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実施要領

児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、支援技術、施設の
運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者の幅広い
人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目指す。

公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団

厚生労働省、全国社会福祉協議会

子どもの虹情報研修センター

現在、我が国の社会的養護の現場では、虐待を受けた子どもたちのケア、その家族への支
援、さらには家族と子どもとの関係調整に苦慮している現状があり、児童虐待問題とどう
向き合っていくかが中核的なテーマとなっている。日本では、90 年代から児童虐待問題
への取り組みが急速かつ活発に展開してきたが、それ以前も含めその展開過程において米
国から多くを学んできている。それはケンプによる虐待の発見から始まる児童虐待の疫学
的知見、CPS（Child Protective Services）を中心とした早期介入のシステム、虐待の事実
確認のための司法面接、子どもの分離保護に関する司法の関与、愛着障害や複雑性 PTSD
などの虐待の影響に関する知見、虐待を受けた子どもの予後、被虐待児の抱えた課題、認
知行動療法をはじめとする治療的ケア、親と子どもへのさまざまな治療教育的プログラム
など多岐に及ぶ。また近年では、予防的支援の重要性が強く認識されるようになり、養育
支援のための家庭訪問を基軸とした、地域での予防的取り組みも活発に展開してきている。
児童虐待の予防的支援は北欧を中心としたヨーロッパ諸国で重視されてきたものである
が、日本と同じ資本主義かつ自由主義の社会基盤を持つアメリカにおいて、地域での予防
的支援に力を入れ始めていることは注目すべきで、どのように展開しているかについての
情報は極めて重要と考える。また上記にもあげたような児童虐待に対するさまざまな知見
や取り組みについても、この数年間でどのように進化、展開しているかの実情を学ぶこと
も重要である。
今回の海外視察では、改めて米国の福祉施策の展開を学ぶとともに、予防的支援や介入の
現場で活用される最先端の知識を学び、日本でも進められようとしている地域の予防的拠
点としての施設の役割も含め日本の児童福祉のあり方を振り返り、今後の方向性を探る。
　　

アメリカ合衆国

2014 年 10 月 25 日（土）～ 11 月 9日（日）（15 日間）

13 名（団長：1名　団員：12 名）

（1） 過去に他財団、団体の主催する同種の海外研修に参加していない方
（2） 職務経験年数が 5年以上の実務者（施設長は対象外）で、2014 年 4月 1日現在年齢が

45 歳以下の方
（3） 日常中心的に被虐待児童への対応に携わり、本テーマの研修について高い関心を持ち、

強い意欲と責任感のある方
（4） 長期にわたって児童福祉に貢献できる方
（5） 心身ともに健康で、長時間にわたる移動、団体行動に耐えられる方

全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会、全国児童自
立支援施設協議会、全国情緒障害児短期治療施設協議会、全国児童家庭支援センター協議会
など関連団体の推薦にもとづき、資生堂児童福祉海外研修選考委員会の審査により決定する。

①研修団は、2015 年 3 月末日までに報告書を作成する。　　　　　　　　　　　　
②それぞれの施設協議会などが主催する研修会などにおいて研修結果の報告を行なう。
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社会福祉法人  全国社会福祉協議会
全国児童養護施設協議会

会長　藤野　興一

　平成 27 年 1月14日、平成 27 年度の予算案が閣

議決定され、社会的養護施設などの職員配置が、

5.5：1から 4：1などのレベルまで一気に引き上げら

れることが確実になった。その他、小規模グループ

ケア、地域小規模児童養護施設の実施箇所数増、

民間児童養護施設などの職員給与改善（平均でプラ

ス3％相当）、児童養護施設及び乳児院への里親支

援担当職員（1名）の配置推進（平成 27 年から15

年かけて全施設で実施）が盛り込まれた。昭和 51

年以来の大幅改定であり、「社会的養護の課題と将

来像（課題と将来像）」の実現に向けて、大きく前

進するものとなった。

　「課題と将来像」は、戦後の大舎による「保護・

収容」から、施設の生活単位の小規模化や里親制度

の拡充による家庭的「養育」へと大きな転換を図ろ

うとするものであり、それを、「里親支援専門相談員」

の配置に見られるように、「施設か里親か」ではなく、

施設と里親ががっちりタッグを組んで社会的養護の

強化を図る路線を選択したものである。

　児童虐待は一向におさまるところを知らず、平

成 25 年度の児童相談所における虐待相談対応は

73,765 件（速報値）を数え、過去最多となった。市

町村での対応件数も約 73,000 件はあり、もはや、

公的機関だけでは対応できなくなっていると言っても

過言ではない。民間児童養護施設へは、委託され

た子どもを養育する「ケアワーク」ばかりではなく、

巷に放置されている子どもたちへの児童虐待防止を

含む「ソーシャルワーク」機能が要求されていると言

わねばならない。また、戦後の戦災孤児の時代と

違って現代の施設入所児童のほとんどには実親がい

ることから、施設には「ファミリー・ソーシャルワーク」

機能も求められている。これに応えようとするのが、

「課題と将来像」のもう一つの柱である。

　平成 27年1月16日、厚生労働省は 5 年毎に実施

している「児童養護施設入所児童等調査の結果（平

成 25 年 2月1日現在）」をプレス発表した。

　調査の結果、里親委託児童数は 4,534 人（前回

3,611 人）、児童養護施設入所児童数は 29,979人

（同 31,593人）であり、このうち、虐待を受けた経

験のある児童の割合はそれぞれ 31.1％（同 31.5％）、

59.5％（同 53.4％）であった。「障害等あり」の児童

の割合も里親委託児で 20.6％（同 18.0％）、児童養

護施設入所児で 28.5％（同 23.4％）と比率が高く

なっており、入所児童への支援は益々困難となって

きている。

　さらに委託時の保護者の状況としては、里親委

託児童の 52.2％（同 67.7％）、児童養護施設児童

の 81.7％（同 83.2％）が「両親又は 1人親あり」で、

入所している子どもたちは親との間に大きな葛藤を

抱え、その心情は親の動向とともに常に揺れ動いて

いる。ファミリー・ソーシャルワークの力量が問われ

る所以である。

　施設の小規模ケア、地域小規模児童養護施設の

増設は、里親支援の強化や虐待防止を含む地域児

童福祉へのソーシャルワーク機能の強化とともに、

今後の日本の児童福祉の大きな流れとなった。それ

は職員増や形態の変化によってのみ進むものではな

い。職員の力量も、重要な要素である。社会的養護

は「量」「質」ともに強化されねばならない。

　このたびの第 40 回資生堂児童福祉海外研修の

テーマは、まさに、上記日本の課題に対応するもの

である。団員の皆さんがアメリカでの研修でどのよう

なことを学んでこられたのか、そして、若い皆さんが

今後の施設での実践に学びをどのように生かされる

のか、NPO STARS のメンバーとしてどんな交わりを

されるのか、今後の活動に期待したいと思う。

あいさつ

第40回資生堂児童福祉海外研修
報告書に寄せて



3

WASHINGTON

MONTANA

WYOMING

NORTH DAKOTA

SOUTH DAKOTA

NEBRASKA

MINNESOTA

WISCONSIN

MICHIGAN

ILLINOIS
INDIANA

OHIO

WEST
VIRGINIA

VIRGINIA

PENNSYLVANIA

NORTH CAROLINA

KENTUCKY

TENNESSEE

SOUTH
CAROLINA

GEORGIAALABAMA
MISSISSIPPI

ARKANSAS

LOUISIANA

OKLAHOMA

MISSOURIKANSAS

COLORADO
UTAH

NEVADA

CALIFORNIA

TEXAS

NEW MEXICO
ARIZONA

FLORIDA

NEW YORK

Washington D.C.

MAINE

IOWA

OREGON

IDAHO

団員紹介

団長
【東京都】
大正大学
人間学部臨床心理学科
カウンセリング研究所
教授　医学博士

犬塚　峰子

【愛知県】
児童養護施設
名古屋文化キンダーホルト
養護部長補佐、個別対応職員

岩田　正人

【岐阜県】
児童養護施設
大野慈童園
児童指導員

廣瀬　嗣治

【大阪府】
児童養護施設
博愛社
主任指導員

河野　光裕

【神奈川県】
乳児院
ドルカスベビーホーム
里親支援専門相談員

矢内　陽子

【岩手県】
児童養護施設
みちのくみどり学園
児童指導員

髙橋　伸広

【長野県】
児童養護施設
軽井沢学園
保育士

小林　千夏

【千葉県】
児童養護施設
一宮学園
副園長、ケア統括主任

山口　修平

【愛知県】
児童養護施設
溢愛館
主任児童指導員

（スーパーバイザー）

山田　知美
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【石川県】
母子生活支援施設
MCハイツ平和
母子支援員

福冨　雅美

【大阪府】
児童自立支援施設
大阪市立阿武山学園
児童自立支援専門員

安食　由香

【滋賀県】
情緒障害児短期治療施設
さざなみ学園
セラピスト

野々村　一也

【山口県】
児童家庭支援センター
子ども家庭支援センター 海北
ソーシャルワーカー

山根　千絵　

事務局
【東京都】
公益財団法人　
資生堂社会福祉事業財団
常務理事兼事務局長

宮坂　明宏

（アメリカ合衆国：コロラド州、ワシントンD.C.、ニューヨーク市）

事務局
【東京都】
公益財団法人　
資生堂社会福祉事業財団

田中　恵子
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公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団

事務局長　宮坂　明宏

　本海外研修は、 「“子どもを育む人”を育む」をメイ

ンテーマとする資生堂社会福祉事業財団（以下『財

団』という）が創設時から実施している中核事業で

す。2014年度は、その海外研修が第40回目という

歴史的な節目を迎えました。

　第40期資生堂児童福祉海外研修団の研修先は

米国。デンバー、ワシントンD.C.、ニューヨークを訪

問しました。研修テーマは「児童福祉における予防

的支援の重要性を、自由主義のもと福祉施策を推

進する米国で確認しその展開を学ぶとともに、予防

や介入の現場で活用される最先端の知識を学び、

地域の予防的拠点としての役割や、高機能化・専門

化が求められる日本の児童福祉施設のあり方を探

る」というものです。

　財団の海外研修における米国訪問は4年振りでし

たので、改めて同国における児童福祉の制度・政策、

行政サービスの内容を主要な州や郡・市のレベルで

学びました。加えて、多職種協働による虐待予防や

早期介入の取り組み、司法の役割、トラウマ治療、

法医学的面接、各種の支援アプローチなど、現地で

学ぶテーマは多岐にわたりました。このため、訪問

先も、児童虐待領域における医療サービス、教育、

研修、研究などを行なうケンプセンターに始まり、州・

郡・市の児童保護局、裁判所、警察、児童保護の

支援機関、加害者更生団体、シェルターなど実に多

彩でした。

　本研修を概観しますと、以下のような点で有益な

研修であったと感じています。

　まず、情報量が極めて豊富でした。多彩な研修

先に加えて、各研修先では専門領域の異なる担当

スタッフが複数出席して対応してくれました。また、

ニューヨークではスピーディーな同時通訳により、同

じ時間内で得られる情報がさらに増えました。各訪

問先ホームページの情報も充実しており、全体として

情報量は潤沢でした。もっとも、その豊富さ故に、

情報をどう整理してどう調理するかが、当報告書の

編集過程では頭痛の種となりましたが。

　二つ目に、海外研修ならではの貴重な経験も随

所にありました。今回、司法の役割にも焦点を当て

たことから、裁判官、検察官から直接話を聞く機会

があったほか、ブルックリンでは実際の虐待ケース

の裁判を傍聴するという貴重な機会も得ました。ま

た、性的虐待に関する豊富なエビデンス・データを

もとに政策提言を行ない、実際に政策を引き出して

きたペンシルバニア州立大学ノル教授から講義を受

けたことも得がたい経験と言えます。そして、日頃

異なった現場にいる12名が2週間寝食を共にするこ

と自体、団員たちにとって貴重な機会となったこと

は言うまでもありません。

　三つ目に、第40期団員の真面目な取組み姿勢が

目立ちました。毎日の予習・復習ミーティングは必ず

実施され、訪問先での質問も活発でした。情報量

の多さにもかかわらず、事後の記録は大半が翌日ま

でに作成されて全員に共有されていました。期間を

通して、団員たちからは強い責任感と使命感を感じ

ることができました。

　なお、タイトな研修スケジュールではありましたが、

その合間や週末のオフタイムをしっかり楽しんでい

たことも付け加えておきます。D.C.の歴史的建造物、

ブロードウェイのミュージカル、ニューヨーク・ステー

キなど、団員たちの旺盛な好奇心は十分に満たされ

たことと思います。

　今回、特別講師を兼ねた団長を、大正大学の犬

塚峰子教授にお願いしました。犬塚先生は精神科

の医師であり、かつ児童相談所での実務経験もあ

るなど豊富なキャリアを有しています。加えて、学生

に教える立場にもありますので、団長としての存在

感を十分に発揮して、団員たちの求心力になってい

ました。訪問先や団員との予習・復習の場での的確

なコメントは、ミーティングの質を高めていました。

事務局報告
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犬塚団長の参加によって、第40期研修の質の高さ

が担保されたと思います。厚く御礼申し上げます。

　このほか、多くの方々にお骨折りいただきました。

事前研修では、子どもの虹情報研修センターの増沢

高研修部長から、ポイントとなる事前情報、研修に

臨む姿勢・心構え、といった内容の講義をいただき

ました。この講義は、現地での見聞の実効性を確

実に高めたと思います。そして、トップツアーの三上

佳博さんと鴇田由貴さん、そして添乗員の四十栄麻

美さん。効率的かつ充実した行程の事前手配と調

整、現地での臨機応変な対応と日々の食事の演出

と、見事な連携プレーでフル稼働してくれました。

デンバーでは視察の調整をされた光用瑶子さんがア

テンドをしてくださり、スムーズな研修運営にご協力

をくださいました。英語の通訳は、デンバーが長谷

川まさこさん、D.C.が梶野由美さん、ニューヨーク

が藤森正博さん。皆、団員の理解を少しでも深めよ

うとする高いプロ意識で、パーフェクトに仕事を遂行

されました。また、D.C.での休日には、ミサコ・フト

レルさんが観光ガイドを引き受けてくださいました。

　そして、団員を送り出し、2週間にも及ぶ不在をカ

バーしてくれた各施設の施設長と施設職員のみなさ

ま。本研修の間、いつものお兄さんお姉さんに会え

ず寂しい思いをした子どもたち。団員選考にかかわっ

てくださった藤野興一全国児童養護施設協議会会

長をはじめ各種別協議会の会長さま及び執行部の

みなさま、厚生労働省雇用均等・児童家庭局のみ

なさま。この場をお借りして、かかわっていただい

た全ての方々に、厚く御礼申し上げます。あわせて、

引き続きのご尽力とご支援を賜りますよう、謹んで

お願い申し上げます。
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研修スケジュール

成田ビューホテル集合、ミーティング

ミーティング
成田空港発（DL-166）

シアトル着
シアトル発（AS-674）
デンバー国際空港着、専用車でホテルへ
                                  （ダブルツリー・バイ・ヒルトン・デンバー泊）

●ケンプセンター
●コロラド州立デンバー少年裁判所
●デンバー郡裁判所少年部門
●コロラド少年擁護者連合

●アラパホ郡ヒューマンサービス部門
●デンバー警察

●コロラド州ヒューマンサービス局（ラリマー郡にて）
●ラリマー郡ヒューマンサービス部門

ミーティング
デンバー発（13：33）
ミネアポリス着
ミネアポリス発
ワシントンD.C.着、専用車でホテルへ
                                  （ホリデイイン・ワシントン-ジョージタウン泊）

●ジェニー・G・ノル博士による講義（ホテルにて）
　ノル博士と会食

ワシントン市内観光　

ワシントンD.C.より列車でニューヨークへ
ニューヨーク着、専用車でホテルへ
                                  （ニューヨーク  ウェリントンホテル泊）

15：00

   AM

16：50

 

  9：44 

13：45

17：15

  8：00

13：00

15：00

16：30

10：30

12：00

  9：45

13：00

   AM

13：33

16：26

17：25 

20：53

10：00

  終日

10：20

13：46

10／25（土）

10／26（日）

10／27（月）

10／28（火）

10／29（水）

10／30（木）

10／31（金）

11／1（土）

11／2（日）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要
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●ニューヨーク大学チャイルドスタディセンター
●ニューヨーク市児童サービス局

●チルドレンズビレッジ（レジデンシャルスクール）
●ニューヨークファウンドリング

●マスタードシード
●ブルックリン家庭裁判所

●セーフホライズン
　ニューヨークアジア人女性センター永尾氏と会食
●ニューヨークアジア人女性センターシェルター

●マンハッタン検察局
●マンハッタン・チャイルドアドボカシーセンター

専用車で空港へ
ニューヨーク発（DL-473）（機内泊）

成田空港着、解散

  9：00

13：30

  9：00

14：00

  9：00

12：00

  9：00

12：00

14：00

10：00

13：30

11：54

16：05

11／3（月）

11／4（火）

11／5（水）

11／6（木）

11／7（金）

11／8（土）

11／9（日）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要
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アメリカ合衆国は、50州と首都ワシントン・コロン
ビア特別区（Washington, District of Columbia）
からなる連邦共和国である。985万km2の総面積は
世界第4位、3億1,700万人の人口は世界第3位、GDP
は16兆7,680億ドルで世界一、一人当たりのGDPは
53,001ドルと世界9位（日本は38,468ドルで世界24
位）である。
人種構成は、白人が77.7％（ヒスパニック・ラテン

でない白人は62.6％）と最も多く、アフリカン・アメリ
カンが13.2％、ネイティブ・アメリカンとアラスカ・ネ
イティブが1.2％、アジア系が5.3％、太平洋諸国系
が0.2％、混血が2.4％である。
アメリカ大陸がヨーロッパ人によって開拓をされた
当時、先住民が200～500万人いたとされる。開拓
者が植民地を拡大するなかで先住民の数は減ってい
く。17世紀初頭に導入され始めた黒人奴隷は、17
世紀末から増加し、独立宣言当時、人口300万人の
うち約60万人が黒人だったと推測されている。移民
は、19世紀まではイギリスなどの西ヨーロッパからの
アングロサクソン系プロテスタントの白人が主であっ
たが、19世紀半ばアイルランドのカトリックが流入し、
19世紀末以降は東欧、南欧からのカトリック、正教
徒、ユダヤ人を中心に、日本や中国などからも移住
が進んだ。現在、年間70万人の移民を受け入れてお

り、民族的に多様かつ多文化な国の1つである。ち
なみに外国人が米国で出産をした場合、子どもは親
の国籍に関わらず米国籍を取得できる。移民局が出
産目的の入国を拒否するケースが最近、増加してい
るという。
2014年の産業就業人口比率は、第一次産業1.5％、

第2次産業17.8％、第3次産業80.7％となっている。
就業人口の47％は女性で、ヘルスケア、社会福祉、
法律事務の分野で女性の就業率が高い。
米国企業は、情報技術、医薬、航空宇宙備品や

軍装備品の分野で最先端技術を誇る。高度な教育
や専門的技能の有無が昇給・医療保険・給付金など
の差につながる「労働市場の二重構造」が進んでいる
とされる。

国の成り立ち
米国の発祥は大西洋沿岸に沿って位置する13植

民地である。独立戦争さなかの1777年、13植民地
は連合してUnited States of Americaとなったが、今
のアメリカ合衆国とは異なり、各植民地に主権があ
る国家連合に近いものであった。1787年、9州の批
准を経て発効したアメリカ合衆国憲法は、世界最初
の成文憲法と言われる。国民主権・連邦制・三権分
立を特色とし、その後多くの国家の憲法制定に影響
を与える。憲法発効に伴い新たな国家体制の樹立が
進められ、1789年、初代大統領ワシントンが選挙に
よって選出された。1791年に批准された「権利章典」
と呼ばれる憲法修正第1条から10条は、基本的な個
人の権利及び自由を保障している。アメリカ合衆国
憲法は、生命、自由、幸福の追求を人間の自然権と
して宣言した独立宣言（1776年）とともに、米国人の
精神的支柱となっている。

米国の連邦制
中央政府と州政府の間で権限が分割され、それ

ぞれの政府が憲法の認める範囲で絶対的権限を保
障されている。20世紀初頭までは州政府が連邦より
も強い権限を持っていた。しかし、1930年代、大恐
慌時代のニューディール政策を機に実質的に連邦の

カナダ

メキシコ

コロラド州

ワシントンD.C.

ニューヨーク市

アメリカ合衆国の概要アメリカ合衆国の概要vv

アメリカ合衆国
United States of
America

合衆 概合衆 概vv
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権限が強まる。その後、時代によって権能の範囲は
変化しながらも、連邦政府が概ね強い権限を持つよ
うになっている。それは、合衆国全体の支出額にお
ける連邦政府の支出規模からもわかる（表1）。

憲法が連邦政府に認めない権限は、州または人
民に留保されるのが基本だが、時代に適応する憲法
解釈・修正が行なわれ、連邦政府が州に協力して
補助金を出し、州政府が執行・運営する形の法律
や事業が創り出されている。教育や社会福祉などは、
連邦資金を用い、連邦政府の基本指針に従って州
が主体的にサービスを提供する代表的な分野となっ
ている。

社会事業の担い手と社会保障制度
独立建国にいたる歴史的背景から、個人主義や、
州政府の権限を尊重する伝統により、英国の制度
を移入した救貧制度は別にして、社会事業は宗教家
や個人の慈善事業から始まった民間組織による活
動が中心であった。しかし、1930年代、大恐慌によ
る失業者の大量発生で、連邦政府レベルでの社会
対策を講ぜざるをえなくなる。1935年、ルーズベル
ト民主党政権がニューディール政策の一環として、
社会保障法を制定した。同法を基に、高齢者年金、
遺族年金、障害年金等の公的年金制度を中心とす
る社会保障制度が整備され、1965年、メディケアと
メディケイドが成立し、高齢者や低所得者に対する
医療保障制度が導入される。
社会保障という概念は社会保障法により生み出さ
れた。しかし、米国の憲法には、日本国憲法第25
条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面に
ついて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。」の、「国は、す
べての生活部面について、（中略）向上及び増進に努
めなければならない」に相当する規定がない。これ
は社会保障制度の在り方に影響を及ぼしている（憲
法25条については、国家の個人生活への介入である
という考え方も一部にはある）。

ニューディール政策以後、政府に期待される役割
と支出が増え、財政赤字が膨らんでいった。インフ
レと失業率が大きな問題となり、政府の役割を見
直し、経済政策の方向転換を図るべきとの議論が
高まっていたことを背景に、1980年代、レーガン共
和党政権が、「強いアメリカ」再建のための新保守主
義改革を行なう。14～70％（15段階）だった所得税
は段階を経て15％、28％の2段階となり、法人税も
46％から34％と下がって減税となった。他方で共稼
ぎ控除の廃止、ローン利子所得控除の縮減、失業
保険給付への課税などで課税ベースが拡大された。
歳出削減（国防費、老人・貧困者への基本的社会
保障以外）のため社会福祉支出が削減されたが、自
立自助原理の強調、行財政の合理化、民間活力の
導入が促され、民間企業、NPO、宗教団体、各種
ボランティア団体が社会事業サービスの提供者とし
て主要な役割を担うようになった。
伝統的に、社会事業は民間や地域コミュニティー

を通じての提供が主だった米国で、州レベルで社会
サービス部門が設置され始めたのは、19世紀末か
ら20世紀初頭である。20世紀前半には、州が福祉
や社会サービス、保健部門などを創設、強化してい
る。そして現在は所得保障の分野で、州政府が政
策運営の中心的役割を果たすものが多い。1996年8月
に成立したThe Personal Responsibility and Work 
Opportunity Reconciliation Act of 1996による福祉
改革により、「福祉から就労へ（Welfare to Work）」
（公的支援受給者の就労促進）が連邦政府の福祉
政策の基本方針となっている。

医療保険制度
年金分野においては国民一般を広くカバーする社

会保障年金制度が存在するが、医療分野において
こうした制度は存在しない。公的な医療保障の対象
は高齢者、障がい者、低所得者などに限定されて
いる。
メディケイド（Medicaid）は、民間医療保険に加入

できない低所得者・身体障がい者に対して用意され
た公的医療制度で、州と連邦政府が共同で歳出を
負担し、運営は州に任されている。対象となる患者
数は増加している。
メディケア（Medicare）は、連邦政府が管轄する、

65歳以上の高齢者および障害者向け公的医療保険
制度である。2011年、メディケア歳出は連邦予算の

●表1  合衆国全体の支出における各政府支出の割合

連邦政府 州政府 州以外の地方政府

1929年 17％ 23％ 60％
1939年 47％ 23％ 30％
2006年 66％ 19％ 15％
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約15％を占め、2020年には約17％まで上昇すると予
想されている。
公的医療保障の対象者以外は、個人で民間企業
の保険に加入し、医療費の給付を受ける制度となっ
ている。医療保険は「自己責任」であり、国民の3人
に1人が雇用主を通した医療保険に入っており、失
業すると保険は無くなる。医療保険制度改革は、
こうした事情のなかで試みられているユニバーサル
ヘルスケア制度の取り組みで、民主党のバラク・オ
バマ氏が2008年大統領選挙で公約として掲げた。
2014年実施の患者保護並びに医療費負担適正化
法、通称アフォーダブル・ケア・アクトは、国民全
員に保険加入義務を課した画期的な法律である。
米国議会予算局の試算では、以後10年間で、保険
加入者は3,100万人増加し、加入率は83％から94％
に上昇するが、財政負担も9,400億ドルにのぼるとい
う。その財源は、メディケアの予算削減と中間層に
対する増税で確保される。
オバマケアとも呼ばれる米国の皆保険制度は、日
本のそれとは異なる。日本では、医療は憲法に基づ
く社会保障の一環で、公平・平等という基本理念の
もと制度設計されている。一方、米国における医療
はビジネスである。病院、保険会社、製薬会社、医
療機器メーカーは寡占化が進んでおり、保険や薬、
医療機器の価格には規制がない。2011年の米国1
人当たりの医療費総額は8,508ドルで、OECD34ヵ
国中1番高く（日本は3,213ドルで18位）、保険に加
入している中間所得層が高額な医療費を払えずに破
産することも珍しくない。例えば出産のための医療
費には保険が適用されるが、出産にかかる平均合計
費用は9,775ドルである。オバマケアは、医療を商品
とする民間の保険に入ることを義務づけたともいえ
る。コロラドやニューヨークなど保険料がもともと高
額だった州では、健康な若者や保険料を節約してい
た人々が保険に加入したことで市場原理が働き保険
料が下がったが、米調査会社マンハッタンインスティ
テュートによれば約半数の州では保険料が大幅に値
上がりしているという。

米国の経済
当初、イギリスの植民地であった米国は、19世紀
末にはイギリスと並ぶ生産力を獲得し、第一次世界
大戦後には世界的影響力のある経済力を得るように
なった。大恐慌後、ニューディール政策による政府

の拡大もみられたが、基本的には自由主義、個人
主義、市場原理主義に重きを置いている。政府の
経済政策や社会政策の規模を小さくして市場への
介入をおさえ、市場原理に基づく自由な競争によっ
て経済成長を促進するという考え方は、民間の活力
を引き出す一方で、経済的な格差を生じやすくする。
強制を嫌い、自立自助を是として権利と自由を尊重
するが、時として、失業、貧困も個人の社会適応力
の低さとされるなど、「自己責任」が問われる厳しさも
存在する。

豊かな国の大きな格差
OECDによれば、米国の平均世帯収入は39,531

ドルで36ヵ国中最も高く、OECD諸国平均23,938ド
ルを大きく上回る（日本は25,066ドルで8位）（2011）
豊かな国である。しかし格差は大きく、所得額上位
20％の人たちの平均可処分所得は下から20％の人々
の8倍である（OECD36ヵ国平均は4.5倍）。
また米国統計局が算出した2013年の実質世帯収

入（物価変動等も考慮）の中央値は51,939 ドルで
あったが、アジア系世帯のそれは67,065ドル、非ヒ
スパニック系白人世帯が58,270ドル、ヒスパニック
系世帯が40,963ドル、黒人世帯が34,598ドルと人種
間で差がみられる。

スーパーリッチの登場
ワールド・ウェルス・レポート2012によれば、100

万ドル以上の投資可能資産を所有する富裕層世帯
数は、米国が世界で最も多く約307万世帯ある（全
世帯の2.7％。日本は182万世帯で、世界で2番目に
富裕層が多い）。税込所得全体に対して高額所得者
上位1％の所得が占める割合は19.34％、上位10％
は48.16％（日本はそれぞれ9.51％、40.50％）となっ
ている。さらに上位0.1％の割合は8.82％と1922年
以降最大で、スーパーリッチなどという言葉も使われ
るようになっている。

貧困
2013年の貧困層人口は4,530万人で、貧困率

（14.5％）は2006年以降初めて減少をした。貧困層
人口のうち、1,609万人が18歳未満の子どもである。
子どもの貧困率は22％（日本は15.7％）で、経済規
模が米国の1/6であるブルガリアとルーマニアと同じ
程度である。ひとり親家庭の子どもの42％が貧困家
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庭に暮らしている。また人種別ではアフリカン・アメ
リカン、ラテン系ヒスパニック、ネイティブ・アメリカ
に多く、それぞれ子ども人口の39％、33％、37％が
貧困の状態にある。

家族と子どもをめぐって
◉子どもを持つことについて

米コンサルティング会社ギャラップが2011年に行
なった調査によれば、米国人の成人10人中9人以上
が、「子どもがいる、または欲しい、子どもをつくる
計画がある」と答え、「子どもは欲しくない」と答えたの
は5％程度であった。1990年の調査結果と変わらな
い。しかし、米国疾病管理予防センターによれば、
出産経験がある女性の数は、1990年、女性1,000人
（15～44歳）中70.9人だったが、2011年には44人に
減少している。ギャラップは、医療費や子育てにか
かる費用が高いと考えるなどの経済的な理由が少子
化の背景にあると指摘している。
出生率は人種によって差が見られ、上述の「経済
的な理由」は主にはマジョリティである白人にあては
まりそうである。米国世論調査団体ピュー研究セン
ターによれば、2010年、一人の女性が生涯に産む子
どもの数を示す特殊出生率は米国全体で2.0、ヒス
パニック系で2.4、非ヒスパニック系白人とアジア系
では1.8、黒人は2.1であった。
2012年、米国統計局は、1歳未満の子ども人口
の50.4％、5歳未満の49.7％が非ヒスパニック系の
白人以外であるという報告を行なった。なかでもヒ
スパニックが26.3％と多く、黒人は13.7％、アジア
系は4.4％となっている。2000年以降、増加人口の
91.7％はマイノリティが占めている。2050年までに非
ヒスパニック系白人以外のマイノリティ（もはやマイ
ノリティではないだろうが）は総人口の47％まで増え
ると予測されている（移民による増加も含む）。
◉婚姻や家族の形

米国では、2組に1組の夫婦が離婚をするとも言わ
れる。2014年ピュー研究センターの報告によれば、
新たに結婚をするカップルの40％は、1人または2人
とも再婚である。また成人の42％は継父（母）や異父
（母）きょうだい、或いは継子がいる（2011）。
40％近くの子どもが婚姻関係がない親のもとに生
まれる。とくにヒスパニック系の子ども、アフリカ
ン・アメリカンの子どもにその割合が多く、それぞれ
46％、69％となっている。家族形態は人種・民族

別で違いがみられ、両親（婚姻状態は問わない）
がいる家族の割合は、アジア系家族87％、白人家
族76％、ヒスパニック70％、アフリカン・アメリカ
ン42％となっている。離婚や婚姻外の出産などで
課題を抱える家族への援助プログラムの提供コスト
は、連邦、州、地方政府の財政負担にもなっている。
◉親としての権利

離婚や別離などにより、両親が親としての権利と
責任「監護権」をめぐって争うことがある。法的には、
物理的な監護権と、法的監護権（子どもに関する意
思決定など）がある。
物理的監護権は、子どもの住所を指定することと

日常生活についての責任である。片親が単独で持
つ場合と、両親が共同で持つ場合がある。前者の
場合、もう一人の親は子どもと過ごせる「ペアレンティ
ングタイム」を持つことができる。後者の場合、両親
が二人ともペアレンティングタイムを持つ。子どもが、
いつ、どちらの親のもとで過ごすかの日程は、両者
間で取り決めた、あるいは裁判所命令で決まったペ
アレンティング・プランに記される。
法的監護権は、子どもの健康、教育、ウェルビー

イングに係る意思決定をする権利と責任である。こ
れも一人の親が単独で持つ場合と、両親二人が持
つ場合がある。例えば学校の選択について両親の
意見が合致しないなどの対立が生じた場合、子ども
のことをより理解しているとして、物理的監護権を
単独で持っている親の考えが尊重される。また単独
で法的監護権を持っているかたちであっても、引っ
越しや苗字の変更などは一人の意思決定のみででき
ないといった制限がつくこともある。

不登校
コロラド州では、「6～16歳までの子どもは学校に

行かなければならない」と法律で定められている（疾
患やいじめなどの例外事項がある）。学区ごとにアテ
ンダンス・オフィサーという無断欠席取締官がいる。
無断欠席が習慣化している子どもには、矯正施設で
の拘留、足首に監視機器をつけての自宅拘留、オ
フィサーが学校に連れて行くなどの罰則がある。ま
た、子どもの無断欠席には親が処罰され、1年に7日
間の許可のない欠席があれば「無断欠席」とされ最
高20ドルの罰金が科せられる。無断欠席がネグレク
トや虐待によることがわかれば、すぐに親子分離の
措置がとられる。
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ニューヨーク州では学区ごとで無断欠席の定義が
異なる。州法でも親などへの罰則に関する記載はな
い。ニューヨーク市では、5人に1人の子どもが1年に
1ヵ月以上学校を休んでいる。6年生の頃、長期不
登校の状態にあった子どもの4人に3人は高校を卒業
できないという。2010年、不登校や長期の欠席の原
因は、ホームレス、健康問題、虐待やネグレクト、
いじめなど多様で複雑化しているとし、多機関が連
携するタスクフォースを立ち上げて対応している。

少年犯罪
2010年、少年犯罪の裁判数は約136.8万件で、過
去30年のうちピークだった1997年に比べ27％減少し
た。青少年1,000人あたり43.4件の少年犯罪ケースが
あるとされ、1,000件のうち8件が成人の刑事裁判に
移行される凶悪あるいは深刻な犯罪となっている。
少年裁判に関わった青少年3,100万人の79％は10
～15歳、12％は16歳、8％が17歳であった。16歳以
上の比率が低いのは、2州では16歳になると、11州
では17歳になると成人の刑事事件として扱われるた
めである。全ケースのうち64％が白人、29％が黒人、
2％がアメリカン・インディアン、1％がアジア系少年
である。
傷害や殺人、レイプなどの対人犯罪は全体の
25％、盗難などは37％、薬物関係は12％、公序良
俗に反する行為は26％であった。薬物関係の犯罪
の41％が16歳未満のケースである。1985年から黒人
少年の薬物関係の犯罪が増加し、1996年には黒人
少年1,000人あたり13.1件の薬物ケースがあるとされ
た。2010年、その数は半分に減少した（その他人種
については、1996年からおおよそ6件以下で変わら
ない）。

薬物
　2014年、National Institute on Drug Abuse（NIDA）
が、8、11、12年生（学年については121ページ参照）
を対象に行なった調査によれば、各種薬物の使用
は過去20年間で減少してきている（マリファナ使用
については横ばい）と報告した。これについてNIDA
では、予防的努力が実を結びつつあり、今後も十代
の子どもたち、親、教師、メディアや医療関係者に対
し、薬物が脳の発達に及ぼす影響について教育して
いく必要があるとしている。
しかし一方で、2012年、米国医師会雑誌におい

て、米国ではコカインの禁断症状を見せる赤ん坊が
1時間に一人の割合で誕生してきているという報告が
なされた。母親は、いま育てている子どもの親権を
失うことをおそれたり、ひとり親で治療施設に保育
施設がないことなどを理由に、出産までに治療を受
けないことが多いという。また、特別なケアが必要
になるため、妊娠中の女性を受け入れない治療施
設も少なくない。妊娠している依存症の女性には、
妊娠中の薬物使用を責めない、母子関係を大事に
する包括的支援を備えた治療プログラムを提供する
ことが求められているという。
余談ではあるが、2014年1月1日、コロラド州では、

21歳以上に対する嗜好用マリファナ販売が解禁と
なった。コロラド州政府は、マリファナ販売で生じ
る6,700万ドルの税収増を見込んでいる。うち4,000
万ドルは学校建設（コロラド州では人口増加と不景
気の影響などで教育予算が不足している）に、残り
はマリファナの管理規制にあてられることになってい
る。米国で嗜好目的でのマリファナが合法なのはワ
シントンD.C.とコロラド州だけだが、ワシントン州で
も同様の法案が可決しており、2014年後半から解禁
されることになっている（医療用の目的では20州が
マリファナを合法としている）。
                                                     （文責：事務局 田中）
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米　国 日　本

正式国名 United States of America 日本国

総人口（約）
子ども人口

32,010万人
（7,520万人）

12,730万人
（2,047万人）

首　都
（人　口）

ワシントンD.C.
（約60万人）

東京
（約1,300万人）

政　体 大統領制、連邦制 立憲君主制

合計特殊出生率（2011）
（195ヵ国中；平均2.4）

2.1（114位） 1.4（179位）

GDP（国）（2013）10億US＄
（188ヵ国中）

16,768（1位） 4,899（3位）

GDP（一人当たり）（2013）US＄
（186ヵ国中）

53,001（9位） 38,468（24位）

国民負担率 30.8％（2011） 41.6％（2014）

消費税 約4～11％（州で異なる） 8％

所得間格差（ジニ係数）
0.389（3位/28ヵ国）

（2012）
0.336（7位/32ヵ国）

（2009）

相対貧困率（mid2000） 17.10％ 14.90％

子どもの貧困率 20.60％ 13.70％

女性の就業率（2013） 62.30％ 62.50％

婚姻に対する離婚率 36.00％

婚姻率（1,000人当たり） 6.8 5.3

離婚率（1,000人当たり） 3.6 1.9

医　療 加入保険で異なる 3割負担

教　育 全額負担 一部負担

義務教育
5-7～16-18歳

（州によって異なる）
7～15歳

世界幸福度（国連2013）
156ヵ国中

17位 43位

■基礎データ
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アメリカ合衆国の子ども福祉アメリカ合衆国の子ども福祉Ⅰ

大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 
　団長　犬塚　峰子

1. はじめに
我が国の子どもの虐待の社会的発見は、専用電
話相談を開設した1990～91年と言われている。今日
までの20数年は、急速に法律や体制の整備がなさ
れ、早期発見、通告、早期対応に向けて大きく前進
した時期であった。この素早い対応の背景には、す
でに先に子ども虐待と取り組んできた「虐待先進国」
の存在があり、その中でも大きな存在が、アメリカ合
衆国であった。それは早期介入のシステムや法律の
制定に留まらず、虐待の子どもに及ぼす影響につい
ての脳科学を含むさまざまな知見、その影響からの
回復を助けるエビデンスに基づいた治療プログラム、
親や家族や地域への介入プログラムなど、多くのも
のが米国から日本にもたらされた。日本は、現在増
え続ける虐待件数に子どものケアや親の支援が追い
付かない状況にあり、予防的支援は不十分で、沢山
の課題を抱えている。
米国では2週間という恵まれた日数の中で、多彩
な研修施設の視察ができ、米国の子ども保護システ
ムの現状から予防的支援の展開、有効なプログラム
や最新の研究成果など非常に豊富な知見が得られ
た。特に丁寧に科学的根拠を積み重ねていく姿勢に
感銘を受けた。米国は多民族国家であり、貧富の差
も大きく、ドラッグの問題もあり、日本とは異なる面
も多い。そのため現在の米国の状況を知るには、そ
の歴史を知ることが不可欠と感じ、この第一章では、
それに触れた。その際、「アメリカの子ども保護の歴
史」（ジョン・E・B・マイヤーズ著）を参考にさせてい
ただいた。今回得られた知見が、日本の文化に合っ
た虐待対策を進めることに役立つことを期待したい。
本視察研修には児童福祉施設で働いている12人
の団員が参加した。団員たちは、虐待などの育ちにく
い環境に適応しようとして被った、さまざまなひずみ
からの回復に苦闘している子どもたちや親たちの支援
に日々取り組んでいる。米国の現場の人たちも同じく
使命感を持ち熱い思いで取り組んでおり、その熱意

が通い合い、聞きたいことが溢れ出し、時間が足り
ないということも何度もあった。この報告書の第2章
は、そういった体験の中で紡ぎ出したものである。

2. 視察先の概要
米国のデンバー、ワシントンD.C.、ニューヨークを

訪問し、視察先は、子ども虐待に対する保護システ
ムにかかわる機関（マルティディシプリナリー・チー
ム）から、児童虐待治療の実施・有効性の研究・実
践者へのトレーニングや普及活動などにかかわって
いる研究機関、エビデンス・ベースト・プラクティス
を実践して予防的家族支援やトラウマ治療に携わっ
ている民間機関、性的虐待の影響についての研究
や加害者への治療プログラム、レジデンシャル・ト
リートメント、DV被害者支援の母子シェルターなど
多岐に亘り、現在の米国の虐待対策の全容をつかむ
のにふさわしい内容であった。
視察先の施設はその機能によって大きくは3つに分

けられる。

（1）子ども保護システムにかかわる公的機関

①CPS（Child Protective Services）機関と

　それを統括する州のヒューマンサービス局

○コロラド州ヒューマンサービス局

　　州政府が連邦政府の法律に則った予算を基
本にしながら、州独自の方針を策定して必要が
あれば法律や条例を作成し、予算を管理し、
事業活動の監視と監査を行なっている。コロラ
ド州の児童福祉サービスにおいては、予防重視
のプランを策定し積極的に推進している。

○コロラド州ラリマー郡ヒューマンサービス部門児

童少年家族課

　　子ども保護全般にかかわる業務を行なう行政
サービス機関。15年前から、家族アセスメント
を重視して、家族のストレングスをエンパワーす
る家族支援を積極的に行ない、親子分離や虐

アメリカ合衆国の子ども虐待対策の現状
～予防的支援の展開と
         エビデンス・ベースト・プラクティス～
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待の再発を減らすことに成功している。
○コロラド州アラパホ郡ヒューマンサービス部門児

童青少年家族サービス

 　子ども保護全般にかかわる業務を行なう行政
サービス機関。州の方針に沿って、オープンケー
スにならなかったリスクのある家族に対する家
庭訪問プログラムの実施などの予防的支援や、
家族再統合への支援に力を入れている。

○ニューヨーク市児童サービス局

　　子ども保護全般にかかわる業務を行なう行政
サービス機関。家庭支援を積極的に行ない、子
どもが家族とともに暮らせるように、家族保全
や家族再統合ための支援を民間機関と連携保
全して行なっている。

②司法機関

○コロラド州立デンバー少年裁判所

　　全米で2番目に（1903年）設立。子どもの福
祉に反するケース（主に虐待やネグレクト）と10
～18歳未満の子どもの刑事事件を取り扱ってい
る。マルトリートメントケースの処遇には、緊急
対応（親子分離の可否）からCPSと連携して対
応し、その後のフォスター・ケアや親権などの
判断に関与する。

○デンバー郡裁判所少年部門

　　18歳未満の少年の軽微な事件を扱う部門。
ダイバージョンプログラム、子どもへの教育・治
療、親や家族への支援も準備されていて、子ど
もの成長を促し、再犯を防いでいる。

○コロラド少年擁護者連合

　　犯罪を犯した子どもの権利を守るために弁護
士でつくっているNPO団体である。

○ニューヨーク州立ブルックリン家庭裁判所

　　主に虐待やネグレクトのケースを対象とし、親
子分離、フォスター・ケアや親権にかかわる判
断をする。マルトリートメントケースの裁判を傍
聴した。

③ 警察と検察局

○デンバー警察

　　デンバー警察において、マルティディシプリナ
リー・チームを構成する機関担当者から、各機
関の業務と連携の実際について話を聞いた。各
機関は、警察（行方不明者捜索・児童虐待チー
ム）、デンバー市郡ヒューマンサービス部門（児
童虐待ホットライン）、デンバー・ヘルス病院・ファ
ミリークライシスセンター（虐待専門小児科医）、
デンバー地方検察家族暴力ユニット、チルドレ

■図1-1  視察機関の見取図

警察・検察局

通報

調査

在宅

施設

在宅支援
家族支援

家族再統合

養子縁組

法的後見人

OPPLA

ケンプセンター
（治療・予防プログラムの
開発・教育・研修・研究）

ジェニー・G・ノル博士
（性的被害児の前方視的
研究、政策に反映）

ニューヨーク大学医学部
チャイルドスタディセンター
（研究・研修・普及活動・
トラウマシステムセラピー）

ニューヨーク
ファウンドリング
（マルトリートメント、
非行などに対する家族
支援プログラムMST等
の実施、里親・シングル
マザー支援など）

セーフホライズン
（犯罪・虐待・DV被害者
支援、DVシェルター、
アドボカシーセンター、
カウンセリングセンター
《トラウマ治療》）

CPS機関 （ディファレンシャル・レスポンス）

ファミリーアセスメント
（オルターナティヴ・レスポンス）Screened-out

Screened-in キンシップ・ケア

フォスター・ケア

治療的フォスター・ケア

グループホーム

チルドレンズビレッジ
レジデンシャルスクール

ニューヨーク
アジア人女性センター
NYAWCシェルター
（DV被害、母子支援）

マスタードシード
性暴力加害者
支援団体

少年（家庭）裁判所

アドボカシーセンター（医師）
（フォレンジックインタビュー、
トラウマ治療）

マルティディシプリナリー・チーム

（性的虐待）

緊急
ハイリスク

中度・軽度

虐待なし

虐待あり
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ンズアドボカシーセンターである。
○マンハッタン検察局児童虐待ユニット

　　13歳以下の子どもへの性的・身体的虐待の容
疑者を起訴するための調査を行なう部門である。

（2）研究・教育・研修・治療機関

○ケンプセンター

　　1972年、ヘンリー・ケンプ博士によって設立
され、児童虐待治療、研究、開発、教育、研
修に携わっている。

○ニューヨーク大学チャイルドスタディセンター

　　1997年に設立され、子どもの精神疾患の治
療法の研究、治療者の育成、精神障害の正し
い理解の普及に努めている。子どものトラウマに
も取り組み、Trauma Systems Therapy（TST）
の開発、普及やさまざまなプロジェクトを実施し
ている。

○ジェニー・G・ノル博士（ペンシルバニア州立大学）
　　1981年から、性的虐待を受けた女児84人（虐
待群）と性的虐待を経験していない女児82人
（対照群）の、前方視追跡調査による研究を
続けており、その結果から明らかになった性的
虐待がもたらす長期的影響についての講義を受
けた。研究から得られたエビデンスを政策に反
映するように働きかけることの重要性が強調さ
れた。

（3）民間団体

○ニューヨーク市 セーフホライズン（犯罪・虐待被

害者支援団体）

　　1978年に設立された、全米最大の犯罪や虐
待の被害者を支援するNPOである。DVシェル
ター8ヵ所、チャイルドアドボカシーセンター4ヵ
所、カウンセリングセンター1ヵ所（トラウマ治療
などを実施）を運営している。

○ニューヨーク市 マンハッタン・チャイルドアドボカ

シーセンター

　　1996年にセーフホライズンは、ブルックリンに
はじめて、建物内に警察、CPSのオフィスがあ
り、マルティディシプリナリー・チームをコーディ
ネイトしたチャイルドアドボカシーセンターを開設
した。フォレンジックインタビューなどによる虐
待被害調査、被虐待児や家族の治療と支援を
行なっている。

○ニューヨークファウンドリング（民間福祉団体）

　　1869年に設立され、子ども、大人、家族約
7,000人を対象に、虐待の予防的支援（家族保
全）、少年再犯予防、里親支援、シングルマザー
支援などのさまざまな事業を行なっている。

○ニューヨーク市 チルドレンズビレッジ レジデン

シャルスクール

　　1848年前身である少年保護所を創設し、
1853年にチルドレンズビレッジを開所した。マ
ルトリートメントや発達の問題や精神疾患などの
ために重度の適応上の問題を抱える子どもたち
が入所し、レジデンシャルスクールに通い、ポジ
ティブな行動を強化する行動療法的な枠組みの
中で、よい対人関係を経験することを基盤に回
復への支援を受けている。

○ニューヨークアジア人女性センターNYAWCシェ

ルター

　　1982年に創設された、全米最大のアジア人に
よるアジア人のためのDV被害者支援団体であ
る。シェルター、ホットライン、カウンセリング（親
にも子どもにも）、法律支援などを行なっている。

○ニューヨーク市 マスタードシード（性暴力加害者

支援団体）

　　2000年に性犯罪加害者への更生治療を行な
うために設立された。性犯罪をおこして執行猶
予を受けた加害者が、裁判所命令でここを紹介
され、約2～2年半のグループセラピーによる治
療を受け、再犯防止を目指している。

3. 米国の子ども虐待対策の歴史的背景
（1）民間団体による子どもの保護

米国では19世紀頃までは、虐待やネグレクトを
受けた子どもや孤児や貧民の子どもは、主に教会
や篤志家が援助を提供していて、インフォーマル
な資源が利用されていた。そして、これらが利用
できない時に行政が関与し、英国救貧法の経験
に裏打ちされた諸原則である、院外救済（資金援
助）、徒弟制度、年季奉公などが適用されていた。
市や郡は社会福祉において限定的な役割しか果た
さず、州政府の関与はさらに少なかった。保護の
必要な子どもの施設として救貧院が建てられたが、
生活条件が劣悪であったため、忌避すべき場所と
なっていった。それに代わるものとして孤児院が
設立されたが、その多くは宗教的な団体や非宗教
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的な慈善団体に属するものであり、1900年には孤
児院で10万人の子どもが暮らしていた。
1853年に民間の慈善団体であるニューヨーク子
ども援助協会（NYCAS：New York Children’s 
Aid Society）がチャールズ・ローリング・ブレイスに
より創設されて子どもの援助活動が行なわれ始め
た。極度の貧困の中にいる子どもたちに、工業学
校、寄宿舎、夜間学校、入浴施設などを提供した。
さらに孤児列車（Orphan Train）の名前で知られ
ている活動を開始し（1854～1929年）、ニューヨー
ク市の約10万人の子どもたちを中西部の新たな家
庭に移住させた。ブレイスは施設ケアに批判的で、
家庭委託して家庭生活を経験することが健全な発
達を促進するとの考えに基づいた活動であった。
委託後は役員や地方当局の注意深い訪問と監督
を受けさせ、養子縁組されない場合はCASが後見
人を続けた。この活動には批判もあったが、不幸
な子どもをよい家庭に委託しようとする先駆的な
努力は、アメリカの20世紀の子どもの福祉制度を
方向付けるものとなった。
1875年、メアリー・エレン・ウィルソンという少
女を虐待から救出したことがきっかけとなって、
ニューヨーク子ども虐待防止協会（NYSPCC：
New York Society for the Prevention of Cruelty 
to Children）が設立され、組織的な保護活動が始
まった。NYSPCCは民間団体ではあったが、子ど
もの虐待と保護の申し立てを受け、調査し、起訴
を行なう権限を持っていた。裁判官が事案を受理
すると協会の仕事は終わり、社会サービス機関が
受け継いだが、多くは起訴に至らず、家族を社会
的資源や経済的支援に結びつけた。親から引き離
された子どもや罪を犯した子どもに対しては、一時
的なシェルターでの保護と医療的ケアを提供した。
SPCCの活動は東部から西部へと広まり、他の都
市でも民間の子ども保護協会が創立され、1922年
には全米へと広まり300団体を越えたが、ほとんど
の都市や農村ではSPCCへのアクセスを持っておら
ず、また政府の補助金を受けてはいたが、その存
続は寄付金によっているため不安定であった。

（2）子どもの保護から家族の支援へ

当初虐待問題は親が加害者で子どもは被害者
という構造で認知され、虐待をした親には懲罰が
与えられ、子どもは施設入所によって社会が保護

する対象とみなされていたが、1900年初頭には、
子どもの保護の遂行にあたって、ソーシャルワーク
アプローチを重視するようになり、親を起訴し分
離することから虐待の再発を防ぎ親子のきずなを
強めるような治療的方法に焦点が移っていった。
虐待問題を家族の問題と捉え、家族支援が展開
されるようになり、ソーシャルワークの専門家を養
成する必要性も生じてきた。そして、予防、子ど
もの保護、家族維持という目的を達成するために
大量の法律が作られ、SPCCは法制化の推進に大
きな役割を果たしていた。
1900年前後より、劇的に人口が増加し、搾取

的な産業労働が拡大した。19世紀後半から20世
紀前半に向けて、ソーシャルワーク、小児医学、
心理学、精神医学が登場し、それぞれの専門職
が子ども保護に必要な職種として用意された。シ
カゴ少年精神病理研究所が誕生し、非行少年や
子どもの家族やコミュニティを詳細に調査し、非行
は学習されるものと結論づけた。そして子ども相
談クリニック（精神科医、心理学者、精神科ソー
シャルワーカーからなる臨床チーム）と呼ばれるコ
ミュニティ施設が設立され、コミュニティのすべて
の不適応状態にある子どもたちを多方面からアセ
スメントして、それに基づいて治療を提供した。
連邦政府は、徐々に、社会サーヴィス供給のリー

ダーシップを担っていき、1909年、「保護の必要な
子どものケアに関するホワイトハウス会議」では、子
どもにとって最善の場所は自らの家庭であるという
最重要事項を設定した。そして20世紀の子どもの
福祉政策を形作るのに役立つ13の提言を行なった。
① 尊敬に値する親、賞賛に値する母親の子どもた
ちは、原則として家庭でその親と一緒にいるべ
きである。

② 社会は、病気のような要保護性の原因となるも
のを除去し、救済のための補償と保障を用意す
る努力をしなければならない。

③ ホームレスやネグレクトされた正常な子どもたち
は、家族の中でケアされるべきである。

④ 施設は、可能な限り、小さなユニットを持つ小
舎の計画の上にあるべきである。

⑤ ⑥⑦保護の必要な子どもをケアする施設は、州
の監督と監査の対象となるべきである。

⑧ 保護の必要な子どもの記録保管について改善す
べきである。
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⑨ 全ての困窮した子どもたちは医療ケアと保健指
導を受けるべきである。

⑩ 機関間の協力が重要である。
⑪州を越えた委託を禁止する法律を廃止すべきで
ある。

⑫ 一連の解決策に従事する恒久的組織を設置すべ
きである。

⑬ 連邦子ども局を創設すべきである。
ホワイトハウス会議の参加者たちは、貧困が
家庭を壊してしまわぬよう、母親年金（mother,s 
pension）が利用されるべきことに合意した。この
提言を受けて、母親年金を定めた州法が制定さ
れ、母親たちに経済的支援を行なうことによって、
子どもたちを孤児院に入れずに手元で育てること
が可能になった。1912年に、連邦子ども局が設置
された。しかし、設置当初は子ども虐待・ネグレ
クトには関心が払われず、乳児死亡および妊産婦
死亡に関する調査を行ない、シェパード＝タウナー
法（1921～29年）を制定し、妊産婦と乳児の健康
を促進するため、州に補助金を拠出した。その
後、提言を受けて1920年に「アメリカ子ども福祉
連盟」（NGO法人）が設立され、子どもの保護は施
設入所ではなく一時的保護を目的とし、その間に、
家族の再構築を踏まえた親への教育が必要である
との考えを示すとともに、地域における子育てシス
テムを構築し、家族支援に尽力した。
このように1920年代までは、民間の保護団体
が子どもの保護活動を推進しその土台を築いた。
政府組織がリーダーシップをとるようになったのは
20世紀半ばからである。こういった歴史を考える
と、ニューヨークで我々の視察した民間団体であ
るセーフホライズンが、子どもの保護システムの中
で、中心的な役割を演じていることがうなずける。
また、同じく視察した民間福祉団体のニューヨー
クファウンドリングは、1869年に創設されており、
これは民間団体が子ども福祉の中で最も活躍して
いた時期である。
これまでのところでも、既に、虐待やネグレクト
をする親に対して、懲罰的なアプローチをとるか治
療的なアプローチをとるかということについて繰り
返し論じられている。「アメリカの子ども保護の歴
史」の著者マイヤーズは「最終的な分析において、
子どもの保護における法執行アプローチとソーシャ
ルワークアプローチをめぐる論争は、どちらの陣

営も勝利することはできない。というのはどちらも
利点があるからである。この課題の解決は、懲罰
的アプローチと治療的アプローチの間の適切なバ
ランスを見出すことである」と述べている。

（3）社会保障法（1935 年）と政府機関による

       子どもの保護

1930年代に大恐慌が起こり、経済が大混乱に
陥った。当時のアメリカは移民や家庭内暴力、離
婚や未婚による母子家庭の増大などの貧困問題に
ついての社会保障的政策が求められていた。議会
は、不況に対処するための多岐に亘る経済法を通
過させ（ニューディール政策）、その流れの中でルー
ズベルト大統領は、1935年に社会保障法を制定
した。これは、さまざまな社会保険や公的福祉プ
ログラムへの連邦政府の参加について先鞭をつけ
た。この法律はほとんど全てのアメリカ人家庭と社
会施設の多くにとって、意味を持つものであった。
老齢年金、失業補償、職業やリハビリテーション
のサーヴィスに加えて、母親年金を発展的に解消
したものである、保護の必要な子どもへの援助を
創設した。これは要養護児童援助（ADC：Aid to 
Dependent Children）と呼ばれた。また、母子保
健に資金を提供するシェパード＝タウナー法を復
活させた。ルーズベルトによる一連の改革は、連
邦政府は補助金を支出する役割を果たし、地域が
基盤となるべき福祉サーヴィスについては州が権
限を持つという流れを形成していった。
社会サーヴィスにおける州政府の役割の拡大と

ともに、子どもの保護活動は州機関によって監視
されている郡が担うべきであるという意見が強く
なっていった。1929年の大恐慌は寄付に頼って
いた非政府組織のSPCCの解体を加速した。そし
て、次第に子ども保護が政府機関へ移行していっ
たが、マルトリートメントに対する特別なユニットを
持っていなかったため、政府のソーシャルワーカー
が持つ多くの機能の一つになり、外から見えにく
いものとなっていった。

（4）子ども虐待の社会的発見と連邦政府の

       リーダーシップの下での法律の制定

①医療専門職による子ども虐待の発見

 　放射線技術などが進歩した1940年代より小
児科医や放射線医などの医療専門職が、繰り
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返される骨折や硬膜下血腫が、親による意図
的なマルトリートメントの結果である可能性を指
摘し始めた。ヘンリー・ケンプらは、1961年に
アメリカ小児医学会で「被殴打児症候群 The 
Battered Child Syndrome」というテーマでシン
ポジウムを開き、大きな反響を呼んだ。翌年「被
殴打児症候群」というタイトルの論文を発表し
た。この論文は、臨床的・放射線医学的徴候、
精神医学的症状、事後評価、発生率などが包
括的に網羅されているという点で画期的であっ
た。被殴打児症候群は、あらゆる年齢に起こる
が、3歳以前に多くみられる一連の身体的症状
を指している。特徴としては、全般的な健康状
態の不良、ネグレクトの形跡、衛生状態の悪い
皮膚、軟組織の複数の負傷、栄養不良、ネグ
レクトや虐待を示唆する病歴、臨床的徴候と養
育者の説明の著しい不一致、硬膜下血腫、回
復過程がばらばらな複数の骨折などがある。

 　これらの発表は、子ども虐待とネグレクトに
対するメディアの関心を得て、連日のように報
道されるようになり、大衆の意識を高め、徐々
に子ども虐待が社会に注目されるに至った。一
方では虐待についての専門的論文も多く書かれ
るようになっていき、医師が子ども保護機関あ
るいは警察機関に身体的虐待を通告することを
促進する法律の必要性について議論がされた。
1963年に10州が通告法を制定し、1967年ま
でにすべての州が規則上、通告法をもつように
なった。初期の通告法の多くは、通告義務を医
療専門職、特に医師に限定していたが、やがて、
通告義務は子どもたちと活動する全ての専門職
に課せられるようになった。

 　通告法により、1874年までは3万件だった子
ども虐待が、1980年には100万件を越え、1990
年の終わりには200万件を上回り、2000年まで
には300万件までに急増し、これが大きな問題
となった。

 　一方、1935年に制定された社会保障法は、
子ども福祉サーヴィスを「ホームレス、保護の必
要な状態、ネグレクトの子どもたち、そして非行
少年になる危険性のある子どもたちの保護とケ
アのための」サーヴィスとして定義していたが、
1962年に定義を拡張し、要養護児童の家族
援 助（AFDC：Aid Families with Dependent 

Child）となり、対象が児童から家族にまで拡大
された。「親によるケアと監督を代替あるいは補
完する公的福祉サーヴィスであり、以下のもの
が該当する。①ネグレクト、虐待、搾取あるい
は非行につながる問題の解決における予防ある
いは修正あるいは援助を行なうこと、②ホームレ
ス、保護が必要な状態、ネグレクトの子どもを
保護し、ケアすること、③働く母親の子どもた
ちの福祉を守り、促進すること、④子どもたち
の家庭の強化、あるいは必要があって家庭から
離れ、里親家庭、デイケア、子どもケア施設に
いる子どもたちへの十分なケアの供給など子ど
もたちの福祉を保護、促進すること」。このよう
に、1962年の修正法は、子ども保護サーヴィス
を公的子ども福祉として位置付け、里親養育費
用も連邦政府が負担することとなった。

②児童虐待防止と対策法（1974年）

 （CAPTA：Child Abuse Prevention and

      Treatment Act）

 　連邦政府は、1970年に至るまで、子どもの
福祉においてはあまり大きな役割を示してこな
かった。子ども局は1912年に創設されたが、
前述したように1960年代に入るまでほとんどマ
ルトリートメントに関心を示さなかった。1935年
社会保障法は、保護が必要な子どもへの援助
を創設し、さらに妊産婦と乳児の健康を促進す
るため、州に補助金を拠出した。しかしこの段
階では、連邦政府は、子ども虐待とネグレクト
の予防や援助に対する専従組織を有していな
かった。

 　1974年に、連邦法Child Abuse Prevention 
and Treatment Act （CAPTA）が成立した。こ
の中で、連邦政府は児童虐待に関する予防と対
策について定義を明確にし、国の責務として児
童の安全に関する保障について全米統一の最
低基準を設けた。連邦から州に対して児童福祉
に関するさまざまな支援が提供されると同時に、
州に虐待の通報と実態調査を義務付け、連邦
政府は全米レベルで情報把握することが可能と
なった。年間予算も計上されて、明確な役割を
もった支援が連邦レベルで初めて展開されるこ
ととなった。

　　CAPTA成立後、連邦子ども局には、子ども
虐待とネグレクト課が設置され、さらにCAPTA
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を管理運営する責任を負う「全米子ども虐待と
ネグレクト・センター（NCCAN：National Center 
on Child Abuse Neglect）」が設置された。ここ
で子ども虐待とネグレクトに関する情報と研究成
果について集約し、これらの成果が地域の支援
に直接結びつくようにシステムが構築された。

③養子縁組の支援と児童福祉に関する法律（1980年）
  （AACWA：Adoption Assistance & Child Welfare 
Act）

 　子ども虐待通告法や虐待への意識の高まりは
通報件数の急速な増加をもたらし、対応が困難
な状況に陥った。また、福祉機関が唯一提供
できるサーヴィスとして、親子分離が過剰に行
なわれた。再統合の援助も不十分なまま、フォ
スター・ケアに長期間とどめられ、いくつもの
里親家庭を転 と々する「フォスター・ケアの漂流 
Foster Care Drift」が問題となった。その結果、
1980年に、養子縁組の支援と児童福祉に関す
る法律（AACWA）が制定された。

 　フォスター・ケアの安易な利用を避けるために、
家族保全と再統合支援の「合理的努力」を州に
義務づけ、これらのサーヴィスに必要な資金の
一部を連邦政府が提供した。再統合ができな
い場合は、「パーマネンシー計画」がたてられ、
養子縁組などの方法によって子どもに永続的な
家族を与えることも州の役割とされた。養子縁
組に対しては、経済的支援が提供された。また、
司法の監督を強化し、フォスター・ケアに委託
された場合、6ヵ月ごとに裁判所が処遇方法を
再検討するヒアリングを行ない、委託から18ヵ
月後には、子どもの最終的な処遇を決定するた
めのヒアリングを行なうことが定められた。　　

 　1980年代の子ども福祉の支配的パラダイム
は、家族保全（Family Preservation）で、フォ
スター・ケアを最終手段とするものであった。もっ
ともよく知れた家族保全プログラムとして、ホー
ムビルダーズ（Homebuilders）がある。短期集
中的なソーシャルワーカーによる介入である。多
くの家族に有効に機能したが、行き過ぎもあり、
機能不全の家族にとどめ置くことの有害性も指
摘された。また家庭復帰を急ぎ過ぎて、再虐待
を受けてまた別のフォスター・ケアに措置される
ということも問題となった。

④養子縁組と安全な家族に関する法律（1997年）

 （ASFA：Adoption and Safe Families Act）

　　フォスター・ケアにいる子どもの数が減らず、
フォスター・ケアが長期化することも少なくない
状況が続いた。また、家族保全の努力によって、
虐待がやまない家族のもとに子どもが居続ける
危険についての非難も寄せられた中で、家族保
全を重要視しながらの子どもの安全確保を最優
先事項とした。子どもの遺棄、拷問、常習的虐
待、性的虐待などの悪質な虐待については、家
族保全・再統合の「合理的な努力」を免除し、
親権終結へ直接移行することが決められた。ま
た、親子分離から12ヵ月以内に「永続的養育
計画のヒアリング」を開き、⒜親子を再統合する
か、⒝養子縁組を前提として親権を終了する
か、⒞後見人に委託するか、⒟その他の計画さ
れた永続的生活のアレンジメント（OPPLA）、の
いずれかを決定しなければいけないことと、親
権終了の申し立てが強制される場合を明示した。
それは、過去22ヵ月中15ヵ月間フォスター・ケ
アに委託されている場合で、州は例外※を除い
て親権の終了を申し立てなければいけない。（※
例外：⒜子どもが親族のケアのもとにいる、⒝
子どもの最善の利益に照らして親権を維持する
「差し迫った理由」がある、⒞州が再統合のた
めの「合理的な努力」を怠った）。そして、再統
合のために提供される家族のサポートサービス
は分離後15ヵ月間に制限される。さらに、養子
縁組を促進するため、政府は養子縁組1件につ
き州に4,000ドル提供することを規定した。これ
により養子縁組は、5年後には倍増した（27,000
人から54,000人）。また、この法律の制定によっ
て改正された連邦法「フォスター・ケアと養子縁
組支援のための連邦の給付金」において、連
邦政府は、「親族養育者が州の子ども保護の基
準をすべて満たしているなら、子どもの委託先
の決定において、成人親族を非親族よりも優先
するよう考慮する」ことを各州に求めた。

　　このように、CAPTAが制定された頃は、過
剰に家族に介入し、子どもを分離することが多
かったが、その問題性が議論され、児童虐待対
応の在り方を見直す動きが生じて、新しい連邦
法AACWAが成立した。この法律によって、家
族保全のための支援が盛んに行なわれるように
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なったが、無理な家族保全や家族再統合は子ど
もの安全を脅かすとして、議会は、家族保全・
家族再統合の幅を狭め、かわりに養子縁組を推
進することを新たな目標とする法律ASFAを制定
した。養子縁組に多額の予算が割かれる一方で、
家族支援の予算がカットされることが起こり、家
族支援は撤退せざるを得ない状況となった。

　　この前年には福祉政策の大幅な改革があり、
AFDCが廃止され、「貧困家庭への一時扶助」
制度があらたに施行され、総額が減額された。
また、これまで虐待対策とした社会保障制度に
よる福祉路線から自立支援へと方向性を転換す
ることで福祉財政の抑制を行なった。こういっ
た縮小により、社会保障法が制定されたニュー
ディール政策以降の米国福祉国家の終焉と言わ
れた。

 　1962年から2000年代までの時期、子ども保
護はかなりの進歩を見ることができた。子ども
保護サーヴィスが全米で利用できるようになっ
た。しかし子ども保護システムの拡張、特に通
告法は、子どもの保護システムを凌駕するケース
の増大を招いた。その結果、ソーシャルワーカー
は沢山のケースを抱えることとなり、また、虐待
対応にはフォスター・ケアの委託費や司法手続
きの費用などを含め、莫大な予算の投入が必要
となることも加わって、予防や家族支援に力が
注げないような状況となり、ますます事後対応
に追われるといった悪循環に陥っていた。

4. 米国の現在の子ども虐待対策
（1）地域に基盤を置いた家族支援

この悪循環の中で、子ども虐待とネグレクトの
事例の急増に対応するには、マルトリートメントが
起こってしまった後に介入するだけでなく、それを
予防することが重要であるという声が徐々に大きく
なった。家族のストレスを緩和し、家族のストレン
グスに注目して機能を高める、地域社会に基盤を
置いた支援や予防サーヴィスに力を入れる動きが
生じてきた。
① 子どもと家族の安全を守る法（2003）

 （KCFSA：Keeping Children and Families 

Safe Act）

 　2003年にCAPTAの改正が実施され、子ども
と家族の安全を守る法 （2003）として再承認さ

れた。この法律の制定の背景には、増え続ける
通報数などにより、CPSが過度の調査に追われ
ていることや、過剰な財政問題を生んでいるこ
とも問題視されている状況があった。全体には
緊縮財政のもとで予算は縮小されてはいるが、
地域社会に基盤を置いたプログラムの推進に重
点を置き、そうした地域社会における活動を支
援するために、全国規模での情報共有・交換や
連携協力のシステム構築を目指すものであった。
この法律では子どもマルトリートメントの予防に
直接資金を供給することにより、虐待が起こる
前の予防にも力を入れた。さらに、アセスメント、
調査、起訴、治療活動と支援の研究、評価、
技術支援、データ収集活動にも資金を供給し
た。この新しい政策の進展により、コミュニティ
ベーストな早期の介入や家族を強化する努力、
早期の教育プログラム、児童福祉システムの基
盤強化の支援などに連邦政府から予算が出るよ
うになった。

②家族中心的サーヴィス

 　既に1990年頃から「家族中心的サービス
Family Centered Services」の考え方が児童福
祉の領域では強調されるようになってきた。こ
れは、アメリカで主流であったトップダウン式の
ソーシャルワークを見直し、親子への支援方法
や子どもの委託先決定において、親族や地域
の関係者にできる限り加わってもらい、そうし
た人々の協力によって子どもの安全確保やケア
を行なうことを目指す実践である。具体的な取
り組みとして代表的なものは、Family Group 
Decision Making（FGDM）である。そしてその
ほぼ同時期より、子ども保護システムの改革が
なされ、家族がCPSとの協力関係を築く中で、
必要な支援を地域で受けられる方向への前進が
見られた。米国は多民族国家であり、宗教的政
治的価値観がコミュニティと密着している。そう
いう意味でもコミュニティベーストな支援は重要
となる。

（2）Family Group Decision Making：FGDM

FGDMは国際的にはFGC（Family Group 
Conference）と呼ばれ、 1989 年に ニュージーラ
ンドで開発された。ニュージーランドのマオリ族で
は、同じ部族の中で問題が発生した時、部族内で
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話し合い、問題を解決するという文化（システム）
を持っていた。この慣習はマオリ族における文化
的ストレングスであるとの認識の上に立ち、子ども
の保護に際し、部族や親族のネットワークを利用
して、親族が会議に参加してともに保護計画の策
定をして、計画の実施を目指していくやり方を作
り上げていった。この推進の背景には、先住民で
あるマオリ族への社会的差別や、フォスター・ケア
に措置される子どもの割合の高さ、文化的な差異
が考慮されずにマオリ族以外の家に委託されるこ
とによる子どもの不適応などの問題があった。実
践経験を積み重ねる中で、意思決定への参画が家
族の自尊感情を取り戻し、家族をエンパワーするこ
と、それが子どものよりよい発達につながっていく
ことなどのよい効果が確認されていった。子どもの
利益を考えての取り組みではあったが、ニュージー
ランドが当時財政危機に陥っていたため、コミュニ
ティによる自助、互助、共助による財政カットを期
待していたという経済的事情も関与していた。
FGCは徐々にオーストリアやイギリスそしてアメ
リカなどに広まり、アメリカでは、1996年に6ヵ所
のコミュニティに導入され、2007年には300を超え
るコミュニティで実施されるようになった。米国で
は導入時にFGCの名称をFGDM（Family Group 
Decision Making）としている。FGCシステムを導
入している国は世界で32ヵ国（2010年時点）と言わ
れており、日本でも、2008～2010年度の3年間、
厚生労働省のパイロット事業として児童相談所を中
心としたFGCシステム導入の検討がなされている。
保護やケアの必要な子どもについての重要な決
定に際して、家族や拡大家族、親族や親しい友人、
家族を支援している人々などが、専門職（必要な
情報、資源、サーヴィスなどを伝える）とともに集
まり、訓練を受けたコーディネーター（ケースの担
当者ではないことが必要）が進行役を務め、子ど
もの安全を守るためのプランを協力して作り、実施
していく。子どもも12歳以上で本人が参加を希望
すれば、メンバーに加わることができる。標準的
なやり方としては、まず、情報の共有が行なわれ、
よりよいプランに到達するために家族にとって必要
な情報を伝える。次に、専門職が退出して家族の
みの時間を設定し、そこでプランを作成する。再
び、専門職とともに安全性や法的な観点からプラ
ンを見直し、それに合致していれば承認される。

重要なことは、子どものニーズに合うプランを立て
て実行するにあたって、家族グループと協働し、
家族のリーダーシップを引き出していくことである。
多くの研究がFGDMの有効性を証明しており、そ
の実施によって、家族の安全が維持されてフォス
ター・ケアへの措置が減少し、虐待の再発も減少
した。さらに、子どもが自分のルーツと文化とのつ
ながりを保ち続けることを可能にし、そのことが子
どもに安定性を提供し、子どもの潜在能力を十全
に発揮できるようにするという良い結果が報告され
ている。
我々が見学したケンプセンターでは、このFGDM

の推進においてリーダー的な役割を担っている。
スーパーバイザーやコーディネーターとしての臨床
実践、コーディネーターのトレーニング、研修や講
演会の開催などの普及活動に加えて、研究活動に
も携っている。現在「No Place Like Home」とい
う国からの助成金による研究プロジェクトを実施し
ていて、長期にわたってFGDMを取り入れている3
つの州で、In-Home ServiceにおいてFGDMを実
施することがフォスター・ケアへの委託の防止に有
効性があるかどうかの検証を行なっている。
視察したコロラド州ラリマー郡ヒューマンサービ

ス部門では、15年前から、CPS機関が一方的に
家族に介入して虐待を実証するというやり方に代
わって、家族の力を引き出して問題を解決していく
方向にパラダイムシフトを図り、10年前からFGDM
に取り組んでいる。前述した研究プロジェクト「No 
Place Like Home」 にも参加している。ここでは、
通報をスクリーニングした後に、CPS機関が対応
することとなった家族に対して、目的に応じて、い
くつかの家族参加のファミリーミーティングが準備
されていて、それぞれ独自の名称がつけられてい
る（P65）。さらにその実施主体を、児童保護チー
ムとは別のセクションである「コミュニティ・リソー
ス・ユニット」が担うことによって、通告後介入した
ソーシャルワーカーとは別のセクションのケースワー
カーが対応することになり、さらに家族の協力を
引き出しやすいシステムとなっているという。この
家族参加の家族ミーティングを導入したことによ
り、家庭外措置となる子どもが大幅に減少したと
いうデータが報告され、その有効性が示唆されて
いる（図1-2）。
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また、同様に視察を行なったコロラド州にある
アラパホ郡のヒューマンサービスでも、類似の家族
参加によるミーティングが行なわれていた（P70）。
ここでは、通報のスクリーニング後のアセスメント
によりハイリスクと判断されるとオープンケースと
なり、パーマネンシーチームにより家族保全ある
いは家庭復帰への支援（親子分離の場合）を受
けることとなる。このオープンケースになってから
72時間以内に、LINKS：Listening to Needs of 
Kids（A Family-Centered Process for Welfare 
Decision）を開催する。名称はこの機関に特有の
ものであるが、FGDMの精神に則った会議で、家
族や親族、親しい友人、家族をサポートしている
人々と、パーマネンシーソーシャルワーカーなど郡
のスタッフが参加して、訓練を受けた専門的なファ
シリテーターが進行役を務め、目標や家族のストレ
ングスなどを記入する所定の用紙（Signs of Safety 
Approachで用いられる）を用いながら、今後の計
画を立てる（付表⑤）。これは90日ごとに開催され
る。2008年の導入以来12,000回以上の会議をも
ち、親や関係者が一堂に会し、焦点の定まった話
ができるので、短い時間で満足のいく話し合いが
できることが利点として挙げられていた。

（3）ディファレンシャル・レスポンス：
　　Differential Response（DR）

　①子ども保護システムの改革

 　予防や家族支援という観点から子どもの保護
システム改革の必要性が指摘され、具体的な改
革についてさまざまな提案がされた。子どもの
保護システムについて研究、評価するために、
議会によって1990年に設立された「子ども虐待
とネグレクトの勧告委員会」は、子どもの保護
システムはあらゆる点で重大な欠点があるとし
た報告書を出した。子ども保護システムは、虐
待の事実認定の調査と家族への強制介入に力
点を置き、裁判において有益な主張を行なうた
めに多大な労力を割いているため、自発的な援
助の要請に基づいて家族を支援するようなシス
テムにはなっていない。そのため、子どもの置
かれている虐待的環境を改善したり、虐待を
引き起こす状況に対して広い視野に立った改善
の方策を練るなどの活動が不十分である。委員
会は今後の改善策として、当事者と対決する形
での調査のやり方を見直し、予防に重点を置
いた対応を行なう方向への転換を支持した。つ
まり、現在の子ども保護システムを、子ども中
心で（Child-Centered）、地域に基盤をもった
（Neighborhood-Based）子ども保護の戦略に
置き換えることが重要であるとした。

　②ディファレンシャル・レスポンス（図1-3）
 　今日の子ども保護システムができあがった頃
は、子どもたちを残酷な虐待から守るために本
格的に事実認定の調査をし、虐待者として告発
することが中心であった。そのためしばしば親
と対立的な関係となった。しかし20～21世紀
にかけては、通報などによってCPSがかかわる
家族の大部分は軽度から中度のリスクで、差し
迫った安全の問題はない家族である。これら
の家族はscreened-inとなってもすぐ終了となる
か、ケースとしてオープンになっても問題を軽減
するようなサーヴィスに結び付けられることは少
なかった。そのため、従来の方法とは違ったや
り方で対応できるように子ども保護システムを再
構築する必要があった。CPSシステムに異なっ
た二つのタイプの対応－調査（Investigation）
とアセスメント（Assessment）－ができるように
改革することが必要であるという認識のもとに、

■図1-2  ラリマー郡Family Meetingと家庭外措置との関連
　　　　 （視察時のパワーポイントの資料より）
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■図1-3  ディファレンシャル・レスポンス（DR）システム
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DRが実施されるようになった。DRは「複線的
Dual Track」とか「代替対応AR : Alternative 
Response」とも呼ばれている。つまり、通報を
スクリーニングした後に二つの経路が準備され
ており、ハイリスクの通告（reports）には、伝
統的な「調査」という対応をするが、軽度から
中度のリスクの場合は、代替の家族アセスメント
（AR）という方法が用いられ、家族のストレン
グスに注目して家族との肯定的な関係を構築し
て、家族の安全性や機能を高める方法を一緒
に見つけ、地域の適切なサービスにつなげてい
く。この対応には、家族に対する姿勢や役割を
変換する必要があり、さらにその支援には地域
と密着したシステムが必要である。

 

　③ディファレンシャル・レスポンスの普及

 　DRは、1998年にミズーリ州とフロリダ州とア
リゾナ州で先駆的に実践され、ミネソタ州もそ
れに続いた。ミネソタ州のAR代替プログラムに
関する報告書や、その他の評価研究によると、
この方法によって子どもの安全性が阻害される
ことはなく、再通告を増加させることはなかっ
た。ソーシャルワーカーは、家族を尊重してその
ストレングスに基づいた方法で家族との関係を
作ることができ、家族の状況やニーズに合った
サーヴィスを提供することができていた。家族
は、その対応に満足し、結果として子どもの将
来の危険性を減らし、家族の機能を強化してい
るという概ねプラスの評価となっている。

 　2010年のCAPTAの改正では、州の計画に、
スクリーニングやアセスメントにおいてDRを反
映するような法律か政策かプログラムを記述す
るように求めた。これは、CPSによってそれ
ほど高いリスクがないとされた子どもに対して
も、地域の機関や任意の予防サービスに適切
に紹介するためのトリアージの方法である。ま
たCAPTAは、予防サーヴィスとしてDRを受け
た家族の数を年次報告にデータとしてあげるよ
う求めた。そういった法律の後押しもあり、DR
の実践はアメリカ全国に広がりつつある。2013
年の時点で、州全体や郡で実施しているのが
22州、DRの定義には合わないが類似の改革を
している州が8州、中断が6州（内4州は再開す

①DRケースはscreened-inされたケースである。
②調査IRとアセスメントARどちらの対応経路に割
り当てるかは、いくつかの判断の基準がある。

③追加の情報により対応経路を変えることもある。
④DRは法制化されているか、プロトコールなどで
公式化されている。

⑤ARで対応したケースはサーヴィスについては任
意なので断ることもできる。

⑥虐待があると実証されたケースはARの対象とな
らない。

●表1-1  ディファレンシャル・レスポンスの主要素
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■図1-4  2013年10月時点でのDifferential Response実施状況の地図
             （Final Report:QIC-DR Cross-Site Evaluationより）
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る予定がある）、導入を計画あるいは考慮して
いる州が12州である（図1-4）。

④The National Quality Improvement Center 
on Differential Response in Child Protective 
Services （QIC-DR） 

 　QIC-DRは連邦政府の助成金で実施された5
年間に亘る（2008～2014年）プロジェクトであ
る。2009年からはケンプセンターが責任者となっ
ている。QICは、DRについての知識を広め、
マルトリートメントの疑いで通報された子どもと
家族への対応の結果をよりよいものとするため
に、州と地方の機関をサポートすることを目的と
している。そして、DRについての実践と評価の
ために、3ヵ所（コロラド州、イリノイ州、オハイオ
州）での実証研究が行なわれた。ARの適応基
準にあう家族をランダムに、AR（Alternative 
Response）とIR（Investigation Response）に
分けて対応して比較検討し、3つの主たるリサー
チクエスチョンについて分析した。

　結果は以下のようであった。
⒜「AR家族の子どもはIR家族の子どもと同じ程

度あるいはそれ以上に安全か」

 　2ヵ所ではARで対応した家族（AR家族）の
方が、IRで対応した家族（IR家族）より再度通
報される率が少なかったが、イリノイ州は逆の
結果であった。イリノイ州の場合、ARからIR

に移行した割合が高かったことが、この結果に
影響している可能性もある。いずれにしてもフォ
スター・ケアに措置される割合は5％に満たず、
3ヵ所とも、ARの実施は、子どもをフォスター・
ケアに委託することに対して、プラスの影響も
マイナスの影響もないという結果であった。

⒝「AR経路はIR経路と比較して、家族との協力

関係、ケースワーカーの実践、提供されたサー

ヴィスについて違いがあるか」

 　サーヴィスについては、AR家族の方がIR家
族より家族の実質的なニーズに合ったサーヴィ
スを受け取っていた。イリノイ州においては、
AR家族は、IR家族より多くのソーシャルサポー
ト、教育的支援、養育技術や他のサーヴィスを
受け取っていた。一方IR家族はサブスタンス・
アビューズ（薬物乱用）のサーヴィスをAR家族
より多く受けていた。

 　ケースワーカーは、最初のミーティングでは、
IR親の方がAR親より肯定的な態度（協調的、
援助を受け入れる姿勢、協力的）を示している
と評価していた。コロラドとオハイオでは、AR
親に対する最初のネガティブな印象（非協力的、
困難な）は最後のミーティングには減少すること
が示された。3ヵ所とも、最初のミーティングの
IR親に対するネガティブな印象は最後のミーティ
ングでは減少していた。
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 　親の方は、オハイオ州とイリノイ州では、ケー
スワーカーの最初のミーティングで、AR親はIR
親に比べてより肯定的な感情（リラックス、尊
敬の念、励まし、感謝、希望、満足）を抱いて
いた。3ヵ所とも、IR親はAR親に比べて、最
初のケースワーカーとのミーティングで不安が高
かった。イリノイ州では、IR親はAR親に比べて、
ケースワーカーとの最初のミーティングで、怒り
のスコアが高かった。

⒞「DRを実施した子ども保護機関にとってコストは

どのくらいかかるのか」

 　コロラド州においては、ARケースの方がわず
かに高かったが、有意差はなかった。イリノイ
州は、ARケースの方がIRケースに比べてコスト
は有意に低かった。コロラド州もイリノイ州も、
フォスター・ケアにかかる費用の違いが、かかっ
たコストの総額に影響していた。

 　こういった結果を踏まえて、DRの導入は、
ARの親に留まらず、CPSがかかわる全ての親
に対しての協力関係の作り方に影響しているこ
とが指摘され、その変化はCPSシステム全体に
及んでいるという。また、DRは新しいサーヴィ
ス供給のパートナーを見出し、コミュニティにお
けるサーヴィスを増やし、家族のニーズに合うリ
ソースを再発見することとなった。DRの実施は、
家族を貧困と関連したサーヴィスにつなげるこ
とがとても重要であるということを示した一方、
screened-inした家族が高い割合でほとんどサー
ヴィスを受けていないことから、CPSの調査的
な性質を浮き彫りにもしているという。ARの導

入の最終目的は、ARをひとつの介入の方法と
して分類するのではなく、CPSシステムそのもの
を改変するものとして捉えることであるとこの報
告書では強調しており、DRはCPSの中核的な
ミッションを作り直すことになるだろう（DR may 
indeed reshape the core mission of CPS）と述
べてQIC-DRプロジェクトの報告書のまとめを
締めくくっている。

⑤視察先でのDRの状況

 　QIC-DRでは、コロラド州の実践を効果研究
の対象としており、2010年から5つの郡でDR
を実施している。今回我々が訪問した、ラリ
マー郡とアラパホ郡のヒューマンサービスは、そ
の5郡の中に含まれている（P64、P69）。特に
ラリマー郡ではQIC-DRを実施する前から類似
の家族アセスメントの手法を取り入れており、ス
クリーニングの段階から家族支援を念頭におい
て、アセスメントを行なっている。RED（Review, 
Evaluate＆Direct）チームによるスクリーニ
ングの後、「Differential Response Alleged 
Maltreatment Guide」（付表③）を使い、IRか
ARかの振り分けをする。ラリマー郡では、7割
近くがAR（Family assessment Response）に
進むという。そして、それぞれの家族のニーズに
合った支援を地域で探しつなげることによって、
家族の機能を高め家族分離を防いでいる。コロ
ラド州では、「コアサービス」という形で、在宅
支援サーヴィスに使える予算が増え、無料で提
供できている。その結果、家族支援サーヴィス
を受ける家族は増加し（図1-5）、家族分離とな

■図1-5  In-Home Serviceを受けた子どもの増加（ラリマー郡） ■図1-6  家族分離にならない子どもの増加（ラリマー郡）
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る子どもが低下した（図1-6）。家族サーヴィスの
多くは州の予算を使って民間に委託して行なっ
ており、家族の要望に応える形で導入し、現在
は32のプログラムを実施しているという。2013
年よりARだけでなく、スクリーニングによりそ
れ以上のアセスメントはいらないと判断された
ケース（screened-out）に対しても家庭訪問を実
施する新しい予防サーヴィスを行なっている。

5. 米国における子ども虐待とネグレクトの現状
　－「マルトリートメント2013」より－
子ども虐待とネグレクトの現状を把握するため
に、連邦政府は1990年から州政府に子どもの虐待
とネグレクトのデータの提出を義務付け、その年
間の統計が連邦政府子どもと家族部局の子ども局
（Children’s Bureau）から毎年報告されている。50
州にコロンビア特別区とプエルトリコ自治州を加えた
52州からデータが集められている。改訂された最新
の「子ども虐待防止および対策法（CAPTA）」（2010
年）では子ども虐待およびネグレクトは次のように定
義されている。
「死亡または重大な身体的もしくは情緒的な危害、
性的虐待または搾取に至るような、親や養育者によ
る最近の作為や不作為、または重大な危害が差し迫
る危険のある作為や不作為」
これを最低基準（minimum standards）として、
それぞれの州で独自の子ども虐待とネグレクトの定

義をもっている。多くの州では主にマルトリートメント
（子ども虐待とネグレクトを包括的に捉える概念）
を4つに分類（ネグレクト、身体的虐待、心理的マル
トリートメント、性的虐待）しているが、これらが単
独で起こる場合もあれば重複して起こることもある。
2015年1月に公表された2013年度のマルトリートメン
トの統計結果を示して、アメリカの子ども虐待とネグ
レクトの現状を紹介する。

 （1）通告（Reports）（図 1-7）

①通報（Referrals）

 　通報は、CPS機関の判定基準（州の基準に
則っている）に合致しているかどうかで分けら
れ、合致しているものはscreened-inとなって、
調査（investigation）か代替対応（alternative 
response）を受ける。判定基準に合わないもの
は、screened-outとなるか、他の適切な機関に
送致される。

　　2013年には、CPS機関は、約350万件（お
よそ640万人の子どもたちが関与していると推
定される）の通報を受けた。通報の60.9％（約
210万件）が screened-in（report）、39.1％は
screened-outとなった。

②通告（Reports）

 　2013年にCPSの対応を受けた子どもたちは、
児童人口の1,000当たり42.9で、2009 年の
40.3より増加している。人数でみると、2013年

■図1-7  マルトリートメント2013年度統計
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■図1-8  マルトリートメントを受けた子どもの人数

■図1-9  マルトリートメントを受けた子どもの年齢
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（3,188,000人）は、2009年（3,043,000人）と
比較して、145,000人増加した。

③通告者

 　約5分の3（61.6％）が専門家（通報の対象と
なる子どもと仕事の上で接している）であった。
その中で教育関係者と法律・警察関係者が一
番高い割合を示し（17.5％）、社会福祉関係者
（11.0％）が続いた。非専門家の通告者は約
5分の1（18.6％）で、両親（6.7％）、他の親戚
（6.9％）、友人や近隣の人（6.7％）がこれに含
まれた。
　　

（2）マルトリートメントを受けた子ども

①マルトリートメントを受けた子どもの割合（図1-8）
 　調査や代替対応を行ない、州法のマルトリー
トメントの基準を根拠として判断した結果、通

告となった320万人の子どもたちのうち、18.8％
がマルトリートメントの被害者で、残りの81.2％
はマルトリートメントの被害者ではなかった。

　　虐待やネグレクトを受けた子どもの出現率は
児童人口1,000に対して9.1で、2009年の9.3よ
り減少した。人数で言うと、2013年（679,000人）
は2009年（702,000人）と比較して約23,000人
減少したことを示している。2007年から減少傾
向が続いている。

 ②子どもの年齢（図1-9）

　　3歳以下が約4分の1（27.3％）、3～5歳が2割
（19.7％）を占め、年少の子どもが虐待を受け
やすいことが示唆された。被害を受ける確率
が最も高いのは1歳未満の子どもで、児童人口
1,000につき23.1という高い数字を示した。
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■図1-10  マルトリートメントを受けた子どもの性別 ■図1-11  マルトリートメントを受けた子どもの人種
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③性別（図1-10）

 　男子が48.7％、女子が50.9％で、ほぼ同数で
あった。

④人種（図1-11）

　　白人が44.0％、ラテン系アメリカンが22.4％、
アフリカン・アメリカンが21.2％を占めている。
アフリカン・アメリカンが、同じ人種の児童人口
1,000あたりが14.6で最も高く、ラテン系アメリ
カンは8.5、白人は8.1で、アフリカン・アメリカ
ンよりも低い値であった。

⑤マルトリートメントのタイプ（図1-12）

　　約5分の4（79.5％）はネグレクトで、18.0％
は身体的虐待、9.0％は性的虐待、そして、8.7％
は心理的マルトリートメントであった。

（3）加害者

①人数・年齢

　　加害者の人数は、515,507人（重複を除く）
であった。

 　18～44歳が83.0％を占め、18歳以下は3.0％
であった。25～34歳の年齢群が、同年齢群人
口1,000のうち5.0で最も高く、18～24歳の年
齢群の3.2がこれに続き、十代などの若年の虐
待者が多いという一般に信じられていることと
は異なった結果であった。

②性別

　　53.9％が女性で、45.0％が男性、1.1％が不
明であった。

③子どもとの関係

 　一人の加害者が何人かの子どもを虐待してい
たり、その子どもたちとの関係が一人ひとり違っ
ていることもあるため、重なってカウントしている。

 母親単独が40.7％、父親単独が20.3％、両親
が22.5％で、親と親ではないパートナー7.8％で
あった。親ではない虐待者は12.9％で、親戚や
知人・隣人などがこれに含まれる（図1-13）。

 　ペアレントタイプから分類すると、生物学的
親88.6％、義理の親3.7％、ペアレントタイプ不
明7.1％、養子縁組親0.6％であった（図1-14）。

④人種

　　白人が49.3％、アフリカン・アメリカンが20.1％、
ラテン系アメリカン19.5％であった。

（4）リスクファクター

①経済的困窮

　　マルトリートメントの被害児の場合、14.4％（州
によって54.0％から1.0％までばらつきがある）
の養育者に経済的困窮の問題があり、非被害
児の場合は、8.8％（25.6％から1.6％）の養育
者に経済的困窮があった。

■図1-12  マルトリートメントのタイプ
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■図1-13  加害者の子どもとの関係 ■図1-14  加害者のペアレントタイプ
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②公的扶助

　　マルトリートメントの被害児の場合、29.4％（州
によって88.4％から1.0％までばらつきがある）
の養育者が公的扶助を受けていて、非被害児
の場合は、23.4％（94.0％から1.2％）であった。

③DV

　　マルトリートメントの被害児の場合、27.4％が
DVに曝されていた（虐待者が加害者のこともあ
れば被害者のこともある）。非被害児の場合は
8.1％であった。

④子どもの障害や問題行動

 　子ども側のリスク要因として、知的障害、情
緒障害、聴覚・視覚障害、学習障害、身体障害、
行動上の問題やその他の医学的問題が知られ
ている。12.6％の被害児が障害を有していた。
また、4.1％の被害児に医学的な問題が報告さ
れており、3.0％に行動上の問題2.4％に情緒的
問題があった。

（5）死亡事例

①発生率（図1-15）

　　1,520人が虐待とネグレクトが原因で死亡した。
　虐待死の割合は100,000の子どもにつき2.04であっ
た。この10年を見ると、年度による多少の変動が
あるが、一定の傾向はみられない。2010年に、
「The Child and Family Service Improvement 
and Innovation Act」が通過して、各州が、死
亡事例についてのより正確な報告を心掛けるよ
うになったこと（例えば、通報があったかどうか
に関わらず説明のつかない幼児の死亡について
調査するなど）は、2011年、2012年の増加の
一因であるかもしれない。 

②年齢

 　約4分の3（73.9％）は、3歳以下であった。
年齢が上がるにつれて確率は下がっていく。1歳
未満が18.9（児童人口100,000につき）で一番
高く、1歳（6.58）の3倍の確率である。

■図1-15  死亡事例の発生率の推移
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●表1-2  連邦法により提供されるサーヴィス

③性別

 　男児の方が女児より高い割合を示した。男児
は100,000につき2.36、女児は100,000につき
1.77であった。

④人種

 　白人（39.3％）、アフリカン・アメリカン（33.0％）、
ラテン系アメリカン（14.5％）、ネイティブ・アメリ
カンもしくはアラスカ・アメリカン（3.2％）、太平
洋諸系（0.4％）であった。

 　同じ人種の児童人口100,000あたりの確率に
換算すると太平洋諸系4.66が一番高く、アフリ
カン・アメリカン4.52がこれに続き、白人1.53、
ラテン系アメリカン1.44の順番であった。

⑤マルトリートメントのタイプ

 　ネグレクトが71.4％、身体的虐待が46.8％、
医療ネグレクトが8.6％であった（マルトリートメ
ントタイプはいくつか重なっていることもあるた
め、総計は100％を超えている）。

⑥加害者

 　約5分の4（78.9％）の子どもは親（両親の一
方か双方あるいは一方の親と他人）による虐待
やネグレクトで死に至っていた。加害者の17.0％

は、親のパートナーや親戚など親以外の大人で
あった。

⑦加害者の抱えているリスクファクター

 　DVに曝されていた子どもは15.4％（32州が
報告）、養育者の経済的困窮が関与している確
率は9.0％（26州が報告）、養育者が公的扶助を
受けていた確率は25.8％（23州が報告）であった。

⑧事件以前のCPSとのコンタクト

 　死亡に至る事件以前5年以内に家族が家族保
全のサーヴィスを受けていた子どもは11.6％（31
州が報告）、5年以内にフォスター・ケアを受け
ていて家庭復帰していた子どもが3.1％（37州が
報告）であった。

（6）サーヴィス
CPS機関は、子どもとその親に対して、そして家

庭とフォスター・ケアに対してサーヴィスを提供して
いる。サーヴィスを提供する理由は、①介入後のマ
ルトリートメントを予防すること、②CPS機関が関わ
らなければいけないような子どもと家族の状況を改
善することである。これらの予防サーヴィスは、州
と連邦政府から予算が出ているが、連邦政府は次
のようなプログラムに基金を提供している（表1-2）。

　虐待とネグレクトの予防と対策プログラムのための州への助成金。CPS システムの改善のために提供される。
虐待とネグレクトの通告の調査やスクリーニング、リスクや安全性をアセスメントするためのプロトコールの改
善、調査を強化するためのマルティデシプリナリー・チームの創設や改善、CPSワーカーや通告義務者のトレー
ニング、生死にかかわる状況にある幼児へのサーヴィスの改善について支援する。

　児童虐待とネグレクト予防プログラムのためのコミュニティベースト助成金（以前はコミュニティベースト家族
リソースと支援プログラムと呼ばれていた）。知事から指名された指導的な立場をとる機関が、子ども虐待やネ
グレクトを予防するために家族を強化し支えるように作成された、コミュニティベーストな予防にフォーカスし
た活動やプログラムを開発し、実践し、広めることに対して提供される助成金である。このプログラムは、行政
的にはCommunity-Based Child Abuse Prevention（CBCAP）として知られている。

　この法律の目的は、子どもたちを家庭から分離することのないように予防的介入に資金を提供して、家族が
一緒に暮らせるように家族保全することである。家で安全に暮らせない場合は、代替の場に措置して、家庭復
帰を可能にするような家族再統合サーヴィスに資金を提供する。

　子どもデイケア、子ども保護サーヴィス、知識と通報、カウンセリング、フォスター・ケアとともに、ネグレク
トや虐待を防止したり治療したりする他のサーヴィスに資金を使うことができる。

ーとカード～Title 1 of CAPTA

ーとカード～Title 2 of CAPTA

ーとカード～  TitleⅩⅩ Social Security Act, Social Service Block Grant

ーとカード～  TitleⅣ －B, Subpart, Section 430, Social Security Act, Promoting Safe and Stable Familiesの改訂版  
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児童福祉プログラムの予算は、2012年度から
2013年度にかけて約80億ドルから約78億6,000万
ドルへ、1億4,100万ドル削減された。その削減さ
れた資金の60％は、フォスター・ケアや養子縁組
への支援、キンシップ後見人に関するプログラムを
運用するのに関連したコストが増額したことによる。
①サーヴィスを提供した子どもの人数

 　47の州の報告によると、310万人の子どもが
予防サーヴィスを受けた。これは2012年の320
万人より減少した。サーヴィスの対象が子どもで
あったり家族であったりすること、またサーヴィ
スの提供源が、CPSであったり、民間の機関で
あったりすること、さらに複数のサーヴィスを受
けていることもあるので、重複して数えてしまう
ことや民間のサーヴィスがカウントされないことも
あり、正確に数を把握することが困難である。

② 対応後サーヴィス（screened-in以後に受けた

サーヴィス）

 　48州のデータによると、1,294,118人の子ど
もがCPS機関から対応後のサーヴィスを受け
た。虐待を受けたとされた子どもの約3分の2
（63.8％）が対応後のサーヴィスを受けていて、
そのうち在宅サーヴィスのみを受けていた子ども
は63.6％、フォスター・ケアサーヴィスを受けた
子どもは36.4％であった。虐待を受けていないと
された子どもの約3分の1（32.6％）が、対応後
のサーヴィスを受けていて、そのうち在宅サーヴィ
スのみを受けていた子どもは89.3％、フォスター・
ケアサーヴィスを受けた子どもは10.7％であった。

③マルトリートメントタイプ

 　虐待された場合も虐待されていなかった場合
も、それぞれ対応後のサービスを受けた子ども
の6割以上がネグレクトを受けていた。

（7）対応後の司法の関与

裁判に関わったマルトリートメントを受けた子ども
（CPSや法廷がとる子どものための法的措置や、
フォスター・ケアに措置される時の決定、一時的
な監護権の申し立てなど）は、23.1％（47州が報告）
であった。

（8）通報以前のCPSの関与

マルトリートメントを受けた子どもの15.6％（25州
が報告）は、今回の通報前の5年以内に家族保全

のサーヴィスを受けていた。さらに、マルトリート
メントを受けた子どもの5.1％（34州が報告）は、5
年以内に家族復帰していた。

6. 予防的支援という観点から
（1）予防とは

虐待予防は3つに分類される。一次予防は、虐
待が起こる前に虐待が発生しないようにすることを
目的とした支援である。虐待の背景にある主とし
て社会的背景に対処し、子育てがスムーズにいく
ようにするための取り組みである。全子育て家庭
が対象となる。二次予防は、虐待を受けた子ども
が再び虐待されないように支援することである。
虐待に結び付きやすい何らかの問題状況に焦点を
当てるサーヴィスで、親教育、親のメンタルヘルス
やサブスタンス・アビューズの治療プログラム、そ
の他の家族サポートプログラムや、親子関係を改
善するプログラムなどがこれにあたる。虐待が疑
われる子どもを見つけ、調査やアセスメントのため
にCPSに通報することも含まれる。三次予防とは、
虐待により被ったダメージを和らげることを目的と
する。あるいは、いったん分離した親子が一緒に
暮らせるようになるための支援もこれに含まれる。

（2）エビデンス・ベースト・プラクティス
　　Evidence-based Practice（EBP） 

エビデンス・ベースト・プラクティスという言葉
は、日本の社会福祉の分野ではあまり使われてい
ない。児童福祉、児童養護の領域でも同様である。
しかし、アメリカでは有効性が科学的に証明され
ていることが、プログラムを導入する際には非常に
重要である。
エビデンス・ベーストという考え方は、まず医学

の領域で EBM（Evidence-Based Medicine）「科
学的証拠に基づいた医療」として発展した。一般
臨床医が、医療行為を実証的根拠に基づいて行
なうという大きなムーブメントが展開し、1900年代
終わりから2000年代にかけて 加速的に普及した。
それが、医学以外の実践を主とする分野（薬学、
看護学、ソーシャルワーク、犯罪学、教育学など）
にも多大な影響を与え、それぞれの分野での導入
が始まった。EBPは、「入手可能な最良の研究・調
査結果（エビデンス）を基にして、医師や実践者の
専門性とクライエントの価値観を統合させることに
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よって、臨床現場における実践方法に関する意思
決定の最善化を図るための活動」（浅井篤 2005）と
定義されている。EBPの導入が加速した背景には
統計学の進展とインターネットの普及があるが、何
よりも、その着想が極めて科学的であることから、
米国では実践を主とする学問分野や意思決定を
必要とする研究分野においては、その評価を正し
く確認できるものとして、エビデンス・ベースト・プ
ラクティスの重要性が強調されるようになった。
この様に、エビデンスを基に有効な実践方法
を提供しようとすることがEBPの目的であるが、
そのエビデンスはRCT（ランダム化比較試験：
Randomized Controlled Trial）で示すのが一般的
である。RCTとは、研究の対象者をランダムに2つ
のグループに分け（ランダム化）、一方には評価し
ようとしている治療や予防のための介入を行ない
（介入群）、もう片方には介入群と異なる治療（従
来から行なわれている治療など）を行なう（対照
群）。介入群への効果の方が対照群より高ければ、
有効であるといえる。評価には、治療効果だけで
なく、実践やそのプロセス、コストなども含まれる。
追跡時点において、80％以上の捕捉率があること
も良質な研究には欠かせない。あるいは、RCT を

自ら行なわなくとも、同じようなテーマでRCTの調
査が既に多く実施されているものであれば、これ
らをレビューして、有効な実践方法（介入法）を探
し出す方法がある。その方法としてはメタ・アナリ
シス（meta-analysis）があり、既に量的調査が行
なわれた特定のテーマに関して、原データではな
く平均値や標準偏差などを通して要約統計量を引
き出し、有効性の大きさ（effective size）を導き出
す方法である。
このRCTの手法は、前述のディファレンシャル・

レスポンスにおいて紹介した、QIC-DRの実証研究
に使われているので参照願いたい。RCTと比べる
と弱いが、このほか2～3のよくデザインされた質の
高い比較研究や相関研究も、エビデンスとして参
考にはされる。
米国では沢山のエビデンス・ベースト・プログラ

ムがある。例えば子どものトラウマに関する、情報
ネットワークであるNCTSN（P44）では、トラウマ
に対するエビデンス・ベースト・トリートメントのファ
クトシートを掲載しているが、42のプログラムが紹
介されている。
以下に今回の研修で紹介を受けたプログラムの

うち、日本に導入することにより虐待問題を抱える

虐待あり
調査

在宅支援

在宅支援
家族支援

CPS機関
（ディファレンシャル・レスポンス）

ファミリーアセスメント

（ファミリーミーティング）

緊急
ハイリスク

中度・軽度

虐待なし

施設

家族再統合

養子縁組

法的後見人

OPPLA

キンシップ・ケア

フォスター・ケア

治療的フォスター・ケア

グループホーム

Trauma-Focused Cognitive Behavior
Therapy（TF-CBT）
Child and Family Traumatic Stress 
Intervention（CFTSI）
Child-Parent Psychotherapy（CPP）
Trauma Systems Therapy（TST）
PCIT, AF-CBT
MST, FFT

Multisystemic Therapy（MST）
MST-CAN
Functional Family Therapy
（TFT）
Parent-Child Interaction Therapy
（PCIT）
Alternatives for Families-CBT
（AF-CBT）

Nurse-FamilyPartnership
(NFP)
SafeCare
Healthy Families America

Strong 
Communities
Initiative

一次予防 二  次  予  防 三 次 予 防

通報

Screened-out

Screened-in

■図1-16  予防的支援におけるエビデンス・ベースト・プログラム
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親子に有効だと思われるプログラムと既に日本に
導入されているプログラムを紹介する。

（3）一次予防におけるエビデンス・ベースト・プログラム

一次予防においては、まず社会的な危険因子に
ついて考えてみることが重要である。マルトリート
メントのリスクファクターとして知られているのは、
社会的には貧困や孤立の問題である。貧困、特に
貧困の格差と子どもの貧困は、先の米国の概況で
述べたように、米国では大きな問題で、ネグレク
トと身体的虐待と特にかかわりが深い。人種によ
る経済格差は、マルトリートメントの起こりやすさ
と関係している。親の問題としては、精神疾患、
サブスタンス・アビューズ、DV家庭、ひとり親、
若年出産が指摘されている。子どものリスクファク
ターとしては、子どもの年齢の低いこと（特に1歳
未満）である。保護因子として挙げられているのは、
家族とのアタッチメントの形成、親に養育と子ども
の発達についての知識があること、親の情緒的な
レジリエンシー、社会的な結びつき、具体的なサ
ポート（食べ物、衣類、家事、移動など）である。
こういったリスクファクターを減らし、保護因子を
増やす試みが一次予防としては重要となる。
① 乳幼児のための家庭訪問サーヴィス

 　米国では家庭訪問は、19世紀後半には慈善
事業団体が「フレンドリー・ビジター friendly 
visitor」を貧困家庭に派遣するという方法で行
なっていた。そして、家庭訪問の有効性につい
ては、すでに1973年にヘンリー・ケンプが指
摘している。親になった人全てを対象として、
最初の数ヵ月間、定期的に保健訪問員（home 
health visitor）が家庭訪問して、子どもの発達
に対する基礎的な知識を提供したりサポートす
ることが非常に有効であることを述べ、貧困に
ある人だけを対象とするよりも、全ての人を平等
に対象としたものであるべきと、一次予防の重
要性を指摘している。特に社会的に孤立してい
る親に対しては、巡回保健指導員が訪問するこ
と自体が孤立状態を緩和することになるととも
に、孤立した親を他の親や外部の支援機関につ
なぐ役割を担う。

 　虐待対策が活発になっていく過程で、米国で
は非常に多くの家庭訪問事業が開発されていっ
た。米国には国民保険制度はなく、保健分野

のユニバーサルな家庭訪問事業がないため、民
間団体が中心となって家庭訪問事業が発展して
いったという状況がある。今日米国には、何百
もの家庭訪問プログラムが実施されているが、
多くは低所得などのハイリスクの妊婦や乳幼児
のいる家庭を対象としていて、一次予防として
の家庭訪問プログラムは多くはない。一次予防
として位置付けられるのは、「ヘルシー・スター
ト」「トリプルP」などがある。「ヘルシー・スタート」
については、第36回の資生堂児童福祉海外研
修報告書に触れられている。

② 地域におけるコミュニティの再生

 　前にも述べたが、1990年議会によって設立
された、「子ども虐待とネグレクトの勧告委員会
The U.S. Advisory Board on Child Abuse and 
Neglect 」は、地域近隣に基盤を置いた新しい
戦略neighborhood-based strategyを提唱した。
この戦略は、子ども保護は日常生活の一部分に
ならなければいけないという信念に基づくもの
であった。

●強い地域実現計画 

 Strong Communities Initiative

勧告委員会のメンバーの一人であったゲリー・メ
ルトンは、コミュニティを強化することによって、子
どものマルトリートメントを予防する取り組みを、
2002～2006年にわたって、サウスカロライナ州グ
リーンビル郡で実行した。ここは人口125,000人で、
何百という組織－例えば、教会、消防署、警察署、
市役所、近隣の教会や会社、学校など－がある。
この地域に何千というボランティアが参加して、6
万時間を超えるサーヴィスを提供した。アウトリー
チのケースワーカーは、大体一つの町townに1人
配置され、ボランティアの数と比べると少ない数で
あった。全ての子どもたちや両親が、喜んだり、
心配したり、悲しんだりするようなことがあった時
には、いつでも誰かがそれに気づいて、ケアしてく
れることを確信できるようにするというのが、この
計画の目標であった。つまり、家族を支える新し
い規範を構築し、その結果親によるケアの新しい
規範を作ることであった。例えば、ボランティアが、
既存の地域の施設で（教会、学校、消防署など）
新しく家族活動センターを立ち上げ、遊びのグルー
プや家族のアクティビティ、経済的な問題の相談、
家族擁護の人たちとのおしゃべりの場とした。個
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人的なレベルと組織的なレベルの両方での多くの
創造的な活動がコミュニティを強くし、家族支援
を強化していった。ボランティアは利他的な動機
で活動し、この取り組みは異なった性や年齢、人
種、階級、政治的な信条などをつなぎ、通常は子
ども保護とは関連のない多くの機関とも関係を築
くことになり、コミュニティ自身が徐々に強化され
ていった。
有効性を検討するのに、いろいろな条件がマッ
チしているコミュニティと比較しているが、Strong  
Communities Serviceを実施したコミュニティで
は、対照のコミュニティと比較して、マルトリートメ
ントの通告が少なく、ネグレクトと関連していると
思われる、子どものけがによる救急室の利用や入
院がより少なかった。学校でも、登下校でも、放
課後でも子どもたちはより安全に過ごしていた。
また、親は、親としてのストレスがより少なく、よ
り多くの社会的サポートを受け、他の人々からより
多くの援助を受けていた。親として集団の一員と
しての有能性はより大きく、より多くのポジティブ
な養育行動をとり、家庭の安全を守る道具（例え
ばベビイゲイト）をより多く使用している。かかわり
の少ない（注目の少ない）養育やネグレクトは少な
かった。またコストの点でも、費用対効果の高さ
が示唆されている。
グリーンビルでは有効性が証明されたが、この
プロラムの有効性を示すには、別の地域での実
践の有効性を示す必要がある。現在、コロラド
州コロラドスプリングス大学で、このプログラムを
開発したゲリー・メルトン（ケンプセンター）と協力
して、デンバー北東部、オーロラ北部でStrong 
Communities Initiativeの実施を計画している。
我々が訪問したケンプセンターの主要な研究事業
として紹介されていた。

（4）二次予防におけるエビデンス・ベースト・プログラム
① 妊婦や乳幼児のいる家庭への家庭訪問プログラム

 　2010 年 3月に成立した連邦法The Patient 
Protection and Affordable Care ACT（PPACA：
患者の保護と入手可能なケア法）により、乳幼
児のいる家庭や妊婦を対象とした児童虐待防
止を目的に実施される家庭訪問事業に対して、
連邦政府が全州に対して5年間に亘り150億ド
ルの補助金を提供し、州が家庭訪問プログラ

ムを無料で行なうことができるようになった（母
親、乳幼児、早期幼児期家庭訪問プログラム
Maternal, Infant, and Early Childhood Home 
Visiting Program : MIECHV）。このPPACAで
は、「エビデンス・ベースト家庭訪問事業」に補
助金の75％を提供し、25％は成功の見込みの
ある新しいアプローチの実施と評価に充てるこ
とを条件としている。その準備として、2008 年
に、全米から17の地域（カリフォルニア、コロラ
ド、ハワイ、ニューヨーク、テキサスなど）をモ
デルとして選び、それらの実施地域に補助金を
提供し、それぞれが選んだ児童虐待防止を目的
とするエビデンス・ベースト家庭訪問事業（ナー
ス・ファミリー・パートナーシップ、ヘルシー・ファ
ミリーズ・アメリカ、ペアレンツ・アズ・ティーチャー
ズ、セーフケア、トリプルP、ファミリーコネクショ
ン）の実施と効果の検証を支援した。ここでの
訪問事業は、何らかのリスクがあるとされた妊
婦や乳幼児のいる家庭を対象としている。

 　2014年度には、MIECHVの補助金を得て、
全州の656の郡で家庭訪問プログラムが実施さ
れた。ハイリスクのある家族に対して以下のよう
な有効性が報告されている。胎生期から始まる
子どもの健康な発達が促され、出産時のトラブ
ルが少なく、母親の抑うつ症状やストレスを減少
させる。子どもの認知発達や行動にポジティヴ
な影響を与え、9歳でより高い成績をとり、ハイ
スクールを卒業する割合も高かった。「ヘルシー・
ファミリーズ・ニューヨーク」では、1年生で、指
示に従うことができ、時間内に課題を完成し、
他の子どもと協力して課題をこなすことができる
子どもの数は、プログラムに参加した子どもの方
が多く、参加していないリスクのある子どもの2
倍であった。また、家庭訪問は親のポジティヴ
な養育行動を増やし、子どもとの応答的な相互
交流を増やし、発達を刺激する家庭環境を整え
ることを可能にし、言葉や語彙の発達を促進し
ていた。さらに、家庭訪問を受けた親の方が、
教育や訓練のプログラムに参加し、より高い収
入を得ていた。このように高い有効性が報告さ
れているが、この補助金は5年間という期限（今
年の8月まで）があり、これが継続されるかどう
かが懸念されている。

 　エビデンス・ベースト・プログラムの中でヘル
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シー・ファミリーについては、35回、36回の資
生堂児童福祉海外研修報告書に詳しく紹介さ
れている。ここでは、看護師による家庭訪問プ
ログラムと、セーフケアについて紹介する。

●ナース・ファミリー・パートナーシップ

 Nurse-Family Partnership （NFP）

 　エビデンス・ベースト家庭訪問事業の中で、
いくつかのメタ分析でとりわけ効果的と言われ
ているプログラムとして、ナース・ファミリー・
パートナーシップNurse-Family Partnership 
（NFP）を紹介する。

 　特別に訓練された看護師が、初めての出産を
経験した低所得家庭の母親を対象に、出産前
の妊娠期から2歳になるまで継続的に家庭訪問
をして、母親と子どもの健康と将来の生活の選
択可能性を向上させることを試みている。3つ
の支援の目標があり、女性の出産前の健康を向
上させるように支援することによって妊娠の転帰
を向上させること、両親がより感受性のある有
能な育児ができるように支援することによって子
どもの健康と発達を向上させること、そして、
両親が将来の妊娠を計画し、仕事を見つけるこ
とを支援することによって親の人生をより良いも
のとすることである。妊娠期の最初は毎週、そ
の後は出産までは隔週の訪問である。出産後は
6ヵ月までは毎週の訪問に戻り、その後はほぼ
20ヵ月まで隔週で訪問は続けられる。そして2
歳の誕生日まで月に1回となり2歳で家庭訪問
は終了する。無料で提供され、参加は自由意思
に基づいている。

 　開発者のデイヴィッド・オールズらは、異なる
状況に住んでいる異なる集団に対する、3つの
別々の大規模なRCT（ランダム化比較試験）を
行なって、有効性を証明した。1997年に、エル
マイラで行なわれた調査では、低所得の白人の
母親を対象として、看護師の家庭訪問の影響に
ついて調査した。この調査では、看護師の訪問
と、看護師ではない人の訪問とを比較検証して
いるが、看護師の訪問を受けた母親の方が、
出産後にすぐに妊娠した母親は少なく、アルコー
ルや薬物の問題を抱えた母親も少なく、よい就
職ができた母親は多く、福祉制度に頼る母親は
少ないという結果となった。また、子どもに危
害を加えたり、子どもにネグレクトや虐待を加え

た母親も非常に少なかった。さらにオールズら
は、メンフィスでも同様の調査を行なった。対
象は低所得で都会に住む、主にアフリカン・アメ
リカンで、子どもは9歳まで追跡された。そして
デンバーでも多様な人種の低所得の母親と子ど
もを対象として調査を行ない、子どもは4歳まで
追跡された。いずれも同様の効果がみられ、妊
娠中の健康状態の改善、子ども虐待とネグレク
トに伴うと思われる子どもの怪我や誤飲の減少、
乳幼児の情緒と言語の発達がより良いことに反
映されている親の養育の向上、次の妊娠までの
間隔の増加や母親の雇用の増加や公的な支援
と食糧配給権に頼ることへの減少に反映される
母親の人生コースの向上など、種々の有効性が
証明された。1996年からコミュニティで実施さ
れたNFPは徐々に全米に広まり、現在43州と
バージン諸島、6つの部族のコミュニティで実施
されている。

 　我々が視察したコロラド州では、2012年より、
州知事が新しい児童福祉プラン「子どもの安全
と家族と健康を維持する2.0」を発表し、家族
が児童保護システムの対象とならないように家
族を支援する新しい予防戦略を打ち出した。そ
の一つとして、通報されたケースで子ども虐待
とネグレクトの定義には合わないため、従来で
あればscreened-outとなったり、screened-in
となってもオープンケースとならずに援助を提供
していなかったケースの中から、家族の安定を
保って将来子ども保護システムの対象とならない
ための支援が必要な家族を見いだし、予防的な
サーヴィスを提供している。その予防プログラ
ムとしてこのNFPと次に紹介するSafeCareと
コロラド・コミュニティ・レスポンスを用意してい
る（P59）。そして、同じく研修で訪れたコロラ
ド州アラパホ郡のヒューマンサービスでは、上記
の目的で2種類の訪問サーヴィスを提供してい
た（P70）。いずれも無料で、任意の利用である
が、その一つはTri-County Child First Nurse 
Serviceで、Tri-County Health Department
（TCHD）と連携して実施されている。ヒューマ
ンサービスに寄せられた通報の中から、インテイ
クしたREDチームのケースワーカーが、上記の
条件に合う家族をTCHDに連絡し、公衆衛生
看護師（Public Health Nurse）が家族に連絡を
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取り、了解が得られたら家庭訪問でのサーヴィ
スを提供する。18歳までの子どもを対象として
いるが、0～5歳の幼児の利用を特に勧めてい
る。援助の内容はそれぞれの家族が抱えてい
る課題に合わせているが、一般的には子育て
や子どもの健康や医療の知識の提供などの教
育的支援や、必要な地域の社会資源につなげ
る支援などを行っている。

●セーフケア SafeCare

 　0～5歳の子どものいる、マルトリートメント
のリスクのある家族に対するエビデンス・ベース
ト家庭訪問プログラムである。家庭の安全、ペ
アレントトレーニング（子どもとのポジティブな
相互交流）、子どもの健康に関する知識と技術
を親に提供する。ホームビジターは訓練を受け
（1週間のワークショップと約2ヵ月間の現場実
習）、カリキュラムに則って、約20週間、週1回
の家庭訪問を実施する。オクラホマ州で大規
模なRCT（ランダム化比較試験）が最近行なわ
れ、2,100人以上の家族が参加し、6ヵ月間の
SafeCareを受けた群と通常のサーヴィスを受け
た群を6年間フォローアップして比較している。
SafeCareを受けた群の方が、通常のサーヴィス
を受けた群と比べて、マルトリートメントを再発
した割合が26％少なかったという結果が報告さ
れ、有効性が証明された。現在米国では17州
で実施されている。

 　我々が視察したコロラド州では前述したよう
に、軽度のリスクをもつ家族に対する予防的支
援としてSafeCareプログラムの導入を進めてお
り、今年度9ヵ所で実施している。そして、ケ
ンプセンターが州からその指導を依頼され、有
効性の検討も行なう予定である。また、ニュー
ヨーク市の児童サービス局（ACS）でも、軽度
のリスクのある家族に対してSafeCareを提供し
ていて、昨年の統計ではブルックリンにて120
家族に実施している。

②家族保全のための家族支援

 　我々がニューヨークで視察したニューヨーク
ファウンドリングでは、虐待やネグレクトのリス
クの高い家族と非行の子どもをもつ家族に対し
て、エビデンス・ベースト・プログラムとして、主
としてMST（Multisystemic Therapy）と FFT
（Functional Family Therapy）を提供し、家

族のもとで暮らせる子どもたちの数を増やし、
里親や少年院で暮らす子どもたちを減少させる
ことに効果を発揮していた（P112）。MSTは二
次予防としてだけではなく、三次予防であるいっ
たん分離した家族の再統合のための家族支援
としても使われている。（プログラムの内容は、
巻末の表にも記載されている）。

●MST：Multisystemic Therapy

 　MSTは、12～17歳の犯罪少年の治療として
開発され、慢性的で暴力的な少年犯罪の出現
に影響を与えている全ての環境システム－家庭、
家族、学校、先生、近隣、友達－に焦点を当
てた、インテンシブな家族・コミュニティベース
ト・トリートメントである。問題が生じている家
庭や学校や、友人、隣人のいる場所に、セラピ
ストが出かけて行って直接支援が提供される。
そして緊急の場合は24時間いつでもセラピスト
と電話がつながるようになっている。セラピスト
は養育者を支えて、養育者が子どもを適切に管
理できるようにするなど、子どもを取り巻く環境
が、子どもの向社会的行動を支持したり、強化
したりできるように、環境の発達を促す。MST
には9つの治療原則があり、それに則り、環
境システムの複数の情報から、問題を同定し、
キーパーソンを同定し、関係する人 と々面接し、
変化のための目標を立てる。その際、MSTセラ
ピストは家族と一緒に協力してトリートメントプラ
ンを立てる。家族のストレングスを基盤にしてプ
ランが立てられるため、家族はそれが上手くい
くという見込みが持てる。養育者の養育技術を
向上させ、家族関係を改善し、子どもが犯罪行
動のない友達と仲良くなるように支援し、養育
者が子どもを学校に集中させたり、スポーツや
学校部活などのポジティブな活動に参加するよ
うに促せるように支援する。

 　このプログラムは、米国サウスカロライナ医科
大学のスコット・ヘンゲラー教授が開発し、有
効性の研究がなされ、実証された。慢性の暴
力的な少年犯罪者のRCTにおいて、服役率を
50％まで減少させ、再逮捕率を70％まで減少さ
せた。MSTセラピストには、スーパーバイザー
がつき、両者には定期的に研修が実施されてい
る。さらに、セラピストやスーパーバイザーに対
する独特の評価システムが採用されていて、そ
れが治療の質を維持しているという。
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●MST－Child Abuse and Neglect （MST－CAN）
 　これは、MSTを修正して、身体的虐待やネ
グレクトのためにCPSサーヴィスを受けるように
なった家族（子どもの年齢6～17歳）や過去180
日以内に、CPSの通告（Report）となった家族
に適用できるようにしたものである。MST-CAN
は、子どもの安全性を高めて、家にいられるよ
うに家族に働きかける。親が養育に向かい合っ
たときに生じる課題のいくつかを克服できるよう
に、親に注意を向けながら家族全体にトリート
メントを提供する。MST-CANプログラムを受け
ている親が、トラウマ体験を有していることはよ
くあることなので、トラウマの影響を克服するた
めの治療が提供される。アンガーマネージメント、
親のあるいは子どもの薬物乱用、家族の問題解
決、コミュニケーションの問題に対する治療に加
えて、安全プラン作成に多くの時間を費やす。

 　トリートメントは、家庭訪問によって実施され、
回数は家族に合わせて決めることができ、時間
外でも危機が生じた時に援助できるように24時
間電話がつながるようになっている。治療期間
は6～9ヵ月である。家族が抱えている問題の
複雑性を考慮して、修士号を取得したセラピス
トに加えて、常勤の危機対応のケースワーカー、
大人と子どもの治療ができる非常勤の精神科医
がチームに加わって、チームで支援をしている。

 　5年間の臨床経験からは、MST-CANは強化
された外来治療より有効性は有意に高く、プロ
グラムの有効性が確認されている。MST-CAN
を受けた子どもは、16ヵ月間を通じて、不安や
解離などの内在化症状が減り、全体的な行動
上の問題とPTSD症状も少なくなっていた。ま
た、家庭外措置も少なく、措置変更も少なかっ
た。親の方は、心理的な苦痛が減り、ネグレク
トや子どもへの暴行や心理的攻撃などの養育上
の問題が減った。体罰を使わない養育が増え、
自然な社会的なサポートが増加し、治療の満足
感が増強した。

 　ニューヨークファウンドリングではMST-CAN
を、CPSから紹介を受けた家族の家族保全に
使用しており、1週間に3～4回の家庭訪問での
トリートメントと、24時間緊急電話対応を実施
し、効果をあげている。MST-CANセラピスト
が熱を込めて語る姿からは、家族に役に立つ実

践活動を行なっているという自信が窺えた。
 　日本でも平成16～18年度の厚生労働科学研
究費補助金こころの健康科学研究事業「児童
思春期精神医療・保健・福祉の介入対象として
の行為障害の診断および治療・援助に関する研
究」で、行為障害（現在素行障害と訳されてい
る）の最も有効な治療技法として、MSTを日本
に導入することを試みている。その中で、「MST
のような地域社会の中に治療者が直接入り込ん
で介入する在宅モデルの治療システムは日本で
は十分発達しておらず、MSTを運営する際の経
済的な面が、普及の上で大きな問題となる」と
指摘している。しかし、このニューヨークでの実
践では、施設入所やフォスター・ケアへの委託
を阻むことによりコストが削減となったとの報告
があり、日本への導入を考える際にはより広い
視野での検討が必要と思われる。

 　その他に日本に導入されている、エビデンス・
ベースト・トリートメントとしては、PCITとAF-CBT
がある。

●PCIT（Parent-Child Interaction Therapy；

 親子相互交流療法）

 　1970年代、フロリダ大学のシーラ・アイバー
グ博士によって考案・開発された療法で、当初
は行動上の問題をもつ発達障害児童とその養
育者が治療の対象となっていたが、次第に虐
待被害を受けた子どもとその養育者（加害者も
含まれる）にも対象が拡大され、現在では全
米子どものトラウマティックストレスネットワーク
The National Child Traumatic Stress Network
（NCTSN）において最も推奨されるエビデンス
に基づいた治療のひとつとなっている。特徴はラ
イブ・コーチングで、トランシーバーを使い、マ
ジックミラー越しに（あるいはビデオ画面を見な
がら）、部屋の外にいるセラピストから子どもと
遊ぶ養育者に対して、どうすればよいかをわか
りやすく具体的に伝える方法である。親子間の
愛着（アタッチメント）の回復と養育者の適切な
指示の出し方（しつけ）の習得の2つの柱を中心
概念とした行動療法であり、対象となる子どもの
最適年齢は2～7歳（12歳まで可能）で、養育
者には実父母の他、実際の養育にあたる里親や
祖父母なども含まれている。虐待事例において
は、養育者の養育行動を適切なものとし、被虐
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待児のトラウマ症状を軽減させるだけでなく、養
育者のストレスも減少させると報告されている。

  　日本へは2008年に、DV被害を受けた母子
の回復にPCITが導入された。2010年から創
始者であるシーラ・アイバーグ博士によるワーク
ショップが開催され、2011年にはPCIT-Japanが
設立された。2011年にはDV被害母子に対する
予備的導入研究で有効性が認められている。現
在は徐々に広がりをみせ、武蔵野大学、大正大
学での子ども虐待やASDのケース、東京都、さ
いたま市、横浜市の児童相談所での子ども虐待
や里親のケースなどに実施されている。

● AF-CBT（Alternatives for Families：A Cognitive-

Behavioral Therapy；家族のための代替案：

 認知行動療法）

 　ピッツバーク大学のディビッド・J・コルコ博士
により、家族内の暴力を巡る葛藤にさらされて
いたり、過度な体罰によるしつけや虐待的なか
かわりを受けてきたりした子どもとその家族の
回復を助けるプログラムとして開発された。親だ
けでなく、子ども（5～17歳）も治療に参加する
ため、親と子どもと親子関係に対して、それぞ
れ治療的な介入ができることが特徴である。心
理教育、感情調節、トラウマ治療、ペアレント
トレーニング、認知のコーピング、虐待の責任の

明確化、家族の安全やコミュニケーションや問
題解決スキルの向上など、個人と家族双方に対
応する要素で構成されており、親の暴力的な対
応を減らし、子ども側の虐待による情緒・行動
上の問題を改善し、親子関係を良好なものとす
ることを目指している。

 　有効性の検討では、養育者には虐待行動の
減少、再発の可能性の減少、心理的ストレスの
減少、養育能力の増大が見られ、子どもには、
攻撃的な行動の減少、行動上の問題の減少、
ソーシャルスキルの向上、家族には、争いの減
少、家族の結びつき・団結力、子どもの安全性
の高まりといった効果がみられ、有効性が実証
されている。

 　日本への導入は、1回目のワークショップが
2012年11月に開かれ、1年間のWeb Consultation 
（2013年2月～2014年2月） が終了した。2回目
のワークショップは2014年6月に行われ、現在
大正大学でWeb Consultationを実施中である。

（5）三次予防におけるエビデンス・ベースト・プログラム

① 虐待やネグレクトの子どもの心身に及ぼす影響

 　虐待の子どもの心身に及ぼす影響について
は、脳科学の進歩とともに多くのことが明らか
になってきた（表1-3）。

●表1-3  子ども虐待とネグレクトの子どもの心身に及ぼす影響

不安定なアタッチメント形成

　　人を信頼できない、誰も助けてくれない、世の中は危険、居場所がない
　　不安定な対人関係（反抗的・支配的、しがみつき・服従的、回避的、世話役）

否定的な自己イメージ

　　自分はダメで悪い子、自分のせいで悪いことが起こる、自分は無力、無能感

情動調節不全・身体感覚の調節不全

　　身体の状態に関する鈍感さや敏感さ
　　感情への気づきが弱い、不安・恐怖・怒りなどの感情を調節できない
　　長く続くかんしゃくやかたまること、気分変動、落ち着かない
　　切り替えが苦手、睡眠・食事の障害、過覚醒と低覚醒

注意と行動のコントロール不全

　暴力的・衝動的行動、自傷行為、自分を危険に曝す行動

意識の解離と変容、自己の断片化の問題

　　忘れてしまう、ボーっとする、かたまる、行動・感情・考えがばらばら
　　フラッシュバック、内的な状態を制御できない

認知発達の問題

　　知的発達の遅れ、学業成績の悪さ、予測・計画を立てることが苦手
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 　そして、表で示した症状の背景にはトラウマに
よる神経生理学的な変化があり、ストレスホルモ
ンの異常分泌による健康への被害や、トラウマ
記憶の侵入による感情や行動のコントロールの低
下は二次的な問題を生じさせ、適切な支援がな
いまま大人になった時の心への甚大な影響は小
児期逆境体験（Adverse Child Experiences）
の研究からも明らかである。

②トラウマ治療におけるエビデンス・ベースト・トリー

トメント

 　トラウマの影響を回復に導く治療についても
開発が進み、有効性が実証されたプログラムが
増えてきている。米国においては、2000年に
設立されたNational Child Traumatic Stress 
Network（NCTSN：全米子どもトラウマティック・
ストレス・ネットワーク）（表1-5）では、自然災害、
コミュニティでの暴力、校内暴力、医療トラウ
マ、テロリズム、戦争、難民など、さまざまな状
況における子ども時代のトラウマが扱われている
が、その中に身体的虐待、性的虐待、DVの目
撃、ネグレクトも含まれている。虐待やネグレク
トの子どもの発達に及ぼす影響やそれからの回
復を促すエビデンス・ベースト・トリートメントに
ついても、開設当初は子どものメンタルヘルスの
領域で大きく後れを取っていたが、徐々にエビ
デンス・ベースト・トリートメントが開発され、現
在は42のプグラムが紹介されている。

●トラウマフォーカスト認知行動療法（TF-CBT：
 Trauma-Focused Cognitive Behavior Therapy）
 　最もよく使われ、米国以外でも子どものトラウ
マ治療の第一選択とされる。今回の視察でも、
トラウマ治療の話には必ずTF-CBTの名前があ
げられていた。この治療は、コーエン、マンナリー
ノ、デブリンジャーらによって開発され、当初は
性的虐待を受けた子どもたちを対象に実践され
有効性が実証されたが、現在はさまざまなタイ
プのトラウマへ応用されている。認知行動療法、
アタッチメント療法、ファミリーセラピーなどのあ
らゆる方法を組み合わせて、3～18歳までの子
どもとその養育者（非加害親）のために考案さ
れた。安全な環境の下で、外傷記憶やそれにま
つわる状況に系統的なやり方でゆっくりと繰り
返し向かい合うことにより、記憶や感情の処理
が進み、肯定的な見方や感情のバランスを取り

戻し、症状が改善される。標準的なプロトコール
は12セッションで、必要時には40セッションま
で延長する。子どもセッション、保護者セッション、
合同セッションで構成され、毎週1回、60～90分、
8～16週の枠組みで実施される。基本となる構
成要素は、9つのステップである（表1-4）。家族
が十分に準備ができている場合は、子どもと非
加害親はジョイントセッションに一緒に参加してト
ラウマについて語り、不正確で助けにならない
考えや誤解について訂正する。子どものPTSD
症状のみならず、子どもの抑うつ、攻撃性、そし
て性的逸脱行動、社会的能力においても改善が
みられるが、これは、親が一緒に治療に参加し
協力的であった時が顕著であるという。

 　TF-CBTは、2012年10月にケンプセンターか
らトレーナーを招いて、3ヵ所でワークショップが
開催され、日本への導入がなされた。2013年に
日本でのパイロットスタディが発表され、トラウ
マ症状を有する6例に有効性が認められた。さ
らに2回目のワークショップが2014年9月に開催
され、TF-CBTマニュアルが出版され、徐々に
日本でも広がりを見せ始めている。

③トラウマ・インフォームド・プラクティス

 　マルトリートメントによるトラウマの症状は、
周囲の様々な出来事が引き金となって外傷記憶
が侵入して不安定となるため、トラウマを受け
た子どもの治療だけではなかなか回復しない。
子どもたちを取り巻く養育者や、学校、サーヴィ
ス提供者がトラウマの影響についてよく知り、

Psychoeducation：心理教育 
Parenting skills：ペアレンティング・スキル
Relaxation：リラクセーション
Affective modulation：感情調節
Cognitive coping and processing：

　認知のコーピングと処理
Trauma narrative：トラウマ・ナラティヴ
In vivo mastery of trauma reminders：

　現実生活内の想起刺激の克服
Conjoint child-parent sessions：

　親子合同セッション
Enhancing future safety and development：

　未来の安全感と成長を促進

●表1-4  TF-CBTの構成要素「PRACTICE」
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協働して適切に対応することが、子どもたちの
回復には非常に重要である。前述したNCTSN
でも、子どもに対するトラウマの影響によりよく
対応するために、トラウマ・インフォームド・プ
ラクティス（トラウマの理解を促すための実践）
を実施していて、トラウマを有している子どもと
かかわる機関向けに、トラウマの理解を促し適
切に対応できるようにするためのさまざまなツー
ルを作成している。トラウマ・インフォームド・
ケアでは、まず最初に、子どものさまざまな問
題の背後にトラウマの影響があるかどうかにつ
いてアセスメントをすることが必要である。ある
研究によれば、児童福祉の現場では子どもの多
くがトラウマの問題を抱えているという。ニュー
ヨークの予防サーヴィスを利用した子どもの92％
が少なくとも一つのトラウマ体験を有していて、
86％は多様なトラウマに曝されていたという。繰
り返しトラウマを体験すると、心理生物学的発
達にひずみが生じ、学習面、行動面、対人関係
や家族関係などに対して大きなマイナスの影響
を及ぼす。そのためトラウマ歴とそれと関連する
症状をよく理解し、効果が実証されている対応
方法を用いることが必要である。

　　こういった考えを基盤に作られた Trauma 
Systems Therapy（TST）について、ニューヨー
ク大学チャイルドスタディセンターで、開発者の
グレン・サックス先生とアダム・スミス先生より
講義を受けたので、紹介する。具体例を入れた
実際の講義はP131に紹介されている。

●Trauma Systems Therapy（TST）

　　TSTは、子どものトラウマティックストレスを
治療するための包括的モデルで、個人へのアプ
ローチとともに子どもを取り巻く社会的環境やケ
アシステムに特異的に取り組むものである。子ど
もの年齢は6～19歳である。TSTは、子どもの
トラウマティックストレスの性質を理解すること
よって導き出された、統合され高度に調整され
たサーヴィスである。このモデルは「トラウマシ
ステム」を概念化したもので、これは二つの要
素から成り立っている。

●表1-5  NCTSN

　2000年にアメリカ議会が強く動いて、Children’s Health Actの一環として設立されたNCTSNは、子ども時代
のトラウマに対して特異的で包括的な焦点を当て、全米のトラウマを受けた子どもとその家族とコミュニティに対す
るケアの水準を向上させ、サーヴィスを利用しやすいように改善することを目的としている。トラウマ臨床の専門家
や研究者が持つ最新の情報を、地域の実践に携わる臨床家や関係機関（福祉機関、学校等）の専門職、一般市民
と共有できるよう情報ネットワークを構築し、治療やケアの開発、トレーニング、リソースの提供、データの分析、
プログラムの有効性の評価、政策の分析、システムの変化、子どものサーヴィス機関にトラウマ・インフォームド・
プラクティスとエビデンス・ベースト・プラクティスを組み込んでいくことなど、その活動は幅広い。また、扱ってい
るトラウマ体験は広範囲に及び、身体的虐待、性的虐待、家庭内・学校・コミュニティでの暴力、自然災害、テロリ
ズム、軍人家族の問題、生命を脅かす怪我や病気などが含まれる。
　開設当初は17ヵ所の共同ネットワークであったが、現在は全米の大学や病院や種々のコミュニティベースト機関
に150を超えるセンターが置かれ、8,300を超えるパートナーが参加するまでに発展してきた。開設以来、トラウ
マティック・ストレスを抱えている子どものケアを大きく前進させることに寄与し続けている。現在は40を超えるエ
ビデンス・ベースト・トリートメントと有望な実践が開発され、NCTSNを通じて多くの家族に提供された。さらに、
子どもや家族にサーヴィスを提供している何十万人にも及ぶ専門家をトレーニングし、2002年から2009年の間に、
320,000人の子どもたちに直接クリニカルサーヴィスを提供している。さらにNCTSNのLearning Centerはこの
5年間で、オンラインコースやオンラインセミナーを42,000人に提供し、何百というトラウマ・リソースがNCTSN
やNCTSN情報バンクのオンラインを通じて利用可能になっている。このような重要な先駆的な取り組みに従事して
いる全ての人々の献身的な参加が、ケアの水準を向上させ、何十万人という子どもや家族やサーヴィス提供者を支援
している。

National Child Traumatic Stress Network
（全米子どもトラウマティック・ストレス・ネットワーク）
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できない
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環境は、子どもの瞬間的
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調節するように
援助することが
できない

トラウマ
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 　TSTのエッセンスは、子どもの感情と行動を
調節する能力を高めることと、取り巻く環境に
進行中のストレスと脅威となっていること（トリ
ガー）を減らすことによって、子どもが情動と行
動をコントロールする力を獲得することを援助す
ることである。つまり、TSTは、子どもの感情
や行動をコントロールする力を高めるように援助
する力を、子どもを取り巻く重要な大人たちが身
につけられるように作られている。何が瞬間的
なサバイバル状態に移行させてしまうのか、そ
の移行のパターンを探し出す。そして、子どもの
情動／行動調節がどの段階にあるのか（よく調
節されている、感情調節不全、行動調節不全）、
環境の安定性がどの段階にあるのか（安定して
いる、不安に満ちている、危険に曝されている）
アセスメントをする。段階に応じて以下の3段階
の治療を提供する。

 　環境の安定度と子どもの調節の安定度を重ね
合せたところが、その段階の子どものトリートメ
ントの段階となる。トリートメントの内容は決め
られており、その提供するサービスの要素は、
家庭・コミュニティベースト・サーヴィス、精神
医学的治療と薬物療法、心理療法、法的アドボ
カシーである。

 　TSTを実施する前に、その機関全体にこのプ
ログラムが組み込まれるように計画を立てること
が必要である。その準備が整った後に、TSTト
レーナーが直接組織に出向いて組織のチームに
3日間のトレーニングを実施、その後は組織的
な事柄は管理者と、治療的なことは臨床的スー
パーバイザーと毎週1年間、電話でコンサルテー
ションを実施する。

 　TSTは有効性が認められているプログラムで、
現在10州で17機関が実施している。

　　日本でも子どものトラウマ治療には、トラウ
マ・インフォームド・プラクティスが欠かせない。
TSTプログラムの日本への導入が待たれるが、
プログラムという形をとらなくても、トラウマ・
インフォームドという概念に基づいた日常的な実
践を広めていくことがまず重要と思われる。

　　三次予防として、フォスター・ケアにいる子ど
ものメンタルへルス改善のための支援プログラム
や里親と子どもの関係構築のためのプログラム
や家庭復帰に向けたプログラムも含まれるが、
ここでは紙面の都合上、触れることができな
かった。

7. おわりに
 　米国の子ども虐待対策における保護システムの構
築は、1875年のニューヨーク子ども虐待防止協会と
いう民間団体が設立されたことで始まり、1974年以
降には連邦政府がリーダーシップをとって全国レベル
のシステムとなり、急速に多くの法律が制定されてシ
ステムは進化を遂げていった。今回本文では触れる
ことができなかったが、司法や警察や検察局の関与
や、マルティディシプリナリー子ども保護チーム（医
師、ソーシャルワーカー、CPSのワーカー、弁護士、
警察官、保健機関のワーカーなどの多職種が連携し
てチームで関わる対応方法）なども短期間に整えられ
ていった。特に司法は、1997年にASFA（Adoption  
and Safe Family Act）が制定されてから、それまで
の虐待やネグレクトの申し立て事実の存否とフォス
ター・ケアの委託の決定だけでなく、緊急分離の必
要性、分離を防止するための努力の十分性の審査、
ケースプランの十分性の審査、子どもの監護の決定、
子どもの定期的な審査、子どもの養子縁組に委託す
るための努力の十分性の審査、養子縁組の決定、
親権の終了など、継続的・多面的な役割を担い、子
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どものケアに深く関与するようになった。このように
保護システムは進化していったが、貧困や、人種差
別、薬物依存、犯罪、暴力といった社会病理がなか
なか改善されず、虐待の発生は簡単には減少しない
といった現状がある。さらにケースワーカーの扱うケー
スが多すぎることや低賃金の中でのオーバーワークな
ど、様々な困難な問題を抱えている。「組織化された
子ども保護システムは、アメリカで開発され、国境を
越えて世界中に共有されるに至った。子どもたちをマ
ルトリートメントから保護するための継続的な取り組
みは人間の進歩と良心がもたらした大きな成果物で
ある。しかし、子どもの保護の取り組みはいまだに
完全とは程遠い段階にある。今後も引き続き、子ど
もの明るい将来を保障していくためにも、現状の改
善に向けた一層の努力が必要である」と、「アメリカ
の子ども保護の歴史」の著者、ジョン・E・マイヤー
ズは述べている。
　最近の米国の子ども保護システムの変化として、
我々の視察から得られた情報からは、早期の予防的
支援の強化が窺えた。米国は、今、子ども保護シス
テムに入ってきてオープンになったハイリスクのケース
だけでなく、通報があり、screened-inしたケースの
中でオープンにならない軽度や中度のケース、場合
によっては、screened-outになったケースの中でも支
援の必要な家族に対して、将来子ども保護の対象に
ならないように予防サーヴィスを提供することが推進
されている。そのため、多くのCPS機関は、本文の
中で詳しく述べたディファレンシャル・レスポンスを取
り入れ、リスクが軽度や中度の家族に対しては、「調
査」ではなく「代替対応」（家族のアセスメント）とい
う方法を用いて、家族のストレングスに焦点を当てて
一緒に必要な支援を見つけ（ファミリー・センタード）、
地域に根差した（コミュニティベースト）予防サーヴィ
スにつなげている。これらのサーヴィスには連邦政
府から予算が出ているため、多くは民間団体に委託
され無料で提供されている。民間の支援団体の層の
厚さや専門性の高さがこの支援の実施を可能にして
いる。また、リスクの高い家族に対しても、できるだ
け分離にならないように、FGDMなどを取り入れて、
家族の意見を汲み上げて協力関係を構築し、家族機
能を高めるためのエビデンス・ベースト・プログラム
を提供している。これは、子どもや家族にとって望ま
しいことであるとともに、結果としてコストの削減に
なるという利点もある。そして家族分離になる場合も、

まずキンシップ・ケア（親族ケア）を考え、家族との
関係を絶たないことや人種的なつながりや文化の継
続性を尊重している。このことは人種による文化・宗
教の違いや差別の問題を抱えている米国にとっては
重要である。
　そして、このコミュニティベーストの支援を大きく支
えているのが、エビデンス・ベースト・プラクティスの
力である。今回米国研修で最も深く印象づけられた
のは、有望な実践には、助成金による大規模な効
果研究が実施され、効果が確認されると、それを推
進するために支援者の教育などを実施して普及活動
が行なわれ、さらに効果の検証を繰り返してエビデ
ンスを確かなものにしていく、という実践、研究、
教育が三位一体となって進んでいくことであった。そ
して、特に有効であると研究で実証されたプログラム
を連邦政府が奨励し、その普及のための資金が法律
（CAPTAの改正）に組み込まれている。このように、
着実にエビデンス・ベースト・プラクティスによる支援
が普及しつつあるようにみえるが、現在の米国のマル
トリートメント対策の課題について聞いたところ「必
要なニーズに対して、必要な支援に結びつけること
が十分にできていないこと」（ジョン・フルーク：ケン
プセンター）との返答が得られ、道半ばという認識で
あった。
　現在日本では、子ども虐待の発見が進んでいる。
重症度をみてみると軽度の虐待が多く、地域での予
防的支援が重要となるが、支援機関や支援者の不足
と、支援プログラムの不足のため、有効な支援が行
なわれていないという現状がある。早急に公的機関
も民間機関もともに子ども虐待の予防的支援に取り
組めるようになることが求められている。そのために
は、有効なプログラムの開発・導入と実践や教育・
研修のための人材や予算が必要であり、また、実践
を検証するのに研究機関との連携も欠かせない。長
期的な視野の基に体制を整えていくことが必要とな
ろう。
　今回の海外研修の視察は多岐に亘り、性的虐待
などこの章で触れられなかったことも多い。2章では、
研修の全体を網羅しているので、それを参考にして
いただきたい。
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訪 問 日 時： 2014年10月27日 AM

住　　　所： 13123 E 16th Ave, Aurora, CO

取材担当者： デズモンド・ラニアン

（敬称略）  （ケンプセンター所長  小児科医）

 キャンディス・ラルー

                   （ISPCAN 会議コーディネーター）

 ケンダル・マーロー（NACC 理事）

 エリカ・マケルロイ（アンホフ・クリニック

　 クリニカルオペレーションマネージャー）

 ドナルド・ブロス（コロラド医科大学

 小児科教授・弁護士）

 ジョン・フルーク（システムリサーチ部門 

 アソシエイトディレクター）

1. 概要
1972年、ヘンリー・ケンプ博士によって設立され
た。コロラド州オーロラ市にあるコロラド大学医学部
小児科に本部がある。州内の医療機関や大学と連
携し、児童虐待治療と予防プログラムの開発、児
童虐待に関する研究、教育・研修などを行なう。コ
ロラド州内40の郡、国内22の州（ワシントンD.C.含
む）、4ヵ国でサービスを実施している。

（1）スタッフ

135名
フルタイムの小児科医5名、ソーシャルワーカー

（以下、SW）、小児法律家、疫学者、児童福祉サー
ビスの研究者、心理士や精神科医などの専門家や
インターンなどがいる。

（2）年間予算

1,400万ドル （2014年10月27日当時1ドル＝105.94円）

2. ケンプセンターの取り組み
2-1. クリニカルサービス

児童虐待やネグレクトを経験した子どもたちや家
族のために、さまざまなサービスを提供している。
センターの研究部門では、クリニカルサービスの開
発・効果検証が繰り返されている。

（1）児童保護チーム（マルチディシプリナリー・
　　チーム）

州内唯一の医療サービスを基盤にしたマルチ
ディシプリナリー・プログラム（学際的プログラム）
である。チームには児童虐待小児科医（後述）など
多領域の医療の専門家がおり、子どもと家族への
医学的評価を行ない、虐待の通告や治療につな
げている。
地域の家族、CPS（Child Protective Services：

行政の児童保護サービス）、医療関係者、警察や
司法機関が、ケースコンサルテーションとサポート
を求めてくる。コロラド大学子ども病院の入院・通
院・救急部門へのコンサルテーション業務も行なっ
ている。
関係者は週に1度集まりケースの評価を行なう

が、緊急の場合は24時間体制で対応にあたる。
＜サービス内容＞

 ・ 子ども病院やケアネットワークを訪れた子どもや
家族の健康と安全を守る。

 ・ 児童虐待やネグレクト、DVがあったことが判明
した家族を支援する。

 ・ 家族を中心に考えた対応で、支援と治療方法を
提供する。サービス提供機関へのコーディネート
を行なう。

 ・ 病院スタッフ、地域ヘルスケア提供者、児童福

コロラド州 ケンプセンター（児童虐待とネグレクト予防・治療センター）

センターは、ケンプ財団、ISPCANなどの虐待防止組織とと
もに、コロラド大学医学部キャンパス内子ども病院に併設さ
れている。

The Kempe Center for the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect

視察報告　～アメリカ合衆国～視察報告　～アメリカ合衆国～Ⅱ
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祉の専門家を教育する。
 ・ 児童虐待とネグレクト防止のため、地域と連携
し、子どもの権利向上のための活動をする。

（2）IMHOFF Clinic （アンホフ・クリニック）

虐待やネグレクトを受けた0～18歳までの子ども
とその家族（里親も含む）を対象に、エビデンスベー
スト・プラクティス（効果が実証された治療）を提
供するメンタルクリニックである。依存症やPTSD
による自傷などの課題を抱えるクライエントの行動
や生活に焦点をあてた治療を行なう。
①サービス
 メンタルヘルスのアセスメント、精神療法、家族
療法、グループ療法、養育技術トレーニング、
在宅サービス、治療的家庭訪問、コンサルテー
ションなどを行なう。

②スタッフ
 精神科医、カウンセリングの専門知識があるス
タッフが治療プログラムを進める。治療中は児
童保護チームと、治療終了の際はCPSや裁判所
などとも連携する。

③治療費
 1時間あたり91ドルである。各種保険が適応さ
れる。メディケイドの場合は州から38ドルの給
付があり、差額はケンプ財団か郡が負担する。
州の犯罪被害者補償プログラムや郡の行政サー
ビスプログラムとして治療を提供することも多い。

2-2. 研究

これまで700余りの研究論文が発表されている。
現在は、主に以下の研究を推進している。
①児童虐待疫学研究
 虐待の拡がりや発生率への理解を深めることが
虐待予防の推進につながるとしている。

②児童保護システムの研究
 サービスの効果的な提供方法、内容の向上を目
指す。　

③サービス決定方法に関する研究
 子どもへのサービス決定のプロセスの実態を調
べ、改善策を探る。

④予防と介入の研究
 プログラムの開発をしている。
⑤里親養育の研究
 里親に委託されている、あるいは委託された経

験がある青少年の転帰に影響する、危険因子と
保護因子についての研究を行なう。

⑥普及プログラムの実施状況に関する評価
 運用状況、クライエントや家族との協力関係、
治療効果などの観点から、プログラムの実施状
況を評価する。

2-3. 教育、研修、コンサルテーション

（1）虐待の専門家の育成

学生・大学院生、児童虐待の分野で働く専門家、
医療、看護、ソーシャルワーク、法執行機関や法
律分野の専門家への教育とコンサルテーションを
通し、虐待対応のリーダーを育成している。
＜Fellowship：児童虐待小児科専門医研修＞

3年間の小児科研修を終了した一般小児科医に
対し、3年間の特別研修を提供する。
児童虐待専門医は、虐待による外傷や症状の

診断と治療に関する高度な知識と技術を有する小
児科専門医である。研修・認定制度は2010年に
開始され、現在、全米に320名の児童虐待専門医
がいる。
　

（2）多様なプログラムによる研修やコンサルテーション

地域の児童保護の専門家や里親を対象に、研
修、メールや電話での相談業務を行なう。
また、医療、法律、ソーシャルワーク、メンタル

ヘルス分野の実務者を対象にコンサルテーションプ
ログラムやトレーニングを提供する。2013年度は
10,242名にトレーニングを実施した。
以下に例を示す（プログラムは「 」で示した）。

①地域の児童保護ケースに対するコンサルテー
ションプログラム「START（State and Regional  
Team Program for Difficult Case Consultation）」
の実施

 ＜コンサルテーションの対象＞

 CPSスタッフ、警察、検察など
 ＜プログラム内容＞

 難しい児童虐待ケースについて、医療、看護、
行動療法、依存症治療、法律、倫理、心理学、
ソーシャルワークの専門家がコンサルテーション・
サービスを行なう。
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②「Fostering Healthy Futures」にかかわる学生
へのトレーニング

 ＜プログラムについて＞

 里親委託の経験がある9～11歳を対象にしたプ
ログラムである。子どもの健全な成長の促進を
目的にしている。大学院生などがメンターとして
子どもにかかわる。

 ＜センターが提供するトレーニング＞

 大学院生、医学生、博士研究員にトレーニング
を行なう。心理学やソーシャルワーク専攻のイン
ターンが児童福祉分野に就職するきっかけにも
なっている。

③「Child Trauma Program」におけるトレーニン
グ・アプローチ

 ＜プログラムについて＞

 種々のエビデンスベースト・メンタルヘルス・サー
ビスの普及と促進を図るプログラムである。ト
レーニング、クリニカルサービス、研究の3つの
アプローチで展開している。

 ＜トレーニング対象と内容＞

 子どもにかかわる大人と専門家を対象にトレー
ニングを行なう。トレーニング終結後もコンサル
テーションを継続する。
・ メンタルヘルスの専門家へ
 Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy 
（TF-CBT）※、Trauma-Focused Cognitive 
Behavioral Therapy-Child Traumatic Grief 
のトレーニングを行なう。トレーニングされた
臨床医は、コロラド州47郡で実際の治療にあ
たっている。

・ 支援サービスの提供者へ
 トラウマ症状のアセスメント方法と治療につい
て指導する。

・ 保護者と養育者へ
 感情や辛い体験を話題とした時の子どもとの
対話方法、子どもの感情コントロール方法をト
レーニングする。

2-4. その他の取り組み

（1）「FGDM※（Family Group Decision Making）」
　 の推進

家族が子どもに関する意思決定にかかわり、子
どもの福祉を考えるプログラムである。
センターは米国におけるFGDM推進リーダーとし

て、イベントやセミナーの開催、コーディネーター
のトレーニングやカンファレンスの実施、研究や効
果測定を行なっている。また少年裁判、学校、ヘ
ルスケアなどの分野へのプログラムの適用拡大を
目指している。

（2）地域密着型の児童保護アプローチ

     「Strong Communities for Children」 による

     親支援の試み
地域の教会、警察、消防署、市民団体、町内会、

企業、学校、ボランティアを巻きこんで家族をサ
ポートし、子どもの安全を図ろうとする児童保護ア
プローチである。
コミュニティを強化することによって子どものマル

トリートメントを予防する取り組みの有効性を実証
するために、コロラドスプリングスでプログラムを
実施している。（37ページ参照）

エビデンスベースト・プログラムの臨床試験を実施し
ている。

＜Safe Start Aurora＞
　4年間のプロジェクトで、エビデンスベースト・プラ
クティスの臨床研究試験を行なっている。少年司法や
非行防止の関係機関から100万ドルの資金提供がな
されている。
　オーロラメンタルヘルスセンターと協力し、オーロ
ラとデンバーで、トラウマとなる出来事を経験した5
～12歳の子ども400名余りとその家族を対象に、
TF-CBTまたはTF-CBTとAFFECT※（A Family 
Focused Emotion Communication Training 
Program）を無料で提供している。

＜Project FOCUS＞
　ケースワーカーの技術や能力を強化するトレーニン
グとコンサルテーションのモデルプログラムである。
　全米子どもトラウマティック・ストレスネットワー
クからの補助金を使い、コロラド州ヒューマンサービ
ス局の協力のもと5郡で試験的に実施をしている。

「Child Trauma Program」における研究と
クリニカルサービスによるアプローチについて
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（3）里親養育の子どものメンタルヘルス向上を目指す

「DIBS（Developing Integrated Behavioral 
health Services）」
里親養育の子どものメンタルヘルスケア向上のた
め、ケンプ財団が財務機関となり、デンバー市郡
ヒューマンサービス部門、デンバー・ヘルス病院、
メンタルヘルスの医療機関、ケンプセンターなどが
共同で取り組んでいる3年間のプロジェクトである。
里親養育の子どものプライマリーケアを行なう医
療機関でメンタルヘルスへの対応も行なう。子ども
の来院理由が身体的不調であっても、メンタルヘ
ルスのスクリーニングを含めた診断、対応をする。
データ収集も容易となるため、子どものニーズに合
う治療の開発に役立てることができる。

（4）予防プログラムの評価

「SafeCare Colorado」

0～5歳の子どものいる虐待リスクのある家族を
対象とした、州主導の家庭訪問プログラムである。
養育者は、家の安全、養育、子どもの健康につい
て20週間かけて学ぶ。
センターは、このエビデンスベースト・プログラ
ムの実施状況の指導、効果測定及び評価を行なう。

（5）虐待、ネグレクト、暴力予防に向けた活動

コロラドでは2007年以降、児童虐待通報件数
が増加している（2010年、虐待通報をされた子ど
もは1,000名中8.8名いる）。子どもを殴ったことの
ある親が6％いる。センターでは児童虐待やネグレ
クトの予防的支援を開発している。また子どもの
しつけにかかわるパンフレットを各国の言語で作
成するなど、啓発活動も行なっている。

※プログラムTF-CBT、AFFECT、FGDMの概略は
　巻末プログラムリスト参照。

3. 児童福祉における法律
ケンプセンターには、1977年に子どもの権利擁護の
促進を目的に設立されたNACC（National Association 
of Counsel for Children）の本部がある。NACCは、
弁護士と裁判官を中心に、医療、社会福祉、精神
衛生、警察、教育分野の専門家など、国内外にあわ
せて約2,500名のメンバーがいるNPOである。子ども
の弁護士や児童福祉の専門家へのトレーニング、子

どもの福祉や裁判にかかわる政策や法律の改善に
向けた取り組みを行なっている。
NACC創設にかかわり初代代表を務めたブロス氏

と、NACCマーロー理事から、米国児童福祉におけ
る法律の役割と課題について聞いた。

（1）子どもの安全を守る法律　　

米国には、①感染症などの拡大を防ぐ公衆衛生
法、②危険性のある精神疾患患者に対する精神
衛生法、③危険性のある薬物乱用者に対する化
学物質法、④子どもを守る児童保護法などの法制
度がある。これらは、個人の自由の制約、治療の
強制、個人の安全を図るという共通点がある。
児童福祉において、法律は、支援としての介入

と、虐待やネグレクトを起こした保護者の拘束を
可能にしている。科学的な根拠に基づいて行なわ
れる法的介入は、米国の虐待減少に寄与してきた。

（2）児童保護システムにおける法律の課題

児童保護システムの運用は州政府によって監
督されているが、具体的対応や措置などの判断
には司法がかかわる。しかし法的介入は有効で
はあるが万能ではない。①子どもが受けている害
（harm）の定量化、②親子分離後、政府が保障
すべき子どもの養育水準、③子どもを養育する家
庭の安全基準、④支援終了の判断基準、⑤親権
の制限基準、⑥里親家庭における公・私の領域
の線引きなどは法律で一律に決められるものでは
ない。子どもの幸せ、家族の希望と強みなどとの
バランスをとり、判断する必要がある。

4. 所感
子どもや家族に対するエビデンスベースト・プログ

ラムやトレーニング、専門職のスキルアップのためのト
レーニングなど、児童虐待への支援に対して、さま
ざまな専門機関がかかわり、さまざまな取り組みを
行なっている。ジョン・フルークさんに、アメリカの
課題は何かと尋ねると、必要なニーズに対して、必
要な支援を結び付けることが十分にできていないと
いうことであった。多職種連携、サービス、調査、
研究において多様な取り組みが進んでいても「十分
でない」と言うのだから、虐待はそれだけ解決が難し
い問題なのだと痛感した。
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ラニアンさん マーローさん

ラルーさん

ブロスさん

フルークさんと犬塚団長、山田団員 マケルロイさん（右）と
研修団受け入れの調整役リチャードソンさん

説明のなかでも、エビデンスベースト・プログラム
を活用しながら早期介入、早期支援の取り組みをさ
まざまな分野が連携して行なっていたことが印象的で
あった。日本においても、エビデンスと多機関連携

は必要であると認識されてはいるものの、その活用
と実践にはまだ課題がある。子どもたちの幸せのた
めに、子どもたちやその家族にかかわる機関、職種、
コミュニティが連携し、予防的支援、早期介入、早
期支援を進めていくことが必要だと強く感じた。

 （山田　知美）

・ Kempe Center
 http://www.kempe.org
・ ISPCAN
 http://www.ispcan.org
・ NACC
 http://www.naccchildlaw.org

 参考資料
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　1977年、ヘンリー・ケンプ博士によって設立された、児童虐待並びにネグレクトを予防する、学術
的な国際機関である。ケンプセンターと同じ敷地内にあり、児童虐待に関する社会的意識の向上、虐待
の予防、治療の改善と促進、専門家やボランティアへのトレーニングプログラムの提供、学術や臨床研
究の普及をグローバルに目指している。メンバーは1,200人を超え、児童保護サービス、SW、カウン
セラー、医師、精神科医、看護師、セラピスト、心理学者、弁護士、裁判官、研究者、学者、教育者、NGO
リーダー、児童権利擁護者などさまざまな分野の専門家が100ヵ国以上にいる。パートナーには国内
外の組織や機関が名前を連ねる。日本にも、JaSPCAN（日本子ども虐待防止学会）がある。2014
年、名古屋にて、隔年実施のISPCAN世界学会が開催された。今回の研修視察講師にもISPCAN会員
がいらっしゃり、「名古屋大会はすばらしかった」と評価されていた。
　主には以下の活動を行なっている。
① 季刊誌の発行（児童虐待並びにネグレクトに関する実践、研究結果を報告）
② 会報（LINK）の発行（年3回、話題の情報や世界中での課題、活動やイベント情報を提供。アラビア
語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語版がある）

③ 国際的なリソースブックの発行（隔年で、世界の児童保護の取り組みを報告）
④ トレーニングプログラム開発（学術的専門家によるネットワークの構築を目指す）
⑤ 協議や外部資源のプログラムの実践（専門家の力で児童保護の基盤を確立、改善するため、メンバー
やパートナー、政府機関や他団体に支援を提供する。システムやトレーニングプログラムの開発と評
価、コンサルテーション・サービス、政策改善に向けた助言などを行なう）

⑥ 会議の開催（地域会議か国際会議を毎年交互に行なう。研究成果、実践の具体例が発表される）
（山田　知美）

事 事 事コ ラ ム ～State of Colorado～

2014年4月発行の会報「LINK」では、2014年がケンプ博士の「被殴打児症候群」発表50周年、ケンプセンター設立40周年、
ISPCAN設立35周年という記念の年であることが伝えられ、新メンバーからのメッセージなどが案内されていた。

■世界子ども虐待防止学会　
ISPCAN（International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect）
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　1962年に、F.スティール博士とともに「被殴打児症候群（The Battered Child Syndrome）」を発
表し、社会に児童虐待とネグレクトが存在することを知らしめ、医学界における虐待認識や識別を促
し、導いた人物である。この論文の発表後数年以内に、米国50州全てに医師の虐待通報を義務付ける
法律ができた。
　ケンプ博士は、1922年にドイツで生まれ、アメリカで医師となった。ウイルス学研究を専門とし、安
全な天然痘ワクチンの開発に力を注いだ。その後、コロラド大学医学部小児科医として働き、子どもた
ちに不可解で致命的な負傷が見られた時には医師が正しい診断をし、早期に虐待を発見して介入する
よう求めた。
　1972年、児童虐待並びにネグレクトの予防、治療のためにケンプセンターを設立した。1976年、資
金調達のためにケンプ財団が設立され、ケンプセンターは、米国のみならず世界における虐待防止と治
療の研究・実践・推進のリーダー的存在となった。
　ケンプ博士は、児童保護の方針や法律、認識を、子どもにとってより良いものに変えるために精力的
に働く、粘り強い研究者であり、厳しい提唱者であった。　　　　　　　　　　　　   （山田　知美）

（1922～1984）

～ケンプ博士の言葉～

虐待であるにもかかわらず判断を誤り、保護せず命を失わせてしまった子どもに謝罪する
くらいなら、間違って子どもを保護したときに、親に謝罪するほうがいい。

事 事 事コ ラ ム ～State of Colorado～

ヘ ン リ ー ・ ケ ン 博プ 士

ケンプセンターのエントランスではケンプ博士の写真が来訪者を迎えている。
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訪 問 日 時： 2014年10月29日 AM

住　　　所：（ラリマー郡ヒューマンサービス局）

取材担当者： ペイジ・ロズモンド（CPSマネージャー）
（敬称略） メリンダ・コックス 

 （児童虐待の予防サービス計画担当）
 ローラ・ソロモン（インテーク担当）

 ティファニー・スウェル

 （パーマネンシーケアコーディネーター）
 アンディ・ジョンソン

 （ユースサービスマネージャー）

 ミミ・シュアマン（里親等研修企画担当）
 レズ・カウガー（財務管理者）

1. 米国の児童福祉について
（1）連邦政府の方針

・ 家族を強化して児童虐待とネグレクトを防止する。
・ 児童虐待やネグレクトの被害児童を守る。
・ 全ての子どもに永続的な家族関係を保障する。
■重点事項

・ 安全：予防的に児童虐待に対応し、子どもの安
全を守る。

・ パーマネンシー：安全な家族のもとで、永続的
な環境を保障する。

・ ウェルビーイング：子どもたちの身体的・精神的
な健康と教育を保障し、家族機能を強化する。

（2）児童福祉関連法律の年表

（※主要な連邦法とその要点のみ記載）

コロラド州 コロラド州ヒューマンサービス局
Colorado Department of Human Services

1974年

児童虐待防止と対策法（CAPTA）
虐待通報を義務化し、連邦政府の予算投
入を決定した。児童虐待に関する予防と対
策の定義を明確にし、国の責務として最低
評価基準を設けた。全米レベルで虐待情
報を把握することを条文化した。

1978年
アメリカ先住民児童の福祉に関する法律
可能な限り、子どもを拡大家族あるいは部
族のもとにおくように求めた。

1980年

養子縁組の支援と児童福祉に関する法律
（AACWA）
州への「合理的な努力」の義務付け、家
族保全と家族再統合の強化、司法関与の
強化、パーマネンシーの保障などが示さ
れた。

1997年

養子縁組と安全な家族に関する法律
（ASFA）
「子どもの安全と健康の保障」を最重要課
題に設定した。家族保全・家族再統合が不
可能と判断される場合は「合理的な努力」
を免除し、直ちに子どもの永続的な居場所
を確保するよう州に義務付けた。養子縁
組の推進が追加された。

1999年

里親からの自立法
里親などから自立を強いられた18～21歳
の若者に向けた法律で、住居、職業訓練、
医療サービス等の補助金プログラムを創
設した。

2008年

里親成功と養子縁組増加に関する法律
後見支援制度の設置などが条文化された。
18歳以後も里親に養育されている若者
が、就職中（週80時間以上勤務）、進学中
（中等教育以上）、あるいは病気のために
就職・進学が不可能な場合、21歳まで里
親委託が延長できる。
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2. コロラド州ヒューマンサービス局の概要
（1）概要

・ コロラド州の社会的に弱い立場にある子ども、
成人、家族の安全、生活、ウェルビーイングを
保障するサービスに係る方針の決定、予算管理、
事業活動の監視と監査（年1～2回）を行なう。
州内の64郡それぞれのニーズに合わせたサービ
スを提供する。

・ 郡のケースワーカー（以下、CW）の研修やスーパー
バイズを行なう。

・ 連邦法、州法への郡のコンプライアンスを確認し、
児童虐待に関する法律や条例を作成する。

（2）組織
 ・ コロラド州ヒューマンサービス局の組織は下記の
通りで、児童福祉は「Office of Children, Youth 
and Families」の管轄で、スタッフは80名である。

（3）児童福祉の予算

①州の児童福祉予算
 年間予算：4億4,000万ドル
 40～50％は連邦政府、30～40％は州、20％が
郡からの拠出となっている。

②郡の児童福祉資金
 ヒューマンサービス事業には、固定資産税収入を
充当している。児童福祉は、固定資産税と、州
と連邦政府からの提供資金によってサービスが
展開されている。

3. コロラド州ヒューマンサービス局における
    児童福祉サービスの概要
　◆コロラド州プラクティスモデル

州と64郡が協同で作成した児童福祉サービス実
践ガイドラインである。州内にサービス格差が生じ
ないことを保障している。
［目的］

 児童福祉にかかわる子ども、またはその家族に
サービスの提供が肯定的な結果をもたらすこと。

［理念］

 コロラド州の子どもたちは、安定した家族の中で、
安全かつ健全に育てられる権利を持っている。
コロラド州と64郡は、子どもや家族のニーズに
合った子ども中心のサービスを実施する責任が
ある。

  ■コロラド州概況  State of Colorado （州都：デンバー）

面　積 269,837km2　 全米で8番目に大きい

人　口
（2013）

5,268,367人（18歳未満23.5％）
全米で22番目の人口規模。若い世代の移
住が増え、人口が増加している。

人種構成
（2010）

概　要

米国西部に位置し、南北にロッキー山脈が
貫く平均標高が全米一高い山岳地帯であ
る。かつては、豊富な資源を生かした製錬
所と農牧業の発展による食品加工業が盛ん
であった。近年、半導体産業の進出が目立
ち、「シリコンマウンテン」とも呼ばれる。
州消費税は2.9％。

　　　　　　　　　　　　　　　（％）
白人 70.0
ヒスパニック 20.7
アフリカン・アメリカン 4.0
ネイティブ・アメリカン 1.1
アジア人 2.8
混血 3.4

Office of  
Community 
Access and 
Independence  

Colorado Department of Human Services 
コロラド州ヒューマンサービス局  

ディレクター  

副ディレクター  
Enterprise Partnerships 

（広報、立法、議会、郡サービス、
クライエントサービスなど） 

副ディレクター 
Operations 

Office of Performance & 
Strategic Outcomes 
（管理、監査、予算・政策、
品質保証、実績管理） 

 
 

 

Office of Early 
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Health  

 
 
 
 
 

Office of 
Economic  
Security 
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Administrative 
Solution 

 

Office of 
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・高齢者、成人サービス
・退役軍人センター
・地域センター 
・身体障がい者サービス
・職業リハビリ 

・児童福祉
・青少年矯正
・DVプログラム

・雇用・給付金
・児童サポート
・難民サービス
・食糧、
   エネルギー支援

・雇用問題
・施設管理
・経理
・IT 

・アーリーケア、
   就学前教育
・地域、
   家族サポート

・オペレーション
・クリニカルサービス
・地域プログラム

■ヒューマンサービス局の
　組織図
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4. 予防プログラムの促進
コロラド州のファミリープリザベーションプログラム
「コアサービス」は、家族の生活スキルと問題解決ス
キルのトレーニング、養育指導、経済的援助、治療な
どを含む、虐待を予防するための多様な家族サービス
である。年間予算は5,400万ドルで、連邦政府が法律
に基づいて各州に配分している。郡が予防プログラム
を作成するうえで、最も重要なサービスである。
ファミリープリザベーションについては62ページ
参照。

（1）コアサービス～家族に対する予防プログラム

　　◆コアサービスプログラム

　　　ファミリープリザベーションプログラム

  （12 CODE OF COLORADO REGULATIONS 
2509-4 Social Service Rules 7.303 CORE SERVICE 
PROGRAMより抜粋、要約 ）
コロラド州の法律で次のように規定されている。

〇コアサービスプログラム

郡は、子どもと家族のニーズに最も適したプロ
グラムサービスを提供する。プログラムは、以下の
タイプから構成される。
①家庭を基盤とした支援
 主に相談者の家庭において行なわれる。子ども
と家族のニーズに合った治療、親業や生活スキ
ルトレーニング、薬物や健康対策、危機的状況
での医療、相談、介入サービスなどが含まれる。

②集中的な家族療法
 家族間のコミュニケーション、家族機能や家族
関係の改善を目的として、家族のメンバー全員
に行なわれる治療的介入。

③生活スキルトレーニング
 家計のやりくり、地域資源への効果的なアクセ
ス方法、しつけのテクニック、家族内でのトラブ
ル対応の方法を教える。

④デイトリートメント
 子どもへの教育から、子どもや家族を対象にし
た治療までを提供する包括的サービス。

⑤性的虐待に対する治療
 性被害、性機能不全、性犯罪に関連した課題
や行動を扱う、また再被害を予防するための治
療的介入。

⑥経済援助
 1年に一度、400ドルまでの現金を支給する、あ

るいは400ドルまでの物品やサービスの実費補
助をする緊急的な経済援助。

⑦メンタルヘルスサービス
 家族へのサービス計画のため、あるいは家族間
のコミュニケーション・機能・関係のアセスメント
と改善のための診断や治療サービス。

⑧薬物乱用治療サービス
 家族サービス計画の促進、家族間のコミュニ
ケーション・機能・関係のアセスメントや改善、
薬物やアルコール乱用の防止を目的にした診断
や治療サービス。

⑨要支援ケースの支援とアフターケアサービス
 全てのコアサービスは、将来の家庭外養育の予
防、子どもと家族との再統合、永続的な受け入
れ先との統合に向けた準備を目的としている。

⑩郡企画のサービス
 親子分離の予防、家族再統合の促進、家族以
外の永続的受け入れ先の調整など、地域の子ど
もと家族のニーズに合わせてつくられた郡による
任意サービス。

〇コアサービスプログラムのゴール　

A. 家族機能を高める集中的なサービスを計画
し、家族の長所を強化する

B.  子どもの家庭外養育を予防する
C.  子どもたちが、家族のもとへ帰れるようにする
D. 永続的に住める家族のもとへ統合できるよう
にする

E. A～Dが不可能な場合、何らかの形で子ども
を養育・養護するサービスを提供する

（2）予防重視の戦略プランの推進

2012年、州知事が、予防を重視した児童福祉
戦略プラン「子どもの安全と家族の健康を維持
する2.0」を発表した。2013年、要支援ケースに
至る前に支援を提供する方針が加えられ、610万
ドルの予算を計上した。ポイントは以下の通りで
ある。
①予防の重視
・ 乳幼児がいる家庭内の安全性、地域支援、
家族間協力体制をアセスメントし、適切な予
防プログラムを提供する（プログラムについて
は（3）参照）。
・在宅支援充実のため、郡のコアサービスへ資
金を提供する。
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②決定事項の遂行
・ 州内共通の児童虐待ホットラインを確立する
（2015年1月スタート）。

・ 児童虐待通報への意識を高めるキャンペーン
を行なう。

・ 職員の研修体制を確立する。
・ 通告義務者への新しい研修体制を構築する。
・ スクリーニングとサービス提供におけるルール
を徹底する。

③その他
・ タブレット、スマートフォン等モバイルデバイ
スをCWの業務ツールとして利用する。

・ 情報開示を進め透明性を高める。
・ CWの担当ケース数・業務量を監査する。

（3）予防プログラムの例

要支援ケースに至る前に課題を解決する、ある
いは早期の介入を目指す、任意参加の虐待予防プ
ログラムを3つ紹介する。0～5歳の子どもを対象と
し、コアサービスの一環として、支援が終結した
ケースにも州がサービス資金を提供する。利用は
無料。
◎セーフケア（SafeCare）

 対象：0～5歳の乳幼児がいる家庭
目的：家庭内の安全性を高める
内容：20週間の家庭訪問など3つのモデルがあ

る。保護者は子どもの行動管理、家庭に
おける安全の確保、健康管理のトレーニ
ング支援を受ける。また、食糧、雇用、
保育などの社会サービスが紹介される。

◎ナース・ファミリー・パートナーシップ

対象：初めて子どもを育てる低所得家庭（母親
の妊娠期からかかわるのが望ましい）

 目的：子育てに関する知識や技術の習得
 内容：2年間の看護師による家庭訪問サービス
◎コミュニティレスポンス・プログラム

対象：通報後、児童虐待やネグレクトがなかっ
たと判断された家庭、あるいは支援が終
結した家庭

目的：子どもたちの安全の確保。家族の養育能
力を強化し、児童虐待防止と家庭機能
強化を図る。

内容：個人や地域を活用したサービス。家庭訪
問サービスなどが含まれる。

5. 児童保護サービスの内容
コロラド州の児童保護システムの基準は以下の通

りである。具体的展開内容は、サービスの提供主体
である郡によって異なる。

（1）インテークアセスメントの流れ

①虐待通報を受けると、ケースマネージャーに情
報が伝えられる。緊急ケースにはCWを派遣す
る。緊急性がなければ、郡の職員で構成される
「RED（Review, Evaluation & Direct）チーム」
で検討する。（付表①②）

②ケース関係者の犯罪歴、過去の通報の有無を
確認する。

③州法に従い、活用できるサービスを検討する。
④家族に担当者をつける必要があるか検討する。
⑤ハイリスクと判断されれば「ハイリスクケース」と
して対応する（調査、アセスメント、支援計画へ）。

⑥（⑤以外）虐待の有無を判断するため面接をす
る。虐待が確認されれば、家族の調査を行なう。

⑦ケースの終結
 虐待が確認されなければ予防的サービスもしく
は短期サービスを勧め、終結となる。家族や友
人、地域の人によるサポートネットワークを確立
し、安全を確保できるようにする。

　 要保護児童へのサービスの種類

① In Home在宅支援：12歳まではとくに重視する。
②Kinship Care：親族や拡大家族による里親
③ Foster Care 里親：州と郡がそれぞれ募集・開
拓している。里親へは子どもの年齢によって原
則的に以下の金額が支払われる。

 0～10歳：11.64ドル　11～14歳：13.08ドル
 15～21歳：14.12ドル（1日あたり）
 ⑤の里親には1日あたり6.11ドルの追加金がある。
④ Foster/Adopt 里親から養子縁組へ
⑤Treatment Foster Care：問題行動、性的行動
などメンタルヘルスに課題がある子どもが委託さ
れる。

❻ Group Home グループホーム
❼Residential Care 施設
6と7は消極的選択先となる。



60

State of Colorado

（2）一律の虐待調査から家族アセスメントへ

　　ディファレンシャル・レスポンス

　　（Differential Response）

ディファレンシャル・レスポンスとは、通報され
たケース全てを一様に調査し虐待の有無を判断す
るのではなく、緊急やハイリスクケース以外はニー
ズや強みを確認する家族アセスメントを実施し、
ケースに応じた対応を行なう児童保護における新
たな対応プロセスである。（詳細は26ページ参照）
CPSと家族との良好な関係形成が可能になり、
支援につなげやすいという。
コロラド州では、州内5郡とコロラド大学と協力
し、連邦政府より180万ドルの研究開発補助金を
得て、2010～2013年にかけて試験導入と評価測
定を行なった。州知事は、各郡でディファレンシャ
ル・レスポンスを法制化することを承認している。
（付表③）

（3）パーマネンシー

児童福祉における「パーマネンシー」を「家族と
一生、一緒にいること」と定義し、家庭で暮らせる
よう支援する。自宅での暮らしが困難である場合、
親族家庭での養育を優先して検討する（親族は8
親等まで含まれる）。次に、里親養育を検討する。
里親委託は2年間以内を基本とし、それ以上とな
るケースには養子縁組を検討する。委託先が何度
も変わらないように、永続的に暮らせる環境を探
す。子どもに精神的な課題や治療の必要性がある
場合は、専門里親への委託となる。家庭で養育
されなかった子どもの予後は思わしくないと考えて
いるため、グループホームや施設への委託はやむ
を得ない場合に限る。
親子分離後、家族再統合をめざし支援を行な
う。しかし長期にわたる里親養育になることもある。

　 パーマネンシーの目指すゴール

〇家族再統合
〇養子縁組
〇後見人
〇親権剥奪
●OPPLA（Other Planned Permanent Living  
Arrangements）上の4つのゴールが達成できな
い場合は、長期里親や支援の終結もあり得る。

（4）研修体制

 ・ CW、ケース補佐、管理者、州スタッフ、里親や
養子縁組家族など、対象別に研修を行なう。

 ・ CWになるには研修を受ける必要がある。就業
後は毎年48時間の研修を受ける。

 ・ 通告義務のある教育関係者、医療関係者、警
察などの職種には研修が義務づけられている。
郡によっては、オンラインで研修を受けることも
できる。研修センターはコロラド州に4ヵ所あり、
ケンプセンターも含まれる。

6. 所感
視察の最後に聞いた「現在の米国における課題は

何か」という質問に対する回答は「これまで連邦政府
として、どちらかというと子どもをどこに連れて行く
のかなど配置や住まいを探すことに主にお金を使っ
ていた。でも私はさらに予防の部分に使って欲しい
と思う。なぜならば、それによって子どもが分離され
ることも少なくなるであろうし、大きな良いメリットが
あるのではと思う」というものであった。
今回の視察内容から家族・家庭に対するさまざま

な予防支援策が講じられていることを学び、またそ
の厚みを感じていたところであるが、それでもなおこ
のような考えに至るということは、予防プログラムや
支援策に未だ多くの有効性や可能性があるというこ
とではないかと考えさせられる機会となった。

 （岩田　正人）

・ ジョン・E・B・マイヤーズ　アメリカの子ども
保護の歴史－虐待防止のための改革と提言－ 
2011　明石書店　

・ 原田綾子「虐待大国」アメリカの苦闘－児童虐
待防止への取り組みと家族福祉政策－ 2008 
ミネルヴァ書房

・ Colorado Department of Human Services 
 http://www.colorado.gov/cs/Satellite/ 
CDHS-ChildYouthFam/CBON/1251579373436

・ United States Census Bureau
 http://www.census.gov/
・ The Interstate Compact on the Placement 
of Children

 http://icpcstatepages.org/colorado/
foster-care/

 参考資料
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左から、通訳の長谷川さん、ロズモンドさん、コックスさん、ソロモンさん、スウェルさん、ジョンソンさん

左から、カウガーさん、シュアマンさん

コロラド州内の64郡が協同で作成した児童福祉サービスの
実践ガイドライン「コロラド州プラクティスモデル」
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　ファミリープリザベーションは、1980年のアメリカ合衆国連邦法「養子縁組の支援と児童福祉に関す
る法律」のなかで示された児童福祉施策3原則の中の1つ（リゾーナブル・エフォーツの原則）であり、そ
の解釈は基本的に「社会は子どもが家族と一緒に暮らせるように“最大”の努力をしなければならない」
というものである。
　家族分離は子どもに大きなトラウマを与えることになる。さらなるトラウマや体験をさせないために
も、子どもの安全を維持しながら分離を防ぐコミュニティベースの危機介入サービスが必要である。それ
には、課題に直面している家族の強みに焦点を当て、家族自らがその問題を解決する力をつけるようサ
ポートをし、家族機能の改善をはかることが大切であると考える。
　米国のファミリープリザベーションサービスには、親業プログラムやドラッグ・アルコールを断つための
プログラムなど、さまざまな治療プログラムがある。
　プログラムの多くは地域のNPOが公的機関とパートナーシップを結んで行なっている。家族にかかわ
る機関、当事者家族、親戚・知人などインフォーマルな支援を提供する者も含め、ともに計画を作成して
いる。
　今回の研修で強く印象に残っているのは、どの視察先でもこの「ファミリープリザベーション」の考え
方が根付いていることだった。公的機関と家族を中心としたコミュニティとの連携で、子どもとその家族
にかかわる人全てが、子どもが家族との生活を安全におくること、家族分離した場合も速やかに家族再
統合をすることを目標に、家族に寄り添い、家族が必要とするサービスを提供していた。　　

（矢内　陽子）

 【参考文献】
   Child Welfare Information Gateway
　　http://www.childwelfare.gov/supporting/preservation/
   子どもの虹情報研修センター　アメリカにおける児童虐待の対応視察報告書　2003
   神戸女子短期大学　畠山由佳子　平成25年　科学研究費女性事業研究成果報告書
　　市町村における「家族維持を目的とした児童虐待在宅支援実践マニュアル」の開発的研究
   関西福祉科学大学　遠藤和佳子　子ども家庭福祉におけるファミリープリザベーションのあり方

  ファミリープリザベーション
　    （Family Preservation：家族保全）

事 事 事コ ラ ム ～State of Colorado～
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訪 問 日 時： 2014年10月29日 PM

住　　　所： 2573 Midpoint Drive, Fort Collins, CO

取材担当者： ジム・ドレンデル（ヒューマンサービス部門

（敬称略） CYF課長）

 アンジェラ・ミード（CYF副課長）
 ジョン・ギリーズ（CYF副課長）
 サド・ポール（CYF副課長）
※CYF：児童青少年家族課

1. 概要

（1）ヒューマンサービス部門児童青少年家族課に

　　ついて

コロラド州ラリマー郡の行政サービス機関であ
る。児童保護全般にかかわる業務を行なう児童青
少年家族課には、スタッフが約150名超いる。
ラリマー郡では約15年前、児童保護の介入にお

いて、家族のかかわり方に関する視点を転換した。
虐待通報後の家族調査も「インベスティゲーション
（調査）」ではなく「家族アセスメント」とした。ア
セスメントでは、虐待による身体のあざを調べるだ
けでなく、その家庭に食料があるかなどの家庭状
況を確認する。家族の声を聞いてニーズを把握し、
強みに注目することを大切にしている。
米国では虐待通報後に家族調査が実施された

ケースの26％が要支援ケースとなっている。ラリ
マー郡では55％を要支援ケースとし、家族機能を
高めるためのサービスを提供している。

コロラド州 ラリマー郡ヒューマンサービス部門児童青少年家族課
Larimer County Department of Human Services：Children, Youth & Family Division

  ■ラリマー郡概況  Larimer County

面　積 6,822km2  コロラド州で9番目に大きい

人　口
299,630人（18歳未満 23.8％）
州で6番目に多い。人口増加中（2000年：
251,494人）

人口密度 16軒/km2、37人/km2

人種構成
（2010）

概　要
コロラド州の北部に位置する。
消費税は州税合わせて6.55％。家庭消費
用食料品、飲料は3.2％。

　　　　　　　　　　　　　　　（％）
白人 91.4
アフリカン・アメリカン 0.7
ネイティブ・アメリカン 0.7
アジア人 1.6
太平洋諸国系 0.1
その他 3.4
混血 2.2
ヒスパニック・ラテン系 8.3

人事、管理サポート  

 給付金・援助計画課 会計・事業運営課

　・経理、給与
　・予算、補助金管理　など

児童青少年家族課

・給付金受付
・医療、生活補助
・低所得者エネルギー補助
・食糧援助
・保育、養育費援助　など

 

副ディレクター 

 

  
Larimer County Department of Human Services

ラリマー郡ヒューマンサービス部門 
ディレクター 

 
 

　・児童保護チーム（9チーム）
　・児童保護アフターアワーズチーム
　・コミュニティーリソースユニット
　・生活スキルチーム
　・HUB（児童青年評価治療サービスセンター）
　・里親、キンシップチーム
　・ファミリーパートナーシップ
　・品質保証
　・管理、庶務
　・成人保護　など

（2）組織図
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支援の必要あり  
裁判所の介入なし

裁判所の介入あり

 

スクリーニング 

ハイリスク→直ちに対応 

通報受付
HUB 

REDチーム（児童保護チーム）へ 

最大15分
 で判断 

ファミリービジター支援
コロラド州

コミュニティレスポンス
プログラム

FFR
(For Future
   Response) 

ハイリスクケースとして対応
調査・アセスメント、問題解決を目指す

FAR (Family Assessment Response)
家族を対象にしたアセスメント、支援サービスへ 

3～5日で対応する 

付表①②④

付表③

課題発見記録を残す

ファミリーミーティング実施

2. 虐待通報後の流れ

（1）通報の受付

通報は、インテーク専門スタッフ約20名で構成
されるHUBで受け付ける。緊急の場合は夜間で
も8時間以内に対応し、迅速なスクリーニングと早
期介入を行なう。
重篤な虐待や性的虐待などの場合は警察が関
与し、児童青少年家族課のCWも現場に出向き対
応する。すぐに分離が必要なハイリスクケースの場
合は、警察が一時的な保護をする。また裁判所の
命令で保護することもある。分離した子どもの保
護先はまず親族から探し、候補となった親族の犯
罪歴の有無を確認する。
HUBの初期スクリーニングによって緊急性がな
いと判断されたケースは、REDチームに引き継が
れる。

（2）RED（Review, Evaluate ＆Direct）チームに

       よるケース対応

REDチームでは、CWとスーパーバイザー（以
下、SV）が、通報理由、リスク、安全、家族の強
みなどの項目からなる「相談・情報共有フレーム
ワーク（Consultation and Information Sharing 
Framework）」（付表④）に沿って情報を整理し、
通報内容をあらためてスクリーニングしてケース対
応を進める。
REDチームは9つあり（児童保護チーム）、1名
のSVと6名程度のCW（2～3名のインテークCW、
4名程度のFAR、家族に長期的にかかわるオンゴー
イングCW）から構成される。スクリーニングから支
援提供まで、家族には同じチームが継続的にかか
わる。小規模のチームアプローチであるため、ケー

スへのスーパービジョンがしやすい。
夜間や時間外の緊急ケースには、アフターアワー

ズチームが対応する。
　

（3）ファミリービジターによる支援

虐待予防の新しいアプローチ方法として、コロラ
ド州コミュニティレスポンス・プログラムを利用した
支援サービスを行なっている。
REDチームによって更なるアセスメントは必要な

いとスクリーニングされた家族が対象で、コミュニ
ティリソースユニットのスタッフがファミリービジター
となり家庭訪問を行なう。新たな課題を発見した
場合は、FARのプロセスに移行し家族のアセスメ
ントを行なう。ファミリービジタープログラムでは、
精神面、経済面、暴力行為への対応など、その
家族の必要に応じたサービスにもつなげている。

（4）ファミリーミーティング

RED チームによるアセスメント後、要支援と判
断された家族に対して行なわれる。11年前に導入
された。
①主体
 コミュニティリソースユニットが主体となって進め
る。ミーティングの進行役であるファシリテーター
は9名おり、一人が一つの家族に最後までかか
わる。ミーティングの結果は家族を担当する児
童保護チームに報告する。

②開催頻度
 ケースによって異なるが、親子分離後は90日ご
と、在宅支援では6ヵ月ごとに行なうことが州
によって定められている（最低基準）。
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③ファミリーミーティングの種類
 家族の状況に応じて次のミーティングが提供さ
れる。

 ・ FSRT（Family Safety and Resource Team）
 対応を急ぐケースやハイリスクのケースで、養育
者と関係者がチームとなって子どもの安全に関
する情報を共有し、対応について話し合う。

 ・ FUM（Family Unity Meeting）
 緊急でないケースにおいて、家族が、治療や支
援計画を立てる。

 ・ FGC（Family Group Conference）
 家族や知人が協力し、子どもの安全とパーマネ
ンシーについての計画を立てる。

 ・ Mediation
 対立関係にある養育者と子どもに対し、互いが
合意できる解決に至るようにサポートをする。

④家族の変化
 自分たちの声が児童保護チームに届き、支援や
対応に反映されることを家族が実感できるため、
家族が協力的になり、支援がしやすくなってき
ているという。

3.コアサービス
州が虐待予防を目的に費用を拠出している任意
参加の家族支援サービス（無料）である。ラリマー
郡では、民間機関とも連携し、地元のニーズにあっ
た36のプログラムを用意している。
虐待の一次予防から三次予防までをカバーし、
リスクのある家庭の親子分離の予防、分離後短期
の再統合につなげるためにも有効である。ラリマー
郡では、施設委託から在宅支援へサービスの中心
を転換し、在宅支援予算を増やしてサービスを充
実、向上させた（施設入所の児童数は、10年前の
84名から3名まで減少し、在宅支援サービスを受
ける子どもの数は、2006年の898名から2014年の
3,256名へと増加した）。以下にコアサービスプロ
グラムの例をあげる。
① ナースアドバイザー・プログラム
 3歳以下の子どものいる家庭が対象である。看
護師がCWと一緒に家庭訪問をする。例えば子
どものオムツを看護師が替える時、体の痣に気
付けるなど家庭内の課題を早期に発見し、対応
できる。

② ファミリーアドボケイト
 ファミリーミーティングの前に行なうサポートサー
ビスである。ファミリーミーティングで話し合うこ
と、期待できることなどの概要を案内する。

4. 新しい取り組み
　トラウマについて理解を深め、適切な対応を
とれるよう、2014年7月からミシガン大学のThe 
Children’s Trauma Assessment Centerのトレーニ
ングを受け始めた。
　「それをしてはいけない」ではなく「してもよい行動
を学ぶ」ことを子どもの支援につなげていきたいと考
えている。

5. 所感
　「家族の調査」から「家族の評価」へと介入、支援
に対する基本的考え方を変え、15年間ラリマー郡が
取り組んできたことが、子どもたちの安全にしっかり
つながっているということが実感できた。
　その取り組みの中で「CPSが怖い存在から家族が
必要なことをサポートしてくれる存在に変わってきて
いる」という家族との信頼関係の構築こそがまさしく
「予防的支援」の原点だと感じた。
　また支援は「提供する側」だけが考えるのではな
く、当事者が支援計画に参画し、必要な支援を受け
ることが大事である。そしてその実現には学校や隣人、
知人など家族の身近に存在するコミュニティがいかに
大切かということを改めて考えることができた。
　日本でも考え方は理解されてはいるものの、実践
には多くの課題があると考えられる。家族にかかわ
る機関、コミュニティが連携し、当事者主体の家族
支援のシステムを構築・機能させていくことが必要だ
と考える。    　　　　　　　      　     （矢内　陽子）
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・ LarimerCounty
 http://www.larimer.org/dhs/cyf
・ ミシガン大学トラウマアセスメントセンター
 http://wmich.edu/traumacenter

 参考資料

コミッショナーも視察研修の様子を傍聴し補足説明された

左からギリーズさん、ドレンデルさん、ミードさん

団員一人ひとりにコミッショ
ナーからラリマー郡災害（洪
水）復興記念バッジが手渡さ
れた

ポールさんとドレンデルさん
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  行政機関と民間団体の協働

　ラリマー郡のドレンデル氏は、行政の家族支援は、

民間団体のスタッフの協力なしにはできない、という。

ラリマー郡ヒューマンサービス部門児童青少年家族課

と連携をし、コミュニティのために活動を行なっている

民間団体の職員2名から、自身の活動やCPSとのか

かわりなどについて話を聞いた。

●所感
　家族支援に関わる行政と民間団体をつないでいる

のは＜コミュニティや家族のために＞という共通の思

いであった。これまで周囲から驚かれたり、恐れられ

たりしていたCPSの悪いイメージを払拭すべく、家族

を支えるネットワークづくりに勤しむCPSと、コミュニ

ティに対する思いをそれぞれの活動に注いでいる各民

間団体との協働により、家族に寄り添う支援者たちの

力がより効果を発揮し、子どもやその家族の在宅生活

を支えていることを実感した。　　　　 （山根　千絵）

官民共通のビジョンを持って　　　　　　ジェリー・シュミット氏
　高校のバレーとバスケットのコーチ ＜「マシューハウス」コミュニティ・ライフ・センター勤務＞

　以前からNPO活動を行なっており、「コミュニティのために役に立つことがしたい」と思っていた。ドレンデ
ル氏に会った時、家族への介入を行なうCPSのイメージが変わり、＜コミュニティの幸せを願う＞という共通の
ビジョンを持っていることがわかった。その後、CPSと協働し、里親やユースプログラムの提供を始めたが、現
在は、貧困地域でデイケア、教育、医療サービスを提供するセツルメント・ハウスでさまざまな支援を展開して
いる。学校と児童福祉が協働し、子どもが安全な環境で活動ができるように努めている。
　マシューハウスでは、主にCPSの支援終結後の家族への再発予防的なプログラムを行なっている。一支援者
として主体となる家族に寄り添い、ともに歩むことが大切だと思っている。

サービス受給者からサービス提供者へ　　　　　　デッラ・グティエレズ氏
　＜ハウス・オブ・ネイバリー・サービス・ライフ・センター勤務＞

　私は、子どもたちが幼い頃に離婚をし、修士号を持っているにもかかわらず就職できず収入がなく、困って
いた。当時、行政機関とかかわることを怖れていたのだが、郡のCWはよく話を聴き、生活の手助けをしてくれ
た。支援を受ける家族にとって、CWは初めて出会う支援者であり、重要な存在となる。
　後に、センターのCWとして働くこととなった時、自身の危機体験が＜相手の立場に立って考え、理解するこ
とのできる＞支援者としての強みとなった。
　センターには、＜セーフティネットとしての役割＞があり、食べ物や衣服などの提供も行なっている。私は、寄
付を募ったり、ボランティアを取りまとめたりするなどの業務を通じてコミュニティのために活動をしている。

●マシューハウスについて：
　青年と家族への自立支援を行なうNPOである。利用者の多くは、郡のヒューマンサービス、里親養育、あるいは司
法システムとの関わりがあり、貧困の課題を抱えている。住宅、医療、就業、教育に関する援助、自立のためのスキル
トレーニング、メンターやファミリーコーチの派遣などの地域サポートを行なう。レクレーションプログラム（無料）も
ある。

●ハウス・オブ・ネイバリー・サービス・ライフ・センターについて：
　ラリマー郡南部において、貧困層や社会的に弱い立場の人々を対
象に、衣食、医療、住居、就業、ライフライン、チャイルドケア、金銭
面などに関する援助サービスや社会資源の提供を
行なっている。400名以上のボランティアがおり、
年間約20,000人の支援を行なって
いる。

シュミットさん（左）とグティエレズさんシュミットさん（左）とグティエレズさん

を
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訪 問 日 時： 2014年10月28日 AM

住　　　所： 14980 E. Alameda Drive, Aurora,

 CO

取材担当者： アンジェラ・ライトル（マネージャー）

（敬称略） ミシェル・ドッシー（インテーク管理者）
 マイク・ディクレター（ユースパーマネンシー、
 成人保護サービス管理者）

 ローリー・オズワルド

 （クライエントサービス、人材育成管理者）
 ローリー・カールソン（運用配置管理者）

　　　　

1. アラパホ郡ヒューマンサービス部門の概要
（1）概要

コロラド州アラパホ郡の行政サービス機関であ
る。児童保護サービスはヒューマンサービス部門に
ある児童青少年家族サービスの管轄で、子どもの
保護や子ども家庭へのサービス提供、里親家庭へ
の支援などを行なう。
全ての子どもと若者を虐待やネグレクトから解放

し、安定した家族との永続的な暮らしを保障する
ため、親と手を取り合い協力することを目指して
いる。

（2）予算

2013年度のヒューマンサービス部門の予算は、
以下の通りである。児童福祉に関しては、80％が
州、20％が郡による拠出となっている。

2. チームアプローチによる児童保護対応
児童保護ケースはホットラインによる通報受理から

家庭支援まで、インテークチームとパーマネンシー
チームが中心となって対応する。

コロラド州 アラパホ郡ヒューマンサービス部門 児童青少年家族サービス
Arapahoe County Department of Human Services：Children, Youth ＆ Family Services

  ■アラパホ郡概況  Arapahoe County

面　積 2,086km2

人　口
572,003人（18歳未満 26.7％）
州で3番目に多い。人口増加中（2000年：
487,967人）

人口密度 234人/km2

人種構成
（2010）

概　要

コロラド州の中央部北に位置する。郡庁
所在地はリトルトン市、最大の都市はオー
ロラ市。
人種の多様性が増しつつある。とくにラテ
ン系と韓国系が多くなってきている。
消費税は州税あわせて3.25～8％（地域
によって異なる）。

　　　　　　　　　　　　　　　（％）
白人 79.9
アフリカン・アメリカン 7.7
ネイティブ・アメリカン 0.7
アジア人 3.95
太平洋諸国系 0.1
その他 4.5
混血 3.1
ヒスパニック・ラテン系 11.81

　　　　　　　　　　　　　  　　（ドル）

児童福祉 31,950,000
生活保護 13,450,000 
保育、就学前教育 8,080,000 
コアサービス 4,470,000
管理費 8,280,000



69

2-1. インテークチーム

　通報の受理や子どもや家族のアセスメントを行な
う。子どもの安全を確認し、リスクや支援の必要性
の有無を繰り返し見直し、ケースの対応にあたる。

（1）ホットライン
24時間体制で住民や通告義務者からの通報を
受け付ける。アラパホ郡は、州内で3番目に通報
件数が多い。2013年度は約25,000件の通報があ
り、うち、児童保護対応となったのは約8,000件
であった。
受付時には、通報理由、子どもやその家族、加
害が疑われる人などについての質問をし、情報を
収集する。この時、家族の強みについても尋ねる。

（2）スクリーニング
ホットライン受付後、情報をCW、SV、マネー
ジャーから構成されるRED（Review, Evaluate and 
Direct）チームに引き継ぎ、アセスメントの必要性
を判断する。
REDチームは、州のデータベースを用いて、過去
の通告歴や犯罪歴などを調べ、判断材料に加える。

（3）アセスメント
インテーク担当ケースワーカー（以下、インテー

クCW）が、約60日間かけて情報収集とアセスメン
トを行なう。子どもや家族の安全性やリスクの評

価をし、支援方針を検討する。

（4）在宅支援（各種サービス提供）
アラパホ郡では、家族のニーズと、予防・早期

介入を重視する観点からディファレンシャル・レス
ポンスを導入している。
リスクが低いと判断された場合、FAR（Family 

Assessment Response）に移行して家族アセスメン
トを行ない、必要な支援を提供する。サービス提
供の主体は、民間団体であることが多い。

（5）ハイリスクケース
ハイリスクと判断された場合、要支援ケースとし

て扱い、パーマネンシーチームへ引き継ぐ。

2-2. パーマネンシーチーム

　子どもが、家庭復帰できるまで継続的に支援する。
親子分離を避け、在宅での生活を維持するための支
援を受ける家庭も少なくない。

（1）在宅優先の支援
可能な限り、親子がともに生活することを目標

とする。セーフティプランに基づき、必要なプログ
ラム（セラピーや治療、ペアレンティングトレーニン
グなど）を実施し、養育状況や環境の改善をサポー
トする。

通報
民間支援団体と連携

REDチームへ リスクなし

リスクあり

(虐待、犯罪) データ入力
リスク低

親族による養育
・ Parenting Time

施設養育

家庭復帰

スクリーニング

・ Shiloh First Program

家庭復帰に向けた支援

・ Nurse Support Program
・ Tri County First Program
・ Shiloh First Programホットライン

受付
問題なし

分離 裁判所へ
申し立て

治療、ペアレンティング、
カウンセリングなどの実施

セーフティプランに基づく
プログラム提供

在宅支援
（各種サービス提供）

緊急保護 LINKS
（90日毎） 在宅支援

オープンケース以降後、
72時間以内に実施

SVによる
スクリーニング

アセスメント
（60日間）

介入・
支援なし

 

 

FAR (Family Assessment Response） 

インテークチーム

■児童保護と支援の流れ

オープン（要支援）ケース リスク高

リスク高

パーマネンシーチーム

フォスターケア

家族アセスメント
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（2）永続的な家庭の保障

子どもたちが、永続的に家庭の中で育つための
生活拠点を考える。親子分離が必要な場合、まず
は親族による養育を検討する。
分離ケースは、再び親子で生活ができるよう、
短期間での再統合を目指して支援する。

（3）LINKS（Listening to Needs of Kids）の実施

パーマネンシーチームに移行する72時間以内に、
子どものニーズを確認し安全を確保するため家族や
親族、親しい友人や家族をサポートしている人々が
集まり、目標や強みなどを話し合う。この時Signs 
of Safety「Partnering for Safety Framework」（付
表⑤）を使う。12歳以上であれば子ども自身も参加
する。90日ごとに、目標設定と計画の進捗状況な
どを見直す。

（4）家庭外養育

子どもの家庭外養育には、キンシップケア
（Kinship Care 親族や親しい人による養育）、里
親養育、グループホームや施設養育などある。
実親と生活ができない場合、子どもにとっての
身近な大人と永続的な関係が築ける環境で養育
されるよう支援計画をたてる。施設養育は最終手
段と考え、親族または里親による養育を推進して
いる。
少年裁判所の判断をもとに、パーマネンシー
チームが1年ごとに支援の見直しをする。

（5）里親養育

委託期間は、2日から長くて2年である。子ども
の多くは、家庭復帰へ向けた支援（プログラム）を
受ける。

3. トレーニング
　アラパホ郡では、子どもの保護や支援にかかわる
支援者と専門職のスキルの習得や向上を目指し、ト
レーニングを提供している。

（1）通告義務者トレーニング

法的に定められた職業従事者などに、以下のよ
うなトレーニングをしている。
 ・ 虐待の行動や身体的兆候を識別する方法
 ・ 虐待の疑いがある場合の通告方法
 ・ 通告後の対応プロセスについて
 ・ 高齢者虐待について

（2）里親支援

アラパホ郡では、周辺のダグラス郡、ジェファー
ソン郡と共同で、里親の啓発（開拓）・承認・マッ
チング・支援と、里親や養子縁組に関する支援や
トレーニングを進めている。リトルトンに3郡合同
事務所がある。里親は承認されると27時間の基本
トレーニングを受け、その後も継続的に研修の受
講をする。トレーニング内容は、年少児に対応す
るものや被虐待児対応のプログラムなど里親の専
門領域に対応できるようになっている。

4. 家族支援プログラム
　アラパホ郡では、家庭支援に力を入れている。支
援者が家族支援プログラムを実施するためには、一
定の訓練を受けることが必須となっている。
　特徴的なプログラムについて説明を受けた。

（1）予防的支援

従来の虐待対応は、問題や事件などが起こって
から対応する対処型であった。近年、これを予防
対応的なシステムに移行し、課題の発生予防と早
期解決を目指したサービスや支援を展開し、在宅
の子ども家庭を支えている。
①Tri County First Program
 アラパホ郡と契約をしている看護師が家庭訪問
をし、子どもの健康・発達、養育に関する教育
やサポートを提供し、家族を必要な社会資源に
つなげる。

②Shiloh First Program
 要支援と判断されなかったケースを対象に、SW

◉3郡コラボ里親・養親支援◉

　アラパホ郡、ダグラス郡、ジェファーソン郡では、

3郡あわせて常に1,000名以上が里親への委託を

待ち、40名程度が養子縁組を待っている。

　里親、養子縁組希望者の婚姻状態、人種、宗教、

子育て経験は問われない。要件は21歳以上、米国

市民または合法的な米国居住者、子どものための

スペースとベッドがある、安定した収入、健康であ

る、体罰を使わない、配偶者やパートナーの賛同が

あるなどである。申請者は、家庭調査と経歴チェッ

クを受ける。
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が家族のアセスメントをし、迅速に適切な対応
をする。

③ナースサポートプログラム
 看護師が4～7ヵ月間、週1回の家庭訪問を行
なう。

（2）分離後の家族再統合

家族再統合を目指し、次のプログラムを活用し
て家族機能などの回復に努めている。

　  ・ LINKS  ～Listening to Needs of Kids～
 親子分離決定度、家族や親族や家族をサポー
トしている人々が子どもの養育について話し合
う。家族が再統合するまで90日ごとに実施する。
12歳以上の子どもも参加できる。

　  ・ Parenting time
 家庭外養育中に親が子どもと会い、かかわりを
持つことができる機会を提供する。治療的ペア
レンティングタイム、養育指導セッション、再統
合を果たした親子サポートなどもある。

5. 所感
ヒューマンサービス部門は、子どもの安全を確保
し、永続的な生活環境を保障していく公的機関であ
る。しかし、子どもを保護する権限は持たず、それ
を有する裁判所と役割を分業し、子どもの安全を確
保し、永続的な家族や家庭環境を保障している。
司法との協働に加え、民間の各種家庭支援サービ
スやプログラムを活用し、それぞれの家庭の養育力
向上に努めていた。
子どもを取り巻くあらゆる問題に、介入・支援を行
なう場合、子どもが1日も早く家庭に戻れるよう、両
者にさまざまなプログラム提供を行ないながら、家庭
環境調整を図っている。また、補足のサービス活用
だけではなく、それぞれの家族が持つ力を引き出し、
彼らの力で家族がともに歩めるよう、インフォーマル
ケアのコーディネートまでなされていた。
これまで子どもを連れ去る機関として認識されて
いた公的機関が、家族に必要な支援をする所として
子ども家庭に寄り添った支援を展開し歩みはじめて
いることは、とても印象深かった。
我が国においても、子どもと家庭の支援にかかわ
る各種サービス提供については検討が必要であり、
これらの実践に学ぶべき点は多くあるのではないか
と感じた。　　　　　  　　　　　　（山根　千絵）

・ Arapahoe County
 http://www.co.arapahoe.co.us/
・ 共同フォスターケア
 http://www.collaborativefostercare.com/
・ 四方燿子　アメリカにおける児童虐待の対応視
察報告書　子どもの虹情報研修センター 2004

 参考資料

ライトルさん

オズワルドさん
カールソンさん

ディクレターさん

ドッシーさん

講義の最後に皆で記念撮影
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◉里親と養子縁組についての基本的考え方
　虐待、ネグレクト、その他の問題で親と暮らせない状況にある場合、子どもには安心に暮らせる家庭（キン
シップケアや里親家庭）が一時的に必要になる。里親養育期間中の目標は、親と子どもの再統合である。それ
ができない場合、養子縁組やその他の永続的な家庭環境を用意することを次の目標とする。

◉現在必要としている里親
　12歳以上の子ども、きょうだい一緒の委託が必要、性同一性障がいなどの課題がある、英語以外の言語
を話す、障がいがある、トラウマなどを経験し問題行動などがある、こうした子どもたちを養育する里親をと
くに必要としている。

◉里親支援
　委託期間は一晩から数ヵ月、場合によっては数年間とさまざまである。委託後は、家族との再統合、ある
いは親族による里親養育を目指し支援を行なう。
　州では、委託は4人まで、養育する子どもは8人まで（実子含む）と定めている。委託する子どもの数は、里
親の希望を聞き、養育環境をアセスメントしたうえで決める。
　マッチングにあたっては、子どもにあっているか、里親の能力、社会的資源、居住地域などが考慮される。子
どもと実親との関係を維持し、転校の必要がないよう、近くに住む里親に委託をする。
　州ヒューマンサービスは、里親と実親の交流をサポートする。実親と里親は、食べ物の好き嫌い、興味、
生活のリズムなどの情報を共有し、子どものストレスを軽減・解消させるため努力する。

◉養子縁組制度について
　コロラド州ヒューマンサービスは、全ての子どもや青年が実親のもとで暮らすことを目標にしている。しか
し、それができない、あるいは、それが子どもの最善の利益にはつながらない場合もある。そうした状況下
では、子どもには養子縁組などによる永続的な家族が必要、としている。2013年コロラド州では、188組の
養子縁組が成立した。過去15年間では、2005年の585件をピークに減少傾向にある。
　養子縁組には、主に①里親の資格保持者が行なう養子縁組、②出産前にアレンジされる私的養子縁組、
③国際養子縁組の3タイプがある。①の場合、1～21歳の里親家庭で養育されている子どもを対象としている
が、多くは9歳以上である。60％以上の子どもはかつて養育されていた里親の養子となっている。
　養子縁組を待つ子どもたちの写真や情報は「コロラド・ハート・ギャラリー」という養子縁組サポートプロ
ジェクトのサイトで確認できるようになっている（「ハート・ギャラリー」は全米組織で、各地域で養子縁組を
待っている子どもたちの情報をWEBや紙媒体で公開している。写真はプロのカメラマンがボランティアで
撮っている）。また11月14日の「ナショナルアダプションデー」にちなんで全米で養子縁組を集中的にまとめ
る2週間の「アダプションウイーク」が実施されるが、コロラドでは前回の期間中、46名の子ども・33家族の
縁組を誕生させた。
　養子縁組は、未婚や既婚、同性や両性愛あるいは性同一性障がい、持ち家か借家住まいか、子どもの有
無、人種、宗教などは問われず、21歳以上であれば申し込めるが、家庭状況や経歴のチェックなどが事前に
なされる。また養子縁組の承認前には、州、連邦、郡レベルでの犯罪歴と、過去5年間の虐待通報の有無が
確認される。その後、12時間の基礎トレーニング、27時間の承認前トレーニングを受ける。養子縁組希望者
には、子どもはトラウマや、悲しみ、喪失感を持っていること、また、きょうだいや親族との関係を断ち切りた
くないと考えていることなどが率直に伝えられる。
　郡ヒューマンサービスを介した養子縁組に費用はかからないが、民間の児童福祉サービス提供機関を介
する場合は費用がかかることがある。私的養子縁組は15,000～40,000ドル、国際養子縁組は20,000ドル以
上とされる。
　2014年7月から、コロラドでは、18歳以上の養子は、弁護士を雇い裁判所に申し立てをしなくても、出生の
記録や実の家族の情報にアクセスすることができるようになった。

～State of Colorado～

◉里親と養子縁組についての基本的考え方
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◉米国の里親制度
　米国の里親制度には約150年の歴史がある。社会的養護機関によるケアが成立する以前、親のいない子
どもたちは施設で生活していた。ニューヨーク子ども援助協会の創設者チャールズ・ローリング・ブレイス
が、1854年、東部にある孤児院や施設の子どもたちを中西部の里親家庭に委託をする運動を始めた。里親
は、子どもが16歳になるまで教育、宗教教育、職業訓練を行なった。里子となる子どものほとんどは白人で、
親のいない有色人種の子どもは、現在の親族里親に相当する拡大家族が養育していた。
　1909年、「子どものケアに関する第1回ホワイトハウス会議」が開かれ、全ての子どもには家庭で育つ権利
があると宣言された。1961年、社会保障法が改正され、里親養育費用を連邦政府が州に償還することにな
る。1970年代は、全米里親協会の設立、国レベルでの里親研修プログラムの開始、先住民の子どもを可能な
限り拡大家族や部族の下に置くよう求めた法律の制定、特別なニーズのある子どもたちを養育する里親への支
援要求など制度の整備が進んだ。1980年、不必要な親子分離を防止し、家族の再統合を促進し、特別なニー
ズを持つ子どもの養子縁組を進めるため「養子縁組の支援と児童福祉に関する法律」が成立する。1980年代
は里親と養親の募集、アセスメントやトレーニングなどの国標準モデルの開発・実施が活発になされた。
　里親政策は、州政府が主体となって施策立案、予算・運営管理をしている。各地域に、州や郡政府が契
約している里親サービス支援機関があるが、全て州や地方の法令や基準、連邦のガイドラインに基づき事
業展開をしている。
　米国のフォスターケアは、「ファミリーフォスターケア（家庭での里親養育）」、「トリートメントフォスター
ケア」、「OPPLA/APPLA」に大きく分けられる。
ファミリーフォスターケア
州、または州によって認可された里親サービス支援機関によって、親族や拡大家族や、里親へ委託される。
トリートメントフォスターケア
　セラピューティクフォスターケアとも言われる特別なトレーニングを受けた専門里親
OPPLA/APPLA
「Other Planned Permanent Living Arrangement」の略で、「Another Planned Permanent Living 
Arrangement」とも言われる。「長期里親養育」にかわる支援として養子縁組と安全な家族に関する法律
（1997年）で初めて使われた。OPPLA（または APPLA）では、児童福祉団体が監護権を保持して支援
し、子どもが大人になるまで住む場所を手配する。家族の再統合、親族里親、養子縁組、法的後見人など
の利用が不可能な場合に採られる、最後の選択肢となる。

～U.S.A～

◉米国の里親制度

■米国の里親制度と養子縁組制度利用児童数 （重複なし）　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（千人）

里親制度利用児童 9/30時点の里子 新規里親委託 委託解除 養子縁組待ち※ 親の親権はく奪 養子縁組成立

2003年度 787 510 289 278 130 76 50

2013年度 641 402 255 238 102 59 51

■同居している子どもと家族の関係性 （2010年）　 　 　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　 　（人）

総　数 18歳未満 18歳以上

家庭で暮らす子ども総数 88,820,256 64,778,147 24,042,109

養　子 2,072,312
（2.3％）

1,527,020
（2.4％）

545,292
（2.3％）

継　子 4,165,886
（4.7 ％）

2,784,531
（4.3％）

1,381,355
（5.7％）

実　子 82,582,058
（93.0％）

60,466,596
（93.3％）

22,115,462
（92.0％）

Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System 
data, U.S. Children’s Bureau, Administration on Children, 
Youth and Families

※養子縁組待ち：親の親権がはく奪され、養子縁組が
　支援目標とされる15歳以下の子ども

U.S. Census Bureau
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◉里親と養子縁組
　米国の里親制度では、里親による養子縁組を可能にしている。2000年、12.7万人あまりの子どもが養子
縁組をしたが、多くは里親や親族の家族となっている。1997年、「養子縁組と安全な家族に関する法律」の
施行により、里親家族による養子縁組数はそれまでのほぼ2倍となった。
　この法律では、養子縁組を推進するための内容が盛り込まれている。例えば、子どもが過去22ヵ月以内で
15ヵ月間、里親養育下にあった場合、州が親の親権をはく奪すること（例外がある。詳細は23ページ参照）
や、養子縁組助成金と養子への医療保険の拡充、養子縁組率を高めるための連邦から州への拠出金の拡大
などである。

◉国際養子縁組
　米国全体での国際養子縁組成立件数は、2004年の22,991件をピークに減少し、2013年は7,092件であっ
た。養子縁組が多いのは、中国（2,697）、エチオピア（1,568）、ロシア（748）、韓国（627）、ウクライナ（395）
となっている（Bureau of Consular Affairs 2012）。過去にはグアテマラからの子どもの養子縁組も多く
あったが、2008年、誘拐された子どもが売買されて米国にきていることがわかり、一時中断された。テキサ
ス州、カリフォルニア州、ニューヨーク州で国際養子縁組が多い。　　　　　　　   （文責：事務局 田中）

～U.S.A～

◉里親と養子縁組

【参考文献】
   マシュー・コルトン、マーガレットウィリアムズ編　庄司順一監訳　世界のフォスター・ケア　2008
      明石書店
   仲村優一、一番ヶ瀬康子（編代） 世界の社会福祉アメリカカナダ　2000　旬報社
   ジョン・E・B・マイヤーズ（著）、庄司順一、澁谷昌史、伊藤嘉余子（訳） アメリカの子ども保護の歴史
   　2011　明石書店
   Rose M Kreider, Daphne A. Lofquist Adopted Children and Stepchildren:2010 2014 U.S.
      Census Bureau
   Trends in Foster Care and Adoption：FFY2002-FFY2013 2014 Children’s Bureau
   New York State Foster Parent’s Guide to Adoption 2007 New York State Office of
      Children and Family Services
   State of Colorado http://www.colorado.gov/
   Interstate Compact on the Placement of Children State Pages
      http://icpcstatepages.org/
   Child Welfare Information Gateway
   Heart Gallery of America
      http://www.heartgalleryofamerica.org/
   Colorado Heart Gallery
      http://www.coheartgallery.org/
   Intercountry Adoption
      http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/

コロラド州アラパホ郡、ダグラス郡、ジェファーソン郡
では、里親と養子縁組の募集、研修、認証、支援を
合同で行なっている。パンフレットでは、制度の基本的
概要の紹介や、3郡合同説明会「Information Night」
（年24回実施）の案内などが記されている。

郡
を
的
」
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訪 問 日 時： 2014年10月28日 PM

住　　　所： Crime Lab Training Auditorium 1371

 Cherokee Street, Denver, CO

取材担当者： スティーブン・クレイボン（行方不明者

（敬称略） 捜索・児童虐待チームの巡査部長）

 ヨランダ・アレドンド（デンバー市郡

 ヒューマンサービス部門児童虐待ホット

 ライン担当、スーパーバイザー）

 ジョディ・ビョーネス（チルドレンズアド

 ボカシーセンター フォレンジック

 インタビュー・プログラム・ディレクター）
 キャサリン・ウェルズ（デンバーヘルス

 病院ファミリークライシスセンター医療

 部長、児童虐待専門小児科医）

 クリスティーヌ・ワシュボム（デンバー

 地方検察家族暴力ユニット次席検事）

 マギー・コンボイ（デンバー地方検察

 家族暴力ユニット検事） 

1. マルチディシプリナリー・チームについて
米国では、児童虐待に対して行政の児童保護サー

ビス（CPS）、警察、チャイルドアドボカシーセンター、
病院、検察などが連携し、各専門分野における対応
をしている。
今回、デンバー警察において、デンバー市郡におけ
るマルチディシプリナリー・チーム（Multidisciplinary  
Team）を構成する機関担当者から各業務の話を聞
いた。

2. デンバー警察行方不明者捜索・児童虐待
    チーム ミッシング・アンド・エクスプロイテッド・
    パーソン・ユニット（行方不明者・搾取被害者
    ユニット以下、MEP）の活動
（1）概要

児童虐待、ネグレクト、児童ポルノの所持、未
成年者の家出、養育者の失踪、児童誘拐、児童
の殺人、親権の争い、高齢者への虐待、インター
ネット上の犯罪、児童が信頼する大人からの性的
行動、虐待による死亡に関する取り締まりと捜査、
容疑者の逮捕を行なっている。

コロラド州 デンバー警察 ＜マルチディシプリナリー・チーム＞
Denver Police Department＜Multi-disciplinary Team＞ 

〈2010年MEPが調査にかかわった事件の統計〉

児童虐待 447件
性的虐待 351件
ネグレクト 217件
養育者の失踪 463件
青少年の失踪と家出 1,725件
親権争いに伴う連れ去り 26件

  ■デンバー市郡概況　City and County of Denver

面　積 401.3km2

人　口
（2012） 634,265（18歳未満22.0％）

人口密度 1,561人／km2

人種構成
（2010）

概　要

標高1マイルに位置することから「マイ
ル・ハイ・シティー」の愛称で呼ばれる。
2005年には成人に限り、マリファナの使
用と所持（最大1オンス）を容認する条例
が可決施行された。
消費税は一般品7.65％、食料品と飲料は
8.0％など費目によって異なる。

　　　　　　　　　　　　　　　（％）
白人 65.3
アフリカン・アメリカン 11.1
ネイティブ・アメリカン 1.3
アジア人 2.8
太平洋諸島系 0.1
その他 15.6
混血 3.8
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（2）虐待による死亡について

2007年のコロラド児童死亡予防プログラムの統
計によれば、2歳以下の死亡事例が多く、36％は
実父による虐待で、30％は母親の恋人による虐待
であった。また、61％は22歳以下と若く、子育て
経験が浅かった。加害者には薬物やアルコールの
乱用者が多く、死亡事故を起こす前に何らかの形
でヒューマンサービスがかかわっていたケースもある。

（3）スタッフ

MEP職員は、年間40時間の講習を受ける。7名
が児童虐待、2名が児童失踪を担当している。

（4）児童虐待に関する法的定義

コロラド州では、以下の法律（抜粋・要約）で、
児童虐待を不法行為と定義している。
① コロラド州改正法18編刑法（以下、C.R.S18）
・ C.R.S18-6-401…16歳以下の子どもの生命や
健康を害した、あるいは脅かす環境に子ども
を置いた時、虐待の犯罪を犯したことになる。

・ C.R.S18-3-405.3 …子どもへの性的虐待は、
近親者が18歳以下の子どもと性的なかかわり
を持つことをいう。更に15歳以下への性的か
かわりは重罪になる。

②デンバー市改正法34章未成年（以下、D.R.M.C34）
・ D.R.M.C.Sec.34-46.…未成年者の命を危険
にさらすこと、最低限の幸福を危険にさらす
こと、拷問をする、未成年者のモラルを悪化
させることは違法である。

・ D.R.M.C.sec.34-46.…親権者が、子どもの衣
食住を奪うこと、その状況にあることを見過
ごすこともネグレクトである。

・ D.R.M.C.Sec34-46.…子どもに武器を与える
こと、子どもが武器を持っていることを知りな
がら取り上げないことも違法になる。

（5）虐待による症例、ネグレクトの考え方

①身体的虐待
・ 頭部/神経系の傷（症状：嘔吐、発作、無気力、
昏睡状態、敗血症、 脳膜炎、病院到着後の
死亡）

・ 腹部の外傷（症状：嘔吐、ショック状態、病
院到着後の死亡）

・ 骨折

・ 打撲傷、擦り傷、パターン化した傷
・ 火傷
・ 窒息させる（症状：顔色が悪い、呼吸が止まる）
・ 毒を盛る（症状：嘔吐、下痢、無気力、発作）
・ 成長不足、餓死
②ネグレクトについての考え方
・ 養育者の怠慢や不作為。
 怠慢・不作為は子どもの生命・身体を危険に
さらすことになる。

・ 子どもの基本的要求・必要に答えないこと。
・ 身体的、心理学的、精神的、医学的、歯学的、
管理・指導・教育の放棄、見捨てること、成
長不足。

・ 致命的なネグレクトには、溺れさせる、絞殺、
餓死させる、銃殺、焼死させる、治療計画に
従わない、無謀な運転での事故などがある。

・ ネグレクトは社会、人種、民族、地域規範や
価値観によって異なり、定義づけが困難である。

（6）警察における虐待対応の流れ

①通報の受付
 捜査は、主に以下の3つのパターンの通報によ
り開始される。
A. 家族や虐待の目撃者、通報義務者が警察へ
911通報（日本での110番と119番にあたる）
をする。

B. 警察署へ被害者や通報者が直接来る。
C. 通告義務者からの通報（メール、FAX、電話）。

②クロスレポート
 警察では、通報受付後直ちにデンバー市郡
ヒューマンサービス部門に通知し、調査、ケース
ワーカーの派遣、子どもの分離措置などの依頼
をする。

③初動対応
 上記AとBの場合、警察官が現場で初動捜査
を行ない、規定レポートを作成する。なおMEP
のSVなどの承諾なしで、虐待、ネグレクト、性
的暴力の逮捕はできない。

④対応方針の決定
　 MEP巡査部長が初動捜査の報告内容を確認
し、その後の対応を決定する。Cの通告義務者
からの情報は、初動の対応を経ずに、直接巡
査部長が内容を確認する。

　更なる捜査が必要と判断すれば、MEPの刑事
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によって捜査が開始される。
　違法行為が認められない場合は、継続的な安
全確認のため、公安機関やヒューマンサービス
部門などに照会を行なう。

⑤捜査
　 犯罪行為、あるいは法律違反行為の可能性があ
る場合は、MEPの刑事が捜査を開始し、証拠
を収集する。デンバー・ヒューマンサービス部門
など他機関が捜査に参加する場合もある。

　また24時間以内に発生した重篤な怪我や性暴
力、捜査令状が必要なケースなど、抵触行為が
明らかな場合は、MEPの刑事が早い段階から
捜査に着手する。

　 同じ内容の質問を繰り返すことを防ぐため、被
害者との面接には警察とデンバー市郡ヒューマ
ンサービスが同席する。必要に応じて他機関の
関係者も招集される。

⑥クロスレポート
　通報受付時同様、捜査完了時に調査の概略と
関連文書をデンバー市郡ヒューマンサービスに
提出する。

3. デンバー市郡ヒューマンサービス部門
（1）概要

児童福祉担当職員は200名いる。虐待ホットラ
インがあり、24時間体制でCWが虐待通報を受け
付けている。年間約30,000件の通報があり、初期
スクリーニング後、アセスメント・調査対象になる
のは約10,000件である。デンバーは州内で2番目
に通報が多い地域である。

（2）通報受け付けの流れ

①通報受付について
　通報の内容によって警察かヒューマンサービスの
どちらに連絡をするのか一般に周知されている。
・ 学校での体罰や、知らない人からの暴力⇒警察
・ 信頼する大人からの虐待⇒ヒューマンサービス
　ヒューマンサービスでは45名のケースワーカーが
対応している。通報に関する情報は機密事項と
なり外部に知らされることはない。

②児童保護ケースの流れ

4. デンバー・チルドレンズアドボカシーセンター
　（以下、CAC）
（1）概要

2004年に活動を開始したNPOで、16名のスタッ
フが在籍している。
性的虐待や重度の虐待を受けた疑いのある子ど

もに対するフォレンジックインタビュー（司法面接）
や身体検査、調査などを行なう。CACで得られた
情報は裁判の重要な証拠となる。
学校で児童虐待防止を目的にした授業も行なう。

（2）フォレンジックインタビュー

24時間年中無休で緊急対応している。インタ
ビューはトレーニングを受けた3名で実施する。
対象者は3～20歳くらいまでの子どもや青少年で、

性的虐待や殺人、重症な外傷など深刻な被害が疑

 

       学校関係者からが多い

☆クロスレポート
・虐待が疑われる通報はCPSから
   地方検察と警察へ直ちに通知が
   なされる。

 

 

通報受付  

スクリーニング  

ケースワーカーが  
面接を手配  

・電話対応に30分以上かける
   身体的虐待の質問や 
   性的虐待の質問など
   ガイドラインに沿って質問をする
    

通報の約60％が通告義務者による通告 

REDチーム（１チーム5名構成）

・保護者の犯罪歴を確認 
・過去の通報歴を確認

調査、アセスメント、
支援計画へ 

約40％が更なる調査対象になる 

・インテークCW：
   ケースを受け入れ、アセス
   メントをする 
・オンゴーイングCW：
   家族に長期にかかわる 
・ユースCW：
   少年裁判に関するケース
   に対応する 
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われる虐待について調査を行なう。
ガイドラインに沿って進められ、時間は15分から
2時間を超えることもある。
フォレンジックインタビューは通常司法面接を意
味するが、ここではさまざまな専門家が集まりプリ
ミーティングをするプロセスも含まれる。

（3）フォレンジックインタビューの流れ

①性的虐待や重篤な虐待を受けた疑いのある子ど
もを、CPS職員や養育者（非加害者）がCACに
連れてくる。

②インタビュー前に、プリミーティングを行ない、
刑事、CW、検察の調査員などで基本的な情報
を確認する。

 子どもに録画、録音することを伝え、質問者が
自己紹介をする。子どもがリラックスして話がで
きるように、まずは子どもの好きな話を聞くなど、
子どもの感情が出やすいようにする。

③子どもが事実を話せる状況にあると判断した場
合、ガイドラインに沿ってフォレンジックインタ
ビューを行なう。推測による提言をせず子どもの
話を聴き出すことが重要となる。特に幼い子ども
には、誘導的な質問にならないよう注意する。

 「何故あなたはここにいるの？」など、オープン
クエスチョンで聴き取りをする。確認が済んでい
る件についての質問はしない。

 インタビューの中で、子どもは、積極的に事実
を述べる、曖昧な返答をする、質問に全く答え
ないなど、さまざまな反応をみせる。子どもの親
しい人を同席させて話しやすい状況を作るなど、
子どもの言葉を引き出す方法を探す。

（4）ケースレビュー

インタビュー後、それぞれの関係者が集まり、
情報共有を図り、今後、子どもと家族が必要とす
る支援や対応について検討する。

5. デンバー・ヘルス病院
            ファミリークライシスセンター
（1）チームアプローチについて

児童虐待に対する医療機関はデンバーに3種あ
る。多職種の専門家が協力し経緯を確認して対応
にあたる。
・チャイルドホスピタル（小児科病院）
 虐待に関する相談を受け付けており、虐待の疑
いがある場合は医学的に状態を確認する。

・クライシスセンター
 アドボカシーセンターで扱わない、重篤ではない
急性のケースを診る。

・ファミリークライシスセンター
 性的虐待を除いたケースに対応する。看護師の
メディカルディレクターによるフォローアッププロ
グラムがあり、虐待を受けた10～18歳の子ども
が、平均90日間センターで生活をしながら必要
な治療を受ける。

（2）医療関係者としての責務

虐待を見逃さないこと。虐待の内容を調べ医療
サービスの提供や保護者との分離が必要かを判断
する。また、通告義務者として虐待通告をする。
頭部への外傷、乳幼児突然死症候群、乳幼児

の痣、重度の火傷、骨折、児童で48～72時間以
内に性的虐待を受けたと疑われる場合など緊急を
要するケースでは、専門家が集まり原因や治療を
検討する。　　　　　
虐待を疑われる外傷箇所だけでなく、口腔内か

ら性器（性的虐待の疑いの有無にかかわらず）ま
で考えられる検診を全て行なう。
乳幼児突然死症候群については、2歳以下の場

合はレントゲンで骨の状況を調べ、1歳以下の場
合はCTやMRIを使用し頭部も調べる。
病歴から状況を見ることも大切にしている。
その他、小児科医、看護師、心理士、ソーシャ

ルワーカー、栄養士、フィジカルセラピストなどさ
まざまな分野の専門家と連携する。
重篤な状況でなくても適切な養育を受けていな

い場合がある。十分な養育やヘルスケアを受けて
いる子どもと、そうでない子どもの違いを知ってお
くことが必要である。
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（3）性的虐待

性的虐待が疑われる場合は、医師への相談が
あることが多い。
性的虐待にあった場合、可能な限り24時間以
内に身体検査を行ない証拠を集める。警察の調
査内容を確認して診断をする。子どもの健康上の
問題、感染症や年齢によっては妊娠の有無も確認
をする。72時間以内の診断であれば感染症や妊
娠に対処できる。
デンバーでは性的虐待の治療はメディケイドの対
象となっている。

6. デンバー地方検察
（1）地方検事の活動内容

デンバー警察、ヒューマンサービス、ファミリー
クライシスセンターの虐待専門小児科医、アドボカ
シーセンターの組織などからの情報や物証を証拠
として陪審員に提示し、起訴を提起する。
養育者が刑事事件裁判で有罪となった場合、子
どもに永続的な里親を探す必要がある。虐待の内
容によって判決は異なるが、性的虐待は最大無期
懲役となる。
児童虐待は故意か事故による怪我なのか判別
しにくいケースも多く、専門家の意見が重要にな
る。また、法律で医学的証拠の提出が必要とされ
ているため、医療関係者との協働が重要である。

（2）フォレンジックインタビューの重要性

コロラド州法では、子ども自身の証言が裁判で
必要とされている。性的虐待で物理的な証拠が
見つからない、また、裁判所では緊張して話せな
い子どももいるので、フォレンジックインタビューに
よって得られる情報は非常に重要な証拠となる。
デンバーのフォレンジックインタビュー面接官は
専門的なトレーニングを受けており、中立性を保っ
ている。高度なインタビュー技術により、子どもの
心的外傷を軽減できると評価されている。

　

7. 所感
デンバーの虐待通報の中でも、性的虐待に関する

通報割合が日本と比べると多い。性的虐待の定義が
日本と比べ違うこともあるが、トレーニングを受けた
通告義務者が、ヒューマンサービスや警察に通報し
ていることもその要因であると思う。
日本でも虐待に対して、警察、医療、行政の連携

はあるが、デンバーのマルチディシプリナリー・チー
ムのように、NPOや検察も含めた迅速な連携までに
は至ってないのではないだろうか。マルチディシプリ
ナリー・チームの専門分野の担当者が迅速に協動す
ることで、被害者を守りつつ、社会全体の虐待を許
さない風潮につながっているようにも感じた。
検事が最後に言われた『どんな立場の人であれ、
子どもの安全と幸せのために戦っている』という言葉
が印象的であった。　　　　　　　　 （河野　光裕）

クレイボンさん

トコンボイさん（左）とワシュボムさん

ウェルズさん

アレドンドさん

ビョーネスさん
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訪 問 日 時： 2014年10月27日 PM

住　　　所： the Lindsay-Flanigan Courthouse

 520 West Colfax, Denver, CO

取材担当者： ブレッド・ウッズ（主任判事）

（敬称略） バーバラ・ボースリー（ファシリテーター）
 ニック・ゼンダー（事務官）
 ミキ・ミンザー（親担当弁護士）

1. 概要
コロラド州立デンバー少年裁判所（以下、少年裁
判所）は、1903年、少年問題（非行）を専門に扱う裁
判所として米国で2番目に設立された。当時は問題
を起こす少年を大人同様、処罰の対象と捉えていた
が、支援を要する更生の対象とした。
現在は、児童虐待とネグレクトケースが中心だが、
家庭裁判所のように家庭内の係争も扱う。

（1）少年裁判所のあゆみ

1899年に、「School law」が成立した。それまでコ
ロラド州では、子どもも成人同様の扱いを受けてお
り、子どもの犯罪についても、一般刑事法令に基
づき起訴していた。「School law」は、子どもを裁く
ためではなく、犯罪防止のために制定された。
その後、当時、問題となっていた落書きや非行
など少年問題を専門に取り扱う裁判所が必要とさ
れ、初代判事であるベンジャミン・バーリンジーの
働きにより、1903年にコロラド州立デンバー少年
裁判所が設立された。1899年設立のイリノイ州に
あるクック郡少年裁判所に続き、全米で2番目の
設立となった。1938年には、連邦法である「少年
非行法」が成立した。
少年裁判所の設立をきっかけに、コミュニティ
は、子どもの人間性や権利を認識するようになっ
た。その後、少年法により、問題となっていた児
童虐待の定義や報告義務の制定を行なった。

（2）運営

州の憲章と州法が適用される。コロラド州は0
～21歳までを対象とした「Colorado Children’s 
Code」※を定め、虐待やネグレクト、子どもの福祉
に関する事項を記している。

少年裁判所では、子どもの福祉に反するケース
や10～18歳未満子どもの刑事事件に関するものを
扱っている。虐待やネグレクトケースが多く、概ね
2～3回の審判で判断を下している。
◎開所時間：月～金曜日AM8：00～PM4：00
◎スタッフ
　判事 3名、ミディエイター 2名、
　ファシリテーター2名、事務官 28名

2.各職種の役割
（1）判事

少年の裁判を専門に扱う。時間外は、判事が
持ち回りで電話対応するため緊急対応も可能であ
る。場合によっては、依頼を受けた翌朝すぐに裁
判を行なうこともある。

コロラド州 コロラド州立デンバー少年裁判所
Denver Juvenile Court

　コロラド州の法律で、少年裁判のシステムや権限、
子どもの虐待やネグレクト、児童保護やフォスター
ケア、親権についてなど、子どもの福祉に関する事
項が記されている。子ども（0～21歳）の最善の
利益を守るため、家庭環境の改善や強化、保全を
行ない、場合によっては親権はく奪などの判断を裁
判所が下すために制定されたものである。

※Colorado州児童法
Colorado Children’s Code
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（2）ミディエイター

当事者間に対立があっても、ミディエイターによ
る仲裁で裁判にならないケースが多い。2013年は、
約200件の仲裁を行なった。仲裁を通して、両親
が互いに協力的になることも多い。
子どもの保護（親子分離）が裁判で決まる場合

は、裁判中に親が自由に意見することができない
ため、裁判終了後に1～2時間、親の話を聴く。

（3）ファシリテーター

判事をアシスタント
する役割を担う。ま
た、「デンバー・ペアレ
ント・ハンドブック（裁
判ガイドライン）」を用
いて、親に裁判の流
れや手続きなどを説
明する。ハンドブッ
クには、「Colorado 
Children’s Code」、
専門用語、事例、
関係団体の提供する家庭支援サービスが案内され
ている。裁判準備に必要な情報を整理し、記入で
きるページもある。

（4）事務官

裁判所におけるケース記録の整理、正当な調査
が実施されているかの確認をする。

3. 他機関との協働 
（1）行政の児童保護サービス部門（CPS）

CPSは、少年裁判所の虐待やネグレクトケース
に関与している。子どもの安全確保のために親と
の分離を求めることもあり、子どもへの聴き取りな
ど、検事の役割をCPSが代行する場合もある。
また、刑事事件として扱われるケースであって
も、家族に支援が必要であると判断された場合は
CPSが関与する。
裁判所は親権のはく奪や制限、親子分離などの
判断は下すが、その後の家族や子どもへの具体的
支援内容についての提言はしない。支援の検討や
計画はCPSが行なう。

（2）弁護士

少年裁判所専門の弁護士がいる。子どもと親、
それぞれ担当する弁護士が分かれている。CPSに
も弁護士がつくこともある。
子どもを担当する弁護士は、本人の意見を代弁

し、子どもにとって最良の結果を導けるよう検討す
る役割がある。
デンバーには、性的虐待ケースを専門とする弁

護士が30名いる。

4. 子どもへの配慮
意見表明のため、子ども自身に証言を求めるのは、

おおむね12歳以上としている。裁判の出席について
は、本人の意思が尊重され、拒否することもできる。
出廷時は、裁判にかかわる大勢の大人や虐待の

加害者と顔を合わせるため、子どもに心理的負担が
生じる。本人の意思に沿った意見表明ができなくな
る事態も考えられるため、判事は子どもとの個別面
談で意思を確認する、裁判を非公開にするなどの配
慮をしている。審判に関する情報は公開しない。
裁判を行なう上でトラウマのケアが必要な場合は、

CPSを通じて治療や支援サービスの提供を行なう。

5. 所感
我が国では、虐待やネグレクトを扱う場合、児童

相談所に判断（方針決定）や支援の実施まで役割が
集中する。アメリカ（デンバー）では、子どもと親、
関係機関から提供される情報を基に司法の判断を下
し、支援実施は別の機関で行なう。
支援提供機関と司法との分業は、家庭支援実践

において、より効果を発揮しやすいと考える。
一方で支援実施機関が、子どもの最善の利益を

追求するための情報をいかに示すことができるかが
課題となる。少年裁判所は、子どもの更生を目的に
設置された経緯はあるものの、子どもの保護を前提
とした裁判を行なう場所ではない。時に支援実施機
関は、専門の弁護士の力を借りて子どもの保護に努
めることとなり、家庭支援のノウハウだけでなく、裁
判における法律事務スキルも求められる。
子どもの権利を守る支援機関による判断と、中立

的な立場で判断を下す少年裁判所とでは、判断に差
が生じるのではないかと、両国の違いを感じた。
また、地域における家庭支援を展開する上で、少

年裁判所の役割が重要であると同時に、子ども家庭
の支援にあたる各機関の役割や責任の大きさを実感
した。　　　　　　　　　　　　　　 （山根　千絵）

ハンドブック



82

State of Colorado

・ Denver Juvenile Court
 http://www.courts.state.co.us/Courts/
Denver_Juvenile/Index.cfm

・ CJDC （テレビ局）
 http://cjdc.org/wp/wp-content/uploads/ 
2013/01/NJDC_Colorado_Colorados-JJ-
System.pdf

・ 水口 芳寿　デンバー便り3デンバー少年裁判
所の司法行政ならびに関係機関について　

 家庭裁判月報　37（9）199-225，1985
・ 千村 隆　デンバー少年裁判所　海外司法ジャー
ナル （2）98-114，1996

・ 青野 篤　アメリカ少年司法と合衆国連邦修正
1条（1）  大分大学経済論集  59（4・5） 117-
157,  2008-01

 参考資料

ボースリーさん

（左から）ウッズさん、ゼンダーさん

■法廷内の様子（上）と配置図（下）

傍聴席 

両親と
その弁護士 

子どもと
その弁護士 

証言台 

関係者席 

政府関係者
CPSなど 

判事 
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　日本では児童福祉法第25条により、児童虐待を受けたと思われる児童（要保護児童）を発見した場合、す
べての国民に通告する義務が定められ、さらに『児童虐待の防止等に関する法律』では、児童虐待を発見し
やすい立場にある人や団体には、より積極的な児童虐待の早期発見および通告が義務付けられている。これ
らの通告義務に罰則はないものの、「すべての国民」に通告の義務があるということは、なかなか浸透されて
いないのが現状ではないだろうか。年々虐待相談件数は増えてはいるものの、「近隣トラブルに巻き込まれ
たくない」「隣に住んでいる人とは面識がない」「面倒なことにはかかわりたくない」という理由で通告を躊躇
し、保護されるべき子どもが保護されないという現実もあるだろう。
　一方米国では、各州によって児童虐待の通告の仕組み、通告義務者の定義に違いはあるものの、50州全
てで通告義務に関する法律があり、通告義務者が定義づけられている。一般市民の虐待通報への義務感も
高く、在ニューヨーク日本国領事館発行のメールマガジンが、日本人の生活習慣が虐待と認識されて通報さ
れたトラブルなどを紹介し、在留邦人への注意を喚起しているほどである。
　私たちが訪問したコロラド州においては、州議会によって通告義務者として規定される職業が年々増え、そ
の数は約30種類以上となっている。一方ニューヨーク州では、アルコール・薬物乱用カウンセラーや地方検
事、住民が通告義務者として規定されているのが特徴的である。
　通告の窓口は、警察やヒューマンサービスのホットラインなどで、24時間対応している。デンバー市では年
間3万件の通告があり、そのうちの1万件が虐待調査対象ケースとなっている。通告義務者による虚偽の通告
や、通告しなければならないケースを通告しなかった場合は、通告義務違反となり、刑事事件として罰せられ
る。一方、通告内容に間違いがあっても罰せられない。
　児童虐待の通告の「努力」義務が全国民にある日本。通告義務者を限定し、罰則規定を設けている米国。
どちらがより児童虐待問題に関心を与え、虐待を減らす効果があるのかは、詳細に調べてみないと比較でき
ないが、児童虐待を起こさせないという「予防」の観点となる施策や支援方法を考えていくことにもっと力を
注いでいくことが、今後の求められていることではないだろうか。　　　　　　　      　　   （髙橋　伸広）

米国における児童虐待の通告義務

〈コロラド州における通告法で規定されている通告義務者の例〉
医師（研修医含む） 獣医
保健職員 保安官
歯科医 薬剤師
整骨医 営利目的の映像および写真の現像業者
眼科医 消防士
カイロプラクター 被害者の弁護士
足病医 カウンセラー
看護師 結婚と家族療法士
病院でケアや入院介助を行なうスタッフ 心理療法士
クリスチャンサイエンスの専門家 聖職者
公、私立の学校関係者 管理栄養士
ソーシャルワーカー ヒューマンサービスの職員
メンタルヘルスの専門家 保護観察官
歯科衛生士 子どもと家族の研究者
心理学者 動物保護に関する従事者
理学療法士 児童福祉施設職員

事 事 事コ ラ ム ～State of Colorado～

【参考資料】
　在ニューヨーク日本国領事館メールマガジン第11号
　http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/ParkAve299/Vol.11.html
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訪 問 日 時： 2014年10月27日 PM

住　　　所： 520 West Colfax, Denver, CO

取材担当者： アンドレ・ルドルフ（刑事裁判専門判事）
（敬称略） 

1. 概要
デンバー郡裁判所（以下、裁判所）の中の、18歳未

満の少年の軽微な事件を扱う部門である。コロラド
州の法律とデンバー郡の条例に基づき審理を行なう。

（1）扱うケースについて

違反行為と軽犯罪を扱う。具体的には、未成年
のマリファナ所持や飲酒、夜間徘徊（平日23時、
土日24時以降）、万引き、授業妨害などが挙げら
れる。性的犯罪（出会い系サイト含む）は、重罪な
ので扱わない。
判事は、少年たちが犯罪を繰り返さないよう年
齢と犯罪内容に応じたプログラムを選択し、参加
命令を出す。親へのサポートも行なう。

（2）判決について

判事一人が、1日あたり約30ケースを担当してい
る。1ケース、5分程度で終了する。将来、深刻な
事態になる可能性があれば、時間をかけて教育的
な語りかけを行なう。少年の話を聴き、考え方や
行動を改めさせる判事の活動は、将来の犯罪者を
作らない予防対策の1つとなっている。
予備判決として、保護者面接の意向などが加え
られ、R＆R（Risk and Resilience治療プログラム。
概略は巻末プログラムリスト参照）を提供する。
ダイバージョン（代替刑罰）は、10～17歳の初犯
の少年に奉仕活動や矯正プログラムを施行し、い
くつかの要請事項を守ると起訴はされず、ケース
は終結する。

2. 判決（プログラム参加命令）
治療的な支援の実施に関する判断も裁判所が行な
い、プログラムの参加を命令する。

（1）ダイバージョンプログラムの内容

①コミュニティーペイバック
 初犯や軽犯罪の場合、地域の奉仕活動への参
加命令が出される。知人がいない馴染みのない
地域で、庭の芝刈りや落ち葉掃きといった労働
奉仕を行なう。

②保安官が世話人となるプログラム
 10名ほどの集団で、ビルの掃除や落書き消し、
倉庫整理などを2日間程度行なう。活動時間は、
8：30～15：00である。保護者の協力が不可欠
で、初日は保護者同伴で集合し、15歳以下は解
散時も保護者が迎えに来る。保安官が点呼と報
告を行なうので、裁判所もフォローアップができる。

③セキュア･トリートメント･プログラム
 治療や矯正が必要な場合は州立の収容施設※

（州内10ヵ所）に入り、最低1年間の教育や治
療、医療の提供を受ける。10～21歳が対象で、
公判前の短期拘留にも使われる。入所した全て
の少年に最低6ヵ月の保護観察付き仮釈放の制
度があり、仮釈放後は、行政や地域の支援を受
けながら、指導、管理される。

コロラド州 デンバー郡裁判所少年部門
Denver Country Court Juvenile Division

ルックアウトマウンテン･ユースサービスセンター

犯罪リスクが高いと判断された少年が、看守と塀
に囲まれた収容施設に入所し、トラウマ治療や
ADHD、薬物乱用や認知の歪みの治療などを受け
る。短期（10日間）の収容で改善が認められなけ
れば、州の少年裁判所に送致されることもある。

※収容施設の一例
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④その他のプログラム
・ 犯罪を重ねている場合（執行猶予中）のドラッ
グ・リハビリテーションやアンガーマネージメン
トなどのメンタルヘルスプログラム。

・ 女性としてのスキルと知識を学ぶ24週間コース。
・ 子どもの課題について親のかかわり方を学
ぶ、養育者を対象にした6週間と12週間のオ
ンラインコース。

3. ルドルフ判事の談話

　　　　　

4. 所感
判事という立場にありながら、子どもの隣に寄り

添って話を聞いているアンドレ判事の姿に共感を覚
えた。子どもたちは、話を聞いてくれる人、自分をわ
かってくれる存在を必要としている。表面的には、
悪ぶってみても強くそれを求めている。本当は親に求
めたいが、大人にも厳しいこの現代に子どもに付き合
う余裕が親にないのも事実である。子どもも、親に
遠慮してしまう。
判決は1ケース5分ほど。しかし、深刻だと思われ

るケースには時間をかけ、子どもの話を聞いて関係も
作りながら支援を行なっているということが、熱心に
語られる様子からにじみ出ていた。
子も親も困った時に「困っているから、助けて」と
言える仲間やコミュニティがなければ、一人では生き
ていけない。恵まれない環境下では子どもの心身に
影響を及ぼして成長を阻害してしまう。見守ってもらっ
て、いざという時、助けてもらえる人がいるという安
心感があるからこそ、何とか頑張って生きていこうと
思えるのではないだろうか。                     （安食　由香）

　親から自立したいとか、干渉されたくないと思っ
ている子どもや、大人よりも情報や知識を持ってい
て言うことを聞かないような中学生がいるが、親は
もっと積極的に子どもにかかわる必要がある。
　子どもたちは、将来に希望が持てず、勉強しても
良い仕事に就くことができないとか、簡単に億万長
者になりたいと言うが、それが叶わないとも分かっ
ている。しかし、子どもたちには夢を簡単に諦め
ず、挑戦していって欲しい。
　犯罪を繰り返す子どもには、パターンがある。例
えば、放課後に何かの活動をしている子どもの再
犯率は低い。ひとり親家庭では、親が早朝から夜遅
くまで仕事で不在がちになり、素行の悪い子どもた
ちが集まり、飲酒や喫煙をしても気づかず、犯罪が
進んでしまうこともある。
　裁判所命令ではないが、親に、子どもとの関係
を教えるオンラインコースを勧める場合もある。子
どもは、はずれた道に魅力を感じるので、親には、
直接的に「これが正しい」と言うより、寄り道をさ
せながらでも子どもが自分で考え行動するよう見
守り、安全確保を図ることが大切だと教えている。
違反行為をしている子どもの親のほとんどは“普
通の親”である。子どもの心配をし、子どものため
にできる限りのことをしているが、子どもをコント
ロールできず困っている親はたくさんいる。

・ About the USA
 http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/
jusaj-outline-legalsystem2.html

・ Colorado Departmento of Human Services
 Office of Children, Youth and Families
 http://www.colorado.gov/cs/Satellite/CDHS-
ChildYouthFam/CBON/1251579373436

 参考資料

ルドルフ判事と団員
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　ダイバージョン（ディバージョンDiversion）とは、犯罪を刑事手続、少年手続のシステムから外して裁判以外で処理す
ることの総称で、略式手続（簡易裁判所における書面での審理）による処理が圧倒的に多い。アメリカの視察先でも、少年
には刑罰ではなく、ダイバージョンを進めていきたいという言葉を何度も聞いた。日本でも施設内処遇から社会内処遇（地
域・福祉・教育・医療）へと移行しているようだが、再犯防止を考えても、犯罪を犯した人（少年）が、普通の社会生活を送れ
るように支援を行なうことが、将来的の市民の経済的負担軽減と、安心で暮らしやすい生活につながっていくのではないだ
ろうか。世の中の実情も踏まえて、日本のダイバージョンの内容をさぐってみた。

 目的　 1. 刑事司法機関の負担軽減・・・世の中の小さな頻発する犯罪すべてを起訴すれば処理しきれない
　　　  2. 刑罰によるラベリング（烙印）回避・・・有罪判決によって差別される境遇に陥らないようにする
　　　  3. 改善更生の促進・・・前科がつかないことで社会復帰しやすくなる

 内容　 1. 微罪処分　　　　　  2. 起訴猶予処分　　　　　 　  3. 刑の執行猶予制度
　　　  4. 交通反則金制度　　 5. 少年審判による保護処分

 具体的に

1. 常習性のない人が、出来心から店で300円のお菓子を万引きする。これは窃盗罪に当たるが、被害弁償をし、真摯な反
省がみられれば、警察は、検察官が指定した事件（初回、軽微、謝罪、弁済など）として送検しない。ただし、前歴として
警察、検察に記録される。

2. タクシーの運転手を殴って骨折させてしまった傷害事件で、治療費と慰謝料、休業損害を支払って示談がまとまり、起
訴されず起訴猶予処分となった。否認していると起訴猶予になることは極めて低い。前歴として記録に残り、後に別件で
起訴された場合、影響がある。

3. 執行猶予は、1年以上5年以下の範囲で指定される（一定条件あり）。猶予期間が経過すれば、懲役刑の効力は消滅する
ことになる。

4. 道路交通法違反（以下、違反）の発生件数は極めて多く、全て起訴するのは裁判所の処理能力上無理なので、反則金制度
を導入し、反則金を支払えば刑事事件として処理しないとした。迅速な処理を可能にし、違反者にも前科がつかない。

 処分に納得がいかなくても、反則金に対する不服申し立てはできない。反則金の支払いは、違反を認めたことになるか
らだ。違反がないことを認めてもらうには、反則金を支払わずに検察官に起訴されるのを待ち、刑事裁判で争うしかな
い。しかし裁判で有罪になれば、罰金刑などが課せられ、前科がついてしまう。どちらがお得でしょう？

5. 保護処分とは･･･更生のための、家庭裁判所（以下、家裁）審判による処分（非刑罰的代替措置）のことである。
①保護観察･･･家庭などで生活し、決められた約束を守りながら保護観察官や保護司から生活や交友関係など指導を受
ける。

②少年院送致･･･再非行を犯すリスクが高く地域での更生が難しい場合、少年院に収容され矯正教育を受ける。
③児童自立支援施設等送致･･･比較的低年齢の少年、開放施設での生活指導が相当と判断されれば、入所による指導を
行ない、自立を支援する。

④検察官送致･･･14歳以上の少年で、保護処分より刑事裁判による処罰が相当と判断されれば、事件を検察官に送致
する。

⑤知事又は児童相談所長送致･･･18歳未満の児童（少年）で児童福祉機関の指導に委ねるのが相当と判断されれば、児
童福祉司による相談・指導や、児童福祉施設入所や里親委託の措置を行なう。

⑥不処分・審判不開始･･･処分までは行なわない少年に、裁判官や家庭裁判所調査官が、調査・審判・処分決定の過程にお
いて、生活を改め非行を繰り返さないために、保護者の問題にも言及した訓戒や指導などの教育的な働きかけを行なう。

⑦教育的な働きかけ･･･軽く考えがちな非行の反省を促す。被害の実情や被害者の気持ちなどを聞かせる被害者の視点
を取り入れた講習、薬物乱用の危険や交通違反の責任に関する講習を行なう。少年を家庭的な環境に置いて生活と仕
事のし方を教え、社会人としての生活習慣や責任感を学ばせて少年の更生を図る、試験観察に併せて行われる民間
ボランティアの補導委託。地域の清掃や老人福祉施設等の介護に参加させ、社会に対する償いの気持ちと、社会の一
員としての自覚を促す社会奉仕活動。家庭裁判所調査官の助言や指導のもと親の役割を話し合う保護者会を開き、非
行を繰り返させないため、保護者としての責任を自覚させる親への働きかけもある。親子関係の問題が非行に大きく
影響している場合、親子の共同作業の体験を通じて関係調整を図る親子合宿などもある。

　日本でもダイバージョンが少しずつ広がりを見せているが、一般的にはまだまだ周知されていない。車社会でたくさんの
人が利用しているが、道路交通法のシステムの理解はあまりないだろう。しかし、実は上手く考えられたシステムであること
が、理解できた。                                                                                                  　　　　　　    （安食　由香）

【参考文献】 ・交通違反の反則金を払わないとどうなる？　http://allabout.co.jp/gm/gc/22900/
                  ・刑事手続きの基礎Ⅱ －公訴法・ダイバージョンの基礎－ とある法学徒の社会探訪　
   http://ameblo.jp/jurisdr/entry-11155933086.html
                  ・裁判所　http://www.courts.go.jp/

◎日本にもあったダイバージョン（Diversion） 

事 事 事コ ラ ム ～State of Colorado～
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訪 問 日 時： 2014年10月27日 AM

住　　　所： 670 Santa Fe Drive, Denver,

 Co80204

取材担当者： キム･ドボルジャーク

（敬称略） （弁護士･専務取締役）

1. 概要
4年前にドボルジャーク氏により設立されたNPOで
ある。少年の待遇に関する法律や政策などの改正を
目指し、ロビー活動やワークショップ、出版物の発行
などを通じ支援活動を行なう。
少年の裁判は軽微な犯罪が多いため子どもの権利
は看過されやすく、経済的な理由もあって、弁護士
をつける必要はないと考える人が多かった。連合で
は、少年は罪人でなく、支援が必要で利益と権利が
正しく守られるべき存在と捉えている。

◆スタッフについて

専務取締役が1名、所長が1名、弁護士が100名、
寄付などで事業をサポートをするコミュニティ会員が
100名いる。

2. 法改正活動と実績
（1）少年非行の裁判前拘留についての変更（2012）

以前は、検察官が少年の拘留先を少年留置施
設か成人用施設に決めていた。法律の改正により、
刑事事件で成人と同様に起訴される少年であって
も、原則、少年留置施設に拘留することになった。

（2）検察官先議制の改正を求める動き

検察官先議制とは、検察官が裁量権（決定権）
を行使し、少年を少年裁判所でなく大人と同じ刑
事裁判所に送る手続きを取ることができる制度の
ことである。
過去の検察官先議のケースでは軽微な犯罪に対
する起訴が多く、対象のほとんどがラテン系と黒
人の少年であった。また95％の少年に司法取引（罪
を認める代わりに刑を軽くする）が行なわれ、再審
理の機会が奪われていた。
連合の活動により、2010年から検察官先議でき
る最低年齢が16歳に引き上げられ、大人と同じ扱

いで刑事事件として起訴できる対象も、重大ケー
スに制限された。法改正後、検察官先議のケース
は75％、少年の裁判前拘留は90％減少した。

（3）刑務所内強姦撤廃法（PREA）（2013）

少年が送られる全ての収容施設における、性的
虐待の防止、摘発、訴追を目的としている。大人
の施設に子どもを収容させない、少年収容施設で
18歳以上とそれ未満の少年を分離収容する条項を
加えた。

（4）少年非行裁判での適正手続の確保（2014）

少年犯罪記録や少年性犯罪者登録などの記録
を公開するシステムを撤廃した。
コロラド州法を修正し、少年裁判において全て

の少年が弁護士をつけられる権利を保障した。

3. 教育現場における活動
学校から暴力的だとレッテルを貼られた子どもに対

し、強制退学の手段を取らず、改善策（段階的な懲
罰制度）の作成と、規律回復のための指導を行なう
ことを学校に求めるSchool to Jail Track Campaign
を展開した。学校や地域の目標を定めて差別をなく
し、学校の安全と学業成績の向上を目指す。
学校に対しては、警察や検察に子どもの素行を照

会するのをやめ、逆に、警察や検察、地域の弁護士
が子どもの記録を照会できるようにデータを収集・保
存するよう求めている。

コロラド州 コロラド少年擁護者連合　
Colorado Juvenile Defender Coalition 
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4.今後について
例えば、ルックアウトマウンテン・ユースサービスセ
ンター（84ページ参照）に収容されている約70％の子
どもには何らかの精神的障がいがあり、治療を必要
としている。しかし、財源不足のため、軽犯罪段階
での治療がなされず、犯罪を重ねて逮捕されている。
逮捕後に支援を開始するのではなく、問題が起こる
前に早期に介入し支援をするべきである。なぜなら、
コロラドの刑務所に拘留されている犯罪者の多くは、
18歳以下の時、逮捕された経験をもっているからで
ある。
コロラド州では、10歳の子どもから逮捕ができる
が、この年代の子どもは自分が犯した罪や、裁判所
で起きていることを正しく理解することは難しい。逮
捕の最少年齢を12歳以上に引き上げる運動を行なっ
ている。
今後は、少年犯罪者に対するダイバージョンの利
用拡大・推進に力を入れる方針である。

5. 所感
ドボルジャークさんは、弁護士であり、全米でロ
ビー活動やワークショップなどを行ない、少年の待
遇改善に向けて、熱心に活動されている。特に、非
行少年の収容施設や学校で子どもたちは守られるべ
き存在だと、強く語られていた。
ある収容施設では、精神的なサポートが必要な子
どもが70％存在している。この子どもたちは、逮捕
されていようがいまいが、本来、支援が必要な存在
である。ならば、逮捕される前に、必要とされる支
援を行なうほうが、子どもの回復も早く、在宅プログ
ラムの活用で済めば費用面でも抑えることができる。
学校での問題行動も逮捕前に必要な支援を提供す
るのが望ましい。
コロラドの刑務所にいる犯罪者は18歳以下の時、
逮捕された経験がある人が多いとも話されていた。
やはり、子どもの時から何らかの問題があり、本来
は支援を提供すべき存在であったのだろう。確かに、
財源が必要になるが、同じ要るなら、いつ使うのが
ベストなのか？再考する必要がある。日本でもたくさ
んの子どもが、社会的養護での生活を必要としてい
る。虐待や発達障がいなどさまざまな問題を心身に
抱えて生きている。必要な支援を早期に提供するこ
とで、子どもたちの早い回復を望みたい。
　　　　　　                      　　　　（安食　由香）

・ Colorado Juvenile Defender Coalition 　 
http://cjdc.org/wp/　 

・Colorado Juvenile Defender Coalition
 Direct file statute　
  ht tp://cjdc.org/wp/juvenile- justice-
policy/direct-file/ -policy/

 参考資料

多方面にわたり、子どもの支援を行なっているドボルジャークさん

「380万ドルの損失か100万ドルの利益か」と早期介入プログラ
ムと教育の効果を訴えるリーフレット
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訪 問 日 時： 2014年10月31日 AM

講 義 会 場： HOLIDAY INN

 WASINGTON-GEORGETOWN

講　　　師： ジェニー・G・ノル博士

 
ノル博士より、従事されている研究内容とその展
開、研究から明らかになったこと、その社会的意味
あいと政策とのかかわりについてお話をいただいた。

1. 性的虐待がもたらす長期的影響
1-1. 研究の概要について

虐待対応の政策を充実させるためには、虐待のも
たらす影響を明らかにするエビデンス（科学的根拠）
を得ることが重要である。
私は、ノースカロライナ大学小児科・精神科教授フ
ランク・パトナム博士、サザン・カリフォルニア大学ソー
シャルワーク・心理学教授ペネロペ・トリケット博士な
どとともに、性的虐待被害者の長期的予後について
研究を行なっている。研究の基本的概要は、次の通
りである。

＜研究調査対象＞

性的虐待を受けた女児84名（以下、虐待群）と性
的虐待を経験していない女児82名（以下、対照群）。
＜研究期間と資金＞

1987年に開始し、現在も継続調査を行なっている。
国立衛生研究所から継続的に研究資金が出ており、
2017年以降に計画している調査についても予算が決
定している。
＜調査方法＞

対象が6～11歳の頃から調査を始めた。その後、
11歳、12歳半、13歳半、18歳、20歳、25歳、36歳時

ワシントンD.C. 〔講義録〕 Prof. Jennie G.Noll（PhD）
ジェニー・G・ノル博士 The Pennsylvania State University

★プロフィール：
 ペンシルバニア州立大学Human Development and Family Studies教授。発達心理学、統計学博士。国
立衛生研究所（National Institutes of Health ワシントンD.C.） に8年間、シンシナティ子ども病院（小
児科教授として）に10年間の勤務経験がある。2013年より現職。

★活動について：
①研究
 児童虐待経験者の生活と健康の実態を長期にわたって調査し、児童虐待の生物学的、精神的、社会的リス
クを明らかにする疫学的調査研究を行なう。

 主な研究内容は、1.子ども時代に経験した虐待の生物学的・精神的・社会的側面における転帰、2.虐待（ネ
グレクト含む）被害を受けた青少年の若年妊娠とリスクの高い性行動、3.性的虐待被害者の健康面の転帰
の長期的調査（HPA軸調節不全、認知障害、癌、免疫不全、糖尿病、肥満など）、4.被虐待児童のリスク
の高いソーシャルメディア利用についてである。

②政策と施策改善に向けた取り組み
 性的虐待被害者を対象にした研究から、性被害者では、10代での妊娠、未熟児の出産、肥満、薬物依存
などのリスクが高く、脳の発達への悪影響もあることが明らかになった。

 虐待が子どもに与える影響、転帰の危険因子などを科学的根拠のもとに示すことで、児童虐待予防と治療
の必要性を訴える。

 また研究結果を公衆衛生及び医療の問題に結びつけ、政策に影響を与えることを使命と考えている。
 アフォーダブル・ケア・アクトにより、虐待被害児童の治療にメディケイドが適用されるようになり、虐待被
害者は医療サービスのヘビーユーザーとなった。虐待治療費用は、州が運用するメディケイドへの大きな負
担となることが予想される。「虐待ケースへの介入と治療」から、「虐待の一次予防と早期介入」への公共投
資のシフト、政策の転換を働きかけている。

事 事講 紹事 事師 介
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に調査を実施した。後の影響についての前方視的（前
向き）調査※である。
現段階で、96％の追跡調査が可能となっている。
これは、調査表題に「性的虐待体験」を出さず、「女
性の発達・成長の調査」として対象者に案内している
ためと考えている。
しかし、聞き取りの中で、虐待群の調査対象者が、
過去の性的虐待について語り出すことも多い。
＜調査項目＞

精神的側面と身体的側面、能力、ストレスなどの
アセスメントをする。
青年期には身体的、心理的、性的発達と、就職
や学業、再被害について、成人になると薬物使用や
DVの有無、成人病などの疾患について、対象者が出
産をすれば、出産やペアレンティング、マルトリートメ
ントの有無について、さらに次世代・次々世代の子ど
もたちの調査も行なう。
※ 前方視的調査：疾病などの原因となる可能性のある要
因に該当するグループを追跡調査し、後の疾病発生な
どの因果関係を分析する研究手法。（治験ナビより）

1-2. 研究結果

～研究が示唆する、性的虐待がもたらすリスク～

（1）肥満

6～9歳までは虐待群と対照群に肥満児の占め
る割合の差異は見られない。アメリカ疾病管理予
防センターによるBMIの全人口の順位値において
もほぼ中央値で平均的といえる。
しかし、9歳以降で差異が徐々に大きくなり、20
歳前後から、虐待群で深刻な肥満ケースが増加す
る。虐待群の42％に肥満との診断が出されている。
この数値は、対照群の約2倍である。

（2）脳への影響

①長期にわたるストレスがもたらすもの
 性的虐待を受けた女児は、日常生活で受けるス
トレスとは別のストレスを受けている。想像して
ほしい。

……………
 　ある少女が、寝室で寝ている。そこへ、父親が
入ってきて彼女に性的行為をする。

 　彼女は、いつ父親が部屋に入ってくるか分から
ず恐怖におののいている。しかし、父親がお酒を
飲むと部屋に入ってくることはわかっている。

 　お酒を飲んできた父親が帰ってきた。玄関の鍵
を開ける音を聞いただけで、体が硬直する。

 　虐待があったのは数年前の話だ。しかし今でも
彼女は、苦しんでいる。父親が使っていたコロン、
ウイスキーの匂い、時間、天気や場所など、性
的虐待を受けた時に経験したこと、同じような状況
に、フラッシュバックが起きる。

……………
 　性的虐待によるPTSDは、心理的な影響に
留まらず、生理学的にも深刻な影響を及ぼす。

 　持続的なストレスや強いストレスは副腎皮質ホ
ルモンのバランスを崩し、コーチゾルといわれる
ストレスホルモンが過剰に分泌される。このコー
チゾルは、免疫力を抑制するといわれ、消化不
良や吸収不良、アレルギー、動脈硬化、高血圧、
低血糖、喘息、胃炎、潰瘍など多くの疾患のリ
スクを高める。この過剰に分泌されたコーチゾ
ルが視床下部に影響を与えることで、新陳代謝、
体温調節、水分調節、消化、吸収、性機能、
感情などの総合的な作用を行なう自律神経に問
題が生じる。

 

Noll, Zeller, Trickett & Putnam (2007) Pediatrics; 120; e61-e67.

Age 年齢

25th percentile

75th percentile

BMI 値
虐待群

対照群
CDC全人口における順位値
CDC population trends*Linear trends:

Abused
Non-abused

R
aw
 B
M
I

前方視的対照調査からの強い推論 ストレス反応；視床下部 -下垂体 -副腎

Chronic
Stress/Abuse

脳下垂体前葉

視床下部

長期にわたる
ストレス、虐待

副腎皮質刺激ホルモン放出
ホルモン

副腎皮質刺激ホルモン

副腎
コーチゾル

ノル博士講義資料より
BMI：Body Mass Index 体格指数

ノル博士講義資料より
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②知的発達の遅れ
 知能指数（IQ）にも影響があることがデータで
示されている。人間の知能は、あるところで急
速に上がり後はそれを維持していくが、虐待群
では上がり方が遅く、ピークを過ぎると低下する。

 義務教育または高校の卒業率が下がる、低収
入の仕事にしか就けないなどの社会的、経済的
ハンデを負うことになる。

（3）早い二次性徴

虐待群は、対照群に比べ、二次性徴が約1年早
く起きる。大きな差異ではないように思われるが、
二次性徴により女児の胸が1年早く大きくなる。ホ
ルモンの分泌が6ヵ月早くなることで、乳がんの発
生率が20％高くなる。

（4）次世代への影響

①早産によるリスクの高まり
　虐待群の妊婦が、妊娠37週で出産する割合は
19.4％で、対照群の4倍の数値である。知的指
数が対象群より低く、母のストレスが胎児にも
影響をもたらすことが分かっている。

 また、養育のための経済的負担もあり、次世
代は生後すぐから社会的ハンデを背負うことに

なる。
②虐待の世代間連鎖のリスク
　虐待群の家庭で育つ子どもの17％が、何らかの
児童保護（CPS）サービスを受けている。この
数値は、国全体の児童保護（CPS）介入率の17
倍である。そして、その大部分はネグレクトであ
る。虐待群では虐待による死亡も5件あった。

 研究データは、親子間の愛着の不安定さ、母親
の鬱、薬物使用、養育力の欠如などにより、虐
待環境が次の世代に引き継がれていくことを示
唆している。母子保健の課題として提起できる
材料は揃っている。

③10代での妊娠・出産
　②で示した、児童保護サービスを受けている子
どもの58％は、母親が10代に出産したケースで
ある。10代の妊娠・出産は虐待のリスク要因と
考えられるため、対策を講じる必要があるだろう。

言語習得力の低さ、習得の低さ
PPVTスコア
（言語的知能テスト）

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

卒業率、学業や就職の成功率の
低さ

Age 年齢

虐待群
対照群

虐待群
対照群

Abused Quadratic
Comparison Quadratic

Abused Linear
Comparison Linear

Noll, et al. (2010) Pediatrics

40

160

タナー段階
ステージ1
性毛発毛

ステージ2
性毛発毛

虐待群

対象群

ステージ2
乳房の発達

ステージ1
乳房の発達

年齢 年齢

早く訪れる思春期

ノル博士講義資料より

ノル博士講義資料より

 性的虐待被害者を研究対象とする理由
～性的虐待の特異性～

　14～17歳までの女児514名（半数はCPSに
よる虐待介入を受けている。半数は対照群）を
19歳まで毎年、追跡した調査がある。
　結果、虐待群の20％が10代で妊娠を経験し
ていた。これは全国平均の約5倍である。このう
ち半数以上が性的虐待の被害者であり、ネグレク
トや身体的虐待の被害者よりも多い。
　性的虐待の被害者は、次の点から弱い立場にあ
る者と考えており、そのため、特別な関心を持っ
ている。
  ・性的暴力を再び受けるリスクが高い
  ・セックスに夢中になる傾向がある
  ・ポルノグラフィーの影響を受けやすい
  ・親の養育の質が低く、目が届いていない
  ・チャットルームの利用率が高い
  ・ネットで性的誘惑をされやすい
  ・性的な誘いを受けやすい
　子どもにとってマイナスな経験を“有毒（Toxic）
なストレス”と総称する新しい概念がある。その
中では逆境体験も、性的虐待も一括りにされる。
性的虐待の特異性が看過される危険性のある捉
え方であり、危機感を持っている。
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4. 現在、取り組んでいる課題　
　～10代のインターネットとソーシャルメディアの
 　   利用行動～
＜SNSによる再被害の可能性＞

女児が個人情報や露出の多い自画撮りをインター
ネット上に掲載し、犯罪に巻き込まれるなど、SNSに
よるトラブルが多発している。
2008年、女児を対象に、自由にインターネットを
使用させる調査研究を行なったところ、虐待群の特
徴として、性的に刺激する自己紹介ページを作成す
る傾向が見られた。
ディスプレイの向こうでは、不特定多数の人物が情
報を閲覧し、優しく声を掛けてくる。過去に性的な
被害に遭った子どもが再被害に遭うリスクが、ネット
社会には氾濫している。
この問題への対策として、子どもに危険なサイトを
回避するための情報の選択方法を教える、プライバ
シーを守ることを教える、また子どものインターネット
に関する知識は大人の理解を超えていることを大人
自身が理解するなどが必要である。これらの対策を
整えることが急務であり、新たな課題として研究に取
り組んでいる。

5. 予防的な対応
被害児童へは、エビデンスに基づき開発された
TF-CBTやPCIT（概略は巻末プログラムリスト参照）
などの治療プログラムの提供がメディケイドで保障さ
れるようになった。その子どもにあったサービスを個
別・具体的に行なうことが、トラウマへの治療と、世
代間の連鎖を断ち切ることにつながる。
また、児童虐待を予防するための法律と政策の整
備・拡充に予算を割くことで、「後の影響」に対応する
膨大な費用が削減できると考える。
米国では2012年、630万人の子どもについて不適
切な養育を疑った通報がCPSに寄せられた。このう
ち320万人に対し調査がなされ、119万人の子どもが
継続的な支援サービスの対象となった。虐待により
年間2,400人の子どもが死亡している。これは小児
がんの死亡数よりも多いが、児童保護にかかわる子
どもへの予算は、小児がんの子どもへの予算より少
ない。また、17歳までに福祉サービスの対象となっ
た子どもは全体の13.1％いる。肥満の診断を受けた
17％の児童より若干少ない程度だが、福祉サービス
対象児童への予算は肥満児童対策予算に比べると

はるかに少ない。
こうした実態を数値で示し、児童福祉への政策の

充実と予算の拡大につなげていくこと。心に訴えか
けるのではなくエビデンスを示すことで、子どもを虐
待から守る制度が確立されると考えている。

6. 所感
性的虐待を受けた子どもへの治療の視点から、予

防の視点へと思考が広がった。また、性的虐待が心
へのダメージに留まらず、後にさまざまな身体症状と
して影響をきたすことも学んだ。
エビデンスに基づく、トラウマへの治療・予防的支

援の展開こそが、我が国におけるサービス利用者・そ
して社会への説明責任であると痛感した。そのため
にも支援計画を利用者と協働して策定し、それに基
づいて展開する日常のケアと、それを検証するための
記録の作成によって責務を果たしたい。
　　　　　　　　　　　　              （山口　修平）

ノル博士を囲んで。左は、通訳の梶野さんとツアーコンダクター
の四十栄さん

・ ペンシルバニア州立大学
 http://www.hhd.psu.edu/hdfs/directory/
Bio.aspx?id＝Noll

・ The Scope and Gravity of Child Maltreatment : 
Consequences for children, families ＆public 
health

 JennieG.Noll,PhD （研修配布資料）

 参考資料
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訪 問 日 時： 2014年11月3日 PM

住　　　所： 150 William Street, New York, NY

取材担当者： エリック・ブレッツシュナイダー

（敬称略）    （局長代理）
 ジャクリン・マックナイト

 （局長代理児童福祉プログラム部門）

 ウィリアム・フレッチャ―

 （局長代理児童保護）

 ジャクリン・マーティン

 （局長代理予防サービス）

 アイリス・キャプラン

 （局長補佐ファミリーパーマネンシー）

 デビット・コリンズ

 （局長補佐 政策、計画、評価）

 ジェームス・ボイド（渉外広報）

 シャリース・ランダル（児童保護）

 ペギー・チャン（少年裁判支援）

 シャーリー・グル―バー
 （アーリーケア、就学前教育）

 

1.  概要
　子どもと若者、家族のウェルビーイングを守り、支
え、促進するための具体的業務を行なう。主な部署
と業務は以下の通りである。
　スタッフは、児童サービス局（以下、ACS）全体で
約7,000名いる。うち3,500名が児童福祉プログラム
部門である。
■児童福祉プログラム部門 （①②③については後述）
①児童保護部
②ファミリーパーマネンシーサービス部
③予防サービス部
④アーリーケア、就学前教育部
 0～4歳の子ども10万人超に、NPOを通じてサー
ビスを提供している。里親委託の子ども、生活
保護受給家庭の子どもなどへは州から保育サー
ビスの助成金がある。

⑤少年裁判にかかわる若者家族支援部
 子どものトラブルに対応できない家庭、不登校、
薬物使用などの課題を抱える少年と家族を対象
に、少年犯罪予防を目的にサービスを行なう。
親が相談してくることが多い。罪を犯した若者
へは、家庭裁判所命令に従い、NPOを通じて
拘留施設や在宅でのサービスを提供する。　

 少年非行に関しては、警察などからの指導に
留め、裁判に至らないような予防的支援を目指
している。少年裁判となったケースは、2013年
1～8月で269件、2014年同月期では215件と
20％減少している。

⑥政策、計画、評価部
 エビデンスベースト・プログラムの導入、家族の
ニーズに合った制度の設計を行なう。プログラ

ニューヨーク市 ニューヨーク市児童サービス局
NYC Administration for Children’s Services

  ■ニューヨーク市概況 City of New York

面　積 1,214.4km2  

人　口
（2013）

8,405,837人（18歳未満21.6％）
全米で一番人口が多い都市

人口密度 10,630人/km2

人種構成
（2010）

概　要

金融、商業、文化、娯楽、ファッションの
世界的動向に影響を与える都市。170以
上の言語が話され、人口の36％は米国外
で生まれている。消費税は州税あわせて
8.875％。110ドル未満の衣類と靴の購
入は無税。

黒人
31%

白人
53%

1%

アジア
15%

その他
0%

ネイティブ
アメリカン
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ムは、適切な介入がなされるよう、研究員が多
角的かつ専門的に選定している。利用プログラ
ムの検証も行なう。

⑦家庭裁判法的サービス部
 虐待、子どもの養育のパーマネンシー、少年非
行などを審理する家庭裁判ケースで、ACSを代
表して弁護士が法律事務を行なう。

⑧ファイナンシャルサービス部
⑨渉外広報部
⑩法務部
⑪管理部

2. 児童福祉プログラム部門について
（1）児童保護部

虐待相談や通報は州（SCR）の児童虐待ホットラ
インで受け付け、管理・登録し、調査の必要性を
判断する。
ニューヨーク市ACSは、州から情報が送られ
た市内5区のケースの調査を行なう。2013年度は
60,998件の調査を行なった。2014年1～8月の調査

件数は41,031件で、昨年比5％減であり、ここ数
年減少傾向にある。調査後、要支援ケースはファ
ミリーパーマネンシーサービス部につなげる。
①児童保護
 ユニット別で虐待調査と支援を行なう。ユニット
はスペシャリスト5名とSV2名で構成される。
・ 保護診断（diagnostic）ユニット：児童虐待、
マルトリートメントが疑われるケースを調査する。

・ 病院性的虐待ユニット：病院内で虐待や性的
虐待が疑われたケースを調査する。

・ 各区チャイルドアドボカシーセンターユニット：
性的虐待、重い外傷があり虐待が疑われる
ケースを調査する。

・ 教育ユニット：不登校のケースを調査する。親
が登校させないケースもある。

・ ファミリープリザベーションユニット：家族の
分離を回避するため支援する。
・ファミリーサービスユニット：裁判所命令に従
い月2回以上、家族の監督を行なう。

ニューヨーク市ACS 児童虐待通報後の流れ

ニューヨーク州児童虐待ホットライン
State Central Register（SCR）：電話受付

・市民からの通報
・虐待通告義務者からの通告

通報受理
SCR：調査が必要か判断する

ACS：児童保護スペシャリストへ
ケースを割り当てる

スペシャリスト：24時間以内に
家族にコンタクトを取る

ACS：60日以内で調査※をし、
結論を出す

虐待が認められない

終 了 予防支援サービスに
任意登録

虐待が認められた 信用に足る証拠がある

※

緊急介入
里親委託も含め、
安全策を採る

ハイリスク
任意または

裁判所命令による
サービスへ

リスクが低い、ない
任意の予防
支援サービスへ

調査とは

・ 家族とACSとのかかわり（過去）
・ 通報者へコンタクトを取る
・ 家庭訪問
・ 被害の可能性がある子ども、
  両親、養育者、家族メンバー、
  周囲の人間（学校職員、医療
  関係者、隣人など）と面接

ACSでは受け付けない
                         警察へつなぐ
「ACS虐待調査」対象ではないと
SCRが判断するケース

1、 被害者が18歳以上
2、 虐待が疑われる人物が隣人、
     教師などで、親や保護者ではない
3、 州の児童保護ケースとしての
    「虐待・ネグレクト」基準に合わない
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（2）ファミリーパーマネンシーサービス部

32の民間団体と契約し、家庭外委託となってし
まった子どもと家族を対象に子どもの安全と、家
族再統合を目標にした包括的な支援を行なう。
委託は、キンシップ里親、里親委託を優先し、
家族再統合を目指して支援を行なう。里親委託で
は、きょうだいは一緒に養育される、転校は避け
る、実親の近くに委託するなどの配慮がされる。
しかし人種、国籍、宗教など全てのニーズを満た
すのは困難とのことである。
集中治療的支援が必要な子ども、里親委託が
適切でない子どもは施設委託となるが、短期間で
の再統合か里親委託を目指す。
再統合ができないケースは養子縁組をする。年
令が高い場合は、住居、教育など必要な支援につ
なぎ、自立へ向けたサービスを提供する。
◉家庭外委託の動向

 　子どもと家族への支援は、在宅支援を第一に
行なうことを基本的目標としている。1992年、
家庭外委託の子どもは55,000人であったが、
2013年は11,000人以下まで減少している。

　　また家庭復帰までの期間を短くする方針をと
り、家族再統合までにかかる時間は2005年の
約11ヵ月から、2012年は約7ヵ月と短期化し
ている。里親などへの継続定住人数は1989年
20,000人を超えていたが、2012年には5,229人
（前年比26％減）と減少している。　

（3）予防サービス部

①サービスの概要
 子どもが安全に生活できる環境の整備、家族
に緊急介入が必要になった時のサポート、予防
サービス以外の必要な支援サービスの調整など
を行なう。

 サービスを提供している70～80％は児童保護
部からの紹介で、その他は、学校、医療機関、
家族から相談された家庭である。

 家族には、養育の悩み、親の薬物乱用、精神
疾患、医療的な疾患、思春期対応などさまざま
で複雑な課題がある。

 予防サービス部では、家族のニーズに合わせ、
各区やコミュニティで支援を展開する59のNPO
と契約し、201のプログラムを実施している。利
用者は地域で提供されている支援を選ぶことが

できる。サービスのほとんどは在宅支援である。
②サービスの目標
・支援が必要な全ての家族にサービスが届く
・家族の機能を強化する
・家族がいっしょに生活できるようにする
・家族再統合を支援する
・児童虐待、ネグレクト、薬物使用を予防する

③サービスの対象者
・18歳以下の子どもを養育する家庭
・妊婦
・リスクのある家庭、親子分離されている子ども
の保護者及び養育者

④サービス内容
・家族の緊急時への対応
・家族向けカウンセリング
・保護者と若者向けの自助グループのサポート
・子どもの成長に関する相談
・教育、出産前サポート、児童虐待、メンタル
ヘルス、DV、求職者サポートや子どもへの支
援、公的扶助などに関する公的及び民間支援
の紹介

（4）予防サービスの強化

1995年から予防サービスの実施に力を入れてい
る。2013年、11の予防プログラムを追加した。短
期間で家族と密接にかかわり、その後も効果が持
続するエビデンスベースト・プログラムで、より多く
の家族を支援する。家族への介入は家族固有の文
化へ敬意を払い、短期かつ早期に実施すべきと考
えている。

3. 子どものウェルビーイングは社会の責任　
　住宅、教育、メンタルヘルス、医療などにかかわ
る官民機関の協力や情報共有が進めば、多くの子ど
もへの害（harm）は予防できると考えている。しか
し共通の意識を持たない機関同士のコラボレーショ
ンは容易ではない。
2014年、市長が「チ
ルドレンズキャビ
ネット」を創設し、
関連機関全体の調
和、情報共有と相
互理解を進める努
力を始めた。

地下鉄内の虐待通報を促すポスター
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　また、子どものウェルビーイングの実現は市民全体
の責任であり、児童虐待は、一人ひとりの意識と地
域の自助力を高めることで防止できるとして、児童
虐待防止推進月間を設けるなどの啓発活動にも力を
入れている。

4. 所感
　多くの人口と民族を抱えるニューヨーク市では、多
様な価値観や文化への理解が福祉サービス提供の
基盤となっている。異なった背景、考え方を持つ家
庭で構成されたコミュニティの中で子どもは養育され
ている。慣習や規範などの違いが暴力としつけ、児
童虐待の概念にも違いをもたらすため、これらの概
念や定義を法律で明記し規制するとともに、養育に
ついて一定の方向性を示し、教育することが重要で
あると考えているようだ。
　また、子どもが可能な限り自らの家族や地域の中
で暮らしていくため、最も身近な地域にある民間の
リソースが家族だけでは満たすことができないニーズ
もしくは解決できない課題に対応し、子どもや家族
の生活を支えている。住み慣れたコミュニティでサー
ビスが供給されることで利用者は安心して支援を受
けられる。また、文化などの違いから生まれる要支
援家庭と支援者の間の葛藤やストレスを軽減するこ
とにもつながっているようである。
　ブレッツシュナイダーさんは、「ウェルビーイングは古
くからある言葉だが、どんな状況が子どもにとって良
い状況かと考えることが現在のテーマ」と話されてい
た。福祉には社会的弱者の保護だけではなく、市民
全てが必要な時に必要なサービスを保障されること、
個々の強みを発揮できるように援助することが求め
られている。行政もそれに積極的に応えようとしてい
ると感じられた。個々が強みを生かし、家族を支え
ることを忘れない―それが、ニューヨーク市における
家族への信頼と尊敬であることが分かった。
　　　　　　　　　　　　　　　 （小林　千夏）

・ American Fact Finder
 http://factfinder2.census.gov/faces/
nav/jsf/pages/index.xhtml

・ New York City
 ht tp://www.nyc.gov/html/dcp/html/
census/popcur.shtml

 参考資料

左からコリンズさん、マーティンさん

左からカプランさん、チャンさん、グルーバーさん

ニューヨーク市ACSの職員の方と記念撮影

左からランダルさん、フレッチャーさん、ブレッツシュナイダーさん、
通訳の藤森さん、ボイドさん



97

訪 問 日 時： 2014年11月6日 AM

住　　　所： 2 Lafayette St,3rd Floor,New York,NY

取材担当者： ナンシー・アルノウ

（敬称略） （児童・青年精神衛生治療部門副代表）

1. 概要
全米最大の、犯罪や虐待による被害者を支援する
NPOである。毎年25万人の子どもたちの支援を行なっ
ている。
1978年の設立当時は、犯罪被害者支援サービス
はない時代であった。セーフホライズンは、犯罪や
虐待被害者とその家族にサポートを提供し、地域社
会のために暴力を防止し、正義を促進することを使
命としている。
DVシェルターを8ヵ所、チャイルドアドボカシーセ
ンターを4ヵ所、カウンセリングセンターを1ヵ所運営
し、ニューヨーク市から虐待通報ホットラインなどの
運営を委託されている。

（1）スタッフ

ソーシャルワーカー、ケースマネージャー、セラ
ピスト、レクレーションスタッフ、調査研究員、弁
護士補助員、検察官補助員、臨床法医学士、広
報担当など約600名のスタッフがいる。
ニューヨークの5つの区で57のプログラムを運用
している。家庭裁判所や刑事裁判所でのサポート、
コミュニティプログラムを行なうため、各所にスタッ
フが駐在している。
スタッフには、トレーニングと、スーパーバイザー
による週1回のケース状況確認が行なわれる。トラ
ウマの二次被害が発生しないよう、配慮している。

（2）予算

年間予算は約5,500万ドルである。80％が連邦
政府と州・市からの公的資金、10％が寄付金収入
である。

（3）サービス対象

DV、児童虐待、人身売買、強盗、暴力、拳銃
使用の犯罪などの被害者とその家族。
年齢、性別、人種、宗教、性的嗜好は問わず、

貧困層、移民、不法移民などバックグラウンドも多
様である。
一人ひとりのニーズに合わせたプログラムを作り

出し、サービスを提供する。

2.トラウマ対応と治療の実践
2-1 チャイルドアドボカシーセンター
     （以下、CAC）
1996年、セーフホライズンは、米国で初めて、医

療、警察、司法、CPSなど虐待調査と支援をリード
する機関がco-locate（一つの場所を共同で使用）す
るCACを設立した。現在、スターテン島、クィーンズ、
マンハッタンでも同様のCACを運営しており、2015
年1月、ブロンクスにも開所する予定である。
CACは国内に770ほどあるが、主要機関が一つ屋

根の下で協働できるCACは多くなく、ケース数の多
い都市ではニューヨークのみとのことである。
（CACの具体的業務については101ページ参照）

2-2 セーフホライズン・カウンセリングセンター

      （以下、SHCC）

（1）概要

1988年、ブルックリンに設立された。乳児から
大人までを対象に、トラウマ治療に特化したエビ
デンスベースト・プラクティスを行なう、ニューヨー

ニューヨーク市 セーフホライズン（犯罪・虐待被害者支援団体）
Safe Horizon

セーフホライズンの
外観
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ク州からライセンスを得ている唯一のメンタルヘル
スクリニックである。生活支援や生活保護、裁判
への弁護士紹介などのサービスへのつなぎも行な
う。国内に同様の取り組みを行なっているクリニッ
クはほとんどない。利用者の半分以上は乳児から
10代の子どもであり、そのうち80％あまりが虐待
を受けている。
2000年に連邦政府に承認されてNational Child 
Traumatic Stress Network（44ページ参照）が設
立され、SHCCもメンバーの一員になった。セー
フホライズンの中にトラウマ治療の拠点を作り、
NCTSNメンバーのチャイルドスタディセンター（129
ページ参照）と共同で治療法の臨床研究を行なっ
ている。現在は、DV被害に対するエビデンスベー
ストのトラウマ治療プログラム構築を進めている。

（2）SHCCでの治療

性的虐待、近親相姦、レイプ、身体的虐待、
DVの目撃、家族が殺される場面の目撃などがトラ
ウマになり、愛着関係、感情のコントロール、行
動のコントロール、認識、自己概念などに悪影響
を及ぼす。
クリニックでは子どもにも大人にも薬は使わず、
トラウマ治療を行なう。
SHCCでは4つの中心となる治療法がある。ど
のプログラムを使うかは、症状から判断する。

■SHCCでの4つのメイン治療プログラム

・ CFTSI－Child and Family Traumatic Stress 
Intervention

 対象：3歳～
・ CPP－Child‐Parent Psychotherapy
 対象：乳児～5歳まで
・ TF-CBT－Trauma-Focused Cognitive Behavioral 
Therapy

 対象：6～17歳
・ ARC－Attachment,  Self-Regulation,  and
    Competency
 対象：全ての年齢
  （概略は巻末プログラムリスト参照）

 【これらが有効な理由】

1. 内面と環境の安全性が確保できる。
2. 感情や考えの自己コントロールができるように

なる。
3. トラウマとなった出来事は自分の非で起きたの
ではないと理解できる。

4. トラウマ体験の統合：なぜ起こったか理論的に
考えることができる。

5. 愛着関係の修正や新しい人間関係の構築がで
きる。

6. 自己肯定感を向上させることができる。

2-3. Child＆Family Traumatic Stress Intervention

       （以下、CFTSI）

（1）CFTSI プログラムの導入と経過

2006年、暴行による7歳女児の死亡事件があっ
た。虐待に対する社会の意識も高まり、ホットライ
ンへの通報件数が前年比148％と増加した。しかし
CACではスタッフを十分確保する予算はなく、3ヵ
所のセンターで統一した対応サービスもなかった。
CACでは、照会された家族全てに適用できる緊

急対応サービスとして、NCTSNメンバーのエール
大学が開発した短期治療プログラムCFTSIの導入
を決め、2008年、スタッフ全員が1年間のトレーニ
ングを受けた。
プログラムによって養育者は実用的なスキルを

習得し、スタッフは効率的な対応ができるように
なった。子どもへの治療効果が実証され、300万
ドルの追加予算を得ることができた。

（2）CFTSI プログラム

①目的
 トラウマによる症状が固定化する前に治療を行
ない、子どもと養育者のコミュニケーションを円
滑にする。

②概要
 子どもは、トラウマ体験の辛さを言葉で説明で
きず、落ち込む、外に遊びに行かなくなるなど
行動に反応が現れる。養育者がその行動を虐
待によるものと理解していなければ対応を誤る。
子ども自身のトラウマを理解することに加え、感
情が昂ぶった時には風車をゆっくり回すように
息を吐くようにするなど、落ち着いた状態に導く
具体的スキルを親子で学ぶ。

③対象
 家庭で生活する7歳以上の子どもとその養育者
が対象であったが、2012年からは里親に委託さ
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れた子どもを、2014年9月からは3～6歳の子ど
もを対象に加えた。

④セッション
 4～6回で終了する。子どもだけで1回、親だけ
で1回のセッション行ない、残りのセッションは
親子で受ける。短期プログラムなので多くの人
に提供できるメリットがある。

⑤プログラムの終了
 2014年11月現在、1,000人以上の子どもとその
養育者がプログラムを終了している。

 トラウマによる重度の症状が改善されると、長
期の治療プログラムであるTF-CBTに移行する。

    （TF-CBT概略は巻末プログラムリスト参照）

（3）CFTSI の効果

CFTSIを終了した子どもと養育者を対象にした
調査結果より。（2013.1.1～2013.12.31）　
①PTSD症状の改善

 CPSS （Child PTSD Symptom Scale）は、PTSD
症状のレベルを測るスケールで、数値が15以上は
深刻なPTSD状態であることを示す。両者とも
スコアの減少がみられる。10.03の数値は、学
校で集中できる、悪夢を見ずに寝ることができ
るといった状態である。

②子どもの状態に対する理解の改善

 子どもと養育者に対し、「夜眠れるか」「授業
に集中できているか」「怖いことはあるか」など
PTSD症状について同じ質問をし、認識の違い
を測る。数値が大きいほど、両者の認識が異な
る。スコアが減少し、両者の認識の一致が進
んだ。

③養育者の満足度の高さ

（4）CFTSI プログラムの今後の展開

 ・ ブロンクスに新設予定のCACでも導入し、3～
6歳の子どもと養育者への支援を進める。

 ・ エール大学とはコンサルテーション、トレーニン
グ、スーパービジョンの継続や情報の共有など
協力関係を継続する。

 ・ エール大学のナショナルデータシステムを利用
し、条件の異なる地域でもCFTSIが適用可能
か調査を行ない、情報を全国にフィードバック
する。

3.セーフホライズンの今後のトラウマ治療と
    対応方法の実践の今後の方向性
 ・ SHCCでは、運営するDVシェルターやコミュニ
ティオフィスのプログラム、ハーレムのホームレス、
サテライトのクリニック、ホットラインでの対応
に、エビデンストベーストの治療を拡げていく。

 ・ セーフホライズンのコミュニティプログラム実施
場所とホットラインで、トラウマを負ったクライエ
ントとの関係構築と回復支援のため、「リスキン
グ・コネクション（Risking Connections）」を導
入する。（概略は巻末プログラムリスト参照）

・ 全てのセーフホライズンのプログラムに、被害者
自身が危機的状況から脱出する力を醸成できる
よう、クライエント中心の実践と、トラウマに焦

17.19 14.23 
10.03 8.56 

子ども 養育者

 

終了前  終了後  

CFTSIプログラム終了後の
CPSSスコア

8.78 
5.69 

終了前    終了後 

CFTSIプログラム前後を比べた、
子どものPTSD症状に対する
子どもと養育者の認識の相違

質   問 YES

トラウマの子どもへの影響について
学ぶことができたか？

96％

子どもの反応や行動が、トラウマによ
るものだと理解できたか？

96％

問題行動や反応が起こった時、学んだ
ことが役に立ったか？

97％

友人の家族が同様の課題を抱えてい
たら、CFTSIプログラムを勧めるか？

98％
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点をあてたエビデンスベーストのフレームワークを
導入する。

 

4. 所感
何より驚いたのは、被害者支援サービスのために、
CACとSHCCがトラウマ治療に特化することで、ACS
や警察や検察などの虐待対応の公的機関との連携
の中心的な役割を担っていることである。
「サービスを提供する機関が家族のすぐ横に存在
していることが大事である」という話を聞き、日本で
はセーフホライズンのCACのような機関はないが、
虐待の「予防的支援」と「早期介入・早期治療」のた
めの関係機関の連携拠点として「児童家庭支援セン
ター」や「要保護児童対策地域協議会」がそのような
存在になっていくと良いと感じた。      （廣瀬　嗣治）
　　

・ Safe Horizon
 http://www.safehorizon.org/

 参考資料

中央がアルノウさん

2000年にChildren’s Health Actの一環と
して米国議会に承認され、設立された組織であ
る。研究機関と現場で活動する機関が協力し、
子ども時代のトラウマに焦点をあて、エビデン
スベースト・プラクティスの充実により子どもの
ケアの向上を目指す。（44ページ参照）

※米国子どもトラウマティック・ストレス・
ネットワーク

National Child Traumatic Stress Network
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訪 問 日 時： 2014年11月7日 PM

住　　　所： 722west 168th street, 8th Floor,

 Room820, NewYork, NY

取材担当者： ジョン・ピケット

（敬称略） （マンハッタンCAC管理責任者）
 ジャックリン・ブラウン
                （マンハッタンCAC医療ディレクター、
 虐待専門小児科医、コロンビア大学
 医学部小児科教授）
 ファビオ・コッツァ
                （ブロンクスCAC管理責任者）
※CAC：チャイルドアドボカシーセンター

1. 概要
虐待対応のマルチディシプリナリー・チームである
医療、警察、司法機関、ニューヨーク市児童サービ
ス局児童保護部（以下、CPS）がco-locateし活動の
拠点とする、州から認定された施設である。セーフ
ホライズン（97ページ参照）が運営している。
重度の身体的虐待や性的虐待のケースを扱い、虐
待被害の調査（フォレンジックインタビュー）、被害児
童の治療、立件に向けた捜査、養育者（親権者・里
親・教師など）への治療や支援サービスも行なう。虐
待を受けた子どもがトラウマ体験を重ねないよう、安
心できる環境づくりを心掛けている。
ニューヨーク市内にある4ヵ所のセーフホライズン
のCACでは、年間5,000件以上のケースを取り扱って
いる。

2. セーフホライズンCACの多職種協働
ニューヨーク市では、NPOであるセーフホライズン
がマルチディシプリナリー・チームをコーディネートす
る。チームは、CAC、セーフホライズンのカウンセラー
とケースマネージャー、ニューヨーク市法務局（弁護
士）、CPS、警察、検察、医療提供者と提携病院な
どの専門家から構成される。

3. スタッフ（マンハッタンCAC）
●CACのスタッフ

 ・ スーパーバイザー……3～4名
 ・ その他スタッフ………7名

●他機関のスタッフ
 建物の中にCAC・警察・CPSのオフィスが隣り
合うように設置されている。

 ・ ニューヨーク市警察署：13名（事務職員含む）
 ・ ニューヨーク市CPS：12～15名。うちCWは10
名（夜間緊急時対応スタッフを含む）

4. ケースの流れ
（1）ホットラインの受付

CACはニューヨーク市から虐待通報ホットライン
の運営を委託されており、同じビル内に受付オフィ
スが設置されている。911や311（行政への相談・
苦情・問合せ窓口番号）に寄せられた虐待に関す
る通報や相談も、CACに転送される。
ホットラインは無料で、①DV、②犯罪被害、③

レイプ・性的被害・近親相姦、④耳が不自由な人
向けの4つの番号がある。各々に対応マニュアルが
あり、緊急度や情報の信ぴょう性を確認している。
受理されたケースのすべてに警察が、児童虐待

ケースに関してはCPSが関与する。CACは、児童
虐待や若年被害者のケースに、必要性や要請に応
じて関与する。

（2）初動対応

必要に応じてCACの診察室で、虐待専門の小
児科医による診察が行なわれる。裁判に至る可
能性のあるケースの場合は検察が同時に招集され
る。マンハッタンCACの警察署には拘留所も設置
されている。

（3）マルチディシプリナリー・チームの結成

ケースにあわせて結成されたマルチディシプリナ
リー・チームメンバーは、ただちに打ち合わせを行
なう。その後、各々の専門分野において調査を行
なう。ケース終了までスーパーバイザーを交えた話し
合いが週1回行なわれ、ケースの状況や今後の方針、
各機関の動きを確認し合う。
検察が立件に向けて動く場合には行政区の弁護

士に通知がなされ、治療が必要な場合はCACによ
りメンタルヘルスサービスやその他必要な予防サー
ビスにつなげられる。それらに該当しない場合は、

ニューヨーク市 マンハッタン・チャイルドアドボカシーセンター
Manhattan Child Advocacy Center
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子どもは家庭に戻り、要支援ケースもしくは支援
終了ケースとしてACSが対応する。

（4）マルチディシプリナリー・チームの有用性

個々の機関では実態がつかめない、また起訴が
困難な状況でも、複数機関が連携して調査をするた
め、立件に向けてアプローチを続けることができる。
マルチディシプリナリー・チームにおけるCAC
の主な役割・業務は、チームのコーディネート、
フォレンジック・インタビューの実施、短期治療
（CFTSI）の提供である。

5．CACにおける子どもへの具体的援助
（1）フォレンジックインタビュー

フォレンジックインタビューは、性的虐待や重度
の虐待が疑われるケースで、子どもが受けた被害
の有無・内容について、面接を通じて調査を行な
う司法面接である。身体検査なども行なう。得ら
れた証言や調査結果は、起訴やその後の裁判の
証拠となる。
マンハッタンCACでは、トレーニングを受けたス

タッフ（CAC、警察、その他機関スタッフ）が、個
室で子どもから被害の状況を聴く。その隣の部屋
でマルチディシプリナリー・チームがインタビューの
様子をモニターで確認する。（下写真）
インタビューの様子は録画・録音され、裁判な

ど子どもの保護に必要な場合に証拠として提出さ
れる。しかし裁判では子ども自身の証言も必要と
なる。　
被害を受けた子どもは、大人から繰り返し質問

を受けるうちに、トラウマを再体験したり、被害に
ついて話せなくなったり、記憶の混乱が生じたり
する。フォレンジックインタビューは、子どもの認
知発達についての知見やエビデンスをもとに開発
されている。また子どもの負担をできるだけ少なく
するよう配慮しており、司法・行政機関からも信頼
されているという。

（2）短期治療 CFTSI（The Child ＆ Family Traumatic

　　Stress Intervention） 
エール大学との共同研究で開発された、トラウ

マを受けた子どもへの早期介入による治療モデル
である。2008年からCACにおいて、1,000人以上
の子どもやその養育者を対象として試験研究が実
施され、その効果が実証されている。

　（概略は98ページ、巻末プログラムリスト参照）

拘留所

ブラウン医師の診療室

マジックミラーのある取調室

◎同一建物内の警察署
　スペシャルビクティムチームと
　呼ばれる

モニタールーム（左）とフォレンジックインタビューを行なう部屋（右）は隣りあわせにある

隣の部屋の様子を
モニターで
確認・録画する

ビデオカメラ

録音
機器
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6. 所感
マンハッタン区CACは、子どもも養育者も安心でき
るように工夫がなされており、開放的な室内には、
おもちゃやおやつ、くつろげるソファーが配置されて
いた。面接を行う部屋はシンプルに構成され、守ら
れた空間の中で、極力ストレスを受けないよう構成さ
れているように感じた。
裁判制度の発達するアメリカにおいて、子どもが適
切な保護や支援を受けるためには、被害の実態を正
確に把握することが重要である。そのために、マル
チディシプリナリー・チームの取り組みは非常に有効
であることが分かった。
管理責任者のジョンさんはマルチディシプリナ
リー・チームについて、それぞれの立場での責任や
使命などがあるので、お互いに合意できない場合も
あるが、目指すゴールは同じであり、互いの尊敬の
もと、それぞれがその職種においてベストな仕事をす
ることが大切だと話されていた。マルチディシプリナ
リー・チームは、それぞれの領域の力を最大限発揮
することができるモデルであると言える。
CFTSIは大学との共同研究によって行なわれてお
り、その効果は客観的に検証されている。この視点
は、今回のアメリカ研修の多くの研修先でも強調さ
れており、エビデンスに基づいた支援が行なわれて
いることを改めて感じた。日本においても、エビデン
スによる支援や視点は重要であるとされているもの
の、現場レベルでの支援に活かされているとは言い
がたい。現場システムそのものにエビデンスに基づい
た支援を組み込んでいき、それらをコーディネートし
ていくことが必要なのではないかと感じた。
セーフホライズンは、2015年にブロンクス区に新し
いCACを開所予定である。それによりニューヨーク
市すべての区にCACができることになる。子どもの
権利をどのように守るか、アメリカの取り組みを知り、
その重要性を強く実感できた視察先であった。

 （小林　千夏）

マンハッタン・チャイルドアドボカ
シーセンターのパンフレットでは、
マルチディシプリナリー・チームの
取り組みを紹介している。

セーフホライズンが金融会社
キャピタルワンによる寄附金で
作成した虐待発見、啓発のパン
フレット

・ Safe Horizon
 http://www.safehorizon.org/
・ JaSPCAN 日本子ども虐待防止学会
 第15回学術集会埼玉大会 プログラム・抄録集 
p.82

・ National Children,s Advocacy Center
 http://www.nationalcac.org/
・ 子どもへの司法面接：面接法の改善その評価
 http://child.let.hokudai.ac.jp/doc/?r=4

 参考資料

カ
、
の

フホライズンが金融会社
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CPSのスタッフ

子どもが安全な環境に保護される時に持って行ける、
寄付による衣類と玩具

ピケットさん、コッツアさんと

子どもたちが描いた絵が何枚も廊下に
飾られている

ブラウンさん（右）
の診察室を見学
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訪 問 日 時： 2014年11月7日 AM

住　　　所： 80 Centre Street, 5th Floor, New York,

 NY

取材担当者： レイチェル・フェラーリ

（敬称略）  （児童虐待ユニット副主任、地方検事）

1. 概要
マンハッタン検察局の、13歳以下の子どもの性的・
身体的虐待の容疑者を起訴するための調査を行なう
部門である。
児童虐待部門は、検察のDV被害部門や人身売
買部門、性犯罪部門（14歳以上の性被害ケースはこ
こで扱う）などとともに市のファミリージャスティスセン
ター※にある特別被害者局にco-locateしている。フォ
レンジックインタビュールームがあり、ニューヨーク市
児童サービス局とセーフホライズンからもスタッフが常
駐している。
※センターでは、各種事件被害者とその家族が親権
や離婚に関する法的アドバイスや、緊急避難先を探
す相談などの包括的な支援を受けることができる。

①スタッフ
 検察局全体は500名。児童虐待部門は6名、
SV2名の他にSWがいる。

②ケース数
 性的虐待は、年間2,000～3,000件の通告のう
ち600件程度の調査を行なう。

2. 児童虐待の立証に向けた取り組み
2-1. 起訴までの流れ

刑事事件の約95％は調査の途中に罪を認め、5％
程が裁判になる。裁判で有罪となるのは50～60％程
度で、虐待で有罪となるケースはもっと少ない。
特に13歳以下の子どもへの性的虐待は重罪で、終
身刑まであり得る。継父による加害が多い。
警察、CPS、病院、検察がチャイルドアドボカシー
センター（以下、CAC）に集まり、情報共有と連携を
図りながら面接や検査（調査）、捜査を行なう。被
害者にとっては多機関の手続きがワンストップで済む
ため負担が抑えられ、トラウマの再体験の防止にも
つながっている。

2-2. 性的虐待通告の対応

①虐待は、刑事裁判所と家庭裁判所の両方で取
り扱うために、通報が入るとCPSが子どもの安
全確認をし、検察局も立件に向けて動く。保護
が必要な場合は、CPSがCACへ連れていく。

②養育者（非加害者）と連絡を取りCACへ来るよ
う依頼する。この時、検察もCACへ向かう。
CPSは、家庭裁判所で扱うケースについて支援
する。親子分離が必要な場合は、子どもの委託
先を探す。

③CACで、虐待専門小児科医が診察を行なう。
④関係機関が集まった段階で、フォレンジックイン
タビューを行ない、録画による正確な記録をと
る。検察局は刑法にかかわるインタビューを面
接者に求める。

⑤インタビューの内容から虐待事実の可能性が高
ければ、さらに調査を続け情報収集する。

 警察は、加害者と接触する前に、性交の写真な
ど物的証拠を探す。非加害の養育者が加害者
に電話して反応や事実確認を行ない録音する。
自白や謝罪の言葉があれば裁判での証拠とな
る。取り調べを受ける中で、容疑者が、「子ども
の方が誘ってきた」や「子どもが望んだから」と
いう証言をすれば、責任の所在に関係なく性的
なかかわりの証明となる。

⑥加害者の証言があれば、検察局に移動し、取り
調べを行ない、その様子を録画する。

ニューヨーク市 マンハッタン検察局 児童虐待ユニット
Manhattan District Attorney’s Office Child Abuse Unit
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⑦大陪審で、陪審員に取り調べの映像を見せ、非
加害の親と、13歳以上になっていれば子ども自
身が証言をする。6日以内に起訴できなければ
加害者は釈放されるので、検察官は拘留期間中
に陪審員が納得する証拠を収集する必要がある。

⑧大陪審で加害者が罪を認めない場合は、裁判
で事実関係を争うことになる。その場合、子ど
もは加害者がいる法廷内で性的虐待の証言を
しなければならない。精神的負担を軽減するた
め、子どもは事前に裁判のロールプレイを行なう。

⑨証拠が揃わない場合は、裁判前に、司法取引
（刑を軽くする条件で事実を認めるように交渉）
する場合もある。加害者も裁判を避けたいため
認めるケースが多い。

⑩被害者が幼い場合は、虐待の事実があっても
証言が得られず、証拠不充分で不起訴処分にな
るケースもある。

 刑事裁判の子どもの証言を急ぐ理由は、家庭
裁判所で証言した内容が公式な証言として記録
され、加害者側に利用されることを防ぐためで
ある。

2-3. 虐待の立証の難しさ 

（1）子どもの反応

性的虐待を受けたのは、自分に非があるため、
と罪悪感を持ってしまい、声をあげられずに虐待
が継続する。またポルノを見たことが恥ずかしくて
言えない、性的虐待を受けて気持よくなってしまう
（これは性的虐待があったことの証明になり得る）、
怒りで心の準備ができていない、大変なことだと
認識していない、家族でもある加害者ともめたく
ないなどの理由で事実が明らかになりにくい。
状況証拠が多い中、子どもが証言をしない、う
そをつく、証言の内容を変えるなどで立件をあきら
めるケースもある。

（2）子どもと裁判にかかわる大人の態度

 ・ 加害者
 性的な環境に慣らすため、性的なジョークやポ
ルノに興奮するのは当たり前だと植えつける。子
どもの心理を利用し、子どもや家族に性的虐待
だと気づかれないように生活している。子どもに
優しく接し、虐待を継続する。

 ・ 母親（非加害者）
 母親自身に性的虐待の被害経験があり、その
時に周囲が支援していなかった場合は、母親の
認識のズレなどにより証言をしてくれないことも
ある。

 ・ 親戚
 身内に容疑者と被害者がいる場合、親戚が容
疑者を告訴しないように被害家族に圧力をかけ
ることもある。

 ・ 被害者の弁護士
 子どもは、周囲の状況に合わせて証言を変えて
しまう時がある。嘘をついて注目を集めようとし
ている訳ではないことの証明がいる。

 ・ 加害者の弁護士
 何度も同じ質問をして、内容が違えば子どもが
嘘をついていると不利な状況に追い詰める。

 ・ 陪審員
 虐待の事実があれば物理的証拠が残っている
はずと思いがちである。身体検査やDNA検査
をしても時間が経過していれば傷などの物理的
証拠はなくなってしまうため、虐待の専門医が
子どもの身体に物理的な証拠がない理由や、心
理士が性的虐待を受けた子どもの特有の状態に
ついて証言をする必要がある。

（3）物証を得ること、証明することの難しさ

 ・ 性的虐待の痕跡は時間の経過とともに消滅する。
 ・ 傷や病気の原因が虐待であることを証明するに
は、精神科、性病、やけど、骨折などの診断に
ついて専門的な分析ができる医療関係者が必
要となる。

 ・ シェイクン・ベビー・シンドロームは、故意による
ものかの判断が困難である。

3. 検察局での子どもへのサポート
裁判の長期化や虐待を証言することによる、子ど

ものトラウマを軽減するために、さまざまなサポート
を用意している。
短期セラピー、SWの家族支援、長期セラピーへ

の引き継ぎ、ドッグセラピー、玩具や絵本のあるプレ
イルーム、CPSとの家族支援の連携、セーフホライ
ズンとの情報共有などがある。
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4. 州法の改正
（1）時効について

以前は全ての罪において5年だったが、虐待ケー
スは18歳から5年後の23歳が時効となった。更に
2006年の改正で、それ以降に起きたケースの時効
はなくなった。

（2）長期間の虐待に対する罰則（Passes Law）

例えば、13歳の子どもが6歳の時にあった虐待
を証言した場合、6歳から現在まで継続して被害
があったとみなされる。そのため、現在までの被
害を一件ずつ証明する必要はない。

5. 所感
検察の中に入るとすぐ、子どもの玩具や絵本を置
いたコーナーがある。プレイルームもあり、ドッグ･セ
ラピーや学習指導も受けられる。緊張せず過ごせる
空間が用意されており、視察時も証言に来た子ども
がプレイルームで遊んでいた。
「子どもにとって検察局は怖くて冷たい場所だった
が、今は環境も改善され過ごしやすい場所になった。
しかし、トラウマによる影響は取り除けない。被害
者の子どもから見ると検事やSWは知らない人で、文
化的にも人種的にも経済状況も違う。それでも、子
どもは検察官を信用して、最も恥ずかしいことでも
勇気を持って証言していることを、忘れてはいけな
い。裁判は大人でも怖くて、嘘つき呼ばわりされるこ
ともあるが、子どもは自分の身に起きたことを、勇敢
に証言している」とレイチェルさんは話してくれた。
子どもたちには、知らない人に会った時の対応方
法を教育している。ただ、虐待は身近な人からの犯
罪が多いので、別の教育が必要とも話されていた。
子どもには、教育だけでなく、大人（地域の人、教
員、親戚など）が子どもや家族に対し、もっと関心を
持ち、交流していくことで、虐待が防げることがある
のではないかと考える。
アメリカでは、性的虐待についてプログラムやシス
テムを導入し対応しているが、満足のいく状況とは言
えない。予防的な取り組みに方向転換したアメリカ
でさえ、本当に（数字で表れていない）虐待や死亡
が減ったか分からない。ただ、教育により友だちに
何かあったら、知らせるてくれる子たちは増えている、
とも話されていた。無関心でなく周りを見ようとする
姿勢は大切なことだと思う。子どもを見守る目が増え、

お互いに気にかけて思いやる気持ち、日本人が本来
得意とするところ。日本にも、システムの整理と思い
やり、両方が必要ではないだろうか。

 （安食　由香）

子どもが遊べる玩具と絵本のコーナー

フェラーリさん

・ The Manhattan District Attorney’s Office
 http://www.manhattanda.com/　
・New York City Family Justice Centers
 http://www.nyc.gov/html/ocdv/downloads/
pdf/Materials_FJC_OnePage_Japanese.pdf

 参考資料

シビアな内容の講義に聞きいる
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訪 問 日 時： 2014年11月5日 PM

住　　　所： 330 Jay Street, Brooklyn, NY

取材担当者： リリアン・ワン（裁判官）

（敬称略） ディーン・クサカベ（裁判官）

1. 概要
（1） ブルックリン家庭裁判所

①取り扱うケース
 ブルックリンの家庭裁判所は、身体的虐待、ネ
グレクト、性的虐待、適切な教育を受けさせな
い、適切な医療を受けさせない、DV、精神疾
患、薬物乱用、親子分離、フォスターケアの判
断、親権などのケースを取り扱う。

 親権にかかわるケースは、親の親権の一部（監
護権）を一時的に制限してフォスターケアの命令
を出す。それでも改善されない場合は、完全に
親権をはく奪して養子縁組へ向かう場合もある。

②裁判官
 ブルックリンの家庭裁判所は、17人の裁判官が
おり、それぞれ取り扱う裁判が分けられている。
SVの役割を持つ裁判官もいる。

 今回、取材をさせていただいたワンさんは、虐
待とネグレクトのケースを扱う裁判官の一人であ
る。ワンさんは、2012年、市長によってブルッ
クリン家庭裁判所の裁判官に選ばれた。以前は、
CPSの弁護士をしており、虐待やネグレクトを
告訴する立場で、家庭裁判所とも大きくかかわっ
ていた。

 クサカベさんは、親権・監護権を持たない親の
面会交流、低所得者、母子の生活支援、少年
非行を扱う裁判官の一人である。クサカベさん
は、以前は弁護士をしていたが、ワンさんと同
じ2012年に裁判官に選ばれた。

2.傍聴した裁判
（1）裁判概要

①ケース
 父親が親権を主張している。母親による身体的
虐待とネグレクトのケースである。

 4人の兄弟のうち、上の2人の兄弟に暴力やベル

トを使用し、しつけをしていた。CPS、警察、
ケースワーカーの証言と子ども自身への聞き取り
から、腿

もも

や首や顔にひどい傷が残っていたこと
が分かった。

 母親が出廷しないまま裁判が進められたが、母
親の弁護士からは、父親が親権を持つことに反
対していない旨が伝えられた。

②判決
 ケースの初期段階から祖母宅にいた上の2人の
兄弟は、そのまま祖母宅で生活させ、暴力被害
がなかった下の2人の兄弟は、CPSの監視下で、
6ヵ月間、自宅での生活を続けさせることにし
た。母親の親権を一時的に停止し、父親の親
権のみを認めた。

 母親には、「CPSの抜き打ちの家庭訪問を受け
入れる、暴力を使ってはいけない、下の兄弟を
学校に登校させる、必要に応じ薬を適切に与え
る、上の兄弟と下の兄弟が会うことができるよう
にする」という命令を出した。

③CPSの今後のかかわり
　上の兄弟を母親から分離したことと、親権が父
親にある判決を下したため、祖母宅にいる兄弟
と父親には、今後CPSはかかわらない。下の
兄弟には引き続きCPSが6ヵ月間かかわり、更
に問題が発生したという報告書が提出されなけ
れば終結となる。問題があればCPSが裁判所
に親子分離を要求してくることもある。

 CPSの監視期間は、州法で最長12ヵ月と決め
られている。それ以上必要な場合は、再度裁
判を開かなければならない。

ニューヨーク市 ニューヨーク州立ブルックリン家庭裁判所　
Family Court of the State of New York　Brooklyn Family Court 
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●図1＜法廷内見取り図＞

※1：  「我々は神を信じる」米国における公式な国のモットーである。
※2： 子どもの弁護士の役割は、子どもの意見を伝える、もしくは、

言葉表現ができない年齢の子どもの最善の利益を代弁する。
0歳から弁護士がつく。

※3： コートオフィサーとは、裁判所に雇われ、拳銃や手錠を所持し、
逮捕権もあるが警察官ではない。法廷内の事務も行なっていた。

3. 一般的な裁判
（1）裁判にならないケースがほとんど

裁判所は、最初に裁判所にケースが持ち込まれ
た時点で必要な命令を出す義務がある。例えば、
親子が別々に住んでいる場合は、CPSに訪問する
よう命令を出し、同居であれば、親に適切な養育
をするように命令を出す。
裁判所にはミディエイター（仲裁人）と呼ばれる

職員がおり、親や弁護士と話し合い、虐待やネグ
レクトケースの70％が和解や示談となり裁判をせ
ずに終結する。例えば、親が告訴される内容を受
け入れ認めているケースや、裁判になる前の一時
的な命令に従っている場合は、裁判をしたことに
はならない。

（2）裁判所とCPSの関係

裁判所は、CPSからケースが持ち込まれた時点
で、家の監視、家庭訪問、具体的な親支援のサー
ビスなどの命令を出す。CPSは、民間団体にその
サービスの実施を委託する場合もある。

虐待をしているかもしれないと親戚が裁判所に
訴えてきた場合は、CPSに調査をするように命令
を出す。その結果、親子分離が必要と判断されれ
ば、キンシップケアのために、CPSが周囲の人間
を調査する。判決が出る前から裁判所の権限で一
時的に親子分離することも可能であり、里親委託
という選択肢は最終の判断である。

（3）親権について

一時的親子分離は、親に親権が残るが、一部
親権（監護権）を制限されることになる。
例えば、メンタルケアや薬による治療が必要な

場合は親の同意が必要である。必要な治療の同
意が得られない場合は、CPSの権限で、裁判所
の判断なく治療を行なうこともできる。
里親委託やキンシップケアから実親に戻す場合

も、裁判所の判断が必要である。今回の裁判で、
母親が親権を取り戻したい場合は、母親が申し立
てする必要がある。
新しい法律により、裁判で親権を取り戻すこと

もできるようになったが、条件が厳しく難しい。

（4）性的虐待の判断について

性的虐待の加害者が否認している場合は、性
器の傷や性病などの物理的な証拠にあわせ、性
的暴行を受けた子ども特有の年齢に合わない性的
な言動があれば、証拠として採用する。裁判所で
子どもに証言をしてもらうこともある。物理的な証
拠がなくフォレンジックインタビューの証言のみの
ケースも多くあるが、性的虐待は他の犯罪のように
確たる証拠がなくても告訴することができる。

IN GOD WE TRUST

裁判官 

 

証人席 

傍聴席 

親と 
親の弁護士 

ACSと
ACSの弁護士

※

２
子
ど
も
の
弁
護
士 

※

３
コ
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ト
オ
フ
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サ
ー 

※1
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4. 所感
　児童虐待の定義は州ごとに微妙な違いはあるが、
犯罪だという社会の認識は高く、児童虐待に司法が
深くかかわっている。
　虐待対応に関して、親子分離主体の政策から在
宅支援への方向転換は全国的なものであり司法も在
宅支援を最優先している。
　今回は、裁判を傍聴する機会にも恵まれ、司法は、
判決前から、在宅支援や家族再統合に向けた細か
な指示を出し、CPSとの密接な連携を知ることがで
きた。ケース1件につき20分程度というスピード感に
も驚いた。
　日本では、司法の介入は少なく児童相談所が判
断と支援を担うため人数配置や親支援に支障を来た
し、児童相談所の核である『在宅支援』を充実させ
ることは困難であろう。日本においても司法の積極
的な介入は必須だと感じた。　　　　（廣瀬　嗣治）
　

中央がワンさん、左がクサカベさん

●表1  その他傍聴した裁判の概要

・ Family Court of the State of New York Brooklyn 
Family Court

 http://www.nycourts.gov/courts/nyc/
family/infobycounty.shtml

 参考資料

裁　判 概　要 結　果

1
父親が親権を主張
したケース

母親は、以前の裁判でネグレクトと判断された。4人の子どもたちは、
現在里親委託となっている。突然、ペンシルバニア州にいる父方の祖母
が、子どもたちの面倒を見ると言い出した。母親は、父親に親権を渡し
たくない。父親は、4ヵ月前にテキサスで犯罪を犯したが、その裁判はま
だ終わっていない。24時間前までにCPSから父親の情報が提出され
ておらず、審議が止まってしまい、このCPSの対応に裁判官は厳しく叱
責した。

CPSに、情報を提
出するように指示
し、後日、再び裁
判を開く。

2
母親が子どもの家庭
復帰を求めるケース

母親による性的虐待があったため、現在、10歳の男の子は、里親委託
となっている。母親は、この措置に反対しており、戻ってきてほしい。一
方でCPSは、里親のもとにいるべきだと主張している。子どもとかかわ
りのあるSWを証人として呼び、子どもの意見を聞く。SWは「子どもは
『母に会いたい。家に帰りたい』と言っていた」と証言した。

次回の裁判で家
に帰すかを判断す
る。

3
母親が自身の精神
疾患を認めないケース

母親は、精神疾患で入院しているため養育する能力はないと判断し、
3ヵ月前に裁判は終了した。子どもは、現在、祖母と生活している。母親
は、自分の精神疾患を認めず、治療も受けていない。子どもへの面会も
CPSの監視の下で行なっている。

治療を受ければ
CPSの監視なし
で面会を許可する
と伝えるが、母親
は拒否。
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事 事 事コ ラ ム

　米国では、視察先建物の入口ではセキュリティーチェックがあり、物々しい雰囲気に緊張を覚えた。セキュリ
ティを無事に通過して研修会場に案内されると、まずは、慣れない英語でご挨拶。そしてご挨拶もそこそこに示さ
れた先には、飲み物・フルーツ・クッキー・パンケーキ…。
　バイキング形式で、好きなものを好きなだけ皿に取り席に着く。緊張がほぐれ、ホームパーティーに参加してい
るような雰囲気になる。視察先の職員さんも一緒に並んで食べ物を皿に取り、講義中も互いに飲食しながらの研
修となった。私たちにとっては講義中の飲食は「失礼」にあたるのでは？との思いを抱いたが、その「おもてなし」
を受けて遠慮せずに飲み、食べることで、学びの時間が始まるのである。
　こうした対応は、各視察先で大きな違いはなく、来客対応にあたっての慣習、つまりは米国の文化であるようだ。
　多くの視察先では、スクール形式で講義を聴くというよりは、テーブルを囲み同じものを食べながらともに時
間を過ごすスタイルであった。話をする人と聞く人は対等、という雰囲気が醸し出され、研修先からはレクチャー
だけではなく、日本の取り組みにも興味があるとして質問も出された。「子どもの最善の利益」の追求という目標
を、国を超えて共有し、ともに考える時間となった。
　初めての海外研修で心身共に緊張している中でのお腹も心も温まる「おもてなし」であった。     （山口　修平）

米国では 視察先建物の入口ではセキュリティーチェックがあり 物々しい雰囲気に緊張を覚えた セキ

～視察先でのホスピタリティー「おもてなし」～

本格的なアメリカンブレック
ファスト、豪華な昼食、米国
おやつの定番ドーナツなどなど、
あたたかいおもてなしに団員は
日々成長した

視察先からはさまざまな
記念品も頂戴した

事あ 事り 事が 事と 事う 事ご 事ざ 事い 事ま 事し 事た 事！
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訪 問 日 時： 2014年11月4日 PM

住　　　所： 27 Christopher street New York,

 NY

取材担当者： シルビア・ローランズ

（敬称略） （シニアバイスプレジデントオブエビデン

 スベイストプログラム）

 ローズ・マリー

                  （プログラムクオリティアナリスト）

 レベッカ・ファイン

                  （MST-CANセラピスト）

 リディ・チャイルランドレア

                  （MSTセラピスト）

 シンシア・ロドリゲス

                  （MSTセラピストスーパーバイザー）

 キャリー・スコット（FFTセラピストSV）

 ケン・エインホーン

                  （サイコロジスト、MTFCディレクター）

1. 概要
1869年に設立された民間福祉団体である。子ども、
大人、家族、約7,000名を対象に、里親家庭支援と
養子縁組、児童福祉、少年再犯予防、特別教育支
援、シングルマザーのためのサービス、発達障がい
のレジデンシャルサポートなどさまざまな福祉事業を
展開している。

（1）スタッフ

スタッフは総勢1,600名で、うち450名がMST 
（Multi Systemic Therapy）、FFT（Functional 
Family Therapy）、MTFC（Multidimensional 
Treatment Foster Care）などのエビデンスベース
ト・アプローチを行なうことができる。（概略は巻
末プログラムリスト参照）

（2）運営

ニューヨーク市、州、連邦政府、基金から予算
が出ており、主に市の委託を受けて事業を展開し
ている。

2. 主な事業内容について
（1）児童虐待の介入・予防的支援

CPSがかかわっているケースに対して、MST-
CAN（Multi Systemic Therapy-Child Abuse and 
Negrect）チームが、家族が分離しないで済むよう
1週間に3、4日の訪問と、24時間緊急電話対応を
行なう。
親に薬物乱用の課題があるケースは、頻繁な家

庭訪問と尿検査によって半年から1年の間で回復さ
せる。子どもが幼いケースでは、親に養育スキルを
教育し、リスクマネージメントをしながら在宅支援
を行なう。セーフティプランを提示し、親が従わな
い場合は裁判所に連絡して分離などの措置をとる
よう求める。
また、子どものトラウマ反応を少なくするよう環

境調整も行なう。近縁者やキーパーソンとなる隣
人などを含め家族全体にかかわり、学校や病院な
どとも連携する。

（2）里親養育ケースへの支援

虐待通報を受けた後、CWが初期対応にあたり、
改善が見られない場合は里親養育となる。1,000
名以上の子どもが里親養育を利用している。
里親は16週間のトレーニングを受けており、

スタッフは1ヵ月に2回里親家庭を訪問し支援する

ニューヨーク市 ニューヨークファウンドリング（民間福祉団体）
The New York Foundling
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（MTFCプログラムを受けているケースの場合は
より頻回に訪問する）。また、連絡やミーティング
も行ない連携を図っている。里子から直接連絡を
受けることもある。
さらに、家庭復帰に備え、実親にも並行してか
かわる。

（3）非行少年の再犯予防プログラム

      （Juvenile Justice Program）

罪を犯した少年の更生を目的として、施設収容
に代わり、以下の再犯予防プログラムを行なう。
①Blue Sky
 家族関係の構築と、親のエンパワメントに焦点
をあてたエビデンスベースト・アプローチを行なう。

②Arrow
 精神疾患が犯罪の原因となっているケースが多
い。家族に対して、子どもの行動のきっかけを
理解できるようサポートし、不安定な子どもに効
果的にかかわるために、必要なスキルを身につ
けさせる。

③Kids Experiencing Young Successes （KEYS）
 深刻な犯罪を犯すリスクが高いケースを対象と
する。家族に対して、犯罪が予測される時の介
入方法を教え、非行がエスカレートしないように
する。

④Families Rising
 子どもの年齢が高いケースを対象とする。刑事
裁判中に拘留せず家で過ごさせ、家族に焦点を
あてた支援を行ない、対人関係スキルを向上さ
せ個人の責任を自覚できるよう教える。

⑤Way Home
 裁判中の子どもが家に戻るのを、家族が嫌がる
ケースを対象とする。適切な家族関係はこれま
でと違った形で構築でき維持できる。その方法
を見つけることが当事者全員の利益につながる
ことを、子どもも、両親や後見人も、理解でき
るよう支援する。

（4）メンタルヘルスに関する事業

○薬物乱用治療サービス

 親が薬物を乱用している場合、虐待のリスクは3
倍、ネグレクトのリスクは4倍高まるとされている。

 ニューヨークファウンドリングにはアルコールや
薬物乱用者向けのプログラムがある。アルコー

ル乱用者は6～9ヵ月間、リハビリ施設で治療
を行なうが、プログラム終了者の98％は飲酒を
やめ、安定した社会適応ができている。

○メンタルヘルスクリニック

 6～18歳までの子どもとその家族に対する治療
を行なう。子どものころに虐待を受けていた21
歳の青年の80％は精神疾患の因子を1つ以上
持つため、専門的な訓練を受けたセラピストが、
子どもと親に焦点をあてた治療を行なう。

4. エビデンスベースト・プログラムによる
    社会費用の削減
里親養育を受ける子どもの平均委託期間は約3年

（14歳以上は5年以上）であったが、2012年、市は、
里親養育の30％の子どもをエビデンスベースト・プロ
グラムを用いる在宅支援に移行した。これにより里
親養育費用2,300万ドルの17％のコスト削減につな
がった。
また、市は州の運営する少年院に400名の子ども

を収監していたが、82％の子どもが3年以内に再逮
捕され26万ドルの費用が発生していた。Blue Skyの
プログラム費用は17,000ドルで、再逮捕は35％にとど
まる。Blue Skyプログラムの活用によって施設収容
費用がかからなくなり、4,800万ドルの社会費用削減
を実現した。

5. 所感
チャイルドプロテクションサービスについて、量的、

質的に手厚い対応で虐待の再発予防に取り組んでい
る。基本的に子どもは、家庭から可能な限り離さな
いという姿勢が強く窺える。
家を離れて里親家庭支援を利用する場合もある

が、同時に、実親に家庭復帰の支援をすることが子
どもの永続的な支援を考える上で重要である。また、
子どもに一時的に安定下にある環境を提供するため

ニューヨークファウンドリングの宣伝ポスター
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常時里親を開拓している。家庭で子どもが危険にさ
らされる危機を回避し、安全感のある中で養育を受
けるために必要である。里親が里親として機能でき
るようにトレーニングが整備されている点が特に印象
に残った。
司法の収容施設での更生プログラムは一部、効果
のある少年の再犯防止プロジェクトが適用され大き
な効果を上げている。
コスト削減について、有効な治療法を用いること
によってコストが削減できることは、理に適っている。
治療効果が実証されている治療法を用いるため、可
能となっている。　　　　　　　　 （野々村　一也）

右からローランズさん、通訳の藤森さん、エインホーンさん、
スコットさん

右からロドリゲスさん、チャイルランドレアさん、マリーさん、
ファインさん
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訪 問 日 時： 2014年11月4日 AM

住　　　所： One Echo Hills Dobbs Ferry, NY

取材担当者： エルトン・トンプソン（高校の校長）

（敬称略） アンソニー・ダンクア

                    （スーパーインテンダント）

 マーシャ・マドックス

                    （副スーパーインテンダント）

 ドロシー・リオロ

                    （ピープルパーソナルサービスSV）

 マリー・ケーナ（学校精神科医）

 バレリー・スタンリー

                    （ガイダンスカウンセラー）

1. チルドレンズビレッジの概要
（1）沿革

1848年、慈善家のグループが、家のない移民
の子どもたちを収容するニューヨーク少年保護所
（The New York Juvenile Asylum）を創設したの
が、団体のはじまりである。その後1853年、ニュー
ヨークのバンクストリートに「チルドレンズビレッ
ジ」を開所した。最初の入所者は57名の少年だっ
た。1905年、Dobbs Ferryに移転し、現在に至る。 

（2）使命

1. 全ての子どもや青少年を信じ、生涯を通じて好
ましい人間関係、家族関係を築くまでのつなが
りを持つ。

2. 全ての子どもや青少年が自立していくために、
教育、適切な社会的行動、職業訓練の場を提
供していく。

3. 全ての子どもや青少年の長所をいかし、幸せで
人生を充実させるための意欲を育てる。

（3）事業概要

2014年度11月現在で、約9,550名の子どもや青
少年とその家族に対し、レジデンシャルスクール、
移民の若者のためのシェルター、ホームレスシェ
ルター、里親・養子縁組、グループホーム、地域
支援などのさまざまな事業とプログラムの提供を行
なっている。

2. レジデンシャルスクール
　 Greenburgh Eleven UFSD
2-1. 概要

（1）沿革

1926年、施設養護下の子どもに教育を提供する
特別法学校区（special act school district）として
州政府より認可され、1928年、チルドレンズビレッ
ジに住む子どもたちが公共教育を受けることがで
きる学校として開校した。全米初の、敷地内に精
神科クリニックがある入所型治療・教育施設であっ
た。同様のレジデンシャルスクールは州に10校程
あり全て公立である。
ここでは、チルドレンズビレッジが生活スペース

を管理し、学校の運営にも関与している。

（2）レジデンシャルスクールの生徒について

5～21歳の男子130名が生活をしながら教育を受
けている。その他55名がニューヨーク市や近隣地
域から通学している。

①主な精神疾患の診断名

ニューヨーク市 チルドレンズビレッジ レジデンシャルスクール
The Children’s Village（Greenburgh Eleven UFSD）

広大な景色が広がる敷地

幼児から小学校教育 3クラス

中学校教育 4クラス

高校教育 5クラス

行動障がい 34％

統合失調症 23％

うつ病   6％

適応障がい   4％

その他の精神障がい 17％



116

New York City

 生徒たちの多くは、虐待を受けた経験や養育者
が適切な養育が出来ない状況にあるなど、勉強
だけでなく心理的・精神的なサポートも必要とし
ており、一般校では受け入れが難しい。

② レジデンシャルスクール編入の経緯
家庭での虐待やネグレクトが原因でCPSがか
かわり編入してくるケース（50％）
　  授業料はニューヨーク市から支払われる。
犯罪にかかわり、裁判所から送られてくるケー
ス（25％）
　  授業料は連邦政府から支払われる。
元々在籍していた学校での問題行動が原因
で、編入するケース（25％）
　  授業料は元の学校から支払われる。

 生徒は元の学校で何らかの失敗経験がある。
ここでの教育は成功体験を与える場として考え
られている。

 
（3）在籍中・後の支援

チルドレンズビレッジから通う生徒は、平均7ヵ
月で学校を離れ、その後、地域で5ヵ月間の支援
サービスを受ける。地域に戻っても継続して通って
くる子どももいる。
教育プラン作成時には、親権者の同意を得て心
理面や教育レベルのアセスメントを行ない、教員、
学校精神科医、親権者、チルドレンズビレッジの
職員で話し合い、子どもに必要な支援プランを協
議する。
大学や専門学校進学のための奨学金は、チルド
レンズビレッジを介して利用できるようにしている。

2-2. 学校の概要

（1）学校スタッフ

※チルドレンズビレッジのコテージスタッフも、昼間は学校
       で子どもたちの支援をする。

（2）授業

1クラス8名以下の生徒に対し、1名の先生と1名
のアシスタントがいる。
1時限45分授業で、英語、数学、理科、社会科、

文学、体育、音楽のほか、政治参加、消費者の
算数（明細を見てチップの支払いを考えるなど）な
どのソーシャルスキルトレーニングの授業がある。

（3）学校における支援

カウンセリング、スピーチ訓練、身体のリハビリ
（字を書く、歩行運動など）などの支援がある。
学校精神科医が、心理テスト、グループカウンセ

リング、個人カウンセリングを行なうほか、高校卒
業後の進路について子どもと一緒に考える。
高校生は、卒業に必要な単位の取得を目指す。

単位を落としてもクレジット・リカバリー（eラーニ
ング）を使って取得しなおすことができ、卒業率は
高い。職業訓練クラスもあり、ドッグトレーニング
のアシスタント、調理師、グラフィックデザインの
クラスなどもある。

（4）子どもへの危機的介入

スタッフは予防が大切であることを理解してお
り、怒らない、原因（トリガー）を理解する、感情
が昂ぶる前に落ち着かせるなどに留意している。
物理的な拘束も必要な場合がある。
いじめに対しては、フォーカスグループを作って

話し合いを行ない、学校全体で取り組む。

教師 40名

元教師 33名

学校精神科医   4名

ガイダンスカウンセラー   2名

言語療法士   1名

学校監視員   6名

地域行政官   2名

学校行政官   2名

全職員のスーパーバイザー   1名
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（5）PBIS（Positive Behavior Intervention

       and Support ポジティブ行動介入および

      支援）

行動分析学の教育実践研究に基づいたプログラ
ムで、学校環境を整備して、子どもの望ましい行
動を増やし、望ましくない行動を減らす予防的な
アプローチである。1997年以来、ポジティブな生
徒指導の方法として、米国の多くの学校で取り入
れられている。
チルドレンズビレッジとGreenburgh Eleven 
UFSDでは、「尊敬」「責任」「安全」という理念を掲
げ、日常的に望ましい行動とは何かを明快に示し
て教え、望ましくない行動を一貫して正す。そし
て望ましい行動がなされた時にはほめて評価し、
ホークビルカードを渡して強化している。カードは、
貯まると遠足や買い物に行けるなどインセンティブ
となる。カードのインセンティブに興味がない子ど
もには、SWや精神科医が別のプランを考える。
　

3. レジデンシャルコテージ（サポートハウス）の概要
（1）環境と立地

森や丘が広がる広大な敷地内に、12戸のコテー
ジが建つ。一戸につき12～16名の子どもが共同生
活をしている。一部屋2～3名の同室である。コテー
ジにはリビングルーム、ダイニングルームがあり、
ゲームや宿題ができるコンピュータや多様な本が並
ぶ書棚などが置かれている。
各コテージではスタッフと子どもが野菜を育てた
り、ペットを飼ったりしている。室内には様々なアー
トや写真、植物などが飾られていた。

ホークビルカード

食堂の壁に貼られた
目標ポスター

シャワールーム

子どもの居室

コテージがいくつも並ぶ

ダイニングルーム
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（2）心理的、情緒的サポート

臨床プログラムの目標は、子どもたちの課題や
困難をケアし、自尊心を高めることである。その
ため、専門的なトレーニングを受けた精神科医、
心理療法士、ソーシャルワーカーがチームとなって
支援している。
また、入所している子どもが設定した目標の進
捗状況を確かめるため、ソーシャルワーカーが毎
週面談を行なう。心理療法士や精神科医とのカウ
ンセリングやペットセラピーを受けることもできる。
子どものほとんどが、何らかの精神薬の投与を
受けてやってくるが、可能な限り薬を減らし、心理
的なサポートによる心と身体の健康の維持を目指
している。

（3）保健・医療サービス

最先端の医療サービスがクリニックで提供され
ている。フルタイムの小児科医、看護師が配属さ
れているほか、スポーツ医学の専門家が定期的に
訪問している。
肥満傾向のある子どもに対しては、チルドレンズ
ビレッジのプログラムや施設を使い、フィットネス
やスポーツに参加することを奨励している。

（4）レクレーション

敷地内で、レクレーションを楽しめる。次のよう
なプログラムやセンターもある。
 ・ ベストフレンズプログラム
 犬に触れ、一緒に遊びながら子どもたちに純粋
な楽しみを与えるためのプログラム。

 ・ ランツァ活動センター
 大規模な屋内プール、ウェイトトレーニング室、
インターネットカフェなどがある。

（5）WAYSワークスプログラム

青少年が社会で仕事をするため、キャリアスキ
ルのトレーニングプログラムを実施している。実際
に給料を得て、社会人としての権利の理解、労働
倫理を学ぶことを目的としている。カフェや野菜
の栽培販売、理容などの職業体験をできる施設が
ある。

（5）家族支援

家族支援の目標は、健康的になった子どもを、
できるだけ早く、健全な家庭に戻すことである。
家族と協力して家庭の安全性を高め、子どもに対
して協力的になることを目指す。子どもが家庭に
戻った後も、1年間にわたり専門スタッフがアフター
ケアを行なっている。

クリニックの内部の壁にはキース・ヘリングがボランティアで
描いたイラストがあちこちに見られる。

自由に利用できる屋内プールとバスケットボールコート

理容訓練施設

子どもたちが運営する
カフェ

カフェのキッチン
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（6）研修施設

敷地内に、チルドレンズビレッジスタッフおよび
学校教員のための研修施設を併設している。高校
卒業と同時にチルドレンズビレッジへ就職すること
も可能で、働きながら必要な資格を取得できる。

4. 予防的支援
（1）ストリートアウトリーチ

1998年から都市中心部の路上で過ごす若者た
ちへの支援活動を展開している。ほとんどは、暴
力、薬物乱用、性的虐待、飢餓などにさらされて
いる10代の若者たちである。彼らとの関係を築く
ため専門スタッフが街頭で対話をするところから始
め、信頼を得たところで、カウンセリングやコミュ
ニティの紹介、グループディスカッションを行なう。
HIV検査やコンドームの配布、軽食の提供などの
支援も行なっている。

（2）家族療法

マンハッタンやブロンクスのコミュニティで、
FFT-CWを使い、週1度、在宅での家族療法セッ
ションを行なっている。目的は、子どもの発達につ
いての理解を深める、親子関係を強化することで
ある。子育てに対するストレス対処方法、支援を
必要とする子どもに対するプログラム、職業訓練
の紹介なども行なう。（FFT-CWの概略は巻末プ
ログラムリスト参照）

5. 所感
チルドレンズビレッジは広大な土地の中に、学校
や医療施設、就労支援を行なうセンター、スタッフの
研修や研究を担う施設をも兼ね備えた、子どもの家
庭復帰と自立を目指すための総合的な団体だった。
ここには、学校や裁判所、地域や家庭から、学校に
なじめなかった子ども、薬物や軽犯罪を起こした子
ども、親から虐待を受けた子どもが、それぞれの理
由で集まってきている。
特筆すべきは、子どもの入所施設があるとは言え、
そこに長くとどまることはなく、一刻も早く家庭復帰
を目指していることである。そのために、多種多様
な専門スタッフとプログラム、学校や医療、司法との
連携、子どもやその家族に対しての支援と、支援の
選択肢がたくさんあり、それぞれが密に連携し合い
子どもや家族への支援を行なっている。

日本では学校は教育分野、医療は病院、福祉と
それぞれ縦割りの中で、表面上の連携はあっても、
チルドレンズビレッジのような本格的な組織、団体
は珍しい。何より、入所した子どもたちは小規模の
グループで、なおかつそれぞれが独立した一軒家で
生活し、家庭復帰や社会への自立のために必要なス
キル、資格をここで習得できる、それだけの施設や
プログラムを兼ね備えていることは、日本の児童福
祉分野におけるレジデンシャルケアのモデルとなり得
ると感じた。　　　　　　　　             （髙橋　伸広）

ニューヨークでは施設養護から、家族の統合やキ
ンシップによる養育などが重視されており、児童養
護施設の入所は年々減少している。
しかし、虐待によるトラウマや犯罪を起こしてし

まったことで、学校や里親での受け入れが困難な子
どもたちが、チルドレンビレッジのような施設に措置
される。チルドレンビレッジに来た子どもたちが、地
域で再び生活するために、学校と施設、医療がそれ
ぞれのプログラムを実施することで、平均7ヵ月とい
う短期間で地域での生活へと移行が可能となる。ま
た再犯も少ないことはプログラムの内容が充実して
いるからであろう。
日本でも敷地内に学校がある施設はあるが、施設、

学校、医療的ケアが一体となりプログラムを実施して
いるところは少ない。今後日本でも参考になるだろう。
　　　　　　　　　　                　　 （河野　光裕）

・ Children,s village
 http://childrensvillage.org/

 参考資料
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左からマドックスさん、ダンクアさん、トンプソンさん 学校の先生方

学校のカレンダーには、休暇や行事、イベント情報以外に
資格や卒業関連情報なども細かく載っている
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　米国では連邦政府が教育の権限を州に委譲しているため、学校行政は州によって行なわれている。州政府は教育水準・
教育計画を決め、補助金を管理運営することにより、学校区（学校教育のための特別行政区）を通じ、教育機関の取り組
みを支援している。
　米国内の学校教育の種類は大きく分類すると、初等教育（Elementary School）・中等教育（Secondary School）・ 
ハイスクール（High School）・高等教育（Higher Education）・カレッジ（College）・大学（University）に分けられる。
　初等教育には、幼稚園教育を1年含む場合もある。初等教育と中等教育の切り替え年齢などの学校制度は州や学区で異
なり、4-4-4制、6-3-3制、5-3-4制などさまざまである。
　義務教育期間は、各州の州法により定められ、多くは6歳から9～10年間となっている。州法で定める義務教育期間と実
際の義務教育期間が異なる場合もあり、各地域の生徒数や学校区の広さに応じて異なる学校制度が存在している。ちなみ
に今回研修で訪問したコロラドの義務教育期間は7～16歳、ニューヨークは6～16歳である。2011年～2012年統計では、
13,600の学校区で98,300校以上の公立学校、約30,900校の私立幼稚園などが運営されている。
　2014年に9年制公立学校を卒業する生徒は約410万人おり、その多くはハイスクールへ進学する。16～24歳のハイス
クール中退者の割合は、2000年の10.9％から2012年6.6％に減少している。また、人種別の中退率も、1990年と2012
年と比較し、白人が9％から4％、黒人が13％から8％、ヒスパニック系が32％から13％と減少した。家庭所得と中退率
との関係においても、低所得家庭ほど中退率は高い数値ではあるが、1990年と2012年の低所得家庭と高所得家庭の中
退率の差が21％から10％と減少しており、人種や所得格差による教育の不平等が生じないよう国として取り組みが行わ
れていることが分かる。その教育改革のひとつにNCLB（No Child Left Behind Policy）政策があげられる。2001年
NCLB法が成立し、「所得」「人種」「障がい」「英語学習者」などを基にした学力格差是正を目的とし、生徒の学力測定
結果に対し、学校に厳しい説明責任を課すようになった。
　多様な教育制度のひとつとしては、1992年にチャータースクールという新しいタイプの公立学校が誕生した。親や教
員、地域の団体などが、自分たちの理想とする教育計画をたて、地方教育委員会に設立を申請する。認可されると公費に
よって学校が設立される。この制度により、福祉団体などが貧困地域で学校を設立する例などもある。
　米国の教育は、移民や戦争の歴史を背景として発展している。さまざまな人種・文化が混在する米国において、国がどの
ような教育政策行なうのかということは、個々の人種や文化への理解と敬意が非常に重要である。多人種・多文化そのも
のが米国教育の価値を作り上げているのではないかと考える。                                                        （小林　千夏）

【参考文献】 
　・ 国立教育政策研究所  二宮 皓著　教科書制度と教育事情　2009 
       http://www.nier.go.jp/seika_kaihatsu_2/risu-2-200_seido.pdf
　・ （財）自治体国際化協会、CLAIR REPORT №328   米国の初等中等教育における教育制度と結果に対する説明責任   2008
       http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/328.pdf
　・ A・ダトナウ/S・ラスキー/S・ストリングフィールド/C・テッドリー　格差社会アメリカの学校改革   2009　明石書店
　・ INSTITUTE of Education SCIENCES
       http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp？id＝372
　・ EMBASSY OF The UNITED STATES In Japan About the USA
       http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-education.html
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New York City

訪 問 日 時： 2014年11月6日 PM

住　　　所：（非公開）

取材担当者： アルバート・チャン（施設長）

（敬称略） 永尾香織（母親担当カウンセラー）

 大迫明日菜 （子ども担当カウンセラー）
 アリーナ・ビクター（シェルターディレクター）

1. NYAWC概要
（1） 団体について

NYAWCは1982年に創設された、全米最大のア
ジア人によるアジア人のためのDV被害者支援団体
である。
『アジア人が母国語でDVの支援を受けられる団
体を作ろう』と考えた中国人創設者パット・インの
元に集まったアジア人有志らでホットラインを始め
たのが始まりで、現在、年間3,000件を超える緊
急電話相談に対応している。
年間予算は400万ドルで、うち80％は政府から、
残り20％は寄付で賄われている。

（2） 支援内容

DV、性犯罪、人身売買の被害者とその子ども
たちに対し、24時間緊急ホットライン、シェルター、
カウンセリング、法律支援、裁判同行支援、公的
扶助申請支援、各種情報提供、子ども向けプログ
ラムなどの支援を行なっている。
サービス利用料は応能負担で、ほとんどの利用
者には負担金が発生しない。

（3） シェルターの運営

1985年以降、有志が各自宅に被害者家族らを
保護していたが、2001年、24時間体制で管理す
る緊急避難シェルターの運営を始めた。現在、2ヵ
所のDV専用シェルター（定員各20名）を運営して
いる。

（4） スタッフ

NYAWC全体で51名のスタッフがいる。
各シェルターには6名ずつのスタッフがおり、9時
～17時は2名体制、夜間は1名体制となる。
母親への支援は担当制で、カウンセラー 5名

とSV1名で対応している。子どもに対しては、
NYAWC全体でカウンセラーが3名おり、うち1名が
SVを兼任している。
ボランティアが多数いるが、活動にあたりシェル

ターや利用者情報の守秘義務契約を結んでいる。

2. シェルター
（1） 施設概要

2ヵ所あるNYAWCシェルターのうち1ヵ所を訪
問した。
私たちが訪問したシェルターの建物は3階建て

で、居室は2階と3階に10室ずつ、1室につきシング
ルまたは2段ベッドが1台あり隣同士の居室の間の
扉を開錠することで同伴児の人数に対応している。
トイレとシャワーは4ヵ所あり、共同で使用する。
1階に事務所とキッチン、ダイニングルーム、2階、

3階にはラウンジ、コンピュータールーム、チャイル
ドカウンセリングルーム、プレイルームがある。
施設内はWi-fiが完備されており、コンピューター

ルームで、あるいは各自持ち込んだPCを使って、
インターネットにアクセスできる。

ニューヨーク市 ニューヨークアジア人女性センターNYAWCシェルター
New York Asian Women’s Center

母も子も利用可能なコンピュータールーム

居室
2部屋をつなげて
使用できる
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（2） 利用の流れ

①入所決定まで
 NYAWCやセーフホライズンのホットラインを通
じて入所希望の相談がある。シェルターディレ
クターとホットラインディレクターが話し合い、利
用要件に該当するかどうかや危険度などを考慮
し、入所を決定する。

 NYAWCのシェルターは2ヵ所ともDV専用で、
以下の3点を満たすことが利用の条件となる。
1） DVの被害があり安全な住居が必要であること
2） 自分で生活できること
3） トラウマからの回復のサポートを希望してい
ること

 利用者はアジア人が中心だが、アジア以外の国
籍でも利用できる。また、子どもを伴わない単
身女性の利用も可能である。

②利用契約
 入所に際してはシェルターと利用者とで契約書
を交わす。暴力行為などがあった場合には、契
約書に基づいて退所を求めることもある。

③利用期間
 利用期間は当初90日間が保証されており、その
後延長して最長180日まで利用できる。

 その間、ビザの問題や離婚係争、日常生活援
助、子どもとのかかわり、トラウマからの回復な
ど、多岐にわたる支援を受ける。6ヵ月以内に
次の居住先を決めることも課題となる。

④退所後の支援
 退所後も引き続きNYAWC本体の支援を受ける
ことができる。退所者がシェルターを訪問した
り、シェルターのスタッフと接触することは、禁
止されている。

（3） シェルターでの生活

共同のキッチンで各自が調理をし、ダイニング
で食事をとる。業務用の大きな冷蔵庫を区画割り
して使用している。ニューヨーク州法で18歳以下
の子どもには無料で栄養のある食事を提供するこ
とが決まっており、購入しなければいけない食材
が決められている。
ラウンジで月2回ハウスミーティングを行なう他、
誕生日会、朝食会、夕食会を行ない、母子のかか
わりやシェルター内での人間関係が良好に保てる
よう支援している。また、ヨガをしたり、夏は外へ

出かけたり、金曜の晩には映画を観るなどのアク
ティビティも設けている。こうしたグループ活動を
通して、シェルターの中で他人と生活しながらネッ
トワークを作り、地域での自立に繋げていく狙い
がある。

（4）母親のカウンセリングとグループワーク

母親は、個別カウンセリングと「サポートグルー
プ」という週に1度のグループワークに参加しなけ
ればいけない。これらのプログラムは、日本語な
どアジア圏の言語を話せるスタッフによって実施さ
れ、母国語で受けられるようになっている。スタッ
フで対応できない言語の場合は通訳を利用する。

3. 子どもへの支援プログラム
　NYAWCでは、1995年より、DV被害を受けた子
どもへの支援プログラムを行なっている。
　子どもの心のケアを目的に、カウンセリングやメン
ター・プログラム、年間を通したイベントを企画提供
している。
　対象は、現在シェルターで暮らしている子どもだけ
でなく、DV環境下にある子ども、シェルター退所後
まだ安定しない時期の子どもも含まれる。今年度か
らは性的虐待を受けた子どもも対象に加えている。

（1） カウンセリング

非言語カウンセリングとしてドラマセラピー、プ
レイセラピー、アートセラピーを行なう。
子どものみの個人カウンセリングの他、親子や

家族でのセッション、親のみを対象としたカウンセ

ダイニングと
ラウンジ
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リングもある。また、シェルター内で年齢の近い
子どもが3名以上いる場合には、「サポートグルー
プ」を作り、グループセッションを行なう。

（2） メンター・プログラム

ボランティアのメンター（お兄さんお姉さん的な存
在）を利用したケアプログラムである。子どもは辛
い思いを経験し困難な状況にもかかわらず皆「回
復する力」を持っているというレジリエンスの視点
に立ち、子どもが自ら持っている回復力を育てるた
めの安心安全な環境を作る。
 ・ AYP（Asian Youth Program）

 6～12歳の子ども対象。
 メンターとの1対1の関係を通して、社会性や感
情面、学習面、レクレーションなどをサポートする。

 コロンビア大学と共同開発したプログラムで、メ
ンターは全てコロンビア大学の学生が担っている。

 ・ DAT（Drawing and Truth）

 12歳以上の思春期の子ども対象。
 5～6名の子どもと3～4名のメンターがグループ
となって行なう。アートを利用して、子どもたち
の会話と自己表現を促し変化の過程をサポート
することにより、希望や自信、社会的スキルを
向上させる。

（3） 性的虐待に対するプログラム

性的虐待を受けた子どもと非加害親を対象に、
アジア人が母国語で受けられるRAY（Resiliency 
Among Youth）プログラムを新たに始めた。

（4） その他

シェルターに避難している学齢児に対して、転
校のサポートや学校との連携、放課後の学習支援
を行なう。
また、入所時点で11歳以上の場合は、入所の
意思確認や他利用者の秘密を守れるかなどのスク
リーニングの面接も子ども担当スタッフが行なう。

4. 所感
DV被害を受けた母親は、無力感に打ちひしがれ、

これからの生活に希望を見出せず、悲嘆にくれた状
況にある。言葉の通じない異国での被害であればな
おのことである。そのような過酷な状況において、
母国語で支援を受けられることは何にも代え難いサ
ポートであろう。日本の母子施設でも東南アジアをは
じめとした外国籍の母親の利用は少なからずあり、
支援に際して言葉の壁をできる限り取り去る努力が
必要であるとあらためて感じた。
また、母子施設ではとかく母親を中心とした支援

に重きを置かれがちだが、NYAWCでは、子どもが
DV環境で受けたトラウマをケアする視点と、そのた
めのプログラムがしっかりと設けられていた。子ども
担当カウンセラーの大迫さんは、DV家庭で育つ子ど
もたちは「忘れられた被害者」であり、家庭の中で暴
力を見聞きする恐怖や緊張、ストレスが子どもたちに
与える心理的ダメージは深刻で、さまざまな影響や
症状をもたらすとおっしゃっていた。そうした子ども
たちが次代の親となっていくことを考えると、施設保
護という支援の手が伸びた好機をみすみす逃すわけ
にはいかない。日本のDV支援の現場においても、
次世代の親育成と虐待予防の観点から、子どもに対
してトラウマケアを念頭に置いた支援が欠かせない
のではないかと強く感じた。         　　 （福冨　雅美）
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チャンさん

永尾さん

ビクターさん

大迫さん
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New York City

訪 問 日 時： 2014年11月5日 AM

住　　　所： 1118 Bedford Avenue, Brooklyn, NY

取材担当者： ウィリアム・C・フォード（代表）

（敬称略） 

1. マスタードシードの概要
2000年に設立された、性犯罪加害者への更生治
療を行なうNPOである。性犯罪をおこして執行猶予
を受けた男女や青少年に対して、アセスメントとグ
ループセラピーによる治療を行ない、再犯防止を目
指す。年間約600名のクライエントに治療を行なって
いる。

（1）設立の経過

行政で性犯罪加害者にかかわっていたウィリア
ム・フォード氏が独立し、アレン・ワシントン氏とと
もに民間の治療施設として設立した。主にブルッ
クリンとブロンクスで活動している。

（2）活動内容

性犯罪加害者は、裁判所命令などでマスター
ドシードを紹介され、約2～2年半かけてグループ
ワークによる治療を行なう。最終的にそれぞれの
地域に戻ることが目的である。
また、性犯罪加害者の家族に対しても、被害
者としての支援プログラムがある（費用は加害者
負担）。

（3）スタッフ

大学修士修了レベルのソーシャルワーカーおよび
セラピストを含め、19名のスタッフがいる。

（4）運営費

クライエントからの負担金により運営されてい
る。負担金は、初回40ドルから段々上がっていく。
治療を受けたくても負担金を支払うことができな
いホームレスなどは、メディケイドからの支払いも
可能である。

2. 治療プログラム
（1）クライエントの特徴

米国社会では若い男性の性犯罪が多く、女性
の加害者は教師やベビーシッターなどが多い。
マスタードシードのクライエントは、男性のみな

らず、女性や思春期の子どもの性犯罪者も多い。
また知的障がいを抱える人もいる。
反社会的人格障がいのある性犯罪者（サイコパ

ス）は、治療しても効果がなく、治療で得た情報を
悪用する恐れがあるため、対象外である。

（2）治療の流れ

①アセスメント
 性犯罪者を対象としたアセスメント方法（スタ
ティック99、ダイナミックリスクアセスメント）を
使用し、過去の犯罪歴、薬物の使用、プライベー
トや仕事、学校の様子などについて、半年に1
度実施する。特にクライエントの成育歴、性の
認識や経験などを重視している。

 思春期の子どもに対しては、家庭環境やいじめ
体験の有無などの視点も重要であり、成人とは
別のアセスメントシートを使用する。

②グループ分け
 性犯罪の種類（レイプ、露出、小児性愛、痴漢
など）にかかわらず一緒のグループでセッション
を行なう。1グループ8名で、男女1名ずつのファ
シリテーターが加わる。

 女性の加害者の中には性被害を受けている人が
いたり、男性のグループに女性が入ることにより

ニューヨーク市 マスタードシード 性暴力加害者支援団体
Mustard Seed  ～ Forensic Social Work Services P.C.～
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再犯につながる恐れがあるため、男女は分けて
いる。

 また、必要に応じて個別にもセッションを行なっ
ている。

 思春期の子ども（12～17歳）は、18歳以上のク
ライエントとは分けてグループをつくり、養育者
にもセッションに参加してもらう。

③治療
 グループダイナミクスを活用したグループセッショ
ンを週1回、1時間半行なう。認知行動療法と
グッドライフ・モデル※に基づき、セッションを通
して、クライエントのストレングスに注目し、正し
い人間関係、正しいこととは何なのかを個人に
適した方法で見つけていく。

 セッションの最後は、クライエント自身が、再犯
しないように今後のプランを立てる。治療終結
後も月1回以上ケアを受けることができる。

④セッションの視点と方法
 さまざまな性加害者と一緒にセッションを行ない
他人の意見や言い訳に触れることで、自分の考
え方や行動の誤りを認識していく。

 性加害をお酒やストレスのせいにするのではな
く、性的な欲求があったことを認められるように
する。性的な妄想や想像は誰にでもあるが、そ
れを計画や実行に移してしまうことが問題であ
ると認識させ、セッションでは自分の気持ちを
表出させることを大切にしている。

 被害者の気持ちに共感することを学ぶため、被
害者の話を聞いたりビデオを観たりする。

 また、情緒面でも正しい感覚を身に付けてもら
うため、セッションでは、お互いを尊敬し合う、
時間を守る、暴言を吐かない、人種や性別で差
別しないなど一定のルールを定めている。

（3）治療の効果

治療を受けている性加害者の約96％に治療効
果をあげている。
一人あたり年平均104回のセッションを受けてい
る。160回のセッションでより効果が上がるという
研究データがあり、長い時間をかけていくことが
重要であると考えている。
セッションを通じて再犯率が高いと判断されたク
ライエントに対しては、監視体制を増やしたり、裁
判所に治療の評価を伝えて判決を求めることもある。

3. 課題と予防的取り組み
（1）性犯罪の現状

インターネットを通じた犯罪が増えてきている。
SNSなどを通じた未成年への性犯罪が増えており、
対処方法を模索しているところである。
予防の視点から、子どもに性教育をすべきと考

えている。学校での性教育は限られており、マス
タードシードが学校に出向いて性教育を行なうこと
は難しいが、PTAや地域の集会、教会などに行っ
て話をすることはある。

（2）ミーガン法の課題

性犯罪者を地域に知らせる法律で、性犯罪者は
これまでのような生活を送ることは難しくなる。し
かし、実際ミーガン法によって、性犯罪者が減っ
たという統計結果はない。
マスタードシードでは、治療に重点を置いた方が

よいと考えている。性犯罪者がこの地域に住んで
いることを地域の人が知っていながらも、性犯罪
者の地域生活が阻害されないようにしていくことを
目指していく必要がある。

4. 所感
日本では、2006年法務省は刑務所に入っている

性犯罪者に対しての更生プログラムを導入したが、
2012年に発表した検証結果によると、「効果は統計
的に実証できなかった」としている。マスタードシード
のように民間団体が治療プログラムを提供していると
ころも日本では数少なく、今回の視察はとても新鮮
なものだった。
マスタードシードは、認知行動療法に基づき、約

2年半にわたりグループセッションをクライエントに対
し行なっている。クライエントは、ここにかかわるま
での間、何らかの性犯罪を繰り返しており、それを
更生するにはさらに長い時間をかけて支援をしてい

「性犯罪者情報公開法」

性犯罪で有罪になった者が刑期を終えた後も情

報を警察に登録し、一般に公開する制度。州に

よって内容は異なるが、出所時や転入・転出に

際して、住居周辺の住民への告知が行なわれる。

ミーガン法により、性犯罪者が減ったという統

計結果はない。

● ミーガン法 ●
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かなければならない、というマスタードシードの信念
のもと、14年間の活動の歴史がある。
ミーガン法により性加害者のネガティブな情報が
開示されるため、性加害者が地域で自立して生活で
きるようなポジティブな方法を模索しているところで
ある。また、インターネットによる新たな性犯罪に対
し、今後マスタードシードが抱えていく課題もあるが、
何よりも性犯罪を起こさせないために、成長の早い
段階から教育していく視点は、日本においても学ぶ
べき点は多い。万が一起こしてしまっても、自分の考
えやアイデンティティに正しい判断ができるよう働き
かけながら、性犯罪を二度と起こさせない、治療ベー
スのプログラムを、日本においても充実させていく必
要を感じた。                           　          （髙橋　伸広） ・ Mustardseed

 http://mustardseedforensic.com/index.html
・ 法務省  刑事施設における性犯罪者処遇プログ
ラム受講者の再犯等に関する分析結果について  
2012

 参考資料

マスタードシードでは性被害者支援も行なっている。被害者への支援紹介パンフレットでは、
Sex Abuseは、長い間、社会の中で静かに蔓延している伝染病のようなもので被害者に
非はないこと、助けを求めてほしいと訴えている。
米国では、女性の6人に1人、男性の33人に1人は一生のうちに一度性被害に遭い、強姦
や強姦未遂の被害者の15％は12.3歳未満の子どもである。性被害者はうつ病の罹患率が
3倍、アルコール依存の発症率が13倍、自殺を考える率が4倍高いという（マスタードシード
HPより）。

マス
Sex 
非は
米国
や強
3倍、
HPよ

フォードさん

　性犯罪者に対し、元々持っている力が性癖によっ
て阻害された状態と捉え、ポジティブな面とネガ
ティブな面に分けながらストレングスに注目してい
く手法。性犯罪者のより良い人生の実現を目指す
ことで、更生の目的が明確になり、動機づけが強
まることが期待される。

※グッドライフ・モデル
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訪 問 日 時： 2014年11月3日 AM

住　　　所： 1 Park Avenue Room 7-319 New York, 

 NY

取材担当者： グレン・サックス（ディレクター、医師、

（敬称略） ニューヨーク大学教授）

 アダム・スミス（ニューヨーク大学臨床

 准教授、臨床コーディネーター）　

 エリカ・トールバーグ（ニューヨーク大学

 研究准教授）

1. Child Study Center（以下、CSC）の概要
1997年、子どもの精神疾患の治療法の研究、治
療者の育成、精神障害に対する社会的認識の是正
と正しい理解の普及を目的に設立された。

2. アトラス（ATLAS：Applying a Trauma Lens
　 Across Systems）プロジェクトについて
里親養育における子どものメンタルヘルスの改善の
ため、医療、学校、福祉などの関係機関が情報を
共有し協働できるシステムを普及させることを目的と
したプロジェクトである。

（1）予算

連邦政府から年間700万ドルあまりの予算が出
ている。

（2）展開エリア

ブロンクス郡（2012年の里親養育児3,357名）と
オルスター郡（同191名）の2ヵ所で実施している。

（3）スクリーニングとアセスメントについて

アトラスプロジェクトでは、トラウマ治療のため統
一したスクリーニングとアセスメントのツールを使っ
ている。一般的な精神面の健康状態を測るピディ
アトリックシンプトムチェックリストと、トラウマ状況
を測るチャイルドストレスディスオーダーズチェックリ
ストを用いて、総合的なアセスメントを行なう。

（4）関係機関の連携と情報共有

効率よい連携を進めるため、WEBSTRというイ
ンターネットを通じたスクリーニングツールを使い、

子どもの情報を関係者で共有している。調査結果
をグラフ化する機能や、支援計画を決定するため
のガイドラインが盛り込まれているため、医療機関
やその他関係機関のスタッフと里親との情報や方
針の共有がスムーズになる。
里親がトラウマを理解して適切な対応をすれば、

不調による措置変更を防ぐことにつながる。
里親養育が決まった後、里親養育支援機関が

子どもと里親のマッチングを行ない、委託後に家
庭訪問を実施する。CSCスタッフは、1ヵ月に1～4
回里親家庭を訪問し、里親をトレーニングする。
また、課題に対しては早期に対応していく。

3. トラウマ治療について
3-1. トラウマの定義

治療の対象となるトラウマとは何かを、2名の研究
者による定義から説明を受けた。
（1）定義その 1

バンデコーク博士は、トラウマは、刺激に対す
る過記憶や過剰反応であり、トラウマの再体験と
同時に心理的麻痺、回避、健忘、無快感症が起
こり、結果として脳が変化し、自律神経システム
を崩壊させるものと定義し、長期に亘り反復性の
トラウマを受けた者が示す複雑な精神症状を他に
特定されない極度のストレス障がい（Disorder of 
Extreme Stress Not Otherwise Specified）という
概念とまとめた。

（2）定義その 2

子どもを一時的に無力に至らしめ、今までの平
時の対処方法や防衛機制を破壊するような、突然
の一回性の打撃、もしくは繰り返される一連の打
撃によって陥る心理状態である。4つの特徴①さま
ざまな感覚に呼び起こされて生じる視覚的記憶の
繰り返し、②反復強迫、③特異的な恐怖（トラウ
マに関連した恐怖）、④人々、人生、将来につい
ての態度の変化がみられる。
トラウマはその受け方から3つのタイプに分類さ

れる。Ⅰ型は、一度きりの出来事の詳細を完全に
記憶しているが、自己中心的で時に空想を加えた
り、加害者を見間違えたり、幻を見たり時間感覚

ニューヨーク市 ニューヨーク大学チャイルドスタディセンター
The Child Study Center at NYU Langone Medical Center（子どもの精神疾患治療・研究センター）
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が歪む。Ⅱ型は、何度も同じ目に遭う場合で、否認
と心理的麻痺を伴い、自己催眠や解離を起こすこ
ともあり、自傷行為などで自らを攻撃したり、極端
な受動性を示したりする。Ⅲ型は、家族の死など
一回性でありながらも長期に続くトラウマで、絶え
間ない悲哀と抑うつを示す。（Lenore Terr 1991）

3-2. トラウマ経験のある子どもの割合

WHOは世界で18％の女児と7.6％の男児が性的虐
待を受けていて、22.6％の子どもが身体的虐待を受
けていると公表している。また、アメリカ健康管理
課によれば、2005年に330万件の通報があったとさ
れている。実際にはさらに多いと考えられる。
少年院に行く子どもの75～93％は何らかのトラウマ
を体験している。彼らは犯罪者でもあるが、被害者
でもあるという認識が必要である。
施設にいる子どもの92％はトラウマになるような経
験を1回以上、86％は複数回の経験をしている。彼
らの母親の92％はトラウマを経験し、そのうち19％
は5回以上のトラウマ経験をしていることがわかって
いる。

3-3. トラウマの影響

（1）トラウマと脳

トラウマは成長と発達を妨げ、感情と行動の問
題を起こしうる。
トラウマを受けた脳とそうでない脳には差が見
られる。大脳では、電気信号の伝達に差が出て、
萎縮が見られる。左脳と右脳をつなぐ脳梁にも萎
縮が見られる。大脳辺縁系ではニューロンの変化
と萎縮が見られる。脳幹と小脳の神経伝達物質
が変化する。
トラウマによって、感情的にものごとを理解する
システムが過剰に反応するようになり、些細なこと
でも反応が誘発されるようになる。

写真の右は、1人の養育者が10人の子どもをみ
ているようなネグレクト状況で、刺激を受けなかっ
た子どもの脳で、左の健康に機能している脳に比
べ、活動していない部分が多く認められる。小さ
な子どもは十分なケアを提供され、適切な刺激を
受けながら育つことが重要である。

（2）長期にわたるトラウマの影響に関する研究

辛い子ども時代の経験と、大人になってからの
健康とウェルビーイングとの関係について、一般の
中流階級の人を対象に行なわれたACEスタディ一
（The Adverse Childhood Experiences Study）
という研究がある。
辛い子ども時代の経験とは、心理的、身体的、

性的虐待。心理的身体的ネグレクト、母親の暴力
的扱い、家庭内での依存症や精神疾患、両親の
別居や離婚、家族が投獄されることなどである。
調査対象17,000名のうち、70％が辛い体験に

よってトラウマを経験していた。この研究では、
特定の辛い経験が、病気や死亡、生活の質の悪
さの要因となることを示している。

3-4. トラウマ反応

トラウマを受けると、Fight（戦う）、Flight（逃げ
る）、Freeze（凍り付く）という3タイプの危機対応反
応が起こり、身体全体で反応する。
危機的な刺激に対して、脳内では二つの反応が起

きる。視床下部で危険を察知して、大脳でどう対応
するかプランを立てる理性的な反応、即座に緊急対
応をする反射的な反応である。
長期にトラウマにさらされ、脳内で緊急対応を繰

り返していると、別の刺激に対しても緊急対応モー
ドの反応が起こりやすくなる。こうしたトラウマ反応
は制御しにくく、刺激があるとすぐに危機対応モード
になり、かつ落ち着いた状態に戻りにくい。

　主に身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、医療
的ネグレクト。その他、家から分離されること、
里親を転々とすること、極度のネグレクト、極度の
貧困、家や地域での暴力、身近な人との死別、医
学的あるいは精神医学的に衰弱させる体験、第一
の保護者の身体的精神的不調、自然災害などがあ
る。全てを含めると、トラウマを経験した人はさら
に多い。

～ トラウマになりうる出来事 ～
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3-5. トラウマに対する治療法

実親や里親などの養育者は、トラウマの影響に
よって起こる子どもの行動への理解を深めること、子
ども自身は、自分のとった行動がトラウマの影響を
受けていることに気づくことが大事である。
トラウマに対する治療法はさまざまであるが、基本
は、①安全の確立、②感情行動の調節、③過去の
トラウマの理解、④トラウマに左右されない生活の
獲得の4つである。
　チャイルドスタディーセンターの加盟するNCTSN
（National Child Traumatic Stress Network）では、
ARC、TF-CBT、AF-CBT、CFTSI、PCIT、TST
などを、エビデンスベースト・プラクティス、あるいはエ
ビデンスインフォームド・プラクティスとして、提供し
ている。（各プログラムの概略は巻末プログラムリス
ト参照）

4. Trauma Systems Therapy（TST） 
治療法の一例として、TSTの概要を聞いた。
TSTは、子どもを取り巻く大人のチームへのアプ
ローチを通し、トラウマ状況を呈する子どもと家族の
生活が改善されることを目標にした治療である。家
族、学校の教師、セラピスト、CWが、治療を提供
するスタッフとチームとなる。複雑な状況を、基本的
なパーツに分けてアセスメントし、チームで情報を共
有する。

（1）対象年齢

6～19歳
現在適用を4歳以上に拡げようとしている。

（2）治療対象

治療対象は、①子ども自身が感情をコントロー
ルできないことと、②学校、家族、近所など周り
の人たち（社会的環境）が子どもの感情をコントロー
ルできないことであり、これらの改善を目指し、
TSTトレーナーがプログラムを進める。

（3） アセスメントと経過

TSTでは、トラウマの影響による状態を、危機
的対応を経験した子どもと、子どもの感情調節に
寄与していない環境や支援の輪の2つのパーツに
わけて考えている。
アセスメントでは、子どもの感情と環境の安定

度合いからケースの状態（フェイズ）を見極める。
例えば、ある家に、母親と12歳の女の子、母親

のボーイフレンドが住んでいる。ボーイフレンドは
飲酒すると、母親にひどい暴力をふるう。暴力が
始まると子どもは部屋にこもり、自傷行為をする。
ある日、母親とボーフレンドが喧嘩をし、隣人が警
察へ通報をした結果、ボーイフレンドは家から出て
行った。危険はなくなったが、母親は経済的に彼
に頼っていたため、収入がなくなり不安を抱えてい
る。子どもは自傷行為をやめたが、母親の不安が
伝わり、本人も不安になって不登校の状況である。
この状況をアセスメントする。子どもは自傷行為

がなくなったが、不安を抱えている。つまり感情の
調節ができていない。また、環境の安定度は、物
理的な暴力の危険はなくなり危機的状況ではない
が、不安定だが危機回避の必要がない、という程
度である。現在、子どもと環境は、子どもの感情
の調節に焦点をあてるべきフェイズにあるといえる。
今あるフェイズから、感情が調節された状況へ

導き、危険な状況に陥らないよう維持することを
目標にする。子どもが自分でトラウマについて語る
ことができ、感情の調節ができるのが最終フェイ
ズで、トラウマを乗り越えたと考える。

からかった学校の体育教師を殴った男の子の
ケース。父親が虐待をする時からかいの言葉を発し
ていたため、権威のある男の人に馬鹿にされた時、
トラウマ反応が引き起こされ攻撃する。
子どもは、体育教師が虐待した親でないことを

理解して、対処行動を身につける。周囲の大人は、
彼に起こっている状況を分析し、どのように対応す
べきか考える。

具体例に学ぶ

安全・安定 危機的状況

調節された状態

環境の安定度

危機回避の必要ない
程度

本
人
の
感
情
の
調
節

トラウマを
乗り越えた状態

安全に焦点を
あてる

安全に焦点を
あてる

調節に焦点を
あてる

調節に焦点を
あてる

調節に焦点を
あてる

感情の調節不全

行動の調節不全

トラウマを
乗り越えた状態

危機回避の必要ない

安全に焦点を
あてる

安全に焦点を
あてる

不安定不安定
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New York City

（4） サービス

TSTで提供されるサービスには、①精神科医の
診察と必要に応じた投薬、②セラピー、③制度利
用や司法への対応、④家庭訪問の4つの要素があ
り、これらを1つの事業者が行なう場合もあれば、
多機関の協働で支援する場合もある。

（5） CSCによるTSTトレーニング

CSCのTSTトレーナー1名が出向いて3日間ト
レーニングを行なった後、週1回の電話カンファレ
ンスを1年間続ける。現場のチーム構成員全てが
トレーニングの対象であり、トレーナーなしでも、
フェーズの確認ができ対応できるようになることが
目標である。

5. 所感
アトラスプロジェクトは、子どもが里親宅での適応
を図っていくために、里親の適切な対応が可能にな
るよう支援することで、予防的な支援を行なってい
る。具体的には子どものトラウマについての理解を進
めていくことが重要である。
トラウマへの理解について、日本でも早くからトラ
ウマについての知識、情報は取り入れられている。
しかし、実際にトラウマ治療に当たれる治療者はま
だ少なく、治療者養成のシステムも遅れている。
TSTはシステムにアプローチするプログラムである。
トラウマを抱える子どもとそれに対応する環境の両
面から全体をアセスメントし、さらにその支援方法が
確立している。ゴールは明確で児童がトラウマに左
右されず、安全に行動形成できることと周囲が子ど
ものコントロール不全の行動に対応できることの2点
である。起こった行動に対応するのでなく、子どもの
行動を予測し、予備的に対応することが可能となる。
しかし、子どもの隠れたトラウマを見つけ出すことは
容易ではなく、相当のトレーニングが必要であると考
える。日本においても、現場に即して対応すること
で効果が実証され、さまざまな臨床場面で適用でき
るように展開していきたい。                （野々村　一也）

サックスさん（中央）とスミスさん

スミスさん

トールバーグさん

センターの紹介パンフレット（左）では、米国の子どもの20％
（1,400万人）が精神的あるいは発達上の障がいを抱えており、
そのうち20％が治療を受けているが、効果が実証された治療を
受けているのは2％にとどまっていること、残りの98％の子ども
たちに「Effective care」を提供することがセンターの目的、と
している。右のパンフレットでは、医療のマルチディシプリナリー
（学際的）チームであるチャイルドスタディセンターのネットワー
クが広がり、エビデンスベースト・プログラムが全国展開されつ
つある動向が示されている。
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団員名簿

団　長

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

事務局

事務局

犬塚　峰子

髙橋　伸広

小林　千夏

山口　修平

山田　知美

岩田　正人

廣瀬　嗣治

河野　光裕

矢内　陽子

福冨　雅美

安食　由香

野々村一也

山根　千絵

宮坂　明宏

田中　恵子

170－8470

020－0102

389－0115

299－4301

484－0092

480－1103

501－0503

532－0028

252－1124

921－8105

569－1041

522－0004

747－0064

104－0075

104－0075

東京都豊島区西巣鴨3－20－1
大正大学人間学部臨床心理学科 カウンセリング研究所
TEL：03－5394－3035　FAX：03－5394－3041

教授、医学博士

岩手県盛岡市上田字松屋敷11－14
みちのくみどり学園
TEL：019－663－3171　FAX：019－663－3171

児童養護／
児童指導員

長野県北佐久郡軽井沢町大字追分1341
軽井沢学園
TEL：0267－45－1295　FAX：0267－45－1341

千葉県長生郡一宮町一宮389番地
一宮学園
TEL：0475－42－2069　FAX：0475－42－3545

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

愛知県長久手市岩作琵琶ヶ池50－1
名古屋文化キンダーホルト
TEL：0561－62－4728　FAX：0561－62－4736

岐阜県揖斐郡大野町大字寺内624番地
大野慈童園
TEL：0585－32－0172　FAX：0585－35－2984

大阪府大阪市淀川区十三元今里3－1－72
博愛社
TEL：06－6301－0367　FAX：06－6301－5347

神奈川県綾瀬市吉岡2380－2
ドルカスベビーホーム
TEL：0467－78－1054　FAX：0467－70－3827

石川県金沢市平和町2－3－9
MCハイツ平和
TEL：076－241－4900　FAX：076－241－4996

大阪府高槻市奈佐原956
大阪市立阿武山学園
TEL：072－696－0331　FAX：072－696－0332

滋賀県彦根市鳥居本町1586
さざなみ学園
TEL：0749－22－2523　FAX：0749－22－2563

山口県防府市大字高井686
子ども家庭支援センター 海北
TEL：0835－26－1152　FAX：0835－26－1153

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

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

児童養護／
保育士

児童養護／
副園長、

ケア統括主任

児童養護／
主任児童指導員

（スーパーバイザー）

児童養護／
養護部長補佐、
個別対応職員

児童養護／
児童指導員

児童養護／
主任指導員

乳児院／
里親支援専門相談員

母子生活支援／
母子支援員

児童自立支援／
児童自立支援専門員

情緒障害児短期治療施設／
セラピスト

児童家庭支援センター／
ソーシャルワーカー

常務理事 兼
事務局長

事務局

氏　名 〒 勤務先住所 種　別
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

第1回
（1972） ヨーロッパ（含北欧）

アメリカ・カナダ

ヨーロッパ（含北欧）

ヨーロッパ（含北欧）

アメリカ・メキシコ

アメリカ

ヨーロッパ

アメリカ

オーストラリア

アメリカ・カナダ

オーストラリア（含タスマニア）

ヨーロッパ（3カ国）

アメリカ

アメリカ

アメリカ

オーストラリア

オーストラリア

ヨーロッパ

ヨーロッパ

アメリカ・カナダ

アメリカ

ヨーロッパ（含北欧）

オーストラリア・
ニュージーランド

イギリス

アメリカ

団員種別（人数）

養・保・児（5）

開催年度 期間（日数）

28

29

22

22

26

24

16

15

14

17

15

15

15

14

15

15

15

15

15

15

15

14

11

12

14

研修内容研修先

海外福祉事情視察

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

第3回
（1974） 養（23） ヨーロッパ6カ国での児童福祉事情視察

第4回
（1975） 養・教（25） ヨーロッパ5カ国での児童福祉事情視察

第5回
（1976） 乳・虚（25） 地域ぐるみの子育てと里親制度、

アメリカ・メキシコの児童処遇
第6回
（1977） 養・母（26） 養護施設及び母親制度、母子福祉の視察研修

第7回
（1978）

養・子どもの国
（25） 児童健全育成に関する民間施設活動

第8回
（1980） 養・母・乳（25） 児童処遇における施設と地域社会・児童の

特性に応じた生活指導方法
第9回
（1981） 養（18） 分散小舎制の運営、地域社会関係

第10回
（1982） 養（18） アメリカ・カナダの要養護児童に対する居住型

施設の形態及び機能についての調査研究
第11回
（1984） 養（15） 児童養護のネットワークづくり

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

第13回
（1986） 養（15） 施設養護と家庭養護

第14回
（1987） 養・教（17） 非行傾向を示す児童の処遇問題

第15回
（1988） 養・教（17） 非行傾向を示す児童の処遇問題

～ファミリープログラムを含めて～
第16回
（1989）

養・教・情・母・
精（17） 児童福祉施設と地域社会とのかかわり方について

第17回
（1990）

養・教・情・母・
精（17） 地域社会での児童福祉の在り方を探る

第18回
（1991）

養・教・情・母・
精（23） 児童の権利と児童養護活動

第19回
（1992）

養・教・情・母・
精（25） 児童の権利と家庭機能支援活動を探る

第20回
（1993）

養・教・情・母・
乳・精・肢（25） 家庭と子どもの権利を考える

第21回
（1994）

養・教・情・母・
肢（13） 子どもの権利と家庭への支援について

第22回
（1995）

養・教・情・母・
乳（12） 児童の最善の利益について

第23回
（1996）

養・教・情・母・
乳（17） 日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る

第24回
（1997）

養・教・情・母・
乳（14） 地域社会が求める福祉サービスのあり方

第25回
（1998）

養・自立・情・
母・乳（13） アメリカの児童虐待の実態について
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団員種別（人数）開催年度 期間（日数） 研修内容研修先

カナダ

カナダ

アメリカ

オーストラリア・
ニュージーランド

カナダ

カナダ

アメリカ

フランス・イギリス

ニュージーランド

アメリカ

アメリカ

スウェーデン・
デンマーク

ドイツ・イギリス

フィンランド・オランダ

アメリカ

13

14

15

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

第26回
（1999）

養・自立・情・
母・乳（15） 子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
（2000）

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

第28回
（2002）

養・母・自立・情
（13） 里親制度と被虐待児への対応

第29回
（2003）

養・乳・自立・情
（15） 地域社会を巻き込んだ家族支援

第30回
（2004）

養・母・乳・自立・
情・自援・里親（19）

家族の重要性を重視し、コミュニティをベースにした
より柔軟なサービス

第31回
（2005）
第32回
（2006）
第33回
（2007）
第34回
（2008）

第35回
（2009）

養・乳・自立・情・
児家セン（14）
養・母・乳・自立・情・
児家セン（15）
養・母・乳・自立・情・
児家セン・自援（14）

カナダ東部地区における児童虐待予防策の
研修と児童福祉現場の実態研修
「愛着の絆～その結び方と修復について」及び
 虐待予防策｢ヘルシースタートプログラム｣の研修
「フランス・イギリスにおける児童養護の考え方と
 被虐待児及びその保護者への対応について」

養・母・乳・自立・情・
児家セン・里親（15）

「ニュージーランドが推進する
 地域支援型被虐待児への対応について」

養・母・乳・自立・情・
児家セン（15）

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

第36回
（2010）

第37回
（2011）

第38回
（2012）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

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

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

｢北欧の子ども虐待対応及び、社会的養護の
あり方を学び、日本の実状に照らし合わせ、
将来の児童福祉の姿を探る」
「ドイツとイギリスの児童福祉と社会的養護の歴史
 と実情を学びながら、『今後の児童福祉施設の　  
 機能と特長』や『里親と施設とのパートナーシップ』
 を探り、日本のあるべき将来像について考える」

第39回
（2013）

第40回
（2014）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

二国の子どもと家族に対する予防的支援、児童
福祉施策の展開と関連機関の現状と課題、多分野
協働の実情を把握し、日本の児童福祉施設の
あり方と子ども家庭支援の方向性を探る

米国の福祉施策の展開とともに、予防的支援や
介入の現場で活用される最先端の知識を学び、
地域の予防的拠点としての施設の役割も含め
日本の児童福祉のあり方を振り返り、今後の
方向性を探る
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　編集会議を重ねていく中で、改めて多くの視察先を振り返り、校正、リライト作業を進めていきながら、

細部にわたり理解を深める機会となりました。今回の海外研修で共に学んだ 40 期のメンバーで作り上げ

た報告書は完成がゴールではなく、“発信”していくまでがミッションだと思います。また単に学習して知

識を得るだけではなく、視野が広くなりさらなる興味や関心をも引き出してもらったような研修となりまし

た。今回の海外研修の機会を与えて下さった資生堂社会福祉事業財団さまへの感謝の気持ちを忘れずに、

そして、子どもの育ちと共に成長していけたらと思います。　　　　　　　　　　　　　　　（岩田　正人）

　海外研修で学んだことを、「報告書」という形にし、「伝える」という作業が、使命であるとの思いで、

編集委員会に参加させていただきました。そこには米国の地で、文化や制度が違っても「子どもたちを守る」

強い思いで、子どもとかかわる人々の姿を目の当たりにして、多くの刺激を受けたこと、また団員の方々の

研修と子どもたちに対する熱い想いがありました。この研修で出会えた方々の想いと共に、子どもたちの

未来のため微力ながら尽力したいと思います。最後に、この機会を与えて下さった資生堂社会福祉事業財

団の皆さま、団長を始めとする団員の皆さま、職場の皆さまに深く感謝いたします。　　　　（河野　光裕）

　州ごとに法律も社会のシステムも違う広いアメリカ。視察先で共通する理論と実践に裏打ちされた在宅

支援や治療プログラム、行政機関と民間団体との協働について、団員の方々の報告書を読み直すたびに、

あらためて今回の研修の情報量の多さと濃さを実感しました。その学びを日本に持ち帰り、編集し紹介す

る一役を担えたことを大変光栄に思います。何より40 期という素晴らしい団員とめぐり会えたこと、そし

て海外研修の機会を与えてくださった資生堂社会福祉事業財団の皆さま、研修に快く送り出していただい

た職場の皆さまに深く感謝いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廣瀬　嗣治）

　編集作業では、「正しい情報を、わかりやすく、簡潔に」伝えられているか、皆さんと何度も検討を重ね

ました。それは、視察先で得た膨大な情報を少しずつ学びへと変化させていく取り組みでもあったように

思います。この研修は、私にとって、海外の児童福祉の動向に触れる貴重な体験となったことはもちろん、

ともに社会的養護を担うかけがえのない仲間とのつながり、そして、資生堂社会福祉事業財団の皆さまは

じめ各方面のプロフェッショナルの方 と々の出会いなど、多くの得がたい経験をもたらしてくれました。ご支

援いただいた全ての皆さまに、この場をお借りして、心より感謝申し上げます。　　　　    　 （福冨　雅美）

　研修で学んだ内容に、事後に調べられた調査研究や統計、その他資料なども加えると、団員の皆さんが

格闘された情報は、ここ数年で最大量だったと思います。報告書のまとめ、本当にお疲れさまでございま

した。溢れんばかりのデータと研修の記憶から心に刻まれたことが日本の子どもたちの今と将来にどう活き

てくるでしょう。皆さまの今後のご活動に注目するとともに、益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中　恵子）

編  集  後  記

〈表紙 「ひとつのたいよう」  更級 真梨子〉
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付  表
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付表1

付表2
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付表3

付表4
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付表5

Signs of Safety： 家族や子ども自身が安全な生活を築く主体と捉え、家庭のニーズ、良い面を尊重し、本来の力を発揮できるよう
になることを目指す。虐待対応スタッフと家族との話し合いを通じ、家族が目標を設定しセーフティプランをたてる。
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プログラムリスト

名  称 目  的 対  象 概  要

1

AFFECT
（A Family 
Focused Emotion 
Communication 
Training Program）

治療中の子どもをサポートする力
を高めるため、養育者に対して子
どもとのコミュニケーションの質を
改善する対応方法を教える。

トラウマ治療中の子どもを育てる
養育者

養育者に対し、トラウマや感情的な言動を引き起こしやすい話題
について子どもと話し合うスキルを教えるエビデンスインフォームド・
プログラムである。TF-CBTのような親子治療に組み込まれる補
完的なコミュニケーショントレーニングである。

2
FGDM
（Family Group 
Decision Making）

子どもの保護や支援計画の決定
にファミリーグループが関与する。

保護を必要としている子どもたちと
そのファミリーグループ（血縁関係
だけでなく広範囲の人間関係も
含める）

ファミリーグループと支援サービス提供機関が、独立した存在の
コーディネーターのもとに集まり、子どもと家族の安全を守る計画
をたて、それを遂行する。家族の課題に対応できる内容であれば、
計画実行に必要な官民の社会資源にもつなげる。家庭外養育や
児童虐待とネグレクトの再発を減らすこと、子どもが自分の家族や
独自の文化との結びつきを維持できる点で、児童福祉分野への
導入に効果があることが実証されている。

3
R＆R
（Risk and 
Resilience）

リスク要因を見極めて問題発生を
未然に防ぎ、自己回復能力を高め
る治療プログラムである。

子どもだけでなく、社会福祉領域
に係る全ての人

社会的弱者や被差別者が、自分の置かれている差別構造や抑圧
されている要因に気づき、人としての権利や人格を保つため、状況
を変えていく方法を学び、自信を回復させる教育と支援を行なう。
エビデンスに基づいた、実践志向性の高い援助の枠組みである。

4

CFTSI
（Child and Family 
Traumatic Stress 
Intervention）

トラウマ反応とPTSDを低減させ
るための早期介入モデルである。

もともとは家庭で暮らす7～18
歳の子どもと親を対象としていた
が、セーフホライズンの実践では、
2012年から里親養育の子ども、
2014年の9月から3～6歳の子ど
もにも対象を拡大している。

トラウマになるような出来事の発生や身体的・性的虐待の事実が
開示されてから30～45日以内に実施する。5～8回の短期セッ
ションで、子どものトラウマの軽減と、養育者と子どものコミュニ
ケーションの改善をめざして実用的スキルを学ぶ。

5
CPP
（Child-Parent 
Psychotherapy）

子どもと養育者の関係を強化し、
子どもの安心感、親子間の愛着
関係、PTSD、認知、行動上の課
題回復を目指す親子心理療法で
ある。

トラウマとDVの目撃を経験した生
後すぐから5歳までの子どもとその
養育者

DV被害やトラウマ体験をきっかけに阻害された発達の機能回復、
被害を受けた親とその子どもとの愛着関係の再形成、向上を目的
にしたエビデンスベーストの治療プログラムである。
週1回60分のセッションを平均50回行なう。母親だけの個別セッ
ションと親子セッションがある。

6

TF-CBT
（Trauma-Focused 
Cognitive Behavioral 
Therapy）

認知行動療法、アタッチメント療
法、ファミリーセラピーなどを組み
合わせた治療で、性的虐待に有
効とされる。

6～17歳の子どもとその養育者。
または3～18歳までの性的虐待
被害児とその養育者（非加害親）

12セッションを基本とし、必要に応じて40セッションまで行なう。
①心理教育、②ペアレンティングスキル、③リラクゼーション、④感
情調節、⑤認知処理、⑥トラウマの統合、⑦トラウマを引き起こす
刺激の克服、⑧親子合同セッション、⑨過去と未来に向き合うとい
う9段階のステップを踏む。

7

ARC
（Attachment, Self-
Regulation, and 
Competency）

トラウマ治療を実施するうえでの
理論的枠組み。長期のトラウマと
アタッチメントの問題（複雑性トラ
ウマ）を抱える子どもへの総合的
ケア、心理教育、親教育的トレー
ニング、精神力動、認知療法、行
動療法、リラクゼーション、芸術/
表現療法、運動療法などに適用
できる。

2～21歳 個々に合った安定的な治療を提供するための理論的枠組みで、ト
ラウマ治療に必要な要素を10のブロックにわけ、ブロックを積むよ
うにしながら段階的に治療を進められるよう構造化されている。
まず親子間の愛着（Attachment）の形成を土台とし、次に子
どもが感情や行動をコントロールできるよう自己調整（Self -
Regulation）する力を育て、子どもの心の弾力性や回復力を身に
つける能力（Competency）を伸ばす支援をし、最終目標であるトラ
ウマ体験の統合を目指す。

8
Risking 
Connections

クライエントの豊かな人間関係を
構築と、トラウマ経験からの回復
を助ける。

医療関係者、教育者、児童・青少
年サービス従事者、メンタルヘル
ス治療者、教会関係者、トラウマ
体験者の家族や友人、DV・性犯
罪被害者の支援提供者、刑事裁
判専門家など

トラウマ体験の被害者との関係構築の基本事項と支援スキルを
学ぶ。治療における人間関係や支援提供者のセルフケアに焦点
をあてている。

9
MST
（Multisystemic 
Therapy）

素行障害（反社会行動）に対す
る治療技法。素行障害の発症要
因は複合的であるため、単一の
プロセスに焦点を置いた治療に
は限界がある。また、施設での治
療では家庭への介入には限界が
あり、児童が家庭や地域社会に
戻った際に問題が発生したり、治
療が中断したりする。
MSTは、青少年の主要な課題や
少年を取り巻く環境に焦点を当
て、課題が生じている家庭や学
校、友人などのいる場所で実施さ
れる。治療の中心的な役割は養
育者が果たすべきとされている。

児童を中心に、家族、友人、地域
社会に関わる。
◎多様な対象に適用されている
・ MST‐JJ（少年司法）・・・12～17
歳の犯罪を犯した少年
・ MST‐CAN（虐待とネグレクト）・・・
CPSの介入があった6～17歳
の子どもとその家族、過去180
日間に虐待通報があった家族
・ MST‐Psych（精神障害）
・ MST‐SA（薬物乱用）
・ MST‐PSB（性加害行動）・・・
 常習的で粗暴な犯罪を犯す少年

治療については9つの原則がある。
①システム（子どもをとりまく環境）のストレングスとニーズの評価を
行ない、課題の主要因について仮説をたてる。②治療的なかかわ
りではストレングスを強調し、変化のための手段として利用する。③
治療は家族間の責任ある行動が促され計画される。④治療は現
在に焦点を当てた行動指向型とする。⑤治療は同定された問題
を維持している複数のシステム内あるいはシステム間の行動の連
鎖を標的にする。⑥治療が子どもの発達において適切であり、子
どものニーズを満たしていること。⑦治療は、家族が自ら努力するよ
うに計画される。⑧治療は継続的に評価され、治療者は課題克服
までの責任を負う。⑨治療による回復、変化が長期に維持される
ように計画される。
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名  称 目  的 対  象 概  要

10

FFT
（Functional Family 
Therapy）
FFT-CW
（Functional Family 
Therapy-Child 
Welfare）

青少年やその家族の不適切な行
動の改善と、青少年の行動障害
がもたらす人的、社会的、経済的
な損失の削減を目的とする。

11～18歳の問題行動があり、
危険性の高い青少年とその家族
など
FFT-CWは、0～18歳の青少年
と家族

「契約・動機づけ」、「行動変容」、「一般化」の3段階で構成され、
各段階の目標を順次遂行していくように構造化されている。通常
は、1週間に1度のペースで8～12セッション行なう。深刻なケース
の場合は30セッション程度に増やす。家族全員の参加を原則と
し、治療者による家庭訪問が実施されることが多い。
治療前後に、個人・家族・環境・状態のアセスメントをし、治療中
は、治療者がセッションの目標と進捗状況を管理・評価する。
治療技法には、リフレ―ミングや肯定的解釈による対人スキルへ
の介入やモデリング、フォーカシング、そのほか家族の調整や資源
の援助、再発防止のフォローなどがある。
FFT-CWは、低リスクとハイリスクに分けられ、低リスクでは予防
的介入であることを明確にしている。ハイリスクへのプログラムは、
FFT同様、3段階で構成され、各段階を順次遂行していく。

11

MTFC
（Multidimensional 
Treatment Foster
Care） 

触法少年のケアプログラムとし
て各国で使用されている。児童
福祉分野でも有効な治療法とさ
れる。
家族内で生活が困難な子どもや
青少年に対し、専門里親を提供
し、問題行動を減少させ向社会
的行動を獲得させることを目的と
する。

非行やその他の問題行動のある
3～17歳の子ども
・ MTFC-P（3～6歳）
・ MTFC-C（7～11歳）
・ MTFC‐A（12～17歳）
薬物乱用、学校での問題、コミュ
ニティでの攻撃的な行動、精神
的・心理的な課題に対応する。

治療チームの一員である専門里親のもとで、子どもを6～9ヵ月間、
養育する。治療チームは、家族療法士、個々のセラピスト、子ども
スキルトレーナー、電話連絡担当者で構成され、里親に24時間
体制のサポートとコンサルティングを提供する。子どもの情報は毎
日チームに報告される。週に1度、支援会議があり、里親も参加す
る。プログラムは、子どものストレングスに基づき、行動を管理する
ための明確なルール、目標と限界が設定されている。
実親に対しても家族療法とトレーニングが提供される。実親は、一
貫した規律を与えることや、監督し励ますことなどを学ぶ。

12
TST
（Trauma Systems 
Therapy）

養育者や、子どもをとりまく周囲の
環境をベースに、子どもたちの心
的外傷となるストレスを扱う包括
的モデル。子どもが感情と行動を
統制できるようになることを目的に
する。

6～19歳のトラウマを経験した子
ども。以下の分野、対象、環境や
場所での適用も可能とされる。
児童福祉、里親家庭支援、難民・
移民、施設療育、薬物乱用者、病
院、学校、地域保健クリニックなど

心的外傷により感情コントロールできない子どもや、子どもの感情
コントロールのサポートができていない養育者や周囲の人的環境
に対して行なわれる。養育者などが子どもを適切に助けられるよう、
子どもと養育者間の調整や長所を活かす援助をする。アセスメン
トは子どもの感情と行動の統制と養育者の安定性の2つの面か
ら5段階（Surviving、Stabilizing、Enduring、Understanding、
Transcendingのフェーズ）評価をし、それによって治療内容が決
定される。

13

AF-CBT
（Alternatives 
for Families-a 
Cognitive Behavior 
Therapy）

身体的虐待を受けた子どもとその
家族のための治療プログラム。親
の虐待的な行動と、虐待による子
どもの情緒・行動上の課題に対し
てアプローチする。

5～15歳の子どもとその家族（加
害・非加害問わず）

学習理論、行動理論、家族システム、認知療法、発達的被害者
学などを取り入れている。対人関係のスキルや個人の感情的な問
題に対処するスキルを身につけることにより、向社会的な行動の
表現を促し、親の攻撃的・暴力的・強制的な言動の使用を減らす。
18セッションで構成されており、3～6ヵ月で終了する。
3つの治療ステップ
①治療契約と心理教育、②親子別々のスキルトレーニング、③家
族への適用

14

PCIT
（Parent-Child 
Interaction 
Therapy）

問題行動のある子どもや虐待を
受けた子どもと、その養育者に対
する治療プログラム。
親子の愛着関係の修復と、養育
者が具体的な養育スキルを学び
戦略的に使えるようになることを
目指す。

2～12歳の子どもと、養育者（里
親含む）

愛着理論と行動理論を基礎とする。「親と子の相互作用」に焦点
をあてて、実際に親と子どもがかかわりあっている場面でセラピスト
がコーチングをする。また、家庭でも練習する。
7つの治療ステップ
①治療前評価、②親にCDIの技術を教える、③親子一緒にCDI
技術をコーチする、④親にPDIの技術を教える、⑤親子一緒に
PDI技術をコーチする、⑥治療後評価、⑦補強セッション
※CDI（Child Directed Interaction 子どもが主導の相互作用）：
   親子の愛着関係を深めていくためのプログラム
※PDI（Parent Directed Interaction 親が主導の相互作用）：
   親が子どもに対して効果的なしつけを行なうためのプログラム

プログラム説明
　1、2：山田 知美、3：安食 由香、4～8：廣瀬 嗣治、9～12：野々村 一也、13、14：福冨 雅美
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