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１. 目的

２. 主催

３. 後援

４. 研修意図

５. 研修内容

 ６. 研修先

７. 実施期間

８. 派遣人員

９. 推薦要件

１０. 選考方法

１１. 研修報告書の作成及び発表

実施要領

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。

公益財団法人 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

高福祉を実現している北欧の子ども福祉の歴史的背景と理念を学びながら、スウェー
デンとデンマークにおける「子ども虐待の予防・介入・支援」及び「社会的養護のあ
り方」を中心に、各種の関連機関・施設を視察し、それらについて日本の実情と照ら
し合わせながら理解し、次世代に向けたあるべき児童福祉の姿を探る。

（1）主な研修内容
　①児童福祉施設・団体（親子入所施設）、病院（虐待防止部門）、性的虐待対応専門機関、
　　子ども・女性の支援機関、シェルターの視察研修
　②国、地方自治体行政における講義
（2）研修のポイント
①北欧児童福祉の理念、子どもの権利擁護の考え方
②スウェーデンとデンマークにおける児童福祉に関する具体的政策の概要と歴史、制度
③子ども虐待：実態、施策の変遷、予防に重点をおいた現在の施策・法律・システム、
いじめや体罰の防止、性的虐待対応のシステム、各種機関の役割と連携

④地域支援：地域の家庭支援
⑤社会的養護の実情：制度、里親と施設の役割、支援の実際、思春期問題への対応、
里親への支援

　　
スウェーデン：ストックホルム
デンマーク：コペンハーゲン、ミゼルファート

2011年8月28日（日）～ 9月10日（土）（14 日間）

14 名（団長：1名　団員：12 名　特別講師：1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方
（2） 職務経験年数が 5年以上で、2011年4月1日現在年齢が 45 歳以下の方
（3） 日常中心的に被虐待児童への対応に携わり、本テーマの研修について高い関心を持ち、

強い意欲と責任感のある方
（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方

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協議
会など関連団体の推薦にもとづき、資生堂児童福祉海外研修選考委員会の審査により決定
する。

①研修団は、2012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　加賀美　尤祥

　平成 23年度（2011年）は、3月11日の東日本大
震災がもたらした未曾有の犠牲者と被害、それに
追い打ちをかける福島原発事故という想定外（？）
の大災害に始まった。
　従って第37回資生堂児童福祉海外研修事業は、
当然、主催者としてその実施に関して危惧やためら
いなどが錯綜し、その是非に多くの議論があったで
あろうことは想像に難くない。しかし、この最大不
幸を克服し、未来を再建してゆく子どもたちの養育
の担い手の研修という重要性に鑑み、その実施を
英断し所期の目的を立派に果たし、ここに成果をま
とめるに至ったこと、関係する者の一人として大い
なる称賛と共に敬意を表するものである。
　今般の研修は、福祉先進国の中でも20世紀に
おいて極めて先覚的福祉文化を形成してきた北欧
2ヵ国における虐待防止のための取り組みや、子ど
も家庭福祉施策を学ぶという貴重かつ時宜を得た
ものであった。
　さて、昨今の我が国の社会的養護の現状に言及
するなら、一昨年の年末から昨年の正月に一世風
靡した「タイガーマスク現象」を契機とする、30年
来改正のなかった児童福祉施設最低基準の見直
しのための社会的養護の課題検討委員会が設置
され、昨年 7月にその議論の成果が「社会的養護
の課題と将来像」としてまとめられた。その中で
は、今後の「社会的養護の整備量」の予測を示し
た上で、里親制度の一層の推進、施設の小規模化、
地域化などの方向性や永年の懸案であった職員の
配置基準などの段階的改善案などがまとめられた。
また、親権制度見直しに伴う第三者評価受審義務
化に向けて児童福祉施設運営指針の策定なども
掲げられている。当該将来像の実現の一歩として、
平成24年度社会的養護関連予算要求は、最低基
準見直しの最大目標である職員配置基準の見直し
がされることになる他、里親支援員の配置の新設
などを含め近未来最大規模の財源が認められた。

　一方、同じく昨年7月末、平成22年度の全国児
童相談所への虐待通告相談件数が前年比約30％
増の5万5千件超という集計結果が発表された。し
かも、この数字の中には被災地3県の数値が含ま
れていないのである。この数値の多寡については
様々な見解があるであろうが、少なくとも近代工業
化社会成立の過程で縮小されてきた家庭機能を要
因とする「家庭内子ども虐待」という視座からする
と、欧米先進国が人口比約 1％程度の通告件数を
示しているのと比較して我が国のそれはあまりにも
少ないことから、我が国の虐待通告件数はまだ氷
山の一角と思量される。また、我が国の社会的養
護の保護可能数は概ね5万床程であり、そのうち
毎年空床が 1割程度しかないことから通告件数の
大半は保護できないまま元の家庭に戻され、翌年
の通告の対象になるという悪循環が続いている。
加えて、家庭分離保護される子どもも、児童相談
所は発達課題の重い子どもから選別的に措置せざ
るを得ないため、施設養護の場における子どもの
養育課題は重篤化の一途にあるといえる。
　こうしたことから、社会的養護の場と分離保護
されず家庭内に戻された多くの子どもたちの養育
問題は、ともに我が国の社会的養護の大きな問題
である。今こそ全ての子ども家庭を視野に入れた
虐待防止のためのケアワークとソーシャルワークを
統合した社会的養育システムの構築が求められる。
その主題のひとつは、当然のことながら「養育の
担い手」の養成であろう。
　資生堂児童福祉財団が実に37回という多くの
回数を重ねて、チャイルドソーシャルワークの担い
手養成のために地道に取り組んでこられ、その結
果、その研修生の実に多くが社会的養護のリーダー
として活躍されていることの成果に、改めて深甚な
る感謝と絶大なる評価をささげ御挨拶に代えさせ
て頂きたい。

あいさつ

「育てる人を育てる」 ことこそ喫緊の課題
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団員紹介

団長
【長崎県】
児童養護施設
大村子供の家
施設長

松本　厚生

【山口県】
児童養護施設
防府海北園
児童指導員

岩城　淳

【山口県】 【熊本県】
児童養護施設
シオン園
管理栄養士

成清　愛子

【宮城県】
乳児院
仙台キリスト教育児院
丘の家乳幼児ホーム
保育士

草野　千絵

【東京都】
母子生活支援施設
社会福祉法人六踏園 皐月
母子支援員

中道　亜紀子

【埼玉県】
児童養護施設
愛泉寮
保育士

冨岡　美奈子

【埼玉県】】】

【熊本県】 【宮城県】 【東京都】都】都】

【愛知県】
児童養護施設
溢愛館
心理療法担当職員

山高　京子

【滋賀県】
児童養護施設
湘南学園
主任児童指導員

林　康次郎

【大阪府】
児童養護施設
岸和田学園
副園長

永野　耕平

特別講師
【神奈川県】
子どもの虹情報研修センター
研修部長

増沢　高
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【愛知県】
母子生活支援施設
名古屋市千種母子福祉協会
名古屋市にじが丘荘
少年指導員兼書記

松本　恵一

愛知県】【愛愛 【広島県】
児童自立支援施設
広島県立広島学園
児童自立支援専門員

福田　義浩

【神奈川県】
情緒障害児短期治療施設
横浜いずみ学園
主任セラピスト

瀧井　有美子

【福岡県】
児童家庭支援センター
子ども家庭支援センター
あまぎやま
主任相談員

坂口　明夫

事務局
【東京都】
資生堂社会福祉事業財団
事務局長

吉井　規雄

事務局

スウェーデン（ストックホルム）、デンマーク（コペンハーゲン・ミゼルファート）

事務局
【東京都】
資生堂社会福祉事業財団

田中　恵子

ツアーコンダクター 
【東京都】
エース航空三鷹  銀座営業所
北欧デスティネーション スペシャリスト

深井　聰夫

事務局 ア コンダクタツアア
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児童養護施設　大村子供の家

　施設長　松本　厚生

　第37回資生堂児童福祉海外研修団団長として
2011年8月末より2週間、北欧2ヵ国（スウェーデ
ン・デンマーク）を訪れた。高福祉国家として実
績のある両国の実情を視察し、彼我を比較しなが
ら、わが国の児童福祉の将来像を描く上でのモデ
ルを模索する研修が始まった。
　北欧のみを訪問する研修は、40年近い歴史を
持つ資生堂財団の海外研修でも初めて。市内移
動に市電、地下鉄、バスを活用し日常的にお国柄
や風土に接したため、北欧では「児童にやさしく」
「全てに平等」が社会の大原則であることに気が
付くのに時間はかからなかった。
　児童福祉の原点といわれているスウェーデンの
カロリンスカ病院に始まる今回の研修を通し、こ
の原則が児童福祉施策にも貫かれていることが強
く印象に残った。
　また両国では、生誕直後より、乳・幼児期及び
就学期の検診システムが整備されており、国家の
次代を担う資産とも言える子どもたち主体に施策が
組み立てられ、予防・対策・支援が一連の流れを
もって機能しているあたりに福祉国家の誇りを見
た気がした。こうした基本的考え方は、社会生活
の各場面で目にすることができた。例えば公共交
通機関に乳母車や車椅子で乗車ができ、自動車道
も交差点近くでは歩行者優先となるなど社会的弱
者に十分な配慮がなされていた。親は子どもと過
ごす時間を大切にし、子どもの話をよく聴き、地
域の行事に積極的に参加させ、さまざまな体験や
経験をさせるよう努めている。子どもの人格を尊重
する姿勢が定着していることは、羨ましくも、大い
に学ぶべき点でもあった。
　両国の研修のうち、スウェーデンでは、最前線
の現場である児童福祉施設に始まり、行政とそれ
を補完し協力する諸団体の実態と取り組みを学ん
でいった。デンマークでは、まず国の児童福祉政
策に関する制度、しくみ、考え方を聞き、その後

政策を受けて実施している施設・関係機関を視察
する、といった具合にスウェーデンとは逆の流れで
研修が進み、理解をより深めることができた。実
践と理論が調和した密度の濃い研修であった。
　研修の締めくくりに、1985年の第12回資生堂
海外研修よりご協力を頂いているデンマーク在住
の千葉忠夫氏（『世界一幸福な国デンマークの暮
らし方』（PHP 新書）著者）から「デンマーク人は
なぜ幸せなのか」をテーマに講義を受けた。氏は、
一般的に言われる「高福祉・高負担」が実は「高
福祉・高共生連帯」であること、そしてそれがデ
ンマークの福祉政策の真髄だと力説されていた。
究極の幸福国家とは、暮らし易さを実感できる社
会福祉国家であり、その実現のための主権が国民
にあり、全ての国民に自由と平等と博愛の精神を
持ち、共生と連帯を成立させているという北欧流
福祉社会の図式を教示いただき、2週間の研修を
終了した。
　研修の詳細については、各団員が帰国後、業
務の合間を縫って相互に連絡を取り合い、熱心に、
そして勤勉に取り組みまとめてくれた本報告書を
是非、お手にとってご一読願いたい。
　最後に、特別講師として同道下さった増沢高氏
（子どもの虹情報研修センター研修部長）の豊富
な知識と経験や国内外事情に精通した示唆や助
言が、団員の内容理解促進に大いなる貢献があっ
たことを特筆し、感謝を申し上げる。研修企画段
階から財団事務局と協議を重ねて細部調整をさ
れ、現地にもツアーコンダクターとして同行下さっ
た深井聰夫氏にも頭が下がる。財団事務局長吉
井規雄氏の指導力、包容力、ユーモアに富んだ所
作、事務局スタッフ田中恵子氏の緻密さと気配り
に感激し、これも感謝に堪えないことは言うまで
もない。
　貴重な機会を頂いた資生堂社会福祉事業財団
にあらためて御礼申し上げ、結びとしたい。

団長報告
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公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団

事務局長　吉井　規雄

　今年で創設40周年を迎える弊財団の中核事業で
ある本海外研修ではありますが、昨年春、東日本を
はじめ相次いで日本を襲った大災害の影響を鑑み、
今回は開催延期も視野にいれました。一時は成田
空港の欧州便の欠航が相次ぐなど、物理的に予断
を許さぬ状況もありましたが、関係各位よりご薫陶
を得て開催に漕ぎ着けた次第です。事務局としまし
ても、痛ましい被災地の状況に想いを寄せ、例年
以上に高い研修品質の提供に心を砕いた次第です。
ここに改めて被災されました方々に心よりお見舞い申
し上げますとともに、犠牲になられた方々のご冥福
を深くお祈りいたします。
　さて事務局の立場で、馴染みが薄い北欧を舞台
にした、歴代研修のなかでも運営の難易度が高い
ものの実に有意義な内容となった今回研修を振り
返ってみました。

　中部国際空港を起点にフィンランド経由で最初の
訪問都市スウェーデンのストックホルムに入った。異
国情緒を満喫する間もなく、翌朝から早速最初の視
察研修に向かう。今回研修は視察が中心だが、そ
れぞれ視察先の職員諸氏が講義をしてくださる。質
疑応答時間は限られ質問にも精度が求められるが、
慣れぬうちは方向も定まらない的外れな質問が続い
た。しかし増沢先生の、遠くの的を射抜くような狙
いを澄ました質問に学び、一同、質問要領を把握、
研修の雰囲気も変わっていった。コミュニケーション
のもう1つの重要な要素は通訳、スウェーデンは藤
川玲子氏、デンマークは田口繁夫氏。児童福祉に
関する専門性の高い内容の通訳には並外れた集中
力と理解力が必要であろうが、お二人とも見事に役
目を果たして下さった。また、今回は地元の生活や
住民と触れ合うことにもチャレンジし、市内移動は
基本、公共交通機関を利用した。オノボリサン17～
18名での移動は大変で、最初はみな緊張して車中
も無言だった。静かな東洋人の団体は、かの地の方々
にとって不気味だったのではと思い起こされる。ス
ウェーデンからデンマークへの移動も列車を利用し
たが、一人約20㎏の大型バゲッジ17人分を車内に
収納するのはひと苦労だった。またほとんど治安は
良かったのだが、コペンハーゲン駅では列車を待つ
団員の荷物を狙う輩が出没したり、駅の売店なのに
日本人とみるや倍近い料金を請求されるなど少々恐
ろしい思いをした団員もいたようだ。このような環境
下、団員たちは結束を余儀なく？され、視察内容の
予習復習も和気藹々に、時として深夜まで繰り広げ
られた。2週間に亘る異国での研修の緊張感と、時
差と研究による睡眠不足、長時間の移動など、体

力的には厳しい毎日が続く。残念ながら途中体調を
崩したりアクシデントに見舞われた団員が出てしまっ
たが、誰一人脱落する事無く研修を終えることがで
きた。団員各位の努力と助け合いに拍手を送りたい。
　北欧では街も施設も極めて洗練されたデザイン
で隅々まで設計がなされているのに驚いた、いや、
正直に言うといささか呆れた。都市景観や統一され
たデザインは個人では実現できない公的サービスな
のだ。「殺風景」「事務的」は罪悪なのか確かめら
れなかったが、どこかでナショナルコンセンサスが
あることは想像に難くない。このような社会基盤の
上で展開される児童や家庭を守る仕組みは、恐る
べき精度の利用者本位であった。我国との相違に
ついては本文に譲るが、まさしく「月とスッポン」の
例えが相応しい。しかし、これが、消費税 25％を
容認し、国政選挙投票率8割を誇る国の行政サー
ビスなのだ。
　
　「スッポン」な環境にも関わらず、利用者に最善を
尽し続ける日本の児童福祉に携る方々の弛まぬ努力
と情熱に感謝と励ましを送るとともに、今後もこの
国ならではの強みを生かした世界一級の社会的養
護の推進を切にお願い申し上げる次第です。
　事務局と団員の間に立ち、限りない慈しみと高い
バランス感覚をもって団長を務めていただいた大村
子供の家松本厚生先生、企画段階からご協力をい
ただき現地では親カルガモよろしく団をご先導いた
だいた深井聰夫さん、お二人のご尽力無しには無事
の終了は有り得ませんでした。特別講師としてご参
加いただいた、子どもの虹情報研修センター 増沢
高研修部長。研修前後には輻輳する業務に苦しみ
ながらも、団員たちに永年の研究と実践の成果であ
る豊穣な視野識見の実りを惜しみなく分け与えてく
ださいました。先生のお力添え無しに、効果的な北
欧研修の実現は不可能でした。ならびにご派遣い
ただきました同センター長小林美智子先生にも厚く
御礼申し上げます。
　そして、本研修のおかげで2週間淋しい思いをし
た子どもたち。それをカバーして下さった施設長、
職員各位。選考に関わって下さった加賀美尤祥全
国児童養護施設協議会会長をはじめ各協議会会長
さま、執行部各位、事務局の皆さま。研修企画の
際数々の情報提供をいただいた昭和女子大学人間
社会学部高橋久雄教授、月田みずえ教授。皆さま
方のお骨折りなしには本研修は実現できませんでし
た。この場をお借りし、関わっていただいた全ての
方々に、深く感謝致しますとともに、引き続きのご
尽力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

事務局報告
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東横イン中部国際空港本館（前泊ホテル）集合
　
ホテル出発 ⇒ 中部国際空港へ移動
名古屋発（AY80）
ヘルシンキ着  入域審査、乗換
ヘルシンキ発（AY645）
ストックホルム着 ⇒ 専用バスでホテルへ
ホテル着
夕食　
　　　　　　　　　　（ストックホルム、パークイン・ハンマルビィ泊）
　
●カロリンスカ病院内虐待防止部門ミオ
　患者に被虐待を疑われる子どもがいた場合、検査と調査で虐待の有無を
　確認してソーシャルサービスに通告し、その他関係機関と協働して対処
　する病院内チーム。
●BUP グリンデンクリニック　
　トラウマを受けた子どもたちを対象とする外来型精神医療施設。
　
●バーンセントルム
　虐待の通報や疑いの案件に対し、多分野の専門家が協働し、検査と調査を
　実施して法的措置に値するケースかどうかを検討する機関。
●マリア・ウングドム
　薬物依存青少年のための治療センター。
　
●ストックホルム市・ソーデルマルム・ソーシャルサービス
　子どもの養育についての相談・通告をうけ、調査・総合判定を行い、
　子どもと家族への支援を行う行政機関。再発防止への取り組みも実施。
●アラクヴィンノスフス
　DV被害の女性と子どものための民間受け入れセンター（シェルター）。
　
●ジョバニス緊急及び短期避難所
　行き場のない子どもたちを保護する入所施設。
●スポンガ・テンスタ・ファミリーセンター
　妊娠から出産、産後を通して支援を行い、子育て相談に応じる。マタニ
　ティケア、チャイルドヘルスケア、オープン保育、子ども家庭相談の4セク
　ションの連携で予防的支援を行う行政サービス機関。
●スポンガ・テンスタ・ソーシャルサービス・ファミリーソース課
　虐待等の通告に対し、調査と支援を実施する行政機関。
　
●BRIS
　電話、インターネットを通じて子どもの相談に応じる機関。全国の子ども
　たちに周知されている。
観光、自由行動
　
観光
ストックホルム中央駅発（X2000特急列車）
コペンハーゲン空港駅着 ⇒ 専用バスでホテルへ
夕食
　　　　　　　（コペンハーゲン、スカンディック・コペンハーゲン泊）

15：00　
  8：20
10：40
14：45
16：50
16：50
18：00
19：00

 
10：00

14：00

 
10：00

  
 14：00
  
  9：00
 
 
14：00

 
  9：00
 
13：00
 

   
14：30

 
10：00

   
  午後 
  8：30
12：06
17：23
19：00

8／27（土）

8／28（日）

8／29（月）

8／30（火）

8／31（水）

9／1（木）

9／2（金）

9／3（土）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要

研修スケジュール
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【休日】
観光、市内散策
　
●デンマーク　国の不服申立て審議会
　社会福祉関連の事案について地方行政が下した決定に対し、不服申し立てが
　できる機関。最終的な措置決定権を持つ。
●コペンハーゲン市児童青年常任委員会
　親と子の関係で引離しや他の強制的な干渉についての措置決定を行う
　委員会。
　
●グローストロップ観察治療センター
　情緒行動に問題を抱える乳幼児の入所型治療施設。
●ブロンスホイ・ソーシャルサービス
　困難な問題を抱えサポートを必要とする子どもとその家族に対して、相談、
　支援、指導を行う行政機関。虐待を受けた子どもの情報収集と調査も
　実施。　　　
　
●マザーヘルプ
　DVによるトラウマ等の問題を抱える女性と子どもの支援センター。
●ダイアログ・モッド・ボルド
　DV加害男性のための治療施設。
コペンハーゲン中央駅発（IC161列車）
ミゼルファート着 ⇒ タクシーでホテルへ
夕食
　　　　　　　　　　（ミゼルファート、ボーリメストレゴーデン泊）
　　　　　
●ミゼルファート・ファミリーセンター
　子ども家庭や夫婦を対象に相談・支援を提供する行政サービス機関。
●千葉忠夫先生講義「デンマーク人はなぜ幸せなのか」
千葉先生と交流夕食会
　
ホテル出発
ミゼルファート駅発（IC112列車）
コペンハーゲン空港駅着
コペンハーゲン発（AY666便）
ヘルシンキ着
ヘルシンキ発（AY79便）（機中泊）
　
中部国際空港にて解散
　　　　　　　　　　　　

　　
 　
  9：00
 
 
14：00
 

 
  9：30

13：00

  
10：00

17：00
 
18：58
19：45
 

 
  9：00
 
16：00
18：00 
  7：45
  8：17
10：37
13：25
16：00
17：15

  8：50

9／4（日）

9／5（月）

9／6（火）

9／7（水）

9／8（木）

9／9（金）

9／10（土）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要
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Ⅰ 北欧の児童福祉
̶小さなエリアで展開する手厚い子ども家庭支援̶

第1章   北欧の概要

                 子どもの虹情報研修センター  研修部長
      　増沢　高  （第37回研修　特別講師）

1. 北欧の現状

北欧とは、北欧理事会加盟国をさし、アイスラン

ド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィン

ランド、オーランド諸島（フィンランド領）、グリーン

ランド（デンマーク領）、フェロー諸島（デンマーク

領）の5ヵ国3地域からなる。このうちデンマーク、

ノルウェー、スウェーデンの3ヵ国をスカンジナビア

と呼ぶ。一般に北欧4国と言えば、スカンジナビア

3国にフィンランドが含まれてくる。今回の視察は、

スウェーデンとデンマークの2ヵ国である。

北欧といえば、高福祉高負担というイメージを抱

く人が多いだろう。実際国税等その他の租税負担

率と社会保障負担率も含めた国民の負担率は、ス

ウェーデンが約60％、デンマークは約70％で、日

本の約40％に比較して高率である。北欧4国は特

に地方税が高く（収入の約25％から30％）、消費

税も12％から25％（商品種別あるいは金額による）

で世界一高い地域である。その分福祉や教育等

の社会サービスが充実している。医療費や教育費

は無料であり高額医療も必要であれば無料で受け

られる。年金を確実に受け取れるよう持続可能な

年金制度も確立している。障がい福祉も手厚く、

例えば在宅の障がい者1人に複数のケアワーカーが

配置されるなどである。子育て支援サービスは、

本報告書で扱う中心テーマの一つで、詳細に後述

するが、それを読めば極めて上質で手厚いもので

（注1） 国民負担率は、租税負担率と社会保障負担率の合計。
（注2）  各国08年（度）の数値。ただし、スイスについては下記出典における最新の数値。なお、日本の平成23年度（2011年度）予算ベースでは、
　　　 国民負担率：38.8％、 租税負担率：22.0％、社会保障負担率：16.8％となっている。
（注3） エストニア、イスラエル、スロベニア及びトルコについては、計数が足りず国民負担率が算出不能であるため掲載していない。
（出典） 日本：内閣府「国民経済計算」等、諸外国：OECD "National Accounts 1997-2009" 及び 同 "Revenue Statistics 1965-2009"

■OECD諸国の国民負担率
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あることが理解されよう。

今回視察したスウェーデンとデンマークは、両国

とも立憲君主制の国であり、正式にはスウェーデ

ン王国でありデンマーク王国である。しかし政治へ

の関与は小さく、国王や女王には象徴としての側

面が強い。皇室は国民から非常に愛され、国王は

国家の親的存在である。政治は議院内閣制による。

議員の多くは日本のような職業議員ではなくボラン

ティアで、それぞれ本業を持っている。これにより

市民感覚が政治に伝わりやすいという利点がある。

政治に対する国民の意識は非常に高く、選挙での

投票率は両国ともに80％を超える。情報公開も徹

底しており、議員の活動の細部に至るまで公開さ

れている。政治に対する信頼は厚い。ちなみにオ

ンブズマン制度はスウェーデンが発祥の地である。

こうした状況で選ばれる議員は住民の代表であり、

尊敬されている。

両国ともに、地方分権が進んでいる。総人口約

940万人のスウェーデンはまず18のランスティング、2

つのリージョンに分かれる。これらは日本でいえば

県や府にあたる。最大で185万人を超えるストックホ

ルムがあり、最小で13万人弱のイェムトランドがあ

る。その下に290のコミューン（日本では市にあたる）

がある。コミューンの人口単位は平均数万人と少な

く、最大のコミューンが85万人のストックホルム市で

最小が2,600人のビューホルムである。ストックホル

ム市は人口規模が大きいため、18の地区に分かれ

て行政サービスを展開している。

総人口約560万人のデンマークは県にあたるレギ

オンが5つと98のコミューン（コムーネ）に区分され

る。約54万人の住むコペンハーゲン市は、8つの

地区に分かれる。

両国ともに、様々な行政上の権限は、可能な限

りコミューンに移譲され、コミューンが主体的に施

策を決定し展開している。コミューン議会は、執行

委員会、青少年委員会、高齢者委員会など複数の

委員会を設置し、それらが各行政部門を所管して

行政サービスを行っている。従って、議員が各部門

の管理的な立場や時に実務的な役割を担う場合も

ある。議会の議長がコミューンの長（市長）である。

経済状況について、2011年の世界経済フォー

ラム（World Economic Forum, WEF）の「The 

Global Competitiveness Report 2011-2012」IMF

（国際通貨基金、International Monetary Fund 

2011年4月版引用）によれば、GDP（国内総生産）

ランキングの1位はアメリカで約14.7兆USドル、2位

は中国で約5.9兆USドル、3位は日本で約5.5兆US

ドルであり、スウェーデンとデンマークは22位と31

位である。しかしそれは人口が少ないからで、一人

あたりのGDPになると、トップは、ルクセンブルグ

の108,832USドルで、第2位がスカンジナビア4国

の一つであるノルウェーの84,444USドルが続き、

デンマークは56,147USドルで世界第6位、スウェー

デンは48,875USドルで第8位と上位にランクされて

くる。ちなみに日本は、42,820USドルで第17位で

ある。

近年日本では、所得間格差（ジニ係数による）

や貧困率の高さが問題となっているが、日本のジ

ニ係数（0に近いほど平等）は0.314で相対貧困率

（全世帯の中で所得中央値の世帯に対して半分以

下の所得しかない世帯の割合）が15.25％であるの

に対して、デンマークはそれぞれ0.225と4.32％、

スウェーデンはそれぞれ0.243と5.25％である。ち

なみに格差社会の代名詞と言われるアメリカは、

それぞれ0.357と17.09％である。日米と比較して格

差や相対貧困率は低いと言えよう。

国家予算を確保するための労働力として、女性

の就業が期待されており、その率は高い。両国と

もに女性の就業率は約75％を超え世界でも高位で

ある。女性が外で働く分、子育ては社会が担うよ

う、保育サービス等子育て支援は充実している。

スウェーデンでは「国民の家」という理念があり、

これは国全体が家族であるという考え方で、子育

ても国が家長となってその一端を担うということで

ある。男女同権の意識は強く、皆で社会を支える

共生社会が基本となる。

環境問題に対する関心も高く、北極圏に近く氷

河が身近にある北欧では、地球温暖化に関する危

機感が非常に強い。森林面積が国土の66％を占め

るスウェーデンでは、木材を有効利用し、木質バ
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イオマスエネルギーの開発が進んでいるし、風の

強いデンマークでは風車発電が進んでいる。ちな

みに日本に輸入された風力発電機の第1号はデン

マークからである。土地の利を生かしたエネルギー

開発をしており、地震が頻発する土地に地熱利用

をせずに原子力発電所を設置していく日本と、こ

の点でも相違を感じる。

スウェーデンはノーベル賞の授与国であり、毎年

ストックホルム市庁舎で授賞式が行われていること

は有名であるが、世界に向けて様々な発信をして

いる国でもある。例えば1972年の「人間環境宣言」

や、1996年の「第1回児童の商業的性的搾取に反

対する世界会議」（ストックホルム会議）でのストッ

クホルム宣言などがあるが、これらは世界、及び

日本に対して子どもの養育や権利擁護のあり方に

影響を与えた。特に後者については、日本は名指

しで批判され、1999年の児童買春・児童ポルノ処

罰法制定につながっている。

しかし、北欧諸国にも様々な課題はある。EUの

経済問題は深刻で、その影響を受けており、ユー

ロ加盟の是非も含めて今後の大きな課題である。

ローンによる破産者の増加、移民、薬物乱用者の

増加、高齢者の自殺、離婚率の高さ、DVなど新

旧の問題は山積している。

スウェーデンとデンマークについて、その他の概

略を表1に示す。

スウェーデン王国

44.9万平方キロメートル

9,415,570人（2010）
　　

1,919,094人（2010）

1.87（2005－2010）

ストックホルム

ストックホルム県総人口：2,054,343人
子ども人口：445,259人
ストックホルム市総人口：847,073人
子ども人口：162,353人（2010）

カール16世グスタフ国王

スウェーデン語　多くの国民が英語可能

スウェーデンクローナ（SEK）
１SEK:12.76円

イケア、Ｈ＆Ｍ、クラビア、エリクソン、
サーブ　

　
国土の約66％が森林
農地は国土の6.5％だが、穀類自給率は
100％超で生産性が高い

デンマーク王国

4.3万平方キロメートル
海外領土
フェロー諸島（1,400平方キロメートル）、
グリーンランド（216.6万平方キロメートル）

5,566,856人（2011）　
　

1,205,882人（2011）

1.84（2005－2010）

コペンハーゲン

コペンハーゲン市総人口：541,989人
子ども人口：105,051人（2011）

マルグレーテ2世女王

デンマーク語　多くの国民が英語可能

デンマーククローネ(DKK)
１DKK：15.15円

デニッシュ･クラウン、マースク･モーラー、
ベスタス･ウインド･システム、カールスバーグ、
ベストセラー、エコー、レゴ

山がなく低地　風が強い
農業が栄え、穀類自給率は100％近く、農業
輸出国として有名

スウェーデン デンマーク

国　旗

正式国名

面　積

総人口

子ども人口
（0～17歳）

合計特殊出生率

首　都

首都人口

元　首

言　語

通貨とレート
（視察時）

代表的企業

地理的特徴、
その他

■表1  スウェーデンとデンマークの概略
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2. 子どものいる一般家庭の暮らしぶり

日本に比べて年間の労働時間が少ないことは大

きな特徴である。週の法定労働時間はデンマーク

が37時間で、スウェーデンは40時間であるが、両

国とも年間最低5週間の有給休暇取得が可能であ

る。多くの職場が16～17時には業務を終了する。

店じまいも早く、飲食店などを除いては、17～18時

には店が閉まってしまう。先述の通り女性の就業

率は高く、共稼ぎの家庭がほとんどである。その

分保育サービスが100％保障されていると同時に、

保育ママやベビーシッター等、保育に関係した職

種も多く存在する。祖父母も子育てに協力するの

は当たり前だと考えられており、養育の手は厚い。

子ども手当もあり、デンマークの2010年の例では

0～2歳児は年間約1万7,000クローナ（約25万円／

月約2万1,000円）3～6歳児は年間約1万3,500ク

ローナ（約20万2,500円／月約1万7,000円）、7～

17歳は年間約1万1,000クローナ（約15万7,500円

／月約1万3,000円）である（ケンジ・ステファン・ス

ズキ，2010）。保育料は有料で世帯の収入に応じ

て請求される。以下は、デンマークに在住する日

本人の方が保育園に関する様子を我々に語ったも

のである。

「一般的な保育園は朝6時から開園していること

が珍しくなく、朝食を提供する園もあります。多く

の職場の終業時間が16～17時であり、その分始

業時間が7～8時である職場が多いため、朝の保育

ニーズは高いといえます。多くの保護者は16時半

には子どもを迎えに行きますが、保護者の迎えが

遅くなりそうなときは、祖父母やアルバイト（15～

16歳）が園まで迎えに来て、保護者帰宅まで在宅

保育をするケースもよく見られます。保育園の1クラ

スは20人ほどです。3歳児からでも自分で考えるよ

う促します。同じクラスの全員が同じことをするの

ではなく、『散歩にいきたいひと』『おにごっこしたい

ひと』『お絵かきしたいひと』といくつものグループ

を作って自分の意志で加わることを大切にしてい

ます」。社会の養育観として主体性や自立性を育む

ことに重きを置いていることがうかがわれる。

また6歳（年長クラス）になるとスムーズに学校教

育に移行できるように、小学校入学にむけて校内

にある「0年生」クラスに入級する早期教育（ECEC：

Early Childhood Education and Care）が行われて

いる。デンマークだけではなく北欧4国全てにこの制

度がある。OECD（Organisation for Economic 

Co-operation and Development）の委員会は、

1996年から世界各国に対してECECを推奨してい

るが、ECECへの公的支出額は、デンマークが

OECD諸国内トップで、2番目がスウェーデンで

ある。

小学校から大学まで公立校の学費は無料であ

る。デンマークでは高校までは私立の学校（全学

校のうち10％）もあり、私立校に通わせる場合は学

費の15％が自己負担となる。つまり教育にお金が

かからないのである。他の北欧諸国でも同額の自

己負担率である。どの大学に進学するかよりもど

の仕事に就くかが重要で、職業を選択した上で、

それに合った学校を選択するというのが一般的な

考え方である。

先に紹介したデンマークに在住する日本人の方

は学校の様子を次のように語った。

「学校の先生はあくまでも『勉強を教えるひと』

です。しつけの全責任は親にあり、授業中子ども

が騒ぐのも親の責任という考え方をもっています。

小学校中学年までは成績表はなく、国語のみテス

トがあります。それは国語ができないとすべての

教科がわからなくなってしまうからで、移民の子に

対するデンマーク語教育という側面もあります。ま

た国語のテストを通して言語の遅れをチェックす

る、という目的もあると聞いています。子どもの心

理的問題については、子どもの様子がおかしいと

先生がカウンセリングをすすめるなどすぐに対応す

るようになっています」。少ない人口で国家を支え

るため、早期教育の導入、教育の無償化、職業

選択に基づいた学力の習得という実務主義に基づ

いた学校体系など、適材適所に人材が育つよう、

教育に力が入れられていることが分かる。OECD

の「学習到達度調査（PISA）」では北欧4国は上位

にランクされ、グローバル社会に必須な英語力は、

世界でトップクラスである。実際母国語だけでなく
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英語を日常的に話す国民が多いのは視察中に実感

した。

数十年前までは、両国ともに少子化の中にあっ

た。合計特殊出生率はデンマークが1983年に1.38

人、スウェーデンは1990年代に急速に減少し1.5人

を下回った。しかし、国の政策として、子ども手当

の支給、育児休暇の充実（デンマークの場合、産

休6ヵ月＋育休（6ヵ月～1年））、および復帰時には

必ず保育施設または保育ママ等の保育サポートを

与えることを義務化する（デンマーク）など、仕事と

子育てとの両立の負担を減少させることで、少子

化を脱することが可能となり、2005～2010年の合

計特殊出生率は、デンマークが1.84人、スウェー

デンは1.87人である。雑誌等でも「いいパパ・いい

ママになろう」ということをイメージ付ける記事が盛

んに載るようになり、会社で子どもや妻の写真を

飾ることや、友達同士が子連れでカフェへ行くこと

が当たり前の世の中になっているそうである。乳幼

児を抱えた家族や高齢者など交通弱者のために、

低床バスを多くしたり、全駅にエレベーターを設置

する等の工夫をしたことを、子どもを持つ家族が増

えた理由として指摘する声もあるという。

ヨーロッパ全土の子どもに関する調査報告の「子

どもの生活状況の評価における進行中の議論」

（The on-going debate on the assessment of 

children's conditions of life）には、EU29加盟国

の子どもの福祉に関する比較が掲載されている。

それによれば、子どもの健康、福祉、人間関係、

子どもに利用できる資源、教育、問題行動、住居

と環境の7側面を比較したところ、総合ランキング

では、第1位がオランダ、第2位がスウェーデン、第

3位がノルウェー、第4位がアイスランド、第5位が

フィンランド、第6位がデンマークで北ヨーロッパ諸

国が上位を占めていた。なお、ドイツは8位、フラ

ンスは15位、イギリスは第24位であった。（http://

www.childoneurope.org/issues/publications.

htm）

両国の国民は自国をどう見ているか。英国レス

ター大学の社会学者による研究（2006年）で世界

178ヵ国の国民の幸福度をランク付けしたところ、

デンマークは国民の幸福度第1位であり、スウェー

デンは7位であった（フィンランド6位、ノルウェー

19位）。ちなみに日本は90位である。また米国の

民間調査機関であるワールド・バリューズ・サーベ

イの幸福度調査（2008年）で世界の98ヵ国をランク

付けしたところ、デンマークは1位であり、スウェー

デンは14位、日本は43位で、国民の幸福感におい

て大きな開きがあるようだ。

しかしギリシャ危機をはじめにEU全土に及んだ

経済的課題等、問題も抱えていることは先述した

が、家族の問題としては両国ともに離婚率が高く、

婚姻に対する離婚の率はデンマークでは40％、ス

ウェーデンが42％である。ただし離婚率の最も高

かったのは70年代で、その後は減少傾向にある。

ちなみに日本は年々離婚率が上昇しており、現在

36％程度である。
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1. 暴力を認めない国の取り組み

（1）1979 年の体罰禁止法とその後の展開

スウェーデンでは、1979年に子どもに対する

体罰を禁止する法律を制定した。「子どもと親

法6章1条」で、「子どもはケア、安全および良質な

養育に対する権利を有する。子どもは、その人

格及び個性を尊重して扱われ、体罰また他のい

かなる屈辱的な扱いも受けない」（1983年改正）

と定められている。体罰禁止法は、その後様々

な国で制定された。北欧では、1983年にフィン

ランド、1987年にはノルウェーで制定され、デン

マークも1997年に「親の監護権／権限並びに面

接交渉権法改正法1条」で体罰が禁止された。

その後もドイツ、アイスランド、ルーマニア、ハン

ガリー、ギリシャ、オランダなど、EU諸国を中心

に制定する国が増加している。
スウェーデンの民間団体で、電話、チャット、

Eメール、ディスカッションフォーラムを用いた相

談サービスを行っているBRIS （ブリース Ⅱ視察

報告  81ページ参照）のダニエル・ラムス氏によ

れば、1971年に3歳の幼女（名：マリア）が義理

の父からホテルの部屋で惨殺された事件が、ス

ウェーデンの体罰禁止法制定に至る発端だとい

う。この家族には、問題を抱えているとして事

件前からソーシャルワーカー（以下、SW）も関わっ

ていたが、命を守ることができなかったという経

緯がある。事件後、一人の女性ジャーナリストと

児童書の著者が立ち上がり、カルチャーセンター

等で、事件に関するポスター・写真・記事などを

貼り出すなどしてこの事件を広く伝え、ソーシャ

ルサービスの質の向上と被害を受けている子ど

もの支援を政府に訴えた。この2人の活動が、

民間団体BRISの始まりであり、電話相談を行う

BRISの活動へと発展していく。BRIS誕生後数

年間は、必要であれば体罰は容認するという一

般認識に大きな変化はなかった。しかし「大人

同士の話し合いで暴力を用いることは認められ

ないのに、子どもには認められるのはおかしい」

というBRISの主張が、徐々に子どもに対する暴

力についての社会認識を変え、1979年に体罰禁

止法制定へとつながった。制定当時、この法律

は他国から嘲笑されたが、現在は前述の通り多

くの国々で制定されている。

（2）体罰禁止法の効果と現状

体罰禁止法の効果については緒論がある。以

下は2011年2月11日付の産経新聞記事からの引

用である。

「同国（スウェーデン）のカールスタード大学な

どの調査によれば、1960年代には95％の親が

体罰を行っていたのに対して、80年代は35％、

90年代は20％と減り続け、2006年には12％に

なった。同大のスタファン・ヤンソン教授（65）＝

小児科学＝は『こんなに大々的に大人の意識と

行動が変化したことは他にない』と話す。また児

童虐待防止の全国組織『NSOCC』の調査では、

1981年～96年のスウェーデンにおける児童虐待

死は4人になっている。だがこの数字には疑問符

が付く。英国の社会学者、クリス・ベケット氏は

同国の雑誌に寄せた論文『スウェーデンの神話

～体罰禁止と児童死亡統計』の中で、『この中に

は母親のうつによるもの、心中、育児放棄は含

まれていない』と指摘している。スウェーデンが

子どもへの暴力を防ぐことに効果があったと主

張する体罰禁止法は、現在世界約190ヵ国のう

ち北欧3国をはじめドイツ、中南米、アフリカな

ど29ヵ国が制定している。だが、必ずしもこれ

らの国の児童死亡率が低いわけではない。ユニ

セフのリポート（2003年）では『もっとも低いの

はスペインで10万人に対する死亡率は0.1人。続

いてギリシャ、イタリア、アイルランド、ノルウェー

と続き、そしてオランダとスウェーデンが0.6人』

とされており、スウェーデンはスペインの6倍とい

うことがいえる。この中でスペイン、ギリシャ、イ

第2章   児童と家族の抱える問題
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タリア、アイルランドは体罰を法律で禁止してい

ない＊」。

この記事には、2つの事柄が混同して書かれ

ている。一つは体罰の減少に関すること、もう

一つは虐待死に関することである。体罰禁止法

の効果と虐待死数とを結びつけるのは危険であ

る。虐待死亡率を比較するのは、虐待死の認定

が整った国同士の比較において初めて可能だか

らである。虐待死は、認定が困難である。特に

乳幼児の場合は、事故死として扱われる傾向が

強く、解剖を前提として認定すべきであるが、全

ての不審死に解剖ができるようなシステムを整え

た国は少ない。ちなみに日本の場合、虐待によ

る死亡は、厚生労働省死亡事例検証委員会の

第7次報告によれば88名で、心中を含まない虐

待死は49名である。

今回、カロリンスカ病院内虐待防止部門ミオ＊＊

（Ⅱ視察報告 60ページ参照）での視察の際、救

急医療現場における法医学的診断の状況を知る

ことができた。死亡ケースについても、虐待死

か否かについて法医学的診察を含む対応ガイド

ラインがあり、それにしたがって診断している。

乳児の場合は、窒息死との区別が難しく、虐待

死か否か疑わしい事例は年間に1～2件あるとい

う。整備が整っていない段階での死亡率の国際

比較よりも、こうしたシステムが整っているか否

かの方が重要で、むしろ整っている方が、虐待

死の率が高いということもあり得る。実際日本で

も、虐待による死亡の統計さえ取り始めたのは

ほんの数年前であり、法医学的診断システムに

ついてはまだ充分に整っているわけではない。

それよりも、カールスタード大学などの調査報

告での体罰が減少しているという結果は興味深

い。確かに体罰を認めない姿勢は視察期間で感

じたことである。それは子どもに対してと同様に

女性に対しても同じである。両国ともに、DVな

ど女性に対する差別や暴力に関する関心は高く、

視察団は滞在中にいくつかの大型書店に足を運

んだが、専門書のコーナーで心理学の本が並ぶ

棚の3分の1がジェンダーに関する本であった。

暴力をふるう男性のための治療機関もある。デ

ンマークのダイアログ・モッド・ボルド（Ⅱ視察

報告 105ページ参照）がそれである。ここは主に

パートナーに暴力を行使する男性に対する治療

を目的とした施設で、「暴力を根絶するためには

暴力をふるう側へのケアが重要である」との考え

に基づいている。デンマーク国内に3つの施設を

有し、2001年の設立以来10年の歴史がある。年

間の受け入れ件数は全国で200ケースほどあり、

視察時現在、コペンハーゲン市の施設では48人

が治療の順番を待っているということだった。こ

うした機関は日本ではまだ耳にしない。被害を

受ける女性の声が、こうした機関を発展させ、男

性自身の治療を受けようとする動機につながっ

ていると言えよう。暴力を認めない国家の背景

には、女性の権利擁護が底流しているのである。

ただ、近年気になることがあるという。カロリ

ンスカ病院内虐待防止部門ミオのアナカリン・マ

グヌソン氏によれば、最近10年間で子どもへの

暴力を肯定的に捉えている若い親（20～25歳）

が増加しており、1歳以下の乳児に虐待を加える

ケースが増えているという。その理由は、若い親

の養育能力の弱まりか、子育てのスタイルの変

化か、もう少し論議が必要とのことであった。

2. 北欧の子どもと家族の抱える問題の諸相

（1）児童虐待の状況

両国ともに公開されている児童虐待統計はな

い。しかしスウェーデンのトラウマを抱えた子ど

もの治療施設である、BUPグリンデンクリニック

（Ⅱ視察報告 66ページ参照）の所長であり心理

療法士であるアンナ・ノーレン氏によれば、身体

   ＊ スペインは2007年、ギリシャは2006年に体罰禁止法が制定され、イタリアでは1996年最高裁から「体罰は不法」という判決が
出されている。2012年現在32ヵ国で制定されている。

＊＊ ミオは、カロリンスカ医科大学病院の小児科部門であるアストリッド・リンドグレーン記念小児病院にある「児童保護チーム」
      ですが、本報告書においては便宜上「カロリンスカ病院内虐待防止部門ミオ」と統一表記します。
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的暴力は、家庭内に隠してしまう場合があり、

実際のところの数字はよくわからないものの、

学校等での調査や警察からの犯罪件数報告か

ら試算すると、スウェーデンでは、10％の子ども

が家族からあるいは家族以外の人物から身体的

虐待を受けているという。スウェーデンでは厳し

い法律（体罰禁止法）があるのだが、暴力は無く

なってはいない。精神科に受診した子どもたちで

は20～40％が身体的暴力を受けており、国際的

な比率とも一致している。多くの加害者は男性、

そして父親である。近年若年の母親が幼児に暴

力をふるうケースも増えており、どうしたらそのよ

うなことがなくなるのかをまさに議論中であると

のことであった。これはミオでも指摘された点で

ある。性的暴力については、BUPグリンデンク

リニックの調査によると、スウェーデンで被害を

受けたことを報告した女子は全体の13～15％で、

男子は全体の3～5％であるという。また、性的

暴力の加害者の30～50％が18歳以下であり、

ティーンエイジャーに対しどのような教育をしてい

くのかが議論されている。さらにスウェーデンで

は、インターネット上での人身売買が問題になっ

てきているという。

（2）児童虐待の捉え方

日本の虐待防止法の定義は、身体的虐待、

性的虐待、ネグレクト、心理的虐待に分類され

る。北欧両国もこうした分類が周知されているが、

日本の児童虐待防止法の定義では、こうした行

為の主体を保護者によるものと限定している。

スウェーデンやデンマークの場合、保護者による

行為に限らず、あらゆる人からのこうした行為が

児童虐待である。国際的にみれば、日本の方が

特殊であり、狭い捉え方であることに留意する

必要がある。世界の多くの国々ではスウェーデン

やデンマークのようにあらゆる人からの虐待行為

を児童虐待と捉えている。そこには近隣の住人、

学校の教師、保育士など様々な大人が関係して

いる。また、以上のような分類とは別に次のよう

な分類も重視していた。

①能動的虐待（active abuse）

暴力、子どもに暴言をはく、無闇に里親に預

けようとする、食事を与えないなどの罰を与え

る、身体的接触が伴う性的虐待などである。

また虐待を子どものせいにしてしまう親がとて

も多いという。お前のせいでこうなった、と虐

待の理由を子どもに帰属させることが子どもの

心に与える影響は大きい。
②受動的虐待（passive abuse）

親は存在するが、いないのと同じ状態である。

アルコール・ドラッグ中毒、精神疾患、愛着

障がいなど。支援が必要なのに、親がどこに

いるのか分からない。家の中で虐待が起きて

いるが、それを目撃している血縁者や関係者

から助けてもらえないなどである。

①は身体的虐待、性的虐待、心理的虐待が

関係し、②はネグレクトと心理的虐待が関係す

ると整理できよう。

電話相談を運営するBRISのラムス氏は、両方

とも深刻な影響をもたらすものとして、それぞれ

の虐待における大人の姿勢の影響を強調する。

前者であれば、虐待者がその理由を子どもに転

嫁することであり、後者であれば、子どもを守る

べき大人が虐待の事実を知りながら放置するこ

とである。
子どもたちは虐待やいじめを受けている事実

を大人にはなかなか伝えないと言われるが、電

話相談で多くの子どもが語るのは、親、SW、学

校の担任の先生、精神科医などの大人たちが自

分たちの言い分、話を聞いてくれないというもの

であるという。また、虐待やいじめが起きている

のに、知らないふりをする大人がいることで、裏

切られた思いが刻まれる。親に殴られ、お前が

悪いと言われ、それを周囲の大人に発信したが、

信じてもらえない、また行動も起こしてもらえな

い。こうして二重に裏切られる経験をする。その

結果、次の3つのパターンに陥る可能性があると

いう。

①受け入れてしまう

②向かっていき、反抗する



17

③解離　

受け入れてしまうパターンでは、その子ども自

身が親の代わりになってしまい、親の役割を果

たしてしまう。例えば、アルコール中毒の親なら

缶ビールの空き缶を集めて掃除したり、兄弟の

世話をしたりする。このようなタイプの子どもは、

思春期にさしかかり、自分がしていることはおか

しいことだと自覚する。状況に疑問を抱き、そこ

から回避しようと自殺する場合もあるという。③

は何も感じなくなるなどの感覚の遮断や麻痺であ

り、日常化すれば深刻な心理・精神的問題とな

り、日常生活に影響をもたらすことになる。

大人と子どもとの間には想像以上の壁がある

という。たとえ子どもに話を聞こうと子どもに大

人が近づいたとしても、十分に話せない場合や、

恥ずかしくてその事実を話せない場合もある。

自分の中で消化できずに話せない子どももいる。

親が脅して話せない場合もある。また親がSW

に話すことは事実と異なることが多い。大人同

士だけで問題を理解し一方的に解決すると、子

どものニーズとかけ離れてしまう場合があり、子

どもの見方や視点がなければ受動的虐待に傾斜

する可能性もある。匿名性の電話やチャットでの

相談現場だからこそ示せる重要な観点であろう。

（3）青少年のドラッグ、アルコールの問題

近年北欧では、青少年のドラッグ使用とアル

コール依存の問題が深刻になってきている。イ

ギリスをはじめ、ヨーロッパの他地域ではすでに

重大問題ということができ、むしろ遅まきながら

問題化してきたという方がいいのかもしれない。

ドラッグ依存の青少年の治療等を行うマリア・ウ

ングドム（Ⅱ視察報告　71ページ参照）のアニカ・

ハンマルストランド氏から次の説明を受けた。

2011年3月に発表された、国立保健研究所に

よる南スウェーデンの6つの高校（10学年から12

学年）の生徒600人への調査は、次のことを指摘

している。まずドラッグの使用は、タバコから始

まることが多く、日常的にタバコを吸っている子

どもの61％がカナビス（大麻、ハシシ）を使用し

たことがあった。タバコを吸わず、カナビスを使

用したことがあるのは4％のみであった。また、

51％がアルコールを飲んでいる。ドラッグ使用者

の95％がカナビスを使用し、5％未満がコカイン

やアンフェタミンを使っている。カナビスはタバ

コと同レベルの軽いものとされがちだが、ゲート

薬物としてより危険なドラック使用への入り口と

言われている。その使用率は増加している。ド

ラッグの問題は、アメリカの影響を強く受けてい

るという。

薬物の入手経路は学校や通りでの売買など

で、友人を通して購入するケースが一番多い。1

グラム当たり70クローナ、例えば5グラムで5,000

円ほどである。購入して友人同士で分け合う。

初めてカナビスを使用するのは友人グループで

のパーティーなどが多い。常習化し2、3年すると、

もはや止めるのは困難となる。

密輸組織の取り締まりは困難で、警察は子ど

もたちを地道に取り締まるしかない。タバコは18

歳以上で購入できる。しかし、お店でID確認無

しに購入したり、ブラックマーケットで買ったり、

年長の子どもから貰ったりすることはできる。1

箱600～700円くらいと高価なのだが、喫煙率も

増えている。

思春期は親とのコミュニケーションが疎遠にな

る時期である。そこにドラッグが入り込む危険性

が高い。家族関係が希薄なケースが多く、親も

薬物依存症である場合も多い。

ドラック常習の子どもは治療が必要となる。14

～15歳の薬物使用の子どもについては、警察は

強制的に司法施設に送るのではなく、日常的な

生活を継続させながら、マリア・ウングドムに通っ

て治療を受けさせることになっている。また、こ

こにきたケースに関しては、重大な罪（懲役2年

以上）に相当する場合以外、警察に通報する義

務はない。それは、親や本人が直接来所した場

合は警察に報告しないというルールがないと、

治療を受ける可能性をなくしてしまうからである。

薬物使用は違法だが、治療を受けさせることに

重きを置き、治療は記録に残さない。親や本人
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が薬物を持ってきても出所を問わない。

治療の効果を左右するのは親の姿勢という。

そのためファミリーセラピーは重要となる。ファ

ミリーセラピーの目標は3つある。第一に、子ど

もの保護者としての親の役割を維持する。第二

に、父母が問題に協力して取り組む力を強める。

たとえ離婚していたとしても両親への協力を求め

る。第三に、親子関係の修復である。ドラッグ

を使用する子どもは、家族と疎遠になっている

場合が多いので家族関係の再構築はとても重要

となってくる。子どもの家庭環境が修正不可能

なほど劣悪な場合には、家庭から分離して治療

を実施するが、これは最終手段である。分離し

たとしてもまたいずれ家庭や地域に戻ることにな

るので、家族全体で問題を解決していく必要が

ある。よって多くは家庭から治療のために来所し

ている。親が解決していこうとする動機が重要

となる。途中で治療に来なくなった家族に対して

は、地域のソーシャルサービスを通して動機付け

を図る。

（4）子どもの悩み：BRISの実践から見えてくるもの
BRISのラムス氏によれば、2010年度のBRIS

への相談件数は2万4千件であったが、相談者は

女子が80％と多く、平均年齢は14歳であった。

多くは、学校での友人関係であり、いじめの問

題もかなりの数に上っている。いじめは近年世

界中で問題となっているが、北欧でも深刻な問

題であることが分かる。

（5）夫婦間暴力

両国において、夫婦間暴力は大きな社会問題

の一つである。先述したように男女同権の意識

は強く、女性への偏見や差別、人権侵害行為に

ついての関心は高い。DV被害を受けた女性の

ためのシェルター、治療施設、加害者男性（女

性）への治療施設などの機関が民間を中心に両

国で積極的に展開されている。

スウェーデンのアラクヴィンノスフス（“女性の

家”の意味 Ⅱ視察報告 78ページ参照）は、被害

を受けた母子のための民間シェルターである。

NPOが運営し、それを支える会員は500名（うち

約50人が男性）である。このシェルターの施設職

員は11名で、その他に約90名のボランティアがこ

こで活動している。こうしたNPO組織が国内に

4組織あり、複数のシェルターを運営している。

またストックホルムでは公立の施設が1ヵ所ある。

デンマークにもこうしたシェルターが約40施設ほ

どある。

アラクヴィンノスフスのアンネリ・ノルベリー氏

によれば、DV被害を受けた女性は、シェルター

を利用する以前に、夫のもとを出たり戻ったりを

繰り返すケースが多いという。またシェルター利

用後、ほとんどのケースは母子での生活の道を

選択するが、母子での生活を選択したとしても

退所後しばらくして夫のもとへ帰るケースもある。

こうしたケースは日本でも多く、関係性の病理も

含め共通する課題があるようだ。またまれではあ

るが次のような事例もある。女性同士のカップル

のうちのひとりが以前交際していた男性のもとへ

戻るといったことから生じる三角関係によるトラ

ブル。イスラムの宗教的考えから父が認めていな

い男性との性行為をすることによって行われる娘

への体罰（時には殺してしまうこともあるという）。

男性同士のカップル間でのDV相談などである。

またノルベリー氏は、最初に男性が暴力をふるう

兆候を見せるのはパートナーが妊娠をした時に多

く、その時期の独自のカウンセリングが予防的支

援として必要であると語っていた。またDVはあ

らゆる経済的階層に存在する問題であり、貧困

とは関連しないと語る。社会的に地位のある男

性からのDVも少なくないという。

デンマークにあるマザーヘルプ（Ⅱ視察報告

101ページ参照）はDV被害を受けた女性の相談

や治療的ケアを行う民間の組織で、約30年間の

歴史をもつ。夫から暴力を受け12歳未満の子ど

もがいる母子がサービスの対象となる。デンマー

ク国内三大都市（コペンハーゲン・オーデンセ・

オーフス）に1ヵ所ずつ設置され、常勤スタッフ

は、総勢で約130人（心理士や社会教育者（ペ
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タゴーグPætagog）等の専門職）おり、それを補

足する立場として計約600人のボランティアが働

いている。こうした治療機関は両国に複数あり、

治療ニーズに応えている。

アラクヴィンノスフスやマザーヘルプのような

NPO機関ではボランティアが非常に多く、活動

を支えている。ボランティアの多さは、両国の女

性問題に対する関心の高さを示していると言えよ

う。

またDV加害者への治療機関として、デンマー

クには先述（15ページ）のダイアログ・モッド・ボ

ルドがある。スウェーデンにも加害者を対象とし

た施設がある。DV加害者を治療対象として扱い、

暴力を予防しようという考えは日本ではまだまだ

根づいていない。

マザーヘルプやダイアログ・モッド・ボルドは

DV防止と暴力防止の啓発活動を積極的に行っ

ている。例えば、マザーヘルプは、支援の効果

測定や研究結果をベースに、関係省庁（社会省

など）の官僚、国会議員等、政党に関わらず多

方面のメンバーと協議し密接な連携をとり、政治

に反映するように働きかけている。こうした啓発

活動は国民のDV防止に関する意識の高まりにつ

ながっていよう。加害者である男性がインターネッ

ト上のホームページを通じて自らコンタクトを取っ

てくるケースが多いというが、暴力否定の考え方

や文化が広まっていることのあらわれであると思

われる。またデンマークの刑法に基づき、治療

刑として利用されるケースや、服役後の仮出所

の条件として利用に至るケースもある。日本では

2001年にDV防止法が制定され、この問題に対

する認識は高まっているが、主に被害者をどう守

るかといった視点が強い。加害者に対する治療

的支援まではほとんどなされていないのが現状

で、民間治療施設を利用した治療の例はほとん

ど聞かない。

　　

（6）移民の問題

北欧では他のヨーロッパ諸国同様、移民の

問題も大きい。視察の2ヵ月前の2011年7月22

日、ノルウェーの首都オスロにある政府庁舎  

（Regjeringskvartalet） が爆破されて8名が死

亡した事件と、ウトヤ島で銃の乱射によって69名

が死亡した事件が起きた。逮捕されたのは、32

歳の青年であるアンネシュ・ブレイビクである。

彼は裁判で、動機について「イスラムによる乗っ

取りから西欧を守るため」と強調した。反イスラム

主義の思想を持った右翼的な思想家で、警察当

局はキリスト教原理主義者であると発表した。男

女同権の意識の強い北欧では男性優位のイスラ

ム教に対する違和感があり、右翼政党では特に

イスラムに対する反発心が強い。これは移民問

題を語るうえで忘れてはならない視点である。

スウェーデンは現在、ヨーロッパにおいて最も

オープンな移民政策を持つ国といわれる。社会

民主党による難民受入れ政策により、ここ数10

年間で急速に移民が増えている。2010年の統計

によると、全人口の14.3％、133万人が外国生ま

れであり、その多くが移民である。移民の第1位

はフィンランドで、次いでユーゴスラビア諸国、イ

ラク、ポーランド、イランなどである。アフリカか

らの移民も多く、ソマリアやルワンダからの移民

も少なくない。

しかしスウェーデン国民の中には移民の受け入

れに反対する国民も多い。その主要な理由が、

先述のイスラム教への抵抗感である。移民排斥

を唱える右翼政党のスウェーデン民主党が、こう

したムードを追い風にして2010年9月のスウェー

デン総選挙で初めて国政に進出し20議席を獲得

したほどである。イスラム系移住区の失業率は

非常に高く、移民側の不満も多いという。

しかしイスラム系移民に対しても手厚い子育て

支援サービスが展開されている。今回視察した

ストックホルム市スポンガ・テンスタ地区のファミ

リーセンター（Ⅱ視察報告  56ページ参照）の実

践は、その代表的なものであろう。センターが所

管するのは、スウェーデン人が多く、少し裕福で

一戸建てに住む人が多いスポンガ地区と、アフリ

カや西アジアからの移民の多いテンスタ地区の2

つに分かれている。2地区を合わせた地域人口
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の60％は移民で、イラン、イラク、及びソマリア

などからのイスラム系移民も多い。そのためセン

ターにはイスラム教徒が祈りを捧げるための部屋

が用意され、イスラムの家族も来所しやすい環

境を整えている。またスウェーデンにあるジョバ

ニス緊急及び短期避難所（Ⅱ視察報告  75ペー

ジ参照）は、13～20歳の行き場の無い子どもに

対して一時的に宿泊場所を提供する公的な機関

である。ここを利用するのは、身体的虐待・心

理的虐待・ネグレクト等の問題がある、またそ

の他の理由で緊急に保護や家庭からの隔離が

必要な子どもたちだが、その中には難民で行き

場のない子どもたちもいる。

デンマークは、スウェーデンに比べて、移民の

受け入れは厳しい。この国はデンマーク人による

単一民族国家であり、2009年の統計によると全

人口の90.5％を占める。残りの9.5％、526,000人

を移民とその子孫が占める。デンマークは外国

人労働者の必要性から、1950年代から難民を

受け入れてきた。それは1952年の外国人法の制

定から始まる。しかしアジア、中東からの急激な

移民増加を受けて社会問題が発生した影響で、

1971年の外国人法の改正で、難民の受け入れが

縮小され、厳格な移民手続きが必要となった。

現在、デンマークへの新規移住は不可能ではな

いが難易度が高いとされる。

デンマークの反イスラム主義は右翼政党の国

民党を中心に根強い。国内最多の発行部数を誇

るユランズ・ポステン紙が、2005年9月30日の紙

面にムハンマドの風刺画を掲載し、国内のイスラ

ム教団体が抗議するという事件が起きた。イスラ

ム教は偶像崇拝を禁止しており、預言者を風刺

画に描くことはあってはならない。事態は悪化し、

翌年には、シリアやレバノンで大規模な抗議運

動に発展、デンマーク大使館や領事館に対する

デモや放火が起こり、イスラム諸国でデンマーク

製食品などの不買運動に拡大した。これに対し、

欧州各国の新聞、雑誌が「表現の自由をあくま

で擁護する」との立場からこれらの風刺画を相次

いで転載したことにより、世界中のイスラム社会

にさらに大きな憤慨を巻き起こし、現在でもその

火種は消えていない。
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1. 児童家庭相談の中心となるソーシャルサービス

（1）様々な児童家庭問題に対応するソーシャル

　　サービス

日本の児童福祉の現状は、この十数年間の

児童相談所や児童福祉施設の状況、あるいは

国の児童福祉施策の展開を見たときに、児童虐

待対応に中心軸があることは明確である。この

点については、米国や英国も同様と思われる。

我々は北欧（スウェーデンとデンマーク）の児童

福祉施策も児童虐待対応を中心に展開している

であろうと視察に赴いたのだが、その予測はは

ずれていた。

確かに児童虐待は両国において深刻な問題で

ある。しかしソーシャルサービス（日本の児童相

談所にあたる）の対応する問題をみると、児童虐

待に振り回されている日本の児童相談所の状況

とは異なる様相が見えてくる。例えば、ストック

ホルム市ソーデルマルム地区（所管人口12万人）

の2010年の相談対応件数は942件であるが、そ

の内訳をみると、身体的虐待44件、性的虐待11

件（先述（16ページ）の通り虐待行為の主体は家

庭内に限らないことに注意）で、それ以外は、保

護者のアルコール依存症や養育不全などのネグ

レクト、子ども同士のいじめや暴力、DVや親の

精神疾患、子どもの家庭内暴力、子どもの薬物

使用、子どもの触法行為など非常に幅が広い（障

がいに関する相談は別の部門が担っている）。ま

た通報より任意の相談の方がずっと多い。つま

り虐待相談は全体のごく一部にすぎず、支援も

総合的で虐待対応に限定されていない。虐待対

応について知りたいという姿勢でのぞむと違和

感を抱いてしまう理由の一つがここにある。視察

先の多くの機関も、虐待の話だけでは説明でき

ないといった戸惑いの表情を見せるのである。し

かし例示したソーシャルサービスが扱っている児

童虐待以外の問題の一つ一つは、子どもの健全

育成や、子どもの権利擁護という視点に立てば、

全て重要な問題ばかりであり、児童虐待の背景

にあるような問題、あるいは虐待の結果として生

じてくる問題、家庭内外の人権侵害など、児童

虐待と密接に関連する諸問題の数々である。

児童虐待対応は、予防的支援、早期発見と

介入、子どもに対する治療的支援の3段階でな

される。日本の児童相談所の業務は、障がい

相談を除くと、虐待相談の割合が大きく占め、

特に第2段階である早期発見と介入に集中してい

る。これに比べ、北欧両国は、予防的支援や

治療的支援を含め総括的に展開していると言っ

てよいだろう。思えば児童虐待防止法以前の児

童相談所は、非行問題はもちろんのこと、北欧

同様に子どものあらゆる問題に力を入れ対応して

いた。虐待相談の急増と、それに比して児童相

談所の体制が追いつかない状況が、家庭内の児

童虐待問題に振り回され、他の重要な子どもの

問題に充分対応できない状況を作り出した。

なお、日本にある児童虐待防止法は、北欧

4国にはない。中心の法律はソーシャルサービス

法であり、その中に虐待に対する通告の義務や

支援計画設定の義務など虐待対応に関する諸規

定が盛り込まれている。ただし児童の施設措置

など社会的養護の規定については、スウェーデ

ンの場合、青少年のための特別措置法（LVU）

に基づいている。

（2）小さいエリアで対応するソーシャルサービスの

　　実践

日本の児童相談所にあたるソーシャルサービス

の相談は、任意の相談と通告によるものの両方

に対応している。地域によっては、任意の相談

はファミリーセンターが担い、通告のみ扱うソー

シャルサービスもある。その例として、スウェー

デン、ストックホルム郊外のスポンガ・テンスタ地

区がある。ソーシャルサービスが様々なニーズに

対応できる主要な理由に、管轄するエリアの小さ

さと職員体制の厚さがある。スポンガ・テンスタ

地区のソーシャルサービス・ファミリーリソース課

第3章   児童家庭相談サービスの展開
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（Ⅱ視察報告　53ページ参照）は通告ケースのみ

を扱っているのだが、人口3万5千人をカバーし、

対応するスタッフ数は15名である。両国において

地方行政の多くがこの程度の人口規模で展開さ

れているが、都市部は規模が大きくなる。ストッ

クホルムのソーデルマルム地区のソーシャルサー

ビス（Ⅱ視察報告　49ページ参照）は、人口12万

人をカバーし、対応するスタッフは45名である。

デンマークのコペンハーゲンにあるブロンスホイ

地区のソーシャルサービス（Ⅱ視察報告 91ページ

参照）は人口8万人をカバーし、そこで働くスタッ

フは90名である。

日本の児童相談所は都道府県と政令市及び中

核市に設置が可能であり、10万人以下の児童相

談所から200万人を超える児童相談所まで非常

に幅が広い。大規模人口をカバーするのは大都

市の中央児童相談所や政令指定都市の児童相

談所で、例えば、東京都中央児童相談センター

は人口215万人をカバーしスタッフは62名である。

大阪市中央児童相談所は人口265万人をカバー

し134名（非常勤を除く）、横浜市中央児童相談

所が人口94万人に対してスタッフ76名（非常勤を

除く）などである。地方都市の児童相談所の例と

しては、愛知県一宮児童相談所が人口81万人を

カバーし、スタッフ数26名で、北海道帯広児童

相談所が人口35万人にスタッフ数が40名、青森

県中央児童相談所が人口33万人に対してスタッ

フ33名、滋賀県彦根児童相談所が人口55万人

に対して46名、沖縄県ゴザ児童相談所が人口58

万人に対して40名などである。30万人に満たな

い小さなエリアの例としては、鳥取県の米子児

童相談所が人口24万人をカバーし、スタッフは16

名（非常勤を除く）で、同県の倉吉児童相談所

が人口11万人に対してスタッフ12名（非常勤を除

く）、島根県浜田児童相談所が人口15万人に対

してスタッフ20名（非常勤を除く）などである。

こうしてみると、スウェーデンやデンマークで

規模の大きいソーシャルサービスが、日本では規

模の小さい児童相談所に相当するという状況で

ある。その上でスタッフ配置を比較すると3～8倍

の開きがあることが分かる。

規模が小さいことは、どこでどのような問題が

生じているか把握がしやすい利点がある。関連

する様々な情報が得やすいのは小さなエリアゆ

えで、日ごろから様々な情報に触れており、支援

に重要な家庭訪問もしやすく、一つの通報に対

しても情報が集まりやすい。規模が大きくなれば

なるほど、地域の情報は乏しくなり、通報に対し

ても情報ゼロからのスタートとなりがちで、虐待

の有無の判断が難しくなる。またスタッフ配置の

充実は家庭への介入に対してチーム体制が組み

やすい利点となる。

日本では児童相談所間での力量の格差が話

題となるが、北欧でも地域によってソーシャル

サービスのソーシャルワーク力には差があるとい

う。カロリンスカ病院内虐待防止部門ミオのス

タッフが、個人的な印象とした上で、地域的に貧

しくよく問題が発生するところは対応がいいが、

富裕層が多く、表面的に問題があまりないと思

われている地域は、危機感が少なく対応力も低

いと語っていた。扱うケースの質や数が力量に

影響するのは当然と言えば当然の話と言えよう。

日本の児童相談所の場合も地域差はある。しか

しその背景は北欧と異なるようだ。日本におい

ては職員数、専門職の採用の有無、転勤システ

ムなど体制上の要因が大きく、とくに職員配置

の少なさと、2～3年で転勤する職員の多さが指

摘されている。こうした課題をクリアする方向で

展開している地域とそうでない地域とでは、年

数を経るほどに格差が大きく広がって現れること

になる。日本の児童相談所の大きな課題の一つ

である。

（3）任意の相談

両国ともに、任意の相談として様々な子育て

問題に応ずるべき義務が、ソーシャルサービス法

に定められている。対応としてはコンサルティング

（助言や指導）、行政サービスの提供、専門的

なカウンセリングなどである。後述する通告ケー

スも含め支援アプローチの基盤にはサインズ・
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オブ・セイフティ・アプローチ（Signs Of Safety 

Approach、以下SoSA 54ページ参照）がある。

SoSAは日本でも周知されている技法であるが、

オーストラリアのアンドリュー・タネル博士（Dr.

Andrew Turnell）が開発した技法で、主体的に

問題解決の手立てを探し出す方法である。

行政サービスの例としては、保育料の免除措

置、サポートパーソン（資格を持った社会教育者

などその経験がある人）の家庭への派遣、家族

の一時的施設入所（この間に養育技術や子ども

の問題への対応力を学ぶ）、里親宅などへの子ど

ものショートステイ、問題のある子どもへのコンタ

クトパーソン（社会教育者、子どもを担当した教

師、退職後の警察官、サッカークラブのトレーナー

など）の派遣などである。ファミリーセンターや専

門治療機関など、子どものニーズによって、それ

に適した機関にケースを依頼する場合もある。

（4）通告ケース

両国ともに、通告→調査→支援方針の設定と

いう流れは同じで、日本とも共通するものであ

る。ただし、特に学校の教員や福祉関係者には

通告義務が強く課せられている。デンマークで

は、ソーシャルサービス法の中で、通告義務を次

のように定めている。一般住民に対しては154条

に、「国民はすべて、児童青年が何らかの暴力を

受けている、健全な生活を妨げられている等の

状態を聞いたあるいは見た場合には社会福祉部

に通告する義務を負っている」とし、公的分野従

事者に対しては153条で、「十分な介護やケアを受

けていない、あるいはその他の重大なけがを受

けている、特定の家族で暴力が行使されている、

あるいはその他の人権侵害が行われている等の

状態を聞いたあるいは見た人には通告の義務が

ある。この通告は疑惑だけでも義務として通告

しなければいけない」と定められている。またこ

の通告義務はまだ生まれていない子どもの安全

に関しても定められている。

なお、機密性によって通告者の安全は保障さ

れている。

（5）調査について

通告ケースも含めて、虐待が疑われる場合、

まず家庭訪問をし、子どもや親とソーシャルサー

ビスのSWとで話し合いをし、関係する諸機関と

も協働して支援していくことについての同意を得

る。できる限り子どもと家族の協力のもと調査

を進め、子どもと関わる祖父母や保育園、学校

などのあらゆる関係機関に対して調査を行う（付

表 117ページ参照）。調査期間は、最長4ヵ月で、

特別な理由がない限りこの期間で終え、その間

に必要な支援計画を示すことが法律で定められ

ている。4ヵ月以内の規定は両国で共通であっ

た。なお、スウェーデンでは調査内容のすべて

を児童、保護者に開示しなければならないこと

が法律で定められている。

情報の把握については、BBICアセスメント指

標（図1）を用いる。これはイギリスで開発された

フレームワークで、①子どもの発達上のニーズ、

②保護者のペアレンティング（養育）能力、③家

族・環境要因の指標3側面について、それぞれ

に設定された項目について把握するものである。

家族と子どもの状況を総括的に捉えられること

ができ、スウェーデン及びデンマーク両国のソー

シャルサービスやファミリーセンター等多機関が

共有していた。

①については、子どもの心身の発達状況に関

するものである。健康面、教育（登校状況、学

校への適応、成績等）、情緒・行動の発達、同

一性（人格のまとまりの程度）、家族・社会との

子どもの

権利擁護と

福祉の推進

基本的ケア

安全性の保障

情緒的な温かさ

適切な刺激
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関わり（親、教師、地域の人などとの関わり）、

社会参加、セルフケア（年齢相応の基本的生活

習慣）である。

②については、親の子どもに対する養育のあ

り方を把握するものである。子どもへの基本的

なケア、安全性の保障、情緒的な温かさ、適切

な刺激の提供（情緒的応答、遊具の提供、体験

の場の提供など、）、しつけと境界設定（基本的

な社会的スキル、行動の制御、自他の区別、け

じめなど）、安定性（精神的安定性、言動の一

貫性、情動の波が激しくないことなど）である。

③は、家庭の状況を把握するものである。家

族歴と家族機能（衣食住に関することなど）、親

族、住居、就労、収入、家族の社会とのつなが

り方などである。

性的虐待や深刻な身体的虐待の場合は、法

的な措置をとる必要が生じる。こうしたケースの

調査はより厳密なものとなる。これについては

次節で述べる。

（6）重要な行政措置（行動命令と家庭外措置）

ソーシャルサービスの支援内容については、

先述した通りであるが、その他の重要な行政措

置として、行動命令と家庭外措置がある。行動

命令はソーシャルサービスから一定の行動を取る

よう子どもや家庭に命令できる権限である。例え

ば、児童の怠学やネグレクト等による欠席が目立

つ場合などに、保護者に学校の送り迎えを義務

付けるなどの命令を下すことができる。この他に

も、犯罪行為が複数回あった場合、深刻な行動

の問題や反社会的行動がある、あるいは保護者

が関係機関との協力を拒む場合などは、子ども

と親の双方に対して児童の門限を決める、ソー

シャルサービスプログラムに参加する、学校での

会議に参加する、ソーシャルサービスでの会議

に参加する、児童が損傷した物を修理する（落

書きなどは消す）ことなどを義務づけることがで

きる。また必要であれば、児童の足にセンサー

付きのリングをつけて監視することもできる（1年

間のうち3ヵ月以内に限る）。子どもや親に課せ

られた命令が守られない場合は、18歳まで支給

する子ども手当を停止する。つまり、経済的制裁

を下すこともできる。ただしこうした措置は必ず

報告され、不適切な行動命令が行われないよう

監視されている。

もう一つの重要な行政措置に子どもを家庭外

に移してケアする家庭外措置がある。その適否

はソーシャルサービスが判断するが、実施には家

族と子どもの同意を得る必要がある。同意が得

られない場合、スウェーデンでは、県の行政裁

判所に承認を求める申し立てを行う。これは青

少年のための特別措置法（LVU）に定められてい

る。デンマークでは、同意を得られないケース

が4分の1程度あるが、その場合、市レベルでの

特別な委員会と国レベルでの同様の審議会で、

その適切性を家族と共に協議するシステムがあ

る。これについての詳細はⅡ視察報告で述べる。

両国ともに家庭外措置の間に、ソーシャルサー

ビスがどのような支援を行うかの計画を設定し、

明示する義務があることを法律で定めている。

2. 子育て支援の拠点となるファミリーセンター

市や地区の状況によって異なるが、ソーシャル

サービスとは別に子育て支援の拠点となり、子ど

もや家族の任意の相談を受ける機関が設置され

ている。今回の視察先であるスウェーデンのスポ

ンガ・テンスタ地区のファミリーセンター（Ⅱ視察

報告 56ページ参照）、及びデンマークのミゼル

ファート市（総人口：3万8千人弱、子ども人口：

約8千7百人）のファミリーセンター（Ⅱ視察報告 

94ページ参照）がそれである。

（1）スポンガ・テンスタ地区のファミリーセンター

       の実践

スポンガ・テンスタ地区のファミリーセンター

は2001年に設立された公的機関で、妊娠から出

産、産後の子育て相談と支援などを目的とした

センターである（Ⅱ視察報告 56ページ参照）。ス

ポンガ・テンスタ地区はストックホルム18区の一

つであり人口は約3万5千人（年間の平均出産数
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は350人）。線路を挟んでスポンガ地区とテンス

タ地区の二つに分かれており、スポンガ地区はス

ウェーデン人が多く、少し裕福で一戸建てに住

んでいる人が多い。一方、テンスタ地区はアフリ

カや西アジアからの移民が多いのは先述（19ペー

ジ）した通りである。センターでは以下の4つのセ

クションを統合してサービスを提供している。

①マタニティケア

妊婦相談である。助産師4名、嘱託の産婦人

科医・小児科医（週に1回）が対応する。助

産師は特化した存在でドクターとアシスタント

をする看護師との間に立つ役割を担っており、

極めて重要な職種である。妊娠から出産まで

のプロセスに関わり、アドバイスを行い、ファ

ミリープランニングの相談や、細胞検査（アル

コール検査や癌検査）なども行っている。一

日平均5～15人の相談があるという。

②チャイルドヘルスケア

乳幼児の保健サービスである。看護師5名が

対応し、0～5歳までの子どもと家族が対象

である。子どもの健康診断と予防接種や、聴

覚や視覚に異常がないか等の身体的検査を行

い、問題があれば医療専門機関を紹介する。

年間約2,000人来所するという。

③オープン保育

保育士2名が担当し、保育所に通っていない

子どもが親と一緒に好きな時間に来て遊ぶ、

その補助を行うものである。月～金曜の8：30

～15：30開園しており、1日平均20～25人が

利用している。一般的な母親教育・父親教育

も同時に行う。子ども家庭相談部門のSWと

連携して特別な教育を行うこともある。その

他、図書館から職員が来て絵本の読み聞かせ

をしたり、年2回歯科医による歯の磨き方のガ

イダンスなどを行ったりしている。ルワンダな

どからの移民の多い地域であるためスウェーデ

ン語の教育も行い、この国で暮らしていける

ようサポートしている。イスラム系移民も多く、

お祈りができる部屋も用意されている。また

離乳食や古着を安価で買うこともできるなど、

子育て家族のニーズに適した支援サービスを

豊富に用意している。

④子ども家庭相談

0～12歳までの子どもとその家族からの任意

の相談に応じている。スタッフはSW3名と家

庭訪問する職員1名である。親子関係や夫婦

関係等についての親カウンセリング（グループ・

個人）、子どものカウンセリング（グループ・個

人）などを行っている。子どもと家族の支援

のためには、多機関との協働が不可欠となる。

虐待の可能性がある場合はすべてこの地区の

ソーシャルサービスに報告し、連携を図ってい

る。

このように4つのセクションが統合されているこ

とで、妊娠・出産・子育ての悩みをこの1ヵ所で

相談することができ、家族の負担が軽減される。

日本に置き換えて考えてみれば、産婦人科、保

健センター、子育て支援センターや児童家庭セン

ター、児童館が融合されたような機関である。

1ヵ所に4セクションが総合されサービスが提供さ

れていることで、子どもの育ちに関する様々な問

題が重症化する前に機関協働によって手立てを

講じることが可能となる。虐待の予防という視

点から見てもその効果はかなり期待できるであろ

う。このような4つのセクションを兼ね備えている

センターはストックホルム市内に1ヵ所、ストック

ホルム県内で2～3ヵ所ある。

（2）ミゼルファート市ファミリーセンターの実践

デンマークのミゼルファート市ファミリーセン

ターは、1999年にミゼルファート市が設立した（Ⅱ

視察報告 94ページ参照）。ミゼルファート市在住

の0～18歳までの子どもとその家族を対象とし、

無料で相談・支援を提供している。子どものし

つけ、家庭内暴力、薬物依存、夫婦間の問題

等に対して必要な支援を行っている。スウェーデ

ンのスポンガ・テンスタ地区のファミリーセンター

とは違い、妊産婦の相談や子どもの健康相談、

オープン保育などの機能は備えておらず、子ども

家庭相談の機能のみであるが、様々なニーズに
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対応しており、人口規模も小さく濃密な支援を

行っている。

市のソーシャルサービスの調査とアセスメント

の後、ソーシャルサービスの要請に基づいて支

援するのが主であるが、任意の相談にも応じて

いる。ファミリーカウンセラー14名とコンタクトパー

ソン3名で対応している。これらのスタッフは、

社会教育者、SW、臨床心理士であり、青年の

薬物使用、性的暴力、子どもの暴力、自虐的行

為、自殺願望、障がい児をもつ家族のリスク、

里親へのスーパーバイズなど様々な専門性を備

えている。現在約100家族約250人の子どもと関

わっている。

支援内容としては次のようなものがある。

①教育的支援

通常家庭で行われるべきことができない家庭

に対して、家庭に出向いてそれらを具体的に

行う支援である。例えば精神疾患の母親が子

どもを学校に送り出せなかったり、掃除がで

きなかったりする場合に、家庭に出向き登校

や家事の手伝いをする。子どもに対してコンタ

クトパーソン（23ページ参照）を配置し、保護

者のロールモデルを示す。

②家族治療

多くはセンターでセラピーを行う。在宅で行う

ことも時々ある。セラピーの対象は、家族全

体である場合もあれば、個人の場合もある。

家族の抱えた課題等を振り返り、家族機能の

回復に向けた話し合いを行っていく。

③予防的支援

家族がSWに連絡し、調査の結果、深刻な事

態ではないとされた場合も、5～10回の短期

面談を実施することがある。また市からの要

請でない任意の問い合わせに対しても、最高

3回までの面談を行う。例えば、十代の若者

の反抗、離婚話のもつれへの対応を行う等で

ある。

④子どもへの治療

両親、親族、学校等関係者とのネットワーク

を構築した上で、グループセラピーや個人セラ

ピーを行う。

⑤里親への支援

里親を含めた家族セラピーを行う。

⑥ネットワーク会議の開催

家庭に関わる専門職は多いので、中心となる

基幹的援助者を決め、そこに看護師、保健

師、教員等々が参加し、ネットワーク会議を行

う。調査をしたSWも参加する。様々な専門

職が専門性を超えた場で意見を出し合い、各

機関の職員は必要な役割を担うことになる。

ソーシャルサービスからケースの支援を依頼さ

れるが、提供するサービスの内容の多くはセン

ターの裁量にゆだねられている。その分支援効

果に関する評価をソーシャルサービスに報告する

ことが重要となる。

（3）日本の市区町における児童家庭相談

視察した両ファミリーセンターの業務は日本で

いえば、市区町での子育て支援業務にあたると

いえよう。平成16年の児童福祉法の改正で、そ

れまで県レベルで対応していた要保護児童への

支援が市町村でも行うよう改正された。その後

各市区町村に要保護に対応する相談システムが

整備され、要保護児童対策地域協議会が市区

町村のほぼ100％に設置されるようになった。し

かし形はできたものの、どこまで機能しているか

については課題がある。特に職員体制と、それ

ぞれがカバーするエリア人口についてはかなりの

幅がある。人口規模が大きい市については小さ

なエリア区分に分けている地域もあるが、まれで

ある。日本の市区町村を見れば、数千人の町や

村から50万人以上の市まで開きがある。筆者の

勤務する子どもの虹情報研修センターの研修で、

これまで相当数の市町村の実践報告を聴く機会

を得たが、手厚い子育て支援を展開している市

町の多くは、人口3万～5万人程度である印象を

持つ。例えば鳥取県の境港市は人口3万5千人、

倉吉市は5万人程度であるが、両市の支援サービ

スは充実している。両市の担当職員は、市内の

出生児については、どこでだれが産んだか全件
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周知しており、市内に住む子どものいる家族でリ

スクを抱えた家族については、イメージを持って

把握できていた。ところが10万人を超えるような

市の場合、出生時の把握については、おそらく

は書類上の把握にとどまり、具体的な家族イメー

ジを持ち得ることは困難となる。つまり見えない

ケースが増えるのである。地域住民にとっても、

大規模な市の場合、相談窓口が遠く、ゆえに敷

居の高さを感じてしまうことになる。それをカバー

するのが体制の充実や地域を小さく区分する等

の整備となるが、現状ではこうした課題を克服で

きていない。

今回の視察で、いずれのファミリーセンターも、

小さなエリアで展開している。これらの実践を日

本で展開するとしたら、境港市や倉吉市のよう

な小さな市であろう。日本は市町村の統廃合が

進み、権限が地方に移されつつある。合理性や

効率性も考え統合できるところは統合して施策

が展開されるよう進みつつある。北欧は日本以

上に地方分権が進んだ国である。しかし対人援

助については、手の届くエリアで展開されている

のである。統合して大きなエリアで効率よく展開

すべきものと、小さなエリアで手の届くサービス

を必要としているものとがある。対人援助分野

は、後者に位置づけられる。大きくすればする

ほど状況が見えにくく、サービスも届きにくい。

小さなエリアでは、その土地の状況やそこに住む

家族状況が把握しやすい分、ケースに対するア

セスメントの適格性は増し、的確な支援の手が

届くことになる。日本の課題として、市町の子ど

も家庭相談と要保護児童対策地域協議会のエリ

ア規模の適切化に向けた検討が急務であろう。

3. 必須の多機関協働

（1）子育て支援における多分野協働

子どもと家族の複雑なニーズに応ずるために

は、一機関や一職種だけでは不充分である。こ

のため、両ファミリーセンターでは、多分野協働

を基本として支援が展開されている。

一つはセンター内の協働である。特にスポンガ・

テンスタ地区のファミリーセンターは、妊娠期の

ケア、乳幼児の保健、子ども家庭相談、オープ

ン保育が統合されているという、日本に見られな

いセンターである。それぞれの専門が縦割りを

超えて協働しているのである。このことは様々な

利点を生む。例えば妊娠期の母親への支援と出

産後の子どもへの支援は別々になるところが、

連続性のある一貫した支援が可能になる。家族

の視点に立てば、妊娠期にサポートしてくれた機

関にそのまま出産後も継続して関わってほしいも

のである。日本では近年になってリスクの高い特

定妊婦に対して、医療と市町の子育て支援課が

協働し、妊娠期からの支援が始まり出したが、

その他の多くのケースについては、未だ妊娠期

と出産後とでは関わる機関も支援者も異なって

しまっている。新生児全戸家庭訪問事業（「こん

にちは赤ちゃん事業」）が始まったが、見知らぬ

訪問者が初めて家族を訪問するケースがほとん

どである。すぐに打ち解けるはずもない。

様々なニーズに対して、馴染のある場所が一貫

して関わってくれることは、母子にとって便利で

あり、何より安心して相談できるメリットがあろ

う。サービスごとに新たな機関を訪ねることは、

子育てで疲れている母親にとって重荷となる。リ

スクを抱えた家族であればなおさらで、乳幼児

健診を受診しない家族があれば、こうしたことも

要因の一つと考えるべきだろう。

（2）ネットワーク会議の充実

もう一つの多分野協働の取り組みがネットワー

ク会議の充実である。子どもと家族の在宅支援

は、ニーズに即して必要となる複数機関が連携

して行うことが必須となる。日本の市区町村に

設置されている要保護児童対策地域協議会が

それにあたるが、日本の場合、専門職間や行政

部門間の連携は必ずしもうまくいっていない。福

祉と学校及び医療との連携は、縦割り行政の弊

害もあって、十分な情報共有がなされない等の

課題がある。また深刻なケースの場合、市町村

と児童相談所との役割分担の明確化が重要とな
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るが、一方にケースを押し付けたり、その逆に抱

え込んだりする状況に陥りやすい。たとえ協働

してもどちらがどこまで役割を担うかで意見の食

い違いが日常的に起き、それに対して適切な調

整がなされずにいることが多い。連携の不十分

さは、虐待死亡事例の検証報告書で毎回のよう

に指摘され続けているところでもある。

ミゼルファート・ファミリーセンターのローネ・

モンク氏に、機関間の連携がうまくいっているか

尋ねたところ、デンマークの場合、連携の必要

性に関する認識は高く、関係する機関は会議に

必ず出席し、支援にも協力的であるという。この

背景に国が率先して協働の姿勢を打ち出してお

り、機関協働によるサービス事業に対して優先

的に予算をつける方向があるという。両機関で

具体的な支援サービスの事例をきくことができた

が、例えば1ケースに対して、保育園の送迎、家

庭訪問による家事支援（食事の度に訪問するケー

スもある）、カウンセリングの実施等複数人数で

の複合されたサービスが提供されており、ニーズ

に合った密度の濃い支援が可能となっている。

これはスウェーデンでも同様で、スポンガ・テン

スタ地区での在宅支援事例でも機関連携による

日々の濃密な支援の実践例が報告され、ため息

が出るほどであった。

（3）虐待の早期発見と支援のための医療との連携

児童虐待の早期発見と調査の段階において

も重要な多機関協働が行われている。それはカ

ロリンスカ病院内虐待防止部門ミオの実践から

うかがうことができる（Ⅱ視察報告 60ページ参

照）。ここでは各科を受診した子どもに虐待を

受けている疑いがある場合、病院内の虐待対応

チームが虐待の有無について調査を行い、疑い

が強い場合、子どもの住む地区のソーシャルサー

ビスに報告し、その後の支援については、多機

関協働の一機関として病院のできる役割をとっ

ていく。

虐待事実の確認について、法医学的診察は

重要で、ミオもそれができる機関である。ソー

シャルサービスやファミリーセンターによる支援

が開始された後も、医療的ケアを必要とするケー

スも多く、医療機関とソーシャルサービスとの連

携は必須となる。例えば、虐待による身体的疾

患からの子どもの入院、母親の精神科受診など

である。子どもと家族に対する対応のあり方など

のコンサルテーションもミオでは積極的に行われ

ていた。

（4）司法面接と法的措置を行うための連携

児童虐待ケースの場合、証拠が十分であれば

警察が介入し犯罪として扱われる。両国ともに

体罰禁止法が制定されているため、子どもへの

身体的暴力は全て犯罪として扱われる。子どもを

殴って数日間拘禁され、その間子どもが一時保護

されるといったケースもある。一方深刻な暴力や

性的虐待が生じていても、それが家庭内という密

室で起きている場合、その証拠を見つけるのは至

難の業となる。そのための有力な方法として、法

医学的診察と司法面接がある。

スウェーデンは、こうしたケースに対して、ソー

シャルサービスと警察とが協働するシステムが

この数年間で急速に整備された。ストックホル

ムにあるバーンセントルム子どもの権利擁護セン

ターはその代表的な機関である（Ⅱ視察報告 63

ページ参照）。子どもが暴力被害や性的被害に

遭った、もしくはそれが疑われるケースに対して、

警察や医療など、多分野にわたる専門家が協働

して子ども虐待の有無について調査を行い、法

的措置（起訴）に至るかどうかを検討するソーシャ

ルサービスの一機関である。ここでは、被害事

実を確認する司法面接や法医学的検査を実施

し、司法に必要な証言等を一括して把握するこ

とが可能となっている。被害を受けた子どもが、

何回も証言させられ、さらなる傷を負ってしまう

のを防ぐためである。0～18歳まで、立件の検討

を要する暴力や性的被害を受けた子どもを対象

に、年間200件ほどのケースを扱う。

子どもを中心に置き、各機関から専門家が集

結するというシステムが、このセンターの最大の
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特徴であり、スウェーデンでは2005年より国の

政策の一つとして、このような公的機関が設置さ

れた。当初はスウェーデン全土で6ヵ所であった

が、現在では22ヵ所に増え、ストックホルム市

内だけでも3ヵ所が設置されている。司法面接と

法医学的検査については次の通りである。

①司法面接：司法面接の訓練を受けた警察官が

行う。面接室は、映像と音声が記録として残

せるようになっており、司法の場では、本人の

証言の代わりに、証拠として提出される。面

接中別室でSW、検察官、弁護士、心理士が

モニターを通して面接を見守り、必要な情報を

求めるよう警察官が装着しているイヤホンに連

絡したり、子どもの負担が強い場合、中止の

アドバイスをしたりする。面接はオープンクエ

スチョン＊を基本とし、誘導的質問は排除され

ている。面接は50分程度で、幼少の子どもな

どにはアナトミカルドール＊＊を用いることもあ

る。

②法医学的検査：警察の取り調べの後、診察室

で法医による身体検査等の診察が行われる。

裁判において重要な身体的証拠となるため速

やかに行うことが重要で、センターにはそのた

めの診察室が設置され、すぐに対応できる態

勢になっている。またカロリンスカ病院内虐

待防止部門ミオ（Ⅱ視察報告 60ページ参照）

でも警察の依頼に応じて検査ができるように

なっており、ソーシャルサービス、警察、病院

とのネットワークが整備されている。

情報が集約された後、地域ソーシャルサービ

スのSW、警察、検察官、児童青年精神科医、

小児科医、法医など多分野のスタッフが集まり、

多分野協働の中で立件に向けた検討を行う。セ

ンターのSWが進行役を務め、各々が専門的な

立場から意見を出し合う。しかし、司法面接を

用いたとしても、被害に対する信ぴょう性の高い

証拠を得ることは難しく、起訴に至るまでには多

くの壁がある。但し、子ども虐待が起訴に至ら

なければ子どもや家族が支援や保護を受けられ

ないわけでなく、地域ソーシャルサービスのもと

で、必要な支援策や虐待の予防策が講じられる。

なおスウェーデンでは幼少期に受けた虐待被害

を、18歳になった後でも起訴することができ、

罪状によっては18歳から10年と時効期限も長い。

そのためセンターで扱われたケースの調査資料

は、警察によって長期に保管されている。

なお今回の視察先には含まれなかったが、デ

ンマークでも、こうした調査のためのセンターが

存在する。

   ＊ 「はい・いいえ」など、答えが択一式で、制限が加わるような質問の仕方ではなく、「どうして？」 「どう思う？」など自由に回答
できる質問のことを言う。

＊＊ 人の身体部位（性器など）が正確に作られた人形で、子どもの性被害の聞き取りや性教育に用いられている。その使用について
  は慎重である必要があり、使用の是非についても賛否両論ある。
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1. 社会的養護（家庭外措置）の概要

日本同様、家族分離が必要となる子どもはいる。

スウェーデンでは、約1万5,500人（1997年）が社会

的養護児童で、全児童人口の0.8％に及ぶ。施設

形態や措置基準が異なる（一時的な保護や避難場

所といった形態も含まれる）ため、単純には比較で

きないが日本の0.2％の4倍にあたる。　

ストックホルム市内での家庭外措置のほとんど

は里親である。しかし、里親では対応の難しい子

どもも多く、治療機能を備えた施設を求める声もあ

る。これについて、トラウマを抱えた子どもの治療

施設である、BUPグリンデンクリニック（Ⅱ視察報

告 66ページ参照）の所長であり心理療法士である

アンナ・ノーレン氏は次のように語っている。「児童

福祉施設や里親の数は十分と思われるが、質の問

題は大きい。自分が仕事を始めた20～25年前には、

スウェーデンにも養護施設があった。現在は、ティー

ンエイジャーを対象とした施設はあるが、小さい子

どもの施設はない。しかし治療的ケアや子どもの

症状や問題を適切に扱える里親は少ない。今後は

個々の子どもに対して質の高い治療的ケアの提供

できる入所施設が必要となってくるかもしれない」と

のことだった。BRISのラムス氏もスウェーデンにお

ける課題として「治療面、特に入所治療施設は質・

数とも充分でなく、地域差も大きい」と語っていた。

コペンハーゲン市は約1,400人が家庭外措置で

ある。これは市の児童人口の1.3％にあたる。家庭

外措置には様々な形態がある。種別としては次の

ようなものがある。

3 自分の部屋：青年が指導員と居住し、その指導を受けな
がら生活する自治体所有のアパート

4  社会教育的中間施設：矯正的機能を備えた施設
5 ネットワークケア：親族宅や知人宅など、子どもと関係の
ある家で養育する形態

施設の種類は次の通り。

里親とネットワークケアをあわせると半数近くな

り、他が施設であるが、その規模は小さく9人以下

のユニットやホームの形態が多い。措置はできるだ

け家庭に近いところを優先する。子どもの安定し

た養育環境の維持と、日常生活の継続性を重要

視している。そのため一度家庭外へ措置された子

どもが別の施設へ変わることがないように配慮して

いる。同様に親との関係が良くなってきたからとす

ぐに家に帰すのではなく、家でずっとやっていける

ことが明確になってから帰す。また子どものネット

ワーク内（親類・知人・友人）に支援できる人がい

る場合は、できるだけそこで支援を行う。この場合、

報酬はないが、預かることで発生した出費、経費

は市が負担する。ネットワークの次に優先されるの

第4章   社会的養護（家庭外措置）について

1

2

3

4

5

6

  里親　

  入居施設

「自分の部屋」

  社会教育的中間施設

  ネットワークケア

583

530

224

163

109

56

39

31

11

10

6

3

家庭外措置の形態 （人） （％）

  寄宿舎制の学校　及び

  エフタスコーレ（特別な学校）

1

2

3

4

5

6

8

4

3

4

9

2

就学児（通学している子ども）対象の
通所及び入居施設（6～18歳）

入居施設（0～18歳）

緊急施設（5～18歳）　

特殊施設（6～18歳）

被害を受けた、あるいは
非行がみられる青年（12～18歳）

家族セラピー、あるいは
心理的なコンサルティング施設

施設の対象、目的 （ヵ所）
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は里親、あるいは24時間の入所施設である。

グローストロップ観察治療センターは、先進的な

取り組みをしている入居施設である（Ⅱ視察報告 

97ページ参照）。ここは情緒や行動に問題を抱える

0～6歳までの子どもが入所して、治療的生活を通

して問題を改善し、家庭あるいは里親家庭で安定

して暮らせることを目指す施設である。定員は18名

である。臨床像としては、良好な関係を結べない

子ども、言語障がい・運動障がいを持つ子ども、

あまり眠ることができないなど恐怖感の強い子ど

も、暴力的・排他的・多動な子ども・発達的な遅

れのみられる子どもなどである。0～3歳のユニット

（9名）と3～6歳のユニット（9名）に分かれ、1ユニッ

トに日勤のケアワーカーを4～5名配慮できるよう24

時間を25名のケアワーカーでカバーしている。他に

心理士が3名、ファミリーセラピストが2名、SWが

2名おり、スタッフの総勢は45名である。平均入所

期間は1年半である。家族が共に入所するシステム

もあり、生活をしながら親子で健全な生活を送れ

るようサポートする。最大3家族が入所できる。環

境療法、家族療法、問題解決志向セラピーなどの

治療機能を備え、大学と提携して治療効果の評価

も行っている。こうした施設がコペンハーゲン市に

は3つあり、認可施設の中では、グローストロップ

観察治療センターが最大規模である。

里親の開拓をソーシャルサービスのSWと共に行

い、マッチングに時間をかけ、委託後のフォローと

して、里親宅に訪問し、里親と子どもに対して面

接等の支援サービスを提供している。

2. 施設と里親との協働

グローストロップ観察治療センターは15年にわた

る里親支援活動の中で充実した支援体制を構築し

てきた。里親の選択について独自の方法を開発し、

施設が主体的にソーシャルサービスと協働して良い

里親を捜すことや、子どもの特性を考慮しその子ど

もに合った里親とマッチングする手立てを見出して

きた。所長のメテ・オーヴェ氏によれば、マッチン

グを成功させる鍵は、「子ども」「子どもの家族」「里

親の家族」の三者を正しく理解することという。ま

た委託後はコペンハーゲン市と連携を取り、1ヵ月

に1度家庭訪問をし、子どもと里親それぞれと面

接を実施し、必要なケアを行っている。また、実

親と子どもが面会することができるような環境設定

も行っている。「里親の下で安定した生活を送るこ

とと、保護者との良好な関係を築くことが大切」と

メテ氏は語る。

ここで痛感するのは、治療機関と里親の間の連

携の重要さである。里親は普通の人であり、専門

的手立てを講じるのは治療機関や施設の役割であ

るとの認識がある。日本では、施設と里親のどち

らが子どもによいのかの論議をしばしば耳にする

が、どちらも大切であり、それぞれが必要な役割

を担っていかに協働するかの論議の方がずっと有

益であろう。日本の場合、施設措置と里親委託を

同時に行うことは二重措置となり、どちらかの行

政サービスを選択せねばならない。こうしたシステ

ムが二者択一の論議につながってしまう。北欧に

はそうした発想はなく、グローストロップ観察治療

センターのように里親委託と施設の支援が同時に

並行して行われるのである。これについてはイギリ

スの治療施設でも同様で、例えばイギリスのオック

スフォード郊外にある治療施設マルベリーブッシュ

では、里親委託をしながら治療施設に入所すると

いうケースも少なくない。

3. 家庭外措置を協議する特別なシステム

家族分離には、家族の同意が必要となるが、同

意が得られない場合、スウェーデンでは県の行政

裁判所に承認を求める申し立てを行う。これは青

少年のための特別措置法（LVU）に定められてい

る。子ども、保護者はどちらも法廷手続きの間、

弁護士をつけることができる。緊急事態において

は、子どもの保護を最優先し、即親子分離をし、

裁判所に報告をする。

デンマークでは、家庭外措置に家族が不服の場

合、裁判所に申し立てるのではなく、措置決定権

を持つ委員会があり、家族との話し合いの上決定

するシステムが構築されている。コペンハーゲン市

での児童青年常任委員会がそれである（Ⅱ視察報
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告 86ページ参照）。委員会は、市議会議員2名（ど

ちらかが委員長）、国が任命した臨床心理士2名、

裁判官1名（進行役）で構成され、ソーシャルサービ

スから送られてくる情報と支援計画のもとに、委員

会のメンバーと保護者及び12歳以上の子どもとで

話し合いが行われ、委員の多数決によって決めら

れる。12歳以上の子ども、保護者は無料で弁護士

をつけて参加できる。緊急の場合、委員長が暫定

的決定を下し、7日以内に委員会メンバーの同意を

得る。措置期間の決定は1～2年ほどで区切られ、

その後は延期することができる。

ここでも同意が得られない場合は、国の不服申

し立て審議会にケースが移行する（Ⅱ視察報告 89

ページ参照）。この審議会のメンバーは、法律家2

名、外部（異業種）専門家2名で構成され、オブザー

バーとして児童心理士が加わり専門的な意見を述

べる。

審議結果にも家族の同意が得られない場合、

初めて裁判所への申し立てとなる。つまり裁判に

至る前に、地域レベルと国レベルの関係者との協

議が設定されているのである。これによりソーシャ

ルサービスと家族とがもめることは少ない。なお、

協議の場で、さらなる支援の必要性が判断される

場合、審議会からソーシャルサービスに業務命令

が下る場合もある。
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1. 虐待を受けた子どもへの治療

BUPグリンデンクリニック（Ⅱ視察報告 66ページ

参照）は、身体的暴力や性的被害を受けるなどの

外傷体験を抱えた子どもに対して治療を行うセン

ターで、スウェーデンでは代表的な児童青年期精

神医療施設である。

子どもたちの受けたトラウマに焦点をあてた治療

は、主にグループセラピーを通して行っている。利

点は二つある。一つ目は、一度に多くの子どもたち

に対応でき、効率がよいこと。二つ目は、子ども

たちが、他のトラウマを受けた子どもたちと出会う

機会となることである。グループセラピーを拒否す

る子どもや重症な子どもについては、個人セラピー

を選択する。

用いられる治療方法としては

・トラウマフォーカス認知行動療法（Trauma- 

Focused Cognitive Behavioral Therapy ; TF-

CBT）

・EMDR（眼球運動による脱感作と再処理法）

・精神力動的心理療法

・愛着形成療法（Attachment oriented treatment）

TF-CBTはアメリカで、エビデンスに基づいた効

果が認められた方法である。これは単なる技法的

アプローチにとどまらず環境の調整も含めた総括

的な治療方法で、以下のステップで進められる。

－第1段階　安全性と安定性の見立て－

まず始めに、子どもを取り巻く状況や家庭環

境、子ども自身についての安全、安定を目指

す。ソーシャルワークやコンサルテーション等

が重要となる段階といえよう。

－第2段階　安定性の確保（現在の状況に対して）－

次に、現在の症状を安定させる。子どもと養

育者への心理教育を行う。例えば、悪夢など

の症状にどのように対処し、穏やかに眠れる

ようになるかを検討しアドバイスする。不安や

うつ症状等その他の多岐にわたる症状に対し

て適切に対応できるよう働きかける。そのた

めには養育者（里親や施設職員も含む）との

協力体制が重要で、養育者が症状を把握し、

適切に働きかけられるようコンサルテーション

を行う。

－第3段階　トラウマフォーカス

　　　　　            　（過去の状況に対して）－  

子どもが精神的な安定を取り戻したところで、

トラウマに焦点づけた治療を行う。この期間

では、トラウマとなった出来事を表現し、整

理、再構築する。子どもによって違うが、一

般的に3ヵ月で10回のセッションと決めている。

それ以上かかる子どももいるが、期間を決めて

集中して取り組む。

－第4段階　統合（未来への状況に対して）－

新たな適応スキルや社会的スキルを話し合い、

将来に希望や夢をもつ段階である。ここでも

養育者の参加がとても重要となる。

第1段階の家庭環境の安定性の調整について

は、子どもを取り巻くネットワークにおいて協力関

係を得ることが大変重要である。ソーシャルサービ

ス法では、各地域の担当のSWが他機関と連携し

て行うと定められている。SWは行政的な連携はで

きるが、BUPグリンデンクリニックのケースは治療

的な協働が必要となることが多いため、クリニック

が中心になってネットワークを構築していく。解離

症状があるなど重篤な子どもには、トラウマに焦

点づけた治療は難しい。こうしたケースでは第2段

階の安定性の確保が治療のメインとなる。第3段階

にあたるトラウマに焦点づけた治療は、後でまたあ

らためて必要となったときに行えばよい。第2段階

までの治療では、家族（両親や里親、施設職員）

から綿密に情報を集め、環境の中で何が解離症状

のトリガー（誘発刺激）になっているのかなどを突き

詰めていく。環境へのアプローチとして子どもと養

育者への心理教育が重要で、子どもはただ喚き騒

いでいるのではなく、そのパニックは解離症状であ

るという共通認識をもち、日常生活を観察し、誘

発刺激を取り除くなどして、症状を管理することが

重要となる。

第5章   問題を抱える子どもに対する治療
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トラウマを抱えた子どもへの治療はとかく第3段

階が強調されがちだが、重症な子どもに対しては、

その段階以前の症状の安定化が重要で、過去の掘

り起こしはかえって危険であることは、治療の常識

になりつつある。特に施設に入所するような重い

ケースについては留意する必要がある。第2段階を

充分に行うことが重要となるが、症状の管理を行

う場合、生活のあらゆる場面の点検が必要で、生

活治療の重要性が再認識された。

　

2. ドラッグを常習する青少年への治療

マリア・ウングドムはスウェーデンで代表的なド

ラック依存青少年の治療センターである（Ⅱ視察報

告 71ページ参照）。ここでは地域に根差した様々

なレベルの支援サービスを行っている。また治療

サービスについては、薬物に合わせた特別のプログ

ラムを実施している。サービスは以下のものがある。

・ 電話でのカウンセリング

・ BSFT（Brief Strategic Family Therapy ）：

短期方略的家族療法（18歳以下）

・ カナビス（大麻、ハシシ）依存症へのプログラ

ム（17～23歳）

・ アルコール依存症へのプログラム（17～23歳）

・ MUMS（ムムス）：警察から導入を促された薬

物依存症者へのグループセッション（14～21歳）

・ ACT （Acceptance and Commitment Therapy）

 ：社会的なコミュニケーションが困難な青少年

（学校での不適応、精神不安定）への4回の

グループセッション（16歳以下）

・ ティーンエイジプログラム：思春期の子どもの

親族のための12ステップのプログラム、10

回のグループセッション

・ 親へのサポートグループ：10回のグループセッ

ション

対象となる子どもを理解するためには、家庭環

境や学校の様子、学校が終わったあとの活動など、

子どもの周りの環境を把握することが重要となる。

その上で個人、家族、地域に対しての治療ネット

ワークを構築する。親も薬物依存症である場合も

多いが、家族との協働は特に重要で、家族の協力

如何が治療の予後を左右するほどである。

3.  暴力を受けた女性（母子）への治療

デンマークのマザーヘルプ（Ⅱ視察報告 101ペー

ジ参照）は、暴力を受けた女性と子どもに対する治

療的支援を行っている。それは次のような流れで

進められる。

　①導入面接と安定期面接

SWが1～5回の面接を行い、母親（母子）の

安全の確保、及び精神的安定を図る。次に1

～10回の面接を行い、母子が抱えている問題

の整理をし、具体的な対応法などをアドバイス

する。扱われる問題は、社会的孤立、経済的

問題、精神・身体的健康上の問題への対応、

子どもとの面会・親権トラブル、脅迫など心理

的な暴力に対する対応法、子どもへの対応法

などである。この間にグループセラピー（トラ

ウマ治療）に進めるか否かを判断する。

　②母親のグループセラピー

心理士1名とSW1名による週1回3時間のグ

ループセラピーを14週間行う。グループは6～

8人で構成される。この間、必要に応じて個人

面談もはさむ。

中心となる治療理論は、ハーマン（Judith 

Herman）のトラウマからの回復に関する治療

理論で、これに認知療法、アサーショントレー

ニング（自己主張の訓練）、芸術療法及び心

理教育、会話セッションや身体意識の訓練等

が加えられる。母親の支援は間接的な子ども

支援であり、総体的には家族全体の支援とな

る。孤独、羞恥心、罪悪感などの感情が取り

除かれ、嫌なことは嫌と言え、より主体的な

社会生活、人との関係が築けることを目標と

する。

　③子どものグループセラピー

母親への治療に並行して子どもへのグループ

セラピーも行われる。心理士と社会教育者の

2名が週1回1～2.5時間のグループセラピーを

10週間行う。

子どものグループは5～12歳が対象で、低年
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齢児と高年齢児の2グループ（1グループ、4～

7人）に分かれる。5歳未満の場合は母親中心

の治療となる。

子どもは暴力のある家庭で暮らしていたこと

で、感情面、知的側面、社会性にダメージを

受けている。自信を回復し、起きたこと（暴

力等）について、遊びを通して、あるいは言

葉で表現できるよう促す。人形やロールプレイ

を使用し、身の回りで起きた出来事を他の視

点から表現し間接的に知るような方法を用い

る。「人生の木」や「感情ダイス」などのツー

ルも有効である。グループにいることで安心

感を得ることや子ども同士の関係の中で対人

関係スキルも習得する。

4. 暴力をふるう男性への治療

ダイアログ・モッド・ボルド（Ⅱ視察報告 105ペー

ジ参照）は、主にパートナーに暴力を行使する男性

に対する治療を目的とした施設である。そこでは次

のような流れで治療が行われている。

　①治療の第1ステージ

まず現実的な対応として、暴力を止めるよう

告げることから始める。同居する家庭に子ども

がいる場合には、暴力行為が続くなら、ソー

シャルサービスから子どもとの分離など厳しい

措置が下されるであろうことも告げられる。場

合によってはパートナーにも指導を行い、相談

者が暴力を行使するに至る動機づけとなるよう

な言動をとらないように注意を促し、加害者

からの暴力の危機に対し、即刻安全な場所へ

避難ができるように、電話での相談先やネット

ワークの確保を行う。

こうした環境上の安全を確保した上で、治療

に入る。治療には個別面接とグループセラピー

があり、相談者のニーズに応じて使い分ける。

治療の内容は、認知療法による暴力に対する

誤った認知の修正、コミュニケーションスキル

の習得、葛藤解決のスキルの習得、ロールプ

レイを通して相手を気遣う気持ちや共感性を

養い、傷つけない発言をして暴力を回避して

いく方法を学ぶなどである。その上で、自分

の過去（多くは被虐待体験をもつ）を振り返

り、これからの自分の方向性を話し合っていく。

　②治療の第 2ステージ

ここでは、相談者がいかに暴力の行使をしな

いようにするかを学ぶことを重点に置く。相談

者にレッドカードとグリーンカードを渡す。レッ

ドカードにはダイアログ・モッド・ボルドの連絡

先が記載されており、暴力をふるいそうになっ

たら連絡するようにと書かれている。24時間

の電話受付はしていないが、夜間、留守番電

話にメッセージを残すことにも意義がある。グ

リーンカードには、相談者が怒りなどの衝動を

抑える方法が記されている。

この段階での治療は、カップルセラピーが主と

なる。場合により、子どものセラピーも実施す

る。ここでの治療のよりどころに「メンタリゼー

ション」がある。これは自分自身や自分にとっ

て大切な他者の心の中に起こっている気持ち

に気付き、概念化する能力を示す。生育歴上

の問題からメンタリゼーションを喪失してしまっ

ている相談者もいる。メンタリゼーションのレ

ベルが高いほど、自分の感情をよりよく制御

できる。

子どものセラピーでは、ナラティブセラピーを

中心とする。治療者とクライアントの対等性を

主旨とし、クライアントの自主性に任せて記憶

を語り、人生ストーリーを修復することで、幅

広い改善が起こることを目的としている。

また各セラピーの後に、マインドフルネスを用

いる。これは瞑想に近いもので、人生の中に

は変更改善できないこともあり、それを許容し

ていこうという思考を目指したものである。自

分の感情や思考に支配されないようにしてい

き、自分を客観視する訓練をする。
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1.  求められる実践への評価

　支援がどれほどの効果をもたらしたかについて

の評価は必要であり、近年強く求められている。

これは世界的な動向であり、児童虐待防止領域に

おいては、2007 年に発表された国連の子ども虐待

防止に関するガイドライン（「エビデンスに基づく児

童虐待の予防と虐待防止」）でエビデンスに基づく

効果測定をふまえ予防的支援を行うべきであると

強調されている。

　治療的支援を行う機関については、治療効果を

目に見える形で示すことが特に求められている。例

えばデンマークのマザーヘルプでは、治療前、治

療中一定期間ごと、及び治療の終結時、計4 回の

質問紙による効果測定を行い、治療効果を分析し

ている（Ⅱ視察報告 101ページ、付表 123～126

ページ参照）。効果測定の指標として、女性には

恐怖心、トラウマ、PTSD、うつ等の症状を、子ど

もには情緒的な問題、多動、行動パターンの障が

い、対人関係形成ができるかどうか等の評価項目

を用いている。DV 加害男性のための治療施設ダ

イアログ・モッド・ボルド（Ⅱ視察報告 105 ページ

参照）でも、下記のように効果測定を行っている。

◉相談者（男性）に対して

①初回面談の際、アンケートでインタビューを

行う。

②治療の終了後に同様のインタビューを行なう。

③治療終了から5ヵ月後、家庭に対してインタ

ビューを行い、相談者本人のその後の状況や、

相談者と家族の関係について確認する。

◉相談者のパートナー（被害者女性）に対して

 相談者同様に、初回面談・治療終了時・終了

後5ヵ月後にアンケートでインタビューをする。パー

トナーと別れてしまった場合、相手女性について

の詳細は不明となる。

　評価分析にあたっては、マザーヘルプが経済学

専門のデンマーク商科専門大学に研究依頼をして

いるように、大学や研究所と協働で行うところが

多い。マザーヘルプで特に重視している評価項目

は、（母親が）「（就労のための）専門教育を受け

たこと」、及び「就労できたこと」である。これは、

被害体験が将来の社会的コスト（生活保護等）に

影響することと、その治療の必要性を示唆するも

のである。マザーヘルプはこうした調査データを

もって各省庁（社会省など）の官僚、国会議員等、

多方面のメンバーと協議をし、暴力の予防施策に

反映するように働きかけている。かつこのことはマ

ザーヘルプの意義を示すものでもある。

　乳幼児の入所施設であるグローストロップ観察治

療センター（Ⅱ視察報告 97ページ参照）でも、発

達検査や経過記録をベースに、オーフス大学の研

究者にサービスの評価研究を依頼し、評価を行っ

ている。家庭外で子どもたちが育つのは良くないと

認識される中で、そうせざるを得ない子どもたちが

存在することも確かであるため、サービスの質を検

証確認していく必要がある。

2.  何をもって“評価”とするか

     －評価の意義と弊害－
　支援効果の評価基準は質的に次の3つに分けら

れよう。

①問題となる行動について、その改善の程度を

直接評価するもの

 暴力をしなくなった、眠れるようになった、登

校できるようになったなど。

②目に見えにくい心的な問題や症状を標準化さ

れた検査やスケールを用いて測定し、支援効

果を評価する方法

　WISC-Ⅳ等の知能検査や各種発達検査が

代表的で、標準化されたスケールとしては、

トラウマ症状を評価するTSCC（Trauma 

Symptom Checklist for Children）、抑うつ

症状をチェックするBDI（Beck Depression 

Inventory）、子どもの問題行動をチェックする

CBCL（Child Behavior Checklist）、性化行動

をチェックするCSBI（Child Sexual Behavior 

第6章   評価とロビー活動
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Inventory）、解離症状をチェックするCDC

（The Child Dissociative Checklist）などが

ある。

　③将来の社会適応の状態を評価する予後調査

 例えば、里親で継続して暮らすことができた、

登校を継続している、必要な教育を受け終え

た、就労しているなどである。

　③は社会保障費のコストにも関係する。幼少期

の子どもとその保護者への支援が、将来の社会保

障費のコスト減につながるとすれば、それに対して

充分な予算を投じることが結果として国益につな

がることとなる。マザーヘルプの例がそれであろう。

マザーヘルプでは、予防的あるいは治療的支援の

充実を図るため、自らの活動における効果の評価

と、支援施策の財政上の効果試算をもって、行政

機関など施策の決定機関・関係者にむけたロビー

活動を行っていた。福祉が充実している国であろう

とも、福祉のどの分野に予算を配分するかを、行

政だけに任せているわけではない。自らその意義

と必要性を、その効果を示して訴え続けた結果で

あることを認識すべきであろう。こうした姿勢は日

本も学ぶべき点である。評価を行うために治療機

関や施設が大学や研究所と協働していくことも今

後はますます求められよう。

　一方、評価基準として何を設定するかについて

は、慎重な検討が必要である。ミゼルファート市

ファミリーセンター（Ⅱ視察報告 94ページ参照）で

も支援効果について評価しているが、行政から求

められる評価基準に、「家庭外措置ケースの減少」

があるという。支援の結果、家庭外措置が減少す

ることは望ましいが、家庭外措置数を減らすため、

本来ならば家庭外措置が必要なケースを在宅のま

まにしておくとしたら本末転倒である。支援機関が

評価を意識し過ぎると、こうしたケースも起こりか

ねない。実際、事業の効果が十分でないと予算が

削減される可能性があるなどして、家庭外措置が

最良の手段と考えられる事例でも、それをしない

場合が生じているという。これは危険なことであり、

悪しき評価の例であろう。こうした評価は子どもと

家族のニーズに沿っておらず、行政側の都合（家庭

外措置の予算削減）が優先されたものである。　

　日本でもこうした例がないわけではない。例えば

施設に対して、家庭復帰ケースの数を上げることが

施設の評価基準とされた場合、ミゼルファートの

例と同様、復帰が難しいと判断されるケースも無

理をしてでも家庭復帰を進めてしまう。実際に家

庭復帰に相当の困難が予想される中で復帰に至っ

た結果、再虐待の状況に陥り問題を深め再入所と

なったケースは少なくない。適切な評価基準の設

定のためには、行政側（予算提供側）に決定を委

ねるのでなく、第三者機関、大学や研究機関との

協働などで、施設自らが支援効果について積極的

に検証し評価を明らかにすることが重要となろう。
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私たちが研修で最初に訪れたのは、カ

ロリンスカ病院内虐待防止部門「ミオ」で

す。病院の前にあるコテージ風の建物の

中に通され、緊張気味の私たちを出迎え

てくれたのは、スタッフの優しい笑顔、そ

れと「コーヒー」、「お菓子」でした。

思い返すと、いずれの視察先でも、素

晴らしいおもてなしをいただきました。

忙しい合間を縫って対応して頂くだけでもありがたいのに、あたたかい心で迎えて頂いたことに感

謝の気持ちでいっぱいです。ここでは、北欧のおもてなしについて紹介したいと思います。

　
右はソーデルマルム・ソーシャルサービスでの写真です。果物が沢山

盛ってあり、自由に食べることが出来ます。このように、果物を出してく

れるところがほとんどでした。日本ではあまり果物を出すという習慣は

ありませんが、北欧ではこれがスタンダードのようです。

　
次の写真はスポンガ・テンスタ・ソーシャルサービス・ファミリーリソー

ス課でのものです。

なんと、私たちのために手作りサンドイッチを準備してくださっていた

のです。これにはびっくりしました。わかりやすい説明を受け、山のよ

うに質問をした私たちは、これを頬張って帰りました。なんという見学

者だと、自ら反省しながらも、心のこもったおもてなしに元気づけられ

ました。

　
最後に、この写真はなんだかわかりますか？これは「ネットワークミー

ティング」の図解説明のためのシートです。真ん中の丸い部分は、いつも

は「赤」ではないらしいです。そう、「日本の皆さんが来られたので、今日

は真ん中を赤にしました」とのこと。程よくとんちの利いた楽しいおもて

なしでした。

　
北欧の旅は、遠く離れた異国の地で、たくさんの人たちの思いやりと

真心のおもてなしに包まれた素晴らしいものでした。人を迎える、人を

大切にすることの原点を見せてもらった気がします。

～おもてなし～

北欧の文化、生活、習慣、環境 あれこれ コラム
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私たち37期が一番最初に到着

した異国の地は、スウェーデンま

での経由地であるフィンランドの

ヘルシンキ空港でした。まだ空港

内とはいえ、そこで北欧の特徴と

もいうべき日本との違いを早速発

見しました。自動販売機でチョコ

レートやスナックなどのお菓子の

隣に避妊具（コンドーム）が販売さ

れていたのです。

北欧というと日本に比べ性に関してオープンなイメージがありましたが、研修中もそんなイメージ

を裏付ける話を聞くなど、文化の違いを学ぶ機会がありました。

例えば、スウェーデンでは、子どもが高校生ぐらいになると親がピルを渡すのが普通らしいこと、

そのため若年出産（10代）はさほど問題になっていないこと、また、思春期には長い休暇で性交渉

をもつ子どもも多いため、夏休み明けの新聞に一面裸の男女が抱き合う写真が並び「性感染症の

検査を受けましょう」とアピールする広告が出るということなどです。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

北欧の性に対する考え方や態度は、オープンなだけに、良い面も悪い面も含めて実態が理解しや

すい面があります。ある意味、性に対して正面から向き合っているとも言えるのではないでしょうか。

現在の日本の文部科学省が出している学習指導要領（学校の授業で教える内容が示されたもの）

では、避妊等の学習内容は入っておらず、家庭で教えるものとしているようです。しかし、自分の子

どもに、避妊の大切さを面と向かってきちんと話をする親がどのくらいいるのでしょうか？！

　

日本は性的虐待である児童ポルノの生産が世界一で、ヨーロッパ諸国で流通しているものの多く

が日本製といわれています。1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取

に反対する世界会議」において名指しで批判をされるなどの外圧等により、1999年、ようやく「児

童買春・児童ポルノ処罰法」が成立したという経緯を知ると、日本は国・社会・家庭において性に関

しては立ち遅れていると感じずにはいられませんでした。

上から3 段目左側の商品にご注目。お菓子の隣に陳列されている物が何か理解
した時には、思わず「北欧の文化発見！」とメンバーに知らせるのであった。

～北欧で学んだ性に対する考え方～
コラム
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私（坂口）は、今回の研修を通しての最大の失態「スーツケース紛

失」を、日程の半ばでしてしまいました。それは、スウェーデンか

ら乗った列車がコペンハーゲン空港駅に到着した時のことでした。

短い停車時間で大人数の団員の荷物降ろしに懸命となっていたとこ

ろ、自分の荷物だけが列車から降りていなかったのです。振り返る

と、無情にも列車は駅を走り抜けていきました。帰国後、

つれあいからは「自分の世話もできないものが、他人の世

話はしないこと」と、きつく叱られました。

これまでの海外旅行の経験から、パスポートと現金は肌

身離さず持ち歩いていましたが、ノートパソコンやスウェー

デンの土産はじめその他一切合財を失いました。デンマー

クではまずは衣類や日用品購入と走り回ったのが、今となっ

ては良き思い出です。

スーツケース捜索は通訳の方にお願いをしましたが、スウェーデンの列車内での出来事をデンマー

クで対応するには限界があり、さらに労働時間に厳格な北欧では夕方や週末は基本的に「時間外」

であり、鉄道会社とうまく連絡がつきません。終着駅に駆け付けるも、列車は、折り返し運行で既

にスウェーデンへ引き返していました。後日、委任状を提出して研修中もお世話になったスウェーデ

ン日本人会会長の小牧游さんへ継続調査をお願いしましたが、現在も見つかっていません。

このことをきっかけに、北欧における児童福祉・社会的養護についてと同じくらい、国民性や文化、

価値観の相違、支援者として何をもって「当たり前」と捉えるのかなどについてを考えました。

例えば、日本では、荷物を紛失しても、休日でも夜でも対応可能な限りは「お客様センター」等へ

電話すれば少なくとも対応はしてもらえて、多くの場合は（？）紛失物も見つかり、手元に戻ってくる

と思います。それが北欧では、手続きは煩雑であるし、平日の昼間しか対応できないのです。訪問し

た2国間は出入国の手続きが無かったとは言え、やはり違う国家。言語の違いはもとより、列車への

問合せややりとりの困難さからも、『北欧』とは簡単には、一括りにできないことを強く実感しました。

海外研修とは、専門的な学びを得て感じ考えることはもとより、先入観をもたず「当たり前が当た

り前ではない現実」からいろんな世界観があることを受け入れること。そんな視野の広がりで、日々出

会う子どもや家庭を、自分のものさしだけで考えることなく、その背景を見据えて、しっかり関わるこ

とができるようになる大きなチャンスではないだろう

かと思います。

紛失した際は、多大な迷惑をかけ、せっかくの雰

囲気を悪くしてしまったと不安で心苦しい思いをしま

した。そんな中、変わりなく温かく適度な距離感で

接してくれた団長はじめ団員、財団のみなさんに感

謝しています。「寄り添うこと」の意味とその距離感

こそ専門性なのだと、寄り添ってもらって、改めて感

じとることのできた、北欧研修でした。

～スーツケースの行方とともに～
コラム
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人間にやさしい街灯

公衆トイレ

花の寄せ植え

スウェーデンの街灯は、車がぶつかっても
車ではなく、街灯の柱の方が壊れるように
設計されている。

ストックホルムの公衆トイレはどこも有料。
    コインを入れると、ドアが開くようになっている。

街のいたるところに大きな花の寄せ植えが飾られ、街を彩っている。

～日本とは違う北欧の生活～
コラム
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自転車生活

水辺の生活

家の習慣

ボートにヨット、水辺は北欧の人々の楽しみどころとなっている。

コペンハーゲンでは交通全体の 36％が自転車。道路は、自動車道と歩行者道に加えて自転車道がつくられている。
    電車にも自転車車両があり、自転車タクシーや貨物用三輪車など、その利用は多様である。

景観を重視して、家の外には洗濯物を干す習慣はない。
    窓もインテリアの一つと考え、思い思いに飾り、街行く人々を
    楽しませてくれる。

コラム
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◎スウェーデンの育児休暇は……
子どもが8歳になるまで父親、母親、共に240日ずつ、両親であわせて480日あります。480日と

いう日数は、夫婦間で話し合い、日数の分配も自由にできますが、基本的には、子ども一人につき

両親それぞれ240日の休暇の権利が与えられているので、父親の休暇分を母親に渡す場合は、その

旨をきちんと政府の保健機関に申請しなければなりません。ただし、240日のうち、60日間はパー

トナーに振り替えることができない育児休暇です。スウェーデン政府は父親の育児休暇取得促進の

取組を行っています。育児休暇480日中390日間は通常給与の80％が支給され、残りの90日間は

1日60クローナを受けることができます。休暇を取らなければ損だとも思えてしまいます。

1974年、世界で初めて両性が有給の育休を取得できる制度を導入したことが、父親の育児参加

や女性の社会進出を促進する大きなきっかけとなりました。

厚生労働省発表の「平成21年度雇用均等基本調査結果概要」に

よると、日本の民間企業で働く男性の育休取得率はわずか1.72％。

これでも「過去最高」です。同調査によると日本の働く女性の取得

率は86.5％です。

ちなみにさらに厚労省によると、男性の育休取得率はスウェーデ

ンが78％、ノルウェーが89％です。

◎町で見かけたデンマークのお父さん
力持ちなお父さんもいますが、主流は自転車大国のデンマークらしい、自転車につけられたバギー

でしょうか。

デンマークでは柔軟な育児休暇が取られ、出産予定日の4週間前からの「妊娠休暇」、出産後14

週間の「母親休暇」、誕生直後2週間の「父親休暇」、そして夫婦で合計32週間取れる「両親休暇」

があります。

～北欧の子育てお父さん～
コラム



45

スウェーデンもデンマークも環境に対する意識が高い国であり、自然エネルギーを今よりも増や

すことを目標としています。

スウェーデンにおける発電全体の約半分が水力で、北極圏にまで及ぶ国土の北半分では豊富な水

資源を利用した水力発電が中心となっています。私たちの行ったストックホルムでも水車を見ること

ができました。発電の残りは、約40％が原子力、その他バイオマスや風力等が10％です。現在、段

階的ではありますが、原発依存を抑制してエネルギー構造の転換を図ろうとしています。

デンマークのエネルギー調達の内訳は、石炭47％、風力20％弱、天然ガス20％弱、バイオマス

5％、廃棄物5％、石油3％弱です。なかでも風力利用には200年の歴史があります。デンマークの

国土は起伏のない平坦な地形をしています。また、風の方向が70～80％一定であり、同じ方向か

らの自然風を最大限確保できる地理的条件が揃っているのです。私たちも平地や海でたくさんの発

電用風車を目にしました。デンマークは、2030年まで電力の30～40％を風力発電でまかない、

2050年には石油や石炭、天然ガスといった化石燃料からの脱却をめざす戦略目標を2011年2月に

発表しています。

太陽熱、風力、バイオ、波力発電等、自然エネルギーを
    モチーフにしたスウェーデンの切手

SAM
PLE

～北欧の発電事情～
コラム
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北欧の食生活には、家族みんなで食卓を囲み、ティータイムを大切にする習慣がありました。

スウェーデンでは、未成年の子どもは、遅くなっても夕食は必ず自宅で食べるそうです。食卓は、キャ

ンドルやかわいいナプキンなどで演出され、福祉施設ではコミュニケーションの手段として、パン作

りや食事作りがなされていました。食材は、主食の黒パンとじゃが芋に加え、シリアル、豆類、種

実類、多種の乳製品、皮付きの果物などが多く、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれる

内容でした。そして、そうした素材の味を活かす料理法を使った食事の多くは噛み応えがあるもの

でした。これらは、ちょうど日本での食の課題に重なります。

ごはんを主食とした主菜・副菜のそろった日本型食生活は、三大栄養素（炭水化物・たんぱく質・

脂質）のバランスがよく、生活習慣病予防の観点から欧米からも注目されています。しかし、忙しい

現代人の食卓に、はたしてそれが実現されているのでしょうか。また、近年、若い世代においては白

いものとやわらかいものが求められ、日本古来から食べられてきた雑穀、芋類、種実類、豆類が淘

汰されつつあります。精製された白い食材にはビタミン・ミネラルが少なく体調不良につながります。

しかし北欧の主食にはそれらが豊富です。黒パンは、単品でビタミンB群、ミネラル、食物繊維が豊

富で、じゃが芋にはそれに加えビタミンCもたっぷり含まれています。

スウェーデン、デンマークの食を感じることで、日本の食について大いに考えさせられました。

もちろん、日本人として日本のおいしいごはんを推奨しています。それを大切にしながら、栄養豊富

な食材を食事に取り入れていきたいのです。みなさんも子どもたちの安定した生活と健全な成長の

ため、また忙しい現代人の活力のため、北欧の食スタイルを少し取り入れてみませんか。

～北欧の食～

盛り付けがおしゃれ エビサラダON
ライ麦パン

たっぷりのチーズ 鮭ソテーホワイトソース

肉団子ホワイトソース
ごろごろじゃが芋

主菜にライ麦パンのクルトン
サラダにレンズ豆が

たっぷり

雑穀パンで
簡単オープンサンド

チキンソテー ON
たっぷりの麦ソテー

コラム
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ここは未就学児なら誰でも時間を選ばずに無料で参加することができる「オープン保育園」の場で
す。スウェーデンでは珍しいところではなく、そこここにオープン保育園があります。
スウェーデンでは両親合わせて480日の育児休暇制度があるため、両親共に積極的に育児に参加

します。オープン保育園では有資格者が常駐し、「子どもの発達・教育の情報の提供」「親の質問に対
するアドバイス」「子どもの活動に対する刺激の提供」をしているので、お父さんやお母さんが子ども
を連れて気軽に立ち寄り、子どもを遊ばせたり、子育ての相談をしたりします。
もちろん、子どもにとっても楽しい遊びと交流の場となっています。

「アラエリーカ」とはスウェーデン語で「みんな平等」という意味です。スウェーデンでは、移民対
象の語学教室で、まずこの言葉を教えます。それは、老若男女、たとえ移民であっても、国という
親の前では、国民は皆子どもであるとする平等と連帯を基礎とした考え方、「国民の家」に重要なキー
ワードだからです。人々は、平等に意見を主張し、信じる親に納税をし、働けなくなったら必要な
年金をもらいます。親である国と自国の政治に対する関心と信頼の高さは、毎回80％を超えるとい
う選挙の投票率の高さに現れているように思えます。
スウェーデンはまた、徹底した個人主義の国でもあり、基本的には他人に必要以上の干渉をしま

せん。例えば車椅子の人が近くにいたとしても、その人が手伝いを求めなければ一切手出しはしま
せん。しかし誰かが一旦「助けてほしい」と手をあげたら、あらゆる人や機関が一斉にお手伝いをす
るという社会の仕組みがあり、それがスウェーデンの特徴であることを、研修期間中にお世話になっ
たスウェーデン日本人会会長の小牧游さんが話してくれました。
■女性の社会進出もアラエリーカ

「アラエリーカ」の一例として、女性議員の多さが挙げられます。議会の40パーセント以上が女性
議員というコミューンもあるとのこと。研修中も、バスや地下鉄の運転手、工事現場等、日本では
男性の仕事場と思われがちな所でも、女性が活躍しているのを目にしました。それもブロンドの女性、
肌の色が濃い女性、イスラム教の信者と思われるスカーフをかぶった女性など、さまざまです。保育
所設備や受け入れ制度の充実、産休・育児休業の制度の充実が、肌の色や宗教を問わない女性の活
躍を支えているように思われました。

スウェーデン メドボリガープラッセン広場東側にある
    公園内の「オープン保育園」

～オープン保育園～

～アラエリーカ～

コラム
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『森の墓地（スクーグスシュルコゴーデン）』は、ストックホルム市郊外にある共同墓地で、1994

年登録の世界遺産です。この墓地の建設にあたり1914～15年に市のコンペが行われ、「死者は森へ

還る」というスウェーデンの死生観を表現したグンナール・アスプルンドとシグルド・レヴェンツの設

計デザインが選ばれました。後に2人はスウェーデンを代表するモダン建築の巨匠になります。

青々とした芝生の丘陵では、シンボルとなる大きな十字架が懐深く訪問者を迎えます。丘の向こ

うには森があり、森の中には、それぞれ趣向が凝らされた小さな墓石がぽこぽこと立ち並びます。

礼拝堂や火葬場は、森に溶け込むように建てられています。

木々の隙間から日の光が差し込み、凛とした空気が心地よく、ここで永眠できるならば安心して

その日を迎えられるなあ、という気持ちになりました。ゆっくりとベンチに座り、森や丘の風に触れ

ることで、しみじみと死者を偲ぶこともできそ

うです。この墓地はストックホルム市民ならば

誰でも利用できます。宗教を問わず、埋葬も、

火葬、土葬、丘の上からの散骨、等々自由に選

択できます。

北欧の社会福祉政策は「ゆりかごから墓場ま

で」と聞いていましたが、最後の行き場所̶墓

場がこのように身近に心地よく荘厳に用意され

ていることは、生きていくうえで何と安心なこと

だろう、と深く実感しました。

～世界遺産『森の墓地』～
コラム



49

Ⅱ 視察報告

スウェーデン   ストックホルム市・ソーデルマルム・ソーシャルサービス

訪 問日 時：2011年8月31日AM

住　　　所：Medborgarplatsen 25, Stockholm

取材担当者：アンナ・フォーシュストロム

（敬称略） 　 （副スーパーバイザー）

　　　　　  フェリアル・ローヴストローム

　　　　　  （ケースワーカー）

1. 概要

子どもの養育に関する相談・通告を受けて調査

と総合判定を行い、子どもと家族への支援を行う

機関である。日本の児童相談所にあたる。子ども

への具体的支援を探ると同時に子どもの意向を踏

まえ、地方自治体として何ができるのか再発防止

に向けた取り組みをする。ストックホルム市は18の

地区に分かれ、それぞれ（あるいはいくつかの地

域合同）にこうした機関が設置されている。人口12

万人のソーデルマルムは、市内で9番目に大きい地

区である。

2. スタッフ・予算

（1）スタッフ数は45名。相談受理・調査を担当する

ソーシャルワーカー（以下、SWと表記）は25名

で、大学で社会福祉を学んだ有資格者である。

 　直接、家族支援するスタッフは20名で、精

神科医、カウンセラー、ファミリーセラピスト、

SW等である。家族支援のSWが里親支援の業

務も担う。

（2）年間予算は、5,500万クローナ（7億180万円　

視察時レート1SEK＝12.76円で計算）

3. 対象および対応件数とその内容

対象は、0～18歳未満の子どもで0～12歳と13～

18歳に分けて対応している。

2010年対応件数は942件、保護者からの相談は

2～3割程度で、その他は学校など子どもの関係機

関からの通告である。その内容は、身体的虐待44

件、性的虐待11件、それ以外は、保護者のアルコー

ル依存症・薬物依存・精神疾患・養育不全、夫婦

間暴力、子どもの家庭内暴力・触法行為・薬物使用、

子ども間のいじめ・暴力などであった。

4. 業務内容

子どもの最善の利益を保障するための強い権限

を有するが、保護者の協力を得るように努め、子

●参考●（Ⅰ 北欧と児童福祉  21ページ参照）
ソーデルマルム：人口12万̶スタッフ45名
鳥取県倉吉児童相談所：人口11万̶スタッフ12名
島根県浜田児童相談所：人口15万̶スタッフ20名
（倉吉、浜田児童相談所とも非常勤除く）
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どものあらゆる問題に他機関と連携しながら対応し

ている。1980年代に政策が「子ども中心」に転換し、

子どもの状況やニーズは、保護者や里親などの大

人にではなく、子ども自身に聞くことになっている。

子どもの意向と必要性に沿った支援を目指し、そ

の効果は子どもの状況の改善に焦点をあてて確認

している。

～ 相談・通告から支援に至るまで ～

（関連資料 ストックホルム市「子どもの権利とソー

シャルサービスの責務」付表 1  117ページ参照）

（1） 相談・通告の受理

保護者を含む大人からの子どもの養育に関す

る相談と通告を受ける。スウェーデンでは、子ど

もへの虐待だけでなく、不適切な養育をしてい

るのを発見した場合、疑わしきも含め通告しなけ

ればならない。特に学校の職員、福祉関係者に

この通告義務が強く課せられている。

通告者情報は機密とされ、その安全は保障

されている。

（2） 調査

通告ケースのほとんどを調査する。まずSWが、

子どもや保護者と話し合いをする。関係者と話

し合いをして支援への同意を得る。調査につい

ては、できる限り子どもと家族の協力を得て行

う。状況把握のため、保育園、学校、祖父母など、

あらゆる関係機関や関係者から話を聞いて調査

を進める。

 　性的虐待が疑われる場合、保護者が否定し

ても厳密に調査する。調査期間は最長4ヵ月で、

特別な理由がない限りこの期間で終える。

◎家庭訪問は、0～2歳、3～6歳、7～10歳と

年齢に応じたプログラムで実施している。

◎情報の守秘　

　調査情報は、関係者以外に公開しない。

（3） アセスメント

BBICアセスメント指標（イギリスのシステム）を

用い、評価を行う。BBICアセスメント指標は家

族と子どもの状況を総括的に捉えるものであり、

「子どもの発達上のニーズ」「ペアレンティング能

力」「家族・環境要因」の3つの側面から評価を

行う。

（4） 支援計画

保護者にBBICアセスメント指標を提示し、子

どもの幸せな生活のために保護者の適切な養育

が不可欠であることを説明する。支援の具体的

内容は、家族セラピー実施の提案、保護者へ

の教育などである。特に家庭での虐待について

は、両親への集中的なセラピーを行い問題解決

を図る。

できる限り親子分離せずにすむよう保護者へ
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の教育に力を注いでいるが、家族からの分離が

必要なケースは、保護者の同意の上で里親委託

等の家庭外措置の決定をする。こうしたケース

の場合、調査結果をもとに支援計画書を作成

し、裁判所に提出し承認を受けなければならな

い。このことは、ソーシャルサービス法に定めら

れている。支援計画には、保護者が立件された

場合の面会の制限や調整、親子関係再構築に

向けた取り組みなども含まれる。

緊急事態においては、子どもの保護を最優先

し、即親子分離をする。その後、裁判所の承認

が必要となる。

（5） 保護者からの同意が得られない場合

家庭外措置の決定に、保護者の同意が得ら

れない場合、県の行政裁判所に承認を求める。

裁判所は、青少年のための特別措置法（LVU）

に基づいて措置の適否を判断する。子ども、保

護者はどちらも法廷手続きの間、弁護人をつけ

ることができる。

5. 連携機関

①警察

②バーンセントルム  子どもの権利擁護センター

    （63ページ参照）

　子どもの虐待を立件できるか判断するソーシャ

ルサービス機関。子どもに対する必要な調査

のほとんどが一度に終えられるようになってい

る。

③BUPグリンデンクリニック（児童青年期精神

医療施設）（66ページ参照）

 児童虐待ケースのほとんどはここにつながれ

る。子どもの心身の状況を診断して心のケア

対応の見立てをし、その判定結果を踏まえて

総合的に判断する。

④社会的養護：里親（緊急一時保護の里親、長

期委託の里親）

6. 里親について

里親は基本的に近親者から検討するが、家族内

における性的虐待ケースについては、近親者を避

ける。一時保護の里親への委託期間は通常最長

4ヵ月だが、長期化することもあり、その場合は委

託先を長期委託が可能な里親に変更する。里親

の選定においては、子どもと保護者との面会、学

校や生活環境の継続と維持のため、なるべく近い

地域になるよう配慮している。里子委託数は里親

1家庭につき1人か兄弟が基本だが、緊急時は複数

の場合もある。ただし、兄弟はケースに応じて分

離することもある。

里親への報酬はあるが十分な金額ではなく、ボ

ランティアの要素が大きい。

里親は重要な役割のため、その啓発・普及活動

と指導は6人のSWが担っている。特に長期委託の

里親探しは難しい。里親になるための第一条件は

犯罪歴がないことであり、まず警察がその確認を

行う。次に経済的状況、家族構成等の家庭状況、

子どもの安全・安心が保障されるか、子育ての時

間的余裕があるか等をSWが調査する。認定した

里親へは研修プログラムを実施し、教育を行う。

里親支援としては、里親を対象にした家庭訪問

がある。法律では長期委託の里親を対象にした

SWの家庭訪問が6ヵ月に1回義務付けられている

が、実際はより頻繁に実施され、3ヵ月に1回ほど

家庭訪問をして状況の把握に努め、里親に具体的

な指示やアドバイスをする。また家庭訪問では、

子どもの様子は、里親のいないところで子ども自身

に聞くことになっている。こうした家庭訪問を通じ

6ヵ月に1回調査報告をまとめ、委託終了が可能か

の判断を行う。ただ、もともとの家庭の養育環境

が改善されず家庭復帰できないケースが多く、委

託終了の決定をすることは少ない。

課題として、子どもが里親を転々としてしまうこ

とがあり、特に10代の子どもと里親家庭とのマッ

チングが難しい。アメリカとイギリスでもこのことが

大きな問題となっているが、スウェーデンでは精神

科医等の協力を得、特に1回目のマッチングを丁寧

に行うようにしている。
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7. 虐待予防・虐待再発防止への取り組み

子ども虐待の予防、一般的な子育て支援として、

学校や地域で子育てスキル向上のための啓発活動

や実地調査をしている。また保護者向けの子育て

講座や相談窓口を設置している。

8. 所感

スウェーデンでも日本と同じように保護者が子

育ての不安を隠そうとする傾向があるものの、ス

ウェーデン特有の子どものための法律の整備、ソー

シャルサービスの存在、また多機関のネットワーク

で社会全体が子どもたちに気をかける仕組みがで

きていた。ストックホルム市・ソーデルマルム・ソー

シャルサービスでは、子どもたちを虐待から守り、

不適切な養育に対してはしっかりと「ケア・支援・

教育」を提供していくという強い姿勢を感じた。

　　　（成清　愛子）

左からアンナさん、フェリアルさん、通訳の藤川玲子さん
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訪 問日 時：2011年9月 1日 PM

住　　　所：Fagerstag 15, Spånga, Stockholm

取材担当者：クリスティナ・ウィット（アセスメント担当）

（敬称略） 　 フリダ・マルム（SW）

　　　　　 レナ・セールステッドフールマン

　　　　　 （ファミリーサポーター、セラピスト、

　　　　　 里親探し担当）

　　　　　 アンネ・ピトシェン

　　　　　 （ファミリーサポーター、里親探し担当）

1. 概要

スポンガ・テンスタ地区の人口は約3万5千人であ

る。任意の相談を受ける同地区のファミリーセンター

（56ページ参照）に対して、このファミリーリソース

課は、通告に基づいて調査と支援を行うスポンガ・

テンスタ・ソーシャルサービスの1部門である。

2. 対象

0～12歳までの子どもとその家族。主には通告に
基づき、子ども虐待、夫婦間、家族のあらゆる問
題に対して支援を行う。1年間に約200ケースを取
り扱い、そのうち一時的に里親に保護を委託する
のは約20件、同じく里親に長期に委託するのは約
5件である。

3. スタッフ

15名のSW。

4. 支援の流れ
－第1段階　通告の受理－

相談や疑惑の通告は、主に子どもを取り巻く
環境に身を置く教員等や警察から寄せられる。

－第2段階　調査－

  （1） 通告者との面接

  （2） 両親との面接

家族との接触は、家庭に訪問するか当セン
ターでの面会という形で行う。この際、子どもも
含めて行い、例えば学校からの通告の場合は教
員等を含めることもある。

  （3） 関係者からの情報収集

疑惑に関する問診票を作り、それを埋めてい

く形で、家族に親しい人や学校等の関係機関か

ら、できるだけ多くの情報を集める。何が問題

かを見極め、調査プランを作る。

－第3段階　アセスメント－

アセスメントの90％はサインズ・オブ・セイフ

ティ・アプローチ（以下、SoSA 次ページ参照）と

いう技法を用い、4ヵ月以内に支援方針を設定

する。子どもや家族に対し、「セイフティハウス（安

全の家）」というSoSAの一技法を活用し、インタ

ビューを進める。目的は、家族が共に暮らせる

安全プランを作ることとし、両親と子ども、支援

者が協力できるよう働きかける。また、多分野

の連携を重視したネットワーク会議を実施する。

スウェーデン   スポンガ・テンスタ・ソーシャルサービス・ファミリーリソース課

“What can Ⅰ do？”
～子どもたちが安全でいられる

家族であるために～（ ）
母親

父親精神的
ケア

障がい
支援

学校の
先生

子ども
の保護
チーム

ファミリー
リソース
課

家族の
友人

友人/
隣人
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アセスメントの間にも子どもに危険がある場合

は子どもを家庭から切り離して里親に預けること

もある。親に深刻な問題があれば、関係機関に

協力を依頼したり、治療の提案も行う。支援目

標はアセスメントに基づいた問題の解決とする。

－第4段階　支援－

支援方法には、このセンターが行うものと、セ

ンターの支援機関が行うものがある。センター以

外に必要な治療的支援などは、クリニックや他

の相談機関を紹介して、支援を受けるよう提示

する。支援を受けるかどうかは、家族が決める。

ただしこの時、本来受けるべき支援に家族が同

意しない場合は、強制的な措置が行われる可能

性があることを示し、いわば「任意の強制」のも

と、サービスを受けることを求めることもある。

センターには以下の支援グループがある。

    ・暴力行為をうけた女性のサポートグループ

    ・ 両親に対する教育グループ

    ・暴力を体験した子どものサポートグループ

－第5段階　アフターケア－

期間は決まっていない。必要に応じて行う。

5. 具体的なケース紹介

（1） 家族構成

母親：35歳（精神不安定・自閉症・閉所恐怖症・

　　自己中心的・聞こえるが「聞こえない」と言う）

父親：47歳　　　　　 次男：7歳

長男：11歳（自閉症）　 長女：1歳

（2） 経過

　①1回目のアセスメント

次男の妊娠中、長男の自閉症の症状が悪化し

通院。長男と父親は別の場所に住み、出産と

ともに家に戻った。家事をするため、父親は

長時間働けなかった。

　②2回目のアセスメント

次男が学校で「母に殴られた」と言った。母

親は長女を妊娠中であった。

　③3回目のアセスメント

次男が「両親に殴られた」と学校に訴えたため、

バーンセントルム子どもの権利擁護センター（63

ページ参照）に通告、警察が調査に入った。

次男が家を出たがり、子どもたちは3人とも同

じ里親に預けられた。長男はその後、自閉症

専門の施設へ入所した。この決定は両親の同

意の上であった。2日間の拘留を経て両親が帰

宅をした後、家庭訪問とアドバイスを行った。

警察情報によると再度問題が起こる可能性が

あるとのことだったため、SoSAを行った。両

親は、次男のことを特に心配し、親の言うこと

を聞かず、閉じこもってしまうと話した。SWは、

問題（リスク）と安全な家庭を保つための手立

て（セイフティ）について両親と話し合った。

次男は、「セイフティハウス」の中に兄と妹、里

親、父親を、庭に母親を書き、母親が家に

入ったら父親にも家にいて欲しいと語った。

親しい友達2人が庭に、意地悪な友達が右

下の円に示され、屋根には「殴らない」 「仲良

く」「家の中で遊べる」 「脅かさない（母に「の

どを切るよ」と言われた）」「殴らずに罰（パパ

とママとソファーに大人しく坐ること）を与え

る」というルールを記した。

◉SoSA「セイフティハウス（安全の家）」について◉
　描かれた家の絵に、子ども自身が、家族や周囲の人々
を書き入れていく。中心の○に自分を書き入れ、家にい
てほしい人を家の中に、訪れてほしい人を庭に、そして
関わってほしくない人を右下の○に入れていく。屋根の
部分には、安全に過ごせるためのルールを書く。
　家庭をどう捉えているかなど、子ども自身の考えを聞
くことができる。



55

（3）ソーシャルサービス・ファミリーリソース課の支援

次男の「セイフティハウス」をもとにソーシャル

サービスを利用。精神科医が毎日5時から母親の

治療を行う。父親は働かずに家にいるようにし、

友人や近所の人が毎日訪ね、ソーシャルリソース課

のスタッフが週2回訪問した。このようにネットワー

クにいる人々全てが‘What can I do？’を考える。

このケースに関しては、1回だけ3時間のネット

ワーク会議を行った。その後、関係者のみで1時

間半のフォローアップミーティングを1回実施して

いる。

ネットワーク会議では両親と関係者が集まり、

空席を一つ設けて「ここに子どもがいる」と思っ

て話し合いを行う。両親に対して、ネットワーク

会議に参加してほしいのは誰かを聞き、さらに

SWが呼びたい人を両親に伝え、すりあわせを行

う。ここでは全員が同じ情報を共有する。

（4）アフターケア

このケースに関しては、この後1年間は関わっ

ていくことになる。

6. 所感

「スポンガ・テンスタ・ソーシャルサービス」は、我

が国における児童相談所の機能を果たしている。

この地区の人口は3万5千人であり、この規模の地区

にひとつの児童相談所が設置されていることは特

筆すべき点である。また、移民の多い地区であるが、

通訳を伴ってでも平等に支援を提供するサービス

の背景には、社会福祉の充実が治安の向上、犯罪

の防止など様々な社会不安を取り除くことに繋がる

という国民的合意があるだろうと思われた。

また、家族の意思と食い違うサポートを家族の

合意を形成しながら行うという、一見して二律背反

する取り組みを、時間をかけながら着実に進めてい

る支援に感銘を受けた。それらを可能にしている

のは、ネットワーク会議による家族を中心とした、

家族と専門家の協働と、高い技術であった。

（永野　耕平）

 

左から、クリスティナさん、フリダさん、レナさん、アンネさん、
松本団長

親同士の情報交換会に関する案内が掲載された
リーフレット
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訪 問日 時：2011年9月 1日 PM

住　　　所：Solhems hagv. 10, Spånga,

　　　　　  Stockholm

取材担当者：マリア・シルバ・ダルスマン

（敬称略） 　  （子ども家庭相談担当  SW）

　　　　　  リンダ・オスターベック

　　　　　  （チャイルドヘルスケア担当　看護師）

　　　　　  イヴォンヌ・リーデン

　　　　　  （マタニティケア担当　助産師）

　　　　　  モーリー・レオ

　　　　　  （オープン保育担当　保育士）

1. 概要

2001年に設立された公的機関で、妊娠から出産、
産後の子育て相談と支援などを目的としたセンター
である。マタニティケア、チャイルドヘルスケア、オー
プン保育、子ども家庭相談という4つのセクションが
統合され、妊娠・出産・子育ての悩みといった幼い
子どもを持つ家族に対するサービスをここ1ヵ所で
扱えるようになっている。相談・利用は無料かつ1ヵ
所で済むため家族の負担が少ない。さらにセクショ
ン間の連携により、支援の質の向上と充実にも大き
な利点がある。このように4つのセクションを1ヵ所
に集結したセンターはストックホルム市に1ヵ所、ス
トックホルム県内で2～3ヵ所ある。
スポンガ・テンスタ地区はストックホルム市内に

あり人口は約3万5千人（年間の平均出産数は350
人）。線路を挟んでスポンガ地区とテンスタ地区の
2つに分かれている。スポンガ地区はスウェーデン
人が多く、経済的に比較的裕福で一戸建ての住宅
が多い。一方、テンスタ地区はアパート群に暮らす
アフリカや西アジアからの移民が多い。
各セクションで、虐待や不適切な養育が疑われ

る利用者があった場合は、センターのSWがソー
シャルサービスに通報する。また、助産師が妊婦
に出産後の子育てに影響する危険要素があると判
断した場合は適当なプログラムを紹介するなど予
防的支援を行う。

2. 各セクションについて
（1） マタニティケア部門

①対象
・妊婦。
・1日平均5～15人の相談がある。
②スタッフ
・ 助産師4名。
・ 嘱託の産婦人科医・小児科医（週に1回）。
・ 助産師は特化された仕事で、医師とアシスタ
ントの看護師との間に立つ役割を担っている。

③活動内容
・ 妊娠してから出産までのプロセスに関わり、
健康管理やアドバイスを行う。スウェーデン
の妊婦の三大疾病は、感染症、妊娠中毒症、
高血圧で、特に留意している。

・ ファミリープランニングの相談。
・ 妊娠状態の把握、細胞検査（アルコール検
査や癌検査）。スウェーデンでは超音波検
査をあまり使用せず、スウェーデンで開発さ
れた精度が高い妊娠経過測定法を使う。

・ 利用者の文化的背景やライフスタイルを理解
し、よくコミュニケーションをとって、分娩時
のトラブルを防ぐよう努めている。例えばソ
マリア移民女性の90％は民俗的風習で女性
器切除をしており、それによる感染症を持っ
ている。そのため出産前に治療を行い分娩
時の死を少なくしている。

スウェーデン   スポンガ・テンスタ・ファミリーセンター
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（2） チャイルドヘルスケア部門

①対象
・0～5歳までの子どもと家族。　　　　　　
・年間約2千人が来所。
②スタッフ
・看護師5名。
③活動内容
・子どもの健康診断と予防接種。
・聴覚や視覚等の検査をし、異常が見つかれ
ば専門家の治療につなげる。

（3）オープン保育部門

①対象

・保育所に通っていない子どもが、親と一緒

に好きな時間に来て過ごす。

利用時間は、月～金曜の8：30～15：30。

1日平均20～25人が来て、5～6時間を過ごす。

②スタッフ

・保育士2名。

③活動内容

・両親の話を聞き、困ったことがあれば相談

に乗る。

・母親教育、父親教育。SWと連携して特定

のトピックでグループ分けし教育を行うこと

もある。また父親教育に力を入れ、母親

と同様に子どもに関わるように教育してい

る。

・両親のソーシャルネットワークを築く場として

機能する。

④活動例

・ 地元の図書館の職員が来所して絵本の読み

聞かせをする。地域にモンゴル人の子どもが

いた時には、モンゴル語の絵本を持ってきて

くれたこともある。

・ スウェーデン語の教師がいて話したり歌った

りする。移民の利用者には母国語とスウェー

マタニティケア部門

チャイルドヘルスケア部門

■子どもの発達に合わせた活動の流れ

生後0～14日 看護師の家庭訪問
生後6～8週 親グループの開始
生後2ヵ月　 1回目の医師との面談
生後3ヵ月　 看護師との面談：第1回ワクチン接種
生後5ヵ月　 看護師との面談：第2回ワクチン接種
生後6ヵ月　 2回目の医師との面談
生後8ヵ月　 看護師との面談：
 “チャイルドセイフティ”と
 第3回ワクチン接種
生後10ヵ月 3回目の医師との面談
1歳　　　　 看護師との面談：第4回ワクチン接種
1歳半 看護師との面談
3歳　　 看護師との面談
4歳　　 看護師との面談
5歳 　 看護師との面談
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デン語のどちらも話せるようにサポートする。

・ 年2回歯科医による歯の磨き方指導。

↓ オープン保育部門の風景

↓ 離乳食や古着を安価で提供するコーナー

↑ 子ども用の絵本だけでなく、親が読む本も設置。

↑ コーヒーやお茶を自由に飲んだり、離乳食やサンド
　 イッチを作ったりすることができるコーナー。

↑ 親同士の交流スペース
 その他、妊娠中の母親の休憩場所、授乳場所、イ
スラムのお祈りの場所、一人でゆっくりできる個室も
設置。
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（4）子ども家庭相談部門

①対象

・0～12歳までの子どもとその家族。

②スタッフ

・SW3名。

・ファミリーサポーター(家庭訪問をして具体

的に家族をサポートする役割）1名。

③活動内容

・ 個別及びグループでのカウンセリングを行

う。記録はとらず、気軽に来談できるように

している。

・子育てや親子関係、夫婦関係等についての

カウンセリング。家庭内での関係のこじれを

予防する助言や援助活動を中心とするが、

起きている問題の解決のためにアドバイスを

することもある。具体的相談内容は、子育

てに関すること全般（授乳の仕方や睡眠、

食事等）、親子の意思疎通の問題、夫婦間

の子育て観の違い、別居や離婚問題等。

・子どもに対するカウンセリングや心理教育。

対象は親がアルコール依存症や精神障がい

の子ども、DV家庭、離婚家庭の子どもなど。

治療ではなく、家族の一員として生きていく

ための知識を与える。

・虐待の可能性がある場合はソーシャルサービ

スに報告する。

・家族に関わる機関の職員（教師や図書館の

職員等）に対するカウンセリングやコンサル

テーション。

3. 所感

温かくフレンドリーな雰囲気をスタッフが醸し出

していて、親しみやすく居心地よく感じられるセン

ターであった。例えば、オープン保育の部屋では、

移民と思われる若い母親と子どもの傍らに年配の

スタッフが静かに寄り添い、母親がそのスタッフに

対し娘のようなくつろいだ表情を見せて過ごしてい

る姿が印象的であった。スタッフも、利用者が1日

5～6時間過ごすオープン保育の場は、まるで家の

ような雰囲気だと話していた。

日本に置き換えれば、保健センター、産婦人科、

小児科、児童家庭センター等が統合されたイメージ

の機関で、4つのセクションが密に連携することで

様々な問題の予防や早期発見につながる。問題が

発見された際も、すぐにソーシャルサービスにつな

ぐことができるので、問題が深刻化する前に関与

し対応できるチャンスが多いのではないだろうか。

また利用者にとっても、妊娠してセンターに行けば、

出産後子育てのケアを受ける別の利用者の姿を見

ることになり、今後の子育ての見通しと安心感を

もって支援を受けられると思われる。大変意味あ

る機能的な仕組みに感じられた。　（草野　千絵）

Barbro Andersson och Birgitta grane 
"Mina föräldrar är skilda" 2006 BRIS  
 （子ども家庭相談部門での子どものグループカウ
ンセリングで使用するワークブック『私の両親は
離婚しています』：グループセッションを通して、
両親の離婚によって何が変わったか、もしくはそ
れがよかったか悪かったかなどを考え、自分の
感情を大切にして表現してもよいことを伝え、自
尊感情を高める。7～12歳児対象。5～8人の
グループで週1回1時間のセッションを8回行う。）

■参考資料■
右から、マリアさん、リンダさん、モーリーさん、
通訳の藤川さん

イヴォンヌさん
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訪 問日 時：2011年 8月 29日 AM

訪 問 住 所：Karolinska Universitetssjukhuset, 

　　　　　   Solna, Stockholm

取材担当者：アナカリン・マグヌソン（看護師）

（敬称略） 　  ビヨン・ティングベリー（看護師）

　　　　　   パー・ボリーストロム（医師）

1. 概要

カロリンスカ病院に受診に来た、あるいは搬送さ

れて来た子どもに虐待を受けた疑いがある場合、

その可能性の確認と、その後の関係機関への連携

を行う。10年前にスウェーデンで初めて設置され、

今も国内唯一の病院内虐待防止部門である。

虐待対応部門を病院内に設置する義務は法的

にないため、国からの支援はなく、ストックホルム

県からサポートを受けている。

カロリンスカ病院では、当部門が正式に設置さ

れる以前の1998年からガイドライン＊を作成し、虐

待対応の指針にしている。

（ミオは、カロリンスカ医科大学病院の小児科部

門であるアストリッド・リンドグレーン記念小児病院

にある「児童保護チーム」だが、本報告書では「カ

ロリンスカ病院内虐待防止部門ミオ」と表記する）。

2. スタッフ

　小児科医師 1名、看護師 2 名　計 3 名　　

3. 具体的な業務内容

（1）病院内で虐待が疑われる子どもと家族への

　　対応

カロリンスカ病院では、患者のなかに虐待が

疑われる子どもがいた場合、子どもが受診した

科のスタッフがミオに連絡を入れる。ミオはそ

れを受けて子どもの検査（法医学的な診察を含

む）を行い、子どもが住む地区のソーシャルサー

ビスにつなげるかどうかを検討する。虐待の疑

いが強く、ソーシャルサービスにつながった後も、

関係機関のひとつとして病院ができる役割を果

たし、他の関係機関と協働しながら、対応につ

いて話し合い、支援を行う。同時に、ファミリー

センター、乳幼児センターなどを紹介したり、精

神疾患の親に対しては精神科につないだり、子

どもと家族への対応のあり方などのコンサルテー

ションを積極的に行う。

虐待が疑われる全てのケースで、警察からの

要請のもと法医学的な診察を行う。傷痕などか

ら虐待によるものか否かを判断する。性的虐待

＊ ガイドラインについて
　 当機関独自のもので、他機関と共有はしていない。どのようにどんな検査を実施し、各関係機関とはどう連携していくか等につ 
いて記載されている。また、子どもたちに関する懸念や心配事項をソーシャルサービスに報告する義務が医療スタッフにあること
も明記されている。

スウェーデン   カロリンスカ病院内虐待防止部門ミオ

救急外来入口
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に対する検査は慎重に取り扱うため時間を要す

る。被害者が13歳以下の場合は、特別な診察

室で診察や検査を行う。加害者の痕跡が残って

いれば、DNA検査等を実施し、証拠を収集する。

子どもの年齢にもよるが、検査の前に検査を実

施する理由とその内容を分かりやすく説明する。

検査中も、痛みがないか、続けてもよいかと何

度も確認し、慎重に進める。

子どもに話を聞く際は、加害者である可能性

がある親とは離れた場所を設定し、状況に応じ、

子どもが安心できる身近な人（学校の先生など）

に付き添ってもらう。

※すべての子どもは法定代理人を得ることが

できる。警察の質問や法医学検査が子ども

にとって不適当、または安全でないと判断

される場合、法定代理人は実施を拒否する

ことができる。　　　　　

肉体的にダメージを受けている子どもは、病院

に入院させることもある。親の面会や付き添い

等も許されるが、病院では必ず監視する人を付

ける。

バーンセントルム子どもの権利擁護センター（63

ページ参照）と密に連携している。性的虐待を受

けた子どものメンタル面のケアについては、家族

外での被害ケースは精神科医につなぎ、家族内

のケースはBUPグリンデンクリニック（66ページ

参照）につなぐ。

（2） 救急医療現場での死亡ケースにおける、

      法医学的な診察

死亡ケースについても、虐待死か否かについ

て法医学的検査をする。そのための対応ガイド

ラインもある。乳幼児の場合は窒息死との区別

が難しく、虐待死か否か判断が難しい事例は、

年間に1～2件ある。

4. 取り組みの現状

法医学的検査は年間120件（2010年度）。それ以

外にも様々なケースが持ち寄られる。

運ばれてくるのは、8～9歳くらいの子どもが一番

多い。しかし、年齢の分布は一概に言えず、虐待

を受けている部位によっても違いが出る。例えば頭

部へ危害を加えられ緊急で運ばれてくるケースは年

齢が低い傾向にある。性的虐待については、少し

年齢が上がる。

近年は、20～25歳の若い親が1歳以下の乳児に

虐待を行うケースが増えている（Ⅰ 北欧の児童福祉

15ページ参照）。

5. 課題について

（1）スタッフ数が不足している。また、ミオのよう

な機関は国内で1ヵ所しかないため、今後は国

のシステムとして取り組み、ネットワーク作りを

して国全体に広げ、24時間体制で対応できる

ようにしていく必要がある。

（2）ミオのスタッフによる個人的な印象とした上で、

ソーシャルサービスのソーシャルワークについ

て、地域的に貧しく問題が多く発生する地域は

対応がよいが、富裕層が多く、表面的に問題

があまりないと思われている地域は、危機感が

少なく対応力も低い。地域格差が見られるとの

ことである。

6. 所感

当機関では病院を入り口とした虐待防止のシステ

ムが確立されており、様々な分野の機関がその目的

のために協働している。隠蔽されやすい虐待に対し

ては、関係機関がスムーズに協働し、迅速に的確

搬送されてくる子どもに法医学検査をする場所
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な対応をすることが必要不可欠である。その点、

病院内に設置されている当部門では、搬送されて

くる場合はもちろんのこと、来院時にも各科が連携

し、虐待が疑われるケースに対して、すぐに専門的

な立場から法医学的な診察ができるようになってい

る。ただ、専門性が高いが故に、様々なケースへの

対応が求められており、課題も多い。スウェーデン

唯一の機関であるため致し方ないのだが、今後は

国のシステムとして位置付け、ネットワーク作りをし

ていくことが課題である。　　　　（林　康次郎）

左から、アナカリンさん、パーさん、ビヨンさん、
通訳の藤川さん

病院の壁にはリンドグレーンの文学作品をモチーフにした絵が描かれている。

行くのが楽しくなるような図書館は、入院
患者だけでなく外来患者にも開放されて
いる。

一人で読書ができる空間

我々はミオだけでなく、世界的に有

名な小児科病棟も合わせて視察をし

た。世界で初めて病院内に設置された

小児科病棟である。『長くつ下のピッ

ピ』で知られる児童文学作家アストリッ

ド・リンドグレーンが資産を寄附し、現在は「アストリッド・リン

ドグレーン記念小児病院」となっている。

ホスピタル・アートでうめつくされている病棟の設計やインテ

リアデザインに携わることは大変名誉なことのようで、設計は著

名なデザイナーがてがけ、壁面に描かれた絵も有名作家による

作品である。重い病を抱えて入院する子どもも多い病棟内には

子どもの不安や恐怖や、入院生活の孤独感を軽減するようなさ

まざまな工夫がなされていた。例えば、きれいな布やおもちゃが

吊るされている天井は、ベッドから起き上がれない子どもたちの

目を楽しませてくれるだろう。病棟に置いてある人形たちは怪我

をしていたり、病気だったり、髪の毛がかつらだったりすると聞

いた。自分と同じような境遇の人形は、子どもたちに優しく寄り

添う友だちとして受け入れられるのではないかと思われた。

カロリンスカ医科大学病院小児科部門「アストリッド・リンドグレーン記念小児病院」
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訪 問日 時：2011年8月30日 AM

住　　　所：Kungshoms Torg 13, Stockholm

取材担当者：カトリ・ブラットストローム（SW）

（敬称略） 　  マリー・ステンサン（SW）

1. 概要
子どもが暴力被害や性的被害に遭った、もしく

はそれが疑われるケースに対し、虐待の有無につ
いて調査を行い、法的措置（起訴）に至るかどうか
を検討するソーシャルサービス機関である。ここで
は、被害事実を確認する司法面接や法医学的検
査を実施し、司法に必要な一連の調査を一括して
行うことが可能となっている。被害を受けた子ども
が何度も証言させられ、さらなる心の傷を負ってし
まうのを防ぐためである。警察や医療など多分野
にわたる専門機関の協働が必須となるため、セン
ターがそのコーディネートを行っている。
子どもを中心に置き、各機関から専門家が集結

するというシステムがこのセンターの最大の特徴で
あり、スウェーデンでは2005年より国のプロジェク
トとして、このような公的機関が設置された。当初
はスウェーデン国内に6ヵ所であったが、現在では
22ヵ所に増えている。
ストックホルム市には3ヵ所のセンターがあり、

市街地区一帯（人口約120万人）をカバーしている。

2. 対象
立件の検討を要する、暴力や性的被害を受けた

0～18歳までの子ども。

3. スタッフ
ストックホルム市のセンターには管理職が各1名

配置され、4名のSWが3センターを巡回勤務してい
る。センターに、地域ソーシャルサービスのSW、
警察、検察官、児童青年精神科医、小児科医、
法医、心理士など多分野のスタッフが集まり、多分
野協働の中で立件に向けた取り組みを行っている。

4．活動内容

事件性のある身体的虐待またはレイプ等の性的

被害など、子どもの重篤な権利侵害に対して、法

的な措置を検討する。なお、我々が訪問したセン

ターだけでも年間約200件のケースを扱っている。

－第1段階　ケースの受理－

ケースの通告は、主に子どもが受診した医療機

関や各地域のSWからであり、警察への通報の前

後はケースによって異なる。加害者は親に限らず、

近親者や教師、スポーツチームのトレーナーなどさ

まざまで、通告されたケースは虐待の程度に関係な

くすべて検討の対象となる。

－第2段階　調査－

地域ソーシャルサービスが得た情報に加え、こ

の機関では信憑性の高い証言を得るための司法面

接、および身体所見から虐待を立証する法医学的

検査を行うことができる。さらに、一連の調査を

行うにあたり子どもの心理的負担を軽減するため

の対応も行う。具体的には次の通りである。

（1）司法面接

司法面接の訓練を受けた警察官が行う。面接

室は映像と音声が記録として残せるようになってお

警察署及び裁判所とは徒歩数分の場所にある。
写真はセンターの入口。

スウェーデン   バーンセントルム 子どもの権利擁護センター
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り、子どもの承諾を得た上で記録される。司法の

場では本人の証言の代わりに証拠として提出でき

る。別室ではSW、検察官、弁護士、心理士など

が面接の様子をモニターで確認し、面接者にイヤ

ホンを通して必要な情報を求めるよう連絡したり、

子どもの負担が大きいと判断される場合には中止

のアドバイスを行っている。子どもへの質問はオー

プンクエスチョン＊を基本とし、誘導的質問は排除

される。時間は50分程度で、幼少の子どもなどに

はアナトミカルドール＊＊を用いることもある。

　

（2）法医学的検査

子どもに対して医学的な検査が必要とされる

場合には、司法面接の後、診察室で法医による

身体検査等の診察が行われる。裁判において重

要な身体的証拠となるため、時間を無駄にする

ことなく速やかに行うことができる。子どもへの

調査はここで終了する。

（3）子どもの心理的負担を軽減する対応

①来所の際は、子どもが安心を得られる身近な

大人が付き添う。

②加害者が親の場合には、子どもへのプレッシャー

や虐待の悪化などを防ぐため、一連の調査が

終了するまで親を排除しておくことができる。

③インタビュー後や休憩中におやつを出すなど、

子どもがリラックスできる環境を提供する。

 

④酷く傷ついた子どもには、警察や医師など見

知らぬ人と接する機会を少なくして、ストレス

を軽減する。

⑤クライシスセラピーの実施。司法面接などで不

安やパニックに陥ったり、自分の告白が親の

逮捕につながることで罪悪感を抱いたりする

子どもたちもいる。こうした心理的負担や不安

に対応するため、心理的な危機状態に対する

ケアとして、一時的・単発的に児童心理士に

よって行われる。センター内にはこのためのセ

ラピールームが設置されている。

司法面接室
天井に吊下げ式のマイク（白くて
目立たない）、壁にビデオカメラ
（写真右）を設置。

待合室

モニタールーム
面接の様子がリアルタイムで映し出される。

   ＊ 「はい・いいえ」など、答えが択一式で、制限が加わるような質問の仕方ではなく、「どうして？」 「どう思う？」など自由に回答
できる質問のことを言う。

＊＊ 人の身体部位（性器など）が正確に作られた人形で、子どもの性被害の聞き取りや性教育に用いられている。その使用について
  は慎重である必要があり、使用の是非についても賛否両論ある。
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－第3段階　立件に向けたミーティング－

ケースミーティングには、地域のSW、警察、検

察官、児童青年精神科医、小児科医、法医などが

集まり、ミーティングルームにおいて立件できるかど

うかを検討する。センターのSWが進行役を務め、

各々が専門的な立場から意見を出し合う。司法面

接を用いたとしても、被害に関する信憑性の高い

証言を得ることは難しく、児童虐待が起訴に至る

には多くの壁が存在する。特に言葉を話せない、

または表現の術を持たない幼少の子どもや障がい

を持つ子どもなどから訴えを聞くのは極めて困難な

ことである。ただし、ここで起訴に至らなくとも、

子どもや家族が支援や保護を受けられないわけで

なく、地域ソーシャルサービスのもとで、必要な支

援策や虐待の予防策が講じられる。また、スウェー

デンでは幼少期に受けた虐待被害を18歳になった

後でも起訴することができ、罪状によっては18歳か

ら10年間と時効期限も長い。そのため、センター

で扱われたケースの調査資料は、警察によって長

期に保管される。

5. 所感

スウェーデンでは子どもが暴力や性的被害に遭っ

た場合、たとえ加害者が家族外の者であっても、

警察ではなく、このようなソーシャルサービス機関

で扱われる。ここでは加害者を裁くための犯罪捜

査だけでなく、社会福祉や精神医学などの観点か

ら、被害を受けた子どもへの支援に取り組んでい

る。こうした分野を超えた協働の中においてこそ、

取りこぼしのない調査と切れ目のない支援が可能

となるのであり、子どもたちの権利が真に守られる

ものと考えられる。この多分野協働の概念が、わ

が国にもいち早く取り入れられることを期待したい。

（山高　京子）

左から、カトリさんとマリーさん

セラピールーム
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訪 問日 時：2011年 8月 29日 PM

住　　　所：Tideliusgatan 22, Stockholm

取材担当者：アンナ・ノーレン

（敬称略）      （所長、心理学者、心理療法士）

1. 概要

ストックホルム県内には、県管轄の児童青年期

の子どもたちに対する外来型の精神医療施設が

15ヵ所あり、あらゆる精神的問題に対応している。

そのうち9ヵ所は、治療対象を特化した専門的な

施設で、例えば、脳神経科の専門施設などがある。

BUPグリンデンクリニックは、トラウマ（心的外傷）

を受けた子どもたちを対象としている。

2. 対象

0～18歳児が対象だが、3～13歳児が主であり、

年齢は幅広い。

家庭内外で身体的暴力や性的被害を受けた子ど

もたちが対象。性的加害や性化行動の問題をもつ

子どももいる。性化行動はスウェーデンで最近注目

され始めている問題である。

年間の患者数は約80～100名である。2010年の

新規患者のうち、身体的暴力を受けた子どもは40

名、性的被害を受けた子どもは30名であった。

背景には、親の離婚や暴力、転校など、混乱を

極めた環境にいた子どもたちが多い。家庭の社会

的レベルも幅広い。

来談経路には、親が連れてくる場合、地域の

SW、学校の先生、他の医療機関からの依頼、母

子の入所施設（シェルター）からやってくる場合など

がある。

クリニックの規模が小さいため、受け入れの現

状は来談申し込みの25～30％にとどまっている。

受け入れが難しい時は、しかるべき相談先を紹介

する。特に暴力を受けている子どもは地域のソー

シャルサービスにつなぐ。

トラウマを受けた子どもすべてが精神科治療を

受けるわけではない。最も大事なことは子どもの安

全を確保することである。その上で、精神科治療が

必要でBUPグリンデンクリニックの治療方法が適し

ていると判断された子どもたちを受け入れている。

3. スタッフ

所長と2名の秘書、及び15名のセラピストがいる。

サイコロジスト、カウンセラー、SW、精神科医な

どが、チームを組んで個人セラピーやグループセラ

ピーによる治療に取り組む。

4. 業務の内容

（1）治療

①トラウマに焦点づけた治療

理論の枠組みとしては、部分的にCBT（認知

行動療法）と精神力動的心理療法を取り入れ、

統合している。手法として、TF-CBT（トラウ

マに焦点づけた認知行動療法：トラウマフォー

カスCBT）を利用している。ケースによっては

EMDR（眼球運動による再処理法）を利用す

ることもある。精神力動的なプレイセラピー

や、愛着形成を目指した治療（Attachment 

oriented treatment）も取り入れている。

②治療形態

主に、グループセラピー。一度に多くの子ども

たちに対応でき効率がよい。また子どもたちに

とっては、自分の他にもトラウマを受けた子ど

スウェーデン   BUPグリンデンクリニック　児童青年期精神医療施設
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もたちがいることを知る機会となり、罪や恥の

意識が緩和される。グループセラピーを拒否す

る、または向いていない、あるいは症状が重

篤な子どもには、個人セラピーを実施する。

2～4名のセラピストでチームを組む（グルー

プセラピーでは、親グループに2名、子どもグ

ループに2名で、合計4名）。セッションは基本

的に週1回行う。

（2）情報の発信と研修、研究

トラウマを受けた子どもたちに関わる人々への

研修セミナー、教育指導、相談活動を行ってい

る。海外とのネットワークも築いている。

新たな治療技法の開発も行う。現在取り組ん

でいるのは、インターネットを媒介とした性的被

害へのケア。兄弟間の性的虐待への対応も検討

中であり、難しい課題である。

5. 治療の実際

（1）トラウマに焦点づけた心理治療の4つの柱

－第1段階：安全性と安定性の見立て－

子どもを取り巻く環境の安全と、子ども自身

の精神的安定の両面からアセスメントする。

－第2段階：安定性の確保（現在に焦点づけ）－

まず、現在の症状を安定させる。子どもと養

育者に対し、例えば悪夢などの症状にどのよう

に対処し穏やかに眠れるようにするのか、心理

教育を行う。不安や抑うつなど子どもによってさ

まざまな症状があり、この段階に多く時間を費

やすこともある。子ども個人だけでなく、養育者

など子どもを取り巻くシステムとの協働が非常に

重要となる。

第1段階、第2段階のセッションを合わせて、

通常3～5回。

－第3段階：トラウマフォーカス（過去に焦点づけ）－

第2段階で子どもが精神的に安定を取り戻し、

その方法を獲得した上で、トラウマに焦点づけ

た治療を行う。話したり、遊びや絵を描くことを

通して、トラウマ体験を表現し、整理し、再構

築していく。この作業はとても難しく、多くの子

どもたちがトラウマを隠そうとするため、スタッフ

が意識して後押しする。

通常3ヵ月で10～12回のセッションとし、期間

を決めて集中して取り組む。

－第4段階：統合（未来に焦点づけ）－

新たな対処法やスキルを話し合い、将来への

希望や夢を育む段階。養育者の参加がとても重

要となるため、セラピー開始時は親子が同席し、

その後おのおのの担当セラピストとの時間をと

り、最後に再度同席して治療を行う。

通常3～5回。

（2）トラウマフォーカス段階の治療の具体例

トラウマに焦点づけたプレイセラピーでは、セ

ラピストが主導的な役割をとる。子どもは自分に

起こった体験を隠したがるため、「何が起こったか

知りたい」とセラピストが伝え、子どもに表現させ

る。ナラティブ（語り）といって、自分に起きたこ

とを自分なりに話したり、感じたことを表現した

りすること自体が治療である。子どもがそれに費

やす時間は短く、1～2分である。セラピストが過

度に促していないか、ぎりぎりのリスクを背負っ

て子どもとのやり取りを繰り返す中で、次は5分

間、次は10分間話そう、というように治療を重

ねていく。この物語作り以外の時間は自由遊び

（free play）に戻る。セッションの終わりには、

今回どのようなことを行ったのか、まとめの時間

を持つ。プレイセラピーは、主に2～13歳児に実

施する。

＜写真1＞
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①人形による暴力をテーマにしたプレイセラピー

写真1では、父ウサギが怒って母ウサギを殴り、

家具が倒れている。子どもウサギは陰に隠れ

ている。「ここで何が起こっていると思う？」と

セラピストは促す。向こうで絵を描くといって

逃げる子どももいる。その場合セラピストは「別

のことをしていいよ。でも後でこのことを話そ

うね」と伝える。促さずとも次 と々物語を作っ

ていく子どももいる。このようなことを2～3

回繰り返すと、やるたびに新たな表現が出てく

る。子どもウサギが母ウサギと逃げたり、父ウ

サギがいなくなったりする。

トラウマを受けた子どもたちは悪夢を見ること

が多い。子どもウサギがベッドに入って悪夢を

見ている場面のプレイでは、悪夢の途中で起

きてしまったらどうするかなど、遊びを通して

対処の仕方を心理教育していく。視覚的であ

るため効果がある。

②さまざまなツールを使い、感情を言葉で表現

する

トラウマを受けた子どもたちの多くは、感情を

言葉で表せないことに特徴があり、心の中に

どういうことが起こっているのか、感情に焦点

を当てて言葉にする手助けをする。

例えば絵カードを使って「どういう気持ち？」

と問いかける。このカードは大人に使用するこ

ともある。写真2はニュージーランドで作られ

たカードで全部で50枚あるが、最初は5～10

枚から始めていく。石に表情が描いてある感

情カードもあり、これらは思春期の子どもや大

人に多く利用する。幼い子どもに対しては、市

販の感情カードは色や種類が多すぎるため、

紙皿に表情を描いて使用している（写真3）。

4枚で充分有効。

心の状態を円グラフで描いてもらう手法もある

（写真4）。怒り、悲しみなどの感情を円グラ

フで表現する。暴力を受けたときの心の中の

気持ちの円グラフ、今の円グラフ、これからど

うなりたいかをそれぞれ描いていく。「あなた

のお父さん、お母さんの心の中の感情の円グ

ラフは？」と描いてもらうこともある。これには、

感情カードを使うこともある。家族の他のメン

バーがどう思っているのかを気にする子どもは

多い。

トラウマは身体感覚にも大きな影響を及ぼす。

写真5は、「悲しみは体のどこにあらわれると思

う？」「どこにあなたの怒りがたまっている？」な

どと問いかけ、体の一部を塗って表現させる。

＜写真3＞ 紙皿に表情を描いた手製のツール

＜写真2＞ 感情の絵カード

＜写真4＞ 感情の円グラフ

友好的 怒り
ふつう

ハッピー

心配、不安

悲しい
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③フリーなプレイセラピー

セラピストが子どもに表現することを主導しな

いフリーなプレイセラピーも重要である。子ど

もたちは恐怖や怒り、救いのなさや絶望など

を遊びで表現することが多い。父ウサギが暴

れ部屋の中が荒れ果て、母ウサギと子どもウ

サギがベッドに隠れ、恐怖におののいている

という場面が表現されたりする。このときセラ

ピストは、子どもが過去に体験したことと別の

方向に遊びが展開していくことを考える。母ウ

サギと子どもウサギが隠れたベッドは、柵に囲

まれ、ぬいぐるみたちに見守られるというよう

に、支え守ってくれる人がいることを、場面を

作って示し、希望や救いがあることを伝える。

このように過去と違う感情を体験することが

重要となる。例えば、ドラゴンが赤ちゃんを襲

うプレイで、最後に悪いドラゴンは檻に入れら

れ、良いドラゴンが赤ちゃんを救うストーリー

になれば、「あなたは今までとは違う体験がで

きるんだよ」「安心できるんだよ」というメッセー

ジとなる。

④グループセラピーについて

グループセラピーでは、目標設定を全員ではな

く何人かに効果がある程度とする。7～8人の

グループに2人のセラピストが入り、段階を踏

んで焦点づけし「この後はどうなる？」などと

話を展開させていく。その際、半数の子ども

はその場面から逃げてもよしという姿勢で2人

のセラピストが分かれてプレイをする。終わり

のまとめの時間に、全員で輪になり「今日はこ

ういうことをしたね」と振り返り、「おうちでも

復習してやってみてね」と促す。遠くで見てい

る子どもなどには、無理に参加させない。グ

ループセラピーの場面でただ座っているだけの

子どもでも、家に帰ると自ら表現していると母

親から報告を受けるケースもある。思春期の子

どもは、スポーツのことなど日常生活について

話す場合が多いが、そうした日常の話がトラウ

マの表現につながっていると考える。ただ、グ

ループセラピーでは、より年少の子どもに焦点

を当ててプレイを進めていくことが多い。知的

障害をもつ子どもには、小さい子どもに話して

教えるように具体的な例を交えて話しながら進

めていく。

（3）トラウマフォーカス段階の治療を適用しない例

①解離症状へのアプローチ

精神的にあまりに未熟であったり、解離症状

があるなど重篤な子どもには、トラウマフォー

カス段階の治療は難しい。その前段階である

「安定性の確保」が治療のメインとなる。トラ

ウマフォーカス段階の治療は、後に改めて必

要となったときに行えばよい。「安定性の確保」

段階の治療では、養育者から綿密に情報を集

め、環境の中で何が解離症状のトリガー（誘

発刺激）になっているのか徹底的に突き詰め、

見つけていく。環境へのアプローチとして子ど

もと養育者への心理教育が重要である。子ど

もはただわめき騒いでいるのではなく、その

パニックは解離の症状であるという共通認識

を持ち、日常生活を観察し、誘発刺激を取り

＜写真5＞ 感情を身体感覚で表すツール

＜写真6＞ 面接室のひとつ
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除くなどして、コントロールしていく。

②性化行動へのアプローチ

性的暴力の加害者で、悪いという自覚が無い

子どもは多い。法廷で判決が下っても、認め

ない子どももかなりいる。そのような場合は、

その行為はルール違反であり治療が必要であ

ると伝え、気付かせる必要がある。アプロー

チとしては、行動規範やルールを教えていく。

例えば、スポーツトレーナーになって子どもに

性的暴力をしたケースの場合、スポーツトレー

ナー自体は悪いことではないが、ストレスを感

じたりネガティブになったりした時子どもと接

するのは、あなたにとってすべきことではない

と、性化行動にメカニズムがあることを教え、

他の解決方法を教えていく。

性的被害を受けていてもその自覚のない子ど

ももいる。インターネットでのオンラインポルノ

などに関わる子どもには、罪悪感がない。ス

タッフがその時の感情を伝え、問いかけるアプ

ローチをする。5～6年前まではすべてのケー

スにケアが必要と考えたが、現在は必要のな

いケースもあると考え、ケアを受けにきた動機

のあるケースに主眼をおいて治療をしている。

被害の問題意識のない子どもは扱っていない。

6. 所感

治療に有効な技法が周到に用意されているが、

技法のみが遊離せず、その大前提として、子ども

の安全の確保と精神的な安定が強調されていた。

「それなしでは治療が始まらない」というアンナ・ノー

レン氏の言葉は印象的で、高い専門性も感じられ

た。日頃私たちが子どもたちと生活を共にしながら、

それぞれの子どもたちが情緒的に安定できるため

に、どのような環境作りや関わりの工夫が必要か

と模索していることと、ノーレン氏の実践のお話し

が重なり、強い刺激を受けた。 　（瀧井　有美子）

アンナさん（右から2番目）を囲んで

Bengt Söderström (ed.)
Miriam Almebäck, Christina Citron,  
Carin Nordenstam & Eva Zachrison (2006)
『The Vasa Tool Box』
BUP Mottagning Vasa
（子どもと対話するためのさまざまな手法が紹介
されている）

■参考資料■
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訪 問日 時：2011年 8月 30日 PM

住　　　所：Finsensvåg 1, Stockholm

取材担当者：アニカ・ハンマルストランド

（敬称略）      （SW、セラピスト）

　　　　　   マーリン・モルス・ヤンホルト（看護師）

　　　　　   オスカー・ウィリアムソン（SW）

　　　　　   

1. 概要

マリア・ウングドムは、ストックホルム市の施設で

ある。女子の名前「マリア」は少女を象徴的に意味

し、「ウングドム」は「青少年」を意味する。1966年か

ら運営され、設立以来、薬物依存症の青少年のケ

アや、関係機関との協働を行っている。

2. 業務組織

薬物とアルコール依存に対する入院治療と外来

相談に対応し、以下の組織に分かれる。

（1） 調査・治療部門

（2） 青少年緊急対応サービス

（3） 被害者仲介サポートセンター

（4） 子どもセンター

（5） 家庭内暴力センター

建物の構造は以下の通り。

地下と1階：オープンケアフロア（受付および緊急

                           対応以外のアドバイスやカウンセリング）

2階：救急病棟（ツインの病室2つと個別対応の

             病室）

3階：入院治療病棟

4階：カウンセリングフロアと治療スタッフのオフィス

5階：SWのオフィス

3. スタッフ

調査・治療部門で約20名、センター全体で100

名のスタッフがいる。

医療、心理、ソーシャルワークなど多職種の専

門家が連携して、24時間体制で統合的にケアを行っ

ている。予約待ちなく来談でき、迅速に危機介入

している。

来談ケースはさまざまな問題を抱えていることが

多く、地域や学校、家族などの協力が重要である。

生活を監視する人が必要なケース、家庭に戻れず

里親が必要なケースなど、個々のサポートが必要な

ケースが多いため、センターのSWは、地域のソー

シャルサービスと密に連携する。

救急外来の入り口（写真上）：救急病棟（写真下）に直結
している。

救急病棟の病室は施錠される。壁、窓、照明は割れない素材
でできている。患者がベッドから落ちる危険があるためマットを
使用。

スウェーデン   マリア・ウングドム  薬物やアルコール依存の青少年のための治療センター
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4. 調査・治療部門における業務の内容

（1）対象

薬物依存症、あるいは薬物依存症の疑いのあ

る青少年とその家族のケアを業務とする。20歳

以下の青少年を対象としているが、特別なプロ

グラムでは23歳までを対象とする場合もある。利

用者は12歳以上の子どもが多く、来談時の平均

年齢は16.5歳。

思春期は親とのコミュニケーションが疎遠にな

る時期であり、その隙間に薬物が入り込む危険

性が高い。子ども個人に対してだけでは治療効

果は難しく、家族での治療を導入している。両

親が離婚していても、必ず父親と母親を呼んで

治療を行う。

（2）調査

問診票で以下の項目を把握する。

①環境と薬物

家庭環境・症状・ドラッグの種類・依存の

度合い

薬物やアルコールに対する親や親族の態度

について：法律でアルコールは18歳以下が

禁止されている。親がきちんと｢いけない｣

という家庭は、飲酒の確率が低い。

②学校環境

登校状況・学業成績：大麻を1年以上やっ

ていると著しく成績が下がる。

親と学校との関係：スウェーデンでは16歳

以上になると、自分のことは自分でやると

し、学校と接触の無い親も多い。

③余暇活動

交友関係：薬物と関わりのある交友関係を

断つことは大変難しい。本人が薬物を止め

なければいけないという認識をもち、仲間

の中でも働きかけていくことが必要。

趣味：薬物とは別の興味関心の対象を探し

ていく支援。

④非行歴：これまでの警察との関わり。

⑤医療的検査：医師や看護師による。

⑥以前の調査結果、矯正的処置とその結果

以前にも、何らかの問題を抱えていた子ども

が多い。

⑦精神科問診と評価、心理学的な問診と評価

背景として、いじめにあっている子どもは多い。

他の子どもと違うという疎外感をもった子ども

が圧倒的に多い。最近特に増えているのは、

ADHDの症状を見せる子どもで、親がADHD

を疑って精神科に連れていくが、他の症状が

出て大麻の問題が発覚することがある。

（3）治療

（3）-1  治療の内容

患者とその家族のニーズに基づき、以下のよう

な内容を行っている。

・ 電話でのカウンセリング

・ 見立てと判定

・ 個人、家族、ネットワークに対する治療構造

の構築

・ 問題解決志向の心理療法

・ 個人心理療法

・ ファミリーセラピー

・ 環境療法－病棟での若者グループ

・ 医師、心理学者とのコンサルテーション、精神

医学的ケア

・以下、さまざまな治療プログラムがある

①BSFT(Brief Strategic Family Therapy )

　短期方略的家族療法(18歳以下)

②大麻依存症へのプログラム（17～23歳）

③アルコール依存症へのプログラム（17～23歳）

④MUMS（ムムス）：警察から導入を促された

薬物依存症者へのグループセッション（14～

21歳）

⑤ACT（Acceptance and Commitment

  Therapy＝アクト 認知行動療法のひとつ）：

社会的コミュニケーションが困難な青少年（学

校不適応、精神不安定）への4回のグループ

セッション（16歳以下）

⑥ティーンエイジプログラム：思春期の子どもの

親族のための12段階のプログラム、10回のグ

ループセッション
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⑦親へのサポートグループ：6回のグループセッ

ション

（3）-2  治療の実際

①警察との関係

当センターに来談したケースに関しては、重大

な罪に該当するもの（懲役2年以上に相当）

を除き、警察への通報義務はない。警察が発

見したケースの場合は検挙されるが、治療を

受ける可能性を無くさないよう、親や本人が直

接センターに来談すれば警察には報告しない。

治療は記録に残さないし、薬物を親や本人が

持ってきても、出どころを問わない。

14～15歳児の薬物乱用について警察は、強

制的に少年鑑別所に入れるのではなく、日常

生活をしながら当センターの治療を受けさせる

ことになっている（前述（3）-1④MUMSプロ

グラム）。薬物使用は違法だが、立ち直る可能

性がある青少年にチャンスを与えるのが目的で

ある。

②ファミリーセラピー

家族との協働は大変重要である。目標は以下

の三点。第一に保護者としての親の役割を維

持する。第二にたとえ離婚していたとしても父

母が問題に協力して取り組む力を強める。第

三に親子関係の修復、である。さまざまな家

族療法の方法論を用いて実施している。

ケースへの治療の動機づけは、何度も繰り返

し行うのだが、親子関係が疎遠になっていて

も、子どもはやはり親のいうことを聞くことが

多い。最初の動機づけとして、親が子どもに

話をするのが重要であるため、まず親を説得

する。母親自身も薬物を使用している場合は、

母親にも働きかけ、課題を共有してもらう。

親も薬物依存症である場合は多い。家族で

のセラピーや親のためのグループセッションも

ある。グループセラピーは、親が、このような

境遇は自分だけではないと実感を得るのに役

立つ。

家族と子どもを分離して治療することはほとん

どなく、多くは家庭からセンターに通う。家庭

環境が本当にどうしようもない場合は例外的

に分離するが、これは最終手段である。いず

れ家庭や地域に戻ることになるので、家族全

体で問題を解決していく必要がある。重要な

のは親が問題意識を抱え続けることで、途中

で治療に来なくなった家族に対しては、地域

のソーシャルサービスに動機づけをしてもらう。

③大麻依存症へのプログラム

大麻使用者が多いので、前述（3）-1②の大麻

依存症へのプログラムが充実している。対象

は23歳までの若者で、大麻を週2回以上、

一年以上乱用しているケース。大麻を止めた

いという治療への動機があることも重要であ

る。プログラムは教育的に構造化されていて、

個人セラピーの形態で、2名のセラピストが担

当する。1回1時間のセッションを週に2～3回、

6週間実施する。

●第一段階（1、2週目）

　1週間に3回実施し、医学的観点から大麻の

　知識について話し合う。

●第二段階（3、4週目）

　1週間に3回、感情の整理や対処について話

　し合う。

●第三段階（5、6週目）

　週2回、社会的観点からと今後の準備として、

　再発防止について話し合う。

薬物は体内から毒素が抜けるまで3～6週間かか

るため、プログラムも6週間になっている。汗が出

たり、気分が悪かったりなど、まさにセラピーの場

で出現した状態を薬物による症状であるとその場

で指摘し、教えていく。フォローアップ段階として6

週目以降に、再発についてや薬物中毒から抜け出

た状態を保つための態度についてなど、個々の治

療契約に基づいて話し合う。薬物中毒時は理解力

がなくなっているため、6週間のプログラム後、体

内から薬物が抜けてから一般的な個人セラピーを

行っていく。基本的に週1回くらい実施する。
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治療の途中で再度薬物を使用してしまう場合も

もちろんある。失敗したとしても、子どもの話によ

く耳を傾けることが重要である。薬物を再使用して

今どんな感じなのか、などと聞いていく。

何をしても効果なく、限界というケースも残念な

がらある。

5. 利用者の現状

2010年、一般外来の来談総数377ケースに対す

る調査のうち有効回答があった212ケースでは、男

子が79％、女子が21％であった。男子は行動が目

立ち、検挙されることもあるが、女子は隠れてやっ

ていることが多く、自傷なども多いので、当センター

よりも精神科に来談することが多い。ちなみに救

急外来のケース（年間600～700ケース）は男女半々

である。

来談経路は、親からの連絡が45％、地域のソー

シャルサービスからが22％、警察からは11％、子ど

も自身からは10％だった。

メインの薬物は、大麻51％、アルコール47％で

ある。またタバコは81％が使用していた（2009年

は75％）。薬物の使用は、タバコから始まることが

多い。タバコは18歳以上で購入できるが、ID確認

なしで購入したり、年長児から手に入れたりするこ

とはできる。1箱600～700円で高価なのだが、喫

煙率は増えている。

薬物の入手経路は、学校での売買、街での売買

などで、友人を介して購入するケースが一番多い。

5グラム約5000円で購入し、友人同士で分け合う。

初めて大麻を使用するきっかけは、友人グループ

でのパーティーなどが多い。常習すると一人でも使

用するようになる。薬物の密輸組織の取り締まり

は困難で、警察は直接売買する子どもたちを地道

に取り締まるしかない。

救急外来では、例えば警察がアルコールを飲ん

で倒れている子どもをパトロール中に見つけると、

親元ではなく当センターに預ける。親は、センター

に引き取りにくる。ケースは、継続的なケアが行わ

れる場合もあれば、1回のみで終わる場合もある。

再来ケースは、10人に1人ほどある。これは前回

の治療を失敗と捉えるのでなく、薬物の問題を抱

えた子どもを発見でき治療を行えるとしてポジティ

ブに捉える。親にも、何かおかしいと思ったらすぐ

に連れてくるよう伝えておく。その場合、検査と、

必要ならば薬物問題に限らず2セッションの面接を

行う。それで何もなければ、よしとする。対象者

が20歳まで(場合により23歳まで)なので、それ以

上の年齢になっても繰り返すケースは別の施設で

の治療となる。

6. 所感

治療の機会を提供するために警察には通報しな

い、という警察との連携の仕組みに衝撃を受けた。

また、治療に際しては、たとえ離婚していても両

親を呼んで共に治療をしていくこと、治療のプロ

グラムとして週3回ものセッションがあること、その

ためにも数多くのスタッフがいて予約待ちなどもな

いことなど、薬物依存の治療に対する徹底した取

り組みが機能していることが印象的で、このよう

な社会資源の存在を羨ましく感じた。

（瀧井　有美子）

左から、マーリンさん、アニカさん、オスカーさん
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訪 問日 時：2011年 9月 1日 AM

住　　　所：Bondegatan 40, 5tr, Stockholm

取材担当者：ノラ・オメルディン（SW）

（敬称略）      ナタリー・ラグナルソン（SW）

　　　　　   アニカ・オールソン（SW）

　　　　　   マリヤ・エリクソン（SW）

1. 概要

ストックホルム市の管

轄する、緊急で行き場

の無い子どもたちのため

の一時入所施設。市内

に自治体所有の同種施

設は他にない。建物はス

トックホルム市の機関が

入っていて、施設につい

て周囲には公表していない。施設は6階にあり、7

階は難民支援をしている機関が入っている。施設

利用料（食費・光熱費・人件費等）は、入所者が

属する地域から支払われる。

2. 入所対象、期間

定員は10名。13～20歳の緊急で行き場の無い子

どもと青年が対象。19～20歳で高校に行く場合も

あるため、20歳までを対象としている。また0～12

歳を対象とする施設が別にあり、親が一緒に住め

るようになっている（難民など）。

入所する子どもたちの問題や背景は次の通り。

・身体的・精神的虐待、ネグレクト

・家族に問題があり、緊急に分離や保護が必要

・ドラッグやアルコールの問題を抱えている

・深夜、町を徘徊していた

・路上で補導されたが行き場が無い

・同種のショートステイ施設を転 と々している

・難民の子ども　など

利用の相談や要請は地域のソーシャルサービス

から入る。年間に120～130名の利用がある。

居室は、緊急用に常に1～2部屋空けるようにし

ており、利用率は季節によって違う。例えば夏休

み中は空きがあり、冬場の利用は100％とのこと。

入所者の多くは16～18歳の男子で、国籍はさまざ

ま。一時入所施設だが、入所期間の制限はなく、3

日程度から、住居や次の受け入れ先が決まらず9ヵ

月間入所していた例もある。

3. スタッフ

合計8名（日中5名、夜間3名）。すべてストック

ホルム市の職員（SW）。

他の国の言語を話す子どももいるため、複数言

語が話せるスタッフを配置している。

  

4. 生活と支援

日中は施設で目的無く過ごさせる事はせず、学

校や仕事等を継続させる。洗濯や食事等、原則と

して自分の事は自分で行うが、それができない場

合はスタッフがサポートする。施設での生活のルー

周囲の風景（6階の施設の窓から）

住宅が多く、商店も並ぶ通りにある。

スウェーデン   ジョバニス緊急及び短期避難所
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ル（付表2　120～122ページ参照）を守って生活す
る事を約束して入居する。施設が決めたルールに

沿えない場合は、スタッフが退所を要求できる。

入所期間中は、通学、通勤、通院など個々に合

わせた時間割があり、自由な時間も配慮した内容

が組まれるようにサポートされている。多くの入所

者はもともと在籍していた高校、または当施設近

隣の高校に通う。

施設が提供するのは場所と食事で、通学用定期
券は学校から支給される。その他の出費に関して
は入所者の属する地域ソーシャルサービスと相談
し、必要分はその地域が負担する。子どもの退所
後については、ソーシャルサービスのSWが、ジョ
バニスのスタッフと一緒に考え、里親宅、他のショー
トステイ施設、自宅等に移る。

部屋の様子

各居室には、テレビ、インターネットが利用できる
パソコン、ベッドがある。写真は二人部屋の様子。
ゆったりしたスペースのリビング・ベッドルーム。

金庫（掃除機の下）は一人
ひとりに用意されていて、
職員も開けない。

キッチンには調理器具も揃えてあり、気軽にコーヒーも
飲める。食材は用意してあるので、食事は各自が自分で
作る。

各部屋にキッチン、シャワー、トイレがつく。洗濯場のみ共用。
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5. 所感

当避難所は、20歳までの子どもと青年で、行き

場が無い、あるいは緊急性の高いケースに対し、

国籍や性別を問わず、即座に、そして柔軟に対応

できる機能を持っていた。その生活環境や支援内

容は、決して場当たり的、画一的ではなく、個々の

ニーズに対応する子どもの福祉を考えたものであっ

た。子どもの学校や仕事を継続させ、さらに、就

労支援も行う面では、日本における自立援助ホーム

がこれに近い機能を持っていると考えられた。子ど

も最大10名に対しスタッフ8名という人員配置や、居

室の配置物（パソコン・トイレ・シャワー・金庫）等

を見ても、子どもの福祉を重視した手厚い支援が期

待できる。しかし、あくまで緊急及び短期避難所で

あり、自立に向けた継続的支援という面を期待する

のであれば十分な機能は持っていない。それを補う、

他機関との連携が必要であった。

                                                                    （岩城　淳）

左から、ノラさん、アニカさん、ナタリーさん、マリヤさん



78

SWEDEN

訪 問日 時：2011年8月31日 AM

訪 問 住 所：Svartensg 3, Stockholm

取材担当者：アンネリ・ノルベリー（心理士）

（敬称略）      

1. 概要

DVを受けた等の女性とその子どもを受け入れる

シェルターである。1978年の設立。スウェーデンで

は最も古く、最大規模の非営利の民間受け入れセ

ンターである。

2. 利用者

定員は11家族。2010年は、女性約70名、子ど

も約70名の利用があった。利用期間は1～2日の短

期利用から最長1年までで、平均利用期間は約3ヵ

月。利用条件は自分の身の回りのこと（自分で買

い物に行く・自分で仕事に行く等）ができる人で、

精神疾患・ドラッグ中毒患者は利用できない。子

どもの対象年齢は0～18歳で、単身女性や妊娠中

の女性も利用できる。直接電話問合せをして利用

するケースや地域のソーシャルサービスからの紹介

で利用するケースがある。利用者負担金はない。

利用後、ほとんどのケースが母子での生活の道

を選択する。しかし退所後しばらくして夫のもとへ

帰るケースもあるため、その後の詳細については不

明な点が多い。

3. 運営

「アラクヴィンノスフス」という会員500名（内男性

50名）の組織が、組織会員の年会費（200クロー

ナ）、講習会等の講習費、募金、ストックホルム

市保健局からの助成金により運営する。2010年の

経費は700万クローナ（約8900万円  視察時レート

1SEK＝12.76円で計算）。

4. スタッフ

施設職員は11名（全て女性）。経歴は、SW、警

察、カウンセラー、セラピスト、広告代理店勤務等

さまざま。事業は女性と子どもの保護や支援の他、

PR活動、スポンサー探し、講習会の開催等多様

なため、それぞれの得意分野を活かして対応して

いる。その他90名のボランティアスタッフがいる。

マッサージの専門家など様々な技能を備えたボラン

ティアも活動している。

5.サービス内容

（1）入所家族に対して

①母親への支援

母親には担当者（コンタクトパーソン）がつき、

DVによる被害状況についての情報を迅速に

まとめ、相談やアドバイスを行う。母親は必要

に応じて医療サービスを受け、精神面の回復

＜部屋と間取り＞

訪問した建物内に1ベッドルームが 4 部屋。バ
スルーム、キッチン＋ダイニング、子供用プレイ
ルーム、リビングルーム（談話室）は共用。
上記の建物とは中庭を挟んだ建物に5 部屋。間
取りは1LKと 2LK。別に共用の談話室がある。
さらに別の場所に2 部屋（1LDK と 2LDK）。共
用スペースはなし。

スウェーデン   アラクヴィンノスフス（女性の家）  暴力を受けた女性と子どものシェルター
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を目指す。昼間はこの場所で過ごす人たちが

おしゃべりをしたり、一緒に民族料理を作った

り（移民の利用者も多い）するなど、同じ境遇

の人たちが一緒に何かをする機会を積極的に

作っている。また、毎日18時半～19時半にコー

ヒーをサービスし利用者同士の交流を促す。

陶芸や絵画など趣味のグループ活動も行う。

②子どもへの支援

学校と連携をして、学習指導やレクリエーショ

ンを行ったり、学校の先生が定期的に勉強を

教えに来たりする。また週2回パン作りをした

り近くの公園に行ったりするほか、イベントを

企画したりして、子どもたちのグループ活動を

行う。

 

③子どもと父親との面会

父親の状況を確認し、子どもの意思を尊重し

たうえで、地域ソーシャルサービスのSWが付

き添い、対応する。面会は、学校や保育園等、

第三者のいる場所にて行われる。

④危機管理

加害者男性のオフィス等が近隣に存在する場

合、別棟の施設に移動させたりすることもあ

る。DV加害者が居場所をつきとめて来訪した

場合は即刻警察に通報をし、被害者を逃が

す。しかし、実際こういったケースはまれで、

住民台帳は架空のものを作成するので、役所

を通じて居所がわかってしまうことはない。

（2）広範な取り組みとして

①電話相談

主には、法的なアドバイスやサービスに関する

問い合わせ対応。

②DV加害者に対するミーティング

暴力は悪いことだという自覚があり、自ら参加

を希望する加害者男性を対象に実施し、アド

バイスを行う（スウェーデンには暴力加害男性

の相談を受ける組織が別にある）。

③講演や啓発活動

行政・学校・警察等の公共機関との連携や協

働で、学校へ出向いて講演をしたり、DV被

害に対する注意を喚起する活動を行う。

 　④入所者以外へのプログラムの提供

レイプ被害者や、DV被害を受けた聴覚障害

者等へのサポート活動。

グループ活動室

中  庭

講  堂
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6. ボランティアの積極的参加

現在90名のボランティアが活動している。事前

に、ボランティアとしての採用面接と、必要知識を

学ぶ研修を週1回合計12週間受けている。活動の

例としては次のとおり。

①日常的な活動やグループ活動の補助。料理教

室や移民に対するスウェーデン語講座、映画

や遊園地に行く時などの手伝いや付き添い。

②常勤職員の退勤後17～21時の活動（主には

入居者の話し相手をつとめる）。

③毎週木曜日18～21時に14～22歳を対象とし

た「女子の会」を実施。参加者と同年代か若

干年長の女性ボランティア（18～30歳）が話

し相手や聞き役になる。

7. 所感

母子のシェルター運営に加えて、様々な取り組み

を行っている施設であった。活動には多くのボラン

ティアが関わっているため、SW以外に多種多様な

職種の人材が、それぞれの専門を活かしたサポー

トを行っていた。講義の間頻繁に聞いた、「利用者

の孤立の予防」という言葉が印象的であった。

また、当組織への寄付と寄贈も多く、必要なと

ころに必要な支援を届けたいという国民の思いや

スウェーデンの共生社会を感じることができた。

DVと貧困の関係性について質問したところ、「ス

ウェーデンでは両者の間に相関関係は全く見られ

ない」ときっぱり言われたのにも驚いた。あらゆる

社会的・経済的階層にDVは存在することを強調し

たい思いもあったのだろうが、その背景には、さま

ざまな支援や手当で女性の経済的自立を支え、母

子の貧困率の低さを誇るスウェーデンの姿がある

のだろうと思われた。　　　　         （松本　恵一）

アンネリさんと通訳の藤川さん

「子どもと女性の生活から、恐れ、性的暴力、虐待がなくなる
ように」とセンターのホットラインを伝えるカード

レイプ被害へのコールチームがあることを伝えるカード
秘密は守ることを約束している。
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訪 問日 時：2011年9月2日 AM

住　　　所：Sveavgen 38, 5tr, Stockholm

取材担当者：ダニエル・ラムス（SW）

（敬称略）   

1. 概要

電話やインターネットを用いた、子どもの相談に

対応する機関である。企業や民間人からの寄付と

国からの補助金で運営されている。スウェーデン

国内に5ヵ所ある。マスコミを活用した広報活動を

しているため、全国の子どもたちがBRISの存在を

周知している。

BRISは「Barnens Rätt I Samhället（社会にお

ける子どもの権利）」の頭文字。

 

2. BRIS設立までの歴史

1971年、マリアという名の3歳の少女がホテルの

部屋で義理の父により惨殺された事件が、設立の

発端となった。その場には母親もおり、その家族

にはSWも関わっていたが、子どもの命を守ること

ができなかった。事件後、一人のジャーナリストと

児童書の著者が立ち上がり、市街地のカルチャー

センターに、事件についてのポスター・写真・記事

等を貼り出す等して、この事件を広く伝え、

・ソーシャルサービスの質の向上 

・被害を受けている子どもの支援

の2つを政府に訴えた。これがBRISの始まりである。

設立当初は、必要であれば体罰は容認するとい
う子どもへの暴力行使に関する一般認識を変える
ことは難しかった。しかし「大人同士の話し合い
で暴力を用いることは認められないのに、子どもに
は認められるのはおかしい」というBRISの主張が
徐々に国民の認識を変え、1979年の体罰禁止法
制定につながっていく。当時は他の国々から嘲笑
されたが、現在EU加盟国の多くで体罰禁止法が
制定されている。
1989年に「子どもの権利条約」が国連で採択さ
れたのを機に、子どもの権利を守るため、インター
ネットや電話で子どもたちが相談できる方法を社会
に浸透させ、暴力を受けた時の具体的な手立てを
子どもたちに伝えることを可能にした。

3. 業務内容について

（1）相談サービス

電話、チャット、Eメール、インターネットを通
じたディスカッションフォーラムを用いた相談サー
ビス。18歳までの子どもが相談することができ
る。電話はフリーダイヤルで、電話番号も記録さ
れず、匿名で相談できる。相談対応には「サルー
トジェネシス」という方法を用いる。電話1回で約
45分、チャット1回で約1時間ほどを相談時間の
目安としている。

　●接し方のメソッド

　サルートジェネシス

BRISに寄付をしている企業。「hjältar」は「ヒーロー」の意味。

スウェーデン   BRIS（ブリース）   子どもの電話相談  

BRIS入口 近隣風景。市街地に位置している。
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     （健康生成論   Salutogenesis）

ユダヤ系米国人の社会学者アーロン・アントノ

フスキー博士（Dr.Aaron Antonovsky）が開

発した、虐待を受けても身体的に健康でいら

れるための方法。

①子どもが、自分の置かれている状況を知る。

       ＝ Knowledge

子どもは、なぜ里親に預けられたのか、な

ぜ母親の精神状態が悪いのか等、現状に到っ

た理由が分からない。子どもに自分の状況を

認識させ、子どもの権利について教え、サポー

トを得られる場所を伝える。    

　　　
②子どもが、出来事の内容を理解し、どのように

    行動につなげられるかを考える。

       ＝ How to handle 

1回目の電話やチャット等のやり取りで子ど

もを取り巻く環境を聞いた上で状況を判断し、

次に、信頼できる大人（学校の担任の先生、

祖父母等）に話をするように示唆する。子ども

は深く傷付いており、受け身である。電話を

かけてくれたことを称賛し、勇気づける。アク

ティブに行動化できるように方向付けをする。    

③子どもが希望を持つ。＝ Meanings

直面している厳しい状況にも、くじけずに

戦い続けることが大切であるということを伝え

る。BRISは困難な問題を改善していった子ど

もたちのケースを多く知っているため、具体例

を話し、悩んでいるのはあなただけではないこ

と、助けを得てあきらめずに行動することで厳

しい状況を克服した人が多くいることを伝える。

　　　　　　

（2） 支援プログラムの作成および政府への

     ロビー活動

①両親の離婚等、さまざまな悩みにあわせた子

ども向けプログラムを作成する。 

②子どもたちの代弁者となり、子どもたちの問題

やニーズ、要望を社会に訴え、政策や法律に

反映するよう求める活動をしている。

4. スタッフ

（1） 職員……60名　

人材の質を重要視している。子どもに関わっ
たことがある経験者、そのための教育を受けて
いる人に加え、BRISでもトレーニングをする等、
人材育成を行っている。

（2） ボランティア…600名　

精神科医、心理士など様々な職種の人がいる。
①ボランティアになるための面談
最初の面談は1時間30分で、子どもと話した
り悩みを聞いたりした経験をできる限り具体
的に聞き、チェックリストを用いて7つの面を
みる（1. 子どもと当該分野に関する知識、2. 
助けが必要な子どもと会って会話をもった経
験、3. 人間としての成熟度、4. 堅実・健全さ、5. 
協調性、6. 共感能力、7. コミュニケーション
能力）。また、記憶をもとにケースを明確に説
明できるか、大人が聞くのもつらいことを子ど
もが話す場面での「子ども視点」をその人物
はどう捉えているか、等にも焦点があてられる。
②ボランティア認定後の育成
2日間の集中トレーニングを実施し、メソッド
に基づき、子どもたちにどのように話をするか
というロールプレイをする。その後、実際に子
どもと話をする現場で3～4度指導をする。も
し、ボランティアとしての適性がないと判断さ
れた場合は、話し合い、改善を求める。その
上で変化が見られない場合は辞めてもらうこと
もある。

ボランティアの要件はとても厳しい。
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5. 昨年度の実績

（1）相談件数……2010年度で約2万4,000件

　電話：1万3,500件、Eメール：7,500件、

　チャット：3,000件

（2） 性別分類……女子：80％、男子：20％

（3） 平均年齢……14歳　　　

（4） 相談内容（主なもの）
①友達同士の問題（いじめに関するもの以外）

②学校での問題　　　　　　　　　　　　　 

③恐怖や不安なことについて

④家族内、親との問題

⑤学校でのいじめに関すること　　　　　　　 

⑥恋愛について　　　　　　　　　　　 

⑦孤独や疎外感について

⑧性的虐待、身体的虐待について（それぞれ延べ

1,500件。虐待については、1人が、同じ件で複

数回にわたり相談してくることもある）。

⑨心理的な虐待について（ 延べ1,100件で年々増加

傾向にある）。

6. 相談から見えてくるもの

子どもたちの訴えには、親、学校の担任の先生、

精神科医などの大人たちが自分たちの言い分、話

を聞いてくれないというものが多い。親に身体的虐

待を受け、それを周囲の大人に発信したが、信じ

てもらえなかったり、知らないふりをされたりして、

行動を起こしてもらえなかったという相談が近年増

加している。このような状況では、子どもは大人に

二重に裏切られる経験をし、健全な生活を与えて

もらえていない。BRISではこれを心理的虐待と捉

えている。

虐待への反応としては、①受け入れてしまう、 ②

向かっていき、反抗する、③解離の3パターンがあ

る。受け入れてしまうパターンでは、その子ども自

身が親の代わりになり、親の役割を果たしてしま

う。例えば、親がアルコール中毒ならビールの空き

缶を集めて掃除したり、兄弟の世話をしたりする。

このようなタイプの子どもは、思春期にさしかかり、

自分がしていることはおかしいのではないかと疑

問を抱き、状況回避のために自殺することも少な

くない。長期間、誰も助けてくれず、子どもも自分

からは動けずに虐待環境にいるため、PTSDの反

応が出る子どもも非常に多い。そのような子どもが

BRISに電話をかけてくる。　　　　　　 　 

大人（子どもを世話する立場の人間）と子どもの

間にはどうしても壁ができてしまう。たとえ、その

子に話を聞こうと傍に大人が付いたとしても、語り

切れないほどの虐待を受けてきていて、十分には

話せない。恥ずかしくてその事実を大人に話せな

かったり、自分の中で消化できていなかったりも

する。親が脅して話せない場合もある。その点、

匿名制の電話、チャットなら気持ちをはき出せる。

電話1回くらいで全てを知ることはできないが、電

話やチャットを何度も何度も繰り返す。しかし、そ

れでもすべてが得られているとは限らない。

親がSWに話すことが事実と異なりショックを受

けている子どもも多い。大人だけで問題を解釈し

解決すると、子どもを疎外してしまうことになる。

子どもからの見方、視点が重要である。

7. 所感

ソーシャルサービスが介入して得た子どもたちに

関する情報は、必ずしも本当とはいえない。虐待

を受けている子どもたちは、話したことを親に知ら

れ、親から更なる虐待を受けるのではないかという

恐怖を特に感じており、本心を語ることができな

い。また、自身が真実を語ったとしても、周囲の

身近な大人たちがそれらを聞き入れず、裏切られ

る経験をしている。BRISは、匿名の電話やチャッ

トで発せられる子どもたちの本当の声に耳を傾け、

問題の本質を捉える重要な役割を担っている。子

どもの視点に立ち、子どもたちの本心を見極め、

何が問題かを明らかにし、子どもたちの代弁者に

なって社会に訴えていく・・・それはまさに子ども

の権利擁護につながる取り組みではないだろうか。  

（林　康次郎）
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ダニエルさん

●BRISでは、活動報告や子どもたちの声、悩み、相談、訴えを集計、分析してレポート等を
　発行している。出版物にはスウェーデン語と英語のものがある。
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「子どもたち自身が抱える様々な悩み、思いを
ありのまま表現でき、受け入れられる場所」
「誰にも言えない困ったことを匿名で話せる場
所」BRISが存在することをポスターやカード
を通して社会全体に広めている。一人でも多く
の子どもの本心を汲み取り、未来ある子ども
たちの健全育成を目指している。

▲ ポスター 「アイドルたちもみんな小さかった」

▲名刺大カード

▲名刺大カード

◉トランプ大カード 有名人の子ども時代を紹介。「みんな悩みはあったけど、あきらめずに頑張り、夢を
叶えた」というメッセージとともに、BRISの利用方法が案内されている。

～BRISのPRポスターとカード～～BRISのPRポスターとカード～
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訪 問日 時：2011年9月5日 PM

住　　　所：Berntorffsgade 17, København

取材担当者：インゲ・オーゴー・ニルセン

（敬称略）      マリー・ルイーセ・スウェンセン

                     ペニレ・ハンセン

                     カトリーヌ・フーベ・イプセン

                     （コペンハーゲン市社会福祉部職員）

1. コペンハーゲン市について

デンマークの首都であるコペンハーゲン市は、

人口約54万人で、国民の1割が住む国内最大の都

市である。

市が所管するのは、社会福祉（健康保険、小中

学校、失業者対策、インテグレーション、外国籍・

移民）、環境及び技術開発、電気、上下水道、文

化余暇活動等である。これら分野の施策は、市議

会が決定する。市議会の議席数は55、議院の任

期は4年である。議員はほとんどがボランティアで、

他に本業を持つ。

市議会には7つの常任委員会があり行政部門を

組織するが、その一つに社会福祉常任委員会があ

る。社会福祉常任員会には、児童青年常任委員

会のほかに、家庭、精神、障がい、アルコール・

薬物、ホームレス問題等への対応委員会がある。

社会福祉常任委員会の下に、実際の行政サービ

スを担う市の社会福祉部がある。社会福祉部の職

員数は約6,000人で、保育所や施設スタッフ、社会

福祉の事務職、セラピストがそれぞれ3分の1ずつ

を占める。

2. コペンハーゲン市児童青年常任委員会

（1）概要

コペンハーゲン市の児童人口は11万人弱で、

そのうち1,400人が家庭外に措置されている。措

置の大多数は保護者の同意を得ているが、同意

を得られないケースもある。そうしたケースについ

て措置決定権を持つ委員会が、児童青年常任委

員会である。

（2）メンバー

・  地方裁判官　1名　

・  臨床心理士　2名

・  市議会議員　2名（任期4年間継続担当）

委員会の進行は裁判官が務め、議員のうち1

名が委員長となり緊急・暫定的決定権を持つ。

（3）通告からの流れ

一般市民、保護者、教師や保育士等子どもに

関わる専門職が通告。

　　　      

ソーシャルサービスのSWが家庭状況を調査

し、治療や措置等の支援を決める。その中で

・  支援をしたが効果がなかった場合

・  保護者がソーシャルサービスの判断に同意し

ない場合（強制措置を行なう支援は「保護者

の同意によらない行政施策」と呼ばれ、家庭

外措置の約10％にあたる）

　　　      

　当該委員会に事案が移される

歴史を感じる
市庁舎

デンマーク   コペンハーゲン市児童青年常任委員会
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（4）委員会における審議

①委員会はデンマークソーシャルサービス法46

条に基づいて進められる。46条には、可能な

限り児童の意見を尊重すること、家庭外措置

の実施前には十分な予防措置を行わなければ

ならないことが明記されている。保護者と12

歳以上の児童には無料の弁護士支援があり、

保護者・児童へは審議情報が公開され、審議

決定前に弁護士を通じて意見陳述ができる権

利及び弁護士同伴で会議に同席する権利が

保障されている。審議は、専門家による調査、

措置先での支援計画、子ども本人との面談内

容についての資料を揃えて行う。

 （ただし、事態が深刻で子どもに危険や不利

益が及ぶ、また重大な人権侵害の恐れがある

場合は、緊急決定がなされる。右の＜コペン

ハーゲン市の児童虐待対応＞参照）。

②委員会は週に1～2回開かれ、1度に複数の

事案を審議する。審議内容は多数決で決定

する。

③委員会の決定内容に親の同意が得られない

場合は、国の不服申し立て審議会（89ページ）

にケースが移される。事案のうち、50％程が

不服申し立てを行っている。

◉コペンハーゲン市の児童虐待対応について◉

緊急対応について
　危険な状態の家族については、市の子ども家
庭センター（91ページ記載の「ブロンスホイ・
ソーシャルサービス」等）からの通報を受け、
簡易文書にて児童青年常任委員長に報告がな
され、委員長が必要な決定を下す。その後1週
間以内にその他の委員の同意を得、再度決定す
る。決定内容は、無料の公選弁護士の連絡先
とともに、24 時間以内に家族に伝えられる。

性的虐待対応
　コペンハーゲン市では、特別に専門チームが
設置されている。警察と連携しながら、SWが
子どもの対応（立件への調査）をする。その後
のケアはソーシャルサービスに託される。

ネグレクトの発見について
　就学前児童のほぼ全員が保育所を利用してい
る。そのため様子がおかしい場合は保育所で気
づかれることが多い。例えば栄養状態の悪さな
どからネグレクトを疑う場合、保育士が保護者
と話すが、非協力的な保護者に対しては、SW
による家庭訪問がなされることもある。
行政と保育所等とのやり取りは保護者の同意の
もとに実施することが鉄則。そして記録情報も
開示する。

虐待の通告義務についての罰則について
　デンマークでは、虐待やネグレクト、不適切
な養育を発見した場合、通告する義務が一般住
民に課せられているが、公的分野の従事者には
より強い通告義務があり、それを怠ると刑法に
より罰則がある。
　コペンハーゲン市では、虐待やネグレクトの
早期発見と対応のため、保育所と学校に SW
を配置することを始めている。
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■コペンハーゲン市の家庭外措置について

＊入居施設の予算は3億5,200万クローネ
 （53億3280万円 視察時１DKK＝15.15円のレートで計算） 

1

2

3

4

5

6

530

583

224

163

109

56

31

39

11

10

6

3

（人）措置先の種別 （％）

◉入居施設
　グループホームを含めて
　3名以上は入居施設。最大30名

◉「自分の部屋」
　自治体が所持するアパートに
　一人または指導員とともに生活
　する形態

◉社会教育的中間施設
　矯正的機能を備えた、施設と
　家庭の中間のような施設

◉ネットワークケア
　親族宅や知人宅など、子どもと
　関係のある家で養育する

◉寄宿舎制の学校 及び
　エフタスコーレ（特別な学校）

◉里親

1

2

3

4

5

6

8

4

3

4

9

2

施設の種類 （ヵ所）

就学児（通学している子ども）対象の
通所及び入居施設（6～18歳）

入居施設（0～18歳）

緊急施設（5～18歳）

特殊施設（6～18歳）

被害を受けた、あるいは
非行がみられる青年（12～18歳）

家族セラピー、あるいは
心理的なコンサルティング施設
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訪 問日 時：2011年9月5日 AM

住　　　所：Amaliegade 25, København

取材担当者：カーン・ダリーン（ジュリスト）

（敬称略）      リッケ・リンホルト・ユール（ジュリスト）

1. 概要

1973年に設置された社会省管轄の審議会。審

議会全体では300名のジュリスト（法律家）を擁し、

デンマークの各コムーネ（自治体）による社会福祉

に関する決定に対する不服申し立てを審議する。

社会福祉には、労働問題、年金問題、社会保障

手当、児童の問題等が含まれ、2010年の審議数

は約25,000件で、児童部門の事案は約1,000件。

児童部門では、例えば前述（86ページ）のコペン

ハーゲン市児童青年常任委員会での措置決定に対

し、保護者や児童（12歳以上）が不服を持った場

合、当審議会がその申し立てを受け付け、再度審

議を行って最終的な措置決定をする。

2. スタッフ（児童部門）

児童関係の専門家を中心に30名。多くはジュリ

スト、臨床心理士、児童心理学者、児童精神科医

など。

3. 審議会の内容（児童部門）

（1）週3回、不服申し立て会議を行い、一回の会議で、

　    6～7件の事案を審議する。

（2）会議の構成員

審議会ジュリスト2名、異業種の専門家2名※

の合計4名に審議の投票権がある。1名のジュリ

ストが議長を務め、票が割れた場合は議長に決

定を委ねる。
※ 異業種の専門家について

 社会省には異業種の組合・団体推薦で選ばれた

50名の専任スタッフがおり、順番で各部門の審議
を担当する。専門家とは違う一般の感覚を審議

に反映させる狙いがあり、裁判員に似た立場で判

断に関わる。

（3）その他出席者

・ 児童臨床心理士。必要に応じて参加し、オブ

ザーバーの立場で指導や助言を与える。

・ 保護者。親権の保持者は弁護士とともに出席

する権利があるため、ほとんど出席する。

・ 2010年から12歳以上の児童も弁護士をつけ

て出席できるようになった（以前は15歳以上

の権利だった）。完全情報公開が義務付けら

れているが、様々な経験をして傷ついた子ども

たちが出席する場合には配慮が必要である。

そのため児童臨床心理士や精神科医の支援

は欠かせない。

（4）審議結果について

不服の場合は、さらに裁判所へ申し立てるこ

とができる。

4. 申し立てについての新たな傾向

虐待やネグレクト等の通告は、各地方自治体に

なされるのが基本だが、「自治体が何もしてくれな

い」等の理由で、国の不服申し立て審議会に直接

事案を持ち込むケースが増えてきている。

通告を受け取ると、地方自治体の対応の是非を

判断し、事案を審議会にかけるか、市に審議を行

うよう指令を出す。2010年は441件の通告が持ち

デンマーク   国の不服申し立て審議会
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込まれ、うち102件について審議会が支援決定を

行った。

直接通告の増加は、社会が荒れてきたためか、

国民の責任意識が強まっているためか、理由はま

だ定かではないと担当者は語っていた。

5. 所感

デンマークでは、家庭外措置の決定に際して期

間を設け、子どもや親と十分に話し合いをし、丁

寧な調査を重ねている。その上で、その決定に納

得できない場合は、国に対して不服を申し立てるシ

ステムが整っている。子どもの意見表明権の尊重

と弁護士によるフォローなど、丁寧な対応がなされ

ている。不服申し立ての審議や決定にあたっても、

法律や児童心理の専門家の視点と、市民の代表で

ある多くの立場の人の参画により、市民感覚が反

映されている。これは、「社会で子どもを守り育て

る」理念を象徴していることだと思う。また、そういっ

たバックアップシステムの存在が、現場のソーシャル

ワーカーを支えることとなり、ケースへの責任ある取

り組みを可能にしているようだ。

我が国でも、子どもたちの笑顔と未来を守るた

めにも、司法を含めた更なるシステムとしての横断

的連携や法律の整備と「社会で子どもを守り育て

る」という理念の浸透が必要ではないだろうか。社

会的養護ではなく、社会養護という動きを作って

いきたい。　　　　　　　　　 　   （坂口　明夫）

カーンさん、リッケさん、通訳の田口繁夫さん、松本団長

不服申し立ての仕方を説明するパンフレット
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訪 問日 時：2011年9月6日 PM

住　　　所：Brlønshøjvej 17, 2700 Brønshøj, 

                     København

取材担当者：アネ・スティーンベア

（敬称略）      クリスティーナ・ミケルセン

1. 概要

人口約54万人のコペンハーゲン市にある8つの

ソーシャルサービスのうちの一つ。所管する地域の

人口規模は約8万人。スタッフは約90人。年間予

算は1億6千万クローネ（24億2400万円  視察時レー

ト1DKK＝15.15円で計算）。

「子ども家庭センター」といわれ、困難な問題を

抱えサポートを必要とする18歳未満の子どもとその

家族からの相談を受け、支援や指導を実施する。

身体的・精神的虐待や不適切な養育に関する通告

に対する情報収集と調査も行う。学校・警察など

と協力しながら、問題解決に取り組む。提供する

サービスのほとんどが無料である。

2. 任意の相談

任意の相談件数は年間約350件。

相談は、助言や指導等のコンサルティングを行う

のを基本とする。

アプローチの基盤としてSoSA（54ページ参照）

を用いている。

（1）相談に対する支援の具体例

①保育所等利用料金の免除措置

　毎日学童保育所などに行くことが子どもに

必要と判断された場合、その保育料を無料に

する。

②養育支援

養育の支援が必要な家庭に、資格を持った社

会教育者（ペタゴーグpædagog）などその経

験がある人をサポートパーソンとして配置し、

しつけなど家庭生活を支援する。

③家族カウンセリング

家族の日常生活をビデオで撮影して、その中

で改善すべきこと、問題の原因となることを見

つけ出し、アドバイスを行う。

④子どもと家族の一時的施設滞在支援

子どもと一緒に保護者も一時的に施設滞在さ

せ、保護者の子どもに対するしつけ、対応能

力を高める指導を行い、保護者としてのあり

方の強化を支援する。

デンマーク   ブロンスホイ・ソーシャルサービス
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⑤レスパイトケア

1ヵ月に数回週末など特定の日に、里親宅な

どに滞在させ、親の子育ての負担、あるいは

子どもの負担の軽減を図る。ショートステイの

ような滞在もある。

⑥コンタクトパーソンの配置

年長の児童・青年をサポートするため、社会

教育者、子どもを担当した教師、退職後の警

察官、サッカークラブのトレーナーなどをコンタ

クトパーソンとして配置し、子どもと親との関

係、子ども同士の関係など、子どもを取り巻く

人間関係の改善に取り組む。

3. 通告からの流れ

（1）通告

センターには、月間60～130件の通告がある。

大多数が学校、保育所等の専門職から寄せられた

ものである。

デンマークでは国民に通告義務があり、その義

務は公的機関職員により強く課せられている。

（2）調査

①調査規定

通告を受けた時点から4ヵ月以内に調査を終

了しなければならない。調査項目には、保育

所、学校などでの状況、健康状態、余暇状況、

家族状況などがある。年齢によるが、できれ

ば子どもの意見も聞き、可能な限り家族に協

力を得て調査を行うことが法律で定められて

いる。調査結果によって、子どもに対する支援

の適否、内容が明確になる。

2010年は、調査対象ケースの約40％が何らか

の支援を必要としていた。

②調査内容の開示

調査内容は全て児童と保護者に開示しなけれ

ばならない。ただし、例えば母親が父親に対

して発言した内容の一部など、児童や保護者

に大きなショックや悪影響を与える可能性のあ

る事項に関しては、例外的に内容を伏せるこ

とができる。

調査結果に対する専門家のコメントに関しても

開示しなくてはならない。

当事者が求めれば、過去の資料も開示する。

公的文書は最低20年間保管されるため、さ

かのぼれる限りは開示する。たとえば、0歳

で家庭外措置された児童が22歳になり資料

の開示申請を行った場合、保管されている資

料を開示する。

里親などには支援計画が渡され、プライバ

シーに関わる資料は開示されない。

（3）行動命令

センターは保護者に対して、学校の送迎、門限

の決定、研修への参加などの行動命令を出す。家

族が守らない場合、子ども手当の支給を停止する

ことができる。児童や青年にセンサー付きのリング

を足につけて監視する措置をすることもある。（た

だし1年間に3ヵ月以内と決められている）。

  ●通告義務について

公的サービス従事者と一般市民の通告義務

に関するソーシャルサービス法条文。

①公的サービス従事者（153条）

　公的機関の職に就いている者は、職務中、

18歳未満の児童に特別な支援が必要である

と推定される要素を見た、聞いた、あるい

は発見したときには、当局へ通告する義務

がある。疑いだけでも義務として通告しなけ

ればいけない。またこの通告義務はまだ生

まれていない子どもの安全に関しても適用さ

れる。

②一般（154条）

　国民はすべて、児童青年が何らかの暴力を受

けている、健全な生活を妨げられていると聞

いた、あるいは見た場合に当局に通告しな

ければならない義務を負う。
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（4）家庭外措置

①措置先
家庭に留まるのが不適切と判断した場合、里
親あるいは施設へ措置する。多くの保護者は、
措置の決定に同意する。当センターでは2010
年、230件の家庭外措置があり、その2割が
家族の同意を得ない強制的措置であった。こ
れはコペンハーゲン市のセンターの中で最も高
い割合であった。
措置先は、子どもの安定的な環境と生活形態
の継続性を重要視し、できるだけ家庭に近いと
ころを優先する。家庭外へ措置された子どもが、
また別の施設や里親へ措置先を変更すること
がないよう注意している。同様に家庭復帰につ
いては、親との関係が良くなってきたからと安
易に帰すことはせず、長期にわたり家で生活で
きる状態であることを確認してから判断をする。
②支援計画
家庭外措置の場合、調査が終了する4ヵ月以
内の支援計画作成が義務付けられている。
③子ども中心の支援
家庭外へ措置するときは、子ども本人との面
談を行うことが義務付けられている。子どもと
話し合う、子どもの意見を聞くことを重視し、
低年齢の場合には何らかの方法で様子や状態
をうかがいながら子どもが求めていることを確
認していく。

4. 所感　
子ども手当の支給停止措置、センサー付きリン

グでの管理措置等、強い行動命令を下すことがで
き、ある面では日本の相談支援システムに比べ、
ソーシャルワークの権限が強く感じられた。一方で、
調査内容の開示を含め、ケースに応じて様々な支
援施策を用意するなど手厚いサービスを実現してい
る。さらにそれらを通じ支援の必要性を説いてい
る。強い説得力を伴っているからこそ、行動命令な
どの厳しい指導ができるのであり、権限だけが強
いのではないことを感じさせられた。また発生した
問題への「処置」よりも、リスクをなるべく早い段
階で発見・解消し重大な事態を回避すべく「予防」
に注力する方向へ転換してきた点も見習いたい。
日本でも始まりつつあるが、学校や保育所にSWを
置くなどの活動を通じて活発化させていきたい。                                    

（福田　義浩）

精神的に不安定な母親を
対象にしたネットワーク
グループ 

 24h 電話相談の案内　

●コペンハーゲン市ソーシャルサービスが一般に配布しているリーフレット

薬物・アルコール問題への支援案内 
『薬物、アルコールの問題、
あなたとパートナーは大丈夫？』　

　民間機関「チームスリー」による子どもを
　家庭外へ措置された親へのサポートパーソン
　支援の案内（ソーシャルサービス法54 条に
　定められた親の権利）

アネさんとクリスティーナさん



94

DENMARK

訪 問日 時：2011年9月8日 AM

住　　　所：Helenevej 5, Middelfart

取材担当者：ローネ・モンク（センター長）

（敬称略）      ギタ・エレイ（ファミリーカウンセラー）

1. 概要

1999年ミゼルファート市が設立。人口3万7千人

の当市の家族を対象に無料で相談対応・支援提供

をしている。子どものしつけ、家庭内暴力、薬物

依存、夫婦間の問題等に対して必要な支援を行う。

基本的には、市のソーシャルワーカーの調査の後、

その要請に基づいて支援するが、時に任意の予防

的支援を行うこともある。予算は市と国の助成金

で賄われている。

2. スタッフ

ファミリーカウンセラー14名。コンタクトパーソン

3名。これらのスタッフは、社会教育者、SW、臨

床心理士で構成され、青年の薬物使用、性的暴

力、暴力をふるう児童、自虐的行為、自殺願望、

障がい児を持つ家族のリスク、里親へのスーパー

バイズなどについて研修を受け、専門性を深めて

いる。

3. 対象

0～18歳の子どもとその家族。

現在約100家族と関係を持ち、約250人の子ども

と関わっている。相談が多いケースとしては、ネグ

レクト、精神疾患の親、薬物依存、知的障がい、

性的暴力が挙げられる。

4. 支援内容

（1）在宅支援

通常家庭で行われるべきものができない家庭

に対し、親としてのロールモデルを示す形で支援

を行なう。例えば、新生児を抱えた母親を支援す

る場合、朝から夕方まで指導員を派遣し、保育

所への送り迎えから家事の手伝いまで、きめ細か

く、手厚い支援を行う。必要に応じて家庭外措

置を検討する。

（2） 家族治療

多くはセンターでセラピーを行うが、時に在宅
で行う場合もある。セラピーの対象は、家族全
体も個人もあり得る。必要があれば成人のセラ
ピーも行う。家族の構成員複数が参加し、家族
機能を話し合うこともある。例えば、暴力をふる
う父親の場合、父親自身もその父から暴力を受
けていたことがわかり、治療が進むことがある。
夏には、家族のグループセラピーとして、一週間
の“家族セラピーウィーク”を設けている。

（3）予防的支援

家族がSWに連絡し、調査の結果、深刻な問

題ではないと判断された場合でも、5～10回の
短期面談を実施することがある。さらに、市か
らの要請ではない一般家庭等からの任意の問い
合わせにも対応しており、最高3回までの面談を
行う。例えば、十代の若者の反抗、離婚話のも
つれへの相談対応である。

（4）子どもへの治療

身体的、性的虐待被害児への治療は、親や
里親、親族など子どもに近い人々に関わってもら

うことが重要である。被害にあった子どもは言

葉で感情を表せないことが多いので、面接では

しつこく質問しないように注意する。

デンマーク   ミゼルファート・ファミリーセンター



95

治療には、ノルウェーのハルドール・ウーベレー

デの理論を用いている。子ども本人と養育者、

セラピストの3人で面談し、セラピストは、子ども

の反応をキャッチし、自尊心の回復を助けて普

通の生活ができるように導く。施設見学の際、

ハンモックのかかった面談室で説明を受けた。

セラピストは子どもに直接向かい合わず、養育者

に対して話しかけ、子どもの気持ちを想像し表

現する。するとハンモックにのって網目から母親

とセラピストをのぞき見していた子どもが、ぼそっ

と本音を述べたり、問いかけられていなくても会

話に入り、そのテーマについて話し出したりする

こともあるという。

グループセラピーも行っている。子どもたちは

連帯感を持ち、他の子どもたちへアドバイスをす

る。“自分が何をすべきか”は難しいが、他人の

ことを考えるのは比較的容易だからで、他者へ

の提案がそのまま自分への提案となることもあ

る。特に、暴力、性暴力の被害児はグループセ

ラピーが効果的であろうが、性的暴行を受けた

子どもだけを集めるのはよくないかもしれないと

のことであった。

（5）里親への支援

里親を含めた家族セラピーを行う。

（6）他機関との連携（ネットワーク会議の開催）

当センターのSWがコーディネートし、多分野の

専門機関によるネットワーク会議を行う。多分野

とは、市のSW、看護師、保健師、教員等々で

ある。立場によって視点も異なるため、様々な専

門職が意見を出し合い、連携することが重要で

ある。

また、NPO「セーブ・ザ・チルドレン」やその

他の自助団体との連携も重視している。

5. ファミリーセンターの裁量と評価の在り方

センターの裁量は大きく、具体的な支援内容に

ついてセンターが決定することができる。また、セ

ンタースタッフ個人に委ねられている部分も大きい。

支援開始3ヵ月後、市のソーシャルサービスに中間

報告書を提出し、調査を実施したSWと共に経過

を評価する。その半年後にもう一度、報告書を基

に支援内容について会議をする。支援の終結につ

いてはその都度評価会議を行う。

6. 所感

視察先の説明者は、在宅支援であることを何

度も強調していた。コペンハーゲンのような大都

市には様々な専門機関が存在するが、このミゼル

ファートは人口3万7千人という比較的小さな自治

体である。そのため、在宅で、如何に手厚く支援

するかということが重要な課題となる。必然的に、

支援は家族全体を対象とする在り方になり、高度

な社会福祉サービスの実践という結果につながっ

ていた。

今後の課題としては、経済的な問題が挙げられ

た。事業の効果が十分でないと予算が削減される

面談室

子どもはハンモックから親とセラピストの会話をうかがう
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可能性があるとのことである。効果を評価する視

点の一つに、家庭外措置を増やさないということ

がある。そのため、まずは予防的支援が重要になっ

てくるのだが、センターの存続のため、例えば、家

庭外措置が最良の手段と考えられる事例でも、そ

れをせず困難な在宅支援を行うということがあって

はならないとの説明を受けた。　　　（永野　耕平）

左から、ローネさん、松本団長、ギタさん

BBIC アセスメント指標（デンマーク語）
BBIC はデンマーク及びスウェーデンの
ソーシャルワーク等多機関が共有している

子どもから大人まで匿名で家族に関する
相談ができるホットラインの案内
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訪 問日 時：2011年9月6日 AM

住　　　所：Dalvangsvej 108 2600, Glostrup

取材担当者：メテ・オーヴェ（施設長）

（敬称略）      ヘレ・ジューン（臨床心理士）

1. 施設概要

1966年設立。0～6歳までの情緒や行動に問題

を抱える子どもが入所し、治療的生活を通して問

題を改善し、家庭あるいは里親家庭で安定して暮

らせることを目指す施設。「子どもの家」という民間

の全国組織がコペンハーゲン市からの委託により

運営している。コペンハーゲン市には同種の施設

が3ヵ所あるが、認可施設の中ではここが最大規

模である。

2. 支援対象

（1）子ども

0～6歳児で、定員は18名。

良好な人間関係を結べない子ども、脳神経の

損傷による言語障がい・運動障がい・身体的困

難を抱える子ども、恐怖感の強い子ども、睡眠

に問題のある子ども、暴力的・排他的・多動な

子ども、発達的な遅れがみられる子ども。

（2）親子

家族で入所し、生活をしながら親子で健全な

生活を送れるようにする。最大3組の家族が入

所可能である。

（3）里親

2011年9月現在、当施設から里親に移った10

組の子どもたちと里親家庭を支援している。

3. スタッフ

常勤スタッフ  45名。

その他、非常勤職員が多数（週30時間程度の

勤務）。

4. 支援機能

（1）入所治療

・ 0～3歳児のユニットと3～6歳児のユニットに

区分されている。

・ 1ユニットに日勤者が4～5名配置される。主

担当、副担当の担当制。

・ 入所後、「規則正しい」「安心できる」「先が見

通せる」生活を送れるように支援する。

・ 2010年実績は、退所12名、家庭引き取り7名、

ネットワークファミリーケア5名。

・ 平均入所期間は1年半。

（2）家族療法

3家族の滞在対応が可能となっている。家族

のニーズ、状況に応じて、個々のプログラムを作

成する。母子の会話を聞き、具体的なアドバイス

施設長

臨床心理士

ファミリー
セラピスト

その他職員

1名

3名

2名

10名

ソーシャル
ワーカー

社会教育者
ケアワーカー

調理担当職員

嘱託

2名

25名

2名

児童精神科医
小児科医
理学療法士
言語療法士

デンマーク   グローストロップ観察治療センター 乳幼児のための入所治療施設
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を行う。また、家族の様子をビデオ撮影し、ど

のような状況下であったのか振り返りをする。基

本的な生活（掃除ができない、片付けられない

等）ができない家庭が多く、入所後は規則正し

い生活を送るよう指導することから始まる。また

退所後は、家庭訪問による出張セラピーで適切

な支援と指導を実施している。家庭訪問は全職

員が交代で対応するようにしている。毎日3時間

家庭訪問をして指導する家庭もあれば、2週間に

1度の家庭訪問で済む家庭もあり、個々に見合っ

たアフターケアを実施している。

　

（3）里親支援

支援方法を独自に考案し、里親を開拓してき

た。家庭復帰することが最善と考えているが、

それが不可能な場合に専門の養育者によって

生活の連続性を保障しようとしている。施設職

員自らが家庭訪問をして良い里親を探し、子ど

もの特性を考慮しその子どもに合った里親との

マッチングを行う。時間がかかる作業だが、子

どものために根気よく取り組んでいる。マッチン

グを成功させるため、「子ども」「子どもの家族」

「里親の家族」の三者を正しく理解することを重

視し、それにより多くの問題を解決することがで

きている。当センターはコペンハーゲン市と連携

を取り、1ヵ月に1度家庭訪問をし、「子ども」「里

親」それぞれと面接を実施している。また、実親

と子どもが面会することができる環境設定も行っ

ており、里親の下で安定した生活を送ることと、

実親との良好な関係を構築することを大切にし

ている。

5. 運営方針

子どもたちの生活を基盤とし、その上に4つの柱

～ がある。

6．人材育成

臨床心理士が子どもを直接ケアするスタッフに対

して適切なアドバイスを与えサポートすることを、重

要な責務としている。

（1）グループスーパービジョン

3名の臨床心理士が12名ずつのグループで子ど

もを直接ケアする社会教育者やケアワーカーを育

成しており、2週間に1回の割合でグループスーパー

ビジョンを実施している。必要であればこれに限ら

ず個別の相談にも応じている。日常的に子どもと

一緒に生活するスタッフが、子どもの様子を詳しく

記録し、臨床心理士はその記録を通してスーパー

A

B

：ビジョン・管理運営・理事会・スタッフ・予算

B：ここで暮らす子どもたち・里親・
   ファミリーセラピー・その他支援

：記録と評価
   オーフス大学の研究者がサービスを評価

：環境療法

：ソリューション
   具体的な問題解決

：関係機関との連携
   コペンハーゲン市等のSWや地域の保育所、
   病院、家族等との連携強化

～運営方針の説明～

4つの柱

屋根

基礎

A
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ビジョンをし、会話しながらお互いに理解を深めて

いく。集団でのスーパービジョンは、表現すること

が難しかったり、恥ずかしかったりすることもある

が、問題を共有し、「1人で抱え込まないこと」に重き

を置いて、問題の解決及び軽減を図っている。

（2）研修

内部の研修で終わらせず、外部研修へ赴いた

り、外部から講師を招聘したりし研修の充実を

図っている。

7．所感

人員配置が厚いことに驚いたが、グローストロッ

プの人員配置がデンマーク内でとくに優遇されてい

る訳ではないとのことであった。日本では児童福

祉分野の最低基準が、昭和51年以来久々の見直し

となったが、厳しい状況に変わりがなく、先進国

に追い付いていないことを実感させられた瞬間で

あった。

また、ここグローストロップでは施設職員が独自

に里親の開拓・マッチングを行い、15年の実績を

積み重ねている。施設独自で行っている最大の理

由は里親家庭に引き取られた後、子どもがより良

い生活を送れるようにフォローするためである。日

本でも社会的養護における「里親」の役割を拡大し

ようと推進をしている。しかし里親制度の舵取りを

どこの機関が担っていくのか等、里親制度への取

り組みについては課題が山積している。社会的養

護を充実させるためには「子どもは社会全体で育て

る」という国民一人ひとりの意識を高め、里親への

教育を含め里親制度を充実させることが急務であ

ると感じた。　　            　　　   （冨岡　美奈子）

グローストロップ案内パンフレット

メテさん

ヘレさん



100

DENMARK

109

110

111

112

114

115

116
118

119

120

122

100

101

102

103

113a

113b

117a117b
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106
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食堂

食堂

0～3才
（ひまわり組）

１０５、１０６、１０７、１０９
定員：9名

3～6才
（コンパス組）

１１３、１１６、１１８、１１９、１２０
定員：9名

プレイ
ルーム

リビング
ルーム

ロッカー
ルーム

ダイニング
ルーム

プレイ
ルーム

ダイニング
ルーム

トイレ
バスルーム

トイレ
バスルーム
（2つ）

キッチン

バスルーム

キッチン

トイレ

事務所

事務所

玄関

104

121

◉ 2～3 名で1部屋使用。
◉兄弟での入所については同じユニットにする等の配慮がされている。
◉別フロアに家族で利用できる部屋がある。

グローストロップ 1階間取り図

●事務所

●ダイニング
●セラピールーム
　上は箱庭。下のウォールポケット
　に入った人形はセラピーで使う。

●キッチン
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訪 問日 時：2011年9月7日 AM

住　　　所：Nørre Voldgade 80 1358, København

取材担当者：マズ・ロケ・クラウセン

（敬称略）      （所長、経済学（社会政策）修士）

　　　　　　ペニレ・カールセン

　　　　　　ハネ・シムリング（SW）

　　　　　　カリーナ・ボチルデ・ニルセン

　　　　　　（臨床心理士）

　　　　　　メテ・コリング・アナセン

1. 概要

1983年設立以来マザーヘルプでは、危機的な

問題を抱えた子どもと女性に対して、専門的かつ

人間的な支援をすることを倫理的・人道的義務と

捉え、活動を続けてきた。マザーヘルプ相談セン

ターは国内三大都市（コペンハーゲン・オーデンセ・

オーフス）にそれぞれ1ヵ所ずつ設置され、心理カ

ウンセリング治療（個別及びグループ）・法律相談・

電話相談等、無料での支援を行っている。

また支援には、結果を出すことが重要であると

考えているためにデンマーク商科専門大に研究依

頼し、様々なデータを利用しながらシングルマザー

の状況を調査・研究し、自分たちの仕事の分析と

評価を行っている。こうした取り組みの他、社会

的弱者を救う政策を充実させるためのロビー活動も

行っている。

2. スタッフ

国内3ヵ所の相談センターには常勤スタッフが約

130名おり、臨床心理士や社会教育者等の専門職

が支援サービスを行っている。それを補足する立場

として約600名のボランティアが全国各地で活動し

ている。地方事務局に所属するボランティアは、各

地で子ども服やおもちゃのリサイクルショップを運

営し、その収益をマザーヘルプの活動資金の一部

に充てている。 

3. 対象　

暴力を受け、トラウマを抱えた女性と子ども。大

多数はシングルマザーで様々な問題を抱えている。

次の要件を満たす女性がサービスを受けられる。

・ 暴力が行使された家庭で生活をしていた。

・ 暴力の加害者と同居していない。

・ 12歳未満の子どもがいる。

・ 短期の治療で効果が出る見込みがある。

・ デンマーク語を話せる。（通訳を設置していな

いため）。

・ 現在他の治療を受けていない。

・ 本人に自分自身と子どものため治療を受けた

いという強い意志がある。

2010年度は8000件以上の問い合わせがあった。

人によって、相談が複数回にわたったり、2年間継

エグゼクティブ
ディレクター
業務の最高責任者

執行理事会

議長・副議長を選出

財務部門

予算および会計管理

コミュニケーション
部門

広報やマーケティング

コペンハーゲン
相談センター

オーデンセ
相談センター

オーフス
相談センター

地方事務局
リサイクルショップ運営
ボランティア事務局

母子のアドボカシー
とロビー活動
母子支援の政策推進

スタッフ人事
部門
雇用と人事政策

 （参照：https://www.mødrehjælpen.dk/）

■運営組織図

デンマーク   マザーヘルプ  DV被害を受けた母子のための支援センター
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続したりなど、様々なケースがある。

4. 提供する支援サービス： 「UVS」プロジェクト

（1）プロジェクトの概要

「UVS」とは、「Ud af Voldens Skygge」の略で、

直訳すると「暴力の陰から抜け出す」の意味。

・ プロジェクトを受けた女性及び子どもたちの

データ分析をし、段階ごとに効果測定をする。

・ 測定内容は、女性に対しては恐怖心、トラウ

マ、PTSD症状、うつ等について等。子ども

に対しては情緒的な問題、多動、行動障がい、

対人関係形成ができるか等。

　（関連情報  付表3～6　123～126ページ参照）

（2）プロジェクトの流れ

①導入面接

・ 約1.5～6ヵ月間にわたり、SWと1～5回の面

接を実施。グループセラピーの適否判断を行う。

・ 女性の安全が確保され、安定した精神状態に

移行する段階。

・ この期間にグループセラピーの準備を整える。

②安定期面接

・ SWと1～10回面接を実施。抱えている問題

の整理を行う。

・ 社会的孤立、経済的問題、精神的・身体的

健康上の問題、子どもとの面会や親権のトラブ

ル、脅迫など心理的な暴力への対応方法、子

どもへの対応などについて具体的に話し合う。

③母親グループセラピー

・ 担当心理士1名と担当SW1名による6～8人

のグループセラピーを実施。3時間のセッショ

ンを週1回、計14回行う。必要に応じ個人面

談もはさむ。

・ グループセラピーでは、ハーマン（Judith 

Herman）のトラウマ治療に関する理論を拠り

所とし、暴力行為について理解し、暴力を受

けたことによるダメージを最小化する。母親に

子どもの目線での暴力についても理解してもら

い、母子でそれについて会話できるようになる

ことを目指す。

・ 具体的には、将来の生活設計を持ち、論理的

に理解をするようになるための練習と指導や、

嫌なことは「嫌」と言えるようにするための心

理教育（アサーショントレーニング）を行い、

グループ内では喜怒哀楽を表現できるように

する。その他、認知療法、芸術療法及び暴力

と脳との関係などの心理教育、会話セッション

や身体意識の訓練等も行っている。

・ これにより孤独、羞恥心といった感情が取り

除かれ、うつ病・トラウマ・感情コントロール・

自尊心の回復等の精神的・心理的改善や、社

会関係の再構築・よりよい母子関係の構築を

図ることが可能になる。こうした母親への支

援は、ひいては子どもと家族全体の支援につ

ながる。

④子どもグループセラピー

・ 子どもにグループセラピーが必要と判断された

場合には、母親と事前面談を行い、子どもの

生育歴について聞き取りを行う。その後、支

援内容を明確化するために、母子面接（心理

士や社会教育者との1～5回の面接）を行う。

・子どもグループセラピーは母親のグループセラ

ピーと同時進行で別室で行われる。心理士や

社会教育者と1～2.5時間のセッションを週1

回、計10回実施。

・母親グループ終了時間までの待ち時間には保

育サービスがあり、夕食が出るときもある。

・子どものグループは5～12歳が対象で低年齢

児と高年齢児の2グループ（1グループ、4～7人）

に分かれる。5歳未満の場合は母親中心の治

療となる。

・子どもたちは家庭内で起こったことに対して、

自分が悪いという感情を持っていたり、両親

に対し両価的な（相反する矛盾した）感情を抱

いていたりする。起きたことをどのように理解

してよいかわからず、非常に複雑な状態であ

り、「自分は他の人とは違う」と考える自己評価

の低い子どもが多い。治療では「自分も普通

の人間」と思えるようになることを目的にして

いる。
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⑤アフターケア

・グループセラピー終了後約6ヵ月の間に3回の

フォローアップミーティング、また必要に応じて

個別カウンセリングを実施。市の福祉サービス

申請時にスタッフが同行する場合もある。

・元パートナーからの暴力の再被害の予防、新

しい暴力関係に陥らないための予防を図る。

5．所感

マザーヘルプは1924年にコペンハーゲンの民間

団体として設立された後、1930年以降全国に14支

所を作るなど公共機関として展開されていた。しか

し1974年の中絶の合法化と1976年までに高福祉実

現のための法的整備が進められて福祉サービスが

県と市町村へ委譲されたことで公共施設としてのマ

ザーヘルプは事実的解散に至った。その後1980年

代はじめの社会的な調査において、シングルマザー

の抱える問題が深刻化したことがわかったため、

ソーシャルワーカーHanne Reintoft氏を中心とした

メンバーにより再設立され、現在に至っているとの

ことである。

「暴力の陰から抜け出す」と名付けられたここでの

プロジェクトは、女性や子どもに向けての心理的治

療を中心とした暴力の再被害を予防するための体

系化された取組みである。

多くの専門スタッフとボランティアを活用しながら

の支援に加え、ロビー活動を通して社会的弱者救

済の政策充実を訴えようと努めるマザーヘルプの

姿勢、そしてそれを認め、国民の利益のために予

算をかけ社会全体で役割分担をしているデンマー

クの福祉体制を見ると、日本においても、福祉の

現場の声が行政に響き、予算として活かされるしく

み作りが急務であると強く感じた。

　　　　　　　（中道　亜紀子）

暴力のある家庭で暮らしていた子どもは、感情面、知的側

面、社会性にダメージを受けている。他者との交流もうま

くいかない場合が多いが、セラピーではグループの中で起

きたうまくいかなかった関わりをその場で取りあげて話を

し、なぜそうなるのかという仕組みを解明していく。

子どもの気持ちを代弁してくれる人形やロールプレイを使

用し、身の回りで起きた出来事を他の視点から表現し、

間接的に知るような手法を用いる。

▲人生の木
　子どものアイデンティティーを
　表現するツール

 ▲気持ちを代弁してくれる人形

子どもは感情をどう表現していいか分からない状態なので、スタッフは

　子どもの気持ちの外在化、言語化を促す。

   例えば、「あなたは怒っているんだね」ではなく「怒りがあなたを襲って

　きたのね」等。

「人生の木」や感情ダイス（6つの感情）を用いる。

感情ダイス▶

▲気持ちを代弁してくれる人形

人生 木

子どもグループセラピーの具体的方法
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マズさん

研修風景左から、カリーナさん、ハネさん
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訪 問日 時：2011年9月7日 PM

住　　　所：Åboulevard 58, København

取材担当者：ヘレ・フンダール（主任心理療法士）

（敬称略）    

1. 概要
主にパートナーに暴力を行使する男性に対する

心理治療を目的とした施設。デンマーク社会省の
管轄による運営資金に基づき、民間の非営利団体
が運営している。設立は2001年。DV被害を受け
た被害者は一時的にクライシスセンター（デンマー
クに約40施設ほどある）に身を寄せても、暴力をふ
るうパートナーの元へ戻ってしまうケースも少なくな
い。暴力被害根絶のためには暴力をふるう側への
ケアが重要であるという考えで運営されている。3
名のスタッフから始まったが、現在はデンマーク国
内に3ヵ所ある。前述のマザーヘルプ（101ページ）
とも連携を行っている。利用は無料。

2. 対象
主にパートナーに暴力をふるう男性。対象者は、

自身も子どもの頃に暴力を受けていたり、感情の
コントロールができないまま大人になってしまったな
どの特徴がある。その他、子どもに暴力をふるう
男性、父母の激しい暴力行為を目撃した子ども、
暴力の被害を受けている子どもの治療も行う。年
間の受け入れ件数は全国で200ケース。

◎来所経路

①インターネット上のホームページを通じて自発
的に来所。治療しないと離婚すると言われた
など、配偶者の勧めによるケースも多数。
②デンマークの刑法に基づき、治療刑として。
③服役後の仮出所の条件として。保護観察サー
ビスも2008年より実施。②③を合わせて年間
40～50ケース程。
④警察の仲介。警察が、DV加害者の連絡先を
当施設に伝える、あるいは、当施設の連絡先
をDV加害者に伝える等。
⑤マザーヘルプからの紹介。

3. スタッフ

3つのセンターを統括する総センター長のもとに

次の通り職員が配置されている。

・コペンハーゲン市センター

   事務員2名、心理療法士6名（男性4名・女性2名）

・オーデンセ市センター

   心理療法士2名（男性1名・女性1名）

・オーフス市センター

   心理療法士5名（男性2名・女性3名）

4．治療

（1）治療の流れ

　以下のような流れで実施。

各治療段階については各ケースの必要に応じ、

また利用者の意向に基づいて実施される。この

ため初回面接1回のみで一つの段階を終える場

合もあり（特に第一段階）、各期間については概

数で、個々のケースによるところが大きい。

第一段階
約1～3ヵ月

      治療の第一ステージ       治療の第二ステージ 

第二段階
約7ヵ月

第三段階
約5ヵ月

第四段階
必要に応じ実施

デンマーク   ダイアログ・モッド・ボルド（暴力に対抗する対話） DV加害男性のための治療施設
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（2）治療の内容

治療の第一ステージ

第一段階

・ 相談者は心理療法士との個別面談を行う。週

1回1時間。アセスメントには3時間かける。

・ 被害者であるパートナーや子どもを呼んで、個

別面談を行う場合もある。

・ 相談者に対して、まず何よりも暴力は止めね

ばならないことを伝え、その意志確認をする。

・ 同居する家族に子どもがいて暴力行為が続く

場合には、行政から子どもの将来について重

大な決断が下されるであろうと予告しておく（子

どもの家庭外分離など）。

・ パートナーに対して、相談者が暴力をふるう

きっかけとなるような言動をとらないよう注意

を促す場合もある。また暴力が行使された時、

直ちに安全な場所へ避難できるようネットワー

クの確保を行う。

第二段階

・ グループセラピーを実施。8～10人のグループ
に対し、セラピストは男女各1名の合計2名。
2時間半のセッションを週1回、計24セッショ
ン実施する。
 グループセラピーでは、参加者それぞれが行
使してきた暴力について話し、他の人の話を
聞く。多くは暴力をふるったことに対し、罪悪
感や恥ずかしさを持っている。また、暴力をふ
るうのは、パートナーがそう仕向けるからだと
思っている。暴力で何を獲得しようとしていた
のかを、他の人の話から気付くことができる。

・ 個人的な対処法を習得するために、認知療法
を実施（4.（3）③にて後述）。

・ 社会的な対処法として、コミュニケーションスキ
ルを習得。葛藤をどう解決するか学ぶ。ロール
プレイを実施し、相手を思いやり傷つけない発
言をするなど、相手の人格を尊重し暴力を回避
するコミュニケーションの方法を学ぶ。

・ 人生への対処法として、将来の計画をたてる。
過去を振り返り、これからの自分を考える。

第三段階

・ 相談者のニーズに合わせ、個別面談を行う。

・ 場合により、子どもとの個別面談も実施する。

治療の第二ステージ

第四段階

・ 相談者自身が暴力を行使しないため、いかに

コントロールするかを学ぶことに重点を置く。

・ 相談者にはレッドカードとグリーンカードを渡す。

 レッドカードには当施設の連絡先が記載されて

おり、暴力をふるいそうになったら連絡をする

ようにと書かれている。24時間の電話受付は

していないが、夜間、留守番電話にメッセー

ジを残すことにも意義がある。グリーンカード

には相談者自身が怒りなどの衝動をどう抑え

るか、そのための手段が書かれている。

・ ニーズに応じて、カップルセラピーや子どもの

ための治療プログラムを実施。子どもに対し

ては、治療全過程を通し必要に応じて年代別

グループセラピーを実施する。被害者である

パートナーの心理療法は別の治療機関に任せ

ている。

（3）治療のよりどころとする理論や技法

①メンタリゼーション

自分自身や、自分にとって大切な他者の心の

中に起こっている気持ちに気づき、概念化する

こと。その認識力のレベルは、自分の過去や

バックグラウンドに影響されていることが多い。

メンタリゼーション能力が全く存在しない相談

者もいる。メンタリゼーションのレベルが高い

ほど、自分の感情をよく制御できる。ダイアロ

グ・モッド・ボルドではこの理論に基づいて構

築されたカップルセラピーを実施している。

②ナラティブセラピー

相談者が自主性に任せて記憶を語ることに

よって、単なる症状の除去から人生観の転換

に至るまで幅広い改善を起こすことを目的とす

るもの。ダイアログ・モッド・ボルドでは子ども

たちのセラピーで使う。
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③認知療法

　3つの思考レベルに対して働きかける。
 ・ 反射的なネガティブ思考

 ・ 生活経験から得た生き抜くためのルール

 ・ 生活を通じて学んできた自分自身に対する

認識

 　この三点について、他人に害を及ぼさない

程度にポジティブになるように働きかけていく。

自分自身の、思考－感情－身体感覚－行動の

関連に気づくようにする。例えば、暴力をふるっ

てしまう前に、身体が何かのサインを示してい

ないか探す。子どもの頃から感情を表現したり

コントロールしたりする方法を学ぶ機会がなく、

暴力で表現してしまっていた相談者は多い。

④マインドフルネス瞑想法

各セッションの終了後に行う瞑想として、最近

積極的に利用している。人生において変更や

改善ができないことを許容することを目指す。

瞑想を通して、自分の感情や思考に支配され

ないように自分を客観視する訓練をする。例

えば、感情の渦巻く川をイメージし、そこを泳

ぎ切ろうとして溺れるのでなく、川岸で自分の

感情を眺めていればよい、というような瞑想

をする。

5. 評価と予後

　相談者とパートナーに対し、初回時、治療終了時、

終了5ヵ月後に評価アンケートを行う。

　多くのケースが治療後もカップルでの生活を選ん

でいる。それぞれが努力を強いられる生活になる

であろう。被害者は暴力の恐怖を忘れられずにい

る。加害者は、夫として、父親として周囲の信頼

を勝ち取ることが大切になる。夫婦での生活を選

ばずにパートナーを解消し、それぞれの生活を選

ぶ場合もある。その場合、子どものことについては、

親としてそれぞれ対応しているケースも多い。

　相談者やその家族に対する治療終了5ヵ月後の

インタビューでは、10人に1人くらいの割合で暴力の

再発がみられる。再び治療プログラムにのせるケー

スもある。

6. 所感

　暴力を詳しく分析し、ケースに合った、さらに相

談者のニーズに応じた支援や治療プログラムの提

供がなされていた。DVの連鎖を具体的に断ち切る

方法については話題にのぼらなかったが、それは、

各ケースを個々に徹底的に見ようとする姿勢のよう

に感じた。暴力加害者への取り組みが、本当の意

味での負の世代間連鎖を断ち切ることであり、そ

れが予防につながり、被害者対応につながるのだ

とダイアログ・モッド・ボルドは提唱していた。日

本の対応はDV被害者を守ることや逃がすことに重

きを置いてきたと思われる。今後、自分自身もさま

ざまな利用者の要望に応えていけるようにしていき

たい。ダイアログ・モッド・ボルドの取り組むDV加

害者への支援から、大変大きな学びを得ることが

できた。                         　　　        （松本　恵一）

（写真上2つ）グループセラピールーム

事務室兼個別面談室
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DENMARK

ヘレンさん

ダイアログ・モッド・ボルド  リーフレット
治療内容や期間などを案内
リーフレットを開くと、「以前よりも安定し、息子にも寛容に接することができる」といった治療後の声（右）が
掲載されている

ダイアログ モ ド ボルド リ フレ ト
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～はじめに～

　千葉先生ご考案の住みよい幸せな国のための方

程式で、日本が幸せな国になるために何をすべきか

を考える。

　デンマークは、「国民の幸福度ランキング」（米ワー

ルド・バリューズ・サーベイ2008）で世界第1位となっ

ており、43位の日本と比べると著しい格差が感じら

れる。社会福祉国家としての制度改革を成し遂げて

いるデンマークにあって日本にないものは何かを考

えれば日本の幸福度は大きく改善できるのではな

いか。それが先生の最初の問いかけだった。

　なぜ日本は国民の幸福度の順位が低いのか。経

済協力開発機構（OECD）の資料によれば、加盟国

30数ヵ国中日本の貧困率は5位とのデータがあり、

格差社会の進展に拠るものが大きいと考えられてい

るが…。

1. デンマークは世界一住みよい国！
（1）民主主義の国デンマークの暮らし

　①社会福祉国家の暮らし

 　全ての国民生活を保障する国家を社会福祉

国家と呼ぶ。日本が社会福祉国家と呼ばれな

いのは特定の人々への社会福祉や社会保障し

か行われないからに他ならない。デンマークの

社会福祉国家としての特長的な制度のひとつに

「医療保障カード制度」がある。このカード1

枚で、すべての医療費無料となる制度だが、仮

に海外で病気になっても帰国する前までの他国

における治療費も保障されるし、外国人でもデ

ンマークに3ヵ月間滞在すればこの制度の恩恵

をうけることができる。このように国家の施策

により、たとえ貯金をしていなくても、不安の

無い日常生活が過ごせる社会を実現している。

ゆりかごから墓場まで全ての人に保障がある

 　18歳まで子ども手当、18～65歳まで早期

年金（日本の障害者年金）、65歳から年金と、

国民総年金制度が充実している。葬式援助費

も出る。日本では掛け金をかけないと支給され

ない年金は、デンマークでは掛け金をかけなく

とも、国民ひとりひとりの状況に合わせ平等に

支給される。

　②子育て支援の充実

 　デンマークは早期より女性の社会進出に取り

組んで来た。そのために出生率は一時期低迷し

たが子育て制度を充実させたことにより現在出

生率は1.9人となっている。出生率が1.39人と、

その低下に歯止めがかからない日本は大いに参

考にすべきである。

 　デンマークでは出産前から支援サービスが開

始される。訪問看護師のケアを受けて出産、そ

の後1年間の産休・育児休暇、職場復帰まで

制度化されている。

 　0～3歳までの子どもは保育所に預けること

ができる。その管轄は市町村が責任を持つなど

明確である。

 　また、保育ママ制度（男性可）があり、最多

で5人の子どもを預かった場合、その報酬とし

て月給30～40万円（デンマーク平均月収ほど）

がもらえる。特別な資格はいらない。

 　3～6歳までの子どもは幼稚園に預けること

ができる。

特 別 編 千葉 忠夫先生 講義録
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S P E C I A L

　③世界に例を見ない教育の義務

 　国民学校が日本の小中学校にあたる。それ

に1年間の幼稚園学級を加え、2009年には教

育の義務の期間は10年になった。国民学校法

（教育基本法）によると、「学校は親と協力して

生徒個々の個性と素質を育み、社会性を身に

つけさせ、民主主義を徹底して教える」ことに

なっている。成績を順番につけることは行わず、

自由、平等、共生、連帯を実践として教える。

競争社会を助長する日本の教育とは理念を異と

する。

 　また、デンマークでは専門性の高い学問を学

んだ者は専門性の高い職業に就く。日本では、

専門性と仕事の関連性が無い場合が多い。不

経済で、不要な学問を行って学歴社会の助長

を進めることになる日本の教育制度とは大きく

異なる。

　④政治への積極的な参加

 　デンマークでは投票率が70％を切ることはな

いが、日本では50％を切った。選挙では本当

に国をよくしようという人に投票すべきという主

権在民の理念が根づいている。

 　デンマークでは女性議員が全議員の40％ほ

どを占め、女性の視点が社会や生活の向上に

寄与しているように感じられる。

 　デンマークの税金は高いものの、国民は前述

の通りしっかりとしたハイリターンを実感してい

る。また、デンマークの女性の社会進出は、

税収入に大きく貢献している。

 　国民はみんなで税金を出し、必要な人に必要

なだけの支援をする。ノーマリゼーションの実

現のためにお金はかかるが、デンマークでは税

金の細かい使途報告があるため不信はない。

以上を図式化すれば、「住みよい幸せの国のため

の方程式」ができる。これをしっかりと理解し実践

していくことだ。

2. 千葉先生からのメッセージ
　視察や研修でデンマークに訪れる日本人から「デ

ンマークはいいところだった。でも日本とは歴史が

違う、文化が違う」と片付けられてしまい、ずいぶ

ん悔しい思いをしてきた。日本も「ゆりかごから墓場

まで」のデンマークのようにできるはずだと信じ、日

本が幸せな国になるよう願い様々な情報発信を続け

てきたつもりだ。今後は余生を祖国の日本で幸せに

暮らしたいと思っているので、自分自身も日本で社

会活動していこうと思う。

　師匠のバンクミケルセン氏は、社会をよくするた

めマスコミに訴えていくべきだと言った。福祉につい

ても、マスコミやメディア関係の人たちに連帯しても

らうことが大切である。デンマーク人は個人主義だ

が、それは利己主義ではなく個人主義の連帯であ

る。日本でも、幸せの国のための方程式を思い出し、

自由・平等・博愛（共生＋連帯）を実践してほしい。

　みなさんには児童福祉施設で働く職員として、子

どもたちが幸せに生活できるように社会に働きかけ

ていってほしい。福祉という言葉を生活に置き換え

ると、児童福祉は児童の生活、それが満足いくよう

にすることが社会福祉国家への第一歩となる。

～団員の思い～

　44年前、当時の日本にとって未知の国デンマーク

の地に足を踏み入れられて以来、かの地にしっかり

と根を張ってこられた千葉先生のお話に感銘を受け

ました。現在に至るまで長きにわたり、日本の福祉

のためにデンマークから情報発信してくださっている

ことに敬意を表します。

　児童福祉の現場で働かせていただいている私たち

団員も、今回千葉先生に教えていただいたことを胸

●住みよい国のための方程式

幸せな国＝生活しやすい国＝生活大国

＝個人個人みんなの希望が満たされること

＝社会福祉国家（ゆりかごから墓場まで）

＝真の民主主義の国

＝主権在民＝自由・平等・博愛（共生＋連帯）

⇒⇒個 人々が実践



111

に刻み、子どもたちの幸せのため、自由・平等・博

愛（共生＋連帯）を日本で実践し、またその思いを

発信していきます。ありがとうございました。

　1941年東京都生まれ。1967年に福祉国
家の実態の勉強を志して渡欧。デンマークで
社会福祉実践を学び、現地で社会福祉現場活
動に従事。1970年代に生涯の師バンクミケ
ルセン氏（ノーマリゼーション実践提唱者）と
出会う。1991年N.E.バンクミケルセン記念
財団を設立。1997年には日欧文化交流学院
を設立し、日欧交流のためさまざまな活動を
行う。現在、デンマークのボーゲンセ市在住。
日欧文化交流学院学院長、1991年N.E.バン
クミケルセン記念財団理事長。2008年「社
会福祉における国際協力の推進」の功績によ
り外務大臣表彰。
　著書に『格差と貧困のないデンマーク』『世
界一幸福な国デンマークの暮らし方』（2冊と
もPHP研究所）などがある。　
  （PHP新書『世界一幸福な国デンマークの暮
らし方』より）

● 千葉先生の略歴 ●
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団員名簿

団　長

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

特別講師

事務局

事務局

ツアー
コンダクター

松本　厚生

冨岡美奈子

山高　京子

林　康次郎

永野　耕平

岩城　　淳

成清　愛子

草野　千絵

中道亜紀子

松本　恵一

福田　義浩

瀧井有美子

坂口　明夫

増沢　　高

吉井　規雄

田中　恵子

深井　聰夫

856－0811

347－8510

484－0092

520－0862

596－0808

747－0064

864－0041

981－0906

182－0033

465－0078

739－0151

245－0062

837－0905

245－0062

104－0061

104－0061

104－0061

長崎県大村市原口町591－2 
大村子供の家 
TEL：0957－55－8319　FAX：0957－55－4661 

埼玉県加須市土手2－15－57
愛泉寮
TEL：0480－61－0341　FAX：0480－61－0329

愛知県犬山市大字富岡字片洞1073－97
溢愛館
TEL：0568－62－5525　FAX：0568－61－3987 

滋賀県大津市平津2－4－9
湘南学園
TEL：077－537－0046　FAX：077－537－0061 

大阪府岸和田市三田町911
岸和田学園
TEL：072－445－0710　FAX：072－445－9690 

山口県防府市大字高井686
防府海北園
TEL：0835－22－2044　FAX：0835－22－2271 

熊本県荒尾市荒尾4110
シオン園
TEL：0968－62－0428　FAX：0968－62－0608 

宮城県仙台市青葉区小松島新堤7－1
仙台キリスト教育児院　丘の家乳幼児ホーム
TEL：022－233－3202　FAX：022－234－6314 

東京都調布市富士見町3－18－3
社会福祉法人六踏園　皐月
TEL：042－482－1234　FAX：042－482－1365 

名古屋市名東区にじが丘3－17
名古屋市千種母子福祉協会 名古屋市にじが丘荘
TEL：052－781－0585　FAX：052－781－0585 

広島県東広島市八本松町原10844
広島県立広島学園
TEL：082－429－0351　FAX：082－429－2020 

神奈川県横浜市戸塚区汲沢町991
横浜いずみ学園
TEL：045－871－1511　FAX：045－865－0653 

福岡県大牟田市甘木1158
子ども家庭支援センターあまぎやま
TEL：0944－58－6636　FAX：0944－58－6662 

神奈川県横浜市戸塚区汲沢町983
子どもの虹情報研修センター
TEL：045－871－8011　FAX：045－871－8091

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

東京都中央区銀座7－5－5
（公財）資生堂社会福祉事業財団
TEL：03－3571－0572　FAX：03－3289－0314

東京都中央区銀座2－11－6  竹田ビル604
（株）エース航空三鷹　銀座営業所
TEL：03－6228－4855　FAX：03－6228－4866

児童養護／
施設長

児童養護／
保育士

児童養護／
心理療法担当職員

児童養護／
主任児童指導員

児童養護／
副園長

児童養護／
児童指導員

児童養護／
管理栄養士

乳児院／
保育士

母子生活支援／
母子支援員

母子生活支援／
少年指導員兼書記

児童自立支援／
児童自立支援専門員

情緒障害児短期治療施設／
主任セラピスト

児童家庭支援センター／
主任相談員

研修部長

事務局

ツアーコーディネーター・
コンダクター/

北欧デスティネーション
スペシャリスト

常任理事・事務局長

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

アメリカ

アメリカ

スウェーデン・デンマーク

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

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・母・乳・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）
第35回
（2009）

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」

養・母・乳・自立・情・
児家セン（15）

｢アメリカで推進されている児童虐待防止活動及び
虐待を受けた子どもたちの心の傷を癒す最新知識とその実践方法を学ぶ」

第36回
（2010）
第37回
（2011）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

｢トラウマの癒しの様々な治療形態と、それらの施設における応用」
｢愛着を深める家庭訪問事業を支える、ラップアラウンドプログラムの見学と研修」

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

｢北欧の子ども虐待対応及び、社会的養護のあり方を学び、
日本の実状に照らし合わせ、将来の児童福祉の姿を探る」
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　2 週間の海外研修、事前・事後研修、報告書作成において、北欧の福祉体系と現場での実践に触れた
ことは、刺激と感動にあふれ、福祉魂を改めて再燃させる機会となりました。37期団員の熱い思いの詰ま
ったこの報告書が、「子どもは社会の宝」と誰もが当たり前に考え動く、幸福度の高い社会づくりに貢献で
きることを願います。素晴らしい学びと出会いを与えて下さった資生堂財団の皆様他、関係各位の皆様、心
より感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中道　亜紀子）

　研修中は、あまりの情報の多さに4日目にしてすでに頭の中が「？」でいっぱいでした。しかし、増沢先
生の分かりやすい解説、そして夜の自主的なミーティングを通して、お互いの「？」をひとつずつ解決してい
ったように思います。帰国後も各担当の報告書を何度も論議、指摘し合い、改正を繰り返し内容をさらに
深めていきました。読者に分かりやすくを基本に、ようやくできあがった報告書。37期全員の思いと成果で
いっぱいです！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　（福田　義浩）

　本研修は、まさに「百聞は一見に如かず」のことわざ通り、一見一見に多くの学びと感動がありました。
報告書の作成と編集作業にあたっては、逆にそれらを伝えるという難しさを痛感しました。そのため我々が
今回の学びを活かし、日々の実践を通して周囲に発信し続けていくことが重要だと確信しています。そして
何より、この素晴らしい機会を与えてくださった資生堂財団及び関係機関の皆々様に深く感謝いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （山高　京子）

　研修出発時、念願の研修に参加する幸せと、恵まれた機会を生かさねばという身の引締まる思いを抱え
ていました。帰国後もこの緊張感は続きましたが、出発時との大きな違いは、共に研鑽した仲間たちの力の
輪があったことです。報告書は37期各位が得意分野を十分に発揮し作り上げました。見聞した内容、驚き
と学び、現場を振り返っての再認識を形にできたと思います。増沢先生の統括と考察は報告書に深みを与え、
私たちに全体を捉えてまとめ直す機会を与えて下さいました。財団の皆さまには、ばらばらの方向を向いて
いた私たちをここまで導いていただきました。松本団長、深井コーディネーター、通訳の藤川さん、田口さ
んにもお世話になり思い出も尽きません。この報告書が、最新の北欧の児童福祉を紹介し、日本の児童福
祉の支援を考え実践していく際の視点の一助となれば幸いです。                                          （瀧井　有美子）

　海外研修は、最新の研究成果に関する知識や先進技術を習得する研修と、自国と異なる社会的文化的
基盤を持つ国において福祉の概要を学ぶ研修と、2つのタイプに分けられるように思われます。第 37 回研
修は後者であり、直ちに実践できる具体的な養育方法やプログラムではなく、児童福祉を充実させ発展させ
る方法論の研究が主なテーマです。今回研修の難易度の高さは、そこにありました。日本では紹介されてい
ない貴重な情報も盛り沢山で、研修内容を消化しきれず「もったいない」結果に陥る可能性もありました。
しかし、現地の皆さまと藤川さん、田口さんのご協力、そして増沢先生による文字通り有り難いご指導のもと、
本報告書に有機的な研修成果を導き出すことができたと自負しております。評価は読者の皆さまにご判断を
委ねますが、事務局としては、この報告書は歴代海外研修報告書のなかでも指折りの秀逸なアウトプットで
あり、団員一人ひとりの頑張りの結晶でもあるように考えています。団員各位は、帰国後から多忙な業務と
重なる夜勤の合間をぬい、長文メール等で意見交換を重ねました。その粘り強い取り組みに、深い敬意と
謝意を表します。また、編集委員各位の原稿の真剣な読み込みと鋭いチェックには頭が下がる思いです。さて、
団員各位には、『研修で学んだのはこれだった！』とご自身の実績と研修との結びつきや重なりを確認でき
る日がくれば、本研修も目的を達成し大成功をおさめたことになります。斯様な日の到来を願い、皆さまが
引き続き、子どもたちの幸せと未来のためにお力を発揮されご活躍されますよう期待いたしております。

（財団事務局　田中　恵子）

編  集  後  記
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