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実施要領

児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉先進国の児童福祉の状況、拠って立つ価値
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交流も含め、幅広い視点から参加者の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めざす。

公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団

厚生労働省、全国社会福祉協議会

子どもの虹情報研修センター

カナダ（ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリア、バンクーバー）

ブリティッシュ・コロンビア州にて多様性を許容する連邦国家カナダの子ども家庭福祉
の制度・政策の傾向と課題を学ぶ。2011 年度より、北欧、ヨーロッパ大陸、北米諸
国をめぐり、各国の児童福祉の歴史や理念、拠ってたつ法律や政策、関係する施設・
施設の機能と役割、多機関協働、虐待対応と支援の実際、地域に根差した予防的支
援、ケース理解の基盤となる最新の理論や知見、エビデンスに基づく支援・治療技術
などを学んできた。今年度研修においても、訪問地の児童福祉の状況について、多角
的、総合的に学ぶとともに、日本でも重視されるようになってきている周産期の予防
支援に主眼をおき、「乳幼児対応」「虐待予防支援」「人材育成」を中心的テーマに据
えた研修を行う。昨年のオンタリオ州研修と今回の研修で得られた知見とを踏まえ、
日本の現状と今後のあるべき方向性について検討を深める機会とする。
　

2016 年 10 月 11 日（火）～ 10 月 23 日（日）（13 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、2016 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、2017 年 3 月末までに報告書を作成し、2017 年 4 月厚生労働省において
研修報告の発表を行う。

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報告を行う。



2

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

　第 41 回カナダのオンタリオ州（トロント）での研修

に続いて、第42回研修は同じカナダのブリティッシュ・

コロンビア州（ビクトリア・バンクーバー）で、「乳幼

児対応」「地域に密着した虐待の予防的支援（周産

期からの母親・家庭支援）」「福祉人材育成」など、

日本でも切実な課題について学んでこられました。カ

ナダ在住の菊池幸工さんをコーディネーターとして九

州大学病院「子どものこころの診療部」の山下洋医

師を団長に迎えて実施された研修の成果を楽しみに

しています。

　日本では、「社会的養護の課題と将来像（課題と

将来像）」の中核部分が 2015 年 4月から実施に移

され、40 年近くも取り残されてきた制度改革がやっ

と動き出しました。2016 年 6月には、子どもの権利

条約で言う「子どもの権利」「最善の利益」を掲げ

た「児童福祉法等の改正」が公布され、これまでの

国連「子どもの権利委員会」からの再三の勧告に応

える形で、職員配置増や生活単位の小規模化と個別

養育・里親養育の推進、施設と里親が連携して地

域における子ども家庭支援の拠点としての役割を果

たすなど、日本における改革は見直されることとなり

ました。

　全国児童養護施設協議会では、この見直しに際

して、日本の社会的養護が、「イギリス、アメリカ、

オーストラリア、EU 諸国のように施設を廃止して里

親へ移行するというのではなく、日本独特の措置制

度の下で、4～ 6人の小規模ケア（生活単位の小さい

小舎制施設等）・個別ケアの拡充・強化を図りつつ、

施設と里親が連携し、施設の専門性を生かして日本

独特の社会的養護を目指す」こととして、「日本型社

会的養護（仮称）の構築」を提起しています。

　日本における児童虐待件数が 10万件を越え、虐

待死する子どもが続出する中で、子どもの貧困や児

童虐待、DV 等の「負の世代間連鎖」を断ち切るた

めにも、Residential-care（施設養護）、Foster care

（里親）、Other forms of family-based care（ファミ

リーホーム等）のFamily-like care（社会的養護）は、

預かって育てるばかりでなく、地域の子育て・家庭

支援の拠点として、ショートステイ・トワイライトステ

イを含む一時保護所、里親支援機関などを備えた児

童家庭支援センターなどの活動を展開し、慈善事業

の時代から培ってきたソーシャルワーク機能を十分発

揮する体制（24 時間 365日稼働の専門家集団・ソー

シャルワーカー集団）を備えることを目指し、児童相

談所は措置権を強化しながら市区町村の要保護児

童対策地域協議会（要対協）の活性化等を図り、民

間社会事業と公との協働体制を作るべきです。

　Residential-care（施設養護）は、大規模な施設

（生活単位が大きい大舎制施設）を廃止して可能な

限り家庭や少人数の家庭環境に近い「家庭的養育

family-like care」にすることとし、治療的養育や地

域児童・家庭福祉の拠点としての体制を構築する必

要があります。

　また全国乳児福祉協議会では、「乳児院」という

名称を「乳幼児総合支援センター（仮称）」とするよ

う求めています。国連の「児童の代替的養護に関す

る指針」実現のためにも、日本における乳児院はよ

り進化した形で残ることになり、国や都道府県の措

置権に支えられた日本独特の措置制度と市区町村と

これらの施設、里親等地域の社会的資源の協働に

よる日本独特の歩みを遂げることとなります。全国

児童養護施設協議会ではこれを「日本型社会的養護

（仮称）」として提起しているのです。

　昨年に引き続きカナダのアドボカシー事務所の活

動に加えて、「乳幼児対応」「地域に密着した虐待の

予防的支援（周産期からの母親・家庭支援）」「福

祉人材育成」など、今回の研修報告に期待し、今後

の皆さんの活動に期待したいと思います。

あいさつ

第42回資生堂児童福祉海外研修
報告書に寄せて
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VancouverVancouver
VictoriaVictoria

団員紹介

団長
【福岡県】
九州大学病院
子どものこころの診療部
精神科医、児童精神科医

山下　洋

【香川県】
児童養護施設
亀山学園
家庭支援専門相談員

野田　大順

【徳島県】
児童養護施設
宝田寮
児童指導員（個別対応職員）

茂崎　啓典

【大阪府】
乳児院
聖母託児園
主任保育士

後谷　静加

【石川県】
母子生活支援施設
MCハイツ平和 
基幹的職員兼少年指導員

山森　美由紀

【北海道】
児童養護施設
羊ヶ丘養護園
保育士（地域小規模児童
養護施設ホーム長）

細見　亜紀子

【愛知県】
児童養護施設
八楽児童寮
スーパーバイザー

川　真由子

【京都府】
児童養護施設
和敬学園
臨床心理士

樋口　亜瑞佐

【鳥取県】
児童養護施設
鳥取こども学園
家庭支援専門相談員
主任児童指導員

山本　隆史
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VancouverVancouver
VictoriaVictoria

【山口県】
母子生活支援施設
沙羅の木
主任・個別対応職員

山元　真哉

【兵庫県】
児童自立支援施設
神戸市立若葉学園
主任心理療法士

樋口　純一郎

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

小板　真木子

【千葉県】
児童家庭支援センター・
こうのだい
相談員

中村　淳平

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

加藤　朗

（カナダ：ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリア、バンクーバー）

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　加藤　朗

　資生堂児童福祉海外研修（以下、本研修）は、
“子どもを育む人を育む”を標榜し活動を続けてき
た資生堂社会福祉事業財団が創立当初から実施
している中核事業です。これまでに研修修了者は
700名を超え、社会的養護を始めとする子ども家
庭福祉を支える中核人材として各方面で活躍され
ています。
　2016年度は、その第42回目の研修地として、
昨年度に続き「子どもが大人に最も近い国」と言わ
れるカナダを選びました。ブリティッシュ・コロンビ
ア州のビクトリア、バンクーバーの両都市で、子ど
も家庭福祉に係る法・制度・政策、その実現に携
わる機関・施設・団体などの現場を訪問し、レク
チャー、視察、質疑応答を通じて、多角的、総合
的に学びました。昨年訪問したオンタリオ州での知
見も踏まえ、日本の現状を振り返り、今後進むべ
き方向性を考える上での多くの情報、示唆を与えて
くれる研修になったと自己評価しています。
　毎年、各方面から多大なご協力をいただき実り
多い研修となっていますが、今回は特に以下の点
において特長的であったと思います。
　まず、当事者から直接話を聞く機会が多く持て
たことです。これは訪問先の施設や団体の多くで
当事者が職員やボランティアとして活動に参加され
ていたためということもありますが、多様性を受容
し、互いの権利を尊重し合う国であることの証左
のように感じました。子どもの声を聞くことは日本
でも実践されていますが、大人が子どもの声を代
弁するだけでなく、子どもと信頼関係を築き、とも
に社会制度を変革する、行政を始めとする関係者
を巻き込んで当事者をサポートするといった実行に
まで結びついていることに感銘を受けました。も
ちろんここに至るまでには様々な葛藤があったこと
でしょうが、それを乗り越えてきたカナダという国
の懐の深さを感じたのは私だけではなかったと思
います。当事者の皆さんからの話が団員達の心に
染み入り、より深い学びに繋がったことは言うまで
もありません。
　そして、団長をお願いした九州大学病院子ども
のこころの診療部精神科医・児童精神科医の山下
洋先生の指導力と団員の皆さんの熱意に言及しな

いわけにはいきません。山下団長は、その温厚な
お人柄そのままに団員たちを温かく見守っていた
だいたことはもちろんですが、訪問先や毎日のミー
ティングでは的確なコメントで団員たちの気付きを
促し、研修全体のレベルを高いものとしていただ
きました。団員の皆さんは連日2ヵ所以上を訪問し、
ホテルでは毎夜遅くまで真剣に意見交換する日々
を過ごしました。訪問先では、42期の流行語とも
なった持ち前の“passion”を発揮し、少しでも多く
の情報を引き出そうと質問が途切れず、制限時間
を超過することもしばしばでした。団長・団員に
恵まれ質の高い研修になりました。
　このほか、多くの方々にお骨折りいただきまし
た。子どもの虹情報研修センターの増沢高研修部
長には、研修企画段階からアドバイスをいただきま
した。三重県立小児心療センターあすなろ学園の
金井剛園長（第41回団長）には、カナダの児童福
祉事情をご講義いただきました。カナダ在住の菊
池幸工氏には、昨年に引き続き研修コーディネー
ター、通訳、時に夜間講座の講師、と全面的なご
協力をいただき、児童福祉のみならず、現地の政
治経済、文化、国民性など、広く深く団員の理解
促進に貢献いただきました。また、研修のために
ケベックよりお越しくださったエモン睦子先生には、
視察先のご紹介にもお心を砕いていただき、現地
ではケベック州の「乳幼児対応」というテーマに
ついて母子保健から精神保健、児童福祉までをカ
バーした、実に充実したご講義をいただきました。
そして、2週間に亘り団員を送り出し不在をカバー
してくれた各施設の施設長と施設職員のみなさま。
お兄さんお姉さんの帰りを首を長くして待ってくれ
た子どもたち。団員選考に関わってくださった藤野
興一全国児童養護施設協議会会長をはじめ各種
別協議会の会長さまおよび執行部のみなさま、全
国社会福祉協議会児童福祉部の佐甲学部長、厚
生労働省雇用均等・児童家庭局のみなさま。旅の
手配をしてくださいました、東武トップツアーズの
鴇田由貴氏。この場をお借りして、関わっていた
だいた全ての方々に、厚く御礼申し上げます。あわ
せて、引き続きのご尽力とご支援を賜りますよう、
謹んでお願い申し上げます。

事務局報告
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第42回資生堂児童福祉海外研修
コーディネーター・通訳 

　菊池　幸工

今回の研修はカナダ西海岸のブリティッシュ・コロ
ンビア（BC）州で実施された。昨年のオンタリオ州と
同様、イギリスの植民地として始まった経緯があり、
州政府の施策は似通ったところがある。

¢今回の研修で学んだこと
研修期間中、どこの機関に行っても、子どもやユー
スを支援するにあたって、共通に認識されていることが
あった。それらは、「人間関係の尊重（relationship）」、
「先入観や偏見を持たない（non-judgmental）」、そし
て「ありのままの自分を愛する （authentic-self）」を
大変重要視していることである。ここでの「人間関
係」とは、支援する側・サービスを提供する側（大人）
と支援される側・サービスを受ける側（子どもやユー
ス）との信頼に基づいた人間関係のことである。その
尊重のためには子どもへの先入観や偏見を持っては
いけないし、お互いに本当の自分を出す、自分に正
直でならなくてはいけない。
そして、もう一つどこの機関に行っても共通してい
たことに、職員やボランティアがみな「情熱」を持っ
て働いていることである。この情熱はいったいどこか
ら来るのだろうか。

¢カナダ児童福祉での大きな変化
カナダが多様文化主義を国是とし、法律でもそれ
を規定していることは昨年度報告書への寄稿でも触
れたが、この「多様文化」の中には「先住民も含まれ
る」ことを理解し意識しているカナダ人は少ないと感
じる。一般に、「多様文化」と言えば、歴史的に移民
が持ち込んだ「外国」の文化のことである。古くはフ
ランス文化、そしてイギリス文化とその他のヨーロッ
パ文化に、労働者として入った中国人や日本人が持
ち込んだ東アジア文化、そして、1960年代以降に入っ
てきたカリブ海の文化やアフリカの文化、東南アジア
の文化などなどが相まって、実に多様な文化がカナダ
の日常となった。しかし、何千年も前からいるとされ

る先住民の文化が「無視」されたのはなぜか。それは、
彼らの文化が、ヨーロッパから植民してきた人たちか
ら「未開」とされ「野蛮」とされ、差別されてきたから
である。
しかし、先住民にも日があたる時がやってきた。そ

して、それに伴って先住民に対する対策が児童福祉
も含めて、見直される時が来たのである。そればか
りか、先住民が伝統的に行ってきた子どもに対する
対応を学ぼうとする動きすら出てきたのである。

¢先住民への謝罪と「真実と和解」への動き
2008年6月11日、当時のカナダ首相スティーブン・

ハーパーが、カナダ議会で先住民に正式に謝罪をし
た。カナダ議会に招かれた先住民の代表は、かつて
先住民の白人社会への同化政策を決めた、まさにそ
の議会で、今度はカナダの首相から、同化政策によっ
て犠牲になった先住民に対する謝罪の言葉を聞いた
のである。
「カナダ政府は、強制的に子どもたちを親から引き
離し、コミュニティから引き離して教育をさせるシステ
ムを作り上げた（レジデンシャルスクール）。その子ど
もたちの多くは、十分な食事も衣服も住居も与えら
れなかった。全ての子どもたちは、親の愛を受けな
がら育てられることもできず、祖父母の心のこもった
世話を受けることもできず、コミュニティの世話を受
ける事もできなかった。子どもたちが強制的に通わさ
れた学校では、ファーストネーションズ（先住民のコ
ミュニティ：インディアン）、イヌイット、メイティの言
語および文化は禁止された。悲劇的なことに、この
学校に通った子どもたちの中には、学校を卒業する
ことなく死亡してしまった者もいる。カナダ政府は、
これらのことに対して謝罪をしたい」。
その後、レジデンシャルスクールで何が起こった

かの真実を掘り起こし和解のための政策を提言する
「真実と和解委員会」が組織され、犠牲になった多
くの先住民から聞きとりを行った。そして、そこで明

児童福祉とは子どもへの
   社会的正義を実現すること
児童福祉とは子どもへの

研修コーディネーター研修コーディネーター    菊池 幸工氏 メッセージ 菊池 幸工氏 メッセージ 

第

る先住民の文化
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らかになった真実に基づいて、先住民との和解を実
現するための具体的な政策が実行されていく。

¢先住民文化抹殺の為の同化政策
カナダは1867年の建国当初から、先住民に対す
る同化政策を実行し、先住民の子どもたちを強制的
に家族から引き離し、集団で寄宿舎制学校に宿泊
させながら白人文化の教育を行った。
この同化政策の目的は、「先住民（インディアン）

の文化をせん滅すること」であり、そのためには次の
世代の子どもたちに先住民の文化を受け継がせない
ようにすることであった。家庭から引き離されて寄
宿舎に入居させられた先住民の子どもたちは、両親
や祖父母、親族、コミュニティの先輩たちなどから
先住民の言語や生活習慣、精神世界、コミュニティ
の中での人間関係、先祖との繋がりなどを学び受け
継ぐ機会を一切剥奪され、全く断絶された世代と
なってしまった。寄宿舎制の学校で学んだことは英
語、キリスト教、そしてヨーロッパの文化・習慣など
であったが、彼らは、決して白人と同等には扱われ
なかった。先住民としてのアイデンティティーを剥奪
され、先住民のコミュニティから断絶され、自分の
親や親族ともコミュニケーションができなくなってし
まった挙句に、白人の世界では相変わらず厳しい差
別にさらされて、学校を卒業した後は路頭に迷う以
外に道がなかったのである。

¢同化政策による人権侵害
この同化政策によって、先住民のアイデンティ
ティーを剥奪するという重大な人権侵害を犯しただ
けでなく、寄宿舎に入居していた先住民の子どもた
ちを、時の教会関係者が虐待していたという信じが
たい犯罪も行われていた。この虐待の実態は、教
会関係者が隠蔽し、長期間に亘り表に出ることがな
かったが、後に寄宿舎時代に虐待を受けていた先
住民の子どもたちが、年齢を重ねた1970年代になっ
てその経験を語り始めたことから、明るみになった
のである。それによれば、虐待はあらゆる分野にお
よび、身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、そして
「ネグレクト」など、辛く苦しかった子どもの時代が
浮き彫りとなった。ある先住民によれば、これらの
虐待のために死亡した先住民の子どもは5万人ほど
にも及び、しかも、丁重に葬られることもなかった
という。先住民による勇気ある告白は、カナダの市

民を震撼させ、それによって、その後の政府の子ど
も養護政策と子どもの権利擁護に関する制度や法
規に大きな影響を与えることになるのだが、これを
機会に、子ども養護のために集団で住まわせる「大
寄宿舎制度」は、いくつかの例外を除き、基本的に
なくなるのである。

¢先住民の伝統を取り戻す
こうしたカナダ政府の過去の誤った政策による先

住民への弊害は計り知れないものがあり、未だに先
住民はこの影響で苦しみ続けている。しかし、ここ
で大事な事は、カナダ政府が過去に犯した誤りを事
実と認めたことである。誤りを正し、二度と同じ過
ちを繰り返さないためには、まず誤りであったこと
を認めることが必要である。

今日、かつて先
住民社会が持っ
ていた児童保護
と養護の権限は、
再び、彼らの手に
戻っている。カナ
ダがイギリスの
植民地となってか
ら、先住民社会

から剥奪されていた彼らの伝統的な子育ての仕組
み、部族で、そして社会で育てる仕組みは、再度彼
らの権限となって戻ってきた。
今カナダ社会は、児童福祉の分野で先住民の伝

統的な児童養護の仕組み、すなわち部族や地域社
会で育てる仕組みを学ぼうとさえしているようだ。

¢ニュージーランドでの先駆的政策
資生堂社会福祉事業財団がニュージーランド（NZ） 

で行った2回の研修（2003年、2008年）で同じよう
なことを学んだ。2008年の研修で学んだ「ファミ
リー・グループ・コンフェレンス（FGC）」は単なる手
法ではなく、「NZの魂」とも言うべき奥深い考え方に
基づいていることを教えられている。
1840年に締結された「ワイタンギ条約」は英語とマ
オリ語では解釈に食い違いがあって、後々問題を残
した。1970年代、マオリ族への不正義を正すため、
NZ政府は「ワイタンギ裁定委員会」を発足させ、剥
奪されたマオリ族としてのアイデンティティーや誇り
を取り戻す動きに出た。それは、「ワイタンギ条約」が、
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マオリ族と英国植民の地位を同等と位置づけ、マオ
リ族の文化がNZにとって重要であると認めていると
の再認識から来ている。これを、NZの国造りの根
幹と位置づけ、現在はマオリ族の伝統文化をNZの
あらゆる分野に普及・展開させている。
1988年、NZ政府は社会福祉省（当時）のポリシー
に「マオリ族の観点」を反映させるための勧告書「夜
明け（プアオ・テ・アタ・トゥ）」を発行し、これを児
童福祉の考え方の基本にした。この勧告書の中で、
マオリ族の伝統であるFGCを児童福祉政策に導入
することを盛り込んだ。そこでは、NZで支配的であっ
たイギリスの価値観やライフスタイルが、少数民族、
特にマオリ族よりも優れているとする文化的差別主
義と戦うとし、全ての民族グループの価値観は全て
等しく重要であること、マオリ族の価値観や文化お
よび信念を将来のNZにおける政策の全ての分野に
組み入れることとし、政策実施に当たってはリソー
ス（資源）を平等に配分すること、権限や権威を互
いに共有すること、マオリ族の社会的、文化的、そ
して経済的価値観を認めることを法律で保障するこ
と、マオリ族の発展のために、彼らの潜在的可能性
を引き出す戦略及び行動計画を策定すること、など
が盛り込まれた。
このように、FGCのシステムは、NZの歴史的過
ちの是正と社会正義実現という国造りの根底をなす
考え方を具現化し、マオリ族が国造りの真のパート
ナーになったことを私たちに語りかけていたのである。
子どもの保護・養護というのは、単に子ども本人
の身体的安全を確保するだけではなく、本人の文化
的・民族的アイデンティティーをも同時に保障するこ
とが不可欠であることを教えられた。

¢社会正義の実現へ
これに先立って、2003年のNZ研修で学んだのは、
社会正義を実現することで社会的問題を引き起こす
人たちを救済する「ジャストセラピー」という考え方で
ある。具体的には、貧困や差別などが原因で子ども
を虐待してしまったり、精神的な病気にかかって子
どもの面倒が見られなかったりする場合に、対症療
法的にケースに対応するだけではなく、貧困や差別
を引き起こしている社会の仕組みや法的な制度その
ものを改善し根本的な解決につなげるというもので
ある。すなわち、虐待を引き起こした原因が親の経
済的理由、つまり貧困だとすれば、親がこの貧困状

態から抜け出さない
限り、子どもは家庭
に戻る可能性がほと
んどないことになる。
あるいは、一時的に
改善され、子どもが
家庭に戻ったとして
も、親の貧困を引き
起こす社会問題が
解決しないうちは、
また同じことが繰り
返されることになる。このような問題は、先住民族
であるマオリ族に多く見られたが、これは何もNZに
限らず、カナダを含めた先住民問題を抱える国に共
通した問題である。そして、この貧困が社会におけ
る人種差別が原因となっていることに児童福祉の職
員が気付いた時、彼らは、今まで自分たちが行って
きた仕事は、実はマオリ族の親たちに対しては現状
の不条理な社会に堪えるよう教えただけで、根本的
な解決策を何もとってこなかったと反省したという。
この「ジャストセラピー」の考え方のすばらしいとこ
ろは、ソーシャルワーカーが問題を単に個別のケース
として捉えケース対応するだけでなく、社会のシステ
ムまで遡ってこれを根本から変えるために政治的に
活動し、政府に強く働きかけるところにある。

¢当事者ユースの登場
昨年のトロントでの研修でも学んだことだが、こ

の社会を変えるという動きは、実はインケアを経験
したユース自身が、その中心となって活動をしてい
る。トロントの場合は、アドボカシー事務所が後押
しして、様々なユースのプロジェクトが実施されてい
るが、中でも「私たちの主張・私たちの出番（Our 
Voice Our Turn）」は、ついにオンタリオ州政府をし
て州の児童福祉法である「子ども家庭サービス法」の
抜本改定法案を発表せしめるに至った。当事者の
活動が政府に与えた影響は計り知れないが、BC州
でも、Federation of BC Youth In Care Networks
があり、当事者であるユースが自ら声を出して活動
しBC州政府に様々な影響を及ぼしている。最近、
BC州政府は州の児童福祉改善にあたり、かつてイ
ンケアにいた当事者からアイデアを聴くことを発表し
た。州政府もついに「当事者こそが児童福祉の専門
家」であることを認めたのである。
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¢アドボカシーとは
こうした当事者ユースが自ら声を出し、自ら活動し
ていくことを支援する活動はアドボカシー活動ととら
えられる。しかし、アドボカシーとは、単に当事者
の声を聞いたり、これらの声を代弁したり、拡大し
たりするだけではないようだ。アドボカシーとは「社
会の大きな制度に挑戦し、変化を創造して制度や社
会を変えること」、「子どもを不適切に扱う社会や制度
の不正義を正すこと」でもあるという。この動きを大
人が支援するためには、当事者である子どもや若者
と彼らを支援する側の大人との信頼関係がなければ
到底なしえないであろう。
2013年の国連児童権利委員会は、カナダにおけ
る児童権利条約の履行進捗状況を評価して、社会
的養護制度のサービスを受けている先住民やアフリ
カ系の子どもの割合が、一般社会の人口比率に比
べて極端に高いことを指摘し、これを改善するよう
に勧告した。この指摘に対し、アドボカシー機関の
職員や大学の児童福祉専門の教授などは、その原
因はカナダ社会にいまだに残る「植民地主義」と「人
種差別主義」にあるとみて、当事者であるユース自身
が声を出し、活動をすることを支援しながら、一緒
になって改善を促す活動をしている。

¢社会正義実現が社会福祉の基本
こうして見ると、冒頭に挙げた疑問点、すなわち、
「なぜカナダの福祉機関の職員は強い情熱をもって
仕事をしているか」が分かってくる。つまり、彼らが
行っている仕事は、「子どもたちの為に社会正義を実
現しよう」という、壮大な志を持って行っていると考
えられる。植民地意識や人種差別意識をなくすとい
うことは、すなわち「偏見」をなくすことであり、「人
間関係」を改善することであり、「ありのままの自分で
いられる」ことなのだ。

偏見や差別は、何も
先住民やアフリカ系カ
ナダ人に対するものば
かりではない。性的少
数者である「LGBTQ」
に対するのも含まれる。
そのために彼らは、「あ
りのままの自分」を出す
ことができないでいる。
今回、BC州里親会連

合で聞いた会長の
話は、そのことを
物語っていた。
訪問した機関に

共通して認識され
ていた「人間関係
を尊重する」、「先入
観や偏見を持たな
い」、そして「あり
のままの自分を愛
する」ことは、実は
社会的正義を実現すること、子どもの権利を守るこ
とそのものであるとわかった。
この社会的正義を実現しようとする「情熱」ゆえ

に、彼らの行動が他の人の心をひき付け、当事者の
信頼を勝ち得ているのであろう。

¢最後に、皆さんに感謝
今回の研修では、団員の皆さんと研修期間中ずっ

と寝食をともにさせていただいた。施設や機関への
訪問前の予習や、訪問の後の復習に参加させてい
ただいたりして、団員の皆さんから多くのことを学ん
だ。また、話は研修からそれて、それぞれの仕事の
話から興味や生活、日本の状況にまで及んだ。そ
の熱心な研修姿勢から、私は、皆さんのこの仕事
にかける情熱を強く感じた。有難うございました。
最後に、研修事務局の加藤朗常務理事兼事務局

長、そして田中恵子さんに心よりお礼を申し上げま
す。この研修が末永く継続し、日本の子どもたちの
幸せに貢献されますことをお祈りします。

菊池さん、お世話になりました。
10/18 Canadian Red Crossにて。
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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
成田空港発 AC004
日付変更線通過　
バンクーバー国際空港到着
フェリーでビクトリアへ
ビクトリア到着、ホテルチェックイン（Chateau Victoria Hotel and Suites）

●Ministry of Children and Family Development
●Safe Baby Home

●Boys and Girls Club Services of Greater Victoria　 
●The Office of the Ombudsperson, BC

●Representative for Children and Youth, BC 
●Vancouver Island Health Authority, Saanich Health Unit

【休日】終日自由行動

フェリーでバンクーバーへ
ホテルチェックイン（The Empire Landmark Hotel） 

●Vancouver Aboriginal Child ＆ Family Services Society
●Broadway Youth Resource Centre

●Canadian Red Cross
●SOS Children’s Village, BC
●Covenant House Vancouver 

●Richmond Hospital, Early childhood Mental Health Program
●B.C. Federation of Foster Parent Associations

●Aunt Leah’s Place
●Aunt Leah’s House for Teen Moms
    Thresholds House for Adult Homeless Moms

14：00
～17：00

  8：00
17：00

  9：35
13：00
14：35

  9：00
16：00

  9：00
14：00

  9：30
14：00

13：00

  9：00
13：30

  9：00
13：30
17：30
  
  9：00
13：30

  9：00
  PM

　

10／10（月）

10／11（火）

10／12（水）

10／13（木）

10／20（木）

10／14（金）

10／15（土）

10／16（日）

10／17（月）

10／18（火）

10／19（水）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要

●エモン睦子医師講義（ホテルにて）
　（エモン先生と会食）
●Federation of BC Youth In Care Networks 
 
ホテルチェックアウト
バンクーバー発 AC 003
日付変更線通過 
成田空港到着、税関通過後解散

  9：00

17：30

10：30
13：25

 
15：10

10／21（金）

10／22（土）

10／23（日）
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カナダの概略については、2015年度資生堂児童福

祉海外研修報告書をご参照ください。当節では、BC

州の概略のほか、視察におけるキーワードと考えられ

る「先住民」「若年妊娠」「ハウジング」「薬物」などにつ

いて、カナダとBC州における情勢を各種統計・調査

結果などを中心に紹介します。

ブリティッシュ・コロンビア州（以下、BC州）は、
西は太平洋、東はロッキー山脈に囲まれたカナダ西
海岸に広がる広さ94.47万km2（日本の2.5倍）の大き
さの州である。温帯雨林、砂漠地帯、氷河を抱いた
山岳地帯と地理的、気候的に多様な地勢だが、バン
クーバーやビクトリアは、カナダで最も穏やかな気候
と言われ、カナダ人の退職後の移住先として人気が
高い。人口は475万人で、オンタリオ州、ケベック州
に次いで国内で3番目に多く、住民の6割以上がバン
クーバーとビクトリアを中心とする都市圏に住んでい
る。州の基幹産業は天然資源関連の事業（水産業、
鉱物、水力、林業）で、天然ガス生産量は国内第2
位である。水力発電量は第3位で、北米で電力コスト
が最も低い地域の一つである。観光、ハイテク産業、
映画関連業も近年メイン産業に育っている。

ABC州の歴史
【先住民の地だった】

BC州の「ファーストネーション」と呼ばれる先住民
は、氷河が後退して一時的にアジアと北米を結ぶベー
リング海が地続きになった約1万年前に陸地を渡って
きたとの仮説が有力である。BC州の沿岸地域は北
米で最も人口密度の高かった地域の1つで、ヨーロッ
パ人が訪れる前の先住民人口は30万人程度と推定さ
れている。彼らの生活様式はイギリス人が到来する
まで影響を受けることなく継続していた。

【ヨーロッパ人の到来、BC州の成立】

1700年代中頃からラッコの毛皮貿易のためにヨー
ロッパ人が訪れ始める。1778年、バンクーバー島の
西海岸に到着したイギリスの探検家キャプテン・ジェー
ムス・クックは、ヌーチャヌル族との交易に熱心であっ
たという。その後、ヨーロッパから大勢の人々が押し

寄せ、同時に持ち込まれた天然痘などの病気によっ
て1700年代末には先住民の人口は激減する。その
後、ハドソンズ・ベイ・カンパニーの新本社設立を目
的にイギリス人ジェームス・ダグラスが、現在のグレー
ター・ビクトリアにあたる沿岸に住んでいたレクワンメ
ン族に迎え入れられ、1843年、現在のビクトリアの
ダウンタウン中心に位置するエリアにフォート・ビクト
リアが建設された。1871年、バンクーバー島と本土
側の地域が統合してカナダ自治領に加入しブリティッ
シュ・コロンビア州となった。1860年代、フレーザー・
リバーなどで金が発見されると入植者が押し寄せ、
貨物を運搬するための道路や鉄道、蒸気船などが
次々に建設され、経済発展が進んだ。一方で先住
民は土地を失い、1876年に成立した法律Federal 
Indian Actにより生活が規制されるようになった（BC
州最初のインディアン・レジデンシャル・スクールは
1863年に設立された）。

【大戦後の経済発展】

1950～60年代には経済が急激に発展し、ビルの
建設ラッシュ、巨大ダムプロジェクト、精錬所やハイ
ウェイの完成、橋の建設、鉄道や海上を結ぶフェリー
などの交通網の発達、テクノロジーの発展など大規
模な開発が進んだ。移民の増加も顕著であった。

【先住民の復権、土地回復の始まり】

1986年、シーシェルト族が先住民としては初めて
独自の市にあたる自治権を獲得した。2000年、ニス
ガ族が、州と連邦政府との間でニスガ条約を成立さ
せ自治協定を締結した。ナス川流域をニスガ族の土
地として認めたこの条約は先住民土地問題に関する
BC州初の公式条約である。

【ビジブルマイノリティー（先住民と白人系カナダ人

以外）の増加】

現在、BC州はオンタリオ州、ケベック州、アルバー
タ州とともに多民族多文化で知られ、2011年、国内
の外国生まれの94.8％がこれら4州に居住していた。
2005年以降は年間平均4万人超の移民が転入をして
きており、バンクーバーの3人に1人は外国出身者で

カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州
BC州旗 BC州章

カナダ、ブリティッシュ・コロンビア

～ 訪問地の紹介 ～
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ある。BC州にはカナダ最大の中華系コミュニティの
他、ドイツ人、イタリア人、日本人、ロシア人などの
コミュニティもあり、多様な文化のモザイクを作り上
げている。2011年の調べでは人口の26％が英語・
フランス語以外を母語としていた。

ABC州の先住民（Aboriginal people）
先住民社会には、低学歴、低雇用率、高い貧困
率、居留地以外に住む先住民の増加、社会的養護
の子どもの多さ、女性と子どもの暴力、若者の自殺
など、非先住民社会と一線を企するような多くの障
壁が存在する。2011年国勢調査、2012年先住民調
査（Aboriginal Peoples Survey）結果から先住民問
題の一端を探る。
家族やコミュニティとのつながりを断たれ伝統と文化

の喪失の危機を迎えるに至った先住民の歴史、その

再興を目指す現在の取り組みなどについては、第Ⅰ章、

第Ⅱ章36、49～、55ページをご参照ください。

州内には40以上の主要な先住民グループ、197の
部族がいる。2011年の国勢調査では、カナダ国内
の先住民※の6人に1人（約23万人超）がBC州に住ん
でいた。BC州の先住民の56％は都市部に集中して
いるが、なかでもバンクーバーにはBC州先住民の4
人に1人が住んでいた（カナダ全体ではファーストネー
ションの49.3％が居留地に住んでいた）。先住民の
46％が25歳未満（非先住民では27％）で若年層が多
く、ファーストネーションの年齢の中間値は27.5歳で
非先住民の42.2歳より15歳近く若かった。

£先住民の子どもたち

BC州では両親と住んでいる14歳以下の先住民の
子どもは45％に過ぎず、ひとり親家庭に住む子ども
も1/3いた。親とではなく祖父母と暮らす子どもも先
住民で多かった。
里親委託の子どもも先住民に多く、とくに居留
地以外に住むファーストネーションの子どもが多い。
2011年の国勢調査によれば、里親委託となってい
た子どもの56％は先住民の子どもであった。カナダ
全体では14歳以下の先住民の子どもの3.6％が里親
委託となっていた（非先住民では0.3％）。

£先住民言語

居留地に住むファーストネーションの17％が先住民

言語で会話をすることができると答えたが、居留地
以外に住む先住民ではその比率は低く、ファースト
ネーション5％、メイティ1％、イヌイット8％にとどま
る。先住民言語を話す人の数が先住民言語を母語
とする人の数より多くなっており、先住民調査結果
では第二言語としての習得が進んでいるとみている。

£教育

2011年に実施された25～64歳の成人の学歴に関
する調査結果（Statistics Canada）では、先住民の
50％が職業訓練、専門学校、大学の修了証明書や
学位・称号などを持っていた（非先住民では66％）。
学士レベル以下については、先住民の修了比率が
非先住民に比べて高い。しかし非先住民の成人で
は9％だった「修了証明書、学位・称号、資格なし」は、
ファーストネーションでは29％、メイティでは17％、
イヌイットでは31％だった。こうした資格や学歴証明
のない先住民の就業率は42％（非先住民の同種群
では58％）で、学歴レベルが上がるにつれて就業率
は高くなるが非先住民7～9％より低かった。「資格
や学歴証明がある」「なし」の先住民の収入中間値は
それぞれ13,000ドル、29,000ドルで、学歴の違いで
1.5万ドル以上の差異があった。

£健康

2012年の先住民調査では、健康状態がとてもよ
い、よい、と答えた12歳以上の先住民は51％で、
非先住民の60％に比べると低い割合になっていた。
12歳以上のファーストネーションの62％、メイティの
61％、イヌイットの75％が、少なくとも1つ以上の慢
性疾患を抱えている（非先住民では52％）。18歳以
上では非居留地在住の先住民（18歳以上）の61％
が精神保健の状態がとてもよい、よいと答えていた
（非先住民は68％）。
非居住地に住む12歳以上の先住民の20％が毎日

煙草を吸っている（非先住民は10％）。また同様に
非居住地に住む12歳以上の先住民で過去1年間に
月1度以上、1度に5杯以上の酒を飲んだ者は32％（非
先住民は20％）あった。一方で全く飲まない者は
27％で、非先住民の24％より多い比率であった。

A厳しい経済状況と格差
2016年の子どもの貧困調査結果（BC Child 

※自らをファーストネーション、メイティ、イヌイット、その他連邦法「Indian Act（インディアン法）」に示された登録民族・部族含むAboriginal 
identityとして申告した者
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Poverty Report Card 2016）によれば、BC州ではお
よそ5人に1人の子ども（19.8％）が貧困の状態にあり、
国内で最も子どもの貧困率が高かった（カナダ全
体の貧困率は16％）。6歳未満の子どもの貧困率は
20.1％で、貧困状態の子どもの51％はメトロバンクー
バーに住んでいた（8.2万人あまり。2014年）。2007
年から2014年にかけて、メトロバンクーバーでは、
1世帯あたりの生活費の増加が収入の増加を10％上
回り、例えば保育費は35％、家賃は26％上昇した。
毎年、社会的養護出身の若者約1,000人とホームレ
スの若者の40％は、州政府による何らかの支援を
受けている。
2014年度調査のデータでは、BC州は国内でもっ
とも所得格差の大きな州であった。高額所得世帯上
位10％の平均所得は、下位10％の13倍であった。
またBC州の所得全体に対し高額所得世帯上位10％
が占める割合は27％で、下位世帯50％の所得合計
は25％であった。
BC貧 困 削 減 連 合（BC Pover ty Reduct ion 

Coalition）によれば、BC州は国内でもっとも豊か
な州の1つであるが、人口の13.2％は貧困状態にあ
り、10万人以上がフードバンクを利用し、その1/3は
子どもであるという。同連合は、貧困の削減は州の
将来に対する確かな投資であるとし、福祉、低い最
低賃金基準、ハウジング、保育、教育、健康、社会
的弱者対策の提案を州政府に行っている。

A住宅事情
BC州は家賃が高いことで知られ、北米で展開し
ている賃貸アパート検索エンジンMapper.comによ
る国内家賃調査結果によれば、2017年1月、カナダ
国内で賃貸物件の家賃が高かった都市第1位はバン
クーバーで、3位がビクトリアであった。（表1）
バンクーバーとその周辺地域を包含するメトロバ
ンクーバー全体では、家賃の高さや部屋の狭さを理
由にした住居環境が十分でない世帯が、借家世帯
の29％にのぼるとしている（2016年度）。福祉制度
による住宅手当は2007年（375ドル）から変わってい
ない。州の住宅支援サービスの待機家族は2,300世
帯である。バンクーバーにおいて住宅問題は喫緊の

課題であり、市は、保有地に2億5千万ドルを投じて
3,500戸の住宅を確保し、2016年度は冬期シェルター
を600増床し、2015～18年に8,500万ドルをかけて
援助や助成が得られる住宅を開発する計画を進め
ている。バンクーバー市長は「借りやすい家賃の住
居を確保し、バンクーバー居住者の半数にのぼる借
家人の権利を守るため、あらゆる措置を講じる」と発
言し、空き家所有者への課税（Empty Home Tax）
や民泊のWEBサービス（Airbnb）への規制を行うな
ど、市場に出る物件の数を増やそうとしている。ま
た借りやすい価格の住宅を12,000戸増やすことを
目標にした「Housing and Homelessness Strategy
（住宅確保とホームレス対策戦略）」（2012年からの
10ヵ年計画）を推進し、開始から6億ドルを投資し
2015年には5,100件の賃貸物件を増やすなどそれな
りに成果を上げている。しかし、借家世帯の平均所
得は家主世帯の半分、さらに11,000世帯あるひとり
親家庭の所得中央値は37,000ドル（メトロバンクー
バー全体の所得中央値は2010年時点で63,000ドル、
借家世帯所得中央値は41,000ドル）と、借家人の立
場も経済状況も貸主に比べると悪い。

Aホームレス
バンクーバー市のVancouver Housing Initiative

（バンクーバー住宅確保構想）の報告書「2016 
Actions on Homelessness」によれば、2016年、同
市ではシェルター入所も含め、1,847人のホームレス
を数えたとしている。その15％が24歳以下の若者で
ある。若者ホームレスについては、女性が39％と多
く（25歳以上では21％）、先住民45％、精神保健の
課題がある49％、LGBTQ2＋注1）22％（全体では

1ベッドルーム 2ベッドルーム

バンクーバー C＄1,900 C＄3,130 

トロント（オンタリオ州） C＄1,620 C＄2,060 

ビクトリア C＄1,290 C＄1,470 

モントリオール（ケベック州） C＄1,180 C＄1,470 

オタワ（オンタリオ州） C＄1,080 C＄1,300 

●表1：家賃が高い都市トップ5
家賃金額は各カテゴリーでの中間値を示す。
PadMapper Canada  Rent Report：Feburuary 2017

注1：LGBTQ2＋について。「LGBTQ」は、Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender、Queer/Questioningの頭文字で（詳しくはP59参
照）、「2」は北米先住民コミュニティに特にみられる両性の精神を備えた者（Two-spirited）、「＋」はLGBTQ2への支持者やその他
のセクシュアルマイノリティー（例：男女中間の性的特徴を持つintersex、性的に無関心なasexual）などを示す。バンクーバー市では
LGBTQ2＋Advisory Committeeがあり、LGBTQコミュニティの市の行政サービスへのアクセスと市民生活の質の向上を目指し、市に
助言を行っている。
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13％）となっている。
メトロバンクーバーのホームレス対策プロジェクト
（Metro Vancouver ’s Regional Homelessness 
Task Force）の2017年報告書によれば、バンクー
バーには70のホームレスキャンプがあり2011年に比
べればシェルター外のホームレスの数は26％まで減
少したが、シェルターの稼働率は97％で、常時4,000
人が住む場所を必要としているという。ホームレス
の数は過去15年間で増加している。理由としては慢
性的な疾病、精神疾患や物質依存症を抱える人々
への不均衡な社会的支援サービスが挙げられ、家
賃や住宅価格、あるいは生活費の急激な上昇が事
態を悪化させていると指摘している。ホームレス対
策の実施主体である自治体は改善に力を尽くしてい
るが、手に負えない状況になってきている。ホーム
レス1人に住む場所を提供するコストは年間37,000ド
ルほどだが、食事や医療その他支援に年間55,000ド
ルがかかり、納税者へ重い負担となっている。ホー
ムレス対策プロジェクトは2016年11月、BC州と連邦
政府に、自治体やコミュニティと協働し、2017年末
までに①ホームレスになる前の予防的対策をとり、
②ホームレスを支援し、③ホームレスの状態から脱
却する方法を見つける緊急措置をとるよう求めた。
なかでも里親家庭にいる若者の自立のための住宅
確保、精神疾患や依存症を抱える人々への在宅ケ
ア、ワーキングプアの層が購入しやすい・借りやす
い公的住宅ユニットの増設を優先すべきとしている。

A医療制度の課題と貧困層対策
BC州住民は公的医療保険MSP（Medical Service 

Plan）への加入が義務付けられ、歯科治療、眼鏡や
補聴器、処方箋薬など以外、原則的に患者の窓口
負担はない。保険対象外となる処方箋薬について
は、MSP加入者が加入できる保険Pharma Careが
ある。MSPもPharmaCareも保険料は世帯収入に応
じて異なる。MSPの保険料は最高、年収42,000ド
ル以上の1人世帯で月額75ドル、大人2人世帯で150
ドルである。年収24,000ドル以下の層は保険料が免
除され、2017年からは子どもと高等教育を受けてい
る扶養家族も保険料を免除されるようになった。さ
らに2018年からは、収入が120,000ドル以下の家庭
（対象は200万人）の保険料を半額とし、保険料免
除の収入上限を2,000ドル上げる。
医療サービスは、まずはファミリードクター（general 

practitioner, GP）の診察を受け、必要に応じて専
門医や総合病院が紹介されるシステムとなっている。
ファミリードクターがいない場合や、その予約が取
れない場合は、walk-in clinic（夜間や週末診察を
しているクリニックが多い）を利用するが、ファミリー
ドクターを持たない人が多く、医者の数も不足して
いるため、クリニックは常に混雑していて待ち時間
も長い。MSPによって患者の窓口負担はないが、
医療費はBC州の財政に直結しているので出費を抑
えるために医療器械の整備が遅れていたり、医療
従事者の給料が低く抑えられたりするという。医者
は治療費の高いアメリカで働き、国内では医師と看
護師不足が生じ、重症でない患者は検査も治療も
長い時間（時には数ヵ月）待機させられることが問題
視されている。
BC州では、2017年からの3ヵ年で保健省サービ

スに対して42億ドルもの追加予算を計上している。
予算計画では「ヘルスケアに対する記録的高水準の
投資」としているが、うち1億ドルは若者を対象にし
た精神保健と物質使用の問題対策に使われる。カ
ナダ精神保健協会BC州支部によれば、BC州の若
者の7人に1人は精神疾患を抱えている/いたことが
あり、精神疾患の50～70％は18歳になるまでに症
状が表れ、子どもの発達に大きな影響を与えると指
摘している。

A薬物
カナダ統計局が2013年にまとめた違法薬物に関

する統計結果によれば、カナダ国内では1991年から
犯罪率は50％に減少しているが、薬物が関係する
犯罪は52％増加している。カナダタバコ・アルコール・
ドラッグ調査結果（2015年統計局）では、2013年の
1年間で15歳以上のカナダ人の11％ がカナビス（大
麻）を使ったと申告していた（15～19歳の22％、20
～24歳の26％、25歳以上の8％）。また34％のカナ
ダ人がこれまでカナビスを使ったことがあると回答し
た。さらにカナダ人の2％はコカイン、クラック、スピー
ド、エクスタシー、幻覚剤（ハルシノジェン）、ヘロイ
ンなどカナビス以外の薬物を過去1年に使ったと答
えている。
2013年の薬物関係の犯罪調査結果（カナダ統計

局）では、他の犯罪に比べて薬物が関わる違反行為
は若者に多く、最も多い年齢層が18～24歳（犯罪
発生率は10万人あたり1,176件）で、12～17歳（741件
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/10万人）、25～34歳（580件/10万人）となっている。
BC州は1982年以来、国内10州のなかで最も薬
物犯罪率が多く（サスカチュワン州が若干高かった
2012年を除く）、2013年の薬物をめぐる犯罪発生率
は10万人あたり564件であった。しかし、連邦直轄
領の準州ではさらに高く、2013年、北西準州（人口
の半分が先住民）では1,289件/10万人、ヌナブット
（イヌイット自治政府がある）では1,051件/10万人、
ユーコン準州（白人が70％、先住民が25％）では564
件/10万人であった。

£BC州における薬物対策の一例

バンクーバー発祥の地とされるガスタウン近くに
は、ホームレスや薬物依存症の人々、HIV感染者が
多く集まる地区ダウンタウン・イーストサイドがある。
治安の悪さで有名なこの地域には、InsiteとOutsite
という薬物依存症対象の施設がある。「Insite」は看
護師や精神保健ワーカーのスーパービジョンのもと、
所持している違法薬物（ここでは違法性は問われな
い）を“正しく”使用できる、清潔で安全なinjection 
site（注射場所）である。薬物の過剰使用による死
の予防、HIVリスクの軽減（注射器や針の共有によ
る注射薬物使用者のHIV感染を防ぐ）、依存症治
療へのつなぎ、治安の改善を目的に、ヘルスケアに
アクセスできない麻薬使用者、物質依存症や精神保
健の課題を抱える者、ホームレスやシェルター生活
者、先住民、依存症を克服できない者などを受け入
れる。バンクーバー公共保健局（バンクーバーコース
タルヘルス）とイーストサイドのコミュニティ（NPO）が
運営しており、薬物についての教育、清潔な使用器
具（注射器や針など）の提供、カウンセリング、地域
の住宅確保や解毒、依存症回復プログラムへの紹
介などを行う。「Onsite」は、薬物使用者の介護、ア
セスメント、治療施設への紹介を行う看護師などの
ヘルスケアワーカーが常駐する入所施設である。
2015年の2施設の利用者はのべ26万人あまり。
2015～16年度の運営予算（バンクーバー公共保健
局）は、Insiteは294万ドル、Onsiteは145万ドルで、
予防・治療支援に重点を置いた予算配分であった。
なお、同年度、同保健局では、精神保健と薬物使
用対策の地域支援サービスに2億3100万ドルの予算

を割いている。

A若年妊娠
カナダにおける10代の妊娠は1990年から大きく減

少している（表2）。2010年、カナダにおける10代の
出生率（1,000人あたりの出生数）は13.5であった。
国連2011 Demographic Yearbookによれば、国際的
に見てカナダより数値が低いのはドイツ8.9、スウェー
デン5.9、フィンランド8.5、オランダ5.1、デンマーク
5.0、スイス3.9などで、高いのはロシア27.9、英国
25.0、米国34.3（Hamilton and Ventura, 2012）など
であった。
カナダでは、妊娠すると産んで自ら育てる（母子

家庭には母親手当または福祉援助金がある）、養子
縁組の措置をとる、中絶をする、の選択肢がある。
養子縁組は「Adoption Act（養子縁組法）」の下、
BC州政府または州から認可を受けた養子縁組支援
団体（NPO）が斡旋を行う。乳児の養子縁組は民
間団体に委ねられている。

カナダでは人工妊娠中絶が合法注2）で、毎年2万
人の10代が中絶をしている。医師は親やその他の支
えとなってくれる大人に妊娠を伝えるよう勧めるが、
中絶に親の承諾は必要ない。BC州では費用はMSP
によってカバーされ窓口負担はない。親などに告げ
ずに手術をした場合、医療機関は記録を残す必要
があり、10代の人工妊娠中絶に関する情報は全て保
健省が非公開で管理しているとされているが、実際
は保健省に報告されていないケースが相当数あると
みられている。　        （文責：事務局　田中　恵子）

1990年 2001年 2010年

出生率
カナダ 25.5 16.0 13.5

BC州 － － 9.6

中絶率
カナダ 19.4 19.4 14.7

BC州 － － 19.9

妊娠率
カナダ 44.9 35.4 28.2

BC州 － 34.7 29.5

●表2：カナダの15～19歳1,000人あたりの妊娠・出産・
　　　 人工中絶率
出典：Trends in Canadian National and Provincial/Territorial 
        Teen pregnancy Rate

注2：妊娠人工中絶については、倫理観や、カナダ憲法で保障されている生存権、自由権、安全権、あるいは刑法による中絶の違法性などを
めぐり1980～90年代を中心に議論となってきた。胎児の生存権と、女性の自らの身体を管理する権利と子どもを持つ/持たない決定
の尊重が主な争点だが、1988年、連邦の最高裁判所が、刑法は女性の権利を否定しているとして連邦による中絶違法の訴えを棄却し
ている。現在、州によって中絶できる医療機関がない、保険が適用されないなど対応に違いがある。
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カナダ 日　本

総人口2015 （子人口2013） 3,629万人（2016）（744万人） 12,714万（2,020万人）

首都 オタワ（約149万人） 東京（約1,300万人）

政体 立憲君主制 立憲君主制

合計特殊出生率（2015） （224地域中） 1.59（184位） 1.4（211位）

GDP（国）（2015）10億US＄（189ヵ国中） 1,550（10位） 4,124（3位）

GDP（一人当たり）（2015）US＄（188ヵ国中） 43,280（17位） 32,479（26位）

国民負担率 42.8％（2012） 41.6％（2014）

所得間格差（ジニ係数） （2013）（37ヵ国中） 0.32（18位） 0.33（15位）

貧困率（2013） （35ヵ国中） 12.6％（16位） 16.1％（7位）

子どもの貧困率（2012） （35ヵ国中） 13.3％（12位） 14.9％（9位）

医療 原則無料（処方薬、歯科、リハビリは全額負担） 3割負担

教育 公立校（95％）は高校まで無料 一部負担

ブリティッシュ・コロンビア州 ケベック州

面積 944,735km2 1,542,056km2 1763年、北アメリカ大陸のフランス植民地
ヌーベルフランスは英国領下でケベック州と
なった。
1976年のケベック党政権誕生の下でフラン
ス語単一公用語化政策が進められた（その後
一部自由化）ことから英語系企業や投資がト
ロントなどに移り、一時、経済が低迷した。そ
の後復興しモントリオールを中心にハイテク
産業が盛んなソフトウェア情報産業の一大中
心地となっている。
1980年と1995年、独立住民投票が実施さ
れたが否決されている（1995年の投票結果
は賛成が49.42％、反対が50.58％であっ
た）。
人口構成（2011）：89 .7％白人、黒人
2.5％、アラブ系1.5％、先住民1.5％、ラテ
ンアメリカ系1.2％、中国系1.1％、南アジア
系1.0％、その他有色人種1.6％。

人口 475万（2016） 833万（2016）

子ども人口 90万人 162万人

州都 ビクトリア ケベックシティ

最大の都市 バンクーバー モントリオール

合計特殊出生率 1.41（2013）12位/
13州・準州

1.65（2013）10位/
13州・準州

GDP10億C＄ 250（2015）国内4位、
カナダGDPの12.6％

381（2015）国内2位、
カナダGDPの19.2％

GDP（一人当たり）C＄ 53,267（2015）
国内8位

46,126（2015）
国内10位

貧困率
10.4％（2012） 9.5％（2009）

（3位/10州） （7位/10州）

子どもの貧困率
19.8％（2016） 8.9％（2009）

（1位） （10位/10州）

公用語 英語 フランス語

■基礎データ

■ブリティッシュ・コロンビア州とケベック州

アメリカ合衆国

カ  ナ  ダカ  ナ  ダ
CANADACANADA

モントリオール市モントリオール市

ケベックシティケベックシティ
バンクーバー市バンクーバー市

ビクトリア市ビクトリア市

ブリティッシュ
コロンビア州
ブリティッシュ
コロンビア州

ケベック州ケベック州
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島 都市圏地域 BC州 州都

バンクーバー島 グレータービクトリア
（大ビクトリア） ビクトリア

面積 32,137km2 696km2 19km2

人口 75万人 38万人 8.6万人

紹介

北米大陸太平洋側で最
大の島。島の南端に州
都ビクトリアがある。
バンクーバー島として
の歴史は、英国とスペ
インが太平洋岸北西
部への海路の探検航
海が盛んであった頃、
1778年にキャプテ
ン・クックがノートゥ
カ島に上陸した頃に始
まる。先住民、スペイ
ン、英国の遺産が沿岸
部の地名に残る。

バンクーバー島の南端
と周辺の島、衛星都市
を包摂する都市圏。大
きな中華系コミュニティ
があるが、メトロバン
クーバーに比べて民族
的な多様性は薄く住民
のほとんどはヨーロッ
パ移民の子孫である。
ファーストネーション
の子孫も相当数おり居
留地が多いが、当地の
ファーストネーションの
大半は都市部に暮らす。

1871年、ブリティッシュ・
コロンビアが英国領カナダ
の州となった時、州都となっ
た。温暖な気候でカナダ人
の「退職後住みたい場所」
1位で、政府、退職者、観光
の町となっている。LGBTQ
コミュニティを擁するビクト
リアでは「LGBTQ2トラベ
ル」も観光局の柱で、休暇
はもとより事業をスタート
させ、移住するのに公平で
安全な場所とアピールして
いる。IT産業が発展し、自然
科学の研究所や教育機関
も多い。

■ビクトリア周辺■ブリティッシュ・コロンビア州地図

■メトロバンクーバーと訪問先の所在自治体

■メトロバンクーバー内自治体とその人口（2016年）

出典  http://www.metrovancouver.org/about/
        Pages/default.aspx

地方行政区 メトロバンクーバー内自治体

メトロバンクーバー バンクーバー市 リッチモンド市 サーレイ市 ニューウェストミンスター
面積 2,877km2 115km2 129km2 316km2 14km2

人口 230万人 － － － －

紹介

国内で3番目に人口が
大きい都市圏。メトロバ
ンクーバーは、州に28
ある地方行政区の1つ
で21の自治体、1つの
選挙区、先住民保留地か
ら構成される。行政府は
バーナビーにある。
※地方行政区は、飲料水
供給、下水道、ごみ処理、
土地の利用計画、建築
管理行政を行い、医療、
教育、福祉、法務、資源
開発などについては州
政府の管轄である。

カナダで8番目に人口が
多く、BC州内で最も人
口が密集している。人口
の52％が英語以外を母
語とする。古くからの移
民が多く65％が英語を
日常使っている。17％
は日常的に中国語を話
している（2011調べ）。
国際貿易、映画産業、天
然資源、科学技術産業と
観光業が盛ん。

人口の6割が移民で、国
内の自治体では移民の
割合が最も多い。2006
年から人口が4万人増
加し、そのほとんどは中
国や南アジアからの移
民で中小企業と小売業
の成長に寄与している。
サービス業、小売業、観
光、技術産業、軽工業、農
業、航空、漁業、政府など
の部門が盛ん。平均寿命
は85.7才で国内最高。

人口増加が目覚ましく、
30年後には今より30
万人増加すると試算さ
れている。0～19才の
割合は漸減しているが、
65歳以上が増えてい
る。親と同居する18歳
以上が増え、親と住む子
ども全体の33.3％を占
める。人口の43％が英
語以外を母語とする。ハ
イテク、クリーンエネル
ギー、製造業、医療、教
育、農業、アート産業が
急成長している。

ビクトリアがBC州首都
となるまで、中央政府が
あった歴史ある地であ
る。2006年から10年
で人口が16％増加し
た。移民は人口の3割ほ
どで、その半数は1991
年以降の転入者であっ
た。先住民は人口の
3％程度。人口の76％
は日常的に英語を話す
（2011年）。ヘルスケ
ア業、小売業、教育、ハイ
テク、光ファイバー産業
が盛んで近年アート産
業も伸びている。

ビクトリア

バンクーバー

●

●

● ●
●
●

●

●

プリンス・ルパート

プリンス・ジョージ

カムループス

ケロウナ
チリワック

アボッツフォード

バンクーバー島
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九州大学病院　子どものこころの診療部 

団長　山下　洋

はじめに
世界の子ども福祉政策の変化は1990年の子ども
の権利条約の発効と批准を経て四半世紀となる今、
国内でも児童福祉法の度重なる改正など急を告げて
いる。批准を受けて国内法でも権利主体としての子
どもが位置付けられ、これを保障する取り組みが子
ども福祉の領域でも具体的な目標となった。2005年
の子どもの権利委員会で採択された一般的意見7号
では、乳幼児の権利について理念のみならず実践
の領域におよぶ具体的な内容が示され、実現に向
けた積極的なアジェンダの構築を奨励している。乳
幼児精神保健に関する国際的な学術団体の一つで
ある世界乳幼児精神保健学会（WAIMH）でも一般
的意見7号を取り入れて乳幼児の権利宣言を2014年
に決議している。その中で子どもの権利の保障はそ
の人生のスタートの時点で開始されなければならな
いことが強調されている。
なかでも乳幼児の権利の基本原則の第2項注1）に

ある継続的な愛着のニーズに関する内容は子ども福
祉と社会的養護の主要な目標がパーマネンシーの保
障であることを再認識させるものである。これらは
また平成28年度の児童福祉法改正の眼目である、
‘ 1. 児童福祉法の理念の明確化として保護者を支援
するとともに、家庭と同様の環境における児童の養
育を推進すること、2. 虐待予防に向けた妊娠期から
子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包
括支援センターの設置や、3. 虐待を受けた子どもの
自立支援として一貫した里親支援や養子縁組里親の

法定化と養子縁組の相談と支援の強化’などの目標
にも対応するものである。
このような視点からカナダの社会的養護を概観す

ると子どもの権利条約の批准後に各州で定められた
子ども福祉の関連法注2）をみても子どものためのパー
マネンシー・プランを中心に据えて策定され改訂が
続けられている。さらに子どもの権利擁護とアドボカ
シーに関する諸法案も採択され組織的な実践が立ち
上げられるなど日本でも目指されている子ども福祉
の方向性をさらに推し進めた形になっている。そこ
で本報告書における柱を「乳幼児期から始まる虐待
予防の現状および子どもの権利擁護とアドボカシー
の取り組み」としてカナダBC州の現状の視察から得
られた知見と学びを紹介したい。

1. ブリティッシュ・コロンビア州の子ども福祉の
    歴史と現状
子どもの権利条約の理念を根幹とする社会的養護

を先進的に実現しつつあるカナダであるが、その子
どもの権利擁護とアドボカシーへの確固とした取り
組みは歴史的な反省に基づいている。すなわち過去
も現在においてもカナダにおける社会的養護は先住
民の子ども福祉の問題が密接に関わっている。カナ
ダ建国前の英国自治領の時代から、先住民の子ど
もたちは政府の同化教育の方針のもとでキリスト教
会によって設立されたインディアンレジデンシャルス
クール（寄宿学校）に親と分離され入所させられてい
た。これは19世紀における歴史上の事実にはとどま

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州の社会的養護と
                                     子ども虐待予防の現状に学ぶ
～トラウマからの回復と子ども虐待の予防に向かうレジリエントな文化の創造～

注1：WAIMHの乳幼児の権利宣言の第2項において“乳幼児のニーズに即した敏感で応答的な養育の関係性は、ヒトの発達に決定的に重
要であり、それによって、乳幼児の基本的権利を構成する。そのために、乳幼児は最も重要な主要な養育者との関係性を、継続的な愛
着の尊重と保護をもって、認識され理解される権利を有する。特に親との分離や喪失の環境においては。これは、乳幼児が自分自身を
表現するユニークなやり方に注意を払うことと、母親、父親、養育者および専門家に、関係性に基づく愛着行動の認識を教育すること
を、含意している”と明言されている1）。

注2：カナダでは州ごと独立して子ども福祉に関する法案が立法化される。例えば今回の視察先であるブリティッシュ・コロンビア州：以下
BC州でいえば1996年に成立した児童・家庭・コミュニティーサービス法Child, Family and Community Service Act；CFCSA、養子
縁組法 Adoption Act、2006年に成立した子どもと青少年代理人法 Representative of Child and Youth Actなどがある2）。

Ⅰ カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州の児童福祉カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州の児童福祉
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らない。レジデンシャルスクールがカナダで最後に閉
鎖されたのは1996年のことであり、100年以上の間、
カナダ国内で先住民の家族に生まれた子どもたちの
約3分の1が幼児期から家庭から引き離され、レジデ
ンシャルスクールで過酷といってもよい同化教育を受
けていたことになる3）。そして里親処遇が中心となっ
た現在においても社会的養護のもとにある（インケ
ア）子どもの5～6割が全人口では5％の先住民の子
どもたちである。この事実は社会学、精神医学など
様々な領域から検証され母性＼家庭的養育および出
自とする文化＼自然の中での営みを剥奪される苦痛
の世代間伝達の証左として反省と共に振り返られて
いる。その一方で歴史の過程で抱えたトラウマから
の回復に向けた社会全体による様々な取り組みは、
歴史文化的には全く異なる日本の社会的養護のあり
方を考える上でも貴重な知識と新たな視点を授けて
くれるものである。これについては次項以降に詳述
する。

（1）BC州における子ども福祉施策の変遷

BC州における社会的養護の施策は先住民の子
ども福祉を中心に展開した。このことは最初の社
会的養護の施設は1863年にキリスト教会によって
開設された先住民（Sto:lo nation）の子どものため
の入所施設（レジデンシャルスクール；寄宿学校）
であり、プロテスタントの子どもたちのための孤児
院が設立されたのは1873年であったという経緯に
も表れている。1876年にカナダ自治領は先住民の
子ども福祉の手段として寄宿学校モデルを法制化
し公式に導入した。1901年の児童保護法は当時
の孤児院中心の子ども福祉に国が後見となること
を定めたものであったが、先住民の子どもたちはイ
ンディアン法のもとに処遇され同化教育は1980年
代まで継続した。第2次大戦後の経済急成長のな
かカナダ国内の経済の不均衡も大きくなり、全世
界的にも民族興隆運動が高まった。米国でも単親
家庭、低所得家庭や非白人家庭から不均衡に社
会的養護への措置が行われている実情が明らか

になりパーマネンシーと社会的公正に向けて連邦
政府は1978年に“アメリカ先住民の子ども福祉に
関する法律”を制定し、続いて1980年に養子縁組
支援と子ども福祉に関する法律を整備した4）。同
時期、カナダでもケベック州などを中心に多文化
主義運動が活発化していた。このような状況下で
1981年、BC州でSpallumcheen居留地の先住民
と州政府の間で子ども福祉と児童保護に関する責
任の委託について合意がなされた。同年に1939年
に制定されて以来の児童保護法が家族子どもサー
ビス法として刷新され、親権停止処分の根拠は大
幅に削減され家庭を離れてインケアになることを予
防するための家族支援を拡大することが目指され
た。
このようにカナダでも米国においても先住民の

子どもの福祉問題への反省と社会的養護の視点
の画期的な転換点とは重なり合っており、北米
の児童保護サービスは互いにケアの連続性を重
視する理念を共有していると言えよう。BC州では
1984年に最後の寄宿学校が閉鎖され1991年には
先住民が子ども福祉の権限委譲と予算配分を受
けることが州政府によって議決された。これに続
いて1996年に児童・家庭・コミュニティサービス
法（CFCSA）が発行された。これは同年にカナダ
政府で批准された国連の子どもの権利条約に強く
影響を受けたものとなった注3）。同時に新たな養
子縁組法が発行され、その内容には先住民によ
る伝統的な養子縁組を認めることも含められた。
子どもの育ちの過程が親、家族、地域の文化から
分離され、個のライフヒストリーにおける同一性と
連続性、かけがえのない自分らしさの感覚を喪失
することから生じる様々な心理社会的な問題を踏
まえ、現在のBC州の児童保護サービスの根幹は
Family preservationとPermanency planに置か
れている。
このCFCSAの下でBC州の子ども発達・家庭

促進省（MCFD）が提供するサービスは子ども
や家族と協働的（collaborative）で分断しない

注3：2009年には子どもの権利委員会の一般的意見11号として先住民の子どもの権利が採択された。これまでの子どもの権利条約の発展
を参考にしながら、①「先住民の子どもの極度の貧困と発達への影響への懸念、②子どもの発達をホリスティックな概念としいて位置
付ける一般的意見5号にもとづき伝統や文化的価値の重要性や先住民族の子どものコミュニティーが伝統的生活様式を維持している
場合、伝統的土地の使用は、子どもの発達および文化の享受にとって相当の重要性を有すること、③代替養育において先住民族の家
族およびコミュニティーが子どもの養育責任を果たすのを援助することによってこのような家族およびコミュニティーの一体性を保護す
るために、効果的な措置がとられることを確保するべきであることなどに触れている。尊重されるべき先住民のアイデンティティーの在
り方として図2のようなスキーマがある。
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（inclusive）、個を尊重し（respectful）、子ども
中心の視点（child centered）で、家族の強みに注
目する（strength based）というポリシーが一貫し
ている。そこでは子どもの権利を保護するために
家族の絆と形態の分断や破壊を最小限に留めるこ
とを目指して、子どもと家族への説明責任に応え
彼らと協働するかたちでアセスメントとケアの提供
が行われる。家族の分断を引き起こす度合が小さ
い対応が優先されるケアの連続性のモデルは図1
に示す通りである（さらに法的手続きを含めた詳細
はP.35のMCFDの項を参照されたい）。
Family preservation（家族保全）とは子どもが

育つ環境としての家族の構造や子育て機能の丸ご
とを支え、護り、維持することである。そこでは
親子分離の危機にあたって家族が損なわれない
ようにするために、さらに家族成員相互の役割と
責任を維持するのを助けるべく、知識、資源、支
援、ヘルスケア、人間関係スキル、そして構造を
提供する計画的な努力が行われる5）。長期的な視
野に立った家族支援による予防的取り組みとは異
なり、家族の危機的状況に対して短期的かつ集
中的に行われる点では二次予防として位置付けら

れよう。このような家族の危機への介入と再統合
への努力が子どもの最善の利益において優先順位
の最上位を占め、ケアの連続性を中断させない拡
大家族による代替養育や養子縁組の推進がこれ
に次ぐという社会の取り組みの構造全体が、危機
にある子どもと家族にとってのPermanency plan
となる。本報告書で紹介するBC州の子ども福祉
の現状は、子ども虐待の発見システムの構築と保
護のための受け皿としての適切な里親ケアの整備
の取り組みの段階からさらに進んで子どもと家族
にとってのパーマネンシーと予防的な取り組みとし
ての母子と家族支援を中心に置く段階に到達して
いることが前提となっている。

（2）カナダにおけるアボリジニ
       先住民文化の回復と再生のプロセスから学ぶこと

ロイヤル・ブリティッシュ・コロンビア博物館で
は大きなスペースを割いて先住民の近代史と言語
文化の再生プロジェクトが展示されている。なか
でも後に“悲しみの学校”と呼ばれたレジデンシャ
ルスクール（寄宿学校）の歴史は最も重要な事実
として取り上げられている。同化教育の大義のも

家族のストレングスと
ニーズのアセスメント
総合的ケアプラン

家族支援サービス（5条）
家族開発対応（Family Development Response）
家族と協働したプランニングと意思決定

親の承諾の下での
子どもの保護
時間的制限あり （43条、45条）

拡大家族プログラム（8条）
子ども自身の同意（12.1条、12.2条）
＜インケア＞
自発的ケア契約（6条）
特別ニーズのための契約（7条）

分離（30条）………………… 法廷での審問
暫定的親権命令（35条）…… 法廷での審問
一時的親権命令（41条）…… 法廷での審問
継続親権命令（41条、49条）

親権の移管（54.1条）

養子縁組

親が子どものニーズを満たすことができない

●図1：家族保全と協働を重視したケアの連続性に基づく社会的養護のプロセス
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とでカナダ政府と教会によって設置運営された寄
宿学校を先住民の固有の生からの様々なレベル
での剥奪の歴史を象徴するものとして、Loss of 
Resource, Loss of Connection, Loss of Children, 
Loss of Language という印象的なフレーズに要約
している。19世紀末から20世紀初頭にかけてのカ
ナダ国内の寄宿学校での死亡率は40％に上ったに
も関わらず5歳から15歳までの先住民の子どもたち
は入学し生活することが義務付けられ、そこでは
自らの母語を禁じられ用いると厳しく罰せられた。
BC州では1986年に、カナダ全体では1996年にす
べての寄宿学校が閉鎖されたが、スティーブン・
ハーパー前首相がその歴史を先住民の子どもたち
に対する虐待と放任であったとして公式に謝罪し
たのは2008年のことである。19世紀以来、先住
民は開拓者との競合を通して親しんだ風景や生活
の糧を失うと同時に寄宿学校などの施策によって
固有の文化そして文化を伝承する家族の絆と言語
を喪失していった。母子の愛着の絆を象徴するマ
ザリーズのような母語の響きとそれを包み込む家
族や親族の会話や語りによって伝承される生活の
知恵や癒し、それらをCradle of Language（言語
のゆりかご）と先住民の言語文化再生プロジェクト
では呼んでいる。このゆりかごの剥奪による子育
て文化の伝承の破綻は何世代にも亘って深刻な影
響を及ぼすことになった。

20世紀末に行われたカナダ国内のメンタルヘル
スの疫学調査において先住民、イヌイット、その
他のカナダ国民について精神保健の問題の有病
率を比較調査したところイヌイットは他のカナダ国
民に比べて6～11倍、先住民は2倍の自殺の発生
率を示し、特にイヌイットの人口1万人中135件とい
う数値は世界的にも最も高いものであった。自殺
企図について比較してもカナダ全体では女性4％お
よび男性2％、先住民のグループでは女性19％お
よび男性13％と既遂と未遂に性差がみられること
は全体の人口における傾向に共通するが頻度の差
は明らかであった。特に自殺の頻度の高い15歳か
ら24歳の青年期を比較すると、先住民の若者は
カナダの全国平均の5～7倍の自殺既遂率であり、
親族に自殺歴があるか親が寄宿学校で生活したと
いう生活史がある場合に特に高かった。またうつ
病の罹病率も先住民の成人では全国平均の2～3
倍と高い一方でイヌイットでは全国平均以下という
他の傾向とは矛盾する結果となったが、自殺率の
高さから見てイヌイットではアルコールなどの物質依
存や暴力の問題によってうつ病の問題がマスクさ
れている可能性が高い6）。さらにアルコールなどの
物質依存の問題もBC州の先住民では重大な問題
となっており、先住民では一般的な飲酒の日常習
慣はカナダ全体よりむしろ低い一方で、飲酒が依
存につながる率が高いことが示されている7）。さま
ざまな喪失がもたらした苦悩への自己処方として
の嗜癖・依存の問題はインケアの青少年や若年の
妊婦においても重大な課題として取り組まれてお
り、その実例のいくつかを後述する。
このような疫学的事実や精神医学的、社会学

的なケース・スタディーからKirmayerら8）は北米
の先住民のメンタルヘルスの問題を米国、カナダ
政府が行った植民地化、文化的抑圧と圧制による
“歴史的トラウマ”と位置付け、欧州のホロコース
トが生んだ甚大な人間精神への災厄と同等のもの
として比較検討した。先住民の苦悩についての精
神医学的、心理的な分析と社会学的言説の集積と
融合によって、暴力の形態は変わってもトラウマ反
応の在り方は人類共通であることが示された。そ
して現在のカナダでは、この認識から出発して構
造的・組織的暴力の世代間伝達の機序を明らかに
し回復への道筋を見出そうという試みが広がって
いる（図3）。植民地化の過程がもたらしたコミュニ

先住民の統治権
土地・風習

民族

コミュニティー

子ども

家族

氏族／長老

伝統的な
法と価値

土地と資源

●図2：先住民の人々の自己決定の歴史と目標
先住民自身の管轄権に向けたモデルの中心には
子どもがあり、自らの土地に住まいコミュニティー
の長老と家族に守られる31）
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ティーの弱体化から尊厳とケアでつながるコミュニ
ティーを再獲得すること、さらに個人と家族のウェ
ルビーイングに向けたアディクション・ケアまで、
社会的・文化的・心理的介入が重層的に実践に
移されている。
社会的介入としては権利の返還・賠償と尊厳の
回復に向けた真実和解委員会の設置、及び社会
的養護システムの決定と運用の権限の先住民コ
ミュニティーへの委任（後述）がある。またメンタ
ルヘルスの問題の文化的フォーミュレーションと介
入として、先住民の文化の実践そのものをスピリ
チュアルな次元での尊厳の回復につながる治療的
介入として価値づけ尊重する取り組みがある。こ
のような個人と集団の癒しやレジリエンスの回復
に向けた社会による取り組みの一方で、歴史的ト
ラウマの主唱者として心理社会的介入に取り組ん
できたのは専ら精神保健の専門家たちである。そ
の取り組みは複雑性トラウマとしての広範な精神
医学的問題やそれらが世代間に伝達される実態を
明らかにしてきた。特に中断された愛着と複雑性
トラウマという心的外傷理論は、世代を超えた広
範な心理社会的困難を精神医学的問題としてよく

統合する枠組みを提供している9）。複雑性トラウ
マ障害の鍵となる項目は以下の通りである。
 ・ 悲しみ、希望のなさ、抑うつ（希死念慮）
 ・ 愛着の絆や関係性における中断・破たん
 ・ 情動制御の困難、感情や自我状態の調整にお
ける困難

 ・ 人間関係において信頼感を持つことの困難
 ・ 自己認識における否定的変化（恥の感覚など）
 ・ 世界・他者理解における否定的変化（スティグマ、
孤立、社会の周縁にあるという無価値観）

 ・ 感情の鈍麻あるいは対処できない否定的感情を
紛らわすためのアルコールや薬物の使用

 ・ 人生や世界に対する意味の喪失
複雑性トラウマは、個人や家族のミクロレベル

での小児期から続く虐待や放任の体験に対する
外傷的ストレス反応として定義されている。先住
民のウェルビーイングを損なう多様な情緒・行動
上の問題についても、ストレス関連疾患としての
複雑性トラウマ障害という医学的診断の枠組みに
包括されることで医学的な治療的介入が可能とな
る。その一方で医療とヘルスケアシステムの中で
確立された言説－実用的現実主義により、社会的

民 族

家 族

個 人

コミュニティー

生理的ストレス制
御機能のエピジェ
ネティックな変化

親からの強制的な分離
同一性に対する誹謗中傷
文化的抑圧
身体的・性的虐待

低い自己評価
精神保健の問題
子育て困難

第１世代

生理的ストレス制
御機能のエピジェ
ネティックな変化

低い自己評価
精神保健の問題
子育て困難

第2世代

生理的ストレス制
御機能のエピジェ
ネティックな変化

低い自己評価
精神保健の問題
子育て困難

第3世代

家族機能不全、家庭内暴力、虐待子どもの喪失、悲嘆、怒り、希望のなさ

すべての世代での子どもの喪失
コミュニティーへの否定的な
ラベル付けやステレオタイプ化

コミュニティーの未統合化、葛藤、社会問題

政治的無力化、集団的同一性の喪失、ジェノサイド

●図3：歴史的トラウマの世代間伝達8）

　　  トラウマと喪失は多次元の経路で世代を超えて伝達される。
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な問題の過剰な医療化（Medicalisation）や保険
医療制度内への規格化も生じる。これは先住民コ
ミュニティーが本来備えているスピリチュアルな癒
しの文化とはなじまないものである。またインケア
の先住民を取り巻く社会的経済的な不公正さと繰
り返される喪失や希望のない経験は現在も進行
するものである。社会的意味体系においても先住
民としてのアイデンティティーの価値を下げ、社会
経済的な不公正を正当化する人種主義などの言説
に直面している現実は、医療では解決できない側
面である。個人の問題として対処するために問題
を医療化しようとする動きに対して、心理学・精
神医学的問題としてラベルづけられた問題を脱ス
ティグマ化し再度社会化しようという自由と解放に
向けた理想主義とのあいだで揺れ動く複雑な交渉
の過程に当事者は置かれてきた。この難問に対し
て現在のカナダ社会は、これらの個人、家族、社
会、文化のそれぞれのレベルでみられる問題を分
断することなく重層的かつホリスティックに理解す
るという態度を選択し、実践している。この視点
は北米中心のDSM5などの精神医学の診断システ
ムに対しても、医学的には主流である脳科学とエ
ピジェネティクスの枠組みに文化的フォーミュレー
ションやスピリチュアルな次元の価値を取り入れた
多元的共存主義として強い影響力を持ち始めてい
る10）。

2. カナダにおける周産期の子ども虐待予防の現状
    －養育困難の世代間伝達は妊娠期から
       始まっている－
全世界的に子ども福祉が家族支援や予防的対応
へとシフトチェンジをするなかで、国によって社会の
抱える課題は違っても養育困難注4）が世代を超えて生
じ、社会的養護を繰り返し利用するという共通する
事実に直面している。カナダの先住民の女性にとっ
てそれは子どもの分離（Child Apprehension）の世
代間伝達であり民族に伝承された子どもを親から奪
い去る魔物の物語の悪夢の現実化である11）。早期
介入を推進しても繰り返される不適切養育の過程を
分析するとライフコースの中で妊娠・出産がターニン
グポイントとなることが明らかになる。そこで予防的

介入のターゲットとして周産期の母子と家族が抱える
困難が一層注目されるようになった。日本国内でも
妊娠期から子育て期に向けて切れ目のない支援シス
テムを構築し、母子の健康を包括的に支援すること
が目指されている。実践においては支援のニーズを
もつ母子と家族にどのようにアクセスするかが第一
の課題となる。

（1）危機にある妊産婦のケアの地域での取り組み

マルセ国際周産期精神医学会では、母親のメン
タルヘルスと安全な子育てのために、ユニバーサ
ル・スクリーニングとして心理社会的リスク要因の
アセスメントと、一般的な精神症状のスクリーニン
グを周産期のケアシステムに導入することを推奨し
ている12）。その一方で実際の導入の取り組みは北
米や先進諸国においても、精神保健の問題のスク
リーニングに対して妊産婦の受け入れが乏しいバ
リアーが存在するという周産期医療の臨床スタッ
フの懸念からそれほど進んでいない実情もある。
妊産婦当事者への電話面接による調査ではメンタ
ルヘルスの支援のためのスクリーニングをむしろ
期待しているという、ケア提供者の側の先入観を
修正する結果がカナダ国内のアルバータ州での調
査でも示されており13）、コミュニティー全体でのス
クリーニングの取り組みが今後一層推進されてい
く状況と考えられる。この意味で周産期精神保健
の地域全体での取り組みの状況については日本と
北米でその段階に大きな差はないと考えられる。
視察を行ったBC州のビクトリア地区では妊産婦全
てに向けた精神保健のポピュレーション・アプロー
チとして妊娠期からのユニバーサル・スクリーニン
グを、ハイリスク・アプローチとしてメンタルヘルス
の問題や心理社会的にニーズをもつ妊産婦むけの
集中的（Enhanced）支援プログラムを提供してい
る。地域医療を担うIsland Health Authority（バ
ンクーバー島保健局）は両者のアプローチを包括し
てRight From The Startという妊娠期から2歳ま
での継続的なプログラムとして実施している。先
述した北米での周産期メンタルヘルスの状況を鑑
みるとビクトリア地区は北米でも先進的な取り組
みをしている地域と言えよう。

注4：発見と保護から予防的介入や早期介入へのシフトを考慮すると子ども虐待や不適切養育という用語が多用されることは社会的スティグマ
として作用し、家族や地域での協働作業による支援や介入をむしろ困難にしているのではないかという見解も増えている。家族の視点
からは子育て困難や子育ての失調などの表現が用いられている14）。
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ポピュレーション・アプローチの実際としては、
ユニバーサル・スクリーニングとしてエジンバラ周
産期・産後うつ質問票などの自己質問票とともに
アルコール喫煙など物質依存につながる不適切な
健康関連行動についての一定の質問によるアセ
スメントが、地域保健を通じて妊産婦に関わる助
産師、保健師によって行われていた（付表3・4参
照）。またスクリーニング後の集中的支援プログラ
ムでは、出産のための入院前からの病院との連携
や短期的な介入やセルフヘルプの促進のためのカ
ウンセリング、精神医療への紹介などが産後まで
継続して実施されていた。また産後のサービスと
して退院して24時間から48時間以内に電話や訪
問によって母児とコンタクトをとることが全例に対
して行われていた。
一方、ハイリスク・アプローチとしては、後述す
るNPOが運営する薬物依存や心的外傷をもつ女
性に対する個別の支援プログラムが用意されてい
る。これらの取り組みの中には地域で薬物依存や
非行の問題に対してアウトリーチ活動をしてきた支
援機関がプログラムを立ち上げ、20年以上継続し
ているものもある。このように活気ある積極的な
NPOによるハイリスクの母親たちへのケア・プロ
グラムの先行と充実がカナダの特徴といえよう。
ビクトリア地区ではさらに地域での予防的なアウト
リーチ型の取り組みとして、全米ではすでに取り
組まれその有効性が実証されているナース・ファミ
リー・パートナーシップ・プログラムが若年の初産
の女性を対象に2017年から導入される予定である。

（2）インケアの母親と支援者たちのチャレンジ

カナダを含む北米諸国の周産期精神保健の取
り組みで日本と大きく異なるのは、心理社会的ハ
イリスクの妊産婦に対する集中的かつ継続的な支
援とケアのシステムと受け皿が充実している点であ
る。ハイリスク・アプローチの対象となる妊産婦は、
望まない・予定外の妊娠、10代の妊娠、貧困や
性暴力、ドメスティックバイオレンスの被害、薬物
依存などのリスク要因を持つ女性たちである。こ
のような女性は出産に向けて安心して定住できる
住居を持たないホームレスの過酷な状況に置かれ
ている場合も多く、安全な住居の提供を含むケア・
プログラムが州政府の援助・委託を受けたNPO
や民間組織の精力的な活動によって運営されてい

る。先住民の女性の多くが複数の心理社会的な
困難のある状況に置かれている点でこのようなケ
ア・プログラムを受ける対象となっている。
先住民も含むハイリスクの対象ではアルコール

など薬物依存の問題が深刻であることは先述の通
りであるが、周産期においては胎盤を通じてアル
コールや依存性の薬物が移行し胎児が曝露される
リスク、心的外傷を受けるような脅威に満ちたスト
レス状況に女性が曝露されることの心身への影響
など母児双方が大きなリスクに直面する。カナダ
国内で触法少年や物質依存の問題に長年取り組
んできた非政府支援団体Boys & Girls Clubが、
その理念や経験とスキル、アウトリーチ活動を通
じて培った地域のネットワークを活かして危機にあ
る妊産婦と母子のケアに取り組んでいる。支援の
内容はアディクション・ケアの理念に基づき、ピア・
サポートとしての関係性と傾聴の態度を基本とす
る。一貫して寄り添い批判や断罪（judgement）を
しない態度は今回視察した支援団体をはじめとし
て多くに共通していた。その一方で貧困や暴力の
リスクの中で生き残るために有用な知恵とスキル、
リテラシーをわかりやすく体系的な心理教育を通
じて提供する。またトラウマ・ケアの最新のエビ
デンスに基づく介入も共通しており、理解ある家主
に提供された住居での生活を通じて第一に安全
の感覚を体験し、さらに心理教育により困難な状
況を乗り切るための安全な健康行動や生活習慣、
さらには対人関係を築くスキル、自らの感情への
気づきや制御の手立てを学んでいく。心理教育の
教材の内容には脳科学研究に基く触法行為や物
質依存につながりやすいリスク追求行動と思春期
の脳機能の発達過程の関連についての科学的な
解説が含まれる。そこから生じる制御できない感
情や自傷行為についての自己理解と有効な問題
解決スキル、睡眠や食事の在り方がメンタルヘル
スに与える影響について最新のエビデンスに基づ
く知見を取り入れた総合的なプログラムを各団体
が用意している。たとえばBoys & Girls Clubが
提供するYouth Prenatal ＆ Parenting Program
では15歳から21歳の自立のためのスキルとキャリ
アの獲得への移行の過程にあるホームレス状況や
インケアにある若年女性が妊産婦としてこの支援
サービスを利用する。周産期の1年間を安全な環
境で生活しながら家主やアウトリーチ・スタッフに
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よる一貫したケアと心理教育を受けることによっ
て、ライフコースを前向きのものへと変えるターニ
ングポイントとすることが目指されている。妊娠・
出産・育児を通じて女性が自分自身と子どもの心
と体の健康に向き合い、必要なケアや支援を受け
ることは、不適切な養育やトラウマの世代間伝達
や社会的不利の負の連鎖を断つ2つとないチャン
スであることは言うまでもない。しかしながら様々
な精神医学的、心理学的な問題をも抱えながら社
会的な自立と親になることの両方を短い移行期間
に達成することの困難もまた大きく、周産期を超
えて2～3年の支援期間を必要とする母子も少なく
ない。BC州でもバンクーバーなど急成長する都市
部は、多様な雇用の創出や獲得の機会の一方で、
高騰する住居費などの経済的ジレンマを抱えてい
る。視察を行ったAunt Leah’s Placeも里親であっ
た女性が社会的養護を出た後に、ホームレスの危
機に置かれた母子の生活支援のために住居付き
の移行支援の提供を目的に設立したNPOである。
住居付きの移行支援は急速に変化する社会経済
状況の影響を直に受けており、社会的養護が直
面する社会経済的不公正に向き合って周産期以降

の母子の生活支援の場の獲得に向けて資金と支
援者と住居の獲得のための精力的な広報活動を
行っている。
このような広報活動に支援を受けている当事者

自身が関わることを通じてエンパワメントを行うこ
とが目指されている。視察時には社会的養護の出
身者である先住民の女性から、薬物依存などに
よる子育て困難から子どもと分離の状況にあり依
存からの回復と家族の再生を目指していることが
語られた。このようなアウトオブケアの女性に対し
てAunt Leah’s Placeではリプロダクティブ・ヘル
スからアディクション・ケアまで回復の道のりに必
要な知識とスキルを情報提供する一方で、当事者
が語ることを批判しない傾聴の態度を関係性の中
心に置いている。そして支援者と協働してのアド
ボカシー活動の中で当事者自身が自分の役割を演
ずることで、自らの語りは回復に向けて社会的な
意義を持つ言説となり、表現活動となる。個別の
語りが少数者の言説としての集合的な表現活動と
して共有されることは、翻って個々のアイデンティ
ティーを強化し新たな体験とメタファーを生み出す。
回復に向けた実践は、首相による謝罪という歴

言説形成、社会的相互作用と
集合的（民族的）なエナクトメント－表現活動

（文化、言語、歴史、社会制度とその実践を通じた）

語り（ナラティブ） 自己表象と
社会的地位

間主観性と
個としての体験

比喩 イメージと
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●図4：回復に向けた実践活動の多文化精神医学的側面32）　－エンボディメントとエナクトメントのルーピング効果－
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史的イベントから自己決定や権限委譲の推進とい
う歴史的な時間軸のレベルから、言語や文化を再
生する活動の体験から自伝的な語り（ライフストー
リー）やアイデンティティーが形成される個人の成
長の時間軸、日々の生活の中で固有の文化にもと
づく振る舞いやファッション、表現活動を行うこと
で自分のアイデンティティー（自己表象・社会的地
位）にフィットする比喩や語りを見つけるという心
理的ウェルビーイングの時間軸という複数のレベ
ルで重層的に進行している。妊娠期からスタート
するトラウマからの回復と子育て困難の解消に向
けた取り組みにおいて、NPOが実現しようとして
いる住居確保から始まる治療共同体はまさに北米
の多文化精神医学の立場からKirmayerら32）が提
示した歴史的トラウマからの回復の道筋のスキーマ
（図4）を具現化するチャレンジと言えよう。

（3）里親による児童保護システムを支える乳幼児
       精神保健の実践

周産期の社会的養護のシステムの子どもの側の
受け皿においても、出生時から特別な子育ての
ニーズを持って生まれてくる子どもに対応できる知
識と経験、スキルをもった里親が専門里親として
資格化されるとともに、ニーズに応じた安全な処
遇のための基準が明確に定められている。出産
直後からの子どものニーズに合わせた個別化した
対応は、周産期に受けた子どものダメージを最小
化し、その後の養育困難や発達の問題の予防に
つながる。BC州では専門里親は提供するケアに
よって3つのレベルに分けられている。レベル2の
里親として視察したAngela Hatch氏は看護師と
しての専門性を活かし、医療サポートの必要な赤
ちゃんを受け入れている。その多くが物質依存の
母親から生まれた赤ちゃんである。アルコールを初
めとする様々な依存物質に曝露された乳児への対
応の経験から、出生直後の中毒症状や離脱症状
への医療的対応から神経発達のアセスメントと、
その段階に応じた生活環境における刺激統制や
愛着形成を促す関わりや、発達促進的な活動ス
ケジュールまでを細やかなマニュアルにまとめてお
り、Safe Babies Home Programとしてマニュアル
に基づく訓練を受けた専門里親がケアを提供して
いる。
視察では乳幼児精神保健の実践家であるエ

モン医師から、ケベック州モントリオールでの
Montreal大学乳幼児精神保健サービスの取り組
みが紹介された。ケベック州はBC州とは異なり、
保健福祉省の下に医療と福祉サービスが横並びに
集約されているという特徴がある。そのサービス
は1次から3次ラインの3段階に階層化され各ライン
ごとに必要な専門性のレベルが共有されるため、
小児医療、精神保健、児童保護のサービスの円
滑な連携が可能になっている。このシステムによっ
て子どもの身体発育や関係性の問題、養育者の
精神保健の問題までが共有され、親と子それぞ
れへの介入がなされやすいというメリットがある。
階層化した多職種による介入によって、精神的問
題の重症度や親子間のアタッチメントについて親
と子、関係性の視点からの多面的で十分な検討が
可能になる。子どもの重症なアタッチメント障害な
ど子どもの側の特別なニードとの養育環境のマッチ
ングとして、里親のスキルや経験の専門性と同時
に親の側のメンタルヘルスやアタッチメントの問題
の評価も行い、親向けの支援プログラムや重度の
反応性愛着障害への専門的な対応ができる幼児
グループホームなど、重症度に応じた治療や支援
サービスの処遇決定を支援している。カナダの児
童保護システムにおいて乳幼児期の子どもの特別
なニーズへの対応を促進するために、乳幼児精神
保健サービスは重要な役割を担っている15）。

（4）多世代の物質依存からの回復に向けた
　　先住民コミュニティーの取り組み

近年心理社会的ハイリスクの若年層に蔓延する
物質依存の問題の子育て機能や胎児・乳幼児の
発達への影響について、医学的な知見が急速に
蓄積されている。妊娠期のアルコール摂取によっ
て起こる胎児性アルコール症候群（FAS）はアル
コール依存症に罹患した女性の子どもでは3分の1
という高い頻度で見出され、重度の知的障がいか
ら視覚運動における協調の発達の障がいや不注
意多動及び学習障害まで様々な程度の神経発達
の障がいやアンバランスを示す16）。神経発達の問
題は乳幼児期の身体や運動機能の発達から就学
後の学習、思春期以降の社会適応まで幅広く否
定的な影響を与え続ける。FASの子どもに見られ
る無差別な親密さや多動衝動性が不適切な性行
動にもつながりやすく、様々な搾取や性被害への
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脆弱性ともなっている17）。カナダの刑事裁判シス
テムでは受刑者における胎児性アルコールスペクト
ラム障害（FASD）の罹患率の高さが明らかとなっ
ている。BC州の12～18歳の触法少年においても
FASの頻度は23.3％と高く、入院治療のできる触
法ユニットが必要となる事例も多かった。同じく
BC州の里親養育などのインケアの14～19歳の若
者について調査するとFASDの頻度は11.7％と推
計されインケアの半数を占める先住民の若者では
18.8％、非先住民の若者では5.5％と差が見られ
た。児童思春期のFASに対するヘルスケアや刑事
裁判や矯正システムのコストを試算すると、カナダ
国内で97億ドルにも上ることが示された18）。特に
北米の先住民では開拓者が持ち込んだ致死的な
感染症のパンデミックによる人口減少とともにアル
コール摂取の習慣がコミュニティーに浸透し、家
庭機能を麻痺させ地域社会全体を弱体化させる
要因となった。アルコールの過量摂取は現在でも
親自身の健康問題や社会的機能障害の主要な原
因となっており、その家庭で育った若者では思春
期早期から飲酒を開始するなど世代間に浸透する
物質依存の問題として連鎖している。特に若年の
女性の物質依存はリプロダクティブ・ヘルスを脅か
し、乳幼児の側のFASによる発育困難と親側のペ
アレンティングの障がいとが重なり合って社会的養
護への過度の依存へとつながっている。Nuttonら
は社会精神医学の視点から、この歴史的経過を
北米の先住民コミュニティーにとってのBig Event
と呼び物質依存の問題を7世代にわたる歴史的ト
ラウマの一部として位置付け、その解決にはBig 
Solution（包括的な介入）が必要であると提唱して
いる19）。先述の周産期の母子の支援団体も母親
への心理教育の重要な項目として物質依存やFAS
を取り上げるなど公共に認識される言説となってい
る。同時に先住民のコミュニティーでも社会適応
に困難を示す若者たちが持っているFASへの気づ
きが高まっている。そしてFASをもつ子どもたちに
は肯定的かつ一貫して組織だった育児やしつけの
提供が必要であるが、その実行が困難な親の側に
もFASの症状があることが気付かれ始めている。
インケアの子どもたちと親たちの社会不適応や触
法の問題そして虐待や放任を道徳や倫理の側面だ
けでなく脳科学や発達医学の観点からも理解する
ことは、当事者に特別なケアのニーズがあることの

気付きを与え、生活環境やヘルスケア・教育システ
ムに主体的に働きかけていくきっかけを提供し、
最終的には当事者のコミュニティーの有力化につな
がる20）。多世代にわたるFASの特別なニーズへの対
応と予防的活動はBC州の先住民のカナダ社会に
向けたアドボカシーの重要な一部となっている21）。

3. 多様性が可能にする社会的養護における
    権利擁護とアドボカシーの推進
1970年代以降、カナダ全土で起こった様々な民族・

文化集団の独自性を維持・発展させる多文化主義運
動を受けて多文化主義を国の基本的特徴とすること
となり、政府は1980年代には多文化主義法を制定
している。先述のように1996年に成立した児童・家
庭・コミュニティサービス法（CFCSA）が現在BC州
の社会的養護システムの根拠となる主な法制度であ
る。これは同年にカナダ連邦政府が批准した国連の
子どもの権利条約に強く影響を受けたものとなって
いる。この中には先住民の子どもの権利についての
条項もあり、カナダのみならず全世界に広まった多
文化主義を反映したものとなっている。これらを受
けたBC州の21世紀における新たな取り組みは、子
どもの権利擁護を促進する行政基盤の整備と、そ
れと協働して地域でのアドボカシーを実践する第3者
機関の設立である。1996年は国連子どもの権利条
約が国内で批准された年でもあり、同じ年にスター
トした新制度のもとでのBC州の権利擁護とアドボカ
シーの取り組みの多くは先住民の子どもたちの福祉
に関わるものでもあった。BC州では子どもの最善の
利益と子どもの権利を守るために、子ども福祉サー
ビスが適正に行われているかを見直し調査する代理
人の権限を定める子どもの権利：児童青少年代理人
法（Representative for Children and Youth Act）
が2006年に成立した。BC州で子どもの権利擁護と
アドボカシーに関わる第3者機関の活動も先述の子ど
も虐待の予防活動と同様に、先住民など少数者の
尊重と主体性の回復を理念の中心に置いていた。ま
た機関の成り立ちそのものに権利を侵害される危機
にある当事者の声が反映されやすくなる配慮がなさ
れていた。

（1）当事者による社会的養護システムの改革

社会的養護システムの中のギャップや破綻を見
出しその改善を図るうえで当事者の視点は欠かせ
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ない。BC州の子どもとユースのための権利擁護機
関（RCY, BC）は組織の長を先住民出身の女性と
していることで、社会的養護の中で起きた事故に
おける法の遵守違反やシステム・エラーを見つけ分
析する監査機能に留まらず社会的養護の中にある
本質的な課題を提示する役割を果たしていた。彼
女たちが権利擁護機関の指導的な役職を果たす
にあたっては人口統計学的にはBC州の5％と少数
派である先住民コミュニティーが、インケアの子ど
もたちでは50％を超えるという社会的不公正を前
提としている。機関の活動として子どもの苦情や
相談の中から権利侵害や不公正を見出し権利回復
のために代弁するだけでなく、声を持たない被害
者でもある子どもに代わって多くの事例に共通する
問題点を集約して社会に向けて公開し意見を集約
するパブリック・レビューを促進する活動も行って
いる。
毎年のインケアの子どもの実態調査の結果と合
わせて特集記事が組まれているが、2016年に報告
されたレビューではインケアの子どもたちへの性暴
力の被害の実情を明らかにしている22）。過去4年
間の145例の性暴力を受けた事例を検討し、実際
にはさらに多数であろうことを前提として75％が先
住民の女性であった点を強調している。同時期の
インケアの女性における先住民の比率より明らか
に高い結果であり、特に12歳以下の年少での被害
では4倍と比率が高かった。また加害者の4分の1
は里親、3分の1はその他に措置されている子ども
であった。性虐待の事実を打ち明けた子どもたち
はその後20％が自傷や自殺企図に及び、半数が
物質依存の問題を生じていた。これらの事実より
性虐待を受けた事例に対しての児童保護システム
の対応が一貫性を欠いており再被害にあうリスク
の高い状況に置かれ続けていることを指摘し、予
防、発見、対応と治療的ケアの切れ目のないシス
テムに児童保護サービスのケースワーカーが統合さ
れていないことを問題点としている。青少年のア
ドボカシー・センター（Child and Youth Advocacy 
Centre：CYAC）の設置は性暴力や性的虐待など
複雑な問題に対して、多くの対応機関がばらばら
に対応することで危機的状況の見逃しや何度も苦
痛な聞き取り調査がなされることを避けることがで
きる望ましい実践例である。BC州でもビクトリア
地区に設置され多職種チームによる対応が可能な

体制がとられている。“亀さんのお話し”という子ど
も向けの性暴力に対する安全についての心理教育
プログラムや性的虐待介入プログラム（SAIP）が州
政府によって策定されている。性暴力が先住民な
ど少数者への差別や偏見を背景に増加すると考え
られることから、対応に際して文化的に適切な態
度と方法をとることは重要である。RCYは、CYAC
が児童保護サービスと司法制度と協働して子ども
の視点に立ち文化的にも適切なかたちで、このよ
うな支援サービスを提供するシステムづくりを勧告
している。
同様にRCYはパーマネンシーの観点からインケ

アの青少年の処遇先の安定性を重要な指標とし
て統計結果を検証している。インケアの青少年が
短期間に数多くの里親に委託変更されるドリフト
現象は子ども福祉の先進諸国における問題である
が、BC州も状況は同じであり性暴力被害が多発
する要因ともなっている。ドリフト現象の背景には
先住民や移民などの文化的背景やメンタルヘルス、
発達の問題など特別なニーズと、それらに対応で
きる里親の専門性や処遇先の環境とのマッチング
という構造的な問題がある。RCYは数多くの資源
を導入しても委託先を転 と々する極端にハイ・ニー
ズの事例も報告しており、反応性アタッチメント障
害など重度の行動障害を示しているケースでは、
まず包括的な治療的対応が可能な専門スタッフと
資源が集積された入所治療施設の必要性も提言し
ている。

（2）先住民の主体性の回復

バンクーバー先住民子ども家庭サービス協会
（VACFSS）は、失われた先住民コミュニティーの人
間関係の絆（connection）、子育て文化（children）、
生活の糧（resource）、独自のスピリチュアリティー
を支える言語（language）を回復するために、児童
保護、社会的養護など子ども家庭支援サービスの
決定と実施の権限を先住民団体に委譲して設立
された。州政府から先住民団体への子ども福祉に
関する司法的権限委譲はカナダ全土に2,000以上
存在する居留地で行われているが、VACFSSは都
市部に設置された協会であるという特色がある。
権限委譲は単なる法的手続きには終わらず、先住
民スタッフが州政府の法制度を運用して家族保全
を実現できるようになることが目指された。事例
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に政府のスタッフと協働してかかわる見様見真似
のソーシャルワークの伝承の期間を経て、2001年
に正式な権限委譲がなされたのち、現在は先住
民スタッフが中心となって自らの実践と行動から
積み上げられたスキルをレビューしカナダにおける
子ども福祉の課題を見出す段階に到達している。
先住民としてのアイデンティティーの共有に基い
て、子ども、家族、インケアの里親それぞれが常
に接触を保つことを重視した介入がなされていた。
先住民の民族・文化的アイデンティティーである居
留地（バンド）から離れた先住民がコミュニティー
を形成維持していくために、VACFSSの実践も
先住民文化の儀礼や身体性（エンボディメント）
を通じた絆の回復が実践の中で目指されインケア
の子どもと家族の交流の機会も伝統的なイベント
がしばしば活用される。一方で先住民の中での
里親養育は一部にとどまり、インケアの処遇先を
出て家族の元へと向かう子どもは多いという。里
親養育を中心とする社会的養護のシステムを包括
するものとして欧米ではアタッチメントの理論と実
践が重視されているが、VACFSSの実践では民
族文化的なアイデンティティーとの自然なつながり
が中心となっており、安全なアタッチメントの対象
を提供するいわゆる「アタッチメントに基く介入」
よりも、世代間で伝達されたアタッチメント・トラ
ウマの修復の方が強調されていた。都市部の居
留地を離れた先住民の青少年の支援において、
インケアを離れる移行期における住居の確保は大
きな問題となっている。VACFSSでは後述する青
少年の非営利団体や若年での妊娠の事例には先
述した周産期のケアプログラムを利用しながら、
青少年自身の契約による後見人（Guradianship）
となるなどして青少年の自立の過程を支えている。
BC州の先住民の人々の子ども福祉の取り組みは
当事者によるアドボカシーから権利委譲へと一歩
先に進んでいる。社会的養護のシステム全体に関
係性のパーマネンシーについての考え方の文化的
差異－文化的な再統合が反映されており、権利
委譲を受けたVACFSSの掲げる理念が備えてい
る統合性からわが国の子ども福祉システムが学ぶ
ところは大きい。

（3）流動化する社会と多様な少数者コミュニティー
　　の連帯

カナダの子ども福祉のあり方は先住民コミュニ
ティーの回復とならんで増加する移民、性的マ
イノリティーのアクティビズムなどによって流動化
する社会背景からも大きな影響を受けている。
1990年以降カナダで危機的レベルに達している
ホームレスの人々の激増は国全体の喫緊の課題と
なった。2013年の報告では1年間に20万人がホー
ムレスの状態を経験し一晩に3万人がホームレスの
状況に置かれていると推計されている。特に都市
部におけるホームレスの増加は著しくバンクーバー
もその例外ではない23）。また20％は16歳から25
歳の若年層である。カナダ政府はこれまでのホー
ムレスへの緊急対応だけでは増加の一途を辿って
いる実情に対して、ホームレスになることを予防
しホームレスの状態を「終わらせる」には何が有効
な手段となるかについての調査を開始した。ホー
ムレスにつながる要因には大別して構造的要因と
個別的要因とがある。構造的要因には貧困、失
職、手ごろで維持できる住居の不足、個別要因
には家族機能不全やパートナーを失う、物質依存
や身体的心理的虐待などによって家を出ざるを得
なくなること等がある。カナダ国内の調査では、
様々な少数者コミュニティーに属する子どもや青年
にとって、家族との絆と同時にコミュニティーとの
つながり（Connectedness）の感覚はウェルビーイ
ングとレジリエンスを決定する重要な要素であると
定義している。この定義に基づけば、住居や生活
をしていく物質的な資源の欠如のみならず、生き
ていくために必要な社会ネットワークからの極端
なかたちでの孤立や疎外もまたホームレスの状態
と考えられる。ホームレスを構成するグループは
多様であるが成人では単親家庭の女性、先住民、
移民（Visible minority）などのマイノリティーが
ホームレスの多くを占める。なかでも先住民の人々
の生活はスピリチュアルなホームレス状況と考える
ことができる。単親家庭の女性では、配偶者間
暴力がホームレスの理由である場合など貧困に留
まらない暴力の曝露による外傷的ストレスを子ど
もとともに抱え精神的にも孤立している場合も多
い。また民族、文化、性的マイノリティーの子ど
もや若者は、家庭、学校や同世代集団や地域に
おいて居場所とつながりを見失い、社会経済的、
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心理社会的困難に直面するリスクは大きい24）。北
米の若年層では、性的マイノリティーの若者がホー
ムレスとなるリスクは非常に高いことが報告されて
いる25）。カナダでも一般人口では5～10％とされ
る性的マイノリティーの若者は、ホームレスにおい
ては25～40％になる26）。同様に社会的養護のシ
ステムのギャップもまたホームレスにつながる要因
の一つである。16～18歳の移行期に自立のための
十分な準備が出来ないまま児童保護システムを利
用できない状況に陥る制度上のギャップがしばし
ば生じる。これらの居場所を失い心身の健康の
危機にさらされている若者たちは、さらなる様々
な虐待や搾取の危機にも直面している24）。
カナダではこのようなホームレスの危機の現状
に介入し、マイノリティーのスティグマによる虐待や
歴史的・文化的トラウマの世代間連鎖を予防する
ための社会的な取り組みが試みられている27）28）。
差別やスティグマの問題もあり、支援へのアクセ
スの経路が乏しいマイノリティーの若者たちが抱え
る複雑な困難状況に対応できる包括的な入り口
の設置が必要となる。ドロップインあるいはアウト
リーチのかたちで物理的、心理的なホームレス状
況に置かれた青少年への支援を提供する場とし
て、Broadway Youth Resource Centre（若者支
援センター）は子ども福祉や教育、司法機関、企
業など多様なスポンサーからの資金を得て運営さ
れている。青少年の多様でユニークなニーズに対
応するために食事の提供から、民族的・性的マイ
ノリティーの若者のための社会的差別や抑圧、い
じめ対策に向けた心理教育やトラウマ・カウンセリ
ング、住居獲得と就労に向けた自立支援まで数多
くの支援サービスや教育プログラムが用意されて
いる。それぞれのサービスは異なる背景とスポン
サーシップによるNPOによって運営されているが、
各団体は支援センターの傘（アンブレラ）のもとで
ゆるやかにつながり、青少年にとってはワンストッ
プで色々なサービスを利用できる包括的な活動拠
点となっている。これは正に現トルドー首相が「カ
ナダはコアなアイデンディティーをもたない世界初
のポストナショナリズム国家を目指す」と言った価
値観を具現化したあり方である。トップダウンの一
貫性を目指したフローチャート式のプログラムでは
なく、どこからでも自由に利用できるドアが開かれ
ているオープンさや、マイノリティーの歴史的・文

化的トラウマへの配慮－トラウマ・インフォームド
な一貫した姿勢は、ホームレス状況を一時的な対
応でなく‘終わらせて’、社会にインクルージョン
するために重要な戦略と考えられる。また支援を
受けた青少年自身が教育・支援活動に参加するア
ドボカシーが試みられ、トレーニングの後に当事
者ワーカーとしてスタッフになる道も開かれている。
BC州では青少年自身が参加してのアドボカ

シー活動として社会的養護当事者のネットワーク
（Federation of BC Youth In Care Networks）
が1993年に設立され発展を遂げている。活動に
はインケアから自立へと移行する際の様々なニー
ズを当事者の視点から調査し発信することが含
まれる。青少年自身によるレポートからは州政府
による監査の数的指標だけでは十分に浮き彫り
にならない本質的な課題が提示されており、理念
としての関係性のパーマネンシーのニーズが当事
者活動により個々の生きられた経験（Embodied 
Experience）として顔を持ち声を持つことの重要
性を示している。カナダの社会的養護がパーマ
ネンシーの保障と子どものユニークなニーズに応
えることを目指していることは、BC Federation 
of Foster Parent Associations （BC州里親会連
合）の代表の姿勢にも表れている。それぞれ性
的マイノリティーや先住民としてパーマネンシーを
獲得する困難に直面してきた当事者性を持ってお
り、それを子どもとの絆を育む力という強みとし
ている。里親支援に不可欠なアタッチメントや反
応性アタッチメント障害、トラウマの問題に関す
る専門知識も共通して持ちながら固有の言語や
語りの持つ力への感受性を持ち29）、それを体現
する力強い語りのスタイルを持っていた。

おわりに －多文化を子ども福祉の力に変える－
視察先を通じて印象付けられたカナダの子ども福

祉のストレングスの一つは、当事者が参加しての支
援のシステムと受け皿づくりである。カナダ政府は
2012年以来、メンタルヘルス・サービスを回復志向
の統合的なかたちに変えていくこと、その方法とし
て当事者の多様なニーズにフィットするために当事
者がプランニングに積極的に参加できる環境づくり
を目標としてきた30）。子ども福祉においても長期的
な視点を持ったパーマネンシー・プランの必要性を
当事者の子どもや親たちが訴えているが、これに応
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答できる支援システムを育てるには発達科学、メン
タルヘルスや社会学、司法制度のエビデンスを当事
者自身がいち早く理解し利用できるリテラシーの向
上が必要であることは言うまでもない。またメンタ
ルヘルスに関連する研究報告のエビデンスの形成の
プロセス自体が、当事者がそこに参加し語ることか
ら得られる主観的な体験としての事実（Narrative 
phenomenology）を重視するようになってきている。
支援者の多くが、社会的養護の実践活動について
一にも二にも教育であると口を揃えたが、これはトッ
プダウンの同化教育ではなく、子どもと家族のウェ
ルビーイングに向けて問題を自ら解決するための道
具として生きられた体験としての知識を共有し、エ
ンパワーすることを意味しているであろう。子どもと
家族のニーズのアセスメントに当事者の体験にもとづ
く知見を活かし、特別なニーズを開示していくアドボ
カシー活動がメインストリームの社会問題の解決にも
通ずる提言となり新たな活力になっている。
当事者それぞれがもつ特別なニーズが単なる困難
や障壁ではなく、2つとない本当の自分らしさを求め
ての声であることに気付き、応答できる支援者たち
のストレングスが1つの言葉に示されていた。すなわ
ち支援者の多くが取り組みに何よりも必要なものと
して情熱（パッション）という言葉を用いたが、彼ら
が受難や苦しみに語源をもつこの言葉を選んだのは
偶然ではないであろう。先住民の人々が世代を超え
た受難からの回復の物語を紡ぐ安全な場を確保す
るため、多くの支援者がスポークスパーソンとして彼
らのニーズを代弁して社会に向けて語ってきた。そ
して回復の過程で彼らが苦難を超えて強くなる成長
の物語を語り出す時には、その静かな聞き役となっ
た。先住民の人々の語りは、子ども福祉に今必要
な豊かな統合性（インクルージョン）とその癒しの力
を指し示しているようでさえある。支援者たちの情
熱は受難と危機にある当事者に触発されて生まれる
ものであり、そこに語り手であり聞き手としてともに
在ることが支援者に生きた学びと豊かな知恵を与え
ているに違いない。インケアの子どもたちも親にな
る。それは子を産み育てることに限らず、他の誰か
にとってかけがえのない絆や居場所を育み守るとい
う意味で社会の中の親になっていく。BC州里親会
連合の代表は“子ども一人ひとりが2つとない旅をし
ており自分自身のストーリーテラーである。里親にで
きることはその旅の物語を聞き手として分かち合うこ

と”と語った。
カナダBC州の子ども福祉が目指すのは“親”でも
あり“子ども”でもある人間が互いに育み育まれる多
様な絆の中での自立と言えよう。
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訪 問日 時： 2016年10月12日
住　　　所： 4460 Chatterton Way, Victoria, BC
 Ministry's Regional Offi ces Vancouver
 Island（バンクーバー島地区事務所）
取材担当者： Lise Ericson（MCFDエグゼクティブ
（敬称略） サービスディレクター）
 〈地区事務所〉
 James Wale（児童福祉政策チーム
 ディレクター）
 Kinue Matsudo（リソースソーシャル
 ワーカー）
 Debi Van Voorst（実習研修・児童保護
 コンサルタント）
 Val Henley （リソースソーシャルワーカー）

1. ブリティッシュ・コロンビア州子ども発達・
    家庭促進省について
（1）概要

子ども発達・家庭促進省（以下、
MCFD）は、2001年、ブリティッ
シュ・コロンビア州（以下、BC州）
の弱い立場にある子どもと若者を
守るため、家族とコミュニティの
力を開発促進し、子どもの健全な発達をサポート
する目的で設置された。
MCFD本部はビクトリアにあり、政策、サービ
スの質、法律、財務、人事、情報公開などに責任
を負う。13に分けられたサービス地区の事務所が
プログラムとサービスの提供にあたる。州内には
429ヵ所のサービス提供拠点があり、先住民の代
表や先住民支援機関約5,400ヵ所ある地域サービ
ス機関及び里親と協力し活動を行っている。

（2）主な業務と予算

年間予算は約14億ドル（表1）。主な業務は、①
就学前の子ども（0～5歳）へのサービス、②特別な
ニーズの子どもと青少年へのサービス、③子どもと
青少年の精神保健サービス、④児童保護・家庭
支援・社会的養護＜児童福祉＞、⑤養子縁組、
⑥少年司法である。

（3）サービスプラン
2016-17～2018-19年のサービスプランにおいて、

以下の5つのゴールを設定している。
①先住民の子ども、青少年及び家族の安全とウェ
ルビーイングの向上

②社会的養護を要する子どもと青少年のパーマネ
ンシーの実現と自立の支援

③サービスの標準化と改善
④レジデンシャルケア（里親含む）と治療サービス
の開発と強化

⑤職員が仕事に集中でき、サポートされている健
全な職場環境の整備

Ⅱ 視察報告 ～ビクトリア・バンクーバー～視察報告 ～ビクトリア・バンクーバー～

Ministry of Children and Family Development 
（ブリティッシュ・コロンビア州 子ども発達・家庭促進省（MCFD））

◆児童福祉
※ロゴは全て各視察先HPからの転載です。

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　 （単位：千ドル）

主な業務 2015-16年度
修正見込

2016-17年度
見込

2017-18年度
計画

2018-19年度
計画

就学前の子ども
（0～5歳）への
サービス

301,507 305,879 305,957 306,100

特別なニーズの
子どもと青少年
へのサービス

285,460 303,568 305,761 306,271

子どもと青少年の
精神保健サービス 80,141 80,374 81,521 82,504

児童保護・家庭支援・
社会的養護 501,969 536,918 550,392 558,468

養子縁組 27,728 30,678 30,806 30,912

少年司法 44,718 45,157 46,067 46,845

その他 137,404 148,586 151,261 152,268

合　計 1,378,927 1,451,160 1,471,765 1,483,368

　　　　　　　　　　　　　　 2016-17～2018-19　Service Plan
●表1：MCFD予算
※通貨は全てカナダドル。2016年10月12日現在  1ドル＝78.48円

エリクソンさん

MCFDバンクーバー島地区事務所
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2. 児童福祉制度について
2-1. 根拠法令

中心になる法令は「児童・家庭・
コミュニティサービス法（Child， 
Family and Community Service 
Act＝CFCSA）」、「児童・家庭・
コミュニティサービス法施行規則
（Child， Family and Community 
Service Regulation：2016/10改
正）」である。CFCSAは、国連の子どもの権利条約
の影響を強く受ける。
その他、「養子縁組に関する法律（The Adoption 
Act：1996）」、「乳児法（Infants Act：1996）」、「児童
及び青少年の代理人に関する法律（Representative 
for Children and Youth Act：2006）」などの関連法
令がある。
上記法令に基づき、ソーシャルワーカー（以下SW）
やサービス提供団体・施設などが守るべきフレーム
ワークが定められている。

（1）業務体制

地区事務所における人事構成は、次の通り。
①サービスエグゼクティブディレクター（所長）
②ディレクター、コンサルタント（複数）
③地域サービスマネージャー
④チームリーダー
⑤担当者
 ＜児童福祉関連担当＞インテークワーカー（通
告受付担当）、チャイルドプロテクションワーカー
（児童保護担当）、ガーディアンシップワーカー
（社会的養護を要する子ども担当）、養子縁組
担当、リソースワーカー（里親関連業務担当）

（2）MCFDサービスの提供について

①業務推進にあたっての基本原則
 関係者・団体と協力しながら包含的な支援を行
なう、公平である、個人・人種（民族）・文化・

宗教を尊重する、子どもを中心に、強みを基本
に、介入は最小限に、業務に責任を持つ、子ど
もの権利を守り促進するなどが挙げられている。

②児童福祉サービスにおける優先事項
 家族がともに暮らせることを最優先とし対応にあ
たる。例えば、親と合意書（6ヵ月ごとに更新）
を交わし子どもと家族に必要なサービスを受けさ
せる（CFCSA第5条）、虐待調査ではなく家族
アセスメントをして地域支援につなげる（FDR；
2-3.（3）参照）、サービス決定プロセスに家族を
参加させるなど親の協力を得ながら親子分離に
至らないよう家族をサポートする。

2-2. 先住民の子どもに対する児童福祉施策

（1）先住民の児童福祉の歴史
※レジデンシャルスクールや先住民をめぐる問題につ

いての詳細は55ページをご参照ください。

1863年：BC州で最初のインディアンレジデンシャ
ルスクールが設置され、先住民の子どもが家族と
コミュニティから分離され「未開の先住民を教化す
る」白人同化政策の下で管理教育を強制された。
文化や言語の断絶、アイデンティティ喪失などの課
題の発端とされている。
1986年：BC州で最後のレジデンシャルスクールが
閉鎖された。
1991年：カナダ連邦財務委員会が、先住民が連邦
政府から児童福祉基金を得られるよう、権限のあ
る支援機関を独自に持つことを求めた。
1996年：CFCSAが成立。前法律（子ども家族サー
ビス法；1981年制定）では先住民部族とSWが子
どもの支援計画について協議することを定めていた
が、CFCSAではさらに先住民文化の尊重・継承を
強調した。また同年成立した養子縁組法では先住
民の慣習に則った養子縁組を認めた。

（2）子どもたちの現状と現在の施策

BC州全人口の子ども（0～18歳）の総人口91万人
（2011年）のうち、先住民の子どもは約8万人（2011
年）と約8％である。しかし、インケアで生活する
子どもの50～60％が先住民の子どもである。
MCFDでは、先住民の子どもの福祉向上を目指

すゴールの第一に挙げている（1. （3）参照）。現在、
先住民の児童福祉業務について、先住民を対象
とした支援団体への権限委譲が進んでいる（次項

「児童家庭サービス基準」、「児童保護対応方針」、
「社会的養護サービス基準」、「養育者支援サー
ビス基準」、「里親ホーム基準」、「児童福祉施設基
準」、「先住民向けのサービス運用・実践について
の基準と指標」

サービス提供基準や指標を示すフレームワーク

ウェールさん
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（3）参照。先住民支援機関視察報告は49ページ）。
またBC州に存在する198の先住民部族のうち148
の部族が独自のサービスプログラムを行なってい
る、またはシステムへの適用を目指して調整中で
ある。

（3）児童福祉に係る権限委譲について

23の先住民支援団体へ段階的な権限委譲がな
されている。権限のレベルは次の3段階である。
 ・ ボランティアサービスの提供と里親の募集・認
定ができる（3機関）（P.43表4 権限・職能レベ
ルC3に相当）

 ・ 上記に加え社会的養
護を要する子どもの
後見サービスが提供
できる（11機関）（同
上C4に相当）

 ・ MCFDと同様、児童
虐待通告に関する調
査、監督命令や児童
の家庭からの分離といった児童保護業務全般
を行うことができる（9機関）（同上C6に相当）
権限委譲のプロセスや権限運用の基準は、「先
住民向けのサービス運用・実践についての基準と
指標」に定められている。団体のガバナンス、財政
状況、組織、人事（採用、教育、訓練を含む）、
会計、サービス計画（先住民独自のサービス含む）、
資金調達などが精査される。

2-3. 児童保護サービス

（1）児童保護サービスの対象

児童保護サービスの対象
は、0歳から19歳になるまでで
ある。親からの身体的、性的、
心理的虐待、性的搾取、ネグ
レクト、医療ネグレクトを受け
ている、またはその可能性が
ある場合、親の養育困難、
子どもの安全や福祉を危険に
さらすような親の外出等、親
の死亡や子どもの置き去りに
よって養育が十分なされない場合、要保護の対象
となる（CFCSA第13条）。
性的虐待や性的搾取、または深刻な虐待のケー

スでは警察と合同調査をする。心理的虐待は証拠
を得るのが難しいという。

（2）虐待通告義務

全ての人に虐待通告の義務を課
し、違反をすれば最高1万ドルの
罰金、6ヵ月の拘留の罰則がある
（CFCSA第14条）。教師からの通
告が特に多く、MCFDは虐待予防
のため医療機関や学校と連携して
いる。2015年の通告件数は38,000
件であった（MCFD Performance 
management report；2015）。

（3）児童保護サービス（通告後の対応）（図 1）

虐待の可能性があるとの通告を受けた場合の対
応は次の通りである。
①通告受理、緊急対応、アセスメント
 　チャイルドプロテクションワーカー（児童保護
担当職員）が、通告内容と過去の通告記録など
を確認して緊急性のレベルを判断し、必要に応じ
て家族や関係者に連絡をとってアセスメントする。

 a緊急性が高ければ、警察や学校、医療関係
者、保育所などと連携して直ちに保護する（一
時保護）。

②対応の決定
 　緊急性がなければ5日以内にチームとスーパー
バイザーで次のような対応方法を決定する。

 aリスクがない、または低い場合
 ・何もしない（リスクなし）
 ・州または地域サービスを紹介する
 aリスクが認められる場合
 ・Family Development Response（FDR） 
リスクが高くない、または家族からの協力が望
めそうな場合は、家族の強みに焦点をあてたア
セスメントを加えて養育支援プログラムやカウ
ンセリングなどの地域の支援資源につなげ、子
どもが家庭で安全に生活できるよう支援する。
アセスメント後の対応として最も多い。

 ・Youth Service Response（若者支援）
成熟度が高い16～19歳のユースに対し、自立
した生活を支援するサービスを提供する。

   ・Investigation（保護の必要性の調査）

「サービス提供基準と
フレームワークはワー
カーのバイブル」と厚
い冊子を示す
松戸きぬえさん
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上記対応では不十分、またはリスクが高い場
合には、虐待についての調査を実施する。リ
スクのレベルにより、通告後すぐから5日以内
に調査を始める。
＜親との協働＞

児童保護担当は、家族とのケース計画会議、ファミ

リー・グループ・カンファレンス、調停、先住民の伝統

的な意思決定プロセスなどを通し、子どもへのケアの計

画から決定まで家族と協力する。

③要保護児童への対応について（Out of Care）
 　保護が必要と判断されれば、子どもに最も適
した、かつ家族に生じる混乱が最も少ない対応
措置を優先的に探る。MCFD大臣がCFCSA
規定のために指名したMCFD及びそれと同等

（Family Development Response/ 
家族保全・再統合サービス） 

家庭支援サービス (5条)  

a）子どもと若者のためのサービス 
b）カウンセリング 
c）在宅サポート 
d）レスパイト 
e）子育てプログラム 
f ）家庭内暴力を目撃した児童を 
  支援するためのサービス  
・初回最長6ヵ月、その後6ヵ月以内で見直し 

若者との合意による
自立支援サービス

 

(第12.1条､12.2条､12.3条) 
a）住居､教育その他の支援サービス 
b）金銭援助 
・初回最長3ヵ月、その後6ヵ月以内見直し 

 

・児童の安全性はどうか  
・家庭支援サービス提供の  
 是非  

家族会議、ケアプラン  
（第20条、21条） 

子どもを守り、最善の利益を実現し、家族の意向や役割を考慮にいれ、子どもの文化と
コミュニティに配慮するケアプランを作るため家族会議を行う（講義では敵対的な裁判手
続きを避ける目的もあるとしていた。家族、親族、先住民の各々の部族と協力する） 
ケアプランには子どもの処遇、家族支援サービスのほか、子どもが自宅か親族宅などに住む・
親を含む（子どもに害を及ぼす）人物を子どもの住む家から退去させる・ディレクターに子ど
もと会わせるなどの対応も含まれる。プランの有効期限は6ヵ月以内で、ディレクターと関係者
の合意により18ヵ月を超えない範囲で延長可能 

親との合意による家庭外措置  
(第6条） 

・5歳未満：3ヵ月以内(最長12ヵ月) 
・5歳～12歳未満：6ヵ月以内（最長12ヵ月） 
・12歳～19歳：6ヵ月（最長24ヵ月） 

分離 
(一時保護) 
(第30条) 

裁判所聴聞会までの保護養育
（第32条） 

裁判所聴聞会（Presentation Hearing）と暫定命令（第35条） 

(2)(a)親権をディレクターへ暫定的に移管 

(2)(c)安全が確認され、子どもが親権者のもとに返される/とどまる  

(2)(b)ディレクターの監督下、子どもが親権者のもとに返される/とどまる  

(2)(d)ディレクターの監督下、 
  親権を親以外の人へ暫定的に移管 

裁判所保護審問（第40条）

親権移管 
54条01 

裁判所聴聞会前の 
保護解除（第33条） 

家族アセスメント 
（第16条） 

緊急対応（第27条） 

児童保護通報ライン、
警察（911：緊急用）、
子どもからの相談受付
ラインで通告を受ける 

 警察は裁判所命令なく子どもの保護ができる。 
 その場合は24時間以内に親と連絡をとり 
 状況を調査する 

親との合意による家庭外措置 
(特別な対応のニーズのある子ども

について）(第7条) 
・初回最長6ヵ月、その後12ヵ月以内で見直し  

子どもの親から養育を委託された、
子どもが信頼しているまたは文化
的、伝統的に子どもへの責任があ
る人物と合意書を交わす

 

受理、アセスメント(第13、16条) 

保護の必要性の調査 
(第16条) 

虐待通告（CFCSA第13条、14条に規定）  

分
離
か
ら
7
日
以
内
に
聴
聞
会 

 

第
34
条 

(1)(c) 親権を一時的にディレクターへ 

(1)(a)ディレクターの監督下（6ヵ月以内）、 親権が親のもとに戻る/とどまる 

(1)(b) ディレクターの監督下、  
親権を一時的に親以外の人へ  

最長(第45条)    
・5歳未満：12ヵ月以内 
・5～12歳未満：18ヵ月  
・12～19歳：24ヵ月 

(1)(d) ディレクターによる継続的な親権の保有命令 
・親の所在が不明  ・親の親権回復が不可能、または親が親権回復を希望していない 
・これまでの子どもへの害の甚大さ、これから被る可能性のある害を考慮し、 
 親のもとへ帰るのは子どもの最善の利益でない 

暫定命令から45日以内に実施（第37条） 

養子縁組など 
〔養子縁組支援や手続きは
Adoption Act(養子縁組法)、 
 Adoption Regulation
(養子縁組法施行規則)に従う〕 

子どもは親のもとへ帰る（親との合意による措置に至る、ディ
レクターによって保護の必要はないと判断された、より介入の
少ない手段での支援が可能になったなどの理由による） 

保護養育の責任はディレクターにある。
保護養育内容には健康診断と必要な医療
処置を行う、通学、友だちとのつきあい
や遊びなどへの許可を与えることも含む 

保護審問 (Protection Hearing) 後の裁判所命令（第41条） 

親権の一時的移管の時間的制限
初回(第43条） 
・5歳未満：3ヵ月以内 
・5～12歳未満：6ヵ月 
・12～19歳：12ヵ月 

子どもが親のもとに帰
る、または親権移管
（54条01)、または継
続的な保護命令までの
最長期間  

裁判所命令から60日以内に継続的
親権保有命令を申請できる。棄却
された場合、親権は親に戻るか、
親以外の人またはディレクターに
一時的（最長6ヵ月）移管される 

第49条 

※先住民の児童については、MCFDと同等の権限を与え
　られた先住民児童福祉機関が行う 

時間的制限は第43条 （親権の
一時的移管の時間制限） に準じる 

合意による児童の親戚などへの
委託 (第8条） 

山本  隆史作■図1： 児童保護サービス（2-3.（3）（4））
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の権限を持つ先住民機関のディレクター（以下、
MCFD等ディレクター）が親権を持ち子どもの
養育などに責任を負うIn Care（社会的養護；
次項（4）参照）の措置は最終手段とする。社
会的養護に至らないOut of Careには主に次の
手段がある。
＜親の協力や合意を得た対応＞

・親が地域支援サービス（レスパイト、保育、
治療、カウンセリング、親教育クラスなど）を
受け、子どもは家庭での生活を維持する

・ 拡大家族プログラム（合意書を交す）、また親
との合意に基づいた家庭外措置（Voluntary 
Care Agreement, Special Care Agreement）
をとる

＜Kinship Placement；親族への委託＞

 認可里親ではない親族、または子どもが信頼を
寄せる大人へ子どもの養育を委託する。原則的
には里親委託と同じ基準で金銭的援助やその
他援助を提供する。MCFD等ディレクターと養育
者間で合意書を取り交わす。合意書（初回）の有
効期限は最長12～24ヵ月である。（CFCSA8条）
＜Permanent Kinship Placement＞

 親族へ親権を移管する。（CFCSA 54.1条、
 54.01条）
＜Youth Agreement＞

 親や拡大家族との調整が不可能で家庭へ帰れ
ない若者（16～18歳）と既婚・妊娠中・子ども
がいる16歳未満を対象に一人暮らしをするため
の金銭的援助や就学・就業サポート、保育や健
康管理などの支援をする。（CFCSA12条）
＜その他＞

・ 子どもや若者に対する安全計画をたて、州や
地域のサービスを提供する。

・ 裁判所によるMCFD等ディレクターへの監督
命令
・子どもへの必要な医療の提供
・通告後24時間以内の緊急保護（一時保護）

④ 親子分離ケースにおける裁判所命令
 　MCFD等ディレクターは、一時保護から7日
以内に家庭裁判所に報告書を提出する（聴聞
会）。裁判所は、家庭に帰す、または親以外の
人（親族から検討される）へ親権を暫定的に移
管する命令（CFCSA第35条）を下す。その後
裁判所は45日以内にMCFDからの報告を受け
（保護審問）、家庭に帰す、またはMCFD等ディ

レクターの監督下で親以外の人へ一時的に親権
を移管する命令（CFCSA第41条）を下す。親
権の移管期限は子どもの年齢によって3～12ヵ
月（1回目の命令）と異なる。

（4）社会的養護（In Care）について（図 1）

子どもを安全に保護、養育する手段がない場
合、MCFD等ディレクターが一時的、あるいは
継続的に親権（財産権を除く）を持ち、その責任
のもとで子どもを措置養育する。親の要請に基
づき合意書（Voluntary Care Agreementまたは
Special Needs Agreement）を交わして行う場合
と、子どもが保護を必要としている時に親の合意
（Voluntary Care Agreement）を得て、あるいは
裁判所命令に従って行う場合がある。
 ・ Voluntary Care Agreement（CFCSA6条）
 子どもの養育を親ができない時、MCFD等ディ
レクターと親の間で合意書を交わし、子どもの
年齢によって12～24ヵ月以内の措置を行う。

 ・ Special Needs Agreement（CFCSA7条）
　特別な対応のニーズがある子どもの養育を親が
できない場合、MCFD等ディレクターと親の間
で合意書を交わす。措置の時間的制限はない。

 ・裁判所命令（裁判のステップは（3）④同様）
 聴聞会後：MCFD等ディレクターへの親権の暫
定的な移管命令

 保護審問後：MCFD等ディレクターへの一時的
親権の保有命令（家族再統合を目標にする。子
どもの年齢により親権移管の最長期間は12～
24ヵ月と異なる）、MCFD等ディレクターへの継
続的親権の保有命令（子どもの家庭復帰が望め
ない場合、養子縁組などの永続的な養育計画
に移行する。）

Child Out of
Parental Homeプログラム

222

親と離れて
暮らす子どもの数
合計10,619
2016年3月31日現在

親族の家
1,315

Youth
Agreement
684
その他
640

拡大家族
プログラム
542

社会的養護
7,216

出典：MCFD Corporate Data Warehouse

●表1：親と離れて暮らす子どもの数
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（5）帰属意識を持てる措置先の選択、19 歳以降の
       支援（Aged Out）

家庭外措置となった子どもの6割は、2年間、同
じ委託先で養育を受けていた（2015年）。しかし、
措置変更で里親家庭などを転々とするケースもあ
る。そのため、丁寧なアセスメントをし、親戚や同
じ先住民部族など子どもが帰属意識を持てる委託
先を選ぶように心がける。委託した先は、子どもの
家庭復帰後、親にとっての社会資源になり得る。
社会的養護は19歳になると終了する（Aged 
Out）。その数は毎年700人ほどである（MCFD 
Performance management report Vol6, 7 2015）。
かつて里親委託となったことのある19～24歳は、
MCFD等ディレクターと合意書（Agreement with 
Young Adult）を交わし、教育や職業訓練プログラ
ム、またはリハビリテーションプログラムを受けて
いる間、住居支援や経済的援助、学習指導、子
どもの保育など必要な支援を最長24ヵ月間受ける
ことができる（48ヵ月に延長する動きがある）。

2-4. BC 州のフォスターケア（里親制度）

（1）里親となるためには

BC州における社会的養護の主な措置先は里親
である。現在、登録された里親は州全体で約3,200
人いる（MCFDのHPより）。里親となるには、次の
ステップを踏む必要がある。
① 里親希望者は、BC州里親会連合（BCFFPA）
または先住民の里親協会に問い合わせをする。
家族状況、年齢、先住民か否か、家の間取り、
子育ての経験、養育できる子どもの内容（例えば
年齢、性別、特別な対応のニーズ）などの質問
に答える。

② 18時間のオリエンテーションを受け、BC州の里
親制度や手続きなどを学び、里親の経験談を聞
く。

③ 申請書を提出する。住居と家族の情報、健康
診断書、犯罪歴（18歳以上の同居者全員）など
必要な資料を提出する。

④ SWが何度か家庭訪問を行い、子どもを適切に
ケアするスキルと住居環境がそろっているか、
SW、子どもの家族、先住民コミュニティなどと
協力する意欲があるかなどを評価し、認定の可
否判断をする。

⑤里親認定後は、約53時間の州の里親教育プロ

グラムを2年以内に修了する必要がある（受講は
無料）。プログラムでは、養育技術や家族との
分離による喪失感、虐待やネグレクトの影響、
胎児性アルコール症候群についてなどを学ぶ。

 子どもを預かるようになると、MCFDの子ども
担当のSWとリソースワーカーからの支援を受け、
里親として養育するための知識や技術を身につ
けていく。

（2）里親サービスの基準

CFCSAに則ったフォスターホーム基準
（Standards for Foster Homes）によってサービス
基準が定められている（下は具体例）。
 ・ 子どもへの安全で安心な生活、栄養価の高い食
事、適切な衣服を提供する

 ・ 子どものニーズや文化的背景を大切にし、あた
たかい家庭環境を提供する

 ・ 子ども支援チームの一員としてケアプランの策定
と実施に関わる

 ・ SWと定期的に面接し、家内の状況を報告する
（家族や同居人の転居予定など）

 ・ 子どもやその家族、コミュニティとの定期的な連
絡手段を持つ
上記の基本的責任の他、自宅や車の中では禁

煙といった細かい基準も記されている。

里親ケアの講義講師
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　カナダで深刻となっている物質依存の問題は、大人社会にとどまらず、子どもたちにも大きな影響を及
ぼしている。胎児期、母親の薬物依存の影響を受けて生まれてきた子どもが、専門家チームによる医学的サ
ポートを受けながら、安定した生活を送れるようになることを目指
してスタートしたのが、“Safe Babies Program”である。
　カナダには日本の乳児院にあたる施設はない。子どもは産院
などから退院した後は、専門のトレーニングを受けた里親のいる
“Safe Baby Home”で生活する。
　研修では、2006年の開始時期から“Safe Babies Program”
に関わってきたMs.Angela Hatch（レベル2の専門的ケアを行
う里親）にお話を伺った。約30年間の看護師としての経験を活か
し、医療サポートの必要な子どもたちを約120人みてきた。訪問
時、ホームの主であるアンジェラさんは入院中の子どもに付き添っ
て不在だったため、スカイプを使ってプログラムの概要を聞いた。

N“Safe Baby Home”
　専門のトレーニングを受けた里親2人で、ハイニーズの乳幼児のケアをする。レベル2の里親ホームの定員
は2名であるが、アンジェラさんのホームでは例外的に3人までを受け入れる。その他、10歳以下の子ども（里
親の実子）がいないこと、里親は週休1日で、休みの日は固定のリリーフワーカーがケアにあたるなどのルー

ルがある。
　子どもたちは健康そうに見えても情緒的に不安定だったり、発達上の
課題や症状はそれぞれ異なる。そのためMCFDバンクーバー島地区事務
所では、リソースワーカー、担当SW、小児科医、言語聴覚士、作業療法
士、嚥下療法士、保健師など多職種の専門職がチームを組んでホームで
の療育を支援する。子どもの離脱症状は母親が使っていた薬の種類に
よって違い、6～7時間泣き続ける、静脈の縮小により栄養が行き届かな
い、生後3週間経ってもほとんど起きずに寝ている、泣き方が違う、身体
が緊張する・震える、さらに脳出血や呼吸器系疾患など深刻な影響もあ
る。近年、複数の薬物を混ぜて服用する母親が増え、子どもの症状が複

雑化し、親の使った薬物の判別も容易ではなくなってきているという。

N“Safe Baby Home”見学
 “Safe Baby Home”訪問時には、Ms.Kelly Hillと
Ms.Dawn Bourneの二人の里親から直接話を聞く機会
を持ち、子どもたちが生活する家の中を見学することが
できた。
　ホームは静かな住宅街の一角にあり、落ち着いたたた
ずまいの外観や、センスがよく掃除が行き届いた玄関から

もあたたかく人を迎える雰囲気が感じられた。室内には、やわらかい絨毯が敷か
れ、可愛らしい玩具や洋服が飾られている。深刻な課題を抱えている子どもたち
が、あたたかく優しい場所で生活していることに感動を覚え、赤ちゃんの表情にも癒されるひと時となった。
　“Safe Baby Home”は、アンジェラさんのような経験と知識の豊富な人材がいることで実現できてい
る。また、人材育成と様々なサポートのシステムがある。毎月ホームに里親や看護師を招いてセミナーを開催
し、発達や健康、自分の研究成果を報告するなどの取組みもなされている。MCFDスタッフとの信頼関係も
あわせ、このプログラムを上手く機能させている要因であると感じられた。
　日本の乳児院にも妊娠中に母親が摂取した薬物の影響を受けた子どもたちが増えており、さまざまな離脱症
状への対応が求められ現場は困惑している。専門知識、専門技術、適切な環境で子どもたちを養育していけるよ
うな仕組みが必要である。Safe Baby Homeでは複雑な問題に対応しながらも、子どもたちの将来のためにラ
イフブックやトレジャーボックス作りにも力を入れており、乳幼児に最も必要な特定の大人との愛着関係の形成
を大切にされていることに敬意を持ち、日本の乳児院のあり方を見つめ直す機会にしたいと思った。（後谷 静加）

 ▲Skypeでの講義 アンジェラさん▲Skypeでの講義 アンジェラさん

ル
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所
士
の
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い
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雑
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M
を
で

ず

Safe Baby Home〈ハイニーズの乳幼児を対象にした里親ホーム見学〉

 ▲居心地のよいSafe Baby Home
　 のリビングで里親の話を聞く 

 ▲かわいいベビー服

 ▲巨大な洗たく機が2台も
　 あった
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（3）里親の種類

BC州では里親養育を3分類している。
¡ Restricted care：親族や子どもが信頼を置く家
族などが里親となって養育する。

¡ Regular Care：子どもにとって第三者となる認可
里親による養育。6人まで預かることができる。

¡ 専門的ケア：身体的、精神的、行動的または
情緒的なニーズを持つ子どもを養育する専門里
親。3つのレベルがある。
・ レベル1：複数の発達のニーズや問題行動に
対するケアを提供する。最大6人の子どもを
預かることができる。

・ レベル2：より複雑な発達ニーズ、健康ニーズ、
対人関係や生活の質を妨げる行動を示す子ど
もを2人までケアできる。

・ レベル3：レベル2対象児と同様のニーズを
持つ子どもや、さらに専門的な日常ケアが必
要で、健康面でのケア（例：栄養補給）のた
めの追加サポートと監護および精神保健上の
懸念に対する介入が必要（自己や他人にリス
クをもたらす行為を含む）な子どもを2人まで
ケアできる。

養育費については表2の通り。基本月額は全て
の里親に支払われる。

その他里親ホームの中には親や里親が養育す
る子どもを数日間預かるレスパイト/リリーフフォス
ターホームがある。子どもを預ける養育者は医療
や安全面などに関するケア情報を「情報共有シー
ト」で伝達する。

3. MCFDの職員採用・育成について
（1）根拠法令及び教育

BC州のSWは「ソーシャルワー
カー法（Social Workers Act：2008
年）」に従って育成、指導される。
MCFDのSWとして働くためには
大学でソーシャルワーク、または
青少年ケアに関する教育を受け
学士を得ている必要がある。ソーシャルワーカー法
を根拠として設立されたブリティッシュ・コロンビ
ア・カレッジ・オブ・ソーシャルワーカーズ（以下、
BCCSW）ではチャイルドケア・スペシャルプログラ
ムを受けられる。即戦力をつけるため、実習が充
実している。

（2）MCFDにおける学生の実習

BC州の大学で児童福祉を学んでいる大学3～4
年生は、MCFDの実習コースに申し込むことがで
きる。3年生は児童保護以外の業務実習、4年生
は児童保護に係る業務実習を受ける。将来、児童
保護ワーカーとして認定を受けるには、MCFDで
400時間の業務実習を積む必要がある。
2学期制のBCCSWでは、1学期を実習期間と

してカリキュラムを組んでいる。South Island地区
事務所では年に20人程度の学生を受け入れている
（BC州全体で120人程度）。
受講が決まると、学生は、業務に使うコンピュー

ターシステムについて（2日間）とMCFDの組織や活
動方針について（4日間）の導入研修を受ける。そ
の後、月～金曜まで1日7時間、約3ヵ月間で350時
間のコースを受ける。現場で指導を受けながら子ど
もや保護者との面接などの日常業務を実習する。

（3）新規採用者のトレーニングについて

MCFDでは、原則的に年4回職員の募集を行う。
採用試験には筆記試験と面接とがあり、面接では
ケース対応のデモンストレーションも求められる。
①オンライントレーニング
 　採用後は業務の傍らで約10週間に亘り1週間
あたり6～10時間のオンライントレーニングを受
ける。

 　トレーニングのテーマは、児童福祉の枠組み、
社会経済的問題と親が抱える課題、家庭内暴
力と貧困、子どものレジリエンスや強さと弱さ、

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　 （単位：ドル）

基本月額

専門ケア
レベル1
（子ども
1人あたり）

専門ケア
レベル2
（子ども
1人あたり）

専門ケア
レベル2
（子ども
2人）

専門ケア
レベル2
（子ども
3人）

専門ケア
レベル3
（子ども
1人あたり）

専門ケア
レベル3
（子ども
2人）

11歳以下
の児童 803.81 458.02 1,140.40 1,968.68 2,692.92 1,816.66 3,113.12

12～19歳
までの児童 909.95 458.02 1,140.40 1,968.68 2,692.92 1,816.66 3,113.12

●表2：里親の月間養育費
出典：http://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/
　　  fostering/for-currrent-foster-parents/foster-care-payment

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　 （単位：ドル）

  親族里親、
認可里親の
子ども

専門ケア
レベル1

（子ども1人）

専門ケア
レベル2

（子ども1人）

専門ケア
レベル3

（子ども1人）

11歳以下の
児童 36.79 55.60 68.35 90.89

12～19歳
までの児童 40.33 55.60 68.35 90.89

●表3：レスパイト/リリーフケア1日あたりの養育費
出典：http://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/
　　  fostering/for-currrent-foster-parents/foster-care-payment

デビさん
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不適切な待遇を受けている子どもの兆候、裁判
所での手続き、物事を批判的に見る能力、法律
に定められたSWの責任と任務を現場でどう遂
行すべきかなど、多岐にわたる。

②実地研修
 　オンライントレーニング後、BC州MCFD全体
の新規採用者が集まり8日間の実地指導を受け
る。先入観や偏見を持たずに相手の話を聞き、

情報を整理し、記録するSWに必要な能力をつ
ける。また、子どもや親との面接の訓練、警察
の協力を得た司法面接や虐待被害者からの聞
き取りの実習や、親面接で正確な情報を得るた
めの戦略を学ぶトレーニングもある。
トレーニングの修了後は、現場でトレーニングの

成果をチームリーダーに示す。リーダーが承認すれ
ば、児童保護のSWが持つ権限の半分を行使でき

権限・職能レベル

CFCSAの対象条文 権　限　の　内　容 C3 C4 C5 C6

5条 家族支援サービス合意書 ○ ○ ○ ○

6条 自発的ケア合意書 ○ ○ ○ ○

7条 特別ニーズ合意書 ○ ○ ○ ○

8条 児童の親族などとの合意書 ○ ○ ○

12.1条 ユースのための支援サービス ○ ○ ○ ○

12.2条 ユースとの合意書 ○ ○ ○

12.3条 ヤングアダルト（19歳～26歳）との合意書 ○ ○ ○ ○

15条 児童が法を犯した場合の報告 ○ ○

16（1）条 CFCSA14条、15条並びに27条に基づく報告の通告受理と評価 ○ ○

16（2）（a）条 児童および家族への支援サービス提供 ○ ○

16（2）（b）条 地域機関への児童と家族の紹介 ○ ○

16（2）（c）条 児童保護の必要性の調査 ○

16（3）条 調査結果の報告 ○ ○

16（4）条 児童への調査結果の報告 ○ ○

16（5）条 （安全や心理的な影響などを鑑みて児童へ） 調査結果の報告をしないという判断 ○

17条 児童に関する調査や面接についての裁判所命令申請 ○ ○

19条 電話による裁判所命令申請 ○ ○

20条 家族会議の開催 ○

21条 家族会議を経たケアプランの計画と同意 ○

22条 調停や裁判以外の係争解決方法に関する同意 ○ ○ ○ ○

25条 監護者がいない児童の緊急保護に関わる指揮 ○

26条 行方不明または逃げている児童の緊急保護に関わる指揮 ○

27条 直ちに保護が必要な児童の保護に関わる指揮 ○

28条 保護命令の裁判所申請 ○ ○

29条 保護者が児童に必須の医療行為を拒否した場合の裁判所申請 ○ ○ ○

29.1条 監督命令の申請 ○

30条 分離保護 ○

32条 分離についての裁判所聴聞会までの児童のケア ○ ○

33条 分離についての裁判所聴聞会までの保護解除 ○

33.1条 監督命令の申請についての裁判所聴聞会 ○

33.2条 監督命令の申請についての裁判所聴聞会に報告書を提出 ○

34条 分離についての裁判所聴聞会への出席と関係者への通知義務 ○ ○

35条 分離についての裁判所聴聞会への報告書提出 ○ ○

36条 暫定的監督命令では児童を守れない場合の分離 ○

39条 保護聴聞会への審理の当事者としての出席 ○

41条 一時的親権移管命令を含む保護審問会の命令 ○

C3：リソース（措置・支援先）開発と任意参加サービス提供業務、                                                                                                山本 隆史訳
C4：後見人業務（継続的保護ケース）、C5：児童保護業務の一部、C6：児童保護業務全て  

●表4：権限委譲システム 法令条文と職能レベル（一部。付表2に原文全項目を記載）
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るレベルとなる。
新規採用者には個別の研修計画があり、コンサ
ルタントと相談しながら進めるが、うまくいかず辞
めてもらう場合もある。
トレーニング中に新しい政策や方針が導入され
た場合はコンサルタントが情報提供をする。過去5
年の間に、政策の転換によってトレーニングツール
が3回変わっている。

（4）権限レベルとキャリアアップのシステム

新規採用者がCFCSAで決められた権限を増
やし、職場での信用と経験を積んでいくトレー
ニングプロセスに「Delegation Assessment and 
Readiness Tool」を使う（129ページ）。能力は個人
の力、対人関係、専門性、指導力、実績の5つの
領域を軸として測る（図2）。どんなトレーニングを
どのくらい受け、どのような領域の能力をどの程度
得たのかツールに書き込み、チームリーダーとディ
レクターの承認が得られれば、権限・職能レベル
を積み上げて新たな権限を伴う任務にあたること
ができる。権限は法律の条文に基き、規定されて
いる（表4）。
その後のキャリア向上については、図3で示され
るフレームワークがある。

チームリーダー養成にはコンサルティング会社と契
約し、PART（Practice and Research Together）
（http://www.partcanada.org/home 図4）という
プログラムを使う。チームリーダー候補は、トレー
ニングを受けると同時にウェビナー（児童福祉の実
践に不可欠な幅広いトピックに焦点を当てたオンラ
インセミナー）を受講する。

4. 所感・考察
BC州政府の児童福祉施策は、子どもが家庭で

育っていくことを大前提としている。虐待が疑われ
る家庭の通告受理後の調査においても、家庭の課
題を見つけるだけではなく、強みを見つけることも重
要とされている。課題と強みを評価する中で、家庭
や児童に必要な支援と支援機関を提示・説明し、同
意の上で児童が家庭で育つ中で支援を行っていく。
これは日本でも重要とされているが、大きな違いは
親族、保護者が信頼できる友人、先住民の場合は

■図2：能力の領域

■図3：ソーシャルワーカーの能力アップの枠組み

■図4：PARTプログラム

ヵ
月
〜
　
年

Beginning 

Developing 

Proficient 

Advanced 

採用からオリエンテーション 

現場でのスーパービジョン
及びメンタリング（メンターによる育成指導）
トレーニング

 
     

 

担当する全てのケースについて
責任を持つ
さらなる現場経験とトレーニング

 
 

 
上級トレーニング 

年
以
上 

 

 

出典：Child/Youth Safety and Family Support 
　　　Competencies MCFD 2014

Competency Framework
ソーシャルワーカーの能力アップの枠組み 

上級ワーカー、メンター（指導者）
2

2

6

6
ヵ
月
以
内

対人関係対人関係

個人の力個人の力

How to use these competenciesHow to use these competencies
能力の領域能力の領域

実  績実  績 専門性専門性

指導力指導力

・誠実でオープン・誠実でオープン
・・多様な文化に機敏に多様な文化に機敏に
  対応できる  対応できる
・人間関係を構築する・人間関係を構築する
・対立を解決できる・対立を解決できる

・清廉さ・清廉さ
・共感できる・共感できる
・生涯学習・生涯学習

・ケースマネジメント・ケースマネジメント
・説明責任を果たす・説明責任を果たす
・共働・共働

・・組織における位置づけ組織における位置づけ
 （仕事の範囲） （仕事の範囲）
・・批判的思考と反省的実践批判的思考と反省的実践
・裁判のスキル・裁判のスキル
・・制度を実践に結びつける制度を実践に結びつける

・組織の変化の・組織の変化の
  マネジメント  マネジメント
・対人関係の変化の・対人関係の変化の
      マネジメントマネジメント

出典：Child/Youth Safety and Family Support
        Competencies MCFD 2014
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同じ部族といった「拡大家族」の協力を求め、「家族
会議」を開催する点にある。その中で、子どもが引き
続き家庭で育つことができるよう、拡大家族内でど
のような支援がその家庭にできるのか、地域のどの
ような支援を受けるべきなのか話し合いを行い、自
ら答えを導いていく。さらに、保護者が必要と判断
すれば、拡大家族内での養育を求めることができ、
MCFDの調査、合意の上それを実行できる。裁判所
命令の親子分離、一時的な親権移管でもなるべくこ
の「拡大家族」による児童の養育を目指している。日
本でいう「親族里親」にあたるが、親子が一旦離れて
生活した方がよいと判断の中でも、子どもと家族の
混乱を最小限に抑える方法の積極的な活用は参考に
なった。
BC州の社会的養護は、そのほとんどが里親であ
る。ケアについては、児童担当SW、里親SW、地
域の児童福祉機関、医師、看護師などとチームを組
み、ケースを共有・検討し、様々な支援でケースワー
ク、ケアワークを行っている。そのような中でも里親
を転々とする児童や現在のカナダでも社会的問題と
なっているアルコールや薬物依存の親から生まれた
子どもへのケアへの課題や被虐待児童の引き起こす
問題行動への対応など課題はあり、専門的なケアが
行えるグループホーム、日本で言えば児童心理治療
施設のグループホーム的なものの必要性が高まって
いる。社会的、歴史的、文化的など背景が日本とは
違うため一概に参考はできないが、日本が、里親委
託を推進し、里親支援を行う上で情報共有やケース
検討など連携のあり方について参考になった。

これまでカナダが行ってきた先住民に対する施策
は大きな過ちであったと反省され、BC州でも積極的
な改善に取り組んでいる。しかし100年にわたる施策
は、先住民から様々なアイデンティティを奪ってきた
だけでなく、社会的養護の児童の半数が先住民の
児童と現状からもわかるように、ネグレクトなどの児
童虐待や貧困の連鎖を生んでしまっている。BC州で
は先住民の歴史的、文化的など様々な背景を尊重し
児童福祉にあたるため、MCFDが行う権限の全てま
たは一部を委譲しているものの、残してきた負の遺
産は非常に大きく、道半ばである。
今回学んだBC州児童福祉に関わる人材育成は、

いわゆる行政福祉専門職の人材育成であるので、
社会的養護施設の職員の人材育成とは直結はでき
なかった。ただ、社会的養護の人材育成が、ほと
んどが施設に委ねられ、系統化や構造化されていな
い日本と違い、専門性の向上やキャリアアップの点
で、職員個々の専門性の向上にどのように取り組ん
でいけば良いのか、チェックシートやweb研修など
系統化、構造化された中で様々な取組を行っている
MCFDの人材育成は参考になった。
BC州の児童保護について、日本との大きな違い

は、保護の必要性を裁判所が判断する点である。緊
急一時保護であっても裁判所が判断する。保護者は、
一旦命令が出れば、親子分離や様々な家庭支援プロ
グラムも受け入れなくてはならない。命令申請は、
CFCSAに則り、申請するに至った経緯、ディレクター
判断の根拠など多くの書類を提出する必要がある。
保護者にも辛い手続きとなる。裁判所命令は最終的
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な判断であり、そこに至るまでに、いかに親子分離
をせず、家庭の強みをもとにした支援ができるか、
拡大家族の協力得た支援、地域支援に移行できる
かに重点を置いている。日本でも児童保護に司法の
関与（判断）が始まろうとしている。BC州のように、
改善が必要な家庭に対し様々な支援を司法命令によ
り行うことができるようになるであろうが、児童虐待
対応などで多忙を極める児童相談所が、裁判所に対
する手続きを執ることは現体制では難しい。児童相
談所長の職権一時保護や児童福祉司指導より強固
な司法命令を最終的な手段として確保しながらも、
その前の、福祉、教育、医療、地域の連携と支援
の強化、いわゆる要保護児童対策地域協議会の個
別ケース支援のさらなる実効性が問われている。         

（山本　隆史）

 ・ 資生堂児童福祉海外研修事前研修 菊池幸工氏 
講義資料

 ・ 日本社会事業大学社会事業研究所「平成26
年度厚生労働省児童福祉問題調査研究事業課
題9『社会的養護制度の国際比較に関する研
究調査報告書』」平成27年3月

 ・ MCFDホームページ（http://www2.gov.bc.ca/
gov/content/governments/organizational-
st ructure/minist r ies-organizations/
ministries/children-and-family-development）

 ・ MCFD「PERFORMANCE MANAGEMENT 
REPORT Volume 6」March 2015

 ・ Anna Kozlowski, Lise Milne＆Vandna Sinha
　「British Columbia's Child Welfare System」
June, 2014

 参考資料
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　団員たちで会議を重ねると、「カタカナや英語が多くて、ピンとこない」「英語で
書かれると、わかったようで実はよくわからない」「かといって、直訳や翻訳では元々
の意味が伝わらない」といった声が多く聞かれた。
　このコラムでは、報告書をより理解してもらうために、頻出する専門用語をわたしたちなりに解釈した
内容をまとめた。（Child，Family and Community Service Actにおける定義も記載する）

コ ラ ム

  C

A N A D A

Province of B
C

◉よく出てくる専門用語　　　　　　　　　　　　　 ～第42期 用語集～

 専門用語 日本語読み 意　味

Aboriginal アボリジナル 先住民の～（Fist Nations、Metis、Inuitなどが含まれる）
※55ページ参照

Act アクト ○○法（Law＝法律全般を指す、Regulation＝規則・規定、Policy＝
政策・方針）

Adoption アダプション 養子縁組
Advocacy アドボカシー 権利擁護、社会的弱者などの代弁をすること・声をきくこと

「擁護」「（弁護士による）弁護」などの意味を持つ単語で、日本でも、
近年「権利擁護」の意味で用いられることも。「社会政策の変容を促す
活動」と広義に定義する専門家もいる。

Care Giver ケア・ギバー 養育者、里親 CFCSAでは権限を持つ機関の所長によって子どもの養
育を任された者を指す。

Child 
Centered

チャイルド・センタード 子ども中心（主義）の
どの機関でもよく聞かれた単語。援助者として「子ども中心に」考え、
かかわっていくという理念・姿勢。

Custody カストディー 親権（保護監督責任）CFCSAでは養育とGuardianshipを含む。

Family 
Preservation

ファミリー・
プリザベーション

家族保全・維持、親子分離を避けるための予防的支援
家族保全は直訳に近いが、家族の形・機能を強化すること。「家族再統
合（Reunification）」とともに使われることも多い

Foster Care フォスター・ケア 里親養育、里親ケア（Foster Home/Family＝里親家庭）
Guardianship ガーディアンシップ 未成年後見、親の権利と義務と責任（CFCSA）
In Care イン・ケア 社会的養護を受けている～（⇔ Out of Care, Aged Out）

（※右ページ参照）
Non- 
Judgemental

ノン・ジャッジメンタル 決めつけない
これも最頻出単語のひとつ。援助者は、偏見や決めつけ、“上から目線”
に陥ることなく、あくまで子どもや家族といっしょに取り組んでいくと
いう考え方・姿勢。

Passion パッション 情熱
別に専門用語ではないが、第42期の流行語大賞である（笑）。どの研
修先でもよく耳にした最頻出単語のひとつで、カナダでも、割に合わ
ない（？）児童福祉にかかわるには“情熱”が必須条件だとのこと。

Peer ピア 同僚、仲間（Peer Counseling, Peer Groupなどと使用）
Permanency パーマネンシー 要保護児童に長期的に安定した環境を提供すること

児童福祉の文脈の場合は上述だが、直訳すると「永続性」「連続性」と
いう意。「パーマネント・ケア」などの使い方もある。
Relational Permanency＝関係性のパーマネンシー
　形や場所としてのパーマネンシーは損なわれても、人と人とのパーマ
　ネンシーが保障・提供されていること。施設職員である団員たちが、
　勇気をもらったことばである。

Post-
Secondary

ポスト・セカンダリー 高校卒業後の教育（大学や専門学校）
中等教育（セカンダリー・エデュケーション；日本の中学－高校にあた
る）後の高等教育を総称して「ポスト・セカンダリー」と呼ぶ。BC州では
小学校から高校（6歳から12年制）まで義務教育である。

日本語でどういう意味？！
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　BC州の児童福祉基本法である「児童・家庭・地域支援法（Child, Family and Community 
Service Act＝CFCSA）」を読み解くなかで、理解していたようで、やはり理解が足りなかった用語の
代表格を挙げるとすれば、「In Care」「Out of Care」である。
　まず「In Care」であるが、わかりやすくいえば日本でいう「措置中の～」にあたる。しかし、日本の措
置は行政機関の児童相談所長が行う行政処分であるのに対し、BC州ではMCFDディレクター（先住民
の場合はVACFSSのような、州政府により権限が委譲された機関のディレクター）が裁判所に申請し、
裁判所の審理のうえで決定された司法命令であり、財産権を除いた親権がディレクターの管理下に置か
れる。そして、BC州では多くの場合、里親に子どもの養育が委ねられる。
 「Out of Care」については、上記の考えでいくと「措置」の「Out（外）」になるわけなので、単純に考
えれば日本でいう「措置解除」ということになるのだが、そう単純にもいかないことが、MCFDのホー
ムページを読んでよくわかった。
 『Temporary ＆ Permanent Care Options for Kids and Teens in BC（BC州の子どもと10代
の子どもの一時的または継続的な補助的支援）』の記述には、「学童期や10代の子どもが保護者といっ
しょに暮らすことができない場合は、任意相談や裁判所命令にかかわらず、祖父母などの親族、保護者
が信頼できる知人、先住民でいえば同じ部族の信頼できる者といった、子どもがよく知っている人たち
（＝拡大家族）といっしょに暮らすことがその子どもにとって最善である」とある。そのページの一文に 
「This is called out of care or kinship placement」の記載があったので、いわゆる「拡大家族里親
（これらには、里親として公的な養育手当が支払われる）」も「out of care」の可能性があるというこ
とになる。
　ということで、まとめ。一時的または継続的に、親権がMCFD等ディレクターに裁判所命令によって
移管され、その所長が委託する里親などの社会的養護のなかで育っていくのが「In Care」。日本でい
う家庭復帰という「措置解除」、一定年齢に達したため（日本では18歳、または在所期間延長後20歳。
BC州では19歳で“Aged Out”する）の「措置解除」という意味だけでなく、任意で「拡大家族」に養育
されること、裁判所決定により「拡大家族」に一時的または継続的な親権が委託され養育されることも
「Out of Care」とされる。つまり、MCFD等ディレクターの管理下での養育なのか（＝In）、もしくは、
そうでないのか（＝Out）という区分と考えられる。　　　　　　　         （樋口 純一郎・山本 隆史）

Residential レジデンシャル 居住の～（Residential Home, Residential Schoolなどと使用）
Residential Serviceは親元を離れ、里親家庭やその他の場所に住
む子どもに住むところとスーパービジョンを提供することを意味する
（CFCSA）。

Resource 
Worker

リソース・ワーカー リソースワーカー
日本にそんな呼称はないが、法と対人援助の理念に基づいて、社会資
源（里親など）を開拓し、子どもと家族をつなげ、連携・調整・協働して
いく仕事が名称に表れている。MCFDでは里親やグループホームなど
子どもの措置先となる社会資源を開拓し、支援業務を行うソーシャル
ワーカーを指す。

Respite レスパイト 一時的休息（Respite Careなどと使用）

Strength 
Based

ストレングス・ベースト 強みに基づいた～
子どもや家庭の問題や病理ばかりに目を向けるのではなく、今ある強み
や長所を探し、そこを支援していくという理念・姿勢。これも、どの研修
先でもよく耳にしたことば。

Transition トラジション In CareからOut of Careへの移行、その過渡期
日本でいうところの“措置解除”前後の状況に近いか。カナダでも、里
親委託が切れる19歳からの時期の課題が大きいよう。

Youth ユース 青少年（訪問機関によって異なっていたが、概ね14～18歳くらい）、
16～19歳（CFCSA）
Child＝子ども（概ね0～13歳。0～19歳（CFCSA））、Young People
＝若者（概ね14～24歳くらい）、Young Adults＝青年（概ね19～24
歳くらい）
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訪 問日 時： 2016年10月17日 AM
住　　　所： 471 East Broadway, Vancouver, BC
取材担当者： Donna Jardine（児童保護担当）
（敬称略） Kathryn Priest Pieres（ファミリー
 プリザベーション；家族保全担当）
 Taryn Midlin（社会的養護の子どもへ
 の支援担当）
 Donald Robertshaw（里親支援担当）

1. 概要
1988年、先住民の子どもたちの福祉と都市部の先
住民家庭への家庭支援プログラムの開発と促進を図
るために設立されたMamele慈善協会が前身である。
1992年、バンクーバー先住民子ども家庭サービス
協会（VACFSS）として再編された。サービスの管轄
地域はバンクーバー市。他の同種機関の多くは居留
地に住む先住民に対しサービスを行うが、VACFSS
のサービス対象者はさまざまな地域から都市部に移

り住んできた先住民で、関わる部族数も多い。
1990年代の活動の中心は、MCFDの介入があっ

た、もしくは介入のリスクがある家族への支援サービ
スであった。当時はまだ先住民は白人に比べて劣っ
ており、その社会も文化レベルが低いため児童保護
業務を先住民による機関に委ねることはできないと

Vancouver Aboriginal Child ＆ Family Services Society
（バンクーバー先住民子ども家庭サービス協会）

VACFSSオフィス

■VACFSS組織図

◆児童福祉
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いう蔑視や誤った偏見が政府に根強くあった。
2001年、MCFDから一部権限の委譲がなされて
社会的養護の子どもへの支援と里親支援業務が可
能になった。2008年、児童保護に係る権限が全て
委譲された。当協会は権限がある先住民機関として
は国内最大規模である。
2015年度の予算は約3,063万ドルで、職員の58％
が先住民の子孫である。

2. 業務内容
2-1. 児童保護（Child Protection）

（1）スタッフ体制

児童保護部門には約60～70名が在籍し、イン
テークチーム、4つの家族サポートチーム、家族会
議などの家族と協調したサービスの提供を目指す
コラボレーティブ・プラクティス・チーム（先住民の
長老2名を含む）が主な対応業務にあたる。SW1人
あたり25～30ケースを担当している。

（2）対応件数

2015年度、受理した通告件数は771件でアセス
メントによってそこから家庭サービスを紹介された
のが0％、FDRの対応（家族をアセスメントし親
子分離に至らないよう支援につなげる。37ページ
参照）をとったのが68％、虐待調査に至ったのが
13％だった。最終的に社会的養護の必要があると
判断された子どもは131名だった。

（3）根拠となる法律、業務活動のガイドライン

CFCSA、「先住民向けのサービス運用・実践につ
いての基準と指標（Aboriginal Operational and 
Practice Standards and Indicators）：2010」、
関連州法、州の児童保護対応方針「Chapter 3 
Child Protection Response Policy」に従い業務を
行う。
さらに、独自の児童保護方針「Chapter 3」を

定め、親族が話し合い支援プランを考えるなどの
VACFSSならではの手法を盛り込んでいる。

（4）業務の具体的内容

通告を受けた中で受理されたケースをアセスメン
ト、調査し、ケアプランをたてる。必ず家族（親族）

予　算

里親や施設などのリソース
開発・支援

15,214,057

児童保護 6,398,086

社会的養護を要する子どもへ
の支援

4,670,338

家族保全（分離の予防的支援、
再統合支援など）

2,527,304

その他 1,821,658

合　計 30,631,443

●表1：2015年度 主な事業別予算（ドル）

★先住民支援団体への権限委譲のプロセス★

　必要な基準を満たした団体が、MCFDに権限
委譲の申請をする。政府が業務のデモンストレー
ションを視察し、基準を満たしていると承認す
れば、権限の委譲が認められる。通常2年から
4年の期間を要する。（関連情報37ページ）
　VACFSSでは、MCFDから39名のSWを招き、
2年間で法律、政策、実践を学んだ。VACFSS
の児童保護対応システムにはMCFDから学んだ
ノウハウと先住民の歴史的背景に基づいて考案
された文化・伝統を尊重する独自の手法が組み
込まれている。

332

205

0

心理的虐待

性的虐待・搾取

身体的虐待

ネグレクト

50 100 150 300250200 350

36
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●通告時の懸念

●社会的養護となった子どもの数（法的分類）2015年度

人 数

  親子分離（一時保護） 7

  子どもの保護について親の合意がある 22

  スペシャルニーズの合意書を親と交わしている 7

  暫定的にMCFDが親権を持つ 29

  一時的にMCFDが親権を持つ 58

  継続的にMCFDが親権を持つ 8

合　計 131

　 出典：2016 VACFSS Annual Report

　 出典：2016 VACFSS Annual Report



51

会議を開き、各々が子どもにどのような支援がで
きるかを話し合う。条件が満たされれば親族に子
どもを委託することもある。
その他、危機介入対応、家族のニーズへの対応、
家族の協力を得たサービス計画策定、協調的で包
含的なサービス計画、部族長老の協力を得たトラ
ウマ治療も業務の一環である。

2-2. 社会的養護を要する子どもへの支援

      （Guardianship）

BC州には約7,000人の社会的養護を要する子ども
がいるが、その約半数が先住民の子どもである（全
人口に対する先住民の比率は5％）。VACFSSでは社
会的養護を要する先住民の子どもを減らすビジョン
を持ち、実親（親族）との関係を維持し、先住民と
してのアイデンティティを学ぶ機会を提供しながら自
立のための支援を行っている。

（1）サービス概要

CFCSAのもとで親権移管がなされ、長期的
または継続的な社会的養護の支援を受けている
場合や、家族関係法のもと親や養育者が不在の
状態である場合、親の義務と責任を果たすのが
Guardianshipプログラムである。子どもの措置、
教育、健康、情緒と行動の発達のサポートと意思
決定が務めである。
先住民コミュニティでは、子どもを育てる栄誉を
分かち合う。ガーディアンシップ SWは、子どもの
安全と幸福を保障するため支援計画と決定の責任
者となり、養育者、子どもの家族、子どもが属す
る先住民コミュニティ、公的後見人（財産管理など
をする）、MCFDのワーカー、精神保健ワーカー、
警察、学校関係者などと緊密に協働する。

（2）根拠となる法律

「Aboriginal Operational and Practice Standards 
and Indicators」、CFCSA、「家庭関係法（Family 
Relations Act）2010.7.1改正」に基づき、サービス
を提供する。

（3）スタッフ体制

SW15名、チームリーダー3名、コンサルタント1
名、親子・親族関係をサポートするライフロング・
コネクションズ・ワーカーがいる。SW1人あたり15
～20ケースを担当している。

（4）サービス対象

社会的養護を要する子ども290人を支援してい
る。多くは里親家庭で暮らしているが、施設や親
族家庭で生活する子どももいる。

（5）業務の具体的内容

①ケアプランの作成
　　本人と対話を重ねて作成する。BC州の規定
ではSWに、3ヵ月に一回子どもを訪問するよう
義務づけているが、VACFSSでは毎月訪問する。

②パーマネンシープランニング
 　子どもにはBC州の法律と国連の子どもの権
利条約を説明し、子どもの権利を教える。ライ
フロング・コネクションズワーカーが親族と連絡
をとり、親族里親や里親養育、養子縁組を視野
に入れた長期的で安定的な支援計画を考える。

③自立支援
　　住宅確保の支援や金銭的援助、ソーシャル
サービスの申請の仕方や内容など、一人で生き
ていくために必要な情報と支援を提供し、とも
に準備を進めていく。自立支援を行うBYRC （94
ページ）とはコミュニティパートナーとして連携し
ている。また、低所得の先住民向けの住宅プ
ログラムを行うLu’ma Native Housing Society
と提携し、自立を前にしたユースが支援を受け
ながら独立した生活をおくる住居（スイート：P.61
参照）を3軒備えている。

（6）特色ある支援プログラム

①Touching the Land of the Relations Program
　　社会的養護の措置期間内に、自分の属する
部族の土地に赴き、受け継ぐべき文化を体験す
る。また、年に1度、19歳になるユースを対象に、
伝統的なしきたりに則ったセレモニーを執り行う
プログラムもある。

②Youth Advisory Committee
　　2010年、当事者のユースがアドバイザーとな
り、VACFSSの活動全般に対して意見や提言を
述べる委員会を立ち上げた。アドバイザーは8～
10名おり、5名のSWが活動をサポートする。

 　その他、ユースがコミュニティで自らの経験を
語るプログラムもある。社会的養護の当事者た
ちが制度の専門家であることを認め政策に与え
る影響力を強めることを目的としている。
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③Culturally Relevant Urban Wellness （CRUW）
Program

　　12～15歳のユース（先住民に限らない）24人
が、32週間（16回）で互いにかかわりを深めな
がらBC大学の農場で自然の中で生きてきた先
住民のコミュニティ文化や歴史を学ぶ体験型セッ
ションを受ける。都市に住みながら自分たちの
精神世界や健康を維持する方法や、作物の栽
培や収穫後の調理の仕方を学ぶ。伝統的なク
ラフトや、カヌー、乗馬の体験などもある。

2-3. 里親サービス（Residential Resource）

（1）レジデンシャルサービスの現状

※Residential Serviceは親元から離れ、里親家庭や

その他の場所に住む子どもに提供される、住居とスー

パービジョンをあわせた支援を意味する。

VACFSSでは家族や親族との暮らしを最優先
し、それが叶わなかった場合、安全で、子どもの
文化や先住民としてのアイデンティティが尊重され
る代替養育を提供することを使命としている。
Residential Resource部門がサービスを提供す
る子どもは406人いる。そのうち353人が里親家庭
で生活をし、グループホームに21人、特別な対応
のニーズがある子どもの施設に14人、アパートや家
に自立して住む子どもが7人、親族と暮らす子ども
が11人いる。（視察当時）
　そのうち、裁判所命令によって継続的な社会的
養護が必要とされた子どもが290人、家庭に戻れ
る可能性のある一時保護の子どもが116人である。
VACFSSの認定里親は189家庭あるが、先住
民の里親は40家庭にとどまる。先住民の里親を
MCFDや他州から紹介してもらうこともある。

 

（2）スタッフ体制

子どもの措置（里親とのマッチングを含む）、里
親の開拓、里親家庭の安全性調査を担当するチー
ムと、里親・その他契約ケアギバー・グループホー
ムのサポートと監督業務をする2つのチームが主な
業務を行う。各チームは4～5人のSWと臨床指導
員で構成される。

（3）里親支援

①里親教育
　　多種多様な文化や人種、民族、価値観を持つ
家族や子どもに適切な対応をするためのトレー
ニングや、里親自身の生い立ちと都市に住む先
住民の歴史的変遷を振り返って学ぶ文化的教
育プログラムを提供している。特に先住民でな
い里親には「インディアン・レジデンシャルスクー

∞Medicine Circle（メディシンサークル）∞

　子どもを中心にし、里親の開拓、認定（ケアレ
ベル評価）、措置・マッチング、サポートと監督と
いう里親支援業務を、人間性、帰属、尊厳、統合
性という価値観にどうつなげて考えるべきかを示
している。例えば、マッチングの際には、子ども
が帰属意識を持てるか、尊厳を保てるかに配慮す
べきであることがわかる。

31
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131
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2

親族里親
専門里親レベル１
専門里親レベル２
専門里親レベル３
契約した措置先

一人暮らし
親・親族と同居

その他
先住民の支援先

不明

20 40 60 80 100 120 1400

ロゴにメディシンサークルを組み
合わせ価値感と業務を象徴的に
表現した大きなバナーが掲げら
れていた。

VACFSS社会的養護となっている子どもの措置先
　　　　　　　　　　　　　  （2016年3月現在）

社会的養護となっている子どもの数

　 出典：2016 VACFSS Annual Report

人間性
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（養育レベル
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ル」をめぐる先住民の歴史（55ページ）や先住
民への差別意識がいまだに残っていることを理
解してもらう。

　　その他、しつけやタイムアウトなど子育てにか
かわる教育プログラム、胎児性アルコール症候
群などの疾患を持つ子どもへの対応方法を教え
るプログラムもある。

②サポート体制
 　電話相談は24時間いつでも受け付ける。また、
月1回、里親サロンを催し、情報交換や交流の
機会を提供する。サポートワーカーによる家庭
訪問サポートプログラムもある。

　　バンクーバーの地価は非常に高い。Lu’ma 
Native Housing Societyと契約し、里親になり
たくても子どもを迎え入れるための住居を確保
できない里親7家庭に対し、住居を提供するサー
ビスも行っている。

2-4. 家族保全と再統合支援
　　（Family Preservation＆Reunification）

（1）サービス内容

MCFDとVACFSSの児童保護部門、社会的養
護を要する子どもへの支援部門、里親支援部門と
連携し、子どもが家庭で生活できるように支援す
る。
児童保護の介入期間中は、リスクを軽減・解消
して親子分離を防ぐための支援をする。
分離となったケースでは、再統合を目指す。親
に寄り添いながら1～2ヵ月間、面接とSVを行う。
裁判所への同行、裁判の目的の説明や書類記入
の支援なども行う。その後カウンセリングを行って
支援計画をたて、分離に至った原因を解決し、家
族再統合の条件を満たすことができるように支援
する。支援プログラムは3～6ヵ月ごとに見直す。
親の病気療養や刑務所収監などによる長期分離
にも対応する。
2015年は12％の子どもが再統合を果たした。家
族再統合の判断は裁判所が行うが、その際、守
らなければ再分離に至る判断につながる条件が示
される。再統合後は6ヵ月間フォローアップを続け
る。再分離に至るケースは全体の20％である。

（2）スタッフ体制

2チーム制で、13名のカウンセラーが主な業務を
行う。集中的に半日、ひとつの家庭に1週間続け
てかかわるプログラムもあり、カウンセラー1人あ
たりの担当数は常時約10家族、年間30～40家族
である。

（3）家族が抱える課題

物質依存症、貧困、世代間のトラウマ、精神疾
患、DVなどの課題を複合的に抱えている場合が
多い。

（4）家族の力をつける支援プログラム

家族、父親、親族が子どもとのかかわりを強化
し、それぞれの単位や立場で力をつけるグループ
ワークがある。子どもが里親に委託されている場
合は、家族を会わせる時間を設けて親子がともに
食事をしたり遊んだりする。その後の親子が分か
れて行うセッションでは、親は親業や家族につい
て学ぶ。
グループワークでは、知恵や知識を持つ先住民

部族の長老が「トラディショナル・ティーチャー」と
なり、固有の言語や伝統的文化を教えながらプロ
グラムを行う。長老のかかわりにより過去からのト
ラウマを癒し、失われた尊厳を回復させ、家族の
立ち直りを助けることができるという。
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3. 所感・考察
先住民に特化した協会ということで、MCFDが定

めている子どもに対するサービスに加え、独自の指
針が至る所に盛り込まれている所が非常に特徴的で
ある。もともと自然の中で生きてきた先住民が、都
会で暮らしつつも精神世界やアイデンティティを維持
していくためと説明があった時に、単純な社会的養
護以上の難しさがあると感じた。特に特徴的だった
のは、社会的養護にいる期間中に、必ず祖先が暮ら
していた土地へ行くということだ。子どもがどの様な
ルーツを持っているのかを教える配慮に感服した。
祖先を知り、所属感を高められるのは、もともとの
部族が素晴らしく価値のあるものだったからに違い
ない。子どもと親だけを見るのではなく、親族・コ
ミュニティーといった大きな枠での支援の重要性を学
んだ。                                                    （野田　大順）

∞先住民文化の継承∞

　子どもが自分の出身部族の文化的なアイデンテ
ィティを取り戻し、その部族の一員となり、深く
定着できるようサポートをしている。精神科治療
とは別に、帰属意識や文化、アイデンティティを
取り戻すことによってその子どもの抱えている問
題を治す手助けを行っている。
　VACFSSと先住民のコミュニティーとその長老
をつなぐ役割を持つスタッフを配置し、機会ある
ごとにセレモニーを行うVACFSS 独自のプログ
ラムがある。例えば新規認定された里親に対して
は、里親への尊敬と、里親になると決意したこと
を尊重する意味合いを込めて、織物を肩から掛け
る儀式を行うそうだ。我々の訪問時にも視察前
後で先住民の長老が、先
祖に感謝する意味を込めた
セレモニーを行ってくれた。
VACFSS のスタッフも皆一
緒になってお祈りをしてい
る様子を見て、先住民の価
値観が尊重されていること
が窺えた。

※先住民の同化教育、レジデンシャルスクールについては
　第Ⅰ章、MCFD、P55コラム参照。

お土産のカップを持って記念撮影

・VACFSSホームページ
  http://www.vacfss.com

 参考資料
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 “人権大国”カナダといえども負の歴史がある。「First Nation」「Aboriginal」
（ともに「先住民の～」という意）や「Indian Residential School」（先住民の寄
宿学校）などの単語を、研修講師たちが奥歯に物が挟まったような表情で口にするこ
とが多かったように思える。以下、わたしたちなりに調べたことを記述する。
　1883年から1998年までの間、カナダ各地に132校のインディアン・レジデンシャル・スクールが設
置され、元々カナダの大地に住んでいた先住民の子どもたちはヨーロッパの文化・教育を受けるために
親元から引き離され、強制的に入所させられた。政府の同化（白人化）政策によって、先住民の子ども
たちは120年以上も差別や虐待を受けてきたのである。文化・習慣やことばが禁止され、十分な食べ物
も与えられず、一部の教師からは身体的・性的虐待を受けてきた。この間、入所させられた先住民の子
どもたちはおよそ15万人。そのうち今日でも8万人が生活している。受けたトラウマは世代を超え、現
在も傷となっている。
　BC州は、カナダの中でも特に先住民が多い。198の部族があり、州の子ども人口91万人のうち、先
住民の子どもは約8万人で約8％（2011年）であるにもかかわらず、驚くべきことに、社会的養護で生活
する子どもの50～60％が先住民の子どもである。ハーパー首相（当時）は、2008年に連邦議会へ先
住民リーダーや寄宿学校の卒業生らを招いて、「カナダ政府は、先住民を深く傷つけてきたことを心か
ら謝罪する」と公式に謝罪した。BC州もその間違った施策を改め、現在は先住民の文化、生活の価値
観などを引き継ぐことを大切にしている。それはCFCSAに反映され、先住民の歴史や文化に配慮し、
先住民自らが先住民にふさわしい支援を提供するため、先住民機関（例えば、49ページのVACFSS）
と、そこに属するワーカーへMCFDの全部または一部の権限を委譲している。
　国内約54万人が登録している先住民は、その半数以上がBC州とオンタリオ州に住んでいるとのこ
と。今回の視察でも、先住民問題をもっと勉強してから研修に参加するべきだったと反省した。そんな
なかで訪れたビクトリアにあるロイヤルBC博物館では、ほぼ1フロアを使って先住民の歴史・文化・芸
術・生活などが紹介されており、ブース一角の「Disruption（崩壊）」というタイトルの展示に大きく心
を揺さぶられた。（122ページに写真を掲載）
「Loss of Land」─ 国を奪われ　　　　　　　　　「Loss of Resources」─ 資源を奪われ
「Residential Schools］─ 寄宿学校に入れられ   「Loss of Connection」─ つながりを断たれ
「Loss of Children」─ 子どもを奪われ　　　　　「Loss of People」─ 人を奪われ
「Loss of Culture and Identity」─ 文化と民族アイデンティティーを奪われた
　すぐ隣では「Our Language」という映像が流され、若者世代を中心として、ことばから独自文化を
取り戻そうとするムーブメントが紹介されていた。出演している先住民の若者は、生き生きとした表情で
自分たちのことを語り、さらに若い子ども世代にも自分の学びを伝えているのが印象的だった。そこに
設置されているメッセージボックスには、来館者による感想や応援メッセージを綴ったカードがたくさ
ん入っていた。
　カナダ政府も様々な取り組みを展開して、なんとか山積した課題をなくそうと努力している。2010
年の世界保健機構（WHO）の報告によると、カナダ国内における先住民の平均寿命は、非先住民よりも
17年短いという統計が出ている。1日も早く、先住民をめぐる問題が解決することを日本から祈りたい
と思う。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （茂崎　啓典）

コ ラ ム

  C

A N A D A

Province of B
C

～先住民問題について～
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訪 問日 時： 2016年10月19日 PM

住　　　所： 131 Eighth Street New

 Westminster, BC

取材担当者： Russell Pohl（会長）

（敬称略） Gaye Smith（Indigenous

 Perspectives Society所属）

1. 概要
1967年に設立された、里親養育の質的向上のた
め、里親、SW、その他関心のある人々が協働する
ことを目指したNPOである。社会に向け里親養育に
ついての情報を発信し、里親への教育と研修、専門
職としての能力開発の機会を提供する。BC州内の
全ての里親との連携ができる組織体制になっており、
地方協会、地域評議会、理事会があり、里親会員に
よって選出されたボランティアが運営している。予算
は、年間447,000ドルで、MCFDからの基金、寄付、
年会費（一人30ドル）でまかなわれている。

1-1. 活動内容

（1） 会報などの印刷物の配布
（2） 里親保険の情報提供
（3） 里親制度に関する情報提供
（4） 地方協会の設立と促進
（5） 里親支援ネットワークの構築と運用
（6） トレーニングの開発と実施
（7） ピアサポートネットワークのコーディネート
（8） キッズプログラム（キャンプ）支援
（9） 奨学金の提供

1-2. サービスと活動の実績（2013 ～ 14 年）

＜情報提供、相談受付＞

・一般的な情報提供／受入相談： 5,412件
・養育者からの養育相談： 442件
・里親希望者からの相談： 277件
＜里親保険について＞

・保険金に関する問合せ： 31件
・保険ワークショップ： 7回＋オンラインセミナー
・保険ワークショップ参加者： 94人
・保険関連の相談： 652件
＜連合コミュニティ＞　

・ネットワークとパートナーシップ会議： 243回
・ボランティアによるサポート時間： 1,575時間
・ピアサポートボランティア： 8人
＜印刷物＞

・サポート通信発行： 1,327回
・保険に関するパンフレットの配布： 680枚
・ニュースレターの配布： 12,200枚

BC Federation of Foster Parent Associations
（BC州里親会連合）

閑静な住宅街に建つお洒落な建物

Local Foster Parent Associations BCFFPA
（州全域の里親を対象に支援サービスを提供）

Indigenous Perspectives Society
（州全域を対象に先住民視点からサービスを提供）

BCFFPA Local Foster Parent Associations
（13の地域里親会）

Interior Community Services
クートニーとトンプソン地域

Axis Family Resources
ノーザン地域

Okanagan Foster Parent Association
オカナガン地域

Hollyburn Family Services
コースト地域

Foster Parent Services Society
バンクーバーアイランド地域

Ministry of Children and Family Development（MCFD）
（資金提供）

地域の里親
支援サービス

●BC州の里親支援団体

◆児童福祉

British Columbia
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＜ホームページ＞

・総アクセス数：  21,768回
・月間平均アクセス： 1,814回

2. プログラム開発
2-1.ファミリーケアホームプログラム

MCFDや先住民里親支援団体および、その他地
域の里親支援団体と共同で作成した里親養育プログ
ラムである。社会的養護の子どもと、家族と里親に
対し、衣類、食事、安全・安心の保障などの支援を
提供する。

2-2. 新しいプログラム

トレーニングプログラムを積極的に作成し、導入に
向けた働きかけをしている。現在、米国で作られたプ
ログラムPRIDE（Parenting Resource Information 
Development Education）に先住民の伝統や文化を
尊重する視点を加えるなどBC州の里親向けにカスタ
マイズしたプログラムを開発中である。

3．Gaye Smithさんの話
ゲイ・スミスさんから先住民の子どもを養育する里
親へのかかわりと自身の体験談をうかがった。ゲイ
さんは、これまでに55人の里子を育てた経験があり、
先住民の子どもを預かった里親へ支援を行っている。
BCFFPAでは先住民文化継承のためのトレーニング
の開発と実施を行う。

クリー族のゲイさん（右）は「クマと一緒に歌う」という先住

民名を持つ。その名前には、里親と話す時に「クマが歌うよ

うに、真心をこめて話すように」という気持ちが込められて

いるという

●里親に教えていること
私が面倒をみた55人の里子のうち26人は里親宅

で虐待を受け、私の所へ来た子どもたちです。自分

の所にはそういう子どもが来てなかなか大変という

経験をしています。

私は、先住民ではない里親に、先住民の子ども

を預かる時どうすれば良いかを教えています。先住

民の文化を教える時はまず、歴史を教えます。

歴史は、白人がこの地に来る前まで、白人が来て

から、そして今へとつながりますが、白人が来て何

が起きたのかを教えます。白人によって奪われた文

化、失われた伝統などについて教えます。特に、レ

ジデンシャル・スクールに行ったおじいさんおばあ

さん、おとうさんおかあさん、そして世代を超えて

今の子どもにどんな影響を与えているかを話します。

先住民の文化や伝統をその子に伝えること、ある

いはその子が本来持っているべきだった価値をとり

戻すことが必要だと教えます。ですから里親自身も

先住民の伝統文化を学ぶことが必要なのです。自

分も中国人の子どもを養子にとりました。そのため

私も中国の文化や伝統について学んでいます。

●Relational Permanency
カナダには多様な民族がいて、私は先住民以外

の子どもたちも養育してきました。かつて自分が関

わった子どもたちは成長し大人となっていますが、今

でも関係は途切れることなく続いています。それを

「Relational Permanency」と言っています。家を

出て、大人になり、その後ホームレスになったり薬

物を使ったりアルコール依存になったりしても「Can 

you help me？」と助けを求めてきたり、「結婚して

子どもが生まれたわ」と報告をしてくる子もいます。

●世代間連鎖を断つため
親から虐待を受けていた子どもが大人になって自

分の子どもを虐待し、と繰り返されるような世代間

連鎖を断つために重要なのは、とにかく話をして

理解するということだと思います。社会的養護は、

強い人間関係を築く以外の何物でもありません。

もちろん、健全で強い人間関係を築いても、本人

が大人になれば解決が難しい問題は起こるもので

す。「私は知らないよ」という態度は決してとらず、

「いつでもどうぞ」と門を開いて私は待っています。

かつて私の元にいた子どもが母になって訪ねてきた

時、私は子どもを抱いて、お母さんを見て、「この子

は子どもを育てていける。大丈夫だ」と思えるまで

かかわりを続けていきたいと思っています。強い関

係を築くことができれば、向こうは信頼して戻って

きます。連絡をしてきます。信頼関係があることが

重要なのです。
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4．Russell Pohlさんの話
当連合の会長であり、自らがLGBTQ※であるラッ
セル氏は、現在男性のパートナーと里子と生活をとも
にしている。自分の家族写真をBCFFPAのホームペー
ジに掲載し里親開拓や募集ツールにするなど、広報活
動にも積極的である。LGBTQの子ども育てるにあたっ
ての注意点やご自身の強みなどについてうかがった。
※LGBTQについては59ページ参照
●相手を尊重する

17年前に初めて里子を委託されましたが、翌日

SWが子どもを取り返しにきました。SWは、「あな

た方が同性の夫婦であることを知りませんでした」

と。昔は、このようなこともありました。

里親やワーカーにレクチャーする時、2つのこと

を話しています。1つはお互いを尊重すること。もう

1つは自分の人生、相手の人生の価値を認め尊重す

るということです。子どもも尊重の対象で、人生は、

旅です。相手の旅の道筋を互いに尊重しあわなけ

れば、お互いが不幸になってしまう。

●アイデンティティを受け入れる

LGBTQの里子と話をするときには、言葉づかい

に気をつけなければいけません。「あなたにはガー

ルフレンドがいますか」という質問は適切ではあり

ません。また「彼女と結婚する時」ではなく「パート

ナーと結婚する時」などと言葉を変えて話をします。

里親がゲイであろうが、レズビアンであろうが、里

親である限り、子どものニーズにマッチした育ちを

サポートすることが大切です。

LGBTQの里親としての強みは、相手が誰であろ

うと、どういうアイデンティティであろうと受け入

れ、人間関係を構築し強化できることです。多様な

子ども、里親の声を聞き、同じように人生という旅

を歩む一人の人間として相手を尊重すれば、相手を

理解することができるのです。

5. 考察
お二人の話からは、子どもが先住民であろうと
LGBTQであろうと一人の人間として、最善の利益、
権利擁護を第一に考え、寄り添い、アイデンティティ
を大切にし、支えていく姿勢が伝わってきた。
中でも、「愛してくれる人と一緒に住めることが一番
良いと思う」と話されたゲイさんの言葉が特に印象に
残っている。4年間に84ヵ所も転 と々した里子がゲイ
さんの所で18ヵ月生活し、その間一度もここを離れ

たいと言わなかったそうである。
愛される喜びを感じるからこそ、愛する喜びをも感

じられる。社会的養護の中におかれている子ども一
人ひとりが、そのような家庭と出会い、生活すること
ができるよう支えていかなければならないのだと改め
て考えさせられた。
また、里親の元を離れたから終わりではなく、連

絡を待ち続ける姿勢、そして、連絡があったら支えよ
うとする姿勢が大切なことであり、里親のもとを去っ
た子どもにとって、大きな安心と力になることだろう。
「関係性が切れることなく続いていく」のである。こ
のことは、一朝一夕に築けるものではなく、支援者
と生活する日々の中で子どもの心を少しずつ満たし
ていき、困ったときに戻ってくる力となるのだと思う。
ゲイさんの言葉を胸に目の前の子どもたちを支えてい
きたい。　　　　　　　　　　　　　（中村　淳平）

ラッセルさんの家族は、里親リクルートプログラムの一環で
SNS、TV、ラジオ、ポストカードなどの印刷物に登場し、里
親養育に関する啓発と普及に協力している。当プログラムは
MCFDから助成金を得て行っている。

・BCFFPAホームページ
  http://bcfosterparents.ca
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　LGBTQとは、レズビアン（Lesbian/女性同性愛者）、ゲイ（Gay/男性同性愛者）、バイ
セクシュアル（Bisexual/両性愛者）、トランスジェンダー（Trans-gender/性同一性障
害を含む、遺伝子学的性とは異なる性同一性）、ジェンダークィア・ジェンダークェスチョニング（Gender-
queer・Gender-questioning/性同一性に関して流動的あるいは未確定）の頭文字をとった、セクシャルマイ
ノリティ（性的少数者）を表現する用語である。カナダを表すうえでの代表的な概念として「多様性」があげ
られるが、そのなかでもLGBTQになぞらえるような性の多様性に関して様々な機関で考えさせられることが
多かった。前出のBC州里親会連合（BCFFPA）では実際に同性婚里親に出会う機会を得たが、その際に「同
性婚里親の強み（strength）とは何か？」と筆者が質問したところ、「色々なことを教えてあげられる、何でもで
きる」と言われ、非常に印象深かった。多様性を認める国に暮らしているといえど、彼らはおそらく偏見や差別、
いわれのない好奇の目にさらされた経験をもつだろう。そうした経験は社会的養護の世界を生きる子どもたちが
抱える感覚と似て非なるものであり、重なる部分があるからこそ見えることや可能なサポートがあると考えられ
る。多様性を認めることは、社会的養護にある子どもの支援について、その手立てを広げる動きにもつながる。
　BC州では2005年より法的に同性婚を認めており、同性婚の里親による社会的要保護児童の支援が広く
認知されている。そこで日本の現状はどうかといえば、現在までのところ同性婚を法的に認めてはいない。
　そもそも婚姻について、現行の日本国憲法では「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等
の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない（第24条第1項より）」と
ある。これはあくまで「両性」を男女二性論と定めている。
　だがこのようにして「両性」を男女二性論に終始する解釈のままでいいのだろうか（なお民法は婚姻の成
立条件について異性パートナーにのみ成立すると規定した条文をもたない）。これに関連して興味深いの
が、東京都渋谷区が2015年に「結婚に相当する関係（渋谷区男女平等および多様性を尊重する社会を推進
する条例）」として同性婚を婚姻に準ずるあり方として認めたことである。そしてこうした同性婚カップルの
中には、子どもを授かるひとつのあり方として里親という選択を考える方も一定数いるであろうことが見込ま
れる。これは日本も近い将来カナダのように同性婚里親委託を社会的養護における支援の一選択肢として
明確に位置づける上で大きな一歩だといえるだろう（なお2016年12月現在までのところ、東京都世田谷区、
三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市がパートナーシップ宣誓制度をスタートさせた）。これに関連
して埼玉県に事務所を構え、国や自治体に対して、里親・養親の候補として積極的にLGBTを受け入れるよう
働きかけを行うことなどをスローガンに活動する一般社団法人レインボーフォスターケアは、2015年に大阪
市淀川区LGBT支援事業担当者と意見交換を行っている。その内容をもって淀川区長と大阪市こども相談セ
ンターとで対談がもたれ、「里親として適任者であれば、差別や偏見でもってLGBT当事者を排除することは
絶対にない」と発信された。少しずつだが着実に、社会的養護においてLGBTQの方々との接点は増えていく
といえるだろう。
　また後の章で紹介されるBYRCでも筆者はトランスジェンダーの若者に出会ったが、彼女（生物学的には
彼、とのこと）は他の利用者から「そのスカート、クールね」「今日のメイク、とても可愛い」と声をかけられ嬉
しそうにお礼を言っていた。「人と違う育ちをしたことも、セクシャリティのことも、いつも孤独だった。でもこ
こ（BYRC）に来たことで自分が自分になれた気がする」と率直な想いを語ってくれた。
　多様性を認めることによってより多くの人々が理解の幅をもち、支援の間口が拡がれば、それによって助け
られる子どもたち、若者は確実にいる。
　社会的養護において、今後のLGBTQに関する動きへ期待できるところは多くあるだろう。 （樋口 亜瑞佐）

＊1 男女二性論…生物学的性（sex）の男女と、社会的役割（gender-role）としての性の男女が男/男、女/女でそれぞれ一致してい
る同一性だけを指す考え方のこと。

＊2 一般社団法人レインボーフォスターケア…紹介HP：https://rainbowfostercare.jimdo.com/

コ ラ ム
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訪 問日 時： 2016年10月18日 PM

住　　　所： 57th Avenue, Surrey, BC

取材担当者： Douglas Dunn（エグゼクティブ・

（敬称略）　ディレクター）

 Kistie Singh（ビレッジ・ディレクター）

1. SOS子どもの村インターナショナルについて
1-1. 概要

1949年、オーストリアのイムストで
ヘルマン・グマイナーによって「SOS
子どもの村」が設立される。“全ての
子どもが家族の一員として愛され、
尊重され、安全な環境で成長する
こと”を目標に掲げ、「私のマザー」
「私のきょうだい」「私の家」「私の村（ふる里）」の4つ
を柱として「村」と里親家庭で子どもを育てている。
子どもと家族への支援を世界で展開する国際NGO
「SOS子どもの村」は、現在134の国で564のビレッジ
（村）を運営し、47.5万人の子どもをケアしている。ビ
レッジにおいて、小学校、幼稚園、職業訓練校、大
学、医療機関など運営している地域もあり、2,665ヵ
所の事業所を展開している。
日本には「NPO法人SOS子どもの村JAPAN」があ

り、福岡市と仙台市にビレッジを開いている。

1-2. SOS子どもの村の特徴

（1）SOSマザーによる養育

家族と暮らすことのできない子どもたちには、愛
情あふれる家庭的な環境が必要というSOS子ども
の村インターナショナルの基本理念のもと、専門的
なトレーニングを受けたSOSマザー（里親）が家族
として子どもたちと生活している。
きょうだいを同じ里親家庭で養育すること、地
域とともに子どもたちを育てていくことを基本原則
としている。

（2）家族崩壊を防ぐ家族強化プログラム

子どもが生まれ育った家で、家族とともに育つこ
とができるよう、子どもとその家族を支えるファミ
リーサポートセンターを運営している。また、家族

の崩壊につながる貧困の撲滅にも取り組んでおり、
家族機能を強化することで親子の別離を防ぎ、世
代間の負の連鎖を断ち切ることができるようプロ
グラムを組んでいる。

（3）自立を支えるユース施設（自立支援機能）

近く自立の日を迎える子どもはSOSユース施設で
生活をしながら、自活していくために必要な生活
スキルを身につける。また、就職活動の支援やカ
ウンセリングなどのサポートを受けながら自立へ向
けての準備を整えることができる。

2.「SOS子どもの村 ブリティッシュ・コロンビア
    （SOS BC）」について
2-1. 概要

1986年に法人化され、1999年から事業を展開して
いる。SOS子どもの村インターナショナルの基本理念
のもと、BC州の現状に合わせたサービスを提供し、
養育におけるパーマネンシー（永続性）を保障してい
くことを目指している。
村の里親家庭の個々のニーズと、トラウマを抱え

た里子やユースのための地域密着型のファミリーケア
サービスを提供している。

（1）4つの柱

①SOSマム（実母と区別するために「SOSマム」
と呼ぶ）が専門職として里親の養育にあたる。
専門的な知識と技術が持てるようサポートされ
ている。

②きょうだいがいっしょに住む。あるいはきょうだ
いのようなつながりを作る。

③家の中で安全な場所を提供する。子どもたちの

SOS Children’s Village British Columbia
（SOS子どもの村 ブリティッシュ・コロンビア）

村長のシンさん

◆児童福祉
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基本的なニーズを満たし、村で様々なプログラム
を提供する。

④村のコミュニティーを大切にし、“SOSファミリー”
として自立後も継続的に支援し、人間関係の
パーマネンシーを確保する。

（2）財源
寄付金、寄付物品や中古品などの販売（スリフ

トショップの経営）、イベント、助成金、基金で運
営されている。インターネットやチャリティーイベン
トを通し、積極的な寄付の支援を訴えている。
政府からの助成金は6％であり、政府に頼らず
独立して収入が得られる基盤を作ろうとしている。

（3）スタッフ

フルタイム：4名（管理者2名、その他3名）
パートタイム：16名（管理者1名、セラピスト6名、
ユースケアワーカー 1名、学習支援ワーカー 1名、
その他6名）

（4）ビレッジ（村）の構成
①14名の養育者と45名の子どもが生活する。12
軒の里親家庭がある。

②約3,000坪の敷地に、5軒の里親ホームと、そ
れら家の地下に5軒のスイート（ユースハウジン
グプログラムにてユースが独立し生活する）があ
る。ビレッジの里親は、SOSが所有する家に賃
貸料を払い、生活している。

③村外に7つの里親家庭（里親の持ち家）がある。

（5）SOS BCと里親との関係性

①MCFDか先住民の代表機関が里親を認定し、
里親との間で契約を交わす。視察時はVACFSS
と契約している里親が4家庭、MCFDと契約し
ている里親が1家庭あった。

②里親の入れ替えが必要となった場合は、契約機
関と調整し、SOS BCで新しい里親を雇用する。
（退職や自分の家を購入したために村から出て
いくなどの理由で入れ替えが発生する）

③里親は男女を問わず、独身でも、夫婦でもよい。
④ SOSの里親は子どもを6人まで預かることがで
きる。

⑤ 里親がレスパイトを取得する際は、子どもたちの
面倒を見てくれるワーカーを里親自身が雇う。レ
スパイトのために受け取る金額や期間は、里親
が契約機関のケースワーカーと交渉する。

⑥ 契約機関のケースワーカーとSOS BCのケース
ワーカーが連携して里親・子どもへの支援を行う。

権限移譲

周辺地域にて
7つの里親家庭を

支援

アウトリーチ

認定里親とMCFDや先住民機関は、レスパ
イトの承認や金銭的な合意事項を含めた契
約を交わす。子ども一人ひとりにケースワー
カーが配置される。

里親 ・ 子ども

ユースプログラム

敷地内に5つの里親ホーム
がある（全てスイートを持
ちユースプログラムを実施）

SOS BC
様々なプログラムの提供、
里親・子どもへの支援

認 定認 定

BC州子ども家庭開発省：MCFD

家賃
家賃

里　親

23ヵ所の先住民支援機関
（VACFSSなど）

村内

・ カナダでは、地下スペースがある住宅が一般
的で、キッチンやバスルームを備えた居住ス
ペース（スイートと呼ばれる）として貸し出す
家も多い。

・ SOS BCでは、上階に住む里親とユースケア
ワーカーがスイートに住むユースを支援している。

＜カナダの住宅事情～スイートについて＞

● SOSの里親支援 関係機関との関係図
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2-2. カナダにおける「SOS BC」の位置

「SOS BC」のケアモデルは、BC州において、SOS
マザーによる長期的養育と専門家チーム（心理職、
教育者など）によるサポートを提供する居住型ケアと
して登録されている。
2010年に開始され2013年に完了したMCFDによる
レジデンシャルケア調査プロジェクトの報告書におい
て、里親のサポートネットワークや治療的プログラム
を結び付け多くのプログラムを持つ、SOS BCのよう
なケアモデルが推奨されている。

3.「SOS BC」の独自性　
（1）多様なプログラムの導入

実親による虐待や育児困難、育児放棄などに
よって里親養育を受けている子どもとその里親に
対し、子どもに癒しの機会を与えて回復力を育み、
より健全で生産的な生活を送ることができるよう
考えられたプログラムを提供している。SOS子ど
もの村インターナショナルのケアモデルの実践によ
り、子どもと里親家庭のニーズに応えることを目標
としている。
地域の子どもや里親・養育者も、プログラムへ
の参加を可能としており、地域の子育て支援や若
者支援（アウトリーチ）も担っている。
① 里親（養育者）サポート
 　里親のみが子どものケアを行うのではなく村
全体で里親家庭をサポートする。養育のサポー
トと、里親の専門的な支援能力の向上のサポー
トが図られる。

② ニューロフィードバック  トレーニング　
③ 認知リハビリテーションカウンセリング　
④ 表現・芸術療法
⑤ 個人と家族とのカウンセリング
⑥ 教育プログラム
 　2010年に放課後学習クラブのサービスを開始
した。学習やソーシャルスキル向上の支援、生
活のアドバイスをしてくれる教師によって運営さ
れている。5つの学校と提携を結んでプログラム
展開されている。2015年は390人の利用があった。

⑦ 音楽療法
⑧ キャンプとレクリエーション
⑨ 文化の伝承
⑩ ユースサービス
　⑩ -1 ユースサービス～

   自立するためのプログラム
ユースケアワーカーが6ヵ月間1対1で生活
スキルやお金の使い方の習得、仕事や訓
練の場・住居を探す、アドボカシー、セル
フケアなどをサポートする。

　⑩ -2 ユースハウジングプログラム ～1年間集中
    住宅プログラム～

構内の家の地下にあるスイートに住みなが
ら自立していくための訓練が受けられる
ようになっている。ここで使用した家具は
引っ越す時に持っていくことができる。

 ・ BC州は住宅にかかる家賃も高騰し生活費が
高い。そのため自立する際に家具などを持っ
ていけることで、家具に費用をかけなくて済む。

 ・ 1年間に亘り家賃を滞りなく支払えば1,200ド
ルを子どもに返金する。引っ越して自立する際
の資金に使える。

　⑩ -3 アフターケア ～自立してからのプログラム
「いつ戻ってきてもいいよ」と約束し、自立
後も帰れる場所となることを保証している
（パーマネンシープロミス）。2016年から電
話によるフォローアップを開始し、つながり
の継続に努めている。

　⑩ -4 その他のユースサービス
高校を修了していないハイリスクなユース
に対し、高校を卒業し、それ以上の教育
を受けることができるよう支援する。

＜ユースサービスの対象＞

原則として16～24歳を対象としているが、発達
年齢に基づいた支援を行っており厳密には年齢
制限はない。メンタルヘルスの課題がある、ホー
ムレス、物質依存症、妊娠や子育てのため援
助を必要としているなどのユースを対象とする。
2015年度は29名がユースサービスを利用した。

各プログラムの
パンフレット



63

（2）SOS BCのユースサービス支援の強化

養育から離れる前後は、ユースにとっては不安
な時期であり、孤独、日常生活や安全・安心の喪
失、自活する自信の欠如、子どもを保護する機関
が提供するセーフティネットの喪失、情緒的に支え
てくれた養育者の喪失などの不安を表出すると考
えられている。社会的養護出身のユースの実態を
SOS BCが独自に調査し、BC州においては社会的
養護にいた子どもの高校卒業率が低く（18～20歳
の間に卒業できた者は21％）、犯罪率が高く（3人
に1人が犯罪を犯す）、ホームレスになる確率も高
いことが明らかになったためユースサービスにも力
を入れている。主な支援項目は以下の通りである。
 ・ 高校卒業までやその後の生活資金援助
 ・ 手頃で安全な住居の確保、緊急資金の調達
 ・ 生活費に関する情報の提供
 ・ 手続き書類を入手するための援助
 ・ 継続的、情緒的、社会的サポートを提供する
 ・ 養育から離れた後に保護ワーカーと連絡を取れる
よう支援する

 ・ 住宅供給、料理、食料品購入、職探し、予算の
立て方、洗濯、病院の予約、などの生活スキル
アップ

 ・ 健康と歯の保険保護、薬の服用
 ・ 衣類やレクレーションのための費用援助
 ・ カウンセリングなど、地域サービスへのアクセス
 ・ いつでも戻ってきていいという安心感と繋がり
を与える

（3）治療的サービスの充実

トラウマを持つ子どもに対して、治療的なケアを
積極的に行っている。セラピストによる専門的なプ
ログラムが多彩に用意されている。2015年度の実績
では98名が治療的サービスの対象となっている。
 ・ プレイセラピー
 ・ トラウマ焦点化認知行動療法（TF-CBT）
 ・ ブレインベーストセラピー
 ・ アートセラピー
 ・ ナラティブセラピー（物語療法）
 ・ ミュージックセラピー
 ・ ムーブメントセラピー
 ・ リハビリテーション療法（CRT）

（4）その他のプログラム
ヨガ、コミュニティガーデン、セルフケアボディ

ワーク、針、マッサージ等、子どものニーズに合わ
せてプログラムを選択し提供している。

「Change the World」
熱き想いで子どもを支援するDouglas Dunnさん
子どもたちのために世界を変えたいと語るダ

グラスさんの熱意をなくして、このSOS BCの
取り組みを語れない。社会的養護の子どもたち
に必要なことはどんなことでも取り入れ実行す
るというパワーで「ダグラスさんだったら子ども
たちのために世界を変えられるのではないか」
…と感じるほどの熱い情熱（PASSION）を持っ
ている方であった。
　　　　　　＊　＊　＊

　＜世界を変えたいと思わされた1つの事例＞

アシュリーは16歳の女の子でした。彼女の実
父は母、姉妹、自分の友達を強姦した。制度上、
彼女自身は被害に直接あっていないので保護さ
れず社会的養護の対象とならなかった。彼女は
2年間、ポケットにナイフを忍ばせて過ごしていた
が、そのナイフで自殺することも考えていた。一
人残され路頭に迷い、SOS BCに助けを求めに
来た。
私たちは食費の援助や仕事を探す支援などを

した。アルバイトをし自立した彼女に、その後、
学校へ行くための準備を支援した。アシュリーは
今、大学で看護師になる勉強をしている。SOS 
BCのユースワーカーとつながり、彼女と30時間
一緒に過ごしたことでナイフが必要でなくなり、
変わったのだ。
地域には様々なサービスがあるが、アシュリー

はそれを知らず、また自力で見つけることもできな
かった。30時間でSOS BCがしたのは、アシュ
リーを地域につなげたことだ。
　　　　　　＊　＊　＊
ダグラスさんは、何より子どもの命を守りた

い。そのために子どもを保護する権限や、里親
と契約を結んで支援のリソースを強化する権限
を得たいと話す。また、コミュニティーとパート
ナーシップを結び、SOSBC内で包含的サービ
スができるモデルを作る目標を持って事業を展
開している。
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4. 所感・考察
SOS BCのセンタービレッジを拠点とし、SOS内
の里子・里親、そして地域の子ども、ユース、養育
者へと幅広く支援を展開している組織であった。政
府の社会的養護における支援ではカバーしきれない
養護事情やニーズを担うため、直接的な支援を展開
しようと積極的に活動している団体である。虐待や
不適切な環境で育ってきた子どもたちの課題解決の
ため、治療的な養育を目指し、子どもや里親のニー
ズに合わせより多くのプログラムを展開できるように
ネットワークを構築することは、子どもや家庭にとっ
てより有効なケアに繋がり、パーマネンシー（永続
性）を保証していくことに繋がることを改めて学んだ。
自立支援、アフターケアにおいても力を注いでいる
SOSBCであったが、それらにおいては日本の社会的
養護の取り組みでも重要視され力を注いでいる部分
である。しかし、アフターケアにおいては施設によっ
て取り組みの成果が異なるのが実情だ。退所児童の
現状を考えると、リービングケア（退所準備）、アフ
ターケアの具体的な支援の制度化は早急に取り組ま
なければならない課題であると思われる。
また、子どものサポートとともに里親へのサポート
を大切にしているSOS BCの取り組みであり、里親が
孤立しないような里親支援の取り組みと、何より村
の中という身近にサポート体制が構築されていること
は、里親にとっては心強いことではないかと考える。
日本でも里親養育の推進がされているが、社会的養
護施設における里親や里子を支援する機関の整備、
里親の専門性の向上ができるような体制もより一層
必要となってくる。児童相談所、里親を含めた社会
的養護施設が垣根を取り払い、それぞれの専門性を
活かし、地域子育て支援の充実に向けて協働してい
けるよう、それぞれがチームとしてどう取り組んでい
くかが、家庭的養育・里親養育の質の向上への大き
なカギとなってくるように思う。
社会的養護に携わる職員・里親が大事にすべく
PASSIONの大切さを土台とし、自立支援の充実と
連続したケア、パーマネンシーの保障、そして里親
養育支援の在り方は、日本のこれからの実践におい
て、この視察先から学ぶべき点は多くあるのではな
いか。　　　　　　　　　　　　　（細見　亜紀子）

 ・ SOS CHILDREN'S VILLAGE BCホームページ
 http://www.sosbc.org/
 ・ SOS子どもの村 JAPAN
 http://www.sosjapan.org/

 参考資料

ダグラスさんとの団員の集合写真

各家の中心にある庭

里親さんのニーズに
合わせて建てられた
構内の家

センタービレッジ～ミーティングルーム、
アートセラピーの部屋、ミュージックス
タジオ、セラピーにも使うオフィスがある

庭にある音楽療法遊具

ミュージックスタジオ アートセラピールーム
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訪 問日 時： 2016年10月14日 PM
住　　　所： 3995 Quadra Street, Victoria, BC
取材担当者： Connie Haselden
（敬称略） （公共保健サービスマネージャー）
 Hillary J.Planden
 （地域保健コーディネーター）
 Catherine Saunier
 （保健師）

1. 概要
BC州健康省の管轄下の、保健所母子保健ユニッ
トである。バンクーバー島には、今回訪問したサーニッ
チを含め合計19ヵ所の保健ユニットがあり、周産期
の母親、乳幼児とその母親へのサービスを原則無料
で行っている。サービスの大部分は保健師が行って
いる。
“いつでも来てください”というオープンな姿勢で妊
娠・周産期から子育て期の母子に対応している。母
親自身の生活や将来への希望を尊重し、寄り添い、
自分の意志で判断や決定ができることを目指して支
援している。

2. 母子と家族を支える7つのプログラム
全ての家族を対象としたものと、特別な支援を要す
る家族を対象とした2つのタイプのプログラムがある。

2-1. Right From The Start（RFTS）

妊娠・周産期から子どもが2歳になるまでの全ての
母子を対象としたプログラムである。必要であれば子
どもが2歳を過ぎても支援を継続する。母子の健全
な身体・精神、安定した生活の維持を目的とし、以
下の4つのサポートを展開している。

（1）妊娠期のサポート

2012年から妊婦にRFTS登録フォーム（付表3）
を配布し、プログラムへの登録を呼びかけている。
保健師はフォームに記された質問票への回答内容
から心理社会的な問題や環境、生活スタイルにお
けるリスクファクターを明らかにし、必要な支援に
つなげる。

質問票には、薬物やアルコール依存など、回答
に抵抗があるような内容を直接的に問う項目はな
く、「煙草を吸っているか」などから薬物の可能性を
判断する。まずは妊婦との関係を構築することを
大切にし、その後、具体的に介入して確実に支援
につなげられるように配慮されている。先住民であ
るかを確認する項目もあり、リスクを抱える先住民
への支援にもつなげている。
なお、登録フォームの配布状況は妊婦全体の

30％にとどまっている。

（2）出産後のサポート

出産後の母親に電話をかけて状態をアセスメン
トし、健康で安全な生活が送れているか確認する。
身体的、情緒的状況や、うつ病既往歴などの聞

き取りを丁寧に行い、必要に応じて母子の家族も
サポートする。
家で生まれた子どもへの聴覚検査サービス、精

神保健や歯科などの診断や治療のための医療機
関の紹介やサービス提供も行う。

（3）授乳のサポート

2歳まで母乳で育てることを目標にし、専門の研
修やカウンセリング教育を受けた保健師が関わり
授乳をサポートする。手動搾乳器の提供も無料で
している。

Vancouver Island Health Authority, Child Youth Family Public Health, Saanich Health Unit
（バンクーバー島保健局、サーニッチ保健ユニット）

◆母子保健、乳幼児精神保健

商業施設の一角にある
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（4）家庭訪問でのサポート

支援の必要がない家庭には、いつでも相談に応
じることを伝える。サービスの要望がなくても、介
入の必要があると判断した家庭には、家庭訪問を
して必要な支援につなげる。

2-2. BC Healthy Connections Project

25歳未満の初妊婦や心理社会的ハイリスク妊婦
を対象とした家庭訪問プログラムである。全州の保
健ユニットで調査、研究中のパイロットプロジェクト
である。対象の妊婦は、RFTS登録フォームの情報
からスクリーニングされる場合と、医師や助産師か
らの紹介、Boys ＆ Girls Club Services of Greater 
Victoria（地域の子ども総合支援団体90ページ）など
の他機関からの紹介もある。

2-3. Nurse Family Partnership（NFP）

妊娠28週から生後2歳までの母子を対象とし、妊
娠中から出産後まで健康を維持しながら、母子関係
を深める支援を行う。保健師は、母子やその家族と
継続して関わり、信頼関係を築いていく。
プログラムを実施している保健師は、島南部に5名

いる。アメリカで開発され、その後、BC州では4年
かけて試行、研究されてきたプログラムで、2017年か
ら正式に開始される。

2-4. Her Way Home

薬物依存の妊婦や育児中の母親を対象としたプロ
グラムである。健康省の主導ではなく、バンクーバー
島保健局の保健師が開始し、現在30ヵ所の支援機
関と協働している。アウトリーチワーカー、ケースマ
ネジャー、看護師などのスタッフが対応にあたる。
『Trauma-informed Practice（トラウマに対応した
実践）』と『Non judgmental（決めつけない）』ことを
大事にし、相手を批判せず、関係を築きながらサポー
トする。
依存症の診察室や分娩室などを見学する機会を

提供し、不安の緩和を図る。プログラムの一環で
居住提供の支援を行う保健ユニットもある。

2-5. Prenatal Outreach Program

妊娠期から生後6週までの母子を対象としている。
特に、若年、先住民や移民、母子家庭やDV被害者、
貧困、依存症、社会的な孤立、情緒的・知的に課
題があるなどの理由で、健康面に不安のある妊婦や
母子をサポートする。
妊婦には胎児の体重を健康的に増やす妊娠中に

適した食べ物や調理方法を教え、出産後の母親に
は赤ちゃんと母親自身の健康を支える食事について
教える。その他、ランチの提供、バス代の補助、食
料サービスチケットや駐車場代、予防接種代の補助、
妊娠期のビタミン剤処方などのサービスもある。
当ユニットでは、バンクーバー島内9ヵ所の支援機

関へ資金とスタッフを割り合てプログラムの実施を支
援している。
対象の時期を過ぎると、別のプログラムに紹介す

るなどして支援を継続する。BC州では、貧困で食
べ物を食べられない人たちが増えてきており、「フー
ドセキュリティ（食の保障）」という言葉も出てきて
いる。

出産後保健師から手渡される
BC州版母子手帳。主に予防
接種の予定と記録管理に使
われる
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2-6. Baby Talk

子育て中の母親のネットワークを作り、教育や情
報、支援を提供する。看護師がかかわるため、うつ
病や不安障害など母親の精神保健の課題や家庭状
況を知ることができる。

2-7. Perinatal Depression/Anxiety Program

周産期の全ての母親の精神的健康を目指したプロ
グラムである。
RFTS登録フォームの「妊娠中うつになったことが

あるか？」「何もする気が起きない状態になったことが
あるか？」という質問の両方にYesと答えていた場合、
医師や看護師が要望を聞き、妊娠期からの支援につ
なげる。
妊娠28～32週目の妊婦と産後6週目の母親を対象
に、うつ病や不安障害のレベルを調べるチェックシー
ト※もある。選別的でなく、一定時期のリスク管理と
してチェックを受けてもらうことで、支援が必要な母
子が抵抗なく支援を受けられるようにする配慮でも
ある。
こうしたプログラムには保健師が関わっており、1対
1で対応し、家庭訪問もしながら話を聴く。心理カウ
ンセラーや精神科医の紹介につなげたり、様々なリ
ソースの提供をしている。
※Edinburgh Perinatal/Postnatal Depression
    Scale ; EPDS（エジンバラ周産期/産後うつ質問票。
   付表4）

3. 所感・考察
周産期、早い段階から出産、子育てに課題を抱え
る家庭を発見し、何が課題なのかアセスメントする。
身体だけではなく、心も健康になって欲しいという考

えで、先住民や移民の家庭などへの支援にも力を入
れており、広く平等にサービスが提供されることは全
ての女性にとって心強く喜ばしいことと思う。プログ
ラムから次のプログラムにつなぐ切れ目のない支援を
している。ハード面でも無料化することなどで利用
者に負担をかけない。薬物依存のことも念頭に置き、
関係性を作ってから、少しずつ支援していくなど、十
分な配慮をしている。一緒に考えながら一緒に決め
ていく「Non-judgemental」の姿勢から、利用者の
権利擁護も大切にしていることがうかがえた。支援
者は利用者の話をしっかり聞き、利用者自身が自分
の夢、生活を決めていく。その中でも、どんなときも、
扉を開けているというのが利用者を安定させている
ことだと感じた。                                     （山元　真哉）

研修の様子

研修後の集合写真

 ・ Island healthホームページ
 http://www.viha.ca/locations/health_
units/

 参考資料

講義をしてくださるスタッフの皆さん
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訪 問日 時： 2016年10月19日 AM
住　　　所： Richmond Hospital, 7000 Westminster
 Highway, Richmond, BC
取材担当者： Dr. Peter Gibson
（敬称略） （精神医学最高責任者、身体医療責任者）
 Dr. Carolyn Steinberg
 （プログラム開発者、児童精神科医）
 Dr. Marilyn Champagne
 （プログラム担当者、児童精神科医）
 Dr. Tamara Salih（児童精神科医）

1. リッチモンド市の概要
BC州の南西部に位置し、人口は20万人、BC州の
中で二番目に人口増加が進んでいる都市である。人
口の約62％が移民で、その半分を中国系移民が占め
ている。高齢化が進んでいると同時に、出産件数も
多い。BC州には6つの保健局があり、リッチモンド
病院はバンクーバー公共保健局の管轄である。

1-1. リッチモンド病院の概要

（1）特徴

中国系移民が多く、中国語の
パンフレットや案内がある。現在、
英語以外の言語を使う患者に対
応できるようスタッフを増やして
いる。
精神保健サービスは、スタッフ採用から治療ま
で、本人と家族を中心に包括的に支援する視点を
一貫して大切にしている。患者数ではなく、患者
をどれだけ満足させることができたかが重要であ
るとし、基金提供者にもそのデータを示している。

（2）ショートステイ事業

小児科短期滞在ユニットができ、新生児の緊急
対応が可能となった。精神保健も含め小児の全て
のケースに対応できる。虐待が疑われる時は保護
目的でも利用される。その場合は医師がMCFDに
連絡をする。

1-2. 若年妊婦精神保健プログラム
       （Reproductive Mental Health Program）

15～27歳の若年妊婦を対象とし、精神科医師と
SWによって運営されている。若年妊婦の多くにハイ
リスク（低学歴、DV被害者、貧困など）が認められ、
家がない、食事の確保ができないなどの問題もある。
精神科医は診断・治療に携わり、SWは若年妊婦の
相談・支援を行うなど、チームとして対応する。
リッチモンド市には、他に（児童）精神科医がいな
いため、ここで治療を受けられるのは、長期治療継
続が見込まれるケースのみである。子どもと親の再
統合への支援が必要なケースにも対応する。

2. 乳幼児と家族に対する支援プログラム
プログラムは年齢で区分される。0～5歳の乳幼児

精神保健を扱っているのは、カナダ西岸部（BC州と
アルバータ州）で4ヵ所のみである。6～19歳対象のプ
ログラムは小児科から提供されるものが多く、アウト
リーチ型や、学校と連携しているものもある。滞在
型にも対応している病院もある。

2-1. 乳幼児精神保健プログラム
      （Early Childhood Mental Health Program） 

（1）概要・背景

2006年に開始された乳幼児（0～5歳）を対象と
したプログラムである。児童精神科医であるキャロ
ライン・スタインバーグ医師が、言語聴覚士や保

Richmond Hospital-Vancouver Coastal Health, Early Childhood Mental Health Program
（リッチモンド病院 乳幼児精神保健プログラム）

リッチモンド病院

◆母子保健、乳幼児精神保健

ギブソン医師
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健局の保健師、保育所の保育士などの協力を得
ながら開発した。政府機関とも協力体制をとるこ
とができ、普及は円滑に進んだ。
2016年にプログラムを受けるために待機してい
た子どもは約60人で、待機期間も長い。カナダで
は児童精神科医が少なく需要に追い付かない状態
である。

（2）治療費について

全ての治療費が州保険制度（Medical Services 
Plan BC）によってカバーされる。プログラムに関わ
る作業療法の費用、両親がプログラムを受講時の
ベビーシッター代、SWに係る費用なども含まれる。
プログラムのための治療費支給を受けるために
は、専門医の診断が必要であるため、まず地域の
クリニック（かかりつけ医）から紹介を受ける。周
産期の精神科医や産科医からの紹介もある。

（3）プログラムが行われている場所

このプログラムはリッチモンド病院内のチャイル
ドヘルスセンターで実施されている。3人の児童精
神科医が各々の部屋を持ち、そこで、プレイセラ
ピーやトラウマを受けた子どもへの緊急対応など
のプログラムを実施している。

（4）スタッフの体制（育成）

3人の児童精神科医と1人の心理士がいる（訪問
時、心理士は産休中）。
①児童精神科医の資格について
 　精神科医の資格を取得後、児童分野のプログ
ラムを2年間受けて、児童精神科医となる。小児
精神保健を扱っている所が少ないため（特に5歳
以下を対象とするところが少ない）、この分野の
医師を目指すために、多くの精神科医が州内外
からリッチモンド病院に実習・研修に訪れる。

②キャロライン・スタインバーグ医師
 　プログラム開発者であり、アメリカのメディカ
ルアカデミーで子どもと10代の若者の精神保健
を学び、精神科小児科でトレーニングを受けた。
現在は指導者としての立場でもある。

 　年間延べ60～80ケース（長期と短期両方を含
む）を扱い、週3.5日勤務している。他の日は他

                 

最高執行責任者
 

  

精神医療・最高責任者および、 
精神保健と薬物使用

 
および

 
居住支援                     身体医療責任者、MHSU 

支援つき住宅サービス、生活支援に関する責任者        

                
支援プログラムのサポート責任者

 
            

MHSU
 
主任
                   

MHSU
 
主任

    
          管理者

        MHSU  家庭保健  

 
  居住支援、公衆衛生 

 
 

 

 
    

(Early Childhood Mental Health Program = ECMHP)・乳幼児精神保健プログラム
・リッチモンド・スクールプログラム
・子どもと青年の精神保健
・成人の精神保健チーム（アウトリーチ型)
・高齢者の精神保健チーム
・親が精神疾患などの課題を持つ家庭支援

・移行支援  
・MHSU 居住支援   
・摂食障害総合プログラム
・薬物依存者のプライマリケア
  （アン・ヴォーゲル診療所）

チャイルドヘル
スセンターは、
小児科と乳幼児
精神保健プログ
ラムのサービス
の窓口となって
いる

■バンクーバーコースタル地区の保健 － リッチモンド
　精神保健と物質使用（MENTAL HEALTH & SUBSTANCE USE＝MHSU）  2016年9月
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の病院でも働き、専門医師育成にもかかわって
いる。

（5）リッチモンド市における特徴的な問題

①文化への適応困難
 　もともとの住民と移民の文化の違いが大きく、
移民が既存の文化にうまく適応できず、十分な
支援を受けないまま帰国してしまうケースもある。

②経済社会的状況
 　都市中心部が特に経済的社会問題を抱えて
いる。

③継続した治療が難しい
 　外国から来て数年で母国に帰るなど定住でき
ないケースもあり、継続治療が困難との問題が
ある。

④中国の習慣
 　中国には「赤ちゃんが生まれたら祖父母に送
り、数年後に親元に戻す」という習慣があり、
数年後にカナダに戻って来た子どもと親との愛
着が形成されないという問題が起きている。

（6）プログラムの対象

0～5歳までがプログラムの対象となる。子どもと
その家族は、主に次のような課題を抱えている。
①感情のコントロールができない
 　かんしゃく、反抗、攻撃性、敵意、同胞葛藤
（きょうだい間の競争心や親の愛情を独占する
欲求など）など

②行動の問題
 　睡眠、摂食、トイレットトレーニングなどの問
題、注意集中や多動・衝動性の問題など

③不安に関する問題
 　極端な内気（大人は『人前で臆せず話ができ
る人間になる事』を子どもに望む）、分離不安、
恐怖症などがある。

④トラウマの問題
 　出産時の子どものダメージ（出産時の大量出
血によるショック、無呼吸での出生、母胎のアル

コール・薬物使用など）も含めた全てが対象とな
り、妊娠出産時の状況からアセスメントされる。

⑤アタッチメントや絆、親子関係の問題
 　親の精神保健の問題、母国の祖父母に預け
られた乳児やその親の関係性の問題。

 　産後のメンタルヘルスの問題（不安・うつ）を
抱える母親への対応・治療もおこなう。母親自
身の問題が大きく影響し、子どもへの関わりが
難しいケースについても精神科と一緒にフォロー
アップする。

（7）具体的なプログラム内容

①プレイセラピーの実施
 　心理士と児童精神科医が行う。対象は新生
児からで、0歳児の場合は家族（両親、祖父母、
里親家族など）も一緒に行う。親子で関わる様
子を観察したり、医師が子どもと直接遊んだり
する。子どもだけで実施する場合は、一歳以上
が望ましい。子どもの経験を再現できるような
玩具（人形、車、動物フィギュアなど）が置かれ、
それを使って遊ぶ姿を観察し、どのようなトラウ
マを受けたかを評価する。

②親子のかかわり方を伝える
 　マジックミラーがある部屋では、親子の様子を
医師らが外から観察する。また、親子のかかわ
り（食事の与え方など）をビデオに録画して検証
したり、母親と共に観賞し、一つひとつのかか
わり方について振り返る。0歳児の場合は、母
親と一緒に遊んでもらい、母親に遊び方の指導
も行う。

③子どもが安心できる配慮
 　愛着の問題がある場合は、その子ども専用
の玩具箱を置き、子どもが愛着を抱いた玩具を
使って治療する。治療を継続して受ける時、自
分の玩具がそこにあるということを大事にする。
壁に自分の絵が飾られていることで自分の空間
だという認識を持てる子どももいる。子どもが描
いた絵は、持ち帰っても部屋に飾ってもよい。

スタインバーグ
医師（左）と
菊池さん（右）

診察室 壁に飾られた子どもたちの絵
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④大人を対象としたプログラム
 　親だけが集まって話すプログラムもあり、そこ
では『Simple Gift』というビデオを用いることが
ある。15分ずつの構成で、感情のコントロール
が難しい子どもの特徴や、暴力の世代間連鎖を
断ち切ること、またアタッチメントや赤ちゃんの
サイン（大人に何を伝えようとしているか）につ
いて学ぶ。視聴後に親同士でディスカッションさ
せることもある。自分だけが大変な思いをしてい
るのではなく、同じ思いの人がいることを知り、
課題を抱える家族の気持ちが楽になることを目
指す。

（8）プログラムの特性

¡ 対象の家族は、複雑に絡んだ
問題を抱えているため、児童
精神科医は精神力動の精神
分析学的なトレーニングを受け
る。家族のニーズに基づき、
子どもと家族を含んだグループ
セラピーをし、特に行動上の問題においては精
神力動を考慮した対応をする。家族療法や夫婦
セラピーも行う。

¡ 児童福祉とは別分野とされるが、長期的に母子
の問題がある時には福祉的対応も行う。分離さ
れた直後の子どもは、アタッチメントの問題なの
か、行動上の問題なのか分かり難い面を持って
いる。

¡ 子どもの発達の問題については、家族が納得
し、満足するまで継続してかかわる。

¡ 病院内にプログラムがあるため、円滑に連携で
きることが強みである。妊娠期の母親の精神状
態などにより虐待に繋がる可能性が予想される
場合には、妊娠期に関わる医師から早期に紹
介されることもあり、出産時からすぐにこのプロ
グラムを受けられる。他の病院では、周産期か
ら全てを診る精神科もある。

（9）他のコミュニティとの連携（アウトリーチ）

保育所に出向き、子育てのアドバイスもする。
サービスは、英語、フランス語で行われ、それ以
外の言語が必要な時は契約している通訳を呼んで
対応する。

3. リッチモンドの乳幼児期に関わる資源
様々な社会資源が存在しており、その一部を以下

に紹介する。
①タッチストーン家庭支援協会（Touchstone 
Family Association）

 　家族維持・再統合プログラムや、社会的養護
にいる家族にスーパーバイザーをつけるサービス
などを行う。

②大バンクーバー地域・家族サービス（Family 
Service of Greater Vancouver）

 　カウンセリング、ペアレンティングの実習、里
親支援などを行う。

③リッチモンド公衆衛生サービス（Richmond 
Public Health）

 　育児相談・発達相談や言語訓練などに加えて、
SWが介入し若い妊婦の支援を行う。

④BC州能力開発センター（BC Centre for Ability）
 　理学療法、作業療法、言語療法などにより
発達遅滞児の支援をする。0～5歳の早い段階
から介入する。

⑤幼児発達支援プログラム（Infant Development 
Program）

 　発達に遅れのある乳幼児（0～3歳）の支援を
する。家庭訪問して発達の評価を行い、集団療
法や親への指導などを行う。

⑥リッチモンド子育て支援通所サービス（Richmond 
Family Place）

 　0～6歳の予約なしのプレイグループ活動や0
～1、1～2歳のアタッチメントを促進させる支援
をする。（Nobody’s Perfect Parenting Group）

⑦Program of All-inclusive Care for the Elderly
（PACE）

 　保育所の空きがなく利用できない場合にアウ
トリーチ型支援を行う。

⑧子ども発達支援プログラム（Support Child 
Development Program）

 　子どもに発達の遅れや行動上の課題がある場
合、良質な保育などを通じた特別支援をする。

⑨TASA Program
 　性的虐待やトラウマを受けた子どもに対する
カウンセリングを行う。

⑩CHIMO Program
 　家庭内暴力を受けた子どもを対象に、遊戯療
法や個人面接などによって支援する。

シャンパーニュ医師
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4. 日本の症例検討から乳幼児精神保健を考える
地域母子保健のシステムは日本を含む先進諸国で
は確立されているが精神保健の臨床サービスの充実
は多くの国でこれからの課題となっている。今後の
取り組みに向けて各国の実践を比較検討することの
意義は大きい。そこでカナダの乳幼児精神保健の地
域臨床に携わるスタッフとの交流の機会を活かし、
それぞれの取り組みを社会的背景も含めて提示し課
題について討議を行った。
カナダ（リッチモンド病院講師）に引き続き、パワー

ポイントを用いて、日本における周産期精神保健の
取り組みについての口頭発表とディスカッションを
行った。

4-1. 児童精神科医 山下医師によるケース紹介

（1）日本における周産期精神保健の取り組み

日本においても母子精神保健サービスの取り組
みは広まりつつあり、特に児童保護サービスとの
連携による子ども虐待の未然予防・早期発見介入
の意義が重視されている。九州大学病院を1つの
例としてハイリスク出産の母子が集中する周産母
子センターと児童精神科クリニックの連携による母
子メンタルヘルスリエゾン・サービスについて、臨
床サービスのシステムの概要とともに、胎児の先
天奇形の告知を契機に胎児拒否―虐待に至り、
産科、母子メンタルヘルス、児童保護サービスが
連携して妊娠、出産、NICU、乳児院から家庭引
き取りまでを支援した事例を提示した。

（2）取り組みに対する考察

周産期において、医療保健領域は健診などを通
じて母子に数多く接する機会がある一方で、地域
での妊産婦の生活や乳児期の子育ての実態は目
に見えにくく、児童保護や公的な福祉制度との接
点はむしろ少ない。精神保健サービスが要となっ
て医療と児童福祉、子育て支援サービスとつなぎ

家族の絆を強化することが虐待の未然予防や早
期介入につながると考えられる。

（3）ディスカッション

日本からの事例提示に対し、カナダ側からは、
この事例では胎児拒否や解離症状など重篤な母
子の精神病理を扱っており精神力動的治療であれ
ば集中的な精神療法の介入が必要であるが、病院
内のリエゾンから福祉領域との連携へと切れ目な
く家族全体を支えたことがよかったのではないか
とのコメントがあった。
リッチモンド病院で展開しているプログラムは、

まさしくこういったケースに有益であり、産後、集
中的にかかわらねばならないケースが大変である
ことは理解されているので、山下医師がそれをさ
れていることに現地の医師らが敬意を示された。

4-2. 団員からの日本の現状報告・質問

カナダでは存在しない乳児院職員の立場より、日
本における妊娠期からの予防的介入の取り組みの実
情から育児困難のリスクの高い母子が支援を自ら求
めないことが課題となっていることを説明し、リッチ
モンドでの周産期における予防的な取り組み、連携
の形を質問した。リッチモンド病院でも下に示したよ
うなデイケアセンターなどへのアウトリーチを試みてい
るが、妊娠期から周産期精神保健を扱う病院はバン
クーバー市内の1ヵ所に限られており、切れ目のない
連携はこれからの課題であるとのコメントがあった。

（1）アウトリーチ型支援

なかなか診察に来てくれない母親・家族に対し
てこそ、関係作りが大切である。リッチモンド東部
では、貧困状態にあり、物質依存などの課題を抱
え、政府のサービスを嫌がり、政府制度の支援が
行き届かない人が多い。
①コミュニティーセンター
 　母親などが自由に行ける場所を提供している。
どんな人も拒まれず、自由にコーヒーを飲んだり
話したりすることで、安心できる場所にすること
を大切にしている。SWが来所し、母親らと話
をする中で関係性を築き、様々な資源に繋げる
支援をしていく。

②デイケアセンター（保育所）
 　ホームレスの母が子どもを預けることができる

事例を通じて
日本の現状を
紹介する
山下団長
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場所を提供している。そこに精神科医が無料で
話を聞きに出向くボランティア活動もしている。
ホームレスなどで貧困の状況にある家族は、子
どもの精神保健の問題で自分から相談をしに病
院に行くことは難しい。そのため、医師の方か
ら出向くことで、母子の問題に気付き、支援に
繋げていくことができる。

5．所感・考察
BC州には様々な需要に応じたプログラムが存在
し、今回お話を聞いたECMHPにおいては、病院の
中の小児科と同じ場所でプログラムを受けることがで
きる。周産期における母子の不安や、乳幼児期の子
育てなど、母子にかかわる不安や問題は多く、医療
と同じ場所で精神保健に関わるフォローをしてもらえ
るというのは、母子にとって安心材料の一つと言える
だろう。
また、医療機関からの連携の面においても、メリッ
トが大きいと言える。妊娠期からの医療と地域保健
との連携は、妊娠期の十分な支援や、妊娠期の母
子の情報（母がどんな環境で子どもを迎えたのか、
どんな不安を感じていたのかなど）を子育て期まで伝
えて切れ目のない支援をしていくためには、必要不
可欠であると感じる。カナダでの取り組みを参考に、
日本の現状や地域の特性に合わせたアウトリーチ型
の支援や、情報共有の仕組みの見直しに活かさなけ
ればならないと痛切に感じる。社会的養護のもとで
生きる子どもやその家族は、たくさんの節目を迎え

る。その節目が『切れ目』にならないために、過去か
らの情報を丁寧に扱い、先に繋げていくために情報
共有のあり方、繋ぎ方を当事者の立場にたって具体
的に見直していく必要があると考える。
また、子どもの支援に関わるスタッフの人材育成に

ついては、どんな良い仕組みがあっても良い人材なし
では成り立たないと改めて感じた。この研修もまさに
そうであるが、人と向き合う仕事をするにあたって、
支援する側も人として成長し続けられるような機会を
持てることが必要であると思う。          （後谷　静加）

朝早くから用意してくださった朝食に癒される

 ・ Vancouver Coastal Healthホームページ
 http://www.vch.ca/

 参考資料
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訪 問日 時： 2016年10月21日
研 修 場所： Empire Landmark Hotel 会議室
取材担当者： Dr.Mutsuko Emond
（敬称略） ケベック州認定児童青年精神科医、
 医学博士

1. ケベック州モントリオール
ケベック州最大の都市で、州の南方に位置する。
公用語はフランス語である。モントリオール市内人口
は165万人で神戸市よりも少し大きい程度である。人
口1人あたりのGDPは神戸と比べて少ない。セーフ
ティネットが整っており、医療、教育、給水など、様々
なサービスが無料で受けられる。

2. モントリオールの乳幼児精神保健
リスクのある乳幼児への早期介入は、後の精神保
健の問題の発生予防に影響すると考えられている。
早期成人期あるいは成人期における主要な精神病、
特にパーソナリティ障害は、幼少時の対人体験が大
きく影響しているという研究が多い。
親との愛着関係を介した健全な感情調整能力が
子どもの発達に非常に重要である。親との愛着関係
が十分に育まれていると、子どもは多少のストレス
があっても、感情調整をし適応行動を示すことがで
きる。
乳幼児期の精神保健の問題は珍しくない。社会
的、情緒的、行動的問題の兆候は乳幼児期から現
れ、観察とアセスメントが可能である。
子どもたちが精神的に大きなストレスを感じて幸せ
に生きることができない状態は、既に精神保健の治
療対象である。早期の適切な介入は、完全な回復や
機能を取り戻すことはできなくとも、子どもの与えら
れている環境と、持っている能力の中でより良い予
後をもたらす。
デンマークでは、生まれてから1歳半まで追跡調査
し、1歳半の時に精神科の診察を受けたケースをま
とめた調査研究を全国的に行っている。その結果、
1歳半の児童の16～18％に既に精神保健の問題があ
るとされている。

Dr.Mutsuko Emondによる講義
「ケベック州における乳幼児の精神保健と児童福祉について」

エモン睦子
医師

モントリオール市旗

エモン睦子：ケベック州認定児童青年精神科医、
　　　　　   医学博士
〔略歴〕
1990年に東邦大学医学部卒業、1995年に同大
医学部大学院修了。学位論文は「自閉症の合併精神
症状に関する研究」。同大医学部付属大森病院精神
神経科に入局、同病院の児童思春期外来に勤務す
る一方、都立梅ヶ丘病院にて研修し、横浜少年鑑別
所、東京都品川児童相談所等に勤務。2003年より
モントリオール大学付属サン・ジュステイーヌ小児
病院精神科幼児外来を担当。並行して精神科救急、
学童期入院病棟を担当する。その後、2013年から
2015年の同病院精神科部門副部長を経て、2016
年より同病院神経発達総合ネットワークセンター
の0～5歳自閉症外来精神科担当となる。ユースプ
ロテクション業務には2013年から正式に顧問とな
り、以後0～5歳サービスの中の一般メンタルヘル
ス相談、グループホームのスーパービジョンに関わっ
ている。専門は自閉症スペクトラム障害、注意欠如
多動障害、幼児期の心的外傷後ストレス障害。

事講 事師 事紹 事介
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2-1. ケベック州の医療システム

ケベック州保健福祉大臣（日本の厚生労働大臣）
の下に保健福祉省があり、その下に保健福祉総合セ
ンターがある。州は22の地域に分割され、そこにそ
れぞれ保健福祉総合センターがあり医療福祉サービ
スが集約している。
保健福祉総合センターは保健関係の医療システ
ム、福祉システム、援助システムの全てを兼ね備え
たセンターになっている。図1のように様々なコミュニ
ティーの施設が福祉総合センターと連携している。
保健福祉総合センター（代表例：モントリオール中
南部の乳幼児メンタルヘルスサービス）は、図2のよう
に1次ライン、2次ラインと段階的に機能分化し3次ラ
インへと移行する。
1次ラインはモントリオール中央南部のエリアで8ヵ
所あるCLSC（コミュニティー保健地域センター）で提
供される一般サービスである。日本の保健所にあたる
機能がある。精神保健、養育困難、行動障害など、
子どもに行動、感情、情緒の問題があれば、CLSC
で相談することができる。CLSCには心理教育士や心
理士などの専門家が配置されている。発達障がいな
どの医療的な専門性が必要な場合は2次ラインに移る。
2次ラインは保健福祉総合センターの中にあり、小
児科の医師、かかりつけ医などの診断に基づき、よ
り専門的なサービスを行っている。政府の指導では
サービス受給は紹介後3ヵ月以内となっているが、6
～8ヵ月待ちになっているのが現状である。同じ2次
ラインにリハビリテーションセンター、チャイルド・プ
ロテクション（日本の児童相談所にあたる。後述）も
入っている。子どもの発達課題、知的な遅れ、言葉
の問題、運動発達の問題、脳性麻痺などの障がい
のうち、それほど複雑ではないケースはリハビリテー

ションセンターで療育が行われる。かかりつけ医、小
児科医、あるいは他の専門家が社会心理的に問題
があると判断すると、2次ラインのチャイルド・プロテ
クションが対応する。
3次ラインは非常に専門特化されている。合併ケー

スや、医療的・精神科的には重篤でなくとも家庭的
機能が低下しているため家庭で養育できないケース
にも対応している。小児人口の概ね5％前後の子ども
たちが対象となっている。
精神保健サービスは保護者からのニーズを1次ライ

ンで受け入れ、重篤度によって2次ライン、3次ライン
とケースが移る。また、改善に伴い1次ラインへ戻っ
ていく仕組みでもあるため、ケースが移ったとしても
1次ラインのケースワーカー（CW）が付き添っていくべ
きだが、重篤になれば1次ラインのCWでは専門性に
欠ける場合もあり、開始から終結までのキーパーソン
が不明瞭になってしまうという弱みもある。

2-2. 1次ラインのCLSCにおける周産期、
        乳幼児期のサービス

（1）0～3歳児専門の乳幼児クリニック
家庭訪問、早期教育、両親への教育セミナーを

含めた家族へのサポート、子どもを亡くした家族へ
のサポートを行っている。

（2）国際養子縁組のコーディネート
子どもを迎え入れるための準備セミナーを行って

いる。国際養子縁組対象の子どもたちは母国で引
き取り手がなく、海外に出なくてはいけなかったと
いう社会心理学的ストレスの中を生きてきた子ども
たちであり、発達的にも問題がある可能性が高い。
また、CLSCには国際保健クリニックがあり、子ど
もが外国からカナダに入国した後、ワクチン接種
を行っている。

政府医療福祉機関

保健福祉大臣

教育機関、雇用、市町村

保健福祉
総合センター
（CISSS）

非統合施設
（モントリオール

のみ）

病院・私立施設

コミュニティー
施設

施設外リソース

家庭医クリニック

Partenaires nationaux:
- Associations,
   ordres professionnels
- Ministères québécois
- Autres

民間薬局

病院外
救急クリニック

ケベック州の医療システム

保健福祉省

1次ライン  保健福祉総合センター（CISSS） ： 一般サービス

CLSC（コミュニティー保健地域センター）8箇所

2次ライン  保健福祉総合センター（CISSS） ： 専門サービス
リハビリテーションセンター
ユースプロテクション

小児精神科医一般
クリニック家庭医、小児科医

3次ライン  非総合施設 ： 専門特化サービス (人口の4～6％対象)

児童精神科医専門クリニック

例：モントリオール中央南部
乳幼児精神保健サービス

●図1： ケベック州の医療システム
　　　   （Dr. Emond講義資料）

●図2： モントリオール中央南部乳幼児メンタルヘルスサービス
　　　   （Dr. Emond講義資料）
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（3）周産期
日本の保健所にあたるCLSCでは妊娠中のフォ
ローアップ、助産師の産院での個別サポート、将
来の両親向けセミナー、「プログラムSIPPE」を行っ
ている。

2-3. 2次ラインのリハビリテーションセンター

発達課題のある子どもたちへの専門的援助を病院
と協力して行っている。病院は診断と治療、リハビ
リテーションセンターは長期支援と、明確に役割が分
かれている。発達や言語、運動機能などに課題のあ
る子どもは長期支援が必要である。身体・言語障が
いのサービスは、就学前まで言語療法や運動療法を
行い学校につなげる。知的障がいと自閉症スペクト
ラム障害については生涯を通じて援助をしている。

2-4. 3次ラインの児童精神科専門クリニック

複雑な症例の評価・治療を行っている。専門的治
療を提供することができ、ケベック州全体から患者
を受け入れ、入院施設も整備されている。
3次ラインの非統合施設の1つにモントリオール大学
附属病院があり、小児科には母子センターがある。
周産期精神医学、産科と中間ケア（NICU含む）、児
童思春期精神科のサービスがある。

（1）精神科の中の周産期精神保健専門クリニック

年間200例の周産期ケースを2.5名の児童精神科
医で診ている。対象は母親だが、大人専門の精
神科医ではなく、子どもを診ることのできる精神
科医が、妊娠期、出産、産褥期を通じて母親と
母親機能、子どもとのアタッチメント形成の課題を
総合的に診るという特徴がある。

（2）概念

乳幼児期は脳の急速な発達により身体的情緒
的発達が進む時期である。一方、乳幼児は一人で
生きていくことができないため、環境に依存する
脆弱な存在である。そのため、影響を与えるであ
ろう発達因子、環境因子を明確にし、リスク要因
を減少させ、保護要因を増大させることで、子ども
自身の能力を増強させる。最も重要な因子は親子
の情緒的な愛着関係である。

（3）主要な受診理由

2008～2013年の統計によると、破壊的行動、
攻撃性といった外在化行動と強い分離不安やうつ
病といった内在化問題の併存を理由に受診をして
いるケースが71％を占めた。
自閉症や知的障がいはないが、音に過度に敏

＜プログラムSIPPE＞
　社会的に脆弱な立場にある周産期乳幼児期の家
族への総合プログラムである。ケベック州では高
校を卒業できなかった子どもは低教育とみなされ
ている。低教育、低収入、移民の両親などは社
会的に弱い立場に陥りやすいため、幼稚園、保育
所、病院などで、プログラムの紹介をしている。
プログラムは妊娠中から始まり子どもが6歳にな
るまで続く。看護師、CW、栄養士、特別支援教
育士、心理教育士など、多職種による介入がある。
　食べ物に困っている子どもに卵、牛乳、オレン
ジジュースを提供する「プログラムOLO」、個人・
カップル・家族に対する心理社会的援助、未成年
妊娠への援助金などもある。

（Dr. Emond講義資料）

（Dr. Emond講義資料）

（Dr. Emond講義資料）
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感、触れられることに強い恐怖心を抱く、といっ
た感覚統合に障がいを示す子どもたちは精神保健
の問題を合併していることが多い。発達的因子と
環境的因子を評価し、両方に介入していくことが
重要である。

（4）診断評価

発達段階を考慮した多面的診断アセスメントを
行う。着目点として、病歴、既往歴、周産期発達
歴、家族歴（遺伝負因、家族関係）、発達面、情
緒面、親子の関係性、環境因子、子どもが生まれ
た時の両親の期待などが挙げられる。より正確な
アセスメントを行うため、多職種チームを組み、専
門スタッフがそれぞれ聞き取りを行う。

（5）乳幼児精神保健サービス

病院は子どもの生活の一部でしかなく、通常の
生活の安定性を保持することを大原則としている。
発達課題に対しては必要に応じて専門家のリハ
ビリテーションサービスを提供する。心理社会面
の援助としては、1次ライン、2次ラインとの協働に
よって、持てる資源を利用しながら、親のグループ
セミナーや親子アトリエなどを使い、親子のかかわ
りや子育てをサポートする。
心理療法は、親子セラピーを基本としながら、
子どもの育ちに罪悪感を持つ親に対するエンパワ
メントを行う。4歳以上であれば薬物療法も行うこ
ともある。

2-5. 妊娠中の母親のストレスと子どもの精神保健

周産期クリニックである母子センターでは、産婦人
科や新生児科医師が、母親のうつ状態や強い不安
状態から妊娠・出産後の親子関係の継続が難しいと
判断した場合、周産期クリニックへ援助依頼をする。
妊娠中の母親のストレスと子どもの精神保健には
深い関係がある。母親の不安状態は、子どもの認知、
運動、行動、感情面の発達に影響を及ぼす。また
愛着行動の問題、子ども自身の不安障害、他の行動
障害に関連するという報告がある。
妊娠中の母親が胎児に対してどんなイメージを持
つかが産後1年間の子どもとの愛着関係に影響を与
える。母親がお腹の子どもについてネガティブな印象
を持った時、生まれた子どもとの愛着関係もネガティ
ブになる傾向がある。

2-6. 周産期精神保健サービス

対象となる疾患は妊娠期、産褥期、産後のうつ病
や不安障害が主であるが、治療中の精神疾患の悪化
や産褥期精神病なども含まれる。統合失調症は、妊
娠中に症状が軽くなり出産直後から悪化することが
多い。妊娠のために薬を変えることも理由の1つである。
最近では息子から夫へ、社会的責任のある立場

へ、父親へと、役割が変化することにうまく適応で
きないことが要因で、父親がうつ状態になるという
ケースもある。母子センターでは、父親の治療はでき
ないが、相談には応じている。
母子に対するケアは、妊娠期、出産・産褥期、乳

幼児期までを一貫して診ることができる治療の連続
性の確保が重要である。　

2-7. 周産期うつ病の再発率と予防的介入

過去に産後うつ病を経験した人のほぼ半分以上は
産後うつ病を再発する。妊娠中に大うつ病になれば、
さらに周産期うつ病、産後うつ病と続く可能性があ
る。うつ病の程度とは別に、1次ラインのスタッフは予
防の観点から母親をチェックし、うつ病の既往症があ
る時は、うつ病が表面化していなくてもCLSCと連絡
を取り合ってフォローできる仕組みを構築している。

3. モントリオールのチャイルド・プロテクション
モントリオールのチャイルド・プロテクションは日本

の児童相談所にあたる機関である。総人口196万人
中の、0～17歳11ヵ月までの子ども36万人を対象とし
ている。今回の講義では、0～5歳児の未就学児対
象のサービスについて説明を受けた。
子どもが生活・発達面で危険な状態にある時や、

遺棄、ネグレクト、心理的・身体的・性的虐待、深
刻な行動障害といった危険な状態に置かれている
時、医療機関と連携して保護を行う。チャイルド・プ
ロテクションでは児童保護の根拠として医師の診断
を重視している。

3-1. 統計

2014年の1年間に86,861件の虐待の疑いなどにつ
いての通報があった。通報の数は毎年増加しており、
2014年は前年比4.8％増であった。そのうち39.9％が
受理されている。受理件数中33％が0～5歳のケース
である。0～5歳は身体的に脆弱で、環境に依存して
いる部分が大きいため、身体的虐待、心理的虐待の
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リスクだけでも通報受理の対象になる。全年齢にお
いて、受理されたケースの47.8％は親子分離せずに
家族に戻し、見守りを行っている。十数年前は親子
分離が頻繁だったが、親子分離による愛着問題が解
決困難であること、財政が厳しくなったことを理由に
分離する件数は減っている。

3-2. 通報からの流れ

食べる物がない状況で子どもが一人で家に放置さ
れた場合や、親が薬物を使用しているなどの重篤な
ケースの通報があった場合は即時介入の対象になり、
48時間以内に親子分離が行われる。保護者が拒ん
でいる場合であっても、30日間は裁判所からの正式
な判断を待たずに即時介入することができるが、裁
判所の判断を待って介入することも多い。
差し迫って安全面と発達面に危険がない場合は
1～3週間かけて、子ども、保護者、教師、CW、担
当医師などから聞き取りを行い、アセスメントをする。
危険がないと判断されれば介入は終了し、危険があ
れば詳細に方針を議論しプラン作りを行う。
関係者にヒアリングを行い、生育歴、病歴、犯罪
歴、愛着問題などを調べる。それを基に子ども向け
と大人向けのプランを立てる。通常、子どもに対して
は、心理情緒的・行動的な検査、アセスメントを行い、
そして在宅のまま心理教育士の介入や、親子分離な
どのプランが提示される。親に対しては、経済的能
力や理解力の低さ、精神的問題などを全て明らかに
して改善を求める。
親が回復しても子どもが家庭復帰できる見込みが
少ないケースとして、親の物質依存、知的障がい、
精神障がいが挙げられる。
でき上がったプランを実施するには保護者の同意
が必要であり、1～3ヵ月後、状況を再評価する。介
入を続けていく場合もあれば、改善後安全が確認さ
れ終結する場合もある。後者では状況にやや改善が
見られ、他機関との連携のために1次ライン、2次ラ
インに戻るケースもある。

3-3. 0～5歳向け通報受理後のアセスメント

モントリオール大学のSteinhauer心理士の考案し
たガイダンスに変更を加えて利用している。心理教
育士、心理士、犯罪心理士で構成された15人のチー
ム全員で1ケースをアセスメントする。アセスメントは
「状況」「子ども」「親子関係」「両親」の項目に分けて
なされる。
チャイルド・プロテクションは、プランに親の同意

が得られない場合に家庭裁判所での判断を仰ぐ。子
ども、保護者、チャイルド・プロテクションのそれぞ
れに弁護士がつき、チャイルド・プロテクションは全
てを客観的に述べられるように評価を詳細に行って
いなければならない。

（1）状況

移民としてのカナダへの定着の度合いや、経済
状況、就労状況など、社会心理学的な状況因子
を評価する。

YPモントリオール通報受理後の
アセスメント 0～5歳向け（Steinhauer 1993）

両親

衝動性の
コントロール

クリニカル
サービス利用歴

社会的
ネットワーク

親としての能力に
影響する個人の資質

責任の認識

親子関係

アタッチメント
（子の年齢別）
親としての能力
（子の年齢別）

子ども

子どもの健康と
発達

状況

社会的
家族状況

●図3： モントリオール通報受理後のアセスメント
　　　    （Dr. Emond講義資料）

（Dr. Emond講義資料）
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（2）子ども

子どもの健康と発達を評価する。障がいがあれ
ば既に脆弱な存在としてその程度を客観的に評価
する。

（3）親子関係

子どもについては、親に対するアタッチメント能
力を年代別に評価する。例えば、2～5歳では親へ
のかかわり方、親子分離した時の反応の仕方、親
を探すかなどを評価する。
親については、技術的な対処だけでなく、子ど
もの状況を察知する能力があるか否かを評価す
る。例えば、1歳未満の子どもが泣いた場合の反
応を評価する。

（4）両親

精神保健の問題がなくても、子どもの前での感
情コントロールの可否が大きな評価要素になる。
罪悪感に関係なく、対処できない場合に支援を
求めて補完することが親の責任であるという認識
の有無を評価する。自分の家族、友だち、職場関
係、助けを求めたり得られたりできる良好な人間
関係があるかを評価する。また、理解力、判断力、
危険への察知力、家庭をオーガナイズする能力な
ど親の能力を評価する。そして、病歴を詳細に確
認する。

3-4. 0～5歳児向けサービス

（1）小児科

看護師訪問による身体発達・健康面及び虐待に
つながる社会心理的問題のスクリーニングを行う。

（2）児童精神科

①一般コンサルテーション
 　SWの抱えている困難ケースに対し、精神科
医が助言する。子どもの精神・発達の問題を明
らかにし、専門機関へ紹介して連携を図る。プ
ラン作りの援助を行う。

②虐待専門センターコンサルテーション
 　親の社会心理的要因や精神保健の問題につ
いて、精神科医が助言する。センターのチーム
が親子の愛着関係を評価し、専門の支援機関
への紹介を行う。

③グループホーム（GH）チームのスーパービジョン

 　里親家庭での不適応や重度の愛着障害のあ
る2～5歳の子どもが入所する定員6名の施設
では、2年間を最長期間としている。子どもた
ちは精神保健の問題を合併していることが多
いため、食事の場所、食事を作る人、活動ご
とに特定の場所を決めるなど環境を構造化して
いる。母親へ対するセラピーや子どものPTSD
への対応について医師が助言を行う。GH内で
子どもの解離症状が起こった際の対応などにつ
いても助言する。

 　6歳以上対象の施設があるが、2～5歳児は
施設で引き取るには年少すぎる。一方、里親家
庭で引き取るには難しすぎる精神保健の問題を
抱えた子どもが増えてきているため、専門のGH
のニーズは高まっている。

④ その他養子縁組コンサルテーションも児童精神
科サービスの一環である。

（3）社会的養護（里親ケア）

親子分離して子どもを里親に預ける里親システム
と、養子縁組サービスがある。5年ほど前からGH
ができているが0～5歳向けの施設はなく、主な委
託先は里親家庭である。
①里親システム
 　里親の選択には段階があり、まずは親族を
優先して探す。ほとんどの場合は祖父母宅であ
る。祖父母が引き取れない場合は知人・友達に
打診できるが、稀である。最終手段として第三
者の里親家庭へ預けられる。どのような形であっ
ても、チャイルド・プロテクションが里親家庭を
アセスメントし、家庭裁判所が認定する必要が
ある。30日以上の委託には実両親の収入に応
じて経費負担が課される（生活保護受給者には
負担はない）。

　　里親委託の最長期間は、2歳以下は1年、2
～5歳は1年半、6歳以上は2年である。期間を
過ぎた場合、家庭裁判所で審議され、家庭状
況に改善がない場合は継続となる。

　　緊急の親子分離ケースに対しては専門の里親
が存在する。しかし、緊急ケースだけを扱って
いる家庭では子どもの入れ替わりが激しいため、
子どもたちの不安感が増大するという問題点が
ある。

② 里親になるためのプロセス
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 　インタビューを中心に、親としての能力、子ど
もの発達についての知識・理解、チャイルド・
プロテクションとの協力関係を築ける能力、家
の間取り（子どもに個室が提供できることが条
件）、里親になるための動機と計画などを確認
する。特に動機については、パーソナリティ障
害を抱え自分の愛着問題での傷を埋めるために
里親になりたいと希望するケースがあるので、
詳しくアセスメントしている。

 　研修は里親としての責任、子どもの身体・精
神発達の知識、アタッチメントの障がいへの理
解、行動の問題への対処、発達・行動の課題
がある子どもを預かる可能性、実家族の訪問や
接触への対処法、子どもが18歳を迎えたときに
契約が終了する事などを学ぶ。里親は毎年、再
評価と再認定を受けなければならない。

③ 養子縁組
 　養子縁組を希望している里親には特別の評
価基準がある。2回の研修と複数回にわたる個
人・カップル面接を行い、親になる心の準備、
詳細な生活歴、パーソナリティー、問題への対
処能力、人生・家族計画について聞き取る。

 　養子縁組される子どもは深刻な経緯を経てい
る可能性が高いため、発達やその他リスクを抱
えている可能性が高いことを養親に伝える。

 養子縁組は実親の同意がないと実現しない。養
子縁組が正式に承認されると普通の家族と同様
に扱われ、全てのチャイルド・プロテクションの
サービスは終了する。

（4）親支援サービス

チャイルド・プロテクションは子どもが生まれた
後から始まるサービスであるが、周産期の精神保
健のような出産前からのサービスのニーズが高まっ
ている。具体的には、薬物依存歴のある妊婦向け
プロジェクト、パーソナリティ障害の親向けサービ
スがある。
①薬物依存歴の妊婦向けプロジェクト
 　出生前から予防的介入を行う。産科クリニッ
クにて、薬物依存歴がある本人あるいは配偶者
を選別して健康診断する。未治療のまま出産し
た場合、子どもは即時親子分離されることを説
明する。それを避けるために薬物依存を断ち、
セラピーに通い、生まれた時に子どもを引き取れ

るように妊娠中に準備をさせることが目的である。
②パーソナリティー障害の親向けサービス
 　親と子どもの関係を改善できるように援助す
ることを目的としている。2時間、10回のグルー
プセラピーを行い、自身の気分の変動、その状
態が子どもに及ぼす影響を学習する。週1回1.5
時間6週間に亘るビデオフィードバックによる親
子セラピーを行う。パーソナリティ障害の親をサ
ポートするCW自身がバーンアウトすることが多
いため、CWは心理士あるいは精神科医からの
サポートを受けることができる。

4. 所感・考察
BC州の福祉機関で学んできた最終日にケベック州

の精神保健と児童保護について事例を交えつつお話
しいただいた。州が違えば法律が違うと聞いていた
が、全く別物だったことに大変驚いた。
BC州ではMCFDや、権限委譲された機関が日本

でいう所の児童相談所の業務を行っているが、ケ
ベック州ではその機関が医療システムに含まれてい
る。リスクのある保護者に対しては妊娠期に医療ラ
インでピックアップする事で、周産期、産褥期、乳
幼児期と継続して親子双方のケアを行える上に、児
童保護とも密に連携がとれる画期的なシステムである
と感じた。チャイルド・プロテクションが医療システ
ムに含まれることで、日本で起こっている乳児の遺
棄事件を未然に防ぐことにもつながっていると思う。
また、エモン医師の口から何度も発せられた「多
職種」（看護師、CW、栄養士、特殊教育士、心理教
育士、教師、医師、心理士、助産師、犯罪心理士、
教育士）での話し合いは日本にはない規模であり、
ケベック州独自の資格もあるとのことだった。子ども
を取り巻く大人が様々な資格、知識を持っていれば、
子どもへのケアはより良いものになるだろう。
日本でも周産期のケアの重要性が言われるように

なったり、病院が虐待ネットワークを作ったりしてい
る。今後はいかに双方が協力して子どもたちを守り、
支援していくかが大切になってくると思われる。

（野田　大順）
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訪 問日 時： 2016年10月20日 AM
住　　　所： 816 20th Street, New Westminster, 
 BC
取材担当者： Gale Stewart（創設者、代表）
（敬称略） Sarah Stewart（プログラムディレクター）
 Drew Stewart（開発担当）

1. 概要
1987年設立。Aunt Leah’s Place（レアおばさんの

場所、以下アントレア）は、19歳を迎えた子どもたち
が、社会的養護の対象から外れたと同時にホームレ
スとならないよう、あるいは社会的養護の子どもが
妊娠し母親になった場合に、母子が離れずに生活で
きるよう支援している。

◉運営財源

　連邦や州政府からの交付金や寄付などで運営され
ており、2015年度の収入実績は約275万ドルだった。
収入の内訳は、サービス実施料金（MCFD）41％、
助成金21％、個人や団体からの寄付16％、ファンド
レイジング（資金調達のための活動）11％、ハウジン
グ助成金（連邦、州）11％となっている。

2. 支援
2-1. 支援の対象

 ・10代の母親・ホームレスになる危険性が高い母親
 ・14～18歳の社会的養護を要する子どもたち
 ・19～28歳の社会的養護出身者

2-2. 支援内容

（1） 居住支援
（2） 各種プログラムの提供とコーディネート
（3） 問題解決のための支援
（4） インターネットカフェ、会議室の提供
（5） 食事、食材、衣服の提供

2-3. 利用者

2015年度は229人が利用した。内訳は乳児と子ど
も44人、社会的養護の子ども33人、社会的養護出
身者152人となっている。

3. プログラム
家族のニーズに応じたプログラムを提供している。
一般的には、親が子どもの生活を支えているが、

アントレアでは社会的養護にいる子どもに対しても家
庭同様のサポートをする必要があると考えている。
自分の夢や希望を叶え、自立していける道が開か

れるように、できるだけ多くの人がプログラムを受け
ることができるよう配慮している。プログラムの内容
は多岐にわたるが、代表的なものを次に紹介する。

3-1. The Link

過去に社会的養護を経験した者やプログラム修了
者を対象に、自らの課題を解決し、目標を達成して
健康で自立した大人になるための支援をしている。
原則的に19歳以上としているが厳しい年齢の制限

はない。パソコンやプリンター、電話やインターネット、
必要に応じて、緊急的に食糧や衣服も提供している。
担当支援者が、本人とともに目標プランを作成し、

その達成に向けて全面的に支援していく。課題が就
労に関することなら、仕事を一緒に探し、履歴書の
記入支援、職業訓練が必要であれば受講につなげ
る。住宅の課題がある場合には安全な住宅の情報

Aunt Leah’s Place
（住宅支援・若年妊産婦支援団体）

 ◆妊娠期からの母子支援

閑静な住宅街の一角にある
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提供をし、必要に応じて家賃減免の申請を支援する。
その他、週2回、音楽や工芸などの創造的・芸術
的活動を楽しめるような機会も提供している。
母親でない若者に対しては、以下の大切なライフ
スキル3項目についてのプログラムを提供している。
 ・ 教育
  遅刻をせずに毎日登校するためのプログラム
 ・ 健康
 歯科通院、栄養価の高い食事作り、運動
 ・ 信頼関係の構築
 スタッフや仲間と互いに会話や質問をしながら
関わり合うことによる関係作り

利用者は年々増加しており、2016年は203人の若
者がプログラムに参加した。参加者の90％は安全な
自立した住居を維持できている（前月比平均）。
なお、若者が望むサポートのトップ5は、住宅の確
保（約5割が望んでいる）、カウンセリング、食料、銀
行との取引、就労である（2015年度年次報告書より）。

3-2. Housing（住宅の確保）

　ハウジングのプログラムにはAunt Leah’s House、
Support Link、Threshold House、The Link Housing 
First、Friendsly、Friendly Landlord Networkがあ
り、どんな状況にあっても切れ目なく安全な住居を確
保し維持できるよう考えられている。自立の程度も段
階的にとらえ、2つのステージを設けてプログラムを構
成している。1つめの『ファーストステージ』は他の母
親とその子ども、妊婦とで共同生活をしながらつなが
りを作り、基本的なライフスキルを学んでいく内容で
ある（アントレアズハウス＆スレッシュホールド）。『セ
カンドステージ』は、共同生活ではなく個々がスイー
ト（61ページ参照）と呼ばれるプライベートな居住ス
ペースで生活する（スレッシュホールド）。このプログ
ラムを通して、親として安定した生活ができることを
経験しながら自立を目指す。
対象者によって入る住居は様々であるが、全て1週
間につき5時間以上ワーカーの支援を受けることが義
務づけられている。その支援には各種申請手続き、
公的機関や医療機関への同行、買い物などが含まれ
ている。

　カナダでは日本と同様、一般就労においては高
校卒業が求められる。BC州では高等学校までが
義務教育で授業料は無料である。進級基準は単
位制であり、例えば高校 2年までの単位を取得
した時点で一度ドロップアウトしていても、その
後高校3年から就学を再開することができる。
　10 代で母親になっても教育を受けることが重
視され、保育所併設の高校がバンクーバー市に2
校、バンクーバー市周辺に1校ある。併設ではな
く高校の近くに保育所があり、その周辺に母子専
用の住宅を備えているところもある。保育所併設
型の高校はバンクーバー市が発祥で 28 年前から
存在しているという。
　そもそも社会的養護の子どもたちは、様々な事
情で継続的に通学できない状況にあることが多い
が、母親になると就学がさらに困難になるため、
教育の機会が妨げられず通学できるように学校と
連携を図りながらプログラムを展開している。
　正社員としての就職を望むのであれば大学卒業
を求められるケースが多い。大学に通学する母親
は、大学に併設する保育所がなく、都市部では保
育料が高額で待機児童も多いため、近郊にある
比較的安価なNPO 運営の保育所に預けて通学し
ている。

◉カナダの教育制度と保育所併設高校◉
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施 設 名 Aunt  Leah’s House（レアおばさんの家） Thresholds House（出発の家）

定　　員 母子4組（初産ケースのみ） 4部屋（6～12畳）

対　　象 19歳未満の母親とその子ども
19歳未満の妊婦

19歳以上の母親とその子ども
親権がない母親
ホームレスになる危険性がある女性

職員体制 24時間勤務 1日7時間勤務　夜間不在
緊急時は電話での対応が可能

主な支援 食事の提供
母親に必要な生活スキル支援

母親向けプログラムの提供
母親に必要な生活スキル支援

入所期間 妊娠6ヵ月前後から、1年～1年半 最長1年半

財　　源 MCFD（児童保護の措置費）
定期的な報告義務あり 主に民間企業からの寄附によるもの

外　　観

見学したのは入居者が
個室を持ち、リビング
やキッチンを共有する
ファーストステージとし
ての入所施設。

セカンドステージでは、
アントレアズハウスの地
下スイートまたは、アン
トレア管理のアパートで
プライベートな居住ス
ペースに暮らしながらプ
ログラムや支援を受け
る。

母親と乳児の寝室

キッチンとバストイレは共同
沐浴室もあり産科病院に近い雰囲気

プログラム専用室の託児コーナー

裏庭の遊び場と家庭菜園
ハロウィーンのかぼちゃが出迎えてくれた

■2ヵ所の入所施設訪問（2016.10.20 PM）

（1）Aunt Leah’s House（レアおばさんの家）

社会的養護の子どもが妊娠した場合、あるいは
出産し母子で生活することになった場合、19歳の
誕生日前日まで入居できる住宅である。先住民の血
を引き継いでいる場合は優先的に受け入れられる。
出産後、母親が子どもと分離することなく生活
できるよう、親としての力をつけることを目標とする。
 ・ 衣食住に関するスキル
 料理、食の安全、食料調達、予算の立て方など

 ・ 養育スキル
 親業、授乳方法、おむつ交換、衛生、入浴、
応急処置など
母親が10代であっても子どものケアと責任を負

い、わが子との生活の中で愛着関係を築けるよう、
スタッフは母親に対しての支援サービスに専念し、
毎日の食事を提供する。
ほとんどの母親は高校に通っている。30分ほど

かけて子どもといっしょにバスで通学し、高校併
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設の保育所に子どもを預ける。保育所の費用は政
府から支給されている。
2015年度は26人の母親とその子どもの支援を
行った。

（2）Thresholds（出発の家）

19歳以上の、妊娠中または乳幼児がいる母親
に住まいを提供し、安心して快適な空間で母子が
生活できるように支援している。
母親の多くは暴力から逃れてきている。また幼
少期から育ってきた望ましくない環境（アルコール
依存、薬物依存、ネグレクト、暴力、売春など）
の影響で、基本的なライフスキルを学ぶ機会がな
かった者も多いため、日常生活を通して様々なライ
フスキルを獲得することを目指している。
職員（ファミリーサポートワーカー）は7時間労働
で夜間は不在となる。19歳以上のケースでは大人
としてのプライバシーを守るという意味でも職員に
よる宿直勤務はしていない。
父親が面会に来る時はワーカーやSWが同席す
る。面会時の父母と子どもの状況からSWが親権
を認める判断を下すこともある。
2015年度は26人の母親とその子どもがプログラ
ムを利用した。

（3）Support Link（つながりサポート）

16～18歳の社会的養護下の若者を対象とし、地
下のスペースでほぼ独立した居住空間を提供して
いる。
上階に「フレンドリーランドロード」といわれる
ケースの状況を理解してくれる家主が住み日常的
に支援を行う。併せてSW、アントレアの支援があ
り、入居している若者は、退所する19歳までに料
理、金銭管理、スケジュール管理、起床と登校な
どの健全な日常生活の送り方を身をもって学ぶ。
必要であれば、19歳となってもリンクへの移行
が可能である。
2015年度は29人の若者の利用があった。

（4）The Link：Housing First

       （つながり：住宅提供最優先）

カナダのホームレス社会を食い止めるための新し
いプログラムである。ホームレスのユースやそのリス
クのあるユースに即入居可能な住居を与えると同

時に、将来的に自立できるよう継続的に支援しな
がら見守っていく。
プログラム初年の2015年度は11人の若者を支

援した。企画は、連邦政府による「Homeless 
Partnering Strategy」の募金により行われている。

（5）フレンドリーランドロードネットワーク

社会的養護から自立への移行期の若者にスイー
トを貸す、メトロバンクーバーのホームオーナーや
不動産屋からなるネットワークである。アントレア
ではネットワークとの協力プログラムを試行し、
2015年度、12の若者支援団体と提携して里親養
育から自立した若者を支援した。

3-3. Life Skills, Food Security＆Health
       （生活スキル、安全な食事、健康）

自分自身の生活を維持するために大切な、基本的
な生活スキルと食の安全、健康に関する知識を身に
付けさせるためのもので、週1回開催されている。
社会的養護の子どもたちや、出身者、若年の母親

に対して、創造的なワークショップやレクリエーション

　フレンドリーランドロードとは、利用児童の事
情を理解した上で、自宅の地下スペースを住居と
して提供しながら、必要に応じて生活支援をする
屋主のことである。
　カナダの住宅の多くには地下スペースがある。
半地下状態で上部の窓から採光をしているため明
るく、セントラルヒーティング（全館冷暖房完備）
のため夏は涼しく冬は暖かい。その地下空間を2
世帯住宅仕様にし、キッチンやバストイレ、玄関
を別にして居住用の賃貸物件（スイート）として活
用している場合も珍しくない。
　フレンドリーランドロードの登録は、アントレア
のホームページ上で簡単にでき、5点のメリットが
あげられていた。
・ 空きがすぐに埋まる。
・ 物件の安全確保ができ、定期的なプログラムワ
ーカーによる入室と点検がある。
・ 信頼できる組織の支援により、長期的にテナン
トを維持できる。
・ 確実に家賃を得られる。
・ ホームレスを保護する代理人として、公的な認
知度や地域の評価が高まる。

◉フレンドリーランドロード◉
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活動など様々な体験活動を通して、社会との繋がり
の大切さを知る機会にもなっている。参加者には毎
回、栄養バランスのよい食事が提供される。

3-4. Education ＆ Employment（教育と就労）

社会的養護の高校生、または社会的養護出身者
で通学、復学、進学の希望がある者を対象としてい
る。安全な環境で集中して教育が受けられるよう住
宅の提供や確保の援助を受け、担当スタッフにサポー
トされながら生活する。

4. アントレアで大切にしていること
4-1. Peer to Peer 仲間同士のかかわり

ニーズに応じて豊富なプログラムが提供されるが、
そのプログラムをこなすことに追われがちな利用者も
少なくない。そのために日常を楽しめない状況は家
族にとってダメージになると捉え、プログラムの中にレ
ジャーの時間を作っている。
レジャーでは他の利用者やスタッフと博物館、サイ
エンスワールド、水族館などに一緒に外出したり、と
きにはビーチで遊ぶこともある。仲間同士で出かけ
て過ごす中でライフスキルを学び、互いに高め合うこ
とができる。
プログラムを受けながら、他の母親とつながりを
持ち、自分がやっていること、他の人がやっているこ
と、自分や他者ができていることから互いに学び合
い、アイディアを交換する。同じ立場にある仲間との
かかわり“ピア トゥ ピア”を重視し、よりよい生活
ができるようサポートする。
19歳でサポートが切れた後に何も頼るところがな
いという状況を作らないためにも“ピア トゥ ピア”は
重要で、その後の生活を見通しながら、自立する前
に母親同士が自分たちの仲間を作り、自分たちのコ
ミュニティを作って支え合えるような関係を築く機会
と環境を作っている。

4-2. 経験、失敗から学ぶ

プログラムの年齢制限を超えた後も必要に応じ
て、物件を提供するか、ともに地域の物件を探す。
またアントレアでは退所後失敗しても常に“Door is 
open”で受け入れると伝えている。失敗から学び、
自分の考えや生活を改めることが大切だと考えて
いる。

4-3. 先住民文化の理解

アントレアの利用者の80～90％が先住民の血を引
いている。そのため支援者は、先住民が植民地化に
よって自分たちの文化や言語を剥奪され、屈辱を強
いられたことにより、子どもたちにもダメージを与えら
れてきた歴史的背景を理解する必要がある。
スタッフを雇用する際にはできるだけ先住民のバッ

クグラウンドを持っている者を採用する。また母親た
ちがイベントやセレモニーを通して自らの文化を知り、
楽しめる活動を行う。例えば伝統的な先住民のパン
を焼く活動、ハーブの一種であるセージの葉に火を
つけて身を清める「スマッジ」という儀式や、伝統的
な薬草の採取と製薬、ドリームキャッチャー作り、
先住民のアートギャラリーツアーなどがあり、参加は
自由である。また、部族の長老に来てもらい、文化
についての話をしてもらう機会を作り、先住民の組織
とのパートナーシップや繋がりを作る活動もしている。

4-4. パートナーシップ
手厚い支援をしていく上で大切なことは、自分た

ちの機関にとどまらず、いろんな関係機関と手を繋
ぎながらそのケースを支援する「パートナーシップ」で
ある。
アントレアは、スタッフによるサポートにとどまらず

多くの関係機関とのパートナーシップを保ちながら活
動を展開している。他機関と「パートナーシップ」を
結ぶために「信頼」と「理解」を大切にしている。スタッ
フ同士の友好的な関係を信頼し、あえて同意書を交
わさず協力・提携することもある。スタッフ同士が互
いに歩み寄ってギャップを埋め合う姿勢こそがパート
ナーシップを結ぶ秘訣だという。
パートナーシップの充実により、ここ5年間は社会

的養護関係の利用者に限らず、地域からの紹介、利
用が増えている。

5. 当事者マーシャさんのお話
アントレアでは利用者から話を聞くだけではなく、

当事者が経験や意見を発表する機会を作っている。
今年の2月からスレッシュホールドに単身で住んでい
るマーシャさんが支援者に望むことを話してくれた。
①親の話を聴いて欲しい。当事者には、支援者には
想像もつかない過去がある。トラウマ、依存症、
DVかもしれない。それをとにかく聞いてあげて欲
しい。
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②過去の話だけからその人をジャッジ（評価・判断・
非難）しないで欲しい。

③必要としているサポートは何なのかを母親や子ども
からしっかり聴いた上で支援をして欲しい。

  『これまでしてもらったことは数えきれないほどで
すが、ここではスタッフはほとんど話さずに私の
話をとにかく聴いてくれます。自分の話を聴いて
もらいながら、どんどん語っていくうちに自然と
自分の中で勇気や方向性が出てきます。励ましの
言葉より、聴いてほしいのです。』

＊　＊　＊

　　私たちの前で話すマーシャさんにだんだん自
信ともいえる力が湧き上がってきているのを感じ
た。スタッフから支援を受ける中で、どんな言
葉に勇気づけられたのかとの質問に対するマー
シャさんの回答は、核心を突いたもので、こち
らは初心に返る思いだった。

6. 所感・考察
制度から外れ将来を見失ってしまう子どもたち、

10代で妊娠した子どもや出産後の母子を支援するた
めの直接的な手だてとして自らできることは何かを考
え、行動を起こしてきたアントレア創設者であるゲイ
ルさんからは、あたたかい眼差しの中にも強く大きな
エネルギーとパッションを感じた。
生活支援にはまず安全な環境で生活できるための

住宅、そこでの生活を通しての多面的な支援という
点では日本の母子生活支援施設あるいは、自立援
助ホームと共通するものが多い。しかしながら、自
分の業務を振り返ると1つの家族の中の課題や問題
が複雑化しているためにケースごとの個別的な支援
が先行しており、生活が落ち着いてきたとしても仲間
同士のピアのつながりを重視した支援にまでは至っ
ていないことに気づかされた。
アントレアはさらに当事者の生活の視点に立ち、利

用者相互のピアのつながりを大切にし、入所中から
互いに助け合い成長していける関係を持てるような意
図的な“しかけ”をプログラムに組み込んでいたこと
を知った。それは、マズローの5段階欲求での“安全
の欲求”の次の段階である“所属と愛の欲求”であり、
それが満たされることで高次の段階である“承認の欲

マーシャさん（左）と、横で見守っていたサラさん
マーシャさんは、今離れて暮らす子どもと一緒に暮ら
すこと、復学し将来は子どものトラウマに向き合う仕
事に就くことを目標に、アントレアのプログラムを受
けている。

利用者の努力を讃えて贈られる各種アワードが
玄関に飾られている

アントレアの案内をされるゲイルさん（中央）と、菊池さん
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求”“自己実現の欲求”へ繋げることが母子のエンパワ
メントとなり得る。そのためにも、“所属し仲間とうまく
やりたい”という欲求に繋げるピアの繋がりを意識し
た支援に取り組む必要があることを強く感じた。
当事者であるマーシャさんからのお話も大変貴重な
機会となった。特にいろんなアドバイスや励ましの言
葉よりも、“とにかく聴いて欲しい”と力強く話された
ことが印象的だった。改めて“聴くこと”の大切さを
感じるとともに、エンパワメントの“もともと持ってい
る力を取り戻す”という意味の深さを感じる貴重な機
会となった。
さらに、実際に10代の母と子が生活している“アン
トレアズハウス”を訪問したことで、これまでの育ち
の中で十分に与えられてこなかった基本的な生活で
ある衣食住、勉強の機会や自分の時間などをしっか
りと保障し、日常的に大切にされるという経験の積
み重ねが、母親として子どもを大切にできる気持ち
につながると感じた。なかでも本人参加型の定期的
なチームミーティング評価は、母親本人の目標意識を
高めるとともに、母親としてだけでなく、1人の学生
としての過ごし方を認めることで生活に潤いを与えて
いることが印象に残った。
多民族、多文化、多様性を受け入れながらも一人

ひとりの権利を大切にしているカナダの支援実践か
ら、今後の母子生活支援施設としての可能性につい
て考える貴重な機会となった。　　　（山森　美由紀）

《ホームレスの40％が過去に社会的養護を経験しているという事実》
　バンクーバーのホームレスは90年代後半から増加しているが、その多くが社会的養護出身者である。①過去
約30年所得の低迷が続いているが、住宅価格は急上昇、②大学進学率が上昇した一方で、社会的養護の子ど
もたちは20％しか高校を卒業していないため、大学進学率が低く就職が困難、③社会的養護にいる20人に1人
しか将来のプランニングがされていないなどの要因が考えられる。

《親と同居しないと生活できない時代》
　授業料や不動産価格は上昇する一方、所得はほとんど変わらない経
済状況の中、実家で親と暮らす若者がカナダ全土で増えている。住居、
食事、車、インターネット環境などのコストを節約し安定した生活を送
るためである。
　しかし、社会的養護の子どもたちは19歳になると政府の支援が切れ、
居場所がなくなるためにホームレスになってしまうのである。

《生活を支援・保障するために》
　不動産価格の変動によってアントレアの場所も29年間で転 と々して
きた。厳しい社会や経済情勢の中でサポートをし続けることができる
のは、親代わりとなって若者の生活を支援し保障していくという大きな
使命があるからである。

お別れの前に・・・・全員で記念撮影

デルーさん。支援先の開発と資金調達担当
の立場から「皆さん、まずはお手元に財布を
出して下さい！」というユーモアあふれる挨拶
からプレゼンテーションを行ってくれた。

《ホ ムレスの40％が過去に社会的養護を経験しているという事実》

～ 社会の変化に合わせたアントレアの支援 ～

 ・ AUNT LEAH'S placeホームページ
 http://auntleahs.org/

 参考資料
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引退をひかえているという創設者ゲイル・スチュアートさんから、アントレアの創設当初からの歴史
とこれまでの熱い想いをお聞きすることができた。

《政府に提案を申請》
ゲイルさんはご夫婦で里親をする中で、子どもの多くが里親を転 と々し、里親に懐かないまま早く自

立したい気持ちを持ち、大人への信頼を失った状態であること、19歳になった途端に社会に出されホー
ムレスとなってしまうことを知った。子どもたちの状況を改善するため、近所の空いている地下空間を
住居として提供し、生活支援をするサービスを政府に提案したが却下された。しかし、簡単に諦めず
説得を続けた結果、政府は4人の母親とその子どもたちの生活支援サービスの試行を認めてくれた。
当初預かった10代の子どもたちは、薬物依存者と、トラウマを抱えた重篤なケースであった。支援

を通してかかわりの難しさを実感するとともに、専門的に学ぶ必要性を感じた。また個人としてではな
く法人として社会的養護の支援・サービスを提供する形態とすることで運営の安定化を図った。

《Who is “AUNT LEAH”？》
カナダでは婚外子は社会的に受け入れられず、出産後は隠すように自分のおばに子どもを預けて養

育してもらう慣習があった。ここに来る10代の母親たちは、妊娠中、母親としての準備をしながら出産
を迎え、その後も母子での生活支援を受け、いずれ地域で生活していく。“AUNT LEAH”の名称には、
自分で子どもを養育できない母親を、“AUNT”であるおばをはじめとし、祖父母、おじ、兄弟姉妹がみ
んなで支えるような包括的な支援をしたいという想いを込めている。“LEAH”はゲイルさんの父方祖母
の名前である。「ここに出入りしている子どもや関係者は、みんな私を“レア”だと思って呼ぶんです」と
満面の笑みで話された。29年に亘ってアントレアを背負ってきたゲイルさんの情熱と功績を象徴してい
るようだった。

《引退を前に》
　かつては社会的養護にいる子どもたちが19歳になり助けを求めてきても住まいもサポートもできな
い状況であったが、今は地域の理解と協力を得て支援をし、「何かがあってもなくても、いつでも帰って
おいで」と社会へ送り出し、失敗して帰って来た時には迎え入れることができている。一般の家庭で
も18～25歳の時期は大変で親が様々な面で子どもを支えているが、アントレアが親に代わって同じ
ようにサポートできるようになったことに大変満足している。

《ゲイルさんが語った里親制度・子ども権利擁護の現実》
　子どもたちが里親を転々とする理由のひとつは、養育能力が高い
里親のもとで暮らし子どもが良い状態になると、別の困難な課題を
抱えた子どもをその里親に委託する措置変更がなされてしまうことで
ある。それでは養育のパーマネンシー（永続性）が実現できない。
　こうした里親変更についての子どもの声が政府に届かない現実が
あり、権利擁護推進の課題となっている。社会的養護については
2017年秋のBC州選挙の争点ともなっており、今後の改革を期待し
ている。政府は大きな機関なので迅速な変化に対応できないが、ア
ントレアは小さいがゆえ、個々の状況に合わせて柔軟に調整・対応
できることが強みである。　　　　　　　　　　　 （山森　美由紀）

アントレアの歴史を熱く語る
ゲイルさん
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　視察では情熱的で魅力的な人たちとの出会いが数多くありました。訪問した
機関、団体、施設のトップ自らが誇りとひたむきさを持って、私たちに語りかけて
くれたのが特に印象的です。なかでも忘れがたいすてきなスポークスパーソンたちを紹介します。

　社会的養護の子どもたちのためにできることはなんでもやるという熱意を持って
いるSOSBCのダグラスさん。個人の生活を支援するだけでなく、システムそのも
の、世界を変えようという思いでビレッジを作ったと語る。
　体裁や組織に縛られることなく子どもたちのために動こうとするダグラスさんに
圧倒されながらも、そんな風に子どもたちのために力を注ぐ姿は見ていて気持ちが
いいほどであった。SOSBCで子どもの養育にあたる里親たちを組織の中心とし、
里親をはじめスタッフや支援者への感謝と尊敬を忘れないダグラスさんの人柄と、
子どもの無限の可能性を信じ、子どもたちのために組織を動かし、人を引き付ける
情熱に心動かされる人も多いだろう。そんな熱きダグラスさんに出会い、団員たち
はPASSIONの大切さを改めて感じた。　　　　　　       　   （細見　亜紀子）

　ラッセル氏は、男性のパートナーと生活をともにし、里親として活動をしている。
「あなたは、いつ自分がストレートだと知りましたか？」という質問から、ジェン
ダーやLGBTQについて考える機会をラッセル氏から与えられた。
 「知るもなにもそう、ということだ」と話しは続く。ストレートかLGBTQか…
ジェンダーとは、自然に自分の内に備わっている、または存在する「なにか」とい
うことなのだろう。
 「それぞれの人生はそれぞれにとってノーマルである。だからといって、ストレー
トの人と違う生活をしているわけではない。たとえばゲイだからここが違うということはなくて、それぞれ同じ
ように、怒り、ケンカをし、生命保険のお金も払うし、日頃は普通の生活をみんな送っている。お互いを認め合
う社会を作り上げていくことが大切なことなのだ」と語るラッセル氏の中にカナダという国の多様性を垣間見
ることができた。                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　    （中村　淳平）

　Aunt Leah’s Placeの創設者であり、エグゼクティブ・マネジャー（日本での
社会福祉法人の理事長だと思われる）ゲイル・スチュワートさんは御年70歳。も
うじき引退され、今度は娘のサラさんがあとを引き継ぐ。アントレアへの支援開
拓と資金調達をされている息子のデルーさんのプレゼンテーションは聞く者の
気持ちをひきつける魅力とリズムと明瞭さ、説得力があった。
　ゲイルさんはわが子が10代になるとご夫婦で里親となった。里子としてスチュ
ワート家に迎えられた子どもたちは、サラさんやデルーさんにとってはきょうだ
い同然であっただろう。その子どもたちが19歳になり社会的養護から外れ社会
に出た後の生活の大変さを目の当たりにし、何かできることはないかと行動を起
こしたゲイルさんの想いや情熱は、里子であった子どもたちと一緒に生活をして
きたサラさんとデルーさんに確実に引き継がれているに違いない。
　多岐にわたるプログラムやアクティビティ、目の前の問題に対する直接的な支援、柔軟な対応、子どもたちを
支えるためきめ細かなサービスが展開されているAunt Leah’s Placeは、スチュワート一家のあたたかさが伝
わる心地よい場所であり、いつでも助けを求めることができる居場所であると感じた。        （山森　美由紀）

コ ラ ム
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訪 問日 時： 2016年10月13日 AM
住　　　所： 1195 Esquimalt Road, Victoria, BC
取材担当者： Gord Irving
（敬称略） （少年司法サービスマネージャー）
 Beth Diprose
 （若者・家族サービスマネージャー）

1. 概要
地域に住む小さな子どもたちから、薬物・アルコー
ル依存症、触法少年や若年妊婦などの困難を抱える
子どもまで、全ての子どもが自尊心を持って自立し、
安全で健康な生活を送れるように、様々なプログラ
ムや支援を提供するNPOである。
若者や子どもたちが、困難を乗り越え、他者と肯
定的な関係を築き、自分の人生のために自信と社会
スキルを身につける経験ができるように、安全で、支
えとなる場所を提供することを目的としている。

（1）組織と運営

人口は36万人、面積は約700km2のグレーター
ビクトリアに5ヵ所のクラブがあり、それぞれの場
所で学童保育的なプログラムやサマーキャンプ、そ
して触法少年などへの支援を行う。主に先住民の
子どもを対象にプログラムを提供する地域もある。
訪問した事務所にはクラブの運営やアウトリーチ
を行う職員が約40名おり、一人の責任者のもとに
5人のマネージャーが、それぞれ予防プログラム、
介入プログラム、治療プログラム、経理、そしてケ
アホーム（3（2）参照）などの品質管理の役割を担っ
ている。

　　2015年度の実績は、表1の通りである。

（2）設立の歴史とその後の経過

1860年にアメリカで「Boys Club」として誕生し、
その後1960年にビクトリアにもNPOとして設立さ
れた。放課後に男子が遊ぶ場所を提供することか
ら始まり、放課後や週末の活動、夏のキャンプな
どの活動を行った。1980年代に政府主導で行って
いた触法少年への支援サービスがNPOに移行さ
れた時、最初にサービス提供を行った。当クラブ
の若年妊婦・子育てプログラムは、1987年、州
首相が若年妊婦への支援を提案したことをきっか
けに始まった。政府からの事業委託という形で様々
なプログラムを提供して活動が拡大していき、そし
て1990年代に「Boys ＆ Girls Club」と名称を変え
て現在に至る。

（3）財源

2015年度の収入実績は379.7万ドル。BC州から
約287万ドル、地方自治体から2万ドル、連邦政府
から5万ドルの助成金を受け、その他、コミュニティ
や企業などからの寄付やプログラム利用料による
収入などがある。

2．脳科学研究における理解と実践
（1）脳についての理解

プログラム開発と脳科学研究を独自で行ってい
る。子どもたちの発達についての脳科学的知見を
重要視し、プログラム開発に活かしている。研究
により、胎児性アルコール症候群の子どもの脳へ

Boys＆Girls Club Services of Greater Victoria
（ボーイズ＆ガールズクラブ 地域の子ども総合支援団体）

プログラム実施数
23種類
（うち7割が予防的支援プログラム）

プログラム参加者 700人以上

サマーキャンプ参加者 225人

ケアホーム提供 40家族

●表1：2015年度の実績

 ◆妊娠期からの母子支援
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の影響（障がい）やトラウマが与える影響、さらに、
トラウマは治療を受けることで改善するが胎児性ア
ルコール依存症は難しいこと、また10代の子ども
の脳の発達についてが明らかになった。それによっ
て以前は子どもの問題について“罰”を与えること
で対応していた家族、学校の先生、触法少年に
かかわる職員たちの対応が変化した。例えばかつ
てはBC州の少年院に500名が収容されていたが、
現在50名まで減少し、地域での更生、再犯予防、
自立の支援に重点が置かれるようになった。
近年、研究でテレビやパソコンを見る長さと手
短にある環境が、他の依存症と同じような状況と
なることが分かってきた。様々な事柄が脳の発達
に影響を与える。脳の発達に応じた対応が必要で
ある。

（2）プログラム作成

プログラムには家、教育、食べ物などの『保護
要因』を必ず織り込む。子どもと家族が支援によっ
てどれだけ健康になり、幸福になれるかを重視し、
食べ物は清潔か、一人で/誰かと食べるかなど細か
く丁寧に考えてプログラムを作成する。従来、罰
則に偏りがちだった少年院入所中の子どもへの対
応についても保護要因が重要であることが理解さ
れるようになり、保護要因を強化する実践につな
がっている。

3. 予防プログラム
さまざまな予防プログラムを提供している。主なプ
ログラムを紹介する。 

3-1. Youth Prenatal ＆ Parenting Program（YP3）
      （若年妊婦・子育てプログラム）

妊娠12週目からの若年妊婦と母子（母の年齢は15
歳から21～24歳まで。子どもは1人で2歳まで）を対象
とする。ケアホームと呼ばれる地下スイートを借り、
独立して生活をしながら支援を受け、自立を目指す。
期間は1年間で、25年間のプログラム実施により150
名を超える卒業生がいる。

（1）利用者の環境
ストリートチルドレン、先住民、高校在学中の妊

娠、精神疾患、家庭機能の不全などで親や親族
のサポートが受けられない子どもが利用する。主
な利用経緯は学校での口コミや医師などの紹介で
ある。

（2）ケアホーム
家の一室を貸し出し、オーナー自身もその家に

住みながら、利用者の生活スキル獲得の手助けや
精神的な支えとなる役割を担う。品質管理をする
マネージャーがオーナーの条件や資質をチェック
する。現在YP3プログラムではMCFDが6床分、
バンクーバー島保健局が4床分の予算を助成し、
計10床のユニットでサービスを展開している。ケア
ホームのオーナーになると、月々640ドルが支払わ
れ、入居者の産前は60ドル、産後は75ドルが加算
される。

（3）プログラムの概要
①生活
 　原則的に家事は入所者が行う。ケアホームの
オーナーのサポートで買い物や洗濯など基本的
な家事を学んでいく。週に2回はオーナー家族
とともに食事をする。布団やシーツ、食器類な
どはケアホームを利用する際に自分で購入し、
物を大切に扱うことを学ぶ。購入したものは退
去時には持って出られる。

②利用料金
 　プログラム利用者は、最高月額575ドルの家
賃を払う。支払った家賃は全て利用者の口座に
振り込まれ、ケアホームを出る際、新しい生活
へと進むための資金にできる。また月に60ドル
のお小遣いと週に50ドル分の食費が提供される。

③ルール
 　門限は21時で、3回破るとプログラムの趣旨

ボードに書かれた若年妊婦・子育てプログラムの説明
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について再確認を行う。また安全のためケアホー
ムの住所は非公開で、認めていない人の訪問が
あれば退居を求められる。入居後30日経つと、
ワーカーの許可のもと23時まで特定の訪問者を
受け入れることができる。

④親教育プログラム
 　月曜日と金曜日に子育て講座があり、10名の
利用者に3名のスタッフがつき、子育てのスキル
や親となるための心構えなどを学ぶ。最近は薬
物やアルコールが脳へ与える影響についての学
習も行っている。

⑤サポート体制
 　高校在学中であれば、出産後子どもを保育
所に預け、利用者が卒業まで教育を継続でき
るよう、学校に協力を仰ぐ。看護師や助産師、
Doula（出産経験のある女性が自分の経験をも
とにサポートを行う）が出産前後の不安軽減や
分娩、家事などの支援をする。月に1回、利用
者と3～10名の援助者が集まり会議を行う。

（4）他機関との連携

MCFDのSWと連携し、問題が起きた時すぐに
対応できるよう情報を共有している。また必要に
応じ、プログラム終了までに次のステップのプログ
ラムや支援を継続する手続きを行う。

（5）大切にしていること

『安全な家に住む』という経験が少ない利用者
が安心できる環境で健全な人間関係を築くことを
経験すること、他人から助けてもらえると思えるこ
と、『決めつけられず（Non-judgemental）』自分を
尊重してもらえる経験を積むことを大切にしている。

（6）課題

ほとんどの利用者がプログラムを修了するが、
同種の支援をする機関や団体はまだ少なく、当ク
ラブも常に満床である。また、社会的養護を要す
る子どもが出産した場合、生まれた子どもの親権
を誰が持つのかが問題となるため、そのためのサ
ポートも必要と考えている。さらに自立した子ども
へのフォローアップが不十分で、その後の動向がつ
かめていないケースが多い。

3-2. Best Babies（子育て支援プログラム）

家庭内暴力や貧困、薬物やアルコール依存、食料
不安、また精神保健の問題を抱えた妊娠中の母親が
自由に参加できるプログラムである。子どもが生後6ヵ
月になるまでグループに留まることができる。YP3の
利用者も参加できる。

（1）プログラムの概要

保健局栄養士と保健師、歯科衛生士、BGCプ
ログラムワーカーとアウトリーチワーカーによる専門
チームが、調理実習と昼食、栄養教育、親教育の
提供、バス乗車券や食事券の配布などを行う。さ
らに支援が必要な母親には「ベストファミリー」と
いうプログラムや、YMCA主催の「ヤングマザー・
プログラム」というシェアハウス形態のプログラム、
また賃料の安い公共住宅の紹介も行い、必要な
支援が切れ目なく行えるようにしている。

（2）大切にしていること

帰属意識を持ち仲間と支え合えるように、コミュ
ニティを形成することを大切にしている。YP3の卒
業生も含め多くの子どもが参加して、繋がりを作る
きっかけとなるクリスマスパーティなどのイベントを
企画している。

3-3. Youth Justice Services

       （少年司法サービス）

保護観察中の触法少年たちへ支援プログラムを提
供している。12～19歳までが対象で、自分の行動に

若年妊婦・子育てプログラムのハンドブック
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責任を持つ必要があることを意識させ、家庭やコミュ
ニティへ適応するためのスキルを獲得させることを目
的としている。アウトドアで自然に触れるプログラム、
ケアホームを利用した支援プログラム、就労支援など
がある。今後はアルコールや薬物依存の子どもを対
象にした衣食住をともにする支援プログラムも行う予
定である。

3-4. Community Club Programs

1人25ドルの年会費で、7時～9時と15時～18時に
は主に5～13歳を、また夜には13～17歳のティーンを
対象に、年齢に応じた様々なプログラムを提供して
いる。始業前、放課後の運動や遊びを交えたプログ
ラムや、勉強を教えるプログラム、ティーンには活動
を通して自尊心を育み自己決定を学び自身に向き合
うプログラムなどを提供し、子どもたちの安全で健や
かな成長を支援している。

3-5. Supportive Recovery（回復支援プログラム）

13～19歳の男性、女性またLGBTQを対象とし、
精神保健の問題や薬物・アルコール依存症の課題を
抱える若者が、安全で支えてくれるケアホームでプロ
グラムに参加し、支援を受け回復を目指すプログラ
ムである。

4．所感・考察
今回の研修テーマである『周産期の予防的支援』
の観点から、このクラブで取り組んでいるYP3のプ
ログラムなどについて中心にお話を伺った。
日本ではようやく周産期の予防的支援が必要と認
識されてきた中で、ここでは25年も前からYP3のプロ
グラムがあり、学校でもYP3のパンフレットを置いて
いたりと、地域で支援する形ができている事に驚か
された。様々な困難を抱えている子どもやユースを孤
立させず、どんな子どもでも可能性を秘めていると考
え、地域で安全・安心に、自信をもって自立できる
ようになるための支援や、必要に応じて切れ目なく
支援を行う関係機関の連携についても学ぶことがで
き、とても貴重な学びの場となった。
Non-judgementalな姿勢や地域の人々の協力と情
熱、さらに研究に基づいた根拠がこのような支援を
作り上げており、その意識や姿勢での様々な子ども
への支援が、貧困や虐待の世代間連鎖を防ぐ手立て
として、とても大切なことだと感じた。

一方で、解決策についての支援は多々あるものの、
常に満床である状況からも、問題予防としての子ど
もたちへの意識付けや支援はこれからも手厚く行っ
ていく必要があることも見て取れた。今後日本でも
課題となっていく問題ではないかと感じ、同時並行
で行っていかなければならないと思った。

（小板　真木子）

講義をして下さるべスさん（左）とゴードさん（右）

 ・ Boys ＆ Girls Club, Victoria BCホームページ
 http://www.bgcvic.org/

 参考資料
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訪 問日 時： 2016年10月17日 PM
住　　　所： 2455 Fraser Street,  Vancouver, BC
取材担当者： Allison Parker（スーパーバイザー）
（敬称略） Vera Orb（ユース）

1. 概要
1999年に開設された、13歳から24歳以下のユース
のために、健康、教育、自立支援、雇用など幅広い
プログラムを集めて提供している機関である。ひとつ
の建物内に複数の支援団体が集まってサービスを提
供し、若者を複合的にサポートしている。
2014年に新設された建物は、民間団体Vancouver 
Native Housing Societyが運営している。

（1）構成団体

若者たちの支援をしたいという同じ理念のもと
に集った諸団体がそれぞれの強みや得意分野を活
かしてプログラムを提供している。

（2）予算

プログラムは、協力団体による出資や、MCFD
からの事業委託などで運営される。学校教育や住
宅確保支援プログラムの一部と光熱費は、MCFD
が年間約140万ドルを出資している。

住宅や信託関係の企業や、子ども家庭福祉や
少年司法にかかわる慈善団体などから寄付を集
め、活動に活かしている。

（3）特徴

同一ケースにかかわっているワーカーが、毎週カ
ンファレンスを開いて支援方針を共有している。
毎週1回フロアごとでミーティングを開き、隔月

1回は全団体が集まってハブ・ミーティングを持ち互
いの情報を共有する。利用者には「どのドアも、
あなたにとって正しいドア。仮に関係のないプログ
ラムに行ってしまったとしても、必要なプログラム
につないでくれる」と伝えている。
定期ミーティングには、利用者であるユースも参

加する。プログラムの利用経験がある若者に、ア
ドバイスをもらうこともある。
プログラム運営についても、スタッフと利用者が

2日間かけて話し合う。そこでの決議は3年間有効
となる。

（4）スタッフ

ソーシャルワーカーとボランティアのユースなどが
中核スタッフになる。
ソーシャルワーカーは、教育、自立支援、住宅

支援、就労支援などの担当に分かれ、入口すぐの
スタッフルームを共有している。情報交換が容易
にでき、利用者にとっても、この部屋を訪れると
必要な情報を聞くことできるという利点がある。
ユースはボランティアとしてセンターの活動に参

加することができる。ユースが活動に必要な技術

Broadway Youth Resource Centre
（ブロードウェイ若者支援センター）

◆自立支援

街からアクセス
の良い「ブロー
ドウェイ通り」
にある

BYRCパンフレット活動パートナー（左上）、
出資団体（左下）、
展開されている支援メニュー（右）
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と知識を身につけるためのトレーニング費用はセン
ターが負担する。

またセンター全体で性差別や民族差別とは具体
的にどういうもので、どういう形で表れるのか、ま
た、物事の捉え方や感じ方には個人差があること
を理解する必要があるとして、ユースもセンターの
職員とともにトレーニングを受けている。

（5）当事者の声

当事者のユースを代表して、ベラさんが「直接自
分たちに関係する若者自身が、プログラム作成や
意思決定に参加するのはとても大事なこと」「当事
者の参加しない意思決定は無意味」と述べられた。
また当センターのスタッフ採用面接には利用者の
若者も同席して当事者への配慮ができる人かどう
かを判断しているとのことだった。
このセンターを利用せずに学校でたむろする若
者も多く、「このセンターにはやりたいことがない」
「通うバス代がない」「もっと静かな場所でサービス
を受けたい」といった声があることも事実で、こう
した発言にも耳を傾ける必要があると話されていた。

2. 基本設備
利用者は、以下に述べる設備・サービスを自由に

使うことができる。

（1）食事

毎日午後4時半にホットミールを振る舞う。他の
時間帯には、スナックやジュースが準備されており、
無料で好きなときに飲食することができる。

（2） キッチン

調理実習やクッキングクラブで利用している、商
業用の大きなキッチンがある。利用者が調理技術
を得る機会であると同時に、地域の子どもたちに
できるだけ新鮮な食事を届けたいと周辺の学校へ
の配膳もしている。

当事者の声を伝えてくれたユース代表のベラさん
（左）とスーパーバイザーのパーカーさん（右）。
ベラさんは、BYRCのYouth Advisory Committee
にも参加し、センター運営や活動への提言なども
行っている

新鮮な食材が置かれた大きなキッチン

センター前の看板には、
ホットミールの宣伝が

セルフのドリンク・
スナックコーナー

入口すぐにあり入りやすいソーシャルワーカールーム
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（3） 洗濯や入浴

洗濯室やシャワー室を設置しており、無料で利
用することができる。特に、ホームレス少年が利用
している。

（4） 性の悩み相談室（セクシャルヘルス・クリニック）

性感染症の検査、避妊薬の提供、病院の紹介、
性に関する悩み相談などのために2部屋設置され
ており、医師や看護師が対応している。利用時間
は午後2時半～5時で、予約なしで利用できる。

（5） 多目的ルーム

若者たちが集まってミーティングをしたり、プロ
グラムを実施したりするための部屋が用意されてい
る。大部屋として利用することもあれば、仕切り
を入れて3つに分けて使用するときもある。

3. さまざまな支援団体とプログラム
学習、自立、住居、就労等、さまざまな内容のプ
ログラムを各種団体が行っている。

3-1. 学習支援

　（1）（2）に関しては、バンクーバー市教育委員会と提
携した中等教育学習支援プログラムである。MCFD
や先住民専門機関も、これらを社会資源として利用
している。

（1）Eagle High（Vancouver Altemate Secondary）

教育委員会とMCFDが助成している事業で、
MCFDのソーシャルワーカーや保護観察官から紹
介のあった13～17歳の少年を対象とする特別教育
とカウンセリングプログラムである。
一定の規則のもと、キャンプ、カヌー、ハイキン

グなどの野外活動を体験するプログラムである。
グループセッションでは互いの目標を話し合う。

（2）West Coast Alternate

かつて胎児性アルコール症候群と診断された12
～20歳の若者（概ねIQ70以上）を対象に、中・高
校レベルの学習支援、就労支援、レクリエーショ
ン、毎日のランチサービスなどを行う。映画館での
チケットやポップコーン販売や清掃業務などの就
労経験ができる8週間のカリキュラムもある。定員
は22名で個別の課題を抱えている子どもが多いた
め、学習支援は1対1の対応となる。教科ごとに担
当教員がおり、理数系と文系の2クラスがある。
このプログラムを利用する若者には、先住民の

血を引く者が多く、先住民文化も教えている。
教育委員会、MCFD、バンクーバー公共保健

局の助成事業で保健局がインテークをしている。

（3）Adult Based Education（ABE）

不登校や中退で、再度高校の単位を取り直した
い（補習したい）若者のためのプログラムである。
個人の進度に合わせ、2時間半の授業を受けるこ
とができる。
バンクーバー・コミュニティ大学がサポートしてお

り、単位を満たせば、同大学へ進学できる。ある
いは、高校卒業してから職業訓練校へ移り、就職
を目指すこともできる。

（4）Pathways to Education Program

トロントの低所得者地帯で始まったプログラムで
ある。成績不良で卒業できない高校生に対して多
様な支援をしている。授業についていけずに成績
が伸びない生徒に、放課後個別学習を行っている。
対象となる生徒はモチベーションが低いことが多

く、たとえば、登校するための交通費やフードパス
（商品券）を提供することがある。

カウンセリング室
（クリニック）
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（5）Vietnamese Youth Development Program

ベトナム系の若者に対して、レクリエーションや
音楽、芸術、カウンセリングなどの支援を行い、
就労につなげるプログラムである。

3-2. 奨学金

社会的養護の子どもは高校中退率が高い。仮に高
校を卒業できたとしても、短大や大学への進学率は
低い。進学率の低さは、生活困窮につながることが
わかっている。
19歳になって社会的養護から外れた若者や、現在
社会的養護を受けている子どもを対象に、BC香港
上海銀行が奨学金プログラムを提供している。担当
ワーカーがいっしょに教育プランを考え、コーディネー
トする。高卒資格を目指すための家庭教師を雇う費
用や文房具代、フードパスやバスチケットを支給して
いる。大学進学の場合は、受験料（75ドル、3校受
験に相当）を援助する。実際に進学・在学継続でき
ているかどうかもワーカーが確認している。たとえ退
学したとしても、返済義務はない。（公的奨学金には
返済義務がある）。
開始1年目であり効果測定できていないが、人気
のあるプログラムである。過去に、社会的養護を受
けていた若者（19歳以上）に2年間限定の奨学金を
支給していたこともあるが、3年目以降で中退しなけ
ればならないケースも出てきたため、4年間の支給へ
と変更した。

3-3. 住居支援

24歳未満の若者を対象に、2年間限定で、若者
支援センターがリースしている公共住宅を紹介してい
る。自立準備のための住居が10軒、LGBTのため
の住居が10軒、先住民系のための住居が10軒ある
（LGBTである証明は必要ない）。
住居は6畳1間程度のワンルーム、家賃375ドルで、
相場の家賃額（1,200ドル）より安価である。州の生
活保護における住宅手当額375ドルと同じ金額に設
定している。
いつも満床なのでサービスを受けるのに2年待ちで
あり、その間、住む家がなく友人宅を転 と々したり、
ホームレスになってしまうのが課題である。利用期間
を定めず自立の準備が整ったら退去するルールに変
更しようという案もあるが、急かすようで難しい。現
在は、インターネットで一般の賃貸住宅を探し、ワー

カーがいっしょに物件を見学しに行く対応をとってい
る。生活用品がない場合は、最低限の生活必需品（ス
ターターキット）を提供する。

3-4. 就労支援

政府機関ワークBC（日本のハローワークにあたる）
と提携している。センターから紹介された若者には、
本来の就労条件より柔軟に対応してくれる。
履歴書の書き方、紹介書の付け方を教え、求人

情報を紹介している（スターバックスのように若い人
材を採用したがる企業とのつながりがある）。また、
“ジョブフェア”を開催し、求人募集中の団体を集め
て質問したり、その場で履歴書を渡したりできる機
会を作っている。その場で就職が決まる若者もいる。
市内の他団体が提携する就労支援を紹介することも
ある。
自動車運転免許、フォークリフト免許、食品取り

扱い免許など、仕事につながる免許を取得するため
の費用も支給している。若者には食品関連の業種が
人気である。
遅刻する、従業員に失礼な振る舞いをする、喧嘩

する、就職できても長続きしない、職場を転 と々する
などの課題を持っている者が多く、サポートしきれて
いない現状はある。就労後のフォローアップは3～6ヵ
月間とされているが、ワーカーの手が回らず、実際に
は仕事が見つかったら支援終了となってしまっている。

3-5. 被害体験の表現プログラム

13～19歳の暴力を受けたことのある若者を対象
に、写真、文章、詩歌、描画等で被害体験を表現
する活動を行っている。

カナダでも人気のキティ
ちゃんをモチーフに、ホーム
レスになった、あるいはケア
を出た時の孤立感や不安
を表現している
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3-6. 先住民支援

先住民系の若者を対象に、輪になって会話をしな
がら癒やしの場とする先住民の伝統的儀式“トーキ
ングサークル”を実施している。部族の長老に来ても
らい、若者たちに知恵や知識を教えている。

3-7. アウトリーチ

パスポートや免許証、ID証の取得、移民の市民権
取得、学校や仕事、住居の紹介などの支援を行って
いる。
地域へ出向いて担当の若者がプログラムを受けて
いるかを確認したり、最近顔を出していない若者の
ところへ訪問したりしている。

4. 所感・考察
政府の支援制度が行き届いていないことを批判し
たり、嘆いたりして終わるのではなく、同じ熱意を
持った団体同士がネットワークを組んで協力し合い、
そこに政府、教育委員会、銀行などが加わって連携
しながら活動されている様子が印象的だった。
ひとつの団体で複数の支援内容を展開するのでは
なく、得意な支援分野を持つ複数の団体が同じ意志
を持ってひとつの組織を作り上げていることで、若
者たちにとって必要性の高い細かな分野にまで手を
伸ばすことができており、専門性を維持して内容を
充実させることができているのだと感じた。加えて、
支援を必要としている若者にできるだけ利用されや
すい機関となれるような工夫を重ね、常にその理念
に沿って活動し続けているところは、支援機関を運
営していくうえで最も重要な視点である。
支援プログラムが本当に必要としている若者につ
ながるように、ニーズの把握からアウトリーチ型の提
供まで若者支援センターのシステムを参考にし、日
本の取り組みにも反映させていきたい。

（川　真由子）

研修の様子

若者支援センターのスタッフを囲んで

 ・ Broadway Youth Resource Centreホーム
ページ

 http://www.pcrs.ca/service-resource-
centres/broadwa

 参考資料
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訪 問日 時： 2016年10月18日 PM

住　　　所： 326 West Pender Street, 

 Vancouver, BC

取材担当者： Pinky Pascual（マネージャー）

（敬称略） Kevin Van Buskirk（地域支援担当主任）
 Chelsea Minhas （プログラム担当主任）

1. 概要
（1）沿革

1972年に社会的養護、あるいはホームレス少年
のための支援機関としてニューヨークで設立され
た。バンクーバーでは1997年にスタートした16～24
歳を対象としたシェルターである。
米国、カナダ、中南米諸国27ヵ所で展開してお
り、カナダにはトロントを含めて2ヵ所ある。バン
クーバーは17番目の設置である。

（2）組織

2名のユースワーカーのほか、入所支援、住居支
援、育成担当のスタッフなどが複数配置されてい
る。スタッフは24時間常駐している。シェルター滞
在者には、利用者1人ひとりに担当ワーカーが付く。

（3）予算

2016年度の予算は概ね1,470万ドルで、うち寄附
と遺贈が1,300万ドル、政府からの助成金が100万
ドルであった。

（4）利用者

年間約1,200名。薬物・アルコール依存、被虐待、
妊娠、貧困、LGBT、触法と多岐に亘る複雑な
課題を抱えているため、医療機関と密に連携を図
りながらサポートしていくケースが多い。
そのうち、ソーシャルワーカーが街へ出向くアウ

トリーチ方式によって利用に至るケースは年間約
600名ほどである。

Covenant House  Vancouver
（コベナント・ハウス バンクーバー；ホームレス少年のシェルター）

“コベナント”とは、
旧約聖書で
「聖なる契約・関係」
の意味

◆自立支援

Opening Doors for Homeless Youth
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（5）シェルター機能

男女別フロアで、男性30床・女性24床、計54床
を設置している。365日24時間体制で受け付けて
いる。常時、8割が埋まっている。平均利用日数は
15日ほどだが、長いケースだと1年以上に亘る。
男女のフロアの行き来は禁止されており、門限
も定められている。それぞれの担当ワーカーの助
言や計画に従うことを約束し、シェルター内での暴
力行為はもちろん、薬物・アルコールは一切禁止さ
れている。違反してしまった場合は、しっかり話し
合ってシェルターが自分にとってなんのための場で
あるのか再認識できるよう利用者に働きかける。

（6）特徴

支援のポイントは、①必要なものをすぐに提供
する、②安全な場所を提供する、③職員がよい
見本となる、④コミュニケーションを重視する、
⑤生活の枠組みが安定している（ルールや規約に
則っている）、⑥何を期待されているか伝える、⑦
選択肢を与える（自分の選択に責任を持たせるた
め）ことである。
LGBTの若者の利用も珍しくない。生物学的に
男性であっても本人の性自認が女性であれば、女
性フロアを利用することが可能である。

2. プログラム
「地域サポート支援」「危機対応」「自立支援」という
3つのプログラムを柱にして、医療関係者と連携しな
がら支援を行っている。援助方針は、社会的弱者で
ある若者にとって安全・安心な場であること、アドボ
カシーについても配慮ある姿勢で対応すること、な
どが挙げられる。
毎日30～50名、年間650～700名が、プログラムを

受けるために通所（ドロップイン）している。ドロップ
インは気軽に立ち寄るという意味だが、試行的利用
の意味合いもあり、その後の施設やプログラムの本
格利用の前段階だといえる。

■通所利用（ドロップイン）のスケジュール例

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

 

   

利用時間 

   

利用時間 

   

利用時間
 

9:30－12:00 
  

利用時間
 

9:30－12:00 
9:30－12:00 9:30－12:00 

  
利用時間  
（女性限定）  
9:30－12:00    

 

アウトリーチ
 

13:30－15:30  
利用時間  

14:00－16:45  

利用時間 

14:00－16:45  

通所利用休館日 

フロントにて 

サンドイッチ 

無料配布 
13:00－16:00   

 

アウトリーチ
 

13:30－15:30 
   

ホットミール  

15:30－17:00    

アウトリーチ 

10:00－20:00    
ホットミール

15:30－17:00    

 
アウトリーチ 
7:00－10:00   

ハウジングワーカー駐在日 

=

=

 ランドリールーム利用時間（入所者限定、詳しくはスタッフへ） 

アウトリーチ 

10:00－20:00    
アウトリーチ 

10:00－20:00    

壁には利用者による作品、テーマは「希望」
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（1）Community Support Services
       （地域サポート）

ソーシャルワーカーが2人1組で街へ出かけ、生活
状況がハイリスクであると思われるホームレス少年
などに声をかけるストリート・アウトリーチによって、
若者に必要なプログラムの提供を説明している。
既に関係のできている若者が入院した場合は、入
院先へ訪問して様子を確認したり、若者が住むア
パートへ訪問したりして状況を把握することもある。

（2）Crisis Program（危機対応）

住居の提供、食事や衣類など、生きるうえで最
低限度の保障をまず行う。また、ユースワーカー
がアセスメントを行ったうえで、カウンセリングやメ
ンタルヘルス・ケア（薬物・アルコール依存に関す
る指導やアドバイスを含む）、妊娠に関するチェッ
クのための医療機関連携などを実施する。
安全で安心な生活を営むうえでベーシックな部
分を確保するためのプログラムで、男女別に実施さ
れている。

（3）Rights of Passage  （自立支援）

（2）を発展させた内容であり、社会に出てひとり
で自立して生活する力を育てるためのプログラムで
ある。ID証の取得、就職、調理、住居探し、予
算の範囲内によるお金の使い方、コミュニケーショ
ン・スキル、レクリエーションやメンタルヘルスのセ
ルフサポート、アンガーマネジメントなど、生活スキ
ルに関する多くのプログラムが含まれる。
コベナントハウスには、シェルターとは別にプロ

グラム専用のアパートメント・フロアがあり、月額
300ドルで部屋を貸している。ルールを守って暮ら
すことができれば、退所時に支払ったお金は返還
される。
また、ダンスや格闘技、ディスカッションなどレッ

スンやサークル、イベントが組み込まれており、利
用者は自由に参加できる。社会に出てからの男女
協働を目指すため、男女いっしょにプログラムを
受ける形態になっている。

プログラムの構造

無条件の愛と絶対的尊敬無条件の愛と絶対的尊敬

スタッフとスタッフと
理事会理事会

地域の地域の
パートナーパートナー

贈与者贈与者

精神保健医精神保健医

牧師牧師
カウンセラーカウンセラー

ボランティアボランティア

ケースケース
マネージャーマネージャー

若者若者

・即時性・即時性
・緊急対応・緊急対応

・避難所・避難所
・逃げ込み場・逃げ込み場

質の高いコミュニケーション質の高いコミュニケーション

選択肢選択肢

建物建物

ケースマネジメントケースマネジメント
サービスサービス
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3. 見学をとおして
複雑な事情を抱える若者たちが入所しているため、
13名の団員は2グループに分かれ、写真やメモを控え
ながら見学をした。

（1）入所者たちの様子

入所者たちの個室、フリールーム、キッチン、談
話室、屋上（ガーデニングやBBQなどに利用すると
のことだが、タバコの吸い殻だらけであった）、ス
タッフルームなどに案内された。フロアごとに施錠し、
各階へのエレベーター利用もキーが必要であった。
フレンドリーな笑顔の者、怪訝そうな表情で施
設見学をする一団を眺める者、ピザを頬張りな
がら気にせずテレビに見入っている者とわたした
ち視察団を受け入れる入所者の態度はさまざまで
あった。
承諾を得て、20代の黒人女性利用者の部屋を
見せてもらった。整然と調えられたドレッサーには
色とりどりのネイルパーツがあり、部屋の隅には彼
女いわく「パワーチャージのスペース」というゾーン
があった。「今まで自分はいろんなものを奪われて
生きてきたけれど、今はカフェでアルバイトもして
いるし、進学も考えている」と彼女は語った。部屋
のあちこちに彼女の生きるエネルギーや未来への
祈りが散りばめられているような、そんな印象を
受けた。

（2）今後の課題

開設当初12床だったベッドを、10年間かけて18
床まで増やし、現在は計54床となった。今後は社
会的養護を受けることができなくなった19歳以上
の若者に対しても積極的な支援を展開したいと考
えている。

フリールームにはたくさんのゲーム機器

交流会で利用者たちと談話

コベナント・ハウス
スタッフと利用者の皆さん
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4. 所感・考察
カナダの伝統料理が振る舞われ、利用者やスタッ
フとの交流の場を持った。「もしコベナント・ハウス
に来ていなかったら、今頃どうしていましたか？」と利
用者に質問したところ「おそらく、ずっと心を病んで
いたままだった」という答えが返ってきた。彼女はメ
ンタルヘルスのプログラムに最も助けられたと感じて
おり、進学して社会に貢献したいと思えるエネルギー
を自分のなかに培えたと話してくれた。
実際にシェルターのなかを見学すると、ハロウィー
ンのまえとあって、お茶目な飾りを入口に施している
部屋もあった。女性フロアなどはドレッサーを立てら
れるスペースを新装していたり、男性フロアは趣味の
音楽機材を整えていたりと、様々なしつらえだった。
それは今を生きるごく普通の若者として、安全・安心
のもとに自分たちの居場所をしっかり確保し、これ
から自立して生きる力を蓄えていることを映し出して
いるように感じられた。                       （樋口　亜瑞佐）

 ・ Covenant House Vancouverホームページ
 Financial Statements
 http://www.covenanthousebc.org/sites/
default/files/uploads/CHV%20Audit%20
Financials%202016%20Signed_0.pdf

 参考資料

交流会後に記念写真

カナダの伝統料理、サーモンは太平洋産と大西洋産を、
それぞれ違う味つけで



自立支援

104

訪 問日 時： 2016年10月21日 PM

住　　　所： 625 Agnes Street, 

 New Westminster, 

 Vancouver, BC

取材担当者： Debbie Cox（理事長）

（敬称略） Jules Wilson（代表）

1. 概要
社会的養護で育った若者自身で運営される、当事
者の、当事者による、当事者のためのNPOである。
社会的養護の子どもたちへのケアやサポート、当事
者同士のネットワークを形成している。当事者の声を
代弁し、社会への発信・提言に取り組んでおり（アド
ボカシー）、州内にいくつかの支部を設けて展開して
いる。

（1）沿革

社会的養護の当事者が集うイベントをきっかけ
に、数名の当事者がソーシャルワーカー（SW）に
働きかけて実現したプロジェクトである。1993年
に設立し、現在ではBC州内に5つの支部がある。
SWと当事者たちで組織され、支部同士の交流で
ネットワークが拡大している。

（2）理念

①つながること、②エンパワーメント、③権利擁
護、の三本柱を理念としている。社会的養護の当
事者たちがそこで一生涯を通じて付き合っていけ
る友だちや恋人を見つけたネットワークは、さらに
ひとつのコミュニティとなりえる。社会的養護の当
事者にとっての“居場所”となることを目指してい
る。同時に、政府や社会に、社会的養護当事者
たちの苦悩やこのようなネットワークの必要性を発
信していくことも必要だと考えている。

（3）対象

14歳から24歳の、社会的養護を受けている、
もしくは、受けていた若者である。25歳以上は、
OB・OGとしてかかわっている。ここでアルバイト
として働くこともできる。

（4）主な活動内容

当事者の現状を独自に調査している（詳しくは
2.を参照）。当事者たちの生の声から、今求められ
ているニーズを割り出し、ミーティングの開催、講
演会の企画、キャンプの実施、自分たちの機関紙
「Power Pages」の編集・刊行（季節ごとに1冊程
度）などのボランティアの機会を作っている。当事
者たちが自発的に活動した総時間は1年間1,900時
間に上り、こうした活動は年々活発化している。

また、14歳から24歳の当事者を対象に、教育費
（原則、上限2,500ドル）や資格取得のための費用
（原則、上限500ドル）を援助する事業も行う。資
金援助が必要な理由、担当SWの推薦文と自身の
作文の提出を義務づけている。返済義務はない。
集う若者のなかには里親に恵まれた者も、残念

ながらそうでなかった者もいるが、自分たちを育て
てくれた里親に感謝をする日を毎年設けている。

Federation of BC Youth In Care Networks
（BC州社会的養護当事者ネットワーク）

当事者を囲んだ研修の様子

当事者たちが企画・発行
する機関誌
「Power Pages」

◆自立支援
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2. 独自の調査・提言
ユース・リサーチ・チームが独自に調査・分析し
た報告・提言が、「ユース・スピーク・レポート2016 
～BC州の社会的養護で過ごす若者たちが直面して
いる課題～」にまとめられている。2016年の若者た
ちの関心事項として、①パーマネンシー、②移行期
（Transitions）、③メンタルヘルスを特集し、提言を
まとめている。内容を抜粋して紹介する。

（1）調査対象

調査数は142名、平均年齢18.5歳（最小14歳～
最大24歳）、男性24％・女性65％・LGBT11％、9％
が移民（アジア系やアフリカ系等）、44％が先住民
の血を引いており、BC州内（主にバンクーバー市
周辺）に在住している若者である。
現在の居住形態は、独居もしくはルームシェア
が38％、里親宅が31％、親族宅が14％、養子縁
組が9％、その他7％、グループホームが6％であっ
た（社会的養護を受けられる年齢を超えている者
が51％）。
在籍は、高校生が43％、大学や専門学校生が
27％、高校中退者が17％であり、44％に就労経験
がある。

（2）パーマネンシー

日本語に訳すと“永続性”という意であるが、社
会的養護の子どもたち（多くは里親のもとで過ごし
た子どもたち）が、人生を通して永続的にかかわる
ことのできる人間関係やコミュニティをいかに確保
できるかということを最大課題として挙げている。
今まで利用した里親は、4～6件が30％、2～3件
が30％、1件が23％、10件以上が8％、7～8件が7％
である。1年間に養育環境が変更となった最大回
数は、1～3回が55％、4～6回が22％、7回以上が
6％、0回が17％であった。

また、「今の生活にどのくらい安全を感じている
か？」の問いには、「とても感じる」が45％、「少し感
じる」は33％、「時々感じる」は10％、「あまり感じな
い」は8％、「まったく感じない」は4％であった。「里
親をどのくらい助けに感じているか？」の問いは、
「とても感じる」が39％、「感じる」は16％、「ふつう」
が18％、「感じない」が14％、「まったく感じない」は
12％であった。

（3）移行期（Transitions）

日本でいうところの18歳到達時点での“措置解
除”の前後に近いと考えられるが、社会的養護を
受けられる期間を終え、急に貧困のリスクに直面
する不安と困難を挙げている。
特に、若者たちの声から、住居支援（51％）、

支援者（48％）、生活スキルの獲得（41％）が必要
だとまとめられている（重複回答）。

（4）メンタルヘルス

実親からの虐待や劣悪だった環境から受けた
影響による不安障害（60％）、抑うつ（57％）、
PTSD（30％）、薬物・アルコール依存（16％）の
課題が挙げられている（重複回答）。

里親の利用件数

とても愉快な代表のジュルスさん

社会的養護で育った若者たちのメンタルヘルス

1年間で養育環境が変更に
なった最大回数
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3. 所感・考察
（1）学んだこと

日本では、児童養護施設で過ごす高校生同士
の交流が企画されることはあるが、OB・OGが中
心になって、社会的養護の渦中にある子どもたち
をも巻き込んでネットワークを作るなどということ
は、現段階ではとても考えられない。日本には明
らかに存在しないタイプの社会的養護当事者によ
る大きな組織がこうして活発に展開していること
に、なによりも驚かされた。しかし、改めて考えて

みれば、当事者同士の自助グループによる援助効
果が高いことはよく知られていることであり、施設
を退所したあと、たとえ別の施設であっても、入
所者同士のつながりを促すような“仕掛け”をつく
るという方法があったのだと、ハッとさせられた思
いである。
また、日本は、里親やファミリーホームの増設を

目標に施設養育から家庭的養育へのシフトチェン
ジが叫ばれている最中であるが、長らくBC州の里
親制度のもとで過ごしてきた今回お話を聴いた3人

～当事者たちの語り～
今回の研修は、当事者たちから生の声を聴く大変貴重な機会であった。ちょうど夕食時の訪問となり、後
半は食事や余興を通して、リラックスしたなかでの交流となった。
里親から自立し、今はこのネットワークに集う20代の女性が3人、団員らの質問に答えてくれた。慣れない
場面だったからか、どの方もはじめはどこか落ち着かなかったが、誠実に団員たちの質問に答えてくれようと
する姿が印象的であった。

   サーシャさん
サーシャさんは、3人のなかではいちばん穏やかな印象の人物。
「社会的養護で育ったことに、なにか課題を感じていることはありますか？」の問いに、「19歳以降の自立」
だと即答される。サーシャさんの里親宅では、生活自立のためのほとんどなんのノウハウも教えてもらえず、
時期が来れば出て行かざるを得なかったとのこと。
社会的養護出身ということで明らかな差別を受けたことは今ま
でないが、「目に見えない差別を受けてきた気分」だと漏らされる。

   ジェイさん
ジェイさんは、虹色に染めた髪、緑色のリップと、とてもユニー
クな印象の方。緊張された様子だったが、しゃべり出すと最も冗
舌で、このネットワークのことをとても愛おしく思っておられるこ
とが伝わってきた。
16年間、里親のもとで過ごした。だけど、里親のもとを出た
途端に「パーマネンシー（連続性・永続性）」が途絶える。里親は今思えばさまざまなものを与えてくれていた
のかもしれないけれど、自分としてはなにも残らなかった思い。
それに引き替え、この団体にはまだたったの11ヵ月しかかかわっていないけれど、「みんな家族」「ここがわ
たしの家」と満面の笑みで語られた。

   スターさん
スターさんは、3人のなかでいちばん表情豊か。団員
の作ったバルーンアートを少女のような声でかわいがり、
キュートな一面も。
自分は里親出身だということが「スティグマ（烙印・刻
印）」だと、一転淋しそうに語る。里親で育ったという事
実に、ずっと引け目やうしろめたさを感じてきた。実は、
里親宅を出たあと、実親を探しに行ったことがある……
そこまで語ったスターさんの瞳には、涙が浮かんでいた。 ピザを片手に、スターさんの話に耳を傾ける

左から、サーシャさん、ジェイさん
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の当事者の方々は、口を揃えて「パーマネンシー（連
続性・永続性）が保障されていない」と訴えている
事実に正直当惑もした。
子どもたちのパーマネンシーを保障するには、単
に里親制度へシフトするだけではなく、「里親宅で
どのような育ちをするのか」「里親の専門性をどの
ように向上させるか」「里親を支えるシステムをどう
担保していくか」が重要であることに気づかされた。

（2）ある退所生の願い

カナダの研修から帰国して日常業務に戻り、自
分の職場（児童自立支援施設）で元々予定してい
たグループワークを実施した。テーマは「卒園生
の体験談」、乳児院・児童養護施設で育ち、思春
期で不適応を起こして児童自立支援施設に措置変
更となった少女で、筆者はそのときに心理士として
かかわった。児童自立支援施設を退所後は、専
門里親に委託されたがうまくいかず、現在は既に
成人してなんとか自立して生活している（このエピ
ソード紹介は、本人の承諾を得ている）。
カナダの土産話をしながらひさしぶりに彼女と会
食していると、ずっと“施設”で育ったから、里親
を希望したこと、だけどその里親とも相性が合わ
なかったこと、自分の生い立ちを恨んでFacebook
で同じ苗字の人（親）を探したこと、自分と同じよ
うな複雑な生い立ちを持つ職場の先輩がおり、と
ても勇気づけられたことなどを教えてくれた。そし
て、いったいだれが興味を持ってくれるのだろうと
思う自分の生い立ちを後輩（在園生）たちに話すこ
とで、わたしと同じようにひとりでも勇気を持てる
人がいたら、わたしはいくらでも協力したい……そ
う彼女は話してくれた。
筆者がFederation of BC Youth In Care Networks

のことを話すと、「そういう居場所があったら、どれ
だけ救われたことか」「自分と同じような想いをして
いる人と話したい」と感想を教えてくれた。

（3）日本の課題

1つ目に、退所した施設との関係（いつでも遊
びに来れる・相談に来れる）を強化するだけでな
く、退所者同士が支え合えるような機会を設ける
取り組みも、これから検討していけるのではない
だろうか。
2つ目に、たとえ施設養育であっても、どのよ

うな関係性を築くか、退所に向けて、どれだけ
具体的な生活スキルを伝えられるか、退所後も適
宜サポート・フォロー体制がとれるかによって、
少なくとも“関係性のパーマネンシー”（Relational 
Permanency）が健全に構築されることをめざすこ
とができるのではないか（もしくは、わたしたちが
日々取り組んでいることは、そういうことではない
のか）。
（2）に紹介した“ある退所生”が願うような居場
所が、日本でもたくさん作られていくことを願う。
以上2点を、本研修の提言としたい。

（樋口　純一郎）

Facebookにも紹介されました！

 ・ Federation of BC Youth In Care Networks
年次報告 2016 Youth Speak Report

 ・ Federation of BC Youth In Care Networks
ホームページAbout Us, Programs

 http://fbcyicn.ca/

 参考資料
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　視察先で食事を頂く際には、感謝の気持ちを伝え、出会いの機会を活かして友好的
にコミュニケーションを図るため、団員全員で出し物を行うことになっていた。渡航前
の事前研修で団員全員が初顔合わせとなった日、日本の文化を伝えるべく、歌手きゃ
りーぱみゅぱみゅの『にんじゃりばんばん』の曲に合わせてダンスを披露しよう！と早くも決定する運びと
なり、その日のうちに団員のグループラインにダンス動画が配信された。
　各々、日々の仕事をこなしながら事前課題に取り組むという忙しさの中に、ダンス課題まで課せられる
という無謀な状況になってしまったが、今思えば、ダンス課題にも目を向けることは団員の息抜きになって
いたのかもしれない。正直、そこに時間をかける余裕は誰しもない状態のはずだったが、カナダへの出発
が差し迫った直前、団員同士の密なやり取りと協力体制によって、ひとまず物理的な準備は全て整った。
大変な状況下であっても楽しむ心を忘れずに団結できるのが42期生の長所と言えよう。
　ダンス練習は主に女性陣中心で行った。成田のホテル、成田空港の搭乗口、バンクーバーのホテルと、
場所を選ばず隙あらばと練習に励み、ダンスの様子を動画で撮影しながら見返すという熱の入れようで、
笑いが絶えなかった。男性陣は各々で一芸を携えての参加となっており、ダンスの合間にその芸を披露し
ていくという本格的な出し物の構成が作り上げられていった。視察先で出し物を披露する機会は3回あ
り、公演日（団員の中ではこう呼んでいた）にはどの団員も重たい資料が入った鞄の中に衣装の法被を忍
ばせて歩いた。本番では研修での疲れを吹き飛ばすかのように団員全員が全力で出し物に臨んだ。
　全員、法被姿に忍者の鉢巻きを頭に巻き、まずは軽快な曲に合わせて女性陣がダンスを披露する。サビ
の終わりに女性陣が左右に分かれると、中央から男性陣が登場し、けん玉、皿回し、相撲、バルーンアー
ト、書道を順に披露する。再び曲がサビに入ったところで再度女性陣が登場してダンスを踊り最後は人差
し指を組んだ忍者の格好でポーズ決める。
　私たちの出し物にかける情熱は回数を重ねるごとに上達していった。そして幸いにも現地の方々に大変
喜ばれ、活発なコミュニケーションが図れる機会となった。特に、最後の公演を行ったFederation of BC 
Youth In Care Networksでは、ユースたちと大いに盛り上がり「I love you all！」という言葉まで頂いた。
　朝から晩まで視察先で研修に励んだ13日間、この『にんじゃりばんばん』は団員の心を一つにし、団員
に息抜きとしての楽しみを与え、そして視察先の方々と団員とを友好的に結び付けてくれた。これもまた研
修先での忘れられない思い出の1ページである。　　　　　　  　　　                         （川　真由子）

コ ラ ム

  C

A N A D A

Province of B
C

視察先での出し物『にんじゃりばんばん』にかけた情熱

●成田空港での練習

●Federation of BC Youth In Care Networksにて
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訪 問日 時： 2016年10月18日 AM
住　　　所： 3400 Lake City, Burnaby,
 Vancouver, BC
取材担当者： Judi Fairholm（プログラム責任者）
（敬称略） Risa Evanoff
 （トレーニング・マネージャー）

1. 概要
1-1. 沿革

スイスのアンリ・デュナンが提唱した「人の命を尊
重し、苦しみのなかにいる者は、敵味方の区別なく
救う」ことを目的として、1864年に国際赤十字組織が
誕生して以来、赤十字は世界中で災害や紛争などの
救護活動を展開している。現在は世界190の国と地
域に広がる赤十字社・赤新月社のネットワークを活か
して活動している。
カナダ赤十字は1927年に発足し、災害医療や国内
外の保健医療の活動に加え、“Respect Education”と
いう暴力やいじめ、子ども虐待の予防教育プログラム
を幼稚園や小・中学校で実施する活動を行っている。

1-2. 暴力・いじめの予防教育プログラム
       “Respect Education”について

（1）目的

世界では毎年160万人ほどの命が失われている。
そのうち、自死が約54％、殺人が約35％、戦争
死が約11％であり、自死や暴力の予防への対策は
非常に重要だと考える。人は暴力や虐待を受ける
と抑うつや自死に至ることもあれば、怒りを増幅
させて新たな暴力や悲劇を生むこともあり、家族
や友だち、恋人、配偶者、生まれてくる子ども、
ひいては地域社会全体に“伝染”すると言っても過
言ではない。
暴力を止めるには、まず人への尊重（Respect）
が必要である。Respect Educationでは、①安全・
安心な環境づくり、②子どもへの暴力防止、③若
者の健全な人間関係の促進（デートDVなどの予
防）、④いじめやハラスメントの予防、それぞれに
応じた内容を用意している。具体的な中身は、2.に
まとめる。

（2）経過

1994年にバンクーバーで開発
され、1990年代にカナダ西部に
広がり、1998年にカナダ赤十字
の認定プログラムとなった。カナ
ダ国内では、都心から地方まで
1,000ヵ所以上の地域で実施し、
750万人以上が受講、12,000人以上の若者をファ
シリテーター（プログラムを実施できる資格者）とし
て育成してきた。BC州では、全学校区の52％に
プログラムを施行している。
2006年には国際プログラムとして始動し、2010

年現在で186ヵ国に展開、今年で22年間継続して
いる。世界では、その国の要請に基づいてプログ
ラムを伝承し、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オ
セアニアに広がりつつある（日本は2016年現在、
未導入）。

Canadian Red Cross（Respect Education）
（カナダ赤十字；暴力・いじめの予防教育プログラム）

Respect Educationの4つの内容

◆暴力、いじめ予防

ジュディさん
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（3）実施場所など

幼稚園や小・中学校へ出向き、カフェテリアや
教室で実施している。回数や頻度は、実施する内
容（2.を参照）や受講者の状況によって異なる。

（4）効果

プログラム後のアンケートは概ね好評だが、子ど
もたちを取り巻く状況には、当初改善が見られな
かった。しかし、実施していくなかでプログラムも
精度を上げ、ようやく実質的な効果が出てきてい
ると感じている。
確かなエビデンスとしては現在まだ確立していな
いが、過去7年間の効果検証やオーストラリアとの
比較を現在進めている。

2. プログラムの内容
Respect Educationは、先述の目的に応じて、4つ
のパートから成り立っている。

（1）Be Safe（安全・安心な環境づくり）

5歳（幼稚園年長児）から9歳の子どもを対象と
し、絵本やパペットを使用して、性的被害を受け
ないように、自分のからだの大切な部分（プライ
ベートパーツ）や不快なことは拒否できる権利につ
いて教える。

（2）It’s Not Your Fault（子どもへの暴力防止）

10歳から13歳の子どもを対象とし、なぜ子ども
虐待が問題なのか、虐待とはどういうことか（虐
待の定義）、もし虐待を受けたらどうすればよいか
などを具体的に教える。

（3）Health Youth Relationships

       （若者の健全な人間関係の促進）

「Beyond The Hurt」（後述）の形式から発展した
2015年に始動したプログラムである。専門家が講
義を、若者ファシリテーターが演習をする。デート
DVの予防や、ジェンダー観や価値観、真の同意、
インターネットやSNSとの付き合い方などについて
教える。

（4）Beyond The Hurt（いじめやハラスメントの

       予防）

12歳以上の子どもを対象とし、いじめが起きた
ときの具体的な対処法、健全なコミュニケーション、
人権や多様性を教える。学校教育カリキュラムとし
て2日間の受講が必修である。
BC州では現在13名のプログラムトレーナー（教

育や児童福祉などの専門家）がおり、1人のトレー
ナーが15名ほどのグループにプログラムを実施す
る。2日間のプログラムを修了した15歳から18歳の
若者のなかには、ファシリテーター資格を取得しプ
ログラムの担い手となった者もいる。
プログラムを受講した子どもがファシリテーター

を務め、当事者同士で学び合える“ピア・トレーニ
ング”は効果が高いとされる。

世界に広がるRespect Education（表記の国・都市で導入されている）

パペットを使って
演習してくれる
リサさん
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3. 演習
本研修は、講義だけではなく、さまざまなワーク
を実際に体験させてもらう貴重な機会を得た。その
なかから、いくつか紹介する。

（1）いじめ予防のワーク

Yes・Noのクイズ形式で、いじめに関する問い
かけについて考える（表参照）。クイズ形式の和や
かな雰囲気のなかで積極性や主体性が促され、単
にYes・Noを当てるだけではなく、その意味を考え、
他者と意見を交えることで新しい気づきもあった。
そして、ファシリテーターからは、たとえ親しい仲
であっても、当人が気分を害すればそれはいじめ
やハラスメント行為であり、自分たちにはいじめを
受けない権利があること、インターネットは確かに
便利だが、相手の表情や気持ちが見えにくい分、
傷つけてしまいやすいことなど、さまざまなメッ
セージを聴くことができた。

また、3～4人ずつの小グループに分かれ、「こと
ば」「からだ」「関係性」「インターネット」と書かれた
大きな用紙を壁に貼り、そのそれぞれを使ったい
じめにはどんなものがあるかを各グループが順に
書いて回る、といったワークも体験した。ここで
は、暴言・暴力や無視・仲間外れだけでなく、
SNSや動画撮影での嫌がらせなど、日本で社会問
題となっていることがカナダでも同様であることが
わかった。また、ワークを通して数人で紙に書い

ていると、「グループLINEから外す」「裏サイトで悪
口を囁く」「個人情報を曝す」などすらすらといろい
ろないじめのタイプを挙げ連ねることができ（写真
参照）、日本における社会問題が照らし出されると
同時に、複数の人間が集まれば、おもしろ半分で
凄惨なことをあれこれ考えられてしまうものだと怖
さも体験できた。

（2）安全・安心のワーク

「見る」「聞く」「感じる」と書かれた大きな用紙が
配られ、「あなたが思う“安全・安心”とは？」という
問いかけに対する答えを、グループごとに記入する
というワーク。抽象的なテーマだが、たとえば、「家
のリビングの風景」「笑って会話している両親」「ハ
グ」などとイメージはどんどん具体的・個人的なも

what do you know?
Bullying is friendly teasing. T or F 
（親しい仲のからかいは “いじめ” ではない？）
Bystanders or witnesses to bullying 
can cause a lot harm. T or F 
（“いじめ” の傍観者も、加害者である？）
It is easier to say mean things online 
than in person. T or F 
（悪口は直接本人に言うより、インターネットを通して
 伝える方が言いやすい？）
Witnesses to bulllying rarely make 
a difference when they step in and try 
to stop bullying. T or F 
（第三者が “いじめ” を止めようとしても、無駄である？）
Bullying is a human rights issue 
－you have a right to be protected T or F
（“いじめ” とは人権侵害である？）

Yes・No形式のクイズ

インターネット
によるいじめ
を考えるワーク
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のへとつながっていき、自分がなにを大切にして
いるか、なにを求めているのかを考える、おもしろ
い機会となった（写真参照）。
 それ以外にも、カナダ赤十字が制作している動画
「Canadian Red Cross Day of Pink」や「Children 
See, Children Do」（参考文献のURLから視聴可
能）を鑑賞して、いじめや子ども虐待防止の啓蒙
に触れることができた。

4. 所感・考察
（1）学んだこと

プログラムの雰囲気はいくつかのワークを通して
少しわかったが、日本でも実施されているようなセ
カンドステップやCAPプログラム、アンガーマネジ
メント、各種暴力予防ワークや性教育などの内容
とそう大差はないように感じた。
ただ、大きく感銘を受けたのは、国内半数以
上の幼稚園や小・中学校区に継続的に“出張講
座”を提供していることや、リサさんの口からも
「Education, education, education！」ということ
ばが繰り返し発せられたように、各時期に応じた
子どもたちへの徹底した人権教育、“暴力による解
決はなにも生まない”という価値観の啓発に心血
を注いでいることである。また、（一部かもしれない
が）学校教育の必修カリキュラムとして、このよう
な内容を政府として義務化していることも印象深
く、まさに社会全体の意識を底上げしていこうと
いう援助者の測り知れない意思の強さを感じた。

（2）日本の課題

日本赤十字は1887年、世界で19番目の承認で
あり、カナダは1927年・50番目であるので、実は
日本の赤十字の方が歴史は古い。日本赤十字は、
乳児院8ヵ所、児童養護施設1ヵ所、保育所3ヵ所、
医療型障害児施設3ヵ所を運営しており、児童福
祉領域に大きな貢献を果たしている。
また、里親養育を中心とするBC州に対して、日

本ではまだ施設養育が中心であるが、それぞれの
施設において暴力・いじめ予防の各種取り組みが
されている。
そういう意味で、日本の優れている面も多いと

思われるが、わたしたち社会的養護の支援者は、
①現状実践しているアプローチについて、だれも
が取り組めるようにしっかり形を作り、効果を検
証し、そして社会に発信していくこと、②医療や
教育といった他領域とより連携を盛んにし、早期
からの子どもたちへの予防教育のあり方を再検討
すること、③徹底した予防教育の意識を職員自身
が持つこと、の3点を提言したい。 （樋口  純一郎）

あなたの思う“安全・安心”の「見る」 「聞く」 「感じる」？

 ・ 日本赤十字社ホームページ
 赤十字のおこり・世界の赤十字社
 http://www.jrc.or.jp/
 ・ Canadian Red Crossホームページ
 About The Canadian Red Cross, Violence, 
Bullying and Abuse Prevention

 http://www.redcross.ca/
 ・ Mary Crocker 2016 Respect Education, 
Canadian Red Cross 研修資料

 ・ You Tube Children See, Children Do
 https://www.youtube.com/watch?v=7d4gmdl3zNQ

 参考資料
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訪 問日 時： 2016年10月13日 PM
住　　　所： 947 Fort Street, Victoria, BC
取材担当者： Jay Chalke（オンブズパーソン）
（敬称略） David Paradiso（副代表）
 Brad Densmore（渉外、教育担当）
 Meganne Cameron（職員）
 Jaime Green（職員）

1. 概要
（1）沿革

1979年、BC州政府および公共機関に対する苦
情を取り扱う機関として設立された。州議会に属
し、州政府からは独立した存在である。

（2）スタッフ

オンブズパーソンは議会の超党派委員会からの
指名を受けて任命される。事務所には、専任40名・
他機関との兼任16名の計56名の職員がおり、弁
護士やソーシャルワーカーの資格を持つ者、元警
察官（調査に長けている）などが所属している。

（3）役割

『Ombudsperson Act（オンブズパーソン法）』に
基づき、BC州の政府関係機関、各省庁と委員会、
市町村自治体（総数約2,800ヵ所）への苦情相談
に対して調査を行う。管轄外の相談があった際に
は、弁護士に相談することや法廷に訴えるよう勧
める。
苦情に関係する法律・省令・規則を確認し、そ
の通りに対応されていたかを調べ、問題があれば
対応策や解決方法を勧告する。
勧告後、訴えられた機関は、①説明できていな
いことを明確にする、②いったん決定した事項を
再確認する、③間違いについて謝罪する、④不
適切な対応による損害を補償する、⑤本来必要な
プログラムにつなげる、⑥施策自体を見直す、な
どの対応をとることとなる。勧告を受けた機関が
内容を真摯に受け止め、実際に改善などの対応を
とったかが、オンブズパーソン事務所の働きを評
価する判断材料となる。

調査結果は公表しないが、広く社会や地域に利
益が期待される問題や事例については議会に報告
し、公表する。

（4）特徴

無料で相談を受け付ける。BC州以外の住民や
カナダ国籍以外の国内滞在者からの苦情も受け付
けており、180ヵ国の言語に対応している。また
年齢も問わず相談を受ける。
調査・勧告は原則非公開で、強制力はない。

法廷と異なり費用がかからず情報も開示されない
ため、オンブズパーソンでの調査には関係者が正
直に回答してくれることが多いという。

（5）基本的な姿勢

州政府が公平であることを保障する、あるいは
公平性を保つよう働きかけることを基本原則とす
る。「公平性を保つ」とは、①話を聞く、②決定に
至った理由を伝える、③本人に影響を与えている
事柄について丁寧に説明する、④中立的な立場で
付き合う、⑤苦情を言ったことで罰が与えられな
いように留意する、ということで、苦情解決の際
に必要な基本的な姿勢としている。機関としての
歴史が古く、調査総数も膨大なために類似ケース
が多いが、思い込みで同様の対応をしないよう、
一つひとつの事案を精査するように心がけている。

The Offi  ce of the Ombudsperson, BC
（BC州オンブズパーソン事務所；苦情受付・調査機関）

◆アドボカシー

オンブズパーソン
事務所のあるビル
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（6）活動実績

2015年度の調査実績は7,849件で、うち調査完
了は1,819件。政府関係への苦情が過半数を占め
るが、学校や保健に関するものもあり、MCFDに
関する苦情はうち677件である。
個別の事柄に対する苦情と制度のあり方に対す
る苦情の2種類がある。多くは各機関に存在する
苦情解決システムに引き継ぐか、オンブズパーソン
が介入し調停して問題を解決する。

（7）予算

議会の超党派委員会の提案によって州の一
般財源から付与されており、2015年度予算は
5,802,000ドル（プラス単年度の委員会からの委託
業務予算779,000ドル）であった。

2. 対応の実際
苦情の背景には、①コミュニケーション不足、②
妥当性のない遅れ、③不公平なプロセス、④不当な
裁量権の行使、⑤間違った判断、⑥先入観・偏見、
⑦法的根拠のない行動、⑧法律違反、といった共
通点が多く見られる。

2-1. 個別事例への苦情

（1）少年院の事例

少年院で生活を送っている少年が、院内に貼
られていたオンブズパーソンのポスターを見て「正
当な理由もないのに、自分だけ隔離処遇されてい
る」と連絡してきた。調査によって、少年院側は「少
年を別室へ隔離したのではなく、他の少年を移動
させて少年1人だけを観察しているのだ」と説明し、
根拠のない隔離処遇を認めなかった。
調査・勧告後は、少年院側も法的根拠のない
隔離処遇の事実を認めて、苦情受理から約3ヵ月
後に状況が改善された。その後は、同じような隔
離が必要な場合には、法に定められた規定通りに
実施するようになった。

（2）ホームレス少年の事例

母親は国外へ移住、父親は他州の炭鉱へ出稼
ぎ、友人宅を転 と々している高校生のケース。ネグ
レクト通告を受けたMCFDケースワーカーは「父の
住む町までのバスチケットを渡す」という対応にとど
まる。少年は父親のもとを訪れたものの、炭鉱仲間
8人との共同生活を強いられ、元の町に戻ってきた。
少年からオンブズパーソンに「MCFDはなぜ保

護ではなく、バスチケットを渡したのか？」と相談し
てきたため、調査を開始した。調査結果を報告す
ると、MCFD内で再検討され、保護の対象になる
と判断が覆った。その後は受け入れ家庭を手配し
て、高校にも通えるようになった。

2-2. 制度への苦情

制度への苦情対応は手順が煩雑で、多くの時間と
労力がかかる。環境、障がい者、刑務所、高齢者な
どについての施策に関する問題など、原因や問題の
所在が特定の個人などにあるのではなく、全体のシ
ステム、一連の手続きや構造上の欠陥・不備などに
関係するものをリストアップして対応し、最終的には
発表することにしている。
具体的な例としては、1998年のGove Inquiry 

Reportへの対応がある。世間の注目を集めた社会的
養護でケアされていた子どもの死亡事例（1992年）
に対する審議会調査レポート（MCFDへの118の勧
告を含む）を、オンブズパーソン事務所が精読し、
MCFDのその後の対応（勧告による施策の変化の有
無など）をモニタリングし、結果を世間に公表した。
反響は大きく、MCFDが社会的養護のシステムを大
きく変える契機となった。
また反対に、サービスを実施するうえで、自治体

自体から相談を受けることもある。

3. その他の活動
（1）広報活動

高年齢層ではオンブズパーソンについての認知
度が高いが、若年層の認知度は10％程度である。
そのため、児童福祉機関にポスターを貼ったり、
他機関と連携してレポートを作成して学校に配っ
たりしている。また、移民となって間もない人たち
は、一般市民が国家・政府に対して苦情を訴えら
れるという制度や文化自体を知らないため、若年
層や移民にはソーシャルメディア（SNS）を活用し、
広報に努めている。

有識者が揃うオンブズパーソン事務所のスタッフたち
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（2）予防的活動

1979年から蓄積した知識・経験に基づいて、何
が制度上の課題となるかを予見し、政府機関に対
して是正の提案をしている。また、州や政府が新し
いことを始める前に、配慮すべきポイントを伝える。
予防的なオンブズパーソンシップは政府に歓迎さ
れるものであり、政府が提案を受け入れれば、将
来の苦情を未然に防ぐことができると考えている。

（3）今後の課題

オンブズパーソンは「予防的な活動」「個別の苦
情対応」「制度に対する苦情」について活動してい
るが、現状では「個別の対応」の比率が高くなって
いる。今後は苦情が発生してからの対応ではなく、
苦情を未然に防ぐ予防に力を入れたいと考えて
いる。

4. 所感・考察
「議会に属する独立機関で、政府やその制度に対
する市民からの苦情を受け付け、調査したうえで政
府に対して勧告する」という予備知識から、なにかを

監視し続けて、（不適切な表現かもしれないが）“重箱
の隅を突くような活動”を展開し、政府と対立関係に
ある組織というイメージを持って訪問した。しかし、
実際の活動内容を聴くと、非公式の形で調査し、強
制力のない提言をする。その結果、各関係者が正直
な現況を話すことができて問題解決に向かうという、
非常に穏やかな、それでいて常に相談内容に対して
なにか関与できる可能性がないか、という情熱を持っ
て職務に当たっている姿が印象的だった。さらに今
後の展望として、苦情自体を少しでも減らすべく予防
的な活動に力を入れていくとのことで、カナダでは個
人の権利保障、特に公平性という部分について、個
人よりも所属先での“和”を重視する傾向のある日本
よりも重要視していることを実感した。今回の研修
を終えてから義務教育で扱っている道徳の教科書を
読み直したが、社会的弱者への配慮や差別問題など
を多く扱っており、その思いはさらに強くなった。
日本でも子どもの権利擁護とそれに対する法整備

が提言されているが、大人も含めたさらなる個人の権
利擁護システムや、それを常時モニタリングし、シス
テム不全があれば改善策を提言し、さらにその活動
から集められたデータをもとに予防する、という人権
を守るためのシステムが必要だと思う「人権意識」自
体が報告者自身のなかには存在していなかった。大
人だけではなく、子どもたちが相互に人権を守ってい
ける国にするためには、教育分野で人権意識を育み、
福祉分野で保障するという2本柱での取り組みが必
要だと強く感じた。                                （茂崎　啓典）

オンブズパーソン（後方左から3番目）と第42期団員たち

 ・ The Offi ce of the Ombudsperson
   ホームページ https://bcombudsperson.ca

 参考資料

（ ）

　近年、カナダでも日本でも大勢の人が利用して
いるソーシャルメディア（日本ではSNS）。特に、
若年層の利用率は高いため、存在や活動の周知
に活用する機関が多い。オンブズパーソンでも、
世界的にヒットしたアプリ『ポケモンGO！』で、
事務所付近にポケモンが出現（！？）するようにし
たそうである。

ソーシャルメディアの活用ソーシャルメディアの活用
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　研修先ではコーヒーやお茶、手作りのケーキやクッキーなどを用意してくれており、
温かく迎え入れてくれた。その上、いくつかの訪問先ではとても素敵なお土産をいただ
いた。その中でも日本にはなく、特徴的だと感じたものをいくつか紹介したい。オンブズ
パーソンではライト型キーホルダーと傘、メガネケースをいただいた。また、RCY
では保冷バッグ（ランチバッグ）とボールペンを、BCユースインケアネットワーク
ではナップサック、マグカップ、ライト型キーホルダー、ボールペンをいただいた。
共通しているのはそれぞれが権利を
守る取り組みをしている事と、機関の
ロゴが入っている事である。普段、普
及啓発活動に使用していることは想
像できる。アルファベットという文字
の違いもありつつも日本のものと比
べて格好良いのだ。「これなら常に持ち歩きたい!!」と思うデザインは普及啓
発グッズの重要なポイントだと痛感した。　　　　　　   　（野田　大順）

 「おもてなし」。東京五輪開催に向けて日本がプレゼンで大切にした言葉だ。それを僕た
ちは各視察先で受けた。もちろん待遇もそうだが、料理が凄かった。飲み物を始め、手作
りクッキー、サンドウィッチ、ケーキ、フルーツ・・・。手作りの昼食や夕食をご馳走になり、
お腹いっぱいになった。里親会連合での夕食はホテルのレストランさながらの前菜から始まったバイキング形
式の郷土料理コース、コベナントハウスではカナダ名物のサーモン料理、随所でメープルシロップが使われて
おり、初めての味わいで美味しかった。どれもこれも心温まるおもてなしだった。夕食は毎回、一日の疲れを取
るとともに次の日への活力となった。特にベリーダンスショー付きのギリシャ料理店では脳も身体も一気に解
放できた。ホテルでの朝食はパン、ポテト、加工肉が主流で野菜がない。しかし、バンクーバーのホテルにあっ
たおかゆの朝食は団員の胃を穏やかにさせてくれた。バンクーバーにはラーメン店もあり、そこで夜食を食べ
る団員もいた。
　初めての海外研修。視察先での緊張をときほぐしてくれる食事は温かい「おもてなし」だった。

コ ラ ム

  C
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Province of B
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「おもてなし」。東京五輪開催に向けて日本がプレゼンで大切にした言葉だ。それを僕た

§若者のニーズを満たせる普及啓発グッズ§

カナダの郷土料理
（里親会連合）

素敵に盛り付けられた前菜
（コベナントハウス）

夜食でお腹も心も
満たされた団員の笑顔 （山元　真哉）
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訪 問日 時： 2016年10月14日 AM
住　　　所： 1019 Wharf Street, Victoria, BC
取材担当者： Colleen Ellis（子ども・若者代表）
（敬称略） Dawn Thomas-Wightman（副代表）
 Bill Naughton（副代表）
 Jennifer Miller（副主任調査員）

1. 概要
（1）機能

2006年に設置された、BC州の子どもの福利
に関わる4つの法律CFCSA、「養子縁組に関する
法律」「少年法（Youth Justice Act）」「地域生活法
（Community Living Authority Act）」に規定さ
れている児童福祉機関をモニタリングするアドボカ
シーの理念に基づいた政府から独立した機関であ
る。「児童・青少年代理人法（Representative for 
Children and Youth Act）」を活動の根拠とする。
代表は議会の特別委員会の推薦によって任命され
る。年次の報告・サービス計画書を議会に提出す
る義務がある。

（2）組織

州内に事務所が3ヵ所ある。職員は合わせて56
名である。
山積する先住民問題に対応すべく、先住民対
応の専任職員も配置している。訪問時、代表と副
代表は先住民の血を引く方が務めていた。

（3）業務内容

児童福祉、少年司法、医療制度サービスを受け
ている子ども（19歳未満）や、Community living 
BC（発達障がいを持つ成人への州支援機関）サー
ビスを受ける19～23歳の若者、またはその関係者
から相談を受け、子どもたちが然るべきサービスを
受けられているかを調査し、子どもが納得するま
で解決の道筋を探る。そして各機関や制度運用が
改善されていっているかをモニタリングし、評価し、
最終報告書を公表する。また子どもの重篤なケガ
や死亡事例について調査を行い、報告書を作成し
ている。

（4）特徴

調査結果は全て一般に公表する。メディアの調
査結果についての注目度も高い。

（5）実績

2015年度は、全相談件数2,096件、うち803件
がケガ・死亡事例で、478件の事故報告書を作成
した。
ここ10年間で約16,000件の相談に対応している。

（6）予算

年間約800万ドルである。

2. 業務の実際
（1）相談

子ども自身、もしくは担当ケースワーカーから相
談が入る。子どもが満足するまで対話と対応を続
け、問題が解決されるまで関係者に働きかける。
「服を買ってほしい」「身分証明証の申請をしてほ
しい」などの単純な相談から、メンタルヘルス上の
課題や担当ケースワーカーとの関係などの複雑な
内容まで、様々である。

（2）調査

毎月、MCFDが子どものケガ・死亡事例につい
て報告書を作成している。RCYはそれを精査し、
必要であれば当事者に事情を聞き、関連記録に目
を通し、どこに問題があったのかを見定める。
特に、自殺事例の場合、現行の制度やシステム

が正常に機能していれば助かった可能性の強い場

Representative for Children and Youth, BC（RCY）
（BC州子ども・若者代表；子どもの権利擁護機関）

RCY事務所の
入っているビル

◆アドボカシー
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合はメディアの反応も大きく、徹底調査（年間4～
5事例）することが多い。

（3）モニタリング

対象の公的機関の対応をモニタリングし、改善
がなされるまで年次報告で評価し続ける。調査結
果を公表するだけでなく、モニタリング過程で問
題がありそうな制度や機関に対して、勧告・提案・
提言することもあり、昨年は政府に78件の途中勧
告を出した。
また、個別の事例についてだけでなく、状況が
改善されていない課題を見つけ出し、システム的な
課題を言及・改善策の提言を行うようにしている。
例えば、2011～2013年に145件の性暴力事件が発
生しているが、被害児童数は121名となっており、
何人かの子どもたちは複数回の被害に遭っている
と考えられる、などという状況を拾い出し、その
対処を考えている。
子どものケガ・死亡事例について、それを予防
するための研究や、他州での研究成果についても
調査している。

（4）広報活動

社会的養護を受けることになった子どもには、
担当のケースワーカーがRCYの説明をすることが義
務づけられている。また、RCYのホームページ、ソー
シャルメディア（SNS）、ポスターなどを通じて情報
発信したり、昨年は担当者が全州を回って子ども
たちと交流するという取り組みも実践し、広報活
動に努めている。

 

3. BC州における社会的養護の課題
以下、RCYの視察研修で取り上げられたBC州社

会的養護の抱える課題をまとめたい。

（1）先住民問題

BC州の先住民人口は総人口の約7％に満たな
いにもかかわらず、社会的養護を受ける子どものう
ち約60％が先住民と偏っている。RCYの調査・報
告も、先住民の子どもにかかわる事例が大きな割
合を占めている。
このような現状を受けて、先住民の子どもたち

に関する支援に限っては、白人スタッフが働く組
織から先住民専門の相談機関に業務委託するよう
になった。しかし、先住民専門機関の支援を受け
ている先住民の子どもたちは、社会的養護にある
先住民の子ども全体の40％に過ぎず、またMCFD
の13の地区事務所の所長には先住民の血を引く者
が1人もいない。

（2）子どもの権利擁護に関する法整備

BC州では、ケガ・死亡事例に対しての調査権
限があるが、そうでない州もある。オンタリオ州の
ように最近になって権限が与えられた州もあるが、
州法としてではなく連邦法として全州で同様の権
限を持たせてほしいと要求しているが実現してい
ない。

（3）家庭的養護の質の低下

近年、夫婦形態の里親が減少しているにもかか
わらず、特別な支援を要する子どもは増加してお
り、ケアの困難さが増してきている。
さらに、MCFDではなく、権限を委譲された先

住民支援機関と契約する里親が増加し、MCFD
の管理が行き届きにくくなってケアの質が低下した
り、子どもと里親の関係性に問題が生じたりして
いる。
グループホーム職員の資格要件や身元調査はそ

れほど厳密でないため、営利目的で運営される施
設もあり、専門性が十分でない職員が200人程存
在すると考えられている。十分な身元調査を受け
ていない管理者の運営するグループホームにおい
て、子どもをギャングの世界に斡旋し、自殺へ追
いやったという事件が起こっている（現在、RCY
で調査中とのこと）。政府が施設を直接管理運営

子どもたちのまなざし（写真）に囲まれた部屋で研修
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するより民間に委託する方が経費も削減でき合理
的と考えられていたが、子どもの不利益を生じて
社会的費用がかさむことが徐々に明らかとなって
いる。今後、政府直轄の小規模グループホームに
専門職を配置するという形に移行が進むのではな
いかという展望を持っている。特に、行動上の課
題を抱える子ども、心理・発達上の課題を抱える
子どもたちに対しては、なおさらである。

4. 所感・考察
政府から独立した子どもの権利擁護機関として、
常に調査・報告・勧告・評価を実施し、調査結果を
公表するためにメディアの反応にも配慮するという幅
広い活動を通して、社会的養護の子どもたちの“声
にならない声”を世間に知らしめ、実際の改善につな
げるかを、専門的かつ熱意を持って取り組んでいる
機関であった。
社会的養護にある子どもたちが直面している問題
に対処しながら、同時にBC州の抱える児童福祉上
におけるさまざまな課題を分析し、そこから発生しう
る問題を予見し、そのために必要な変革まで政府に
提案する……なんという莫大な仕事量であろうか。
講義内で口にされたとおり、まさに“アリがゾウに挑
むようなもの”であることは想像に難くない。それに
比べると、報告者が施設内の子どもたちの権利擁護
に意識を傾けることなどはなんの造作もないことのよ
うに思えて、それでいて日々の雑務のなかで意識で
きていないときがある自分の姿勢を恥ずかしくも感
じた。

日本では、戦後まもなくに制定された「児童福祉
法」が、70年越しにその理念にかかわる箇所が改正
され、第1条に「子どもの権利」の精神が謳われ、親
子分離を防ぐために家庭支援することや里親委託や
養子縁組といった“家庭養護”を推進することが明記
された。“子どもがもっとも大人に近い国、カナダ”に
追いつくべく、個人の権利擁護・保障について、国
民一人ひとりの権利意識を変えていく必要があると
思われる。そのためには教育面からのアプローチが
必要不可欠で、日本人の美徳である“和の心”も大切
にしながら、道徳の見直しや総合学習の時間での子
どもたち中心の権利に対するディベートの機会などが
必要ではないだろうか。                          （茂崎　啓典）

代表（2列目右から5番目）と第42期団員

 ・ Representative For Children and Youth
ホームページ http://www.rcybc.ca

 参考資料
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　「アドボカシー」という用語は、日本でまだ定着していないかもしれない。「権利
擁護」と訳されることが多いが、直訳すれば「弁護」という意味で、「利用者の声を聞
き、代弁すること」である。概念が拡がって、政策提言や社会変容を促すための活動
自体を指す場合もある。日本でも直近の児童福祉法改正（2016年）で「子どもの権利」が明文化され、
ますます大切になってくる概念であることに間違いない。
　アドボカシーの独立機関であるオンブズパーソ
ンとRCY、どちらも利用者の苦情を受け付け、「調
査」「レポート」「（場合によって）改善勧告」をす
ることが仕事であるが、この似て非なる（！？）2つ
の機関、右表で比較してみよう。
　オンブズパーソンは子どもも大人同様の権利を
持つ存在として対応し、「中立的」「第三者的」「仲
裁的」な姿勢をとるのに対して、RCYは「子ども
ファースト」で声を代弁し、メディアにも訴え、時に
州政府と対立してまでも改善を求める姿勢をとっ
ており、両者の違いが見てとれる。これは、ともす
れば権利を搾取されやすい「子ども」という圧倒的
な社会的弱者に対して、国として、州として、庇護し
ていこうという意思の表れ、決意と言えよう。
　日本の社会的養護施設に「第三者評価」が課せられるようになったのはつい最近のこと（2013年）で、
“指摘されないように取り繕う”ではなく、“子どもの最善の利益のために積極的に指摘をもらう”とい
うわたしたちの意識変容が必要である。自分たち自身では見えにくい他者視点が、制度や機関として義務
づけられていることに、“むしろ、仕事が楽になってラッキー”と感じられるようになる日も近いかもしれ
ない……。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               （茂崎　啓典・樋口　純一郎）

　Child, Family and Community Services Actは、国連の子どもの権利条約の影響を強く受けており、「子
ども最善の利益」という言葉が26回も登場する。CFCSAの第70条には、社会的養護の子どもの権利（Rights 
of children in care）という項目がある。概要を下に紹介する。
　社会的養護の子どもには、①社会の一般水準に従って衣食と栄養を与えられて養育され、措置されている他の子
どもと同じ質のケアを受ける、②自身のケアプランについての説明がある、③自らに関わる決定については能力に
応じて意見を求められると同時に表明をする、④適度なプライバシーがあり私物を所持する、⑤体罰を受けない、
⑥養育者・養子縁組で親になる可能性のある大人によって期待される行動規範と自身の行動がそれに合わない場
合どんな結果につながるかについて説明を受ける、⑦医療・歯科治療を受ける、⑧能力と興味に応じ社会的活動や
レクリエーションに参加する、⑨宗教的教育を受け自分で選んだ宗教的活動に参加する、⑩文化的遺産を維持する
案内と奨励をされる、⑪自分の養育やケアに関わる決定について意見を求められた時言語的能力的に限界があれ
ば通訳を得る、⑫家族との話し合いにプライバシーが保たれる、⑬弁護士・RCY法下で手配した代理人・オンブズ
パーソン・州議会議員・国会議員との話し合いにプライバシーが保たれる、⑭RCY法のもとの代理人・オンブズパー
ソンに連絡をとれることを説明され連絡をとるための援助を受ける、⑮CFCSAや「情報の自由とプライバシー保護
法」の下で自分が持つ権利や権利行使の手続きについて説明を受ける、以上の権利を有する。児童保護サービスの
介入により親子分離となった子どもは、親の子どもへの接触を考慮した裁判所命令があった場合のみ家族とのプラ
イベートな話し合いが許される。拘束・収監施設に入所している子どもにはRCYに関わる条文のみが適用される。
　またCFCSAには、親の合意を得て子どもの処遇を決める際はできる限り子どもの考えを知り考慮に入れるよ
う努め、合意書を交す前には子どもに内容を説明すること、子どもに理解能力があればアセスメントや調査の結
果を報告すること、裁判所命令の前に必要な関係者からの同意には12歳以上の子どもの同意も含むことが明記
されている。子どもが先住民であれば子どものアイデンティテイ、コミュニティ、関係機関などとの連携や配慮も
加えることを求めるなど更に周到である。

コ ラ ム

  C

A N A D A

Province of B
C

「アドボカシ 」という用語は 日本でまだ定着していないかもしれない 「権利

£オンブズパーソンとRCYの似て非なる関係！？£

事ご 事参 事考

オンブズパーソン RCY

苦情申し立ての
主体

BC州民、居住者
を問わず、誰でも

福祉・医療・司法
制度を利用する
子ども、州特定
サービスを利用
する19～23歳

苦情の対象
州・自治体行政
機関、その他公
的機関全て

上記制度・サー
ビスの根拠とな
る法律が及ぶ機
関・団体

姿勢、立場 中立 子どもの代理人

調査結果の公開 原則非公開 全件公開

州政府との関係 歓迎されている 対立しがち



121

 「カナダの中でもビクトリアはカナダ人にとっても『いつか住んでみたい場所1位』
の人気を誇り、そしてバンクーバーは大都市でありながら、自然を身近に感じられ、
『世界で最も住みやすい都市』と呼ばれます」（カナダ観光情報より）
　しかし、私たちが滞在した約2週間のうち、ビクトリアもバンクーバーも晴れた日は残念ながら数日のみ。
気温も下がり、毎日ダウンを着て、（持参しなかった団員は現地で上着を購入して）傘をさし、訪問先へ伺っ
たことが思い出される。驚いたことの1つとして、カナダの人の多くは雨が降っていても傘をささずフードを
被って歩く。颯爽と。そんな姿がかっこよく、「郷に入っては郷に従え」という言葉そのままに、真似をして歩
き、少し気持ちが良かった。
　そして訪問先での印象的なことの1つとしては、訪問先の多くに、カラフルな壁画やモニュメントを多く見
かけたことだ。それは先住民の方々へのリスペクトを示すものや、子どもたち・利用者が作成したものがキレ
イに飾られてみんなの目を楽しませるものとなり、様々な工夫や意味合いが感じられた。先住民の方々につい
ては、多くの訪問先でも話題となり、ビクトリアの博物館でも彼らの歴史を学ぶことができた。（詳細は先住
民についてのコラムP.55参照）
　移動日で時間がない中、少しでもビクトリアの雰囲気を感じようとホテルから徒歩で30分程の公園に立つ、
世界一高いトーテムポール（約39メートル）を見に団員数名で散歩に出かけたこともあった。到着後「お～！
高い～！」などはしゃいで時間ギリギリまで写真撮影をし、気持ち良く公園の中を通って帰る道すがら、道路
にクジャクを発見。「クジャクって野生でいるの！？」と興奮しながら写真をパチリ。飛び立つクジャクにも大興
奮。「さすがカナダだね～！」など話しながら歩いていると、日本ではなかなか見られないほどの大木が目の前
に。みんなで腕を伸ばして囲んでも届かないほどの太さに驚きつつ、再び写真をパチリ。さらに歩いていると、
今度は普通の家の庭にリス登場。一同リスが逃げないよう、静かに興奮しながらの三度目の写真撮影会。
　さすがに寄り道をしすぎて時間が迫り、最後は軽くジョギングのような帰り道になったが、豊かな自然を身
体いっぱいに感じながら、歩くことが出来た朝の贅沢なひと時となった。                     （小板　真木子）

∞利用者たちが作成した壁画

∞ハロウィーン仕様の受付（Federation
   of BC Youth In Care Networks）

（Federation of BC Youth In 
   Care Networks） （Aunt Leah's Place）

（Covenant House）

∞廊下一面に描かれた先住民アート（赤十字）

∞直径1mものドリーム
　キャッチャー（VACFSS）
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∞先住民の方々の歴史が書かれたボード（ビクトリアロイヤルBC博物館）

∞雨が降っても傘はささず…

∞道路にクジャク！？

∞大人5人でも全く腕が届かない…

∞どんぐりを手に持ったリス登場！

∞世界一高い（39メートル）
　トーテムポール

∞MCFDに貼られた保健局の
   ポスター

∞ロストラグーンに映るバンクーバー市街の建物たち
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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

山下　　　洋

細見　亜紀子

川　　真由子

樋口　亜瑞佐

山本　　隆史

野田　　大順

茂崎　　啓典

後谷　　静加

山森　美由紀

山元　　真哉

樋口　純一郎

小板　真木子

中村　　淳平

加藤　　　朗

田中　　恵子

812－8582

062－0051

441－1318

602－0898

680－0061

763－0073

779－1101

546－0033

921－8105

754－0031

655－0001

732－0052

272－0827

104－0061

104－0061

福岡県福岡市東区馬出3－1－1 
九州大学病院  子どものこころの診療部
TEL：092－642－5624　FAX：092－642－5644

児童精神科医・
精神科医

北海道札幌市豊平区月寒東1条17丁目4－33
羊ヶ丘養護園
TEL：011－851－3279　FAX：011－854－2427

児童養護／
保育士（地域小規模
児童養護施設ホーム長）

愛知県新城市八束穂字天王1032番地の2
八楽児童寮
TEL：0536－22－0760　FAX：0536－22－0762

京都府京都市上京区相国寺北門前下之町704
和敬学園
TEL：075－241－3320　FAX：075－255－1348

鳥取県鳥取市立川町五丁目417番地
鳥取こども学園
TEL：0857－22－4206　FAX：0857－23－0242

香川県丸亀市柞原町602
亀山学園
TEL：0877－22－6729　FAX：0877－22－6735

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄ミタテフ3番地
児童養護施設 宝田寮  
TEL：0884－44－2675　FAX：0884－44－2690

大阪府大阪市東住吉区南田辺4－5－2
聖母託児園
TEL：06－6699－7221　FAX：06－6699－7243

石川県金沢市平和町2丁目3番9号
MCハイツ平和
TEL：076－241－4900　FAX：076－241－4996

山口県山口市小郡新町6丁目4－11
母子生活支援施設　沙羅の木
TEL：083－976－5577　FAX：083－976－5188

兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868－49
神戸市立若葉学園
TEL：078－792－1133　FAX：078－795－4300

広島県広島市東区光町2－15－55
広島市こども療育センター愛育園
TEL：082－263－0683　FAX：082－261－0545

千葉県市川市国府台2－9－13
児童家庭支援センター・こうのだい
TEL：047－374－7716　FAX：047－372－1457

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／
スーパーバイザー

児童養護／
臨床心理士

児童養護／
家庭支援専門相談員・
主任児童指導員

児童養護／
家庭支援専門相談員

児童養護／
児童指導員

（個別対応職員）

乳児院／
主任保育士

母子生活支援／
基幹的職員 兼
少年指導員

母子生活支援／
主任・個別対応職員

児童自立支援／
主任心理療法士

情緒障害児短期治療施設／
指導員

児童家庭支援センター／
相談員

常務理事 兼
事務局長

事務局

氏　名 〒 勤務先住所 種　別
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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

カナダ

13

14

15

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

13

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）

第41回
（2015）

第42回
（2016）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）

養・母・乳・自立・情・
児家セン（11）

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
子どもの権利擁護の現状、児童福祉制度、子育て
支援及び保育政策、虐待やメンタルヘルス対応、
里親と養子縁組に係る制度政策を具体的施策に併
せて学び、日本の施設における子どものケアや家族
支援の質的向上、子どもと子育てをサポートするコミュ
ニティづくりを進めるうえで果たすべき役割を考える
BC州の児童福祉の状況について、多角的、総合的
に学ぶ。日本でも重視されるようになってきている
周産期の予防支援に主眼をおき、「乳幼児対応」
「虐待予防支援」「人材育成」を中心的テーマに
据え、昨年のオンタリオ州研修と今回の研修で
得られた知見とを踏まえ、日本の現状と今後のある
べき方向性について検討を深める

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）カナダ 13
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　「周産期の予防支援」という関心の高いテーマの研修に参加させて頂き、母子分離することなく、一緒

に暮らせるよう支援すること、個々の思いを大事にする姿勢には感銘を受けました。早期に関わること、

予防的支援の大切さも改めて感じることになりました。また、研修の中で現地の方々から感じたことだけ

でなく、共に学んだ 42 期団長・団員から得たものも計りしれません。このような貴重な機会を与えて下さ

った全ての皆さまに心より感謝致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（後谷　静加）

　研修では、出産から社会自立まで「切れ目のない支援」の実際を見聞きしシステムを学びました。現地

にて最も関心が沸き持ち帰って還元していきたいと感じたことは、社会自立を見据えた予防的支援のあり

方と子どもたちを教育システムから取りこぼさないための受け皿の充実です。編集作業では、自立支援を

始め視察先で学んだ一つひとつの点が線となり、線と線が繋がり面となって浮かび上がり、更に学びが深

まりました。多くの機会を与えて頂いたことに感謝致します。　　　　　　　　　　　　　　（川　真由子）

　社会的養護の当事者こそ専門家という考えを持つ国カナダ。こどもの声が法律を変える力をもつ国カナ

ダ。その姿の一端を垣間見てきました。すてきな人たちの紡いでくださった言葉を文章で表現することが

こんなにも難しいものなのかと痛感させられた編集作業。編集作業中は、当時の記憶が蘇り、懐かしさで

胸がいっぱいになりました。カナダの地にていただいてきた情熱を、現場で伝えていきたいと思っています。

この研修に参加させていただき感謝です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村　淳平）

　「日本が目指す、福祉先進国の里親やファミリーホームといった家庭的養護の実際やシステムを見て学ぼ

う！」というのが出発時のモチベーションでしたが、実際にいちばん感銘を受けたのは「アドボカシーと対

になったケア」「人権感覚」でした。そして、カナダ（BC 州）もそれなりの困難を抱えていることを知り、

日本の児童福祉のよい部分も再確認できました。この貴重な機会と応援してくださった皆様、本当にあり

がとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  （樋口　純一郎）

　3 年間の北米研修で、米国、カナダともに“family preservation”と“permanency”を児童福祉政策の

基本方針としていることが分かりました。分離の危機にあれば家族と協調し家族保全を、分離となれば親

族から委託先をあたるなど家族の共属意識、強みや文化に配慮し再統合を目指します。業務は法律を根拠

とし、支援には期限があり制限内に再統合できなければ養子縁組支援に切替わります。「親子は一緒に住

むべき」「子どもには永続的な家族が必要」という理念の現実的対応は合理的過ぎる程ですが、異なる価

値観を持った移民から成る社会では法律やルールが重要なのでしょう。法律改正の多さやシステムの変化対

応の速さも印象的です。日本では 12 年ぶりに児童福祉法が改正され、変革の時を迎えています。カナダ

では子どもも家族も脆弱にもなり得る転換期を“transit ion”と言い、人生の次の段階へ移行する過渡期支

援をしていました。日本の transition 期にカナダで得た学びはどのような実を結ぶのか…子どもの幸せを祈

り、大きな期待を持って、passion 溢れる皆さんの今後のご活躍に注目してまいります。　　（田中　恵子）

編  集  後  記  
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付表1-1 Delegation Assessment and Readiness Tool

付表1-2
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Delegation Management System付表2
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付表3 Right From the Start, Prenatal Registration
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付表4 Edinburgh Perinatal/Postnatal Depression Scale
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