

よらない意見が出ることがある。開催するまでには

家族の中で、子どもも交えて話す機会もなかった

が、FGCを通して、家族の絆を再確認する機会と

なっている。

しかし、これまでのFGC実践を検証すると実際

に家族とパートナーシップを築く難しさや、家族か

ら力を引き出すことの難しさ等いくつかの課題があ

る。しかし多くの困難があってもFGCをやるだけ

の大きな価値はある、との講師のお話があった。

併せて、今後さらにFGCを発展させ、子どもの最

善の利益を追求するための主な課題は以下のとお

りとのことであった。

①力を専門家から家族にシフトしていくことの困

難さ。実際に、力のシフトは困難なことが多

いが、あくまでも主体は家族という視点を持

ち続けることが大切である。

②ファミリータイムで出された解決策には、最終
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・家族とのパートナーシップを築ける

・家族の持つ文化への適切な対応が実現する

・早期に介入することで子どものより安全な生活が確保され、ウェルビーイングが

   実現できる

・子どもの居所が転 と々せず、安定・継続した生活が実現できる

・子どもの犯罪に対しては、その責任を自分自身で負うことができる

ウェリントン最終日に、スタッフよりプレゼントをいただいた。講師であ
るモニカ氏がデザインしたパンフレットと、マオリのコンセプトを示した
しおりが入っていた。パンフレット中央の黄色いロゴは、家族やコミュニ
ティーに守られる子ども、それを支える環境、サポートする人をあらわし
ている。ロゴの黄色は、あたたかさ、太陽、専門性を、そして背景の紫
色は、癒しを意味している。「これは、私たちの前向きな姿勢や、私たち
がどこから来て、何を大事にして、どのような仕事をしなければならない
のかを示すものである」と話させれるモニカ氏の目は、専門職としての誇り
と、ほんとうに大切にすべき精神とは何かを伝えてくれるものであった。

事コ 事ラ 事ム

的にソーシャルワーカーや警察の同意が必要

であり、すぐに承認されることが少ない現状

がある。家族の力を信じることが主体だが、

やはり、会に参加するメンバー全員で、より良

い決策を検討していく必要がある。

③通常FGCで話すのは大人であり、多くの子ど

もは本当の思いを表明できないことが多い。

子どもの意見や観点を真摯に聞くことが大切

である。

④より多くの機関がサービスを提供できるような

体制を整えることが必要である。予算にも限

りがあるが、できる限り予算を獲得していく。

⑤ソーシャルワーカーや医者などの専門職が、

家族に何ができるのかということを自分の役

割を通して考えていくこと、そしてその意見を

聞くことが重要である。

1.7  FGC の効果と影響

FGCの実践は、子どものケアと保護について家

族、親族、部族などの幅の広いコミュニティが持っ

ている力や強みを認識しながら効果を発揮してい

くものである。政府はこのFGCの重要性を認識し、

法律に規定した。FGCがどのような形で家族に

利益を及ぼすかについては以下にあげる。

～ FGC の効果～

講師のモニカさん
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・･ファミリー・グループ・カンファレンスFGC　子ども家庭ソーシャルワーク実践の新たなモデル

･ マリー・コノリー　マーガレット・マッケンジー著　高橋重宏監訳　有斐閣　2005

・･第29回（2003年度）資生堂財団児童福祉海外研修報告書　財団法人･･資生堂社会福祉事業団　2004

・･世界の社会福祉⑩オーストラリア、ニュージーランド　仲村優一　一番ヶ瀬康子著　旬報社　2000

●参考資料●

　　　    FGC対象になるケースは増加しているということですが、それはどう評価していますか？

FGCがうまく機能していることの表れ。虐待予防の啓発活動の効果、またFGCへ
の期待の表われとも考えられる。若年層からの通報も増えており、地域での認識が高
まってきていると理解している。

Ｑ1.

A.

　　　    これまでFGCにあがってきた中で、虐待の世代間連鎖というケースはありましたか？

世代間で連鎖するというケースも確かにあった。しかし、虐待の連鎖をFGC開催に
よって、断ち切られていることも事実。FGCでケアされたことで、実親のみならず家
族機能が強化され、虐待連鎖が終わることもある。

Ｑ2.

A.

　　　    FGC参加を拒む人にはどのような対応をしているのですか？

FGC参加へ抵抗がある人もいるが、先住民マオリ族の伝
統では、家族で責任をとる考えが古来からある。法で規定
されているFGCにおいて、「家族の問題を輪の中にさらけ出
すことから始まる」ということを伝えていく。“あなたのまま
のあなたでいい”と伝えながら。

Ｑ3.

A.

　　　    FGCの中で、性的虐待が発覚することもありますか？

過去の4年間で3例ほどあった。会議の開催後に初めて発覚するというより、事前に
確認されていることが多い。ソーシャルワーカーによる家庭調査の段階で、本人から語
られることもある。ユースジャスティスの場合では、本人の健康診断（心理的診断を含
めて）で、事実が発覚することがある。触法少年の問題行動の背景に、性的虐待の問題
が隠れていることもある。FGCの場で、家族に安心して話をしてもらうためにも、事前
に守秘義務について確認しておく必要がある。FGCが存在する前は、性的虐待の事実
を隠蔽することが多かったが、法の下で開催されるということで、性的虐待の事実を家
族が認めやすくなったことがある。ただし、男児の性的虐待が明るみにでるケースは今
だ少なく、把握が困難状況にある。

Ｑ4.

A.

事質 事疑 事応 事答

講義風景
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ここでは、私たちが体験したユースジャスティスFGCの模擬演習を再現してみたい。

 ●ロールプレイの設定

　15歳の少年ジョンは、友人と共に住居に侵入して盗みを働き警察に逮捕された。
彼については、1年前にもケアアンドプロテクションFGCがかかわっていた。

　彼は父親マイク、母親ドナ、弟ピーター 13 歳、弟タネ9 歳と暮らす5人家族であ
る。この家族には、以前から父母間の家庭内暴力の問題があった。1年前のジョンの
FGCも、この問題によるものである。いま、家族全員がカウンセリングケアを受け、
暴力の加害者である父親は「男性のための暴力抑止プログラム（Stoping Violence 
Corse）」 に参加している。家庭内暴力の問題を解決しようと努力している中、ジョン
の犯罪行為が発生したのだった。

　父親マイクは、このFGCに参加することには消極的である。自分はジョンの犯罪行為
について無関係だと思っている。そのため、責任は一切負いたくないと思っており言葉少な
い態度。
　息子をとても心配している母親ドナは激しく動揺しており、最良の支援が見つかること
を強く願っており、なんとか息子と家族を一緒に生活をさせたいと思っている。家庭内で
は、家族の雰囲気を落ち着かせるよう努めており、FGCの場においても同様であった。
そのため子どもに対して反省を促す一方、父親に対しても厳しくしないように求めている。
また、被害者に対しては非常に申し訳ないと思っている。

　代々伝わる家宝の宝石を盗まれた被害者ウォレスは憤慨している。しかし、
FGCでは徐々にジョンへの更生を願うようになっている。
　弁護士ブラウンはジョンの法的代弁者として出席している。すでにジョンとの
面談を済ませ、ジョンがどのような罰を受けるべきかを、さまざまな視点から総
合的に判断して意見を述べ、ジョンの良い点もFGCで伝える。また合意の場に
も出席する。
　ソーシャルワーカーは、ケアアンドプロテクションの支援に関する情報開

示と、「情報共有」の場での情報提供のみであるが、ジョンの問題行動のサインがあったにもかかわらず、犯罪行為
を防げなかった保護者の養育姿勢に憤慨している。
夫婦間暴力の問題を改善することを強く求めている。

こうしてジョンのユースジャスティスFGCは開催される。

　〜さまざまな配慮とマオリの人々の円座の意味〜
①席順などの配慮
　・被害者を守る＝被害者はコーディネーターの隣、警察の近くに着席する。
　・専門家は家族の真正面は避ける。また専門家が多すぎない配慮も行う。
②座席配置の配慮
●“コの字”に似た半円形＝各参加者すべての顔が見えるための配置。威圧的な態

度や促しなどによる、本人や家族、被害者などに対する発言のコントロールを防ぐ。
●“大家族”マオリの人々の円座＝大きな１列の円形に座り参加者が陰に隠れること

がないようにする。また円形に座ることには、“話さなければならない全ての事柄を
中心に出す”という、大変重要な意味を併せ持っている。

被害者ウォレス

弁護士 ソーシャル
ワーカー

ジョンの家族

ジョンは警察に

ジョンを心配する母

マオリの円座

1.8  FGCロールプレイ

ロールプレイ風景

事コ 事ラ 事ム
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  開会の儀式	①	

②	

③	

④	

  情報の開示と共有	

  ファミリータイム 	※通常はここで休憩時間を設定し、食べ物を準備するそうです。  	

  合 意	

 

●祈り、ジョンからの一言 
●自己紹介 
●FGCの基本的ルール説明 
●ジョンに対する本FGCの目的説明 
●その他の全体説明 

家族で午後のプランを協議 
●ジョンの20時間の奉仕活動 
●保護者による弁償とジョンの 
　アルバイトによる返済 
●父親の暴力と飲酒の禁止 
●ジョンの髪型の変更 

●家族からプランの 
　提示と各意見調整 
●被害者の起訴取り 
　下げ確認 
●プランの決定 
 

●警察による情報開示 
●守秘義務と情報漏洩の禁止説明 
●教育ケアアセスメント情報開示 
●保健ケアアセスメント情報開示 
　 
〜開示された情報の同意確認〜 
●ソーシャルワーカーの意見聴取 
　 
〜父親に対する事実確認と原因への同意確認〜 
●今後のケアプラン実施の説明 
●ジョンの心情確認 
●被害者の心情確認 
●家族会議への導入 
 

・出席者に対して出席者相互の意見
尊重と意見交換の基本的ルール、
FGCという機会を尊重すべきこと
について、コーディネーターが説
明します。 

・ジョンに対して、自分の犯した罪
による周囲への影響を考えながら
臨むように促します。 

・FGCの進行とそれぞれの意味につ
いての説明がなされ、出席者から
の情報開示へ進みます。 

・警察はジョンに対して、犯した罪や、相当する量刑への理解が出
来ているか確認して、罪状認否をします。罪を認めたジョンを支
持する言葉も………。 

・学校は学習やスポーツ等についてジョンの“強み”と、その強み
が発揮されるには両親のサポートが必要とした上で、ジョンの欠
席傾向と粗暴な行為が目立ってきていること、祖母と暮らしたい
という意向があること、友人関係の不安などの情報と意見を述べ、
スクールカウンセラー等による支援を受けることを提案します。 

・保健機関は、ジョンの低い自尊感情や家族思いの本児が抱える家
庭での心情、祖母の精神的なサポートについて説明し、保健所が
学校と協力してカウンセリングサポートを提案します。 

・提供された情報について、父親は自分の行動の影響を認めなかっ
たため、以前からかかわってきたソーシャルワーカーが、家族問
題の悪影響を指摘し、再度父親に同意の可否を問い、最終的に父
親はそれを認めるに至ります。 

・ケアアンドプロテクションFGCで合意されたケアプランは継続し
て実行し、父親の暴力抑止プログラムへの参加も続けるよう、コ
ーディネーターが説明します。 

・ジョンはなぜ犯罪行為を行ったのか？被害者の気持ちはどうか？
被害者はどのような補償を求めるのか？をそれぞれに確認。さ
らにジョンには、自分が犯罪を犯したときの母親の心情につい
て考えさせたり、父親に話さなかった理由についても確認し、
父親は暴力的だから話さなかったというジョンの理由に対して、
学校などでの彼の粗暴な行為が父親の行為と一致していること
も指摘しています。 

・家族会議への移行前に弁護士と警察も本家庭に求める改善内容を
述べます。特に警察は学校に通学して、好きなスポーツに励むこ
とと父親の養育態度の改善を求めています。 

・コーディネーターは家族会議の協議における留意点として、被害
者、ジョン、警察の3者にとって正しい対応であり、納得できる
ものを導き出すよう説明します。また、奉仕活動による償いは、
ジョンの年齢に対しては20時間〜200時間と法に規定されてい
ることも併せて説明します。 

・ジョン自身の謝罪からスタートし、奉
仕活動は具体的にどこで行うのか、奉
仕活動の時間は罪に見合うものであるか、
被害者心情に見合うか、などを、警察、
被害者に確認して同意を得ながら進行
します。 

・ジョンの法的代理人である弁護士も提
案されたプランが適正であると認め、
忠実に実行されるとして合意に至ります。 

 

イラスト協力：海老原 裕里氏（同仁会乳児院）

合意での様子。この時点では、ジョンは家族のそばで
コーディネーターの話に耳を傾けています。

罪悪感のジョン 罪を認めたジョンを支持

FGC 開式

1.9  FGCの実際
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●FGCのロールプレイ参加者の所感●

◆ 父役（原田）

　役割としては、DVを行う暴力的な父であり、非協力的な父親としての態度が要求された。しかし、
実際に参加してみると、コーディネーターの絶妙なタイミングでの問いかけは、通訳を介してもなお有
効であり、最終的には前向きに参加するようになっていった。その点においては、トレーニングされた
コーディネーターのスキルの高さを感じた。ファミリータイムでは、事前にコーディネーターより、拒否
した場合の制裁事項が明確に提示されており、話し合いに前向きに参加しなければならないという心理
状態になっていた。また、親として子どもに謝罪することも明確に提示されており、話し合いがスムー
ズに進んだことにも感心した。

◆ 母役（岡本）

　ロールプレイで今回、母親役をさせて頂き、実際に当事者がその場に居る体験を少し分かったような
気がした。自分の気持ちなどはっきり言える場所、これから子どものためにどうしたらよいか、皆と考え
る場と感じ取れた。
　その中で、コーディネーターの役割はとても重要なことだと認識した。さまざまな課題を抱えた家族
の支援や被害者のために、どのように問題を解決してくのかを考え、話し合いをまとめていくことの大
変さも理解できた。
　ここで体験できたことを自分なりに仕事で活用していこうと思った。自分自身、利用者の方にどう支援
していくか、どうやって気持ちを引き出すのかについて勉強になった。

◆ 弁護士役（三村）

　触法少年の弁護士の役割であった。弁護士は、少年の気持ちや、少年の良いところを引き出す（主張
する）代弁者役としての役割があったが、一方で、全体のバランスをとって（被害者心情も理解しながら）
発言しなければならないという要請もあり、発言には苦慮した。ロールプレイ終了後には、もう少し少
年の良いところを主張できたらよかったと感じた。FGCに弁護士が参加することで、FGCが権威づけ
られ、再犯防止、贖罪、さらには更生に向けて家族を取り巻く人々のこれからの活動の動機づけとなる
ような意味づけを感じた（コーディネーターの意図を強く感じた）。同時に、約束を果たさないと厳しい
プロセスになることもやむをえない、というコーディネーターの強い決意を感じた。うまくいけばそれで
いいし、いかなければ厳しい処分へのプロセスの一部として成立するのだと思った。

◆ 被害者役（浅見）

　被害者を察する思いやりある言葉の繰り返しや、加害者に対し被害者のつらさを思いやるように促す
コーディネーターの言葉には、自分の苦しさ、怒りをきちんと受け止めてくれる人がいるという安心感と
救われる思いを感じさせられた。実際には、もっと激しい感情が行き交うのだろうから、コーディネー
ターの果たす役割は大きいと感じた。

◆ ソーシャルワーカー役（伊藤）

　過日の研修で、ソーシャルワーカーのような専門家の介入は、コミュニティの人々や、家族間での話し
合いの内容を誘導してしまう恐れがあるため、FGCには絶対に専門家を入れないという話であった。し
かし、対象の子どもが過去にケアを受けている場合に、専門家による情報提供、その内容の事実確認
を行う必要がある場合には、初めの「情報共有」の場と最後のみ参加した。コーディネーターによる細
かい事実確認が行われ、確実に出席者が納得しながら話を進めていくからこそ、その後のファミリータ
イムで、家族が本音で話し合えることを実感した。
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Memories
of

New Zealand

▲ 研修初日の集合写真
　 ウェリントン・マイケルフォウラー研修センター

▲ 昼食タイムに講師の皆さまと

▲ キウイキッズでの内田団員

▲ 折り紙を紹介する伊賀団員

▲ 休日の研修団一行（南島・トランツアルパイン観光）
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2　   ソーシャルワーク実践の仕組み プラクテス フレームワーク（Practice Framework）

2.1 フレームワークとは

ソーシャルワーカーが実践を進めるための定義や

手順がわかりやすいように図式化されたものであ

る。2005年、子ども・青年・家庭サービス局（CYF）

チーフソーシャルワーカーのマリー・コナリー氏が中

心となり作成された。このプラクテスフレームワーク

は、実践されてきた具体的な事実をもとに、倫理や

哲学及び世界の国々の研究や国内の研究成果を取

り入れ、子どもや家族のニーズに効果的に対応でき

るよう配慮されている。

フレームワークは、大きくケアアンドプロテクショ

ン（要保護児童）用とユースジャスティス（触法少年

対応）用に分けられている。それぞれ、目的や目標

に沿った考え方と実践のステップを編みこむような

形で図式化されている。ソーシャルワーカーはこの

フレームワークを行動指針として、ブレがなく、効

果的な支援が実現できるよう有効に活用している。

以下、フレームワークの「考え方」「実践のステッ

プ」の概要を説明する。

　　　　　　

　

2.2 フレームワークを形作る条件

フレームワークを作成するにあたっては前提条件

として、　　　　　　　　

①ソーシャルワーカーが社会的に価値のある専門

職であることを認める

②ソーシャルワーク協会の倫理規程及び職場内

部の倫理規定に基づいて実践をする

③独特の文化特性を認め、それに対応する必要

がある

④子どものケア及び家庭支援にあたり、さまざま

な方法を使って解決していく

の 4 項目がフレームワークの土台として取り入れら

れている。

　その他重要事項として、

①組織内のすべての人が自分たちの実践の意味

を理解するためにフレームワークが使える

②子どもや家族への支援が適切かどうかの調査

や評価を繰り返し、その結果をフレームワーク

に反映していく

ということがあげられる。

なお、ケアアンドプロテクションとユースジャス

ティスは補完的な関係にあるが、ユースジャスティス

に関してはさらに固有の定義や手順が取り入れら

れ、構成されている。
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2.3 フレームワークの目的と考え方

ケアアンドプロテクション
 

　 
 

法律や哲学･理論などを実践の基本とし、以下の成果を
あげる 

 

・虐待、ネグレクトから子どもを守る 

・ケアをする子どもの安全を確保する 

・虐待によって受けた子どもの傷つきを理解する 

・安定した環境やその中での安心できる人間関係の
保障＝子どもの幸せ（wellbeing）を再構築する 

 

①子どもを中心とした考え（法律、子どもの権利条約、
愛着理論がベース） 

②家族が主役（家族が主体的に問題解決出来るように、
多様な文化、部族への適切な対応をする） 

③ストレングス視点（問題を解決できる人間の力を信じ、
エンパワーメントの実践を手助けする） 

ユースジャスティス
 

　 
 

法律や哲学･理論･知識･調査などを実践の基本とし、
以下の成果をあげる 

 

・再犯率を下げる 

・再犯を犯しても、より軽い犯罪に止める 

・犯した罪の責任を取らせる 

・若者の幸せ（wellbeing）を再構築する 

 
 

①罪と責任に焦点をあてる （罰を与えるだけでなく、更正
するための支援策を構築する） 

②触法少年のニーズに応える（少年固有のさまざまな
ニーズ、北京ルールなどへの対応。また。犯罪を成
長過程の一つの現象として捉える） 

③家族が主役（家族が主体的に問題解決が出来るように、
多様な文化、部族への適切な対応をする） 

④ストレングス視点（問題を解決できる人間の力を信じ、
エンパワーメントの実践を手助けする） 

目

的

 

考

え

方

 

フレームワークは以上の要素が相互に編み合わさって有効に機能する 

2.4  フレームワークに取り入れられる実践のステップ（段階）

実践のステップは、ケアアンドプロテクション（保護対応）、ユースジャスティス（触法対応）ともに3段階に

分けられている。

① 介入と調査 

② 解決策を考える 

③ 子どもの安全確保と所属感の回復 

① 介入と調査 

② 解決策を考える 

③ 若者の行動を変え、行動を質的に高めていく 

ケアアンドプロテクション 
 

ユースジャスティス 
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・全ての子どもの安全、安心、ウェルビーングが考慮され
ているか 

・幼い子どもの傷つきやすい心情に十分配慮しているか 
・子どもとの信頼関係をしっかり結び、構築しようとして

いるか 
・家族分離する場合、それが十分検討され、正当性のある

決定なのか 
・決定事項に対して子どもはしっかり相談を受け、説明さ

れているか 
・子どもには自分のことについて相談する人はいるか 
 
 
 
 
 
・私たちは家族が持つどの強みを活用しようとしているのか 
・将来を想定して家族に対して、さまざまな情報や今後

起こりうる状況を、誠意と敬意を持って十分に伝えてい
るか 

・ソーシャルワーカーは障害に直面しても辛抱強く家族に
対応しているか 

・問題解決の主役は家族である、という視点で家族への勇
気づけを行っているか 

・家族の持つ文化的ニーズに対応しているか 
 
 
・我々の役割と出来ることは家族に明確になっているか 
・虐待から家族を守るという強い価値観を持っているか 
・家族を支援することと、子どもを護ることのバランスは

取れているか 
・家族を支援する手順は迅速かつ有効なものになっているか 
・家族はケアアンドプロテクションの社会資源を持ってい

るか 
・家族と深くかかわる際、我々は専門家と協働しているか 

・支援決定の際、子どもはそれに十分関与しているか 
  （例えばFGCや入所計画など） 
・支援計画には子どもの安全、安心、ウェルビーン

グが十分考慮されているか 
・愛着関係を促進するうえで、家族面・文化面・社

会面・教育面などの要素がしっかり考慮されてい
るか 

・子どもの成長過程に見合った解決策となっているか 
・子どものために弁護してくれる人などはいるか 
・支援策は子どものニーズとマッチしているか 
 
 
 
 
 
・意思決定する際、家族はそれらに十分関与してい

るか 
・家族のメンバー全員が発言の機会を与えられてい

るか 
・決定にあたっては家族が主導して行われているか 
・家族が持つ文化的側面や幅広い支援策がとられて

いるか 
・解決策を導き出すためにあたり、家族のニーズは

何かということが誰の目から見ても明らかになっ
ているか 

 
・有効性のある解決策を作成する際、家族に対する

説明や情報開示はできているか 
・解決策は家族の持つ強みと社会資源に沿っている

か 
・家族間暴力に視点がいっているか 
・家族支援のために関係する人たちは協働しているか、

また誰が何のために支援しているのか良く理解し
ているか 

・適切な支援がタイミングよくなされているか 

・子ども自身が自分はどこに所属しているのかとい
う感覚を持つことができているか 

・計画に子どもの確かな居場所、安全性、安心感な
どが考慮されているか 

・インケアになった場合、子どもの健康及び教育は
考慮されているか 

・子どもは決定された支援内容や自分に何が起きて
いるのか理解しているのか 

・子どもは家族の思い出を持っているのか（育児日
記や写真など） 

・支援の中で優先すべき事項、安定した居場所など
がしっかりモニターされているか 

・支援変更する際には十分な計画と支援がなされて
いるか 

 
・家族再統合が最優先されているか 
・家族のメンバーは子どもと定期的に会う機会が与

えられているか 
・家族が意思決定の際の主役となっているか 
・我々は家族が解決策に意欲を持って対処できるよ

うな意欲付けを行っているか 
・文化面でのサポートシステムはしっかり機能して

いるか 
・解決策は家族の文化的ニーズにしっかり対応して

いるか 
 
・転々と移り変わる不安定なケアではなく、安全な

環境を永続的に与えられる支援になっているか 
・子どもの支援にあたって親族としっかりかかわっ

ているか 
・地域に網羅されているサービスはしっかり機能し

ているか 
・支援策はしっかり調整されているか、また、我々

はじめ関係者は協働してプラン作り、見守り、プ
ランの変更等を行っているか 

・いったん同意されたサービスの見直しはされているか 

子どもが全ての中心 

家族が問題解決の主役 

人には問題を解決できる力が備わっている 

安全性の確保と所属感の回復 解決策の構築 介入と調査 

 

 

 

 

 

2.5  ケアアンドプロテクション  フレームワークの概要 

実際の編みこみキット
（ケアアンドプロテクション フレームワーク）
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・全ての子どもの安全、安心、ウェルビーングが考慮され
ているか 

・幼い子どもの傷つきやすい心情に十分配慮しているか 
・子どもとの信頼関係をしっかり結び、構築しようとして

いるか 
・家族分離する場合、それが十分検討され、正当性のある

決定なのか 
・決定事項に対して子どもはしっかり相談を受け、説明さ

れているか 
・子どもには自分のことについて相談する人はいるか 
 
 
 
 
 
・私たちは家族が持つどの強みを活用しようとしているのか 
・将来を想定して家族に対して、さまざまな情報や今後

起こりうる状況を、誠意と敬意を持って十分に伝えてい
るか 

・ソーシャルワーカーは障害に直面しても辛抱強く家族に
対応しているか 

・問題解決の主役は家族である、という視点で家族への勇
気づけを行っているか 

・家族の持つ文化的ニーズに対応しているか 
 
 
・我々の役割と出来ることは家族に明確になっているか 
・虐待から家族を守るという強い価値観を持っているか 
・家族を支援することと、子どもを護ることのバランスは

取れているか 
・家族を支援する手順は迅速かつ有効なものになっているか 
・家族はケアアンドプロテクションの社会資源を持ってい

るか 
・家族と深くかかわる際、我々は専門家と協働しているか 

・支援決定の際、子どもはそれに十分関与しているか 
  （例えばFGCや入所計画など） 
・支援計画には子どもの安全、安心、ウェルビーン

グが十分考慮されているか 
・愛着関係を促進するうえで、家族面・文化面・社

会面・教育面などの要素がしっかり考慮されてい
るか 

・子どもの成長過程に見合った解決策となっているか 
・子どものために弁護してくれる人などはいるか 
・支援策は子どものニーズとマッチしているか 
 
 
 
 
 
・意思決定する際、家族はそれらに十分関与してい

るか 
・家族のメンバー全員が発言の機会を与えられてい

るか 
・決定にあたっては家族が主導して行われているか 
・家族が持つ文化的側面や幅広い支援策がとられて

いるか 
・解決策を導き出すためにあたり、家族のニーズは

何かということが誰の目から見ても明らかになっ
ているか 

 
・有効性のある解決策を作成する際、家族に対する

説明や情報開示はできているか 
・解決策は家族の持つ強みと社会資源に沿っている

か 
・家族間暴力に視点がいっているか 
・家族支援のために関係する人たちは協働しているか、

また誰が何のために支援しているのか良く理解し
ているか 

・適切な支援がタイミングよくなされているか 

・子ども自身が自分はどこに所属しているのかとい
う感覚を持つことができているか 

・計画に子どもの確かな居場所、安全性、安心感な
どが考慮されているか 

・インケアになった場合、子どもの健康及び教育は
考慮されているか 

・子どもは決定された支援内容や自分に何が起きて
いるのか理解しているのか 

・子どもは家族の思い出を持っているのか（育児日
記や写真など） 

・支援の中で優先すべき事項、安定した居場所など
がしっかりモニターされているか 

・支援変更する際には十分な計画と支援がなされて
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・家族再統合が最優先されているか 
・家族のメンバーは子どもと定期的に会う機会が与

えられているか 
・家族が意思決定の際の主役となっているか 
・我々は家族が解決策に意欲を持って対処できるよ

うな意欲付けを行っているか 
・文化面でのサポートシステムはしっかり機能して

いるか 
・解決策は家族の文化的ニーズにしっかり対応して

いるか 
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・地域に網羅されているサービスはしっかり機能し
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・いったん同意されたサービスの見直しはされているか 

子どもが全ての中心 

家族が問題解決の主役 

人には問題を解決できる力が備わっている 

安全性の確保と所属感の回復 解決策の構築 介入と調査 
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・被害者はFGCに参加する心の準備がしっかりできているか 
・参加者全員が責任と権利を理解しているか 
・若者は自分がとらなければならない責任を感じているか 
・若者に対する対応策はしっかりとられているか 
・家庭裁判所は手順の重要性や若者の責任を強化すること

においてふさわしい機関となっているか 
・若者を法律的に弁護する者はいるか 
 
 
 
 
 
 
 
・若者との関係構築を模索しているか 
・若者の強みと弱み（傷を受けやすいこと）を理解した評価

をしているか 
・若者は権利や責任の説明を受けたり意見を聞いてもらっ

ているか 
・若者は関係する事柄について相談する人がいるか 
・若者はユースジャスティスの進行課程を理解しているか 
・ケアアンドプロテクションに関係する人々と協働して動

くことができているか 
 
 
 
 
 
 
・家族や親族が理解できる言葉や方法で説明したり、尊重

する関係をもっているか 
・家族や親族は犯した罪に対する責任と自分たちの持って

いる権利を理解しているか 
・FGCの計画を立てるときに家族や親族を十分に巻き込ん

でいるか 
・ワーカーは若者を支援する時に親族・部族まで幅広く対

応しているか 
・家族や親族の関心を考慮したり、文化的なネットワーク

を調査しているか 
・家族や親族の文化的ニーズに対応しているか 
・家族や親族の拒絶にあっても我慢強く職務をやり通すこ

とができるか 
 
・ワーカーは手順の中で若者や家族や親族の力や役割を明確

にしているか 
・若者が罪を犯してしまう根底の原因について調査してい

るか 
・若者の危険な行動の可能性や安全について調査している

か 
・若者が更正するために家族に手立てを考えさせたりする

大切さを与えているか 
・若者の健康・教育・仲間の問題を理解しているか 
・専門的なサポートシステムは家族や親族を支援するため

に協働しているか 

・若者が社会復帰できるようにすることを最優先に
考えているか 

・ワーカーは被害者を入れた形でFGCを実施しよう
としているか 

・その場合被害者のFGCへの参加は敬意をもって迎
えられているか 

・被害者への配慮は行き届いたものになっているか 
・FGCで何が行われるのかについて若者ははっきり

理解しているか 
・FGCは若者が罪を否認しようが認めようが、真実

を確かめ明らかにしようとしているか 
・FGCではいろんな意見が言える機会を保証してい

るか 
 
・解決策を出す過程に若者は積極的に関与しているか 
・FGCは若者の罪に対する責任と支援のバランスは

とれているか 
・FGCから希望と未来は見出せているか 
・弁護システムは若者のために機能しているか 
・解決策は若者の治療やサービスに対応しているか 
・若者の罪を犯してしまう性質・特長についても計

画にもりこまれているか 
 
 
 
 
 
 
 
・ワーカーはFGCの開会の時から終りまで家族の文

化的背景に十分配慮しているか 
・解決策を出す段階で家族や親族を十分巻き込んで

いるか 
・家族や親族はFGCの狙いと目的について理解して

いるか 
・解決策は家族主導で作成されたものか 
・ワーカーは家族や親族の文化的な資源や、サポー

トシステムを広く持っているか 
・解決策を出すために必要なものは何であるかを明

らかにしているか 
 
 
 
・解決策は家族や親族の強みや資源を活用できるよ

うになっているか 
・FGCの進行手順や支援計画は専門家の意見だけに

偏っていないか 
・私たちはFGCの進行状況をしっかり把握し、参加

者がFGCから疎外されてしまうのを防いでいるか 
・FGCは被害者を積極的に巻き込ませようとしてい

るか 
・効果のある適切なサービスは家族や親族を最優先

にサポートできるよう調整されているか 

・謝罪の手紙や賠償などの報告は迅速に被害者に届
いているか 

・被害者に対して問題解決への進捗状況を報告して
いるか 

・裁判所は計画の推進と迅速な法の執行に応じているか 
・ワーカーは裁判の過程で何ができるかについて理

解しているか 
・裁判所への情報提供はタイムリーかつ専門的で幅

の広いものとなっているか 
・公平で適切な計画の中には罪を償う事の厳しさも

盛り込まれているか 
・犯した罪に見合った罪が与えられるようになって

いるか 
 
・若者に対するケア、調整、しつけ等がきちんとし

ているか 
・保護してくれる人を選択する時、十分に家族や親

族を調査しているか 
・保護する場合、若者の権利と個人的ニーズは十分

考慮されているか 
・支援計画は若者の問題とニーズに対応しているか 
・私たちは若者の緊急性のあるニーズに対して、継

続的に評価し、応えているか 
・ワーカーは里親に変える時、若者の親族関係を把

握しているか 
・我々は若者に前向きな行動を促したり、支援計画

の成果についてしっかり改善・補完しているか 
・若者が自分自身を尊重できるように支援しているか 
 
・家族や親族は罪を償う課程において十分支援され

ているか、また支援計画は十分モニターされてい
るか 

・家族や親族のメンバーは若者とコンタクトをとっ
ているか 

・私たちは親としての気持ちを持って規律や社会的
価値について指導しているか 

・適切で文化的なサポートシステムが施されているか 
・若者や家族や親族は裁判の過程を通して十分にサ

ポートされているか 
 
 
 
 
・計画とサービスは監視と見直しが平行して行われ

ているか 
・私たちは罪を犯してしまう危険因子と犯罪パター

ンの関係性を理解しているか 
　（例えば、薬物依存と犯罪の関係性など） 
・犯罪タイプに合わせた適切なサービスとなっているか、

又それが正しく機能しているかをチェックしているか 
　（例えば、性犯罪に対する支援計画など） 
・支援は若者や家族や親族にとって役立っているか 
・若者にとって指導してくれる人の存在や機会につ

いて調査されているか 
・社会的な態度をとることや親族関係、仕事を与え

られる機会はみつけられているか 
・若者とコミュニティを結びつけていけるようにし

ているか 

罪とそれに見合った責任をとらせるということ 

若者に焦点をあてること 

家族が問題の主役であること 

人には問題を解決できる力が備わっていること 

若者の行動を変え質的に高めていく 解決策を求める 介入と調査 
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2.7 フレームワークの現在

ソーシャルワーカーには2.5、2.6で示した図の編

みこみキットが配布されている。現在の自分の行っ

ていることがこのキットの中でどこに位置している

のか、また次に進めなければならないことは何なの

かということを目で見て、把握し、次の行動へと結

び付けている。

ケアアンドプロテクション、ユースジャスティスフ

レームワークに加えて、養子縁組分野のソーシャル

ワーカーのためのフレームワークや入所施設（保護

対応施設や触法対応施設）で働くケアワーカーのた

めのフレームワークも開発されている。編みこみの

内容は違うが、法律と理念はどのフレームワークに

も共通して取り入れられている。

また、現在のフレームワークに2歳未満の子ども

に対応できる視点を取り入れたり、ソーシャルワー

カーをスーパーバイズする立場の人たちのための

キットも作成されている。

2.8 考  察

このフレームワークはソーシャルワークの手順が

詳細に書かれたマニュアル的なものではなく、自分

の実践の位置を視覚的に理解できるものである。

経験などに関係なく、すべてのソーシャルワーカー

が自分の実践がどこまで進んでいるのか、またこれ

から進めていくべき実践は何なのかを把握するため

に活用できるというところに最大の利点がある。

すべてのソーシャルワーカーがフレームワークを

基に定義、手順に基づいて実践できるという利点

は、ひいてはソーシャルワークの仕事の信頼性を高

め、専門職としての社会的な価値を高めていくこと

につながると思われる。

2.9 所  感

この国のソーシャルワーク実践についての意識の

高さを痛感した。子どもや家族に対する支援のあり

方がさまざまな歴史を経て変遷しながら、確固たる

価値観が法律に規定されるだけでなく、こうした実

践のための行動規範が準備されていることは、現

場で活動する人達の大きな後ろ盾ともなっている。

日本も同様に実践の基本となる法律はあるが、

はたしてニュージーランドのようにそれに支えられ、

護られているという感覚を持って実践できているか

は疑問である。

今回は、ソーシャルワーク実践の概念についての

講義であり、実際に最前線で子どもや家族を支援

しているソーシャルワーカーからフレームワークの活

用に関しての問題点や課題が聞けなかったのが残

念である。しかし実践を重ね、評価していくための

フレームワークが作成され、すべてのソーシャルワー

カーがそれを活用しているということだけでも我々

にとっては大きな収穫になったような気がしている。

フレームワークの図式を現地の方は、草で編み

こんだ手提げ袋にたとえていた。それはいろいろ

な物を受け入れられる、強くしなやかな入れ物で

あり、まさしくニュージーランドという国そのもの（い

ろいろな課題を抱えながらも強くしなやかに対応し

ている）なのだろうと実感できた講義であった。

ハラキキの葉を編んで作った手さげ袋
（ハラキキは P37 参照）

講義の行われたウェリントンコンベンションセンター
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3.1  Differential Response（さまざまな対応）

　　の概要

Differential･Response（ディファレンシャル･レス

ポンス：以下、DRと呼称する）とはソーシャルワー

ク実践において適切なサービスを適切な対象に適

切なタイミングで提供できるよう、CYF（子ども・

青年・家庭サービス局）等の政府機関と非政府機関

（福祉サービスを提供する民間の団体）が協働し、

相談受理から実際のサービス提供の実践過程の中

で取られるさまざまな対応システムの総称である。

システムの誕生の背景には、従来CYFのコールセ

ンター（オークランドに設置）で虐待等の通告を受

理した場合、法という名のもとにすべての家族に対

して一律的、且つ強制的な立ち入り調査を行ってい

たが、対応におけるさまざまな調査研究の中で以

下のような結果が出されたことが発端になった。

①通告されたほとんどの家族についてはそこまで

調査をする必要がなかった

②家族が抱えている問題に積極的に関わるほど

問題が解決しやすい

･ 　この研究結果をもとに、証拠捜しの調査では

なく、家庭と結びつくための調査や方法が必要

であるという結論を得て、DRの発想が生まれた

という経緯がある。

2004年政府から、「従来の一律的な対応ではな

く、それぞれの家族に応じた対応をするように」と

いう指示があり、2006年に2つの地域でパイロッ

ト事業として展開されてきた。今後、全国12地域（ほ

とんど国内を網羅している）に事業を広げ、より充

実した対応ができるようするため、現在DRの結果

検証が行われているところである。

3.2  DR の目的

一律の立ち入り調査ではなく、それぞれの家庭

に応じた対応をすることで、より効率よく効果的に

サービスを提供できるようにすること。またリスク

を抱えている家庭に対し早い段階でコンタクトをと

り、サービスへとつなげることで、虐待の連鎖や

悪化を防ぐことである。

3.3  DR の具体的な方法と特徴

通告を受けた段階から実際にサービスを提供す

る流れには、それぞれの家族の状況に応じていろ

いろな対応がとられるが、ここでは大きな2つの道

筋を紹介する。対応の流れについてはP.17の「的

確で迅速なソーシャルワーク実践の総合システム」

を参照。

（1）通告受理にあたって政府機関がとっている

       対応への道筋

まず、虐待等の通告は先に述べたオークラン

ドにあるCYFのコールセンターにかかってくる。

CYFは年間約10万件のケースにかかわっている

が、そのうちの90％はコールセンターに通告・

相談のあるケースであり、国民にとってそれだけ

CYFコールセンターの存在が周知されている。

通告や相談の対応は、専門研修を受けたコール

センタースタッフがその内容の深刻度を判断する

ツールを活用しながら聞き取ることとなっている。

その後の調査については、DRが導入される以

前は強制介入に近い形の調査に重点が置かれて

いたが、DR導入後は子どもの保護が必要かどう

かに重点を置いた、最低限の調査を実施するこ

とからはじめられ、子どもとその家庭のニーズに

どうやって応えていくのかに焦点を当てているた

め、迅速な対応ができるようになっている。こう

した対応は、結果的にその家族との結びつきを

強化することになり、家族自身が積極的に問題

を解決しようとする意識を持つことができ、効果

的な支援へと結びついている。通告受理から調

査の段階においては、子どもの安全確保と問題

解決のプロセスにどう家族を巻き込むか、その

ためのバランスをどうとるかが重要となってくる。

3　   Differential Response について
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DRのパイロット事業を展開していく中で、実

際に通告を受けた家族に介入してみると、何らか

のリスクは抱えているものの、重篤な虐待ケース

はそれほどないという調査結果が出ている。その

ため、今後とも強制的な立ち入り調査より、最低

限の調査で対応可能なケースが増加していくであ

ろうと予想され、DR対応の必要性の再認識と充

実が望まれているところである。

しかし、通告を受けた家族の中の約15％

（2,250件）は警察も同行するような重篤なケー

スであるため、報告内容が深刻度の高いもので

あったり、重篤な虐待ケースにおいては、従来ど

おりの強制介入調査で即座に対応することにして

いる。

（2）  非政府機関のサービスへとつなげる道筋

通告を受けた家族の大半は、保護の必要はな

く最低限の調査で対応できるケースである。し

かし多くは経済的な問題や健康の問題、また不

登校の問題等を抱えており、リスクは低いがサー

ビスを受けるニーズの高い家族である。そういっ

た家族に政府機関がいかに迅速に非政府機関

のサービスへとつなげ、リスクを減らしていける

かがもう一つの道筋の中での重要なポイントとな

る。従来は、そういった家庭に対してそのニーズ

に対応できる非政府機関のサービスのリストを渡

していただけだったが、それだけでは実際に家

族の方から非政府機関に出向くことはなく適切

なサービスへとつなげることができなかった。

そのため、DR導入後は以下の2通りの方法で

の対応が行われるようになった。

　

複数のサービスを提供しなければならない

家族のケース

通告や相談の内容から、子どもを早急に保護

する必要性はないが、複数のサービスを受けな

ければならないニーズを持った家庭であると判断

された場合、コールセンターからその家族が住む

町のストレングスファミリーコーディネーターに連

絡が入り、そのコーディネーターが直接家族を訪

問し、問題の状況に応じてサービスをコーディネー

トする方法がとられている。

ストレングスファミリーコーディネーターは、社

会開発省の職員で全国で60人おり、ほとんどの

町に配属されている。複数のサービスを必要とす

る家庭への対応においてはストレングスファミリー

コーディネーターが主な役割を取り対応している。

単一のサービス提供で済むような家族の
ケース

CYFの出先機関が全国に53カ所あり、その

機関が地域で展開されているサービスを掌握し

ている。単一のサービス提供で済むようなケース

については、サービスの紹介で完了するような

場合もある。

対応の一貫性と継続性を保つために出先機関

ではDRコーディネーターが別途対応するが、場

合によってはそのコーディネーターはストレングス

ファミリーコーディネーターや地域のサービス機

関と連携しながら、状況に応じてさまざまな対応

ができるように体制が工夫されている。

3.4  DR の現状

DRの導入により、CYFは一方で子どもの保護

を行い、もう一方では非政府組織のサービスへと

つながるような対応をすることで、結果的にいつで

も家庭に介入できるようなネットワークをもつことが

できるようになった。

しかし、DRはまだテスト導入された段階であり、

コールセンターへの通告・相談件数の減少、何度

も同じような問題を繰り返す家族の減少にどうつ

なげられるかが今後の大きな課題である。しばらく

はテスト結果をもとにしながら、今後更にDRプロ

グラムに磨きをかけていくということである。

なお、2009年6月にはCYFの出先機関すべて

にDRのプログラムが導入される予定である。
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3.5  質問より

    Q： 日本では児童相談所のソーシャルワーカーは

担当ケース数が非常に多いため、一つのケー

スにじっくりとかかわっていることが出来な

い現状にあるが、ニュージーランドでの現状

は？ —

    A： ソーシャルワーカーの抱えるケースは地域に

よって差はあるが20〜30ケースである。コー

ディネーターは、ソーシャルワーカーよりも

ケース数は多いが、仕事の性質上、サービス

をつなぐことを目的としており、ケースを抱え

ていく訳ではないため数的には多めである。

またソーシャルワーカーはすべてのケースに

対して平等にかかわることが原則なのでケー

ス数が多く同時に対応出来ない時にはスー

パーバイザーに相談し調整してもらうことが

できる。

    Q： 調査する段階で虐待の事実はあるのに、そ

の事実を認めない家族に対してはどういった

対応をしているのか ー

    A： 家族が虐待の事実を認めたがらないこともあ

るが、まず第一に考えなければならないこと

は家族とのつながりよりも子どもの安全確保

を優先することであり、専門職としてのその

ような職務を家族に説明することが大切であ

る。その上で家族の問題解決に向けての協

力を求めていく。

3.6  考  察

ここではニュージーランドでDRプログラムが考え

られ、そして国内に広く展開されるに至った要因を

考察していきたい。要因としては以下のことが考え

られる。

①CYFならびにCYFコールセンターが広く国民

に周知されていたこと。情報を1つに集約する

ことはDRプログラムをはじめる上での大切な

ポイントである。通告の大半がコールセンター

にかかってくる事実がそれを示している。

②子育てに関してサービスを提供する非政府機

関が幅広く存在していたこと。（この基盤がな

ければDRは成立しえなかったであろう）

③CYFの一律的な介入を控え、非政府機関へ

の対応へとつなげたため、その機関の力が活

かされることになった。また介入段階での家

族の機関に対する抵抗が和らぎ、非政府機関

へのサービスへとつながりやすくなったことも

考えられる。

④大半のケースが上記③の対応で可能になった

ため、従来に比べ国の財政的な面での負担が

減り、そのことがまたDRを推し進める原動力

となったこと。

滞在中には聞き取れなかったことであるが、以

下の事が疑問点としてあげられる。

①コールセンターでの初期アセスメントの精度に

ついて。数字としては結果が出ているが具体

的な精度の評価と課題点。

②非政府機関のサービスの実施に至るまでの平

均的な時間について。コーディネーターを置く

事でどのくらい効果、効率的になったのか。

　がある。
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　ケースへの対応について継続性と一貫性を保つためにDRの発想が生まれ、それがすばやくプログラ

ムとして取り入れられる対応の早さには感心させられる。講師は詳しく語らなかったが、DR 誕生の背景

には「それぞれのシステムの狭間で誰にも知られることなく亡くなった命」の事件も一つのきっかけになっ

たようだ。

　システムとシステムの間にコーディネーターを置き、間を埋めていくことに力が注がれることは、やが

てDRプログラム全体をスムーズに運営していくのだろうと思う。

　一律的な対応は、感情や価値観等を入れ込むことなく、淡々と事を推し進められる利点も持ち合わせ

ているとは思うが、逆にそれぞれの状況に応じて対応するDRプログラムの効果を聞くと、家族が家族

であろうとする力を蘇らせ、その結果財政的にも保護主体の体制に比べればコスト削減も可能となり、

財政的な意味合いからも有効な戦略であると思う。

　現在、日本では家族再統合ということが言われているが、ソーシャルワークの現場でそうした価値観

をもとにした実践活動が根付いているだろうか。私たちには法律的にもシステム的にも家族再統合を強

く推し進めていけるだけの後ろ盾があるだろうか。

　末端の現場にいると「いかに家族から切り離し施設に収容するか」という保護主体の考え方が未だ主

流で、家族が問題解決を積極的にできるような意味での施設保護ではなく、とりあえず直面している問

題を一旦棚にあげるという意味での施設保護が多いのが実情のような気がしてならない。棚にあげてし

まえばその時点で家族の回復する力は失われてしまう。

　責任や家族再統合に向けての明確な理念や価値感がない対応だけでは家族分離という悲しい結果を

生む事にしかならないような気がしている。

　DRはこの国の精神と財政的な事情がうまく調和して、組み立てられたプログラムなのだなと感じる。
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1.1 はじめに

（1）ニュージーランドの施設養護概要

現在子どもの

ケアと保護を対

象とする施設は

全国に7カ所あ

る。6カ所が入所

を目的とした施設

（閉鎖施設）で、

1カ所はファミリーホームタイプ（ベッド数は8床、

ダニーデンにある）の施設である。そのうちの4

施設は要保護児童（Care･＆･Protection）を対

象としており、残りの3施設が触法少年（Youth･

Justice）を対象としている。

ケア施設には全て政府教育省が認可した学校

が併設されており、子どもたちはそこで教育を受

けることになっている。また、保健に関すること

は全て地域の保健所と交渉し対応していく。最

近まで子どもの保健・医療にかかる費用は施設

ごとに徴収していたが、健康省が方針転換して、

全ての人が無料で医療を受けられるようになり、

施設入所児童もその対象となった。

ここエプーニは要保護児童が対象であり、その

中には重度の行為障害を持つ児童のユニット（男

子のみ）がある。特別ユニットとして施設も同一敷

地内にあり、エプーニを含めた四つの団体が合弁

でユニットを運営している（南半球ではここだけ

がそのやり方である）。また性犯罪を犯した男児

の特別ユニットがクライストチャーチにある。チル

ドレンヤングパーソンズファミリーアクト、レジデン

シャルケアレギュレイション（施設運営に関する法

的規制）この2つの法律によって、入所施設の運

営と児童のケアについて細かく規定されている。

（2） 入所状況

全国で触法少年の施設が3施設ありベッド数

は102床（うち軽犯罪対象のものが6床）、要保

護児童の施設が4施設で、ベッド数は48床となっ

ている。入所エリアは全国に及んでいて、人数も

多いため、優先順位で振り分けられている。そ

のため待機児童については、空きがでるまで家

族や、ソーシャルワーカーによる在宅ケアがなさ

れているとのことである。

入所児童の男女の割合は触法少年では、男性

が82％、女性が18％となっており、要保護児童

では男性45％、女性55％になっている。近年で

は、南洋諸島の人が増えてきており、全体の数

は少ないが難民も増えてきているとのことである。

民族別に見てみると以下の表になる。

触法少年については58％が暴力、重犯罪による

ものであり、入所については裁判所の決定による

ものである。要保護児童に関しては裁判所が判定

を下すことはないが、時々、そうしようとして困る

こともある、との話だった。メンタルヘルスの問題

については児童養護の場合52％が2つかそれ以上

の問題を抱えており、触法少年についていえば、

これが69％に跳ね上がっている。どちらも常に不

安を抱えており、薬物依存によるものも多い。触

法少年では薬物依存は半数を超えているとのこと

だった。

  Ⅵ
  施設訪問記

1　　エプーニ レジデンシャルセンター

白人 

61％ 

35％ 

要保護児童 

触 法 少 年 

マオリ 

34％ 

48％ 

南洋諸島 

3％ 

12％ 

難民 

2％ 

5％ 

（Epuni Care ＆ Protection Residence）

エプーニ レジデンシャルセンター入口
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（3）入所期間

触法少年では、平均2カ月強、要保護児童で

は、4カ月前後であるとのことで、施設内でのプ

ログラム終了後は、家庭、保護者の元に戻ったり、

別のプログラムを受けるという形になっている。

その際、担当していたソーシャルワーカーは継続

して子どもとかかわっていくことになっている。

最近のデータでは2005年5月〜2006年 6月

の1年間で触法少年で延520名、要保護児童で

延120名の入所実績があった。

1.2  施設内（エプーニ）でのプログラム

子どもが個々に持つ強み（strength）に着眼した

支援を行っており、地域に戻るということを前提に

している。また子どもはなぜ自分が施設に来たの

か、その目的を理解して入所してくるため、プログ

ラムの導入はスムーズであるとのこと。

（1）重度行為障害ユニットのプログラム

社会復帰するための過程が3段階に分かれ

ている。第1段階は、施設内でのケア。第2段

階では、コミュニティにあるさまざまなサービス

を利用しての社会復帰の準備。第3段階は、

社会に戻った子どもをケアしていく組織（Youth･

Horizons･Trust等）によるものである。

施設内では1日の行動の中にポイント制を組み

込んでおり、基本的生活習慣（定刻に起床する、

歯を磨く等）、手伝いや仕事、日々のプログラム

が達成されたと判断されればポイントをもらえる

という仕組みをとっている。何もしなければ、ポ

イントはない。しかし、マイナスになることはなく、

達成されたことに対する評価であり、このポイン

トを加算していくことによって生活の中にゆとり

ある時間（ゲームが出来る・音楽が聴ける・就寝

時間が延長etc）が与えられるのである。プログ

ラムは厳しいようにも思えるが、社会復帰する上

での成果は出てきているとのことであった。

項　　目 内　　　　　容 

掃除をする 

好ましい態度で行動する 
（時間によって区切っている） 

起床と就寝 

掃除機がけ・洗面所・トイレ掃除・窓ふき・壁磨きモップがけなど 
（各項目ごとにポイントがある） 
 
スタッフへの言葉遣い・スタッフとの適切なかかわり・仲間との適切なかかわり・ 
プログラムへの参加・食事のマナーなど 
 

時間までに起きる・時間までに消灯し、就寝 

＜ポイントチャート内容＞

居　室 わかりやすく書かれたポイント表
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ニュージーランドは家族（地域も含めた）が一体となって子どもを支えている。これは、ニュージーラン

ドでは当然のことであり、常に「We can」の精神を感じるものであった。それは施設であっても、そこ

に居る職員の心がけでいくらでも変わって行くことができる、つまりは人が人を育むということを大切に

していると感じた。そこに保守的な考え（現状維持してくだけ）は感じられず、常に前進することを目的

としているようであった。それは決して特別なものではなく、過去から受け継がれてきた先住民マオリ

族の文化そのものでもあるということだった。地域社会の本来あるべき姿と重ね合わせてみると、今の

日本にはニュージーランドに学ぶべき部分が多くあると感じた。地域一体となった子どもへのかかわり、

つまり、日本でも過去には存在していたはずのものがそこにあり、「温故知新」、この言葉が正に当てはま

るものだった。

表については細かく分かれており、ポイントは5

段階評価（4点〜0点）になっている。1日をトータ

ルすると300点が最高ポイント。これを積み重ね

ていくことで行動の幅を広げていくことができる。

（2）要保護児童ユニットでのプログラム

施設内においてテレビを見ることはなく、ス

タッフが選んだDVDを見るのみ。これはテレビ

の番組内容によっては興奮して、何かの行為（特

に男女間でのトラブル）が引き起こされることが

懸念されるからとのことであった。

また、1日のうち2時間30分はレクリエーショ

ンの時間に充てられている。このことはレジデン

シャルケアレギュレイションに規定されていること

で、バレーボール・ラグビー・クリケット・バスケッ

トボールなどを行っている。ウォーターセラピー

（泳ぐトレーニング）やアニマルセラピーなども

行っている。

アニマルセラピーでは週ごとに動物が変わり、

その動物は動物保護団体が連れてくる。動物の

世話をしたり、遊んだり、そのかかわりを人間

関係に応用していくことによって、施設内での子

ども同士の暴力行為が40％減少、職員が子ども

を行動抑制（暴れる子に対して）することも35％

減少しているということであった。多くの子ども

は動物虐待の家庭にいることが多いという話で

ある。またプログラムの成果が出ていることもあ

り、犬を施設内で飼うことも許可されたとのこと

である。



��

2.1  ファミリー へルプ トラスト
      （Family Help Trust）の歴史と活動 　

ニュージーランドは、世界的には子どもを育てる

環境は良いとされてきた。しかし、現在は児童虐

待により死亡率が経済協力開発機構（OECD）加盟

国では第4位･（26カ国：2008年）となっている。こ

うしたなかで、深刻化する児童虐待の問題に対応

するため1990年に非政府組織「ファミリー･へルプ

トラスト」がクライストチャーチに創設された。

創設目的はハイリスク家庭への支援で、

①新生児のいるハイリスク家庭に対して生活技

術の向上と子育て支援

②犯罪を繰り返す親に対して、家庭訪問を通じ

て集中的に介入することにより、精神面でのサ

ポートを行う

という2つのプログラムがあり、家庭訪問を長期

的に行っている。

主として子どもに焦点をおき、介入期間は妊娠中

から5歳までの子どもがいる家庭を対象にしている。

組織としての対応可能な子どもの数は約100名

で、現在年間で約70名を支援している。そのうち

新規に対応する子どもは年間30〜40名である。

スタッフは全員で8名であり、以下の人員が配置

されている。
･･･････●･ディレクター………………………………1名
･･･････●･スーパーバイザー（臨床ワーク）･･･………1名
･･･････●･ソーシャルワーカー（学位、資格者）…･6名

運営費は年間NZ＄50万（3,750万円、1NZ＄＝

75円）。収入源は、政府費用1/5、　団体補助金

1/5、募金活動（与野党の選挙活動で集まったお

金）3/5である。

サービス提供に係る費用は1家族につきNZ

＄5千（約37万5千円）かかるが、サービスを受

ける家族の費用負担はない（無料）。

支援期間は政府の考えとしては5年間、介入

度についても最低限度の介入を推奨している。

対象家庭にはリスク度を計るための独自の評

価システムがあり、評価方法は次ページの様に5

段階評価となっている。

2　　ハイリスク家庭を支援する地域組織
ファミリー へルプ トラスト（Family Help Trust） の取り組み

ファミリー ヘルプ トラスト入口
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評価手法　

　　各チェック項目で1〜5点の点数を付け、評価点15点以上を支援の対象としている。

薬物中毒の母が妊娠 
中に飲む薬で薬物中 
毒を抑える薬による 
リスク 

家庭内暴力 

過去、現在において 
精神的問題を抱えて 
いる場合 

虐待の世代間連鎖 
（母側） 

若年の母 

養育放棄 

貧困、低所得 

親族も含めた家族の 
援助がない 

安定しない生活 

アルコール、薬物 以前、妊娠中
にアルコール・
薬物を用いて
いない 

たまにアルコ
ール・薬物を
用いる 

毎月の休養に
アルコール・
薬物を用いる 

毎週アルコー
ル・薬物を用
いる 

毎日アルコー
ル・薬物を用
いる 

1年に2回引っ
越した事がある 

不適当な状況
で生活している 

かなり複雑な
境遇の中で生
活している 

安定していな
い環境 

限られた社会
交流しかない 

家族が対立し
ている 

家族がいつも
対立している 

機関の助けを
受けたがらな
い 

予算を立てれ
ず、援助を求
めている 

食費を時々貯
えてある 

食費を一貫し
て貯えること
ができない 

財政困難 

18カ月以内に
CYFに介入さ
れていない 

6カ月以内に
CYFに介入さ
れていない 

他の機関によ
って育てられ
ている 

現在CYFが積
極的に介入し
ている 

17歳未満/最
小限の支えが
ある 

16歳未満/小
さな支えがある 

15歳未満/支
えがない 

18歳未満/支
えがなく孤立
している/支え
が必要 

過去に女性の
避難所を利用
したことがある 

何度も女性の
避難所を使っ
たことがある 

暴力的な環境
にいて、暴力
を受けている 

法廷過程にい
る/現在女性の
避難所にいる 

メソドンを利
用中出産した 
 

※P68参照 

中度の発達の
遅れがある 

身体障害か発
達の遅れがあ
る 

胎児に奇形が
ある/発達の遅
れ/26週未満
の出産 

以前に精神病
と診断された
ことがある 

現在精神病と
診断されている 

現在精神病の
薬物治療をし
ている 

精神問題の施
設に関わって
いる 

以前に虐待と
みなされ、現
在多少影響が
ある 

最近安定した
状況でなくな
った 

家族としての
機能が悪化し
たことがない 

自給自足でき
ている 

3年以内にCYF
に介入されて
いない 

18歳未満/い
くつかの支え
がある 

暴力的な環境
にいたことが
ある・関係が
ある 

40週未満の早
産で出産した 

軽度の精神的
問題がある 

以前に虐待と
みなされるが、
現在影響はな
い 

以前に虐待と
みなされ、現
在重要な影響
がある 

直接自分で大
きな問題を起
こした 

厳しい状況で
治療を必要と
している 

No リ ス ク 項 目 1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

１０ 
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2.2  サービスについて

（1）サービスの流れ

妊娠24週から支援を開始する。助産師との

調整を経て、サービス利用が適当であると判断

した場合に支援を考える。（個人の助産師と話を

することが多い。医師、ソーシャルワーカー、保

健師などからの情報も共有しているため）クライ

アントがソーシャルサービスを受けいれられやす

いように、まず電話でサービス内容を紹介し、

希望があれば訪問する形式を取っている。サー

ビスは強制ではなく、あくまで任意である。本人

が自らサ−ビス機関を来訪することは稀で、殆ど

が助産師から支援対象者を紹介してもらい、来

訪するケースが多い。

また、学校関係者からの連絡経路としては、

CYF（子ども・青年・家庭サービス局＝Child･

Youth･and･Family）に連絡が入り、そこからファ

ミリー･へルプ･トラストが適任であると判断されれ

ば連絡が入る。

（2）サービス提供方法 

はじめに家族の歴史（暴力の世代間連鎖等）

を具体的に聞き取る作業を行い、470項目に及

ぶプログレスレポート（progress･report）を作成

する。例えば（Q4）16歳以下の子どもとその他

の子どもが何人一緒にすんでいますか（Q5）5歳

以下の子どもとその他の子どもが何人一緒にすん

でいますか（Q84）･6カ月の間にいくつかの援助

を申請しましたか（Q300）･6カ月の間に親族と2

週間以上関わりましたか（Q457）･6カ月の間に仕

事で収入がありましたかなど、細かい質問事項

を設けている。これをサポート開始から6カ月毎

に行い、現在の状況確認と評価を行う。プログ

レスレポートはリスク度を測るだけではなく、自

分たちが提供しているサービスが効果を上げて

いるのかを評価するためにも必要となる。質問

の内容は独自に作成したものであり、自分たち

の知りたい情報が得られる点がメリットである。

（ちなみに、日本では決まった形はなく、それ

ぞれが作ろうと努力している状況である。）

家族の「強み」については個々の家族支援計画

（individual･family･support･plan）を自ら記入し

ていき、「強み」を探す中で改善したいところを探

していく。目標を立てたら、そのために何をしな

ければならないのかを考え、それを誰が（家族、

ソーシャルワーカーとの共同等）行うのかを決め

る。その際、誰が行うのかが大きなポイントとな

り、自分たち家族が中心となってすることが前提

となる。

（3）サービス内容について

家庭サービスでは子どもの最善の利益を考え

て行うことが基本スタンスである。そのため、場

合によってはCYFに報告することもあり得る、と

いうことを伝える。重要なことは子どもの保護を

最優先するということの理解を得ることである。

また、子どもを守れないと考える親もいるが、

「何とかしたいという思い」を支援することが大

切であると考えている。

ソーシャルワーカーが受け持つケースは約16

ケース程度であり、訪問頻度は、家族が力をつ

けていくことで回数は減っていく。扱い件数が

満杯の場合は2、3カ月の待機ケースとなるため、

他のサービス機関を紹介したり、助産師やCYF

によるモニタリングをお願いしている。また、家

族に専門的なサービスが必要な場合は専門機関

へ繋ぐこともある。

（4）サービス提供の留意点

①サービス内容に対して家族が拒否的な態度をし

たり、ソーシャルワーカーへ危害を加えたりす

る場合は通報するということを明確に伝える

②ソーシャルワーカーが支援計画全てを計画する

のではなく、利用者自身も考えられるようにす

る。その理由は利用者が今までは外因により

人生を決められたと思っていることが多いため
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　ある家族の支援状況（1人のソーシャルワーカーが週1回の訪問を3年間実施）
■当　初
　・親は喫煙している
　・未登録の車を使用している
　・詐欺罪で起訴されたことや万引き行為がある
　・薬物使用のため、メソドン（Methadone）※を服用している
　・祖母がヘロイン中毒
　・パートナーがアルコール中毒で鬱病の薬物常用
　・以前、乳児がベッドで圧迫死したことがある
　・不健康状態（歯がない）　　　　　　　　　　
■2年後
　・喫煙は減り、外での喫煙をするようになった
　・車は登録している
　・良い親になるための情報を得る努力をしている
　・犯罪をやめた
　・母がコンピューターコースを学んでいる
　・親子が別のベッドを使用している
　・反社会的行為を行う友達とのつきあいをしなくなった
　・知育玩具を与えるようになった
■3年後
　・家族関係の改善、就学前プログラム受講、母はメソドン服用が減った。清掃婦として就労するようになった。
　・歯を治療した（自尊感情を養うことにつながる。人との対話や笑うことができるようになり、人間関係が
　　構築しやすくなるから）

※メソドン：モルヒネの代用品。薬物依存症の場合は禁断症状を抑えるために処方される薬。副作用として歯の侵食などがある。

である。利用者を無責任にさせず、かつ依存

もさせず、その中間で支援することが大切で

ある

③子どもの最善の利益をソーシャルワーカーは強

く意識し、行動する

④実際に効果があるということに基づき実施す

ること

⑤ソーシャルワーク、教育、心理などの専門的な

知識がある人に対応させる

⑥支援結果をきちんと評価し、適切なサービス

を提供する

⑦海外での実績も学び、取り入れる

（5）サービスの効果

現在、70家族中55家族（78.6％）の情報がデー

タベース化されており、以下はその分析結果であ

る。

・･サービスを受けた家庭の90％の家庭がサービ

ス内容に満足している。

・･CYFが関わるケースは12カ月でかなり減る。

・･DV行動が減少する（殴ったことを認めるほど

良い）。

・･母や保護者が養育技能を学び、スキルを上げ

ている。

・･有罪の人の再犯率が下がる。

※因みに、喫煙行為、アルコール、薬物、貧困、

メンタルヘルスの問題については12カ月では

有効な効果はあまり出ていない（12カ月では

改善は困難）。

事事 事例
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（6）その他の取り組み

①ストレングス・メニュー・ファミリー・プロセス

　　本人とその家族たち及びその家族に対して

さまざな福祉サービスを提供している者とが集

まりストレングスの視点を持ち、情報および意

見交換をするシステムである。家族の全体像を

つかむことで課題が明確化されストレングスを

活用しながら効果的な対策を取ることができ

る。これを効果的に進めるためにストレング

ス・ファミリーコーディネーター＊という職種が

あり、大きな推進力となっている。
････＊：政策として実施されており、法的規定は

ないが大都市や郡に1人程度配置されて

いる。社会開発省に所属しているが給与

は健康省、教育省、社会開発省から出

ている。（クライストチャーチには1人が

配属されている）

②データベース化（ケースの管理）

　　家族にかかわる全ての情報をデータベース化

している。これにより情報の管理と必要な情

報を引き出せるシステムが確立されている。

　　また、政府からのデータの要求にも迅速に

対応できるシステムとなってはいるが、個人情

報保護の観点からネットワーク上での共有化は

していない。

（7）課   題

非営利団体の場合はほとんどが赤字運営と

なっており、ファミリー･ヘルプ･トラストも同様で

ある。政府としては間口を広げたサービスを要望

しており、資金提供するにしてもターゲットを絞

りすぎる場合は支援が困難になるとの見解であ

る。しかしファミリー･ヘルプ･トラストとしては子ど

もや家庭の状況、支援能力からみて間口を広げ

ることは考えていない。

参考までにソーシャルワーカーの給与はファミ

リー･へルプ･トラストで年収NZ＄3万5千〜4万

（263万円〜300万円）、CYFで年収NZ＄5万

〜5万5千（375万円〜413万円）程度である。

2.3  利用者とのディスカッション

実際にサービスを利用している3世帯の家族と

ディスカッションをする機会が持てた。話しは衝撃

的なものが多く、厳しい生活の実態が伺えた。

長期間ドラッグを使用していた人や現在刑事事件

の被告として起訴され公判中の人、オーストラリアと

ニュージーランドの刑務所での服役経験のある人に

来所いただき、貴重な意見を聞くことができた。

彼らは私たちの質問に対して快く答えてくれたが

その背景にはソーシャルワーカーとのラポール（信

頼関係）の形成があるのではないかと感じた。

それは、個々を尊重し、ストレングスの視点に着

目した支援をすることで、人との信頼関係を修復

し信じることができるからであると考えられる。

そしてクライアントが「人の助けになることが好き

だ」という言葉には人間性の成長も感じるとること

ができた。
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ケース 1 （担当ソーシャルワーカー：マギー）

　（1）家族構成

・	アーシェリー（妻：23歳）

・	1 歳の娘が 1人おり、現在第 2子を妊娠中である。

・	ポール（夫）

・	ラウディ（ポールの息子）

　（2）介入経緯

・1歳の娘を出産した際、病院のソーシャルワーカーから支援を提案された。

　（3）現    状

・	アーシェリーの現在の課題は自宅の整理整頓が出来ないこと。

・	アーシェリーの性格は攻撃的でメソドンを服用しているが、現在はいいお母さんである。

・	ポールはメソドンを服用し、刑事事件で起訴され現在判決を待っている。場合によっては実刑の可

能性がある。

・	ソーシャルワーカーの介入を受け入れ、素直に対応できる家族である。

　（4）質疑応答

Q.	薬物を服用した経緯は？

A. 15 歳の時に流産し、その落ち込みから薬物に走った。

Q.	奥さんの育った家庭環境はどのようなものか？

A. 姉が二人いるが、両親が幼少期に離婚し再婚をした。継父は好きではなかった。そして高校も辞めた。

姉と姉の子どものみをかわいがり嫌気がさしていた。

Q.	家族のサポートはありますか？

A. 姉が一番サポートしてくれる。あと、夫、祖父母がサポートしてくれる。

　	母はオーストラリアへ移住してしまったのでサポートはない。

Q.	訪問される側からみて介入についてどう感じたか？

A. 特に抵抗なく、素直に受け入れることができた。ソーシャルワーカーはとても親身に対応してくれる。

Q.	ソーシャルワーカーが自宅にくることの説明はどのような経緯だったか？

A. 現在 1歳の娘を出産したときに、病院のソーシャルワーカーからの提案があり、訪問の意向が伝え

られた。それは、自分にとっては嬉しかった。

	 サポートについては、ソーシャルワーカーから説明を受けるまでは知らなかった。

Q.	ファミリー・へルプ・トラストを知らない時にもサポートは欲しいと感じていたか？

A. 気持ち的には半分半分であった。

Q.	ソーシャルワーカーから受けている生活の指導（整理整頓）を実は母より受けたいとは考えていな

かったのか？

A. 特に母に言われたかったとは思っていない。母がどのような教え方をするかはイメージできるが、

ソーシャルワーカーから教えてもらえることは助かる。

Q.	5 年間の長期支援の特徴があるがどう思うか？

A. 就学までみてくれるので良いと思う。

Q.	長期にかかわることで依存的にはならないのか？

A. それはない。ソーシャルワーカーが全てしてくれることはなく、あくまで、自分自身が行うことなので。
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Q.	ソーシャルワーカーがかかわるのは家庭訪問だけですか？

A. いいえ。裁判の時もサポートしてくれ、健康的な理由により、奉仕活動ができない旨の主張をして

くれた。

Q.	ソーシャルワーカーからのアドバイスは？

A. 例えば整理整頓については、ハウスキーパーなどの利用方法などを教えてくれたり、ガレージセー

ルなどで物品の処理も教えてくれたり、具体的なアドバイスをしてくれたりする。

Q.	ソーシャルワーカーとの付き合いについて？

A. 個人的な付き合いはできない。緊急の時はソーシャルワーカーの携帯電話（機関所有）に連絡する。

携帯電話の番号を利用者に教えるのはソーシャルワーカーの判断である。

Q.	子どもの安全が保障されないと判断されたら通告することは伝えられているのか？

A. はい。当然知っています。

Q.	家庭の来訪日に来て欲しくないと感じることはあるか？

A. 自分の体調不良や、予定が入った時は連絡を入れるといった形をとる。

Q.	ソーシャルワーカーが来訪する時は楽しみ？

A. とても楽しみにしている。

Q.	ソーシャルワーカーをそこまで信頼できた理由は？

A. 正直であること、オープンであること。

Q.	家族の持つ強さとは（ストレングス）？

A. （妻）子育てに自信がある。

	 （夫）家族のそばにいて、家族を愛すること。
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ケース 2 （担当ソーシャルワーカー：マギー）

　（1）家族構成

・ジェイド	（母：26歳）

・マーシャル（息子：	3 歳）

　（2）介入経緯

・	他人に処方された薬を飲んだ子どもに、CYF	（Child		

	 Youth	and	Family）が関わった経緯があった。

・	義理の姉より、子どもの置き去りについての通報があった。

※ニュージーランドでは、他人に処方された薬を飲むと違法となる。

　（3）現    状

・	ジェイドはメソドンを服用（2年間）しており、歯が浸食されている。現在通院中

・	マーシャルはプリスクールに通っており、成績優秀である。

・	ソーシャルワーカーの介入を歓迎している。

・	1 週間に 1回の訪問を 2年弱行い、その後は 3週間に 1回のペースで訪問している。

・	公立病院のアルコール・薬物依存症の専門科に通っており、薬物依存を完治できそうである。

　（4）質疑応答

Q.	ソーシャルワーカーに話しにくいことなどがありますか？

A.ないよ。マギーは大好きだから。マギーは人を傷つけることをしない。ありのままを受け入れてく

れるからね。

Q.	今後の自立についてどのような希望を持っていますか？

A.忍耐強さが足りない。周囲に起きていることに対して苛立つことも多く、そこを改善していけば、

生活が安定するものと考えている。メソドンを服用していると、体の機能はすべて使えないため、

しばらくしたら考えたい。

Q.	プログレスレポートの質問受けて感じたことは？

A.今は質問されても問題ないが、以前は嫌で嫌で仕方なかった。いちいちプライベートのことまで聴

かれて、調査対象物であるかのようで嫌だった。

Q.	ソーシャルワーカーのケアはどうであったか？

A.自分でやったと思えるようなケアをしてくれた。自分でやったんだ！と思えるようにしてくれたの

は凄い。

Q.	自分の強みは？	

A.家族に対する愛である。
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ケース 3 （担当ソーシャルワーカー：マギー）

　（1）家族構成

・	ブレンダ（妻：32歳）	

	 今年の 2月に生後 3カ月の子どもが亡くなった。

	 現在妊娠中である。	

・	ディーン（夫：39歳）

・	ホープ（ディーンの娘：1歳）

・	リィズリー（ブレンダの父：58歳）

　（2）介入経緯

・	薬物中毒を抱えた母親に対し病院で出産のための講座があり、そこでサービスを知った。その後、

クライストチャーチ・ウーマンズ・ホスピタルのソーシャルワーカーが紹介をしてくれた。

　（3）現    状

・ブレンダはオーストラリアとニュージーランドの刑務所に服役した経緯があるが、それ以後はまじめ

に生活している。メソドンを服用中。

・リィズリーもメソドンを服用している。

・ディーンさんは刑務所に服役の経験があるが、それ以降はまじめに生活している。

・ホープはプリスクールに通っている。

・サービスは 2年間続いている。

　（4）質疑応答

Q.	家族としての課題と、将来の目標について？

A.至極当然ではあるが、繰り返される日々の生活を安定させることであり、強い絆を作っていきたい。

Q.	ソーシャルワーカーの介入により、一番大きく変わったところは何か？

A.父が薬物の常習から抜けたことが良かった。また、家族ができたことで安定した生活を送ることが

できるようになった。これが一番大きな変化である。父は機関の介入については当初猜疑心があっ

たが、定期的に会っているとだんだん安定してくるようになった。ソーシャルワーカーに出会って

話しをしたことが大きな変化である。それまで娘は不法行為ばかりをしていたが、現在それがなく

なったことが大きく変わったことだ。

Q.	ソーシャルワーカーの介入についての不安は？

A.ソーシャルワーカーのかかわりについては、いつか来るだろうという気持ちで待っていたが、意外

と早くやってきたので深く考える暇はなかった。また、信頼関係が構築されるまでは拒否的な気持

ちもあった。また、見下すような感じもせず、きちんと対応をしてくれた。

Q.	ソーシャルワーカーの介入時の内容は？

A.1 時間程度の時間滞在することもある。料理、予算の立て方、喧嘩の仲裁等さまざまな対応をする。

Q.	家族の強みとは？

A.子どもの存在である。
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家庭訪問を行うソーシャルワーカー マギーの経験談

「疑ってはいけない！『人は変われる』ということを信じること！」

「決して決めつけない。そのままを受け入れること！」

「家族との関係が上手くいかない時は、家族を見るのではなく自分を見つめ直すこと！」 

と、熱く語って頂いたのは、ソーシャルワーカー歴 6年のマギーさんだ。マギーさんはファミ

リー・へルプ・トラストの利用者からの信頼が厚いのはもちろん、職場の同僚や上司からの信

頼もとても厚かった。研修にうかがった私たちも会った瞬間にそれを感じた。優しい表情に奥

に隠された、溢れんばかりの自信が伝わってきたからだ。

そんな、マギーさんに『ソーシャルワーカーになられたきっかけ』を尋ねると、先程までの穏

やかな表情が一瞬くもり、その後、静かな口調で話された。

   「小さい頃育った家庭が暴力的な家庭で、子どもの頃に犯罪を繰り返し、薬物もやって、いつ

も人に危害を加えていた過去の経験がソーシャルワーカーになるきっかけになりました。あと、

自分の子どもが生まれた時に、『ここで、その連鎖を断ち切りたい』と思ったからです。12歳で

学校を辞め、47歳で高校に入り直しました。24歳で結婚・出産をし、旦那と一緒に変わろう

と努力しました。その時は、ソーシャルワーカーになりたい！というのではなく、とにかく変わ

りたい！と思いました。その後、自分の子どもにだけは、いい生活を送って欲しい、いい人生

を送って欲しい、自分の子どもは別の方法で育てたいと思うようになりました。『自分の子ども

だけは』という思いはとても強かったんです。とくに自分が経験したからこそ強く思いました。」

マギーさんは自身の過去の経験から、利用者の話を聴くときに、『何でそういう状況（リスク

を抱える状況）になったのか』がよくわかると言われていた。利用者も「マギーさんに話を聴いて

もらうと安心する。全てを受け入れてくれる。『この人なら！』と思えるようになった。」と言われて

おり、マギーさんが家族と同じレベルに立っていることがよく伝わってきた。過去の経験があっ

たからだけではなく、マギーさんの『正直であり、隠し立てしない』ことが、利用者の心を動か

しているのだと感じた。スーパーバイザーが言われていた、利用者の心を動かす『マギーマジッ

ク』の中心にはこれがあるのだと実感した。

以下は利用者の援助にあたり、マギーさんが大切にしている事項です。

・人生経験。

・トレーニングを受けること。

・良きスーパーバイザーが身近にいること。

・自分が自分であること。

・カッとなることは自分を危険に陥れるということを理解する。

・支援表は家族にとってプラスになるものを作成すること。

・言うべきこと、期待されるべきことは明確に伝えなければならない。

・親しくすることは良いが言うべきことが言える関係を作ること。

・ 伝えるべきことは明確に伝える。友達であるからこそ必要なことは言える関係であること

が重要である。
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・利用者に好かれることは大切であるが、依存関係、馴れ合い関係はダメであり、信頼関係

が必要である。

・利用者が自分の人生を自分で歩けるようにサポートすること。

・ソーシャルワーカーの聞きたいことだけを聞いていてもラポールはできない。

・利用者との一切の心配が不要な関係が大切である。

・サポートを受け入れないと、何も始まらない。本人たちがサポートを受け入れようと思え

るような支援をする。

右がマギーさん

●所 感●

  ファミリー へルプ トラストは、日本でいう児童家庭支援センターのような役割だが、異なる点はリス

クを抱える家庭にターゲットを絞っているという点である。ターゲットを絞ることで、政府の要望と異な

り、資金面で苦慮されているようだが、それを補う職員の方々の熱意、プロ意識の高さを感じた。「何よ

り子どもを第一に」という考え方が根付いており、それが冷静な判断や相手を包み込む技術を実行さ

せているのであろう。また、ニュージーランドでは「すべての人は自分の人生の専門家である」という言

葉がある。その言葉のように問題を現象だけでとらえるのではなく、人の個性をすべて受容していくこ

とが大切だと感じた。
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3.1  概  要

1996年に、ニュージーランド政府（子ども、青年

家庭サービス局）の呼びかけに、医者、教授、教

育心理学者が応えて「治療的ケア・プログラム」を

開発したことから始まる。その後民間非営利団体

となり、障がいを抱える子ども、里親によるケアか

ら居住型ケア、自立支援等、比較的対応が困難な

ケースのケアを中心とした、かなり広範なプログラ

ムを通じてサービスを提供している。機関の発足

意図が示すとおり、専門的で治療的なケアを提供

している。オークランドの郊外にある。

3.2  プログラムの種類

ニュージーランド特有の歓迎の儀式のあと、丸1

日ギッシリ詰った研修を行った。（その主なプログ

ラムはP.81参照）

3　　ユース ホライズン トラスト（Youth Horizons Trust）

ユース ホライズン トラスト玄関
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3.3  ユース ホライズン トラストの里親支援
       について

（1）採用基準

里親資格制度はまだ完全に広まっていないが

ユース･ホライズン･トラスト（以下ユース･ホライズン）

と契約している里親は資格がなくてもレベル3程

度の能力をもった里親である。採用に当たっては、

①どういう人物なのか（人柄）　　　

②どこにどのように住んでいるのか、家族で住ん

でいるのか、夫婦か、独身かなど。

　（レベル3の里親になると子どもを特別学級に

通わせることもあり、近くにそれを提供してく

れる学校があるか、さらにユース･ホライズンが

サポートする上で、距離が遠すぎないかなど場

所も考慮する）。　　　　　　　

③ケアが必要な子どもの文化的背景に合ってい

るか（文化的背景）

（2）採用プロセス

　　　　　　

①1回目の面接

･ 　非公式な形で行われ、質問内容も大まかな

ものが多い。ポイントはユース･ホライズンの里

親としてうまくやっていけるか、スタッフもこの

里親とやっていけるだろうかという所である。

②2回目の面接

　　公式な面接で、政府によって定められた細か

い質問項目があり、かなりのプライベートまで

踏み込んだ内容である。里親と同居するパート

ナー、祖父母等、家族もインタビューを受ける。

③家庭訪問

　　家の衛生面、安全面や周辺のコミュニティ

の環境が、子どもが生活するうえで適している

かが調べられる。

（3）里親教育

  （3）-1  里親トレーニングの種類

①NVCPI･（ノンバイオレンス･クライシス･プリベン

ション･インターベンション：非暴力的に危機的状

況を回避する介入）

　　子どもが問題行動を起こす前に落ち着かせ

る方法

②救急

　　けが、病気に一時的にすぐ対応できる技術

③運営管理

　　子どもが問題行動を起こした時のレポート

の書き方、事務関係

　会計記録の仕方などを学ぶ。

④基本的行動管理

　　子どもが問題行動を起こした時に、どうし

てそういう行動を起こすのか、問題行動を管

理する時の基本的な事柄はなんなのか、とい

うことや行為障害、ADHDなど疾病の定義に

ついて学ぶ。ユース･ホライズンが採用してい

るポイントシステムによる行動管理の方法を学

ぶ。（子どもが規則を守るとポイントが増え、

室内でやれる自由度が増す）

⑤政府の･SCP･BlockコースとSCP･5−Dayコー

ス…これらの詳細は不明であるが、政府の義

務付けされたコースである。

※この①〜⑤のトレーニングに大体2週間〜1カ

月かかる。

ユース ホライズンにてイニシャルインタビューを受ける 

すでに里親をしている人に紹介された人等 

ユース ホライズンにてセカンドインタビューを受ける 

家庭訪問 

犯罪歴チェック 

トレーニング開始 

ユース ホライズンの 
機関へ行く 
 

合格 

合格 

合格 

合格 
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  （3）-2  関連施設の見学など

①ユース･ホライズン付属学校

　　この学校はユース･ホライズンのプログラムの

ために特別に用意した学校で政府から運営委

託されている。ユース･ホライズンと契約してい

る里親の子どもたちはほとんどこの学校へ通

学する。そのため里親になる人にも実際に学

校生活を経験させる。

②入居型施設（Residential･Home）

　　触法児童対象の入居型施設から里親に来る

子どもがいるため、子どもが里親に来る前どん

なところで生活していたのかを里親に見学して

知ってもらう。

③里親会議

　　月に1回里親同士の会議を行う。

  （3）-3  里親への提供物

①マニュアルフォルダ

　　預かる子どもの過去の記録、里親に関する

規則、約束等のすべてのマニュアルが入って

いる。

②ファックス

　　ユース･ホライズンより提供され、ケース記録

などユース･ホライズンと相互に交信、通信す

る。これは非常に重要な取り組みである。

③フォーム

　　運営管理からケース記録まですべての様式

が提供される。

（4）里親と子どものマッチング

子どもと里親とのマッチングは最も重要な要

素である。過去にマッチングの失敗により90カ

所の里親を転々としてきた14才の子どもがい

た。マッチングをするためにプログラムマネー

ジャー、行動心理士、臨床担当のディレクター、

里親コーディネーターからなるリファーラルパネル

（Referral･Panel）というグループがあり、そこ

で、ケースごとにどの里親が良いか、また、レベ

ル3の里親を希望する子どもについてユース･ホラ

イズンの基準に合っているかなどを吟味する。リ

ファーラルパネルでマッチングが決まると、その

里親に対し子どもに関する一切のデータを事前

に渡し、子どもについて学べるようにする。里親

への情報提供が終わると、ユース･ホライズン担

当者、里親、本人、家族、その子にかかわって

きたすべての専門家が加わり、ケア計画を立て、

早ければその日の内に里親に委託されることも

ある。

（5）里親委託後の継続したモニタリング

①ソーシャルワーカー

・毎週子どもと里親に面会する。

・毎月1回ユース･ホライズンの専門家が、計

画がうまくいっているかマネジメント会議を

行う。　

②里親コーディネーター

・週に1回里親にコンタクトをとり、相談を支

援する。

（6）3 カ月ごとの検証

委託後も3カ月に1回は、マッチングでの最初

の計画を立てた専門家が集まり、再度検証し、

それを見ながら、実際に計画どおりに取り組ん

でいるか、進歩があったか、新しい問題はない

か等を調べる。計画に変更があった場合や、プ

ログラムが成功し、家庭復帰に関しても、最初

の計画を立てたメンバーが全員いなければ家庭

復帰は決定できない。

　　　　　　　

※赤ちゃんなら引き受けても良いという里親は多

いが、十代の子どもは対応がむずかしく引き

受けたいという里親は少ないのが現実で、長

期の9割は親がいないなど行く場所がないケー

スである。

　　　　



��

（7）里親への支援

①公式会議

・月に1回ユース･ホライズンでの里親会議

・里親トレーニングの継続

・グループスーパービジョン

・ユース･ホライズン以外の機関からの意見を

聞く

・里親同士でランチを食べながら経験や専門

的な話し合いをする。

②コーヒーグループ

・7人の小グループでインフォーマルな議論を

する非公式のスーパービジョン。コーディネー

ターも参加するが議題は里親が決める。

③1対1の会議

・必要に応じて里親が、コーディネーターや

ソーシャルワーカー、ユース･ホライズン以外

の専門家と1対1で行う。

④継続的トレーニング

・ケア中の子どもに何が必要か、どういう技術

が必要か、その里親の長所、短所を判断し

た上でトレーニングの内容を決め、個人の能

力、里親としてのスキル、知識を高めるため

に取り組む。

⑤必須トレーニング

・NVCPI･………………･年に1回

・救急･･…………………･2年に1回

・行動管理･･……………･6カ月に1回

⑥スーパービジョン

・多くの必須トレーニングの継続、また、子ど

もの対応でストレスも大きいので上司による

スーパービジョンが重要である。スーパーバ

イザーは里親だけでなく、同時に家族全体

もスーパーバイズする。

･ 　また、里親の家族にもトレーニングを推奨

しており、トレーニングを受けるために仕事を

休んだ場合その給料を保証する制度がある。

⑦クライシスサポート

・活動内容

･･ 　ユース･ホライズンにはオールマイティに対

応できる職員が常に2人、24時間待機して

おり、里親からクライシスコールが入ると問

題の大小に関わらず必ず20分で駆けつける。

里親にはいつでもクライシスが起こる前に連

絡するように話してある。実際20分で訪問

した際クライシスはすでに収まっていること

もあるが、重要なのはクライシスの後の振り

返りである。　　　　　　

・スタッフ構成　

･ 　ソーシャルワーカー4名、心理士2名、コー

ディネーター1名、プログラムマネージャー1

名の合計8名。夜間は2人1組で、できる範

囲で対応するため待機職員を呼ぶことはな

い。

セミナー終了後のお別れの儀式の風景
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●所 感●

　研修以前には、ニュージーランドは里親制度に力を入れている国であると聞いていた。過去に里親と

のマッチングで失敗した苦い経験もあり、里親のマネジメントをしているユース ホライゾンズ トラスト

への訪問は、興味深い研修先のひとつであった。

　一日かけて機関の概要、プログラム、里親資格制度、里親支援の順で講義を受けて、自分が考えて

いた里親に関する従来の概念が崩れ、今後の新しい里親像への関心が深まった。

　ニュージーランドの里親は、資格の習得と継続的なトレーニングを受け、児童養護のプロフェッショ

ナルとして、自信と誇りを持って子どものケアに取り組み、地域小規模施設と同じような存在であった。

日本でいう里親は、養子希望の里親が大部分であり、私自身も「里親＝養子」というイメージを強く持っ

ていた。しかし、ニュージーランドの実情を見て帰国後、「里親＝ケア」についての関心が深まり、現在

この面の研究に意欲を高めているところである。

　ニュージーランドの国情は日本とは異なるが、1人の子どもを中心にケアをする対応ではなく、その子

の親族すべてをケアの対象として対応していく体制があり、里親のためのトレーニングとそれを支援する

専門機関との連携が確立されている。このような視点は、児童養護のあるべき方向として、ぜひとも取

り入れていく必要があると思う。そのことを通して、児童が家族的で、心豊かな生活できるような養育

体制作りを目指していきたい。
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1〜1年半のケア期間中、行動管理トレーニングを通じて、
スキルを身につけさせ、社会に復帰させることを目的にし
たプログラム。このプログラムは4段階に分けて実施される。 
1段階：鍵のかかっていない家（定員5人）で4カ月間の
生活。12人のスタッフに行動管理されながらカウンセリ
ングやトレーニングを受ける。スタッフは全員NVCPI習
得（NVCPI：P.19参照） 
2段階：少し制限のゆるい家（定員4人）に引っ越す。特
別な訓練を受けた専門里親の夫婦が住み込み、さらに昼間
はユース ホライズンのスタッフ1名が通う。1段階のトレ
ーニングで身につけたスキルを2〜3カ月実践する訓練期
間となる。 
3段階：子ども1人が1軒ずつ専門里親の下に6カ月間預け
られる。子どもはここから通学や通勤をし、生活しながら
里親のサポートを受ける。規制がゆるく、女性スタッフが
担当する。里親は特別の訓練を受けているスタッフで、ユ
ース ホライズンと契約している里親である。 
4段階：家に戻る。4カ月間は子どもが問題を起こしたと
きのサポートに4人のマルチ システミック テラピー（MST）
の専門職員が交代で24時間待機している。 
最大子ども20人に対し専門職員4名で担当する。 

（MST：P.83 BOPレイクス・ワイカトの活動内容・プロ
グラム2） 

子どもの更生のためには留置所よりも家族やコミュニティ
ーでケアすることが望ましい、という考え方から試験的に
導入されたプログラム。 
触法行為により逮捕された場合、留置所に代わる家が男女
各1軒ずつ用意され、警察が起訴し、裁判所に送致されるま
での最大5日間、子どもはこの家で生活することができる。
この間にスタッフはその子どもの親や親族で世話のできる
人を探し出す。 
以前は逃げ出す子どもが50%程度いたが、ユースワーカ
ーを導入し、24時間の見守りとソーシャルワーカーによ
る本人や家族との話し合いにより、15％まで改善された。

（男子は30％→10％）　 

子どもは16歳になると、今後も通学を続けるかどうかを
本人が決めることができるが、16歳になって、学校をや
めてしまい、進路も決まらず家にいる子どもを対象に行う
サービス。仕事や学校に行きたくなるようなアドバイスや
職場見学を行う。 
※ワイタケレ地区自体、仕事がなく、失業率の高い地区。

親は仕事に就かず生活保護を受けている世帯が多い。生
活保護を受けることが世代連鎖している。 

政府の保護下にあり、ファミリー グループ カンフ
ァレンス（FGC）を経て、送致され、DSM（アメ
リカ精神医学会によって定められた診断基準）によ
って重篤な行為障害と診断された子どもで、オーク
ランド在住の14〜17歳の男女。 
現在このプログラムを受けている子どもは35〜
40人いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

犯罪を犯し逮捕され、裁判を待つ、オークランド在
住の14〜17歳の男女。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

オークランド郊外のワイタケレ地区に住む16歳以
上の不登校や、働くこともせず家にいる子ども、約
2,900名。 

 

すべてのスタッフがノンバイオレンス クライシス 
プリベンション インターベンション（NVCPI）と
呼ばれる、暴力的な方法を使わずに危機的状況を
予防し、介入する方法を習得。初年度は必須の2日
間と、その後毎年一回の定期トレーニングを受け
ている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男女の家ともスタッフ11名づつが対応 
その他、男女兼用のマネージャーとソーシャルワー
カーが各1名（合計24名編成） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソーシャルワーカー　2名 
ユースワーカー　4名 

（合計　6名） 

オークランド ブリッジ プログラム 
（Auckland Bridge Plogramme）/ 
マルチ システミック テラピーと 
フォスター ケア 

（Multi Systemic Therapy ＆ Foster Care） 
 
※プログラム名の‘Bridge’とは、 
　「家に帰れない子どもに橋を架けてあげる」 
　の意味で、ユース ホライズン トラストの 
　中心活動である。  

ライトハウス 
（Lighthouse） 
 

ワイタケレYTS 
（Waitakere Youth Transition Services） 

サービス名 活　動　内　容 対　　　象 備　　　考 

 

 

 

 

 

■ユースホライズンの主なサービス一覧 
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メンタルヘルスの問題や障害を持つ子どもを育てる家族を
対象に、子どもを預かりその家族に休息を与えるプログラ
ム1と、アメリカのシステムセオリーを使って家族を管理
しつつ、サポートするプログラム2がある。 
プログラム1：クライシスケア 
　　　　　    （危機的状況にある親のレスパイトケア） 
子どものメンタルヘルスの症状が悪化し、家庭では対応で
きない子どもを対象に親の手から子どもを離してユース・
ホライズンが契約している里親に預ける。 
プログラム2：MST（マルチ システミック セラピー） 
社会的、情緒的、行動的問題を持つ子どもの家族に対して
行われ、家庭を基点に置いた集中的な介入方法である。修
士レベルのセラピストが、家族メンバーに、問題行動の原因
と考えられる個人的、家族的、環境的要因を特定化して、そ
れを変えさせようとするものである。このプログラムは、ア
メリカから取り入れ、常に管理されているプログラムである
ため、結果報告をアメリカのスーパーバイザーに送っている。 

重度の行為障害であると正式に診断された子どもの更正や
治療を行う。（試行されて3年の試験的プログラム） 
第1段階：子どもは定員10名までの施錠された閉鎖施設
に入り、4〜6カ月かけて、精神科医や心理士による個人
またはグループカウンセリング、併設された学校への通学
など、集中的に行動管理の治療を受ける。これによってグ
ループの中での行動の仕方を学ぶ。 
第2段階：次に地域のグループホーム（一つの家に6名の
スタッフが3交代で勤務）に移り、2〜3カ月間訓練を受ける。 
第3段階：最終的には家族や里親の元へ戻るが、その後も
18カ月間は就職、通学のサポートを受ける。 

ニュージーランドでは、17歳の誕生日で法的に政府の支
援対象からはずされるため、その年代の青少年に各種の問
題が多発した。その改善策として政府が施行した、4年半
の試験的プログラムである。普通に家庭で生活していれば、
本来親から教えられるであろう、生きていくための基本的
なスキルを教える。政府は、自立のための支度金を1人に
つきNZ＄8,500（約64万円）をユース ホライズンに対
して拠出している。現金を子どもに渡すのではなく必要な
物品を購入する形で支援し、残金は政府に返却する。 

個人へのカウンセリング、グループカウンセリング、家族
を入れたカウンセリングに心理士が入り、その子どもが何
故罪を犯したのかの内因的な動機と、周りの環境などの外
因的な動機を把握し、犯罪を繰り返す要因を探る。これま
での研究から、子どもの再犯の動機として、①反社会的行
動を起こす仲間がいる。②親が子どもと真剣にかかわらな
いか、子どもとのかかわり方の程度が低い。③学校に行か
ない、等が明らかになっており、たとえば怒りが原因なら
何に対しなぜ憤慨しているか、その表現方法など、子ども
自身が自分をコントロールできるようにトレーニングする。 

11〜17歳の子どもと家族が対象。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニュージーランド北島南部に住み、精神科医によっ
て行為障害と正式に診断された12〜16歳の男子。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十代での妊娠、失業、自殺や薬物等の問題を起こし
ている、15〜21歳。 
プログラムを受けたいという意志を持った子ども対象
（受講は任意） 
 
 
 
 
  
 
14〜16歳の男子。これまで重大な犯罪を起こし、
このまま放置すると、さらに罪を犯し続けると思わ
れる子ども。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ニュージーランドは広く、車でも片道4時間以上か
かり、プログラムの管理が大変である。タイムア
ウト部屋（反省室）の使用は24時間までと規定さ
れているが裁判所の許可がないとできない。 
プログラムが成功し社会に戻っている子どもがいる。 
 
 
 
 
 
 
  
ソーシャルワーカー6名が、ひとりで20ケース、
全体で120ケースを担当。 

BOPレイクス 
（Bay Of Plenty Lakes： 
ニュージーランド北島東側地域名） 
ワイカト ICS & Fcare 

（Intensive Clinical Service & FCare） 

カ  アワテア 
（Ka Awatea） 
 

LNSCDP 111 
（North Services Conduct  
Disorder Programme： 
ニュージーランド北島の南部） 

テ  フリハンガ 
（Te Hurihanga） 

 

 
 
 
 

サービス名 活　動　内　容 対　　　象 備　　　考 
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第2段階：次に地域のグループホーム（一つの家に6名の
スタッフが3交代で勤務）に移り、2〜3カ月間訓練を受ける。 
第3段階：最終的には家族や里親の元へ戻るが、その後も
18カ月間は就職、通学のサポートを受ける。 

ニュージーランドでは、17歳の誕生日で法的に政府の支
援対象からはずされるため、その年代の青少年に各種の問
題が多発した。その改善策として政府が施行した、4年半
の試験的プログラムである。普通に家庭で生活していれば、
本来親から教えられるであろう、生きていくための基本的
なスキルを教える。政府は、自立のための支度金を1人に
つきNZ＄8,500（約64万円）をユース ホライズンに対
して拠出している。現金を子どもに渡すのではなく必要な
物品を購入する形で支援し、残金は政府に返却する。 

個人へのカウンセリング、グループカウンセリング、家族
を入れたカウンセリングに心理士が入り、その子どもが何
故罪を犯したのかの内因的な動機と、周りの環境などの外
因的な動機を把握し、犯罪を繰り返す要因を探る。これま
での研究から、子どもの再犯の動機として、①反社会的行
動を起こす仲間がいる。②親が子どもと真剣にかかわらな
いか、子どもとのかかわり方の程度が低い。③学校に行か
ない、等が明らかになっており、たとえば怒りが原因なら
何に対しなぜ憤慨しているか、その表現方法など、子ども
自身が自分をコントロールできるようにトレーニングする。 

11〜17歳の子どもと家族が対象。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニュージーランド北島南部に住み、精神科医によっ
て行為障害と正式に診断された12〜16歳の男子。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十代での妊娠、失業、自殺や薬物等の問題を起こし
ている、15〜21歳。 
プログラムを受けたいという意志を持った子ども対象
（受講は任意） 
 
 
 
 
  
 
14〜16歳の男子。これまで重大な犯罪を起こし、
このまま放置すると、さらに罪を犯し続けると思わ
れる子ども。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ニュージーランドは広く、車でも片道4時間以上か
かり、プログラムの管理が大変である。タイムア
ウト部屋（反省室）の使用は24時間までと規定さ
れているが裁判所の許可がないとできない。 
プログラムが成功し社会に戻っている子どもがいる。 
 
 
 
 
 
 
  
ソーシャルワーカー6名が、ひとりで20ケース、
全体で120ケースを担当。 

BOPレイクス 
（Bay Of Plenty Lakes： 
ニュージーランド北島東側地域名） 
ワイカト ICS & Fcare 

（Intensive Clinical Service & FCare） 

カ  アワテア 
（Ka Awatea） 
 

LNSCDP 111 
（North Services Conduct  
Disorder Programme： 
ニュージーランド北島の南部） 

テ  フリハンガ 
（Te Hurihanga） 

 

 
 
 
 

サービス名 活　動　内　容 対　　　象 備　　　考 
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4.1  概  要

（1）  理念

「子ども（児童期）は価値あるものであり、それ

ぞれの子どもの希望と可能性は育まれるもので

ある」とのビジョンを掲げ、『子どもが第一である』

ことを実践している非営利団体である。ニュー

ジーランド全域で、子どもと家族へのサービスや

子どもの早期ケアと早期教育を提供し、また子

どもの興味やニーズに焦点を当てた、子どもが生

きていくのに必要な呼びかけを行っている。

（2）  組織の成り立ちと現在

バーナードスの歴史は、1866年にイギリスで

トーマス・バーナード医師が、行き場のない極貧

の子どものために「バーナード・ホーム」を設立し、

食料や宿舎、教育を提供したことから始まる。

1960年代に入り、ニュージーランドにおいてもケ

アを必要とする子どもがいることがわかり、1972

年、ニュージーランドで初のバーナードスが開設

された。当時は子どもケアセンター、地域へのソー

シャルワーカーの配置、母子家庭への住宅提供

がその取り組みであったが、現在ではニュージー

ランド全域で子どもと家庭へのサービス、子ども

の就学前教育とケアを提供しており、そのサービ

スは地域の実情に応じてさまざまである。

バーナードスは北島に2カ所、南島に1カ所の

3つの地域で運営され、首都ウェリントンに本部

となるナショナル・リソースセンターがある。

バーナードスが組織運営をする際大切にして

いることは、①高潔性、②情熱、③他人に対

する尊敬、④実績を残す、ことである。運営費

はニュージーランド全体でNZ＄5,000万（37.5億

円）、契約内容によって政府から拠出される金額

も変化する。例えば、虐待通報におけるアセス

メント料として、NZ＄250万（約1億9千万円）

が契約金として出ることがある。里親やファミリー

ホームの活動にも補助金がある他、政府保護下

にある子どものケアについてはすべて政府の資

金から出される。

（3）主なサービス内容

　P.88参照

4　　バーナードス（Barnardos）
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4.2  施設見学

バーナードスが運営するファミリーグループを見

学する機会があったので以下に紹介する。

（1）ファミリーグループホームを見学して

子どもへの幅広い活動が認められ、NPO組

織として高い評価を得ているバーナードスが運

営しているファミリーグループホーム（オークラン

ド）を2カ所見学することができた。そのどちらも

ニュージーランドでは中流階級の住宅地（日本円

で7,000万円〜1億円）にあり、敷地面積は300

坪以上もある。平屋の建物に入ると、入所者に

は8畳ほどの個室が与えられておいた。10畳ぐ

らいのスタッフルーム、広いリビングやダイニング

ルームを次 と々見て回った。中庭に出ると、入所

者によってきれいに手入れされた芝生が広がって

おり、トランポリンや体を鍛えるトレーニング小

屋、オレンジやバナナの木には果物がたわわに

実っていた。これらの家はもともと政府の所有

であったが、バーナードスがこの事業のために買

い取ったという。

「ファミリーグループホーム」という名称ではあ

るが、夫婦で管理しているわけではなく、スタッ

フはバーナードスの契約社員である。どちらのグ

ループホームも5名のスタッフで運営されている。

勤務は日勤のスタッフ（午前9時〜午後5時まで）

が1名と、夜は2名が1組（午後3時〜翌日の午

前9時まで）になり、1週間続けて勤務すると次

の1週間は休みとなる。

入所児童は10〜17歳の男子で、被虐待児や

犯罪を犯した児童およびその両方を持つ児童が

対象であり、定員は5名、滞在期間は最大で2

年である。ファミリーグループホームの退所時期

は入所した子どもの成熟度（更生度）で判断され

るが、本人が自分のとった問題行動に対し、ど

れだけ治療を受けようとする意志を持っているか

どうかが退所の鍵になるようだ。子どもに退所の

許可がおりると殆んどは親の元へ戻るが、子ども

の親の多くは機能不全家族で親の方の回復が見

込めない時もあり、その場合、子どもはより家

庭的な里親のところへ行くことになる。バーナー

ドスはあくまで子どもの更生を中心に取り組んで

おり、親の対応については政府が対応すること

になっている。

生活はポイント制を採用しており、規則的な生

活習慣や協調性、自立に向けてスタッフは忍耐

強く支援している。起床時間、歯磨きから就寝

までの作業がきちんとできるとポイントがもらえ

る。それがある一定数に到達すると、たとえば

寝る時間が夜8時から8時30分に延長できると

いう具合である。ポイントはスタッフと子どもが話

し合って決める。また入所者の食事は自炊になっ

ていて、家事の分担も子どもたちで決めており、

台所に包丁が置いてあったが特に問題はないと

のことである。下校後子どもたちはリビングに集

ファミリーグループホーム全景 中　庭
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まり宿題をする。夕食後は毎日子ども・スタッフ

がひとつのグループになり、その日の振り返りを

する。何か問題が起きた時はグループディスカッ

ションをして子ども同士で何が悪かったのかを話

し合う。大人（スタッフ）の誘導ではなく、仲間

同志で正直に話し合うことが大事であり、本人

が意志決定をする過程においてできるだけ正し

い自己決定ができるよう、スタッフも一緒になっ

て考えるとのことである。

このファミリーグループホームと地域との関係

であるが、近所に対し、ここで生活する子どもた

ちは政府の保護下にあることは伝えてあるが、

それに対する苦情はないそうだ。しかし、近所

の子どもがここに遊びに来たり、逆にここの子ど

もが近所に遊びに行くことはないという。また、

通学している学校の校長にも近所に対するのと

同じ内容を伝えるが、かかわりを避けたいのか

あえて子どもの情報を知りたくないという学校も

あり、そういう場合は説得に苦慮しているようで

ある。子どもの親に関しては、入所中の子ども

が親の所へ外出することは可能である（外泊は

不可）。スタッフは子どもの親に対してもなるべく

グループホームのことを知ってもらうために、で

きるだけ来てくれるよう働きかけているとのこと

だった。

●所 感●

　私がびっくりしたのは、ドアの入口につけられていたアラームの説明をうけた時であった。これは夜間、

たとえば子どもがトイレに行く際、自分の部屋を出て、3分経過するとスタッフルームとつながったベル

が鳴る仕組みになっていた。つまり、脱走防止システムであった。児童福祉についてニュージーランド研

修の1日目から児童福祉について「子どもが第一」、「子どもの利益が最優先」、「子どもは大人の行動の被

害者」とニュージーランドの懐の大きさに感心しきりだった私にとって、この研修最終日のアラームの管

理はとても不調和なものに感じられた。
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ニュージーランドの家庭に向けて情報掲示板を作成。題材は子どもをもつ親や
保護者がよく経験する日常の話題を扱っている。 

親や子どもをなくしたことで親子関係が壊れた子どもや家族に対して、カウン
セラーが支援する他、生活の危機に瀕した子どもや家族へのサポートや助言、
養子縁組、家族再統合に向けての援助を行う。 

子ども、子どもと別居している親、また子どもの関係者対して、子どもとの関
係が安全に結べる環境の提供。将来的に健全な親子関係の復活、あるいは維持
させるためには子どもと親にとって重要なサービスとなっているだけでなく、
このサービスは実親から新しい親への架け橋的役割も担っている。 

問題を抱えた家庭を対象に、親が持っている養育能力やその家族がいるコミュニテ
ィを把握し、家族の状況に合わせた支援を行う。支援の中心は子どもであるが、親家
族には養育への自信、家族の養育能力を高めるために行うサービス。この支援は無
料で行われ、問題を抱えた家庭を直接訪問し、子ども中心のアセスメントを行い、子
どもを養育する上でどのような改善が必要なのかをその家族と一緒に明確にする。 

家庭の暴力にさらされている5〜14歳までの子どもが対象。遊び・創造的な
活動・ディスカッションをミックスしたもので怒りの管理法、状況に適した感
情表現、安全の保ち方を身につけさせる。政府社会開発省・子ども・青年・家
庭局と法務省よって認可されたサービス。 

親が子育てに自信を持てるようにすることを目的としている。前向きな子育て
のための6つの原則SKIP（Strategy with Kids Information for Parents）
で成り立っている。それは、①愛情と思いやり ②対話と傾聴 ③指導と理解 ④行
動の許容範囲⑤一貫性と結果⑥安心感ある場所の確保である。 

学校で起きるさまざまなリスクに対応するため、学校のソーシャルワーカー支
援を行う。バーナードスのソーシャルワーカーはその地域や他の教育機関、健
康や福祉部門、地域とパートナーシップを持ちながら、子どもの学習に悪影響
を及ぼす障害を取り除く。同時に子どもと家庭にふさわしいサービスをするこ
とで学校の先生が授業に集中できるようなサポートを行っている。 

子育てのストレスで誰かと話をしたい親や保護者に向けたフリーダイヤル式の電話
サービス。熟練した子育てアドバイザーが耳を傾け、子育てに関する情報を提供し
たり、場合によっては必要なサービスを紹介する。平日の9時から午後17時までに
電話をかけるか、メッセージを残しておけば、スタッフがかけ直ししてくれる。 

5〜18歳までを対象にしたフリーダイヤル式カウンセリングサービス。電話
カウンセラーが将来子どものためになるスキルを教え、問題解決を援助する。
電話は正午〜深夜零時までの毎日。 

家庭裁判所を通じて正式に依頼を受けた子どものケアを請け負う。委託期間は数日
から場合によっては17歳まで預かる場合もある。同時に里親のためのレスパイトケ
アサービスもある。里親専門のソーシャルワーカーは里親へのサポート、トレーニン
グ、スーパービジョン（緊急時には24時間体制）を継続的に行っている。オークラン
ド事務所に登録されている里親数は約60家族で、4人のソーシャルワーカーが対応。 

3軒の住宅（オークランド2・ウェリントン1）を活用した専門的なケアプロ
グラム。保護の必要がある10〜17歳までの少年が対象。安全に配慮された集
中的な訓練を計画的に行い、彼らは幅広い援助活動を通して生活面と社会面の
スキルを身につけさせる。地域の学校に通学、離れている家族との接触を保ち
ながら最長で2年間そこに滞在する。政府と提携し、一度に6人までの若者が
宿泊できるアセスメント・センターも完備している。 

クライストチャーチにある治療専門の設備で、12〜17歳までの性犯罪を犯し
た男子を対象としたサービス 

さまざまな法律や擁護方針を通じて子どもたちに意見を述べる機会を与え、子ども
の生活に「真の変化」をもたらすことを目標にしている。「子どもが中心」と考える
組織として、豊富で実用的な知識と研究結果を駆使し、最も近い位置出から子ども
を支援する。これを通じて地方及び中央政府の政策立案に影響力を与えてゆく。 

バーナードスの早期学習センターでは安全面、福祉面、教育面が整った環境下で子ど
もが楽しく学び、育つことを目指している。経験と実績を積んだ教員がこの初期学習
カリキュラムに力をふるっている。“Knowledge Net”にアクセスすることによって、
親はこのセンターでの取り組み、子どもの活動内容や学習教材を知ることができる。 

6歳以下の子どもに、ECE研修を受けた人の家で養育を行う。より整った安全
な家庭環境で子どもが学び、発達することを手助けする。このプログラムは一
人の担当者に対して最大4人までの子ども（その中で2歳未満は2人まで）が
委ねられ、時間帯やグループは柔軟に対応する。 
2歳以下は有料だが、3〜4歳は1週間に20時間を上限として無料である。 

サ ー ビ ス 名 
 

活　動　内　容 

 

バーナードス情報掲示板 
（Barnardos Information Sheets） 

子ども･家族カウンセリング 
（Child and Family Counselling） 

チルドレンコンタクトサービス 
（Children’s Contact Service） 

家庭支援サービス 
（Family Support Service） 

安全感を取り戻すステップ 
（Footsteps to Feeling Safe） 

親教育 

ソーシャルワーカーによる学校への 
サポート 

ペアレントヘルプライン 
（Parent Help Line） 

子どもダイアル 
（What’s Up） 

里親支援 
（Foster Care） 

ファミリーグループホーム 
（Specialist Family Group Home） 

Te Poutama Arahi Rangatahi

権利擁護プログラム 

バーナードス早期学習センター 
（Barnardos Early Learning Center） 

キッズ スタート 
（Barnardos Kids Start） 

■バーナードスの主なサービス内容 
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クライストチャーチでECEプログラムを実施して

いる3カ所の訪問見学を実施した。

経営の形態については、非営利民間設立、公立

設立、営利民間設立などがあり、さまざまな特色

と、課題を抱えている様子が伺えた。

また、実際にサービス実施主体を見学してみる

と、政府の示す方向性と現場での統一できている

部分やズレている部分を見ることが出来た。

5.1  ニュージーランドにおけるECEセンター

       （ECE）設立経緯

午前中あるいは午後の3時間のみのカリキュラム

であるニュージーランドの幼稚園は、働く親のニー

ズを満たしているとはいえなかった。そんな中、働

く親たちが自ら、地域の中に預けられる場所を作

り出すことを考え出したのが、ECEセンターのはじ

まりである。いわば、親自身が発想し、発展させ

てきたのである。自宅を改修してセンターを立ち上

げるなど、さまざまなあり方でECEセンターの設置

を進めてきた。

しかし、こうした状況でも各地のECEセンターの

設置数は家族の需要に対して不足していた。さら

に、その質の差も生じるようになっていった。実際

質の低いECEセンターも存在したが、選択肢が少

ないためにそこを選ばざるを得ない現実もあった。

そのため国の規制が必要となったのである。

現在、ニュージーランドは、基本カリキュラムと

スタッフのトレーニングプログラムを大変充実させ

ており、これについてスタッフはニュージーランドの

誇りであると語っていた。この充実したカリキュラ

ムに加えて、民族、宗教、文化、生活などのそれ

ぞれの地域ニーズに応じた結果が、現在のECEセ

ンターである。さまざまな民族が共存するセンター、

宗教に対応したセンター、病院内に設置されたセ

ンターなどそのあり方は多様であり、スタッフが「今

ではその家庭のニーズにあったECEセンターが必

ずどこかに存在する」と語るほどまでに、ECEセン

ターはめざましく発展している。2006年にはECE

の将来像に関するシンポジウムが開かれた。世界

がニュージーランドのECEに注目する中、質の向上

に向けての取り組みは、現在も継続している。（そ

してここでも、“人口が少ない故に変革が容易であ

る”という言葉が聞かれた。）

5.2  キウイキッズ（Kiwi Kids）

（1）概  要

民間非営利団体が経営する個人経営ライセン

スのECEセンターである。日本の保育園や幼稚

園を合わせたような施設。現在の利用人数は2

歳未満16名、2歳以上23名の合計49名、職

員数は5名である。利用料は週当たりNZ＄200

（15,000円）で、負担内容は本人がNZ＄80（6,000

円）、政府がNZ＄120（9,000円）で3歳〜5歳ま

での子どもについては週20時間までは無料であ

る（なお、政府としては無料対象年齢の引き下げ

を検討中）

 （2）Kiwi Kids 活動内容

Kiwi Kidsの理念 〜 Care is Curriculum 〜

ニュージーランド政府が打ち出す基本カリキュ

ラムに加えて、継続して安定した養育を実現する

という理念のもと、柔軟で質の高いプログラムで

対応してきた。Kiwi･Kidsではこの理念を、“Care･

is･Curriculum”と表現している。

（3）活動の 5 つのポイント

①スタッフと子どもの親密な関係

　　子どもの親となる役割であるスタッフ配置

は、子ども5人：スタッフ1人であり、継続して

養育できるスタッフの存在が重要であるとして

いる。さらに、“Prime･Time”と呼び、子ども

とスタッフが最も親密になる時間として以下の

5　　ECE（就学前教育）プログラム実践現場訪問
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3つのかかわりを大切にしている。

　・おむつ交換の時間　・食事介助の時間

　・午睡時の添い寝（お昼寝）の時間

②信頼と安心に満ちた人間関係

　　安定した養育の中で信頼感と安心感に満ち

た人間関係を育む。これはKiwi･Kidsの実践

の焦点であり、非常に重要なポイントである。

③適した規模（空間、定員）

･･･　空　間

　　子どもたちが充分に体を動かして遊べ、尚

かつ広過ぎない空間を確保している。スタッ

フも子どもに対して常に目を行き届かせておけ

る。また過剰な広さは、むしろ子どもたちに緊

張感が生まれさまざまな問題が発生する。子ど

もたちにとってストレスのない生活を提供でき

る広さは、子どもたちに細やかな対応をしてい

くことが可能であり、スタッフにとっても素晴ら

しい環境であると言える。

･･　小規模（25名定員）

･ 　ケアの質向上を目指してさまざまな対応を

図ってきた。その実現のため以前の30〜35

名の定員を25名に縮小した。小規模こそ成功

の秘訣である。

④子どもたちの強みを広げていくかかわり

　　適切な感情表現とその言語化を助けること

によって、子ども自身の持つ特有の強みを引き

出し、尚かつ広げていく。

⑤環境

･･　自然環境

　　「秘密の庭」と名付けた畑があり、子どもた

ちが“植え”“育て”“収穫”する。自然のもの

を育て収穫することができる環境は、まさに

自然環境そのものである。

　　広い空間を有効に使い、死角の危険性に

は、大人の目を行き届かせ、安全確保に努め

ていた。保護者もこの広い空間については高

く評価しているとのことである。

･･　サイレントスペース

　　1日のうちの2割を過ごす室内での遊びは、

音楽や絵本など静かに過ごす時間である。ま

た、食事もこのサイレントスペースで行う。食

事は子どもにとって社会性を学ぶ大変重要な

時間である。スタッフはなるべく子どもたちに

任せるようにしており、子どもたちは自ら運び

自ら学ぶ姿が見られていた。

　

キウイキッズの子どもたち キウイキッズ園庭キウイキッズの子どもたち
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5.3  キミヒア ペアレンツカレッジ アンド
       キミヒア アーリー ラーニングセンター
･･･   （Kimihia Parent’s College & Kimihia
       Early Learning Center）

（1）概  要

公立の非営利団体であり、全国に17カ所（北

島15南島2）ある。若いシングルペアレント等の

支援施策として国が運営している。青少年が妊

娠、出産、子育てをしながら学校に通えるよう

に支援する施設である（高等学校の分校及び専

門課程を併設）。生徒は13〜23歳の45名である。

（マオリ族及び原住民系の生徒が多い）

（2）活動内容と特徴

高校（併設）

学習レベルは、基礎レベル（国語・算数・体

育を中心としたもの）、高校卒業レベル、ハイレ

ベル（専門課程）の3つからなる。

支援内容

・･サポートワーカー（カウンセラーではない）が、

日常の生活の支援を行う。サポートワーカーは、

資格が無くても地域にネットワークを持ってい

る者が望ましい。

・･シングルのみならず、結婚していても入学は可能

である。

・･自宅から学校に通えない生徒には送迎のサー

ビスがあり、自家用車で通学する者にはガソ

リン代の補助がある。

保育サポート

親（高校生）が学校で授業を受けている間、

子どもの保育をしてくれる環境が整っている。

子育てをしながら高校に通えるだけでなく、

ケースによっては卒業後も継続して支援を受けら

れる（応能負担）ため、安心して学業と子育てを

両立できる。

学校の休憩時間には、子どもに接したり一緒

に食事もとれ、学業だけでなく親としての自覚や

子育ての方法もここで学ぶことができる。子ども

（6）課  題

政府からの資金援助を得ることができず設立

者は自宅を抵当に入れて資金を借り、設立した。

センターはまだ始まったばかりであり、音楽のプ

レイルームや静かに過ごす部屋の増築など更な

る資金が必要なことが多く、援助がないことで

の苦労が絶えない、とのことであった。

●所 感●

園庭も広く、スタッフにとっても良い環境であると言われていたことに納得ができた。子どもたちが、心身

ともに伸び伸びと成長していく中で豊かな感受性を身につけていくことができるように感じられた。子ども

たちはゆとりある保育と自由の中から社会性を学び、個性を伸ばして成長していくが、そのための支援の

環境として小グループ化は重要と言える。

スタッフと子どもの信頼関係を基盤として得られる安心感を大切にし、人間関係を築けるための土台作

りが幼児期にここでは行われていると感じられた。

保育室スペース

リビング ダイニングスペース
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の食事（午前と午後のおやつ及び昼食）は国から

の補助が出ているため、無料である。

課　題

性教育は行われているが、子どもたちが自分の

こととしてとらえられない現実があり、妊娠するケー

スが多数あり、このような施設を利用するに至っ

ている。これには社会的文化背景（マオリ族は若

年出産が普通）との因果関係が考えられている。

●所 感●

　日本では、高校生が妊娠し、出産を希望すれば中退が大多数を占める。ニュージーランドと同じよう

に、性教育は実施されるものの自分のこととしてとらえることは困難で知識・支援がないままでの10 代

の妊娠・出産も多い。

　10 代の妊娠・出産をサポートすることで10 代の妊娠を助長することにならないのかという不安も感

じられるが、マオリの人々は10 代の性や妊娠には文化的な背景から、あまり大きな問題としては捉えら

れていないようである。そのマオリの文化がもたらす現実に対して、ニュージーランド政府が国としての

支援を行っていると言える。こうした現実を文化として捉え、サポートするニュージーランドと、そうで

ない日本。いずれにせよ性教育の重要性を改めて感じた。

5.4  ローリーポップ（LOLLI POPS）　

（1）概  要

民間営利団体である。全国で23カ所のチェー

ン形態で運営している。（本部はオークランド）　

定員は100名（現員･43〜48人）で、開園時間は･

8：00〜17：00（ライセンス上は7：30〜18：00）

である。利用料は3歳未満NZ＄220（16,500円）

/週（おむつ・食べ物を含む）、3歳以上NZ＄130

（9,750円）/週である。職員数は、15名（ECE

資格取得者7名、取得予定者3名、調理員）

（2）活動内容と特徴

所得層の高い家庭をターゲットとし、お金を払

うことで、より質の高い保育が受けることができ

る。運営にあたっては、子どもが興味を持ってい

ることに配慮することを大切にしている（その日、

興味を持ったことから学ぶきっかけを与える）。

実年齢より発達年齢で部屋を分け、年齢により、

高さが調節できる家具を使い分けている。スタッ

フは発達レベルをチェック・記録し、ファイリン

グを行い、それを親が自宅に持ち帰り成長を確

認できるシステムとなっている。また、それを基

に親と相談し、部屋割りを決めてている。

理念として目的を持った経営を目指しており、

備品等に先行投資をすることで有能なスタッフ

を集め、スタッフのスキル維持と向上のため、6

カ月に1度オークランドの本部に行き、管理・専

門性のトレーニングを受けることを義務づけてい

る。トレーニングを重ねることで、より専門性の

高いサービスを提供することを心がけているとの

ことである。

●所 感●

　スタッフの方が、自身の妊娠中にわが子がどんな環境で育って欲しいか、を念頭におきながら建物の

レイアウトや内装を決めたと言われていたのが印象的であった。実際に、午睡の部屋の天井模様にプラ

ネタリウムを作っていた。眠りにつく時に「こんな環境であって欲しい、あるいはこんな部屋で楽しく過

ごして欲しい」など子どもが日常生活の中で安心して生活するにはどんな環境が良いのかを考え、試行

錯誤した様子がうかがえた。スタッフが、わが子が利用するとしたらどうあって欲しいのか、という視点

で、子どもたちの生活環境を考える大切さを学んだ。
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以下は研修後で感じたニュージーランドにおける

ECE活動に関する考察です。

1週間20時間の無料ECEが十分な時間だと思

うか、という問いに政府担当者は、質の高いECE

への参加を促進するために導入した手段の一つで

あると答えている。「すべての子どもが、学ぶ上で

必要な、強固な基礎を築く」という、政策の実現

の糸口になっている。このプログラムを導入した1

年後には、20時間無料ECEへの参加者が8万5千

人に上り、さらに、ECEセンターの内、80％が認

可を受けてこのプログラムを提供している。参加率

は30％以上の伸びを示し、2,300カ所以上のECE

センターがこのプログラムを提供している。従って、

いまのところ、20時間無料ECEプログラムは、政

府の思惑どおりに推移しており、このプログラムへ

の参加者数の増加に一定の効果を示している。

将来的にはこのECEプログラムは、10年で完成

する戦略が立てられているが、予算が限られた中

で、計画を進める上で課題は多く見えてきている。

例えば現実的課題として資格のある先生の確保が

難しい。現段階では、ECEセンターの教員は、資

格者が50％いればよいことになっているが、新し

いセンターが引き続きオープンするため、この数字

を確保するだけの教員を育成するのは難しい。計

画では、2012年までに資格者100％を目指してい

るがこの達成にはかなりの困難が伴うと思われる。

それ以外の課題としては、

①あらゆる地域でのさまざまな家庭のニーズに対

応すること

　　多くの家庭は、田舎や遠隔地に住んでおり、

どこでも同じレベルのECEプログラムを提供

することは難しい。逆に言えば、多くの子供

がECEプログラムを受けられない。また、多

様な文化や異なった背景の家庭も多く存在し、

これらの家庭のニーズに適切に対応する全て

のプログラムを提供することも困難である。

②マオリ族の家庭を対象としたマオリ語によるプ

ログラムを提供すること。

③ECEプログラムを実施するための有能なリー

ダーを育てること

･ 　特に、トレーニングを受けて資格を取った

教員が不足していることから、若くてまだ経験

の浅い教員が、準備が出来ていないまま、か

なりの責任ある仕事を任せられている。

④マオリ族や南太平洋諸島出身の先生を確保す

ることやそれらの家庭の子供たちのニーズに

合ったプログラムを提供すること。

⑤さまざまな支援を必要とする家庭をサポートす

るために、政府のさまざまな省庁や機関との

協力的な関係を結ぶことが必要。

などを感じた。

現在教育省と社会開発省の間には、さまざまな

共同プロジェクトが組まれている。「南太平洋諸島

出身者への教育計画」及び「カ・ヒキティア」（マオ

リ教育戦略および未来へ導く道：ヌガ・フララヒ・

アラタキ）では、ECE戦略計画の中で、子供のた

めに望ましい結果を出すための政府各省庁や機関

の協力関係とそれぞれの役割が決まっている。こ

の計画では、省庁や機関間の中での透明性を確保

し、共通の部分や相互に協力し合える部分を明ら

かにしている。大いに期待したい。
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テ･ティリティ･ワイタンギ･アーカイブはニュージー

ランドの憲法など、ニュージーランド政府がかかわっ

ている全ての書類、記録（フィルム・写真・地図・

建築物の設計図など）を保管している博物館であ

る。設立目的は、安全に保管することと、出来る

限り多くの人に情報開示して政府が行っていること

を市民に良く知ってもらうということである。アーカ

イブ施設はニュージーランド国内に4カ所あり、1つ

はここウェリントン、その他オークランド、クライス

トチャーチ、ダニーデンにあるとのこと。

展示物の中で特に記憶に残るものはニュージー

ランドの本格的なスタートラインともいえるワイタン

ギ条約の原文であった。切れ切れになって保存さ

れている契約書類をみると、それがパケハによって

いい加減に扱われてきた証拠と思うか、それとも

少数派となってしまったマオリ族の血にしみついた

最後の砦とみるのかいろいろな思いが交錯した。

しかし、いづれにしても深刻な課題に遭遇したとき

ニュージーランドという国はすなおに原点に立ち返

り、その精神に基づいて未来を志向する柔軟性の

ある国なのだと団員一同改めて思いを新たにした

次第である。

もう一つ印象に残ったのは、ニュージーランドが

世界で初めて国政への女性参政権を認めた国であ

るということである。1893年、ケープ・シェパード

という女性が先頭となり政府に対して女性も参政

権を持てるよう請願運動を行った（多くの男性のサ

ポートもあった）。全国の女性に署名用紙を配って

サインを促し、全国の4分の1の女性がこれに署名

したのである。この署名用紙を一つなぎにして巻

物状の書類にして国会へ提出した。この運動を契

機に女性の参政権が認められたのである。実際こ

の巻紙を直接目にして先人の偉大さに驚かされた。

参考までに日本における女性参政権の獲得は第2

次大戦直後の1945年である。補足として付け加え

ると、ワイタンギ条約の原文と女性参政権の書類

（署名用紙）は世界でも普遍的で価値のあるものと

して、ユネスコに登録されているものである。

6　　テ ティリティ ワイタンギ アーカイブ

●所 感●

　このアーカイブに訪れたあと、感じることはニュージーランドは過去の負の歴史を、今の糧にしている

ということである。少しのつながりも無にすることなく積み上げてきたものが今、結果となって出てきて

いるのだと感じた。「過去があって今がある」当たり前のことであり、それが歴史となっていく。ニュージー

ランドにおいて憲法が創られる時に、ワイタンギ条約の本来の意味に還って考えられた。このことは歴

史を紐解いていくことであり、日本人が見習うべき姿勢があると感じた。日本の歴史を省みて、これを

どのように次代の担い手である子どもたちに伝えていくのか、それが一番の課題であると思う。
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1.1  保護者中心から、一人ひとりの

 「子ども中心の子育て支援」へ

近年の日本の子育て支援は、保育事業の拡張

や多様な情報発信、保護者の孤立を防ぐ、いわゆ

る広場事業、相談援助、訪問支援事業に至るまで、

保護者支援を中心に目覚ましく発展してきた。そ

の一方で、家族形態や地域社会の変化による健全

育成活動の停滞や、この報告書のECEプログラム

の項で課題として触れているような保護者の意向

が優先される教育など、子ども自身への支援は改

善されなければならない点も多い。

ニュージーランドでは、幼児教育の時点から子ど

もそれぞれの内在する力とその強化に着目し、福

祉機関や学校だけでなく警察までもが共通認識の

下に連携して、子どもの自尊心の醸成や自信の強

化、健全なアイデンティティの構築を図っている。

当然ながらこの重要性を保護者に認識させること

も忘れていない。これは、「子ども自身の育つ力」を

社会全体で支援することによって、暴力や非行など

の問題防止と健やかな育ちを維持しながら、将来

の安全で健康な社会の実現を目指す、いわば国家

の投資なのである。

一方、日本における状況はどうか。「犯罪白書」や

「警察白書」を見ると、「殺人事件」「粗暴犯（傷害・

恐喝）」「街頭犯罪」などは長期減少傾向にあり、ま

た学校での「校内暴力」や「いじめ」も少なくなって

いる。そんな中で、「家庭内暴力」は2000年に急増

以後、横ばい状態にあり、「児童虐待」は言うまでも

なく増加傾向にある。これらの事実は何を意味す

るのか？あえて言うなら、攻撃衝動を伴う非行群が

減少傾向にある中で、「家庭における問題」だけが取

り残されている状況にあるということである。

今日、臨床現場で感じることは、「家族の孤立」と

いうことである。両親の就労、核家族化に加えて、

地域共同体の崩壊、相互不干渉の傾向がより顕著

になり、困ったときの支え合いや対話が困難になっ

ている。このように、親子の周辺で、子どもの育ち

に対して意味あるかかわりをする人が乏しい状況に

おいては、健全育成に関して、単なるに「保護者

支援」だけでは不十分である。子どもを中心に据え、

彼らの育ちに必要な「温い手」を周辺に整えていく

ことが必要である。それは、とりもなおさず、「子

ども」を、その「親」やその「家族」にとってだけの

存在から、「地域」や「社会」にとっての｢共有財産｣

でもあるというように捉えなおすことでもある。

今こそこのような視点に立って、次世代育成を再

検討し、「保護者中心の子育て支援」から「一人ひと

りの子ども中心の子育て支援」に発展させることが

望まれる。

1.2 市町村ネットワークケアにおけるファミリー 
グループ カンファレンス（FGC）の導入

厚生労働省が2008年11月に公表した調査結果

によると、市町村における要保護児童対策地域協

議会（以下協議会）の設置は90％を越しており、

2009年度末には98％となるとしている。次なる課

題は設置が進んだこの協議会を活性化し、地域

ネットワークの核に据えることで、新たな「地域の

力」を獲得していくことである。社会的養護の対象

にある子どもたちに、最も早い段階で展開される

のが市町村地域による支援である。協議会が活発

な支援を展開することは、子どもへの早期支援と

家族の機能不全回復を実現するものとなるが、と

かく行政主導になりがちな協議会は、仕組みこそ

導入したもののネットワークによる家族支援の具体

的な技術を持ち得ていないという実情がある。

したがって、施設措置から在宅支援への転換を

図る現代の社会的養護において、出来上がった協

  Ⅶ
  提　言

1　　地域支援における提言
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議会という「仏」に「魂」を入れる具体的な手段とし

て、市町村レベルでFGC導入を図ることができれ

ば、子どもの「育ちの場」としての家族機能改善も

期待できる。早期からの支援によって親子間の絆

の強化を図り、その支援のネットを長く維持してい

くことは、何より子ども自身の健康なアイデンティ

ティ形成の助けとなるものと言えよう。私たちはい

まここで、各地の協議会におけるFGCの手法導入

を提言したい。

1.3 「子どもと家族に対する信頼」への回帰

前述の提言を実現するためには、その理念の再

確認が重要である。問題を抱えた子どもや家族に

もそれを解決する力が必ず内在する。その内なる

力の存在を信じることとは、即ち人間への普遍的

な信頼とも言えよう。

ニュージーランドでは、その子どもや家族の持つ

特有の強み、すなわちストレングスの考え方を力点

にして、エンパワーメントを図っていた。もちろん、

その問題解決の中心にいるのは、当事者である家

族や子ども自身である。ECEプログラムにおいても、

ストレングスの視点から子ども自身の自ら学ぶ力を

認め、その力をダイナミックに駆使する体験を非常

に重要視していた。

加えて、子ども自身の内在する力を遺憾なく発揮

させて健全な人格形成を支えることによって、社会

におけるさまざまな問題行為の、被害者・加害者

のどちらにもならない次世代育成を、“縦割りも横割

り”もなく、国全体が一体となって進めている。

一方、わが国における、とかく要保護家庭の問

題点ばかりが指摘されがちな状況や、知識の注入

に傾きがちな教育事情、さらには、そんな中で深

刻化が進む児童問題の現状を振り返り、教育や子

ども家庭福祉のあり方や社会全体の健全化につい

て、「子どもと家族に対する信頼」という原点に回帰

する必要があるだろう。　

2　　施設ケアへの提言

2.1 再統合に向けた「施設ケア」への入り口
の見直し

ニュージーランドでは「施設ケア」（里親養護を含

む）に入るケースはすべてファミリー･グループ･カン

ファレンス（FGC）を経由する。このことは、施設

に入る子ども、親、家族、そして周囲から見守る関

連機関を含めた関係者全員の「施設ケア」に対する

動機づけ（親子が分離されなければならないこと

の理解）がきちんとなされたことを意味する。

この「施設ケア」への入り口での丁寧な動機づけ

は、子どもや家族のアイデンティティの維持、施設

での子ども自身の生活・治療意欲の向上、また「施

設ケア」に対する親の協力などを含め、一旦離れて

しまった親子が再び寄り添っていく過程において

大きな役割を果たす。また、「施設」のスタッフにとっ

ても、子どもや家族を支援する目的が明確となり、

ケアの中での大切な局面において、このことは重

要な意味を持つことになる。

一方このような観点から、日本の「施設ケア」へ

至る入り口のあり方を見れば、ニュージーランドと

は異なる実情が見えてくる。児童相談所の業務の

煩雑さ、措置数に絡んだ施設運営等、行政・施設

側の都合に左右されるところが多く、子どもや家

族を丁寧に支援し、「施設ケア」へとつなげる体制が

整備されていたり、専門性が十分に発揮できてい

るとは言いがたい。家族の再統合に焦点があてら

れている現在、「施設ケア」への入り口のあり方を、

FGCの観点に立ち、再度見直していく必要がある。

具体的には、施設の相談機能の整備・拡充が

挙げられる。少なくとも、子育てにまつわる外来

への来談ケースが入所に至るようになれば、丁寧

な合意形成が図れられるはずである。また、緊急

保護のケースの場合も、児童相談所における一時

保護期間を十分確保し、その間に、施設のスタッ
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3　　里親制度への提言

3.1 里親事業の根底にある課題の検証と直視

近年、わが国の「社会的養護」の問題に対して

は、欧米先進国に倣って、政策的に「里親」事業

の推進が図られている。今回、私たちが訪問した

児童福祉先進国のニュージーランドにおいても、こ

れまで「里親」が大きな役割を果たし、現在もその

状況が続いている。

しかし、その一方で、この報告書の中でも触れ

ているように、「里親先進国」のニュージーランドに

おいても、里親自身の高齢化と登録者の減少傾向

があり、また、登録期間の短い里親が多いといっ

た現実も目にしてきた。里親途上国としてのわが国

は、こうした先進国の状況を、まずは、われわれ

の「未来予想図」として冷静に分析する必要がある。

また、「里親事業」を「脱施設化」の流れの一端と

捉えるならば、予算的制約がある中で、現在の「施

設中心」の制度との整合性をどうするのかを明確に

すべきである。この点については、問題の相似形

として、「脱施設化」の流れの中で課題が浮き彫りに

なったわが国の「介護保険」に学ぶべき点も多いと

思われる。

3.2 里親の専門分化と評価・育成制度の整備

上記の前提にたった上で眺めてみるに、最近わ

が国においても、従来の里親に加えて親族里親、

短期里親、専門里親に分けてその役割を明確化す

る動きがある。子どもの生活の背景にある実親家

族の問題が非常に複雑化している中で、里親に期

待される役割は、大きく多種多様である。そのよう

な状況において、里親が期待どおりに、子どもの

福祉を実現するためには、里親のスキルアップシス

テムの充実・整備が必要なことは言うまでもない。

更に里親を専門分化させていくには、その前提

として、里親家庭の持っている力や技術を量るス

フや家族を交えた十分な協議が行われるべきであ

る。そのためには、一時保護所の定員不足や手狭

さの中で、子どもや家族の合意形成や支援体制の

確立が充分なされないまま施設に送りだされる状

況を改善すべく、児童相談所自身の（必ずしも短

期ではない）保護機能の充実が求められる。

2.1 「施設ケア」における一貫したストレングス
の視点の必要性

「ファミリー･グループ･カンファレンス（FGC）」を

はじめ、家族を支援する「ファミリー･ヘルプ･トラス

ト（Ⅵ章2･Ｐ.65参照）」の活動の根底にあるものは、

子どもや家族の持つ固有の強み、すなわち「ストレ

ングスの考え方」を力点にしてエンパワーメントを図

ることにある。至極当たり前の考え方であるが、そ

の考えを皆で共有し実践することには、相応の困

難さはあるものの、それ以上に人の力を集結するこ

とができることを私たちは学んだ。

「施設ケア」の場ではどうしても子どもや家族の抱

える問題ばかりに目がいってしまい、結果として子

どもに問題を起こさせないための方策にばかり奔

走してしまい、子どもと家族が再び寄り添える機会

を遠ざけてしまいがちである。入所段階での子ど

もや家族のケース記録、日々のケアの記録、ある

いは定期的に見直す支援計画には、子どもや家族

がいかに大変な状況にあるか、ということばかりが

紙面の大半を占めて記述されているのではないだ

ろうか。

「子どもと家族を受け入れること」。それは子ども

や家族の持つ固有の強みを見出して、その強みを

引き出し、かつ活かしていくことである。われわれ

には子どもや家族が抱える問題は問題として捉え

つつも、「ストレングスの考え方」にも着目し、それを

実際のケアにバランスよく活かせる体質へと変えて

いくことが求められている。
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ケールが必要になってくる。ニュージーランド政府は

「ケアギバーズ･ハンドブック」というものを作成し、

里親に限らず施設職員などの日常的な問題にも具

体的に応えることができるようにしている。社会的

養護を充実させていく上で、実効性のある仕組み

の構築やテキストの提供は、必須条件である。

3.3 里親専門のケースワーカーの設置

2009年 4月施行の児童福祉法の一部改正に里

親制度の改正がある。そこでは里親への相談援助

事業を都道府県が実施することになっており、マッ

チング、訪問、手伝い、里親会事業などが盛り込

まれている。しかし相談援助の内容は明確ではな

く、援助者の権限についても明確に位置づけられ

ていない。また、児童養護施設等の家庭支援専

門相談員が里親支援をしていくものとされている

が、施設児童の家族を支援する者と里親家庭の支

援をする者とでは、その担うべき役割や帯びてい

る性質が異なる。

従って、里親支援を専門とするケースワーカーと

いう立場を法的に位置づけ、権限と専門性を明確

にすることが今後の里親事業には欠かせないもの

となる。･

里親家庭において同居している、していない、

にかかわらず家族(実子、祖父母、親類、他の里

子など)との人間関係を抜きにして里子の養育は考

えられない。現行の里親制度では、里親担当、里

子担当等に支援体制が分かれてしまっている。ま

た、家族のメンバー(特に実子)に対するケアは全

く考えられておらず、その点では委託した子どもの

ことだけで終っており、トータルな里親家庭への

配慮が、結果として里子の成長環境を良好なもの

にするという視点が見落とされている。

･　また、家族の成り立ちを世代間のつながりの中

で理解しケアする視点も必要である。里親のケー

スワークにおいては、里親家族や里親・里子関係

などを総合的、立体的にアセスメントして支援する

ことが安定した里親養育につながると言える。また、

里親家庭に支援の手が必要となるのは、日中だけ

ではなく、里子が在宅している時間、特に夕方か

らや夜にかけての時間である場合も珍しくない。

里親専門のケースワーカーには、軽いフットワーク

で対応できる資質も求められる。
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4　　現場責任者及び精神科医の視点からの提言

私は、情緒障害児短期治療施設（以下、情短

施設）の施設長と児童精神科医という二つの立場

を背負って今回の研修に臨んだ。以下、ニュージー

ランドでの体験とその二つの立場を踏まえ、いくつ

かの提言をする。

4.1  施設機能の再確認

子どもの福祉的なニーズに対しては、包括的な

戦略を立てながら支援を行う必要がある。ニュー

ジーランドにおいてもそうであったが、より困難な

問題を抱えたケースであればあるほど、その支援に

おいては、立場や領域を越えての連携、すなわち

ネットワーク支援が必要になる。そのネットワーク

支援に際して重要なのは、機関の特性、すなわち

他機関との連携において、自らの機関（施設）が果

たしうる、あるいは外から期待される役割は何なの

か？を明確にしておくことである。それは、施設種

別ということで言えば、例えば「情緒障害児短期

治療施設」の機能的な固有性は何なのか？というこ

とへの問いかけであり、地域ネットワークの視点か

らは、その地域における責任分担の自覚と主張で

ある。

ニュージーランドで見学した施設の多くは、それ

ぞれ個性的で、設立の趣旨、あるいは現在から将

来に向けて、自らが果たすべき役割に対して、非

常に「自覚的」であった。現状の措置体系の上に安

住しがちな我々も、あらためて、その足元を見つめ

直す必要がある。

4.2  スタッフの育成システムの確立

上記の機能役割を考えた時に、当然、そこで必

要とされるスタッフの種類や数、さらには、求めら

れる技能水準がある。しかし、我々の現場におい

てはこれらの点をあいまいにしたまま、日常業務に

忙殺され、サービスの質の確保をスタッフの情熱と

現場経験の長さに委ねてしまいがちである。

一方、ニュージーランドにおいては、例えば、里

親あるいはソーシャルワーカーの育成に関して、オ

フィシャルなレベルシステムが敷かれている。それ

ぞれのレベルで求められる客観的な条件を満たし

たり、具体的な課題をこなしていくことで、その質

の向上が図られている。「対人サービス」という、デ

リケートな内容を含む業務であるが故に、我々は

スタッフ育成のための「システム」を軽視、あるいは

回避しがちである。しかし、名人級の最高のサー

ビスは無理にしても、「システム」を整備し、利用す

れば、あまねく、一定レベルのサービスの質が保

証される。しかも、客観化が可能であるため、必

要に応じて、その内容を修正したり、外部からの

チェックを受けたりすることもできる。

ただ、このことが上手く機能するには、スタッフ

個人、あるいは施設にとって、システム利用のイン

センティブが働くような仕組も必要である。

4.3  「共通言語」の獲得と作法の理解

4.1の項でも触れたように、児童福祉の支援は、

子どもや家族を中心に据えた、近接領域とのネット

ワークの一部である。それが上手く機能するために

は、先の機能分担とともに、お互いの理解を促す

ための「共通言語」が必要となる。

例えば、被虐待児、あるいは非行・触法少年

には、メンタルケア、すなわち医療保健領域の関

与が必要である。今回の研修においても、触法少

年を主な対象とする「ユース･ホライズン･トラスト」で

広島市こども療育センター医療部長
情緒障害児短期治療施設「愛育園」園長

第34回研修団長　西田　篤
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は、医療と連携しながらの支援を行っていた。そ

の際、子どもの見立て、あるいは状態把握するの

に、「DSM−Ⅳ」（米国精神医学会の精神疾患の分

類と診断の手引き第4改訂版）を「共通言語」とし

て使用していた。

一方、わが国の情緒障害児短期治療施設では、

子どもの状態や家族機能の評価「ICD−10」（WHO

の国際疾病分類第10改訂版）の多軸分類を使用

し、医療あるいは保健領域との共通言語化を図っ

ている。このような試みがさらに拡大、定着するこ

とが、近接領域間での実効的なネットワークを確

立する上でのインフラ整備につながると思われる。

また、医療、福祉、教育、行政など、近接領域

の各分野には、それぞれが拠って立つ文化や作法

がある。協働においては、そうした相手の文化や作

用に対する理解と配慮が重要なことは、ニュージー

ランドにおける多文化体験を持ち出すまでもない。

　

4.4  評価システムの整備

子どもや家族への福祉的支援を考える際に、ど

れだけ熱心に支援を行ったが大切なことは言うま

でもないが、それ以上に、どれだけ支援の「成果」

を上げ、かつ、それを「具体的」に示せるかが重要

になる。今日、エビデンスに基づかないまま何かを

語っても、客観性のない言説として、周囲に対す

る説得力を持ち得ない。

今回の研修の中では、「ファミリー･ヘルプ･トラス

ト」という機関が、子どもや家族の状態を評価する

ための数百項目にわたる独自の評価スケールを作

成し、かつ、そのスケールを用いた評価システムを

運用していた。それは、子どもや家族への支援の

手立てであるともに、その組織の支援者、あるい

は協働のパートナーに対するアナウンスの意味をも

持っていた。残念ながら、そのスケールはその機関

独自なものであるため、他機関の利用が可能な標

準化がなされていなかった。

翻って、わが国ではどうか？医療の現場では、

不完全な形はあるが、例えば、手術実績のような

形で、「成果」が示されている。福祉の現場でも、そ

の「成果」を確認するための共通の「スケール」と「シ

ステム」の整備が急がれる。そして、その作業を行

うことは、とりもなおさず、4.1の項でも触れた、

その施設に期待される役割や機能は何か？というこ

とをあたためて問い直すことにもつながる。

　

4.5  福祉的インフラの拡充整備

子どもの福祉の問題は、見方を変えれば、子ど

もの精神保健の問題でもある。ニュージーランドの

精神保健の課題については、瀬戸屋雄太郎氏の

論文「オーストラリアおよび近隣諸国における精神

保健システム」（平成18年度厚生労働省科学研究費

補助金障害保健福祉総合研究推進事業報告書）

や、メンタルヘルス委員会刊行の「ニュージーラン

ドのメンタルヘルスサービス計画」（1998年）で触れ

られている。ニュージーランドにおいては、精神保

健の専門職が不足し、児童領域において、それが

より顕著である。こうした医療資源の乏しさが、代

行機能としての福祉制度の整備や質的向上にもつ

ながっていると思われる。このことは、逆にわが

国において、児童領域の支援において医療機関が

一定の役割を果たし、そのことが結果的に、福祉

領域での質的向上や量的拡大に対して抑制的に働

いたり、医療機関における急性期治療の後の受け

皿の乏しさにつながっていると思われる。

福祉分野への、予算及び人的資源のさらなる政

策的投入が求められる。
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　自分の所属している里親会に限らず、講演や研修で知り合った他の地域の里親ともネットワークを広げ、

自身のより良い家庭養護を目指す。また、今回海外研修で知り合った施設職員とも視野を拡げた仲間作り

を継続して社会養護の研鑽に努める。さらに、里親という枠に捉われず、地域の中で普通の親としての子

育てを実践する。	 （里親　浅見		慶子）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　私は今後の仕事の中で出会いを大切にし、しっかりと相手の立場で話を聞き・考え・思いやり・行動でき

るワーカーになりたい。また、現状に満足せず、チャレンジする気持ちを忘れず、日々のかかわりを大切に

する。	 （わかば園　伊賀		久美）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　ニュージーランドの福祉に触れて、職員が歴史を敬い、自信と情熱をもって支援している姿に感銘を受けた。

この研修を再出発点として、過去に学ぶことを忘れず、何事も真摯に受けとめ、子どもたちが感性豊かな人

間として成長するよう、努力していきたい。	 （みどり自由学園　伊藤		敬太郎）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　ニュージーランドの福祉は異文化を受け入れることから始まった。そして現場の職員は『他人』を全力で

受け入れ、受けとめていた。自分も決して決めつけず、そのままを受け入れることを忘れずに、I	WILL の精

神で一人でも多くの子どもたちの夢を育てていこうと思う。	 （なかべ学院　内田		智也）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　ニュージーランドは子どもの人権について手厚く、きめ細かな施策がなされていると感心した。日本も、も

っと子どもたちを権利の主体として捉えた、具体的かつ普遍的な施策を是非とも実行していただき、すべて

の子どもたちが安心、安全で笑顔溢れる日本社会にしていくべきである。そのために、私は FGC で習得し

た面接技法を早速取り入れ、母子生活支援施設の利用者に実践し、利用者の自立に向けた支援に最善の

努力をしようと決意を新たにしている。	 （かほの森　岡本		洋子）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　「すべての家族に Strength（強み）がある。いつからでも人は変わることができる」。これはニュージーラ

ンド研修で私の心に強く響いた言葉。私は人の強さを信じ、誰もが持つ潜在的な力を引き出していくような

支援者になる。いつも謙虚に真摯に子どもと向き合っていく。すべては子どものために。

	 （甘木山学園　小島		知子）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

行 動 宣 言
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　強くしなやかな国、ニュージーランド。人と人、心と心を紡いでいくには互いの強みを見出すことが大切だ。

妥協と打算で「子どもたちのために」と言いたくない。真摯に紡いでいく実践を地道に続けていきたい。	 	

	 （鹿児島自然学園　下木		猛史）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　「その家族、その子どもの力を信じる」という対人援助の基本姿勢に立ち返りながら、当事者が参加する

グループカンファレンスをまずは小グループから実践する。また、その地域なりの FGCを完成させることを

真摯な姿勢で目指したい。そして何より、「知」「体」に加えた「心」の育成の重要性を家庭に発信し続け、

今を生きる全ての子どもたちのWell − beingを地域の家族とともに目指したい。

	 （同仁会児童家庭支援センター　芳賀		英友）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　世界は一つだと感じた。子どもを想う心に違いはなく、その想う心から、どのように行動していくのかが

大切だと再認識した。ニュージーランドにおいて肌で感じたのは、日本の言葉にもある「温故知新」ということ。

「今一度ではなく、何度でも原点に戻って」「やれることだけやる、のではなく、何ができるのか、何をした

いのか」を明確にして行動していきたい。We	can の精神で。	 （播磨同仁学院　肥田		倫宜）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　私の憧れだったラグビー王国、ニュージーランドは児童福祉の先進国でもあった。今後の援助場面では「ス

トレングスの視点」を強く意識していきたい。また、日本の子ども家庭福祉の現場レベルにおいて、この大

切な仲間と共に FGCを普及する活動をしていきたい。	 （神戸婦人同情会子供の家　原田		旬哉）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　家族関係を調整していく時にそれぞれの家族の文化を尊重する。「家族である」ということの意味を、よ

り重大なこととして受けとめ、FGC の高い目的意識の中にある、優れた受け入れ幅の広さを自分の理念の中

に取り込んでいきたい。	 （バット博士記念ホーム　松山　聡）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

　ニュージーランドの福祉関係者は法律、資格、プログラムに基づく専門性が高く、業務に非常に誇りを持

って、情熱を注いでいる。また、組織の一員としての意識、自分たちが全てではない、という謙虚な姿勢な

ども学ぶことができた。今後の自分自身の働く基盤として、より幅広い視点を持って、子ども・家族に向き

合えるよう自分を高めていきたい。	 （成徳学校　三村		和久）

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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ニュージーランドFGCの根底にあるもの

～ コーディネータ記 ～

コーディネーター兼通訳

　　	　		菊池　幸工

前回ニュージーランドを研修で訪問したのは、

2003年でした。今回は、ニューランド政府社会開

発省の協力を得て、5日間のFGC研修を受けるこ

とが実現しました。研修の準備をしている段階で

は、FGCは単に子どもを保護する手法の一つとし

か考えていませんでした。しかし、実際にニュージー

ランドでFGCの研修を受けた時に、実はFGCが

単なる手法ではなく、「ニュージーランドの魂」とも言

うべき奥深い考え方に基づいていることを学びま

した。

1840年、かの有名な「ワイタンギ条約」が締結さ

れました。この条約は英語とマオリ語では、解釈

に食い違いがあって、後々問題を残します。1970

年代、マオリ族への不正義を正すため、「ワイタン

ギ裁定委員会」が発足し、剥奪されたマオリ族とし

てのアイデンティティや誇りは取り戻されつつありま

す。それは、「ワイタンギ条約」が、マオリ族と英国

植民の地位を同等と位置づけ、マオリ族の文化が

ニュージーランドにとって重要であることを認めてい

るとの再認識から来ています。これを、ニュージー

ランドの建国の根幹と位置づけ、現在はマオリ族

の伝統文化をニュージーランドのあらゆる分野に普

及・展開させているのです。

1988年、ニュージーランド政府は社会福祉省（当

時）のポリシーに「マオリ族の観点」を反映させるた

めの勧告書「夜明け（プアオ・テ・アタ・トゥ）」を

発行し、これを児童福祉の考え方の基本にしまし

た。この勧告書の「勧告1．行動指針と目的」の内

容が、マオリ族の伝統であったFGCを児童福祉

に導入する所以を説明しているので、以下に紹介し

ます。

勧告1．目的：支配的な立場にある民族グルー

プの価値観やライフスタイルが、少数民族、特に

マオリ族よりも優れているとするニュージーランドの

文化的差別主義と戦うために以下の項目を実現す

ること；

（a）	全ての民族グループの価値観は全て等しく重要

であり、これらを強化・発展させていく社会を

構築するためのリーダーシップやプログラムを提

供すること。

（b）	マオリ族の価値観や文化および信念を将来の

ニュージーランドにおける政策の全ての分野に

菊池さんとCYF 講師のスーさん
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組み入れること。

	 　また、勧告 2.では、政策実施に当たって、

以下の目的を実現することとしています。

（a）	リソース（資源）を平等に配分すること。

（b）	リソースを利用するに当たっては、権限や権威

を互いに共有すること。

（c）	全ての文化（民族）グループ、中でもマオリ族

の社会的、文化的、そして経済的価値観を認

めることを法律で保障すること。

（d）	社会の全ての民族、特にマオリ族の発展のた

めに、彼らの潜在的可能性を引き出す戦略及

び行動計画を策定すること。

このように、FGCはニュージーランドの歴史的過

ちの是正と社会正義実現という、国造りの根底を

なす考え方と軸を同じくしています。ニュージーラ

ンドにおいてマオリ族が国造りの真のパートナーに

なったことを、このFGCというシステムが私たちに

語りかけているのです。そして、ウェリントンでの

研修の後、オークランドで行った「里親制度研修」

でも、FGCがシステムに組み込まれていることを学

び、マオリ族を同等のパートナーとして認めている

ニュージーランドの国造りが進展していることを実

感しました。

子どもの保護・養護というのは、単に子ども本人

の身体的安全を確保するだけではなく、本人の文

化的・民族的アイデンティティをも同時に保障する

ことが不可欠なのです。そう考えると、日本でも、

子ども本人のアイデンティティを尊重する必要があ

るでしょう。たとえ同じ「日本人」でも価値観や信

念などは、一人ひとり違うはずですから。

最後に、今回の研修に熱心に取り組んでくだ

さった団員の皆さんと資生堂財団の方々に心から

感謝します。ありがとうございました。
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団員名簿

団　長	 西田　　篤	 732－0052
広島県広島市東区光町2－15－55 
広島市こども療育センター「愛育園」 
TEL：082-263-0683 FAX：082-261-0545

情短／ 
園長 

松山  聡 194－0202
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 

伊藤敬太郎 514－0016
三重県津市乙部33－5 
みどり自由学園 
TEL：059-226-3022 FAX：059-223-3830

児童養護／ 
保育士 

肥田 倫宜 675－0112
兵庫県加古川市平岡町山之上518 
播磨同仁学院 
TEL：079-424-3278 FAX：079-424-0612

児童養護／ 
児童指導員 

原田 旬哉 661－0974
兵庫県尼崎市若王寺3－16－3 
神戸婦人同情会 子供の家 
TEL：06-6491-8953 FAX：06-6498-3444

児童養護／ 
児童指導員 

伊賀 久美 708－0013
岡山県津山市二宮128 
わかば園 
TEL：0868-28-0610 FAX：0868-28-0610

児童養護／ 
家庭支援専門相談 

小島 知子 837－0905
福岡県大牟田市大字甘木1158 
甘木山学園 
TEL：0944-58-0205 FAX：0944-58-1106

児童養護／ 
臨床心理士 

内田 智也 750－0081
山口県下関市彦島角倉町3－6－17 
なかべ学院 
TEL：083-266-1934 FAX：083-266-8384

乳児院／ 
児童指導員 

岡本 洋子 820－0201
福岡県嘉麻市漆生587 
かほの森 
TEL：0948-42-0198 FAX：0948-42-0197

母子生活支援／ 
母子指導員 

三村 和久 703－8282
岡山県岡山市平井2－2572 
岡山県立成徳学校 
TEL：086-272-1268 FAX：086-272-0205

自立支援／ 
児童自立支援専門員 

下木 猛史 891－1108
鹿児島県鹿児島市郡山岳町2208 
鹿児島自然学園 
TEL：099-245-6630 FAX：099-298-3715

情短／児童指導員 

芳賀 英友 318－0011
茨城県高萩市肥前町1－80 
同仁会児童家庭支援センター 
TEL：0293-22-2471 FAX：0293-22-0337

児童家庭支援／ 
相談員 

浅見 慶子 981－0933
宮城県仙台市青葉区鷺ケ森1－12－33 
TEL：022-271-7484  
 

里親 

山下 茂喜 104－0061
東京都中央区銀座7－5－5 
資生堂社会福祉事業財団 
TEL：03-3574-7408 FAX：03-3289-0314

事務局 

市川 美保 104－0061
東京都中央区銀座7－5－5 
資生堂社会福祉事業財団 
TEL：03-3574-7408 FAX：03-3289-0314

事務局 

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 

事務局 

氏 名 〒 勤務先住所 種 別 
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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 

ニュージーランド 

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 

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） 
第34回 

（2008） 

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」 

養・母・乳・自立・情・ 
児家セン・里親（15） 

「ニュージーランドが推進する 
地域支援型被虐待児への対応について」 
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　9月下旬のニュージーランド。街には桜が咲き、文字通り西洋風の家々の庭にはモクレンの

白い蕾が今にもはち切れんばかりに膨らみ、日本でも見慣れた春の花々が私たちを出迎えてく

れました。

　2008 年夏、事前研修と結団式のために東京銀座の資生堂本社ビルに集まった第 34 回海外児

童福祉研修団員の面々 13 名は、その日初めて顔を合わせ、結団式を迎える前夜に、仲間とし

ての“内輪の結団式”を賑やかな語らいの中で終えました。しかしそんな仲間たちも、旅立ち

のその時は緊張を隠せない表情を見せ、現地では毎晩日付が変わる時間までその日の学びを確

認し、さらにディスカッションを重ねる日々でした。朝を迎えてはまた新たな学びに向かう、

そんな毎日を繰り返し、私たちはあっという間にその与えられた 2週間を終えてしまいました。

　飛行機の高度が下がるにつれて見え始める雪山、滑走路周辺ですら広大に広がる緑地、そし

てそこに転々とする白い毛玉の正体、「羊」…。牧歌的なイメージのこの小さな島で過ごした濃

密な時間は、本当に充実した日々でした。振り返れば、陽気で熱い仲間たちがその時間をより

強烈に輝かせてくれました。その仲間たちとの出会いは学びに加えてもう 1つの大きな宝物に

なりました。

　本報告書では団員それぞれが行動宣言を行っておりますが、遙かなる南の島での学びをこれ

からどう還元していくか、それが私たちの使命です。全国の陽気な仲間たちとともに、少しず

つ歩みを進めてまいります。

	（編集委員）　芳賀		英友

bbbbbbbbbbbb 編  集  後  記 bbbbbbbbbbbb
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