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団 員 名 簿

統　括 迫 田 勝 彦 資生堂社会福祉事業財団

教護院班

団　長 高 橋 正治郎 栃木県立那須学園 栃木県 矢板市

副団長 戸 田 森 夫 国立武蔵野学院 埼玉県 浦和市

渉　外 志 茂 彦 之 東京都立萩山実務学校 東京都 東村山市

中 宮 啓 司 北海道立大沼学院 北海道 亀田郡
坂 本 洋 岩手県立杜陵学園 岩手県 盛岡市
古 賀 誠 岐阜県立岐阜学院 岐阜県 岐阜市
加 藤 宏 明 愛知県立愛知学園 愛知県 春日井市

大 川 清 治 大阪府立阿武山学園 大阪府 高槻市

天 満 士 郎 広島県立広島学園 広島県 東広島市

清 原 修 徳島県立徳島学院 徳島県 徳島市
広 渡 修 佐賀県立虹の松原学園 佐賀県 東松浦郡

仲 座 隆 沖縄県立沖縄実務学園 沖縄県 那覇市

児童館班

団　長 阿 部 千 里 山形県袖崎児童館 山形県 村山市

副団長 長 門 乙 彦 宮城県中央児童館 宮城県 仙台市

渉外 吉 野 寛 特殊法人こどもの国協会 神奈川県高座郡

小 林 鏡 子 弘前草右会和徳町児童館 青森県 弘前市
佐 藤 妙 子 小坂市立中央児童館　　　　　　　． 秋田県 鹿角郡

佐久間 公 明 会津若松市立第三児童館 福島県会津若松市

高 橋 美津子 松戸市立常盤平児童福祉館 千葉県 松戸市
加 藤 治 美 福岡町立福岡児童館 富山県 西砺波郡

小 椋 昭 石井記念愛染園愛染橋児童部 大阪府 大阪市
岩 本 憲 道 児童館くるみ園 広島県 呉　　市

浅 田 幸 子 尚白園児童館 山口県 徳山市

上 田 峯 子 長州町立長州兇童館 熊本県 玉名市
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訪 問 施 設 名 覧

　イギリス

Prison　Department　Headquarters．

H．M．　Borstal　Dover．

Cumberlow　Lodge．

The　Royal　Philanthropic　Society．

Saint　Christopher，s　Community　Home．

Toynbee　Ha11．

The　Child　Guidance　Training　Centre．

The　Thomas　Coram　Foundation　for　Children．

Coram’s　Field　and　the　Harmsworth　Memorial　Playground．

Syon　Schoo1　for　Boys．

　スウrデン

Stockholms　Socialnamnd．
　　　’　ケ

E㎞os　Skolhem．

　　　　　　　．　び
Kvaren　Halsingeh6jdens．

Kvarnen　Barnshuga．
　　ロロ

Spangaby　Playground．

Husby　Gard．

Orminge　Playground．

BranhSlls　Garden．

　デンマーク

Behandlingshje㎜et　S61ager．

Skibbyh6j．

Egevang・

Sct．　Stefans　Fritidshjem．

Jacob　Michaelsens　Minde．

　　　　　　　　　　び
Kennedy　Gord．

Sct．　Stefans　Radgivsingscenter．

Skratnmellegepladsen　i　Emdrup．
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　オーストラリア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ロ
Bundesministeriurn　fur　Justiz．

Jugendgerichtshof　Wien．
　　　　　　　　　　　　　　の　’
Sonderanstalt　fur　Jugendliche　Gerasdorf．

Heilpedagogik　Station　Kinderklinik　der　Stadt　Wien　Universitats－
klinken．

Lehrlingsheim　der　Stadt　Wien　Leopoldstadt．

Kinder　Krankepflegeschulen．

SOS－Kinderdorf．

　フランス

Administration　G6nさral　de　1，Assistance　Publique　言　Paris．

Centre　Mるdico－Psycho　P6dagogique．

Crさch　et　Garderie．

Protection　Maternelle　et　Infantile　Marie　Becquet　de　Vienne．

ストックホルムの児．趣園
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　　　　　　　　　　　　日　　　程　　　表

昭和50年

7月　1日　全国都道府県庁へ推薦依頼

8月6日　団員選考委員会

8月15日　結団式

8月15日～8月16日　オリエンテーション（資生堂伊豆研修所）

9月13日　壮行会・東京発

9月14日～10月3日　ヨーロッパ研修（6力国）

10月　4日　東京着・解団式

＞ty’
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　　　　　＼∴

　　　　　スト・・ノクホルム
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　　　　　　　第4回

ヨーロッパ社会福祉研修団報告書

　　　　　　昭和50年度

教　　護　　院　　班



団　長　報　告

　資生堂社会福祉事業財団の昭和50年度事業の一環としてヨーロッノ儲国における社会福

祉事業の研修団派遣にあたり，教護院からも参加する機会が与えられたことは，ちょうど

教護事業75周年の年でもあり、まことに意義深いものがあった。昭和50年8月15日全国

から選抜された団員の結団式が銀座の資生堂で開催された。23日間，6力国にまたがり18

カ所の施設を訪問するというハードな計画であったが、一同非常に元気に研修に努め、10

月4日無事帰国したのである。

　研修について全般的に感じたことは，東洋からの遠客に対し，各国の誇る最新の設備を

見せていただき，うらやましい限りであった。

　短期の視察ではあったが，非行児に接する先進国の職員の態度は受容的であり，心の接

触を重視する姿にうたれた。

　またどこの国の施設においても，予想外ic手厚い歓待をうけ，感謝の念でいっぱいであ

る。

　今般の研修において，大部分の団員が始めての海外旅行にもかかわらず，至れり尽せり

のご配慮により，たいへん快適な楽しい旅をさせていただいた。団員相互の友情の深まり

と研修の成果は，必ずや今後のわが国の児童福祉向上への強い力となることと信じてやま

ない。

　最後に，団員一同がきわめて実のある海外研修ができ，こζに無事帰国することができ

たことは，ひとえに資生堂社会福祉事業財団のご厚意の賜ものICよるものであり，総括者

として指導にあたられた迫田勝彦氏の並々ならぬご苦労，ご配慮と，日本交通公社の豊福

靖夫，尾沢伸一両氏のご尽力のおかげであることを改めて肝に銘じ，教護班団員一同にか

わり感謝御礼申しあげる次第である。

　なお末筆ながら，派遣参加にあたり，ご指導，ご支援をいただいた厚生省育成課の方々

および全国教護院の皆様のご声援，ご援助に対し，厚く御礼申しあげます。

教護院班団長高橋正治郎
　　　　　　　　栃木県立那須学園園長

　　　　　　　　全国教護院協議会副会長
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研修報告　教護院班1　9月15日午前～午後

施設名THE　ROYAL　PHILANTHROPIC　SOCIETY
　　　　（大ロンドン県立ロイヤル博愛協会教護院一レッドヒル教護院）

所在地　Redhi1L　Surrey．

説明者　Mr．L．H．Crew（院長）

　　　　　　し
教護課長　志

も
茂

乱
彦

礎
之

東京都立萩山実務学校

東村山市萩山町1－2828

　研修はイギリスから始められた。時差ボケの前夜ミーティングで見学施設が示され，教

護班は3班に手分けで視察に赴くことになった。施設名だけみると見当がつかないが，内

務省はイングランドを4分し，それぞれ国立の4大教護院を配置したが，ここはその中の

1つであり，レッドヒル教護院として明治以来わが国に紹介されてきた伝統のある教護院

である。この施設は

　1．Assessment　Centre（評価分類センター）

2．Co㎜画ty　H。me（轍院）

　3，　Intensive　Care　Unit（特別観察寮）

の3施設を総合した大施設である。Royalとうたっているものの，新法により，運営は大

ロンドン市と地方政府の施設に変わった。3っの施設にはそれぞれ施設長が配置され，そ

の上に校長が統轄しており，ここではPrincipalと呼ばれていた。急に3班に分れたこと

で通訳不足となり．私がこの役を兼ねることとなった。5人の研修員をのせたバスはロン

ドンから約70分でレッドヒルの広大な施設にっき，校長L．H．　Crew氏の説明を受け，

16：00辞去するまでていねいに案内して頂いた。

　1．施設の概要

　1．歴史。1778年非行児の収容施設として創立された。1848年Redhi11に学校の建物

がたてられた。時代により．Industrial　School（実業学校），　Reformatory　School（矯

●

●
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正学校），Approved　Schoo　l（認可学校）と呼ばれた。1969年Children　and　Young　Persons

Actにより大ロンドン県立のCo㎜画ty　H。rneと改称された。

　2．収容定数。1954年から急激に定数がふやされ，現在

　①Assessment　Centreは収容定数52（10歳～17歳）

②Corurnuni　ty　Homeは収容定数70（14歳～18歳）

　③lntensive　Care　Unitは収容定数30（12歳～17歳）

となっている。全部男児である。

　3．施設の規模及び交通。施設は南になだらかにのびた丘に点々と配置されている。

Londonから40㎞、　Brightonから56㎞の位置にある。敷地は約48万坪である。

　2、　Regiomal　Assessment　Centre

　1955年England南東部担当の少年法廷で，教護院入所決定児を各教護院にふりわける

分類教護院として発足した。10歳～17歳の男児を年平均1．000ケースくらい扱ってきた。

1971年1月1日より新法に移行した。収容保護を要する児童は，法廷からではなく，地方

政府の下にあるボードから措置されるよう1こなった。この施設の収容定数は52人であり，

Senior寮とJunior寮の2寮に分れている。各寮には寝室の外，教室，美術室，作業場，

遊戯場等が備えられ，体育館，室外プールを持っている。

職員．所長

　　　副所長

　　　主任保母

　　　主任保母代理

　　　上級指導員

　　　心理判定員

　　　精神科医

3．　Co㎜unity　Home

1

1

1

1

2

3

2（非常勤）

SoeialWo　rker

学習指導員

House－Mbster

House－Mother

新入担当

夜警員

事務員

1
0
9
5
ー
ウ
白
－

　
1

　昔は国立であったが，今は大ロノドン県の社会局によって運営されている。施設は3寮

に分れ，保護と治療と教育が行われている。各寮は寮長の指導の下に職員のチームが組ま

れ，各寮はそれぞれ独立している。ごく最近まで第3寮は近所に働きにいく男児のホステ

ルとして使用していたが，反省の結果この寮も，1寮，2寮のように，外に働きに出るこ

とをとりやめた。現在では各寮から1～2人の子が外に働きに出ている。この施設icは，

教室，体育館，運動場，美術工芸室の他，広大な農場があり，プールもある。プール等は

近隣の学校やスポーツクラプ等との交流に多大の成果をあげている。ここへ措置される児

童は，年齢は15歳～17歳であり，入所期間の定めはないが平均在院期間は14～18カ月

である。在院児にはすべて非行歴がありJ古いしきたりの中で失敗してきた子供たちであ

る。従ってできるだけ施設の中でリラックスさせ，秩序あるCommunityをつくり，共；こ

生活すること，お互い1ζよい関係をつくること，ひいてはよいCommunityづくりにi姓つ

ように努力している。この目的のため，各人が好みのプログラムを選べるようにしてある。
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教室でも，作業場でも，戸外活動でも，援助できるよう訓練された職員が配置されている。

職員　所長　　　　　1

　　　副所長　　　　1

　　　上級指導員　　1

　　　寮長　　　　　3

　　　指導員　　　　6

　　　保母　　　　　9

　　　学習指導員　　9

4　　1　n　ten　9．　ive　Care　Unit

連絡員　　　　1

農事　　　　　5

主任保母　　　1

洗濯婦等　　　8

書記　　　　　1

タイピスト　　1

新入受入者　　1

　この閉鎖施設は1965年に設立された。ここは12歳～17歳の男児30人を収容できる。

開放施設で無断外出をくり返す児童，問題の多すぎる児童が対象となっている。ここの職

員は経験と資格が必要とされている。

職員　所長

　　　副所長

　　　上級指導員

　　　指導員

　　　学習指導員

　　　主任保母

1
1
2
7
8
1

保母　　　　　　　　3

ソーシャルワーカー

精神科医

心理判定員

書記

タイピスト

1
1
1
1
1

（非常勤）

（非常勤）

　施設。建物は平屋の長方形で中庭方式である。居室は14の個室と4人部屋4室である。

他に食堂，居間，教室，作業場と体育室である。

　指導法。建物は保安が第一に考えられており，短期ではあるが個人の自由は極端に制限

されている。もし言動1陸歩が認められれば，よく見極めたうえで開放のCo㎜unity

Homeに移すのである。

　5．施設見学

　1．学校長の話。校長は校長室で主としてAssessment　Centreの機能を話してくれた。

ここでの平均在所期間は4～8週間である。

　家庭の中に犯罪者がいるか。

　どんな行動が学校で問題にされたのか。

　児相でどのような指導がされたのか。

　入所してからの行動観察。

　IQ調査。
　社会適応度はどうか。

等々を調べてゆく。

　①法改正について。新法には問題がある。旧法では学校長に最終責任があったが，新法

では行政官である社会局長になってしまったこと。措置された児童が措置を不満としてソ

ー シャルワーカーに申しでると，結局は退院させざるを得ないようになってしまい，運営
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が困難であることをこぼしていた。

　②学習指導について。この辺の一般学校では30人で1クラス編成が常識であるが，本校

では6人で1クラスを編成していること。学校でちょっときびしいしつけをすると，すぐ

親がとんできて苦情を言うので困ること。家庭のしつけが甘すぎ，教会にもつれてゆかな

いこと。

　話し好きの校長であったが，時間の関係もあり，広い学校の視察に向かった。

　2．Assessment　Centre。がっちりした煉瓦づくりの2階建てで，施設の中iC教会もあ

る。この教会はRedhi11の中でも最も由緒ある一つであり，去る第2次大戦では独軍の爆

撃により破壊された。ここの教室の一角に反省室があった。寮長の判断で無断外出から帰

ったあとなど，ここに入れて反省させるとのこと。

3．Cernmun　i　ty　Home。職員食堂で軽t・中食のあと澱1こ向かう。児童棟は3棟である

が，現在1寮が修理中であった。ここの談話室で帰省の話がでた。隔週2日帰省させるの

が原則となっていること。中には毎週末に帰る子もいるとのこと。家庭のない子も10人く

らいおり，彼らは帰らない。帰省の費用は週2ポンドの小づかいでまかなっていること。

児童の非行内容は窃盗が最も多く，まれtcge人もあること。　I　Qは60～140とばらつきが

あること。広い農場icは，130頭の牛が草をはみ，鶏小屋には8，000羽も飼われていた。

　4　1ntensi▽e　Care　Unit。猛者のいるUnitを所長の案内で一巡した。ここはすべてカ

ギがかかり，ガラスは強化ガラスである。作業をしている子の表情は明るくのびのびして

いるようであった。

　おわりに

　視察の印象をのべると，第11ζ，教護院行政の地方分権の徹底である。1969年に新法に

移行し，すべての教護院は地方政府の監督をうけることとなり、伝統を誇るRedhillも例

外ではなかった。犯罪少年の審判もJuvenile　Courtのいかめしさを嫌って，有識者でつ

くられる地方審議会tcasねられた。大改革の前歓，　C。㎜uni　ty重視の理念が貫かれて

いるのである。移行早々のこととて，施設の側tcも若干のとまどいがあり，不平もきくこ

とができた。

　第2に，非行児問題が量もふえ続け，質も悪質化してきていることである。職員はその

原因をToo　Pemissive　Society（許容されすぎる社会）となげいていた。イギリスをとり

まく経済情勢は悪化の一途をたどり，雇用不安の中での青少年の生き甲斐をみつけること

は困難である。それはAgainst　to　the　Authority（権威への反抗）となったとき，ますま

す危険性を増してゆく。

　小数のエスタブリッシュメントの支配する民主化されない社会体制，流入する英国籍を

有する有色人種の犯罪等，悩めるイギリスに触れた感じがあった。

　第3に，施設の一角1（　lntensive　Care　Unitを設け，教護院の内部で手のかかる子を教

育しようとする姿勢iζ打たれた乙とである。
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研修報告　教護院班2　9月15日午後

施設名CUMBERLOW　LODGE
　　　　（国立カンバーロー・ロ・ソジ短期女子教護院）

所在地　Chalfont　Road　South　Norwood，　London　SE25

説明者　Mr．T．Hart（院長）

　　　なか　　　みや　　　けい

鞭　中　　宮　　啓
じ
司

北海道立大沼学院

北海道亀田郡七飯町

字西大沼8

　1．挿別　女子教護院

　2．代表者（院長）　Mr．　T、　Hart．

　3，沿革

　1932年London　C▲tyとWestminster　Cityが合併し，地方自治の改正が行なわれた。

この時1こ議会がこの施設を設立した。当初24人の少女を収容してスタートした。1963年

政府がこの建物を買い上げJ現在のCUMBERLOW　LODGEとなる。
　4．　目的

　犯罪少女，精神的に問題を持っている少女，中毒患者，自殺を試みた少女を収容し，主

に医学的治療を行ないながら精神の安定をはかることを目的としている。少女達は概ね3

週間から6週間収容され，今後の処遇意見添付の上，裁判所またはLocal　Authorityへ戻

される。この処遇意見は相当権威を持っていて，多くのケースが意見通りになる。

　5．収容定員及び現在員　　定員　51人　　現在員　42人

　常時40人くらいに保ち．裁判所またはLocal　Authorityからの緊急ケースのために11

前後の席を確保していなければならない。

　6．受入れ条件

　入所ケースには2通りある。1つは罪を犯した少女が裁判所の要請で判決の下だる以前

に入所する場合。他のユつはLocal　AuthorityからDrugまたはSex関係の重症患者が入

■
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所する場合。いずれも15歳～17歳の少女で，収容期間は3週間から6週間である。裁判

所では17歳以上を成人と認めている。従って教護院では最年長の少女達である。

　L　受入れは主としてロンドンの中心街である13地区とその郊外（合せて32地区）から

で，ピックアップして入所させている。

　2．退所する場合。Loeal　Authorityに帰される場合は，今後どのような処遇をとるか

を，施設側でアドバイスする。Local　AuthorityではSocial　Workerをつけて家庭復帰さ

せる場合が多い。12カ月以内に再犯がなければSOcia1　Workerの手を離れて自由になる。

　裁判所の場合は，判決が下だる前に入所しているので，刑務所へ送る判決とTake

Careしなければならないものと2通りに分けられる。この場合少女に対して，院長は処遇

意見を付ける。大体のケースはTake　Careするようにアドバイスする。

　3．特殊ケース

　　〈ケース1＞16歳のヘロイン患者。

　　自殺未遂3回。

　　実父：絶望状態により精神異常になる。実母：アルコール中毒。

　　両親は離婚し，父親は精神病院へ入いる。そこで知り合った女性と再婚する。その後

　父親もアルコール中毒になる。このような家庭状況から，本少女は意気消沈する性格に

　なって収容された。

　　〈ケースロ〉異常行動の少女，13歳時入所。

　　本少女5歳の時，母親は離婚し，少女はジャマイカへ養女として出される。母親は過

　去にこの施設で収容されたことがある。

　　両親は共tこアルコール中毒患者で，母親は父の異なる子供を3人持っている。この少

　女はMOther　Cornplexを持っていて，知能が低く，暴力行為に出る。感情的高揚が激し

　く，窃盗や警察への暴力が多いため収容された。親子で収容されたケース。

　　＜ケース皿＞16歳の私生児。

　　母親が精神病院にいたため，母との接触のないまま育った。

　　Boy　Friendと同居し，妊娠する。

　　Social　Workerが2日ごとに彼等に相談S（行っていたが，或る日，赤ん坊が死亡する。

　医師の検死の結果，脳内出血が死因と判明する。母親である少女の暴力による死亡であ

　った。その後意気消沈し，2回の自殺を試みる。最高裁の判決で，18カ月間CUMBER－

　LOW　LODGEでTake　Careし，その後は刑務所で服役することtζなっている。

　7．運営状況
　3階建ての2階が少女達の居室及び寝室｛C使われている。1人のMistressが4人～5人

の少女を受け持ち，居間を中心にTake　Careしている。

　指導（治療）についてはSex関係のプログラムを重要視して，生活指導中心‘ζr蹴e　Care

する。学習指導については，あまりWe　ightを置いていないようだ。毎日施設内で4時間

の授業を行なっている。内容は基礎的なものが多く，読み・書き・計算・芝居・体操・工
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芸などである。

　8．収容者の障害特性

　　性病　　　　　30％

　　妊娠中絶　　　40％

　　Drug（麻薬）　30％

　　これらの中で約50％の少女達は医学上の指導（治療）を必要とする。1970年以前は収

　容少女の約80％が家庭崩壊が主な原因であったが，現在では75％がD則g及び犯罪と

　変化している。T．　Hart院長が特にDrugについて力説していたことが印象深い。

　　Drugに関する統計

1965　1966
1967 1968 1969 1970 1971

Drug　of　A】1咋s 18％ 188 30．ユ 31．8 23．5 30．7 26．9

Camabis
45％ 59．2 65 69．1 76．5 82．9 64．6

Hero．，Coca．，Morph． 12．5％ 13 17 22．4 18．5 162 19．5

L．S，D 一 一
8 16．8 23．5 27．9 36．5

Methedrine
一 　

10 289 21 16．2 18．4

Amphetamines
　 一

83 69ユ 65．4 63 53．6

Mandrax
一 一 一 一

23．5 441 56

Inhalents
一 ｝ 一 　 一

10 2．4

9．職員構成

収容されている少女達はいずれも重症患者だけに，最高のスタッフを揃えている。

①The　Superintendent：

　Deputy　Superintendent．

　Assistant　Superintendent．

　4　Senior　Housemistresses．

　36　House　Supervisors・

②Teaching　Staff：

　Principal　Teacher・

　4Teachers．

　Visiting　Teachers．

③Psychiatric　Diagnostie　Unit：

　Consultant　PSychiatrist．

　Psychologist．

　Ful1－time　Psychiatric　Registrater．

　Psychiatric　SoeiaI　We　rker．

④Office　and　Clerical　Staff　l

　島【ecut三ve　Officer．

　2　Clerical　Officers．

　2　Shorthand　Typists．

⑤Medical：

　Visiti㎎Medical　Offieer．

　ConsultantVenereologist．

　Ful1－time　Nursing　Sister．

⑥Domestic　Staff：

　Domestic　Bursar．

　2Cooks，

　4Domestic　Staffs．

　Driver／Caretaker．

　2　Gardeners．
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　10　財政事情

　各地方議会から出されている費用が主な財源となっているが，補充としてロンドン議会

からも出されている。

　地方議会の1つであるLambe　thが「子供へのサービス部門」を担当し，施設の費用を賄っ

ている。

　財政的には最近のインフレ等で相当苦しいようであるが，収容少女のための直接費用は

週200ポンド（12万円）と高額である。少女達は最高のスタッフで，最高の待遇を受けてい

る。院長はそのうち；Cチャールズ王子の子供が入所して来るのではないかと冗談を言う程

である。

　まとめ

　初日の研修だけに多少緊張した。当初の予定が変更され，訪問施設が3カ所になり，団

員は3班に分かれた。私は午後からのCUMBERLOW　LODGE（国立短期女子教護院）に

なり，午前中はデパートの見物などでリラックスするb

　施設は郊外にあり，バス1時間足らずで到着した。表面のトビラを見て驚く。福祉の先

進国と云われるイギリスの教護院であるから，さぞかし開放の典型的なものと思っていた

からである。

　その大きな黒っぽいトビラから職員らしい女性が出て来て，案内された。建物は一見ア

パート風の3階建てである。その中に事務室，少女達の居室．ベッドルーム，教室．その

他医療関係の部屋がすべてある。私達は院長室ic案内された。院長は私達の訪問を快よく

迎えてくれ，時間を十分icとり説明してくれた。

　私は日本の教護院を頭に置き説明を聞いていたが途中から，さて？　この施設は教護院

なのかと疑問を持ちはじめた。それは医療少年院のような面もあり，鑑別所のような面も

あり，精神病院のような面も持っているからである。院長は特にDrugについて力説し．

重要視していた。しかし国の対策はなされていないように思える。たとえば．アル中患者

が多いのにアルコールの規制がない。ワインやビール（アルコール度7～8％）は酒でない

といって，日中から平気で飲んでいる。またタバコについても，12歳ごろから吸いはじめ

る人が非常に多いそうである。

　院長の説明が終わり，院内を案内された。施錠の多いのに驚く。すべてのドァが施錠さ

れ、職員の腰には10本の鍵がぷらさがっている。少年院か刑務所のように見えた。院長は

過去5年間無断外出はないと自慢げに話していたがJ当然の事であろう。

（写真は30ページに）
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研修報告　教護院班3　9月15日午後

t

施設名ST．　CHRISTOPHER’S　COMMUNITY　HOME
　　　　（ロンドン3自治区立セント・クリストファー教護院）

所在地　2Dingonhill　Close，　Hayes，　Middlesex，　UB33HW　London

説明者　Mr．R．Pullinger（院長）

　　　　　ひろ
主任教護　広

わたり

渡 紬彦
お

¶

佐賀県立虹の松原学園

佐賀県東松浦郡浜玉町浜崎

2，137

　1968年℃hildren　in　Trouble”という児童白書が発表され，これを受けて1969年
”

The　Children＆Young　Persons　Act　1969”が発布され，1971年施行となった。

　これによれば、Cornrnun　i　ty　Homeは，　Chi　ldren’s　HomeやHoste1やRemand　H。meや

Approved　School等の機能を包含した施設であり，その権限が地方自治体に委譲されたも

のである。この改正にのっとりロンドンの自治区のHillingdon，　East　Sussex　Notting－

hamの3区が企画・創設したのが．このSt．　Christopher‘s　Community　Home（以下S．

C．C．　H．という）である。

　目標

　S・C・C・H・は，家庭や学校で不適当な行動，情緒的に問題をもっている13歳から17歳

の少年を援助する施設として企画された。宿泊設備に加えて，Social　Workerと密接な持

続ある接触をもてるような特別の設備を整え，十分な教育の便宜，種々のレクリエーショ

ン活動等もなされている。

　S・C．C．　H・の重要な目標は，大人達や他の児童達と十分に個人的な接触を体験させ，他

人のニードや気持ちを正当に認めることの出来る児童を作ることである。児童の正常な情

緒的発達は，他人とコミュニケイトしたり，個人的な成功を通じての満足感を得ることに

よって，発達するものである。

　施設と併せて，少年達のニードは個人的1こ評価され，Social　Werker，　Teachi㎎Staf£
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両親の合議のもとで作成された処遇計画が与えられる。

　少年が在園している間は，親子関係を密ICするため両親の訪問や少年の帰省は可能なか

ぎり自由である。また，少年にとって外部社会との接触をもつことは重要なことであり，

いくらかのレクリエーション活動はその近郊の若い人々と共同して企画されている。

　S．C，　C．　H．のレイアウトやスタイルは，プライバシーや共同生活に対する少年のニード

とその環境とのバランスを考えて十分に注意して企画され，家庭的な建物や種々の設備の

密接な調和等の背景には，次IC図示するような思想がある。

共同社会

寮グループ

便　所

パス等

居　間

タイニイング

3つの大きなサークルは，S．CCH．でのプライバシーや共同社会に対する少年達のニードを反映し，小さ

いサークルはこれらのニードに対する諸活動を関連づける。

寮グループ

少年達は10人，12人，14人の小グループの寮に分かれ，寮舎は5寮ある。各々の寮は

Social　Wo　rkerが住める2つの職員舎が付設されたユニットである。

　各々の少年は，ベッド，机，本だな，洋服ダンス，洗面所等家具つきの寝室をもってい

る。また，孤立にたえきれない少年のため，4人部屋の寝室が2つある。その相部屋は洋
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服ダンス，洗面所等は共同使用である。少年達が自分の勝手に部屋をかざることは自由で

ある。

　各々の寮には，居間，ダイニングキッチン，洗たく場，事務室等がある。ダイニングキ

ッチンは冷蔵庫や料理道具や流し等はめこみの簡易台所である。

　近所の町に働きにいく少年の寮は，寝室のすべてがシングルであり，働きにいくのにい

っでも自分達で食事の準備ができるような設備が台所tcある。

　職員舎は仕事と私生活のバランスをとるため，共同部門エリアを通らないで出入できる。

　共同部門エリァ

　学習部門エリァは，他の共同部門エリアと密接に調整されており，物理的に生活部門エリ

アと通じるようiζ考慮されている。学習部門エリアの設計は個人指導と一斉指導とが考慮

されており，学習の個人プログラムは，その個人の特別のニードがかなえられるよう企画

されている。また，外部の上級学校や教育センターに通園する機会もある。

　国語や数学等の基礎教科とは別に，木工・金工・園芸・焼物等職業教育課程もある。

　レクリエーション部門エリアは，学習部門エリアと同様，共同生活での営みをスムーズ

にするように各々の寮と直接通じている。

　中央部にあるフtルム（集会所）は社会的活動tc使用され，また会合場所としても使用さ

れる。フォルムはS．C．C．H．の重要なパートとつながっている。フォルムは，一方はゲー

ムや行事のため自由に取りはずしのできるステージのある体育館で区別され，片方は図書

室に通じる休けい室であり，もう片方はその先の居間がコーヒーバーと受付けとに接する。

中央受付け部門エリアは新入生や訪問者がS．　C．　C．　H．生活に直ちに引きいれられるよう設

計されている。

　外のグラウンドは，フットボールやクリケット等のスポーツが十分にできるほど広大で

あり，少年達のチームは種々のリーグic加盟しており，他校とも対外試合を行なう。

　少年達はユースクラブの正会員であり，全国ボーイズグラブ協会に属し，地方青少笙社

会奉仕局の会員でもある。種々の活動にもユースクラブとして参加しており，少年達には

一般の少年達と同様，特別の施設を利用する多くの機会も与えられているe’

　それに加えて，少年達は冒険的な戸外の活動一キャンプ，オリエンテーリング，ヨッ

ト，カヌー等一にも参加している。これらの活動の多くは，よく世間で知られている海

外協会やロンドン航海事業団や陸軍ユース団等の後援活動である。

　さらに，S．　C，　e・H．は長い伝統で，ボランティァ活動をやっており，老人や市行事や教

会等にボランティア活動を行なっている。

■

　処遇その他

　S・CC・H・の処遇の原則は，規則をできるだけ少なくして一般家庭と同じような扱い方

をするということである。これは，日課の夕方の取り扱い，タバコの取り扱い，外部のス
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ポーツクラブの参加等に実践されている。云ってみれば，施設の徹底したオープン化であ

ろう。次に，職員がいかにして少年達と接触するか，云いかえれば良好な人間関係をいか

に設定するかということである。

　この処遇の2つの原則のため，S．　C．　C．　H．のすべてが手段化されていると云える。例え

ば建物もそうである。

　前述のように職員の宿舎が少年達の寮itlC付設されており，我国の教護院の設計と同じ

である。これは他の研修先の国では見られなかったことである。やはりCottage　System

の変型と言えよう。また，施設全体の設計がユニークである。社会活動の中心である

Forum，Forum　Sitti㎎Area，Coffee　Barのまわりに，管理部門，教育部門，生活部門と

星座のようにどこにも通じているということである。

　おわりに

　私達教護院の処遇法は環境療法（Milieu　Therapy　or　Envi　ronment　Therapy）と言える。

感化の理念を基礎とする小寮舎一夫婦制（Cottage－Parent　System）をもとにした伝統

的処遇は，時代の影響を受けて変革され，また変革をせまられている。

　環境をかえることによって，問題行動を形成している環境負因を除去するだけでなく，

その間顕行動の背後にある性格の教育（変容）を目標とする積極的な処遇一心理療法や再

教育一が必要になってくる。

　私の個人的研修テーマはこの点にあった。即ち，教護院での小寮舎一夫婦制の中での

処遇について，何かサジェストされるのではないかと期待していた。というのは，虹の松

原学園ではハイフィールズ方式による“指導eCよる集団相互作用Guided　Group　lnteraction”

の原理にもとつく“話し合い集会”を実施しているからだ。（参照：「この子等を残して」第

12号，九州教護協議会発行／「非行問題」第172号，全国教護協議会発行）この点に関し

ては得るものがあまりなかった。

　しかし，イギリス・スウェーデン・デンマークの3力国をみて（オーストリア・フランス

は刑務所や役所なので除外），虹の松原学園の月末帰宅，中体連加盟，話し合い集会，保護

者の協力等の進んでいる方向が，間違っていないことを感じとった。今後の構想であるゲ

ストハウスや金銭教育等へ進むべきだと意を強くした。

　3力国をみて特に感じたことは，職員と少年達が1対1か1対2と長時間のきめ細かい

人間関係を大事にしている実践である。これはある意味では，感化思想に通じる印象を受

けた。

　技術的なことでは，3つほど虹の松原学園に採り入れたいことがあった。1つは，Tea

Timeを日課にもうけて職員・児童がいっしょにお茶とお菓子で，無断話（無駄話にならない

かも……、をする時間を作ること。2つは，ある場所だけに区切っで’ガラクタ天国”と銘打

って，大工道具と木材を準備して，児童達ic物を作ったり，こわしたりする場所をもうけ

ること。3つは℃ar　Ground”をもうけ，自動車やバイクのポンコツを集めて児童達に自
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由に動かせたいこと。

　次に，私達の質問に敷地の広さとか予算とか平均在園期間とか等があったが，それに対

して「知らない」とか「一概に言えない」とか「そういう質問にどんな意味があるのか」

などと答えられた。私達が数字や平均で全体をとらえようとするが，彼等はそれよりも，

個人を大事にし，個人といかにして接触するかが重要なことである，としている。

　最後に，ある施設長の「一番自慢1ζできるのは，子供達がここに（施設）いることを喜こ

んでいることです」ということばが印象的でした。

　参考：

L　職員

2
3
4
5

6

Director

Warden（寮長）

Social　Worker

定員

財政

設立

日課

7：30

9：00～12：00

12：00～12：30

12：30～16：30

1人

5人

22人

他にパート　洗濯婦・掃除婦（午前・午後）

　　　　　心理学者（1週1回）

62人。　現在員　55人

ユ人週に100ポンド（全額公費）

197工年

起床・朝食

学習指導・職業指導

昼食

学習指導・職業指導

Teaeher

事務・会計等

炊事員

　　　　　　計

　　　　10人
　　　　　1人

16：30～20：30

21：00

21：3σ

23：00

9人

5人

4人

46人

自由時間

夕食

門限

就寝

　働きCCいく少年の日課は別。　Tea　Timeは午前・午後2回。昼食が正さん。

小遣い（週）　外部で働く少年　　賃金のうち£　6．50差引いた金額

　　　　　　それ以外の少年　　£1．

ユニット寮
左一少年寮

右一職員寮
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研修報告　教護院班4　9月16日午前～午後

施設名　H．M．　BORSTAL
　　　　（国立ドーバー少年院）

DOVER

所在地　The　Citadel，　Western　Heights，

説明者　Mr．　Walter（院長代行）

Dover，　Kent　CT17　9DR

　　　なか
教護　中 神宮

出
啓

じ
司

北海道立大沼学院

北海道亀田郡七飯町

字西大沼8

　1．種別　男子少年院。

　2．代表者（院長）　Mr．E．Stratford．

　3、沿革
　1952年当時のイギリス海軍の要塞跡に刑務所として設置する。1957年ボースタルに変

わり，以後施設の整備拡充をはかる。

　4．受入れ条件
　裁判所で最低6カ月，最高2年の判決を受けた15歳～21歳の犯罪少年を受け入れる。

収容された少年のほとんどが，過去に数回の罪を犯し，Detention　Centre（短期少年院）

の入所歴を持っている。

　5，収容人員及び現在員　　収容定員　300人　　現在員　270人

　犯罪少年の年齢は低下しており，その数は年々増加の傾向にある。

　6．少年の障害特性
　ほとんどが窃盗・暴行・殺人で，特に飲酒のための犯罪が増加している。

　7，運営状況
　入所した少年は5寮に分散（1寮舎50人～60人）収容され，入所当初は2週間監禁，観

察調査のうえ寮を指定する。1寮は15歳～16歳の義務教育中の少年を収容し，学習指導

を中心に行なう。この寮にはMatron（寮母）がいて，少年の相談相手になってMothering
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の役割を果たす。他の4寮には17歳以上の少年を収容し徹底した職業指導を行なっている。

　1．学習指導については，近くの中学・高校から教師が派遣され，数学・国語・美術・

音楽を教えている。

　2．職業指導については，指導者が外部から派遣され，非常に整った設備の中で行なわ

れている。科目には配管・溶接・電工・大工・レンガ焼き・左官・レンガ積み・板金等が

あり，いずれも技能取得者には指導者の発行する取得証明書が授与される。この証明書は

一般社会で十分に通用し．就職率も比較的良い。指導者は院外でも証明書を発行している

ので，少年院出身者であることは全く知られない。

　3．体育指導にも力を入れ，若い少年達にエネルギー発散の場を持たせ，専門の指導者

を3人配置して充実した指導を行なっている。

　指導内容の一例（3Time　Rounds）

　　①Hop　Up＆Doun　Al　t　Lec

　　②Press　Ups　15

　　③Crab　Walk　Up＆Doun

　　④Sit　Ups　30

　　⑤Skip　Jumps　Up

　　⑥Cat　Spring　Back

　⑦Sprints　5

　8．職員構成
CfOvernor

Deputy　Governor

Assistant　Govemor

Chaplain（刑務所内牧師）

Eclucation（）ff輌cer

Security　Officer

Chief　Officer

　　Principal　Officer

　　Senior　Officer

　　Basic　Grade　Offieer

9．財政事情

　3人

21人

41人

106人

体育指導者

事務関係

医療関係
Matron

3人

14人

6人

3人

　国からの年間予算約60万ポンド（3億8千万円）で運営しているが，十分な金額ではない。

従って，少年達の労働力をプラスして，多少なりとも生活のUpに心がけている。少年達の

労働力は週約40ポンド（2万5千円）の価値があるといわれJ1人の食費は週約28ポンド

（1万7千円）で賄なわれる。

　10．アフターケア

　退院した少年は保護観察官によって，2年間アフターケアされる。
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　〈中央更生保護協会によるアフターケア〉この協会の中にあるボースタル部門に，毎月

受け入れられた少年の名前のリストが報告され，ただちに協会から職員が出むいて面接が

始まる。そしてボースタルの管理人をも含めて，特別な問題のある少年について話し合い

をする。通常は，プロベーション・オフィサーが少年の環境調整をし，釈放2カ月前に必

要書類を整え，つづいて協会のスタッフが各少年と出所後の問題について相談する。

　この協会の仕事は，その他衣服・身辺用具の提供，宿舎，帰住のための旅費提供，労働

省との協力による就職等である。要するに，収容の開始から退院後に至るまでの間の，監

督援助を与える。ただし更生への努力を怠るときは厳重な注意を与え，それに応じない時

は行状不良であることを，当協会から施設に報告しなければならない，一貫した監督補導

の役目を果たしている。ここでの最大の特色は，この協会で行なう派遣委員による直接面

接にある。（中央更生保護協会については菊田幸一著「新しい刑政紀行」から抜すい）

　これくらい充実したアフターケァが行なわれているにも拘らず，退所者の60％が再非行

を犯している。

　11．宗教について

　院内にチャーチ・オブ・イングランドとローマン・カトリックの2つの教会を持ってい

て，本人の希望があれば，いつでも信仰できる状態にある。しかし．少年達は宗教に全く

関心を持っていないばかりか，牧師の話を聞こうともしない。

　国教（チャーチ・オブ・イングランド）を持っているイギリスでは，生活の背景に宗教的

影響が大なるものがあると思っていたが，それは全く見られない。一般の人でさえ生涯に

教会へ行くのは，出生・洗礼・結婚・死亡の4回程度である。

　12．地域との交流

　週末の土曜・日曜に，近くの中学校，高等学校とラグピーバスケット1卓球等の交歓

試合を行なう。

竺　ロンドンから約120㎞の距離にあるドーバー海峡に面した高台に，この少年院はあり，

対岸にはフランスが見える。以前は刑務所であっただけに，いかめしい門と，高さ7mも

ある外塀には威圧感を受ける。院内tcはカメラ，テープレコーダー等の持ち込みが禁止さ

れ，中の様子を撮影することができなく残念に思う。

　接待を受け，お茶を飲みながら説明を聞く。その後，施設の案内があり，5つの寮，教

室，調理室，体育館，職業訓練棟，本館，医務室等を見学した。

　寮舎の各部屋にはタバコの灰皿が置かれていて，喫煙が許可されている。ただし監視中

（起床から就寝まで）に限られる。タバコは各自2週間に1度の買物の時に購入する。

　イレズミの多いのに驚く。作業中の少年達はランニングか上半身eCtcなっていたが，ほ

とんどの者がイレズミをほっていた。街でイレズミ専門店が大きな看板を掲げて堂々と商

売しているのを見れば，少年達のイレズミの多いのもうなずける。院では，本人の希望が
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あれば無料で手術が受けられる。

　午後，数名の職員と昼食を共にしながら話し合いを行なう。

　犯罪少年の処遇については，罰から教育へと変化しつつある。家庭から放され，社会か

ら隔離することだけでも十分な罰との考えである。

　寮長の一人は嘆息する。’親への反抗…教師への反抗…牧師への反抗”をし，好き勝手な

ことのできることを少年達は自由に言う。我々が終戦後，提唱してきた自由とは，決して

このようなものではなかった……と。

　犯罪少年が増加し．また退院した少年の更生率が悪い現状なので，原因・対策等fCつい

て聴きたかったが，できなかったことが残念である。

要塞の名残をと

どめる厳めしい

道路と団員たち

空ぽりのある高

い外塀と監視塔
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研修報告　教護院班5　9月17日午前

施設名　PRISON　DEPARTMNT
　　　　（内務省刑務部）

HEADQUARTERS

説明者　Mr．　Aram（副所長）

　　　　Mr．　Pearson．

　　　ひろ
教護　広

り枇渡 嘗

佐賀県立虹の松原学園

佐賀県東松浦郡浜玉町浜崎

2．137

　青少年の非行施設の処遇等に触れる前に，収容者数や施設等の統計的なものをあげる。

（イングランドおよびウェールズ全体）青少年犯罪者というのは17歳から21歳までである。

　1．収容者数（刑務収容総数3＆594人のうち）

　　　Borstal収容者数　　　　　　　　　　　　5．792人

　　　青少年刑務所　　　　　　　　　　　　　　L784人

　　　Detention　Centre収容者数　　　　　　　　1．682人

　2．施設

　　　Borstal　Institution　　　　　　　　　24ヵ所

　　　Detention　Centre　　　　　　　　　　　18カ所

　　　　Senior　Detention　Centre　　　　　　　12カ所

　　　　Junior　Detention　Centre　　　　　　　　　　6ヵ所

　　　Young　Pr三sonal　Centre　　　　　　　　　5カ所

　　　Remand　Centre　　　　　　　　　　　　1カ所
　　　（Leca1　Prison）　　　　　　　　　　　24カ所

　　　Prison　　　　　　　　　　　　　　　38カ所

　　　Open　Prison　　　　　　　　　　　　8カ所

　　　　Closed　Prison　　　　　　　　　　　30カ所
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　　Young　Women’s　Borsta】Iast．

　　　Open　YoungWbmell　Borstal　Inst．

　　　Closed　YoungWornen　Borstal　Inst．

　Women’s　Prison

　　　OpenWomnen’s　Prison

　　　Closed　Wornen”s　Prison

3．職員

　　全職員

　　　Prison　Officer

　　　Governor

　　　Assistant　Governor

　　　Medical　Officer

　　　Chaplain

　　　Psychologist

　　　Education　Officer

　　　Probat三〇n　Officer

4　組織

　　　Home　Office→Prison　Department→

2カ所

1カ所

1カ所

4カ所

2カ所

2カ所

17．000人

13，000人

若干人

若干人

　100人以上

　60人以上

　80人以上

　100人以上

　多数

t

「璽灘蓮：1：

　TRAINING
　1．　Detention　Centre

　Detention　Centre（以下D．　C．というNま1948年のThe　Criminal　Justice　Aetに基づい

て設置された。The　Actによれば，　D　C．はある特定の青少年犯罪者は短期間の処遇で効

果をあげるべきという観点を具体化したものである。The　Aetは処遇の内容まで言及して

いないが，当初から良好な態度や高い水準の訓練や目的の達成に非常にカをいれるべきだ

という仮説であった。“Shert，Sharp，Shock”という表現は早くから処遇の本質をぴたりと

捕えており，長く世論に愛称されてきた。けれども，年を追って処遇が単‘ご‘Shock”とい

うよりむしろ，積極的な処置を少しずつもたらしてきた。即ち，Punishnent（罰）から

Education（教育）にTrainingの重点がおかれるようになった。

　Senior　D．　C．は17歳から21歳までの青少年，　Junier　D．　C．は14歳から17歳までの青

少年の施設である。女性のD・C。は設置されていない。1969年のTbe　Children＆Young

Persons　Actのもとでは，　Junior　D．　C．は漸次なくなっていくだろう。というのはSenier

■
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D．Cを残して，　The　Aet　1969の処置にまかせるためである。しかし，　Junior　D，　C．が存

在している間は利用すべきだと考えられている。

　Senior　D．　C．の刑期は3ヵ月より少なくなく，6カ月より多くはない。　Seni　or　D．　C．の

3カ月の刑に服する大部分の青少年は，減刑されて最週的には8週間になるだろう。1970

年の統計では，Senior　D　Cの青少年の36％は17歳，31％は18歳，21％は19歳，12％

は20歳である。青少年の主な非行（犯罪）は財産犯である。

　2．　Borstal　Institution

　Borstal　Institution（以下B．1．という）は，非行（犯罪）青少年の施設として60年の歴

史があり，年齢対称は15歳から21歳までである。対称青少年の非行は，D．　Cよりも重

度であり，何回か非行を重ねたものである。刑期は最低6カ月から最高2年までである。

退院については，B．1．の院長が勧告して，　Home　Secretaryが許可する。

　1964年制定のThe　Borsta　l　Rulesによれば，　B．　LのTrainngの目的は，秩序された共

同社会でのルールic順応すべきためtc，各々の青少年は，それぞれの責任でもって個性を

正しい方向に育てる可能性があることを要する。従って，Officerは，青少年の秩序やし

つけを養うために，Officerの模範やリーダーシップを通じて，青少年達‘ζ感化を与える

ことをねらっている。

　3．　Young　Offender’s　Prison

　青少年のための刑務所は，17歳から21歳までの年齢の青少年が対称で，B．1よりも重

度の非行（犯罪）やB．LやD．　C等の施設の経験者が対象である。

　この刑務所については，あまり関係がないので詳細は触れない。

　なお，D・C．やB．1．やPrisonを退院した青少年は，　Probation　Officerのもとで保護

観察期間After　Careを受ける。

　EDUCAT　ION

　D．　CやB・LやPrisonの青少年の教育は，国の教育科学省（The　Department　of　Educa－

tion＆Science）と密接な関係があり，原則として地方教育委員会（Local　Edueation

Authorities）に委託されている。故に，学習指導員の身分は，職業指導員等を除いて，内

務省（Home　Office）に属さず，地方教育委員会に属し，採用等も同様である。

　教育は，大きくわけて学習指導と職業指導とである。イギリスの義務教育年齢は5歳か

ら16歳までで，16歳以下の青少年には一日中学習指導があり，それ以上の青少年にも，

D．C．やB．1．等の施設の種類｝ζよって，最低の学習時間が設けられており，それ以上は本

人の希望により受けることができる。また，広い意味での学習指導コース（レクリエーシ

ョンや趣味等）やイブニングクラス等もある。もちろん，進学の道も開かれている。

　Education　Officerはそういう意味で高度な資格，経験等を要求されている。

　成人のPrisonerとYoung　Offenderの教育の取り扱いは，前者は本人の希望であるが，

後者は時間の差はあれ義務になっている。
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　PhysicalEducatienは，他のセクションで組織されており，別個であるが，もちろん

密接な関係がある。

　Prison　De　pt．のYoung　Of　fenderのための施設一D．　C．，B．1．，Prison－3カ所につ

いての話を聞いた。3カ所の中でtB．　Lのみを見学したが，　Prison　Dept．に属する故に

基本的には我国の教護院の処遇の考え方と異なる。しかし，基本的に異なるそういう施設

でも，前述のように”罰よりも教育”という考え方が今や通説である。私が入園する保護者

や児童に最初言うことばは「今までやってきた非行や行為に対する罰として，この学園に

入園したという考えは，この際はっきり捨てて下さい……」なのですが，このことをもっ

と徹底したいと痛感した。

　派遣教員と生活指導員との間の問題点について質問したが，それぞれの責任においてや

るから問題はないという答だった。我国の教護院での分校制度や派遣教諭制度での問題点

が，イギリスではrgいということは，さすがだ’という感じだった。

　Borstal　Deverの寮の中に，　Game　Roorn，　Record　Room，　T．　V．　Room等を見学し，我国

の教護院が食事，学習，T．V．，レコード等同一部屋で兼用している現状を一歩でも二歩で

も進めたいと感じナニ。

国立カンパーロー・ロ’vジ短期女子教護院の寮舎（14～17ページ）
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研修報告　教護院班6　9月18日午前

施設名　SPANGABY　PLAYGROUND
　　　　（ストックホルム市立スポンガピー児童遊園）

　　　　　　　o
HUSBY　GARD
（ストックホルム市立ヒュースビイ・ゴールド遊園）

所在地　Holning　Egr迦e，　Stod㎞olm

説明者　Miss　Astrδn（主任保母）

園長嵩罵霊浩爺
栃木県立那須学園

矢板市沢800

　第2の研修国スウェーデンのストックホルムに到着し，森と湖の多い，自然に恵まれた

美しさに整く。一直線に伸びるハイウエイ，整った新興住宅地等の風景が，我々の心をゆ

とりあるものにしてくれる。この国は，早くから公害対策に取組んだので，現在問題はな

い。総人口僅か820万人であり，大半が南半分の地区に住んでいる。人口の自然増加が少

なく，60万人もの労働移民と，外国からの養子縁組による貰い子によって，かろうじて，

人ロの増加を保っているとのことである。世界で最も福祉の進んだ国柄にしても，裏面に

このようなどうにもならない問題を抱えて悩んでいる。

　スウェーデンでまず研修した施設は，表題のプレーグラウンドである。臼本流にいえば

遊園地かもしれないが，設備その他からみる　　　　　　住宅地

と，むしろ児童余暇指導施設的色彩が強い。

　1．沿革と規模

　遠く1800年ころから現在地1ζあった農家の

建物と敷地を利用し，これに改築整備を加え

てプレーグラウンドとしてスタートしたのは

1970年である。施設の敷地の広さは約14、787M’

である。付近には，外国からの労働移民が多→

数居住している住宅が立ち並んでいる。

サッカー場

馬
場

動
物
飼
育
棟

児童遊園地

国圏
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　プレーグラウンド施設の配置は，左図の如きものである。

　2．　目的

　1．短期保育。1i／r“3歳幼児を，10：30～12：30の時間，母親が買物に行ったりする間，

　預かり保育し，無料である。建物に保育所的設備は特に設けてなく，幼児遊場（砂場）遊

　園地における保育指導が主である。従って雨天の日は預からない。

　2．余暇指導。主として，15歳までの児童の，平日放課後，休日等における余暇を，自

　由lcveび，運動し，工作，演劇活動をなし得るようIC，諸設備，材料が備えつけてあり，

　また指導援助の態勢がとられている。

　3．設備

　1．管理棟。施設長室，会議室，ティールーム等。

　2．工作棟。1階工作室には，大工道具一式が，壁面に整理・整頓され配置されている。

　板材・釘等も十分icおかれ，自由に使用することができる。2階（屋根裏部屋）は児童達

　で命名したブィーフィーと称する部屋で，縄ばしご，ブランコ，マット等があり，大騒

　ぎして差し支えない所である。

　3．動物飼育棟。1階1こうさぎ〔5｝，山羊｛2｝．豚，小馬，猫等が飼われており，昨年まで

　は牛もいたとのことである。別部屋に年長児工作室があり，自転車の解体組立，塗装等

　ができる。2階の部分には，10坪位の小劇場があり，本を読んだり，創作演劇活動がで

　きる。他ic劇用の小道具，大道具の製作部屋もある。

　4　運動場。テニス，サッカー。

　5．幼児遊場。砂場，花壇。

　4　職員

　市の公園課に属する指導職員がおり，午前4人，午e麦　6人が出勤し，指導を担当する。

なお他に4Hクラブ員の援助がある。

　5．運営

　余暇に児童が遊び，運動，工作，演劇等が自由にでき得るようIC設備され，運営がなさ

れている。利用する場合に，指導員によって助言・指導がなされる。しかし努めて児童の

自主・創造活動が尊重される。幼児の情操育成面に，動物との接触が極めて必要なので、

各種動物の飼育が行われている。なお近くにある小学校の遊び時間の指導ICも，職員が出

掛けて参加する。それ以外1日2時間あて10回をiコースとして，年2回，グループを作

り，森や湖を歩き廻る等の指導や，冬季における，スキー・スケート学校の開催などの活

動がなされる。

　ストックホルムにはプレーグラウンドが190箇所ある。ここには平均毎日150人位がく
る。

　6．地域社会との関係

　管理棟ティールームは，付近住宅地の主婦達が気軽に立寄り，コーヒーを飲みながら話

合いができるように配慮されている。5月には両親の会を開いて，話し合いがなされた。
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最近実験的試みとして，市公園課から13，500クローネ（約931SOO円）の予算が支給された。

この使途については，付近住民の意見も聴き決めることになっている。

　　　　　　e　HUSBY　GARD（ヒュースビー・ゴールド）

　帰途立寄った施設で，2年前に改築開園された，スウェーデンicおいて現在一番規模の

大きいプレーグラウンドである。特長としては，広大な敷地と，対象が幼児から大人まで

の広い年齢層であることである。内容としては，幼児保育，ヨット造り指導，森の中の勉

強会，料理指導，夜の大人の集会等に利用されている。

壁　児童の遊び場，余暇指導施設であって，特別に驚く程の設備ではない。日本では，児童

遊園地，児童館，子供の国等がこの対象となるのであろう。しかしスウェーデンにおける

児童福祉対策の中の，組織だった一分野であること及びゲルマン民族特有の非常に実際的

考えが，設立・運営等総べての面において強く表われている。子供のために必要だと考え

たことを，まず実行してゆく姿が強く感じられた。入学のための試験勉強がなく，日本の

如く大学進学率が25～30％という状態で，幼児のときから常に入学のための勉強を強いら

れることは全然ない。このような社会的背景において，幼児から児童の年齢層における，

自然への親しみ，自主・創造的遊びへの余暇指導が，児童の成育過程において重視され，

このような施設が数多く設置されている。省みて日本の場合，幼児期からすでに受験地獄

の渦中に巻き込まれ，少しでも暇さえあれば，塾通い，勉強，勉強と追われて，成育過程

における極めて大事な遊び，余暇活動が失なわれてしまっていることは，誠に残念なこと

である。今後1ζおける大きな課題であろう。

スポンガピー児童遊園。遊具はアクセルノデールの作品
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研修報告班7　9月19日午前～午後

施設名EKNAS　SKOLHEM
　　　　（国立エクノス女子上級教護院）

所在地　19．OOO，　E　nlC6p　i　ng

説明者　Mrs，　Una　Kristenssen（院長）

　　　Mr．　G6ran　Kain（副院長）

　　　なか
教護　仲

ざ
座

たかし

隆

沖縄県立沖縄実務学園

那覇市首里大名町3－112

　1．所在地
　女児収容の教護院である。スウェーデンの中心地ストックホルム市の北西約80キロの農

村地帯で，広大な敷地である。近くにメラリン湖があり，周囲は森と畑に囲まれている。

　2．対象児童

　売春・麻薬・殺人・窃盗などの犯罪を犯した13歳～20歳の青少年を施設対象児〔者〕と

し，児童法・青少年保護法によって地方（コンミューン）の社会局児童係から送られている。

16歳以上は職業学校｛こ入れ，13歳～15歳児は義務教育児としてここに人れて指導する。

　そして全国icは職業指導をする施設が14校あり，義務教育を行なう施設が4校あるとい

う。入園の際は，日本と違って，親の承諾なしに行なうということであった。

　3．非行内容

　EKNAS　SKOLHEMに収容されている女児の非行内容は主‘ζ麻薬と売春で，殺人・窃

盗等は少ないということであった。

　4　職員構成

　学校及び寮と事務所にわかれ，その仕事につく職員の役職は大まかに次のようである。

校長，アシスタント，教師，寮のアシスタント，セラピスト，看護婦，衛生婦，会計，庶

務，電話交換手，運転手等である。また上記以外ic，心理判定員が月曜日～金曜日半日勤

務し，医師や精神科医が毎週1回来園し，簡単な手術は施設内でできるとのことである。
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　5．施設の沿革

　1920年ストックホルム市立児童福祉施設として設立され，1950年女子職業学校tc変り，

1964年以来さらに国立女子教護院として今日にいたっている。

　6，収容人員

　27名収容できるが，現在収容されている女児は23名で，開放寮IC　15名，閉鎖寮tc　8名

である。開放寮には自由に園内で行動できる成緒の良い女児がはいり，閉鎖寮には成績が

悪く，自由を拘束されている女児がはいっている。

　7．施設及び備品

　1．寮舎（開放寮と閉鎖寮）

　2．学校。　①学習教室，②裁縫教室，③家庭科教室，④セラピールーム，⑤理科教室

⑥体育館等からできている。そこで各教室の特徴及び内容icついて少し説明する。

　①学習教室。個別指導を中心とした授業をするということで，教室自体も大きくなく，

だいたい2人から3人程度入れて学習をさせている。

　②裁縫教室。ミシン5台及び織機3台と必要な教材を備えJ各自がつくりたいものを自

主的に縫ったり，織ったりして，技術習得に励めるようにされていた。

　③家庭科教室。料理関係に必要な冷蔵庫，ガス等の備品を備え，日常生活に必要な料理

の指導を始めJ家計簿の指導，インテリア及びマットレス等の指導まで行なっているとの

ことであった。

　④理科教室。物理・生物・科学の実験・観察に必要な器具や器材が豊富IC備えられてい

て，うらやましい限りであった。

　⑤セラピールーム。わりICスペースの広い部屋で，自主的IC自分の部屋に飾るものを工

作したり，自分で作ったものにペイントをしたり，ろくろ台があったりで，ここにきて自

分の好きなことをやっているとのことである。療法に一役かっている部屋である。

　⑥体育館。それほど大きな建物ではないが，備品は揃えられ，フリーな時間の時はおお

いにスポーツをして過ごせるようになっている。また特徴的だと思ったのは，シャワー以

外にサウナ風呂が設置されていることである。

　8．　日課

　日課について詳しいことは聞けなかったが，大まかなものは次の通りである。

　　7：15　　　　起床　　　　　11：30～12：30　昼食及び休憩

　　8：30　　　　　登校　　　　　　12：30～16：00　授業

　　8：30～11：30　　授業

　月～水曜日は午後4時まで授業があるが，木～金曜日は授業は2時までで，それ以外の

　時間は各児童のフリーな時間であるという。

　フリーな時間の過ごさせ方はだいたい次のようなものである。

　授業を終えてのフリーな時間は，体育館に行ってスポーツをしたり，セラピールームに

行っていろいろ工作やペイントをしたり，教室で学習したり，身辺整理をしたりして過ご
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しているという。土・日曜日は休みなので，家に許可外出のできない児童は，約12キロ離

れた街iζ行ってショッピングや映画・演劇の観賞，ダンスなどで，週末を過ごさせている

という。

　また6月中旬から8月にかけては夏休みで学校がないので，特別に寮担当者とアシスタ

ントがいっしょになって，夏休みの過ごさせ方についての計画を立て，残っている児童を

近くにあるメラリン湖周辺にキャンプを設営して指導している。計画に沿って水泳させた

り，学校所有のモーターボートに乗って楽しんだり，森林の勉強をさせたりして，長い夏

休みを過ごさせているとのことである。

　9．地域社会との交流

　街の若者達の集会に参加させたり，成人講座を聴きに行かせたり，フリーチャーチの青

年部の方達と交流をさせたり，アシスタントが受け持っている家庭保護の児童達を連れて

来てスポーツや歓談をさせたりして，大いに社会とのコンタクトを持つようにやっている

ということであった。

　10．財政

　年間予算として国から250万クローネ支出されるという〔1クローネ約70円〕。また，児

童1人に，1週間の小遣い銭として10クローネ10オーレから26クローネの範囲で支給し

ている。ちなみに私の県と比較してみると，私の県の場合は1カ月1こ300円なので，10分

の1にしかならない。うらやましく思った。

’

塑　私が見学した施設E醜SSKOLHEMで度胆をぬかれたことは，収容児がたばこをスパ

スパ吸って，園内を歩いている光景であった。アシスタントの話によると，スウェーデン

においては12歳ごろから自由に喫煙し，また酒やビールもアルコール分71％以下のもの

は自由に飲んでよいとのことであった。わずか3泊4日の滞在でスウェーデンという国が

どうのこうのと批評や評価はあまりできないが，現実に喫煙行為や飲酒行為等を見て，我

国とものの見方9Cあまりにも相違あることを感じた。

　我国の児童福祉施設においては，起床から就寝までのきびしい規律の中での生活を余儀

なくされているが，ここEKNAS　SKOLHEMにおいては，日本のように園内の規律，規

則はあまりないように見受けられた。収容されている女児達も，好きな服装をして，喫煙

しながら職員と話したりで，自由にのびのびと過ごしている風景がまま見受けられた。

　一般的に日本では規範を細分化してその申で過ごさせているが，スウ＝一デンでは未分

化の中で生活をさせている点が注目される。だから施設IC収容されている女児達の服装や

喫煙・飲酒行為等を見て，私自身呆気にとられたけれども，国の相違なるが故のことであ

って，スウェーデンではしごく当然のことのようである。

　そして園内で指導していることで興味があったのは，たびたび外国展を持って諸外国の

ことを広く児童に知らしめようとしていることである。
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　私が見学したときはちょうどソ連展をやっている期間中だったので，ソ連に関する資料

や民芸品等が教室の廊下に展示されていた。地図の上だけで諸外国を理解させるのではな

くて，その国に関するできる限りの資料tgり，民芸品なりをとり揃えて，実際に見聞を広

くさせようと心がけている：とで，大いに参考になった。

　また，収容されている児童も，施設内だけにとどめて指導するのではなく，社会とのコ

ンタクトを大いに持ってやっている点など，見習う必要さを感じた。

収容生

の個室
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研修報告　教護院班8　9月22日午前

施設名BEHANDLINGSHJEMMET　SOLAGER
　　　　（国立セーラー教護院）

所在地　Sφiagervej　403390　Hundested

説明者　Mr．　Gumar　Nordstrand（校長）

　　　　こ
教護　古

が

賀 審

岐阜県立岐阜学院

岐阜市萱場東町10丁目79の1

　1．施設概要

　Denmarkの首都Copenhagen市の北西約60㎞，　Hundestedの海岸eCも近く，きわめて

景色の美しい町‘ζある。国道より50mはいったところの森に囲まれた敷地に，管理棟，

開放寮，半開放寮，職業指導棟がほぼコの字形に配置されていた。そして，管理棟より約

150m離れた小高い丘に近代建築の閉鎖寮（拘禁寮）があった。

　1．沿革

　1921年国立教護院として設立，1964年心理治療士等が配置され，より専門性を持つよ

うになる。ユ969年閉鎖寮を新築，1970年開放寮，1971等半開放寮を改築，収容者に対し

て以前より大きな個室が与えられるようになった。ユ969年～1974年農業関係の建物が改

築または拡張されて現在に至る。

　2．収容定員

　開設当初は36人であった。その後設備は3～4倍，敷地等も広くなり36haCCなったが，

収容者が多いと綿密な指導が困難であるとの理由で，収容定員はすえ置かれ，現在員は33

人である。

　3．対象者

　重度の非行少年（男子）の教育機関で，従来は17歳～20歳の少年が多く入所していたが，

今日では15歳～18歳の少年も多く，低年齢化してきた。
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　4．入所原因

　窃盗や麻薬などの非行であり，知的にも幾分低く，家庭環境も悪い。

　2．運営機構

　1．管理部門9人

　院長1，副院長1，教師1，心理治療士1，精神医1，事務員1，院長の妻1，夜警員

1，会計1。

　2．現業部門26人

　寮長1，第1副寮長1，第2副寮長1，職業指導員2，職業指導補助員1，教師1…閉
鎖寮。

　寮長1，第1副寮長1，第2副寮長2，職業指導員7，調理師1，用務員1，家政婦6

…半開放寮，開放寮。

　3．寮舎運営（小舎制）

　1975年9月現在，当教護院では12歳から20歳までの少年33人を収容教育している。

少年達は非行を犯した場合，警察より市のChild　and　Youth　We　lfare　Cornrnittee（青少

年福祉委員会）IC送られ，この委員会で十分な社会環境，本人の生活歴等の調査が行なわ

れたうえ，施設入所が決定される。

　入所した場合，最初の2ヵ月間，閉鎖寮に収容される。その後順次成績により半開放寮，

開放寮へと進み，事情tcより自治寮に収容された後，社会復帰させる。

閉鎖寮

半開放寮

開放寮

自治寮

　計

　閉鎖寮

8人

9人

13人

3人

33人

2カ月入所

特に指導せず

　1．

　寮長以下6人の職員のもとに，学習指導，職業指導が行なわれる。それと並行して家族

関係の調査，行動観察，心理テスト等も行なわれ，少年の非行程度が測定され，次の段階

への参考とされる。

　寮舎は手入れの行きとどいた美しい花と低木に囲まれ，見晴しが良く，また建物は新築

して間もなく，格子も花模様となっていて感じが良く，できるだけ重圧感を取り除こうと

努力されていた。

　庭も比較的広く，芝生が寮舎にマッチし，安らぎを感じた。居室は個室が与えられ，昼

間は鍵は各個人に所有させてあった。

　義務教育中の少年は寮舎内で学習を受け，他は毎日職業指導棟で指導を受ける。

　なお，寮舎内ではできる限り自由な行動をさせ，少年に心のひずみを持たせないよう配

慮されている。夜間は特別な教育プログラムはなく，自由な生活が保証されている。
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　2，半開放寮
　寮の1階はサービス棟になっており，食堂、炊事室が設けられている。炊事icは，コッ

クに興味がある少年が，職業指導の一環として従事している。その他ロビー，卓球室も設

けられて．自由時間を自由に楽しむことができる。昼間は，外部に出ようと思えばいつで

も出られる開放的な雰囲気である。2階には居室があり，定員9人分の個室があった。個

室の窓は半開きとなっている以外，開放寮の個室と全く同じである。

　鍵は各個人が夜10時まで持っており，就寝時に夜勤者iζ返済するシステムをとっている。

　この個室は各々整理が行きとどいており，寝具はDenmark特有のソファーベッド，部

屋の飾りも少年各自が趣向をこらし，中には男優，女優のグラビア写真を壁にはっている

者もいた。

　3．開放寮

　半開放寮と棟続きで，窓が全開になり，無断外出しようと思えばいつでも可能な状態で

ある。

　もちろん個室の鍵は各個人が持っており，精神的に開放感を持つことができる。寮舎内

の設備も他の寮舎と同じで，全般的にゆったりとしている。また少年達も寮生活に対して

充実感を持っているようであった。

　4　自治寮

　院内生活が良好で，退院可能な少年であるが，保護者tc監護能力がなく，院としても少

年を自立させる1ζは不安がある。このような少年達を一定期間，施設IC在籍させ，町工場

に通勤させている。

　現在3人が入寮中であるが一定の職員を置かず，必要な時のみに助言指導をしている。

あくまで少年達の自治運営icまかされている。

　4　職業指導

　当施設の中心的役割を果している。主な職種は木工，鉄工，農業，その他コックの見習

い等がある。各職種ごとに職業指導員が配置され，担当生徒数は多くない。職業指導棟の

1階が鉄工，2階が木工となっている。また少し離れた所‘ζ農業指導棟がある。

　1．木工

　2階の約120㎡はあろうと思われる部屋は大きく，正面ecは大きな柱時計が掛かって

いた。職員2人に対し少年3人が指導を受けている。仕事の内容は多種にわたっており，

Denmark伝統の木工製品，即ちゆりかご，食台，祭壇などのほか200年前からのスタイ

ルをそのまま受けついでいる皿置などであった。入所後まず基本をみっちり身につけさせ

順次高度な作品を作らせている。

　これらの作品は一定のルートを通じて市場へ出され，商品として売買される。作業時間

は月火水金は午前は8：00～11：45，昼食後は1：00～4：45，土日は午前中のみ，ただし木

曜日は休日となっている。

　少年達が作業に従事した場合，その報酬として1時間当たり4～5クローネ（1クローネ
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約50円）が支給される。　（注，一般労働者は1時間当たり20クローネ～30クローネ。）当

施設で技術を身1こつけても，特定の資格は与えられないが，入所中に相当な収入が得られ

るので，少年達は喜んで職業指導を受けている。

　2．鉄工
　木工室の階下が鉄工室である。一見町の鉄工所という感じである。見学時ICは職員2人

が少年6人を指導中であり，室内には旋盤など8機械，溶接用のガスボンベ　各種の道具，

原材料等が置いてある。

　作業内容は日用品や遊具で，すべて外部からの注文を受けて製作するとのことである。

作品は市民から安くて良い品であると人気があり，注文も多い。最近では市役所を通じて

幼稚園の遊具の注文があり，現在その製作に追われている。

　今はゴーカートの製作を続けており，価格は1台280クローネ（日本円約14eCO円）で

あった。

　作業時間などは木工と同じである。

　3．農業
　管理棟から少し離れたところIC，作業棟と半円型で長さSOmぐらいの温室が3室あり，

近くには農場もある。農業に興味を持つ少年を対象IC，職員は積極的な指導に当たってい

る。

　5．諸規則等について

　少年達の多くは家庭や他の施設で処遇困難，いわゆる手に負えなくなった末，当院へ送

られてきている。

　最近では社会情勢の変化もあり，少年達が権威を認めなくなってきたという現象が起き

ている。そこで施設を運営する場合，おのずと一定の規律が必要となり，下記のような規

則を設けている。

　即ち，行動に関する規則，外出規則，退院基準等である。

　基本的にはオープン施設として運営して行きたいとの考え方であるが，重度の非行少年

であるため，現場の教官達が，きびしい規律を持って指導すべきだとの考え方を持ち続け

ていることも事実である。

　もちろん施設の最終目的は，職業指導等を主体とした全人教育，あくまで罰のために少

年を収容するのでなく，再教育のための施設である。そのため施設では各専門家も導入し

少年達をできる限り早期に社会復帰させるよう努力している。

　入所期間は最低4カ月～最高3年，平均すると10ヵ月～12カ月の入所となる。この決

定は退院基準をもとにし、ケースバイケースで行なわれている。

　6．経費について
　主として国家予算で賄なわれている。年間450万クローネ（日本円約22，500万円），少年

1人当り年間9．3万クローネである。
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　7．　アフターケァ

　退院後の再犯者は34％で，成人後刑務所等に入所，更生している少年のうち，10％が

学校，48％が就職中，8％がその他となっている。

　施設としてのアフターケアは特に実施していない。

　おわりに

　Denmarkでの刑事責任は15歳であり，非行を犯した15歳～18歳の少年は，罪の内容

により重度と判断されると，現在では福祉的な措置がとられて教護院へ送致される。

　1965年以前は18歳以上になれば刑事責任があり，少年刑務所へ送られる場合もあった。

1965年以降は福祉的な措置となり，年齢も21歳まで上げられ，この年齢以下の者が非行

内容によって，少年院，教護院等に送られるようicなった。

　また福祉的な措置になった以後，1970年市政の改革が行なわれ，L800のComm岨eを

275に縮小，青少年対策にとっても，市の規模が大きくなったので，専門のスタッフを置

くこととなった。Communeには家庭相談所が設置され，現在これが成功を納めている。

なぜならば今までならば少年院，教護院へ送られるべき少年達を，家庭相談所のソーシャ

ルワーカーが家庭を訪問し，指導する制度ができたからである。

　このソーシャルワーカーは，施設においてよりも，家庭指導が優先するという基本的な

考えから，少年の家庭からのスボイルを防ぐよう努力している。

　DenmarkにおいてはJ　このように非行防止に努力すると同時に，近年少年刑務所を

廃止し，少年関係はすべて福祉措置とした。思想も罰より教育との考えを貫いている。確

かに教護院の設備と環境はよく，Denmarkの福祉政策が一教護院にも浸透していること

を，この施設見学で理解できた。

　強行日程のため訪問時間が限られ，施設長はじめ関係職員に手厚い歓迎をしていただい

たにもかかわらず，聴きたいことも，また見学も十分でなく，特に施設長が我々研修団tζ

好意を持って当たられ，閉鎖寮ではすべてを見ていただきたいと言われたのを，一部分お

断りして，次の施設へ向かわざるを得なかった。施設長はじめ職員の方々に大変失礼をし

たことをお詫びしたい。

（写真は60ページ）
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研修報告　教護院班9　9月22日午後

施設名　SKlBBYH②J
　　　　（国立スキビー教護院）

所在地　4050Skibby
説明者　Mr．　Larsen（校長）

　　　　こ
教護　古

が

賀 霊

岐阜県立岐阜学院

岐阜市萱場東町10丁目79の1

　1、施設概要

　Copenhagen市より西南へ約80㎞，途中Denmarkの広大な農場を見わたしながら行く

と，古いSkibbyの町はずれに，美しい森と入江を望む静かな所がある。広い敷地の一角

に学校，体育館，職業指導棟，寮舎等，重みのある建物が、合理的ecal列されていた。

　そこから奥へ約300　mはいった場所に，新築して間もない閉鎖寮（拘禁寮）があった。敷

地内には手入れされた芝生のフットボール場，その隣りに広い牧場があり，乗場用の馬が

数頭放牧されていた。その他に少年達の遊び用のゴーカート場が生垣に囲まれていた。

　当教護院は1918年に創立され，以来1973年まで15歳～19歳の少年を入所させていた。

1973年icij在の教護院となり，1975年には従来の教護院とは別に，閉鎖寮が独立した形

で設立された。ただしこの閉鎖寮も，運営面では校長の指揮下にある。

　経営主体は国立であり，定員は開放寮24人，閉鎖寮10人，計34人。収容年齢は開放寮7

歳～16歳，閉鎖寮13　t～　16歳，寮舎形態は開放寮2寮1棟制，閉鎖寮は寮舎を含め教護

院の機能を集合させた形態をとっている。

　現在敷地は15　ha，建物1，500㎡となっている。

　2．入所原因

　知的に幾分遅れがあり，また家庭環境も悪くt両親も子供に対して関心を示さないため

町を俳徊し窃盗その他の非行を犯すようになった少年達である。
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　3．入所経路

問題を持りた⌒ま，警察よりCo㎜eのChild　a㎡Youth汲lfare　C㎜it』
（青少年福祉委員会一メンバーは市会議員5人～7人）に送られ，合議のうえ決定され

送致される。

　4．運営機構

　1．管理部門3人

　校長1，副校長1，ソーシャルワーカー1。

　2．開放寮部門14人
　　　　　　　　　ロ
　A寮　寮長1，助手2……生活指導教師。

　B寮　寮長1，助手2……　　〃

　その他2寮共通の職員一教師3，大工2，庭師1，ヘルパー1，夜警員1。

　3．閉鎖寮部門8人

　寮長1，職業指導員2，生活指導教師4，院長の妻1…パートタイム。

　4　その他3寮共通職員5人一調理師2，清掃婦3。

　以上総員30人である。労働時間は週40時間を厳守している。

　なお，8家族が施設内に居住し，緊急の場合いつでも勤務につける態勢をとっている。

　5．開放寮

　同一棟に2寮設置され，現在各寮12人ずつを収容している。室内は広く，各個室のほか

応接セットのあるロビー，食堂，ビリヤード室，寮事務室，学習室，シャワー室，洗面所

等が完備している。

　L　入所期間

　個人的な理由により異なるが，平均して1年～2年である。

　2．学習指導

　午前8：30～午後1：30実施される。徹底的に個人指導で，1人の教師が数人を担当する。

教材も豊富にあるように見受けられる。

　3．職業指導

　午後1：30以後は少年達の自由意志に基づいて，農業（菜園），木工などの職業教育を受

けさせる。もちろん職業教育といえども，労働をするとの見地から，一定の賃金が少年達

に支払われる。

　①木工。　Denmark伝統の木工指導を行なっており，職員2人が少年2人～5人の指

導をする。主な作品は台所のふみ台，乳母車等であるが，入所当初は基礎教育を重点にし

ている。

　②農業。職員ユん対象少年は2人～3人，時1⊂は4人～5人となる。主として温室栽培

で，生産物はトマト・ナス・キュウリ・カボチャなど，作業棟内の事務室にカボチャをく

りぬいた鳥かごが作ってあり，印象に残った。
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　4　余暇時間

　義務教育中の少年で，午後職業教育を受けたくない者は，自由時間となるため，フット

ボールや乗馬に興じることもできる。

　夕食後は全く自由時間であり，室内でレコードを聴いたり，ビリヤード，その他自由に

楽しむことができる。見学した折にも，個室内にステレオ・ラジオが持ち込まれており，

また露骨なポルノ写真集を持っている少年もいた。校長に「ポルノは禁止していないか」

と尋ねたところ，全くオープンであると話され，国情の違いを改めて知らされた。

　5．面会

　面会は自由で，いつでもできるが，保護者の面会力沙なく，非行少年の素地は親の養育

態度にも原因があるものと思われる。

　6．帰省

　帰省方法は親が迎えに来る場合もあるが，大部分は単独で帰宅させる。出身地は全員が

Copenhagenである。

　夏休みは7月～8月で，この間成績の良い少年には許可が与えられる。しかし家へ帰り

たくない少年もあり，帰省しても2臼～3日で施設へ戻る。このような少年のため，近く

の森で毎年キャンプを実施している。

　毎週末も帰宅可能の少年には帰宅させ，家庭復帰の訓練の一環としている。

　7．地域との交流ICついて

　自由時間内に少年が外出を希望する場合，町の体操クラブ，乗馬クラブ，フットボール

チーム等に参加させている。このことで過去icは特に問題が発生したこともない。施設が

創立されてから60年にもなり，住民もよく事情を認識して理解している。

　6．閉鎖寮（拘禁寮）

　The　Childern　and　Young　Persons　Actの改正｛こより1975年設立された。

　現在10人が収容中である。入所期間は2カ月である。入所中の成績をもとに家庭復帰ま

たは施設へ送られる。この2カ月に義務教育中の少年は学科教育（1人のみ）がなされ，終

了者（9人）には職業教育を実施している。

　1．生活指導

　朝食後，午前8：30～午後4：30学科または職業訓練を受ける。夕食後はプログラムはな

く，自己の趣味を生かす生活をさせる。

　寮生活で日本の教護院と異なる点は

　①寮舎内に売店があり，タバコ・石けん・衣類の販売をしている。

　②居室は個室になっているが，この部屋代を施設に支払うことを義務づけている。料金

は職業指導中に得た賃金の1／2である。

　③作業着等の洗たくは自分でやらず，クリーニングに出す。料金は2クローネ（日本円

100円）。

　下着類の洗たくは無料で利用できる。その他食費なども無料である。
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　④広い建物内には常に音楽を流している。

　⑤毎週定期的ec・21クローネが手当として少年に支払われる。これが少年達の生活費とな

っている。

　2．職業指導

　2つの職種がある。即ち塗装関係，他は鉄工関係で，共に外注品を取扱い，例えば鉄工

ではローソク立などを製作し原価販売をする。塗装の場合，同じく依頼者にペンキ代と労

賃のみを請求，利益は一切見込んでいない。

　少年の賃金は1時間当り46クローネ（約230円）で，一般労働者の賃金は時間当たり20～

30クローネなので，製品が安く，市場では非常に喜ばれている。

　7．宗教教育

　英国では多くの施設が教会を持ち，専属の牧師が配置されている。Den　narkでは国民

の90％以上がやはりキリスト教信者であるが，施設‘Cおいては全く宗教教育はなされては

いない。一般社会でも，日曜日に教会に行く人はほとんど無くなった。このことは，国民

の多くが宗教に無関心になってきたことを意味している。

　＆　経費

　施設運営費はすべて国費で当てている。年間300万クローネ（日本円約15．OOO万円）であ

る。なお少年1人当たり1カ月の所要経費は平均73，697円となった。

　9．指導方針

　施設内での具体的な方針として，次のものを取りあげている。

1
2
0
0
4

るだけでなく

　5．

　以上基本的icは，罰より教育（社会に適応でき得る教育），また最近では施設で生活させ

るより家庭指導を……の考え方が一般化しつつある。

　我々が校長に対して「施設で何が一番自慢できるか」と尋ねたところ，意外な回答が戻

ってきた。即ち「少年達がこの施設におり，職員と共に楽しく生活をしている」と。現に

開放寮の作業棟，体育館は，職員と少年とが協力して建築したとのこと。また各設備，少

年の処遇方法も，この一言につきるのではないだろうか。事実少年達の表情も非常に明る

い。実にすばらしい理念だと思う。

他人に期待されることを行なう。

年長の人を敬い，種々の忠告を聞く。

社会に適応して行くよう心がける。

社会復帰した場合，怠け者であってはいけない。そのため入所中に技術を修得させ

　　　，勤労意欲を持たせるよう努力させる。

自立心を持たせ，いつでも社会iζ独立して生計が営めるようにさせる。

　Denmarkでも非行少年が増加しっっある。それに対応して新しい防止対策がなされ，

効果をあげっつある。今後は施設対策はもちろん，それ以上に非行防止に努力がはらわれ

るものと思われる。なお当施設では午さん会を催していただき，一同は感激した。
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研修報告　教護院班10　9月23日午前

施設名JACOB　MICHAELSENS　MINDE
　　　　（コペンハーゲン市立ヤコブ・ミカエルセン記念養護施設）

所在地　Skodsborggade　12942　Kffbenhavn

説明者　Mr．　Paul　Garling（校長）

　　　さか
教護　坂

杜本 晋

岩手県立社陵学園

盛岡市東緑ガ丘38－5

　この度の研修は，団員それぞれにとって，近代社会における児童福祉思想の発祥の地で

あるヨーロッパ各国で，児童健全育成が，どのように考えられ，実践されているかを知り．

わが国の現状と対比させ問題点を明らかICし，更には児童福祉を正しく支える児童観の発

展と，そして我々福祉事業にたずさわるものが職業人として，すべての明日をになう児童

の人間としての社会的権利を保障するために「なにを，どうなすべきか」を再確認し，自

らに問い，さぐる機会であったといえよう。

　その意味で，デンマークでの養護施設が視察日程に組み入れられたことは，非行児童の

収容施設中心の視察の中にあって，貴重なものであったし，この研修の幅をより広げ深め

ることになった。

　1．施設の概要

　1．創立と沿革

　このヤコブ・ミカエルセン記念ホームは，コペンハーゲン市が管理する最も大きな青少

年収容施設であるが，その設立は，1920年6月30日にErnst　Michaelsen氏と，その妻

Veraが，彼らの所有する別荘地と建物を，豪商であったErnstの父，　Jaeob　Mi　chaelsen

の記念として，永久にモデル児童ホームを運営することを義務づけてコペンハーゲン市に

寄贈したことic始まる。

　そして，この50年間に数回にわたり増築をしたが，1937年に大食堂を含む，そでの部
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分を本館の片側につけ，1957年には，大増築をして，児童の寝室を近代的tc改造し，また

保育園と遊び部屋にあてるため独立した建物を森に面して造った。最近増築したものは，

1962年から63年にかけて，ブロック造りでホステル（自立した生活が義務づけられる寮）

である。また，1962年に北ジーランドの海岸，Udsholt　Strandに，保護センター

　「Strandly」を購入し，ヤコブ・ミカエルセン記念ホームの一部とした。

　なお，児童ホームのできた最初の29年間は，Mads　Peter　Jensen氏とその妻Brynhild

夫人が，その管理を託され，1950年になって，Mr．　Laurids　FridorfとMrs．　Esther

Fridorf夫妻が，その後のホームを管理した。

　1975年8月から現施設長のMr．　P。ul　Garling（ポール・ガーリン）夫妻が，その後任

となっている。

　2．敷地及び施設1ζついて

　現在，この施設の敷地は，約3ヘクタールで，本館は浜辺に面した小公園（運動場とし

ても使用）tC，庭｛⊂囲まれて位置し、続いて保育園，　He　l　ene　’s　Ho　rne（Ernstの母親の名

にちなんで命名された建物）そして北側tc少し離れて，ホステルが建てられている。

　つまり，措置された児童を年齢的に3つに分け，それぞれの建物に収容しているのであ
る。

　3．収容現員

　現員は36人であるが．収容可能総数は48人である。付属した保育園は，現在（1975年

9月）12人の園児がおり，当施設収容児童は2人だけで，他の園児は地域の家庭から通園

しているものである。

　創立以来，すべての児童は，コペンハーゲン市から措置されたものだが，この50年間に

約800人の児童を収容している。

　4．職員構成

　施設長1人，寮長3人，指導員8人（以上の12人は，児童教育者としての有資格者であ
る）。

　補助指導員6人（全部女性），庭師1人，給食関係職員3人，嘱託内科医，精神科医各i

人，その他パートタイムで働く人が数人いる。

　5．年間の諸経費

　児童措置費として，1日1人当り，72kr．（×51円＝a672円）。児童1人当りの年間総

経費（措置費十施設運営費）45，000kr．～50，000kr．

　2．入所する児童について

　1．入所について

　Child　and　JuvenilWelfare　Servicesが中心となって措置されるが，児童の養護が困
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難と認められる場合，保護者の同意を得て入所するものである。なお同意が得られない場

合は，最終的；C前記公署が決定する。

　2．入所児童の特徴について

　措置されるケースは，離婚等で両親がいない児童，あるいは保護者の生活程度．精神状

態の程度によって養育が困難である家庭の児童で，どの児童も過去IC十分な生活習慣，し

つけを欠き，同時1ζ幼少期，iE常な人間関係の中IC十分な愛情を受けて養育されたものが

少ないため，共感性が低く，それらが原因となって，社会的に不適応行動をとりがちな児

童達である。

　特lctu設長ガーリン氏は「このような子供達は，他の子ども，大人と正常な人間関係を

結ぷことができず，学校生活においても適応を欠く子どもとして注目され，結局．子ども

達同士の中でも相手にされなくなり，孤立し，ますますその傾向が深化することとなり問

題となる。従ってこのような悪循環をたち切り，正常な適応行動をとれるよう回復させな

ければならない。その意味で，当施設では単なる養育保護だけでなく，治療的生活指導を

実施しなければならない」と強調していた。

　3．処遇方針及び地域社会との交流

　前記の特徴から施設全体として，次のことを処遇基本方針として守っている。

　①大人の側から，感情的な豊かさを与えるよう配慮し接触すること。（情緒の安定，自

我支持強化，信頼感の確立，深化。）

　②一つの事柄SC対して．どういう結果が生じ，それにどのような責任を持たなければい

けないかを教えること。　（生活の場面面接を通じて，明確化し，洞察を深めるいとなみ。）

　③そのために，あまり多くの職員との接触をさけ，小集団処遇を徹底している。

　④学齢に達した子ども達は，地域の学校に通学するが，8校tcそれぞれ通学している。

これは，施設の子ども達が，1つの学校にはいると施設ッ子グループができやすいためと，

それぞれ独立心と主体性を培うためである。学校で行動上問題を起す場合は，カウンセリ

ング等の治療を実施している。

　⑤地域との交流について

　施設内だけの生活，活動に片寄ることを防ぐ意味で外部とのつながり，地域との交流を

図り広く社会に適応することをねらい，児童達が，施設外で1つ以上主体的に何かを活動

することにしている。

　⑥児童の養育は，できるだけ家庭において行なわれることが望ましい。その意味で家庭

との結びつきは欠くことのできない役割を持っており，Secial　Workerを通じ連絡をもっ

ている。週末帰省は，青少年保護局と施設長が協議をもち実施している。

　3．児童の日課

　　6：30～　起床

　　7：00～　食事

　　7：30～　登校（学校での生活）下校
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14：30～

16：00～

17：30～

18：30～

21；30～

帰寮（担当職員との接触）

自由時間（外出も可）

夕食

自由時間（外出も可）

就寝

　午後2時30分頃帰寮した児童は，4時までの間，担当職員と一緒にお茶を飲みながら，

学校での生活状況等を話す時間として守られている。場合によっては，宿題・復習・予習

を手伝ってもらい，学校の勉強に遅れ「施設ッ子」といわれないよう自覚させている。こ

の時間は，担当職員との大切な接触時間となっている。また，それが終ってからの夕食ま

での自由時間は，職員と一緒にレクリエーションを楽しんでいることが多い。夕食後，外

部に出る事も多いが，一応20時ごろまでに帰寮すればよいことになっている。しかし，そ

れより遅くなることもあり，出来るだけ許可を与えるようにしている。

　3．職員の勤務について

　1，起居を共‘こする職員

　施設長夫妻を始め．Hoste1（自活寮）の寮長他，数人の職員家族が，施設tc付属する職

員住宅に住み，児童の世話をしている。

　2．勤務時間

　すべての職員は，この国の週40時間と規定された就労時間の中で勤務している。しかし

Hoste1の寮長氏は．「勤務時間以外でも子供達は，私の部屋に来て，その日の出来ごと

や．悩みごとを話して行く」「我々は，彼らが必要なとき，いつでもいてやらなければな

らないだろう」とJもの静かに話していた。国はちがっても，類似した施設ic勤務するも

のとしてJ同じような心情tc触れたような気がした。

　3．　Helen「s　Home職員の勤務表から

　居室を見学中，壁にはってあった女性職員の勤務表をうつしたので参考までIC記す。

　　　　　　　　　　　　5時　　 ・　　　鳥　　9　　 ＄0　　1｝　　t2　　n　　 ］4　　ts　　Ih　　IT　　田　　 ］9　　拍　　11

　　　　　　　　　鴎日e－110hi］トー一一一一一Hトー一一一一一一一一一一一→

　　　　　　　　　A庖目　　　　　　　　　　　　1休　　1｝

i■H　　55

“日　∬トー一一一一一一→

“日　8eトー一一一一一一1トー一→

金紗　e・トー一一一一一→トー一｛

■u　　　　　　　　　　　　　　休　　　　　1

結局，週5日制で40時間勤務である。

4　施設内見学から

L　児童居室はほとんどが2人部屋，たまたま3人部屋があり，個室はなかった。

2．居間は落着いた雰囲気でテーブルが4，十分な広さで整頓されていた。グループル
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一 ムとして小さな部屋が用意されていた。自由喫茶の準備が各寮にある。

　3．食事は本館給食室から各寮食堂に運ばれる。各寮にも小さな調理室があり，週末は

自分達で食事を作って食べることもある。Hostelは，朝食を自分達で作り，夕食を本館

食堂で摂っている。

　4　Hoste1にっいて。収容児童8人中，女子2人，全部職業訓練学校に通学中，就職者

なし。居室は，6個室と2人部屋2室。地下に，ビリヤード台もある娯楽室，洗濯室，作

業室，私物整理用ロッカー室が設備されていた。

　感想（まとめにかえて）

　この研修で学んだものは，私としては，児童福祉に対する意識の変革を私にせまる，各

国の諸事情に直接に触れたことである。まず，児童福祉施設のあり方として，監護的内容

から教育的処遇へ，施設収容から通園指導や在宅指導の社会内処遇への転換である。その

一例が，英国において，1969年にあった法改正により，　それまで伝統的iCApproved

Schoolといわれていたものが，　C　ommuni　ty　HoTneと名称を変え，処遇もまた多様icな

って，その方法を模索している様子，またデンマークで来年予定されている法（The

Children　and　Young　Persens　Act）改正は，65年法改正以来，実績を挙げているFamily

omdame（家庭補導制度）を更に発展させ，児童のいない家庭にもこの制度を波及させ，児

童福祉の有効な援助としようとしていることなどである。

　一方，施設自体もこのような背景のもとにHostel（自活寮）を設けたり，スウェーデン

の女子教護院における，退園児童の予後指導専門員の設置や，オーストリアのLehrli㎎s－

heim等，従来ならまだ施設内処遇としていたものをあえて社会に出し，コミュニティケ

ァとして実践的適応を図っていることなど参考となるものがあった。

　また，直接的児童処遇についても，実存的にとらえる児童館，自由な彼らを受容する様

子が観察され目をみはらせるものがあった。この点で，いわゆる治療（教護）とのかかわり

合いをもっと堀り下げ話合いたかったが，時間的制約と私自身の言葉のハンディで果せず

にしまった。

　各施設の日課では，職業訓練が充実した内容をもち，徹底した個人指導で，技術を身に

つけることが最重点としてとらえられ，わが国教護院のそれとおもむきを異にし，たぶん

にプラグマティックな処遇方針であるように観察された。

　以上，一施設に限定しない全般的感想となったが，児童福祉問題がコミュニティケアと

して，社会に広く根をおろしはじめ，行政と不分離一体となり前進していること，そして

各tw設tcおける指導態勢も，専門分化された機能として組織され，しかもこれらが「高福

祉高負担」に支えられた財源的裏づけをもって確実IC充実していることを視察できたこと

は，今後の我々の業務推進に大いに役立つものであった。

（写真は56ページ）
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研修報告　教護院班11　9月23日午後

‘

施設名　EGEVANG
　　　　（準国立工一バング教護院）

所在地　Egeb田kvej　80，2850　Neerum

説明者　Mr・O・Le　rbech（校長）

　　　きよ
教護　清

肪原
おさむ

修

徳島県立徳島学院

鳴門市大麻町板東字広塚

34番地

　私の受け持ちはデンマークのスクールホームEGEVANGである。スクールホームとは学

齢期の児童が対象の教護院である。このEGEVANGでは，若い校長を始め，職員の皆さん

の歓迎を受け，お茶やケーキ等をいただきながら．楽しくも有意義な研修ができた。

　施設の概況

　1，敷地面積　10ヘクタール。

　2．　校長　Ole　Lerbech・

　3．設立　1965年。

　4　現在児童数　24人（全員男子）。

　5．対象児年齢　7歳～13歳。

　6．職員構成　全員で17人。

　校長1，教頭ユ，Social　Wo　rker工，教科担任4，ペタゴーグ（生活指導員）5，その他

庶務，炊事，掃除婦等5。

　7．財政事務

　年間予算（人件費を含めて）2．6ミリオンクローネ（約1億3千万円）。生徒1人につき年間

10万クローネ（約500万円）。

　8．運営

　法人立ということになっているが，実際的な資金等，すべての援助は国からなされてい
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る。カムフラージュされた国立といえる。

　9．児童の障害特性

　大別すると次の2つのタイプに分けられる。

①1～2歳までに，色々な点で精神的，肉体的に悪影響を受けた児童。

②3～4歳以上になって，両親に離婚・不和等の家庭的事件が起ったため｛ζ現在に至っ

ている児童。

　犯罪者の子供に，非行を犯すケースが多い。

　10．平均在院期間。2年6ヵ月。そのec　Closedな施設に行くケースは少ない。

　11．児童の日課

　起床　7時。

　朝食　7時30分。

　学校　8時～13時。

　学校はこの施設内にある。個人教授的に徹底した教育をやっているのでJ授業時間は少

ない。1クラスの生徒数は5人である。

　ペタゴーグによる指導　13時～。

　ペタゴーグとは特別な資格を持つ生活指導員であり，高校卒業後3年間の専門的な教育

を受けてきたものである。

　夕食　時刻不詳。

　夕食後は特別のプログラムはないが，それぞれの寮長の所に集まって遊んだりしている。

　就寝　22時。

　12．指導に関する参考事項

　①Enviro㎜ent　Treatment（環境｛こよる治療）。人的にも物的｛ζも優れた環境が整って

おり，この環境から受ける影響は大である。

　②児童がそこから送られて来た社会に，また帰す事を指導の目的としている。また児童

は社会によって悪影響を及ぼされてきたので，社会の手によって回復する義務がある。

　③帰省について。90％の児童は週末（金曜の夜から日曜の夜まで）ごとに帰省する。この

School　Hemeに措置しなければならない児童は他にも沢山いる。そのために，ここの児

童はできるだけ早く家庭に復帰させねばならない。そういう事からも家庭とのつながりを

重要視して，週末帰省を行なっている。

　④生活指導について。児童は放課後，13時から5人のペタゴーグと接触を持つ。24人の

生徒を8人ずつ3組に分けて，それぞれの組に1～2人のペタゴーグがついて指導する。

まず児童の目を外に，つまり社会の方に向ける事が大切である。あいさつの仕方や，世間

とはどんなものであるかを教えてゆく。13時から色々なスポーツもするが，ペタゴーグも

一緒IC　tsってやる。ここの生活によって社会での責任感を持たせる。

　13．地域社会との接触

　スポーツは児童が入校当初には施設内でやるが，児童が段々と精神的にも成長してきた
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ら，一般のフットボールチーム等ic，ある程度，強制的に入れる。サークルとしては，他

に乗馬，卓球，Sea　Scout（海洋少年団），水泳，音楽等がある。一般のサークルに児童を

入れる時，最初は職員がついてゆく。その内容をよく聞いて，それに適応させるようtc指

導する。その後学生のボランティァが来て，児童と一緒にサークルに参加する事が多い。

一般社会のサークルにここの児童がはいっていて問題になった事はない。

　14職員の勤務等についての特徴

　①ペタゴーグの勤務時間は13時～22時。22時一・・8時までは宿直勤務になるが，宿直手

当は1時間に20クローネ「約100円）である。

　②職員同志のDiscussionを多くとりあげている。勤務時間の10％をこれに用いている。

1週に1度，3人の児童をとりあげてケース研究をする。1人の児童‘こ1時間，計3時間

の会議をする。これに参加するのは，寮長，学校の担任の先生，ペタゴーグ，児童局の係

官等である。2カ月すると全部の子について話し合える。2週間IC　1度は全員で会議を開

く。これも3時間である。

　15．その他の参考事項

　①児童の部屋の飾りつけは全く自由である。ポルノグラフィックも壁に貼ってあった。

　②児童は8人のグループで会を持っており，その中で自由に発言ができる。

　③無断外出は時々あるが，遅くなっても一人で帰って来る。また職員の指導ic不満を持

ち，それに抗議して集団で無外する場合もある。そういう時の処置は，職業意識に徹して

最善の処置をつくしている。

　④Social　Worker　iCついて。　Student　Exarnination（高校の卒業試験合格程度と思う）

の資格を持っていれば，Soeial　Workerの学校にはいれる。この学校は3年間である。

黄金の60年代と言われた1960年代tC　Social　Wo　rker等がたくさん出た。

　16．質疑応答

　問　施設での勤務に於いて何IC。“りや生きがいを感じるか。

　答　より早くかれらを更生させる事ができた時に生きがいを感じる。

　問　性教育はこの学校ではどう扱われているか。

　答性教育は一般学校と同じように行なわれている。ポルノグラフィックに対する規制は

設けていない。

‘

　以上でEGEVANGの紹介は終るが，次にデンマークの社会福祉，殊に非行問題関係につ

ついて知り得た事を付記したい。

　社会福祉と非行問題との取組み方

　1．デンマークの国情

　デンマークは人口500万人，グリーンランドを除けば広さも九州くらいの小さな国であ

る。国民の平均月収26万円，高い税金を控除すると収入は15～20万円との事。国家予算

の配分率は福祉tc　35％，健康保険に13％，教育tc　18％との事で，いわゆる高福祉，高負
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担の原則が貫かれている。一家の子供は平均して2～3人との事である。

　Soeial　Ministerの秘書官プルーム氏によると，1976年には新しい社会援助法が成立す

る予定であり，これによって福祉政策も大きく変わり，一段と進歩するとの事。スウェー

デン，ノルウェーtデンマークは福祉政策の面でもよく似ているが，いつもスウェーデン

がトップを切って新しい事をやっている。今度の法改正によってスウェーデンにまた近づ

くものと思われる。またデンマークCCは300のYouth　Homeがある。（Youth　Homeを通

訳は少年院と訳していたが，日本‘こ於ける少年院とは趣きを異にするようで，非行少年の

施設，身障者の施設，精薄者の施設等も含んでいるとの事。）このYouth　Hbmeは国立が6

つ，その他は私立である。

　少年が家庭から施設に来る場合，両親の同意をまず第一に必要とする。しかし同意がど

うしても得られない場合は，当局が措置する。合意を得られるのは90～95％である。

制こ置かれている臆少年局のC。mmittee（委員会）が最終的1ご決定する。このCo㎜it－

teeは5～7人であり，任期は4年，市会議員と一般の市民とから構成されている。

　1970年に行政の改革が行われ，275の市ができた。1965年にFamily　Guidance（家庭

補導）の制度ができた。このシステムを通じて，従来ならばYouth　Homeに送られるはずで

あった少年達が，家庭の中で指導を受けられるように改善されていった。

　2．Chi　ldrenもPensionについて
　Youth　Homeと家庭との中間的存在の施設である。1968年以後の制度で，家庭でうまく

いっていない子供を家庭から引き離し集団でアパート暮らしをさせる。そこには寮長的な

人がいて，この人が普通指導するが，その上に2週間に1度くらい保護観察官が来て指導

する。

　1976年の法改正から後はもっとHome　Careが重視され，それが福祉政策の中心となる。

　3．　Social　Workerについて

　家庭に問題があれば，その家庭の改善に当たる。経済状態．両親の問題等について調整

する。1976年からは，子供のあるなしにかかわらず，すべての家庭にSocial　Workerの

手が伸びる。

　15歳～1S歳の少年は犯罪を犯すとYouth　Homeに送られる。義務教育は7歳～16歳ま

でだが，両親の希望で6歳からでも入学できる。高校での卒業試験の成績が良かったら，

大学には自由に無試験で入学できるとの事であった。

　少年非行は増加しており、施設に送られる児童も増えている。国立のYouth　Homeには

最悪の状態の少年が送られて来ているが，また専門のスタッフがそろっている。

　Schee！Homeは全国で35あるとの事。

墾　今回ヨーロッパ6力国をまわって強く感じた事は，どの施設も設備が非常によく整って

いる事とJ日本と比べて施設の児童や少年達に大きな自由が与えられているという事であ
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った。特にスウェーデン，デンマーク等でその傾向が顕著であった。またイギリスの堅実

さ，スウェーデン｝ζ於けるHome　Careの徹底，またデンマークに於ける人［］に対する

Y皿th　Home（300カ所），School　Home（35カ所）の数の多い事，その充実ぷり等，どれ

も，我が国が現状ではまねできぬものであろう。しかしまた，日本の福祉政策も，いずれ

はこのような国の方向に進むだろうという事はおおよそ予想できる。各施設で非常な歓迎

を受け温い人の心に接し，子供達一人一人に対する人格尊重が施設の中に基調として流れ

ている姿を目のあたりにして，施設もこれほど素晴らしく魅力あるものになり得るものか

と感じ入った。また施設が閉鎖的でなく，社会に対して開放的な状態を保っている事，ま

た児童も一般社会の中に自由にはいってゆく事ができるような指導態勢を作り上げている

事，このような開放的な施設運営は今後我々が学んでゆかねばならない事であると思う。

コペンハーゲン市立ヤコ7：ミカエルセン記念養護施設（47～51ページ）
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研修報告　教護院班12　9月24日午後

施設名LEHRLINGSHEIM　DER　STADT　WIEN　LEOPOLD－
　　　　STADT
　　　　（ウィーン市立レオポルド教護院）

所在地Wien　2，0bere　Augartenstrasse　26～28

説明者　Mr．　Grestenberger

　　　　　　し
教護課長　志 歳 礼彦 崎

之

東京都立萩山実務学校

東村山市萩山町1－2828

　はじめに

　イギリス，スウェーデン，デンマークと研修を重ねて杜の都ウィーンICC9いった。今年

は当地も例年より残暑がきびしく，街を歩く婦人は半袖ブラウスの夏姿である。第2次大

戦で3分の2を破壊されたウィーンも，表通りをみる限り復興が完了している。

　当初の予定ではウィーン市社会福祉局の広報担当者との会見が予定されており，教護班

及び児童館班合同で訪問した。席について挨拶が終り，質疑に入ると，どうも市の福祉行

政の説明ではないことがわかってきた。説明者は義務教育終了男児で保護を要する勤労青

少年を収容するホステルの所長であり，同席している女性は同じく女児用ホステルの所長

であることが明らかとなった。ここで質問はこのホステルの概要に集中することとなった

が，遅れて参加した老人福祉担当冨が割ってはいるという結果となり，報告がまとまりの

ないものとなったことをお詫び致します。

　1．施設の概要

　ここは1773年小児病院として設立されたが，現在は15歳以上の勤労青少年を収容する

ホステルとして使用されている。

　1．収容定数

　収容定数は男児のみで96人である。16人ずつの6グループ‘こ分れているが，うち1グ

ループは要注意の少年を集めたものである。
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　2．入所経路

　入所は3方法に分れる。第1は市の青少年事務局から直接措置され，第2は両親の依頼

により，第3は少年法廷の決定‘ζよる。第2，第3のケースも，窓口は市の青少年事務局

一本となっている。

　3．日課
　ここは勤労青少年のホステルであるので，個人の日課はない。朝食のあとそれぞれ就労

し，夕方帰ってくる。ただ，土曜日，日曜日の指導については，6グループに各2人の指

導員がついて，昼夜2交代で指導する。プログラムのきまったコースはなく，また強制も

していない。

　4　給食

　朝と夜の給食について。給食センターで調整された食事が運ばれてきており，ここに給

食設備のないことが特色であった。年長児とはいえ、この方法に首をかしげたのは筆者だ

けではなかったようである。

　5．職員の組織

　所長1，指導員19，主任保母1，その他15，計36名で運営されている。

　6．職員の資格

　指導員の最低の資格は高校卒でMatura（大学進学資格）をとったものとなっている。

Maturaをとったものは1年，その他は2力年の専門コースをとる。希望者が採用者数より

やや多い程度であるとのこと。

　7．所要経費

　所長tc年間所要経費をたずねると，数分間隣の人と相談したが，結局は不明とのことで

あった。隣の女子ホステルの女性所長が助け舟をだし，50人の女子と20人の職員の彼女

の施設では，人件費も含め年間450万シリング（1シルは約17円）であるとのこと。

　8．家庭との連絡

　ここ‘こ入所する青少年は，父がいないとか，両親の不和離婚とかの出身がほとんどなの

で，家庭との連絡は活発でない。指導員，主任保母は，各個のケースについて家庭との連

繋を強めるよう働きかけている。面会を希望する親があればいつでも面会できるし，希望

すれば帰省も実施している。

　9．地域との連繋

　密接な関係をもっている。地区青少協，地区の指導員と常‘ζ密接なコンタクトをもって

いる。

　1ρ　宗教教育

　カトリック設立のホステルでは意識してとり入れているが，一般tc義務教育終了児を収

容しているホステルでは各自の自由に任せており，特に宗教教育はしていないとのことで

あった。
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　2．質疑応答

　ウィーンの児童福祉について質閤したところ，次のような説明があった。

　1．　1955年6月17日ウィーン州は新たに児童社会福祉法を定めた。

　2．里親制度icついて

　現在ウィーンに385の里親が登録され，459人の里子がいる。南部近州には875の里親

が登録され，L475人の里子がいる。国全体では1，316人の里親がおり，2232人の里子が指

導されている。

　3．養護施設

　72人を収容できる養護施設が14ある。

　4　ウィーン市全体で6000人の児童がおり，青少年事務局で扱うのは約2，000人である

とのこと。

　3．老人福祉担当官の説明

　オーストリアの老人福祉について

L
a
a
4
5
σ
7

老人とは男60歳，女65歳以上をいう。

年金は年に14回支給する（夏とクリスマスにボーナスあり）。

住宅費補助をだしている。

予防措置。肺結核で働けなくなった人などを対象として支給する。

市電無料乗車券の支給。

老人ヘルパー制の実施。

食事のサービス。週6日実施，献立は普通食（25シル）と特別食（30シル）とがあっ

　　て無料である。

　＆　ウィーン市人口の4分のユは60歳以上の老人である。進歩する医学の中で，新しい

医療法と新薬をどうサービスするかが切実な問題となっている。

　9．老人の孤独の問題。ウィーン市23区で老人クラブの新設が相つぎJ現在140となっ

ている。夏の集団旅行も実施しているが，これは全くの無料ではないこと。

　おわりに

　西欧一般に，進学制度にわが国と大きな差がある。高校進学率のたかまりと，非行児収

容施設の措置児童数の減少と反比例のカーブをえがいたわが国からみると，大きな落差の

あることがわかってきた。

　本音はさておき，ホワイトカラーとプルーカラーの差のあまりない西欧諸国では，高校

全入とか，一流校集中とかの現象は全く見られないのである。オーストリアでは大学は数

が少なく，全部国立であり，マツーラをとった高卒者は好きな大学に進学する。高望みを

親も本人もしないのが通例である。

　第2には，所要経費tcついて大まかなことである。ホステルの運営についてわかったこ

とは，少年1人につき，月平均12万5千円かかるということであった。この答を引きだす
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のに時間がかかるのである。

　第3に，繁華街で乞食をみたことであった。社会保障，社会福祉が進み，所得の＆5％ま

で社会福祉につぎこみながら脱落者が出てくる。短期の滞在で判断することは危険である

が，異様に感じた次第である。

　第4に，下水道等都市設備の整っていることであった。

　わずか行きずりの市民と交した会話の中にrぽくは第2次大戦に，ドイツ空軍のパイロ

ットとして参加した。ヒロヒトは元気か」ときかれてびっくりした。どこかに，わが国に

対する親しみが感ぜられて、親日的な空気を察することができた。

1・t なおこの研修は児童館班と合同で行われた。

（38～42ページ）

【礎’

レオポルド教護院入口

、
ぜ」

t・i　x

嬰‖稲

デンマーク国立セーラー教護院　上一全景　下一教官と収容生
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研修報告　教護院班13　9月25日午前

施設名　BUNDESMINISTERIUM　FUR
　　　　（オーストリア連邦司法省）

JUSTIZ

所在地　Museumstrasse　71016　Wien

説明者　Dr．　Georg　Salzner（最高裁判所判事）

　　　　Dr．Helmut　Gonsa（司法省参事官）

　　　おお
教護　大

わ

ー
カ
∬

誠清 田治

大阪市立阿武山学園

高槻市奈佐原956

9月25日，オーストリァ連邦司法省を訪問した。Dr．　Gonsaの歓迎の辞と高橋団長の来

意と謝辞のあと，「オーストリアにおける青少年問題と対策」にっいて聴いた。

　出席者：Dr．　Hulmut　Gonsa，　Dr．　Olga　Schandlinger，　Dr．パイスt　Dr．　Ernst　Mar

keL　Dr．　Georg　Salzner（553会議室にて）．

　Dr．Georg　Salznerの説明

　＜Dr．　Georg　Salznerはウィーンの少年裁判所で2年間判事をされていた方で，現在は

　連邦最高裁判所で顧問官をされているRichter（判事）である。＞

　1．少年法の変遷について

　1852年ごろから一般成人者を対象としたいわゆる刑法の改定が始められましたが，もち

ろん少年に対してはとくに別な法律を用意するというようなことはなされていませんでし

た。成人者に対する刑法で，少年も処理しようとしたにすぎませんでした。

　1907年ころから”　－rc成人者と同じように対処する”ということに対して疑問をもち，そ

れを主張するFranz　V．　Listz等が現われ，その処遇において特別な教育的配慮が必要であ

ると説いたのですが，それは少年対策の法律として法制化される1こは至りませんでした。

　1919年1月25日ついに刑法の中から連邦官報第46号により，（少年の保護及び少年刑

法につき特別の法律が制定されるまでの暫定的措置であるが）独立したのでありますが，
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内容的には一般成人者と同じような処罰の方法としたものが含まれておりました。ただ少

年裁判所を設置して，専門の裁判官が少年事件の裁判に関わるという条項が設けられた点

が，特徴的であったといえます。やはり少年のための法律としては未熟なものであったと

いえましょう。

　1928年になり連邦官報第234号として公布されたものが，年少犯罪者の処遇に関する新

しい連邦法Bundesgesetz　ilbe　r　die　BehandluRg　Junger　Reehtsbrecherで，少年法

（Jugendgerichtsgesetz）であります。これにより，はっきりした少年に対する処遇が打

ち出されたといえるのであります。この法律は，現在での少年対策を決定づけるほどの，

基本的な骨子をそなえたものであるといえるものでした。この少年法の要旨をあげてみま

すと，彼らの行為を罰するという意味であったものから，行為から救うのであるという考

えに変ってきたという事であります。それは，彼らを保護しつつ，教育の不足を援助して

行かねばならないという意味であります。道徳的なうしろだての不足から生じた行為であ

ると見なす考えに，方向をかえてきたということができるでしょう。ですから彼個人の意

志は尊重されるぺきであり，社会的な背景を考慮に入れ，彼らの行為を判断していかねば

ならないとしたことであります。更に行為に対する罰であったものから，罰として考える

のではなく，行為に対しては、どのような教育が必要であるかと考える事が，より重要と

されたのです。従って彼らが受ける処遇としての教育は，彼らにとって利益となるよう配

慮されていなければなりません。以上のような意味から，少年を裁く法廷も一般成人者と

は異った方法がとられています。裁判に当る判事も，特別に訓練をうけた専門の判事が担

当するようになっていました。そこでは，彼に何が大切であるのか，どのようにした方が

彼にとづて利益となるか，ということic基いて決定が出されるようになっていました。

　1961年連邦官報第278号として公布され，1962年1月1日から少年裁判所法が施行さ

れました。この法律は，先の1928年の少年法（＝少年裁判所法）に改訂を加え，近代的な条

件にそうよう整備されたものです。このため‘Cは，少年問題の専門家や関係者，またオー

ストリア少年係裁判官会議が召集せられました。そこで連邦司法省は国会tc提出すること

ができ，それがこの少年法となったものです。一般成人の刑法は本年1月1B　IC新しい刑

法として出されたのですが，今回でも1969年の時と同じよう1こなされ，少年についてのそ

れは1961年の公布の通り少年法が施行される事ICなり，別に変化はありませんでした。

　2．連邦官報第278号iζついて

　連邦官報第278号によって公布された少年法の要点だけを述べてみます。

　Jugendlicherは14歳の誕生日を迎えたものから18歳に満たないものをいう。刑事責

任を問われるのはこのJugendlicherからであり，14歳に満たない者はUrmundigeとよば

れる。

　少年の裁判は成人のそれとは異った方法がとられています。Richterは特別の教育と訓

練を受けた者の中から任命されます。検察官も同様です。更にLayman（英語）とよばれる

少年問題に経験と学識の深い専門家が，むしろRichterより同等以上の権限をもって，同
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席し，審理に当り決定をするという仕組みがとられております。　例えばRichterと

Laymanとの間で決定のための意見が違うというような場合には、　Laymanの意見が採用

されるのです。

Wienではその都市的性格上からも，独立したJugendgerichtshofを設置しております。

他の州は地区の裁判所に付属させて，この少年法の趣旨を生かした少年裁判を行っており

ます。

　Verzbgerte　Reifeがあり，これは14歳以上の少年の問題ある行為であっても，調査・

鑑別が詳しく行われ、刑事責任が免除されるということであります。裁判所に事件として

係属された場合にもBes6ndere　Jugenderhebungenがあります。これも少年の生活内容や

生活状況及び家庭環境等が精神的・心理的分野の援助をも求めつつ調査が行われ，これが

参考にされて決定が，その少年にとってどのような教育が必要であるかという，教育中心

のうちにできるような制度であります。

　軽い行為であると考えられる場合は．訓戒だけですませることもできます。少年である

からRahmen　Strafeが考えられております。これは教育の期間が予見できない場合であ

りますから，本人に成績の向上という点が重要となってきます。成績がよくて許可が出ま

すと社会に早く帰れますから，この点成人の減刑処置‘ζ似たところがあります。もちろん

少年でありますから，成人のような終身刑（最高刑となっており，死刑はすでに廃止され

ているようである一筆者一）は適用されなく，少年の場合の最高刑は，16歳を過ぎておれ

ば15年のSchwere　Arrestであります。

　先に何度も述べてきました通り，少年達の行為は教育的・道徳的な不足から発現するの

であるという観点1こ立っておりますが，家庭環境も相当影響していますのでJ家庭から少

年をはなす方が良いと判断する場合があります。そのような時は，．里親をさがすとか，

Lehrlingsheim　lζ措置するとかの処置をとります。この後の指導は州のJugendamtに委

ねられますから，少年の指導機関としての機能を有するJugendamt（少年保護局一通訳一）

は重要な機関といえます。

　Dr．Helmut　Gonsaの説明

　く氏は，Ministerialrat　im　Bundesministerium　flir　Justizの肩書をもたれる方で，

　オーストリア連邦司法省参事官と理解できる。＞

　1950年国連で刑法に関する一般的処遇のための最低基準がとりかわされたことがありま

したが，それにほぼ類似して改訂されたものがオーストリアの刑法となっております。

　オーストリァには2種の刑務所の形態があります。1つは裁判所に付属して1年刑まで

の者を収容するCourt－Prison（氏は英語を話された），他の1つは，1年刑以上の者を収

容するための独立した刑務所で，これをConvict－Prisonとよんでいます。　C　onvict－

Prisonは成人用と少年のためのものとが独立して設置されています。　Court－Prisonの

場合，Wienのように独立した少年裁判所を設置している時には問題はないのでありますが

他の州のように地区の裁判所に付属している場合は成人と少年が分離されなければなりま
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せんから，部屋を別にするように配慮しております。

　少年の非行の傾向を，Wien　tcついてみる時，男子は上昇気味であり，女子については

ごく稀れであるといえましょう。男子16人に女子1人といった16：1ぐらいの割合でな

いかと思います。それで全体的に見ると，横ばいの状況になるということができるのです。

このような非行はオーストリアの失業率が現在9％そこそこであると示されるように重大

なものは減少しており，軽度なもの特に自家用自動車にまつわるもの（オーストリアでは

貨物自動車は製造しているが，乗用自動車は生産していない様子である一筆ts　一）が増え

てきているといえるようです。

　Urm6ndigeについては，連邦憲法が児童・少年の権利を保障しt各州が自州のLandsge－

setzにより，細目を決めて実施する仕組みになっております。　UrTnlindige　における問題

についても，やはり教育的・道徳的失敗によって生じるところの行為であるという見方は

Jugendl　icherの場合と同様であり，重大なものにはFursorgeerziehungsheirnを用意し

ているが，家庭に問題があるとか，他の人に委託した方がよいと考えられる時には，市民

の中で里親tcなってくれる人をさがすとか，民営のte設ic入れるとかの方法が講じられて

います。これらの処遇方法なり措置にLっいては，裁判官としてJugendwohlfahtsgesetz

にもとついて決定することができるようになっているのです。その他にTraining　School

も全国に40～50ヵ所設置されており，児童のための教育的な施設とされております。そ

れらの施設の中には，施設内部に学校教育を行うことができる機能を有しているものもあ

れば，施設外の学校に通学する方法をとっているところもありますし，各州の考えによっ

て実施されているのが実情であります。

　任意の名誉職であるがWienには現在ユ20人のProbation－Officerがおり，今後300人

～400人に増員させていきたいと考えております。また専門的に研究1ζ当るAcademic－

Workerも現在11人おります。

ψ

　Dr．　Gonsaから席上いただいた資料が2種ある。「Strafvollzugsgesetz－1969－』と

r10Jahre　Bew6hrungshiIfe　－Verein　flir　BeW巨hrungshilfe　u皿d　Soziale　Jugendar－

beit－」である。前者はAustria連邦の1969年3月26日に制定された新しい行刑法であ

る。後者は保護観察制度10周年記念誌で，保護観察制度10年史といったところのもので

あろう。これは保護観察と少年補導協会が発行したと理解できるものである。

　Dr．　Sa正znerからもらった資料は少年裁判所法と行刑・処遇及びその略史である。

　以上3点を邦訳し，オーストリアの少年問題の対策を知ることは，我国の少年法改正問

題を志向していく上に一つの指標となるのではないだろうか。
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研修報告　教護院班14　9月25日午後

施設名　SONDERANSTALT　FUR　JUGENDLICHE
　　　　GERASDORF
　　　　（国立ゲラスドルフ少年院）

説明者　Dr．　Sag1（院長）

　　てん
教護天

ま
満

し
士

．

肋朗

広島県立広島学園

東広島市八本松町大字原844

　中部ヨーロッパの交通文化の要所であるオーストラリアの首都ウィーンは，ドナウ河に

臨む低い丘と森の展開する美しい町である。この中心街にある連邦司法省（BUNDESMI－

NISMIRIUM　Ft∫R　JUSTIZ）の訪問をすませ，昼食を音楽家モーツア’レトに因んだレス

トランでとり，PM：1400，バスでウィーン市の中心街から南50㎞の郊外，イタリアのトリ

エステに向う途中にある国立の少年院（SONDERANSTALT　FUR　JUGENDL　I　CHE　GE－

RASDORF）を訪問した。オーストリアで，最もユニークな少年院といわれている。正門

前は非常に厳めしく．社会との遮断という言葉がぴったりとする。ただし正門を通り抜け

ると，出迎えている院長はじめ幹部職員の親切な応待，そして，目の前に広がる緑の広場

と近代的な建物とがうまく融けあっていて，ほっとした気持にさせる。同国が誇る少年院

だけあって敷地は3ヘクタールを有し，一見して大変りっぱなものである。ゆっくりする

暇もなく応接室に通された。互いにあいさつと紹介が終ると，ただちに少年院の院長Dr．

Theodor　Saff1の説明ならびに質疑応答が始まる。この間，心のこもったもてなしを受け

る。常に私達の気持をそらさないようアットホームの雰囲気を保つことに注意を払ってい

たようである。Dr．　Saglの説明及び質疑応答を1時間で切りあげ，院内の設備及び施設

の視察研修に1時間30分をかけた。最後には，少年によるバンド演湊を聞かせてもらい

〔楽焼のみやげまでもらう）当少年院を後ICしたのがPM：18．・00であった。

　不十分であるが，当少年院の視察研修の概要を項目別にまとめてみた。
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　施設概要

　1，種別
　The　Prison　for　Juvenile　Offender．所管：連邦司法省。

　2．設立年月日

　1970年3月16日に設立する。それから5力年計画でt100万シリングを投入し，現在

90％完成させている。

　3．職員構成

　当少年院の幹部はt院長1人，院長代理1人、全体管理者1人，職業訓練学校長1人，

以上4人である。当少年院の運営は，この幹部の活動によって維持されている。この幹部

の活動の基盤は3部門によって構成されている。管理部門：看守78人、看母1人，事務若

干人，営繕若干人，調理若干人，庭師1人。教育部門：職業訓練指導員12人，派遣教員若

干人。専門部門：医師1人，心理学者1人，補導員2人，牧師2人（新1，旧1）。

　4　収容定員

　収容人員：165人，現在人員：156人。現在人員を常に収容定員より10人くらい少なく

収容するのは、余裕と緊急な場合を考慮しているからである……といっている。

　5，受入条件

　少年の可罰的行為により，少年裁判所法（J㎎endgerichtsgesetz）1ζもとづき，刑事事

件として処理され，平均収容期間1～2年の再教育を受けることを条件に収容される。ま

た，収容される青少年の年齢については、20歳1こ満たない青少年を収容することを原則と

しているが，青年でも，その能力，問題の内容，程度によっては，24歳まで考慮されてい

る。特例として次のような処遇をしている。成人刑務所で刑を終えた殺人犯の青年を，居

住基盤を少年院に置き，院外に就労させ，進路を保障し，あるいは自己統制と看護を行な

い社会に定着させた例もそうである。

　収容された少年は，次のような条件が与えられる。院内において，住居，衣服及び飲食

物が与えられ，それぞれの年齢，能力CC応じて，義務教育，社会教育，職業訓練教育を受

け，身体の発達については，運動，スポーツによって促進させることが条件になっている。

　6．非行及び犯罪内容

　収容されている青少年の非行及び犯罪の主なものは，交通犯，即ち車に関する非行及び

犯罪，麻薬・覚醒剤及びアルコール中毒による非行及び犯罪，窃盗・万引による非行及び

犯罪であり，この青少年のほとんどが心身共ic不健全で，まともに学校教育を受けておら

ず，精神的に無気力で，何事に対しても意欲がなく，対人技術が正常に行使できず，非常

に劣った状態をあらわしているそうである。

　7．運営状況

　Dr．　Sag1院長は，この少年院の運営上の特徴を次のように強調している。「あくまで

も心理的・教育的処遇を理想とし，人間と人間の“ふれあい”といった基本的な人間関係

を通して，正常な人間関係の技術と職業技能を習得させ，社会に送り出していることが当
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少年院の特徴であり，このような規模・内容をもった少年院は，オーストリァでここだけ

である。」また当少年院の運営責任者ならびに幹部職員は，院長を含めて4人（前記）であ

り，運営上の諸問題は，ほとんどここで処理されている。

　ここで，部門別に運営状況を見てみよう。

　管理部門：①事務・会計・営繕・調理等を扱っている。

　②収容している少年ic対して個室と鍵を与え，自主的な生活すなわち自己のプライバシ

ー を守らせるよう配慮している。

　③院内の保安管理については，自由を制限するための鍵と，総合管理室における集中総

合管理方式（工業用テレビ・電話・電信）及び1対5の看守制度を併用し，少年の動態，職

員の動態が明瞭に把握できるようになっている。

　将来，この院内では，できるだけ自由な立場で自主的行動をさせ，社会的規範を身につ

けさせたいと思っているそうで，この目標にそった管理体制を考えている。　硯在鍵をか

けている通路の入口，食堂，作業場通路は．かけないようにして行こうと考えている……

とのこと。）

　教育部門：①ここは，なんといっても職業訓練を中心とした矯正教育がその中心であり，

院内に職業訓練学校を設置している。

　②義務教育を終了していない少OPec対しては，普通教室において学校教育を実施し，ま

た劣っている少年1ζ対しては，一般教養としての国語を学習させ，特別教室においては専

門的な技能理論も学習させている。

　③実務実習のための技術棟があり，多くの技能訓練室と必要な設備を備えており，屋外

には酪農棟，院外に広い農地を所有し，あらゆる職業の訓練教育を行なっている。

　④ここに勤務する指導員は，心理学的・精神医学的な知識について習得しており，同時

に，各専門の技能指導を通して，少年tc技能を習得させ，労働に対する意欲を養い，正常

な社会観を教育しようとしている。

　⑤院内における心身の発達の促進については，文化的・体育的施設を充実させており，

屋内においては体育館，温水プール，屋外においては豊かな緑にっっまれたサッカーグラ

ウンドがある。また美術・芸能に関してもアトリエ・楽焼の設備，舞台の小劇場，また読

書のための図書館があり，これらの施設設備を利用’してのクラブ活動が認められ，院外1ζ

もその活動を発展させ，参加できるようにしている。

　⑥技能訓練職種としては次のような種類がある。

　自動車修理工，溶接工，木工，レンガ工及び左官，製靴工，理容師，洋服仕立，パン加

工t調理師，酪農業，旋盤工，クリーニング業，塗装工，ete．

　専門部門1①少年の将来について，罪の軽重に関係なく、進路相談をするようにしてい

る。そのためのケースワーカー及びソーシャルワーカーの専従者がいる。また，院内に設

置されている教会には，新教・旧教各1人ずつ牧師が，宗教上の立場から神の教えと少年

の精神的悩みについて相談にのり，正しい道徳を養うよう努力している。
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　②健康・安全については，専任の医師が医療を担当しており，設備も内・外科，レント

ゲン，歯科，etc．簡単な医療はただちtcできるようになっている。心理学者tcよる心理

療法的処遇も考えられており，地下室には独房及び特別鑑護室があり，内観について外か

らの刺激をきびしく遮断している。

　看母制度を採用し，女性の役割の重要性を認識し，マザーリングを中心に活動している。

また，看守制度を利用し，看守1人に対して少年5人の割合で，グループワークを指導し

ているようである。

　8　その他

　①日課はAM：8．OO～12．00と，　PM：14．00－v17．OOであり，土・日は休日，といった内

容である。日課の中心は職業訓練と義務教育であり，自由時間には職場見学，体育・芸術

・芸能への院外参加，出品・出演・鑑賞等を実施している。

　②社会生活及び労働生活の基本を身につけさせるためCC，労働服を着用させ，自覚をう

ながしている。

　③面会時間は原則として30分であり，その場合，シャワーでよごれを落とさせ，衣服を

管理室で正装させ，面会‘このぞませている。

　まとめ

　1．当少年院の主な特徴

　①職業訓練学校を設置し，卒業修了書と共に技能習得のライセンスを出し，しかもその

職種が多様であり，充実していること。

　②合理的で，科学的な保安体制が存在していること。

　③心理学的・精神医学的な保護体制を基盤fcdiいていること。

　2．視察研修の中で強く印象にのこったこと。

　①看母制度を採用し，将来は増員の予定であるということ。

　②新・旧両派の牧師を有し，院内IC教会が設置されていること。

　③徹底した職業訓練を多くの職種にわたり実施し．生きる手段の習得を通して，生活指

導をして行くことが，青少年の非行及び犯罪対策と考えていること。

　④院内の生活基盤を，個と集の集合・分散のなかで，対人の技術の習得1ζ置いているこ

と。すなわち少年院において治療保護といった心理学的・精神医学的な背景を重要視して

きていること。
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研修報告　教護院班15　9月26日午前

施設名JUGENDGERICHTSHOF　WIEN
　　　　（ウィーン少年裁判所）

所在地　Wl　en　3、　Rticlengasse　7～9、1030

説明者　Dr．　F．　Wamek．

　　　　Dr．　E．　Markel．

　　　　Dr．　H．　Gonsa．

　　　か
教護加

O
藤 防宏 鎚明

愛知県立愛知学園

春日井市神屋町713－1

　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　　　ロ　林立するビル群の中の，何のへんてっもない灰色がかった建物の入口に，「STRATS－

ANVVALTSCHAFT　BEIM　JUGENDGERICHTSHOF　WIEN」と掲示されている。遅
れること30分。待ちかねていたDr．　Markelの案内で，すぐ1階会議室にはいった。ウィ

ー ン少年裁判所長Dr．　F．　Wanekから，「遠い日本からようこそ，今日は少年裁判の方法を

法廷で見て学んでもらいたい」との挨拶があった。

　少年裁判所法の概要（説明．Dr．　Markel）

　まず第1に年齢区分であるが，昨日，Dr．　Salznerの説明にもあったようeζ，オースト

リアでは，1961年に制定された少年裁判所法により，14歳未満の者を児童といい，14歳

以上18歳未満の者を少年という。可罰的行為をした児童（触法少年にあたる）は刑事未成年

者として罰せられず，裁判所が，非訟事件手続により，後見機関としての措置（自由拘束

を伴う教育処分を除く）をとるにとどまる。これに対し，可罰的行為をした少年は，前同

様後見機関としての措置がとられる場合のほか，刑事事件として処理され，刑罰が科せら

れ，またはその他の処分に付せられることになる。もっとも，弁識能力の成熟が遅れてい

る場合には罰せられない。

　第2は処分の方法であるが，原則として，一般法（刑法）が適用される。しかし，科せら

れる刑罰を緩和したり，i／2軽減するほか，教育的処分，指示及び保護観察の処分または訓
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戒の処分への道を開いている。

　これらの方法は，少年に処罰を与えるだけでなく，個々の少年に合致した何らかの適正

な教育方法を見つけるべく配慮がなされているものである。中でも，特1ζ軽犯罪とみなさ

れる場合は，訓戒だけですますことができるよう考えられている。これはオーストリアで

は，どんな少年犯罪でも，検察官により一応公的な機関即ち裁判所に送られてくるので，

些細な少年犯罪については，検察官の判断により，できるだけ訓戒だけですまそうとする

考えによるものである。

　第3eこ犯罪少年に対する裁判であるが，これには3つの方法がある。

　その1つは，区の裁判所で取り扱う場合であり，ユ人の裁判官によって法廷を構成し，

最高6ヵ月までの処罰を取り扱う。軽罪の審理の多いのが実情である。

　2番目は，犯罪行為が中罪あるいは重罪の場合であり，地方裁判所で取り扱う。1年以

下の自由刑の事件については1人の裁判官，10年以下の自由刑の事件は2人の裁判官と2

人のLayman‘こより法廷を構成する。少年裁判に立ち合うこのLaymanは，学校教師，施

設職員，S㏄ial　Workerといった実地の教育経験者でなければならないと決められている。

　第3番目は殺人等の犯罪を行なった兇悪犯の場合であるが，この場合は3人の裁判官と

8人のLaymanによって法廷を構成する。

　なお，LaymanはLocal　Authorityが有資格者リストを作り，そのリストの中から無作

為抽出により選出され，裁判に参加する。

ウィーン少年裁判所の管轄権について（説明．Dr．　F．Wanek）

　オーストリアでは独立の少年裁判所はウィーンとグラーツに置かれているだけである。

　ウィーンの少年裁判所は地方及び区の少年事件を，グラーツ少年裁判所は区の少年事件

を管轄する。なおリンツ州の区裁判所は独立の裁判所ではないが，少年裁判所同様の権限

が集中されている。

　その他の地区では，通常の裁判所力沙年事件をも管轄するが，事件の処理を特定裁判部

または裁判官に集中することとしている。

　ウィーン少年裁判所の有する管轄権は次のとおりである。

　　〔1）児童及び少年IC対する後見裁判権。

　　②少年の刑事事件の第1審裁判権。

　　｛3沙年保護での第1審裁判権。

　　｛4沙年の刑事事件に関する成人の刑事事件ICついての競合管轄権。

少年法廷の見学（説明補助．Dr－H．　Gonsa）

　午前10時20分，Dr．　H．Gensaの案内で，裁判所のうす暗い廊下を通り，小法廷tcは

いった。静けさを破った我々不意の閲入者に，被告席の少年は流し目の一べっを送り，苦

笑をうかべた。
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　公訴事実を朗読していたのであろう検察官の声が一瞬とだえたが，すぐ何事もなかった

ように，淀みのない爽やかな口調での朗読が続けられていった。

　廷内正面ICは，中央に金色1ζ燦然と輝くオーストリア国家の紋章の縫いとられた紅色の

たれ幕が下がり，それを背に，中央机上にキリストの正義においての意味からか，十字架

を置き，左右にローソクが立てられている。壇上中央左tcSU判官とLayman（女），右に裁

判長と書記とLayman（男）が位置し，下方左に弁護人と被告人が，また相対する姿勢で右

に検察官が位置している。

　被告人である少年は，色白，黒髪，1m70cnt以上あろう背丈とがっちりとした身体に，

黒っぽい背広を着て，立会人である母と妹を気にしてか，見学者である我々を気にしてか

落ち着かない表情で，傍聴席にしきりに目をやる場面が多く見られた。

　廷内観察を続ける間に，黒衣ec赤いふちどりをした法衣を着用した検察官の朗読は終了

した。

　はじめ少年の父親が立証のため意見陳述をしていると思ったが，それは思い違いで，Dr・

H．Gonsaの説卿こより，被害人の意見陳述であることが判明した。被害状況についての

陳述であろうか。続いて，弁護人と被害人の間で応答がくり返された後，被告人である少

年がいささか投げやり的IC短い意見を述べた。

　重苦しい雰囲気の続く中，青いふちどりをした黒衣をまとった裁判長が机上の書類を読

み上げはじめた時，今まで傍聴席にいた1人の男が立ち上がり裁判長と短く応答をしはじ

めた。プロベーションオフィサーだとの説明であった。従ってその内容は，少年IC関する

調査，指導記録等についての質問，確認といったことであろうか。またプロベーションオ

フィサーの存在は，被告人である少年が以前何らかの犯罪行為に関連し，相当の非行を重

ねていることをも想像できる。

　その後，検察官の論告求刑，弁護人弁護，被告本人による最後の意見陳述があった後，

休廷した。この間30分であった。休廷後．処分判決がなされるということである。

　通訳をとおして，この少年が，1カートンの物品を窃取したこと，しかしこれが4回目

の非行であることを後で知った。

　果してどういう判決が下されるか。10時50分，我々は休廷と同時に退廷した。

　質疑応答

　問1．ウィーン少年裁判所における少年係裁判官，少年係検察官とウィーン市内の弁護

士は何人いるか。

　答　少年係裁判官16人，少年係検察官5人，弁護士1，500人。

　問2．少年係裁判官の年間担当ケースはどれだけか。

　答　1973年においては，年間総数7．500ケースであった。したがって年間1人約400ケ

ー
スになる。7，500ケースの内訳は，悪質犯罪11200件，軽犯罪5．500件，身柄拘束800件

である。
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　問3．医療刑務所か女子刑務所があるのか，あるとすればその処遇内容はどのようなも

のか。

　答　医療及び女子に関する施設はない。そういった犯罪者が出た場合は大人のPrison

に入れる。また麻薬とか特別医療を要する少fficついても大人のPrisonに入れる。

　問4　少年の更生率はどうか。

　答　正確ではないが，大体40％は再犯するのではないかと考える。

　問5．日本では非行少年を少年鑑別所に入れて鑑別するが，そのような施設はあるのか。

　答　罪を犯せばすぐ身柄を拘束する。少年犯罪は人口170万人に60人ぐらいの発生率で

ある。危険なケースはまれだが，累犯，逃亡に備えて，刑務所で2カ月の鑑別期間を設け

て鑑別する場合もある。

　問6．きょう審判の少年tcついて説明願いたい。

　答　少年は前IC・3回の罪を犯し3ヵ月の判決をうけ，3年間プロベーションオフィサー

の指導をうけていた。きょうで4回目の法廷だ。多分，受刑することになるだろう。

Prisonで。

　問7．今まで少年の身柄はどうなっていたのか。

　答　自宅にいた。ここへ自宅から来たのだ。

　問8．Layman参加の少年裁判で判決が，裁判官2人有罪，　Layman　2人無罪と別れた

場合はどうなるのか。

　答　Laymanの無罪を採用する。（声高く）疑わしきは罰せずという鉄則がヨーロッパに

はあるのだ。それはLOOO年，2．000年の歴史を持っている。

　問9．宗教教育はどうしているのか，教会はあるのか。

　答　収容者の宗教教育は自由意志によるが，今，カトリック，プロテスタントの牧師が

任意で来るが，ミサをうけるのは収容者の20％ぐらいだろう。教会はある。

　問10．収容されているというが，どこに収容されているのか。

　答　はっきりした解答が得られず，この件にっいて，裁判所付属の鑑別所だ，留置場だ，

拘置所だと，諸説が出たが，少年裁判所法第37条（予防勾留及び未決勾留）に，少年の刑事

事件において，施設及び信頼に値いする家庭への収容で教育目的が達せられない時は，拘

置施設の特別区画内で成人とは別にし，作業及び授業をできるだけ受けさせるものとする

といった内容の4項からなる法があるため，これを指すものと解釈したい。

壁
　少年法廷見学をとおして，裁判長と同席するLaymanが有罪，無罪を支配すること，そ

の背景に’‘疑わしきは罰せず”という歴史的姿勢を実行しようとしているとの説明tζ驚きを

禁じえなかったが，なぜ，累犯少年に限ってLaymanを参加させ裁くのか，その意味がつ

かみ得なかった。問題であり，大切なことは，それ以前の時点で少年に適切な指導がどれ

だけなされたかということであろう。従って，”4さら”という感じを禁じえない。この
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Layman制度も結局は旧陪審制度の名残りに過ぎず，実質的tcは，その少年に何ら効果の

ないものとなっていると感じたが，考えすぎであろうか。

　次にプロベーションオフィサーの問題であるが，裁判に出席していたプロベーションオ

フィサーはどういった身分であったのか，プロベーションオフィサーの意味，身分は，各

国まちまちであり，定説がない。オーストリアでは，我が国でいう保護司であり，名誉職

であると規定されている（19条2項）。

　我が国における保護司は，町の徳望家‘こよる善意の奉仕とされ，わずかに月1．000円の報

告書作成費で5～12件の少年の指導を担当しているのが実情である。最近，この保護司の

制度も，専門的訓練の必要性，責任感，社会事情の変化への対応といった問題から，妓路

に立っているといわれている。オーストリアでも同質の問題が提起されてはいないのであ

ろうか。

　最後にオーストリアの少年裁判所法であるが，やはりヨーロッパ大陸各国の持つ特殊な

刑事裁判所的性格を備えているようである。

　最近の犯罪少年ic対する処遇の世界的傾向は，より教育的，より福祉的tcの方向｛ζ流れ

つつある。同じヨーロッパの西ドイツにおいては，日本の福祉的，教育的性格の強い少年

法を学び採り入れようとする傾向tcあるという。少年裁判所法，少年刑務所の説明におい

ても，その流れを意識してか，いかに教育的かつ福祉的処遇を目指しているかを口を極め

て力説していた。いつのBか，この法も，我が国の持つ社会福祉機関的性格の強い少年裁

判所法に変化をしていくのではないかという印象を強く持っている。

記憶をたどって描いた法廷
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研修報告　教護院班16　10月2日午前・午後

施設名ADMINISTRATION　GENERALE　DE
　　　　CE　PUBLIQUE　A　PARIS
　　　　（パリ市社会福祉局）

LASSlSTAN一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も所在地　12Rue　de　la　Collegiale　Paris　5eme

説明者　M．Timbart（児童社会福祉専門官）

　　　　Mrne．Duprる（第3事務所主任）

　　　　MIIe．　Garroux（社会教育担当官）

　　　　㎞e．Archombeau（非行防止担当官）

　　　　　上
調査課長　

だ

田 篇 芙

国立武蔵野学院

浦和市大字大門1030

　10月2日，私たち教護院班は，児童館班とは別にパリ市社会福祉局を訪ね，社会福祉の、

現状のうち，精神薄弱者及び身体障害児対策を聴いた。

　Monsieur　Timbartの説明（児童社会福祉専門官）

　パリ以外の都市や町村でも大体同じ行政であり，フランスにおける福祉対策は，パリの

如何を知れば大体理解できるということである。氏は初めに「何かおくれている」という

言葉の重要性を説明し，このことについて広範囲にあらゆる考察をしてみたいという発言

から説明にはいった。劣っているとみられている人の中に埋もれている優れた箇所のある

こと1こ留意しなければならない。即ち身体障害，精神薄弱，学習遅滞の子供たちを理解し

具現化していくのが私たちの仕事で，これらの子供に対する援助が役所の仕事であると，

まず述べて，その対策として

　1．特別な保護施設をつくる。

　2．特別クラスを一般学校内につくる。

　3．これらの子供たちを医者の管理下においておくようにする。

　4．このような子供たちが生れないように前もって医学上の阻止をするようictB導する。

　5．肉体的欠陥をもって生れた子供たちは，生後ひと月からふた月の間にその欠陥を除

去するようにする。
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　6．精神的・肉体的欠陥を分類し，それに適応した教育センターに入れて援助していく。

　7．一般学校にできるだけ通学できるようにさせ，一週間のうち2日とか3日くらい教

育センターで再教育する。

　＆　日中の病院。即ち精神異常の子供たちを一日中受託して治療し，夜間だけ家庭にか

えす病院施設。

　9．医療教育施設。即ち精神薄弱児施設で，身体的教育部門として6歳から14歳まで，

職業的教育部門として14歳から20歳まで指導している2種の施設がある。

　10．カテゴリー上からは，精神薄弱施設，盲ろう唖，小児麻痺施設等3施設があり，こ

れらは重症者を収容している。

　11．これらの子供たちが医者や精神科医に診断治療を受ける費用は，社会保障費から

100％保障する。

　12．前述の学校・施設等で教育を受けたハンディのある者に職業を紹介する。

　①肉体的ハンディを負った者をJどこの職場でも，何％まで雇わねばならないという職

種により規定づけられている。

　②肉体的ハンディを負った者は、一般の60～70％の仕事をすればよい。

　⑤精神薄弱者は，一般の40～45％の仕事をすればよい。

　以上のことは，法律化されていて，指導員・医者が職場と連絡し，より高級な仕事tζ就

けるよう指導している。またこれらの指導員の養成機関も最近できる。

　13．ハンディを負った人たちだけのFoyer（クラブ）を作って指導する。

　Foyerは，現在パリicまだ4カ所のみだが，アパート形式で25人ずつ宿泊でき，乙こ9C

住んでもいい。また夜間に来て指導員・医者の指導を受けられるようになっているので．

医者・指導員が彼らを勇気づけ更に向上するように教育指導するとともに，彼ら同士が切

礒琢磨して向上するようにしている。ここの者は，公立学校の費用は全額免除，また病気

になった時には社会保障費で経済状態に応じて保障されている。なお1975年の新法によっ

て，就職についても保護されるようICなつた。

　質疑応答

　1．Monsieur　Timbartの役職については？　現在17人のスタッフがそれぞれの仕事を

分担している。それぞれが責任者で，課長とか部長ではないし，そのような役職はないシ

ステムである。いわば全員が責任者である。

　2．施設は公立か私立か，また職員の身分は？　公立，私立種々であるが，センターの

如きは公立で，Foyerの如きは，政府の意図をくんで民闇事業で運営している。職員はほ

とんど民間人で公務員ではないが，教育センターは，何人かが公務員で，他に民間人が何

人かいる。民間人でも俸給表があって公務員と大差ない。

　3，役所の企画及び決定機関はどこにあるか，また現場職員との軋模はないか？（この

質問は，フランスに於ける役所の責任体制｛C疑問を感じる点J即ちこの役所の責任者がい
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ないこと，また個々が独立して関連する役所のことすら知らないし知ろうともしないのは

私たちに理解できないことなので，あえて質問した）。完全な法律というものはなく，自分

たちがつくったシステムがだんだん法律化しているが，われわれの企画したことを市議会

で決定し実施しているので，民意をよく反映している。役所と施設職員との軋蝶などは，

話し合いicよってそれぞれの仕事を責任をもって果しているので，全然問題はない。

　4　施設職員に公務員と民間人が勤務しているというが，将来進むべき方向としていか

に職員を充足するのか？　昔から福祉面には熱心な人がいて，無償で働いてくれる人々が

多くいた。しかし現在は労働に対する考え方が変ってきていて，若者の中icwa員を求める

ことは困難になり，民間人で運営してきた施設もだんだん運営が困難になってきている現

状から，近い将来5年から10年のうちには公務員・公立化していかなければならないと思

う。

　5．施設処遇か家庭ケアかフランスは施策としてどちらを選んでいるか？　これ1ζ答え

るのは困難である。例えば，ポリオの如き施設には設備などに費用を要するので，コロニ

ー の如き大きい施設が望ましいが，精薄者には，一般社会から隔離するようなコロニーic

反対で，フランスの如き46人くらいの小施設で，地域社会一般の人との交流ができる方が

よい。また地域差があり，大都市では人口的icも予算的icも大施設が可能であるが，地方

では実際的tc困難と思う。フランスでは専門家・医者がオランダと感覚的差があり，一般

人との接触のうえicケアしていくという考え方が強い。従って重症者ばかりを集めるよう

な施設icは反対で，多種の様相の者を集めた方が希望がもててよい。

　6．施設職員の養成について資格条件は如何？　大学の専門課程（心理学・教育学）を修

めた者と資格要件はなっているが，それよりも子供を好む人で偏見のない人，かつ使命感

を持つ人でないと駄目である。最近は免許をもっているが，使命感を持つ者が少なくなっ

てきた。例えば，看護婦などがいい例である。

　7．現在精神薄弱児，身体障害児はどれくらいいるか？　パリ市内で精神薄弱児は1万

～1万2千人くらいでしょう。身体障害児については不明とのことで，なぜそのような意

味のない質問をするのかと反撃された。統計は全然無意味で，家庭に匿まわれて死亡して

いくような闇数があるだろうし，統計なんて意味がないと反論され，次tζ施設数をと思っ

たが，質問の矛先をかわされた。

　8．ソーシャルワーカーの社会的地位について？　フランスではソーシャルワーカーと

して一律に位置づけはなく，各部門ごとのプロフェショナルであるから，他と比較するこ

とはないし，社会的地位は全然問題にならない。フランスでは，労働者も社長も大臣も社

会的には一個人に過ぎない。ジスカールデスタン氏も自分で運転し，アラン・ドロンもよ

く歩いているのを見かけるが，誰も見むきもしません。彼らはそれぞれの部門のプロで，

社会的地位は問題にならないとの答弁で，要点を聴き出すことはできなかった。

　午前中の予約訪問先がまだ1施設あり，予定時刻を過ぎたので，質問事項を多々残しな

がらも辞せざるを得なかった。
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　午後3時すぎ，私たちは再び午前中訪問した社会福祉局の玄関をはいり，顔馴染みにな

った2人の身障者の受付係に挨拶して会議室tcはいった。そしてパリの非行防止活動につ

いて，それぞれの専門担当官から説明をうけた。

　Madame　Garnier　Dnpr6の説明（第3事務所主任）

　第3事務所は，男から捨てられた母親と子供の問題，家庭環境の悪い子供の問題，青少

年の非行化を防止する問題など4部門の仕事を担当している。そのうち4番目の青少年の

非行化防止問題の項目について説明しますが，担当官はGarrouxさんとArchombeauさん

です。

　私たちは，家庭令42，43によって

　1、貧困tc起因する非行化を防止する相談指導をする。

　2．各区役所にAide　Sociale（社会援助）の窓口がある。受給希望者は窓口で書類に記

入すれば，調査の結果，適格者は援助金が受けられ，その額は社会経済状況に応じて年3

回くらいずつスライドして適性化されている。

　3．最低保障Smicを与えている。貧困家庭の児童は16歳まで。なお子供が学校を続け

る場合は18歳まで延長してSmicを適用している。この際書類は6カ月に一度ずつ更新す

ることになっているが，都合9Cより2～3月くらいに短縮して申告もできる。またこの事

務所まで提出するのは大変なので，各区役所に特別の審査官をおいて判定し，早く援助で

きるようにしている。1974年に使われたSmieは，3万4千人くらいの子供を対象に1500

万フラン（約105億円）の援助をした。

　Maderno　i　＄e　1　le　Garrouxの説明C社会教育担当官）

　私たちの仕事は，子供を施設に入れたりするのではなく，家庭tcいる非行化する子供を

教育指導することである。1959年1月7日新法令の発布（アルジェリア独立当時）までは，

非行を犯すと，家庭を調査して，すぐ裁判にかけ，判決となっていたが，新法令ができて

からは予防という考えが強くなり，前もって非行化しないように教育することが盛んにな

った。

　①1957年から1968年までは，パリを含む近辺3県の0歳から21歳までの青少年の非行

化の防止活動を担当していたが，②1968年から1974年までは，パリ市内だけの防止活動

を担当するようになり，更に③1974年7月17日の新法により18歳から成人となったので

1日法に則って活動しているが，年齢的に徐々に変りつつある。

　1959年までは1go1年の法律に則り，非行化防止ということでは，これらの少年を使役

して利益をあげてはいけないということだけだったが，新法により非行化防止に少年のた

め国費が投じられるようになった。

　1968年戦争被害をうけたユダヤ人の子供を援助する法令ができて保護してきたが，その

必要がなくなった現在は，この法令がそのまま他国からの移入者の子供たちへの援助とな

って続けられている。

　非行少年に関する問題だけでなく，色々の家庭問題，個人的問題，浮浪児問題，また若
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い女性の問題等の相談指導まで担当し，非行化防止活動に当っている。

　1974年から政府は，直接ではなく民間の施設に教育指導をまかせ，その経費を政府が支

払うようICし，職員を得やすくしている。

　フランスでは，役所と市民との間，青少年裁判所と施設との間とか，お互いのコンタク

トをとる中間的各種の民間団体があるが，非行少年をまかせるクラブもあり，非行少年や

判決中の少年の指導教育1こあたっている団体もある。これらの団体に援助することはもち

ろん，各区役所・学校にも窓口があり，連絡を密にし防止活動をしている。

　非行化の恐れのある子供は，①アルコール、②怠学，③家出，④両親不和，⑤経．済状態

悪化等が主因である。それらの家庭に対し定期的訪問により指導教育をするが，いわゆる

足による教育を重ね，子供たちが働けるようになるまで普通2年から3年くらいかけて指

導している。また両親から離した方がよい時は，裁判所に依頼して措置する。

Madame　Archombeauの説明（非行化防止担当官）

　第2次大戦後，青少年の非行化が著しく増加した。児童裁判官Chaza1氏が1949年に青

少年を集めて保護指導にあたるクラブを初めて作ったが，篤志家によるものであった。そ

の後クラブの数は増えて，1963年には単に保護するだけでなく教育指導をするようになり，

国庫で少し補助するようになった。それが1972年に法律化され，クラブ運営費は全額国

費負担となった。現在パリtc　23のクラブがあり，各地域のクラブを中心に青少年を集め，

指導員・専門家が非行化防止活動をしているが、パリ市内に青少年の種々のチームが40く

らいあって，クラブを中心ic健全育成運動に参加している。

　質疑応答

　Madame　Archombeauの説明が終わった時はすでに17時を過ぎていて十分に質問する時

間がなかった。

　1．街頭補導をやっているか？　Preventionでも，警察その他の機関でも，実施して

いない。日本の如く青少年の喫煙は全然問題にしていない。

　2．Preventionの効果の如何？　フランスはこういうシステムを採っていて，私たち

はそれに全力を傾注しているから，現状ではこれ以上のことは望めないと思う，と非常に

プ回意識iこ徹した自信に満ちた答弁がかえってきた。

　3．1人の指導員の担当ケース数はどれくらいか？　大体1人で25人くらいの少年を受

け持ち，その家庭を廻って指導処遇をしている。

　4　刑事責任を負う最低年齢は何歳からか？　5人の説明者が話し合っていたが，結局

16歳ということでJ12歳から16歳にかけて青少年裁判所が当っている。私たちはPre－

ventionの仕事をしているので，犯罪を犯してしまったものは関係ないし，他の職域のこ

とに言及できないと拒絶された。担当した少年が裁判にかかった場合もかとの質問者の追

求には，個人的icは心配もするだろうが，　Preventionの仕事でないから，関係はない。

　5，青少年の非行化をPreventionでは環境からの起因とのみ考えているようだが，素
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質面からは考えないか？　素質的問題のある子供でも環境によって更に悪化しないようtc

する。多くの非行少年はフランスでは家庭環境の悪いことに起因し悪化していく。また上

流家庭の問題iζははいりこめないから，私たちのPreventionの仕事は素質的問題より，

環境問題を採り挙げている。これはフランスの学者たちも同じ考えで，即ち性善説である。

　6．文化文明の発達と非行化ic対しPreventionとしては如何？　自然の発展｝こ対しては

その時々に対処していくより方法はなく，前もって予測して対策をたてるということはで

きない。

　7．人種問題が最近の社会情勢の非行化に及ぼす影響はないか？　他国からの移民の子

供の非行でも，1人の人間によって起こされたものと考え，人種的偏見は全然もたない。

非行化問題はパリだけのものでなく，大都市のひとつの特徴と思う。ただ最近のポルノと

かマスコミの影響は多少あると眉をよせる人と，関係ないという人と，意見がわかれた。

　＆　宗教的教育は如何？　クラブの指導者たちの中；Cは宗教家が多いが，非行少年1ζ宗

教的な説教をしても逆効果なので，人間対人間として指導している。宗教は形骸化して，

現在では若者を指導することはできない。

　感想

　フランスは私たち研修団の最後の訪問国で，観光のスイス訪問の後だけに張りつめてい

た気持がほぐれ，連日の強行スケジュールの疲れといよいよ明臼帰国という安堵感との交

錯した複雑な気持での，訪問見学ということになってしまった。午前中社会福祉局で精神

薄弱児，身体障害児対策について尋ね，次いで，児童精神医学教育センターを訪問，午後

は再度社会福祉局におもむき，第3課のPre▽entionについて説明をうかがった。私たち

教護班の目指す教護施設を見学することができなかったことは、フランスにおける非行児

教育に関する文献なり資料が日本に少ないということを聞いていただけ1こ残念であった。

そのため何とかその概観だけでも知ろうと試みたが，国民性なのか，プロ意識に徹してい

るのか，日本ならば，非行といえば警察・裁判所・施設と関連機関が結びつき，私たちは

関連機関との連絡を密にしなければ仕事の遂行が果せないが，いかに福祉サイドのPre－

ventionとはいえ，既遂に関しては関知せずノーコメント‘ζ，戸まどいを感じた。また統

計に関しての無意味さを説かれ，私たちの質問は逆襲をあびたが，半信半疑（通訳氏を通

しての理解で，外国語を解しないみじめさをしみじみ痛感）．国の行政となれば統計が必須

条件となってくるのではなかろうか。

　駆けめぐった5力国で自動車規制を日本のように厳重にしている国はなく，警察官が違

反者を見ても平然としているあたり，違反者を捕える努力をしている日本に比べ，人間社

会の価値判断の差をうかがい知った。

　時間的に制約があって，午前申の心身障害児対策，午後の非行化防止対策の説明は，共

に概観を知るだけicmsわったが，福祉のとらえ方が，「何かおくれている」という現象か

ら配慮されていることが説明の随所にうかがわれ，彼らの対策が無限であるように響き，
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好感がもてた。中でもフランスに於ける学校が果たす役割が，終日子供を扱う態勢になっ

ていて，日本の如く，放課後や家庭の余暇時間に配慮しなければならないというような心

配がないこと，またFoyer活動などキメ細かい施策等，参考になるところが多々あった。

　質疑応答1こ，同一施設内で公務員と民間人が職員として勤務していて全然軋繰がないと

の説明があったが，最近の動向として若者の労働意識が徐々に変化してきて，施設職員を

公務員として採用していかなければだらない情勢にあるのは，この国の行政機構に福祉事

業の純粋性を埋解する力強さを感じた。

　Preventionについては，日本に対比する機構がないので非常に興味深かったが，人口

800万を擁するパリ市の非行化防止活動を担う統轄機構であるからには，数を示して欲し

かった。例えば，Educatorなる指導官の数とか，クラブに働く職員数等に言及されなか

ったのは，何か信態性を欠くうらみがあった。しかし日本の児童相談所に比べると，細分

化された責任体制機構であるようにも思われた。

　パリ滞在中，移民の黒人を随所で多く見かけたが，私たち日本人は異民族に接すること

が少なく，っい目をやる癖があって私自身恥ずかしく思ったが，フランスでは彼らを一人

の人間として同等に保護しているという。なかなか理屈どおりにはゆかないと思うが，街

ゆく人々は全く意識なくふり向く人もない点，確かにパリは住みよい街かもしれない。

　訪問した5力国を通し，どこの国でも形骸化した宗教教育に接したが、現代の若者に宗

教教育を説くことはナンセンスといわんばかりで，非行少年に神の道を説いても反感をこ

そ持つが，感動するような者は誰もいないと言い切ったMadame　Archombeau。何か非常に

さばさばした感じをうけたが，現代のヨーロッパ人の宗教観をうかがい知ることができた。
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研修報告　教護院班17　10月2日午前

施設名CENTRE　MEDICO－PSYCHO　PEDAGOGIQUE
　　　　（児童精神医学教育セソター）

所在地　10Rue　Molitor　Paris

　　　　　　　　　1説明者　Mme．Estene．

　　　　M．Berlard．

　　　　Mme．　Rot．

　　　　上
調査課長戸

だ

田 篇 お

夫

国立武蔵野学院

浦和市大門1030

Madame　Es砧ne及びMonsiettr　Berlardの説明

　このセンターは保健福祉省と文部省関係が絡みあっている公立のセンターで，パリ市内

にこのようなセンターが合計14カ所ある。そのうち3ヵ所は肉体的ハンデ（盲・ろう・唖）

をもった児童のセンターである。これらのセンターは，学校の先生と連繋をとり，教育指

導したり養護をするところで，これに要する費用は全額無料（保険には関係なく）である。

　①生れてすぐの子供の障害危倶に対する相談診察。

　②成人でも精神的障害のある者の教育指導や診断等も相談を受ける。

　③学校の子供で精神的fC危慎のある場合は，ここの適当なクラスCC入れて教育指導する。

　④子供の注意力散慢，嗜好力欠除，学力遅退等の原因診察と家庭t学校に対して指導方

法の相談に応じる。

　ここには24人の職員がチームを組んで協同的に仕事をしていて，それぞれが責任者で，

所長と称する人はいない。即ち8人の学校教師，耳鼻咽喉科医，機能診断訓練教師2人．

精神心理専門教師2人，小児科医2人など計24人である。

　精神的異常の危倶のある子供はまずここに連れてきて，①ここの生徒の仲闇に入れると

②どこがバランスを失しているか判定できる。③両親の生活状況の如何を調査，④処遇方

法を指導していく。もちろんその間，各専門の職員がそれぞれの専門について診断調査し

た結果から処遇方法を決めるのであるが，それがここのセンターの仕事である。
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　Monsieur　Berlardはパリ16区にある7校を巡回して，劣等性のある子供をみつけ指導

しているが，①学校tc両親を呼び子供の状況を報告させ，②両親の許可を得て家庭環境，

生活状況を調査，③子供の面接及びセンターでの診断，④学校担任からアンケートを受け

⑥総合判定の結果icよって両親及び担任に処遇方法を指導する。子供の反応や可能性を見

て、学校復帰か施設収容かを決定する。

　Midame　Rotは2歳から6歳までのどこか劣っていると危倶のある子供の訪問相談にあ

たる専門家である。（以前学校の先生だったが，精神心理学を専攻資格をとる。）

　幼児の精神的肉体的おくれを，例えば言彙の少なさ，態度・動作等から原因を調査して

両親を指導する。過去に於いてはセンターがなかったので異常のまま成人としてしまった

が，現在はこの方面の研究が進んできて、前記7校のうち，2校1こ特殊クラスがある。普

通1クラスは25人であるが，特殊クラスは12人の劣等性のある子供をあつめて指導してい

る。しかしこれはもちろん親の承諾が必要で，強制的ではない。

　以上Madame　Estもneを中心‘こ3人の説明を交えてセンターの役割を聴いたが，実施中

の毘一Educationの場は，子供が緊張するからという理由から見学することができなかっ

た。最後にセンター内を案内されたが，事務室と面接室のみで，設備・備品などはほとん

ど見当らなかった。廊下を境に隣が教員養成所であったが，センターとは無関係とのこと

である。

　わずか1時間半の見学で，質疑応答の時間もなく辞したので感想を述べるのは差しひか

えたいがtMadame　Rotが「私たちは年齢相応の表現ができるようにすることが仕事です」

と熱っぽく最後に言った言葉が，なぜか印象深く耳IC残った。

公園でローラー

スケートで滑る

少女たち一パリ
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　　　　　　　第4回

ヨーロッパ社会福祉研修団報告書

　　　　　　昭和50年度

児　　童　　館　　班



団　長　報　告

ll

　資生堂社会福祉事業財団昭和50年度事業の第4回ヨーロッパ社会福祉研修団に，全国の

児童館を代表して私たち12人が参加させていただき，貴重な勉強の機会を与えられた乙と

に，心から感謝と御礼を申しあげる次第であります。

　ヨーロッパ6力国を回って勉強した感想は，次のようなものであります。

　1．高度な社会保障制度が確立されていること。先覚者の知恵と指導力，高額な負担を

伴いながらそれを支え今日を築きあげた国民の忍耐と努力に深く敬意を表したい。

　2．施設が充実していること。敷地も広く，職員も多く，子供たちは快活である。遊具，

教材も豊富である。北欧ではその児童館が財政的にも恵まれ，避暑施設までもっている所

もある。私立でも国と市町村が経費の75％を負担してくれる。

　3．幼い時からしつけが厳しく，自主自律と社会性を身につけさせている。勤労を尊び，

屋外保育で工場を見学させ，学校で職業教育を行い，この種のクラブ活動も盛んである。

虫歯がほとんどなく，病気と共に早期発見早期治療が徹底している。4ヵ月ころから幼児

健診を行い，ダウン症の早期発見に努めている。障害者もできるだけ外に出させている。

　4．働く国々である。男は67歳，女は62歳をこえると労働から解放されるが，希望すれ

ば続いて働くことができる。

　5．未婚離婚の母が多いが，施設と援助がなされている。

　6．説明にあたられた方々は極めて親切で，同じ職場という共通の親愛感に溢れており，

心の通った研修がなされた。

　自らの力で平和を築き、近代文明と高度な社会福祉国家を作りあげた人たちに接し，そ

の実績を目のあたり見たことは素晴らしい教訓でありました。その貴重な22日間を，団員

も健康で仲良く研修して成果をあげ得たのは、資生堂社会福祉事業財団の迫田勝彦氏の周

到なご計画の賜物であります。また懇切に案内された日本交通公社の豊福，尾沢両氏，ご

指導くださった厚生省育成課の方々，その他いろいろご尽力賜った関係者に厚く感謝と御

礼を申しあげます。私たちは益々研さん努力を重ね，子供たちの健全育成の充実発展と日

本をよくするために．全力を尽すことを誓って御礼といたします。

児童館班団長阿部千里
　　　　　　　山形県袖崎児童館々長

　　　　　　　全国児童館連合会副会長
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研修報告　児童館班1　9月15日午前

施設名　TOYNBEE　HALL
　　　　（トインビーホール）

■

所在地　28Commercial　Street，

説明者　Mr．　Antony　Lodke（館長）

London　El　6LS

　　　あ
館長阿

べ
部 ち

千
託
里

山形県袖崎児童館

村山市大字土生田2．216

　海外研修旅行での最初の視察施設であるトインビーホールは，ロンドン市の東部地区に

位置している。障害のある人々、あるいはその親たちに援助を与えること，健康と教育と

社会福祉施設のすべてを考慮できることが，この施設の機能ということができる。このよ

うな総合的な施設は英国では唯一のものとのことである。

　1、設立とその動機

　トインビーホールは，もともとオックスフォードやケンブリッジの若者がロンドンに出

稼ぎに来た時泊る場所だった。1884年オックスフォード大学やケンブリッジ大学の学生や

知識人12人が，労働者階級の生活実態把握のため，トインビーfctrみついた。そして，同

時に，老人や子ども達を対象にしたセッツルメント活動が始められ，今日のトインビーホ

ー ルに発展してきた。したがって，この施設は純然たる民間人によって創められた施設で

ある。

　2．活動の概要

　この旅設には，トインビーホール；C所属する職員のほか福祉活動のため54人の人々が住

居を＃〈icしている。人挿的にも，経済的．社会的，教育的にもそれぞれちがう，各種の学

生，事務員，商工業従事者などが混在しているが，月1回の集会をもちながら，調和のと

れた生活を送っている。彼らの間では，ボランティア精神が重んぜられ，自己の持つ特技

や興味を生かした数々の救済活動が，組織的に実践されている。また，数多くの福祉関係

■
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機関団体がこの施設を根拠地として活動している。

　1．教育活動

　①読み書きの指導

　成人の文盲者あるいは知恵遅れの子どもたちtc対して，社会教育活動としての読み書き

指導を行なっている。

　②Art　Wo　rkshep（子どもたちの芸術活動）

　とくにこの部門の新任のDireeterから説明があった。

　4～12歳の子どもの余暇施設がないことや，この施設周辺の児童の4分の1が警察や裁

判所から何らかの注意を受けている現状などから，児童の情操教育の必要性を説明し，そ

のためのArt　Workshopであるとのことであった。近隣の子どもをメンバーとし，地域の

専門家の協力を得て，絵画製作と粘土を材料とする活動を中心にすること，年齢別に20人

のグループをつくり，大人が2人ずつ監督につくこと，親の参加も求めること，貧しい子

には英国と米国の教会から経費援助をもらうが，普通の子どもからは会費を徴収すること

などがArt　WorkShopの活動内容である。

　なお，老人に関するサービスについては，施設としては，相当な力を入れているようで

あるが，児童関係の視察ということで，その説明は大部分省略された。

　2．指導助言活動

　結婚相談や金銭に関する助言勧告などをはじめとして，問題をもつ人々の生活全般；Cつ

いての助言指導活動を続けている。とくに多くの貧乏人は，扶助金をもらう資格があって

も，これらに関する知識がなかったり，その手続方法を知らなかったりすることが多い。

身体が不自由だったり，年をとっていると，この施設に相談に来ることもできない。障害

者や老人には，積極的に出向いていってのアドバイズが必要である。このため相談指導の

機関を設置し，ボランティアの訓練を急いでいる。

　3．精神障害者に対する援助活動

　精神薄弱者など精神に障害のある者に対する指導とともに，その保護者の相談指導も併

せ行なっている。

　心身の発達と玩具の関係に着目し，Toy　Centreを設け遊びを通じての観察指導，玩具

の貸出をやっている。Toy　Centreは英国に2カ所，　Toy　Libraryの協会は約200に及ん

でいる。海外でも，すでに20力国が設置しており，我が国でも大阪市が設置予定とのこと

である。

　4　福祉に関する活動

　地元当局の福祉関係事務所が施設内に併置されている。

　幼児のためのDay－Centreを開設し，2．5歳から5歳までの幼児の指導を行なっている。

　この施設の中央の建物には老人福祉機関があり，老人が生活をしている。また，ひとり

暮しとか病気，身体障害などの老人には，法律によって無償で電話を架設してくれる。し

かし電話をかけてくれる人がいない。そこで会社や銀行に呼びかけ，50人のボランティア
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獲得ic成功した。彼らは電話代を負担して，孤独な老人たちlcag話をかけてくれている。

　このほか，学生の子どもを両親代わりになって面倒を見たり，前科のある人のために住

居を見つけてやったりする活動もある。

　5．ボランティアの状況

　この施設では数多くのボランティアに頼っている。その活躍分野も老人，子どもに止ま

らず広範囲である。ボランティアを志願する人は，教育関係者や経験者が比較的多い。学

生も相当数いる。しかしこれらの人を無条件に受け入れるのではなく，それぞれの適性に

従い，不適格者は他のパートtc廻ってもらうようにしている。トインビーホールの職員は約

30人であるが，100人のボランティアがこの施設の援助者として常に活躍している。

　6．住居の建設

　アパートが16カ所建てられているほか，500の住居が建てられ提供されている。

　老人のためのアパートは30世帯分が設置されているが，現在も老人住宅を建設している。

　7．財源について

　トインビーホールは国からの補助金に依存するのではなく，個人，会社，財団など慈善

事業に関心のある人達の贈与1ζよって維持運営されている。国からの補助金については，

例えば，Li　teracyのプロジェクトを設けたとき，国に申請して補助をもらうようになった

という説明があeたが，現実｛Cは財源確保には苦労が多いようで，国や市の援助を期待す

る声が強いようである。なお，1974年度の決算額は、46，608．29ポンドと報告されている。

　3．視察した部門

　時間的制約もあり，この施設の全部｛Cわたって視察することが不可能であったため‘’幼

児のためのDay－Centre”と”障害者のセンター”及び”　ToY　Centre”の3部門についての視

察に止まらざるを得なかった。

　1．幼児のためのDay－Centre

　この施設の入口に近い建物の1階｝こ，約80㎡の部屋がDay－Centreのためt⊂用意されて

いた。部屋の中には砂場が作られてあり，設備品や遊び道具は，ピアノ，机，椅子はもち

ろん，すべり台Jマット，人形などの玩具のほか，台所用品，洗面所の施設設備など数多

く用意され，高さや距離など，子どもの使用に適するような配慮がうかがえた。ここは2．5

歳～5歳の幼児20人が定員で，午前10時から12時まで開設される。われわれがはいって

いったときは12人の子どもに保母が3人付添い，1人の母親が手伝っていた。

　ここにいる子どもは，必ずしも鍵っ子ではない。また，とくに問題のある子どもでもな

い。両親の揃った子どもが大部分であるとのことだった。保母の説明によれば，遊びの中

で子どもの創造性を養うことを重視しているとのことであり，日本の保育所の60人定員の

話には，その人数の多いさに驚き，よく理解してくれないようであった。

　2．障害者のためのセンター

　各挿の障害のある者，小さい子どもから最高53歳の知恵おくれの大人までが対象になっ

ている。とくに年齢制限はしていないとのことである。精神薄弱の場合，IQ50程度が多
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いとのことである。年齢的にも，障害の種類，程度においても多様であり，幅広い活動を

展開しているので，1週間の計画を次のようtcしている。

　月一母親もセンターtc来て子どもと行動を共にする日。

　火一障害児者の家庭訪問をする日。

　水一〇．4歳から3歳までの子どもがくる日。

　木一12歳から16歳までのユースクラブ開設の日。

　金一両親が子どもをつれてきて施設を自由tc使う日。

　土一知能だけでなく，身体1ζ障害ある子ども，口のきけない子どものやってくる日。彼

らの両親tcアドバイスもする。

　（このほか，土曜の夜は大人の社会教育の時間となっている。）

　英国では，健康検査制度があり，2歳と5歳のとき検査がある。未熟児や難産の子は年

齢に関係なく対象とされている。何らかの障害が発見されれば直ちIC登録することICなっ

ている。これは，地域の保健所の担当業務であり，制度的tcこのようなセンターのサービ

スを早期に受け易い体制が整っているといえる。

　子どもの場合，両親の状態は各様であるが，少なくとも月に1回はセンター1こ集めて児

童養育の指導をしている。

　両親が子どもに玩異を買ってやれない場合，あるいは特殊な玩具を必要とする場合は，

Toy　Libraryから借りることができる。

　観察室があるが，外部から見えて，内部の子どもからは見えない鏡をつける予定である。

子どものありのままの姿を親にも見せる考えである。

　知的障害者には絵をさかんICかかせている。子どもの作品のような絵が実wa　icは大人の

描いたものであった。

　3．　Toy　Library

　1967年に設立されたものである。障害者のセンターはトインビーホールに所属している

が，Toy　Libraryは独立した協会（Toy　Library　Association）がToy　Centreとして運営

している。障害児を主たる対象としているが，障害児は普通児よりも，玩具がより多く必

要であるという考え方に基づくものである。障害児の家庭生活での生活体験が，偏ったり

狭いものであったりする場合が多いことから，広い範囲での玩具の活用をすすめようとす

るものである。

　ここでは，玩具は無料で貸出している。貸出期間は一応3週間とのことである。玩具が

損耗するのは当然のことではあるが，維持管理の経費，玩具の補充等の問題があり，とこ

ろによっては貸出料金をとっているところもあるとのことである。また，この種の玩具を

専門に製造販売する会社もある。

感想

ユ．　ここは総合福祉施設とでもいえるところであり，とくに障害児と老人に対するサー
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ビスに力を入れているという印象を受けた。

　2．　ロンドンの街の中に民間施設として広大な土地をもち，素晴しい建物をもっている

ことは，設置者の努力はもとよりJこれを支えている社会的背景の力強さを感じさせられ

た。

　3．社会福祉事業は行政が直接手を下すのではなくて，民間事業として行なわれ，行政

が責任をもってバックアップするということが望ましいように思う。

　4　子どもの問題に常に両親をタッチさせるやり方であり，子どもと同時に両親が指導

をうけているということは，ともすれば人まかせになり勝ちな日本の父兄に比べて考えさ

せられることである。

　5．説明者は，自分の担当する仕事以外についてはほとんどふれようとしないし，数字

的，統計的なことには全く無関心という傾向が強いように感じる。

　6．最初の訪問ということもあって，説明が一方的になり勝ちで，質問したいことに十

分ふれることができない場合が多かった。

トインピーホールの

入口

トイ　・ライブラ　リー

の内部
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研修報告　児童館班2　9月15日午後

施設名　SYON　SCH∞L　FOR
　　　　（国立サイオン男子中学校）

BOYS

所在地　London　Road　Isleworth

説明者　Mr．　G．　C　J．　Golding（校長）

　　　　　　さ　　　く　　ま　　こう　　めい

児童厚生員佐久間公明

会津若松市第三児童館

会津若松市門田町大字御山

字村中321

　昨日ロンドンに着いたときは，雨で寒かったが，今日は青空で，暖かなよい天気である。

ロンドン市の中心から約30分バスで西に行ったところに，サイオン・スクール・フォア・

ボーイズがある。訪問時間前に到着したが，既に副校長先生が玄関に待ちうけていた。早

速，校長室で紅茶のもてなしをうけながら，学校の概要について，校長・副校長から説明

を受けた。

　1．施設の概要

　この学校は，学校教育法ICよる国立の中学校で，1939年に設立され，1947年に正式に

認可された。対象は，11歳から18歳までの男子だけで，この中学校の特色でもある。

　定員（現員）は1，040人で，教師は64．5人いる。（0．5人は午前中のみ授業をする教師の意

味である。）教師の20％は女性である。

　授業は午前8時45分～12時，午後1時15分～3時30分で，年間41週間の授業を行な
う。

　2．学校の特色

　1．学習グループの編成及び活動等

　入学して1年～3年は，数学・英語・科学など正規な科目は，能力別にグルーピングさ

れたグループごとに授業をしている。そのグループは3つあって，各科目の成績を担当教

師が個々に評価し，甲一（上），乙一（中），丙一（下），丁一（下の下）ic分けて授業している。
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グループ間での移動は，成績によって決まり，丙から乙，甲のグループへの移動もでき，

その逆も可能である。

　各学年は30人のクラスが6組あり，1年から3年までは，可能な限り同じ教師が担当す

る方針である。3年の終りic，生徒は両親と相談してJ次の2年間tc履修する科目を決定

する。そのなかで，国語・数学は必修科目である。

　甲と乙は，同じ科目を同じ時間に受けるが，丁のグループに属する生徒（年間12人くら

いある）には，専門の教師がいて，履修する正規の科目は決まっていなく，時閤も弾力的

で。実用的な事項について指導をしている。

　2．生徒指導等の状況

　週のうち、月・水・金の3日間は，午前8時45分より9時i5分までハウスグループ別

tc，決まった教師とt学問以外のことについて集会をもつことiζしているeなおこのハウ

スグループは，1人の教員が原則として3年間担当し指導に当ることになっている。

　また，正規の教師の外，1週に2時間ほど音楽（楽器）tcついて指導する講師もいるし，

研究所の助手5人，図書館の係員1人，看護婦1人，校医4人がいる。

　この中学校では，ハウス・チューター制度があり，担当教師が兼務して，生徒といろい

ろな問題について話し合い，個々の生徒をより深く知るようにつとめている。スクール・

カウンセラー制度は，経験的にいって，生徒一教師一カウンセラーのトンネルがうまく通

じないことが多いので，今は導入していないそうだ。

　看護婦の仕事としては，欠席した生徒の家庭と連絡を取ったり，生徒のケガの手当など

を担当することである。

　この中学校へは，管理地域（学区）内の生徒が来ているのが普通であるが，特別ic学校長

の許可を受ければ，地域以外からでも入学できるということである。生徒の問題では，丙

・丁のグループIC属する生徒は、家庭にいろいろな問題があり，一般的に家庭がみだれて

いる生徒は，能力が低い傾向にあるということである。また，これらグループの，家庭IC

問題のある生徒に，非行的な行為iζはしる生徒が多いそうである。

　この中学校では，「生徒の活動は，学問的なものtc限られるものではない」という考え

方で，入学後．5年間は職業教育の時間が，1週30分設けられている。

　3．　クラブ活動

　中学校の特別備晶，施設は，クラブ活動室（機械・電気・工作・写真・運動など）と，そ

の設備品である。放課後のクラブ活動は，勉強（学問）とは別に，生徒が学校生活になじむ

ようICすることと，非行化防止IC意義あること，また生徒個々の興味の伸張を願うことを

目的icし，正規職員を配置し，残業手当も支給しバックアップしている。クラブ活動の時

間は，午後3時30分から5時30分までである。

　この中学校で実際に生徒tc触れたのは，正規の授業でなく，放課後のクラブ活動の場で

あった。まず機械クラブで，生徒たちが旋盤を使った，実物と変わらないような精密なピ

ストンエンジンの模型や，アルミニュームを炉で熔かし，砂の型に流し込んで造った物等
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を見せていただいた。隣の部尾では，クラブ員が部品を見つけ，集めて来て，自分で造っ

たというゴーカートを見た。15歳の少年が造ったとは思えないような出来ぱえで，実際に

運転してみせてくれた。

　同じ建物の2階に電気クラブの部屋があり，生徒5～6人が，本を見ながら，配線の作

業をしていた。そこでは，模型の雷子オルガンを生徒が弾いてくれた。

　別棟の工作クラブでは，5人の生徒と1人の教師で，各々イス等を造っていた。このク

ラブは12～13歳くらいの生徒で，自分で設計図を書き，熱心に作業をしていた。

　また体育館でtt，1人の体育専門教師と生徒が，バスケットの練習をしていた。この中

学校には，4人の体育専門教師がいて，交代でクラブをみているとのことであった。

　感想

　以上のようなものを見たり聞いたりして，予定の2時間が過ぎたが，この中学校を訪問

して感じたことは，生徒が男子だけであることt授業は能力に応じて分けられ，それぞれ

に合「た指導をしていることで，日本ではあまりみられない中学校のようだ一，た。

　また非行の問顕では，家庭に問題のある子・どもに非行的問題が多く，そのような家庭の

両親は，子どもの教育に対して関心を持っていないという話であった。やはり子どもにと

って、家庭が大切であるとの感じを深くした。

　クラブ活動の面で，学校が施設・設備・費用とスタッフを使い，子ども達のために熱心

に指導していることや，生徒16人に教師1人の割合のように，スタッフが多いことなど

は，国の青少年教育に対する前向きの姿勢の現れであると感じた。

　この施設は，児童館の内容とはあまり関係がないようic思われるが，クラブ活動に関し

ては，将来のわれわれの児童館でのクラブ活動の面を考えるとき大変参考ICなった。

サイオン中学校

校門からの展望
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研修報告　児童館班3　9月16月午前

施設名　THE　THOMAS　CORAM
　　　　CHlLDREN
　　　　（タマス・コーラム児童財団）

FOUNDAT　l　ON　FOR

1

所在地　40Brunswick　Square，　London　WC　I　N．1AZ．

説明者　Mr．　J．G．　B．Swinley（館長）

　　　　　いわ
児童厚生員岩

託本 励憲 肪
道

児童館くるみ園

呉市中央6丁目1－17－405

　1．施設の概要

　私達は9月16日午前，THE　THOMAS　CORAM　FOUNDAT　ION　FOR　CHILDREN
を訪問した。この施設は1750年に，船大工で船長であったCoram氏によって，身寄りの

ない子供達のために病院として設立された（私生児のための施設）。そして1926年に閉鎖と

なり，当時収容されていた子供達はt養父母に引取られたのであるQ現在の施設は1973年

に新しく設立され，主に近隣の子供達のためのセンターとし，保育園と幼稚園の2つの機

能を持っている。定員は100人。教師は12人。1教室は教員1人に助手2～3人の割合で

ある。対象児は，保育所が1～5歳，幼稚園が3～5歳となっており，保育時間は，保育

所が8：30～17：30t幼稚園は学校と同じ時間となっている。財源は地方当局の補助金と基

金であるが，この基金は1926年に60エーカーの土地を売った金で，その利子でまかなっ

ている。

　2．事業内容

　事業内容は，①未婚の母へのカウンセリング，②私生児の教育と里子の養育，③児童福

祉調査J④社会事業家の教育，⑤学齢前児童のデーケア（保育所），の5項目である。社会

事業家の総数は9人。それぞれ専門的な働きを持っているとされているが，仕事の内容か

らして少なすぎるのではないかと思う。
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　1．未婚の母へのカウンセ1」ング

　現在10人に1人が未婚の母である。そのように多い理由の内訳は，①女性解放，②プリ

ー セックス，③避妊の方法が発達したにもかかわらず非常ICずさんである，④私生児が生

まれる時の処置が出来ない，⑤将来の事をよく考えない，⑥現在の子供達は肉体的に精神

年齢より早く成長する。

　その規制方法，忠告として，①子供の将来についてのカウンセリング，②どのような時

においても子供を捨てないよう説得している，③教育の面で責任感を持たせるよう努力し

ている。これらの3つを行なっている。

　2．私生児の教育と里子の養育

　現在ロンドン市内の施設に住んでいる子供は＆OOO人いる。この子供達には努力すれば，

養父母を見つけることができる。ここに収容している子供達の1／3は両親がいない。それは

精神病院や刑務所にはいったりしているためである。現在80人が収容されている。ここiζ

来る子供のすべてを収容したいが，施設がたりないため1こ家庭の裕福でない子供を優先的

に扱う。この子供達の将来は，ひと昔前までは，ウエイトレス，兵隊にしかなれなかった。

　この施設の業務の一つは養子縁組の機関でもあるが，できるだけしないようにしている。

たとえする場合にも混血の子供を優先させている。するのは例えば，家庭不和等による家

庭内の圧迫のため，子供の健全な成長が望めないと認められた場合である。

　未婚の母が子供をこの施設で養育してほしいと望むなら、一時ここで養育し，後に養父

母に預ける。時には別の母の所へ変えさせられる場合がある。そのままずっと養父母tζ育

てられるという事もあるが，そういうケースは少ない。いつの時にも実母は養子縁組され

る事を望まない。最近は大きい子供達の養子縁組に成功した。それICは時間がかかるし，

非常に困難である。目下12歳の混血児のためIC努力しているが，その1人の両親は黒人で

ある。年長の子供の養子縁組には時間と手間がかかるが，養父母に育ててもらうよりも，

養子縁組の方が経済的である，との説明があった。

　3．　児童福祉調査

　ロンドン大学の研究所に，この施設に付属しながら独立している機関がある。その大学

研究所では，まずCORAM　CH工LDREN’S　CENTREと他の施設，またCORAM　CHIL－

DREN’S　CENTREと児童館のないところとの比較研究をしている。

　4．社会事業家の教育

　国の社会施設が再組織されたため，以前は，①児童面，児童の訓練，②比較研究，③養

子縁組の3つの専門に分けられていたのが，専門がなくなうた。このため新しい紹織に対

して，事業家は，あらゆることをしなくてはならなくなった。そして事業家が訓練を受け

る時，その初歩の訓練は分野が広がり，以前の3つを含むようになった。

　養子縁組で育てられた子供に対する規則が変わりつつある。それは，今のところ養子縁

組をされたもとの名前はわからないが，新しい法案として，子供が18歳になれば本人によ

ってもとの名前を調べる事ができるようになろうという事である。
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　5．学齢前児童のデーケア（保育所）

　保育所，幼稚園については，概要で一部述べたが，ここでは内容について述べる。

　保育所は1～5歳の子供を扱い，一年中子供達を預かっているのであるが，保育時間が

8：30～17：30と非常1こ長いのである。それは母親が仕事を持っているためで，母親の仕事

の関係上，子供によっては午前と午後CC分けている。ここではこれといったカリキュラム

を立てず，子供達の自由意志IC任せているという具合である。また，ここでは昼食・夕食

もまかなっている。都会では裕福でない子供達が来るが，他の保育所（幼稚園）に行ってい

る子供に比べ，教育の面で遅れている。ここの先生方は，養育と教育といった2つの機能

を合わせ持つよう努めている。

　職員は看護婦である。看護婦の役目として，昔は保育所の子供の健康にだけ気を付けて

いたが，今は子供の成長ICついて精神的・肉体的な事をも教える事ができる。しかし，教

員としての専門知識を修得していない。同センターとしては看護婦に対して，より良き知

識を得るため，他の機関に行き，訓練を受け，学んで来る事を望んでいる。

　看護婦と教員の労働条件の差のないようにする事に努めている。休暇は13週間であるが，

もっと短くてもよいのではないかという人もいる。

　その他，母親が子供達を遊ぱせるクラブや，おもちゃの貸し出し等もあるが，特におも

ちゃの貸し出しについては，教師が良きアドバイスをし，丈夫で教育の面で価値のあるも

のかどうかを指導する。おもちゃを利用する者は，このセンターに来る者だけでなく，そ

の兄弟も含まれている。そして1週間ごと；C新しいおもちゃを借りる事ができる。

壁
　社会（産業）福祉事業がイギリスにおいて早くから行なわれていたのは当然のことで，そ

れは工場が最も早く発達した国がイギリスであり，18世紀から19世紀の初頭にわたった

産業革命は，イギリスにおいて他のどの国にも先んじて50年も前に起こったからである。

（ワットの蒸気機関改良は1767年）

　さてイギリスに行く前は，紳士・淑女の国，古い伝統の都aンドンというイメージを持

っていたが，聞くと見るとでは大違いで，イメージダウンという感じもあった。しかし3

日間いろいろな施設を見学して感じた事は，ボランティアを含めて，社会事業家の，恵ま

れない人達への献身的な態度である。それは決して押しつけでなく，個人の意志を尊重し

た立派な働きをしているという事である。

　もう一つ見逃せないのは，住民運動の大切さという事である。なぜならこれらの働きは

そういう人達によって支えられているからである。

　日本の現状をかえりみるとき，すべての国民が健康で文化的な生活をするためには，国

は社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び増進にもっともっと努めなくてはならない。

しかしそれは国のなすぺき義務であると同時に，われわれもまたそれに参加しなくてはな

らないのである。
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研修報告　児童館班4　9月16日午後

施設名　OORAM’S　FlELDS　AND　THE
　　　　MEMORlAL　PLAYGROUND
　　　　（コーラム児童遊園）

HARMSWORTH

所在地　93Guilford　Street，　London　WCIN　lDN

説明者　Mrs．　D．　N。　Cox（シクレタリー）

　　　　　　さ
児童厚生員佐

⇔藤 厩妙 こ
子

小坂町立中央児童館

秋田県鹿角郡小坂町小坂

字上前田7

　午前中の日程が午後にまでくいこみ，CORAM’S　FIELDSでの視察が予定時間より

遅れたが，園長他1名の職員に迎えられ説明を受けた。訪問時間が限られており，雨のた

め子どもたちの来園状況を見る事のできなかったことが，残念である。

　1．施設の概要

　1．沿革

　1926年1ζThomas　Coramの病院が閉鎖され，土地が買却されようとしたとき，近くの住

民たちが子どもたちのために遊び場設置を願って運動したことから，この土地がとってお

かれた。1936年，児童遊園として開設した。この儀式には女王の母君が参列している。

　2．対象者

　入園者は18歳以下でなければならない。もし18歳以上の場合は，子ども連れでなけれ

ばならない。これが入園の条件である。

　3．財政
　主1こ地方当局からの補助金であるが，地域当局からももらえる。また金額は少ないが，

寄付してくださる方もあるeこのほかに集会室の貸与などで，施設としての収入も若干あ

る。

　4．現況
　この近くの子どもたちは学校が終るとこの施設を利用するが，どの子どもも自由に来て
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遊んでいい。学校が休みの時は，1日中遊んでいる子もいる。一番新しい設備はサッカー

広場の夜間照明である。建物は会合などCC使用する。この施設は，THOMAS　CORAM

CH　1　LDREN　’S　CENTREとは別個の協会が運営している。我々の仕事は子どもを遊

ばせるだけであり，子どもの福祉面については，多くの機関がそれを見てくれる。今日は

外IC子どもが1人もいないが，これは悪天候のためであるとのことであった。

　2．　1問1答

　1．天候が良ければ多勢遊びfCくるのか。

　狭いアパートtc住んでいる人が多いので，多勢遊びにくる。

　2．子どもたちはどのような遊びを好むか。それic対してどのような指導をするのか。

　サッカー，バレーボール，テニス等で，学校で行なうようなゲームである。積極的な指

導はしない。ただ子どもの遊びを守るだけである。

　3．指導を積極的にしないのには何か理由があるのか。

　今までは子どもを守ってきただけで指導はしていなかったが，これからは積極的な姿勢

手段を考えているので，協会の理事会へ申し出る予定である。

　4．利用時間について。

　朝8時から夜7時30分までである。ただし、サッカー広場は9時30分まで利用している。

　5．職員の労働時間について。

　35時間で，ロンドン市の労働時間としては標準的な勤務時間である。

　6．　1週間の休みはどうなっているか。

　週によってまちまちで，週末でも必要に応じて仕事する。1年間に5週間の休暇がある。

　7．大変きれいlcag備されているが，管理はどのようにしているのか。

　冬の間は職員4人で，夏になれば学生アルバイトを追加して，整備・管理にあたってい

る。

　8　職員について。

　正職員は6人である。その他に茶をいれる人，掃除をする人（おばさん）が2人いる（パー

ト）。職員には地方当局が給料を払う。

　9．年間の利用者数について。

　毎日の利用は調べていないが，学校の休み中は400人の利用があった。天候が良ければ

平均して150人くらいである。天候が悪ければ多くて25人くらいである。

　10．運営上の問題点について。

　一番大きな問題はお金がない事である。ここは歴史的な価値があるので，許可なしでは

工事はできない。

　11．遊びにきた子どもたちが怪我をした場合等の職員の責任範囲について。

　我々の責任は，設備を安全な状meicしておくということである。例えば，子どもが高い

所から落ちたとしても，設備状態が完全であれば青任はない。

　12．ロンドン市内にはこのような施設がたくさんあるのか。
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　ここだけである。どうして子どもだけを入園させるようになったかというと，それには

歴史的なものと，球を使用するゲームは公園で禁じられているためと，また，大人を入れ

ると子どもが誘拐される危険性があるからである。

　13．一番利用される遊具について。

　天気にもよるが，浅い池での水遊びである。冬期間中はサッカーが盛んである。

　！4遊びicくる子どもはチェックしておくのか。

　母親が頼んでいく場合の出入りについてはチェックしている。また，貧困家庭児には学

校で給食を無料で与えているので，ここではこのような子どもには給食を与えねばならな

いため，登録制にしている。この予算は当局から出る。

　15，遊具が破損したような場合の予算について。

　修理のための基金があって，その中から出す。子どもたちに対してはこわしても処罰し

ない。こわれるのがあたり前と考えている。

　16．ここで非行的な行為は見られないか。

　ここでは見られない。利用する者の75％がこの近所の子どもで，自分の意志で来ている

し，近辺の学校の子どもたちが多い。25％は休暇でoンドンtc来た子どもや，児童専門の

病院からである。非行防止には，厳しい態度よりも，やさしい態度が効果的である。

　17．利用する子どもの保護者と連絡を持っているか。

　ここへ遊びに来る子どもたちの母親とは良い関係が出来あがっている。事務所に寄って

自分達の仕事について話したり，平凡な話しあいをしている。

　18．今後の運営icついて望みたいことは。

　地方当局からお金をもらうが，お金をもらうからといって，束縛されるようなことはな

いので，子どもの希望と両親の希望をとり入れて運営していきたいと思っている。

壁
　まず，公害や環境破壊等の問題に悩む我国と比較にならない良い環境に，うらやましさ

と．自然を大切eζする国民性に尊敬の念を抱かずにはいられなかった。

　訪問したCORAM’S　FIELDSは対象者の年齢が制限されており，本当に子どもたち

が安心して遊べる場となっている。ロンドンには年齢制限による児童遊園はここだけとい

うことであったが，遊びは子どもの生活の中心であり，その遊びの中から人格が形成され

ると云っても過言ではないと思う。日本では伸び伸びと活動できる戸外の自然の場が少な

いのに，イギリスのこうした施設が，財政面では相当の苦労がうかがわれるのに、子ども

の立場にたって考え，子どもたちの可能性が十分に発揮できるように取り組んでいる姿勢

に考えさせられた。

（写真は103ページ）
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研修報告　児童館班5　9月17日午前

施設名　THE　CHlLD　GUlDANCE
　　　　（ロンドン市立児童指導訓練センター）

TRAINING　CENTRE

所在地　120，Belsize　Lane　N．　W．3

説明者　Dr．　Mac，Carthy（所長）

　　　　Dr．　Barnet（心理部長）

　　　　　　か
児童厚生員加

昌藤 邸治
み

美

福岡町立福岡児童館

富山県西砺波郡福岡町上蓑

3］7

　イギリス最後の訪問施設THE　CHILD　GUIDANCE　TRAINING　CENTRE
は，ロンドン郊外の静かな住宅街のそばに建てられた近代的なビルの中にあった。

　1．概況

　1．イギリスで一番大きな最初の児童指導センターである。

　2．対象児は，いろいろな機関から送られてくるが，両親が直接電話してくる場合もあ

る。対象児のほとんどが心理的に問題のある子どもである。

　3．このセンターは公立の厚生機関であり，センターにくる子どもは無料である。16歳

までの子どもが治療を受けることができる。

　2，機構及び業務活動

　1．このTRAINING　CENTREの中｛こは，①精神病学者，②心理学者t③心理的治

療をする人，④社会事業家，の4人の専門家がいる。

　2．子どもの治療だけでなく，専門家の訓練もおこなわれている。およそ1年間に30人

の学生が訓練を受けている（大学院生）。

　3．子どもを治療してくれるようec頼まれたら，子どもの家庭について徹底的な調査を

する。その調査には、4人の専門家も加わり調査の結果会合を開き，その子どもtcどの治

療法が一番いいのか相談する。ケースの60％ぐらいの子どもは，精神的な面での治療が必

要である。子どもは1週間ic　1回センターに来て治療を受ける。たまに1週間に1回以上
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こなければならない場合もある。この治療は1年間以上つづくこともある。

　4．そして，次のような問題をもっている子どもを治療している。

　①　トイレに行かないでベッドの中でおしっこをしたりする。

　②　学校での成績が悪い。

　③　非行的行動にはしりやすい。

　④知能が低い。

　⑤身体上の異常な症状（身体障害児など）。

　⑥　学校へ行かない（登校拒否児）。

　⑦　食べ過ぎとぜんぜん食べない子。

　⑧　好戦的な行動。

　⑨家庭の乱れ。

　職員は4チーム‘ζわかれ1グループ10人ずつで仕事をする。1つのグループに関するあ

らゆる問題に対して，とるべき方法について話し合いをする。対象児IC関係のある人とか

学校と連絡をとり，それから教育に関する忠告サービスをする。

　このクリニックでの重要な研究のテーマは読むことの困難な子どもについて指導するこ

とである。そのたthlC機械も導入している。

　3．質疑応答

　L　家庭が乱れる原因はどこにあるのか。

　①人ロの流動性が高いため。

　②国籍の違う人が多いため。

　③国中の統計に比べて，この地域の人達の離婚率が高いため。例えば，ある学校で調べ

たところ，1教室26人の子どものうち，両親が離婚しないでそろっていたのは3人だけだ

った，という驚くべき特例があったとのことである。

　④この付近に未婚の母が多いため。多い原因としては，この地域がこのことについては

社会的に寛大にみているためである。

　2．　カギッ子のような問題はないか。

　昼間の保育所があるためあまり非行的な問題はないが，保育所の数が足りないというこ

とである。

　プレーグループは朝だけ開館しているので，学童は利用することができない。学童は学

校が終ってから校庭で遊んだり，親が，隣りの人に頼んだりする。今後は学童が利用でき

るプレーグループをっくるということである。

　3．治療を受けているカギッ子はどのくらいいるのか。

　現在2人治療している。症状は、心理的不安定である。

　4　プレールームには，どんなおもちゃをおいているのか。

　どんなおもちゃでもいいというのではなく，おもちゃは特別に選ばれたものばかり使っ

ている。子どもがどんなおもちゃを選ぶかによって，子どもの心理がわかるからである。
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そして，遊び方から子どもの気持を理解することが出来るので，その後に子どもの気持に

ついて子どもと話し合いをする。

　5，このセンターにはどのような子どもが収容されているのか。

　例として，妹が生まれてから神経質tcなった少年がいた。何回も所長の部屋の洗面器の

中に小さなお人形を沈めた。彼の妹に対する怒りtc対して少年と一緒に話した。対面じた

最初の20分間，少年はなにもロをきかなかったが，20分して人形を洗面器に入れてから

協力するようになり，家庭の事情について話をするようになった。少年の両親は，妹が生

まれてくるあとicもさきICも，妹を愛さなくてはならないということを強調し過ぎていた

のである。所長がおこらず怒りをもたないように話してあげると，いくらか落ち着くよう

になったということである。

　このケースが示す重要なことは，遊ばせるだけでなく，その遊びについて話し合うとい

うことである。

　6．ケースワーカーは何ケースぐらいを担当しているのか。

　1人で20ケース担当している。治療に通ってくる子どもは70人いる。

　7．ソーシャルワーカーは治療の必要な子どもICいつ会うのか。

　子どもの評定が終って精神治療を受けるようにわかると医者に会う。

　ほとんどのケースの場合，子どもを評定する時，医者が子どもを診察する前ic　1回両親

に会い，それ以後は会わないのである。

　子どもを治療するのであればFamily　Therapy（家族の心理療法）も必要である。社会

事業家はセラピーに関する教育を受けているので，両親と話し合うだけでなく両親を助け

る役目もする。

　ときどき家族そろって対面することもある。目下のところこういう対面の仕方が流行し

つつある。この対面の方法がいいのは，子どもが大人になる成長段階にあるためである。

　8．イギリスでは何年ぐらい学校でセラピーの授業をするのか。

　セラピストになるためには，大学を出て大学院でセラピーの研究をする必要がある。こ

のセンターは大学院の学生の訓練所になっている。心理学者であろうと精神学者であろう

とみな大学生である。

壁
　前日までにおとずれた施設は子どもを収容して遊ばせる施設であったが，このセンター

は，心理的に問題のある子どもを指導訓練する施設であったので，私自身少々とまどいを

感じた。最初概略的な説明を聞き，次に治ta室ic案内された。1人1人の子どものための

道具箱があり，その中には鉛筆，画用紙，のり，はさみ，お人形，おもちゃ等，治療tc必

要なものがとりそろえられていた。どのようなおもちゃを選ぷか，何を書くかによって，

子どもの心理状態を分析するということであった。我々が訪問した時間は午前中だったた

めか，その部屋には子どもはいなかったが，廊下では何人かの子どもとすれちがった。

の
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　次に，このセンターで重要な研究のテーマになっている読むことに困難な子どもを治療

する部屋にとおされた。そこは図書室で，たくさんの本がならべられてあり，読み書きの

練習のための機械もおかれていた。その機械は自分ひとりで勉強できるようになっていた。

時間が短かかったため細かいことについての説明は聞くことができなかったが，得るとこ

ろが多かったように思う。

　日本にもこのようなトレーニングセンターがあるのかという質問を団員の人達にしたと

ころ，3カ所ぐらいあるということであったが，残念なことに私は我困しりこういうセンタ

ー をおとずれたことがないので，訪問したこのセンターと比較すろことは出来ないのであ

る。

　ただいえることは，おもちゃの選び方によって子どもの心刑状態を分析していくという

ことについては，私達が子ども達と接している時と同じ状態だと思った。子ども達が児童

館にきて遊ぶことによって，遊びに対する要求やその他いろいろのことについて，子ども

達と話し合いをかさねているのである。今回のヨーロッパ訪問視察で学んできたことをい

かし，「子ども達に健全な遊びを与えて，健康を増進し，情操をゆたかにする」という児

童福祉法の規定にもとついて，今後の児童館活動をすすめていきたいと思う。

雨の日のコーラム児童遊園（97～99ページ）
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研修報告　児童館班6　9月18日午前

施設名　KVARNEN　BARNSHUGA
　　　　（ナッカ市立クバーネン保育所兼児童館）

所在地　Valsvdgen　4，　Kvarnhornen，　Nacka

説明者　Mrs．　Jonsson（園長）

　　　　　うえ
児童厚生員上

だ

田 碗峯
・

子

長洲町立長洲児童館

玉名市中1745－4

　ストックホルム市からバスで20分，Naeka市にある児童福祉施設である。いくつかの坂

道を通って，施設に着いた。静かな環境の施設である。明るい2階の部屋に通され，施設

長より．施設の状況について説明を聞く事になった。

　1．施設の概要

　1．沿革

　1968年，新しい児童対策の法律ができた。翌年1969年低学年の児童も，学校外の時間

icは学童保育が必要との考えのもとに，この施設が開設されるよう1こなった。まだ9ヵ月

にも満たない，ごく薪しい施設である。建物は以前は4家族が入居していたが，昨年，市

が購入し，職員達のアイディアにより改築され現在に至っている。

　2．機能

　保育所・児童館併設のものである。

　3，経費

　①収入。市よりの補助，月4500クローネ（日本円315．000円），児童よりの徴収1人75

クローネ（日本円5．150円），2人以上50クローネ（B本円3500円），幼児よりの徴収は両

親の収入により異なり，1月最低17クローネ（日本円1，190円）、最高35クローネ（日本円

2，450円）となっている。

　②支出。食糧費（朝・昼・間食・夕食），教材費，光熱水費，備品等，運営｛こ必要な経費
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はすべて賄われる。ただし人件費tζついては，市より別途支給される。

　4　所属　公立で，Nacka市経営。

　5．特色

　①現在実験段階であるがJ兄弟グループの保育方法をとっている。

　②年齢の幅を広げ（例えば4歳～10歳）1つのグループとして指導している。

　③子供達の環境を変えないように配慮し，常に子供・両親・指導者が一体となり，子供

の成長を助けるよう心がけている。

　④年齢差の広いグループ指導なので，子供達の個性が十分発見でき，同時tc児童自身が

年齢差を理解し，葛藤や競争心が少なく，お互いに信頼し合っている。

　⑤子供達は自分の意志icより，自由に指導者や親友が選択できる。

　⑥全職員が一致協力して運営にあたるよう心がけており，自分の定まった仕事はもちろ

ん，その他の仕事tζも交替性をとっている。極端な時は，施設長は調理師になり，調理師

は施設長代理になる事もある。

　6．備品
　備品購入にあたっては．職員の希望が十分とり入れられ，経費節約の面からも中古晶を

購入し，職員の手により，教育的fCより効果の高いものに改造している。また子供達にふ

さわしい雰囲気であるように心がけている。

　2．職員について

　1．職種及び人数

　園長1人，保母9人，調理師1人，身障者アシスタント1人，合計12人。

　2．勤務時間
　時差出勤制をとっており，pa　38．5時間になっているが，夜，父兄会等に出席する事もあ

るので，40時間くらいになる。

　3．資格
　原則として，義務教育終了後2年間，養成所で専門的な知識について学び，資格取得後

施設tc勤務する事になるが，助手等としての見習い期間も考慮され，その場合は養成期間

が1年でよい事もある。

　4　在職年数
　この施設は，今年i月開所したので全員1年未満である。

　5．職員会議
　2週間に1回職員会議を開き，一人一人の成長段階やその他諸問題についても話し合う。

　3．入所児童について

　1．入所基準
　地域住民の希望ecより2．5歳以上の子供が入所できるようになっているが，定員tc限度が

あり，時たま希望‘ζ添わない事がある。学齢前6歳児は，全員どこかの施設にはいるよう

国で決められている。6歳になってもどこの施設tζもはいっていない子供に対しては，市
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の職員が調査し，両親にその理由をたずねるようにしている。

　2．入所児童の家庭環境

　80％の児童の両親は共稼ぎである。残り20％は，中学生や大学生の未婚の母親であり，

病弱な両親や，アルコール中毒の両親もいる。

　3．入所児の年齢　幼児2．5歳～6歳，学童7歳～12歳。

　4　定員　45人。

　4　その他

　1．一日の日程

　午前6時から午後6時までの12時間開所している。幼児及び学童は家庭の事情icより，

朝早く，または午後から来る等，まちまちである。カリキュラムICより，午前中，気候の

良い時はおもに園外の施設を見学し，社会生活や自然環境に親しませ，それらの事につい

て話をしたり絵を描いたりの保育が重点的に行なわれる。午後は趣味のグループtζ参加す

る事になっており，編物・手芸・遊戯・音楽・ボール遊び・積木遊び等，子供達の好みに

より自由に選択する。体の調子が悪かったり，参加したくない時は，寝ていてもよい。

　3，父兄との連絡

　月に1回は必ず職員と保護者との会合を持ち，保母3人（1グループ代表1人），父兄3

人（1グループ代表1人），園長，調理師，計8人の会議を開き，前月の反省と月間のカリ

キュラム（全グルーム同じテーマを持ったもの）と献立表の作成を行なう。

　4．学校との連絡

　現在11人の学童保育児が入所しており，この子供達の事について，学校の先生と特別会

合を持つような密接な関係はないが，今後もし身体的・精神的に異常な子供が発見できた

ら，学校の先生とも相談し問題解決に努力したい。

　5．運営内容

　子供中心の施設である事はいうまでもなく，子供の希望が尊重され，十分とり入れられ

るよう配慮されている。子供達は15人ずつ，3つのグループに分かれており、各々3人の

保母が担当している。いくつも部屋があるが，鍵もなければ柵もない。自由に子供達が出

入りできるよう1こなっている。それは，子供達に安心感を与えると同時｛C，子供達を信用

する事であり，これは保育の面から非常に重要な事である。

　全部のグループが同じテーマのもとtc保育されている。それは父兄が，自分の子供が今

何を学び，どう保育されているかを，一見して理解できるようにしているのである。入所

児童はフィンランド・ギリシャ・韓国からの養子縁組者等さまざまである。身障者も1人

いるが，変っている事fC，その子の母親がアシスタントとして市の職員となっている。

　父兄の協力度は，普通の児童の場合はよく協力してくれるが，父兄自身が問題を持って

いる人は，なかなか施設にも来たがらないので，施設の職員や父兄代表が直接出向いて，

それ等の問eelCついて全員で解決できるよう心がけている。

　様々な国の子供ゆえに言葉の障害もあったが，幸いこの施設tc子供達と同じ国籍をもつ
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保母がいて，通訳IC役立っている。ところが子供達の言葉の発達は早く，スウェーデン語

のみ中心に使っているうち，母国語を忘れてしまう傾向になった。そこで，フィンランド

人やギリシャ人を言葉専門の講師のような形で臨時的に雇い，子供達は母国語は母国語と

して忘れさせないように考慮した。

　この程度の規模はスウェーデンでは小さい方で，普通収容人員は50，60，70人である。

　ボランティアの活躍はほとんど皆無に等しい。なぜならばもし奉仕の精神をもち，何か

の役に立つような手助けをする人がいた場合，それ相当の評価がなされ，市より手当とし

て支給されるのである。

壁
　訪問する前から，スウェーデンの社会福祉は，世界一と聞いていた。我国も戦前と比較

して考えられない程，福祉は充実したように思う。一口に「ゆりかごから墓場まで」と一

般に言われているが，スウ＝一デンのそれは，もう一歩進み「胎内から天国まで」と表現

され，幅の広さがうかがわれる。スウ＝一デンで初めての訪問施設，このKVARNEN

BARNSH［JGAは，最も児童館らしい機能を果しているとの事で，期待に満ちての訪問だっ

た。長身でオカッパのような髪型の園長は，格式ばった長という感じがしない。そして，

もう1人の調理担当の方と，この2人が，私達tc施設内容の説明をして下さった。特別に

園長を慕っている子供が側から離れず，私達といっしょに椅子‘こ腰をおろし，コーヒーを

飲み，クッキーを食べ，話を一生懸命聞いている。この事からも想像できると思うが、家

庭的で，全職員協力し，園の運営に当る事が徹底している。子供の人なつっこさは性格に

もよるだろうが，親しみを感じさせる。必ずどの保母にも，4，5人の子供が心から慕ってつ

いているとの事だった。指導者や親友を自由ic選ぷ事ができる故、このような事があるの

だろう。

　午前中は担当の保母の指導で保育がなされるが，午後は特に学童も加わって来るため，

自分の意志により自由に興味のあるものが選択できる。日本にみられる半強制的な指導方

法とは，対照的である。興味のあるものは伸びる率が早い。反面興味のないものはますま

すできなくなり，アンバランスを生み出す恐れも感じられる。しかしそれはそれなりに解

決策を見出す事として，子供の希望を尊重し，長所は十分に伸ばし，より一層充実した保

育内容にする事｛Cは，学ぷ点が多い。

　備品のほとんどは中古の売出しを購入し，改造している。事務用の本立，書類入れ，木

製の動物，積木の玩具等，教育効果を十分考慮し改造されている。既成の新しい製品を無

雑作に置いてあるより，中古でも手の加えてあるものは，保育者との暖かい心のふれあい

を感じる。身近tcある廃棄物でも，利用価値あるものに作り上げる事は，私達の仕事の一

つであると考えさせられた。

　建物の改築以前に職員の採用が内定し，改築設計，内装工事等CCも，職員の希望とアイ

ディアが，十分とり入れられている。どことなく異質の感じを受ける施設である。
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　ややもすると暗い気持になりがちな身障者にも，それを感じさせない福祉の手が暖かく

さし伸べられている。1人の身障者に1人の介助者，それも，その子の母親が市の職員と

して採用されている。日本では到底考えられない事であり，注目すべき事でもある。

　いくつもある部屋を案内してもらった。色彩豊かな壁や敷物等，用途に応じて色も考え

られている。子供達の作品や絵画，またスウェーデンらしく，刺しゅう等が美しく飾られ

ていた。工作室，手芸室，遊戯室，積木室，絵画室，寝室，給食室，保健室，食堂，職員

専用の更衣室，事務室，談話室などあまりにも多く，すばらしい部屋だったので，参考ま

でにと思い，敷地・建物の面積及び部屋数を尋ねてみた。面積等は見当もつかず．部屋数

は約20くらいでしょうとの答えだった。訪問国全体1ζ共通する事であるが，外人は数字tc

非常に無頓着な感じが強い。極端な場合は人ロが3万だったり，5万だったりする。こせ

こせと島国ic生活する日本人と違い，長年の生活習慣，環境の相違から作り出されたおお

らかな人間性の表われであろうか。

　数人の子供を残し，ほとんどの子供は，今日は午前中，園外保育で汽車の見学に出かけ

て静かである。やがて訪れるであろう北欧の長くて寒い冬，その時は室内の保育が中心tc

なるため，1年中で最も凌ぎよい今の季節には，毎日，午前中は園外保育を行い，明るい

太陽のもとで自然に親しむ機会をより多く持つよう，心がけているとの事だった。

　いくつもある小高い丘，所狭しと林立する名も知らぬ樹木，数々の大きな石，それらは

人工的でなく，ごく自mStc生み出されたこの施設の園庭である。冒険心の強い子供達が喜

喜として，遊び，飛びはねる姿を想像する時，日本の私の知る限りの児童館の庭とは比較

にならない，すばらしい環境である。すぐ前は美しいSaltsjon湖だろうか，大型貨物船

がコーヒーを満載し，汽笛を鳴らしながら，この庭の前を通り過ぎて行った。いつまでも

印象に残っている風景である。

　以上がこの施設の感想であるが，スウェーデン滞在中，一，二感じた事を付記したい。

　スウェーデン人は臼本人のようiζあくせくと働いてマイホームを作る人も少ないようで

都じ・居住者の大部分がアパート住いである。そのためか，あちこちに児童遊園を見かけた。

そこには専門の指導員が，市の職員として勤務しJ買物や急な用事で出かける母親のため

tζ子供を預かってくれる。子供も楽しく，母親も安心して用事を済ませる事ができる。う

らやましい限りである。子供を育てる事は，親のみの責任でなく，国・社会全体の責任で

あるとの考えからの政策であろう。

　両親を有しない子供（未婚の母の子供，離婚による子供）等も想像以上に多いようだが，

抵抗も感じられず，あたり前の事として，子供の社会の一員として重んじられている。

　その反面，勤労者の税金は高く．所得の30％～70％にもなるとの事である。これも福

祉国家で考えさせられる一面だろうと思うが，当事者達は私達が考える程でもなく，自分

達自身のためであり。いつかはその恩恵に浴するのであり，ごくあたり前の事として考え

られているようだ。
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研修報告　児童館班7　9月18日午後

施設名STOCKHOLMS　SOCIALNAMND
　　　　（ストックホルム市社会福祉局）

所在地　Centrala　Upplysingsbyran　Fack　S一ユ0462，Stockholm

説明者　Kate　Wennerlund（福祉専門官）

醍婁 と
門

鋭
乙

㏄彦

宮城県中央児童館

仙台市富沢字上ノ台8の1

　ストックホルム市社会福祉局icおいてKate　Wennerlund女史（Socialinspeet6r）から

市の社会福祉業務のうち，妊婦及び児童の福祉の概要を中心fC説明を受けた。

　1．社会福祉行政機構について

　市民の公選による市議会は101人の議員（うち女性田人）1こよって構成されている。議長

は市長である。議会tcは中央委員会と業務委員会が設けられている。それぞれの委員会は

議員の互選による委員によって構成される。中央委員会は13人，業務委員会は9人の委員

である。

　業務委員会の委員9人が市の各局の長となって，9局が設置されている。社会福祉局は

このうちの1局であり，局のなかに3つの部をもっている。

　市当局の職員は総数44000人であり，社会福祉局関係は22，000人と，その半数を占めて

いる。（ストックホルム市の人ロは70万足らずとの説明があった。）

　2．妊婦に対する福祉

　1．保健医療等の指導援助

　①Health　Centre　for　Mothers（母のための保健所）の設置

　市内；ζ14カ所ある。妊婦がこの保健所IC行くことは，強制されたり義務づけられたりは

していない。自分の意志で行きたいものが行ける。医師と看護婦が配置されており，妊産

婦の健康に関するあらゆる診断テストを受けることができる。初産の妊婦に対するアドバ
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イスコースが設けられているが，これは非常に重視されている。このコースは父親につい

ても設けられている。このほか，妊婦体操のコースも設けられており，安産への配慮がな

されている。これらのことについての経費は一切無料である。

　②Maternity　Hospita1（産科医院）

　出産が病院でできるよう完備されている。⊂の市では，自宅で出産する婦人はほとんど

いないが，特別の事情で自宅で出産する人は，出産の専門的知識技術をもつ看護婦をよん

で助けを受けることができる。これらはすべて無料である。

　③Social　Caseworker　ICよる指導助言

　何らかの問題をもっている妊婦は、病院1こ所属しているCaseworker　ic自由IC相談する

ことができる。

　④Child　We　lfare　Centre（子どもの保健所）の設置

　ここでは，生まれてから小学校ICはいるまでの子どもの保健tcついて世話をする。医師

と看護婦が常駐しており，市内ic　70カ所ある。

　2．保険、手当などによる援助

　①General　Insurance（保険制度）

　16歳から保険に加入することが義務づけられているので，だれでも保険制度の恩恵を受

けることができる。

　②Parents　Benefits（両親手当）の支給

　子どもが生まれるとge　SC対して支給されるもの。母親だけIC支給されていたものが，

1974年から父親も対象になって，子どもの世話をした実績IC応じて，父または母ic対して

この手当が支給される。出産から7ヵ月間支給されるもので，支給額は職場の給料に応じ

て定められる。無職者も最低額で1日25クローネ（1クローネ＝約70円）が支給され，自

営者は加入保険金dilC応じた支給となる。

　3．相談助言による援助

　①Chi　ld　Welfare　Officers（児童福祉司）

　母親たちは希望1こよって児童福祉司の援助を受けることができる。とくに父親がいない

場合t父親代わりになったり，本当の父親を探すことの援助がうけられる。すべての子ど

もには自分の父親を知る権利があり，一方，父親は収入に応じて自分の子どもを養育する

義務があるという考え方であり，例えば，妻子を捨てていった父親を探すのに，t1液型の

検査とか裁判によって認知させることをしているが，95％の子どもが認知されている。

　3．児童の福祉：普通児に対する援助指導

　1．各種の手当等の支給

　①General　Allowance（児童手当）

　0歳から16歳までが支給の対象になる。親の収入状態に関係なく，1人1月150クロー

ネの額が支給される。児童手当の使途は，子どものためであればとく1こ制限はない。被服

費にあてられる場合が多い。
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　②Sehool　Health　Care（学校保健）

　7歳から小学校にはいると，Child　Welfare　Centreの手を離れて学校保健の世話を受

けることになる。学校icは校医と看護婦が配置されており，全部無料である。

　③Dental　Care（歯の保護）

　児童はすべて無料で歯の治療を受けることができる。

　④School　Books　Sehool　Supplies（学用品の支給）

　義務教育学校の教科書教材は全部無償で支給される。しかしこの費用がきわめて高額な

ので，使用後返還させて再度新しい子どもに使わせることについて検討中である。

　⑤School　Meals（学校給食）

　両親の収入tc関係なく，一切無料である。サンドイッチ，一品料理，ミルクが支給され

る。1年間1人当り700クローネの予算が計上されている。

　＠Studly　Al　lowance（奨学手当）

　義務教育（7歳～16歳）を終わってなお上級学校にいく者には、16歳を過ぎても，19歳

まで手当が支給される。児童手当の場合と同じで月額150クローネであるが，片親の子ど

もなどには月額300クローネまでを与えることができる。

　⑦Study　Grants（通学手当）

　やむを得ず遠距離の学校に通学する子どもには，その距離によって，月75クローネから

140クローネの手当が支給される。寄宿舎にはいる場合は月額150クローネである。

　大学は，選んだ学科が適当であると認められれば，学費の貸与を受けられる。1学年tc

13，160クローネの貸与額で，このうち1，950クローネは返す必要がなく，残額を卒業後‘こ返

せぱよい。

　⑧Hbliday　Transportation（休日旅行手当）

　長い冬と短い夏という気象条件に対処して，両親の経済状態が逼迫している児童が長期

休暇中旅行することに対して，旅費手当が支給されている。

　2．　施設による援助

　①Playground（児童遊園）

　市内に156カ所ある。1．5歳から15歳までを利用対象ICし，無料である。ここに働く職

員は一定の有資格者で，市の職員である。

　②Pre－Sehool（幼稚i園）

　4歳から7歳までを対象にする。市内に220カ所，7，770人がはいっている。1日3時間

で，午前，午後各3時間の保育を行なっている。子どもは午前，午後のいずれかを選んで

通園する。20名単位のグループを編成し，職員は午前，午後各1グループを担当する。6

歳児が入園を希望した場合は必ず入園させなければならないことになっている。費用は6

～7歳だけは無料で，それ以下の子どもの無料化が検討されている。

　③Day　Nurse　ry（保育所）

　255カ所あり，10，100人収容することができる。朝6時30分から夕方6時30分まで開
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設し，1日3回給食する。費用は両親の収入に応じて1日1クローネから最高20クローネ

までを徴収する。生後6ヵ月から学齢までの子どもが対象である。保育所数は不足で，個

人の家に預けられている子どもが4000人いる。

　④School　Free　Tirrve　Centre（児童館）

　7歳から14歳までが対象。学校が終わってから，両親が家に帰るまでの時間を過ごす施

設である。市内ic・230カ所あって5．572人が利用している。施設数の不足からこのほか2，500

人を一般家庭で預かっている。費用は収入に応じ1日1クローネから10クローネである。

職員として1館当り2～3人の保母と調理人1人がおかれ，市から年間1館当り2万クロ

ー ネ，国から児童1人当り年間3，250クローネの補助をする。

　障害児tcついてもPlaygroundやSchool　Free　Time　Centreを禾r］用させるよう心掛けて

いる。スウェーデンでは，障害児施設はできるだけ少なくし，家庭での保護を奨めている。

重症の場合でもなるべく普通の学校に通わせ，社会での特殊な存在とならないよう配慮し

ている。

　⑤Youth　Centre（青少年センター）

　13歳から20歳を対象とする。約90カ所あり，夜間の活動が中心である。活動内容は施

設により各様である。夏季は閉鎖する。

　4．児童の福祉1特殊児童への指導援助

　1，各種手当等の支給

　①Al　l　owance　for　Handicapped　Children（障害児手当）

　0～16歳が対象となる。医師の証明があれば，両親の収入IC関係なく1カ月909クロー

ネというかなり高額の手当が支給される。もちろん児童手当も併給される。これらの手当

は両親の思うとおり使用できる。また，セラピストや教師が家庭訪問を行なっている。こ

のほか，例えば身体障害児がアパートic住む場合，市は使い易いように部屋を改造してや

るし，屋外に出るときはヘルパーがついて遊ばせたり，レストランで食事をさせたりする。

ヘルパーの手当は市が負担する。

　②Child　Pension（児童年金）

　0歳から18歳までの子どもが片親または両親と死別した場合に支給される。片親の場合

は月313クローネ，両親の場合は470クローネである。片親の収入や相続遺産の多寡には

関係ない。

　③Rent　AI　lowance　for　Fami　lies　Wi　th　Children（家賃手当）

　17歳以下の子どものいる家庭に対して，その家の収入と子どもの数に応じて，調査の後

手当が支給される。

　2．施設機関等による援助

　①Various　Homes　for　Children　and　Youth（臨時収容施設）

　一時的に子どもを収容する施設である。例えば，親の死亡事故の際とか，火災の起こっ

たときの収容とか，短期間滞在する用icetせられる。
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　②Fosterhomes（里親制度）

　里親はChiId　Care　Inspeetors（児童保護監督官）の監督のもとeζあって，子どもを育

てる。

　③Chi　td　Guidance　Cl　inic（児童相談所）

　市内に6カ所ある。子どもの問題について両親が相談にくるところで精神病学者，心理

学者，医者がいて，無料で相談tc応ずる。

　④Adoption（養子制度）

　養子縁組は必らずChildWelfare　OSfieer（児童福祉司）の手を通さなければならない。

わが子を養子にやるという例はほとんどなく，外国から養子をもらう場合が多い。インド・

アフリカ・パキスタン・朝鮮・ギリシャなど，国情の安定しないところからが多い。

　⑤Youth　Welfare　Schools（教護院）

　12，3歳から22，　3歳までが対象。スウェーデン全体で600の定員枠がある。ストックホ

ルムには全くない。青少年非行が増加しているが，青少年の育成は家庭が行なうべきとい

う考え方で，施設は次第tc少なくなっている。

　説明終了後，われわれの質問に答えて，スウェーデソ国民が社会福祉に対してきわめて

高い関心をもつ国民であることを強調し，福祉制度の歴史的経過等についても若干の説明

がなされた。

遮
　1．全体的な立場からの説明であり，施設中心の視察の中できわめて貴重な時間であっ

た。しかし時間的な制約から，細部ICわたる質問が許されなかったのが心残りであった。

　2，われわれからみれば，完備された福祉制度のなかで，青少年非行が増加している現

状はどう受取るべきか。青少年育成の複雑さ難しさを再考させられることである。

　3．多くの点で異なった環境条件にあるわが国と比較してみても仕方のないことではあ

るが，この説明と施設視察を通じて考えると，余りにも格差の大きいことを痛感した。し

かし施設職員の児童指導に対する自信と施設運営における創意工夫とが，国や市の強大な

福祉行政とは別に，はっきりと彼等の施設運営の中に感じ取ることができた。このような

精神的なものこそ学ぷべきではないかと思う。

＊なおこの研修は教護院班と合同で行われた。

一 113一



研修報告　児童館班8　9月19日午前

施設名　KVAREN　HALSlNGEHOJDENS
　　　　（ナッカ市立クバーレン保育所兼幼稚園）

所在地　H泣singegatan　23，　Stodkholm

説明者　Kate　We㎜erlund（福祉専門官）

　　　　　　よし
児童厚生員　吉

の

野
ひろし

寛

特殊法人こどもの国協会

神奈川県高座郡綾瀬町寺尾

2133－12

　9月19日午前10時，市内のホテルからバスで僅か10分の，一般住宅地の一角にある当

施設を訪問すると，昨日ストックホルム市の社会福祉にっいて説明されたベンナールント

女史と，リン・バーレイ園長が玄matc出迎えてくれた。以下は両氏の説明の概要である。

　1．施設の概要

　1958年に開園したこの保育所兼幼稚園は0．5歳から7歳までのこどもを対象とし，定員

は45人という小規模施設である。市内の同種施設で土曜日は半日開園のところもあるが，

ここは週休2日制で，朝6時30分から夕刻6時30分まで開園している。

　運営経費の大半はストックホルム市によるが，親はその収入により，1日1クローネか

ら20クローネを支払う。

　2．職員の概要

　職員は12．5人で，そのうちに園長と厨房要員1．5人（O．5人とは半日勤務者のこと）が含ま

れる。対象児家庭｛C，共稼ぎ家庭や早朝からの勤務者家庭があるために，開園時間は12時

間と長い。そのため時差交替勤務制をとっている。

　3．運営方法

　1．運営費の大半は市費によるが，運営上の特別の基準もなく，独自の方針に基づいて

いる。具体的には，専門教育を受けた職員のもとで，こども達は遊びの中で社会性と独立

心を養うべく配慮される。
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　読み書きや算数は学校教育が担当する分野であると割切り，ここでは遊ばせることに集

中する。そこには各個人の細かい評価や，基準・平均値などに照合してのチェックは不要

で，総体として格別の問題がなければよしとする。万一問題が発生した時は，合議の末，

専門家に渡す。食事は長時間滞留する子供の場合，3度とも園でする場合があり，懸案の

一
つとなっているところであるが，保育上重要な一部であるので，数年前に流行した冷凍

食品の使用はやめて，手をかけたものを給食している。

　2．　1日のプログラム例は次の通り

6：30

7：00

9：00～12：00

12：00～12：45

12：45～14：15
3
．

開園

朝食

戸外遊び

昼食

静かな遊び

14：30～15：00

15：00～ユ6：30

16：30～16：45

16：45～18：30

18：30

おやつ

自由遊び

TV観賞
自由遊び・夕食

閉園

　　　同種施設でも年齢混合による保育をしているところもあるが．ここでは次のように

年齢区分をして保育をしている。

　①0．5歳～1．2歳　15人　　　　③3．1歳～5歳　15人

　②1，3歳～3歳　　12人　　　　④5，1歳～7歳　15人

　4　各部屋と備品

　1．　2階部分が先述の①～④の対象別部屋になっていて，各室20畳くらいで，トイレ，

洗面所がそれぞれ別についている。

　①の部屋には，バルコニーic出て日光浴をさせる場合便利なように，車輪のついた柵の

あるシングルベッド，ミルクの調合などのための専用コーナー，他に．風邪など予防する

ための隔離室がある。備品としてはおむつ，おまる，遊具若干等。

　②の部屋の中央tcは円卓があり，食事やおやつをはじめ、いろいろなプログラムに使わ

れる。②の年齢層児にはすでIC自分の姿を写す喜びがあるとかで，部厚いt大きな．割れ

ない鏡が配置されている。備品としては他tcシーソー，木馬，おもちゃの乳母車，ママゴ

ト用具がある。おもちゃが木製であること，古いものが加工されていることが特徴的。洗

面所1こは各自の歯みがきセットがあり，一つの日課になっている。

　③前記の①～②はベッドで昼寝をするのが，この年齢1こなるとマットレス1こ寝る。それ

も部屋を有効に使うために簡単に格納しうるよう，個人別格納ロッカーが用意されている。

備品としてはTV，ペチカ，ピアノ，円卓，楽器，すべり台等。

　④の部屋にはマットレスによる組立遊具，すべり台，音楽用具，体操用具，円卓，絵1酊

裁縫用具などが整然とおかれている。

　2．　工階部分は洗濯物の乾燥室，洗濯室，倉庫（プログラム用品，生活用品）2，　玄関2，

職員室，職員用食堂，アイロン室，厨房．トイレ等，各6～8畳の広さ。狭い廊下も採光

色彩装飾に工夫がこらしてあり，暗さを感じさせない。厨房からの食物の運搬は専用リ

フトtcよる。その他tcee物面積と同じくらいの砂場，遊びが隣接し，タイヤブランコ，す
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べり台，3輪車が配置されている。

壁
　スウェーデンでは他に3施設ほど児童施設を見学したが，共通していることは，①国の

社会保障制度の充実ぷりが，そのまま末端施設tc反映して，財政的に安定していること，

②施設の運営方針が明確で，それぞれに特長があること・③職員数に対するこども数が10

人前後で理想的であること，④施設は小規模であるが，機能的であり，こども中心の配慮

がゆきわたっていること，⑤施設長はその筋の専門教育を受けていて，定期異動がないこ

と，⑥長い冬に備えて，屋外遊具が屋内にとりこまれていること，⑦コーナーセッティン

グが可動式で，オープンスペースをとり易くしてあること，等であった。

　ストックホルム市の人ロ僅か68万余人に対して，市役所職員は44000人を数え，そのう

ち22，000人が社会福祉局関係職員だという。社会保障制度は水ももらさぬ充実ぷりで，諸

手当や公的サービスは別↓こ報告される通りであり，保育所（O．5～7歳児対象）は市内IC　255

カ所あり，10，100人を預かっている。幼稚園（4～7歳）は220カ所で，7，720人を預かって

いるという。その他tc遊びの援助者がこども10人に1人つき，一時託児所的機能もある公

園内の児童遊園は市内に156カ所あるという。

　実際に施設見学を終えての帰途一行が立寄った児童遊園には2～30人のこども達が市の

職員である遊びの援助者と共に砂遊びをしていた。近くにいた母親に聞いたところによる

と，買物・観劇・家事等の際，気軽Sζ安心して預けられるのだという。

　この保育・幼稚園を経たこどもiftcは次の施設が準備されている……といった具合だ。

放課後施設＝児童館（7～14歳）は市内tc　230カ所，青少年センター（13～20歳）も90カ所

あり，学校と家庭の間の第3の場として定着しているのみか，地域住民のコミュニティー

センターとしての役割ももち，施設と人が「生きている」というのが実感であった。

　こども達が施設に定着している要因は何であろうか。①共稼ぎ家庭が多く，親の不在時

は施設の方が楽しい．②こども数1こ対する職員数が豊富で，インタレスティンググループ

に専門職員がつき，施設でこども達のしたいことが決まっている，③学校制度がわ力掴と

異なり，塾通いをする必要がない，④収入の平均化が図られ，家庭単位の「動き」に格差

が少ない，⑤1家庭の児童数が2～3人であること．等が考えられる。

　他の5力国の首都には感じられなかった街全体のゆったりとした雰囲気は，一体何に起

因するのであろうか。面積に対する人口の少なさ（日本の1／10）もあろう。古い建物を遺

していることもあろう。水と緑が豊富なこともあろう。武装中立で兵役義務はありながら

1814年以降戦争をしていないこともあろう。が，住んでいる人間が，個人の幸福は何に起

因するかを考え，選択し，意志表示をしての結果が「豊かさ」を生みだ’しているのではな

いかと思われる。とかく自分を中心とした身の回りのことiCPt始しがちな日常生活に，今

回の研修旅行は「立ちどまって考えさせる」tc十分な刺激であり，時間であったと思う。
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研修報告　児童館班9　9月19日午後

施設名ORMINGE　PLAYGROUND
　　　　（ナッカ市立オーミンゲ児童遊園）

　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　o

BRANNHALLS　GARDEN
（ナッカ市立少年センター）

所在地　N江mnd6stigen　21，　Nacka

説明者　Mr．　Johansson（館長）
　　　　お
指導員小

帖椋
〉

り縫昭

社会福祉法人石井記念愛染園

付属愛染橋児童館

大阪市福島区海老江4丁目

6－7

ORMINGE　PLAYGROUND（オーミンゲ児童遊園）
　Naeka市は首都の東約15キロ，人口52，000人，緑のベッドタウンである。このプレーグラ

ウンド（児童遊園）は，住宅や学校も含んだ大きな公園の一角にあり，自然の起伏をうまく

生かしてこどもたちに格好の遊び場を提供している。

　1．経営と職員

　施設はNS（kka市の経営で，指導員3人（全員女性，内1人はパート）は，市の指導者養成コ

ー ス（1年間）を修了した市のレクリエーション部に所属する職員である。施設の管理は市

の公園部の管轄で，諸設備の維持・補修等を担当している。

　2．利用者と事業内容

　利用者の年齢制限は特別にないが，幼児を中心として，1日100人～150人の15歳まで

のこどもたちがよく利用している。Naeka市はこのような施設を4カ所もっており，内2

カ所は夏季期間中だけ開かれる。

　開園は月曜から金曜までの午前9時から午後4時半までで，利用料はいらない。また水・

金の週2日間は，午前9時から12時まで2歳から6歳までのこどもをあずかって（定員10

人）おり，母親が用事などで外出する際の一時保育所になっている。この費用は1回1人

25クローネ（約180円）である。

　児童遊園の屋内施設として部屋が3つあり，こどもたちはそこで室内あそびをしたり，
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雨天の場合など自由にそこを利用することができるようになっている。私たちが訪問した

ときはちょうど勿人ぐらいのこどもたちが，母親たちとソーセージをタキ火でやきながら

パーティーを開いているところだった。老人やこどもをつれた若い父親もあそびに来てい

た。自然と遊具の調和がうまくとれた広い敷地の中で，こどもたちはのびのびと自由に，

そしておとなたちもこれからの長い冬に備えてか，やわらかな午後の日ざしをからだICあ

びながら憩いの一ときをすごしていた。

　　　　　　．　　　　　　　　　o
　BRANNHALLS　GARDEN（少年センター）
　この施設は前記の児童遊園と同じ公園の中に所在する。7～13歳を対象とする少年のセ

ンターで，Nacka市｝こ12あるうちの1つである。

　1．事業内容

　開館曜日及び時間は月曜から金曜までの午後1時から4時半と，同5時半から8時半と

で，1日50人から60人の小学生を中心とするこどもたちが利用している。ここも特に年

齢制限はなく，幼児やハイティーンのこどもたちも時にあそびにきている。

　施設内には工作・粘土あそびなどをする部屋，ろうけつ染め，皮細工などをする部屋，

小型の体育館，台所，それtc更衣室，シャワー室，サウナ風呂などが設置されている。ま

た隣接している小学校の体育館を，午後はこの施設が自由に利用できるようにもなってい

る。

　他の事業としては施設外へも指導員を派遣して，図書館で読書指導をしたり，学校のあ

そび時間などにスポーツを指導したりしている。

　また施設は老人などにも開放され，使用料実費で夜の会合等に利用されている。

　2．経営と職員

　経営主体及び職員の身分等については前記施設と同じで，指導員は7人（内男2人，パ

ー ト3人）である。

　年間の人件費は40万～50万クローネ（約2，800万円～3，500万円）である。教材tcesする

費用のうち90％eaこどもから実費徴収しているが，その他の費用は一切無料である。

　この施設と前記施設の他にもう1つ，13歳以上のこどもを対象としたレクリエーション

施設が近くにあり，3つの施設が相互に連絡と協力をしあっているということだ。協力し

あうのは3つのレクリエーション施設だけでなく，地域の学校，それに市の文化・行政機

関とも緊密な関係に結ばれていることが，経営面や事業内容などで知ることができる。

　3．質疑応答

　つぎにこのセンターの所長fCいくつかの質問をして見た。

　問1．私たちの国の施設にくらべて環境や設備が実に素晴らしいと思うのだが，なにか

問題点はあるのか。

　私もここはいい環境にあると思う。私はこの地域に住んでいないが，できればここへ移

り住みたいと思うぐらいだ。さて，問題の1つは，こどもたちから金をとりすぎることだ
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（前記の教材費徴収）。2つ目は麻薬の問題だ。麻薬を常用している小さなことももいる。

このセンターは開放されているので，そのような問題をもった人（児）がきて，指導員の手

に負えなくなる場合もある。

　問2．なぜ，こどもたちが麻薬にはしるのだろうか。

　むずかしい質問だ。私個人の意見としては，世の中の能率化・機械化が進みすぎて，そ

れについていけなくなることも大きな原因ではないだろうか。

壁
　以上2施設を訪問して，また他のスウェーデンの児童施設を見学して感じたことは，広

々とした空間の中での自由保育，自由あそびが，指導上及び施設内での生活の大きなウエイ

トを占めているということである。もちろんそこICは十分な設備や教材が用意され，こど

もたちは豊富な指導員とともに，それらを自分の個性や欲求によってほとんど自由に活用

できるのである。それらはこどもの心身，とりわけ主体性の芽を大きく伸ばさすことに役

立とう。

　それにしても，大阪の町のなんとゴミゴミしたことか。その中で生活するこどもたちの

あそび場のなんと少ないことか。公害やクルマの危険がまったくない広大な公園の中での

ソーセージパーティーや，斜面を利用した自転車のジャンプあそびなどを実際に眼の前に

し，やはりこれらは遠い外国のものとしか私には感じられないのだ。

　だが，このようにこども（いや人間全体）を大事ICしている環境や政策を見聞きした同じ

国で，麻薬という社会的な問題が，しかもこどもたちにおこってきているということはど

うしたことか。それは「人間を大事にする社会」と一体どこでどう結びつくのであろう。

　たしかtcスウェーデンは人間を大事にしようとしていることが，わずかな旅行期間であ

っても肌で感じられた。もっとも人間を大事にするのは国としてあたり前のことだが，そ

のあたり前でない国が私たちのまわりにゴロゴロしているからスウェーデンが特に目立つ

のである。例えば，施設収容はよほどの場合でないとおこなわず，原則として老人も「障

害者」も，地域の中で生活するというあたり前のことが，あたりまえとしておこなわれて

いることである。そのための制度が，網の目のように当然の権利としてゆきわたっている。

もちろん，それらの社会保障制度や社会福祉政策が国民の高い税金等によって成り立って

いることは事実であるが，その高い税金に対し国民は不満をいいながらも「何につかって

いるかわかっているし，給料の高い人はたくさん，低い人は少なくそれ相応（公平）ICとら

れているし，それにその負担も現在や将来にわたって自分自身にかえってくることになる

のだから，まあ高いのも仕方がないや」というような気持ちでいることを知っておかなく

てはならないだろう。日本の重税や不公平な税制に対する不満とは質的にちがうのである。

　さてもう一度，人間が大事にされているという国で社会問題となっている「麻薬」につ

いて考えて見たい。

　いくらスウェーデンが福祉国家といってもまだまだ完成されたものではないから，社会
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問題のユつや2つはあっても当り前だろうとか，機械化・能率化されすぎて疎外された人

間がでるということはそもそも人間尊重の社会でない，などという意見がある。私はここ

で重要なのは，たんに「麻薬」が問題ではないということだと思う。　「麻薬」はあくまで人

間の一つの逃避現象であって，所長がいう「機械化・能率化されすぎた社会」自体に問題

があることはいうまでもないだろう。しかし，スウェーデンはまだいい。日本のように，

おそらくスウェーデン以上に機械化・能率化があらゆる生活の領域に侵透しつくしたとこ

ろでは，人聞はそのような管理社会に埋没し順応させられそうになって，そこから逃げる

ことすら忘れようとしているのではないのか。人間を疎外させるものに対する一種の抵抗

としての「麻薬」を法律（刑罰）面だけで解決させることなく，真の人間尊重の社会形成の

ためスウェーデンがいかなる方法でこれらの問題を解決していくか，とにかくぜひもう一

度い一’．て見たい国である。

自然の地形を利用した広大t2t一ミンゲ児童遊園

遊び小屋 ソーセージを焼く少年たち
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研修報告　児童館班10　9月22日午前

施設名SCT．　STEFANS　FRITIDSHJEM
　　　　（コペンハーゲン市立セント・ステファン助言診療所）
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児童厚生員小林鏡子
弘前草右会和徳町児童館

弘前市富士見町23の12

　童話の国デンマークの空は雲ひとつなく晴れあがっていた。アンデルセンの銅像がある

コペンハーゲン市庁舎前から，古い町並みと街路樹の美しい通りをバスで北へ向かうこと

約20分，今日の研修目的の施設，SAINT　STEPHAN’S　ADVISORY　CLINIC（英訳）

に到着した。一帯は住宅と商店の建ち並んでいる所で，大通りに面している一角にある。

建物の階段を4階へと登っていく。

　所長は所用で不在であったが，所長代理としてのMogens　Hein氏とGert　R¢nsby氏の2

人の出迎えを受けた。お茶と菓子パンの接待を受けながら自己紹介をし合った後，両氏か

らこの施設の概要について詳しく説明を受けた。

　1．設立とその後の経過
　この施設は，1972年4月1日，Saint　S　tephan　’s　Leisure　Time　Homeという財団法

人所有の建物の4階全室を借りて，半国立，半市立の形で設立された。

　設立の目的は，コペンハーゲン市に住むro万市民の子どもの相談を受け，それに適切な

指導と助言を与えるためである。対象児は0歳から18歳までである。

　年間予算は150クローネ，日本円で約7，500万円である。この予算の申tcは維持費と給料

が含まれている。全予算の90％は国から，10％はコペンハーゲン市から出されている。

この国と市の予算の配分は，この施設が設立された当時からのもので，半国立，半市立と

いわれる所以である。しかし1976年には，全予算額が市から支出されることに決定されて
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いるので，施設はコペンハーゲン布立となる予定である。デンマークtcは10カ所の児童相

談所があるが，これらも半国立，半市立の形であるが，1976年4月‘こは市立ないし県立の

施設になる予定である。

　2．職員

　この施設の職員構成は次のとおりである。所長1人，担当官3人，ソーシャルワーカー

1人，会計1人，秘書3人，リーダー見習1人。このうち，担当官はソーシャルワーカー

的な仕事をする時もある。これらの職員には異動がなく，本人が望む期間中勤務すること

ができる。

　職員の給料待遇は在職年数によるが，平均すると年間次のようになっている。リーダー

と担当官5万クローネ（250万円）から10万クローネ（500万円）。ソーシャルワーカーは6

万クローネ（300万円）から8万クローネ（400万円）。会計と秘書は4万クローネ（200万

円）から7万クローネ（350万円）である。

　設備は，待合室，遊戯室（観察室で遊具から砂場まで設けてある），職員の個人用事務室，

更衣室，所長室，会議室，台所等で，清潔に整理勢頓されている。

　3．業務について

　1．相談の内容

　取扱う相談の内容は，次のものがあげられる。

　①環境になじめない子どもの問題。

　②子どもの属する組織である幼稚園，保育所，児童館，学校等から送られる教育におけ

る問題。

　⑧性の解放による問題。

　④子どもの非行問題

　以上の問題の中で一番件数の多いのは，環境fCなじめない子どもの問題である。この問

題の子どもの環境はほとんど母子家庭である。その母子家庭でも未婚の母の家庭が一番多

く，次いで離婚によって母親が子どもを引き取った家庭が多いといわれている。父子家庭

の場合はJほとんどこの問題は持ち込まれないということである。

　2，母子家庭の問題

　では，なぜ母子家庭の子どもに問題が起こるかというと，次のことがあげられる。

　①母親自身頼るところがない。

　②母親が子どもを育てるのに自信を持っていない。

　③子どもを育てる自信のない不安定な母親を持ったために，子ども自身が頼るところが

ない。

　要するに，母子家庭では親も子も頼るものがなくて不安定な状態にあることから、問題

が生ずるということである。

　3．学校施設との関係

　幼稚園，保育所，児童館，学校での教育についての問題は，その施設や学校の担当ワー
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カー1ζ親が相談してアドバイスを受けるのであるが，そのアドバイスが適切でなかったり

また，その問題が困難であったりすると，このクリニックに持ち込まれる。

　4　性lccaする問題

性に関する問題は，フリーセックスの国rsので意外と相談を受けるが，それは子どもに

関する問題ではなくて，親の方がどのように子どもic対処していったらよいかということ

を相談に来ることが多い。

　5．相談の受付と指導助言

　この施設ic上にあげたような問題が持ち込まれる経路は，次の3つがあげられる。

　①親が直接相談に来る。

　②子どもの属している組織である幼稚園，保育所，児童館，学校のワーカーから持ち込

まれる。

　③ホームドクターから持ち込まれる。

　こうして持ち込まれた子どもの問題1ζついて，この施設では次のような方式で問題解決

の処理に当っている。かつては，アメリカ，ロシア，イギリスの方式をとっていたが，現

在では，ヨーロッ！防式や心理学の鰯点から，デンマークの国情に合った方式を確立して

いる。その方式は非常に高度のもので，高く評価されているものである。

　この方式の基本となっているものは，自分達の住む世の中は自分達でつくり出すという

精神である。従って持ち込まれる子どもの問題と相談ICは，まず自分で生きてゆくために

はどうしたらよいかという事をわからせ，そのため1ζ，その子供自身が何tc興味を持って

いるかを探り，他の人と違った何かを持っていることを発見してそれを引き出してやり，

伸ばしてやり，さらに，独立独歩が出来るように手引きし手助けしている。言い換えると

その子どもが自分の世界を自分で見つけ，自分で生きてゆけるようCC，また，どの社会へ

行けばよいか，それを手助けすることを基本に対処している。

　この事ICついて，この施設では次のような指導方法をとっている。

　まず，問題処理の担当IC当るのは，心稗学専門のソーシャルワーカーと教育学専門のソ

ー シャルワーカーの2人1組のチームである。この2人1組のソーシャルワーカーのチー

ムは，次の3つのことに重点を置いて活動する。

　①子ども個人について調査する。子どもの性格から子どもの求めているものは何かまで

その子どもの自由を認めて十分に閤題の子どもと話し合う。

　②子どもの環境tcついて詳しく調査する。子どものおかれている内情，さらにはその家

庭のある地域，子どもの属する組織と，子どもに関係のある環境は徹底して調べる。

　③子どもをテストする。このテストは，ロールシャッハ法や知能テスト等開発されたテ

ストを用いて，広範囲tζわたって実施する。

　以上の調査から、その子どもについての結果をまとめ，どのように指導していったらよ

いかという指導方針を決定する。ただしこの調査の結果は，指導方針を決めるものである

ので，公表することは避けている。
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　指導方針が決宇すると，その子どもの親と，問題の処理と指導ICついて話し合い，子ど

もの精神的肉体的智点から，どのようにしたらよいかといった方向づけをする。しかしこ

の施設側には子どもに対する決定権はないので、最終的な指導の決定は下さない。その処

理はすべて子どもの親に一任される。子どもの親が決めかねる場合は，それに助言を与え，

親に代わって子どもに方向づけや指導をする。

　デンマークの社会福祉とその感想

　SAINT　STEPHAN’S　ADVISORY　CLINICについての説明を受けた後，さらに両
氏からデンマークtζおける社会福祉について聴いた。その話からデンマークの社会福祉の

形態が，スウェーデンの社会福祉の機構と類似していることに気付いた。それも当然のこ

とで，北欧3力国は互いの福祉向上のためic，1つの組織を持って協議し合い、自国の社

会福祉発展のために務めているのだとのことであった。

　デンマークの福祉の特徴は，子どもと老人に重点をおいていること，国民平等の精神で

あたっていることt財源が国民の税金によってなされていること等である。

　国民平等の精神は，乳幼児の保育料や国民の所得課税にも表われている。例えば，乳児

園の保育料の父兄負担が幼稚園のよりも高いのは，乳児園の父兄は共稼ぎで所得が多いか

ら，借の家庭との所得のバランスを取るたあであるという。さらに，老人の福祉年金に課

税するのは，いかなる国民も平等であるという考えからそうしているという。

　しかし，国民すべてが平等の待遇を受け，一人一人に福祉が行きわたっている社会福祉

国家にあっては，若者が働く意欲をなくしているのではないかといった疑問も出てくる。

　デンマークでは，スウェーデンと同じく未婚の母が多い。国民は．バイキングの時代か

ら未婚の母はあったのだからと．これを保護し，寛大な態度で接している。しかしこの

SAINT　STEPHAN’S　ADVISONY　CLINICに持ち込まれる子どもの問題は，未婚の

母の家庭の子どもが一番多いということからして，楽観すべきものではないのではないか

と考えさせられる。

　またデンマークの社会福祉の財源が，国民の所得の40％から50％という高い課税の上

に成っていることがらにも，問題があるように考える。若い層はこの高い課9．ic不満を持

っているといわれるが，老人の層は老後に全く不安がないので，高い課税は問題にならな

いという，双方の意見の矛盾があるのである。さらtc老後に全く不安のない老人達の間で

も，整った福祉で満たされぬ精神的な孤独が問題化されているといわれる。

　ともあれ，児童相談所というと，日本ではとかく暗く悲痛なイメージを浮かべがちだが，

それとは違ったカラフルで明るく清潔な施設であった。

，

、
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研修報告　児童館班11　9月22日午後

施設名　SCT．　STEFANS　RADGlVSlNGSCENTER
　　　　（セント・ステファン児童余暇センター）

M

所在地　Skodsborggade　62200，　Kgbenhavn　N

説明者　Miss　Jytte　Bailey（館長）

児童厚生員
・

子
っ

津
み

美孔橋飾高

松戸市立常盤平児童福祉館

松戸市常盤平西窪町12番地

　この余暇センターSAINT　STEPHAN’S　LEISURE　TIME　HOME（英訳）は，

CLINICの1階下，3階から下全部を占めている広大な面積である。

　L　施設と概要と運営

　工875年設立。今年でちょうど100年になり，デンマークで最も古い，モデル的な施設で

ある。1875年に2人の金持の婦人が，小さい子供達のために幼稚園が必要だと感じて設立

したのが始まりである。その幼稚園は1923年まで続いたが，この年に公立となり，総経費

の75％を国と市で負担，残り25％を子供の親が負担する事になった。現在の建物は2年

半前に新しくつくられた。施設の職員は建築家と相談して自分の意見を申し述べた。建設

費はほとんどを市が支出し，この財団は6％を支出しただけである。なお，この施設運営

の年間総経費は200万クローネ（1クローネー約50円）である。

　デンマークには全部で335カ所tこのような施設が設置されているが，ほとんどの所は

40人～60人が対象になっており，ここが一番大きな施設である。特長として，運営委員

会の考えをとり入れ，全く独自な方法で運営を行なっていることがあげられる。

　運営は財団法人で行ない，現在7人の委員による運営委員会がつくられている。7人の

運営委員の内訳は，弁護士協会から1人，航空会社社長1人，局長婦人1人，医者の中か

ら1人，学校長1人，親の代表者2人となっている。委員会は年に4回開いている。ここ

の所長が召集することになっていて，その際には金銭的な経営状態だけを報告することに
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なっている。運営委員会がここの余暇センターの所長を決定するが，施設のことに関して

は所長に一切の権限がある。委員の任期は別になく，一度引き受けるとほとんどの人がず

っと長く続けているという事である。また，もし誰かが都合でやめたりした場合は，他の

人が適任者を推薦してくれたり，紹介したりするので，別に問題はないとのことである。

社会省がアドバイスをして欠員をうめてくれるし，母親の場合は予め予備の委員候補を決

めている。

　2．対象児童の概要

　児童余暇センターに通園する子供は6歳～15歳の児童で，現在220人いる。開館時間は

6時～19時で，朝，学校に行く前と，学校が終わってから，ここに来て自由に遊ぷことが

できる。他に青少年センターが併設されており，週に3回，19時～22時開放している。

児童の家庭環境は，ほとんどが共働きであり，調査してみると60％が片親（未婚の母親や

離婚）で，中には親が家にいても忙がしくて子供のめんどうを見られない人もいる。

　3．職員の構成，勤務について

　職員は現在13人のソーシャルワーカーと会計1人．他に助手が何人かいる。

　勤務は交替制になっており，2人が6時～14時、13人が10時45分～19時15分の2

交替制勤務になっている。1人週40時間勤務である。日曜日は休館。土曜日は開館してい

るが，2～3人の児童しか来ないので職員は交替で出勤する。毎朝10時15分に全員が集

まり，打ち合わせ等をする。

　4　指導方法と目的

　子供たちに，学校の授業が終わってからの放課後をどのように過ごさせるかが目的であ

り，ここに通園してくる220人の児童を年齢別に分けて指導している。目的は2つある。

1つは，両親に代わって子供たちをみまもること。次に，社会的訓練と教育的な指導をす

ることである。

　1．学校等関係機関との連絡

　このような教育をするのには，子供たちが通学している学校ともよく連絡をとりあいt

共通の理解を持つて指導する。その他，児童相談所，子供のための心理的治療を行なって

いる病院，学校の心理学担当者等の人達とよく話しあって，一人一人の子供の事をよく考

え，他方面にわたって指導を行なっている。

　2．クラブ活動

　ここでは自由遊びを大切にしている。自由にさせるという事は，子供同士のかかわりあ

いを多く持たせ，孤独にならないようにさせることができる。また，子供たちはどんなも

のに興味をもっているか，何を一番望んでいるかを考えて，クラブを作っている。焼物，

織物，木工，編物，絵画，その他，色々なクラブがある。これらのクラブの目的は，一つ

の教育として行なっているのであり，自分で一つのものを作り上げる喜びを教えている。

このような指導は，専門の教育を受けたソーシャルワーカーが担当する。
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　3．夏季の旅行

　夏になると行事として，デンマークの北部海岸にある臨海学校に180人程の児童を3週

間連れて行く。この臨海学校には9．　5ヘクタールの森林と海浜がある。2年前にこの財団

で安く手に入れたもので，リーダーが建築家と相談しながら建てたものである。デンマー

クの小学校の夏休みは6週間あるので，半分ずつ分けて全員連れて行く。両親はついてい

かないで，職員と子供たちでだけで3週間を過ごす。これは指導員にとって非常に重要な

仕事で，子供たちをよく観察できる重要な場所になっている。職員と児童がお互いによく

知り合うことができる機会でもある。

　4　親との関係

　その他の行事として，年5～6回親との懇談会を開いたり，親を呼んでお祭り会みたい

なものを催したりJここで作ったスライド等を見せたりする会がある。数多くの機会をと

らえて，親たちとの交流をはかるよう留意している。

　5．質疑応答

　1．健全な子供の他にハンディキャップのある子供も受けいれているのか。

　受けてはいるが，他の子供との影響を考えて，すべての子供を引き受けるとは限らない。

病院とか児童相談所から来た場合は受け入れている。

　2．運営委員会は他の施設にもあるのか。

　335カ所あるうち，すべての施設でやっているわけではない。市にまるっきりまかせて

いる所もある。

　3．若者のボランティア活動を受けいれているのか。

　近くに保母の専門学校があり，教育実習として無給で実習にくる。デンマークでは沢山

の若者がこのような所で働きたいという希望をもっている。

　4　デンマークでは，子供の遊び場について，社会的に何か問題はないか。

　デンマークには沢山の児童遊園地があり，それ‘ζ緑の公園も沢山あるので，遊び場が少

ないという事はない。

　5．学校で宿題はでるのか。または塾に通っている子供はいるのか。

　宿題はでるが，ここ‘ζ来る子供は13人のソーシャルワーカーが見てあげたりする。

　塾というのはデンマークICはない。この国では進学するための競争は必要ではない。

　6．この余暇センターには地域の子供全員が来ているのか。来ない子もいるのか。

　有料のためお金を払えない子もいるので，すべての子供は来ていない。1人1カ月150

クローネ（1クローネ＝約50円）払う。

　地域の約50％の子供が利用している。他の子供は，市で経営している無料の施設がある

ので，そこで過ごす子もいる。そこには指導者はいない。

　6．子どもをめぐる社会的な問題　　　　　　　　　’

　デンマークでは子供について，現在一つの大きな問題がある。多くの国民が「行きすぎ

た自由」を子どもに与えすぎているという考えをもちはじめている。自由と放任をはきち
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がえ，ほとんと’の若者がまちがった自由の解釈をしている。若者の問に麻薬遊びが拡まる

一方で，どうにも止められず因っている。現在，新聞等が「自由」という大きな問題を掲

載して，多くの人々が討論しあっている。デンマークだけでなく，スカンジナビアの国々

では前からこのような生活をしており，人々にとっては「自由」という事は良い事でもあ

り，また悪い事でもある。

塑
　この施設では昼食をご馳走になりながら所長さんからお話をうかがった。この国では来

客のもてなしをする時，テーブルの上にローソクをともす習慣があるという事で，私たち

のために用意してくれた。明るいローソクの光の中でなごやかに昼食をいただきながらの

話しあいだった。食事が終わってから，施設の概況について説明を受けたり，お互いに質

問しあったが，全体で私が感じた事は，施設の中の設備やクラブで使う材料を，子供の気

持をよく考えて用意してあることである。また，子供の興味を大切にしたクラブがあり，

個々の適性を伸ばしていく配慮をしている事である。材料も十分整えてあり，自由に好き

なものが作られるようになっていた。指導員も専門の教育を受けた人が担当しており，子

供たちが今までに作ったという作品（手芸，焼物，織物等）はとても素晴しいものであっ

た。私たちの施設では，自由遊びだけが主になっており，設備や指導員の人数もまだまだ

不十分だと思う。また私たち指導員も，もっと勉強をしていかなければならないとつくづ

く感じた。
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研修報告　児童館班12　9月23日午前

施設名　KENNEDY　GORD
　　　　（コペンハーゲン市立ケネディ・ゴー児童館）

、

所在地　Ngjsomhedsvej　82100　Kebenhavn目

説明者　児童館長（女性）

　　　　　あさ
児童厚生員浅

だ

田
紡幸 こ

子

向白園児童館

徳山市山手通7，897

　この国はハンス・クリスチャン・アンデルセンの生まれた国である。かれは貧乏な幼少

年期に貧困生活IC直面し，家庭事情も不幸だった。コペンハーゲンの私たちのホテルの前

の広場の一角1こ，等身大の倍ぐらいもあるアンデルセンの銅像がある。タキシードにシル

クハットをかぷり，ステッキをついて石IC腰かけている。ユ00年間という時間の流れのな

かで，「アンデルセン自伝」から想像する貧しさはほとんど見つけだすことはできない。

私たちの訪問先ケネディ・ゴーは市街地の団地の一角にあり，訪問時間よりも早く着いた。

そのためスタッフがそろっていないということで，近くの交通公園を散歩する。

　予定時間に訪問し，まずそこで目icついたのが，垂れ幕が建物にそってさがっていたこ

とである。それは「首切りはいやだ／」という意味のスローガンであった。　即ち，働く

ものの生活保障の問題を訴えていたわけで，私たち団員にとっても大きな問題である。ホ

ー ムの中にはいって説明を聴く。ここには2つの施設がある。それは幼児施設と児童館で

ある。

　設立は1874年，1部屋から発足した。それが1966年11月，3施設を併せて再発足した。

KENNEDYとはKennedy暗殺の年に建てられたもので，名前を借りたものである。　G　6　RD

とは昔の大きな農村の家のことである。
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　1．幼児施設の対象と定員

　1．乳児園

　0歳から3歳まで，収容定員50人で，地域から52人集まっている。

　この乳児園には4つの部屋がある。①保母3人t乳幼児16人。②保母3人，乳幼児16

人。③保母3人，乳幼児10人。④保母3人，乳幼児10人。

　各部屋も廊下も，あらゆるところにかざりが個々別々にしてあり，廃物利用が印象的で

あった。①まどガラスは保母さんの制作で，明るい子ども中心のデザイン。②自転車の骨

だけを使った空間利用作品。

　私たちが訪ねた時は昼食時で，9ヵ月から15カ月までの子がエプロンをかけていたが，

エプロンが長く台の上まで伸びて，その上に食器を並べていた。後始末も簡単である。子

どもたちは下tcこぼさずtζ食べていた。この日は2人の子どもの誕生会を行なっていた。

　2．幼稚園

　3歳から6，7歳まで，収容定員84人で，職員9人。

　クラスは混合であり，子どもの能力によって進級したり，そのままでいることもある。

また団nglC住んでいるので，子どもに遊び場をあたえるために，このうちの25人は午前中

は園外保育に出ているということである。

　1日のプログラムは6時開園から6時退園までに朝食，昼食，夕食が出る。この時間の

中で，とくic幼児のために，午前8時から午後4時半まであずかる子どもたちもいるとい

うことである。

　入園児の措置費は収入によって異なり，年収2万クローネ以下は無料，年収4万クロー

ネ以上は1人に対し60クローネ（10月1日より月額100クローネ値上り）。

　2．施設の職員

　り一ダー1人，ソーシャルワーカー1人，助手1人，乳幼児職員9人，児童館職員13．5

人。児童館職員の0．5人は、早出で6時から午前中までのためである。

　3．質疑応答

　問。このようによい設備，よい環境におちこぼれた子どもがいるのではないだろうか。

　答。ケネディーホームの施設に入園するためには2年間またなければならい。また，コ

ペンハーゲンでは幼稚園が不足のため，時間をきめてこの施設をかしている。6時から6

時までで，22人。

‘

乳児園と幼稚園と説明のあと，児童館について説明をうけて見学する。

4　児童館の内容

L　児童館は健全育成を目標として，子どもたちの能力を生かすため自由IC遊ばせる。

①児童館。6歳から18歳まで，22人

②児童館クラブ活動。ユ0歳から18歳まで，100人。自由利用で12時から22時まで。

③児童館。5、6歳から12歳まで，82人。
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　2つの施設が1つの建物の申にあり，クラブ活動の部屋や売店がある。材料費月額10

クロー不。

　④子供ホテル。母子家庭で母親が病気で入院，その他で不在になる場合長くは3カ月間

預かる。先生といっしょに病院に面会tc行ったりすることもある。

　⑤子供下宿。14歳～18歳で，12人。行きたい学校と家が遠く離れている場合。

　2．活動内容

　①卓球室（ビリヤード，スライド室）。②焼物室（子どもたちの作品が多くあった）。③工

作室。④印刷室。⑤木工所。

　5．子供たちの生活

　ここで宿題もできる。また工作・木工の設備があり，粘土細工や鉄板など，材料や設備

が整っていて、焼きがまもある。余暇の時間を過ごすためCCは，「あなたはこの時間は自

由です，何をしてもかまいません」と書いてあって，余暇の時間を楽しく，職業訓練では

ないけれども，自由に自分の時間を使っている。この日も，子どもたちは音楽を楽しんで

いた。

　この児童館は毎週土曜日，日曜日は，18時から22時まで開園しているとのことである。

また夏は1週1回，木曜日2時から3時まで，児童館より屋内プール1こいったり，ソフト

ボールにいったりしている。この費用は市の負担である。

　説明を受けながら子どもたちの部屋にはいった。子どもたちの部屋には，小鳥，窓には

自由絵画，壁には自由作品があった。別の午前中で終る部屋（6時からはじまる部屋）はわ

らで造ってあり，子ども20人に，先生が2人いた。建物は美しいとは思えない建てましの

造りで，近代的建物とくらべるべくもないが，子どもたちは遠慮なく自由に使用している

のである。来訪者があるにもかかわらず，自分の世界で自由に楽しみ，それらに熱中して

いる。

　運動場は乳幼児と児童館が共同で使用しているということである。説明と見学を終え、

玄関1こ出てみると，下校時の子供たちがみんなたちより，私たちの姿をみて握手をもとめ

世界は一つの感じであった。

塑
　園を見学し，子どもたちが明るいことと，義務教育中の児童に対する福祉の考え方に，

日本との差が見受けられた。余暇の過ごし方として設備や部品など工作，木工その他の用

具を十分に用意し，創造性と喜びを，遊びの中から育てているのである。

　この施設では，学校のつづきではないということが施設職員，両親共通の考えで，こど

も自身も宿題がすめば自由な時間をすごしている。日本の場合は子どもの集まらないこと

など，さまざまなことが問題になっているが，余暇の過ごし方について今回のヨーロッパ

研修で反省させられ，学んだところが多い。子どもたちに対しては，自然のなかに遊びを

選択させ，子どもたちの健全育成のための児童館でなければならない，と思う。
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研修報告　児童館班13　9月23日午後

施設名　SKRAMMELLEGEPLADSEN　l　EMDRUP
　　　　（がらくた児童遊園）

’
，

所在地　Keldsovej　5　2100　K〆benhavn

説明者　Agnete　Vestereg（園長）

　　　あ
館長阿

べ

部 ち
千

託
里

山形県袖崎児童館

村山市大字土生田2．216

　よく晴れた日．われわれはデンマーク最後の施設であるJunk　Play　groundを訪れた。

ここは，いわば児童遊園と児童館の組み合わされた施設とでもいうべきか。住宅地域の中

｛（　4，000　rfもあろうかと思われる庭園，そしてその中に，砂場，古ドラム缶利用，古材利

用の遊具施設，美しい花と緑の芝生や植込みなど，手造りのものという感じをもたせる施

設設備が特徴的であった。

　建物の規模は300㎡近くもあり，4室に分かれ，遊技，レクリエーションなど多目的な

利用に供される大部屋のほか，卓球室，更衣室，倉庫となっている。倉庫に収められた人

形劇用の14の人形，そのための大道具，小道具，その他舞台装置など，それに卓球室0）大

きな壁面に子どもが書いたという大きな絵，これまでに見てきた施設にはないものを見せ

られた感じで，われわれの眼をひいた。

　以下，この施設の園長Agnete　Vestereg女史からの説明をまとめ報告する。

　1．設立の経過

　1943年，労働者の組合運動の一環として設立され運営されてきた。1960年，経営組織

を現在の財団法人にあらためた。

　なお，労働組合がこのような施設を設置するということは，デンマークでそんなにさか

んなことではない。
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　2．運営委員会の設置
　地域から選ばれた委員7人によって，この施設の運営委員会がつくられている。委員の

構成は，母親代表3人（看護婦をしている母親，病院の秘書，パートで働いている母親の3

人），老人1人（退職年金を受給している人），電気会社の社長1人，生活協同組合から住民

代表として1人，幼稚園教員養成機関から1人の計7人である。従来は，神父や警察官が

委員として選ばれていたが，2年ほど前から母親代表を入れるようになった。

　3．施設の財源
　国と市が総経費の75劣，両親と施設で25％の負担をしている。

　両親の負担は，家族単位で負担することになっており，子どもの数に関係なく一律に月

83クローネ（1クローネ＝約50円）である。コペンハーゲン市内では，経費のかからない

方の施設である。20年位前までは，この施設は，地域のものという考え方が強く、利用が

小範囲であったが，いまでは各地の子どもがやってくるようになっている。

　施設の収入源は．一つの行事による収入である。毎年6月23日の白夜の日に行なう人形

劇の会で，観覧料を徴収するが，10，000クローネの収入がある。また，この施設は，財政

的に余り豊かではないようで，古切手を集め，それを売却して収入源にするというような

ことをやっている。

　年間の予算については正確な答が得られなかったが，大体，60万クローネとのことであ

る。

　4．職員
　この施設には，園長のほかに2人のソーシャルワーカーと軍隊から派遣されてくる奉仕

者1人がいる。（デンマークでは徴兵制度が施行され，7カ月間の兵役に服するが，社会福

祉施設に奉仕のため派遣される者がいる。）

　このほか、実習生としてイタリアのモンテツソーリの学校から学生が来ている。

　職員は財団法人の職員としての身分であるが，給料等の待遇は市の同じ立場にある者と

同等である。勤務時間は1日8時間で，土・日は休みとなっている。

　職員の研修については，本人が希望すれば5年働くと，保母養成校へはいって1年間の

再教育を受けることができるという制度がある。

　定年制があって，男67歳，女62歳までと一応きめられている。しかし希望すればもっ

と働ける。ここの園長（女性）は67歳まで働く許可を得ているとのことであった。

　5．施設利用児童の状況
　毎日，50人から80人くらいの子どもが利用している。6歳から12歳までの子どもを対

象にしている。日本の小学校児童に相当する年代である。この年代以外の子どもについて

は，6歳に満たない子どもは幼稚園・保育所へ，13歳以上の子どもは体育クラブ（スイミ

ングクラブとかサッカークラブなど）へ行けばよいという考え方である。

　利用児童の家庭は，中流家庭が多く，大半は両親が揃っている。従って，問題のある子

どもは少い。他の視察施設の場合，片親の子や鍵っ子などが多かったが，ここでは安定し
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た家庭環境を感じさせられた。

　地域社会の生活環境も良好であり，きれいなアパートが多い地区でもある。なおアパー

トは個人所有でなく，会社所有がほとんどとのことであった。この地区では，他地区に転

出していく家族が多く．子どもは次第‘ζ減少の傾向を見せているとのことである。

　6．地域との関係

　さきに述べた7人の運営委員会のほか，この施設の賛助会がつくられ，50戸が加入して

いる。また，生活協同組合との連携をとりながら運営がなされている。

　年1度の人形劇の大会には地域の人々が2，000人くらい集まってくれるが，その準備など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　について母麹達の協力が大きい。ただし母親が直接手を下すというような協力のしかたで

はなく，活動のための材料を供出するといった間接的な協力が多い。このほか，利用児童

の保護者の集まりがある。とくに保護者会といった組織はないがJ年2回全員で会合する

機会をもっていて，その際，運営委員会の母親代表委員を選出することになっている。

　7．開園時間

　朝8時から午後5時まで開園している。ただし土曜と日曜は休園日である。職員は8時

間勤務なので，8時から16時までと，9時から17時までの時差勤務となっている。

　この地方では，土曜と，日曜は特別な場合以外は，両親が家庭にいるのが普通であり，

一方，法律で節約令も出ているということで，土・日は閉園されるわけである。

　8．運営上の特色

　1．子どもが自由に遊べる場所であること

　幼稚園と児童館は両親に代わって子どもの面倒を見るが，ここの施設は，子どもがやっ

てきて自由に遊べる場所であるという考え方である。したがってこちらから子どもを指導

するということではなく，子どもの話し合い，あるいは子どものニードに従って，遊びを

教えてやるという構え方である。

　子どものニードをどのようにして把握するかとの質問に対して，「子どもに何をやりた

いかをきいて，できるだけ，それを実現させてやるのが，ここの仕事である。しかし10人

の子どもがいれば，みな同じニードをもっているわけではなく，むしろ個別的な場合が多

いし，その子どもたちの長所や短所をつかむことも容易なことではない。したがって全部

の者の希望を全部きいてやることは無理なので，子どもたちの中の主だった希望を先ずと

りあげて，一緒にやっていくようICしている」とのことであった。

　2．子どもの創造性の尊重

　施設におかれた調度・備品は，ここec来る子どもが作ったものが多いとの説明があった。

また遊具を見ても，古ドラム缶の利用や古材木の利用などが考慮されている。壁画や室内

のテーブル掛けや花びんなども，子どもたちによる作品である。これらのことtζ対する園

長の考え方は，次の機会のために，いろいろなことを自分でできるよう，子どもたちの力

を認め，自信をつけさせてやることが必要である。子どもを遊ばせることは，子どもの創

造力を高めていくことにあるということであった。
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　3．人形劇の上演

　視察した施設のうちで，このような行事をもっているのはここだけであった。

　人形は，子どもの等身大で，1つの人形を2人の子どもで作りあげ，ピアノ線で操作す

る“あやつり人形”の一種といっていいもののようである。
　　　　　　　　　　　　　ロ　　の
　脚本は園長が書き，せりふはあらかじめテープに吹き込んでおき，子どもたちが人形を

操作して上演するものだそうである。一年の恒例行事となっていて，大がかりのものであ

る。人形劇上演に関連して，次のような考え方が説明された。

　①親や先生と子どもが共同でつくりあげ，やっていくものであること。この場合，先生

は指導するのではなく，あくまでも共同してやるという考え方である。

　②両親が手伝うのは，人形の洋服用tc古い物を供出するとか，自分の家の物を寄付する

とか，いわば間接的協力tc止め，直接手出しは余りしないことにしているとのことである。

　③年間10，000クo一ネの収入源ではあるが，それが目的ではなくて，本当のねらいは，

子どもたち相互の，あるいは親たち，先生たちとの，協力関係を大事にすることにある。

　4　残材での小舎づくり

　そもそもの始まりは，1943年，戦争のため遊ぶことができなかった子どもたちに，ここ

の篤志家が，古材料を使って，小さな家を作らせ遊ぱせたことからだそうである。

　子どもたちが自分で物をつくるということが少なくなった今日の社会で，物をつくりあ

げるということに価値があるのだという説明があった。子どもたちが建てた小舎が，庭園

の隅に数カ所あった。大工道具，作業所などもあり，地元の人が大工作業を教えていた。

　9．その他
　子どものクラブ活動については，当面クラブは作らないで，全体で行事をするという考

え方である。クラブを作りたいが，人形劇とか焼物とかに堪能なスタッフがいないので，

特別にクラブ編成をしないで，子どもの好みに応じて，人形や絵画や編物等個々にやって

いくようにせざるをえない。しかし将来は，クラブを作りたいと思っている。

壁
　1．敷地が広く，用意されている遊具や植栽，それらの間を結ぷ通路など，子どもにとっ

て格好な遊び場といえる。

　2．女の子ども達が，玄関前でゴム飛びをして遊んでいたが，われわれが仲間にはいって

も平気で，全くくったくのない愉快な子どもたちであった。

　3．子どもたちは，学校からの帰りに直接ここに来て，宿題もできるし遊びもできる。日

本にも，このような自由で楽しい施設が数多くあればよいと思う。

　4屋外の遊び場としての機能と同時に，悪天候の際や冬季の利用に備えて，屋内の遊び

場としての機能を持っていることに注目したい。

　5．自由な遊びの中から自立と共同と責任とが自ら身につくような配慮がなされている良

い施設であった。（写真は152ページ）
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研修報告　児童館班14　9月25日午後

施設名　HElLPEDAGOGlK　STAT｜ON　KINDERKLINIK　DER
　　　　STADT　WIEN　UNIVERSITATSKLINKEN
　　　　（ウィーン市立総合病院小児科心理部門）

グ

施設名　KINDER　KRANKENPFLEGESCHULEN
　　　　（小児科看護婦養成所）

所在地　Wien　9，　Lazarettgasse　14

説明者　Fr．　Arme　Marie（主任看護婦）
　　　　　　お
児童厚生員　ノ1、 紡

椋
あきら

昭

社会福祉法人石井記念愛染園

付属愛染橋児童館

大阪市福島区海老江4－6－7

　1．小児科心理部門

　当病院の小児科心理部門は，児童の精神的問題や言語面での障害を始めとする心理的な

原因｛Cよる，様々な疾病の診断，治療をおこなっている。

　対象児は一応，3歳～15歳であるが，ケース‘⊂よっては3歳未満も受け入れている。

　心理的な問題，例えば心理的な原因による学業遅滞児や食事拒否などの問題を持つこど

もは，児童相談所，学校，保育所，地域の医師または親からの申し出により来院し，医師

の診察を受ける。ウィーン市内だけで6，000人ぐらいのこどもたちから何らかの異常が発

見されており，毎年，多くのこどもたちが心理的な疾病ありと診断されているという。そ

して，症状によって必要と認められた場合は入院する。治療期間はもちろん症状の軽重ic

よってちがうが，ふつうは4～6週間であり，ケースによっては半年以上という場合もあ
る。

　心理的な病気は家庭環境に問題がある場合がほとんどであるが，入院後，4週間は親と

の面会はない。すなわち，親と離すことがひとつの治療であり，ホームシックにうちかつ

ことが回復の大きな要因であるという。

　これらもすべて，児童の心理状態icよって親との接触が調整される。また，長期間の場

合は週末に親のもとへ帰ることもできる。

　さて，治療は児童3～4人が1グループとなり，学童の場合は午前中、国語であるドイ
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ッ語や算数を勉強する。これには教師の資格を持つ病院のワーカーがあたる。昼からは，

遊戯療法を中心としたプログラムが組まれている。

　当病院の総ベッド数は2SOO床で，小児科は100床である。そのうち心理療法病棟には

25ベッドがあり，そのなかには伝染性の病気を持った児童とその親のためic　2部屋が隔離

用として組まれている。1つの部屋は3～6ベッドである。そのほか設備としては，学習

室やプレールーム（2室）などがある。これらの寝室ゾーンや生活ゾーンは，すべてコン

トロール室のコンビ＝一ターやテレピカメラ等tζよって，音響，空気，温度，照明などが

調整されている。

　入院費は保険がある場合はいっさい無料であるが，保険のない場合は1日600シリング

（約1万円）である。

　2．小児科看護婦養成所

　小児科看護婦養成所はオーストリアic　7カ所あり，そのうちウィーン市内IC　3つがある。

この養成所では60人の看護学生が在籍しており，次のようなカリキュラムで学習している。

　1年目　一般教養（英・独語，速記その他一般的な教育）。

　2年目　児童の看護について。解剖学，心理学入門，応用心理学，衛生学，衛養学，救

急学，病院法，他。

　3～4年目　専門の児童治療学，内臓，眼，耳，鼻等の治療学，心理学，教育学，他。

　そして，4年目の最後に，国家（資格）試験を受ける。以上は義務教育終了後15歳で入

学した場合である。

　このような日本では見られない小児科専門の看護婦やその養成所は，1930年代IC誕生し

たという。ちょうど医師が専門の分野によって医療の現場ではたらくように，看護婦もま

た専門の技術と知識を身につけ，専門の持場で看護を行なうのである。

　このような専門化が看護婦の地位を高めるのに役立っているのかどうかはわからないが

医師と看護婦の地位はほとんど差がなく，対等な関係にあるという。

　しかし，この国も看護婦不足が深刻で，週40時間労働のところ約8時間の超過勤務があ

るといい，それらがまた悪循環となり，ますます看護婦のなり手を少なくしていっている

ようである。

　なにはともあれ，オーストリアではこどもの身体的な疾病はもちろんのこと，心理的な

問題にいたるまで設備の行きとどいた病院で，専門の医師，ワーカー，看護婦等がチーム

を組んで徹底的な治療をおこなっているのである。看護婦制度自体が，小児科を独立した

ものととらえていること等も，こどもが大事にされているひとつの証明にはならないだろ

うか。
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研修報告　児童館班15　9月26日午前

白

施設名　SOS－KlNDERDORF
　　　　（養護施設SOS子ども村）

’．◇．

所在地Wien，　Prechtlgasse　91094

説明者　Herr　Nordbruch　（村長）

　　　　　よし
児童厚生員吉

の

野
ひろし

寛

特殊法人こどもの国協会

神奈川県高座郡綾瀬町寺尾

2133－12

　当施設はウィーンの森のふもとの閑静な場所に位置している。こども達は登校していて

姿がみえず，約5万坪の敷地は芝生と樹木におおわれ、別荘を思わせる色と形の個性ある

小舎が，ごく自然な形で点在している。このSOS（Save　Our　Soul）－KINDERDORF

（Children・s　Village）構想は1949年Hermann　Gmeiner（オーストリヤ人）が提唱し，

現在s43力国に57施設があり，10施設が建設中で，22施設が建設予定にあると
いう。

　1．施設の概要

　設立年月日は1955年で，責任者はNordbrueh氏。定員は200人である。

　対象は乳児から14歳までの男女（14歳以上でも兄弟に14歳以下の者がいる場合は収容

する）である。

　設立目的は両親の死亡とか，養育拒否にあった児童の養育にあり，養育方法は，1小舎

に保母が起居を共にし，児童も男女混合で，年齢差もつけ，6人～9人の編成とする。

「家庭的雰囲気」の中で養育するために，全体の台所，食堂はなく，保母が1ヵ月分ごと

の家計費を預り，食事，洗濯など生活上の面倒をみる。保母の上には総括責任者＝村長が

いて，全体を統かつすると共に，保母に養育上の助言をする。また，幼稚園を除き，学校

は近隣のそれに通わせ，教会も園内にはもたないで，可能な限り一般社会との壁を除去し

ている。男子は14歳以上になると園外にある職業訓練所で仕事を身につける。女子は14歳
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以上になると，小舎から，例えば売子や，歯科医の助手として社会に出て，それが職業訓

練中である場合は収入の1／4を，独立しうる状態にある場合は収入額にかかわらず，月額

1，080シリング（1シリングは18円）を小舎に入れれば引続き滞在しうる。

　財政面の大半は大会社（例えば，フィリップス）とか，ライオンズクラブ等の定期，定額

の寄付の他，個人的寄付によっている。SOS－KINDERDORF　INTERNATIONAL
全体では寄付者は400万人にのぼり100力国に及んでいる。その他，市の補助金，園内売

店の収益金が部分的資金となっている。児童に扶養義務者がいる場合は，支払い状況はか

んばしくないが，決められた額を市の福祉局に支払い，それが園に入る形になっている。

　2．職員の概要

　職員の総数は48人で，内訳は村長1，保母26，村長助手1，会計，庶務1，教育2，

音楽1，幼稚園教師1，同助手1，裁縫師1，秘書1，庭師1，他11より成り，うち，男

性は5，女性は43人である。

　休暇は年間6週間あり，4週間分は幼稚園以上のこどもが夏休みで園外生活を送る（イ

タリヤのCaldonazzo湖岸での5週間）際に交代でとる。こどもを連れて休暇をとることも

可能であるが，休暇はとりICくいのが実情である。職員研修は年1回，園内で開催される

「全オーストリヤ保母ゼミナール」に出席することによる。

　保母資格としては，真にこどもが好きで，保育専門学校（在，ドイツ）1年課程を終了し

た者か，実習を1年間終了した者であること。また，家族のない一人者の未婚者か，未亡

人であること，となっている。

　男性の職員力沙ないことは，幼少年期においてその影響力が弱いことによる。また「家

庭的雰囲気」の中でこどもを養育することを方針としながら，夫婦者を職員としておかな

いことは，下記の理由による。

　①必要数を充足するだけの適切な夫婦者が得難いこと。

　②志願者があったとしても，往々にして，よりよい生活地盤と安全な職業に就きたいと

いう自己中心的な欲求に基づいていて不健全であること。

　③こども村そのものに男性を多人数必要としないため，男性は園外に職を求めなければ

ならないが，立地条件からして適当な職がなく，財政的援助を村‘ζ求めかねないこと。

　④夫婦には別に個室を提供せねばならず，こどもの村にとって余分な経費であること。

　⑤不幸にして仕事に行き詰まり、辞職してなお居坐られた場合は厄介であること。

　⑥小舎独立家計であるのに，男性が別に収入を得てt夫婦のためにのみ支出する場合，

不自然であること。

　⑦「家族」を養うに足る収入のない「父」の権威の限界と，「母」の主力が「父」にい

き，「子」が二の次になる必然性に問題があること。

　⑧夫婦間に生まれた実子と「家族」との調和t平等性の難しいことe

　3．児童の概要

　先述の対象，受入基準に加えて，不適基準として以下の3点がある。
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　①心身障害児は除外する。

　②短期間養育を希望する場合。

　③両親か片親に強い情緒的愛着をもっている場合。

　養子縁組は市役所の福祉機関において，種々調査しての決定となるため，ほとんど例が

ない。ただ，海外に精神親（里親制度の一種）をもち，文通（市役所で翻訳を担当）したり，

プレゼントをもらったりのケースは多い。

　14歳以上の男子で職業訓練所に通う子は，完全IC独立する状態になるまで学生寮に滞在

しうる。卒園後園に逆戻りする子もいるが、大半はうまくいっている。園児であった者同

士の結婚例もあるし，ベトナムのレルムートクラインこどもの村の村長は、チロルのこど

もの村の1回生でもある，等々。

　こどもの問題や欲求は保母が汲みあげ，村長と解決を図るので，自治会組織はない。こ

どもの村は小舎単位の動きで，全体が参加してのものは少ないが，クリスマスや復活祭の

行事は盛大である。

　4　施設，設備等

　コミュニティホール（村長室，集会室，幼稚園，日用品売店，絵画・工作・TV室，倉

庫を含む中心的建物）1，インフォメーションセンター兼売店1，小舎30，代用保母寮兼

研修生宿舎1，劇場1，音楽会場1，運動場1，プール1，より成る。

　小舎はすべて2階建で，玄関，居間，台所，保母の個室が1階にあり，2階は，個人別

ベッド（1室に3人）のある寝室3，勉強部屋1，より成る。また，暖房，給温装置があり，

室内装飾や調度品は豪華にならない範囲で小舎に任されている。それは，こども達が成長

した後それだけの家庭を作り得なかった場合，却って有害である，との配慮による。

●

‘

　感想

　このSOSこどもの村は，多数の先駆者（H・Francke，Pestalozzi，Bamardo博士，

Flanagan神父，　D・Bosco）が実践した理想的児童の養育方針（家庭的雰囲気の中での養育）

を受継ぎ，部分的改良を加えながら運営しているもので，保母の選択t訓練，適正配置，

児童の組合せ，施設設置場所の選択から，小舎の形，その配tStc至るまで，各界の専門家

を動員して検討し，配置している。よく手入れをされた芝生，点在する樹木とベンチ，直

線でない各小舎を結ぷ小径，建物をいうどる花壇と植木鉢，ゴミーつない園内………。ち

らかし，こわすことを「本職」とするこどもの施設とは思えない清潔さと，画一的でない

暖かい雰囲気にあることが第一印象であった。

　スウェーデンにおけるように，まずその国の全体像を学んだ後の見学でないため，部分

的情報（しかも2時間程度の訪問による）による全体の評価は危険であり，時に非礼とも思

えるが，事実に基づくこの施設のプラス面とマイナス面を考えてみたい。

　プラス面としては，この施設がSOS－KINDERDORF　INTERNATIONALに所
属し，大きな組織の中の一施設であるため，すべてによく検討され，独善性がないこと。

、

■
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具体的には，①兄弟のもつプラス面を活用して，収容児の50％を占める実の兄弟はあえて

分離しないで養育していること。②社会に巣立たせるために「最低保障」としての職業教

育をしていること。③集団生活の不要な緊張を除去しているために鐘による合図や，全体

の会合を最低限に抑えていること。④補助金は少額ながら，市の福祉機関と主要部分でコ

ンタクトをとっていること。⑤「家庭的雰囲気」の基本ともいえる保母の固定化，児童の

年齢差・性差混合のグルーピング，保母による給食を含めた家計費の一括管理がなされて

いること。

　マイナス面としては，①運営上の基本ともいえる財源を寄付金に頼っていること（大会

社や個人の安定した定額，定期の寄付のため考えるほどの収入不安はないとしても）。即

ち，寄付金依存は卑屈であること。真に寄付者の「社会福祉参加」や，施設の「社会化」

‘こはなり難いことによる。

　この施設に収容されるに至った児童は，自分の責任による結果でなく，大人の犠牲とし

て今日があるわけであるから，当然社会の責任（国費）において養育されるべきである。そ

うすれば，「家庭的雰囲気」をぶちこわす玄関におかれたリーフレット（Please　He　lp　Us

Find　Mbre　Sponsors　and　SuppOrters　for　the　SOS　Childlen’sVillage）は不要だし，

週単位輪番で視察者のため「小舎」を開放する必要もない。また，「慣れている」とはい

え，マスコミや視察者にこどもをさらすこともない。ただ，それもオーストリヤの社会福

祉の実態が北欧諸国のように私的施設を公的なそれに移す一つの過渡期にあるなら別であ

る。

　②差別なく福祉の対象とされるべきこれら児童を選別収容していること。即ち，扱い易

い児童の選別収容であること。③男子の14歳以上を対象外としていること。この年齢前後

からが「問題含み」であり、アフターケアがされているとしても「従」であることから②

に類する問題点があるといえないであろうか。④乳児から14歳までの混合養育のプラン面

に隠れ易い「長男」と「長女」への余分な負担がないかどうか。個のよりよい伸張のたあ

の混合養育である以上，目立たないが蓄積するマイナス要因は除去しなければならない。

　洋の東西を問わず，養護施設の主対象は戦争によって生み出された過去の戦災児に代っ

て，今や不測の社会的事故やJそれに伴う生活基盤の崩壊等からの遺棄児，虐待児，片親

や未婚の親の子になっている。これら児童は発達過程において，愛情と「家庭」‘こ代る雰

囲気の中で育てられるべき幼・少年期，社会に巣立つ最低保障としての職業教育を受ける

平均的思春期，能力に応じて大学に進学し，より高い知識や技術を習得する例外的青年期

をへて，大人になっていく。これに要する経費は部分的に個人の負債（奨学金など）となっ

ても，恩恵としてでなく，一人の人間が人間らしく生きていくための権利として，十分に

公的機関によって用意されねばならないと思う。

（写真‘ま！52ページ）
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研修報告　児童館班16　10月1日午前

施設名　ADMINlSTRATION　GENERALE　DE
　　　　L’ASSlSTANCE　PUBLIQUE　A　PARlS
　　　　（パリ市社会福祉局）

所在地　12Rue　de　la　Collegiale　Paris　5eme

説明者　Mlle．　Grumel（母子福祉担当官）

　　　　　　こ
児童厚生員　小 寮蹴林

・
子

引前草右会和徳町児童館

弘前市富士見町23の12

　パリ市の南方，大通り裏の，建物の密集した一角に在るこの役所は，それと気づかない

建物ではあったが，正面玄関にはフランス国旗が掲げられていた。

　冷たいお役所的雰囲気の中にも，母と子が医師の診断を受けている構図の約6π↓四方大

の壁画のある室で，担当官のマドモアゼル・グルーメルから，ここでの仕事の概要につい

ての説明を受けた。（なお私達とは別に教護院班も訪問した。）

　1．職員構成と業務内容

　ADMINISTRATION　GENERALE　DE　L’ASSISTANCE　PUBLIQUE
A　PARISは，母と子のための福祉施設の資金，運営，管理を担当している。この機関

は，国の健康省icつながる行政機関であり，フランスの95県におかれたこの種の福祉行政

センター95の中心ともなっている。

　1、職員構成

ここの職員の構成は次のようになっている。

機関の事務担当関係

家庭保育者の監督者

ドクター

産婦人科医

産婆

30人

40人

　3人

200人（役所に付属）

24人

検査官

看護婦

精神科医

医薬秘書

39人

127人

　8人

45人
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　予算は，管理する施設が多く，即答できかねるとのことであった。

　2．業務内容

　この機関で，重点を置いている母と子のための福祉活動の内容は、次のものであった。

①未婚の母のためIC，健康診断から出産前後の育児について指導する。

②未婚の母で住居のない者には，母の家，母のセンター，母の館等の施設を設けて収容

し，その救援に当っている。

③未婚の母の仕事，健康，生活面に指示を与え援助している。

　④一般の妊産婦の健康診断を実施し，適切な産婦人科医を紹介する。

　⑤未婚の母から生まれる乳幼児の健康管理を実施している。

　⑥肉体労働者や貧困家庭の下層階級の子どもに援助を与えている。

　⑦子どもを親類等ICSLいて保育するファミリィナショナルを指導監督する。

　⑧期間契約の家庭保育者の資格テストを実施し，その監督をする。

　⑨0歳から6歳までの乳幼児の保育施設に重点を置き，その運営の監督を担当する。

　以上の中でも，特に，0歳から6歳までの乳幼児の保育施設について詳しく説明を受け

たので，あげてみることtcする。

　2．乳幼児のための施設整備

　1．保育所
　①クレーシュとよばれる。対象は，0歳から3歳までであり，開所時間は7時から19時

までである。

　②次の3つのセクションic分けて保育する。

　　1）2カ月～8カ月　1室｛C　10人収容。

　　2）10カ月～2歳　　1室F（　20人収容。

　　3）3歳　　　　　　1室に20人収容。

　③次の施設基準を設けてある。

　　1）保母の幼児担当数

　　保母1人に対し未満児（歩けない子ども）5人。

　　保母1人に対し1歳以上（歩ける子ども）8人。

　　他に遊びの専門指導員1人と助手9人，掃除係3人が1施設に必要である，

　　2）幼児に要する1人当りの広さの面積

　　未満児　　3平方メートル。

　　1歳以上　5平方メートル。

　　3）寝る場所の天井の高さ。3メートル

　　4）必要な設備。更衣室，風呂場，台所，遊び場。

　　5）収容人員。1施設60人である。

　　6）保母資格。5年以上の経験と，小児科看護婦資格を有する25歳から60歳の者｝ζ限

　る。
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　④パリ市内に公立の保育所74カ所，私立26カ所，病院関係5カ所，会社経営12カ所が

あるが，公立，私立の区別なく監督することができる。

　⑤保育料は1日50フラン（約3，500円）であるが，個人の負担は6フラン（約420円）から

29フラン（約2，030円）である。不足分は行政で負担する。ただし，会社，病院経営の場合

は会社が負担することになっている。

　⑥保育方針は施設に一任されている。

　⑦1974年の取扱い幼児数は6，478人である。

　2．幼稚園

　①ガルドリーと呼称される。対象は3歳から6歳であり，土曜日，日曜日は休園である。

　②年齢別に分けて保育する。

　③1施設の収容幼児数は60人が基準である。

　④職員の資格は，保育所よりは重要視していない。

　⑤パリ市に5カ所の公立の幼稚園がある。園数が少ないのは，裕福な家庭では幼稚園に

入れず，個人で保育者を雇うことも原因している。

　⑥ガルドリーとは，幼児をここに置いておくという意味なので，制作意欲にまかせて

自由tcその子の目と素質が育つような方針を取り，その方法は施設tc一任させている。

　⑦1974年に取扱った幼児数は，3，660人である。

　⑧保育料は1日3フラン（約210円）から10フラン（約700円）を親が負担し，ほかはパリ

市が負担する。

　3．家庭保育

　1週間，1カ月，1年の期間を契約して個人の家庭で保育するシステムである。

　家庭保育を希望する者は，この機関で実施する資格テストを受けなければならないとさ

れている。このテストは保育の目的が個人の利益のためでないことと，家庭保育者の家族

の健康検査の2つに重点をおいて実施される。この検査IC合格すると，家庭保育者の資格

が与えられ，健康省に登録される。

　パリ市ic資格所有者が5，473人いる。

　3人以上の幼児を1時に保育してはならないとされている。

　保育料は，家庭保育者と親との間で取り決められており，平均しそ1日1．700円から

2．500円である。

　この機関は，家庭保育者と親のトラブルtcは直接関与しないが，1度トラブルを起こし

た家庭保育者には，資格を取消す通告をする。

　4　孤児院

　対象は0歳から6歳までである。

　フランスは捨て子が多く，捨て子を拾いあげる捨て子専門の小児科病院がある程である。

そのためパリ市では，捨て子は孤児院に収容して，国の宝として，また将来フランスの労

働力として保護している。
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　捨て子の75％は，黒人と白人の混血児である。

　フランスでは，孤児を養子縁組する家庭は少ないと言われている。

　5．一時保育所

　これは時間制で，一般市民が所用のため等の時ic一時的に頼む保育所である。

　以上の施設は民間施設から出発し，その後，国で管理するよう1こなったものである。

　現在パリでは，共稼家庭が多いため，保育所は不足しており，今後パリ市では，保育所

を人ロ1万に対して1カ所必要であると考えており，当面30カ所設立する予定であるとい

う。

　また，家庭保育の保育料についても，家庭保育者と保護者の双方の自由契約で取り決め

ることがないように，健康省では労働省とともに法案を作成中ということである。

　「施設を見ていただけば，パリ市立の児童福祉施設は，設備も良く，そこに働く保母も

職員も質が良く，いかCCパリ市が児童福祉に努力しているかをご理解いただけるにちがい

ない」と，マドモアゼル・グルーメルは結んだ。

t

t

壁
　ADMINISTRATION　GENERALE　DE　L’ASSISTANCE　PUBLIQUE
A　PARISは，仕事のうえでは健康省と労働省が一緒になったようなパリ市の役所で，

わが国で言えば厚生省的な仕事を担当するところである。私達児童館班は，健康省の方面

の仕事1こついて，その概要の説明を受けたわけである。パリに未婚の母が多いため，その

救済に対する指導がなされていることがわかったが，一歩踏みこんで事前指導が必要では

ないのか。無学と性の解放からくる弊害が，捨て子，生み捨てと，子どもに不幸な結果を

生じさせていることは，あまりにも悲惨な感じを受けた。

　また，子どもを保育する福祉施設があってもt個人主義の徹底している国民性だけに，

上層階級では下層階級との交流をさけ，個人で子どもの保育係を雇うといわれているがt

子ども同士の交流が貧富の差で阻止されていることは，考えさせられる一面であった。

　フランスは植民地を持っていた政治的背景から，フランス国籍を持ったスペイン系，ア

フリカ系，アラブ系の子どもが多い。しかし，全く人種差別がなく，子どもは国の財産と

して大事に扱われていることには敬服させられた。

　しかし，フランス自国の国民は植民地から流入してくるフランス国籍の人々を，単なる

フランスの労働力としてしか見ていないともいわれ，また、孤児院で国が保護に当って養

育しているそれ等の子どもたちをも，将来の労働力として見ているといわれている。ここ

に，フランス｛Cおける複雑な国情があり，貧富の差がはげしいといわれている国の今後の

福祉の在り方というものを考えさせられた。
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研修報告　児童館17　10月1日午前

施設名CRECHE　ET　GARDERIE
　　　　（パル市立保育所兼幼稚園）

所在地9　Bi，　R。。　J．B．D。m。，　P・，i・176M・

説明者　Mlle．　Arsaut（主任保母）

　　　　　たかはしみつこ児童厚生員高橋美津子

松戸市立常盤平児童福祉館

松戸市常盤平西窪12番地

　パリ市社会福祉局で，母子保護対策を聴き，Crとche（保育所）とGarderie（幼稚園）を視

察した。午前中2カ所ということで，11時過ぎの忙しい訪問になった。ここは，保育所と

幼稚園が併設されている施設であった。施設のまわりはアパートの多い住宅地になってお

り，静かな環境であった。

　主任保母の説明を受けながら施設の中を案内してもらった。時間がちょうどお昼時だっ

たので，比較的年齢の高い幼稚園の子供たちは食事の準備中であった。年齢の低い保育所

の子供たちはもうお昼寝の仕度ができていた。ベッドにはいってねている子．まだねない

でぐずぐず泣いている子もいた。また1私たち厚生員がぞろぞろはいっていったので，び

っくりして泣く子もいた。悪いような気がして，案内を早々にきりあげてもらった。

　その後，施設の概要についての簡単な説明があった。

　1．施設の概要
　1973年11月の設立で，まだ新しい施設である。O歳～4歳の子供を預かり．年齢別に

分けて保育をする。保育所が0歳～2歳60人，幼稚園が2歳～4歳60人の．計120人の

定員で，それぞれ次のよう；C組分けしている。

　①幼稚園　3歳～4歳　15人ずつ2組保母1人，助手1人
　　　　　　2歳～3歳　　　〃　　　　保母1人，助手1人　　計8人
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　②保育所　2カ月～1歳　18人ずつ2組　保母1人，助手2人

　　　　　　1歳～2歳　12人ずつ2組　保母1人，助手2人　　計12人

　このように大体年齢別には分けているが，同じ年齢でも子供によっては発育が様々なの

で1その子供の成長を見て，2歳になっていてもまだ保育所に入れておいたり，成長の早

い子は幼稚園に入れたりしている。本当は幼稚園は3歳からと考えられているのだが，保

育所から早く幼稚園に入れないと，いつも保育所の方が定員オーバーになってしまうとい

う実情があるようである。パリでは4歳からの就学前教育を受けられるような場所が大分

できており，そこ1こはいる子が多くなってJこの施設だけでなく，幼稚園にはいる子供が

少なくなってきているという事である。

　経営はパリ市で行なっているのだが，親の負担として1日当り保育所は6～12フラン

（1フラン＝約70円），幼稚園は3～10フランを徴収する。残りは市で負担する。

　2．職員の構成，勤務について

　職員は保母と助手を含めて20人，給食員2人の，計22人である。開園時間は7時～19

時。土・日曜日は休園，職員は3交替制勤務で，週42時間勤務である。

　保母の資格は国家試験合格者に与えられ（大学卒と同じ），助手は高校卒。給食員は別tc

資格なしで好きな人がやっている。保母と助手を含めての20人の職員の受持つ組は大体決

まってはいるが．時によっては保育所を受け持ったり，幼稚園を受け持ったりする。パリ

全体でこのような施設で働いている職員は40歳くらいまでの人が多く，ほとんどの人が小

さい頃からの使命感みたいなものを感じて働いており，子どもの好きな人が多いという事

である。

　まとめと感想

　説明を受けながら施設の中を見てまわり，120人の定員にしてはどの部屋も人数が少な

く感じたので，理由を聞いてみると，現在，ほとんどの子が夏のバカンスから帰って来た

ばかりで，疲れからくる病気で休みが多く，今日の出席児は保育所が39人，幼稚園が44

人の，計83人だ’と言っていた。

　全体を見て感じたことは，どの部屋も明るく，広々として，ゆったりしていたことであ

る。また保育所の方はベッドのおいてある保育室の他ic，乳児tc必要な色々な部屋があっ

た。更衣室（母親ときて子供が着替える部屋），給乳室（ミルクを用意する部屋），洗濯室，

洋服等1ζアイロンをかける部屋，保健室，トイレ，洗面所などである。

　このような部屋はいずれも狭くなく，ゆったりと造られ，所々は細かい配慮がなされて

いた。子供のトイレなど，日本のように便器が1部屋ずつに区切られておいてあるのでな

く，可愛いい，小さな便器が5つくらい，ず一っと並べておいてあり，隣同士が顔を見合

わせて排泄できるようになっていた。洋式だからできるのだろうが，何となく広びうとし

て明るいのでトイレという感じがしなかった。保育に関しては，地域社会や母親とのかか

わりあいは全くなくて，職員の考えだけで自由に保育しているという事であった。

）
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研修報告　児童館班18　10月1日午後

，

施設名　PROTECTION　MATERNELLE　ET　INFANTILE
　　　　MARIE　BECQUET　DE　VIENNE
　　　　（パリ市立マリー・ベケ・ド・ビアンヌ母子施設）

n）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ所在地　9Bis　Rue　J．　B．　Dumas　Paris　17eme

説明者　Mme．　Guilliet（館長）

　　　　　　うえ
児童厚生員　上

だ

田 祐峯
・
子

長州町立長州児童館

玉名市中1745－4

　パリの町は車が非常に多い。そして駐車禁止の場所でも平気で車を止めてある。私達が

訪問する施設はパリ市内17区にあり，バスが進入できないほど混雑していたので，施設の

ずっと手前でバスを降り，歩いて訪ねる事になった。いままで各国で，日本とは比較にな

らないほど未婚の母の多い事を知らされ，研修団員一同驚いたが，フランスも例にもれず

未婚の母が多く，このような施設ができたものと思われる。この施設の説明をする前に，

フランスにおける未婚の母の収容施設が，下記のとおり3つに分かれている事を記したい。

　①メゾンマテルネル

　妊娠中から出産，産後2カ月までの母親を対象に，母親となるための教育，指導，助言

および新生児の養育も行なう。

　②オテル（ホテル）マテルネル

　出産後母親が勤務するため，子供の面倒を見る事ができない場合，この施設に入居し，

母親に対し，一般社会教育を学ばせ，また母親の勤務中は子供の保育を行なう。母親と子

供のためのアパートのようなものである。出産後1年未満の者が利用できる。

　③サンテマテルネル

　メゾンマテルネルとオテルマテルネルを合わせた機能を持っている。利用できる者の期

間が長く，妊娠中から，出産後子供が3歳ICなるまで利用できる。

　私達が訪問したこの施設は，上記②オテルマテルネルに属するものである。

、

t
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　1，施設について

　1．設立年及び動機

　1875年（明治8年）1こ設立された。マリー・ベケ・ド・ピァンヌ氏が財産を公共のためiζ寄

付したので作られた。それで寄贈者の名前をとって施設の名前にしている。現在の建物は

1966年に新しく改築されたものである。

　2．収容人員

　オテルマテルネル母親51人，子供51人。

　クレーシュ（併設）　子供42人。

　3，施設（建物）

　6階建の建物であり，2階，4階，5階は，各階16母子が入居できるようicなっている。

1階は応接室，事務室等であり，3階は昼間子供達のための保育室，洗濯室，母親のため

の研究室等になっている。母と子の室は，4．5坪くらいの面積IC，寝室，台所，シャワー

室等がついており，狭いが日常生活tζは事欠かないほどに整理されていた。

　4．年間予算

　約350万フラン（日本円で2億4500万円）で，ほとんどが国の財政により賄われているが

入居者の収入により多少徴収している（入居者の40～42％）。これは全体の割合から見た

場合微徴たるものである。

　5．受入基準

　ほとんどが市の入居選考委員会により送られてくるものであるが，時々，メゾンマテル

ネルから，そのまま引き続いて入居することもある。入居希望者が非常に多いため，知能

も低く本当に困っている人から優先的に入居させるよう配慮している。

　2．職員について

　1。人数　57人，他ic定期的に小児科医の訪問がある。

　2．職種　施設長，教育者（母親の教育を行なう人），保母，給食係，事務担当，助手。

　3．仕事内容

　母親に対して　①ほとんどの女性が，社会的地位が低く，教養のない母親であるため，

今後の生活CC適応でき得るよう特別な社会教育を行なう。

　②無学文盲の者には，アルファベットから算用数字まで，小学低学年程度の事も教える。

　③現在より高度な仕事に就き高い収入が得られるよう，職業訓練の指導も行なう。

　④就職の斡旋。職業安定所，区役所，個人経営者等に依頼し，この施設に入居している

者が，できる限り良い仕事につけるよう努力している。新聞広告等を利用することもある。

　子供に対して　①母親が昼間勤務のため，またそうでない者は職業訓練や講習会に出席

しているので，その間の保育全般。

　②併設のクレーシュにおいては，通園児の保育を午前8時より午後5時まで。

一 149一



　3．入居者について

　1．対象

　①未婚の母子家庭の，母と子であり、子供の年齢1歳未満の者。

　②クレーシュ（併設の保育園）は，3歳前後の子供で，通園できる範囲の者。

　2．入居者の境遇

　①結婚を前提として交際し，その後男に捨てられた者。

　②離婚ICより崩壊した母子家庭。

　③誰の子供かわからず生んでしまい，両親から見捨てられた者。

　3．入居者の社会的地位

　入居者のほとんどは社会的地位が低く，読み書きできない者も多い。仕事も労働的なも

のが多く．その割に給料は安い。ほとんどが最低の1AOOフラン（月額）である（日本円9万

8千円）。高度な技術や免許を持っている人はいない。

　4　今後1ζ残された問題点

　1．フランス法律4i番により，このような施設を各県に1カ所作らなければならないよ

うICなっているが，まだそれを満たしていない。

　2．現在建築計画中のものも含め，パリ市icは354（既存309，建築計画中45）母子が入

居できるだけのものがあるが，その数は必要量は協にしかすぎない。

　3．知能が低い同じ程度のものを，同じ場所に，入居させておく事も，地域社会として

多少の問題を感じる。

　4　子供が1歳になった時，各々アパートを捜し，この施設を出て行かなければならな

い。その時，正常な日常生活ができ得ない場合が多く，悩みの一つである。

　5．予防策の一つとして考えられる事

　つい先日，女性の健康大臣シモーヌ・ベイユ氏が，男女平等の世の中において，父親のな

い子供を女性1人が面倒を見る事は不公平等であり，女性にとって大問題である。このよ

うな悲劇をなくし，これ等を解消するために，①避妊薬を自由に買えるようにする事，②

堕胎を認める事（フランスでは堕胎を認められていないよう1こ思う）．以上2つより他に方

法がないと思うと，大演説を行ない，世間の話題になり，注目されている。

　5．質疑応答

　L　この収容施設に入居している母子は，非常に恵まれた環境にいる事になるが，一た

ん退所した場合，その後の生活は一人立ち出来得るだろうか。

　この施設に入居中の1年間に相当豊富な知識と技術を身につける事になり，今まで以上

ic高度な職業1ζ就く事が多いが，そうでないことも考えられる。

　2．子供達の，父親捜しは行なわないのだろうか。

　無能な父親を捜す事も容易な事でない。そして，それを証明する確実な証拠もない。そ

れよりも，この母親達により高度な教育を与え，幸せな結婚が出来るよう努力する事が必

要であり，また子供に対しても，立派な教育を行なう事が有利であると考える。
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　3．入居希望者の協しか収容できない現在，残りの大部分は子供をかかえ困難な生活に

あえいでいるとのことであるが，男女平等を考える時，母親tcのみ責任を負わす事ic非常

に矛盾を感じるカ㌔

　法律的tc言えば，相手を捜し，養育費の要求も可能であるかも知れないが，子供が生ま

れた事は二人の問題であり，生まれた子供には何の罪もない。それよりも優先して考えな

ければならないことはその子供達をいかIC立派に育てるかでありその事から，この種の施

設の設置が義務づけられたのである。

　感想

　私は今まで，この種の内容の施設（母子寮とは異る）が存在する事を聞いた事がなかっ

た。他国から訪問する私達の目に映る限りでは，一見幸せそうな，親子の入居者達である

ようic思われがちであるが，深く内容を聞いているうちに，複雑な問題を背負っている事

が理解できる。実父を知らずに成長する子供の事，母親自身の教養の低い事，入居できる

期間に限度がある事，退所後必ず社会生活に順応でき得るとは限らない事，そして現在，

パリ市内1こ，必要とするこのような施設の数を協しか満たしていない事。いかに多くの母

親が，社会の片隅で生活しているか，想像できる。

　前記したように，この施設に入居を希望する者は，入居可能な数の10倍にもなり，当然

きびしい審査が行なわれるが，その選考に当っては，人種差別等はなく，明日の生活tc事

欠くほど困っている人から最優先的に入居させるよう配慮している。また子供を育てる能

力を持たない母に育てられるよりも，捨てられた方がその子にとって幸せである（何らか

の形で保育してもらえる）と一般に考えられているとの事であった。

　私達の訪問を知った併設のクレーシュの子供達が囲りにやって来た。子供の中の1人が

つぶやいた。「今日は私達の仲間の誰をお迎えに来たの？」過去において，数人の子供達

が養子として，引きとらえていったとの事である。この言葉を聞いた時，いい知れぬ哀愁

を感じ，目頭の熱くなる思いがした。小さな彼らの胸の中で，両親のそろった暖かい家庭

を想像し，憧れているのであろう。明るい表情の中iζも，暗いいち面がのぞかれた。そし

て，これらの施設の必要性が大きく叫ばれ，福祉の果たす役割の一つ1ζなっている事を考

える時，その必要性をほとんど感じないわが国は，現在の状態を維持したいものであると

思う。話しの合い間tctwじられるいかなる境遇にある子供であろうと，生まれた子供に罪

はない。正しい教育を受けさせ，立派な人間ICffてる事がフランス国家の義務であるとの

考えが，深く根ざしているように思われた。

　帰路につく時，子供達は玄関まで見送りに来てくれた。玄関戸のガラス1こ顔を並べ，い

つまでもいつまでも手を振っていた。青い目の子供達，会う事もないであろう子供達。そ

の健やかな成長を祈りながら私達は施設を後にした。

（写真は152ページ）
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がらくた児童遊園（132－135ページ）

SOS子ども村の小舎の例（138～14！ページ）

N

1

ふ

マリー・ベケ・ド・ビアンヌ母子寮

　　　　　　（148－151ページ）
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事　務　局　報　告

　資生堂社会福祉事業財団では，社会福祉施設従事職員に対する長期的な育成研修事業と

して，昭和47年以来，海外派遣研修を実施してきました。

　これは，わが国の社会福祉事業に対して，政治の方向として最近ようやく行政・財政措

置が改善されつつあり，また一般世論からも強い関心が寄せられてきているなかで，とく

に施設処遇職員の育成や，その知識の専門性福祉マインド，処遇技術などについての，

質的に高度な対応が，さらに強く要望されてきたからであります。この海外研修は，日ご

ろそれぞれの施設の第一線にあって尽力されている，指導的中堅職員を海外に派遣し，そ

の国の制度、運営の実態，処遇技術等を調査研修せしめ，その成果をもって，広くわが国

の社会福祉基盤の充実向上に役立たせていただくζとを目的とした当財団事業活動のひと

っであります。

　本報告書は，昭和47年第1回ヨーロッパ研修団（養護施設・児童館・保育所職員），昭和

48年第2回アメリカ・カナダ研修団（精神薄弱児者・肢体不自由児・重症心身障害児施設

職員），昭和49年第3回ヨーロッパ研修団（養護施設職員）に引続いて，昭和50年9月に

実施した第4回海外派遣研修において，ヨーロッパ5力国の教護院および児童館を中心と

した社会福祉機関，関係施護等33ヵ所について研修調査した結果を，収録したものであり

ますe

　研修団の編成は，年次事業計画により，本年度は対象が2種別の施設職員となったため，

研修目的別に，調査の正確，日程の効果的運営を期して，別掲のごとく，教護院班と児童

館班の2班構成としました。団員の選考については，厚生省のご協力を得て．各部道府県主

管部，関係協議会，施設長へ一連の推薦依頼を行い，各地候補者のなかから財団選考委員

会において各班12名ずつを決定しました。

　したがって研修日程も，現地では移動，宿泊，公的機関の訪問以外は，ほとんど班別に

分れて行動することとなり，団員のスケジュールは予想以上にハードなものになりました

が，反面Vierma少年裁判所法廷における審判の実際，　Berstal　Deverの学習，職業指導，

De㎜arkのJunk　Playgroundの運営と機能など，それぞれの目的に適応する機関，施設を

選定することができて，大きな成果が得られたことは幸いでありました。

　3週間の海外研修は，わが国が近代化の過程で指標としてきた国々の社会福祉実践の先

進性を学ぷ面で多くのものがありましたが，また，そこで営みをもつ人々の心と自己とを

比べる機会を与えてくれました。そしてその機会が，多少仕事の内容は違っていても，同

じ目的のために協力し，意義ある期間を過すことのできた両班の団員の意識のなかに，何

かを刻み，研修の成果とともに，それぞれの職場，立場において反映され，明日のわが国

社会福祉事業の歩みに少しでも支えとなるならば，まことに喜びにたえません。

迫　　田　　勝　　彦
資生堂社会福祉事業財団

一 153一

垣



オUエンテーシHンの会場，資生堂伊豆研修所（熱海rli＞

昭和51年3月1日印刷

　　　　財胡法人

資生堂社会福祉事業財団

東ハ；｛者ISrl，央［κ銀脾｛7－5－5

’i．「i‘謬｝　03－57L？－51i1L（こ表）

一」




