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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指す。

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

子どもの虹情報研修センター

虐待対応においては、介入的支援から予防的支援が、世界的に求められるようになってい
る。古くから予防的支援に力を入れてきたヨーロッパ北部のフィンランドとオランダを視
察し、両国の子どもと家族に対する予防的支援の実情、児童福祉施策の展開とこれに関連
する児童福祉施設を含めた諸機関の現状と課題、保健・医療・教育などの多分野協働の実
情を把握する。それらを踏まえ、地域の予防的支援も視野に入れた児童福祉施設のあり方
とともに、日本の子ども家庭支援の方向性を探る。

（1）主な研修内容
①国、地方自治体行政機関における講義
②子ども・妊産婦・家族支援機関、児童保護機関、児童福祉施設、里親支援機関、病院（精
神科医療部門）、学校、母子施設（シェルター含む）、青少年更生支援機関、性的虐待
被害者支援機関、暴力防止プロジェクトなどの視察研修

（2）研修のポイント
① 児童福祉の理念、子どもと親の権利の考え方について
② 児童福祉制度と政策について
③児童虐待について（政策の変遷と現在、実践と実情、予防：保育と教育の場での取り
組み、各地域における子育て家庭サポート、介入：通報・発見から支援に至るまで
の流れ、各種関連機関の役割、支援：多機関協働の実態、支援や措置先の種類、性
的虐待に対する取り組み）

④ 社会的養護について
　 施設見学：治療施設、児童養護施設など、里親制度の概要と実情、施設等との連携など
⑤ その他
　 移民家庭や思春期の問題解決へのアプローチなど
　　

フィンランド、オランダ

2013 年 10 月 5日（土）～ 10 月 20 日（日）（15 日間）

13 名（団長：1名　団員：12 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年以上の実務者（施設長は対象外）で、2013 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） 長期にわたって児童福祉に貢献できる方
（5） 心身ともに健康で、長時間にわたる移動、団体行動に耐えられる方

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、2014 年 3 月末日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なう。
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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　藤野　興一

　2013 年 8月 2日に執り行なわれた結団式でも申し上
げましたが、今回で 39 回を数える資生堂児童福祉海
外研修は、日本の児童福祉の第一線で活躍している
多くの人材を育て、日本の児童福祉の発展に大きく寄
与してきました。
　私も1984 年、第11回オーストラリア研修に参加をし、
報告書「第二章　家族支援の在り方」と「第五章　施
設養護の再構築」の執筆を担当しました。そしてそれ
はそのまま、その後の私の実践の方向性を示すものと
なり、鳥取こども学園及び日本の児童養護施設の青写
真ともなりました。
　その後 2003 年、第29回研修の団長としてニュージー
ランドとオーストラリアを訪問させていただき、約 20 年
間で激変したオーストラリアの実状（施設養護は無くな
り、里親へ全面移行）を見る機会を得、当時の私が展
開した「オーストラリアから学びつつも、日本は施設を
無くして里親へ移行するのでなく、日本独自の歩みを
すべきである」という主張は間違っていなかったと思い
ました。

■日本の歩み
 2015年、実現に大きく近づかんとする「社会的養護
の課題と将来像（2011年 7月発表）」が目指す方向

　「社会的養護の課題と将来像」は、戦後大舎制施設
での保護収容の枠組みから、生活単位の小規模化と
地域分散化・家庭的養護推進と里親制度促進による
家庭的養育へと大きく舵を切るものです。
　私たちは、オーストラリアのような「施設を無くして里
親へ」ではなく、施設と里親の連携によって社会的養
護全体の強化を図る路線を選択したのです。2013 年 9
月13～16日大阪で開催された IFCO 世界大会でもそ
のことを改めて確信しました。
　「社会的養護の課題と将来像」は、地域分散グルー
プホームや里親支援専門相談員の配置に見られるよう
に、社会的養護を地域児童福祉の拠点とし、ソーシャ
ルワーク力を強化しようとするものでもあります。
　児童家庭支援センターと児童虐待防止ネットワーク、
里親支援機関事業、家庭支援専門相談員、里親支援
専門相談員配置、一時保護、ショートステイ、トワイラ
イトステイと要保護児童地域対策協議会活動などの要

支援家庭への対応と児童虐待予防強化が明確にされ
ています。
　児童虐待や発達障がい児は増え続けています。また、
現在の社会状況からして、要保護児童の入所待ちの状
態も深刻で、社会的養護は量・質ともに飛躍的増強を
図らなければなりません。
　市町村窓口や児童相談所は、児童虐待通告への対
応・処理で精一杯となっているなか、要保護児童地域
対策協議会の活動強化などにより、市民運動や民間
施設との協働が不可欠となっています。

■フィンランド・オランダからの学び
 貧困や暴力の世代間連鎖を断ち切り、児童虐待予防と
児童家庭支援体制を確立することがこれからの課題

　2012 年度、全国の児童相談所が児童虐待として対
応した件数は 66,701 件（虐待死 99 件）です。市町村
における対応が 7万件を超していることを考えれば日
本の家庭福祉は大変な状況です。
　死亡事例の 60％が 3 歳以下、その内 32％が 0 歳で
す。なかでも生後 0日の子どもが多く、妊娠期からの
支援や養子縁組へつなげる支援などの「予防と支援」
の体制強化が日本でも課題となっています。
　日本の社会的養護の施設や里親に約 47,000人（乳
児院 3,000人、児童養護施設 30,000人、里親はファ
ミリーホームも含めて約 4,000人）の子どもたちが措置
されています。
　この子どもたちをより家庭的な環境で育て、健全な
社会人として社会に送り出し、暴力や貧困の世代間連
鎖を断ち切ることが求められるのは勿論ですが、地域
支援・予防強化のあり方も問われています。
　施設とつながり何らかの支援を受けている子どもは
まだよい方で、公的支援の届かない悲惨な要保護児
童が支援を待っている深刻な状況が存在しているから
です。
　第 39 回研修団が、フィンランドとオランダにおける
15日間の研修の成果として日本の児童福祉の課題に
大きな一石を投じてくれること、そして、若い団員の皆
さんがこれからの日本の社会的養護の力強い担い手と
して共に歩んでいただけることを期待し、報告書に寄
せたご挨拶といたします。

あいさつ

第39回資生堂児童福祉海外研修
報告書に寄せて

「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」（２０１２年11月）では、各施設が「家庭的養護推進計画」を、次いで都道府県が「都
道府県推進計画」を策定し、両者の調整を行なった後、本格実施に移ると定めた。計画は、消費税率引上げに伴い財源があてられる子ども・
子育て支援法を踏まえ、同法施行（２０１５年度予定）をめどに実施され、法律施行の際に社会的養護の職員体制の強化も検討される予定と
なっている。（編者補足）
●厚生労働省ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-92.pdf
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団員紹介

団長
【東京都】
昭和女子大学
人間社会学部福祉社会学科
教授

髙橋　久雄

【長崎県】
児童養護施設
マリア園
家庭支援専門相談員

高比良　亮

【鹿児島県】
児童養護施設
南さつま子どもの家
児童指導員

政岡　美香子

【鹿児島県】
乳児院
かのや乳児院
保育士、家庭支援専門相談員

福岡　百合子

【京都府】
母子生活支援施設
野菊荘
相談支援員

平尾　一乃

【茨城県】
児童養護施設
誉田養徳園
児童指導員

片根　志雄

【長野県】
児童養護施設
慈恵園
児童指導員

小松　卓也

【大阪府】
児童養護施設
泉ヶ丘学院
家庭支援専門相談員

松田　貴志

【山口県】
児童養護施設
共楽養育園
児童指導員

古賀　大裕
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【広島県】
母子生活支援施設
尾道母子生活支援センター
副施設長、少年指導員

村上　幸治

【栃木県】
児童自立支援施設
栃木県那須学園
児童自立支援専門員

関根　礼

【広島県】
情緒障害児短期治療施設
広島市こども療育センター
愛育園
心理療法士

中村　慎

【千葉県】
児童家庭支援センター
子ども家庭支援センター オレンジ
相談員

柴田　紀代

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
【東京都】
公益財団法人　
資生堂社会福祉事業財団
常務理事兼事務局長

宮坂　明宏

（フィンランド・オランダ）

事務局
【東京都】
公益財団法人　
資生堂社会福祉事業財団

田中　恵子
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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　宮坂　明宏

　本海外研修は、資生堂社会福祉事業財団（以下
『財団』という）が創設時から実施している中核事
業です。財団が創設41年目を迎えた2013年は、そ
の海外研修に関連する一大イベントがありました。
特定非営利法人「NPO STARS（スターズ）」の誕
生です。本海外研修は、研修修了者が700名に近
づく中、日本の児童福祉の中核を担う人材を数多く
輩出しています。その研修修了者による同窓会組織
STARS（Study Tour Abroad Reunion ＆ Research 
with Shiseido＝資生堂海外研修交流研究会）が、
発足20周年の節目を迎えると同時に、NPOとして新
たにスタートしたものです。今後、NPO STARSは、
日本の児童福祉向上に資するシンクタンクとしての活
動を通じて、優位な人材を育成していくことになります。
　第39期資生堂児童福祉海外研修団は、先輩方
が歴史的な一歩を踏み出した記念すべき年に、い
わばNPO化後の第1期生として研修に臨みました。
研修先はフィンランドとオランダ。1995年の第22期
海外研修の組み合わせが18年ぶりに再現される格
好となりましたが、逆に18年間、本研修とは縁のな
い訪問先でもあったわけです。いずれも、児童虐待
対応において求められている「予防的支援」に古く
から力を入れてきた国であり、18年前に両国を研修
先としたことは先駆的だと思いますが、今日におい
て彼の地を研修先としたことも、日本の社会的養護
の現状に照らせば時宜に適ったものと思っています。
昨年暮れに発表された「子どもの幸福度ランキング」
（ユニセフ他）の1位オランダ、2位フィンランドとい
う結果も偶然とは言い切れないような気がします。
　さて、私個人は財団の新任事務局長として随行し
てきましたので、本研修自体が初体験です。したがっ
て、これまでとの比較はできませんが、内容面で振
り返ってみて以下の4つの観点から有意義であった
と評価しています。
　まず、全体のプログラム構成がしっかりしていた
と思います。それぞれの国において、児童施策の中
枢機関で講義を受け、さらに施策の特長を象徴す
る機関も漏らさず訪問することができました。そして
講義だけに偏らず、施設・現場訪問が随所に挟み込
まれました。現場を実際に視ることは、自身の現場
との差異を理屈抜きに体感する貴重な経験となった

ことでしょう。
　二つ目に、日本の社会的養護における課題に対応
していました。財団設立40周年記念フォーラム（2013
年7月）でも、「予防的支援」と「地域」が今後のキー
ワードとなりましたが、この二つの観点で両国はまさ
にモデルケースでした。フィンランド特有の子ども家
族支援機関ネウボラでは、妊娠時からのきめ細かい
支援内容に驚き、また地域に暮らす家族を迎え入れ
ている様子も見ることができました。オランダでも、
家族・子どもの問題はできるだけ早く（若いうちに）、
という考え方が徹底していましたし、訪問先で地域
での多分野協働の実践例を聞くこともできました。
また、在宅支援を最優先し、家族分離は最後の手
段とする考え方は両国共通のものでした。
　三つ目に、事前学習が奏功したと思います。出発
前、団員は各自の担当分野を決め、日本の児童福
祉の最新事情を取りまとめて全員で共有しました。
結果、誰かが何かに詳しい状態で訪問先とのミー
ティングに臨み、的確な役割分担が自然になされ、
チーム全体としても情報理解が深まりました。無駄
な質問は極少化され、総じて先方とは建設的な議論
が行なわれました。
　四つ目として、素晴らしい“個性”との出会いがあ
りました。強い信念や情熱、哲学、あるいは信仰心
を拠りどころに、卓越した実行力で独自の取り組み
を実践している方 と々出会うことができました。訪問
した小学校の校長先生は、使命感に溢れた、まさに
信念の人でした。福祉団体「明日への希望」を主宰
する女性は、神の声を聞いて、地域の恵まれない子
どもたちのために全身全霊を捧げていました。こうし
た、リスペクトに値する方 と々の出会いは、研修とい
う枠を超えて貴重な人生経験になったと思います。
　以上の4点は、“訪問先での学び”に関することで
すが、研修は訪問先以外でも行なわれていました。
日々の訪問終了後、団員たちは必ずミーティングを開
き、団長から補足コメントをいただきながら、当日の
内容の振り返りと翌日のポイントの事前確認を徹底
していました。特に、訪問先ごとに決められた担当
者たちは、昼間学んだ内容の整理・確認のため、
あるいは翌日のための事前理解を深めるため、この
場にとどまらず、時に深夜まですり合せや議論を納

事務局報告
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得するまで行なっていたようでした。このように、第
39期団員の全員から、すこぶる真面目な取り組み
姿勢を窺うことができました。
　さらに研修中盤以降、研修内容にとどまらず各自
の日頃の現場での課題や悩みも含めて、団長を交え
た意見交換の場が設定され、研修の果実の最大化
と団員の結束力向上を意図した動きが自発的に生ま
れました。このことも含め、研修期間を通じて、団
員全員から強い使命感と責任感を感じる場面が多々
あったことを付け加えておきます。
　このように紹介すると、かなりハードな研修という
イメージになりますが、実際には皆リラックスした雰
囲気で和気藹々と日々の研修をこなしていました。
そして、合間の時間や休日には、皆、純粋な海外旅
行者として、好奇心を満たすべく精力的に動き回っ
ていました。昼食・夕食も変化とメリハリに富み、中
にはとても美味しいものもあり、全員が日々楽しそう
にその土地その土地の食事を堪能していました。
　かくいう私にとりましても、フィンランドへの入国は
生れて初めての経験です。ヘルシンキ空港への着陸
態勢に入った機内から見えた、北欧の白樺並木や針
葉樹が埋め尽くした大地には素直に感動しました。
一方のオランダは11回目の訪問でしたが、1週間も
腰を落ち着けたことは今回が初めてです。おかげで、
今まで見えていなかったオランダの側面も知ることが
でき、こちらも貴重な経験となりました。
　同じ志を抱く人たちが2週間、寝食をともにし、濃
厚な時間を共有することは、否応なしにその人たちを、
その人たちの心を、強くしっかりと結びつけます。12
名の団員たちは、日頃は異なる環境にいますが、同じ
社会的養護の現場に身を置くプロフェッショナルとし
て、お互いに刺激しあい、お互いから多くのことを吸
収する貴重な機会を得たのです。そこには、STARS
の結束力の強さの源流を見ることができました。
　さて今回、特別講師を兼ねた団長を、昭和女子
大学の髙橋久雄教授にお願いしました。髙橋先生は
児童養護施設の職員・施設長として約30年もの現
場経験を持ち、学生に教える立場としても豊富な経
験を重ねてきています。また、海外の現場を視察す
る機会も多く、本海外研修の第19期修了者でもあ
ります。先生は、これらの持ち味を研修の現場でフ
ルに発揮され、訪問先や団員との確認の場では鋭く
的確な発言でミーティングの質を高めていました。海
外の福祉先進国で学んだことを日本の現場にそのま
ま持ち込むにはさまざまな障壁がありますが、先生

が、そのような条件下で海外での学びをどう現場に
置き換えていくか、という視点で団員を導いていた
様子も、私には印象的でした。そして、先生のハイ
センスなジョークには団員の肩の力を抜き、研修団
のムードづくりにも一役買っていました。第39期研
修の成功裡な終了は、髙橋団長のご尽力無しにはあ
り得ませんでした。厚く御礼申し上げます。
　このほか、多くの方々に関わっていただき、第39
期のためにお骨折りいただきました。事前研修では、
吉備国際大学保健医療福祉学部の髙橋睦子教授に
フィンランドの子育て・家庭支援のいろはを、ご本人
の豊富な経験も織り交ぜて講義していただきました。
同じ研修で、子どもの虹情報研修センターの増沢高
研修部長から、ポイントとなる事前情報をおさえなが
ら、研修に臨む姿勢・心構えも含めた内容の講義を
いただきました。お二人による講義は、現地での見
聞の実効性を確実に高めていました。そして、北欧
のプロ添乗員として、旅程の企画や視察先の確保、
読み物としても面白い「旅のしおり」の作成、現地
でのサポートと、フル稼働していただいた深井聰夫
さん。70歳目前とは思えないフットワークで研修に
乙な味付けを加えてくれました。現地語の通訳は、
フィンランドが川村博子パルムネンさん、オランダが
廣瀬淘子さんで、それぞれ現地での生活が30年と
25年。今やネイティブとして現地に溶け込み、福祉
事情にも詳しいうえに現地での子育て経験も活かし
ながら、パーフェクトな仕事を遂行してくれました。
しかし、それ以上に、団員の理解を少しでも深めよ
うとする高いプロ意識に驚かされました。通訳のお
二人以外にも、オランダの休日にガイドを引き受けて
くださった成澤礼子さん、有益なオランダ情報を教
えてくださった写真家の大谷臣史さん、オランダの家
庭生活に触れさせてくださったシャボットあかねさん
など、現地ではさまざまな方にお世話になりました。
　そして、団員を送り出し、2週間にも及ぶ不在をカ
バーしてくれた各施設の施設長と施設職員のみなさ
ま。本研修の間、いつものお兄さんお姉さんに会え
ず寂しい思いをした子どもたち。団員選考に関わっ
てくださった藤野興一全国児童養護施設協議会会
長をはじめ各種別協議会の会長さまおよび執行部
のみなさま、厚生労働省雇用均等・児童家庭局の
みなさま。この場をお借りして、関わっていただい
た全ての方々に、厚く御礼申し上げます。あわせて、
引き続きのご尽力とご支援を賜りますよう、謹んで
お願い申し上げます。
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研修スケジュール

東横INN 中部国際空港本館（前泊ホテル）集合
ミーティング

中部新国際空港発（AY80）
ヘルシンキ着 ⇒ 専用バスでタンペレへ
ホテルにチェックイン　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（タンペレSokos Ilves 泊）

●タンペレ大学中央病院乳幼児精神科外来診療部
●タンペレ市ビユニッキ地区ネウボラ
タンペレ発（列車にて）
ユヴァスキュラ着 ⇒ ホテルへ
　　　　　　　　　　　　　　（ユヴァスキュラSokos Juvashovi 泊）

●子どものオンブズマン事務局
●中央フィンランド中央病院（近親暴力防止センター）
ユヴァスキュラ発（列車）
ヘルシンキ着 ⇒ タクシーでホテルへ
　　　　　　　　　　　　　　（ヘルシンキHilton Strand Helsinki 泊）

●国立健康福祉研究所
●SOS子どもの村タピオラ

●ヘルシンキ市家族ネウボラ
●ヘルシンキ市オウルンキュラ・ファミリー・リハビリテーション・センター

●母子の家とシェルター連合
●首都圏シェルター・アソシエーション

専用バスで市内発
ヘルシンキ発（AY3221）
アムステルダム着 ⇒ 専用バスでホテルへ
　　　　　　　　　　　　　　（アムステルダム The Manor Hotel 
　　　　　　　　　　　　　　       Amsterdam Hampshire Eden 泊）

【休日】

15：00

　

10：30

14：40

15：10

  9：00

13：00

16：09

17：43

  9：00

13：00

16：13

19：52

 

 

  9：00

13：00

  9：00

13：00

 

  9：00

13：00

   

16：15

17：45

10／5（土）

10／6（日）

10／7（月）

10／8（火）

10／9（水）

10／10（木）

10／11（金）

10／12（土）

10／13（日）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要
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●青少年保護局 BJZ
●オランダ里親協会　　　　　

●児童擁護諮問委員会
●明日への希望（福祉団体）

●ポルスストック小学校
●女性支援センター、キューピッド

●ハルト（青少年犯罪防止・対策団体）
●ハルト・プログラム現場（子ども動物園・高齢者施設）

●ヒューマン・ホース・パワー（ファミリーホーム、ユースケア牧場）

専用バスでホテル発
アムステルダム発（AY842）、乗り換え　機内泊

中部新国際空港着　解散

10：00

14：00

10：00

14：00

  9：00

13：00

10：00

14：00

10：00

  9：30

11：55

  8：50

10／14（月）

10／15（火）

10／16（水）

10／17（木）

10／18（金）

10／19（土）

10／20（日）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要
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フィンランド共和国は、ヨーロッパ北部に位置し、

北はノルウェー、東はロシア、西はスウェーデンと国

境を接し、西はボスニア湾、南西はバルト海、南は

フィンランド湾に面する北欧諸国のひとつである。北

部（国の約1/4）は北極圏にあり、面積は約33.8万

km2で日本より若干小さめであるが、人口は554万人

と日本の1/20以下で北海道の人口と同じくらいであ

る。首都ヘルシンキを中心とする南部の都市部に国

家人口の1/5を超える125万人が住む。民族構成はフィ

ン人が92％、スウェーデン語系フィンランド人（フィン

ランド語も話す）が5％、その他が3％である。第一公

用語はフィンランド語、第二公用語はスウェーデン語、

ラップランド先住民の話すサーメ語と手話が準公用

語となっており、フィンランド語以外を話す住民の権

利は憲法で保証されている。外国人は少なく、他の

北欧諸国に比べ移民問題は少ないが、アジア、アフ

リカ（主にソマリア）から移民が近年増え、ロシアや

バルト三国からも労働者が流入している。

フィンランドには、1917年、フィンランド共和国とし

て独立する以前、二つの国に統治されていた歴史が

ある。13世紀からの600年間にわたるスウェーデン王

国による統治時代と、1809年から1917年のロシア帝

国の大公国（ロシア皇帝を大公とする。フィンランド

が王朝を持った歴史はない）時代である。フィンラン

ドの社会制度の基盤は、スウェーデン王国時代に形

成され、ロシア帝国時代もそれがほぼそのまま維持

された。フィンランドが北欧的社会を擁するゆえんで

ある。いまの第二公用語であるスウェーデン語は、ス

ウェーデン王国時代の司法や行政における公式言語

であり、二国による統治時代を通して政治エリートが

話す言語であった。（ちなみにFinlandはスウェーデ

ン語で、フィンランド語でFinlandはSuomi（スオミ）

と言う。また、かの有名な『ムーミン』はスウェーデン

語である）。

ロシア帝国から独立した翌年の1918年、内戦を経

て独立フィンランドとして新たな政治体制が整えられ

るが、スウェーデンとの領土争いや、ソ連との戦争

による一部領土の喪失など、その後の政情は不安定

であった。日本と同じ枢軸国側として参戦した第二

次世界大戦後はソ連の勢力下におかれるが、民主主

義と資本主義を維持し、東西貿易の窓口として国は

豊かになっていく。とくに1980年代以降の、農業と

林業中心の経済からノキアやリナックスなどをはじめ

とするハイテク産業や大規模な研究開発活動を中心

とした工業先進国への変化はめざましい。1995年、

欧州連合（EU）に加盟し、2000年にはユーロを導入

した（北欧では唯一のユーロ使用国である）。近年で

は先述のノキアや世界最大の製紙企業のストラ・エ

ンソなどのほか、マリメッコ（アパレル、雑貨など）、

イッタラ（食器）、アラビア（陶器）などデザイン関連

企業が有名である。労働人口の約3割は公共サービ

スに携わる。

政治的には複数政党の議会制民主主義の国であ

り、国家元首として大統領がいる。1906年、ヨーロッ

パで初めて女性参政権が認められた国であり、現在

も女性の政治参画が活発で地方、国政において女

～ 訪問国の紹介 ～

ノルウェー

スウェーデン

ロシア

ユヴァスキュラ

タンペレ

ヘルシンキ

ボ
ス
ニ
ア
湾

バルト海

 フィンランドの概況 フィンランドの概況

フィンランド共和国
Republic of Finland
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性議員が全体の3～4割を占める。汚職が少なく、ト

ランスペアレンシー・インターナショナル腐敗認識指

数※は175ヵ国中3位（2013年 日本は18位）である。

住民の福祉と地域の発展促進の主体となるの

は市町村（クンタkunta）で、教育・文化サービスと

福祉・保健サービスの提供、社会的インフラの維

持管理に責任を負う。国は政策、法律の制定、補

助金の支出などを行ない、国の行政単位である県

（maakunta）が、市町村の運営と財政が国の施策

方針に則っているか調査、監視している。336ある

市町村は小規模のものが多く、人口10万人以上は9、

5万人未満が317である（最大は人口61万人ヘルシン

キ、最少は人口104人のソットゥンガ）。市町村連合

による自治が認められているが、自治体間格差も存

在する。

選挙権、被選挙権ともに18歳になると獲得でき、

定住外国人（居住期間の制約あり）の選挙への参加

も憲法で認められている。また、自治体法では留学

生などを含めた幅広い層の政治参加を求めていると

いう。議員は基本的に無給のボランティア（諸手当

の支給はある）で、本職の勤務先には職務遂行のた

め休暇を与えることを義務付けている。自治体議員

と国会議員は兼職できる。

北欧的なフィンランド人の特徴として、自立した個

人、権利意識の強さ、平等・対等に対するこだわ

り、自然や居住環境への関心の高さ、90年代以降

の情報化の急進展が挙げられる。また年齢や性別

を問わない能力主義の社会であり、政治、経済、

健康、教育の4分野における男女平等の度合いを評

価した世界経済フォーラム（以下WEF）男女格差報

告（2011年）では135ヵ国中2位（日本は101位）で

あった。

またフィンランドは北欧型福祉国家である。国民

負担率は6割近くあり、OECD34ヵ国中10位（2009

年）と比較的高いが、国民の福祉国家への信頼は篤

い。失業や高齢、格差などによる社会リスクへは政

策的に対応がとられ、市民生活が包括的にサポート

されている。国民皆が負担をし、皆がサービスや給

付を受けるという北欧型福祉の特徴である普遍主義

が貫かれ、誰もが公平に享受できる教育、保健、

医療、その他社会サービスは水準が高いことで知ら

れる。

こうして人口500万人強の小国は、高い国際競争

力（世界3位〈WEF2012年〉。日本は10位）を持ち、

一人あたりのGDPも約48,000ドルと188ヵ国中14位

（2011年）で（日本は46,000ドルで17位）ある。経済

格差はOECD30ヵ国中7位だが、OECDは、近年の

フィンランドでは、富裕層と低所得層の差だけでは

なく、富裕層と中間所得者層の収入の差も拡大して

いると報告（2008年）している。

フィンランドでは日本同様に高齢化が進み、60歳

以上の人口比率は193ヵ国中5位（日本は1位）で4人

に1人は60歳以上である。今後は健康な労働力の確

保が、福祉国家体制と国力の維持・増強に欠かせ

ない課題になろう。

「まずサウナを造れ。家はその次」という諺がフィンランドに
はあるそうである。フィンランド人にとってのサウナは、リラッ
クスでき健康を保つ場所、家族団らんの場、社交場でもあ
る。国内には200万あまりのサウナがある。視察研修先では、
施設にサウナが設置されているところもあった。妊娠期から
の保健サービスが始まる以前、多くの母親はサウナで出産を
したという。

※腐敗認識指数：トランスペアレンシー・インターナショ
ナル（TI）による、公務員と政治家の腐敗度合のランキ
ング。

子どもオンブズマン
事務所のサウナ
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オランダ王国は、ヨーロッパ西部に位置し、東はド
イツ、南はベルギーと国境を接し、北と西は北海に
面する本土の他、カリブ海の自治領と海外特別自治
体（BES諸島）によって構成される。ベルギー、ルク
センブルクとあわせてベネルクス3国と呼ばれ、欧州
共同体（EC）の創設メンバーとして欧州連合（EU）
への発展に寄与した。首都はアムステルダムだが、
政治の中心は王宮や国会のあるデン・ハーグである。
人口の80％あまりがゲルマン系のオランダ人で、ヨー
ロッパ人が約5％、その他に旧植民地のインドネシア
やスリナム、トルコ、モロッコ、カリブからの住民を
はじめ多様な民族がいる。
オランダ本土は低湿地帯に位置し、干拓地が多く
を占め、国土の1/4は海面下にある。洪水のたびに
土地が流され、多くの犠牲者を出してきたが、13世
紀以降の技術革新によって洪水のリスクは低減して
いく。1953年、オランダ近代史上最大の洪水被害が
発生した後、政府は1万年に一度に発生する大洪水を
前提とした治水事業「デルタプラン」を計画し、1997
年、その工事を終了した。オランダ人は干拓事業を
通し、住む場所は自分たちで作り支えるものという
国づくりへの参画意識、災害という不確定要素をは

らむ問題への不屈の挑戦という独特の気質と態度を
培ってきた。12、13世紀以降、干拓、堤防などの建設、
管理を担ってきた「ウォーターボード」は世界初の近
代民主的自治組織とも評され、現在も市民自らが水
域管理のために自治を行なう。
オランダは、1648年、80年にわたる独立戦争を経

てスペインから独立し、共和国として国際的に認め
られた。独立戦争と時を同じくして、世界中に入植
地と植民地を持つ海上国家として覇権を握るように
なっていった。1602年に設立されたオランダ東インド
会社は、世界の香辛料貿易と香辛料生産地域を席
巻し、オランダ経済は黄金期を迎える。日本との独
占貿易も行ない、出島のオランダ人定住地は200年
以上、日本における唯一のヨーロッパとの交易所で
あった。一方で17世紀半ばからイギリスやフランスと
の戦争で国力を消耗していき、18世紀後半には黄金
期は過去のものになっていく。20年のフランスによる
支配の後、1815年、現在のベルギーとルクセンブル
グも一緒になりオランダ王国が成立する。中立な立
場をとった第一次大戦、ドイツに占領された第二次
大戦の後、経済成長が急速に進む。1980年代には「オ
ランダ病」とも言われる深刻な不況に直面するが、「奇
跡の回復」を果たす（後述）。現在のオランダ経済は
高い開放性で知られ、かつて栄華を誇った時代のよ
うに国際貿易を中心に展開している。日本では、シェ
ル（エネルギー・資源産業）、ユニリーバやハイネケ
ン（製造業）、フィリップス（電器産業）などの企業が
よく知られている。就業人口の約3/4が金融・流通
を中心としたサービス産業に、約1/4が製造業に従
事する。農業従事者は4％にとどまるがその生産性
は高く、農産物の大輸出国でもある。
現在のオランダは、州（Provincie）と呼ばれる12

の広域自治体と441の基礎自治体（Gemeente）の2
階層で成り立っている。もともとオランダは連合州で
あったため州が最重要の行政組織であったが、公共
サービスは民間委託が進展し、基礎自治体への分権
化が進められている。
オランダは歴史的に多くの移民、異なる人種や文

化を受け入れてきた国である。共和国時代は、宗教

～ 訪問国の紹介 ～

ドイツ

ベルギー

アムステルダム

ユトレヒト

北
海

 オランダの概況 オランダの概況

オランダ王国
Kingdom of the 
Netherlands
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や思想について寛容性を持ち、王も国教もないオラ
ンダに新教徒、ユダヤ人、労働移民などが都市部を
中心に移り住んだ。1950年代以降は非ヨーロッパ系
移民が労働者として移入してきた。緩やかな移民政
策と多文化主義政策がとられてきたオランダだが、
21世紀以降は、オランダ語を話し、オランダの文化
を受け入れることを移民に求める同化を目指した政
策展開がとられるようになった。憲法では、全ての
国民に宗教の自由、母語の使用、固有の文化の維
持、機会均等を保証している。しかし例えばトルコ
やモロッコ出身者が失業する確率はオランダ出身オ
ランダ人の5倍と言われ、政府は不均衡是正のため
の対策に取り組んでいる。
また、かつては、周辺国に比べて反移民勢力が
弱かったが、9.11同時多発テロのあった2001年以降
は、男女平等、同性愛者の人権、自由といった近
代的価値観を認めないムスリムへの風当たりがとく
に強くなっている。
19世紀末以降のオランダは、宗教、宗派、信条
別に形成された社会グループが、政党、雇用者団体、
労働組合、農民団体、メディア、病院、学校を擁し、
人々は自分の所属するネットワークのなかで生活す
る「柱状社会」という社会的構造を持っていた。数
ある柱のなかでも、キリスト教系が優位を保ち、国
の福祉制度の発展を率いていた。1917年、公・私
立を問わず、初等教育機関に対し、国からの補助
金が均一に支給されることが憲法に規定されたのを
きっかけに、各柱は独自の非営利団体を設置し、公
的機関と同様の補助金を受けて多様な社会サービス
を提供するようになり柱状社会はより強固になる。
1960年代以降、宗教の世俗化、都市化、グローバ
ル化などの進展に伴い、柱状構造は形骸化していく
が、オランダの福祉・医療サービスの提供において
は、民間非営利団体の果たす役割が今なお大きい。
オランダは女性パートタイムの労働者比率が高い
が、それはワークシェアリング※が浸透しているため
である。オランダでは1960年代、北海で油田が発
見された。1970年代のオイルショックによる資源価
格高騰で外貨収入が増大したオランダは、これを原
資に手厚い社会福祉制度を構築する。しかし、為替
レートの上昇と労働者賃金の上昇が国内製造業を衰
退させ、国際競争力が低下した。経済が悪化する一
方、拡充された社会保障は財政を圧迫して財政赤字
となり、制度維持のために増税を行なう、といった

悪循環に陥る。1980年代前半、失業率が15％に達
し、経済は「オランダ病」と称されるほど落ち込んだ。
しかし政府、企業経営者、労働組合の三者間によ
る「ワッセナー合意」が経済回復へ導く（オランダの
奇跡）。ワッセナー合意には、労働価値が等価であ
れば、パートタイムも正社員も賃金、社会保険や育
児休暇などの条件を同じにするとした内容が含まれ
る。労働時間で格差を設けないパートタイム労働を
促進するワークシェアリングを導入すると、雇用が拡
大し、1990年代末、失業率は3％まで改善する。非
正規労働の正規化による雇用の安定化を図ったこと
で、ライフスタイルやライフステージによって多様な
就労形態を選択できるようになり、女性、高齢者、
障がい者などの社会進出も進んだ。
現在、子どものいる女性がパートタイムで就労す

ることは極めて一般的である。しかし男性は今なお
フルタイム就業を志向し、女性自身も「女性がフル
タイムで働くと家族生活が損なわれる」と考える傾向
があるという。伝統的な役割分担は形を変えて存在
しており、女性は経済的に男性に従属し、男女間の
不平等はむしろ固定化しているという批判もあるが、
女性がパートタイム労働を志向した時、それを実現
できる制度があるといえる。
オランダでは、全ての国民は積極的な役割を社会

に果たすべきであるという主原則に支えられ、幅広
く手厚い社会保障体制を発展させてきた。しかし、
2008年の金融危機によるバブル崩壊後、経済は厳
しい状況にある。2013年9月、アレクサンダー国王
は、財政難で20世紀後半の福祉国家は持続不可能
になっていると語っている。現在、国庫を圧迫する
社会保障制度をどう維持するのか、あるいは変えて
いくのかが、課題となっている。

※ワークシェアリング：勤労者同士で雇用を分け合うこ
と。各々の労働時間を短くする時短によるのが典型的
な方法である。
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フィンランド オランダ 日　本

正式国名 フィンランド共和国 オランダ王国 日本国

総人口
（18歳未満人口 ）

544万人
（2013年6月 Statistics
Finland） （108万人）

1,678万人
（2013年1月 Statistics 
Netherlands） （346万人）

12,750万人
 （2060万人）

社会的養護ケース
（児童人口に対する割合）

17,830
（1.5％）2012

施設11,000
里親21,000（重複あり）

39,505
（0.2％）2012

15歳以下人口比率
（WHO2012、193ヵ国） 17％（155位） 18％（147位） 13％（191位）

60歳以上人口比率
（2011、193ヵ国） 25％（5位） 22％（21位） 30％（1位）

面　積 約33.8万km2 約4.2万km2（九州とほぼ同じ） 約37.8万km2

首都（人口） ヘルシンキ
（約60.5万人）

アムステルダム
（約79.9万人）

東京
（約1,300万人）

政　体 共和制 立憲君主制 立憲君主制

宗　教
ルーテル派教（国教）会（78％）、
フィンランド正教会（1.1％）、
無宗教（約19.5％）、その他

キリスト教（カトリック27％、
プロテスタント16.6％）、イスラム教（5.7％）、
ヒンズー教（1.3％）、仏教（1％）、
無宗教・その他（48.4％）

（2011年 オランダ中央統計局）

神道系（約1億700万人）、
仏教系（約9,800万人）、
キリスト教系（約300万人）、
その他（約1,000万人）

 （2006年文部科学省宗教統計調査）※

地域区分

19県（maakunta） 12州（Province） 都道府県（47）

70郡（seutukunta）＞
336市町村（kunta） 408基礎自治体（Gemeente） 市区町村（1742）

1.6万人（市町村平均人口） 4.1万人（基礎自治体平均人口） 7.3万人（市町村平均人口）

合計特殊出生率
2005-10（平均2.56）

196ヵ国
1.83（149位） 1.74（155位） 1.27（190位）

合計特殊出生率2013
（平均2.4）195ヵ国WHO 1.9（130位） 1.8（137位） 1.4（179位）

GDP（国）10億US＄
2011 187ヵ国 263.656（38位） 837.59（17位） 5,897.02（3位）

GDP（一人当たり）
US＄2011 188ヵ国 48,814（14位） 50,175（10位） 46,108（17位）

 国民負担率（OECD34ヵ国中）
全て2009年の数値 59.2％（10位） 54.6（12位） 38.3％（27位）

所得間格差（ジニ係数） 
CIA WORLD FACT BOOK

 （百分率表記）
0.268（2008） 0.309（2007） 0.376（2008）

相対貧困率mid2000 
30カ国中 OECD 7.3％（9位） 7.7％（10位） 14.9％（27位）

子どもの貧困率mid2000
30カ国中OECD 4.2％（3位） 11.5％（15位） 13.7％（19位）

教育機関に対する公財政支出
（対GDP比）2009 6.35％ 6.22％ 5.23％

就学前教育 保育サービス（0～6歳）
就学前教育（6歳）

託児所（6ヵ月～4歳）
保育園（2～4歳）

保育所（0～6歳）
幼稚園（3～6歳）

義務教育 7～16歳 5～18歳 7～15歳

教育費（義務教育） ほぼ無料 16歳まで無料 一部負担

医療費 ほぼ無料 無料  
※歯科治療、精神科診察等には一部負担あり 3割負担

国民幸福度
（レスター大学2006） 6位 15位 90位

就業率（2012）ILO 55.4％ 61.0％ 56.5％

女性の就業率（2011）ILO 51.7％ 55.1％ 46.1％

失業率（2012）OECD 7.7％ 5.3％ 4.4％

パートタイマー率（2011）ILO
（全労働人口に対して） 12.7％（15～74歳就業人口） 37.20％ 20.6％（週35時間未満の従業員）

女性パートタイム（2011）
労働者比率ILO 16％（15～74歳） 60.50％ 34.8％（週35時間未満）

男女格差WEF（2011）
135ヵ国中 84.51（2位） 76.59（11位） 65.3（101位）

■基礎データ

※全国社寺教会等宗教団体・教師・信者数調査
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Ⅰ フィンランド・オランダの児童福祉フィンランド・オランダの児童福祉

昭和女子大学 人間社会学部 教授 
　団長　髙橋　久雄

1. はじめに
今回訪問したフィンランドとオランダは、その歴史
や文化（訪問国の紹介を参照）によって育まれた明確
な理念と価値観を基盤とし、実践と研究に裏打ちさ
れた独自の子どもとその家族を支援する仕組みを作
り、子どもの最善の利益を具現化する取り組みを行
なっていた。本章では、両国がどのような課題を抱え
ているのか、そして視察した機関や施設、団体が、
制度やシステム全体の中でどのような位置付けで機能
し、また関係付けられているのかを把握してみる。
第2章で報告をする各機関などの活動や社会的な役
割、機能、特性、運営などが、どのようにつながり
連携しているか、私たちが見てきたものはほんの一部
ではあるが、本報告書全体を通して両国の児童福祉
の取り組みを俯瞰し、我が国のこれからの児童福祉
のヒントが読み取れる資料となることを期待する。
本視察研修には、全国の児童福祉施設から12名
の団員が選抜され参加した。フィンランドとオランダ
両国の、子どもと家族に対する予防的支援を中心と
した子ども家庭福祉施策の展開と、それに関連する
機関・団体の視察を通して、それぞれの機関・団体
が社会的資源とネットワークを作り協働する姿や、
さまざまな課題への創造的な取り組みの状況に触れ
た。さらに訪問国の人 と々の交流を通して、その理念
や文化的な背景を、団員たちは自身の実践を踏まえ
た専門性と感性により、よく把握し理解を深めた。
各訪問先の報告は、団員の分担執筆であるが、事務
局報告の中で宮坂氏が言及されていたように、担当
者の努力の上にチームワークの成果が付加された報告
となっていることを申し添えておく。

2. 視察先の概要
（1）フィンランド

子どもの権利擁護や研究開発を担当する国の機
関と、子どもと家族を支援する地方自治体や第三
セクターが運営する施設、家族のコミュニケーショ
ンや暴力の問題に早期に対応するための先駆的な

取り組みをしている病院、そして、子どもの養護
や母子の支援に長年取り組んでいる民間福祉団
体を合わせて10ヵ所視察した。
①子どものオンブズマン：国内の子どもに関わるす
べての事柄に関して「国連子どもの権利条約」
を促進するため、大学と連携した調査研究や情
報収集、子どもたち自身の意見を聞く場の設置、
子どもたちの社会参加の促進、法律や政策へ
の提言、ロビー活動、子どもの権利条約に関す
る教育を行なっている。

② 国立健康福祉研究所：社会保健省管轄の、国
民の福祉と健康に関する研究開発機構である。
子どもと家族の福祉に関する調査研究、国内外
の関係機関や民間団体などとも協働し、プログ
ラム開発を行なっている。

③ ネウボラ（妊娠・出産・育児相談所）：各自治体（ま
たは自治体連合）が小学校区に1ヵ所程度設置
し、妊娠期から就学前までの保健・医療・福祉・
心理サービスを、担当保健師が中心となって継
続的に支援する。産前教育、早期の両親の虐
待リスク診断と治療への結び付けがなされ、利
用は無料で、定期健診や予防接種を受けられ
る。妊娠期4ヵ月以内に利用すれば母親手当（育
児パッケージのプレゼントか現金支給）が受けら
れるなどの魅力的なサービスで、98％の利用率
がある。

④ 家族ネウボラ（ファミリー・カウンセリング・オフィ
ス）：各自治体に設置され、子どもの問題行動、
親子間の問題、夫婦間問題、家族機能などに
ついて、支援が必要な家庭へ、相談援助や、
専門機関へつなげるなどのサービスを行なって
いる。

⑤ オウルンキュラ・ファミリー・リハビリテーション・
センター：児童虐待など親子関係に課題を抱え
る家族の宿泊と通所の治療（リハビリ）を行な
う部門と、児童の緊急保護部門がある。リハビ
リ期間を通し丁寧なアセスメントを行ない、より

第39回資生堂児童福祉海外研修（フィンランド・オランダ）報告総論
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良い支援につなげる。緊急保護の場合は、親
子分離措置の判断が下される前に在宅ケアが試
みられている。

⑥ タンペレ大学中央病院 乳幼児精神保健外来診
療部：ネウボラや家族ネウボラなどの関係機関
から紹介された12歳以下の子どもと家族へ、外
来と日帰り入院で診察・治療を行なっている。フィ
ンランドでは、高度な先進治療は主に大学病院
で行なわれており、家族で専門性の高い家族治
療を受けることができる。

⑦ 近親暴力防止センター・プロジェクト（中央フィ
ンランド中央病院内）：近親暴力の早期の予防・
発見・支援を可能にするため、自治体と病院の
連携システムを開発するパイロットプロジェクト。
大学と協働し、早期発見のためのスクリーニン
グツールの開発と調査研究を行なっている。

⑧ 母子の家とシェルター連合：家庭内暴力、児童
虐待などに対応するNPO団体。家庭内暴力や
虐待の被害親子が本人の希望で入所する母子
シェルター、若年親や障害のある親など養育力
に課題を抱える親子を受け入れる母子ホーム、
在宅ケアサービスを運営する29法人が加盟して
いる。開発した統一治療モデルを使い、加害男
性のためのワーク、子どもへのワーク、母親へ
のワークを実施し、家族全体を包括的に支援し
ている。その他、予防のための啓発・広報活
動、インターネットを使ったバーチャルシェルター
を開設している。また、国立健康福祉研究所の
協力を得て施設の現状と課題を調査研究し、ロ
ビー活動や法律改正委員としての活動を通し、
母子支援の制度的な改善を働きかけている。

⑨ 首都圏母子シェルター・アソシエーション（母子
シェルター）：第三セクターが運営する暴力被害
親子の入所施設。ワークモデルに基づく支援と
親子面接支援により、将来の計画を自分でたて
られるように支援する。退所後は住居提供、在
宅ケアを実施している。また、家族が自治体か
らの支援を受けられるようにサポートする。

⑩ SOS子どもの村タピオラ：世界的な組織である
SOS子どもの村に加盟している、里親型の児童
養護施設である。ケア職員の週単位の長期シフ
トが特徴的であり、里親家庭の親密さと、施設
の専門性とチームによる支援体制とを併せ持つ。

（2）オランダ

児童保護の要となる州の行政機関、子どもの権
利擁護・親権・健全育成などに関わる独立行政法
人、代替刑罰としての教育プログラムを実施する
独立行政法人とそのプログラム現場、家庭外養護
を支える各種里親関係団体とファミリーホーム、
学校を拠点に子どもの健全育成と教育環境を整え
る地域開発を行なっているコミュニティ・スクール、
多くの協力者を得て地域の貧困問題に取り組む民
間福祉団体の9ヵ所を視察した。
①青少年保護局（BJZ）：保健福祉スポーツ省と安
全法務省が管轄する州レベルの機関。機能とし
ては、虐待相談と通告の窓口、児童虐待の通
告受理と調査、青少年の適切なケアと保護につ
いての支援の決定、青少年及び家族のソーシャ
ルワーク、里親団体や関係機関・団体との連携
などがある。

②児童擁護諮問委員会：安全法務省が管轄する
独立行政法人。「BJZから依頼を受けた児童
保護ケースの調査」、「離婚に伴う親子関係上の
問題を抱えるケースの調査、裁判所への報告と
提言」、「養子縁組希望者の家庭調査と承認」、
「事件を起こし立件された青少年（12～18歳）
の調査と裁判所への報告」の4つの業務を実施
する。その他、政策などについて提言を行なっ
ている。

③オランダ里親協会：オランダには、地域レベル
の里親支援団体25ヵ所と、それらを支える里
親支援本部である里親協会が3ヵ所ある。オラ
ンダ里親協会は全国規模の団体で、各地域の
里親支援団体のマネージャーによるミーティング、
シンポジウムなどを実施し、里子の養育から制
度・政策に至るまで幅広いテーマの協議と情報
交換を行ない、中央政府に対する政策提言やロ
ビー活動、里親制度に関するPRにつなげてい
る。また、里親の開拓や登録認定、里親の訪
問支援や養育スキルの提供、専門里親指導な
どの役割を果たしている地域の里親支援団体を
束ね、その活動に協力している。

④ハルト（青少年犯罪防止・対策団体）：安全法
務省を主務官庁とする独立行政法人であり、軽
微な罪を犯した青少年に、代替的刑罰としての
教育的プログラムを提供している機関である。
ハルト事務所には、基礎自治体のケアコーディ
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ネーター、警察、検察局が常駐し、協力して犯
罪と再犯の予防、子どもと家族の支援にあたっ
ている。

⑤ハルト・プログラム現場（子ども動物園、高齢
者施設）：代替的刑罰としてのハルト・プログラ
ムの場として、青少年を受け入れている現場で
ある。ハルト・プログラムの実施に協力する場
所は、現在、20以上ある。

⑥女性支援センター、キューピッド（性被害支援セ
ンター、予防のための性教育機関）：性被害者
の入所支援、予防的支援としての性教育、子ど
もに関わる機関の職員や里親に対する研修、
チャットやメールによる相談支援を行なってい
る。また、国民のほとんどがイスラム教徒である
トルコからも、講師の依頼を受け、ワークショッ
プを行なうなど、性被害予防のため積極的な活
動を行なっている。

⑦ポルスストック小学校：保護者や近隣住人、医
師や弁護士などの専門職、福祉関係者、企業、
警察など官民の関係機関と個人などの地域の社
会資源に呼びかけ、学校を介し地域が抱える問
題の解決策を探り、地域の再生、子どもの教育、
健全な生活環境作りに取り組むコミュニティ・ス
クールである。

⑧明日への希望（福祉団体）：貧困家庭やホーム
レスへの食糧支援（フードバンク）や各種相談
援助活動、子どもへの支援事業を行なうNPO
団体。代表者の自己資金、寄付金、寄付物品
によって運営され、ボランティア（ここで支援を
受けている人も多い）によって活動が行なわれ
ている。地域の警察、福祉団体、BJZなどとも
連携している。

⑨ヒューマン・ホース・パワー（ファミリーホーム、ユー
スケア牧場）：ホースセラピーを取り入れたファミ
リーホームとユースケア牧場。ファミリーホーム
は、ケアプロバイダーを通じてBJZから委託さ
れた子どもを、家庭的な環境で養育する家庭外
養護である。ユースケア牧場は、週末や子ども
の長期休業中に、親が養育に負担を感じ、将
来的に家庭外養護となることが危ぶまれる家庭
の子どもを預かる牧場体験宿泊制度。数は少な
いが、同種の形態として、ユースケア農場もある
とのことである。

3. 視察及び資料から見る両国の子どもと家族、
    及び児童福祉の現状と課題

（1）離婚及びひとり親家庭の増加

婚姻に対する離婚の率は、日本の36.5％に対し
てフィンランド47.2％、オランダ40.8％とどちらも高
い（2011年）。多くの視察先においても、離婚によ
る家庭環境が与える子どもへの影響が心配されて
いた。
またフィンランドでは、離婚家庭（年間約3万家
庭）の多さに加え、子どもの40％以上は事実婚など
の婚外子であり、子どもの20％がひとり親家庭で
育っているという。働く親との生活の中で、子ども
が孤独を感じていることが問題視されていた。
一方オランダでも、14％の子どもがひとり親家

庭で育っている（2013）。ひとり親家庭で育つ子ど
もの割合は、特に大都市に多く、アムステルダムで
27％、ロッテルダムでは28％である。しかし地域差
も大きく、ひとり親家庭の最も少ない地域では、
その割合は4％である。
アムステルダムの福祉団体「明日への希望」が行

なう食糧支援フードバンクには、毎週1,000世帯近
くの利用があるが、その多くが離婚家庭や母子家
庭で、深刻な貧困問題を抱えている。
また、オランダでは、子どもの親権や面会方法

などをめぐる離婚による係争は、高学歴のカップル
に多く、「係争バトル」という言葉もあるほどである。
最近、離婚係争中の父親が、子ども二人を殺害し
本人も自殺する、という社会に衝撃を与える事件が
あった。オランダでは、離婚時に、父と母が子ど
もの養育計画をたてなければならないが、スムーズ
に同意に至らず、児童擁護諮問委員会が介入する
ケースもある。親の離婚に伴って生じる両親の対立
や不安定な状況が、子どもに与える影響も懸念さ
れている。

（2）アルコール・薬物依存、精神障害などによる
       機能不全家族

フィンランドでは、アルコールと薬物依存の課題
を抱えた家族専用のネウボラや、アルコールと薬
物使用中の母親から子どもを守る機能に特化した
母子ホームがある。親の依存症は、成長するにつ
れ、子どもにも受け継がれていくという。
また、望まない妊娠や妊娠期の精神的な不安定

さ、特に乳幼児期の子どもの発達に応じた子育て
の難しさ、自分の幼児期のつらい体験のフラッシュ
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バック、夫婦間の問題、経済的問題、孤立などさ
まざまな辛い状況から、母親がうつ病などの精神
疾患を発症したり、薬物依存になっていく例が増
えている。
精神的疾患や依存症の課題を抱える親は、家
事ができない、育児ができないなど、子どもを養
育する上での基本的な家庭機能が不全に陥ってい
るケースが多い。

（3）子どもの虐待や家庭内暴力問題をめぐって
　   ～通報と調査、対応件数から

①フィンランドの状況
 1979年のスウェーデンに続き、1983年、子ども
に対する体罰の禁止法（家庭内外すべての場に
おいて）が制定された。これにより体罰への考
え方に変化が生じ、体罰を肯定する親は10％ま
で減少したという。暴力や虐待に対する国民の
認識も高まり、虐待通報が年々増え、2012年
の虐待通報件数は64,391件あった。一方、フィ
ンランドの報道機関UUTISTの2014年2月17
日報道によれば、家庭内の暴力によって年間約
10人の子どもが死亡し、約300人がけがをして
おり、過去10年間で父母に殺害されたり、大
怪我を負わされた子どもの数は、約3,000人に
上るという。但し、実際の虐待についていえば、
身体的より精神的虐待が多い、と母子の家と
シェルター連合の担当者は語っていた。

 また、近親暴力防止センター・プロジェクトの報
告によれば、10万人の女性が暴力の被害に遭
い、毎年10～20人が近親暴力によって死亡し
ている。被害女性の4割は、妊娠・出産を機に
暴力を受け始めているとのことである。前述の
プロジェクトで開発した質問票を使用し、ネウボ
ラで466組の夫婦を対象に調査をしたところ、
21％（101名、うち15名が男性）が「暴力の経
験がある（暴力の現場に居合わせた、暴力をふ
るったことがある、を含む）」と答えた。暴力の
対象はパートナー、両親、子どもなどさまざまで
あったが、そのうち児童福祉課に保護の相談を
行なったのは3件のみであった。この調査の段
階では、ネウボラの記録用紙に暴力についての
記入欄がないこと、ネウボラの診察室が夫婦を
別々に相談対応する環境にないことに改めて気
付いたということであった。同時に、これまで

以上に暴力を予防・発見する役割をネウボラに
期待するなら、ネウボラの負担が増し、保健師
はより多忙になるであろうとの言及もあった。

　②オランダの状況
 2004年、3歳の少女サバンナが虐待によって
死亡した事件※がきっかけとなり、児童虐待へ
の認識と、BJZ（青少年保護局）の運営する
AMK（児童虐待とネグレクトの相談・通報セ
ンター）への認知度が高まった。虐待の通報数
も増し、2005年の38,052件から2010年には
62,001件と増えている。また児童保護関係機関
では、問題の深刻化をおそれ、早期の通報と
迅速な措置対応がなされるようになり、2005年
から2008年にかけては児童保護措置のひとつ
である保護観察ケースが3割強増加し、2009年
過去最高の33,000あまりとなった（国内では「サ
バンナ効果」と言われる）。親権が制限されるケー
スも2005年から2007年にかけて5割近く増加し、
延長も6割近く増えた。2013年は、保護観察や
児童保護が約50,000件あり、そのうち約8,000
件で親権がはく奪となっている。

 2012年、AMKが約19,000世帯（3万人の児童）
を対象に調査を行なったところ、保護を必要
とするケース約2,300件と12％にも上っていた
（P87）。現在、何らかの青少年ケアを受けてい
る18歳未満の子どもは約16万人（約5％）いる。

※サバンナは、警察が薬物の違法所持と取引を疑って
職務質問のために停めた車の中で、死んだ状態で発
見された。3歳であったが、体重は10キロしかなく、
ひどい栄養失調状態で、全身あざだらけであった。母
親によって口の中に布を入れられ、テープで口をふさ
がれたサバンナは、風邪をひいていたため、鼻から息
ができずに窒息死したとわかった。長い間にわたり、
母親と義理の父親から、マルトリートメント（不適切
な関わり）と虐待に遭っていたという。サバンナにはきょ
うだいが3人おり、複数の機関が家族に関わっていた。

（4）子どもが育つ環境の問題

①親子で過ごす時間の減少
 フィンランドの「子どものオンブズマン」からは、
子どもたちの状況について次のような説明が
あった。子どもが3歳になり在宅の子育て手当
の支給が終了すると、母親がフルタイムの仕事
に戻るようになり、夫婦共働き家庭が多くなる。
また、学校の授業は一般的に9時から13時だが、
保育サービスは就学前が主であるため、子ども
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は小学生になると特に孤独な時間を過ごしてい
る。子どもたちは、外見、スポーツ、趣味、学
業などさまざまな面で比較され他児との競争の
プレッシャーの中にあり、遊びさえも子どもらし
く楽しめていない。子どもが大人に甘え、思い
きり遊べる「子どもでいられる」時代が短くなっ
ている。

 オランダでは、朝、親が「登校前託児所」に子
どもを送り、朝食から登校までを託児所の職員
が子どもの世話をする。下校後、子どもは「放
課後託児所」で過ごし、19時頃、親が迎えに
来て帰宅し、20時頃には就寝、という生活が、
生後3ヵ月から小学校卒業の12～13歳まで続く
ことも珍しくないという。フィンランドの「子ども
のオンブズマン」では、親の忙しさを軽減し親
子の時間を増やしていけるようにしたいと語って
いたが、オランダでも同じような課題があるよう
である。

②幸せな国の子どもの貧困
 フィンランドは、国際的比較では「子どもの貧困
問題」は小さいが、近年、貧困による格差が拡
大し、自国基準において、子どもの貧困率はか
つての5％から12％に増加している。特に、離
婚による影響が大きい。オランダで貧困家庭と
その子どもたちへの支援を行なう「明日への希
望」のマックナック氏も、不況による失業と、
失業が要因となる離婚が子どもの貧困につな
がっていると話していた。

③子どもたちの行為障害や精神的な課題
 フィンランドの学校保健の調査によると、女子の
15～20％が自ら「精神的な問題がある」と答え
ている。またフィンランド国民年金庁の調査統
計によれば、2012年、精神的課題を抱えている、
あるいは行為障害があるとして15,000名以上の
子どもが治療を受けている。子どもの精神治療
の数は過去10年間で急増しており、裕福な家
庭の子どもたちにも精神的課題を抱えるケース
が増えているという。基礎的な保健・福祉サー
ビスが広くいきわたり、予防的支援が充実して
いるフィンランド社会にも、さまざまな問題や課
題があることが類推できる。

④移民の子どもたちの生きづらさ
 オランダには、移民や難民を積極的に受け入れ
てきた寛容さと多様性が、社会の特徴としてあ

る。しかし近年、オランダ語やオランダ文化に
ついての知識レベルを確認するなど、移民の受
け入れ条件の厳格化が進んでいる。また、オ
ランダでは、少数民族であることを理由にした
いじめも少なくない。民族を理由にしたいじめ
の対象の多くはトルコ系の子どもたちで、次にモ
ロッコ系、スリナム系が続く。こうした状況をマッ
クナック氏は「隠された人種差別がある」と評し
ていた。なお、マックナック氏によれば、アムス
テルダムには15万世帯の貧困層がいるが、母子
家庭や低学歴、オランダ語が話せないなどが貧
困の背景にあるという。少数民族のルーツを持
つ子どもたちは教育水準が低い傾向にあり、ド
ロップアウト率も高い。今、オランダの文化と言
語を持っていることが、将来、成功するための
要件のひとつとされている。

 一方、国民の97％がフィン人（スウェーデン語系
含む）のフィンランドでは、行政サービスが行き
届かない代表グループに移民家族がある。言葉
が通じない、情報を知らない、文化の違いも理
由にあるという。

⑤薬物
 アムステルダムで私たちが滞在したホテルの2～
3件先には、「コーヒーショップ」（法律に従い、ソ
フトドラッグを販売する小売店）があり、深夜
までにぎわっていた。麻薬や売春を全面的に禁
止することは不可能であり、むしろ国の管理下
に置くという、非常に現実的な考え方から生ま
れた寛容政策をとっているオランダではあるが、
2011年、ロッテルダム市で、義務教育における
学校でのソフトドラッグ禁止の条例が施行され
た。2013年、アムステルダム市でも同様の条例
が施行され、違反者は罰金60ユーロと奉仕労
働が課せられることになった。また、学校には
薬物使用をチェックするスタッフが警察関連機
関から派遣される。寛容な政策には、子どもた
ちに影響を及ぼす深刻な面が存在することも読
み取れる。

⑥性に関わる危険
 オランダでは、“ラバーボーイ”と呼ばれる恋人
詐欺による売春を目的とした人身売買、パーティ
やディスコなどでのレイプや売春被害、青少年
の軽はずみなインターネットへの投稿（裸の写真
を掲載）などが、青少年の性問題として挙げら
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れていた。異性との関わり、遊び場、インターネッ
トの利用などにどんな危険があり、どう対策を
とるかは、青少年を取り巻く環境を考える上で
重要な課題である。現在、合法である売春の年
齢制限を、18歳から21歳以上に改正することも
予定されている。

（5）子ども自身が抱える問題

フィンランドでは、前述の通り、女子の15～
20％は子ども自身が「精神的課題を持つ」と答え、
自殺や自傷もある。また、4～9歳の子どもの12％
に情緒・行動上の課題があり、8～18ヵ月の子ど
もの3％に社会性の発達の遅れが見られるなど、
精神保健上の課題を抱える子どもは珍しくない。
また予防的支援を行なうシステムがあるにも関わら
ず、社会的に適応できなくなる可能性のある子ども
が5～10％いると考えられている。
オランダでも、若年層の自殺が増加し、2006年
頃より、いじめによる小中学生の自殺が社会問題
になっている。また、過去10年間で、小学生によ
る非行や犯罪数が増加している。非行・犯罪の
動機は、「親の注意をひきたかった」・「離婚して離
れて暮らす親に注目して欲しかった」が最も多く、
続く「学校も家もつまらなく、ヒマだった」より約
20％も高い。これらの家庭の親の多くは、共稼ぎ
の中流家庭で、子どもに集中できる時間的余裕が
ない。両親家庭でも孤独に感じている子どもたち
が多くいる。
一方で、家庭が貧しいためにパンなどの食べ物
を万引きする犯罪もある。また新たな手口の犯罪
として、SNS（インターネット）で仲間を集め、ゲー
ム店で強盗を行なった事件もあった。学歴や資格
がなく、自立できない若者の問題もあり、国の青
少年政策における重点課題になっている。

（6）家庭外養育の現状

①フィンランド　～家庭外養育の増加
 フィンランドのファミリー・リハビリテーション・
センターで、人口61万人のヘルシンキでは、現
在8,300人の子どもたち（0～17歳）が児童福
祉サービスを受けていると説明があった。これ
は同年代の子どもの8％に当たり、その80％が
在宅ケアを受け、残りの20％が里親や施設で暮
らしているという。

 2012年の統計では、フィンランド全体で17,830
人の子どもたちが施設や里親の下で暮らし、そ
のうち新規ケースは10,675人、緊急保護は3,944
人であった。18歳未満の子ども120万人のうち、
1.5％が家庭外養護サービスを受けていることに
なる。そして、家庭外養護サービスを受けてい
る子どもの数は、この20年間で倍増している。

 家庭外養護は、過去においては施設養護中心
であったが、現在は半分以上が里親に委託さ
れ、施設養護は38％である。緊急保護される
子ども（12歳以下）の主な理由は、①親の薬物・
アルコール（80％）、②親の精神的課題、③子
どもへの暴力・虐待、④育児ができない、で、
12歳以下の子ども自身にアルコール依存がある
ケースもある。13～18歳では、85％の子どもに
薬物・アルコールの使用があるということであっ
た。

 6歳以下の緊急保護は、里親優先で措置する。
6歳以上は里親の数が足りず、施設入所が多く
なっている。SOS子どもの村タピオラに入所して
いる子どもの多くは、問題行動や慢性的な病気
などを抱えており、心理療法、投薬が必要で、
自閉症や知的障害などもあるため特別支援教育
を受けている。さらに親の60％は保護に反対し
ている。

②オランダ  ～家庭的養護の推進
 児童、子育て、家族についての情報収集や研
究分析を行なう国立研究所Netherlands Youth 
Instituteによると、国内の子どもと青少年（0～
24歳）の大多数85％は大きな問題がなく、そ
の教育水準は上昇しており、健全に家族と暮ら
している。しかし、残りの10～15％は何らかの
支援を必要としている。そして5％の子どもたち
は、社会的、精神的に深刻な問題を抱え、デイ
ケア、緊急保護、里親養護やメンタルヘルスの
支援がある施設養護サービスを受けている。

 オランダでは、親子分離は、最終手段であると
いう認識があり、親が子どもの養育をできず、
家庭状況が子どもの安全や発達に深刻な影響
があると判断された場合、保護をする。保護の
理由としては親の薬物依存、知的に低い、精神
疾患などが多い。それ以外は、親権を制限また
ははく奪し、1年期限で後見人を立てる（必要な
場合延長する）。後見人を立てたケースは、年
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間50,000件で、そのうち8,000件で親権がとり
あげられている。42,000件で親権の制限をしな
がら保護観察下に置き、家族統合をめざし支援
を行なっている。

 児童保護の形態は、子どものネットワークを活
用した地域で支援を行なうことを基本方針とし、
施設より里親養護を優先して家庭的養護を進め
ている。家庭以外で生活する子どもは21,000人
が里親家庭への委託で、11,000人が施設への
入所となっている。ここ数年、デイケアと里親
養護のケアが増加している。

 2011年の調査では、ファミリーホームで支援を
受けている子どもの92％は家庭や親に課題があ
り、子どもの60％はひとり親家庭で、62％は何
らかの支援を既に受けていることが分かった。

（7）児童保護をめぐって

①措置判断における課題
 フィンランドでもオランダでも、在宅での家庭支
援が基本だが、支援者は、家族と関われば関
わるほど、家族の良い点を重視し、課題の兆候
を「見過ごし」てしまうことがあるという。また
フィンランドでは、家庭外養護件数は増加して
いるが、「家族」を単位にした支援が基本である
ことが一般的にも認知されているため、権限を
行使し親子分離の措置をとったSWは、時にメ
ディアなどからも「鬼のようなSW」といったレッ
テルを貼られることがある。さらに行政が、家
庭支援を基本とした方針で活動予算を組んでい
ることが自治体SWのプレッシャーとなり、必要
なケースでも家庭外委託がなされなくなる可能
性もあると指摘されている。

 オランダでは、2009年、23歳のエリーゼ・ワッ
ツが、国を相手に訴訟を起こした。エリーゼは4
歳の時に、父親に性的虐待を受けたとして児童
養護施設に預けられた。当時、オランダでは、
性的虐待を発見するため、従来と異なる調査方
法を試していた。それにより、一人の担当者が、
エリーゼの他に14名の子どもに「父親による性
的虐待がある」と判断していた。施設に入った
後、エリーゼは、親戚から、父親は無実である
と知らされた。しかし父親はソーシャルサービス
の介入に疲れ果て、「親の責任は荷が重すぎる」
とイギリスに移住し、親子の絆は断たれてしまっ

ていた。2011年時点、エリーゼは国に誤りを認
めるよう訴えを続けている。エリーゼの訴えは、
児童保護の介入のあり方、どのような条件がそ
ろえば児童保護になるのかなどの問題を、改め
て提起したといえるだろう。

②関係機関の協働の難しさ、責任の所在
 フィンランドでは、2012年、8歳の少女が父親
と継母によって殺害された事件をきっかけに、
児童虐待対応について議論がなされるように
なった。このケースでは、少女は繰り返し虐待
され、実母、隣人、学校関係者から何度も通
報があったにも関わらず、救うことができなかっ
た。その後の調査で、ネウボラなど支援機関が
複数、関与していたが、完全に状況を把握でき
ていた支援者は一人もいなかったことが明らか
になった（UUTIST：12.6.2013）。関係機関のコー
ディネーションの不十分さが露呈した事件である
が、学校、保健、児童福祉間の連携強化は、
国立健康福祉研究所でも挙げられていた課題の
ひとつで、改善が検討されている。

 オランダでも同様の課題は指摘されている。 
3.（3）②で触れたサバンナのケースでは、隣人
や親戚が通報をし、家族には後見人もいた。
2004年は、サバンナの事件と前後して虐待によ
る死亡事件があった。父親に殺害され、身体を
切断された12歳の少女がマース川で発見された
事件、母親と母親の新しいパートナーに殺害さ
れたとされる4歳の少女が頭と身体を切断され
てヌルデ湖で発見された事件である。いずれの
場合でも、多機関の専門家（10以上もの支援機
関が関わっていた家族もあった）が家族に関わっ
ていた。しかし、事件後、どこの支援機関も、
少女たちの死を防げなかったことへの責任を認
めようとしなかった。

 これらの死亡事件を第三者機関が調査した結
果、支援機関のサブマネージャー級の管理職が
責任を取ろうとしないこと、各支援機関がそれ
ぞれ異なる目標を持っていたこと、児童保護の
担当SWが専門家への相談も計画性も十分なく
対応をしていたことが明らかになった（Insoectie 
Jeugzorg, 2005）。その後、2週間に一度、サバ
ンナの家族を訪問していた家庭後見人が、適切
な介入を行なわなかったとして起訴され、2年間
の裁判を経て2007年、無罪となる。判決後、
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SWたちは抗議行動を行ない、自分たちの専門
性に対し社会の信頼が揺らいでいることは不当
であるとし、政府に対し、SW一人当たりの仕事
量が多すぎること、児童福祉への予算を追加す
べきであることを訴えた。

 視察では、要支援家庭に関わるSWたちの話
を聞くことはできなかったが、多種多様な専門
機関の中から協働する支援機関を選択し、支
援の責任の所在を明確にし、支援をどう進める
かのコンセンサスを得るのは容易でないであろう
ことは推察できる。また児童福祉の予算追加
については、2008年から経済の悪化が進んだ
状況を考えれば、SWたちの主張が実現したと
は考え難い。2015年の地方分権化で、さらに
予算の削減が進むであろうと考えられているが、
政府は新システムに市民の力も巻き込むことも
検討し、効率的なサービス提供の形を模索して
いる。

4.フィンランドの子ども家庭福祉
フィンランドでは、1970年代初頭に出生率が低下
し、1973年に合計特殊出生率が1.5と過去最低を記
録した。当時は、保育サービスなどが整備されてお
らず、働く母親には厳しい社会であった。危機感を
持った政府は、少子化対策に力を入れ、出産・子育
て支援を充実させてきた。その結果、保育所の整備
とともに、母親手当や出産及び育児休業、児童手当、
在宅子育て手当など、自宅保育に対する支援の充実
が図られた。民間保育手当もあり、多様な保育を選

択できるフィンランド特有の子育て支援システムが作
られた。一方、1920年に小児科医アルヴォ・ユルッ
ポにより始められ、1944年に法制度化されてすべて
の自治体に設置されたネウボラの存在は、妊娠期か
らの安心した子育てを家族に保障している。その結
果、2012年には合計特殊出生率が1.8に増加した。
フィンランドは、今、最も子育てしやすい国と言われ
ている。
福祉の仕組みは予防を基本とし、リスクや課題が

あれば早期に気付き、適切に対応できるよう構築さ
れている。なおかつ、課題解決や、家族機能の回復
と強化のためのリハビリテーションの考え方も大切に
している。さらに児童福祉の制度やサービスは、子
どもの権利条約に基づいて整備され、児童保護サー
ビスは、子どもが自らの支援の決定に意思表明でき
る「参加」に重きを置いている。

（1）社会福祉と保健の制度、体制
       ～基本的サービスの実施主体は自治体

フィンランドの社会福祉と保健制度は、国レベ
ルでは、社会保健省が管轄し、関係法令の制定
と施行、制度運用のためのガイドラインの作成など
を行ない、法の整備と制度の普及に責任を持って
いる。社会保健省は研究開発部門や機関を持ち、
各分野の実態調査、課題解決のための研究開発、
海外との共同研究も行なう。研究開発は、実態に
即した施策や制度改革の推進に役立っている。国
の行政単位である県レベルでは、自治体やNPOの
サービス提供者に対し、国の法令に基づいて許認

■表1-1  「フィンランドの保健福祉体制」主体とその働き

社会保健省 省の研究開発部局
研究開発機関、他 県政府 地方自治体（市町村）、

民間団体のサービスプロバイダー、他

関係法令の制定と施行。
社会福祉と医療制度の
開発と普及。
社会福祉や医療制度に
関するガイドラインの
作成と普及。
政策決定。
補助金の支出。

保健福祉に関する実態調
査の実施。
福祉サービスの実施主体
（施設・関係機関など）との
共同研究とプログラム開発。
諸外国の研究機関との共
同研究。
子どものオンブズマン～
児童の権利条約に基づく
情報収集や調査、普及、政
策提言、子どもの福利増進
のための活動を行なう。

許認可：民間サービス
に許認可を与える。
評価：地方自治体の提
供するサービスの有効
性と評価を行なう。
指導と監視：地方自治
体の運営や財政管理が
国の施策方針に則って
いるか調査し、指導と
監視を行なう。 

市民への教育・文化サービスと保
健・福祉サービスの提供、社会的
インフラの維持管理。

 ＊自治体が実施主体となるが、他の
自治体と自治体連合を作ることも
できる。

 ＊自治体は、民間団体などと契約し
保健福祉サービスを委託できる。

 ＊地域医療は大学病院による専門医
療サービスの特別担当地域を基
本に編成。

フィンランド社会保健省ホームページ 「Social welfare and health care system in Finland」と視察先の説明を参考に筆者作成
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可を与えるとともに、サービスの品質管理、指導
などに責任を持つ。サービスの提供に責任を担う
地方自治体は、地域の状況に合わせ、近隣地域と
共同体を組織したり、民間団体と委託契約をする
ことができる。公的機関と民間団体が協力し、保
健と福祉のサービス体制の充実を図るなど、柔軟
できめ細やかな対応ができる仕組みとなっている。
また、フィンランドでは、憲法によって自治体の
議会に高い自律性が認められており、地域の特徴
や課題に即した行政サービスが行なわれている。
業務の遂行は、それぞれに委員会を設置し行なっ
ている。

（2）家族へのサービスと支援

①「子どもの最善の利益」を保障するための支援
 フィンランドの家族支援は、「子どもの最善の利
益」を保障することを主眼として提供されている。
それは、子どもたちが家族の愛情に包まれ、心
身ともに健やかに成長できる、またかけがえのな
い家族との生活を維持できることを第一に考え
た、在宅ケア（オープンケア）のシステムに表れ
ている。親や保護者にとっては、自分の“養育
者としてのアイデンティティ”が尊重にされている
ことにもなる。

 国の政策として、子育て期の家族に手厚い支援
を行なうことで、当事者はもとより、社会的にも
将来のリスクを少なくすることができ、さらに経
済面でも負担が少なくなるとの考えを持っている。

②家族支援システムの変遷
 近年のフィンランドの子どもの保健福祉に関する
改革の流れは、以下の通りである。
1979年 ＜国際児童年＞
1983年 児童保護法制定、同年子どもに対する

体罰の禁止法制定（家庭内外、すべ
ての場において）

1984年 在宅育児手当（3歳未満児）及び育児
休業法制定

1985年 社会福祉法改正による家族ネウボラの
自治体への設置義務化

1989年 ＜国連総会で子どもの権利条約が全
会一致で採択＞

 この頃には、フィンランドの子どもと家
族への支援システムは、ほぼ整備され
た。

1991年 国連子どもの権利条約を批准
1990年代　児童保護法、青少年法を改正し、

「子どもの意見の尊重」を追加
 その後、経済不況により、子どもの権

利についての議論はされなくなる。
2008年 児童保護法の改正
 それまで家庭外ケアは施設ケア中心で

あったが、施設ケアから在宅支援へシ
フトし、保護者や家族への支援（オー
プンケア）が可能となった。

2009年 保健福祉法制定
2011年 新健康保健法施行
 全国の自治体で同じ質のサービスを提

供できるようになった。
③家族支援制度の枠組みと切れ目のない支援
 家族サービスのシステムの構造については図1-1
の通りで、予防的な支援機能を含む基礎サービ
スから、特別な課題を抱える子どもと家族に対
する治療・教育的支援まで、段階的なサービス
のつながりがある。

 自治体の行なうサービスの中で家族支援の基軸
をなしているのは、妊娠期から出産・育児を支
援する相談所「ネウボラ」である。その利用率は
98％と、ほとんどすべての子どもを持つ家族が
利用している。1944年から全国展開されている
ため、現在の親世代も、その親世代も子どもの

ユースステーション

児童・思春期精神医療 代替家庭（里親）

児童保護
（スクールホーム）

若者への支援

在宅家事支援
サービス

（依存症）

家族カウンセリング

特別な保健・社会
サービス

（治療・教育的支援）

要支援家庭への
早期サービス

（健康と福祉への支援）

全ての家庭への基礎サービス
（健康と福祉の促進）

学校における
心理的支援サービス

デンタルケア就学前、義務教育

デイケア、子どもの遊び場 ネウボラ

●図1-1 フィンランドの保健福祉サービスの構造

出典：家族ネウボラ講義資料より
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頃から利用している身近な存在となっている。
ネウボラの保健師は、家族との信頼関係を作り
ながら、家族や子どもに起こるさまざまな問題
に対して、医師や心理の専門家、ソーシャルワー
カーと連携をとり、的確な判断と感性で、予防
と早期発見・早期対応に有効な役割を果たして
いる。また利用者のデータが50年間保存されて
いるため、保護者の養育歴をたどって親支援に
役立てたり、機関の連携などに活用することが
できる。ネウボラに行けば、例えば出産入院の
病院は指定され、必要なデータも病院に提供さ
れるので、病院探しや事前の各種診察などによ
る妊婦の負担も少ない。専門機関に紹介される
場合も、ネウボラが窓口の役割を担うため、利
用者の大きな安心につながっている。

 またネウボラの保健師は、ほとんどが、就職す
ると定年まで異動することなく同じネウボラで働

き続けるという。子どもが学齢となりネウボラを
卒業しても、家族と担当保健師との関係は続い
ていく。制度的な充実と共に、公的なサービス
が人間関係でつながっていることに、大きな力
を感じる。

　子どものオンブズマン事務所（P37）が施設で暮
らす子どもの声として紹介したものに、「ソーシャ
ルワーカーや支援者が変わらないようにして欲
しい」というものがあった。人間関係のつなが
りは、安心につながるものとして求められている
のである。

 また、児童保護サービスの対象は成人となる18
歳までであるが、自治体の支援を受ける権利は
21歳まである。それは、住居の確保、教育、
経済的支援、支援員をつけるなどである。制度
の切れ目を緩やかにし、個々にあった選択肢を
増やし、より安定した自立を支援するものである。

～BRISのPRポスターとカード～～特別な保健・社会サービスを受ける子どもと家族～

　予防と早期支援が充実する「切れ目のない支援」システムの中で、どんな子どもや家族が、児童保護などの特別

な保健・社会サービスを受けることになるのか、要支援家族への家庭育児相談を行なう家族ネウボラのカルマル氏

に聞いた。家族相談を行なっている立場から、以下の三つの理由が考えられる、という。

1. すべての家庭への基礎サービスの利用状況は、100％ではないためである。システムからこぼれ落ちる代表例

グループは移民の背景を持つ家族である。言葉がわからず、行政サービスの情報を知らない、フィンランドのサー

ビスに居心地の悪さを感じるなどが、その主な理由である。また精神疾患や依存症の課題を抱えた親には、治

療を受けることについてふんぎりがつかず、サービスを利用して課題を指摘されることを懼れている者もある。

DV被害者の多くは暴力を受けていることを恥じているので、知られるのを懼れてネウボラなどには来ないこと

もある。しかしこうした人たちこそ、本当は支援が必要で、問題が深刻化してからの対応になってしまう。

2. 基礎サービスの場で、リスクを適切に捉えていない場合がある。家族と子どものリスク要因をすべて把握する

のは非常に難しい。家族が課題解決を積極的に望んでいなければ、問題を隠そうとするため、なおさらである。

3. 要支援家族に向けたサービスが適切でないこともあるだろう。親の課題を正しく把握できたとしても、サービス

が家族や子どもにマッチしていなければ、サービスを受けている間にもリスク要因は積み重なっていく。

　こうした課題をどう解決していこうとしているのかを具体的に聞くことができなかった。しかし、2011年の新健

康保健法§70では、親を対象にしたサービスを提供する際にも、子どもの状況を考慮すべきであるとし、親が依

存症、精神的ケア、その他の深刻な課題でケアや支援を受ける場合には、子どもへの支援の必要性をアセスメン

トし、適切な支援を提供することを定めた。親である大人が利用するさまざまな支援機関で、必要なケアやサポー

トを受けられていない子どもを発見し、対応につなげていく。こうした支援の可能性については、タンペレ大学の

マケラ氏も言及されていたことである（P57）。
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④ネウボラ（妊娠・出産・育児相談所）を基軸と
した、フィンランドの家族支援システムの概要

　図1-2にあるように、母親と父親には育児休業
とともに、児童手当や母親手当、民間保育手当、
在宅育児手当が用意されている。ネウボラをは
じめとした社会的なサポートを受けながら、自
分たちなりの子育てスタイルを選択することが

可能である。また、ネウボラには、子どもの発
達や健康、家族関係、両親教室などのプログラ
ムやサービスがあり、それぞれ専門家が配置さ
れている。より専門的な支援や治療的ケアが必
要な場合は、他の専門機関につなげてもらうこ
ともできる。

（3）現場力＋調査研究による開発＋制度政策＝
       フィンランドのシステム

小児科医アルヴォ・ユルッポにより始められたそ
の活動が、国の制度「ネウボラ」に発展した例に見
られるように、現場の実践が、大学や研究機関の
実証的な研究の対象となり、国の法律や制度に積
極的に取り入れていく風土がある。
母子の家とシェルター連合は、ヨーロッパや北
欧諸国から学び、1990年代後半にDV被害の母子
を支援するプログラムや、DV加害者への支援「ユッ
シワーク」（P62）を開発した。現在は、国立健康福
祉研究所と共同プロジェクトを組み、被虐待児へ
の支援方法の開発を進めている。母子支援制度
充実のため、ロビー活動や法律改正委員会のメン
バーとしての活動も行なっている。その他、タンペ

レ大学中央病院乳幼児精神保健外来診療部のプ
ロジェクトが、すべての国立大学附属病院の「児
童精神科」の開設につながったこと。中央フィンラ
ンド中央病院の近親暴力防止センター・プロジェク
トが、ユヴァスキュラ大学とスクリーニングツール
を共同開発し、ネウボラでの実証テストを通して
機関連携のシステム作りに取り組んでいること。
それぞれの現場が持っている力、気付きを、ネット
ワークの中で形にし、それをシステム化し普及する
環境が作られているように感じられる。

（4）財政問題とシステムの変更

ヘルシンキ市では、2013年に組織改革が行なわ
れ、保健課と福祉課が統合し、保健福祉課が設
置された。組織改革実施には、少子高齢化により

●図1-2  フィンランドにおける出産・子育て支援の福祉システムの概要
出所：第39回（2013年度）資生堂児童福祉海外研修事前研修資料（吉備国際大学 髙橋睦子氏資料）
＊子育て手当、児童手当について第2章P46「フィンランドの母子保健制度」参照

2012　髙橋睦子
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各
種
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業
・
手
当
制
度
）

社
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　保

　
　障

社
会
サ
ー
ビ
ス

父親休業12～30日
父親のみ、出産休業期間
中に取得

父親月間
13～36日

母親手当
（育児パッ
ケージ
または現金）

母親休業105日
産前産後
母親のみ

親休業158日
（母親休業直後）
父母いずれか

部分的ケア手当（親の労働時間を短縮；3歳未満、義務教育1-2年次）
民間保育手当

在宅子育て手当
（子どもが3歳になるまで）

育児休業

＊在宅子育て手当と民間保育手当は、
　自治体保育サービスを利用しない場合
　の選択肢

児　童　手　当　（0～17歳の未成年者が対象、所得制限なし）

（約9ヵ月）

乳児期 幼　児　期 学童期妊娠

学校保健
＋家族ネ
ウボラ

義務教育

基礎学校
就学前
教育

保育サービス
〔自治体保育サービス（保育所または家庭保育）
および民間保育〕幼児教育（保育教員、保育士）

1歳～　2歳～　3歳～　4歳～　5歳～　6歳～　7歳～0歳～

誕
生

母親・子どもネウボラ（相談所）：母子定期検診／両親教室、発育／発達モニタリング、子育て相談、家族支援、
（保健師、看護師、医師、ソーシャルワーカー、心理士、ホームヘルパーなど）

出  産  休  業 （合計263日）

c
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税収が減少したことで、行政に業務の効率化が求
められたという背景がある。しかし単純に部署を
廃止したり職員を減らすのではなく、熟慮されたシ
ステム改良の結果、窓口を一本化することで、人を
増やさずスムーズなサービスの提供を実現すること
ができ、利用者にとっても利便性が高まったという。
継続した人間関係とともに、一本化による窓口
のわかりやすさと申込み手続きの簡素化が、利用
者の負担感や心配を軽減するとともに、機関連携
をスムーズにし、利用者のメリットにつながった。

他の公的機関でも、このように経費の節減を迫ら
れても、利用者本位に、かつ方針には前向きに、
組織の運営や機能の見直しと工夫を行なっている
話を聞いた。
 

（5）視察機関の子ども家庭福祉における位置付け
       と関係

今回の資生堂児童福祉海外研修で訪問した機
関や施設を俯瞰し、フィンランドの子ども家庭福祉
における位置付けと関係を見る。

●図1-3  フィンランド視察先俯瞰図（筆者作成）

SOS子どもの村
タピオラ

子どもオンブズマン
事務所

全ての家庭を支え・子どもの育ちを支える
予防と早期発見機能を備えた基礎サービス

要支援家庭への
早期サービス
オープンケア
（在宅支援）

特別なニーズを
持つ家庭へ
治療教育的支援

全ての家庭を支え・子どもの育ちを支える
予防と早期発見機能を備えた基礎サービス

要支援家庭への
早期サービス
オープンケア
（在宅支援）

特別なニーズを
持つ家庭へ
治療教育的支援
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今回、視察訪問をした機関は、フィンランドの
保健福祉サービスにおいて図1-3に配置したよう
な位置付けとなっている。すべての家庭を対象と
した基礎サービスを行なう機関が、「ネウボラ」であ
る。そして要支援家庭への早期サービスを受け持
つ機関として、「母子の家とシェルター連合」、「首都
圏母子シェルター・アソシエーション（母子シェル
ター）」の2つの機関がある。そして、最もハイリス
クな課題を抱える家庭に対して治療・教育的支援
を行なう機関として、「オウルンキュラ・ファミリー・
リハビリテーション・センター」、「SOS子どもの村タ
ピオラ」がある。「家族ネウボラ（ファミリー・カウン
セリング・オフィス）」は、早期サービスとハイリス

クの両方にまたがる機能を持っている。「国立健
康福祉研究所」は、各階層を網羅する守備範囲を
持っている。中央フィンランド中央病院内の「近親
暴力防止センター・プロジェクト」は病院という各
階層にまたがる母体の中で、ハイリスクなテーマに
取り組むプロジェクトを行なっている。「タンペレ
大学中央病院乳幼児精神保健外来診療部」は、
早期サービスとハイリスクの両方にまたがる機能
を持ち、国立大学病院として先進的な専門医療を
リードしている。そして、「子どものオンブズマン事
務所」は、社会システムの全域にまたがるポジショ
ンにいる。
子どもたちの生活や活動のすべての中に「子ど
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もの最善の利益」の理念を定着させ、その実践を
保障するために、法制度やシステムがあり、そして
それらを運営・管理する行政機関などによって図
全体の外枠は作られる。サービスや活動を実施す
る機関・団体は、制度やシステムによるつながりや
ネットワークによって、有機的な関係を持って活動
をしている。つまり、ネウボラで発見された家族の
課題は、早期サービスまたは治療教育的支援に紹
介され、サービスを受ける。ハイリスクな問題が改
善されれば、オープンケアとして、再び地域の在
宅支援や一時保護的なサービスに戻ってくる。ま
た、サービスや支援を通して、機関として取り組む
べき利用者の課題が見つかると、「近親暴力防止セ
ンター・プロジェクト」のように開発プロジェクトが
取り組まれ、時には機関相互や大学・研究機関と
の共同研究や国際的な共同研究も行なわれる。

5. オランダの子ども家庭福祉
オランダの社会システムの特徴として、基礎自治体
に裁量を持たせることとともに、政府がNGO・NPO
などの民間団体と対等な関係を作っていることが挙
げられる。学校教育をひとつの例えとして紹介する。
1848年、憲法によって、宗教、思想、教育理念に基
づいた学校の創設が誰にでも認められた。1917年に
は、公立、私立、宗教団体を問わず平等に公費が
補助されることになり、生徒はどの学校に行っても
授業料は無償という仕組みになった。これは、社会
福祉の分野でも共通した考え方で、政府、州、基礎
自治体が民間団体に事業を委託し、協力関係を作っ
ている。このような取り組みの基盤として、オランダ
のソーシャルキャピタル（社会関係資本）※1の強さがあ
る。ポルダー（干拓地）モデル※2という言葉に表され
るように、オランダは、その長い国作りの歴史の中
で、国土を広げ維持するために国家プロジェクトとし
て干拓事業を進てきた。災害の危機を回避するため、
干拓地を単位としてコミュニティのあらゆる人々が集
まり、協力をする文化があり、階層を超えた協力や
対話を重視する気風がソーシャルキャピタルを育てて
きた。（紺野2012.51-52）

※1 ソーシャルキャピタル：人々の協調行動が活発化する
ことで社会の効率性を高めることができる、という考
え方のもと、信頼関係、ネットワークなどの社会組織
の重要性を説く概念。

※2 ポルダー・モデル：オランダ独特の事象を表す「オラ
ンダ・モデル」という意味で使われる。

（1）児童福祉と青少年保護の実施体制

①児童福祉及び青少年保護に関する法令と国、
州、基礎自治体の役割

 オランダの児童福祉に関わる法律は、2005年
施行の青少年保護法（現青少年法）と育児法で
ある。青少年保護法では、課題を抱えた青少年
とその家族を更生させるため、質の高いサービ
スを提供することを保障している。育児法は、
女性の社会進出と保育施設利用の促進、保育
施設運営団体の競争的経営による利用料の低
廉化システムの三つが柱になっている。

 オランダの中央政府には11の省庁があり、青少
年支援は、保健福祉スポーツ省と安全法務省が
管轄している。保健福祉スポーツ省は、青少年
政策全般と家族と子どもへの専門サービスの大
半に責任を負い、安全法務省は、少年法政策
と関連施設の責任を負っている。そして、12の
州と三つの大都市、及び408の基礎自治体が、
青少年政策と関連サービスの実施主体となって
いる。2007年に施行された社会支援法に、社
会支援機関の設置は州が責任を負うことが規定
され、基礎自治体には、住民の保健福祉、教
育に関するサービスを実施することを義務付け
た。そのため基礎自治体は、子どもの発達と親
に対する予防的支援に関する情報提供と助言、
問題の調査、援助のためのガイダンス、社会教
育プログラムの実施や支援のコーディネートなど
の具体的なサービスやプログラムを実施する。さ
らに、地域レベルでの社会的援助の仕組み作り
の促進・強化を目的として、各基礎自治体に責
任を持たせるとともに裁量を大きく認めている。

②青少年支援・保護の実施体制
 青少年の適切な支援や保護を担当する青少年
保護局（BJZ）が、州と大都市の15地域に置か
れ、各自治体の担当部門、NPOなどの民間団
体とネットワークを組み、連携しながらその機能
を果たしている。2013年、青少年保護法が青
少年法に改正され、里親の地位向上や児童保
護の内容が改善、充実した。2015年には、新
たな青少年法が施行され、すべての支援を基礎
自治体に委ねる形で、新しい児童福祉システム
を実施する計画である。中央政府のねらいは、
基礎自治体が主体となり地域の特性にあった仕
組みを構築し、地域資源を有効活用した効果
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的なサービスの提供を実現すること、課題を早
期に解決すること、合理的で費用対効果の高い
サービスを実施することである。そのために①
予防、②青少年自身と家族自身のエンパワメン
ト、③早期介入（支援）、④効果的な支援と評
価、⑤専門家間のより良い連携の5点を重点目
標としている。

③児童福祉政策と青少年ケアシステム
 オランダの児童福祉は、ポジティブな考え方を
ベースに、コミュニティを社会資源として家族を
支えるシステムが作られている。それは予防と
早期支援に重点を置いて進められている。青少
年施策の中で、家族に対しては、「子どもの最善
の利益の認識」と「家族のサポートと子育ての
スキルの開発」を政策課題としている。

 青少年ケアシステム（図1-4）は、3段階の構造
となっている。

 第1層はベーシックケアで、すべての子どもたち
を対象にした健全育成と予防サービスである。
基礎自治体やコミュニティで行なわれる保育や
学校教育、ユースワーク（ユースワーカーと呼ば
れる指導者やスタッフによる社会活動）や青少
年クラブにより、子どもたちの健全な発達と教
育を保障し、促進する。コミュニティの中で、子
どもも家族も育ち合い、支え合う関係が予防的

な機能を果たしていく。
 問題の兆候が現れたり、当事者自身の訴えに
よって問題が発見されると、第2層の初期ケア
のプログラムが用意されている。初期ケアでは、
チャイルドヘルスケア、学校ソーシャルワーカー、
カウンセリングサービス、青少年・家族センター
のケア・アドバイス・チームなどにより問題への
早期介入がなされ、州のユースケアサービスに
紹介される。国と州は、青少年と家族のための
専門的サービスを提供する責任を持っている。

 専門的なサービスが必要と判断される場合は、
二次的ケアとして青少年保護局（BJZ）を通し、
深刻な発達上の課題や親子関係、親の問題な
どアセスメントをして適切な専門サービスにつな
げる。専門サービスには、州レベルの青少年ケ
アサービス、家族へのスーパービジョン命令、施
設養護や里親養護、青少年メンタルヘルスケア、
精神障害のある青少年のケア、児童保護と保護
観察などがある。

 支援が完了すると、その後もアフターケアのサー
ビスを受けながらベーシックケアに戻る。また、
オランダの成人は18歳であるが、0～24歳まで
を「青少年（ユース）」とし、フィンランドと同様
に制度の切れ目を緩やかにし、個々に合わせた
支援の連続性への配慮がなされている。

●図1-4  オランダの青少年ケアシステム

出所：Netherlands Youth Institute  HPより

ベーシックケア（普遍的サービス）
学校、チャイルドケア、
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（予防的サービス）

チャイルドヘルスケア、GP（家庭医）、
教育的カウンセリング・サービス、
スクール・ソーシャル・ワークなど

二次的（第二段階）ケア
（専門的サービス）

専門的青少年ケア、青少年のメン
タルヘルス・ケア、精神疾患を抱
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サービス
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健全な発達と教育

予　防

早期問題発見
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 子どもと家族の紹介、
コーディネート支援

支援へのアクセス、
コーディネーションケア

コーディネーションケア

専門的支援 アフターケア



29

④家族支援がサービスの基本
　青少年ケアシステムとしてベーシックケア、初期
ケア、二次的ケア（専門的サービス）という階
層的なオランダのケアシステムは、どの段階にお
いても親支援を行なうことを基本としている。5
～11歳の子どもは、実家庭から分離するのでは
なく、できる限りの早期介入による在宅支援を
行なう。将来的に家庭外養護が危惧されるよう
な課題を抱える家庭の子どもには、パートタイム
里親（P92）やユースケア牧場・農場（P113）が
利用される。

 親子分離は最終手段であり、家庭の状況が子
どもの安全と発達に深刻な影響を及ぼすと判断
された場合に保護を行なう。保護の理由は、親
の薬物依存、知的障害、精神疾患などが多い。
児童保護の形態は、子どもが持っている家族や
親族、学校などのネットワークを活用できる地域
で支援する方針をとり（P86）、里親養護を推進
している。

 家庭的養護を進める制度としては、緊急里親、
短期ステイ里親、教育的里親、パートタイム里
親がある。また社会的、精神的に深刻な問題を
抱えるケースについては、より専門的な支援が
可能なセラピューティック里親や、治療施設があ
る。

 児童保護の措置で最も多いものは、家族のスー
パービジョン命令である。裁判所によってスー
パービジョン命令が下ると、子どもの発達を脅
かす課題の解決方法を見つけるため、BJZから
ファミリー・スーパーバイザー（以下FSVとする）
が任命される。FSVは、親や子と話し合ったり、
助言をしたりしながら家族をサポートし、親とと
もに課題解決のための計画を策定し、子どもの
状況が改善するまで家族と関わる。両親は子ど
もの成長に最大限の責任を負う。この支援は最
大1年間のプログラムであるが必要により延長す
ることもできる。また必要であれば、FSVが裁
判所に親権の制限を請求することもできる。在
宅での支援が望ましくない場合には子どもの最
善の利益を考慮し、子どもの一時的な里親や施
設への委託、親権への制限、後見人（期限は1
年間で必要な場合は延長できる）の任命を、裁
判所に請求する場合もある。

　なお、性被害者を保護する女性支援センターで

も、「保護した少女の保護者が健全なら、親が子
どもを養育することが基本である」という考え方
から、親の支援を行なっていた（P102）。

（2）移民家族への児童福祉支援と民間の取り組み

歴史的に移民の受け入れに寛容なオランダで
あったが、2002年の選挙で、移民の統合と排除
を新争点として躍進した新右翼政党・フォルタイン
党（その後内紛で分裂）が政権入りをしたことや、
2004年11月、イスラム教を批判した映画監督テオ・
ファン・ゴッホがモロッコ系のイスラム急進主義者
に殺害されるという事件をきっかけに、移民政策
の厳格化が進められた。政府の「青少年における
多様性」という政策は、ベーシックな青少年サービ
スを発展させ、移民の子どもとその親にも支援が
確実に届くよう、「すべての子どもに、すべての機
会を」をスローガンに、予防と早期発見・早期介入
を図る取り組みをしている。しかし、現実問題と
しては、少数民族の子どもがいじめの対象になっ
たり、低学歴や言葉の問題から職に就けないなど、
貧困につながる問題が親の代から子どもに受け継
がれ、解消できない移民家族も多くいる。
「ポルスストック小学校」のバルトヤン校長の、
ソーシャルキャピタルを使った、危険な町から安全
な町へと地域を変えた取り組み、ドロップアウト
の数を激減させ、子どもたちに将来の夢を抱かせ、
保護者との関係も変えてきた実践（P105）や、「明日
への希望」のマックナック氏の貧困家庭と子どもた
ちを支援する取り組み（P110）は、対話や個人尊
重、協力といった伝統的なポルダー・モデルに見
られる人間関係の力を再生して人々や地域の力を
つなげ、制度や政策だけでは解決できない民族や
宗教が関わるデリケートな問題に立ち向かい、闘っ
ている姿にも見た。

（3）民間プロバイダーの活動

ファミリーホームであり、ユースケア牧場でもあ
るヒューマン・ホース・パワーを訪問した時、ファミ
リーホームをフランチャイズ化し増やしている「ファ
ミリーホーム・ドットコム」、施設養護から家庭的
養護への移行を促進する運動を展開している「家
庭の中の子ども連合」、ケアプロバイダーの「フン
デロー・グループ」と「パクトゥム」のスタッフが、私
たちのために集まり説明をしてくれた。これらの民
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間団体の運営スタッフには、本業を持ちながらパー
トタイムやボランティアで活動をしている方々も多
くいるという。そうしたボランティアが、子どもた
ちに家庭的でより良い成長の場を準備するため、
ファミリーホームをビジネスとして成立させ、質の
高いケアがいつも提供できる場所になるようサポー
トしている。「ポルスストック小学校」のバルトヤン
校長や「明日への希望」のマックナック氏のように、
子どもたちの生活や健全育成など、自分たちの社
会や環境に対して問題意識を持ち、主張し、行動
している。そしてそれに共感する人々が協賛者とし
て集まる。
国や地方の政府に対して依頼心を持たず、連携
をして社会を変えていこうとする風土、文化がオラ
ンダにはある。

（4）子どもの声を聴くオランダ政府

フィンランドでは、子どものオンブズマンが、さ
まざまな立場の子どもたちの声を直接、間接的に
聴き、時には子どもたちに首相と直接話をする機
会を与えたりしながら、政策や制度に子どもの声
を反映させる役割を果たしていた。オランダ政府
も子どもの声を聴くということを、次のエピソード
がよく表している。
子どもサミットの時、「今後は重要な国連の会議
には子どもたちの代表も参加させよう」と各国は合
意しあった。合意後の重要な国連の会議は、92
年にリオデジャネイロで開かれた「環境と開発に関
する国連会議（地球サミット）」だったが、結局、
公式に子ども代表を派遣したのはオランダだけだっ
た。そこでオランダの子ども代表は、各国の代表
と会って、「どうして子ども代表を連れてこなかった
のか」と問いかけ、以後、各国も次第に子ども代表
を送るようになってきた。（中略）こうして会議に出
席した子どもの声を聞くことによって、開発教育は
さらに重要な施策となり、政府は子どもたちへの
情報提供に一層注意するようになったのである。
その結果、政策にも子どもたちの声が反映される
ようになってきたという。（長坂2000。166－167）

（5）オランダ国王、「福祉国家持続不可能」と演説

オランダのウィレム・アレクサンダー国王は、
2013年9月17日、2014年の政府予算案提出に伴っ
て議会で演説し、財政難により「20世紀後半の福

祉国家は持続不可能となっている」と訴えた。演
説内容は内閣が作成しており、実際にはルッテ首
相の政権による国民へのメッセージ。14年予算は
財政赤字削減のため60億ユーロ（約8,000億円）の
追加緊縮策を余儀なくされており、社会保障など
が削られる見通し。国王は「福祉国家はゆっくりと、
しかし確実に『参加社会』へ変化している。可能な
者は自分や周りの人々の生活の責任を担うことが
求められている」と語った。債務危機に苦しんだ欧
州経済には最近明るい兆しも見るが、2008年の金
融危機で住宅バブルが崩壊したオランダは、政府
の財政緊縮も響いて回復が遅れている。（産経新
聞2013.9.18）
財政問題と社会保障の関係は、いずれの国で

も現実的な課題である。特に高齢社会の年金問
題は、子どもたちの世代に与える影響が大きく、「参
加社会」と弱者との折り合いをどのようにつけてい
くのか、当事者を含めた議論が必要である。

（6）視察機関の子ども家庭福祉における位置付け
       と関係

フィンランドと同様に、訪問した機関や施設を俯
瞰し、オランダの子ども家庭福祉における位置付
けと関係を見る。
今回、視察訪問をした機関は、オランダの青少

年ケアシステムにおいて図1-5に配置したような位
置付けとなっている。
位置的にはベーシックケアであるが「ポルスストッ
ク小学校」、「明日への希望」は、その地域や参加
住民の抱える課題から、初期ケアの機能も果たし
ていることがうかがわれた。初期ケアとしては、
「ヒューマン・ホース・パワー（ユースケア牧場）」
「ハルト・プログラム現場（子ども動物園、高齢
者施設）」、第二次ケアは「青少年保護局（BJZ）」
「児童擁護諮問委員会」「オランダ里親協会」「ハル
ト」「女性支援センター・キューピッド」「ヒューマン・
ホース・パワー（ファミリーホーム）」である。ヒュー
マン・ホース・パワーを訪問した際、ケアプロバイ
ダーなどさまざまなNPOのグループが支援団体と
して同席したことから分かるように、オランダの特
徴は、いわゆる行政機関のつながり以上に、それ
ぞれの機関・団体が、NPOの支援を受けたり協
働したりしながら、公的な児童福祉サービスを支
えていることである。初期ケア及び第二次ケアの
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公的な青少年ケアサービスについて、BJZは、支
援指示書を通し、NPOも含めた各機関・団体につ
ながっている。今回訪問した中に基礎自治体の機
関であるCJG（児童の発達や健康、教育に関する
相談機関）などがなかったこともあり、実際の基礎
自治体との連携は見なかった。
2015年に予定されている法改正では、権限と
責任が州から基礎自治体に移される。現在、法
改正後のケアシステム構築にあたり、①市民社会
や、同世代の子どもたち同士の協力をケアシステム
に組みこみ、地域のニーズに合ったサービスを効
率的に提供すること、②若者の社会的ドロップア
ウトや失業問題を解消すること、③基礎自治体が
コーディネーターとなり、地域の社会福祉と保健分
野の専門家との協働チームを作ることが検討され
ている。法改正後も多くのNPOと協働したケアシ
ステムが作られると思われる。

6. フィンランドとオランダ両国の課題から
    子どもと家族の支援を考察する
（1）子どもにとっての家族と支援のあり方

『イノチェンティ レポートカード11 先進国にお
ける子どもの幸福度-日本との比較特別編集版』

（2013）では、子どもの幸福度が総合的に一番高
かったのがオランダで、2位はフィンランドであった。
フィンランドには誰でも利用でき、実際100％近く
の親子に利用されている相談支援機関ネウボラが
あり、出産や育児に対する休暇や手当の制度など
予防的支援が整っている。オランダには、ワーク
シェアリング制度や、課題に応じたさまざまなタイ
プの支援など、親が子育てしやすい環境要素があ
る。しかし、孤独を感じて暮らす子どものことが
社会的な問題であったり、行動や精神的な問題を
抱える子どもたちは増加し、DVや児童虐待、アル
コールや薬物などさまざまな問題が家庭内で起き
ている。子どもの育ちや家族を支える予防的な支
援の充実が図られていても、児童保護ケースの多
さを見れば、難しい問題を社会にはらんでいるこ
とがわかる。日本の社会的養護の発生率は両国
に比べると低いが、児童相談所が対応する児童虐
待の件数は、毎年、上昇している。2011年の統
計を見ると、0～17歳の人口約2,000万人に対し、
施設と里親、ファミリーホームで暮らしている子ど
もたちの合計は約4万人である。つまり家庭外養護
の子どもは全体の0.2％に過ぎず、フィンランドの
7.5分の1である。被虐待児童の増加、子どもの親

●図1-5  オランダ視察先俯瞰図（筆者作成）
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たちの生育歴、子どもの貧困に関する事例やデー
タから考えると、制度から漏れている子どもたちが
多くいることが推測される。

（2）要支援家庭の子どものケア

両国とも子どもを家庭から分離することは最終
手段とし、基本的には在宅ケアを最優先している。
子どもの安全が守れないと判断して初めて家庭外
養護となるが、その場合もまず里親委託を考える。
そして専門的なケアが必要な場合は、その機能を
備えた施設措置を選ぶことを基本としていること
は、共通していた。これは、子どもの権利条約並
びに国連子どもの代替養育に関するガイドラインに
沿っているだけでなく、子どもにとって一番望まし
い選択である。
オランダではさらに、まずはファミリースーパー
ビジョン命令で家庭外委託を回避するよう努力す
る。親子の分離が避けられない場合は、子どもの
持っているネットワークのある地域での里親委託
が優先される。これは、子どもの愛着、アイデン
ティティへの配慮、ソーシャルサポートネットワーク
理論からも、適切なシステムである。しかし、現実
には養護ケースに対する里親の確保が充足してい
ない現状もあった。
近年、日本も、社会的養護の数値目標を定め、
家庭的養護を推進している。里親養護を促進し、
施設養護は生活集団の小規模化・地域化を進め
ている。しかし、人的、物的な生活環境の充実、
里親の確保、職員の人材養成と育成及び労働条
件の整備、養育や支援の専門性の確保、社会的
養護に対する地域社会の理解、施設や里親の下
で暮らす子どもの家族支援、自立支援とアフター
ケアの充実など改善すべき課題が多くある。

（3）子どもの最善の利益と現場力…専門職や機関
　　から社会全体が共有する理念へ

両国とも、「子どもの最善の利益」の理念が、活
動と実践の隅々にまで浸透し、定着していること
がどの視察先からも強く伝わってきた。しかし、
そのこととは裏腹に、家庭内や地域社会、学校
で子どもたちに大きなストレスや不適切な問題が起
こっていることも見てきた。社会全体の思想として
定着させるためには、子どもに関わる専門家が当
事者の声を代弁し、仕事や活動を通してネットワー

クを広げていくことが大切であり、現場にこそ、そ
の力があることを実感させられた。また、文化や
社会的なシステムを超え、人間が持つ性を直視し、
受容しながらポジティブな面を広げていくことが、
より良い方向へ変革していくために求められてい
ることだと考える。

（4）財政問題と支援の質

訪問した両国も日本も直面している課題が、財
政問題である。結果的には現場に負担が集中し、
ケアやサービスの質に大きな影響が生じることが
危惧される。いくつかの訪問先では、組織の再編
があっても、工夫によって、利用者サービスの質を
落とさず効率化が図れた例、支援の進行管理の
効率化により効果を上げた例など、財政難に直面
した時を業務やプログラムの見直しの機会として
いる。しかし全体的には、財政問題がサービスの
制限につながっていくのが現実の予想である。
またプライバシーや権利擁護、サービス評価な

ど日本でも現場が抱える課題は多く、社会的養護
の将来像を積極的に進める上で、政府に一層の財
政努力を要請しながら、現場でも、職員一人ひと
りが施設の運営や経営の感覚と知識を持ち、施設
を利用する子どもと家族のため、より良い仕事を
進める努力と工夫を重ねることが必要である。

7. おわりに
フィンランドとオランダは、それぞれが培ってきた

風土を基盤に、固有の児童福祉システムを作ってき
た。両国の共通点は、「子どもの権利条約」を計画や
実践の明確な基準としていることである。子どものた
めに「家族」を支えることの大切さを考える共通認識
が、児童福祉の現場の中にできていた。さらに予防
と早期発見・早期介入を基本とする考え方は、子ど
もにとって最も必要で大切なことであり、問題の解決
を容易にする。それは、支援を受ける家族も、支援
をする機関や専門家にとっても、リスクを軽減するこ
とにつながる。両国とも課題を抱える親を否定せず
に、支える。子どもの安全を守るため、一時的に親
子を離すことがあっても、最終目標は、家族のリハビ
リテーションをしていくという考えの根底に、人間を
尊重する思想がしっかりと根付いていると感じた。
また、改めて現場の力を随所で感じた。実践の中

で必要に迫られ、生み出されたアイデアや閃きを形に
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し、それを皆が共有できるツールとして、あるいは、
システムとして制度化し、現場と大学や研究機関、
政府が協働的な関係を作って普及させる努力をして
いた。
国際的な情報・研究交流の中から優れたものを自
国に適応し、取り入れる柔軟さ、インターネットの危
険に対し青少年への教育を行なうと同時に、相談支
援のツールとして応用する取り組みをするなど学ぶと
ころが数多くあった。
フィンランドは、しっかりとシステム化された樹上
形に広がるサービスとサービスを、人のつながりやス
タッフのプロフェッショナルな働きで、より強靭につな
ぎ合わせ、切れ目のない支援として生かしている。オ
ランダは、ソーシャルキャピタルが、たくさんの島を
作り、それらが面として重なり合い、制度やサービ
スの隙間を埋めているように見えた。
両国が抱える問題には、日本にも共通するものが
多くあった。予防と早期発見・早期介入に力をいれ
ているフィンランドとオランダでも、子どもたちにとっ
て好ましくない社会環境が存在し、児童虐待などの
深刻な課題があって、児童保護ケースが増加してい
るように、社会の仕組みと事象や課題は深く関わっ
ている。暮らしや教育、労働、経済など、さまざま
な面に視点を置いて取り組む必要がある。現実に、
日本でも、エンゼルプラン以来、各省庁が連携をし
て児童福祉政策に関わっている。しかし、問題の認
識の共有はできても、理念や価値観を共有していく
ことは容易ではなく、そこにそれぞれの利害も加わ
るとかなり困難な問題となっている現実がある。
児童福祉法に謳っている「すべて児童は、ひとし
くその生活を保障され、愛護されなければならな
い」の理念を、今苦しい思いや心細い思いをしている
子どもたちのために、私たちは大人の責任として実現
させなければならない。そのためにも早急に、そし
て十分覚悟し、社会の総力を注いで予防的な支援体
制を充実させるべきであろう。
最後に、本研修に参加した団員のみなさんへ、私
たち一人ひとりの使命は、研修で学んだことを我が
国の児童福祉実践に活かすことである。それは、下
記に示したように自分自身の生活や仕事の中で、で
きるところから実践していくことである。小さな実践
が仲間を広げ、大きな力になっていくことを信じて・・・。

 ・ 自分が働いている職場・組織でその子どもや家族
の支援に応用してみる。

 ・ 自分が持っているネットワークの中で実践する。
 ・ 自分の所属する施設・機関が持っているネットワー
クへのアクションを起こす。

プロであるとともに当事者（生活者）として考える。
また、将来的には立場の変化とともに役割も変化す
る、その長いスパンで考えると、さまざまな実証的
実践活動となる。

以上の実践から得られた成果を、エビデンスとし
て、現場での支援や活動に活かすとともに、行政や
地域社会に対し、子どもと家族を予防的に支援する
ことの重要さと、今後の日本の子ども家庭支援の方
向性を伝えていく発信者となることを期待する。
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Ⅱ 視察報告視察報告

訪 問日 時：2013 年10月8日AM

住　　　所：Vapaudenkatu 58 A FI 40100, 

 Jyvaskyla

取材担当者：マリア・カイサ・アウラ（オンブズマン）

（敬称略）      ライラ・ハリュー・キビネン（副事務局長）

1. 概要
「国連児童の権利条約※」促進のため、2005年、 
「子どもオンブズマンに関する法律」に基づいて設置
された。主務官庁は社会保健省だが、活動には独
立性を保持している。
児童の福利についての調査と情報収集、政策や
法律立案への提言、ロビー活動、児童の社会参加
促進、児童の権利条約に関する教育・啓発・促進
活動などを行なう。
①子どもの寂しさを解消するために親の忙しさを
軽減し、親子で過ごす時間を増やす、②子どもが子
どもらしくいられる（比較や競争を意識せず思い切り
遊べる）、③適切な家庭支援によって予防的対応を
徹底する、④子どもの発言に耳を傾ける社会を実現
するなどの目標を持っている。
今回は国のオンブズマンを訪問したが、市町村レ
ベルで子どものオンブズマンを設置している自治体も
ある。
※国連児童の権利条約：児童の権利に関する条約。1989
年国連総会で採択され、翌年発効。日本は1994年に
批准した。

2. 事業内容
（1）調査研究

ユヴァスキュラ大学保健学部と協力し、児童の
健全育成と福祉についての調査研究を行ない、年
次報告書を作成する。報告書は公開され、政策
や法律の立案に役立てられる。
調査研究内容は、死亡率、肥満率、飲酒につ
いて、生徒・教師間の関係性、DVやけんかの経験、
幸福感など56項目の「子どもの健康指標」から構
成されている。50年前の調査データも利用され、
過去と現在、また他国との比較研究もなされてい
る。

（2）法案、政策への提言

①児童の権利に関わる法律の草案に対して、年間
30～50件の意見表明と評価を行なう。法律改
正への発議をすることもある。過去には、児童
に関わる活動のボランティアへの犯罪歴の確認
や、児童の利益を守る目的で離婚した夫婦への
サービス改善を求めた。

②少数民族の児童、聴覚障がいのある児童、施設で
暮らす児童など社会的に弱い立場の児童の声を集
約し、政策策定者や関連機関に報告している。

 　例えば、施設で暮らす児童へアンケート調査を
実施し、結果を全国6,000ヵ所の関連機関へ報
告した。

（3）児童の社会参加の促進

①児童の声を社会に届ける
 児童は社会の一員であり、学校、病院、児童
保護関連機関などのサービスや、保護者、裁判
所の判断などについて意見できる存在であると
考えている。児童へは行政への陳情方法を教え、
自治体へは青少年議会の設置を推奨するなど、
児童と大人の双方に働きかける。また、児童の
意見を関係機関に報告する場合は、調査に参

フィンランド 子どものオンブズマン

・ 自分たちの将来に希望が持てるように支援してほしい
・ 悩みがある時の相談窓口が知りたい
・ ソーシャルワーカー（以下SW）には全人格を認めた
一人の人間として接してほしい

・ 施設に暮らす子どもに対する社会の偏見をなくしてほしい
・ 親とは暮らせないが、家にいる親も支援してほしい
・ SWや支援者が変わらないようにしてほしい

調査報告書「夢と希望を持つ」より
＜施設で暮らす児童の声　具体例＞

Lapsiasiavaltuutetun toimisto
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加した児童へも結果のフィードバックを行なう。
発言が社会に及ぼす力を知ってもらい、さらな
る社会参加を促すためである。

②参加型プロジェクトの推進
　児童参加型プロジェクトが数多くある。
　現在、ヘルシンキとユヴァスキュラで、6～8歳
の保護下にある児童が参加するプロジェクトを
推進し、児童と支援の現状把握と改善につとめ
ている。2012年は、青少年を対象に同様のプ
ロジェクトを行なった。

 プロジェクトでは、児童自身が考え議論するこ
と、時事問題などの学習を通して社会への理解
を深めることを重視している。省庁や国会で意
見を述べたり、直接大統領に会って対話するこ
ともある。

（4）児童の権利に関する啓発活動

NPOと関係省庁間のネットワークを構築し、「児
童の権利条約」に関する情報提供を行なう。また
異なる言語で記された印刷物、児童の権利に関す
るポータルサイト「子どもたちのページ」、その他の
メディアを通じた啓発活動を幅広く行なう。
　　

（5）国際間協力

北欧・バルト諸国間で、児童の人権問題の専門
家会議を実施している。最近の会議では、各国で
問題となっている割礼※反対運動の計画、体罰を
減少させるための提案（体罰禁止法のないグリー
ンランドへの要求）などが話し合われた。なおヨー
ロッパには37名の子どもオンブズマンがいる。

 ※割礼：宗教や民族上の風習で性器の一部を切除すること。

 3. 所感
児童自身が「児童の権利」について関心を持って
学び、権利が損なわれた時に相談できる支援機関は
どこか、権利を求めてどんな活動ができるかを知る。
そして活動をすればその成果がわかる。一方で、児
童に関するデータが収集され、その集計結果が児童
と社会との関わりである機関へ提供され、児童の利
益のために政策への提言がなされる。これら、児童
の権利を守り、児童が権利を行使できる社会の実現
には、大人の活動が重要であるという強い思いが感
じられた。　
「児童の意見を尊重して」という言葉は日本でもよ
く聞くが、日本で実際に児童の意見が反映されてい
るかというと疑問に思う。アンケート調査に参加して
も、何のためのアンケートか、アンケート結果がどう
利用されるかに児童自身も関心を持っていないのが
現状ではないだろうか。また児童自身も何らかの社
会サービスと関わり、生活をしている。社会の一員
として、いかに社会参加させるかを考えることが大事
である。
児童と関わる大人は、児童の権利を守り、教え、

活動をサポートする。また、児童に希望を与えられる
ような社会サービスを提供していく必要がある。
社会的養護を必要とされる児童には、社会サービ

スの提供は欠かせないものである。児童が安心して
生活を送るうえで、児童の連続した生活を知ってい
る大人がいることが必要であると思う。 
                                                            （政岡　美香子）

学校で配布されているはがきとしおり。「子ども
たちのページ」がPRされている。サイトでは家族、
学校、自由時間、健康、安全、お金、友だち、
メディアの8つの側面から児童の権利を説明して
いる。最近は行政の対応に不満な場合の通告先
の紹介キャンペーンがなされた。

北欧・バルト諸国の
子どもオンブズマン
会合の内容が記され
ている。

◉児童が社会サービスに求めること◉

＜学校生活に関するアンケート調査から＞
　アンケートでは、 「給食をおいしくしてほしい」、「休み
時間を長くしてほしい」、「校庭に行ってもやることがな
い」、「工作で作るものは自分で決めたい」、「役所のようで
なくアットホームな学校がよい」などといった声が集まった。
　そこで、児童にとって学校は勉強だけの場ではないこ
とを強調し、遊具の設置、給食の質向上、児童間の交
流推進、児童の話し合いへの教師の参加などの提言を
行なった。各学校には生徒会を設置する助言もなされた。
　児童へのアンケートの他、教師との意見交換会も行
なっている。
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子どもオンブズマンのアウラさんは、
子どもたちの意見を聞くことで、“国づ
くりに参加する国民”がうまれる、と
語っていた。

キビネンさん

オンブズマンを囲んで

  ◎誇るべきこと
● ユニセフの「先進国における子どもの幸福度」
評価によると、フィンランドは児童の幸福度は
世界で4位である。（2013年12月発表レポート
カード11では2位。1位はオランダ）。児童の出
生時の健康、基礎教育、物質的豊かさのレベル
が高い。

● 誰もが享受できる伝統的公共サービスが確立さ
れている。学費はかからず、給食費も1999年か
ら無料。育児パッケージ（46ページ参照）の提
供は1940年代から行なっている。

● 少年犯罪（15～18歳）が少なく、少年刑務所へ
の入所は年間20件ほど。収監よりも在宅指導（社
会貢献活動など）や施設で更生指導を行なう。

● 義務教育におけるドロップアウト、若年妊娠が
少ない。

  ◎課題
● 離婚率が増加し、児童の20％は片親に育てられ
ている。

● 児童の貧困率が増加し、かつての5％から12％
（フィンランド独自の貧困基準を用いて算出）と
なり、さらに増加傾向にある。経済的格差は離
婚による影響が大きい。

●学校保健調査アンケートに対し、15～20％の女
子が「精神的な問題がある」と答えた。15～25
歳の自殺率は高く（男子は10万人に26.1人、女
子は8.5人）、自殺未遂、自傷行為が増えている。

●18歳以下の児童120万人のうち1.3％が社会的
養護下にあり、5～8％が何らかの支援を受けて
いる。親のアルコール依存が主な理由で、他に、
親の養育放棄、DV、精神疾患、離婚などがある。

児童の権利をめぐるフィンランドの歩み

1984年、体罰禁止法が制定され、家庭の内外を問わず体罰が禁止された。法律が体罰の抑止になり、大
人が暴力をふるわなくなったことで児童も反抗しなくなったという肯定的評価がなされている。1991年、国
連の児童の権利条約を批准する。当時、既に家庭・児童への支援システムは整っていたが、1990年代、憲法、
児童保護法、青少年法に、児童の意見を尊重する条項が追加され、児童の社会参加が進んだ。経済的不況
で児童の権利に関する議論は下火となるが、2000年以降、議論が再び活発になっている。

オンブズマンが語る、フィンランドの誇るべきこととと課題
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フィンランド

訪 問日 時：2013 年10月9日AM

住　　　所：Mannerheimintie 103 b, Helsinki

取材担当者：ユッタ・イマネン・ポイリィ

（敬称略）  （国際交流部門責任者）

 マッチ・サルミネン

 （ディレクター、スクールホーム部門担当）

 ユッカ・マケラ（心理療法士）

1. 概要
国立公衆衛生研究所と国立福祉保健研究所が
2009年に合併して出来た研究開発機関で、主務官
庁は社会保健省である。本部はヘルシンキにあり、
その他に6つの支部がある。
事業内容は法律によって定められており、健康、
社会福祉の促進を目的に、研究開発、調査、統計、
評価、国際協力を行なう。
 その他、司法精神医学の臨床と研究を行なう国立
病院、児童保護サービスとしてスクールホームを管理
下におく。

2. スタッフ、予算
（1）スタッフ

約1,200名、うち本部に約1,000名

（2）2012 年度予算

1億1,620万ユーロ
（日本円：159億1940万円）
※視察時レート 1ユーロ＝137円で計算 以下同じ

3. 目標 
フィンランドに住む全ての人に公平で持続可能な社
会を作り、国民が、より活動的に生きていくことが
できる事を目標としている。

4. 業務内容
①ソーシャルサービスとヘルスケアサービスの研究
開発、評価

②社会保健省と自治体の調整、自治体からの情
報収集、アドバイス、情報提供

③SW、福祉保健分野従事者の支援
④国連、WHO、EUなど国際機関との協働

⑤児童保護
⑥他機関と連携した調査、統計
⑦第三セクター（民間団体）との連携
⑧広報、書籍の発行

5. フィンランドの児童保護
（1）児童保護サービス

児童の権利条約と児童福祉法に基づき、自治
体が児童保護サービスの提供を行なっている。
児童保護サービスにおいて最も優先されるべき

は、児童の権利を守ることである。次に、児童が
受身でサービス提供を受けるのでなく、自ら意見
し関わることである。
親権者は、児童の保護に関連する情報を知る

権利を持っているが、制限されることもある。

（2）児童保護のプロセスについて

①通告
 自治体のSWへ通告される。児童に携わる職業
に就いている人は通告義務がある。児童が自ら
通告することもできる

②調査
 通告から3ヵ月以内に自治体が行なう
③支援方針の決定
 調査結果によっては、支援を必要としない場合
もある。支援が必要な場合は支援計画を立てる

④支援の実施
⑤支援計画の評価
　　　

（3）児童保護サービスの内訳

フィンランドでは、保健と福祉が密接に関わっ
ており、そのシステムは大きく3層に分けられている
（図1参照）。まずは全ての住民が利用できる基礎
サービス（ユニバーサルケア）。基礎サービスから
対象を絞った早期支援や医療サービス、さらに対
象を絞って提供される集中ケアや治療などをはじ
めとする特別な保健・社会的サービスがある。

国立健康福祉研究所
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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児童保護は、その「特別な保健・社会サービ
ス」に該当する。児童保護のサービスは大きく4つ
に分けられる。　
①在宅ケア
 最も広範に行なわれているサービスである。
 ヘルパーの派遣（家事支援）、児童のクラブ活
動費用補助、グループワーク、セラピーなどがあ
る。

 短期間の保護は、在宅ケアとして行なっている。
②緊急保護
 最長30日間の保護が認められる。その間、最
終的な支援の決定ができない場合は、さらに30
日間延長することができる。

③家庭外保護
 家庭外保護を行なう際には、児童の意見を尊重
する。12歳以上の意見は必ず聞く。

 基本的には親権者の合意のもと保護が行なわれ
る。同意が取れない場合の決定は裁判所が行な
う。家庭外保護は里親委託が優先されるが、そ
れができない場合は児童福祉施設入所となる。

④アフターケア
 18歳で保護は終了するが、21歳まで自治体の
支援を受けることができる。住居確保支援、登
校支援、経済的補助など自立に向けた援助の
ために専門スタッフが派遣される。

6. 児童保護の予防活動

予防的支援は、フィンランドの保健福祉サービス
の種類（図1）において、全ての住民が利用できる基
礎サービスに該当する。
①自治体
 児童福祉サービス提供の主体は、基本的に、
自治体である。

 ネウボラ（43ページ参照）は自治体が行なうソー
シャルサービスのひとつである。両親がネウボラ
を利用する社会のしくみをつくり、父親の育児
参加を促す。

 また3年間、在宅子育て手当の支給を受けなが
らの育児休暇を保証している。これにより、親
が子育てをすることによって児童が貧困に陥る
ことを予防している。

 ファミリーワーカーが週2回家族訪問して育児が
できる大人を育成する保護者支援は、児童保護
を予防する有効な支援と位置付けている。

 ②保育所
 子育てのデイケアの一環として、就学前の児童
はすべて保育所へ行くことができる。保育所職
員は、関係法令に規定している教育内容に相当
する学士号を有する。専門教育を受けた職員に
よる幼児教育が児童の健全な成長の担保となる。

③学校
 義務教育は7歳から16歳までである。無料で質
の高い教育を平等に受けられる。教師は修士号
以上を有しており、社会的地位も高い。

④学校の保健システム
 自治体のSWが学校の保健システムのなかでも
活動できる。学校は自治体SWに相談し、恊働
して家庭支援を行なう。

⑤青少年活動
 フィンランドでは行政に学童保育の設置義務が
ないため、クラブ活動など青少年の活動の場の
提供を行なう。

 

7. 課題
予防的な支援を行なうシステムがあるにもかかわら

ず、ここ20年間に社会的なサービスを受ける児童の
数が急増している。現在、社会に適応できなくなる
可能性のある児童（18歳未満）が、100万人中5～10
万人いると考えられている。
予防的支援を学校、保健、福祉分野などにおける

多機関で進める必要があるが、協働ができていない
場合もある。限られた財源の中でいま予防に投資を

●図1　フィンランドの保健福祉サービスの構造
　　        （家族ネウボラ講義資料より）

ユースステーション

代替家庭（里親）児童・思春期精神医療

デンタルケア

ネウボラ

（依存症）

就学前、義務教育

デイケア、子どもの遊び場

特別な保健・社会
サービス

（治療・教育的支援）

要支援家庭への
早期サービス

（健康と福祉への支援）

全ての家庭への基礎サービス
（健康と福祉の促進）

児童保護

児童保護の予防的支援
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しなければ、児童が成長してから介入と支援に要す
る費用が増え、予防が一層手薄になるという悪循環
が生まれる。また、大都市と小さな自治体との予算
の差が、サービスの格差を生じさせている。
児童を地域で見守るためにも、保育所、学校、
SW、保健師、近所の人たちなど、成長期を通して関
わる人たちをサポートすることも必要である。
自治体のSWは、平均50名のケースを担当してい
るが、それが100名以上に及ぶ場合もある。担当ケー
ス数を20 ～ 30名に法律で規定しようとする動きもあ
るが、SW増員の予算はない。さらに、担当SWは変
わらないことが望ましいため、解決が難しい問題に
なっている。
家庭外保護の子どもたちの教育水準は低い傾向に
あり、格差が生じている。

8. 所感
フィンランドの児童福祉、児童保護の基本的な考
え方は、まずは支援が必要になる前の予防に力を入
れ、保護が必要な場合には在宅の支援を優先すると
いったものであった。
子どもを産み、育てやすい環境づくりの一環とし
て、育児休暇・手当や、妊娠・出産・育児相談もで
きるネウボラなど、母子保健がシステム化されていた。
その認知度も高く、社会に定着していることから、出
産・育児を前向きに考えられるのではないかと感じた。
児童の保護や、家族を支援するなかで、SWが担
う役割も重要とされていた。SWの担当のケース数や、
同じSWが継続して支援していくためのシステムや法
律作りは、現在取り組んでいるということであり、日
本の児童福祉も取り組むべき課題のひとつといえる。

 （古賀　大裕）
　　　　 

 

　　　　　

国立健康福祉研究所パンフレット

ポイリィさん

サルミネンさん

マケラさん

・ 国立健康福祉研究所ホームページ
 http：//www.thl.fi/en＿US/web/en/aboutus

 参考資料
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フィンランド ネウボラ  妊娠・出産・育児相談所

訪 問日 時：2013 年10月7日PM
住　　　所：Tipotie4, Tampere
 ティポティエ福祉健康センター内
取材担当者：ブイルバ・パルッカリ（責任者）
（敬称略）  ミンナ・ビルバ（保健師）
 タイミー・レッパレン（保健師）
 マリアナ・ワンティラス（保健師）　

1. ネウボラの概要
（1）設立経緯

妊産婦と子どもの健康を保つことを目的とし、
出産と育児に関する相談対応や、妊産婦と子ども
の健康診断や支援を無料で行なう機関である。
1920年、ヘルシンキで小児科医アルヴオ・ユ
ルッポが行なった活動が始まりである。1944年、
自治体によるサービスとして制度化された。当初
の目的は乳児死亡率の低減であったが、その後、
感染症対策へと主眼が移り、現在は妊娠期から
子どもの就学までの期間を通した親支援がサービ
スの中心となっている。2011年、新しい健康保健
法が施行され、サービス内容の最低基準が定め
られた。

（2）位置付け

フィンランドの保健福祉サービスにおけるネウボ
ラの位置付けは下図の通りである。全ての家庭を
対象とした基礎サービスのひとつで、フィンランド
語を母語としない利用者には通訳を介しサービス
を提供している。

 

（3）サービスと特徴

妊娠期から子どもの就学（6歳）まで、母と子ど
もの心身の健康と成長の管理を行ない、出産や
育児に関する相談に応じる。サービスは無料で、
ほぼ100％の親が利用をし、出産による母子の死
亡や未熟児出産は少ない。また、妊娠4ヵ月まで
に検診を受ければ母親手当を受給できる。
支援は母子だけはなく、家族全体を対象にして

いる。特に父親の役割強化を重視し、家族のエ
ンパワーメントを図る。
親子が、健診のために定期的かつ継続的に訪

れるため、家庭の状況が分かり問題の早期発見
にもつながり、児童虐待やDVなどの予防的支援
を行なうことが可能となっている。
利用者には、母親手帳、子どもの手帳で記録

が残される。
ネウボラの記録は転居後も次の地域のネウボラ

に引き継がれる。また、健診や家庭背景などの
個人データは50年間保管され、保護者の養育歴
がたどれるため、親支援に利用されている。
2011年、母子のメンタルヘルスの促進と、問

題予防の強化が打ち出され、妊娠期と、4ヵ月、
18ヵ月、4歳、1年生、5年生、8年生（77ページ
参照）の子どもと両親を対象に、精神面と福祉に
ついてのアセスメントがなされるようになった。
　

2. タンペレ市のサービス
（1）母子保健予算

2014年度予算：650万ユーロ（約8億9千万円）
2,500名の妊婦と0～6歳までの乳幼児約16,000

タンペレ市ビユニッキ地区ネウボラPyynikin äitiys- ja lastenneuvola

ネウボラのある福祉健康センターと近隣の風景

デンタルケア就学前、義務教育

デイケア、子どもの遊び場

特別な保健・社会
サービス

（治療・教育的支援）

要支援家庭への
早期サービス

（健康と福祉への支援）

全ての家庭への基礎サービス
（健康と福祉の促進）

デンタルケア就学前、義務教育

デイケア、子どもの遊び場

全ての家庭への基礎サービス
（健康と福祉の促進）

ネウボラ

●図1  フィンランドの保健福祉サービスの構造
　　      （家族ネウボラ講義資料より）
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名の支援、スタッフの人件費と諸手当、資料・研
究費が含まれている。

（2）タンペレ市のネウボラ

タンペレ市には30ヵ所のネウボラがあり、70名
の保健師がいる。なかには、助産師の資格を持
つ者もいる。スタッフの採用は、各ネウボラの所長
が自ら行なう。基本的に保健師の異動はなく、担
当保健師が家庭と継続的な関係を保つことができ
ている。
市内には、薬物依存の課題を持つ家族に特化
したサービスを行なう国内唯一のネウボラがある。

（3）市内ビユニッキ地区ネウボラ

医師と保健師3名が中心になり、健診と相談を
行なう。ケースに応じ、各種関係機関のSW、心
理療法士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士、栄養士、ファミリー・カウンセリング・ワーカー、
保育士、看護師が協力して支援する。

3. 妊娠期からの継続的支援
（1）妊娠～出産における支援

妊娠4ヵ月までに健診を受けると母親手当か、
育児パッケージを受け取ることができる。また、産
休や出産手当など両親のための援助についての情
報も提供される（諸手当については46ページ参照）。
①定期健診
 通常妊娠における面談と健診スケジュールは表1
の通りである。

 保健師は、1日に5～6家族の健診を30～60分
ずつ行なう。超音波検査や小児科医による診察
は、専門機器の整う病院で行なう。妊婦に関す
る情報は、ネウボラから出産病院へ提供される。

②親学級
 出産を迎える両親支援に親学級がある。以前は、

妊娠や出産に関わる身体の変化や仕組みに関す
る教育が主であった。現在は、パートナーとのコ
ミュニケーションの取り方など、家族関係づくり
のサポートを重視している。第三セクターの事業
として、父親のための講習会を開催している。

③出産
 出産は基本的に無料だが、入院費用（通常2～
3泊） 1泊28ユーロ（約3,800円）は本人負担と
なる。以前は自宅で出産するケースもあったが、
出産時のリスク軽減のため、現在はタンペレ市
内の大学病院での出産を勧めている。

（2）出産後の支援

①出産後の健診
 出産5～10日後、保健師や医師が家庭訪問をし、
診察を行なう。

 その後は、ネウボラで、子どもが6歳になるま
で16回の定期健診を行なう（表2）。4ヵ月目と
18ヵ月目には、細かい総合健診が予定されてい
る。その他、予防接種、家族計画相談なども
行なう。近年は身体的発達に加え、精神面の発
育状態にも注目している。4～5歳児健診では、
社会性、情緒、学習能力面などのアセスメント
を行なっている。

タンペレ市概況

面積 689.59km2（陸上525.03km2・水面164.56km2）

構成 フィンランド・ピルカンマ（Pirkanma）県の都市

人口

特徴

人口217,412人（0～6歳、1.6万人）

ネシ湖とピュハ湖に挟まれた地峡地帯に位置する
フィンランド第2の都市。タンメルコスキ川の急
流を利用した水力発電が行なわれ、製紙、皮革、
繊維産業などが盛んであった。近年では、ノキア
（NOKIA）などのIT産業やITを活用した機械工
業が主要産業である。文化では、ムーミンが生ま
れた町として、ムーミン谷博物館が有名。

■表1　妊娠から出産までの定期健診内容

待合室

待合室に雑誌。
パパも表紙に

回数

妊娠期の健診

保健師の健診
医師の診察 妊娠期間中に2回（通常妊娠）

妊娠期間中に4回両親学級

1

○

1
ヵ
月

2

○

2
ヵ
月

3

○

3
ヵ
月

4

○

4
ヵ
月

5

○

5
ヵ
月

6

○

6
ヵ
月

7

○

7
ヵ
月

8

○

30
週

9

○

32
週

10

○

34
週

11

○

36
週

12

○

37
週

13

○

38
週

14

○

39
週

15

○

40
週
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②母親学級と在宅支援
 出産2ヵ月後、同時期に出産をした母親のグルー
プワークを行ない、子育ての悩みなどを話し合
う機会を設けている。

 また、育児不安を抱えた家庭にはファミリーワー
カーを派遣し、子どもとの関わり方の指導、食
事作りなどの家事支援などを行なう。

（3）専門職との連携

ネウボラの保健師は、SW、心理士、ヘルパー
などの専門家と連携し、健診や相談で気づいた
問題を早期に解決するように努める。

4. 所感
フィンランドには、婚外子が多く、離婚率も高いな
どの側面もあるが、家庭が行政に対して非常にオー
プンで、行政も在宅での支援に力を入れており家庭
の奥深くまで関わり、行政や地域が家庭と一緒にな
り子育てをしている印象を受けた。この関わりが実
に予防的である。家庭と行政との距離が近いことか
ら、モニタリングの機能が高まり、問題の早期発見
につながっている。結果的に児童保護のケースを減
少させ公費の節約にもつながっているとお聞きした。
フィンランドでは、夫婦の問題も子どもの問題も一
貫して家庭の問題として同じ機関（ネウボラ）で支援
にあたるが、日本では夫婦には親支援、子どもには
子どもへの支援と、別々の対応となり、有効的な家
庭支援にはなっていないように思う。家庭を取り巻く
社会制度を見ても分かるように、システムがしっかり
しているので活用する国民の意識も高まり効果的に
システムが機能している。子どもが施設に入所する前
の段階で児童家庭支援センターのような機関がその
機能を活かし、予防支援に焦点を置くことが重要だ
と感じた。　　　　　　　　　　　　（小松　卓也）

■表2　タンペレ市0～6歳までの健診内容

回数

産後の健診

1

1
〜
2
週

2

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○

2
〜
4
週

4
〜
6
週

3

2
ヵ
月

4

3
ヵ
月

5

4
ヵ
月

6

5
ヵ
月

7

6
ヵ
月

8

8
ヵ
月

9 10 11

18
ヵ
月

12
ヵ
月

12

2
歳

13

3
歳

14

4
歳

16

6
歳

15

5
歳

福祉に関する
アセスメント

６０
＋
訪問

保健士の健診

医師の健診
予防接種

その他

F：専用アセスメントフォームを利用。

時間（分） 30

20 20

30 30 30

F F F
（複数）

60 60 60 60 60 60

時間（分）

体重は毎回、神経、身長、視力、聴力検査が計画に組み込まれている。
精神発達、栄養・運動・睡眠・口腔衛生などについては、継続的に
モニタリングを行なう。

２０

４０

～

２０

４０

～

２０

４０

～

６０

９０

～

・ 髙橋睦子 『資生堂児童福祉海外研修事前研修
資料』  2013

・ 藤井ニエメラみどり、髙橋睦子  2008
 『フィンランドの子育てと保育』明石書店
・ 渡辺久子、トゥーラ・タンミネン、髙橋睦子 

（編著）2009『子どもと家族にやさしい社会
フィンランド』  明石書店

・ 国民年金庁ホームページ
 http：//www.kela.fi

 参考資料

パルッカリさん

ビルバさん、レッパレンさん、ワンティラスさん

診察室 幼児の身長を計るスケール

診察台
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　NGOセーブ・ザ・チルドレンの「母の日レポート
2013」の「母親指標ランキング」によれば、フィ
ンランドは176ヵ国中「お母さんにやさしい国」
第1位であった（オランダは5位、日本は31位）。

　妊産婦死亡の生涯リスク、5歳未満児の死亡率、
公教育の在籍年数、国民1人当たりの所得、女性
議員の割合から総合的に評価された結果だが、ネ
ウボラでのサービスをはじめとする母子保健福祉
サービスが、母（と子）を守っているといえるだろう。
　フィンランドの母子保健に係る手当をまとめた。

（1） 母親手当
　妊娠4ヵ月までに1度でも検診を受ければ、現
金140ユーロ（約19,000円）か、育児パッケー
ジ（子育てに必要な衣類等の詰め合わせ）を受け
取ることができる。育児パッケージは、販売もさ
れており、274.15ユーロ（約37,000円）と約2
倍もお得となっている。

（2） 出産休業制度
　①母親休業  50日
　②親休業     158日（両親どちらかが取得できる）
　③父親休業  54日
　母親休業と親休業を利用し、最長で263日間
の出産休業をとることができる。休業中は、給料
の7割程度に値する手当が支給される。ちなみ
に父親休業の取得は80％にのぼるとも言われて
いる。
　出産休業後も、在宅子育て手当金を受け取りな
がら子どもが3歳になるまで自宅で子育てを行な
うことが可能である。

（3） 子ども手当
　0～17歳未満　毎月支給
　第1子 104.19ユーロ（約14,000円）
　第2子 115.13ユーロ（約16,000円）
　第3子 146.91ユーロ（約20,000円）
　第4子 168.27ユーロ（約23,000円）
　第5子以降～189.63ユーロ（約26,000円）
　片親加算：子ども一人につき48.55ユーロ
　　　　　　　　　　　　　　（約6,600円）

（4） 保育サービス手当
　保育サービスは3種類から選択できる。
　①自治体の保育所サービス ＊0歳～6歳まで
　　（保育所2,564ヵ所・小規模保育所1,205ヵ所）
　　（保育料：各家庭の収入による）
　②民間保育手当金（私立保育所603ヵ所）
　　＊0歳～6歳まで
　　　毎月160.64ユーロ（約22,000円）
　③在宅子育て手当金（3歳未満98,070人）
　　＊0歳～3歳になるまで
　　　毎月：第1子315.54ユーロ（約44,000円）
　　　　　  第2子以降94.47ユーロ（約13,000円）

　母子保健制度に限らず、フィンランドの職場の
常識に以下のような内容がある。

（小松　卓也）

～フィンランドの母子保健制度～

①年間 6週間ある有給を使い 4週間ほど夏休み

をとることが一般的である。

②社員の夏休み期間は、学生アルバイトを雇って

人員補充。若者の社会経験の機会となっている。

③勤務時間中にネウボラに行くことは当然の権利

として認められている。

④就業時間後は、家族の時間とサウナ（10ペー

ジ参照）の時間を大切にする。

フィンランド人の働き方・職場の常識
国民年金庁に展示され
ていた2013年度のパッ
ケージ内容

育児パッケージ
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フィンランド 家族ネウボラ（ファミリー・カウンセリング・オフィス）

訪 問日 時：2013 年10月10日AM

住　　　所：Säästöpankinranta 2, 4 krs., 00530

 Helsinki

取材担当者：ハンネ・カルマル

（敬称略）  （家族への特別サービス部門の責任者）

1. 概要
子どもの発達における課題や問題行動、親子問
題、夫婦問題、家族が体験したトラウマクライシスな
どにおいて、支援が必要な家庭へサービスを無料で
提供する機関である。
1985年に制定された社会福祉法※によって、各自
治体が設置することが義務付けられ、福祉、心理・
精神医療、保健の観点から家庭を支援する役目を
担っている。
ヘルシンキ市では、1985年の社会福祉法に先がけ、

1938年から同様のサービスを提供してきた。ヘルシ
ンキ市の保健・福祉サービスは市を3つに区分し提
供されている。家族ネウボラは各地区に2ヵ所ずつ、
全部で6ヵ所あり、支援が必要な0～17歳の子どもが
いる家庭へのサービスを行なっている。このうち1ヵ
所では、スウェーデン語系の人を対象にしたサービス
を提供している。
※社会福祉法17§：自治体は、教育や家族のカウンセリン
グにおいて責任を負っている。子どもや家族へのカウンセ
リングは、しつけや家族問題に関する専門的な支援であ
り、社会的、心理的、医療的ケアを推進し、子どもの健

全な育成を図るものである。

図1  ※について
※スクールSWが、スクールカウンセラーと学校心理士と連
携し、特別支援のコーディネート等をする。
スクールSW： 生徒と家族を包括的に支援する。ヘルシン

キ市に39名在籍。
学校心理士： 学習障がい、ADHDの子どもの学習面やその

他支援を行なう。ヘルシンキ市内に40名在籍。

2. 位置付け
家族ネウボラは図1に表されるピラミッドの上段と中

段との間に位置付けられている。中段の「要支援家
庭への早期サービス」には、子どもが児童保護サービ
スを受けており、保護者が在宅ケアを受けるなどの
ケースが該当する。
サービスは強制的ではなく、利用者の自発的意識

によって受けるもので、紹介がなくても直接サービス
を利用できる。しかし、家族ネウボラでカウンセリン
グを受けることが、自治体の支援を受けるための条
件となったり、児童保護の判断を行なう前にカウンセ
リングを受けるよう求められる場合もある。

●図1  フィンランドの保健福祉サービスの構造
　　      （家族ネウボラ講義資料より）

オフィスの近隣風景。市街地にある。

ユースステーション

児童・思春期精神医療 代替家庭（里親）

児童保護
（スクールホーム）

若者への支援

在宅家事支援
サービス

（依存症）

家族カウンセリング

特別な保健・社会
サービス

（治療・教育的支援）

要支援家庭への
早期サービス

（健康と福祉への支援）

全ての家庭への基礎サービス
（健康と福祉の促進）

学校における
心理的支援サービス（※）

家族ネウボラのサービス

ヘルシンキ市概況

面積 158.4km2（陸地：157km2）

人口

概要

605,523人（0～17歳 10万人）　
(近年国内で人口増加率が最も高い都市)

フィンランドの首都で、同国最大の都市。政治・
経済、文化や芸術の中心地となっている。
ヘルシンキ首都圏には、ノキアの本社があるエス
ポー、ヘルシンキ国際空港があるヴァンターなど
が含まれる。

ヘルシンキ市カッリオ地区家族ネウボラ Perheneuvola
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3. スタッフ
家族ネウボラの設置を規定している社会福祉法に
は、人員に関する具体的規定がないため、スタッフ
体制は自治体によってまちまちである。
 ・ ヘルシンキ市全体で80名
 内訳：心理士33名、SW34名、児童精神科医
 4 名（専門）、その他嘱託医
 ・ 心理士には特別の教育が要求され、心理学に加
え、心理療法を学んでいる必要がある。SWは心
理療法を3 年間学んでいる必要がある

 ・ 精神科医師については、児童を専門にしていなけ
ればならない

4. 利用者の実態
ヘルシンキ市0～17歳人口は10万人であるが、2012
年、家族ネウボラのサービスを利用したのは、このう
ちの2.5％である（表1）。ネウボラのサービスが終了
した小学生（7～13歳）がいる家庭の利用が最も多く、
利用者の60％にのぼる（小学生人口の4％）。多くは
離婚家庭であり、実父母の下で暮らしているケース
は32％である。家族ネウボラの利用者の30％は既に
治療・教育的サービスを受けており、受けていなかっ
た利用者も10％は同じサービスへ移行している。

5. サービス内容
家族ネウボラには、二つの役割がある。一つ目は

家庭育児相談で、もう一つはカップル・家族セラピー
である。
家庭育児相談では、基本的な質問事項に加え、

児童の弱みと強みをアセスメントするためのThe 
Strengths and Difficulties Questionnaire（SDQ）
を使い家族をアセスメントする。また、家族機能をア
セスメントするためには、The McMaster Model of 
Family Functioning（FAD）が使われ、問題解決能
力、コミュニケーション能力、感情表現などについて
の事項をカウンセリング実施前後に、家族に記入し
てもらう。
カップル・家族セラピーでは、子どもがいる家庭を

対象に、結婚に関する問題（再婚家族、離婚を考え
ている、離婚後の問題）への支援を行う。13人の専
門心理士がおり、心理療法を使って関係性を見直す。
このサービスは、フィンランド国内では、ヘルシン

キの家族ネウボラのみで行なわれている。

6. 相談プロセス
家族ネウボラでは、図2のプロセスに従い、ケース

が管理される。
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●表1　2012年度利用者統計

●図2　相談プロセス

家庭育児
相談

カップル
家族セラピー

5,493 2,213 20,000

1,100 625 7,000

・子どもの
　問題行動
　…50％以上
　
・親子関係
　…25％
　
・家族機能、
　家庭内暴力
　…20％

・望まない離婚
　を迫られている
　
・若い夫婦、
　成長期の子ども
　を持つ再婚家族

利用者数 家族数 利用件数 主な利用理由
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①電話応対は、SW、心理士が担当する。30～
40分かけ、ここで対応するのが適正かどうか、
緊急性があるかなどを判断する重要なプロセス
である。緊急性（家族の事故死に対するブリー
フケア、親の病気、DVなど）がある場合は数
日内に、緊急でない場合は1ヵ月以内に面接予
約を取る。1/3の予約は利用者自らのもので、
2/3は学校、市の児童福祉課、ネウボラなどか
らの紹介による。夜間の電話対応はしていない。

②SWと心理士がペアで1～3回の初期面接にあ
たり、状況を把握する。（面接形態は家族合同
面接、親子並行などさまざま）。“ファーストエイ
ド”として家族のもっているネットワークを利用
し支援協力者を探す。学校からの紹介の場合は、
クライエントの承諾を得たうえで教師も面接に参
加する。10～15％のケースはこの初期面接で問
題が解決する。

③1～2週間に1度、心理士とSWが5～10回の面
接を行なう。SWは、家系図をかかせたり、子
どもに絵を描かせたり、当事者や周囲の人間、
関係機関から聞き取りをしながら、家族の歴史
と現状を明らかにする。この過程で問題の成り
立ちや解決の糸口が見えることも多い。また、
SWと心理士は、共に両親の持っている力を評
価する。

 重要なのは、親と子どものコミュニケーション能
力の評価である。子どもの症状が非常に深刻な
場合は、心理士が心理判定をする。また、全体
の1/4のケースでは精神科医がアセスメントに加
わり、治療の必要性を判断する。ここで支援を
終了するケースもある。

④家族と一緒に具体的な目標（測定可能な指標や
期限）を決める。（この段階で精神科受診の必
要性を医師が判断する場合もある。）

 親と子どものコミュニケーションを改善する支援
が、多くの家庭にとって必要である。

 家族に対しては、両親の能力を引き出し、高め
るためのペアレンティング支援を行なうことが多
い。子どもに対しては、集中的、短期的なセラ
ピーを行なう。トラウマ療法も多く使われている。
1年を超える継続的なセラピーが必要な場合は、
病院などで特別な保健・社会サービスとしてセ
ラピーを受ける。環境の改善や保育園など養育
の補完的役割のあり方も検討する。

 また、子どもの問題行動に困っている家族、離
婚家庭、DV被害の母親、精神疾患のある保
護者がいるなどのピアグループも利用される。

⑤計画期間終了前には、目標がどの程度達成され
たかを確認し、達成されていなければ改善策を
検討する。

⑥目標が達成されていれば終了し、4～6ヵ月後に
フォローアップを行なう。

7. 所感
家族関係をリハビリするという発想が、日本にもっ

と必要である。分離まで悪化する前段階での予防的
支援として、家族ネウボラは、系統的で専門的な支
援体制を有し、機能している。利用者の家族をアセ
スメントし、病理を発見し家族と共に関係性を治療
する過程で、家族の力がエンパワーメントされていく
のだと感じた。
家族ネウボラの機能は、日本では市町村の児童福

祉担当部署、児童家庭支援センターの機能に該当す
る一方、専門性や人員配置規模は児童相談所レベ
ル以上であり、予防的な家族支援にフィンランドが如
何に力を注いでいるかを実感した。そして、家族ネ
ウボラの利用は、あくまでも利用者の意思によるも
のであるため、利用者のニーズにあったものを提供
していかなければ、上手く機能することはできない。
この点で、フィンランドの家庭状況……離婚の増加、
婚外子、再婚家族などをしっかり児童福祉政策の中
で対応している国の姿が見えた。日本の子育て支援
機関の対応は、「子どもに関する相談は受けるが、夫
婦のことは立ち入りません」という姿勢が強く、子ど
も支援＝家族支援という意識が低い。今後、子ども
への支援をより効果的なものにするためには、家族
支援を主軸にしていく必要があるだろう。
 　　　　　　　　　　　　　　         （柴田　紀代）
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カルマルさん

スタッフのための図書　

スタッフの休憩スペース
居心地がよく、リラックスできる雰囲気であった。　

面接室
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フィンランド オウルンキュラ・ファミリー・リハビリテーション・センター

訪 問日 時：2013 年10月10日 PM

住　　　所：Harjantekijante 2, 00640 Helsinki

取材担当者：オイリイ・グロンルース（所長）

（敬称略）  キリスティ・ノケライネン

 マリ・キルコネン

1. 概要
ファミリー・リハビリテーション・センター（以下、

センターと表記）は、家族のリハビリを行なう部門と、
緊急保護児童のアセスメントを行なう入所型部門と2
つの機能を持っている。

2. 位置付け
ヘルシンキ市では、高齢化と若者人口の減少によ
り税収が減ったため合理化が図られ、2013年、保
健医療と福祉が合併されて保健福祉課が設置され
た。これにより、業務の効率化や窓口の一本化がな
され、スムーズにサービスが提供できるようになった。
センターは、家族と福祉サービスの児童福祉・児
童保護部門に属しており（図1）、その位置付けは図2
のとおり、上段の「特別な保健・社会サービス」に該
当する。

●図1  ヘルシンキ市の保健福祉

表1に2012年の0～12歳の児童が緊急保護された
理由をまとめた。
13～18歳の児童では、自身のアルコールや薬物の
問題で緊急保護を受けることもある。

■表1  2012年の緊急児童保護の理由（重複あり）

児童に何らかの症状・問題が生じる背景には保護
者にも問題がある場合が多い。そのため、家族のリ
ハビリに加え、他機関との連携による継続的な保護
者支援が必要とされる。
フィンランドでは、児童保護や高齢者介護の分野

で施設支援サービスが伝統的に行なわれていた。し
かし、2008年の児童保護法改正により、施設支援
サービスの提供を減らし、在宅ケアを手厚くした。
その結果、保護者も含めた家族への支援がサービス
に含まれるようになった。
家族のリハビリには時間も費用も要するため、自

治体からの補助金だけでは不足しがちである。その
ため寄付を募ったり、ボランティア・第三セクターへ
の働きかけも行なったりしている。

保健福祉

医療・リハビリテーション・介護サービス保健と依存症サービス家族と福祉サービス

児童福祉
児童保護

子ども家庭への健康福祉 若者・成人向けサービス 障害者 医療

①

②

③

④

親のアルコール・薬物の問題（約80％）

親の精神的な問題

子どもに対する暴力

養育不十分

要支援家庭への
早期サービス

（健康と福祉への支援）

全ての家庭への基礎サービス
（健康と福祉の促進）

特別な保健・社会
サービス

（治療・教育的支援）

ファミリー・リハビリテーション・センター

代替家庭（里親）児童・思春期精神医療

ユースステーション
（依存症）

●図 2  フィンランドの保健福祉サービスの構造
　　       （家族ネウボラ講義資料より）

ヘルシンキ市オウルンキュラ・ファミリー・リハビリテーション・センター Oulunkylän perhekuntoutuskeskus
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ヘルシンキ市で児童福祉サービスを受けている児
童（0～17歳）は8,300人（児童人口全体の8％）いる。
（市人口は61万人、0～17歳人口は10万人）。
そのうち80％の子どもが在宅ケア、20％が里親・
施設養護などを受けている。一方で予算は80％が里
親・施設養護などを受ける児童にあてられ、残りが
在宅ケアの児童にあてられている。児童数の割合と
予算の割合は逆になっている。

3. 家族のリハビリ部門
（1）概要

入所と在宅ケアの2つの形式がある。入所では
平日は家族棟で寝泊まりし、8週間にわたり継続
的なリハビリを行なう。サウナを含めた日常的な生
活設備に加え、治療に必要なミーティングルームな
どがある。定員は6家族である。一方、在宅ケア
では、家族はリハビリに通う。16家族まで受け入
れが可能である。
利用家族の多くは、親子間のコミュニケーション
に問題を抱えている。リハビリを通じて、親として
の能力を高めて自信を持たせ、より適切な家庭生
活が送れるように支援する。子どもとともに喜び
をわかちあえる。
リハビリには8週間を要し、多大な費用もかかる。
慎重に準備を行ない、リハビリ終了後は支援なし
でも生活できることを目標としている。（性的虐待
があった家族は特別支援機関が別にある）。

（2） スタッフ

リハビリ部門のスタッフは、入所担当と在宅ケ
ア担当を合わせて16名である。14名が支援員（SW、
ないしソシオノミー※）で、2名がセラピストである。
管理職、食事管理、設備保守担当、事務員は
後述する緊急保護部門も含めたセンター全体の監
督と管理をする。（センターの構成とスタッフ体制に
ついては、図4参照）

 ※ソーシャルワークの資格でSWの下位資格である。

 （3） 入所から退所までの経過（家族棟）

①入所決定から入所まで（1～2ヵ月間）
 フィンランドでは自治体SWが保護の権限を持っ
ているため、センターの支援員は自治体SWと協
働する。支援員が家庭訪問をし、家族と話し合っ
て、リハビリ計画を立てる。リハビリの8週間を

有効に使うために、リハビリの目的を明確にして
おく。目的の他にも、保護者が仕事を長期欠勤
することを職場に伝えたり、子どもがセンターか
ら通学する手段など、現実的な側面についても
準備を進める。

②入所期間（8週間）
 家族ごとに作成された時間割（図3）に従って支
援員と過ごす。スタッフは、家族との信頼関係
を構築しそれを維持するため、対話を継続す
る。家族の良きロールモデルとなり、児童には
十分な遊びや適切な生活体験を提供する。保
護者にはアンケートや質問などを通して、自身で
課題に気付くことができるよう支援を行なう。ま
た、親戚や近隣者など地域でつながりのある人
を自ら探し出せるように支援を行なう。

 入所4週間後から、退所後の在宅ケアをスムー
ズにするためセンターの在宅ケア担当がリハビリ
に加わる。

 

●図3  子どもとの遊び方が分からない入所家族の
　　　  家族棟での週間スケジュール例

③退所後のサポート（4ヵ月間）
 退所後、センターの在宅ケア担当と自治体の
SWが、週に2回、2～3時間の家庭訪問を実施し、
リハビリの効果が持続しているか確認を行なう。

時間 月曜日 火曜日 水曜日

7

9～11

14～15

15～16

11：30

16：30

19：30

20：00

22：00

親子の活動
（子どもと外遊びの
習慣がないため、
外遊びの時間を作る)

スポーツ

昼食（家族が協力して準備する）

夕食（6家族でとる。日曜日も同様）

共通ミーティング
サウナ/ジム

ボーイズグループ
リラックスグループ

家族の
勉強会

清掃

夜食

就寝

スタッフミーティング
静かに過ごす。

（自分たちの部屋で
自分たちの時間を過ごす）

静かに過ごす（自分たちの部屋で
自分たちの時間を過ごす。日曜日も同様）

静かに
過ごす

ガールズグループ 

帰宅
（14時まで）
宿題がでる

家族棟に
入る

（15時～16時）

夕食

静かに
過ごす
就寝

両親の
グループ
ディス
カッション

リラックス
グループ

起床・朝食 （入所中の6家族でとる）
朝の活動

木曜日 金曜日 土曜日日曜日
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   1. 事例概要
母子家庭で、子どもが3人いる（14歳女子・12
歳男子・9歳男子）。
母親には知的障がいがあり、うつ病に罹患し
ている。また子育てに疲弊しており、母子間で
の暴力が絶えない。近隣住民の通告によって警
察の関与も受けている。息子2人は、家に寄り
付かず、登校しても粗暴を理由に帰宅させられ
るなど居場所がない。
離婚し別居中の父親や親戚もこの状況を心配
しているが、現実的な関わりはない。

   2. 支援内容
SWが在宅ケアを行なうが改善がみられないた
め、センターでリハビリを開始し、①～⑥までの
介入を行なった。
①丁寧に話を聞き、母親の過去・現状を整理し
た。父親から母親へのDVが発覚し、子ども
は父親の行動をまねしているだけで、母親を
嫌っている訳ではないことを明確にした。

②親としての望ましい行動（ほめ方など）やしつ
けの仕方（叱り方など）について、支援員が
時間をかけて丁寧に説明した。

③料理が上手であることなど、母親の長所を見
つけ、ほめた。

④母親の感情コントロールを目的として、呼吸法
などリラックス方法を教えた。

⑤離婚した父親にSWが連絡をとり、育児に協
力させて母親の負担を減らした。

⑥子どもを特別支援学級に移し、能力に合わせ
た教育を行なった。

   3. リハビリ後
リハビリが終了し4ヵ月経過したが、家庭生
活は平穏である。

4. 緊急保護部門について
（1）概要

3つのホームに別れており、赤、黄、青と色名で
識別されている。全て定員は7名である。保護期
間中（通常2～3ヵ月）に、児童の家庭状況と保護
者のアセスメントを行ない、課題を明確化すること
を目的としている。家庭復帰を1番の目標としてい
るが、無理だと判断される場合もある。児童への
基本的な養育や、治療も行なわれる。

それぞれのホームは、児童の個室、共有のリビ
ング、キッチン、洗面所、スタッフの部屋などがある。

（2） スタッフ・勤務体系について
スタッフは専門職の心理士とSWが1名ずつと、

支援員24名の26名である。勤務体制は3交代制で、
朝番・夕番に2～3名、夜勤に1名を原則としてい
るが、保護児童の状態に合わせて柔軟に対応する。

（3） 保護から支援までの経過
①保護までの動き
 ヘルシンキ市内には3ヵ所の緊急保護所がある。
2012年のヘルシンキ市全体の緊急保護件数は
478件あり、そのうち約100件をセンターが受け
入れた。

 保護の判断は、自治体のSWが行なう。緊急保
護の場合は、原則30日以内に支援の方向性を
決めることになっている。より深刻な場合は、
保護を延長するか、オープンケアで支援が継続
される。

②保護中（2～3ヵ月）の支援について
 児童がホームで暮らしている間、保護者は自宅
で過ごす。保護機関は保護者、児童間の調整
を図って協力体制を作り、家庭復帰を第一の目
標に支援を行なう。センターの場合は、ホーム
の支援員と専門職が保護者とのミーティングに
参加する。

 児童には、保護以前の生活をアセスメントして
必要な支援を決定する。保護者には、家族の力
を意識させ、改善の見通しを持たせる。スタッフ
との対話により、家族自身が問題を認識できる
ように支援する。

 家庭状況がある程度改善した時は、保護前から
通っている学校に通うこともできる。また家庭
復帰に向け、徐々に家庭で過ごす時間を延ばし
ていく。

③退所後
 家庭復帰後は、保護前に受けていた在宅ケアが
基本的に継続される。自治体のSWによる週1
回の家庭訪問も実施される。

5. 所感
センターの機能である虐待家族のリハビリ部門と

緊急保護部門について説明を受けた。どちらの部門
も、児童を保護するだけではなく、家族とともに支
援することをベースに考えられたセンターであり、家
族が地域で共に生活をするために支援プログラムが

◉虐待家族のリハビリ部門入所事例◉
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作成されていた。
家族のリハビリ部門は、日本にはない機能で、予
防的支援と家族支援を進めているフィンランド独自の
支援プログラムであると感じた。フィンランドでは、
子どものために家族がともに過ごせる育児休暇など
の制度も整っており、国をあげて家族支援に取り組
んでいる。こうした国の方針が保護者（親）が仕事を
休んで8週間、センターでリハビリを受けることを可
能にし、短期間で親子再統合を図ることができるの
だと感じた。また、リハビリ前後も、地域ケアが変
わらず受けられることも支援を必要とする家族にとっ
ては、安心材料となっており、虐待の予防につなが
るのではないかと感じた。
緊急保護部門は、日本でいう一時保護所の機能
と類似したセンターで、フィンランドも日本も、子ども
を保護することに変わりはないが、大きな違いを覚
えるのは、フィンランドの方が、家庭復帰に向けてよ
り明確に取り組んでいることである。フィンランドで
は、親子分離を避け、子どもは家庭で育つべきであ
り、親子分離は最終手段であると考えられており、
保護者（親）も巻き込んだ中での家族支援を行なって
いるように感じた。日本も同様の考えではあるが、子
どもを保護すると、大人と子どもを分離し、施設処
遇へとつながっていくケースがまだまだ多いと感じた。
この観点からも、親子の分離を避け、子どもたち
の喪失・裏切られ体験をできる限り減らした中で、家
庭に帰すことを目標に、家族とともにできる支援がで
きるような社会体制に日本も今後していけば良いので
はないかと感じられる訪問であった。   （松田　貴志）

グロンルースさん（右）とキルコネンさん

ノケライネンさんとキルコネンさんを囲んで

●図4　オウルンキュラ・ファミリー・リハビリテーション・センター組織構成
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フィンランド タンペレ大学中央病院  乳幼児精神保健外来診療部

訪 問日 時：2013 年10月7日AM

住　　　所：Teiskontie 35, Tampere

取材担当者：アルヤ・シールトーラ（専門医）

（敬称略）  カイヤ・プーラ（教授）

 マルコ・マケラ（看護師長）　

1. 概要
（1）設立の経緯

1927年、ヨーロッパ初の小児精神科がタンペレ
市近くのノキアに開設された。1980年代、乳児期
の母子関係への研究プロジェクトが始まり、1990
年代、乳幼児の精神保健への関心が高まった。
この流れを受け、1993年タンペレ大学の児童精神
科部に乳幼児と家族のための診療チームが設立さ
れた。
現在フィンランドには大学病院が5つあり、全て
に小児精神科が開設されている。

（2）治療対象

ネウボラや家族ネウボラなどの機関から紹介さ
れた12歳以下の児童と、その家族への診察・治療
を行なっている。タンペレ大学病院がカバーする
地域には、12歳以下の児童が約15万人おり、年間
1,500名の診察を行なっている。

（3）入院治療から外来治療へ

地域での家庭生活を重視するため、外来治療を
充実させ、入院数を減らすことができた。また治
療の効率化も狙い、2004年から2011年の8年間で、
治療平均日数を35日から13日へ短縮した。

2. 乳幼児と家族への支援の流れ
フィンランドでは、4～9歳の児童の12％に情緒・
行動上の課題があると指摘されている。また、8ヵ
月～1歳半の乳幼児の3％に対人関係発達の遅れ
の兆候が見られたという報告がなされており、精
神保健上の課題を抱えた子どもは珍しくない。
2011年、条例で定められたこともあり、ネウボ
ラでは、課題の早期発見を目指して、乳幼児メン
タルヘルスフォーム（Infant Mental Health Care 
Form）でのチェックを4歳までに3回（4ヵ月時、1
歳6ヵ月時、4歳時）実施している。

課題が見つかった場合、乳幼児の家族は大学
病院に紹介される。病院は、1週間以内に家族に
コンタクトをとり、3週間以内に家族の状況を把握
し、6週間以内に検査・健診を実施して、アセスメ
ントを行なう。
要治療の場合は3週間以内に検査・健診開始す

ることになっているが、必要性に応じて柔軟に対
応している。

3. 小児精神科のとりくみ
（1）乳幼児のための外来診療部門

       「ベビー・チーム」

①概要
 「ベビー・チーム」では、外来治療を行なう。場
合によっては、家庭訪問も実施する。

②受診家族の特徴
 妊娠期（胎児）から4歳までの乳幼児のいる家
族。保護者の問題として、夫婦間コミュニケー
ションや産後うつ、依存症が挙げられる。乳幼
児の問題としては全般的な発達の遅れ、コミュ
ニケーション能力の発達の遅れ、多動・衝動性
の強さ、不安の強さ、奇異な行動などが挙げら
れる。

 産前から診察を受けるのは、依存症など深刻な
問題を抱える保護者である。

③スタッフ
　医師1名、看護師3名（1名が早産児や低体重
児などの子どもを担当し、2名はネウボラから紹
介された家族を担当している）、心理療法士1名、
SW1名、事務員1名の合計7名である。

Tampereen yliopistollinen sairaala, Perheja pikkulapsykiatrian
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 看護師やSW、心理療法士は、一名当たり20
～30家族を担当している。

④治療内容
 親子並行セラピーや家族療法を行なう。他機関
と連携して心理社会的介入（経済的支援や家事
支援、子どもへの対応や遊び方を教える、親へ
の個別治療）も行なう。

 平均治療期間は一年だが、長い場合は20年に
なることもある。

（2）家族のための入院治療部門
　　「ファミリー・ウォード」

①概要
 親の問題が大きいとアセスメントされた家族の
ための入院病棟である。子どもの問題行動には
家族関係が大きく影響しているとし、父親も含
め、家族全員が治療に参加することを原則とし
ている。

 親が子どもを理解し、適切な対応ができるよう
になることを目的として治療を行なっている。

　1日に、3家族まで受け入れることができる。
②受診家族の特徴
 子どもとの関わり方がうまくできない家族。多く
は虐待が疑われる。

③スタッフ
 医師2名、小児精神科看護師6名である。子ど
も担当、親担当と役割が決められており、チー
ムとして1日一緒に動く。

④治療内容
　乳幼児の状態や、家族の悩み、家族関係をふま
えたアセスメントを行ない、入院治療を導入する。

 家族は、3週間、毎日ファミリー・ウォードに来て、
10時から14時までの間を一緒に過ごす。家族
間コミュニケーションの改善を目的とするため、
生活の場に近い環境で治療が行なわれる。

 治療の進め方は、家族とスタッフチームとの話し
合いで決定される。何をどう改善するのか、改
善点とその方法について、毎日話し合いを行なう。

 境界性人格障害や依存症を抱え、安定した対人
関係を保つことが難しい親には、弁証法的行動
療法がとられることもある。これは保護者の個
別・グループセラピー、電話などによる随時相談
を組み合わせて行なう治療で、高度な専門性と
人手を要求される。

⑤アフターケア
 3週間で入院治療は終了するが、子どもや家族
は退院後も自治体保健サービスのサポートによっ
て支えられる。

子どもとのコミュニケーションを手助けするツール

ファミリー
ウォードの
一室

待合室や
ミーティングルーム
として利用される

ファミリーウォード
の共有ダイニング

感情絵カード

時間を視覚化する
タイマー
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4. 所感
段階的保健システムがはっきりとしており、小さな
課題は各自治体で支援を行ない、専門的なカウンセ
リングなどの必要がある時は、各支援機関へと移行
するシステムが確立している。タンペレ市にはさまざ
まな専門治療機関もあり、基礎保健と福祉が連携し
ている。家族として課題を克服する力をつけるため、
3週間毎日4時間の入院治療に家族全員が参加すると
いう方法からは、環境（保護者）を乳幼児支援の重
要な要素と位置付けていることが伝わり、とても有
効だと感じた。
また、課題を解決するだけでなく、子どもの状態
とともに、子どもと親との関係にも焦点を当ててい
る。短期間で保護者が我が子を理解できるように導
き、子どもの問題行動の背景に気付かせるという非
常に密度の高い治療を行なっている。乳幼児の精神
科は日本では少ない。子どもをひとりの人間と考え、
乳幼児のうちから情緒面のケアと予防的介入を行な
い、子どもを中心に家族を作ろうとする姿勢と支援
に感銘を受けた。
地域の子育て相談所、ネウボラの存在が大きな柱
となっていることを感じるとともに、「地域で子育てを
する」という意識が日本でももっと高まれば、支援が
必要な乳幼児も家庭でみることができるのではない
かと、研修を通して感じた。
乳幼児のメンタルヘルスケアを行なうことは、生活
の安定につながることを理解して、職務に就く大切
さを考えさせられた。　　　   　      （福岡　百合子）
 

マケラさんと通訳の川村さん
マケラさんは、「国内の調査によれば9％の子どもが何らかの
支援を必要としている。タンペレ大学病院では、地域の2％
の子どもを診ているが、残りの7％へは、精神科に通う親の
子連れ治療の受け入れ、シェルターでの多角的な支援、依存
症対策機関での対応、自治体福祉課での生活支援、そして
ネウボラでの親子支援など、幅広いネットワークを通じた対
応システムを整える必要がある」と語っていた。

マケラさんとの集合写真

シールトーラさん

プーラさん

 渡辺久子  トゥーラ・タンミネン 髙橋睦子（編著）2009
 『子どもと家族にやさしい社会  フィンランド 
 未来へのいのちを育む』  明石書店

 参考資料
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訪 問日 時：2013 年10月8日 PM

住　　　所：Keskussairaalantie 19, 40620 Jyvaskyla

 （中央フィンランド中央病院）

取材担当者：ウラ・フランティ・マリネン

（敬称略）  （プロジェクト・マネージャー）

 アンネ・リクーシネン（医師）

 エリア・フマラマキ（産婦人科医）

 マリアット・ラッパーナ（看護師長）

 カソリ・ロッポラース （助産師）

1. センター概要
問診に暴力加害・被害についてのスクリーニングを
加え、予防と治療につなげようとするパイロット・プ
ロジェクトである。視察した中央フィンランド中央病
院は、このプロジェクトに参加している施設の1つで
ある。

（1）近親暴力防止プロジェクト参加への経緯

かつて、近親暴力への予防・治療に関するサー
ビスは、他地域と比べても大きな違いはなかった。
しかし、自治体と中央病院との連携が不充分で、
来院患者に暴力被害が発見された場合でも必要な
支援・治療がスムーズに行なわれていなかった。
連携をスムーズにするために、近親暴力のスク
リーニングツールが必要となり、2009年、ユヴァス
キュラ大学などと連携してツールの開発に携わる
こととなった。

（2）プロジェクトにおける「近親暴力」の定義

家族や夫婦、事実婚のパートナー、恋人、以前
の恋人など、近しい間柄で起こる暴力（虐待、家
庭内暴力、配偶者や交際相手への暴力、経済的
干渉、薬物の使用）である。

2. 地域特徴
中央病院は、中央フィンランド地方を医療圏として
いる。同地方には、他に2つの病院がある。
中央フィンランドは23の自治体で構成されており、
人口は27万4,000人である。人口13万人のユヴァスキュ
ラを筆頭に、人口1,000人以下の村も含まれる。
フィンランドでは、自治体の責任でサービスを提供
するよう法律で定められている。しかし、小さい自

治体では、充分な支援サービスを提供できていない。
この地区の乳児死亡率、近親暴力の認知件数は

フィンランドのほぼ平均値であり、アルコールを原因
とする死亡率は、平均より高めである。

3. 近親暴力防止プロジェクトについて
私たちが説明を受けたのは（1）2009年～2011年
にかけて実施された中央病院におけるツールの開発
と、（2）2011年～2012年にかけてネウボラで実施さ
れた夫婦間暴力のリサーチ報告についてである。
現在、2012年～2013年の2年間のプロジェクトが

進行中である。このプロジェクトの目的は2点あり、
近隣の自治体の基礎保健サービスとして、この地域
で治療につなげるためのネットワークをつくること、
近親暴力が及ぼす精神的・身体的な悪影響を減少さ
せる、あるいは予防することであった。
予算は社会保健省から出ており、2012年は全国で

30万ユーロ（約4,000万円）、2013年は15万ユーロ（約
2,000万円）である。
このプロジェクトには、多職種（コメディカル、SW

など）が参加をしている。また、支援と治療のコーディ
ネーターを配置している自治体もある。
作成されたツールによる支援者用の講習と、その

講習内容のインターネット配信が開始され利用の浸
透が図られている。

（1） 2009 年～ 2011年のプロジェクト：

      中央フィンランド 中央病院におけるツール開発

フィンランドでは500万人の人口のうち、10万人
の女性が暴力の対象になっており、年間10名から
20名が暴力によって死亡している。加害者調査か
らは、暴力が世代を超えて連鎖していくことが明
らかになっている。
被害女性の4割が、妊娠・出産を機に暴力を受

け始めていた。しかし、産婦人科の受診理由は、
精神的な問題、出産恐怖、不正出血、早産のリス
ク、胎児発育不全、流産などが主で、暴力を主訴
する女性は、少なかった。
そこで産科、精神科、救急部門が協力して、潜

在している近親暴力を把握するためのスクリーニ
ングツールを開発した。これは、以下の簡潔な3
つの質問にYES-NOの2択で回答するものである。

フィンランド 近親暴力防止センター・プロジェクト 
中央フィンランド中央病院（基礎保健課） Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus‒hanke
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この質問に2つ以上YESと答えた場合は、以下
の追加質問が実施された上で、病院のSW、精神
科医療チームとの面接が実施される。

仮に、本人が支援の必要がないと答えた場合で
も、暴力被害者支援機関の電話番号などが記載
されたカードを渡すことになっている。　
被害者は暴力の事実を隠したがる一方で、暴力
について聴いて欲しい、助けて欲しい、という矛
盾しているような思いを持っている。
このツールの使用後、近親暴力の認知件数が増
加した。潜在していた暴力が、ツールの使用によっ
て顕在化したと解釈でき、良い傾向であると説明
された。
このスクリーニングツールは2013年現在、中央
病院の問診表に組み込まれており、産科、精神科、
救急部門のほぼ全ての患者に使用されている。（現
在の質問表は60ページ参照）
またユヴァスキュラの保育園や小学校では、暴
力は犯罪であることを学ばせる教育が実施される
ようになった。

（2）2011年～ 2012 年のプロジェクト：

       ユヴァスキュラのネウボラにおけるリサーチ
（1）のツールの有効性が示されたため、より広
範な「地域での活動」に取り入れることとなった。
ネウボラの保健師が466組の夫婦を対象に、上
記のツールを含めた5つの質問による調査を実施
した。

調査では21.7％（101名）の人が1つ以上の質問
にYESと答えた。その中には、男性が15名いた。
それぞれの質問にYESと答えたのはQ1：70名、
Q2 ：22名、Q3：15名、Q4 ：77名、Q5 ：39名（複
数回答）で、この中で自治体福祉課に相談してい
たのは、わずか3名であった。
暴力の対象はパートナー、祖父母、子どもなど

多岐にわたっていることが示された。
被暴力率は驚くべき高さであり、追跡調査や継

続した支援が必要であった。しかし、新しい試み
であったため、ネウボラで使われる母親手帳に結
果を記載する欄が無く、追跡調査や支援が難し
かった。また、ネウボラにおいては夫婦を個別に
聴取するスペースの確保が難しいという問題も浮上
した。
このような調査では、被害者が気持ちを受け止

めてもらえたという経験になるように、調査者が丁
寧に聞くことが大切だという説明も受けた。

Q1：身体的・心理的・性的な虐待あるいは暴力を

受けたことがあるか？

Q2：暴力を受けたことは、あなたの生活や幸福感

に影響を与えたか？

Q3：身体的・心理的・性的虐待あるいは暴力は、

今のあなたに影響しているか？

  【質問】

Q1：今までに、精神的、身体的、性的虐待・暴力

を受けたことがあるか？

Q2：その暴力は、今のあなたの精神、身体、生活

に影響を与えているか？

Q3：現在、3種の暴力を受けているか？

Q4：暴力的な状況を目撃したり、聞いたりしたこ

とがあるか？

Q5：自分が暴力をふるったことがあるか？

  【質問】

Q：暴力は現在のことか？ 過去のことか？

Q：いつ、誰による、どのような暴力か？ 

Q：その場に、子どもはいたか？

      子どもが見ていたり、暴力を受けたりしたか？

  【追加質問】
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4. 所感
ツール開発に先立つ3（1）の調査は救急部門にも
協力を得た上での調査ということで、暴力への問題
意識が広範に共有されていることが素晴らしいと
思った。また、そのフィンランドでも3（2）の調査で
浮かび上がった被暴力率は脅威的であると表現され
ていた。暴力が潜在化している（容認されやすい）日
本ではさらに高い数字となっていることが予想され
る。日々の生活の中に暴力が存在することは焦眉の
課題である。
あらゆる体罰を禁止した体罰禁止法の理念、地
域で暴力のチェックからフォローまで実施できるネウ
ボラの存在、家族への治療が可能な家族ネウボラ、
ファミリー・リハビリテーション・センターなど、全て
をつなげるようなパイロット・プロジェクトになってお
り、暴力から人を守るためには何が必要なのかを考
え続ける政治と国民の成熟度の高さに感心した。ま
た、日々の臨床活動を行ないながら最新の知見を現
場から発信していくことは、私たちも見習うべきであ
ると思われた。　　                 　　　　  （中村　慎）

左から、マリネンさんとリクーシネンさん

ラッパーナさん

左から、
フマラマキさんと
ロッポラースさん

◎病院で使用している質問票。現場で使われるオリジナルは、パウチされたB5大のカードである。
　日本語訳は付表（123ページ）を参照。
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フィンランド 母子の家とシェルター連合

訪 問日 時：2013 年10月11日AM

住　　　所：Asemamiehenkatu 4 A, 7.krs, Helsinki

取材担当者：リトヴァ・カリンサロ（事務局長）

（敬称略）  ミーヤ・ピッカネン（開発責任者）

1. 概要
（1）連合設立の背景

「母子の家とシェルター連合」は家庭内暴力、児
童虐待に対応する連合の中心組織である。
1945年、社会的に認められていなかった婚外子
やその母親のため、児童福祉・保護組織として設
立した。母親たちは、育児の仕方や手に職をつけ
るための支援を受けることができ、その子どもたち
も救われる結果となった。現在、フィンランドでは、
シングルで子どもを産むことは社会的に恥じること
ではなくなっているが、時代が変わっても、母子の
自立を支援するという連合の役割は変わっていない。
～母子支援の歩み～

1970年代後半、フィンランドにおいて家庭内暴
力の実態が明るみになり、母子からの支援の訴え
もあったことで、連合では、ヨーロッパや北欧から
支援方法を学んだ。母子シェルターが国内に開設
されるようになったのはこの頃からである。
1979年、スウェーデンで子どもに対する体罰禁
止法が制定されたのをうけ、フィンランドでも1983
年に体罰が法律によって禁止された。暴力に対す
る社会的認識は、これをきっかけに大きく変化した。
1991年、フィンランドは児童の権利条約を批准
し、子どもの権利が確立され、1990年代後半から
は、社会の仕組みとして体系的な母子の支援方法
の開発が進んだ。
現在では、子どもへの虐待が問題となっており、
子どもを中心とした支援方法を考えるようになって
いる。

（2）運営

法人会員は、母子ホームや母子シェルターの運
営、在宅ケアを行なっている。母子ホーム、母子
シェルターを持っていないところもある。
各法人は、第三セクターによって運営され、自

治体からの委託を受けて在宅ケアを行なっている。
利用者数は男性も含め年間大人1,200名、子ども
1,400名であり、ボランティアによる協力も大きい。

※ スロットマシン協会Rayは、医療と福祉に寄付すること
を目的としてカジノ運営やスロットマシン設置している国
営の組織である。

連合オフィスのある建物

本拠地

職員数

会員数

運営費

ヘルシンキ

48名（うち男性は10％ほど）

全国の法人全体のスタッフ数600名程

（うち多いところでも男性は10％）

個人 4,200名　　法人 29ヵ所

スロットマシン教会Ray※からの補助金、

その他の寄付

 ●身体的虐待より心理的虐待が多い（2008年調査では、2/3が心理的虐待）。
 ●体罰禁止法成立以降、体罰が減った。
 ●ネウボラでのアンケートによれば、親の半数が「疲れると暴力をふるってしまう」としている。
 ●年間10～20名の子どもが暴力によって死亡している。
 ●年間300名が虐待により障がいが残るなどの深刻な影響を受けている。
 ●家庭内暴力を受けた子どもは、家庭外でも暴力を受ける傾向がある（原因は不明）。

フィンランドにおける子どもへの体罰、暴力、 虐待に関する統計

Ensi-ja turvakotien liitto
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2. 母子を対象とした入所施設の概要
母子シェルターと母子ホームがあり、オープンケア
のひとつとして扱われている。
（1）母子シェルター

家庭内暴力の被害者が、本人の希望で利用す
る。母子を守ることが基本的目的であるが、両親
に親権があり子どもの所在を知る権利があるため、
入所後、加害者へ居場所を知らせることになる。
守るだけでは状況を改善できないという考え方
から、加害者も含めたケアを行なう。リスクを図
るノウハウとして「MARAC（多機関評価リスク会
議）」を使いリスク評価をしている。警察が介入し
た場合には、自治体の児童保護部門に届け出を
し、連携して家族支援を行なう。
シェルター退所後、元の場所に戻れない場合
は、市の賃貸住宅を見つける手助けをする。
①設置数　全国に12ヵ所
②利用期間
　平均3週間。状況により延長することもある。
 退所後20％の人が再度利用している
③利用料　
 本人の居住地の自治体が負担するが、一部を本
人が負担する場合もある。自治体のSWと相談
して決定する

④利用する女性　
 子どもがいない大人25％
 結婚または同棲しており、加害者は配偶者や元
配偶者75％

 移民のバックグランドを持っている30％
⑤利用する子ども　
 1/3が乳児で、10歳以上が10％
 虐待を受けた経験がある子どもは20％おり、ほ
とんどの子どもが大人同士の暴力を目撃している

⑥利用経由　
 社会サービス経由が約50％
　本人の意思が約50％
　警察経由は少ない

（2）母子ホーム

暴力の被害者ではなく、若年や障がいがある親
が、乳幼児を連れて利用する。緊急性はない。
①設置数　全国に10ヵ所
 その他、重度の依存症（アルコールなど）の母と
その子どもを支援するための母子ホームが6ヵ所

②利用期間　3～6ヵ月
③利用料　母子シェルターと同様
④利用者数　年間350組

3. ワークモデル
連合と母子シェルターによって開発された統一モ

デルで、団体に属する福祉保健の教育を受けたス
タッフがカウンセラーとして対応する。
家族全員に担当のカウンセラーがつき、それぞれ

のワークモデルを使いながら協働し、家族を支援す
る。家族の全員が安全だと評価された時点で、カッ
プルや家族ミーティングがワーク中に設定される。

（1）ユッシワーク（「ユッシ」はフィンランドで典型
       的な男性の名前）

暴力をふるう加害男性のためのワーク。2012年
に800名が受けた。
暴力を振るわなくなるように、また、父親として

の役割を教える。近親間の暴力を防止し、危機を
明確にするためのものである。危機介助、セラピー
的な対話、アドバイスとガイダンスを行なっている。
女性シェルターにおける仕事の一環でもある。
8つの団体組織で14名のスタッフがユッシワーク

対応をしている。被害者女性の担当とミーティング
を行ないながら連携する。
ユッシワークは、子どもの将来を考え、自治体

の福祉課から参加を義務付けられることもある。

（2）子どもへのワーク

対応中、子どもが安全だと感じ、信頼できるこ
とが一番大切である。おもちゃを置いたり、子ど
もの好きな柄のカーテンにするなど子どもたちに
とって居心地よく、安心できるスペースを確保する
ことを連合は推奨している。
子どもが自分の経験を話せるようになるには時

間がかかる。まずは暴力からどう逃れられるかを
子どもと一緒に考える。話し合いだけではなく、
アートセラピーなどで感情を表現させる。専門的な
治療が必要な場合は別の機関を紹介する。

（3）母親へのワーク

暴力が子どもに与えている影響について、また
親として子どもをどうサポートするかについてを話
し合う。
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4. その他
（1）バーチャルシェルター（仮想シェルター）

インターネットに暴力についての情報を掲載して
いる。暴力とは、DV、体罰、児童虐待など、近
親間での暴力であり、身体的暴力だけではなく、
子どもへのネグレクトや性的虐待なども含まれる。
2011年から開始し、月に3,500名の大人と子ども
が利用している。
チャットでは暴力についての相談もできる。実際
に会って話すより、暴力の経験を語りやすい。利
用時間の平均は30分ほどである。支援者と暴力を
受けた子どもとのプライベートチャットのほか、子
どもと大人のためのグループチャットもある。

（2）予防啓発

学校、保育所、ネウボラなどでの暴力予防の啓
発活動を行なう。
学校などで話をすることによって、家庭内暴力
の危険がある時、子どもたちが助けを求めること
ができるようになったという。アルコールや薬物依
存に伴う暴力の早期発見にもつながっている。

（3）ロビー活動

統計調査や、シェルターや母子ホームの現場か
ら現状と課題を把握し、国立健康福祉研究所と
の協力のもと、ロビー活動を行なっている。
法律改正委員会のメンバーとして、国の法律改
正に関与している。

（4）広報活動

機関紙を1年に5回発行し、一般への広報活動
を行なっている。

（5）講習会

関連機関従事者のための講習会を行なっている。

5. 課題
ネウボラでのアンケートによると、体罰禁止の法律
ができたにもかかわらず、10％の親が体罰を肯定し
ている。体罰を行なわない育児の文化を育てるため、
3年間のプロジェクトに取り組んでいる。
暴力を受けた子どもへのサービスを提供する機関
が少なく、連合の会員である団体がその地域で唯一
支援を行なっている場合が多い。治療機関もプライ

ベートの精神科医などに限られている。暴力やトラウ
マに対応できる職員の育成が必要である。
身体的、精神的暴力は脳機能にも深刻な影響を

与えるため、ネウボラや学校での早期発見、家庭に
おける親支援が重要である。

6. 所感
フィンランドと日本とにおいて、暴力の定義や暴力

を受けたことによる影響、子どもを最優先に考えるこ
とについては同じであるが、その後の対応が違うこと
に驚いた。日本では暴力をふるう加害者への対応に
苦慮するところであり、被害者は不安や恐怖心から、
加害者から避難するケースがほとんどであるのに対
し、フィンランドでは、文化の違いや法的な違いは
あるが、加害者への対応について、きっちりとシステ
ム化されていた。「守るだけでは状況改善できないた
め、加害者も含めたケアをしなければならない」とい
う言葉は、今後、日本においても必要になってくるの
ではないかと感じた。また、家族支援のあり方につ
いて、子どもを守るために子どもへの支援だけでなく、
親への支援が必要だということ、日本でその支援を
どこが担えるのかということを考えさせられた。また
予防という観点で、学校などでの啓発活動の重要性
を改めて認識した。　　　　　　        （平尾　一乃）

　　　　　　　　　　　

オフィスの入口に置かれていた
母子像

研修風景



64

FINLAND

～連合が発行しているパンフレット～

～ 2013 年の機関誌～

乳幼児を持つ両親に
むけて

家庭内暴力に
ついて

アルコール依存に
ついて

父親にむけて

裏面
スロットマシン協会「RAY」
のマークが入っている。

カリンサロさん ピッカネンさん
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フィンランド 首都圏シェルター・アソシエーション（母子シェルター）

訪 問日 時：2013 年10月11日PM

住　　　所：Steniuksentie 20 , Helsinki

取材担当者：カローラ・グレンルンド（施設長）

（敬称略）  

1. 概要
1978年、ヘルシンキに住む女性たちによって第三
セクター「首都圏シェルター・アソシエーション」が創
設され、1979年、シェルターが開設された。
首都圏シェルター・アソシエーションは、①シェル
ター事業、②シェルター退所後の住居提供（20戸）、
③在宅ケア（男女ともに対象）、④監視下にある面会
（担当職員同席での親子面会）の4つの業務を行なっ
ている。
視察では、フィンランドで最も長い歴史を持つ
①シェルター事業についての説明を受けた。

2. 運営
ヘルシンキ市の委託料により運営される。住宅提
供と在宅ケアに関しては、スロットマシン協会から補
助を受けている。
シェルターは法的に設置義務がないため国からの
援助は無く、常に資金不足である。

3. スタッフ体制
職員は25名おり、うち11名の職員が交代制でシェ
ルター勤務にあたる。スタッフ体制は、責任者1名
（SW）、危機対応職員6名（ソシオノミー（52ページ
参照）の資格を持ち、連合の研修を受けている）、厨
房などの職員4名である。シェルターには、365日24
時間、職員が常駐している。
スタッフは、メンタルヘルスサポートとして、1ヵ月
に1度、心理療法士と2時間の面談を受けることがで
きる。

4. 利用者
（1）年間利用者内訳（定員10 世帯のうち）

・成人女性　180名
・子ども　230名
・成人男性　1～3名
・移民のバックグラウンドを持つ利用者が33％いる

利用者の国籍は、34ヵ国（うち母語は28ヵ国
語）で、英語、フィンランド語が解らない場合、通
訳を使う。また施設がバリアフリーではないため、
高齢者や障がい者は受け入れていない。

（2）利用料金（1泊あたりの自己負担額）

 ・ 子ども有　43ユーロ（約5,800円）
 ・ 子ども無　33ユーロ（約4,500円）
 ・ 支払えない人については、利用者の出身自治体
が負担する

（3）利用状況

平均利用期間は2～3週間である。本人の希望
による利用が基本となっており、緊急ケースは少な
く、計画的な利用がほとんどである。退所の決定
は利用者自身が行ない、利用期間が短期間である
ほど、家庭に戻ることができる可能性は高い。
利用者の20％が再度利用しており、3～4回目の

利用者もいる。これまで、50年間暴力を受け続け、
シェルターと家庭を行き来している人もいたとのこ
とである。

シェルターであることが
表示されている

Pääkaupungin Turvakoti ry
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5. 利用者とその家族への支援
利用者の多くは精神的に打撃を受けている。その
ため、まずは心身ともに治療の必要性を確認し、必
要であれば自治体の医療サービスを受けるよう促す。
利用者とその家族への対応は、統一したワークモ
デル（62ページ参照）に基づいて行なう。支援の流れ
は以下の通りである。
（1）被害者とその子どもへの支援

①インテーク（受理面接）を行ない、被害状況や
利用に至った経緯について確認する

②時間をかけて関わり、信頼関係を構築する
③子どもがいる場合は、子どもの被害体験につい
ても確認が必要である。大人同様、専門的な
対応をとることが求められるため、自治体のSW
と緊密に連携を行なう

（2）加害者への対応

①シェルター利用開始二日以内に、ユッシワーク
（62ページ参照）の担当者が、加害者に連絡
を取る。加害者にも担当者がつき、ユッシワー
クのプログラムを受けることになる。被害者と加
害者双方が望めば、それぞれの担当者が同席
のうえ、面接を行なう。

②両親は子どもに会う権利があるが、ここでは、
子どもが両親に会う権利があることを優先して
考える。しかし親が精神的な問題を抱えている
場合や子どもが会いたくない場合、面会は強制
しない。
　

（3）支援の留意点

①利用する子どもの年齢の多くが3～9歳であり、
養育義務が10年以上続くことが見込まれること
から、親が子どものために良い親になること、
また、良い親子関係を作ることが必要だと考え
ている。

②暴力については、大人だけ、子どもだけの視点
ではなく、親としての役割を果たせるかという
視点も加えながらケアを行なう。

③シェルターに来ることは決して恥ずかしいことで
はないことを伝え、利用者が幸せに生きられる
ような支援を心掛けている。

（4）シェルターでの生活

安定した生活が送れるように支援する。生活が
落ち着くと、大人は仕事へ、子どもは保育所や学
校に行く。
食事や寝具など、すべて準備されている。

（5）危機管理

住所を公開しているが、過去に加害者が被害者
を追ってきてトラブルになったことはほとんどない。
警備会社との契約は行なわず、警察との緊急シス
テムで安全管理をしている。しかし、リスクがある
ことは認識し、防犯カメラで周囲のチェックを行な
うなど、安全面に配慮している。

（6）退所後の支援

退所は利用者が決める。自分で将来の計画を
立てることができた場合、首都圏シェルター・アソ
シエーションが提供する住宅で生活することができ
る。自宅に戻る、自分で住宅を確保するという選
択肢もある。
いずれの場合でも、子ども、加害者を含め在宅

ケアを受けることができ、自治体SWとの関わりは
継続する。

6. 所感
日本におけるDV被害者に対する支援は、「加害者

から被害者を守る」ことを重視している。加害者に被
害者の情報を漏らさないよう支援を行なっており、加
害者が被害者の状況を把握できるのは、保護命令
や離婚調停が申し立てられた時がその多くの割合を
占めている。しかし、その間加害者は、「なぜ、自分

●  30歳女性。産休もしくは育児休暇中
●  子どもが1～3人いる
●  長期間（3～8年）暴力被害を受けている
●  母親だけではなく子どもも暴力の対象と

なっている
●  暴力被害の影響で、暴力に対しての認識が

まひしていたり、自己肯定感が低くなっている

こともある
●  近年、利用者とその子どもの低年齢化が進

んでいる。以前より早期に支援を求めることが

できるようになってきたのは、良い兆候である

と考えている

～利用者の平均的プロフィール～
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の家族が急にいなくなったのか？」、「自分自身に何か
非があったのか？」、「事件や事故に巻き込まれている
のではないか？」など、さまざまな思いを巡らせ精神
的に不安定になり、突発的な行動や衝動的な行動を
起こす可能性があることも否めないと思う。
一方、フィンランドでは「被害者を守る」だけではな

く、「家族を丸ごと支援する」という考え方が浸透して
いる。加害者も同時にケアすることによって、被害
者やその子どもの明るい未来が開けてくる可能性が
高くなることを感じさせられると共に、被害者支援だ
けでは被害はなくならないということも実感した。
双方に専門機関の支援が入ることで、被害者・加
害者ともに客観的に見つめ直すことができ、子どもに
とって何が最善なのかを冷静に判断できる状況にな
るのではないだろうか。
このような支援を可能にしている環境要因として、
シェルターが住所や情報などを一般に公開している
ことがあげられ、シェルターでどのような支援を行
なっているかを世間に周知することができていること
が挙げられると思う。
「被害者を守る」だけではなく「家族を丸ごと支援
する」という考え方を浸透させることが今後の課題で
もあり、被害者だけではなく、加害者も支援するこ
とが、子どもの最善の利益を守ることにつながるの
ではないかと感じた。                              （村上　幸治）

グレンルンドさん

居室

共有リビング

共有キッチン

庭には遊具が設置されている

キッチンの貼り紙
「後片付けは
  しっかり！！！」



68

FINLAND

◎首都圏シェルター・アソシエーションのパンフレット表面（上）と裏面（下）
　専門知識をもったスタッフによるしっかりとしたサポート体制を整えていることを伝え、
　加害者を含めた親子・家族に対する支援の内容、加害者からどこへどのように避難するか、
　退所後にはどんなアフターケアサービスがあるかを案内している。
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フィンランド SOS子どもの村タピオラ （児童養護施設）

訪 問日 時：2013 年10月9日PM

住　　　所：Metsäpirtintie 19, Espoo

取材担当者：キム・オラモ（職員の責任者）

（敬称略）  ベーラ・ネウボネン（インストラクター） 

 ティーナ・マントゥマ（SW）

1. 概要
（1）SOS子どもの村

SOS子どもの村は世界的な児童福祉組織のひと
つである。1949年にオーストリアで設立され、現
在133ヵ国で活動が行なわれている。フィンランド
には、5つの子どもの村があり、総勢で170名が子
どもの村で生活している。2015年、バンターに増
設される予定である。

（2）SOS子どもの村タピオラ

子どもの村タピオラ（以下：タピオラ）は1966年
に設立されたフィンランドSOS子どもの村の中で最
も歴史が古い施設である。現在3歳から19歳の56
名（うち12歳以下が6名）の児童が生活している。
子どもの村の敷地内に6戸のホームがある。村外に
ある5戸のホームは、アフターケアや自立訓練、ファ
ミリーサポートのために利用している。ホーム1戸
に1～6名の児童が生活をしている。
各ホームにおいてスタッフは、3～4週間勤務の
後、1週間休み、といったような週単位の長期シフ
トをとっていることが特徴的である（フィンランドで
は8時間シフトが一般的である）。
タピオラは、里親家庭の緊密さと施設の専門性
という両者の良さをかけあわせた形で運営してい
る。

2. 財源
子どもが前に居住していた自治体（施設周辺
200km圏内）から支払われる委託費が運営資金の主
である。その他、寄付収入などがある。

3. スタッフ
（1）タピオラの職員

 ・ ケア職員　25名（夫婦が4組いる）
 ・ インストラクター 6名
 ・ SW 4名
 その他に、施設長、アフターケア職員などがいる。
 月に一度、ホームチーム（ケア職員、インストラ
クター、SW）がミーティングをし、ホームでの
育児・教育上の悩み、ケアの計画について話し
あう。また職員研修とスーパービジョンのシステ
ムがあり、職員を支援する体制が整っている。

（2）インストラクターについて

各ホームに担当のインストラクターがおり、8～16
時で働いている。児童の指導計画を立てたり、日
中、直接児童の生活支援を行なうこともある。

（3）ケア職員になるまでの流れ

基礎的教育として、福祉・教育関係の資格を
持っていることが前提である。ケア職員になるに
は、さらにSOS独自の2ヵ月の講習と4～8ヵ月の
実習を行なう。

4. 指針
（1）職員の指針

職員のとるべき態度、目指すべき方向を次のよ
うに明確にし、児童の支援を行なっている。
 ・ 全ての児童が家庭で愛され、安全で、価値ある
児童として育てられる

ホームは、1966年、著名な建築家アルヴァ・アー
ルトの妻エリッサの設計で建てられた。老朽化
が進んでいるが、趣きある建物。

Tapiolan SOS-Lapsiklä
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 ・ 職員が児童の生活を支援する仕事に価値を見出
している

 ・ 同じ家庭の児童は同じ家庭で暮らすべきで、
きょうだいを離して生活させない

 ・ 児童には施設という感覚を与えないような支援
をする

（2）タピオラの役割

児童の成長を支援する施設だが、生活の基礎
を学ぶ家庭の役割もある。自立に向けて手に職を
つけることを目標とし、支援を行なう。アフターケ
アも含めた支援を行なう過程で、多くの児童が、
虐待、アルコールや薬物依存など負の世代間連鎖
を断ち切ることができるようになっていくという。
入所児童は施設の地域にある学校に通うが、不
登校などになる児童が多いため学習支援も必要で
ある。
児童の支援の全体像を表すと以下の図のように
なる。さまざまなサポート資源が児童を取り巻き、
守っている。

 

5. 入所児童
現在の入所児童の80％がきょうだいで入所し、
60％の児童の保護者は入所に対して反対をしてい
た。児童の多くが学校でも特別支援を受けている。
発達障がいがある児童、長期に治療を必要とする児
童もいる。
児童保護は原則として里親委託が優先されるが、
きょうだいが多い場合、親が反対している場合、複

数の専門的支援が必要な場合は、施設へ委託され
ることが多い。

6. 家族支援
保護者とは、週に一度電話連絡、月に一度面会を

行なう。
施設入所に反対をしている保護者でも、職員は、

保護者と児童の関係性を尊重し、週末、児童が帰省
できるように支援している。帰省できない場合、施設
内で児童と保護者が面会することもある。
また、クリスマスにアルバムを作って、保護者に送

り、施設での生活の様子を伝える取り組みも行なっ
ている。
保護者との面会の是非や頻度などに関して、年に

1～2度、自治体SWと話し合いを行なう。その話し
合いには、ケア職員、保護者、自治体のSW、施設
のSWが参加し、年齢によっては対象児童も話し合
いに参加する。

7. 関係機関との連携
学校とは、Eメールを使い、毎週連絡を取り合っ

ている。何かあれば面談も行なう。
保護者と外出して、帰ってこない場合などは、警

察や自治体のSWが対応することになっている。自治
体のSWは入退所に関する権限を持っており、定期
的に施設を訪問して児童の状況を把握し、児童と面
接を行なう。

8. 自立支援、アフターケア
児童は、18歳まで施設で一緒に暮らすことができ

る。中学校卒業後、職業専門学校に進学した場合は、
少なくとも1年はそれまで暮らしていたホームで生活す
る。高校に通う児童は、タピオラのホームから通学
する。
17歳で自立する場合は、施設の敷地内や近くにあ

る自立支援住宅に移る。ワンルームマンションで家事
をしながら学校に登校できるよう、職員が支援する。
施設の近くに住むことで、ケア職員との関係も持続
する。職業指導のために25歳まで支援するケースも
ある。

9. 課題
以前は労働時間の規定がなかった。しかし現在は、

労働者の権利と、ケア職員と児童の愛着の再形成の

国

エスポウ市民

児童の出身自治体

児童の保護者、親戚

SOS

子どもの村
タピオラの職員

応援職員
ホームチーム

ケア職員

児童

●図1  支援の全体像



71

両方を考慮する必要がある。
また、最近の法律改正により、保護者支援は出身
自治体のSWが行なう規定ができた。実際にはまだ
機能しておらず、十分な支援が提供されていない。
タピオラのSWと自治体のSWの連携が不可欠となっ
ている。

10. 所感
日本の児童養護施設も小規模化を進めるように国
が指針を出している。養育の形態によって児童と関
わる大人の人数に大きな違いができる。　
SOS子どもの村の各ホーム制のケア単位の場合は、
基本的な生活支援を行なう職員の人数が少なく、児
童とも愛着関係を築きやすいと感じた。また、生活
支援を行なう職員だけでなく、施設内の専門職との
連携を取ることで、専門的な支援も可能となってい
た。ケア職員としてケアワークを行なっている方の話
を聞く中でも、児童の支援が仕事というより、自分
の生活の一部に児童がいるという印象を受けた。
日本のSOS子どもの村は家庭養護として里親とい
う認識だが、タピオラでは夫婦でホームを任されて
いるケア職員のことを「里親」と言いながらも「施設」
としての認識が強いように感じた。施設として運営す
るにあたり、職員の労働環境とのバランスは課題と
言われていたが、この問題は日本でも考えなければ
ならない点だと感じた。　　                 （古賀　大裕）

オラモさん
講義風景

マントゥマさんの支援の全体像の説明風景

子どもの村タピオラパンフレット

広い庭にはままごと遊びができる立派
なおうちもある

SOS子どもの村パンフレット
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●ロイネンさん夫妻のホームについて〈談話〉●

●ユリさんのホームについて〈見学〉●

　ロイネンさんは講義の中で、自身のホームについての話をして下
さった。
　ロイネンさんは幼稚園の先生を20年、夫は元木工技師として働
いていた。ロイネンさんには3人の成人した実子がおり、3ヵ月の孫
がいる。　　
　夫妻で子どもの村の職員になって1年半が経った。
　ロイネンさんの勤務体系は4～6週間住み込みで働き1週間休み
である。ロイネンさん夫妻がいない1週間は、代替の職員が来る。
　ホームには、2歳と5歳の兄弟と7歳と10歳と12歳の兄弟が暮
らしている。生活は「ごく普通の家庭と同じ」とのことである。歯を
磨き、パジャマを着て寝るなどの基本的生活習慣が身に付いていな
いまま入所している児童が多いので、生活習慣が身に付くように支
援している。また、ホームには友達が遊びに来たり、泊りにくることもある。ホームの子どもが友達の家に
泊りに行くこともある。子どもたちにはホームや子どもの村以外にも居場所があると感じている。
　SOSのインストラクターとSWには、ケア職員としての仕事をチームでサポートしてもらっている、という
実感がある。しかし、5人の子どものうち3人に問題行動があり、トラウマ対応と、子どもの親との協調に
難しさを感じている。

　ユリさんの働くホームの中を見学させて頂

いた。

ユリさんのホームは、3名の職員が担当し、7

～14日間のローテーションを組み、住み込み

で児童の支援をしている。

　ホームには、10～14歳の4名の児童が生

活しており、現在8年間住んでいる。

　食事は各ホームで買い物に行き、作ってい

る。児童の洗濯物はホームで洗っているが、

シーツなどは業者に依頼している。

　ホームには職員の部屋もあり、職員の家族

がホームに来る事も出来るようになっている。

職員の部屋にはベビーベッドが置かれており、

家族や子どもがいる職員にとっても働きやす

い環境整備がなされていた。

ユリさん

キッチン

ダイニング

子どもの居室の一部屋

職員の部屋には、職員が休
むためのベッドとすぐ傍らに
ベビーベッドが置いてあった

ロイネンさん
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　研修の 2 週間、各種交通手段を利用し、街並みを楽しみながら、視察先やホテルへの移
動を行ないました。乗り物からも両国の特徴をみることができました。

　まずは、子育てのしやすい国として有名なフィンランド。評判に違わず、乗り物にも親子に優しい配慮
がなされていました。例えばベビーカー専用スペースがある電車（①）。駅の階段もベビーカーが昇降でき
るように工夫されていました（②）。実際、街中では、ベビーカーをひいて歩く姿はよく見られ、子どもの
シートが取りつけられている自転車も多く目にしました（③）。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　一方、自転車王国オランダの電車には、自転車専用のスペースが確保されて
いました。オランダは平地が多く、国も自転車の利用を促進しています。自転車
専用道路が設けられ、車を恐れずに走行する自転車。そして自転車がきわどい
くらいに近くを走行しても堂 と々運転している車。こちらがヒヤッとする場面も多
かったです。
　自由行動でレンタサイクルに乗り、街の探索と買い物に出かけましたが、まず、
サドルが高い！！ 駐輪は、狭いスペースに無理やりとめる！後ろから何度もベル
を鳴らされて、追い抜かされ、躊躇していたら、オランダの街は自転車で走れな
い！と感じました。日本とは交通事情がまず違うので、自転車に対して思いやり
がない運転をする車を見ると、怖くなって、しつこいくらいに左右確認をしました。
きょろきょろとしている様子は、不審者に間違えられてもおかしくない様子だったと思います。

　駅に日本のような改札はありません。路面電車の乗車券は 2 ユ
ーロ程度でも、無賃乗車には 80ユーロ（約11,000 円）の罰金が
あります。乗車中、検札の現場にも遭遇しました。
　異国で交通機関を利用して、食住を2 週間経験し、改めて日本
の電車内での異国語のアナウンスや電光掲示板の親切さ、丁寧で
配慮のある接客・サービスなど、日本のおもてなし精神のすばらし
さを実感しました。　　　　　　　　　　　　　　　　   （福岡）

子育てのしやすい国 フィンランド    自転車王国 オランダ

① ② ③

電車内の
ベビーカースペース
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　10月10日、出発前から楽しみにしていたオペラを観に（聴きに？）行きました。

　会場は、フィンランド国立オペラ劇場、作品は、ドニゼッティ作曲「ドン・パスクアーレ」。

　会場は、平日にも関わらず、たくさんのおしゃれした老若男女で優雅なたたずまいの雰囲気でした。開

演前や幕間の休憩の時間には、ワインや軽食を楽しまれている様子があり、私もその中の一人になったよ

うな気分になりました。

　「ドン・パスクアーレ」は、ローマに住む金持ちの

独身老人の名前で、物語は、この老人をとりまく恋

愛の喜劇でした。

イタリア語で歌われ、字幕は舞台の上部にあり、英

語と、フィンランド語、スウェーデン語で表示されて

いました。日本で、原語のオペラを鑑賞すると日本

語のみの字幕のようですが、三ヵ国語もの字幕があ

るのは、フィンランドならでは。しかしながら、それ

らのどの言葉もわからない私は、事前に読んでいた

あらすじを頼りに、歌われている会話を想像しなが

ら、観賞しました。

　連日の研修で疲れがあったこともあり、美しい歌

声にさそわれて、時折うとうとしてしまいましたが、

生の歌声は、すごい迫力で心地よく、演出も凝ってい

て楽しむことができました。研修の合間の束の間に、

ゆったりとした夜を過ごすことができました。  （平尾）

夢ごこち　フィンランドでオペラ

8月後半～12 月の上演スケジュール

フィンランド国立オペラ劇場（Finnish 
National Opera フィンランド語で
Kansallisooppera）
ヘルシンキ中央駅の北にある劇場で、
オペラ、バレエ、オーケストラなどさ
まざまな演目が上演されます

会場図と料金表
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　フィンランドでは、青少年の罪に対して責任を負う義務は15 ～18 歳であり、重罪を犯し、
少年刑務所に送られるケースは年間 20人程度とのことです。その他の軽犯罪については、
「コールコティ」と呼ばれる国立のスクールホームで支援を行なっているようです。ちなみにスクールホーム
は、全国で 6ヵ所あり、一施設 20 ～ 40 名定員とのことです。現在では、入所児童も多様化し、必ず
しも罪を犯している児童だけとは限らないようです。しかしながら、フィンランドの福祉分野は、全般的
に「予防的支援」と「家族支援」に重点を置いていることがわかりました。そのため、少額の万引きなど
の問題行動については、子ども、その家族を支援していくという考え方があります。12 歳以上は、必ず
子どもの意向も聞かなければならないため、非行問題についても在宅支援が基本であるとのことです。
　一方、オランダでは、数年前まで、児童保護下の行為障害のある子どもたちと、法を犯し有罪となった
少年は同じ施設に措置されていたそうです。今は、深刻な行為障害のある子どもたちには、新たな閉鎖さ
れた施設が創設されたようです。それは「Almata」と呼ばれ、12～18 歳の行動に問題を抱えた少年の
強制的な治療施設であり、問題行動を軽減し、未来への現実的な展望を与えることを目的にしています。
Almata は、オランダ国内に2ヵ所あり、約 200 名を受け入れることができるようです。
　また、オランダの視察先のいくつかでは、重罪の例として、「フェイスブック事件」を度々耳にしました。
友人にフェイスブック上で悪口を流された少女（16）が、ボーイフレンド（18）と共謀し、別の友人（14）
に殺害させたという事件です。被害者と加害者全てが10 代というこの前代未聞の殺人事件は、オランダ
全土に強い衝撃を与え、今後10 代の若者をインターネットとどのように関わらせていくべきかという議論
を巻き起こしたようです。加害少年（14）に対し、懲役1年及びその後3 年間の精神科病院における治
療処分が言い渡され、殺人事件の首謀者 2人、すなわち被害者の友人であり彼女にフェイスブックで悪
口を書かれた少女（16）、そしてボーイフレンドの少年（18）に対して、それぞれ 2年間の懲役刑及びそ
の後1年の治療処分が言い渡されました。
　その他、ハルトセーフティーハウスに常駐する検察局のマヌーク・ドローイ氏の話では、アムステルダム

「Top600」プロジェクトというものがあり、正式にはアムステルダム市長が15 ～26 歳の暴力的な破壊・
非行ケースについてのリストを作成し、再犯防止のための個々への支援を行なうという取り組みがあるよ
うです。オランダでは、ハルト報告からもわかるように、軽微な段階での「早期介入」と「予防活動」に
重点を置いていることがわかりました。
　フィンランド、オランダではそれぞれ文化や人種の違いにより、青少年の問題行動に関する考え方が異
なります。しかし、「予防重視」という考え方は類似していて、施設入所に至るまでの段階的取り組みが
手厚かったように感じました。（関根）

フィンランド、オランダの少年犯罪・非行事情

参考文献 「Almata」参考資料：http：//www.almata.nl/

事件を伝える
セーフティーハウス新聞

落書きされた壁



76

　フィンランド、ヘルシンキ空港に降り立った39 期団員（男性）が初めに衝撃を受けたのは、
小便器の高さだった。北欧やオランダは長身の人が多いからだと思うが、身長が低い団員は
爪先立ちで用を足さなければならない。この苦悩は、旅の終盤まで続く。フィンランドは、デザイン性に
優れた多様なトイレが多い。また、ヘルシンキで宿泊したホテルではトイレの横に小型のシャワーがつい
ていた。何も知らない団員A が、「これは便利」とTシャツの洗濯を行なった。のちに団員Aはそのシャ
ワーがビデだと知り衝撃を受ける。さらに、旅の途中、老舗のレストランに立ち寄った際、さらなる衝撃
が飛び込んできた。そのレストランの男性トイレの便器は一見手洗い場のようであり、間違って手を洗い
そうになった。

　このように、文化が異なれば、トイレで用をたすの
さえ一筋縄ではいかず、さまざまな困難も立ちはだか
る。フィンランドもオランダも有料の公衆トイレが多
い。アムステルダム中央駅で団員Bと私は突然の激
しい尿意に襲われ、トイレを探し、駅構内を猛然と
ダッシュしていた。探せど探せどトイレは見つからない。駅の端まで走り切り、改札の脇の自由に出入り
できる場所を疾風のごとく通り抜け、トイレを発見。入ろうとすると地下鉄の改札のようなストッパーが
侵入を防ぐ。50セントコインを入れるように表示されている。慌てて財布を取り出し、50セントコイン
を探すが1ユーロコインしかない。このコインは入らない。まさか！！こんな異国の地でお漏らしなんて…。
と思った時、団員B が 50セントコインを差し出した。まさに神の手。日本ではありえない体験である。
日本のトイレ事情の利便性の高さ、
素晴らしさを実感した一件だった。
　オランダでは、トイレ関連のグ
ッズを扱うショップにも立ち寄っ
た。おしゃれな店内にはさまざ
まなトイレグッズが陳列され、
奥にはおしゃれなトイレが存在する。利用料
金を投入するとレシートが発行された。

　日本では、お金を払ってトイレに入る習慣はない。機能的にもハイレベルなトイレが開発され海外から
の旅行者がわざわざ購入して帰るほどである。また、子育て中の母親や障がい者に優しい設備も一般に
普及している。食事や排泄、睡眠などの生理的現象への対応に心地良さを追求する日本。サービスのあ
り方にも思いやりがあふれている。福祉先進国の 2ヵ国で味わった排泄に関する苦悩から日本のサービス
の素晴らしさを感じる良い経験になった。
　欧米では、サービスを受けるためにお金を払うのは当然だとされている。
チップなどの慣習が代表的だが、日本では金銭なしに「気持ち」でサービス
を提供する。オリンピックの PRプレゼンで流行語にもなった「おもてなし」
の精神だ。今回の研修では、フィンランドとオランダの価値観をたくさん学
ぶことができた。しかし、それだけではなく日本の良さ、世界に誇れるもの
も感じられたように思う。海外を見ることで日本の日常にありふれたサービ
スや商品の素晴らしさを体感し、自信につなげられたことは私にとってかけ
がえのない体験になった。フィンランド、オランダのトイレたちよ。ありがとう。

（高比良）

トイレにみるJapanese Spirits

幼児用おまる
まるくて小さい
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　今回の視察先の中で「実習生」から説明を受ける機会があった。聞くところによると「実習
生」といえども機関で実際に働いていて、調査やアウトリーチに関わっているそうである。ま
た、北欧は英語力が非常に高い国だという認識はあったものの実際英語で説明をされる職員の方々が多
くいた。（私自身は茨城弁でしか話ができないので、説明者の方に「Can I speak English?」と聞かれても、
もちろん「Noだっぺよ！」と答えるしかなかったが……）。フィンランド、オランダともに、単なる知識習
得にとどまらない学習と経験を得られる実践的な“教育”がなされている印象を受けた。
　そこでフィンランドとオランダの教育制度の概要を簡単にまとめてみた。

●図1  フィンランドの生涯教育システム　　　　　　　 　　　  ●図 2  オランダの生涯教育システム

　フィンランドの義務教育は7 歳から16 歳までである。学校はほぼ全てが公立であり、授業料が無料で
ある。高校段階から職業教育を選んでいくことになり、近年、中学卒業後は普通科高校でなく職業学校
へ進む割合が増加し、男子生徒だけだとその割合はぼぼ半数になっているという。専門職大学が制度的
に確立しているので、専門性を貫きながらどんどん学ぶことができる、とも聞く。
　このように職業教育が見直されてきたのは、1991年のソ連崩壊によって、貿易輸出の約 3 割を失い、
失業率が3％から19％に激変し、就職難が起きたことをきっかけに、フィンランド政府が学歴社会から
職業教育へシフトしたことによるそうである。
　オランダの義務教育は 5歳から18 歳までである。学校は公立、私立ともに財政的に国の援助は同じ
であり、日本のように私立の学費のほうが高いということはなく、義務教育段階では学費はほぼ無料であ
る。また、居住地域に限らず、自由に学校を選ぶことができる。中学段階から職業教育を選んでいくこ
とになり、大学卒が19％、高等専門学校卒が34％、中等専門学校卒が47％であるという。
　フィンランドもオランダも国として一人ひとりの平等性が保証されており、社会の落ちこぼれを作らない
ために早い段階で人と社会を結び付ける努力をしている。そして、それぞれが生きていく場所を能動的に
見つけていけるような仕組みであるように思えた。日本とは面積、人口、文化など違う点は多いが、国の
繁栄には、どのような暮らしの子どもであっても、成長して大人になり、社会の一員として働いていけるこ
とが必要だと思う。今後の日本としても長期的な視点に立ち、子どもの発達の基礎となる家族への継続的、
有効的な投資を速やかに行なっていくべきではないだろうか。　　　　　　　　　　　          　 （片根）

自ら選び、自ら学ぶ！
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4

大学
※4年間

（年齢） （年齢）

22
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12

7
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高等学校

・修士課程
・学士課程

職業専門学校 上級職業資格

専門職業資格
職業経験

総合大学
 (University)
・博士課程
・修士課程
・学士課程

※2～4年

専門職大学
(Polytechnic)

※2～5年

基礎総合教育
（小学校6年間と

中学校3年間の一貫教育）
※9年間

学校または保育園での就学前教育

義務教育
（7～16歳）

義務教育
   （5～18歳）　

 

 VWO
（大学進学
   コース）
 ※6年間

高等専門学校
※4年間

高等専門家養成コース

VMBO
（中等専門学校
   進学コース）
※4年間

中等専門学校
※2～4年間

HAVO
（高等専門学校
  進学コース
  ※5年間）

初等教育
（幼稚園と小学校が統合されたもの）

※8年間

参考文献 福田誠治  2012  フィンランドはもう「学力」の先を行っている　株式会社亜紀書房
平成 24 年版労働経済の分析第２章　厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/12/dl/03-2-2.pdf
世界の学校を見てみよう　外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/0602netherlands.html
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　フィンランドはスカンジナビア半島の内側、バルト海の一番奥に位置する、日本から最も近い
ヨーロッパ。ムーミン、そしてサンタクロースの故郷として知られています。国土の 8 割が森林で18万を
数える湖沼など自然がいっぱいです。町は、帝政ロシア時代のネオ・クラシカルな建築物とスウェーデン
領時代の名残の近代建築が調和を保っていました。石畳の道が多く、キレイに整備されていました。ゴ
ミ1つ落ちていないと思いきや、タバコの吸いがらがたくさん落ちていました。10月でもダウンコートとマ
フラー、手袋が手離せないと聞いていましたが、39 期生の日頃の行ないが良いのかそれほど寒くもなく、
町を歩き、フィンランドの風土に触れる機会を持つことができました。

スオメンリンナ島
世界遺産に登録された要塞跡。ヘルシンキから船で15 分程度。かつての要塞を歩いて散策ができ、戦いの歴史
を物語る大砲も今や町並の一部です。

フィンランドとオランダ、私たち39期の歩き方

～フィンランド編～

フィンランドタンペレ市町並み ヘルシンキ大聖堂

ヘルシンキ市内にあるエテラ港に
何隻も行き来していた

手前を走るBMW X5 も大きい…レストランのディナー
巨大なサーモンの下には主食の
ポテトがたっぷり　

サーモンの国　フィンランド ヘルシンキ市内を走るバス 大型定期船（ヴァイキング・ライン）

テンペリアウオキオ教会
（別名ロックチャーチ）

さまざまな言語のパンフレットが
ありました（日本語訳）

◉フィンランドの優雅な情景・建築物

◉とにかくでかい！
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　オランダは、別名ネーデルランドと言われ、日本が江戸時代の鎖国下で、欧州諸国で唯一外交関係を維持
した国であり、日本にとってゆかりの深い国です（ネーデルランドは「低い土地」という意味で、オランダとい
う名称はポルトガルから伝わったものです）。縦横に走る運河や川、そして湖水地帯が目につく水が豊富な国で、
国土の 4分の1は海抜 0m 以下です。10月12日から19日までの7日間、アムステルダム・ユトレヒトで研
修を行ないました。研修中は、アムステルダムのホテルで宿泊し、休日と空き時間を利用してアムステルダム
周辺の観光を行ないました。アムステルダムは、古き良き街並みをとても大切にしており、建物を個人で建て
替えたり、修復することができないと教えてもらいました。

　オランダの街並みも石畳で、きれいに整備・清掃されていましたが、雨がよく降り、風も
強いため「折れた傘」が町の至る所に置いて（落ちて）ありました。団員が購入した「I♡
Amsterdam」という傘も数時間で壊れ、街並みの一部になりました。
　オランダでの日曜日、自由行動で小グループに分かれ、ショッピングや美術館見学などに
行きました。一部のグループは「ゴッホ」を見たいと美術館へ。「『ゴッホ』ってすごいなあ」「現
代的やなあ」と一同会話が弾むも、実はそこはゴッホ美術館ではなく、感心していた絵もゴ
ッホではなかったことが判明。「知ったかぶり団員事件」として珍道中記録に残ったのでした。

　風車は、もともとは湧き出る水を揚水する目的で造られ、
揚水された水は堤防で囲まれ湖となりました。オランダは、
水という自然の脅威に対する闘いの歴史があります。「世界
は神が造りオランダはオランダ人が造った」とも言われ、低
地国オランダを水と闘いながら築いてきたオランダ人のねば
り強さを表しています。　　　　　　　　     （古賀・松田）

◉アムステルダムの街並み

◉ムーミンの国  フィンランド

　デパート、市内のお土産屋など至る所にムーミングッズが販売されていました。残念ながらタ
ンペレを訪れた日は、ムーミン谷のある博物館が休館日でしたが、団長はじめ団員はムーミンの
可愛さにつられ、ムーミンストアでたくさんの買い物をしました。
　フィンランドでは、ほとんどの商品に24％の付加価値税が課せられており、EU 以外の居住者は、1日1
店舗につき40ユーロ以上の買い物をしたら「TAX FREE」として、最大17％の払い戻しがあります。団長以下、
団員一同ムーミングッズを買いすぎてしまい、「TAX FREE」の手続きを何人もし、レジは行列になっていました。

＊ 「ムーミン」を「カバ」だと思っていませんか？実は「トロール」という生き物
です。「トロール」は、スウェーデン語で日本語に置き換えるのは難しく、「妖
怪」でもなく「妖精」でもなく、「小人」でもない不思議な生き物で、森の
奥にひっそり暮らしています。「エイリアン」とでもいうしかないような存在は、
いかにも北欧の自然にふさわしくはないでしょうか。

ムーミン谷博物館　

～オランダ編～

ダム広場周辺
広場には移動遊園地があり、市民や観光客
で賑わう

オランダのシンボル  風車

レンガ作りの建物が斜めに傾いている。
これも古き良き街並み保存のため

オランダのエレベーターの表示
日本の1階がオランダでは「0 階」

正真正銘のゴッホ美術館
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色とりどりの芸術空間

フィンランド、オランダともに多くの「色」であふれていました。訪問した施設や機関によって
は廊下に多くの絵画が飾られており、空間演出にもこだわりが感じられました。施設利用者
が「行きたい」と思えるような環境作りも必要だと思いました。

～フィンランド編～

◎ヘルシンキ国際空港内に
　ある公衆電話

◉アンネフランク小学校
廊下の収納の色がそれぞれ違った

◉ポルスストック小学校
保護者のための部屋。保護者も学び、
くつろぐ為の空間

◉ファミリーホーム
子どもたちの「色」を
いかした居室

◎オンブズマン事務所の玄関を
入ってすぐにあった棚と子ど
も作成のポスター

◎家族ネウボラの廊下には、
随所に絵画が飾られていた。
絵画は市の美術館から貸し
出されているもの

◎ネウボラのあるティポティエ福祉
　健康センター

◎健康センター内のネウボラの待合室。
　おもちゃがたくさん

～オランダ編～

  （古賀）
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　10月13日、研修の合間の休日、宮坂財団
事務局長のご友人のシャボットあかねさん夫妻
のお宅に訪問させていただきました。
　シャボットさんのお宅は、中央駅から電車を乗
り継ぎ、ドイツ行の電車に揺られ、Amersfoort
駅から歩いて10 分程の閑静な住宅街の一角に
ありました。
　シャボットあかねさんは東京ご出身ですが、現在はオランダ人の夫と愛犬と生活され
ています。通訳のお仕事に加え執筆もされており、オランダについてのいろいろなお
話を聞かせていただいたり、おいしいオランダの家庭料理をごちそうになったりし、有意義なひとときを
過ごすことができました。
　シャボットさんのお話の中で、一番興味深かったのは、オランダの安楽死のお話です。
　オランダでは15 分以内のところに家庭医（ホームドクター）を持たなければいけないとされており、専
門医の診察を受けるにも、家庭医からの紹介が必要とされています。安楽死についても家庭医が行なうこ
とになり、方法としては、医師が注射をしてすぐにその場で亡くなるか、薬を渡されて、好きな時に飲むと
いうような方法があります。安楽死については、オランダのようにオープンにしているところは少なく、ま
た、オランダが一番古くから行なっています。安楽死を行なう上で、大切なこととして、「本人の自発的意
思かどうか」「心身の苦しみがあるか」「持続的であるかどうか」「セカンドオピニオンを聞いているか」「医
師から十分な説明を受けているか」ということがあり、がんの終末期に行なうことが多く、精神疾患の場
合もあります。日本でいう緩和ケアをして死亡した場合は、オランダでも自然死として扱われます。安楽
死の終結には報告書が作成され、全体の死亡のうち2.9％が安楽死とのことです。「安心して死んでいける」
ことが「生きる力」につながる、という見方もあることもお聞きしました。
　安楽死で問題となることとして、安楽死したいが、医師からさせてもらえない場合もあり、希望する人は、
家庭医のところに行き相談しますが、宗教上受け入れない家庭医もいます。尊厳のあるまま死にたいとい
う理由からの安楽死の選択は自殺とは違い、周りに迷惑をかけることはなく、家族や友人、家庭医とも話
をして、本人の要請で行なうことになります。オランダでは、家庭医とのつきあいが長く、医師と家族が
対等に話ができることが安楽死を選択ができる背景のようでした。
　以前私は、高齢者と関わる仕事をしていました。死に直面する場面は多くありましたが、日本において
安楽死がどのように考えられているかは全く知らず、帰国後、日本の現状について調べて
みました。
　日本では安楽死は法的に認めておらず、刑法上殺人
罪の対象となるとされていること、1962 年の「名古屋
安楽死事件」や1991年の「東海大学安楽死事件」など、
安楽死にかかわる裁判について知り、さまざまな議論が
されていることを知りました。
　日頃、仕事で命の大切さを伝えていますが、2 週間の
研修プログラムに＋αで、シャボットあかねさんのお話を
聞かせていただいたことは、自分自身、「生と死」につい
て考えるよい機会になりました。　　    　       　（平尾）

オランダの生活、そして安楽死…



82

　10月13日、土曜日の午後遅く、フィンランドからオランダスキポール空港に降りたった私
は、ひとまずトイレに向かった。フィンランドから続く、小便器の高さ（コラム「トイレにみる
Japanese Spirits」参照）に「オランダよ、お前もか…」と悲しみながら用を足した。手を洗った時に、
ふと目にとまった、壁に掛かった白い箱。「自動販売機だ。歯ブラシとか洗面セットとかかな？フィンラン
ドでは見なかったなぁ。さすが、ハブ空港は規模が違うなぁ…あれ？良く見ると、コンドームだ。しかも、
1個～3 個まで種類がある…。空港で3つも買ってどうする？」と思うと同時に、フィンランドではコンド
ームの自販機やピンクのネオンもほとんど見なかったことを思い出す。同じヨーロッパ圏でも違うものだな
ぁと、オランダに到着して1時間も無いのにそう思った。自動販売機があるのは、どうやら男性トイレだ
けのようで、男性は当たり前に持っておくものなのかという印象を受けた。
　次の日は日曜日で、移動もなく、ほぼ唯一の休日だったので、アムステルダム市内を観光した。当日の
天候は、オランダ名物の強風混じりの雨。町のゴミ箱には、風にへし折られた傘が山のように投げ込まれ、
オブジェのようになっていた。そんな憂鬱な日曜日の午後、私たちは売春婦のいる「飾り窓」のある地区
に入っていった。
　オランダでは18 歳以上の売春は合法で、売春のために国外から出稼ぎにくる女性もいるそうだ。飾り
窓は売春婦と客のプライバシーを守るために撮影禁止となっている。売春を始めるきっかけはさまざまだ
ろうが、他に選択肢があっても、売春という方法を積極的にとることは、私には考えにくい。
　それだけに下着姿の女性が大きなガラス窓の側で、看板として自らをさらしているのを見るのは、重苦
しかった。肌と瞳の色がさまざまな売春婦がいたことから、「移民問題」とか「経済的困窮」などの言葉
が思い起こされた。
　帰国後に、色々調べてみた。オランダでの売春は、あくまでもビジネスの一形態として捉えられている
という記述があり、労働組合も存在するそうだ。確かに、どこの土産物屋にも（空港にさえも！）、「Red-
light-district」（飾り窓の意）という文字とセクシーな女性を題材にしたTシャツや裸の女性の置物が並べ
られていて、あっけらかんとしている。オランダ観光局のwebにも掲載され、観光資源として利用されて
いる（http：//www.holland.com/jp/tourism/article/red-light-district-jp.htm）。日本では、仮に歌舞伎
町を日本の観光スポットとして国の機関が紹介したら、「国の品格が疑われる！」など、非難囂々だろう。
　家族連れでアムステルダムに行った際「あの赤い窓はなんなの？」と子どもに聞かれたらどう応えるのだ
ろうか？と考えた自分の中に、性に関する情報は、恥ずべきモノ

4 4

であり、隠さねばならないと思っているこ
と。また、売春婦に対しても、恥ずべきモノ

4 4

という偏見があることに気づかされた。                  （中村）

性にまつわるエトセトラ

まだ、上品な Tシャツのデザイン。
某団員の私物である

オランダで売られている
色とりどりのコンドーム
パッと見、お菓子のよう
に見える

土産物屋にチン
4 4

列されてい
た調味料の容器。調味料は、
きっと上部から出るのだろ
う。私がもらったら、どち
らも、即ゴミ箱行きである。
ちなみに 3 つの×印はアム
ステルダム市のマークをも
じったもの
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　研修の合間の日曜日、生憎の雨でしたが、アム
ステルダム市内にあるアンネ・フランクゆかりの
場所 2ヵ所を訪れました。
　アンネが家族などとともにナチスの迫害から逃れて暮らし
た隠れ家（今は博物館になっています）と、アンネが通った学
校です。
　学校は、外から見るだけの予定でしたが、ちょうど学校の
先生が休日出勤（？）されたところに出くわし、ガイドさんが
交渉をして下さったところ、短時間ではありましたが校内見学

を快く受け入れて下さいました。
　今は「アンネ・フランク・スクール」と呼ばれているモンテッソーリ・スクール
の教室に入ると、整然と並ぶ色とりどりの木製の玩具や子どもたちの絵や作品
がたくさん並べられていました。
　モンテッソーリ教育法では教具の形、大きさは無論、手触り、重さ、材質に
までこだわり、子どもたちの繊細な五感を刺激するよう配慮がなされています。
教具を通し、経験に基づいて質量や数量の感覚を養い、感じ取れる形容詞を学
ぶなどの言語教育も組み込まれています。団長の髙橋久雄先生が、「ここでは子
どもの自主性を尊重し、興味や好奇心に応じて自由に教具を選ぶことができる」
とも仰っていました。
　アンネは、1935 年、自宅近くにあったモンテッソーリ・スクールに入学してい
ます。時間割が存在せず、教室での行動を生徒の自主性に任せ、授業中の生徒
のおしゃべりさえも推奨していた学校です。アンネはおしゃべりで、長い間じっ
と座っていることができない性分であったため、両親が自由な行動のできる学校
を選んだのだそうです。入学後、アンネは好きなことを大切にして成長しました。
しかし、1941年、分離政策のためユダヤ人学校に転校し、1942年からは、ゲシ
ュタポに発見されるまでの2年あまりの隠れ家生活が始まります。緊張を強いら
れる生活を送ることになり、活発なアンネも息をひそめ、静かな生活を送ることに
なりました。そんな環境の中でも自分の夢を諦めず、希望を持ち続けたアンネに
敬服しました。「アンネの日記」は、平和な時代（国）に生きている私たちへ、ま
だまだたくさんの可能性があることを伝えているような気がしました。 （政岡）

アンネ・フランクの通った学校

虹色に塗られ、その上にアンネの自筆日記字が
転写されている壁

モンテッソーリのさまざまな教具

アンネがいた頃から
使われているヒーター。
まだ現役

大戦の犠牲者となった
ユダヤ系生徒たちの名前。
アンネの名前もある

参考資料 黒川万千代著 『アンネ・フランク その15 年の生涯』
小川洋子著『アンネ・フランクの記憶』
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不撓不屈の精神で 福祉道に 不惜身命を貫く ～阿蘭陀の熱き情熱家たち～

　オランダでは 3 名の熱き情熱家たちに話を聞くことができました。オランダの児童福祉制度は
非常に複雑で、民間や個人の活動も積極的であるため、実際の福祉事業の展開に法律が追い付い
ていない、という印象もあります。個が中心となり、熱い情熱、強い信仰心をもって、今やるべきことをしっか
りと見据え、信念をもって取り組んでいる姿に心を打たれました。そこで、この 3人の情熱家たちの忘れがたい
語りの一部を紹介します。

　1人目は、ポルスストック小学校バルトヤン・コミッサーリス校長です。
　

①世界は1つしかないのだから子どもたちは、お互いにつながり理解し合わなけ
　ればなりません。そうすることで、　共に学び成長することができるはずです。
②コップの中に水が半分あり、その水を「あと半分しかない…」と考えるのか、
　「まだ半分もある…」と考えるのか、私はポジティブな視点が重要だと思います。
③どの子どもも最適な教育を受ける権利を持っています。子どもたちは、国の未来
　です。子どもたちが活躍できるようになるまで、今は我々が学校で預かっています。

　2人目は、明日への希望のレジーナ・マックナック氏です。
　

　16 年前、医療ミスから車イス生活を余儀なくされました。その頃私の夢には、
何度か困っている人たちが出てきました。私は神に祈りました…。「もし、私の身
体を治してくださるのなら、世の中の困っている人へ恩返しをします…」。その祈
りが神に届き立ち上がることができました。その時から、神との約束を守るべく
24 時間 365日人々のために尽くすようになりました。貧しい人に食べ物を配りま
した。
　資金不足から物乞いのようなこともしました。神に祈りました…。色々な人が寄付してくれるようになりました。
支援する中で虐待を受けている子どもの存在を知りました。安全な場所を提供するためアパートを借りました。家
賃を寄付してくれる人も現れました。補助金はどこからももらっていません。完全なボランティアです。今日も困っ
ている人のために何をするべきかを考えて…。これからもずっと世の中の困っている人に恩返しをしていきます。

　3人目は、ファミリーホームとユースケア牧場 ヒューマン・ホース・パワー（HHP）のエリック・ラマーツマ氏です。

　私は、もともとビジネスアドバイザーをしていました。趣味として乗馬をしており、
週末には牧場に出かけていました。そこで、白い大きな馬に出会いました。その馬
を一目見た瞬間にどうしても欲しくなり馬を譲ってもらい、最愛の妻パウラにプレ
ゼントしました。牧場も購入し馬は17 頭にまで増えて、馬たちを使っていじめなど
で悩んでいる子どもを対象に「ホースセラピー」を始めました。そうしている内にア
イデアが浮かんできて、「1日中馬と一緒に生活したら、子どもたちにどんな影響が
あるのだろうか？」と考えるようになりました。そこから、2年の月日をかけて2009 年にこのHHPを開きました。
ちなみにパウラ夫人は、元プライベート・バンカー。かつての生活とは様変わりした、と楽しそうに語っていました。HHPを始める
にあたり、仕事をやめて4 年間心理学を学んだそうです。

　3人の共通点は「個の力」。高い思想や理念のもと理想を追求して教育に奮闘するバルトヤン校長。自らの全て
を捧げて私利私欲の全くない姿から、そのゆるぎない信念を感じさせるマックナック氏。「ファミリーホームはビジ
ネスである。」と、言う言葉のとおり、子どもたちを救うために資源や資金を調達し、支援体制を築き、ファミリー
ホームをビジネスとして成立させ、養育者としても経営者としても相応しい能力を遺憾なく発揮しているエリック氏。
3人3様ですが、皆「子どもたちの幸せと明るい未来」を目指しています。子どもたちに寄り添う仕事をしている私
たちは、心揺さぶられ、自らの仕事の重要性を改めて考える体験となりました。　　　　　      　(村上・小松 )

～私が明日への希望を持った時～

～前向きにつながることで生まれる未来～

～脱サラして馬を飼いました～
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オランダ 青少年保護局  BJZ

訪 問日 時：2013 年10月14日AM

住　　　所：Newtonlaan 115, 3584 BH, Utrecht 

取材担当者：ハリー・ファン・デン・ボッシュ

（敬称略）  （シニア・プロジェクトリーダー）

1. 青少年保護局
    （Bureau Jeugdzorg：以下BJZと略称）
（1）概要　

青少年に対する適切なケアや必要な保護を提供
している機関である。オランダにおける青少年支
援は国、州、基礎自治体によって行なわれている。
国レベルでは、保健福祉スポーツ省と安全法務省
が政策の策定と予算管理を行ない、州と民間支
援団体の支援の監督を行なう。また、児童保護に
おける司法的支援（少年裁判官、児童擁護諮問委
員会の業務）に責任を負う。2005年の「青少年保
護法」により青少年支援は各州の責任となり、BJZ
が必置となった。現在12の州と青少年の問題が集
中しやすい3つの大都市に設置されている。また、
知的障がいや宗教的な問題のある青少年の保護
や社会復帰はBJZではなく、別の組織が行なうこ
ともある。2015年、青少年支援の責任が州から基
礎自治体に移ることになっている。

（2）オランダの青少年ケアシステム体系

オランダの青少年ケアシステム体系及び、BJZの
位置付けは、図1に示した通りで、児童保護に係
る専門サービスを行なっている。

（3）スタッフ

全国に15ヵ所あるBJZのSW数は8,000名。SW 
10名に対して1名の精神科医がいる。

（4）業務の内容

　主な役割は以下の5つである。
①支援指示書の作成
②児童保護の委託
③青少年の社会復帰支援
④AMKの運営
⑤子ども電話の設置（匿名での相談も可）
        （De kindertelefoon）

予防的
支援

司法的支援

ホームドクター
学校校医

評価支援センター
（医療ケア）

青少年ケアの
委託先

自主的な
連絡
通告

BJZ

通知
スクリーニング
措置決定

青少年の
メンタルケア

軽度知的
障がい者ケア

地方（州）の
青少年ケア 児童保護

裁判官
による
司法判決

AMK
通告受付
調査

民事訴訟
青少年保護

青少年保護
後見人

少年保護
観察

刑法処分AMK
※

スクールSW・障がい者（知的・精神）支援・
支援アドバイス・若者と家族支援

●図1　オランダの青少年ケアシステム体系（片根作成）

※AMK
 正式名称はAdvies en Meldpunt 
Kindermishandeling（児童虐待 
とネグレクトの相談・通報セン
ター）である。匿名で通報すること
ができる。BJZの一部門。日本の
児童相談所内の虐待対応ダイヤル
部門より活動の幅が広く、直接現
場に出向くSWも配置されている。

Bureau Jeugdzorg Nederland
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2. オランダの児童と家族へのサービス
（1）支援の流れ

公共サービスを受けるにあたり、相談者は、図2
のように、医療・教育・社会・経済的な問題に分
類された窓口を通じ、支援を受けることができる。

●図2　支援の流れ

（2）児童への支援

BJZが関わるケースの場合、BJZが中心となり、学
校や隣人など児童が持つ生活圏内（ネットワーク）で
課題解決の調整ができれば支援は終了となる（図3）。
それができない、あるいはネットワーク内での支援
では不充分の場合は、専門機関へ紹介される。また
両親が子どもの成長を阻害する要因となっていたり、
支援に保護者の同意を得られず、子どもの発育がお
びやかされる場合には児童保護になる。

（3）児童保護

子ども（12歳以上は必ず）も含めた家族とBJZに
よる話し合いにより支援内容が決定し、BJZが「支
援指示書」を作成する。この「支援指示書」により、
クライエントはサービスを受けることができる。
家庭を基点にした支援、家庭に近いところで受

けられる支援に力を入れている（図4）。保護が必
要な場合についても、まずは里親支援を優先して
考える。10年前は里親支援25,000名、施設ケア
25,000名だったが、当時の政府が打ち出した「ベッ
ド数（施設定員）を減らしてでも子どもをなるべく
地域で支援しよう」という方針によって施設ケアは
減少している。

●図4　児童保護への流れ

（4）虐待通告

児童虐待通告には、AMKとBJZの2つの電話
窓口を設けている。
AMKには医師がおり医学的な身体検査や診

断書を出すことができ、病院と協議がしやすい。
AMKは児童の安全への責任は負うものの、その
役割は調査と報告にとどまり、家庭支援の実施や

専門医

入院

教育・養育の問題

CJG 　
（市町村）

BJZ
（州）

ソーシャルワーカー

相談者

医療的な問題

 ホームドクター
（家庭医）

社会的・経済的な
問題

ソーシャル
ワーカーに
よる指導

他機関へ
紹介

各種相談機関（依存症専門機関等）

※2
※1

児童 BJZ

この通知書はBJZが出すもので
この決定によりさまざまな青少年
支援が実施される。
2012年は、62,887件が作成
された。

※数字については過去１年間のものであり、子どもが複数の支援を
　受けることがあるので重複がある

深刻度軽 重

50程度の団体がサービスを提供している。

①②58,000名 ③8,750名 ④21,000名 ⑤11,000名

①在宅ケア
・家庭訪問
・教育プロ
  グラムの
  実施など
 

②治療
・トラウマ
  治療など

③デイケア
・週5日程度の
  グループワーク
  や、夕食を提供
  し、20時まで
  子どもを預かっ
  て保護者の負担
  を減らすなど

④里親ケア
・週末は実
  親のもと
  へ帰るこ
  とがある

⑤施設ケア
・学習支援や
  矯正など
  特化して
  いる施設
  がある
 

支援指示書

専門機関

クラブ活動

深 刻 度軽 重

里親・施設

児童の保護が
必要なケース

BJZの支援により
ネットワーク内で
解決できるケース

更なる支援が必要
なケースであり、
医療機関など専門
機関へつなぐ

児童を取り巻く社会資源

近隣住民
家族・親族

ホームドクター

CJG

学校
BJZ児童

家族家族

※1 オランダは国民皆保険制度を採用している。国内の医師約
13,000 名のうち9,000 名を占めるホームドクターは、医療資
源にアクセスするためのゲートキーパーになっており、専門医、
入院にはホームドクターの紹介が必要である

※2 CJG （Centrum voor Jeugd＆Gezin）：児童の発達や健康、
教育に関する相談機関

●図3　児童を取り巻く社会資源と支援
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他の支援団体の紹介にはBJZの支援指示書が必
要である。
2012年、AMKは約19,000世帯、約30,000人の
児童の調査を行なった。そのうち保護を必要と
するケースは12％（約2,300件）あった。BJZは、
AMKの調査をもとにしっかりとアセスメントを行な
い、適切な支援が行なわれるようにしている。緊
急の場合を除き、調査と報告には最長10週間を要
する（図5）。

（5）より深刻なケース
保護者が養育できない、支援に保護者の同意
がない、既存の支援では不十分など、より深刻な
場合には、AMK（BJZ）が児童擁護諮問委員会（89
ページ参照）へ通告し、同委員会が調査を行ない、
レポートを提出する。児童擁護諮問委員会は司法
局ともつながりがあり、親の同意が得られず、子
どもの安全や発達に深刻な影響を及ぼすおそれ
のある場合は少年裁判官へ依頼し、家庭後見人
（BJZ所属）により1年間の保護観察や保護が行な

われる（課題が解決しない場合は、後見人措置が
1年延長される）（図5）。
年間約50,000件の保護ケースのうち約8,000件

で保護者が親権を取り上げられている。残りの約
42,000件は親権があるが何かしらの制限を受けて
いるケースである（図5）。また、司法判断により
親権を制限される期間の平均は、2年10ヵ月である。
AMKでの調査に最長10週間、児童擁護諮問

委員会を経て少年裁判官の許可を得るまでに最長
8週間かかる。ただし、緊急を要するケースについ
ては1日で保護することができる。両親と家族は、
子どもの課題解決や安全のために援助を受けるこ
とになるので、後見人措置が有効になった後も多
くの場合は子どもは両親とともに過ごす。最終的
には実親が親権を持ち、責任を持って子どもを養
育することを目指す。近年、後見人措置となった
家族を対象に、ファミリー・グループ・カンファレ
ンスを導入した。最初の1年のうちに、家族によっ
て課題が解決されるケースが増えているとのこと
だった。

●図5　虐待の相談・通告から支援・保護までの流れ

子どもの福祉に懸念がある、あるいは虐待などの疑いがある場合の相談・虐待などの通告

AMK BJZ（家族との話し合い
　　 アセスメント）

調査、支援指示書の確認、
裁判所への報告

調査、裁判所への報告

少年裁判所

最長8週間

12歳以上の子どもの意見を聞く

家庭後見人（BJZ所属）⇒ 支援指示書          
児童保護の場合は、委託の承認を裁判所から得る

※家庭後見人の保護観察により
　子どもは家庭にとどまるケースが多い

病院 学校 警察 その他通告者

(調査と報告）
最長10週間

両親がBJZの介入に不服、
または支援指示書に合意をしない
かつ、子どもの安全と発達に深刻
な懸念がある

深刻なケース

支援指示書

在宅支援、専門機関
などによる各種支援
サービス

支援・保護へ

児童擁護諮問委員会
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3. 所感
国の施策として「保護するベッド数を減らしてでも
地域で支援しよう」という考えのもと、2005年「青少
年保護法」が制定され、施設養護から里親養護へシ
フトしていること、なおかつ子どもが保護される前の
段階における家庭支援施策に力を入れているのが非
常に印象的だった。また、今後2015年にできる青少
年法では州が責任を負っていた青少年支援が基礎自
治体の責任になると言われており、ほんの一部であ
るが日本の社会的養護の現状に類似している印象を
受けた。これはボッシュさんも仰っていたが、両国と
も国連の「子どもの代替養育に関するガイドライン」
を考慮していると判断できる。また、約200の人種が
生活しているオランダの事情や文化の違いがあり、日
本と単純比較はできないことを前置きした上で、オ
ランダの青少年支援の中心であるBJZが日本でいう児
童相談所にあたる機関だとすれば、オランダのBJZ
の専門性が高く、青少年支援の選択肢の幅も広いこ

とが挙げられる。そして早い段階での支援がもたら
す費用対効果、そして何より子どもの存在がどれだ
け尊いものなのかという基本的な考えは大いに見習
うべきだと思った。　　　　　　         （片根　志雄）

ユトレヒト青少年保護局
http：//www.bjzutrecht.nl/

 参考資料

ボッシュさん

　AMK（児童虐待とネグレクトの相談・通報センター）による虐待の定義は以下の内容である。
■虐待（Child Abuse）
保護者または他人による、わずかな脅威から暴力的な接し方まで、あるいは共依存関係から自由が奪われている状態まで、
能動的（暴力を行使し、暴言を吐く、など）または受動的（親がいるのにいないに等しい。ネグレクトなど）に、身体的ま
たは心理的に深刻な害を及ぼす、または害が小さくても、その深刻な影響を与える可能性がある行為や状態をいう。

  ● 身体的虐待（Physical abuse）
たたく、ける、つねる、切りつける、やけどさせる、揺さぶる、ひっかく、首をしめる、不適切な投薬などにより、あざ、
傷、やけど、ひっかき傷、骨折、脳外傷を負わせること。女子への割礼も含む。

  ● 身体的ネグレクト（Physical neglect）
身体的健康と発達に必要な、栄養、十分な衣類、睡眠、清潔さ、医療を与えない。

  ● 心理的虐待（Psychological or emotional abuse）
意図的に恥をかかせ、けなし、いじめ、暴力を行なって脅かし、怖がらせ、不利な立場に陥れる。外出を禁止し、人に会わせない。

  ● 心理的ネグレクト（Psychological or emotional neglect）
心理的健康と発達に必要な、注意、尊重、安全、教育、接触、暖かさ、愛、思いやりと肯定を与えない。DVを目撃させる。

  ● 性的虐待（Sexual abuse）
年齢や発達に相応しくない、子どもに対する、また子どもとの性的行為。子どもが拒否できない性的行為を強いること。
身体を触ること、レイプ、子どもにポルノ（的なもの）を見せること。

　多くの場合、これらが輻輳した状態で虐待は起きている。すべての年齢の児童、多様な背景のもとで性別を問わずに虐
待はなされている。また親は、しばしば、意図的にでなく、子どもを虐待していることもある。子どもが必要としているこ
とを与えていない、などである。毎年、10万人の子どもが虐待の被害にあっていると推測されている。

　オランダでは、子どもに携わる職業に就いている者に、虐待や虐待が懸念されるケースを通告する義務はない。
AMKのHPでは「虐待の定義」の下に、次のような説明が続いていた。
＜職業上の守秘義務について＞
　専門的な支援者として、家族に関わり、子どもの教育に注意を払っている立場にあるならば、子どもの安全が脅かされて
いると感じた時、そのサインを見過ごしてはいけない。しかし子どもに援助と保護の権利がある一方で、親にはプライバシ
ーという権利があり、支援者には職業上の守秘義務もある。
　支援者が、子どもと親の利益のバランスをとるうえでジレンマを抱えた場合、AMKの医師やSWがアドバイスを行ないます。

AMK HP http：//www.amk-nederland.nl

～ オランダAMKによる虐待の定義（AMK HPより） ～



89

オランダ 児童擁護諮問委員会

訪 問日 時：2013 年10月15日AM

住　　　所：IJsbaanpad 2, 1076 CV, Amsterdam

取材担当者：エスター（アムステルダム支部局長）

（敬称略）  イファルナ・ランヘル（政策アドバイザー）

1. 概要
児童擁護諮問委員会は、安全法務省の管轄の独
立行政法人である。法律に従い、①児童保護、②離
婚問題、③養子縁組、④少年事件の業務を行なう。

2. スタッフ
全国に3,000名、アムステルダム支部には180名のス
タッフがいる。SW、精神科医、司法書士、政策スタッ
フ、政策アドバイザー、事務職、管理職などがいる。

3. 児童擁護諮問委員会の役割
（1）児童保護

児童保護の対象は、0～18歳である。児童保護
が必要な場合、BJZ（85ページ参照）から調査依頼
の通知を受け、それをもとに児童の調査を行なう。
また裁判所の許可を得て、親権への介入を行なう
こともできる。親権を取り上げたり、後見人を立て
るといった介入が必要なケースは、親権者が精神
的、アルコール依存、知的に低いなどの課題を抱
え、自主的に支援を求めることが難しい場合が多い。

（2）離婚問題

両親の離婚後、子どもは、父母のどちらと生活
するかを決断する必要がある。それができないケー
スではその判断は司法に委ねられる。その場合、
裁判所から依頼を受け児童擁護諮問委員会が調
査を行ない、父母との面接に関する方針も含めて
報告・提言を行なう。提言は子どもの安全を最優
先に考える。

（3）養子縁組

オランダ国内の養子縁組が20～25組に対し、国
際養子縁組は年間800組である。
親権は、結婚していれば両親がともに持つが、
未婚の場合は、母親が持つ。養子縁組希望者は、
養子縁組斡旋機関における研修を受け、児童擁

護諮問委員会に申請し、家庭調査を受け、承認
を得る必要がある。承認を得た後、養子縁組斡旋
機関に登録する。承認なく養子縁組した場合には
刑罰の対象となる。養子縁組された子どもは、成
人後に自分の出生について知る権利を持つ。依頼
があれば、出生について伝える。

 （4）少年事件

12～18歳の児童が対象で、12歳から刑法の対象
となり、成人をむかえる18歳以上は刑法が完全適
用される。立件後、児童擁護諮問委員会は、司
法判断に向けて青少年や両親、学校などから聞き
取り調査を行ない、裁判所に報告・提言を行なう。
児童に刑罰を与えるだけではなく、判決後の経過
観察が適正に行なわれているかの調査も行なう。

4. 現状と課題
①個々のケースは多様化しているが、児童保護件数
や少年犯罪は減少している。児童擁護諮問委員
会では、「シックス・シグマ※」方式の利用により、
児童の早期社会復帰が可能となった。

②2015年の法改正により、青少年支援が州から基
礎自治体へ移行される。そのため青少年支援に配
分される公費の削減は避けられないと考えている。
今後、施設利用やセラピー受診などクライエントに
必要なサービスの提供が滞り待機状態が発生した
り、リスクが少ない児童への介入が行なわれなく

Raad van Kinderbeschermin
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なる可能性がある。
③養子縁組の希望者が増加する一方で、国内養子
縁組の対象となる児童数が非常に少なく、養子縁
組の待機期間が長く、10年にのぼる場合もある。

 また、違法な養子縁組を行なうケースもある。
④ゲイのカップルが代理出産を利用した場合、代理
母が親権放棄を拒む場合がある。

⑤離婚により親権や面会などについて争っていた父
親が、子ども2人を殺害し自殺するという事件が
起きた。この事件をきっかけに、親権の取り合い
が激しくなっている。

5. 所感
国の管轄機関の一つである児童擁護諮問委員会
の役割について説明を受けた。当委員会は、日本で
いう児童相談所と家庭裁判所に近い役割を担ってい
る。児童保護や両親の離婚問題、養子縁組や少年
犯罪など、重篤なケースの対応を幅広く行なっている
機関である。
今回説明を受けた児童擁護諮問委員会だけでな
く、オランダ国内の児童福祉体系、各機関の役割な
ど、一つひとつの把握は非常に困難であり、実際に
各機関で携わっている職員も国内の児童福祉の仕
組みの理解が難しいという言葉が聞かれた。
その中で、児童保護の際に、児童の保護・施設
入所の前に、できるだけ家庭での生活・在宅支援に
力を入れて取り組んでいること、また、青少年が早
期に社会復帰できる体系が確立されていることは、
日本も学ぶべき点ではないかと感じた。
しかしその反面、多くの人種を抱える多文化なら
ではの養子縁組の問題、施設利用などの無駄を省
き効率化をはかることで、児童保護件数や少年犯
罪が減少するなどの一定の成果をあげたにも関わら
ず、今後はさらなる予算の削減が実施されるであろう
ことなど、効率化と国の現状が合致しておらず、オ
ランダ国内の課題や矛盾を感じる訪問でもあった。                                    
　　　　　　　　　　　　                  （松田　貴志）

※シックス・シグマ：
品質管理手法の一つ。製品製造プロセスの分析などに
より原因の特定や対策を行ない、不良品発生率の引き
下げや顧客満足の向上などをしていくこと。

ランヘルさん

エスターさん

（高比良 作成）

　オランダでは、通常の里親と養子縁組では、関係する
機関や認定の方法などが異なる。里親は親権が親に一部
またはすべてが残っており、原則として家庭復帰を目標と
している。養子縁組は、国内の養子縁組 20 組に対し、
国際養子縁組 800 組である。1970 年代から、性教育
とバースコントロールの成果で望まない妊娠が減少し、国
内養子縁組が減ったという。1960 年代に始まった国際
養子縁組の対象は、当初ヨーロッパからの子どもであっ
たが、その後、非ヨーロッパ、そしてアジアへと広がり、
民族が多数存在するオランダらしさが表れている。

　養子縁組は、縁組を希望する者が養子縁組斡旋機関に
おける研修を受け、児童擁護諮問委員会に申請を行なう。
児童擁護諮問委員会は、希望者の状況を調査し、条件を
満たしていれば承認する。承認を受けた希望者は斡旋機
関に登録し、養子を紹介してもらう。その後マッチングを
経て養子縁組が成立する。

養子縁組

縁組の流れ

②申請

③調査・承認

⑦マッチング

⑥紹介

⑤登録

①
研
修

④
登
録

⑥
紹
介

養子縁組希望者

養子縁組斡旋機関
（民間）

児童擁護
諮問委員会

養子希望児童
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オランダ オランダ里親協会

訪 問日 時：2013 年10月14日PM

住　　　所：Newtonlaan 115,3584BH,Utrecht

取材担当者：ジャネット・ルーカース

（敬称略）  （PR、政策援助、広報担当）

1. オランダ里親協会
（1）概　要　

オランダ里親協会は2011年に全国28ヵ所（全国
ベース3、地域ベース25）に設置された機関である。
（本稿では訪問した全国ベースの中央組織を里親
協会と称し、地域ベースの里親協会を里親支援団
体と称す）。
里親協会の主な活動は、里親啓発のための情
報提供と募集、政策作成に関する助言とその実現
のためのロビー活動である。里親支援団体は里親
協会と連携しながら里親を支援し、里親の居住地
において関心者（里親希望者開拓・支援者）を集
める活動や認定、里親に対する直接的な支援も行
なっている。

（2）組織と財政及び里親支援

オランダ里親協会本部は、BJZ（85ページ参照）
に併設されており、里親協会の本部職員は4名で
活動している。オランダ里親協会と各地域の里親
支援団体、里親の関係は図1のとおりである。里
親支援団体には障がい児専門、クリスチャン専門、
セラピューティックケア専門、サルベーションアー
ミーなどの分野に特化した団体もある。

（3）活動内容　

① PR：里親募集のためのキャンペーン
 地域用途にそった募集と認定を行なうことで、
ウェイティングリストの減少につながっている。
PRの方法として、全国キャンペーンと、地域キャ
ンペーンがあり、具体的には無料の電話相談、
2年に1度の里親の日（里親家庭を遠足に招待）、
広告掲載、ラジオCM、インターネットバナー、
ウェブサイト（里親診断）、雑誌、パンフレット
配布、里親家庭見学・意見交換などがある。認
定された里親は里親データベースへ登録される。

●図1　里親支援組織と財政（高比良 作成）
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・支援団体への活動

会費

オランダ
支援団体
からの会
費により
運営

家庭訪問によ

る児童に対す

る支援や支援

計画策定。実

親支援を行な

う

・子どもの成

   長チェック

・愛着の形成

   度合い

・ ひと月里子一人当たり510～630ユーロ（約70,000～86,000円）
を受け、子どもの生活を支援

・ 支援計画に沿った教育の実施。安心安全の保障。子ども自身が
ポジティブになる支援 　・実親との交流支援

 
里子1名当たり年間
12,000～15,000
ユーロ（約160万～
200万円）を里親
支援団体に支払う

・里子1名につき

   年間6,120～7,560

   ユーロ（約84万～

   100万円）を里親

   に支払う。残りを

   里親協会の会費

   と自らの活動に使

   用する

・啓発・認定

・里親バンク管理

・家庭訪問等支援

 （6週間に1度。

   課題が大きい場合

   2週間に1度）

・支援コーディネート

・専門家里親指導

 （ビデオ・面談指導）

・養育スキル提供

 （大学との連携）

＜資金の提供＞

オランダ里親協会
（全国3ヵ所）

オランダ里親支援団体

（地域25ヵ所）
BJZ

中央政府
州

里親家庭

児童の生活費
里親支援

BJZと同じ建物内にオフィスがあり、ルーカースさんは
BJZのボッシュ氏を「Colleague（同僚）」と言っていた。

Pleegzorg Nederland
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②	政策支援
	 里親に関する政策について、国や自治体との共
同プロジェクトをコーディネートする。そのため
の意見交換、品質の評価、2年おきのシンポジ
ウムなどを行なう。里親支援団体同士の協議は
総会が年に1度、各里親支援団体の役員と1年
に5回、各支援団体のマネージャーミーティング
が5回、全国の里親の情報の提供が年に4回も
たれる。協議のテーマとしては、里親の法的立
場・委託期間などの法律・規定の行使、不調の
防止、重篤ケースへの対応の方法論、里親虐待
の予防、地方分権化などがある。

③	ロビー活動
	 里親協会・団体などの会議で取り上げられた里
親の意見を政策に反映できるようロビー活動を
している。また、行政に里親の意見を届ける活
動を行なっている。

	
2. オランダの里親制度

（1）里親制度に関する基本的な考え方　
要支援家庭に対して、在宅ケアを強化し、里親
委託や施設入所などの家庭外保護を防ぐ予防的
ケアの強化を前提に、家庭内での支援を模索す
る。家庭外保護が避けられない場合は、里親委
託を最優先とし、親戚や知人、教師、隣人など子
どもの生活環境により近いネットワークでの委託
から検討する（2012年度は委託児童の41％がそれ
に該当する）。子どものネットワーク内での委託が
不可能な場合には、里親データベースから子ども
の条件に合う里親を選定し、マッチングを行なう。
里親として児童の委託を受ける準備や選考過程に
6ヵ月から9ヵ月を有する。

■表1　里親の種類

上記の他、さまざまな団体や財団などに雇われ
ている養育親がおり、それぞれ契約を結び支援
が行なわれている。こうした場合、里親支援団体
の支援は受けていない。

（2）里親認定

里親認定は、里親支援団体が実施する。里親
希望者は里親になるために、まず児童擁護諮問
員会の法的な審査（犯罪歴などがないか記録を
調査する）を受け、その後、里親支援団体が法律
に基づいて定める里親の準備に関する規定審査
（Kwaliteitskader	Voorbereiding	en	screening	
asp	pleegouders	V2.0		※以下里親規定）とグルー
プミーティング、2〜3回の家庭訪問などの審査プロ
グラムを受ける。セラピューティック里親には家庭
訪問による追加集中的な家族調査、パートタイム
里親には短期の認定プログラムが用意されている。
里親認定を終えると里親支援団体のデータベース
に登録される。データベースには、里親家庭の情
報、受け入れできる子どもの年齢、状態、複数受
入れなどの受け入れ条件も登録されている。

種類 目的 委託状況 委託期間

・ 緊急里親
・ 短期ステイ
  里親

児童の緊急保
護

実親との分離
が緊急的に必
要な場合に利
用。家庭復帰
が見込める

緊急：4週間
短期：6ヵ月
　　 ～2年

教育的里親
（長期）

児童の教育の
継続性、安心
安全、教育、
最善の利益

実親の元に戻
れる状況では
ない場合に代
替養育を実施

長期

パートタイム
里親
（週末・休日・
季節）

家庭安定の予
防的支援。里
親家庭のレス
パイト

児童は自宅で
生活しながら週
末や休日に利
用する。実親の
もとに帰れない
里子が利用す
ることもある

一時的、または
月に1、2度

セラピュー
ティック里親

長期委託の支
援的位置付け

治療が必要な
発達・行動・愛
着障がいなど
の児童の教育
的里親の追加
的支援

最長2年

　保健福祉スポーツ省が、退職者、同性愛者カップル、
子どものいない独身女性、未婚カップル、収入が平
均以下の層をターゲットに「自分のなかに秘められ
た里親を探そう」キャンペーンを実施した。里親の
絶対数を増やし、難しくないケースの委託で経験を
積ませ里親を育成する計画であった。キャンペーンは
高い注目を浴び、里親適任度を確認する「オンライン
里親診断」件数は 7 万件を超した。しかし申請数は
増えなかった。オランダ里親協会は国からキャンペー
ンを引き継ぎ、10 歳以上を委託する里親のなり手を
増やすことに目標を絞り、全国で100 軒の里親家庭
をオープンハウスとし「近所の里親発見」キャンペー
ンを展開した。参加者は 350 名であったが、質の高
い議論がなされ、それをきっかけに新たな関心をよ
ぶことができたとのことであった。

里親募集全国キャンペーン2011
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（3）オランダにおける里親家庭の現状

■表2  オランダにおける里親家庭の現状 2012年

オランダでは里子の数が委託中・新規ともに過
去10年間で倍増している（図2・図3）。里親委託
となる子どもの64％は少年裁判官による審判を経
て委託され、38％が3ヵ月以内、32％が1年以上
委託されている（表3）。平均委託期間は24.3ヵ月
である。また、3,500名の子どもが1年未満の施設
保護を経て教育的里親（長期）へ移行している。

 

里子の年齢は表4のとおりである。多くの地域
が5歳未満の子どもの施設などへの家庭外保護を
認めていないことから緊急里親（表1参照）から親
族などのネットワーク内に委託される経路がとられ
ることが多く、その結果4歳以下の子どもの52％が
緊急里親委託を経験している。
一方5～11歳の児童は、実親から分離をするの

ではなく、家庭の課題が大きくなる前に早期介入
し、家族関係の悪化を防ぐ予防的支援を行なって
実親の教育や子育ての負担軽減を図るため、パー
トタイム利用が多く半分以上を占めている。
里親数が増え、里子数を上回るようになった

（103％）が、里親委託の手続きにかける期間（9
週間）を超えて委託を待っている児童が217名いる
（2011年は278名であり22％減少）。そのうち29％
が12歳以上の児童であり、その中の3分の1がパー
トタイム里親を経験している。10歳以上の子ども
の教育的里親が不足しているからである。また、
重度の情緒的課題や深刻な問題行動のある子ども
を集中的にケアする形態の里親家庭の確保が難し
い状態にある。

里
親（
人
）

全体

16,330

20,949
 

17,207
（12/31時点）

新規委託

3,066（認定）
前年より8％増
2,346

（受け入れ可能）

10,910
緊急19％

パートタイム16％
教育的 65％

委託解除

2,822
（ネットワーク 1,604
その他 1,218）

10,051
76％は支援完了
により解除

委
託
児
童
数（
人
）

※1 配置変更も含む

※1

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  委託期間

4週間以内

1～3ヵ月

3～6ヵ月

6～12ヵ月

1～2年

2年以上

割合

21％

17％

14％

15％

14％

18％

 里子の年齢

  0～4歳

  5～11歳

12～14歳

15～18歳

18歳以上

割合

33％

37％

14％

15％

1％

●図2　2000～2012年の1月1日の里子数
　  （TOTAAL AANTAL PLEEGKINDEREN OP PEILDATUM 1 JANUARI：
　    2000～2012 Factsheet pleegzorg（里親ファクトシート） 2012

●図3　新たに里子となった子どもの数（2000～2012）
　  NIEUWE PLAATSINGEN PER JAAR 2000～2012 
　  Factsheet pleegzorg 2012

■表3　委託期間2012
　  Duur van de plaatsingen van alle beëindigde plaatsingen in 2012 
　  Factsheet pleegzorg 2012

■表4　里子の年齢2012
　  LEEFTIJD VAN PLEEGKINDEREN 
　  DIE IN 2012 IN EEN PLEEGGEZIN GEPLAATST ZIJN Factsheet pleegzorg 2012
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（4）里親に関連する法律

里親に関する法律は、青少年保護法（The Youth 
Care Act2005）と児童保護法（The Childcare 
Act2005）があげられる。青少年保護法では、里
親に必要な条件、位置付け、報酬などを規定して
いる。里親になる基本的条件は、①21歳以上であ
ること、②児童保護審議会の司法審査（前科がな
いこと）をパスしていることである。その他、里親
支援団体による「里親の要件準備と審査のための
クオリティー・フレームワーク」の要件や法的基準
を満たしていることの他に、チーム連携できるこ
と、子ども自身がポジティブになるよう支援できる
こと、里親であることが里親自身の生活にどのよう
な影響を及ぼすのか見通せること、子どもに安心
安全を保障できること、などがある。また、2013
年に青少年保護法が青少年法に改正（The Youth 
Act）され、ボランティア的な存在であった里親の地
位向上に関し、次のような改善がなされた。

児童保護法は、児童の里親委託のための親権
停止に伴う審判などを規定している。2015年に改
正の予定がある。

（5）委託までの流れ

●図4　里親委託の流れ（高比良 作成）

①要支援家庭の相談（疑い・通告）が、AMK（85
ページ参照）に持ち込まれる。

②BJZによりその後の対応を定めた支援指示書が
児童擁護諮問委員会に提出される。

③児童擁護諮問委員会は、家庭の実態を調査し
たのちレポートを作成し、裁判所とBJZに提出
する。

④⑤少年裁判官が里親委託を妥当と判断すれば、
里親委託が可能となる。BJZにその対応を指示
する。実親の里親委託の同意が取れなければ
少年裁判所にその判断が委ねられる。

⑥⑦里親の決定は、BJZが子どものネットワーク
内での里親委託の可能性を探り、子どもの居住
する地区の里親支援団体に紹介を依頼する。子
どものネットワーク内での委託が難しい場合は、
里親支援団体が管理している里親データベース
の中から、子どもの条件に合った里親を探すこ
とになる。

 

 
 
 

④
少
年
裁
判
官
申
請

④
承
認②

支
援
指
示
書

①
通
告
・
相
談

⑨
実
親
支
援
・
里
子
支
援

⑦
マ
ッ
チ
ン
グ

⑨
里
親
支
援

③
調  
査 ⑥ネットワークから

　委託先を模索

⑥連絡・紹介

AMK

要支援家庭

里  親  家  庭

⑤判決

児童擁護諮問委員会

支援指示書をもとに
要支援家庭の調査を
行ない、少年裁判官へ
のレポートを作成する

少年裁判官

里親委託へ
の親権者同
意がない場
合、委託の是
非を判断する

AMKやBJZに入
った通告のケー
スに対する調査
を行ない、支援指
示書を作成する

⑧支援計画・委託
　

里親支援団体

里親への支援
　　　　里親に関する

データ提供

BJZ

児童 （12歳
以上）・BJZ
後見人・里親・
実親・里親支
援団体で協議
する

①里親評議会を通し、国に対して里親自身が発言

できる

②支援指示書・後見人計画合意に関して調整・協

力・発信ができる

③里子に関する情報を得る権利が保障された

④里親がカウンセラーに悩みを相談できる体制が整

えられた　

⑤里親契約に関する要求ができる

改正青少年法で規定された事項

① 児童がどの場所で育つのが一番良いのかを速や

かに明確にし、支援指示書決定から委託までの

手続きを迅速にすること

② 子どもの発達に影響がある場合の親権の取り扱

い（はく奪・停止）についての規定

③ 実親支援をBJZが行なうこと

④ 親権をもつ親や後見人が、委託中の子どもの環

境を変更するのを阻止できるなど、里親の権限を

強めること

児童保護法2015年改正予定の内容
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⑧里親が決定すると、BJZは後見人を立て、里親
支援団体のコーディネートのもと里親と里親支
援団体、実親、子ども（12歳以上）と相談しな
がら支援計画を立て委託を実施する。ここまで
を9週間で行うことが基本となっているが、児
童や家庭の課題が大きい場合は期間を超えてし
まうこともある。

⑨委託後は、BJZと里親支援団体により子ども、
里親家庭、実親への支援が提供される（3.里
親支援参照）。

（6）今後の課題

① 定められた規定を実行し、里親の法的立場の
向上を図ること

② 里親の適切なスクリーニング
③ 里親を必要とする子どもたちへの調査・マッチン
グをスムーズに行ない、早急に里親家庭の環境
を提供すること

④ 不調の防止（現在全体の30％が不調ケース。10
歳以上は50％）のため、里親家庭の調査など
マッチング前の準備段階を丁寧に行なうこと

⑤里親家庭の実子の負担軽減
⑥里親による虐待の防止（性的虐待を含む）
⑦ 重篤ケースへの対応方法の検討
⑧里親の質の安定を図ること（調査などの準備段
階で全国的な統一性を図る）

⑨ 地方分権化（2015年）に伴う影響への対応をス
ムーズに行なうこと

3. 里親支援
オランダにおける里親支援は、里親支援団体と
BJZのSWが担っている （図1参照）。里親支援団体
は主に里親の支援を目的としており、BJZは子ども・
実親の支援を中心に行なう。SWは、里親について
の知識を得るための研修を受けている。
里親支援団体は6週間に1度家庭訪問を実施し、
里親の相談に応じている。里親家庭の課題が深刻
な場合は2週間に1度の実施となる。訪問相談の中
では、子どもの発達のチェック、愛着や親子関係の
絆、教育の状態など様々な角度から里親の家庭の状
況を把握し、必要があれば専門家のビデオ指導や面
談など専門的なケアを行なっている。また、大学な
どと連携し、養育の方法を里親に伝えるなど支援の
質の向上にも努めている。

また、里親委託の支援計画を策定する過程では、
里親を含めた関係機関や実親、場合によっては子ど
も自身も含め、里親支援団体がコーディネートして里
親家庭での生活や支援方法などについて協議する。

4. 所感　
オランダの里親制度を学んだ中で重要だと感じた

点は、①実家庭での養育の可能性を追求すること。
②子どものネットワーク内で里親を探すこと。③実親
や子ども、関係機関で支援の目的を確認する支援会
議が持たれること。④実家庭に戻すことが目標であ
ることである。これらは子どもの成育歴の連続性に
配慮しながら家庭外配置を模索する中に里親委託が
存在することを意味している。そしてこれらの実現の
ためには里親が各地域にもれなく点在することが必
要となり戦略的な啓発・募集が大切である。里親を
支援する団体が、目的をもって里親家庭の開拓を地
域に展開することで、子どものニーズに沿った委託を
実現する環境を整えようと努力がなされていた。
里親支援については、里親協会・里親支援団体

などの里親支援の専属的な団体の存在により、里親
の視点に立った日常の相談支援から里親の声を行政
に伝え、法律に活かすまでの幅広い支援が里親の声
を中心に展開されている。さらに、里親の啓発・募集、
認定、研修、管理（里親データベース）、マッチング、
委託後の支援に至るまで同機関が一貫して行なうた
め、里親家庭の情報やその更新がスムーズであると
同時に、理解や状況把握も出来、タイムリーで個別
ニーズに沿った支援につながっていくように思われ
た。また、BJZと2機関で支援を展開することで、役
割分担が明確で里子支援や実親支援がおろそかにな
らず、実家庭生活復帰への家族支援環境が整って
いるように感じられた。                           （高比良　亮）

 

ルーカースさん
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オランダ ハルト（青少年犯罪防止・対策団体）

訪 問日 時：2013 年10月17日AM

住　　　所：Veiligheidshuis Locatie West

Baarsjesweg224,1058 

AA,AMSTERDAM

取材担当者：ビスマック・アヘムポング（マネージャー）

（敬称略）      シルビア・クルーン

 （基礎自治体ケアコーディネーター）

                    マヌーク・ドローイ（検察局）

                    マルグレータ（実習生）

1. 概要
（1） 設立背景

ハルト（Halt.）は、安全法務省を主務官庁とす
る独立行政法人機関である。軽微罪を犯した青少
年に対する教育的介入機関であり、代替的刑罰を
実施している。
オランダ語で「ハルト」の名称には「stop（止め
る）」、「alternative（代替的な）」という意味がある。
1980年代、青少年による公共物への落書きや
破壊行為等の軽犯罪が多発した。当時保護者の
みに罰金が課せられていた。そこで自分の行動に
責任を持つことを学ばせるため、1981年、ロッテ
ルダムで損害を労力で補償をするプロジェクトが始
まった。自分が描いた落書きを消す、または散ら
かしたゴミを片付けるといった取り組みにより、再
犯率が低下したことで、1985年、アムステルダム
にハルトが設立され、全国に展開された。

（2） 管轄地域・スタッフ

アムステルダム市の人口は、約80万人である。ハ
ルトは、アムステルダム市内に4ヵ所の事務所を構
えている（ヘッドオフィスの他、北区、西区、中央
区に1ヵ所ずつ）。
各事務所にはそれぞれマネージャーがおり、ヘッ
ドオフィスには各事務所の指揮をとるディレクター
が駐在している。
スタッフは、基本的に、大学（WO／学士課程
最低3年）または高等職業専門学校（HBO／1～4
年）の高等教育を修了している。
本研修では、アムステルダム西区事務所を訪問
した。

（3） 利用者

ハルト利用対象者は、次の通りである。
①年齢が12～18歳であること
②損害賠償額が個人で900ユーロ（約123,000円）
以下、グループで4,500ユーロ（約616,500円）
以下であること。窃盗の場合は、150ユーロ（約
20,550円）以下であること

③犯罪行為を認めていること
④ハルトのプログラムを過去に受けていないこと
（1回受けている場合は、1年以上経過してい
ること）

⑤自主的にハルトプログラムを選択したこと
警察からハルトに紹介されてくる青少年は全国

で年間約22,000人、アムステルダム市内に限れば
約1,300人いる。

アムステルダム市概況

面積 219km2（陸上 166km2、水面 53km2）

構成 北ホラント州の基礎自治体

人口 799,442人　20歳未満人口（16万人）

特徴

オランダの首都で最大の都市である。運河が多
く、公園や自然保護区が市面積の12％を占め
る。市人口の約1/3、18未満人口の約半分が
ヨーロッパ以外からの移民である。また自転車
の数は人口より多い88万台と言われる。

Stichting Halt
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（4） セーフティーハウス

ハルトの各事務所は、「セーフティーハウス」と呼
ばれ、青少年と保護者が通所し、関係機関職員
との面接を行なう場所になっている。
青少年問題に関する迅速な対応と、スムーズな
多機関連携を行なうため、セーフティーハウスには、
ハルト職員の他、警察、検察、児童擁護諮問委員
会、基礎自治体の各機関から職員が駐在している。
以前は、青少年保護局（BJZ）職員もいた（図1参照）。

●図1　セーフティーハウスのイメージ

（5） 財源

ハルトの財源は次の2通りである。
①安全法務省または裁判所によって定められた加
害者に科す罰金

②基礎自治体や学校での青少年犯罪予防活動に
よる収益

（6） 主要業務

主な業務内容は次の2点である。
①軽犯罪を犯した青少年への代替刑罰※1の実施、
再犯の予防活動

②青少年犯罪の予防活動

    ※1  オランダでは、ハルトによる代替刑罰を受ければ、
            前科として残らないことになっている
 

2. ハルトの位置付けと軽犯罪内容
（1） 軽犯罪を犯した青少年への対応

12～18歳までの青少年の軽犯罪で警察に逮捕
された者は、刑事司法制度とハルト・プログラム（以
下、プログラムと略称）のどちらかを選択すること
ができる。プログラムを選択した者は、刑事司法
当局との接触を避け、自分の犯した罪を正すこと
ができる。プログラム推進条件として、次の3点が
ある。①青少年、保護者共に参加を承諾している
こと、②定められた取り決めに従うこと、③精神
疾患などを抱えていないことである。プログラムの

選択は自発的意思による。しかし、拒否をした場
合、刑罰が科せられる可能性が高いため、大多数
の青少年がプログラムに参加する。軽犯罪を犯し
た青少年への対応についての関係機関との連携を
図2にまとめた。

●図2　軽犯罪を犯した青少年への対応

（2） 主な軽犯罪行為

ハルト利用者の主な軽犯罪内容を、次に挙げる。
・公共物の破壊
・救急、警察へのいたずら電話
・公共物落書き（グラフィック）
・窃盗未遂
・着服、未遂
・万引き、窃盗品の販売（盗品販売）
・値札のすり替え
・治安と社会の秩序を乱す行為
・公共の場での飲酒
・不法侵入
・公共交通の妨害
・花火※2

・不登校、学校の無断欠席
・火遊び、放火未遂

※2  オランダでは、大晦日を花火で祝う慣習があるが、
花火の販売期間や使用期間が規制されている。青少
年がそれらを破る行為が多く、軽犯罪としている

セーフティーハウス

基礎自治体職員

警察官 児童擁護諮問委員会
スタッフ

青少年保護局
（BJZ）
SW

検察局職員

連携
ハルトスタッフ

警察

検察局
※最終判断機関

ハルト
※代替刑罰

　  （前科なし）

司法
※前科あり

〈協力〉

〈支援指示書〉

＜逮捕＞

※軽犯罪は自らハルト・
　プログラムを選択するか、
　選択しない場合は、
　刑事司法処罰へ

青少年保護局
（BJZ）

児童擁護
諮問委員会

基礎
自治体

事件
レポート

〈
協
力
〉

落書き
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3. プログラムの流れ
（1） ミーティング

ミーティングで、家庭や学校などにおける態度や
行動を把握する。ハルトでは、刑罰を科すだけでは
なく、犯罪の原因を根本的に解決するため、包括的
な支援で青少年がおかれている環境に働きかけるこ
とも必要だと考えている。プログラムでは、保護者と
のミーティングも行ない、支援につなげている。
個々のケースに合わせ、6～20時間のカリキュラ
ムを設定する。その際、犯罪行為の内容、青少年
の年齢、ハルトとこれまでに関わりがあったかなど
が考慮される。
プログラム決定後は、本人に責任を持たせるた
め青少年へも承諾書にサインさせる。

（2） 学習プログラム

自分の犯した罪について、自覚と認識を促すこ
とが大きな目的である。例えば「窃盗」が主訴の
場合は被害者の気持ちを考える、「花火」の場合は
許容時間や正しい使用法について学ぶといったこ
とがこの学習プログラムに当てはまる。
次回のミーティングまでに記述式の宿題や、「自
分の言葉で謝罪をする」課題を与える。

（3） 謝罪の申し入れ

全てのケースで、被害者に対する「謝罪」の申し
入れを行なう。それは被害者への「直接謝罪」もし
くは「手紙による謝罪」である※3。謝罪の前には、
被害者、加害者の役割に立ち、ロールプレイを行
なう。担当者以外の馴染みのないスタッフを被害
者に設定することで真剣みが増し、震えたり、手
に汗を握りながらの訓練になるケースもある。青少
年に与える直接的な効き目がありプログラムの中で
最も重要視している。再犯防止に最もつながって
いる取り組みである。

※3  「直接謝罪」が基本だが、被害者が謝罪されることを
拒否した場合は「手紙による謝罪」を行なう

（4） 社会奉仕活動

代替刑罰として、社会奉仕活動を行なう。ケー
ス担当スタッフが、個々の特性に合わせ、実施施
設を決定している。（100ページ「ハルト・プログラ
ム現場」参照）。主訴が「店舗内窃盗」の場合、本
人が窃切を行なった店舗で社会奉仕活動を行なっ
たケースもある。

（5） 終結

上記過程をすべて終了することで、終結となる。
プログラムの終了率は90％を超えている。
プログラムの実施中でも、終結後でも、ハルト

とセーフティー・ハウスが拠点となり、必要な地域
サービスや治療施設につなげる。

1. 事例の概要
　①対象児：ジョン（16歳）
　②日　時：12月29日23時頃
　③主　訴：公園での不法行為（花火使用）

2. 事件経過
　父親が購入した花火をバックに詰めて、ジョンは
友人3人と遊んでいた。花火は大晦日の夜にしかで
きないことは知っていたが、待ちきれず、友人たち
と花火や爆竹を使用していた。近隣に住む女性が、
法律違反であること、騒音で迷惑していることを彼
らに告げたが、聞き入れずに花火をやり続けた。ま
た、その女性宅の郵便受けや庭に爆竹を隠した。し
ばらくすると、郵便受けが爆発し、彼らはその場か
ら逃げだしたが、警察に取り押さえられた。1週間
後、ジョンはハルトからの通知を受け取った。

3. 根拠となる法律
　花火の打ち上げが許されるのは、大晦日の夜、午
後10時から深夜2時までである。

4. プログラム内容
　ハルトは、青少年の年齢、違法行為内容、そして
被害額からプログラム内容を策定した。ハルト職員
は、本児を3度のミーティングに呼び出し、破壊行
為、花火、規則、そして法律についての学習プログ
ラムを課した。そして、被害女性に対する謝罪と賠
償金の支払い、退職者用施設での6時間の労働任
務を義務付けた。

5. 経過から終結へ
　①本児、及び両親とのミーティングでは、家庭、

学校、その他のことに対する学習プログラムを
設定し、労働任務を含めた日程を計画した。

　②本児とのミーティングでは、言葉での謝罪練習
をし、振り返りの学習を行ない、それらの内容
について議論した。

　③本児との最後のミーティングでは、言葉での謝
罪の仕方について話し合い、並行してプログ
ラムによって得た内容についての振り返りを行
なった。本児の労働任務によって得られた給料
で賠償金を支払い、直接謝罪をし、ケースは終
結となった。

事プ 事ロ 事グ 事ラ 事ム 事活 事用 事事 事例
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4. ハルトの犯罪予防活動
ハルトでは、青少年の問題を早期に発見、認識す
ることが重要であると考えている。そのため、犯罪
予防を目的とした多様な活動に取り組んでいる。下
記はその一部である。
① 学生・保護者・教師に対する教育プログラム
②花火の安全使用講習や落書き清掃行事を、小中
学校の教育プログラムへ導入

③上記活動に対する情報、認識、意見、代替行動
の提供

④基礎自治体、学校、協働機関に対するアドバイス

5. 所感
オランダにおける非行問題へのアプローチは、「早

期介入」と「予防活動」に重点を置いていることが特
徴である。「早期介入」については、犯罪レベルが深
刻化する前に支援を提供することによって、短期間
での更生が可能になっている。プログラム活用を刑
事司法処罰にかかる前の一つの与えられたチャンス
として捉えると、犯罪レベルの増大と再犯に対する
「stop」機能をもたらしているといえる。プログラム
達成率が90％を超えることも、大きく効果を示して
いると考えられる。
また、ハルトのセーフティーハウスには、他機関の
職員が常駐されていることにも注目したい。素早い
他機関連携を可能とし、「早期介入」に大きく影響し
ているといえる。「予防活動」については、ハルトが
中心となり、積極的に取り組むことで、関係機関へ
の共通認識へとつながっていると考える。
日本では、触法少年、犯罪少年への対応が、地
域から隔離しているという現状があり、少年院や児
童自立支援施設のような物理的な施設での対応が
求められてくる。「早期介入」や「予防活動」という視
点は、より検討していく必要があるため、参考にす
べき課題であると考える。　　　　　　 （関根　礼）

リヒテルズ直子  2004 『オランダの教育－多様
性が一人ひとりの子供を育てる』  平凡社　

 参考資料

（右から）アヘムポングさん、マルグレータさん、通訳の廣瀬さん

セーフティーハウスには基礎自治体のケアコーディネーター
が6名いる。クルーンさんは、アムステルダム近郊の基礎自
治体から来ている

軽犯罪を犯した時のケアが再犯、重罪化の予防につながる
と語る検察局のドローイさん
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オランダ ハルト・プログラム現場（子ども動物園 ・ 高齢者施設） 

訪 問日 時：2013 年10月17日 PM

取 材 対 象：各施設職員

1. ハルトとの連携
子ども動物園・高齢者施設はハルト・プログラム（96
ページ参照）の活動現場である。
当初、社会奉仕活動の場はハルトの職員が開拓
していた。社会奉仕活動が知られるにつれて、施設
から申し込みを受けるまでになっている。現在ハルト
は20以上の活動の場と連携している。明日への希望
（110ページ）もそのうちのひとつである。

2. 施設概要
（1）子ども動物園（Kinderboerderij Amstelpark）

アムステル公園内にあり、公園と同様にアムステル
ダム市が管理をしている。1972年に行なわれたフロ
リアード（国際園芸博覧会）の跡地に整備された公園
である。
動物園の職員は自治体職員であり、飼育員が主と
なっている。SWなどは職員にいない。 

（2）高齢者施設（Klaasje Zevenster）

アムステルダムの隣、アムステルフェーン市にある。
動物園同様施設職員の中にSWなどのハルト・プログ
ラム参加者への支援職はいない。

3. 対象者
12～18歳の青少年である。社会奉仕活動の場は、

ハルトの担当官の直観により、どこで活動に取り組
むかが決定される。子ども動物園には15～16歳の青
少年が送られることが多い。
動物へのアレルギーがある児童には、他の活動場

所が用意される。
 

子ども動物園の建物外観
高齢者施設での一場面

動物園職員（中央左）と
ハルト職員のアヘムポングさん（中央右）

高齢者施設の外観
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4. 社会奉仕活動の内容
子ども動物園には、山羊、羊、牛、ポニー、ロバ、
鶏、ワラビー、七面鳥、ウサギ、ミニブタなど多くの
動物がいる。児童に求められる作業は、主に動物小
屋の掃除、寝わらの交換など、職員も行なう日常的
な作業である。指示する作業内容については動物園
の現業職員に一任されており、児童の行動によって、
餌を与えるような楽しみのある活動から、重い飼料
運びなどの苦しい作業までさまざまである。
高齢者施設でも、ハルトから送られてきた児童に
任せられる業務は、食堂の机やいすの整理・クリー
ニング、庭や駐車場・建物内の掃除、食材保管庫の
掃除など、いわゆる雑務である。
動物園とは違い、死角なども多いため、「児童の活

動を見張らないのか？」と質問したが、作業内容を説
明した後は、時々見回る程度、との回答を受けた。
また、施設の高齢者は、若者が珍しいので「あな
たは何をしてここに来ることになったのか？」など直接
的な質問もされ、青少年も正直に応えることが多い
とのことだった。

5. 青少年への支援について
どちらの施設でも代替刑罰としての社会奉仕活
動、という決して楽しい内容とは言えない。青少年
の示す態度は、作業を楽しんでいたり、仕方ないと
いう諦めた様子だったり、指示に従わない斜に構え
た態度だったり、ずっとスマートフォンをいじってい
たりと、さまざまである。
どのような様子で活動を行なっていたのかは、ハ
ルトに報告されることになっている。特に態度が悪
い場合は、現場の職員の判断でプログラム終了前に
帰宅させることも可能である。その際には再度、ハル
トに両親と共に呼び出され、その事実について通達
と確認とがなされ、プログラムを終了させるための話
し合いが設定される。
ハルトはできる限り活動が完遂できるように支援
するが、どうしても上手くいかない場合もある。その
時には、司法局に送致される（前科として経歴に残
る結果となる）ことになるが、数は少ない。子ども動
物園では今年40人を受託したが、完遂できなかった
のは、そのうち1人であった。
活動中の児童のプライバシーを守るために、外部
の人間に対しては基本的にボランティアとして紹介さ
れる。

6. 施設職員の体験
子ども動物園では、最初は戸惑っていても作業時

間が終わる頃には、動物と仲良くなっていることが多
く、職員はその姿に喜びを感じているとのことだった。
高齢者施設では、日常業務に加えて児童の指導

をすることは負担であるという前提で“協力金の有
無”について質問をしたが、存在しないそうである。
逆に「人手が増えて、ありがたいことだと思っている」
という回答だった。
また、施設利用者やその家族からの苦情なども一

切無い、とのことだった。

7. 所感
あくまで代替刑罰としての社会奉仕活動とのこと

だったが、児童は「＋α」の体験をしているように感
じられた。ハルト・プログラムの前提となっている自
身の責任を認めることに加えて、与えられた仕事を
完了・達成すること、押しつけではなく、任され、そ
の場（大人）に受け入れられること、である。これら
のことは、子どもが大人として成長するために必要な
社会参加であるように思われた。
児童受け入れへの申し込みがあることで、子ども

を地域で育てることが当たり前のこととして根付いて
いると思われた。大人や社会が、子どもを何処まで
受け入れられるのか、試されているのだと感じた。
                                                                    （中村　慎）

子ども動物園の
動物

飼料小屋
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オランダ 女性支援センター、キューピッド（性被害支援センター、予防のための性教育機関） 

訪 問日 時：2013 年10月16日PM

住　　　所：Amsterdam（非公開）

取材担当者：ルット・スヒッパー（センター長）

（敬称略）  

1. 概要
アムステルダム市にある約50の青少年・家族支援
団体の一つ「スピリッツ」傘下の支援機関である。性
被害を受けた子どもと女性の入所型支援と、性被害
の予防的支援を行なっている。

2. 入所型支援
（1）概要

家族などによる性的虐待、強制売春などの性被
害を受けた12～18歳の女子を対象とした入所型緊
急支援センター。生活をしながら支援を受ける。
BJZや警察などからの紹介で利用に至る。利用は6
週間まで無料、翌月から1ヵ月250ユーロの料金が
かかる。

（2）スタッフ

全職員が女性である。男性を意識せず、いつも
リラックスできるように配慮もしている。
対応には専門的な知識が必要なため、スタッフ
は定期的に研修を受けている。

（3）被害者と、その特徴

知的障がいがある、自己肯定感が低い、宗教
上の制限が厳しく親に反発している、性被害を受
けた弱みにつけこまれ更に売春を強要された、な
どがあげられる。

（4）支援内容

①安全・安心な環境を守る
 住所は非公開になっている。入所者が安心し、
落ち着きを取り戻す環境を確保するためである。
センターの住所を口外した場合、自身と他の入
所者の安全性を損なうことにつながるとして、退
所もあり得ることを入所時に伝える。ただし、関
係が健全であれば、家族と連絡を取ることはで
きる。親子関係改善のため、親への支援も行なう。

②生活の中の支援
〇規則正しい生活のサポート
 規則的な生活のリズムをつけることが、入所者
の安心感につながるため、ルール（生活日課な
ど）を大切にしている。

〇性についての対話
 両親の了解のもと、入所期間中、個人面談を行
なって性的虐待やセックスについての話をする。
支援を受けたいという気持ちが大切であり、面
談を繰り返すことが適切な支援につながる。

〇登校・外出
 通学が可能な場合は、学校と連携する。また、
外出できる場合は、当番制で買い物や料理を行
なう。

〇精神的な支援
 性被害の影響によって眠れない場合には寄り
添ったり声かけをするなど、職員が一貫して入
所者を支える姿勢と態度を示す。セラピーが必
要な場合には、専門機関を紹介する。

3. 予防的支援  「キューピッド（Qpido）」
（1）概要

センターでの支援を通し、被害を未然に防ぐ必
要性があるとして始められた、予防的性教育の取
り組みである。「スピリッツ」が構築した性教育研
修の講師資格を持った職員はキューピッドに5名い
る。（ハルト（96ページ参照）のアヘムポングさんも
講師の1人である）。
また電話やメール、チャットなどによる相談対応

も行なう。

（2）主な業務・支援内容

①15～16歳を対象とした学校での情報提供
 現在、アムステルダム市内の約30校を対象に性
教育を行なっている。今後、さらに広げていき
たいが、資金不足で難しい状況にある。

 クラスを男女別々に分け、担任教師不在で行な
うため、生徒は自由に発言できる。講師は同性
のSWで、1回1時間半を週1回4週間続けて行
なう。

Meisjes Expertise Centrum、Qpido
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 ・ 男子児童への性教育

　女性との付き合い方や避妊についてなどを学ぶ。

 ・ 女子児童への性教育

 自分自身を守るための「パーソナルスペース」を
知り、はっきりとした意思表示ができるようにな
るためのトレーニングを行なう他、インターネッ
トによる性被害を防ぐ方法などを学ぶ。

②ロミオとジュリア（誰でも受けられる性教育）
 メールやチャットなどを通じて被害の相談を受
けたり、加害者になることを防ぐため男子児童
向けにチャットを使って女性との関わり方のト
レーニングを行なったりする。

 男性に誘われた時の断り方、インターネットによ
る被害防止アドバイスの他、加害行為を教え、
抑制するためのアドバイスも行なう。

③児童や性教育に関わる専門家対象の研修
 警察、教師、看護師、弁護士、BJZのSW、両
親、里親などへの研修を行なう。

④その他
 トルコでワークショップを行なった。性的なテー
マへの議論はタブー視されていた国だが、ワー
クショップを行なったことで、その時用いたツー
ル本が翻訳利用されるほどまで受け入れられた。

4.フラッグ・システム
（1）概要

「フラッグ・システム」は、性行動を理論的に理
解し、危険性や深刻度を判断できるようにするた
めの、ツールである。
18歳以下の青少年に性教育を行なう場合に使用

されたり、性教育を行なうSWや教育者向けの研
修、性被害アセスメントのトレーニングに使用され
る。

（2）活用方法

性行動について客観的な判断ができるようにな
るためのトレーニングに使う場合、さまざまなシ
チュエーションのカードを見ながら、6つの判断基
準①を元に、4段階で行為の危険性を評価する（危
険性評価を4色のフラッグでレベル分けをしたこと
から「フラッグ・システム」と言われる）。
①6つの判断基準

・相互承諾（双方の同意のもとか）
・自主行動（脅迫などの有無）
・平等性（年齢差、関係性、能力差、力関係な
どの有無）
・年齢相応（行動が年齢に合ったものか）
・状況や場所
・自己尊厳（自分が守られているか）
②4段階レベルを示すフラッグの色

・緑：健全な性行動
・黄：注意が必要
・赤：懸念される行動への警告
・黒：重度の危険

コンドームのつけ方などの 
練習に使われるツールBOX

男子児童に使用するワーク
シート
丸の中に自分の大切な人
の名前を書きこみ、自分
に大切な人がいるように、
誰もが、誰かにとっての大
切な人であることを学んで
いく

さまざまなシチュエーションを想定したカード
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5. 所感
「飾り窓」など性産業を隠さず、観光資源にさえし
ているオランダだが、日本と同じように、家庭で性に
ついてオープンに話されているわけではないとのこと
であった。しかし、各家庭で、性に対して話ができ
ていたり、性教育がしっかりとなされることで、性行
動について慎重になるという。家庭での性教育は、
被害者、加害者を作らないことにつながるのではな
いかと思う。
日本にも性犯罪がある。性被害を受けていても声
を上げることができない被害者もいる。被害者自身
が話せる場所があること、また、そのような性犯罪
が起こらないように、誤った知識を持たせないよう
にするための予防的支援としての性教育の重要性を
感じた。　　　　　　　　　　　　（福岡　百合子）

スヒッパーさん

キューピッド（Qpido）のパンフレット

■子ども用パンフレット
　恋愛、人との距離感、人間関係、セックスについて、どんな悩みでも相談して欲しい、と
　相談窓口を伝えている。
■大人用パンフレット
　コンサルテーションサービスや研修を受けた親と専門家の感想とともに、キューピッド
　の活動内容を詳しく紹介している。

大人用 子ども用

●入所者が受けてきた人身売買被害●

オランダでは売春は合法だが、言葉巧みに近づいた男性 （「ラバーボーイ」 と言われる） に売春を強いられた被害が多
い。「ラバーボーイ」 による強制売春は組織的な人身売買であり、解決が難しいという。また最近では、パーティーやデ
ィスコがレイプや売春被害の場所になっている。現在、オランダでは、売春防止法の対象を18歳から21歳に引き上げ
ることが検討されている。
売春を行なう女性には移民などの外国人も多いというが、女性支援センター入所者には、偽の就労斡旋でオランダに
入国し売春を強制された、国外からの人身売買のケースが少なからずある。また、外国での性被害がオランダで発覚す
るケースもある。例えば、中国で就職詐欺によって売春を強制されていた中国人女子の例である。彼女は、本国で、既
に2度中絶を経験している。恋人になったふりをしたロシア人から勧められて来たロシアでは、1日10～15時間ほどの
売春を強制された。その後、オランダの病院で保護された時には妊娠していたが、オランダに来た経緯は覚えていない。
センターへは警察からの紹介で入所をし、支援を受けて出産した彼女は、母としての自覚を持てるようになるまでに回
復をした。退所後、センターは彼女の実家のような存在になっているという。
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オランダ ポルスストック小学校

訪 問日 時：2013 年10月16日AM　

住　　　所：Egoli 2, 1103AC, Amsterdam

 Zuid-Oost

取材担当者：バルトヤン・コミッサーリス（校長）

（敬称略）  ニコレット（校長）　

1. 概要
アムステルダムで7つの小学校を有するStichting 
Bijzonderwij（Particularly Wise財団）の運営する
私立小学校のひとつ。
2007年にできた校舎は、ドアを隔てて、２つの小
学校（公立校とイスラム校）と隣接する造りとなってい
る。かつては児童の獲得を競っていた3校が互いの
方針や個性を尊重しながら協力し、コミュニティ・ス
クール※として親、地域、福祉、警察、医療、民間
企業、ボランティアなどを巻き込み、個々の能力やス
キルを育む教育を行なう。
生徒数は375名。基礎学校教育（4～12歳）と、就
学前教育（2歳半～4歳まで）を行なっている。授業時
間は月曜から金曜の8時半から15時までで、水曜の
午後はクラブ活動時間となっている。進学率は99％
（一概に比較はできないが、アムステルダム市のドロッ
プアウト平均は約20％とのこと）である。
※Brede School オランダ語で直訳すると「広い学校」の意。

　複数の学校間の協力や地域との協働により教育を行なう

2. コミュニティ・スクールとしての取り組み
2-1. 社会資源を巻き込んだ活動

ポルスストック小学校には2名の校長がおり、バル
トヤン校長は社会や地域との協働を担当している。
社会資源を活用し、地域にあったサービスの提供を
することで「学校のなかに福祉が存在する」と言う。
また個々の才能を伸ばすための機会を提供し、将来
に向けた可能性の拡大につなげている。バルトヤン
校長の主な取り組みとその地域への影響を紹介する。

　

（1）3校の協調
異なる信条を掲げる学校の児童が、宗教的な

行事の体験やモスクなどの宗教的な場の見学を通
し、ともに学びながら成長することを目指す。
3校あわせると、児童の国籍は79に及ぶ。イスラ

ム系学校の歩み寄りがまだ不十分とのことだが、
異なる文化的背景を持つ相手への理解が深まり、
人種間のけんかの件数は80％減少した。

（2）民間企業との協力
例えば、大手銀行が、職員による児童への本の

読み聞かせや、親子を対象にしたお金の使い方の
講習会、児童の職場見学の受け入れなどを行なっ
ている。こうした関わりを通じ、児童が「将来は銀
行で働きたい」といった目標を抱けるようになった。
顔見知りになった職員と児童が挨拶をかわすように
もなり、子どもを見守る層が厚くなって地域の安全
性向上にもつながったとのことだった。
また、学校が中心となり、企業・団体と、地域

の特性に合わせた社会活動を模索するミーティン
グを行なっている。3回目となる前回は、40団体が
参加をした。

（3）児童保護（ケア）機関や医療との連携
リスクの高い家庭の状況把握や支援方法につい

て、専門家やＳＷとチームとなって話し合う。ちな
みに訪問翌日には、8人の子どものいる母子家庭
の支援について、警察、医師、行政、ケア関係者
とともに話し合う予定があるとのことだった。
また精神科と連携をし、親子への支援を行なう。医

師が健康的な食事について講義を行なうこともある。

学校はアフリカ系住民が多い地域にある。空港が
近く、夜間の空港清掃業務などに就く親のための
24時間対応の保育所が学校のそばにあった

バルトヤン校長（左）と
教育・福祉を担当する
ニコレット校長（右）

Basisschool Polsstok
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（4）地域の安全維持に寄与

コミュニティ・スクールになる前の2001年当時は、
治安が悪く、保護者の25%は薬物や犯罪に関わっ
ていた。学校が地域の中心になってから地域の安
全性が向上した。
警察とは連絡を取り合い、必要に応じてミーティ
ングを行なう。

（5）スポーツを通じた地域活動

毎週水曜午後はクラブ活動の時間とし、さまざ
まなスポーツを行なっている。また、近隣に住む
子どもたちが自由に参加できるスポーツクラブ事業
も進める。
　

2-2. 親との関わり

児童の成長を支えるパートナーとして、保護者が
学校へ来ることを歓迎し、ペアレント・ルームを設
置した。（3.（2）参照）
また児童とともに保護者も成長することが大事
であると考え、親子を対象にしたプログラムや、保
護者対象の講習会や集会を開催している。子ども
が小さい場合、保護者は教室で15分ほど授業を
見守った後、講習会などに参加する。
　

3. 見学
17ある教室のほか、ペアレント・ルーム、技術室、
調理室などがある。授業中の教室や校内の見学を
行なった。

（1）教室

◎高学年の教室

　

◎低学年の教室

◎就学前教育の教室

企業 訪 問で不 在だった 
6年生の教室。コンピュー
ターが4〜5台あった

授業にはデジタルボードを使う

子どもたちは活発で、
視察団にも興味深々
であった

子どもたちの絵などが壁一面に貼られている

輪になって先生の話を聞いている

文字と写真を並べて掲示し、
文字に親しませているという
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（2）ペアレント・ルーム

保護者が自由に使える部屋である。子どもを学
校に送ってきた保護者がコーヒーを飲みながら、
子どものことについて話をしたりする。異なる文化
や言語を持つ保護者同士が、互いへの理解を深
める場にもなっている。
壁には、保護者手作りの布袋が掛けられてい
る。袋には、子どもへ読み聞かせる本、本の主人
公のぬいぐるみ、単語帳などが入っており、保護
者に貸し出しがされている。

（3）校内の様子

充実したパソコンルーム

校内には児童の絵や工作が数多く飾られている

奥のドアの向こうには、イスラム系学校がある

トイレには「子ども電話（電話、
ネット、チャットで相談ができる）」
のポスターが掲示されていた

袋には読み聞かせ本の表紙が描かれ、どんな本が入って
いるかわかるようになっている。教師の朗読CD付き（左
下）の本もあり、移民の背景を持つ保護者のオランダ語
習得にも役立っている

日当たりの良いペアレントルームには、座り心地の
良さそうなソファやイスが置かれていた
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4. 所感
学校が中心となり、教育・福祉・地域社会が協力

し、子どもたちの成長のためにさまざまな文化や環境
を受け入れている。そして、常にポジティブに考える
ことで、お互いから学び、新たな可能性を見出してい
る。学校ではそれぞれが平等であり、お互いの考え
を共有できる場である。またお互いを知ることで、お
互いに尊敬し、更に関係が強化される。学校が、人
と人、子どもと大人、子どもと地域を結ぶツールとし
て機能し、子どもが夢や目標を持つこと＝希望ある
将来へとつながっている。また地域の人たちが活動
を通して顔見知りとなることで、その地域の犯罪率
が減少し、安全な地域へと様変わりしている。この
ように、子育てを親だけ、学校だけに任せるのでは
なく、地域全体で協働することでドロップアウトも少
なくなった、というように成果も出てきている。
日本は、人と人、地域、社会のつながりが希薄と

なっていると感じる。子どもの将来を考える上で、安
心した将来があり、子どもたちが夢を持って進んで
いけるよう、まずは大人と大人がつながりを広げて
いくことが大切だと思う。子どもの成長を支えるすべ
ての人が、お互いを知り、それぞれの立場で協働し
ていくことで、地域や各機関とのつながりが深くな
り、子どもたちを取り巻く環境全体に良い影響を及
ぼすことになると思う。　　　　　　（政岡　美香子）

～バルトヤン校長の教育観～

　「人は皆平等。知識
は他人と分かち合って
初めて知恵となる。『私
が』から『私たちが』
と考え方を変えて行動
すれば、何かを変える
ことができる」という
強い信念と強力なイニ
シアチブで学校と地域社会を変えたバルトヤン校
長。どんな考え方で子どもの成長を支えているの
かを語られた。
◉大事にしたい自主性
　現在 2 歳半から12 歳までの子どもが通ってい
るが、将来は18歳まで受け入れたい。コミュニティ・
スクールには、哲学、スポーツ、福祉、情操教育
などさまざまな学びがある。9 歳になると自分で
楽器を選び、演奏の仕方を学ぶ。学校では強制す
るのではなく自主性を重んじ、オーケストラやダ
ンスなどを通し子どもたちが交流できる機会を提
供している。
◉多様な価値観の尊重を
　言葉や生活習慣、宗教などが違う相手を理解す
るのは難しく、時間がかかることである。しかし
それぞれの価値観を尊重し、対等に接するように
なれることが、健全な育ちだと考える。他人を見
下し、支配しようとすれば対立につながるからだ。
学校では、地域共通のテーマを選び、互いへの理
解を深める取り組みを行なっている。
◉大人の責任とは
　子どもは他人のためには成長しない。「ほめら
れたいから」、「怒られるから」ではなく、子ども
が自分でどんな力を発揮できるかを考えることが
重要である。子どもには大きな可能性がある。ま
た情報化社会のなかでは選択肢も多いが、適切な
取捨選択ができる力を培えるよう、大人には子ど
もの成長を支えていく責任がある。
◉視点の変更～できていることに注目
　私たちは、できなかったことに目を向けがちだ
が、実はできていることの方がずっと多い。でき
ていることに注目すると、自分の能力にも気付く
ことができる。得意なことは早く上達する。
　ポジティブな視点で子どもに接すると、子ども
は自己肯定感を強くし、成長も促進される。同じ
ことは、大人にも言える。「今できていることはも
っとよくすることができる」と考えることが大切で
ある。　

http://www.polsstok.nl/
http://www.schoolwijzer.amsterdam.nl/　
　　po/vestiging/de-polsstok

 参考資料
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2歳半から12歳の子どもたちが撮った日常風景、
働く大人、景色などをまとめた写真集。子どもたち
の目線や感性に、大人は新たな発見をする

コミュニティスクールとなった3校の
合同学校紹介パンフレット

「ついに登場！」というパンフレットの
タイトルでわかる通り
地域から重宝されている
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オランダ 明日への希望（福祉団体）

訪 問日 時：2013 年10月15日PM

住　　　所：Geldershoofd 70, Zuid-Oost

取材担当者：レジーナ・マックナック（代表）

（敬称略）  　

 
1. 概要
明日への希望は、2000年、マックナック氏によっ
て設立され、アムステルダム南東部を中心に活動を
行なっているキリスト教系福祉団体である。
貧困家庭やホームレスへの食糧支援（フードバン

ク）や法律相談、子どもへの支援（ユースケア）などを
行なっており、BJZとも連携している。
 
2. 運営
事業内容は社会福祉制度の基準にない自主的活
動であるため、国や基礎自治体からの補助金はな
い。また、特定のキリスト教団体に属さず個人で事
業を進めているため、運営はマックナック氏の自己
資金、寄付金、寄付物品によって賄われている。
 
3. スタッフ
登録約130名（全員ボランティア）。
フードバンクの利用者、生活保護受給者も多い。
ここで支援を受けた経験を生かし活動に参加してい
るスタッフ、ユースケア利用児童の里親をしているス
タッフもいる。
 
4. 事業内容
（1）ユースケア「キッズクラブ」事業

貧困家庭の児童が、放課後や休みの日に来所し、
食事をとり、スポーツや工作、聖書の勉強などをし
て過ごす。ユースケアで出されたサンドイッチなどを
お弁当として学校に持っていく児童もいるという。
児童の様子に変化があった時には、BJZなどの
関係機関に連絡を行なう。ここではまず食事が確
保できるため、BJZから児童を紹介されることもあ
る。乳児が屋根裏部屋に閉じ込められているのを
発見し、BJZが保護したケースもある。
また最近では、ハルトの社会奉仕活動（110ペー
ジ参照）とも連携するようになり、ハルトプログラ
ムを利用する青少年がボランティアとして参加する
こともある。

  　　　　　　　　　　
　

団地の1階にある。団地の1階付近はガレージで、車の影で
性被害を受けた子どももいる。そうした子どももユースケア
の対象になる

夢中で
工作をする児童

キッズクラブ
プログラム案内
毎週火曜3時半～6時半、5～12歳を対
象にしたクラブが行なわれる。「聖書のお
話し、歌、工作、ゲーム、そしてもちろん
食べ物と飲み物も…」と案内されている

この日のプログラムは、食事、工作、聖書の時間だった

子どもたちが歓迎の歌を歌ってくれた

Stichting Hoop voor Morgen
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（2）フードバンク

毎週土曜日、貧困家庭を対象に最低5日分の食
糧支援を行なう。毎週800～900世帯の利用があ
る。食糧は、地元のパン屋やスーパーマーケット
などからの寄付である。スーパーは売れ残った商
品を破棄するよりも費用がかからずスーパーにもメ
リットがある寄付になっているという。
食べる物を求めて盗みをはたらくことがなくなっ
て更生につながったり、地域の治安が改善した。
地元の警察や近隣住民からも活動を評価されて
いる。

（3）法律相談

弁護士やSWの資格を持ったスタッフが、各種
関係機関との連携や借金返済のための相談に応
じ、手続きなどの支援を行なっている。
国の生活扶助を受けていても、充分な生活費を
確保できずに借金を重ねるという悪循環に陥る家
庭が多い。最近は、会社の倒産による失業、失
業が原因となる離婚などが貧困の原因になってい
る。オランダでは13.5万人が最低賃金以下の収入
で暮らしている。またオランダ語が話せない外国
人には就労先が少なく、表面化していない隠され
た人種差別もあるとのことだった。

5. 所感
「今、困っている人は誰か？」、 「今、困っていること
は何か？」、「今、必要な物は何か？」、 「今、出来るこ
とは何か？」。一番のニーズを的確にかつ迅速に判断
して、出来ることから、困っている人から、目の前の
ことから支援していく…という福祉の原点に立って支
援を行なっている現場であった。
法律や予算、マニュアルや規程、決裁など組織と

しては必要なことかもしれないが、それよりも先にま
ず、お腹の空いている人の空腹を満たす。虐待など
で心が荒んでいる子の心を癒す。借金などで生活が
成り立たない家庭には、相談・手続きなどの支援を
行なう。支援が一番必要な人に、一番必要な支援を
支援が一番必要な時に提供する。自分自身で協力者・
賛同者を開拓していき、力を蓄え、増強し、支援を
継続する信念の強さに感銘を受けつつ、今、一番必
要とするものをキャッチする力とキャッチしたものを
即、支援につなげていく行動力は見習うべきところ
が多々あると感じた。個人の福祉活動が、アムステ
ルダム市から表彰される程の事業に発展したが、補
助金を受けられないのが実状である。一人の活動家
が世の中を動かすという意味では、「福祉」の原点を
考えさせられた。　　　　　　　　　 （村上　幸治）フードバンクに集まって

きたパン

視察中に届いた食料品の運
搬を手伝う団員。かなりの
量があった

「小さな貯金箱でも募
金を募り、コツコツと
貯めてシャンプーでも買
うことができれば」と
言うマックナック氏
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アムステルダム市長より表彰を受けた
時の新聞記事。マックナック氏の活
動は、アムステルダムに恵まれない
人々が少なからず存在する事実を知ら
しめた

         

　設立者レジーナ・マックナック氏は、1989 年 3人目の子
どもを妊娠した際に、子宮外妊娠が発覚し、即手術を受けた。
その時の医療ミスで、車いすの生活を強いられた。
　活発だった彼女には、これから先ずっと車いすで生活する
ことは考えられなかった。いつかは治ると信じリハビリに通っ
ていたが、医師からは治る見込みがないと告げられた。敬虔
なクリスチャンである彼女は、神に祈り、「もし私を治してく
ださるのであれば、世の中の人たちへお返しをする」と約束
をした。
　その祈りが届き、立ち上がることができた。その時から、神様との約束を守ることにした。
　
　1997年、ホームレスなどに食べ物を配ることから始めた。そして365日24 時間、子ども、高齢者、
依存症のある人、ホームレスなどへの支援がいつでもできるようにした。支援をしていくうちに、ホー
ムレスや依存症の人たちにも子どもがいることを知った。町の中をさまよっている子どもたちのリサー
チをするうちに、両親は一日中薬物を探しに出ており、子どもだけで生活している家庭もあることに気
が付いた。そして、彼女は、そのような子どもたちを受け入れることにし、放課後、食べ物や飲み物を
用意し、さらに子どもたちの声に耳を傾けるようにした。その中で、親がいない間に、近所の人や親せ
きから虐待を受けている子どもがいることがわかった。そういった子どもたちが将来をポジティブにみ
つめられるようにキッズクラブでは聖書を学ぶ時間を大切にしている。　　　　          　　    （村上）

  「レジーナ・マックナックさんの思い」

マックナックさんが関わり薬物依存症と売春から抜
け出した女性は、現在スタッフとして活動している。
「ドラッグも売春も9年間やってません」と言っていた。
またフードバンクの援助を受けているから手伝う、と
いう男性もいた。マックナックさんの一番の理解者は
ご主人で、仕事が休みの時にはマックナックさんを手
伝っている。「もうすぐリタイアするので、そうしたら
毎日手伝える」と笑って話していた。

マックナックさんから支えられ、
マックナックさんを支える人々　



113

オランダ ヒューマン・ホース・パワー（ファミリーホーム、ユースケア牧場） 

訪 問日 時：2013 年10月18日AM～PM

住　　　所：Wildforsterweg2.3881Nj.Putten

取材担当者：エリック・ラマーツマ

（敬称略）  パウラ・コーイマン

 （夫婦・里親）

 ヘラルド・ベステン

 （ファミリーホーム・ドットコム会長）

 マルク・エングベルシュ

 （家庭の中の子ども連合  代表）

 アネリー・バッカー

 （フンデローグループ ケアプロバイダー）

 ヴィン・スィール

 （パクトゥム ケアプロバイダー・SW）

 ステファニー

 （パクトゥム ケアプロバイダー・SW）

1. 概要
オランダの社会的養護は、大きく分けて5種ある
（表1）。

■表1　オランダの社会的養護

私たちが視察したヒューマン・ホース・パワー（以下
HHP）は、2009年に開設されたフアミリーホームである。

2. ネットワークと支援団体
HHPは、いくつかの機関から支援を受けており、

ファミリーホーム経営は、フランチャイズ化されビジネ
スとして成立している。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  

名称

その他、専門化した治療施設がある

児童数 養育者

里親 1～2名 里親

内容

一般家庭に里子
として委託され
生活している

ファミリー
ホーム 4～7名 里親

補助員

一般家庭に里子
として委託され
現在約450ヵ所
存在する

ファミリー
グループ 1～2名 里親

SW
治療について専
門家による支援

ユースケア
牧場 3～4名 里親

牧場や農場に週
末や長期の休み
を利用して宿泊
する

閉鎖された空間
で団体生活を行
なう治療機能を
備えた施設養護

リビング・
グループ

8～26名
（男女は
混合しない）
（0～18歳）

SWや
専門家から
なるスタッフ
チーム

ファミリーホーム
ドットコム

（フランチャイズ元）

HHP
ファミリーホーム

フンデロー
グループ

（ケアプロバイダー）
治療的施設
運営

パクトゥム
（ケアプロバイダー）
里親支援団体

子ども切手
教会などの
民間基金

研究者
（大使）

国会議員
（大使）

BJZ
青少年保護局

支援指示 支援指示

連合
協力

連合

連合 連合

連合

連合 連合

連合
協力

支援

委託・支援

ファミリー
ホーム支援

ユースケア
牧場支援

委託・支援

「家庭の中の子ども連合」加入団体

大きなペンションと
いったイメージ
6ヘクタールもの広い
牧場がある

（小松 作成）

Human Horse Power

●図1　HHPを取り巻く機関・団体
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（1）ファミリーホーム・ドットコム

　　（GEZINSHUIS.COM）

ファミリーホームをフランチャイズ化し、ケアプロ
バイダーや里親支援団体と共にファミリーホームを
支援している。オランダにはこのような団体が約70
あり、ファミリーホーム・ドットコムは、現在65ヵ
所のファミリーホームと契約している。オランダに
存在するファミリーホームの種類はさまざまで、児
童に合ったホームを探し、一定のサービスが提供
できるよう支援している。そのために、ケアプロバ
イダーとファミリーホーム、ファミリーホーム・ドット
コムの三者が密接に関わり合う。また、児童が成
人してから活用できるネットワークの強化にも力を
入れている。
ファミリーホーム・ドットコムでは、ファミリーホー
ムの養育者になるための認定試験を行ない、養育
者としても経営者としても相応しい力（感受性・感
応性・共感性・企業家精神・経営能力など）があ
るかを見極めている。

（2）家庭の中の子ども連合
　　（HLLIANTIE  KIND IN  GEZIN）

家庭の中の子ども連合は、施設で生活している
児童を「より家庭的な雰囲気を感じられる環境（里
親やファミリーホーム）に移行すること」を目指し、
2010年から政府に対してはたらきかけを行なってき
た。現在20,000人の児童が施設で生活しており、
その半数にあたる10,000人を10年かけて代替の家
庭に措置変更しようと考えている。
この連合には、HHPやファミリーホーム・ドット
コム、フンデロー・グループやパクトゥムなどのケ
アプロバイダーを含め32団体が加盟している。ま

た9名の大使と呼ばれる国会議員や研究者なども
加盟し政治活動、啓発PR活動を行なっている。
2013年10月、連合の活動により法令改正がなさ
れ、家庭外保護の場合には里親やファミリーホー
ムへの委託が優先される方針が導入された。
今後連合では、ユースケア牧場を100ヵ所に増

やすことを目標にしている。

（3）フンデロー・グループ（ケアプロバイダー）

フンデロー・グループは、160年近く児童保護
に携わってきた。ケアプロバイダーとは、BJZから
委託された児童を里親・ファミリーホーム・リビン
ググループ・ファミリーグループ・治療施設に委託
し、養育者と児童の両方を支援する民間の団体で
ある。HHPなどのファミリーホームへの委託支援
を行なう場合の流れは次の通りである。
①BJZからの支援指示書をもとに児童のアセスメ
ントを行ない、次の3種から委託先を決定する。

   ・ファミリーホームや里親
   ・自社経営のリビンググループ（フンデロー・グ
　  ループでは8～10名の施設） 
   ・治療施設
②ファミリーホームへの委託を決定する。
③両親・児童・関係者（BJZ・ケアプロバイダー・ファ
ミリーホームの養育者）間で具体的な目標や支
援計画を検討する。

④委託後は、フンデロー・グループの心理士が3
週おきに児童との面接を行ないさらに細かな支
援や治療のプランを作成する。

 ファミリーホームは、週1回児童の様子をフンデ
ロー・グループの担当SWに報告する。

 半年に1回、担当心理士とBJZによって目的・
達成度が確認される。

ベステンさん
フランチャイズするファミリーホームの養育者は、
一定以上の教育を受け、職業経験も持ってい
ることを前提としている

エングベルシュさん
本職はジャーナリスト。ボランティアでPRと渉
外を担当している
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⑤年1回、ファミリーホーム、ファミリーホーム・ドッ
トコム、フンデロー・グループの 3者による支援
会議が行なわれる。

 

（4）パクトゥム（ケアプロバイダー）

パクトゥムは、フンデロー・グループ同様のケア
プロバイダーでヘルダランド州を中心に活躍してい
る民間の団体である。HHPとは、ユースケア牧場
の委託を通じて関わっている。
ユースケア牧場とは、両親の子育てに関する負
担を軽減し、将来的に親子分離にならないように
するための週末や、長期休業を利用したパートタイ
ム里親の形態のひとつである。パクトゥムが契約
している牧場や農場は、50ヵ所程存在し6～18歳
の児童が委託されている。サービスを利用する児
童の多くは、自己肯定感が低く自分に自信がない、
基本的な生活習慣が身に付いていない。
パクトゥムでは、BJZからの支援指示を受けると、

①担当の心理士が児童に合った牧場や農場を探
し決定する

②牧場主や農場主と児童をマッチングさせ8週間
程の経過観察を行なう

③児童との相性が良いと判断し児童、両親、牧場
主（農場主）の合意を得ると、より明確な目標
の支援計画を作成する

④サービス開始後は、担当の心理士と2週間おき
に面接を行ない、1年から1年半かけて支援計
画を進める

 
3. ヒューマン・ホース・パワー（HHP）
HHPは、オランダでも唯一ファミリーホームとユー

スケア牧場を兼ねているホームである。牧場では、ホー
スセラピーを行なうための馬17頭が飼育されている。

（1）家族構成

養育者2名（夫エリック氏・妻パウラ氏）、14歳
と11歳の実子2名、10歳から14歳までの里子7名が
一緒に生活している。その他補助員1名、実習生
1名がいる。現在の人数が子ども一人ひとりの成長
を把握できる限度だと言う。
入所理由はさまざまだが、長期にわたって支援

することが多く、家庭復帰の可能性が低いケース
が多い。2013年、18歳になった里子2名が支援を
終了し、新たに2名が入った。退所した2名は自立
をし、時々ホームに遊びに来る。1名は依存症のク
リニックに通っているとのことであった。
実子は、両親のファミリーホーム経営をどう考え

ているのか尋ねたところ、パウラさんが「楽しい面
と嫌な面があると感じている。生活の中にあるホー
ムのルールを面倒に感じることがあるようだ。良い
ところは、遊び相手がいること」と答えていた。

バッカーさん
フンデロー・グループでは、成育・行動に課
題を抱えた児童など難しいケースの委託を行
なっている

スィールさん（左）とステファニーさん
ステファニーさんはユースケア農場・牧場を訪
問し、現場で支援サービスを行なうSWである

パウラさん（左）とエリックさん
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NETHERLANDS

●ユースケア牧場を利用する子ども

 現在、2名が2週間に1度、金曜の夜から週末にか

けて利用している。長期休暇中にサマーキャンプを

行なう時は、ホームで暮らす実子と里子も一緒にキャ

ンプに参加する。

（2）生活環境

建物は、1階にリビングとキッチンと居室4部屋、
2階に居室6部屋がある8LDKの建物である。

馬17頭、大型犬3頭、ねこ、鶏が放し飼いになっ
ている。敷地は、動物が逃げないようにフェンス
で囲まれている。馬を訓練する乗馬場もある。

（3）運営資金

運営資金は、州から支援団体を通じてHHPに
直接支払われる。金額は以下の通り。
 ・ ファミリーホーム：児童1人あたり1日90ユーロ
（約12,330円）から100ユーロ（約13,700円）

 ・ ユースケア牧場：週末のみの受け入れで児童
1人当たり1日107ユーロ（約14,700円）である。

4. 所感
「ファミリーホームはビジネスである！！」の言葉には
驚かされ、システムの内容と収入額を知りさらに驚い
た。ファミリーホームを安心して経営していくための
支援体制や金銭面での保障もホームを経営する面で
は必要不可欠だと感じた。
一般的に施設での養育は小さい単位（小規模）に
なることで養育者の力量がより試される傾向にある。
そんな現実の中で、新卒の職員や経験年数の少ない
職員は日々対応に悩んでいる。児童との楽しい思い
出を作る前に躓いてしまうのである。施設というバッ
クアップが存在しても悩むのだから、里親となればそ
の不安は計り知れないことだろう。里親希望者が安
心して里子を受け入れ支援できるためのシステムと、
システムを支える人の存在がこれからの日本には必要
だと思う。　                                           （小松　卓也）

個性が感じられる居室

飼育されている馬

この家の動物たち
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　HHPでのホースセラピーは、馬と関係を育み、信頼関係を作りあげていくことを大切にしている。
児童（実子を含む）は、馬1頭の飼育を任され、餌やり・糞の始末・馬舎の整備などすべての面倒をみる。

委託された児童は、支援を受け助けられる存在から馬を世話し助ける存在になる。ここでは、馬を支配して
乗りこなすことではなく、馬の世話を通して馬との関わりを確かにしていくことを重視している。

馬は大きく迫力があり、犬や猫のように簡単に扱える動物ではない。馬と一緒に歩く…それだけでも、自分
より体が大きい馬の手綱を引き、一歩前に進ませたり、制止したりさせるのは非常に難しく、大変な作業である。
怒っても泣いてもダメ、暴力も通じない。馬と通じ合うためには、別の方法で関わらなければならない。ホーム
の児童にとっては、馬の気持ちを考えて受け入れ、馬に自分を認めてもらい、信頼関係を築くことが最も難し
い課題となる。
馬と触れ合うことにより、自信・好奇心・尊敬の心・感受性・敏感さ・愛情・言葉・リーダシップを段階的に
学ぶことができる。馬を導くことで自分をトレーニングしている。児童が自分で学び、成長していく条件と環境
を、養育者は、提供している。

ユースケア牧場の利用例

10歳の男児。生活上の規律がない母子家庭で暮らしていたが、育児を放棄した母親により、父親の家の前に
置き去りにされた。ふるまいは暴力的で、友人はいない。精神健康局の支援でセラピーを受け、2週間に一度
の週末、HHPを利用するようになった。
週末の委託は、父親の養育の負担軽減につながった。また委託された子どもは、馬との関わりのなかで、自
分をコントロールすることができるようになり、HHPへ嫌がらずに来るようになる。利用計画が終了を迎える
1年半後、児童は同年代の子どもと遊べるようになっていた。

私たちも実際に「馬と歩く」ホースセラピーを体験した。
建物の周りを散歩するつもりが、馬は人気が無い方へ向かう。そしてしばらく歩いて牧場の隅まで行くと動か
なくなってしまった。そこには、何もできない自分がいた。15分程して馬が勝手に歩きだし戻ってくることがで
きた。
HHPのような牧歌的な環境で生活をし、馬と共に学び成長できることは理屈をいくつ並べて説明されるより
もずっと効果的だと感じた。言葉が通じない分気持ちが伝わった時の喜びは非常に大きいと思う。

                                                    （小松　卓也）

 ホースセラピー （馬介在療法）
 （Equine Assisted Therapy）

児童は、学校から戻ると自分の馬を草原から
呼び、毛並みをそろえ、毛を編み、トレーニン
グしていた。写真は、実子と馬との関わりの
様子。
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団員名簿

団　長

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

事務局

事務局

髙橋　久雄

片根　志雄

小松　卓也

松田　貴志

古賀　大裕

高比良　亮

政岡美香子

福岡百合子

平尾　一乃

村上　幸治

関根　　礼

中村　　慎

柴田　紀代

宮坂　明宏

田中　恵子

深井　聰夫

154－8533

313－0003

399－3202

599－8251

745－0801

850－0931

897－0003

893－0014

615－0092

722－0042

329－2132

732－0052

294－0813

104－0075

104－0075

104－0061

東京都世田谷区太子堂1－7－57
昭和女子大学 人間社会学部 福祉社会学科
TEL：03－3411－6936　FAX：03－3411－6281

教授

茨城県常陸太田市瑞龍町1425
誉田養徳園
TEL：0294－72－3415　FAX：0294－72－4425

児童養護／
児童指導員

長野県下伊那郡豊丘村神稲4461－1
慈恵園
TEL：0265－35－4815　FAX：0265－35－7400

大阪府堺市中区平井482番地
泉ヶ丘学院
TEL：072－278－0374　FAX：072－279－2650

山口県周南市大字久米1347
共楽養育園
TEL：0834－25－0017　FAX：0834－36－0017

長崎県長崎市南山手町12－17
マリア園
TEL：095－822－1583　FAX：095－822－1726

鹿児島県南さつま市加世田川畑5630
南さつま子どもの家
TEL：0993ー52ー1131　FAX：0993－52－1132

鹿児島県鹿屋市寿8－3－32
かのや乳児院
TEL：0994－42－2531　FAX：0994－41－2889

京都府京都市右京区山ノ内宮脇町9
野菊荘
TEL：075－801－9734　FAX：075－801－9735

広島県尾道市久保町1733
尾道母子生活支援センター
TEL：0848－20－7171　FAX：0848－20－7172

栃木県矢板市沢800
栃木県那須学園
TEL：0287－43－0573　FAX：0287－43－6886

広島県広島市東区光町2－15－55
広島市こども療育センター愛育園
TEL：082－263－0683 内線531　FAX：082－261－0545

千葉県南房総市谷向116－2  三芳保健福祉センター2階
子ども家庭支援センター  オレンジ
TEL：0470－28－4288　FAX：0470－28－4289

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：03－3574－7408　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／
児童指導員

児童養護／
家庭支援専門相談員

児童養護／
児童指導員

児童養護／
家庭支援専門相談員

児童養護／
児童指導員

乳児院／
保育士・

家庭支援専門相談員

母子生活支援／
相談支援員

母子生活支援／
副施設長・
少年指導員

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／
心理療法士

児童家庭支援センター／
相談員

常務理事 兼
事務局長

事務局

氏　名 〒 勤務先住所 種　別

ツアー
コンダクター

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
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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

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

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
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団員種別（人数）開催年度 期間（日数） 研修内容研修先

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

ドイツ・イギリス

フィンランド・オランダ

13

14

15

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

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）

第38回
（2012）

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）

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」
「ドイツとイギリスの児童福祉と社会的養護の歴史
 と実情を学びながら、『今後の児童福祉施設の　  
 機能と特長』や『里親と施設とのパートナーシップ』
 を探り、日本のあるべき将来像について考える」

第39回
（2013）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

二国の子どもと家族に対する予防的支援、児童
福祉施策の展開と関連機関の現状と課題、多分野
協働の実情を把握し、日本の児童福祉施設の
あり方と子ども家庭支援の方向性を探る
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　本研修で得たことを、どれだけ的確にわかりやすく伝えられるか、そんな思いを持ちながら報告書の作
成を行ないました。視察中、団員それぞれの得意分野の知識や事前学習で学んだことをフルに生かし、さ
まざまな角度から二ヵ国の児童福祉の現状を吸収し、議論を重ね理解を深めました。私にとって、海外研
修中の 2 週間を含めこの一年近くは、今までに経験したことのない本当に充実した日々であり、それはまた、
自分が働く現場を改めて見直す機会にもなりました。海外研修で得たことをこの報告書と共に、さまざま
な形で発信し、生かしていくことができたらと思っています。　   　　                               　　（平尾　一乃）

　海外研修に参加させていただき、今までとは違った目線で児童福祉の分野を見ることができました。帰
国後は、編集委員という立場で報告書の編集会議に参加させていただきました。各団員の方々がまとめた
研修報告の内容を読むたびに研修内容の濃さや、充実度を再確認できました。39 期として、研修で学ん
だこと、報告としてまとめたことを現場につないでいきたいと思います。最後になりましたが、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、長期の研修に快く送り出していただいた
職場の皆様に深く感謝いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （古賀　大裕）

　事前学習での担当量への驚愕、海外派遣研修での驚きと納得、報告書作成の苦しさと手応え、それ
ぞれをたっぷりと味わわせていただきました。研修では社会制度や文化など日本とは大きく違う部分を知
っては気持ちが揺れ動き、子どもの遊びや体験している感情など似通った部分を知っては安心するという
体験をしました。事後研修や編集会議で浮かび上がってくる質問が、その場で出来ていれば！と思います。
是非もう一度と思ってしまいました。苦

くる

楽
たの

しい、素晴らしい体験となりました。支えていただいた周りの皆
様に、感謝の気持ちで一杯です。                                                                                                （中村　 慎）

　海外の社会的養護の現状を学びたいという気持ちで参加させていただきましたが、その後の編集作業
も携わることができました。視察してきたことを言語化することの難しさを実感するとともに、改めて私た
ちの日頃の業務をアウトプットしていくことの必要性を感じることになりました。両国で学んだことをその
まま日本の現場に活かしていくことは、難しくはありますが、間違いなく視野が広がったと思っています。
このような貴重な機会を提供して下さった資生堂社会福祉事業財団の皆様、全国児童自立支援施設協議
会の皆様、栃木県那須学園の皆様に心より感謝の意を表します。                                            （関根　礼）

　研修応募の際、「ご自身が感じている児童福祉の現状と課題、課題解決への手がかりについて」をテー
マに、レポートをご提出いただきました。いま再び、同じテーマで書いていただいたら、内容にどんな変化
があるでしょう。39 期の皆さまがお忙しい業務の合間を縫って取り組まれた中身の濃い視察報告の編集を
しながら、そんなことを考えていました。全国児童養護施設協議会藤野会長が、報告書にお寄せ下さっ
た「ごあいさつ」で、ご自身の海外研修のご経験に触れ、「海外から学びつつ、日本は独自の歩みをすべき」
とお考えになったこと、研修で得た実践の方向性は現在までつながっていることをお記しになっています。
遠い国を訪ねて学び、視野を拡げ識見を高められた皆さまにとっての「日本独自」と「実践の方向性」もまた、
日本の児童福祉を輝かせる力となっていかれますよう。そして、日本の子どもたちが、オランダとフィンラン
ドの子どもたちと同じように世界一幸せになり、子どもが幸せに育つ、世界の模範となるような社会の実現
のために力をあわせられますよう。益々のご活躍を心よりお祈りいたしております。                 （田中　恵子）

編  集  後  記
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 中央フィンランド保健医療   知識と技術の協働で、より健康に
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 中央フィンランド保健医療   知識と技術の協働で、より健康に



125

第39回（2013年度）資生堂児童福祉海外研修報告書

発　行　　2014 年3月31日

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

印　刷　　NSコーポレーション株式会社
　　　　　〒105-0004　東京都港区新橋 5-13-1

〈表紙のことば　柴田紀代〉
フィンランドでは、
家族はブランコとしてよく例えられるそうだ。
家族は揺れ動く…
だから、支えられることが大切。
オランダでは、家族が、子どもが、
色んな人や動物に支えられていた。
「支える」って何だろう？
「支える」「支えられる」ことは、当たり前で自然なことなのだろう。
色んな人や生き物が家族の周りに集まれば、
世界は、もっと色鮮やかになるに違いない。
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