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実施要領

欧米を中心とした福祉先進国の最新事情、特に社会的養護の仕組みや推進体制、児童福祉
施設の形態や機能、及び児童福祉研究に関する最新事情や知識を学ぶ。児童福祉施設の中
堅職員を対象に、訪問国の人々との交流を通じ、研修参加者の視野を広げ見識を深め、資
質向上を図ることと併せ、職員同士の連帯感を醸成し、将来、児童福祉業界の中枢で活躍
できる人材の育成を図る。

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（企画協力、特別講師派遣）

ルーマニア（ブカレスト）、ドイツ（ベルリン）

◆ルーマニア
チャウシェスク政権下では、多くの子どもが乳幼児期から国営の大型施設での劣悪な環境の
もと集団養育を受け、1989 年の政権崩壊時は 10万人の子どもが施設で暮らしていたとされ
ている。その後、施設の劣悪な養育環境と子どもたちの窮状が国際メディアによって報じら
れ世界の注目を集めた。研修では、かつてのルーマニアの施設で育った子どもたちが抱えて
いた課題やその子どもたちへの支援と予後を学び、乳幼児期からの子どもの発達についての
理解を深める。また、現在のルーマニアにおける児童家庭福祉制度と施策の概況を併せて学
び、子どもの回復を支え、さらに一歩踏み込んで次の世代へ負の連鎖を断ち切るため、日本
の児童福祉現場に求められるビジョンと支援のあり方について考える。

◆ドイツ
ドイツでは、1990 年の東西ドイツ統一後今なお、経済発展と福祉制度の両立が課題となっ
ている。加えて 2014 年の移民の流入により、社会政策の転換が求められている。また
子どもと家族をとりまく社会的課題には、少子高齢化や格差拡大、女性の社会進出の遅
れなどが挙げられる。今年度研修では、旧東・西ドイツを包摂するベルリンにて子ども
と家族をめぐる制度・政策の理念と歴史的変遷、現状と課題、施策の具体的展開を学び、
日本の次世代育成と児童家庭福祉政策を振り返り、社会的養護に関わる立場で果たすべ
き役割を考える。

事前研修　2017年8月20日（日）～ 8月21日（月）
海外研修　2017年9月19日（火）～ 10月1日（日）（9月18日（月）：集合、9月19日：出発）
事後研修　2017年11月5日（日）～ 11月6日（月）

16名（団長：1名、特別講師：1名、団員：12名、事務局2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、2017年4月1日現在年齢が

45 歳以下の方
（3） 日常、被虐待児童への対応に中心的に携わり、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、全国児童心理治療施設協議会、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） 2018 年 3月末までに報告書を作成する。団員全員が報告書原稿を作成し、2018 年 4月
厚生労働省（全員出席のこと）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。
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社会福祉法人  全国社会福祉協議会
全国児童養護施設協議会

会長　桑原　教修

　財団法人資生堂社会福祉事業財団主催の第 43 回

資生堂児童福祉海外研修が児童福祉施設の職員を

研修生として本年も開催され、ルーマニア（ブカレス

ト）、ドイツ（ベルリン）において貴重な学習の機会

を与えていただきましたことに、厚くお礼を申し上げ

ます。

　折しも我が国では、2017 年 7月 31日に「第 15 回

新たな社会的養育のあり方に関する検討会」で、初

めて座長作成のサマリーを含む報告書案の全文が示

され、現場の意見を聴く機会が設けられることもな

く、そのわずか２日後に開催された最終の検討会で

とりまとめられるという異例とも言える経過で『新し

い社会的養育ビジョン』が成案化されるという激震

の真っ只中にありました。

　2016 年に公布された改正児童福祉法を踏まえれ

ば、ビジョンが目指す方向性は理解できるものの、

就学前の子どもの施設への新規措置停止や、特別養

子縁組・里親委託の極端な数値目標、施設入所期

間の限定化などが「実現に向けた工程」として突然

に盛り込まれたことから、現場には大きな驚きと衝撃

が広がり、現に養育を担っている職員はもちろん、こ

れから子どもたちの養育に携わろうと考えている方々

にも計り知れない影響を与えたと言われています。

　直後から全国児童養護施設協議会（以下、全養協）

は、根拠のない数値目標や工程に異議を唱え、社会

保障審議会を基とする各種専門委員会等で意見出

しをしていますが、本質である《新たな養育》につ

いて十分な論議を深めるまでには未だ至っていませ

ん。全養協が 2003 年に示した「児童養護施設近未

来像Ⅱ」や 2008 年にまとめた養育報告書「この子

を受け止めて、育むために」は、今回の『新しい社

会的養育ビジョン』と大きく差異があるわけではあり

ません。ただ、施設現場の声が反映されていないこ

とに、関係者は不全感を拭えないでいます。

　制度や仕組みのあり方は、その国の歴史的背景や

実情によって異なるのは当然ですが、世界の国々が

どのような経過を経て、国としての子ども文化を培っ

てきたかについて、本研修は多くの示唆を与えてくれ

たのではないでしょうか。

　かつて、戦争によって国家存続の危機に瀕したり、

民族を抹殺されんとした歴史体験から、当事者となっ

た国々は、人としての尊厳を守るための理念に希望

を繋いできました。子どもに関わる関係者の総意を

どこに求めるか、そのために広く各分野の声に配慮

しながら創り合う子育て文化が醸成されていること

が、国家としての品格を示すものであり、制度政策

を進める上で不可欠であると思うのです。

　子どもを育むための各国の制度や仕組みが、必然

としてつくられてきたとするならば、その背景に学ぶ

ことは、とても大事なことです。我が国も例外ではあ

りません。戦後児童福祉法が制定されて各種別の児

童福祉施設が必然として誕生してきた 70 年余の足

跡を振り返らずして、新たな制度や仕組みの幕開け

にはならないでしょう。願わくば今後、研修生の皆さ

まが本研修を機に他国のコピーではなく、我が国独

自の仕組みのあり方を模索・追及していただけるなら

ば、本研修の意義はさらに深まるでしょう。参加され

た研修生の学びが、個々の活動を通して我が国の今

後に寄与されんことを切に願うものです。

　最後になりましたが、永年にわたり本研修を主催

していただき、多くの研修生に力を与えて下さり、我

が国の児童福祉の向上に寄与されております資生堂

社会福祉事業財団さまにあらためて深く感謝申し上

げて、ご挨拶とさせていただきます。

あいさつ

第43回資生堂児童福祉海外研修
報告書に寄せて
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団員紹介

団長
【神奈川県】
東洋英和女学院大学
人間科学部
教授

久保田 まり

【奈良県】
児童養護施設
飛鳥学院
児童指導員

中山　祐一

【長崎県】
児童養護施設
明星園
主任児童指導員

松永　大介

【鹿児島県】
児童養護施設
愛の聖母園
心理担当職員

黒木　円

【東京都】
乳児院
日本赤十字社医療センター
附属乳児院
心理判定士（臨床心理士）

三宅　愛

【茨城県】
児童養護施設
窓愛園
里親支援専門相談員

石濱　実

特別講師
【神奈川県】
子どもの虹情報研修センター
研究部長

川松　亮

【東京都】
児童養護施設
子供の家
治療指導担当職員（心理職）

楢原　真也

【福井県】
児童養護施設
一陽
児童指導員

中村　里美

【京都府】
児童養護施設
京都聖嬰会
児童指導員

平岡　菜穂子
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【熊本県】
乳児院
熊本乳児院
里親支援専門相談員

佐土原　由美

【大阪府】
母子生活支援施設
ハピネス・ハーク
少年指導員

山﨑　佑喜

【沖縄県】
児童自立支援施設
沖縄県立若夏学院
児童自立支援専門員

森田　修平

【鳥取県】
児童家庭支援センター
子ども家庭支援センター「希望館」
里親支援専門相談員

清水　暁子

事務局
【東京都】
公益財団法人　
資生堂社会福祉事業財団

辻　弘道

（ルーマニア：ブカレスト、ドイツ：ベルリン）

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



5

公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団

辻　弘道

　今回で43回目になる資生堂児童福祉海外研
修は、資生堂財団の創立当初から児童福祉施
設の中堅職員を対象に、訪問国の人々との交流
を通じて、研修参加者の視野を広げ見識を深め
資質向上を図ること、職員同士の連帯感を醸成
し将来児童福祉業界の中枢で活躍できる人材の
育成を図ることを目的に実施している事業です。
2017年度は9月19日～10月1日の13日間にわたっ
てルーマニア（ブカレスト）とドイツ（べルリン）
を訪問し、現地の児童福祉を学びましたが、実
際は8月20～21日に行われた事前研修から始まっ
ていたと言ってよいでしょう。
　事前研修では、今回団長と特別講師をそれぞ
れお務めいただいた東洋英和女学院大学人間科
学部 久保田まり教授と、子どもの虹情報研修セ
ンター川松亮研究部長から研修のテーマとなるア
タッチメントの理解を深め、日本の現状を学ぶ
講座をいただきました。また帝京大学法学部髙
橋由紀子教授からドイツの児童福祉の法制度と
近年の児童福祉の動向を教えていただきました。
事前研修のまとめ、現地研修に向けての資料
の読み込み、そして事前課題の作成など準備も
ハードでしたが、予習復習に追われた現地研修
や、帰国後の事後研修、業務の傍らでのレポー
ト作成と本書編集作業に比べれば、まだまだ楽
なものであったことは、その時はまだ誰も想像し
ていませんでした。
　今回は「1989年以後」をキーワードとして、チャ
ウシェスク政権崩壊時、劣悪な環境の大型収容
施設に10万人余りの子どもを抱えていたルーマ
ニアのその後の変遷と、壁が崩壊して異なるイ
デオロギーを持っていた２つの国が統合したドイ
ツ連邦共和国と、旧東西地域を擁するベルリン
州の福祉政策や、移民受け入れによる近年の変
化を学びました。
　しかし、このキーワードは後々団員を苦しめ
るものになりました。なぜなら、独裁政権から

民主化された国や、壁で分断されながら再統合
を果たした国の児童福祉を理解するには、まず
1989年以前と以降との違いを知ることから始め
なければならなかったからです。日本以外の国
の歴史を知り、現実を体験することは異文化コ
ミュニケーションそのものでした。ブカレストでの
各研修先で案内された統計資料の数字のばらつ
きは、資料整理時のフラストレーションの素とな
りましたし、ベルリンでの第2次世界大戦のナチ
スによる全体主義化の反省から、幼児教育から
個人主義を徹底させる姿勢には感嘆するばかり
でした。言葉の壁（日本語←→現地語）だけで
なく、異文化コミュニケーションの壁も乗り越え
なければならない大変さは、久保田まり団長の
「児童福祉ではなく、歴史・文化を考えなけれ
ば解き明かせない、貴重な時間だった」という
言葉からご理解いただけるかと思います。
　数多くの困難を乗り越え、完成したのが本書
です。団員が寝る暇を惜しみ、休みを潰し、ク
リスマスや正月を返上して完成させたレポートが
皆さまのお役に立ち、かつコラムがお楽しみいた
だけたなら、望外の喜びです。
　最後に、本来ならばお一人お一人にお会いし
て御礼を申し上げなければならないのですが、
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。特に、研修へご
同行いただいた久保田団長と川松特別講師、
ご指導いただいた髙橋教授と子どもの虹情報研
修センター増沢高研修部長、研修経験を生かし
た講義をいただいた高田牧子氏と松原恵之氏、
あたたかく研修に送り出していただいたNPO 
STARSの皆さん、エース航空三鷹の福良興志
雄さん、深井聰夫さん、通訳のフロリン・ポペス
クさん、後藤裕起子さん、三浦なうかさん、三
浦まどかさんたちの御尽力に感謝いたします。本
当にご協力ありがとうございました。

事務局報告



6

研修スケジュール

16：00～18：00

8：30～10：00

14：05

18：45

20：30

23：45

0：45

11：00～12：30

13：30～14：30

15：00～16：30

9：00～11：00

11：30～13：00

9：00～10：30

11：00～14：00

10：30

13：55

15：20

17：15

18：25

19：30

AM

13：00～14：30

10：30

PM

9：50～11：30

12：00～13：00

14：00～15：30

10：00～11：30

12：30～14：00

11：00～12：30

15：00～16：30

12：00

14：45

15：55

18：05

12：15

9／18（月）

9／19（火）

9／20（水）

9／21（木）

9／27（水）

9／22（金）

9／23（土）

9／24（日）

9／25（月）

9／26（火）

月／日（曜） 時間 日程と研修概要

資生堂銀座ビル41会議室集合、事前課題発表
資生堂銀座ビル41会議室集合、出発準備
羽田空港へ移動
羽田空港発（LH717)
フランクフルト空港着、乗換
フランクフルト空港発（LH1422)
ブカレスト空港着、専用バスでホテルへ
ホテルチェックイン（ブカレスト、Parliament Hotel泊）
●ルーマニア労働社会司法省 児童保護及び養子縁組局
●子どものためのNGO連合組織 FONPC
●家庭内暴力防止、家族支援組織　ANAIS
●社会福祉・児童保護ブカレスト市1区局
●社会的養護下にある障がい児施設　Casa Bradut 
●SOS子どもの村ルーマニア
●セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア
市内視察
専用バスで空港へ
ブカレスト空港発（LH1419）
フランクフルト空港着、乗換
フランクフルト空港発（LH168）
ベルリン空港着、専用バスでホテルへ
ホテルチェックイン（ベルリン、Motel One Berlin Hauptbahnhof 泊）
ミーティング
●女性虐待防止協会BIG
●ドイツ児童保護連盟ベルリン支部運営保育園
　 Deutcher Kinderschutzbund Landesverband Berlin
ミーティング
●SOS子どもの村ベルリン
●ホテルROSSI  SOSイニシアチブの職業訓練ホテル
●ドイツ連邦家族・高齢者・女性・青少年省
●ベルリン児童保護センター Kinder Schutz- Zentrum
●セントヨーゼフ病院赤ちゃんポスト
●移民・難民の児童青少年の保護団体 LebensWelt
●ベルリン州家庭、女性、青少年局
専用バスで空港へ
ベルリン空港発（LH191）
フランクフルト空港着、乗換
フランクフルト空港発（LH716）
羽田空港着、税関通過後解散

9／28（木）

9／29（金）

9／30（土）

9／31（日）
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ヨーロッパ南東部にあり、セルビア、ハンガリー、
ウクライナ、モルドバ、ブルガリアと国境を接し、東
は黒海に面する。国のほぼ中央をカルパティア山脈
が通り、山脈に囲まれた北西部の平原トランシルヴァ
ニア、ブルガリアに接するワラキア、モルドバに接す
るモルダヴィア、黒海に面するドブロジャの4つの地
方に分かれる。ブカレスト（ブクレシュティ）市と41県
が行政区である。
現在の国土は古代ローマの属州ダキアにあたり、

13～14世紀に成立したワラキア王国とモルドバ公国が
オスマン帝国の支配を経て、1878年に独立してルー
マニア王国となった。第一次大戦後トランシルヴァニ
アがハンガリーから独立してルーマニアと統一し、現
在のルーマニアが形成された。1947年人民共和国、
1965年社会主義共和国に移行したが、1989年社会
主義体制が崩壊し、ルーマニアと改称される。2004
年NATOに、2007年EUに加盟した。EU加盟前段
階では、司法、行政、子どもの人身売買、児童保護
などに関する改革や改善、ロマ・障がいやリスクのあ
る子どもなどの社会統合の促進、地方分権化など、
EUの法律や水準への適合が図られた。EU加盟によ
り、ODA（海外発達援助）戦略の促進につながった。
国名の語源は、ラテン語の「Romanus」（ローマ帝

国の市民）とされるが、民族は、紀元前7世紀から
住むダチア人、2世紀頃この地を征服したローマ人、
7～8世紀侵入したスラブ人、9～10世紀に侵入した
マジャール人の他、トルコ人、ゲルマン人などの混血
や同化によって成り、他にセクイ人、ロマなどが居
住する。Worldatlasによる統計では、宗教は、ルー
マニア正教81％、カトリック（ローマカトリック、ギリ
シャカトリック）5.1％、プロテスタント6.2％、その
他1.5％、無宗教0.2％、不明6％となっている。社会
主義政権時代、共産党は無宗教の立場をとったが、
とくにチャウシェスク政権はルーマニア正教会等に介
入、権力基盤を強化するため、宗教を利用した。民
主化以降、ルーマニア正教信仰者は減少しており、
礼拝のため毎週教会へ通う者は多くない。
古くからの農業国で、第二次大戦前は労働人口の

2割が農林業に従事していた。戦後は企業が国有化
され、工業化が急速に進み、農業人口は大きく減少
した。石油産出国だが、1947～89年で産出が伸び
悩み、工業、農業ともマイナス成長になった。チャウ
シェスク政権では、西側諸国と外交・経済関係を維
持し表面的には開明性があったが、国内経済システ
ムは古い社会主義体制の基本構造と秘密警察によ
る監視に立脚していた。1980年代、何十億ドルもの
対外債務を、徹底的な輸入削減と農産物等の飢餓
輸出で短期返済をした結果、凶作や世界的不況の
煽りも受け、国民の日常生活は極度に悪化した。

ルーマニア国旗

～ 訪問国の紹介 ～
ルーマニア
Romania

ドイツドイツ

ルーマニアルーマニア

ドイツ国旗

ドイツ連邦共和国
Federal Republic
of Germany

§ルーマニアの概況

■EU加盟国の中のルーマニアとドイツ

ブカレストブカレスト
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1989年、社会主義から市場経済に移行した直後
は、生産減少と物価高騰が起きてそれが持ち直し、
というサイクルが2度あり、2000年以降になると市場
経済への移行とマクロ経済の安定化、経済成長が
達成されていく。
現在の主要産業は電気機械、繊維、靴、鉱
業、木材、建材等で、GDP構成比では第一次産業
（農林水産）6.4％、二次産業（鉱業、電力含む）
34.2％、三次産業（通信や金融、小売りなどサービ
ス関連）59.4％である（CIA World fact book）。国
の平均失業率は6％前後で推移しているが、ブカレ
スト近郊などでは2～3％と低く、進出企業にとって
は人材確保と人材教育が課題となっている。人材不
足の要因は、経済移民による人材流出と専門人材
教育の遅れで、ドイツの「デュアルシステム」（114ペー
ジ）を活用する企業が増えている。内需に支えられ
て7％を超えるGDP成長率が予測される2017年に続
き、国家予測委員会は、2018年の実質GDP成長率
を6.1％と見込み、経済は堅調に推移するとみている。
政治においては、2018年1月、初の女性首相が誕
生した。1年前に発足した社会民主党（PSD）主導の
連立政権で3人目の首相である。新首相は、欧州委
員会から懸念が示されている司法関連法改正など難
しい課題に対応するはずだったが、2月、一部の政
府高官を汚職摘発から守ることになる新法令に反発
し、共産党政権崩壊以来の大規模デモが起きた。
首相退陣を求める声がある中、政府は一旦撤回した
修正案を議会に提出し可決された。

M社会福祉
1920年、ルーマニア王国で、社会階級の編成に
伴い貧しい人々へ援助を提供するための労働・家族・
社会保護省が創設されたのが社会福祉の始まりであ
る。ルーマニア王国の社会福祉制度は、第二次大
戦中まで引き継がれた。戦後、共産党政権による
社会主義国となると、社会福祉は広く普遍化された
が、政権が崩壊した翌年の1990年、医療、チャイル
ドケア、大人、障がい者、高齢者などの領域で弱い
立場にある人々のために展開される制度に改革され
た。しかし市民が受給できる補助金は、光熱費補
助、出産手当、児童手当等を含むと50種類にも及び、
2010年、補助金支出額は年間24億ユーロに上った。
2015年には700万人が何らかの社会的支援を受け、
うち180万人は支援適格者ではないと推定されてい

る。ルーマニアでは都市部と農村部の格差が大きい
が、特に農村部では、働いて豊かな暮らしを手に入
れるより、それほど多くない補助金を受けて働かず
に暮らすことを選ぶ者が多いという。
また、25歳未満の17％が就学も就業もしていな

い。高校または大学卒業後、6ヵ月間、失業状態で
月額250レイを受給しながら、カウンセリングや職業
訓練を受ける若者が増えている。2014年、政府は4
千万レイを投じ、25歳未満の未就業未就学者支援
プログラムを開始した。
社会主義が崩壊して20年近くが経過した2008年、

政府戦略局（Agency for Governmental Strategies）
が行った調査では、ルーマニアの学生の30％以上
が、「1989年以前のルーマニアのほうが、教育システ
ムと生活レベルが質的に優れていて、よかった」と
回答した。2009年、都市農村社会学センター（Center 
for Urban and Rural Sociology）が行った調査では、
人口の86％が「国は全ての人に相応の生活を提供
すべきだ」と、84％が「国は全ての人に相応の仕事
を提供すべきだ」と考えていた。1999年調査では知
的階層は共産主義の良さは認めていなかったが、
2009年調査では高学歴の若者がこうした見方を支
持している。これを「社会主義の原理原則への愛
着、あるいは共産主義者の心的傾向、共産主義者
へのノスタルジア」と解釈する研究者もいる。Elena 
Dragomir（2010）は、所得基準で考えれば中流階
級が23％（2006年調査）しかいないルーマニアでは、
社会保障の必要性は喫緊の課題であるとする。ま
た共産主義が新旧ルーマニア人の意識の中で生きな
がらえ、その社会福祉制度が肯定的にとらえられる
のは、よく言われるルーマニア人の受け身的、従順、
日和見的な“特徴”によるものではなく、現在の社
会保障に関する解釈や評価、経済状況の厳しさ、
それに代わる制度を知らないことに関連したもので、
民主的な価値・原則の否定を意味するわけではない
と主張している。

M家族制度と施策
Population Europe Resource Finder & Archive 

「家族政策：ルーマニア（2014）」の内容を軸に、ルー

マニアの家族をめぐる制度と施策の変遷を紹介します。

1865年民法は、今なお私的生活を規定する重
要な法律のひとつである。1954年の家族法で改正
が加えられ、夫を家長としていた封建的なヒエラル
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キーが夫婦の平等にとってかわり、結婚は自由な同
意に基づく、民主的な関係を示すものになった。
2007年、男性は18歳以上、女性は16歳以上という
結婚年齢の不平等が改正され、現在、2011年民法
のもとでは、18歳以上の男女の同意、健康状態の
証明書があれば結婚ができる。同性婚や事実婚は
法律では認められていない。

家族向けの社会扶助
1948年憲法では「国家は人民に属する」、1952年

憲法では「労働者に属する」、と明記され、普遍的な
医療保険制度を除いて住宅、年金、家族手当、出
産手当などの社会給付は全て就業状態で決まってい
た。1950年以後は、ソ連の影響を受け、家族の第
一の機能は人口を増やすこととされたが、多産の母
親「hero mother」への報酬は1966年まではほとんど
なく、そのかわり、子どもを持つことが女性の義務
であると強調された。
チャウシェスク政権になり、1966年から人口中絶
の禁止、独身税、子どものいない夫婦への罰金、
離婚に制約を設けて禁止する措置などが導入され
る。保育所や幼稚園の利用には補助金が下りたが
プログラム登録費用全額を払う必要があった。1980
年、902ヵ所の保育所に9万人の子どもが通っていた。
保育所スタッフは医療的トレーニングは受けていた
が、子どもの教育のためのトレーニングは受けてい
なかった。
1990年になると上述の措置は全て取り下げられ、
育児休暇などの新たな施策が登場した。1993年、子
ども手当は家族関係の給付金のなかで唯一の普遍
的な扶助となり、他の給付金の受給には資力調査が
必要になった。給付の対象範囲は増加し続けたが、
2010年以降は景気後退によって縮小や再編がなさ
れ、受給資格の適格基準も厳しくなった。しかし同
時に不正受給の問題も指摘されている。

ドイツの地勢、経済、文化的側面、その他東西統一

後の課題などは、2012年度第38回資生堂児童福祉海

外研修報告書をご参照ください。ここではPopulation 

Europe Resource Finder & Archive 「家族政策：ドイ

ツ（2014）」の内容を軸に、ドイツの家族をめぐる制度と

施策の歴史を紹介します。

M家族のあり方と制度の変遷
ドイツの家族政策は、移行期にある。政府は、

長い期間に亘り家族に予算を投下してきたが、仕事
と家庭を両立する難しさは、依然として変わらない 
（Gauthier 1996）。2007年の育児休暇制度（後述）
と2013年の1歳からのチャイルドケア制度の導入は、
男性が稼ぎ頭である家族形態を変容させるパラダイ
ムシフトの一部であった（Ostner 2010）。こうした新
たな政策の目的は共稼ぎ夫婦が直面する、仕事を選
ぶか、家族を選ぶかの葛藤を軽減するためのサポー
トであった。
1949～89年までは、保守的な福祉国家としての西

ドイツと、社会主義国家としての東ドイツとでは、異
なる政策を採っていた。東ドイツでは出産と両親の
雇用がサポートされ、稼ぎ手が二人いる家族が家族
モデルの中心であった。西ドイツでは、男性が稼ぎ
手の家族モデルで、夫と妻それぞれが伝統的役割分
担を果たせるようサポートされた。ナチスドイツとの
相似性を嫌い、西ドイツでは出産を奨励するような
政策へは拒絶反応があった。2002年、ドイツ政府は

§ドイツの概況

ベルリン州ベルリン州
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「持続可能な家族政策」を打ち出し、以降、共稼ぎ
家族が抱える課題を軽減することで、出生率を上げ、
子どもの貧困を減らす方法を探ってきた。

チャイルドケア（保育）
1996年、3歳から小学校入学までの子どもに幼稚
園に通う権利があることを法律で保障した。2013年
にはチャイルドケアを受ける権利が1歳からに拡大さ
れた。公的チャイルドケアは主にプロテスタントやカ
トリック教会によるNPOや地方自治体が提供してい
る（Evers and Riedel 2002）。幼稚園や保育所など
公的資金を受けた施設に加え、国の補助を受けた
ファミリー・デイケアも普及してきている。利用料金
は連邦法で規定されていないが、家族の人数や所得
で異なる。2006年から、仕事を持つ親は、所得税
から年に4,000ユーロのチャイルドケア費用を差し引
くことができるようになった。一般的に他の国に比
べるとチャイルドケア費用は低いが、親の負担は自
治体によって大きな差がある。
3～5歳の90％が何かしらのチャイルドケアを利用
しているが、多くはパートタイム利用である。2014
年、75％の子どもが7時間以内のデイケアを利用して
いた。東西ドイツ統合から20年以上が経過するが、
幼少の子どもへのチャイルドケアは旧東・西ドイツ地
域で異なる傾向がある。旧東ドイツ地域では3歳未
満の子どもの52％がサービスを利用している。一方、
旧西ドイツ地域では、3歳から就学までの利用が中
心である。2014年、旧西ドイツ地域の自治体では3
歳未満の子どものチャイルドケアの利用は27％だっ
た（2014年ドイツ統計局）。またドイツ社会の特徴は
地方分権が進んでいることだが、行政区によって、
チャイルドケアのカバー率に違いがある。連邦議会
がチャイルドケアについて法的ガイダンスを出しては
いるが、サービス提供団体、料金、利用時間・日数
の決定権等は州や自治体にあり、サービス格差も生
じている。

育児休暇
旧東西ドイツともに、育児休暇は1970年代に産休
の延長として始まった。東西ドイツともに、1986年に、
育児のために就業できない母親か父親が取れる育
児休暇が導入されている。2007年、スウェーデンを
モデルとして両親手当制度が開始された。両親は子
どもが3歳になるまで育児休暇を取ることができる。

どちらかの親だけが育休を取る場合は最大12ヵ月
の手当てが、両親ともに育休を取得する場合はさら
に2ヵ月延長されて子どもが14ヵ月になるまで所得
の補てんがなされる。ひとり親や一方の親が病気な
どで育児ができない場合は、ひとりの親の取得で
14ヵ月間の補てんがなされる。補てん金額は、平
均収入の67％で、月額上限1,800ユーロである。両
親の収入が月1,000ユーロ未満の場合、67～100％
を段階的に受け取る。2011年、個人所得が1,200
ユーロを超える両親の補てん率が下げられたが、最
高65％までは所得が保障される。また非雇用の両
親は300ユーロを受け取る。この両親手当の導入で、
父親の育休取得率が増加した。（詳しくは第Ⅰ章）
ドイツの“マタニティ・プロテクション（妊産婦保

護）”制度は、出産後3週間以内の女性は雇用でき
ないとした1878年の制度までさかのぼることができ
る。平均賃金の半分に相当する産休手当は、健康
保険の義務化とともに1883年に導入された。今日
では、産前6週間、産後8週間の休暇が妊産婦に認
められている。女性は産休開始前13週間の平均所
得に基づいて100％の代替所得を得ることができる。
手当は健康保険プランと雇用主によって支払われる。
一般的に、妊産婦保護期間中の女性は働くこと

ができない。出産前6週間は、本人が望めば働ける
が、産後8週間は働くことが禁止されている。また
妊娠期間中から産後4週間までは、雇用主は、契約
満了でない限り雇用契約を終了できない。労働法
は、肉体的負担の重い仕事を持つ妊婦と、授乳期
間の母親を守っている。

家族手当
1920年に導入されたドイツ帝国の所得税制度で

は、家族の子どもの数に基づく税額控除があった
（Oberhauser 1980）。1930年代、直接児童手当
制度が導入されたが、1945年に廃止され、その後
1950年に東ドイツで（Schulz 1998）、1954年に西ド
イツで再導入された。
現在は、児童手当と課税控除が混在しており、

子どものいない人々から子どものいる家族へ、高所
得世帯から低所得世帯へと資源を再配分している
（Leitner et al。2008）。児童手当は近年上昇が続
き、2017年には、第1子と第2子192ユーロ、第3子
198ユーロ、第4子以降223ユーロとなった。通常、
子どもが18歳になるまで、または子どもが就学して
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いる場合は26歳まで支払われる。しかし、18歳以
上では、資力調査で手当の是非や金額が決まる。一
人親には特別手当がある。

結婚
ドイツでは男女ともに18歳になると結婚ができる。
同性同士のカップルについては、結婚に準ずる同性
パートナーシップの登録制度が2001年に導入され、
2014年には同性パートナーによる養子縁組も認めら
れるようになった。メルケル首相が率いるキリスト教
民主同盟（CDU）は、保守的な考えを持つ支持者が
同性婚に対して否定的で、それまで同性婚反対の
立場をとっていたが、2017年6月、同性婚の合法化
が連邦議会で可決された。2017年、連邦反差別庁
が実施した調査では、83％が同性婚をサポートする
と答えている。

離婚
2015年のドイツの離婚率は、4.9（1,000人中。ルー

マニア5.4、日本2.2）であった。
旧東ドイツでは1955年、西ドイツでは1977年に無

過失離婚（no fault divorce：相手の過失などを証明
しなくても離婚できる）が導入されたが、離婚前に少
なくとも1年間は別居婚しなければ離婚はできない。
また一方が離婚に反対している場合は、3年以上の
別居を経れば離婚が成立する。離婚後は、経済的
に弱い立場にある方が離婚後の扶養料を請求でき
る。例えば3歳未満の子どもを養育する側は就労の
義務がないため、これを理由に養育費を請求される
こともある。養育費の金額と期間は、もと配偶者同
士の収入の差、婚姻期間、婚姻時の生活水準など
によって異なる。一般的に両親は、離婚後、共同
で親権（親の配慮権）を持つ。           （文責：田中）
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ルーマニア ドイツ連邦共和国 日  本

総人口（15歳未満人口比率、
194ヵ国中：世銀2016） 1,976万（15.36％、167位） 8,245万（12.85％、192位）

（2016）連邦統計庁 12,699万（12.8％、193位）

面積 23.8万km2 35.7万km2 37.8万km2

首都（人口） ブカレスト（約210万人） ベルリン（約352万人） 東京（約1,300万人）

民族 ルーマニア人（83.5％）、
ハンガリー人（6.1％）など

ゲルマン系を主体とする
ドイツ民族

宗教 ルーマニア正教、カトリック、
プロテスタント（P.7参照）

カトリック（29.9％）、
プロテスタント（28.9％）、
イスラム教（2.6％）、

ユダヤ教（0.1％）（連邦統計庁）

政体 共和制
連邦共和制

（16州：旧西独10州、
旧東独5州及びベルリン州）

（立憲君主制）

合計特殊出生率（2015）
（204ヵ国中）世銀 1.51（178位） 1.41（190位） 1.43（189位）

GDP（2016）10億US＄
（191ヵ国中）IMF 187（52位） 3,479（4位） 4,936（3位）

ＧＤＰ（一人当たり）（2016）US＄
（190ヵ国中）IMF 9,493（68位） 42,176（19位） 38,882（22位）

経済成長率（2016）IMF 4.82％ 1.86％ 1.03％

失業率（2016）
（109ヵ国中）IMF 5.9％（66位） 4.17％（86位） 3.12％（100位）

国民負担率（2014）財務省 － 52.5％（2014） 42.20％

18-65歳ジニ係数（2014）
（41ヵ国中）OECD

※所得間格差。係数が大きいほど
格差がある

0.28（2013）
世銀推計 0.29（28位） 0.32（22位）

貧困率（勤労世代18-35歳）
（2014）OECD（42ヵ国中） 25.1（2014EU） 9.5（27位） 14.5％（11位）

子どもの貧困率（2012）
ユニセフ・イノチェンティ10 30.60％ 15％ 19％

新生児死亡率
（1000人出産あたりの人数）
（2015）（194ヵ国中）WHO

6.3％（126位） 2.1％（173位） 0.9％（191位）

総医療費に占める患者自己負担の
割合（2012）WHO

21.8％（2012）
18歳未満無料

12.1％
18歳未満無料、妊婦・出産無料 14.1％

教育 無料 無料 一部負担

小学校入学率（就学年齢者）（2012）
（108ヵ国）UNESCO 85.76％（89位） 97.93％（21位） 99.92％（1位）

小学校中退率（2011）
（91ヵ国）UNESCO 5.95％（49位） 3.76％（57位） 0.16％（91位）

■統計データ

ルーマニア ドイツ連邦共和国

首都名 ブカレスト ベルリン

人口 210万人 352万人

面積 228km2 892km2

GDP － €1,241億（2015）

ＧＤＰ（一人当たり） €26,100（2009） €35,627（2015）

■首都概要データ
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はじめに
（1）古典的用語としての“マターナル・デプリベー

　　ション” 

第二次大戦後、親との死別・離別などにより家
族をなくし、施設入所により集団的に保護された
子どもたちに見られた心身の発育・発達不全の主
たる要因を、児童精神医学者Bowlbyが「母性的
養育の剥奪（マターナル・デプリベーション）」と言
う名で示したことは、もはや、子どもの精神保健
の歴史の上では昔の出来事と化し、マターナル・デ
プリベーションは、既に古典的な用語となっている。
古いテキストを復習するつもりでまとめれば、乳
児期に、母親的人物（mother figure）との情愛深
い関わりが十分でない場合に、子どもは、身体発
育の不全とともに、不安、抑うつや強い依存欲求
などの精神症状が表れ、心理・社会的発達が遅
滞することが、特に当時の乳児院や児童養護施設
の子どもたちにより実証され、「人生早期より、長
期にわたる母性的養育の剥奪は、子どもの発育・
発達を抑止し、人格の形成に著しく負の影響を及
ぼし得る」ことが指摘された（Bowlby, 1951）。そ
して、乳幼児期からの、特定の人物（多くは、親
や家族などの数人に限られる）との個別的で一貫
した持続的な関係性の形成により、情愛深い関わ
りを体験し、喜びと満足を共有することが、子ど
もの精神保健にとって最重要であることが強調さ
れている。
Bowlbyは、1950年に世界保健機関（WHO）
の精神保健部門の顧問として招かれ、第二次世
界大戦後の戦災孤児を中心とする施設入所児たち
の精神保健についての研究を委託され、翌年1951
年に研究報告書として『乳幼児の精神衛生』を提
出している。上記に示されたようなBowlbyの提言 
はWHOの児童福祉プログラムの要となり、さら
にBowlbyは、児童養護におけるソーシャルワーク

（ケースワーク）の重要性も指摘していた。
その後、Bowlbyは、これらの子どもたちの問題

を抜本的に解決し、子どもの健康な心理発達を達
成するために、心的ダメージのメカニズムを解明す
る確固たる理論的基盤と科学的・体系的な実証研
究を必要とした。そのためには、まず、ノーマルな
環境において子どもがどのように養育者との情緒
的絆（愛着）を形成していくのか、その形成過程と
機能を明らかにすることこそが、ひいては、マター
ナル・デプリベーションによる精神病理的な影響
を理解することにつながるものと考え、一連の愛
着研究に着手した。

（2）愛着という絆のもつ意味

全ての動物は、個体保存（自己の生命の維持）
のための本能的な行動を有している。
人間の乳児の場合も、大人（特に親）に近接（そ

ばにくっついていること）し、接触を維持すること
は、危険から護られ生存を維持していく上で最重
要であり、そのための行動を生得的な行動レパー
トリーとして有している。例えば、「泣き」「微笑」
「声を出す」などは、それらの行動の発信によって、
養育者の注意を引き付け、導き寄せ、必要なケア
を引き出したりかかわりを持つための有効な行動
であり、また、這い這いや歩行が可能になる時期
に出現する「養育者への後追い」や「しがみつき」
も、乳児自らが養育者との近接を増大し、身体接
触を維持するための有益な行動である。Bowlby
によれば、これらの行動は、どれも生得的な行動
型であり、前述のごとく、未熟な乳児が生存して
いく上で不可欠な行動として進化的に適応価のあ
る行動であるとし、例えば、母親への「しがみつ
き」などは霊長類全ての幼体に見られることを示し
ている。そして、Bowlbyは、乳児が養育者との
近接を求め、接触を維持しようとする行動を「愛

ルーマニア・ドイツの児童福祉ルーマニア・ドイツの児童福祉Ⅰ

東洋英和女学院大学　人間科学部 教授 
団長　久保田 まり

ルーマニア・ドイツの子どもをめぐる問題

Ⅰ. ルーマニアにおける社会的養護の問題：
     　　ブカレスト早期介入プログラムを通した考察
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着行動」と位置づけた。愛着行動の機能は、乳
幼児が養育者との近接・接触を維持することによ
り、危険から身を護られ生存を維持する、という
生物学的な機能であるが、それは同時に、不安や
恐怖事態に際して養育者との接触により安心感・
安全保証感を得るという、子どもにとっての心理
的適応をも当然伴うものである。この場合、養育
者は子どもにとっての「安全な母なる港a haven of 
safety」として機能している。
また、子どもは養育者を「探索や活動の拠点」と
している。換言すれば、養育者は子どもにとっての
「安全基地secure base」として機能している。子
どもは、活動の合間に一息入れるために、養育者
と接触し、「心の燃料補給」をして、再び環境探索
や他者との社会的相互作用に携わる。安全が保証
され、いつでも戻れる「安定した拠点」があること
により、子どもの探索活動は自立につながっていく。

（3）モノトロピーということに関する誤解

Bowlby（1969/1976）によれば、多くの乳幼児
は「安全な母なる港」や「探索や活動の拠点」とし
て、特定の数人の身近な他者との間に愛着関係を
形成する。そして、乳幼児の泣きや微笑などの愛
着シグナルに対する応答性や社会的相互作用に関
わる準備性の高さが、その乳幼児にとっての愛着
の対象かどうかを規定する明確な指標であるとし
ている。そして、生物的な「親」に限らず、祖父母、
兄姉、保育士などの家庭外のケア提供者も重要な
愛着人物として特別な機能を果たしていることが、
多くの研究で実証されている。
このような愛着人物の中でも、例えば、家族で
は「母親」、保育園では「特定の担当保育士」とい
うように、子どもは、（特に疲弊時や不安が強いと
きは）慰安と安心感を求めて一人の主要な人物に選
好性を示す。Bowlbyは、幼い子どものこのような
傾向をモノトロピーと呼び、施設養育の場でも子ど
もが特定の一人の「特別な保育者」を自分だけの
保育者として選好する現象を挙げている。
しかしながら、以降の過程で、このモノトロピー
という言葉が曲解され、「子どもはたった一人の人物
（母親）だけに愛着の絆を形成する」という意味に
捉えられてしまう傾向があった。しかし、Bowlby
は、より以前の論文においても「mother figure（母
親的人物）」という言葉を用いて、主要な愛着の対

象が必ずしも実母であるとは限らないことを示して
いる。愛着理論において重要視している「関わり
の一貫性、連続性、個別性」ということは、唯一
人の母親（実母）の手による養育自体を重要視して
いたというよりも、むしろ、個別的関わりにおける
乳児と養育者との「相互作用の質」や養育者の「応
答性の質」に焦点を当てたのであり、「恐怖・不安
事態に避難できる安全な母港」「探索の際の安全
基地」として機能する愛着人物の存在を重要視して
いるのである。

1. ルーマニアにおける第二次大戦後から
    チャウシェスク政権の樹立、そして崩壊まで
以上のように、第二次大戦後の1950年代前半の

Bowlbyの仕事は、児童の精神保健の向上に貢献
し、“マターナル・デプリベーション”や“ホスピタリズ
ム”の概念は世界に発信された。その後、愛着研究
を開始し、有名な三部作の第一巻が1969年に発刊
されている。
一方、その頃のルーマニアはどのような状況だった

であろうか。

（1）ルーマニアにおける棄児の増加

第二次大戦後、ルーマニアはソビエト連邦に占
領され、共産党政権が権力を握ることとなる。そ
んな中、チャウシェスクは、1950年代前半にルー
マニア共産党の要職に就き、幹部へと昇りつめて
いく。同時期に、ルーマニア共産党は、大学レベ
ルでのソーシャルワーカーの養成教育を禁止し、そ
の後、一部は職業訓練校で養成が行われたもの
の、1969年には国内でのソーシャルワーカーの養
成は完全に停止した。心理士の養成教育も同様な
経緯をたどり、後のチャウシェスク政権崩壊後の
1990年まで、ソーシャルワーカー、心理士の養成
教育が皆無の時代が続いた。
以下では、Gavrilovici（2009/2010）の論考を
参考にしつつ、チャウシェスクの政策による悲劇
と、政権崩壊後から現在までの変遷の概略を述
べる。
1965年にルーマニア共産党の書記長に就任し

たチャウシェスクは、翌年の1966年に、人口を増
やすという国策のために、妊娠中絶を禁止し、5
人以上の子どもを産むことを奨励する。貧困な中
での多産の奨励は、当然の帰結として、子どもの
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遺棄が増大するが、その唯一の解決策は、共産
党の管理のもとでの入所型の集団的な施設養護で
あった。
つまり、多くの子どもたちは、戦争孤児のような
親との死別ではなく、政治的・社会的・経済的な
要因により親に捨てられた「社会的孤児」であった
（Gavrilovici, 2009/2010）。
ルーマニアは、1989年にチャウシェスク政権が
崩壊したが、それを機に、劣悪な国営施設のもと
で起こっていた棄児たちへの“深刻な心理社会的
なデプリベーション”の現状がメディアによって、世
界中に配信された。まさに、戦後の“ホスピタリズ
ム”“マターナル・デプリベーション”が、ヨーロッパ
のこの国で現実に存在していたことは、世界に衝
撃を与えた。しかも、この子どもたちは、前述の
ように、親との死別ではなく、多くは捨てられた
子どもたちであり、且つ、法律的な親権は実親が
有していたのであった。

（2）チャウシェスク政権の傷跡：遅れる児童保護政策

ルーマニアは、政権崩壊後の翌年1990年に「児
童の権利に関する条約」に批准したにもかかわら
ず、国内の失業・貧困率は高まり、約10年間は、
親が子どもを育てられないという現実はさほど変
わらずに、依然として、多くの子どもたちが施設内
で、定員超過の状態にあり、心理社会的な刺激
の乏しい環境に置かれており、集団的な施設養護
か、国内外の養子縁組しか、選択肢を持ち合わ
せていなかった。
乏しい選択肢の要因としては政権崩壊後の
1990年まで、（前述のように）ソーシャルワーカーや
心理士などの専門職の養成が禁止されていたた
め、知識とスキルを有する人的資源が絶対的に不
足していたこと、および児童保護における“コミュ
ニティでのソーシャル・ワーク”という概念が歴史
的に馴染まなかったことに起因していると考えられ
る。政権崩壊後の約10年間は、当然のこと、施
設養護における職員は無資格であり、また、一定
の年齢に達すれば、子どもたちは退所を余儀なく
され、その後は何の支援も無く、再び「社会的孤
児」に逆戻りせざるを得ない状況であった。
しかし、その後、EUへの加盟の付帯条件とし
て、「入所施設で養護されている児童の状況の改
善」を提示されたルーマニアは、このような外圧に

より、児童保護の政策を改善せざるを得なくなり、
2000年以降、改善に向けた具体的な政策や法的
整備が行われ、「脱施設化」への動きが本格的に開
始した。
また、2005年の新しい児童法の制定により、

以降は、遺棄児数が減少し、施設への措置率の
低下と養育里親への委託率の向上が見られるよう
になった。

2. ブカレスト早期介入プログラム
（1）乳幼児期の深刻なデプリベーションと、その後

       の支援的介入

前述のように、劣悪な国営施設のもとで起こっ
ていた棄児たちへの“深刻な心理社会的なデプリ
ベーション”は、先進国の研究者たちに注目され、
劣悪な施設から、より良き養育環境への移行と子
どもの発達の改善を目指す試みが、諸外国の研
究者たちによって着手された。そのうちのモデルプ
ロジェクトの一つが、「ブカレスト早期介入プロジェ
クト：Bucharest Early Intervention Project （以下、
BEIP）」である。
ルーマニアでの児童保護の改善に向けて、潮目

と速度が大きく変わっていったのが2001年とされ
ているが、その同じ年に開始されたのが、まさし
くBEIP である。
BEIPは、アメリカ合衆国の精神医学や心理学

などの専門家（主としてNelson, Fox, Zeanahの3
名が中心）のリードと、アメリカ合衆国の財団によ
る経済的支援の下で、2001年から開始された。当
時の国営施設のうちの6つの施設に入所していた
乳幼児6～31ヵ月（平均22ヵ月）を対象として、そ
のまま施設での養育を継続する「通常施設群」
と、BEIPのために開発された里親養育システムに
て教育・訓練・サポートを受ける里親が養育する
「里親養育群」の2群にランダム化割り当てを行い、
さらに、統制群（施設養育の経験の無い子どもた
ち）を加えた比較により、里親養育による介入効果
を縦断的に検証する研究デザインを構築したのが
BEIPである（BEIPの詳細な研究デザインについて
は、Zeanahら（2003）などを参照のこと）。
以下に紹介するBEIPの各研究における“養育
者”とは、子どもの養育形態によって以下を意味す
る。統制群や途中で施設や里親から家庭復帰をし
た場合には「実親」、里親養育の場合には「里親」、
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施設養育の場合には「当該の子どもにいつも対応
をしており良く知り得ている養育担当者、または
当該の子どもが一番気に入っている養育担当者」で
ある。
BEIPでは、開始時（ベースライン）、30ヵ月（2

歳半）時点、42ヵ月（3歳半）時点、54ヵ月（4歳半）
時点、8歳時点、12歳時点にてIQ、言語発達領域、
社会情動領域、脳の構造・機能領域、精神病理
の症状の発現などについて、多くの測度を指標と
して評定を施し、前述のように、群間の比較検討
をして、里親養育の介入効果等を検証している。
以下では、BEIPの膨大な研究成果のうちの一
部を概観しつつ、人生早期における心理社会的デ
プリベーションの後年における影響や、安定愛着
のbuffer機能について考えてみたい。

（2）乳幼児期の安定愛着と精神病理：30ヵ月のケア

      の質、媒介要因としての42ヵ月の安定愛着、

      54ヵ月の精神病理症状との関連

McGoronら（2012）は、30ヵ月時点の養育の質
が及ぼす54ヵ月時点の精神病理症状等への影響
力には、42ヵ月時点の安定愛着の質が媒介してい
ることを見出している。30ヵ月時点での養育の質
は、子どもと各養育者との自然場面での90分間の
関わり行動を撮ったビデオに基づき、養育者の（子
どもの状態や欲求への）感受性、子どもの発達を
促す刺激の提供、子どもに対する肯定的な見方、
（逆転項目として）無表情やデタッチメントについ
て4段階で評定されている。42ヵ月時点の愛着の
質は、幼児用ストレンジ・シチュエーション法によ
る愛着パターンの分類、及び子どもの愛着安定性
に関する9段階評定により得点化を施している。精
神病理的症状や愛着障害については、養育者へ
の面接を通して得られた情報により評定している。
評定は、「外在化障害（反抗挑戦性障害・素行障
害など）」、「内在化障害（不安障害や鬱病）」、「反応
性アタッチメント障害／反応性愛着障害」、「脱抑制
型対人交流障害／反応性愛着障害・脱抑制型」等
についてなされている。結果として、30ヵ月の養
育の質の高さは42ヵ月の安定愛着を予測しており、
介入（平均22ヵ月時に開始）から平均して1年足ら
ずの期間での養育の質の改善が3歳半の安定愛着
に寄与するという結果が、早期のデプリベーション
児にも認められた。また、愛着の安定性は54ヵ月

時点での精神病理の多様なフォームとの関連を示
しており、全ての精神病理や愛着障害の測度との
間に有意な負の相関が認められた。さらに、媒介
分析とブートストラップ法による間接効果の検定の
結果、30ヵ月時の養育の質と54ヵ月時の精神病
理との関連には、42ヵ月時の愛着の質が媒介し
ていること、換言すれば、「2歳半の養育の質の高
さは、3歳半での愛着が安定している場合に、4歳
半での精神病理や愛着障害を抑止する可能性が
高い」ということが実証された。このことより、人
生早期から深刻なデプリベーションを経験してい
る幼児においても、（他のタイプの子どもの発達支
援と同様に）支援的介入は養育者との安定愛着の
形成に焦点を当てることが意味を持つことが見出
された。換言すれば、発達精神病理に対する安
定愛着のbuffer機能に焦点を当てることが、この
ような子どものレジリエンスを高めることが示唆さ
れた。

（3）里親養育による介入効果

乳児期のデプリベーションを経験した子どもに
とって、愛着の安定性形成のため最も適切な介入
の一つは、里親養育への委託である。前述のよ
うに、BEIPでは里親養育の介入効果を検証する
ために、里親群と通常施設群のランダム化比較を
行っている。
McLaughlinら（2012）らの研究では、女児の

場合、里親群では、介入前（ベースライン；平均
22ヵ月）の安定愛着パターン（22.7％）と42ヵ月時
点の安定愛着パターン（63.3％）の比率に有意な
差が認められて安定愛着が著しく増加したのに対
して、通常施設群の場合には介入前が23.8％に
対して42ヵ月時点が12.1％であった。これに関連
して、54ヵ月での内在化障害の罹患率は里親群
（13.3％）が通常施設群（48.3％）に比して有意に
低いことが認められた。他方、男児の場合には、
里親群と通常施設群のこのような差は認められな
かったが、しかし、養育者との間に安定愛着を形
成している男児は、そうでない場合よりも有意に
不安、抑うつなどの内在化障害の症状は少ないこ
とが認められた（前述のMcGoronら（2012）の結
果に一致している）。また、外在化障害の症状に
ついては、里親群と通常施設群との間に有意な
差は見出せず、介入自体の効果は認められない結
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果となった。
女児の場合、家庭的な養育環境でのケアが養
育者との安定愛着の形成を促進し、それによって
不安や抑うつの症状や内在化障害への病理の発
現が抑止された結果となったが、男児では異なる
結果となり、里親養育への介入が子どもの精神保
健に及ぼす効果には明確な性差が認められた。こ
のことより、里親との愛着の形成力や、形成に適
する時期に女児との違いがあることが推測される。
男児と女児において、介入時の非組織・無方向型
愛着（D型愛着）の比率や行動問題、（それまでの）
施設ケア、および42ヵ月時点での各自の養育者の
ケアの質や応答性にも差異が無かったにもかかわ
らず、男児の養育者の方が「子どもへの関わりや
情緒的に関わりを形成することの難しさ」を示して
いたという報告もあり、男児の場合、早期の愛着
形成を促す援助的介入においては女児とは異なる
対応や援助が求められるのかもしれない。

（4）里親養育の2タイプ：「MFC」と「GSFC」

BEIPにおけるランダム化比較研究では、前述
のように里親養育による支援的介入群と施設養
育群、及びコントロール群（人生早期からの施設
養育経験の無い子どもたち）の比較をすることによ
り、デプリベーション児が里親養育に委託されるこ
とによって発達が促進されることの効果について
縦断研究を実施している。当初の里親養育は、ア
メリカの専門家と財団等による支援のもとで教育
訓練をうけたルーマニアのソーシャルワーカーが、
ブカレストの地で里親のリクルート、教育訓練およ
び継続的支援などを担当し、アメリカの研究者の
支援により里親ネットワークや里親支援チームが
作られた。マッカーサー財団による支援を受けて
の実現であることより、マッカーサー里親養育（以
下、MFC）と呼ばれている。
MFCでは、里親は、委託を受けた後から子ど
もが54ヵ月になるまで、専門家（ソーシャルワーカー
や心理士）による継続的なスーパービジョンを受け
ており、介入の初期は24時間いつでも電話相談を
することができたり、定期的な訪問を受けて励ま
しや助言を得ることができた。また、子どもの挑
戦的・反抗的な行動に対する限界設定や、望まし
い行動に対しては褒めるなどの親側に求められる
具体的な対応への援助を得たり、子どもにとって

予測可能で一貫した個別的対応と温かい環境づく
りや「自分の子どもであるかのような関わり」を奨
励され、これらのことは、子どもと里親との安定
愛着の形成と、そのための質の高い里親ケアの維
持を最重要な目的としていることに由来している。
加えて、ソーシャルワーカーたち自身も、アメリカ
の専門家よる定期的なスーパーバイズの体制が整
えられていた。
しかし、その後、（BEIP開始当初には存在しな

かった）ルーマニアの自治体主導の公的な里親養
育の形態（以下、GSFC）が加わり、実際には、
MFCとGSFCの2つの里親養育の形態が混在し、
BEIP開始時には通常施設群にランダム化割り当て
されたうち少なからずの子どもたちやMFC群の子
どもの何人かは、GSFCに委託変更されているこ
とが報告されている。
過去の独裁的政権下において、ルーマニアで

は、ある時期、ソーシャルワーカーらの養成教育
が全くなされていなかった背景があり、自前の（自
国で教育訓練を受けた）ソーシャルワーカーや心理
士が不足することに伴い、当然のことながらGSFC
の里親へは限定的な知識や支援しか提供され得
ない。また、GSFCでは、「将来、他所への委託変
更や、実親との家庭復帰がなされた場合の“ダメー
ジ”にならないように、子どもにはあまり愛着形成
しないようにしている」ことも報告されている。さら
に、里親を教育・支援する側のソーシャルワーカー
自身は、何ら、（アメリカなどの専門家による）より
高次のスーパーバイズや訓練を受ける機会を有し
ていない。
同じ「里親養育による介入」といっても、以上

のように、BEIPの本来的な支援的介入はMFC
なのであり、MFCとGSFCとでは、子どもへのケ
アの質や安定愛着形成の可能性、精神病理への
buffer機能など、多くの点で異なると言える。

（5）2つのタイプの里親養育が及ぼす精神病理症状

　　への影響の違い

それを踏まえて、MFCとGSFCの養育群の子ど
もを比較検討した結果、MFC群の女児は内在化
障害やADHDの症候がGSFC群の女児よりも有意
に少なく、また、ADHDの症候については、男児
でもMFC群の方が少ない傾向が認められた。し
かし外在化障害について、男女ともに2つの里親
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群間の差は認められなかった（Tibuら, 2014）。
一般的には、ADHDは生得的な脳機能の問題
に由来するものと概念化されているが、最近の研
究では、ネグレクトや虐待を経験した子どもたち
にも高比率で確認されており、ケースによっては、
脱抑制型対人交流障害／反応性愛着障害・脱抑
制型との鑑別が難しく、しばしば重複診断がされ
ることが指摘されている。また、ネグレクトなどの
デプリベーションの経験を有する子どものADHD
様の障害と、そのような経験を持たない子どもの
ADHDの発達障害とは、神経生物的基盤の違い
も指摘されている（例えば、友田ら, 2016など）。
デプリベーション児の示すADHD症状が、幾分
かは人生早期の不幸な養育環境での経験に由来
するものであるのならば、質の高いケアを一貫して
提供することは、幾分かのbufferとして機能する
結果となるのかもしれない。
以上のことより、強調すべきことは、（施設養育

に対する）里親養育自体の優位性ではなく、質の
高いケアが一貫性・持続性をもって提供されるこ
との優位性であると言える。

（6）外在化障害の予測因としての“遺伝要因”と

　　“愛着の質”の組み合わせ

BEIPにおいては、不安や抑うつなどの内在化
障害に対しては（性差はあるものの）質の高い里
親養育の介入効果が実証されてきてはいる。しか
し、反抗挑戦性障害や素行障害など外在化障害
に対しては、さほど介入効果が検証されていない
結果となっている。
Humphreysら（2015b）は、神経伝達物質であ

るセロトニンの伝達や量の調整（セロトニントラン
スポーター：5HTTLPR）に関わる遺伝子の多型 と
愛着の質に交互作用により、外在化障害の症状を
予測できる可能性について報告している。従来の
研究より、5HTTLPR遺伝子多型には、S型とL型
の二つの組み合わせにより、SS型、SL型、LL型
が同定されている。
結果として、SS型遺伝子を有する子どもの場合
に、42ヵ月時点での非定型愛着（非組織/無方
向型愛着（D型愛着）など）は54ヵ月時点での外
在化障害の症状を最も高め、逆に定型愛着（組
織化された愛着パターン）の場合には外在化障害
の症状が最も低いことが実証された。（BEIP以

外の）最近の他の研究においても、SS型で不安
定愛着タイプの青年は攻撃性と敵意性の高さを
示すのに対して、SS型でも安定愛着タイプの場合
には攻撃性・敵意性は低いことが検証されており
（Zimmermannら, 2009）、外在化障害などの精
神病理には愛着の質や遺伝的要因など単一要因の
“主効果”の優位性（有意性）よりも、「愛着の質と
遺伝子型のバリエーションとの交互作用によって後
年の精神病理が予測される」ことが指摘される。
他方、他の遺伝子型であるSL型やLL型の場合

には、外在化障害の症状は相対的には中程度で
あり、かつ、42ヵ月時点での愛着の質と外在化障
害の高低との間には有意な関連は認められなかっ
たことが報告されている。
結論として、BEIPの対象児のうちで、5HTTLPR

の遺伝子SS型の子どもが非定型愛着を形成した
場合に、反抗挑戦性障害や素行障害を示す症状
が最も多いこと（障害の程度が最も高いこと）より、
幼児期の発達精神病理の発現には、遺伝的要因
と環境要因（特に養育の質・愛着の質）の交互作
用が寄与することが確認され、さらに、人生早期
のデプリベーションを経験した子どもたちに対する
援助的介入としては、やはり早期の安定愛着の形
成と維持が最重要であることが強調される。

（7）長期にわたる支援的介入の本質：思春期前半

　　までの養育の stability の重要性

① stable里親群とdisrupted里親群
 　Humphreysら（2015a）は、BEIPの対象児
110名について12歳時点でのフォローアップ研
究をしている。Diagnostic Interview Schedule 
for Children 4th（DISC-Ⅳ）に基づき、各児の
養育者に対して（子どもの行動特性等を尋ねる） 
構造化面接を施行し、得られた情報に基づき内
在化障害、外在化障害、ADHDの症状につい
てスコア化をし、これらを統制群（一度も施設
養育経験の無い子ども）49名と比較検討してい
る。結果として、統制群に比較して、BEIP対
象児群は、12歳時点での内在化障害、外在化
障害、ADHDの症状が有意に多く（DISC-Ⅳの
スコアが高く）、全体として見るのならば、人生
早期のデプリベーションは、その後、思春期が
開始する段階になっても、なお、リカバーし得
ないという結果となる。
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 　ところで、BEIPのデザインは、前述のように、
通常施設群と里親群とのランダム化比較による
介入効果（里親養育による発達の促進効果／問
題行動や精神病理の抑止効果）の検証であり、
これら2群及び統制群を合わせた3群の比較検
討がなされている。しかし、実際には、前述の
ようにプロジェクトの途中時期から、BEIPの里
親養育（MFC）とは別にルーマニアの自治体主
導の公的な里親養育（GSFC）が加わり、それ
に伴う措置変更や里親（GSFC）への委託によっ
て、子どもたちは当初の養育の場から移動し、
BEIP開始時のランダム化割り当ては実際には崩
れている。

 　このために、Humphreysら（2015a）は、里
親養育群を2群に大別している。それらは、介
入当初（平均22ヵ月時）からMFCでの一貫し
た里親家庭で養育されてきている【stable里親
群】と、養育の一貫性と持続性が途絶されてい
る【disrupted 里親群】であり、【disrupted里親
群】の子どもの具体的な例は、国内での養子縁
組、里親養育後の家庭復帰、施設からGSFC
への委託、里親から施設へ再入所などが挙げら
れ、いずれも、質の高いケアの個別性、一貫性
と持続性が維持されることなく、養育の場が移
り変わっている。

 　このようにして、Humphreysらは、最終的
には、通常施設群、stable 里親群、disrupted 
里親群、統制群の4群間において、12歳時点
での精神病理の症状と障害の罹患率を比較検
討している。その結果、内在化障害の症状に
ついては、stable 里親群はdisrupted 里親群及
び通常施設群に比して有意に低レベルであり、
また、女児においては統制群と同程度であり、
さらに男児においては統制群よりもstable 里親
群の方が低レベルであることが見出された。外
在化障害の症状についても、stable里親群は
disrupted 里親群に比して低レベルであり、特
に女児の場合には統制群と同程度に低かった
が、disrupted 里親群は通常施設群よりもスコ
アが高かった。男児の場合にはstable里親群
はdisrupted 里親群との差はさほど認められず、
養育のstabilityの効果はさほど見出されない結
果であった。最後にADHDの症状については、
通常施設群、stable里親群、disrupted里親群

の3群間に差は無く、いずれも、統制群に比較
して有意に高いスコアを示していた。つまり、
ADHDについては、男女ともに、介入効果、お
よび養育のstabilityの効果はさほど認められな
かった結果となった。早期のデプリベーション
の経験を有していても、その後の養育の改善に
より、行動問題や精神病理的症状が低減・緩
和したとしても、なお、多動や不注意の症状は
残りやすいということが、他の研究からも報告
されている。また、被虐待経験を有する人の多
動や不注意と、そうでない人のADHDとでは異
なる神経生物学的基盤を持つことや、前者は後
者に比して経過が悪いこと等が指摘されている
（友田, 2016）。このことより、AHDH様の症
状については、児童期、思春期、青年期の各
段階における別次元の検討やケアの質が問われ
るのかもしれない。

 　しかし、いずれにしても、結論としては、長
期にわたる援助的介入に重要なのは「養育の
stability」であることが指摘できる。

②養育のdisruption と愛着の障害
 　同様にしてHumphreysら（2017）は、BEIP
の介入が12歳時点での愛着の障害の2タイプで
ある「反応性愛着障害」と「脱抑制型対人交流
障害」に及ぼし得る抑止効果について検証して
いる。結果として特筆すべきことは、介入効果
に寄与していたのは、里親養育への委託時の
子どもの月齢ではなく、むしろ、“養育形態や養
育環境が変わることによって子どもが養育の途
絶をこれまでに何回経験したか”や“（12年間の
中での）施設養育の時間割合”が、思春期前
半の愛着の障害の様態を有意に予測していたこ
とである。換言すれば、「質の高い里親養育の
一貫性（BEIPの場合には、MFCにおいて実現
されている養育の“stability”）が、愛着の障害
を低減する」ことが、思春期前半においても実
証されたということである。

 　また、Vanderwertら（2016）は、里親養育
が及ぼす12歳時点での脳波の活動性への効果
について報告している。結果として、里親養育
群、特に質の高いケアを提供している“stable 
里親群”が、通常施設群やdisrupted 里親群
に比べて、アルファ帯域、シータ帯域、ベータ
帯域における活性の改善を示していることが見
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出され、この研究においても“質の高い養育の
stability”が脳の活動を高めることに効果的に
機能することが実証された。

【まとめ：関係性における個別性・一貫性・連続性】

　愛着研究者のボウルビィによる第二次世界大戦後
からの数々の発信や提言は、当時と同様に、現代に
おいても鋭い指摘と深い示唆を与えてくれる。多く
の指摘の内で、最も要となることの一つは、子ども
の心身の発達における「養育の個別性、一貫性、持
続性の重要性」である。大舎制の施設では、その
実現は限定されるが、問題は、「施設か里親か」と
いうような形態の問題以上に、養育担当者（や里親）
の質の高いケアの個別性、一貫性と持続性の保障
が重要であることは言うまでもない。現代の先進国

では、かつてのルーマニアの劣悪な施設養育に見る
惨状は皆無であるにしても、それに代わり、親によ
る虐待の深刻化、および代替養育としての里親養育
や社会的養護をめぐる問題に直面している。ボウル
ビィの提言は、今ではあまりにも自明過ぎて新鮮な
響きがないせいか、さほど注目されないかもしれな
いが、しかし、人生早期の不適切な養育による発達
のリスクを低減・緩和するための発達支援は「安定
愛着の形成と維持」に収斂される。
我が国で、社会的養育に関する新しいビジョンが

提示された。ビジョンが、真に子どもたちの健全な
発達とwell-beingを実現するためにも、「質の高いケ
アの一貫性と持続性」ということに、今いちど、留意
することが望ましいと考える。

Ⅱ. ドイツにおける体罰禁止と子どもの心理的発達について

（1）ドイツにおける親権の概念と子どもへの懲罰

1896年に制定されたドイツ民法における「親
権」は、ローマ法の家長権の伝統に基づく“父権”
を意味するものであり、支配統制的な権限を有す
る。したがって、懲戒権も含まれ、「父親は教育権
に基づき、子どもに相当の懲戒手段を用いること
ができる」ことが明文化されており、子どもへの身
体的・精神的な被害が著しく危険でない限り、体
罰を行っても、親自身には「虐待」という認識は無
かったと考えられている（和田, 2003）。戦後、男
女同権により、母親も父親と同等の親権者として
位置づけられ、さらに、1957年の民法改正（1958
年施行）では「親の懲戒権」は削除されたが、これ
は、懲戒権の濫用を戒めるための意味合いであ
り、実際には、家庭教育の中での「体罰」は（しつ
けの範囲内という限りにおいては）慣習的には認
められていた（和田, 2003）。

（2）配慮権と体罰の禁止

1979年の民法改正（1980年施行）の「親の配慮
の権利の新たな規制に関する法律」において、従
来の支配的な意味合いを持つ「親権」は廃され、
「配慮権」へと変わった。このことは、自立した
個人として成長する子どもを保護・補助する親側
の義務に重きを置く方向への転換を象徴してい
る。さらに、この配慮権法は、1997年に「屈辱的
な教育的処置、特に身体的ならびに精神的虐待

は許されない」と規定されるに至る。
ヨーロッパ全体の動きにも連動して、2000年に

施行された民法の改正では「教育からの暴力の排
除と子の扶養法の改正に関する法律（暴力排除
法）」によって、子どもは、暴力によらない教育を
受ける権利を有するのであり、体罰や精神的侵害
および屈辱的な対応は許されないことが法制化さ
れた。この法律により、親は、家庭教育（しつけ）
において、体罰を与えることは禁止されたが、罰
則化だけでなく、親への予防教育や（体罰をしな
いように怒りをコントロールできるような）援助プロ
グラムも同時に設けられ、家庭内の葛藤や紛争に
対して暴力を用いずに解決できるような支援も伴っ
ていた。

（3）体罰が与える子どもへの影響

ところで、子どもの頃の親からの頻繁な体罰は、
後年の攻撃性を高め、非行や反社会的行動に繋
がる可能性は多くの研究によって指摘されている。
体罰を含む理不尽なほどの親の厳格な関わり

は、子どもの自尊心や自己効力感の発達を阻止す
る。しかし、低い自尊心や無力感の補償として、
子どもは強い者（体罰をする親）に同一化し、力に
よる支配を対人スキルとして取り入れる傾向が高
い。結果として、学齢期における仲間への攻撃性
の高さ、思春期・青年期における非行や反社会的
行動問題へと結びつくこととなる。
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さらに、厳格な家庭教育の域を超え、頻繁な体
罰（暴力の濫用）による子どものコントロールは、
子どもの対人スキルの学習を限定し、そのような
子どもは他者と関わる術として暴力しか知らず、葛
藤解決の手段として暴力を用いることを適切な手
段と考えるようになる。成人後は、自分の子ども
や伴侶に対しても、コントロールの手段として暴力
を用い、それを当然と考えることは、「暴力的コント
ロールの世代間連鎖」が反映していると言える。
また、厳格体罰が、さまざまな精神疾患のリス
クになることも、多くの研究により実証されてい
る。最近では、MRIを用いて脳の形態的・機能的
な変質を調べた研究から、子どものときの長期間
の継続的な厳格体罰（身体的虐待）は、脳の前頭
前野を委縮し、衝動や感情、思考のコントロール
の不全、集中力や認知機能の低下が生じることが
示唆されている（Tomodaら, 2009）。さらに、厳
格体罰の経験者は、成長後にさまざまなトラウマ
反応を引き起こすリスクも高く、身体的な痛みの
みならず、心の痛みも容易には癒されにくいこと
が報告されている（友田, 2012）。

（4）厳格体罰を与える親の特性

このような厳格体罰等を与える親の特性として、
子どもが望ましくない行為をした場合に、過剰に
不当評価を下して敵意を向ける傾向が指摘されて
いる 。また、子どもの失敗の原因は「子どもの至
らなさや怠慢（子ども側の負の要因）」によるので
あり、他方で子どもの成功や達成については「子
ども（の努力や良さ）ではなく、それ以外の環境
要因のお蔭」と捉える傾向があることが、多くの
先行研究により指摘されている（例えばDaddsら, 
2003）。そして、このような原因の捉え方（原因帰
属）の歪曲は、親の精神病理やストレスの高さより
も、より一層、子どもへの虐待を予測する大きな
要因であることが認められている。同様に、加害
親の「子どもへの非現実的な過剰期待」が虐待の
予測因であることも指摘されている（後述）。

（5）暴力排除法施行後のドイツにおける体罰の激減

ところで、スウェーデンなどの北欧を初めとして、
ヨーロッパの多くの国々では親の体罰が法律で禁
止されており、ドイツでは、前述のように、体罰を
禁止する法律が2000年に施行されている。

この法律以降、歴史的に父権的性質の親権が
強かったドイツでも、養育における非暴力、つまり
“体罰から対話への重視”へと、家庭教育の価値
観が大きくシフトしており（Bussmann, 2004）、さ
らに、しつけとしての体罰が激減していることが検
証されている。
Baier（2008）は、ドイツにおける暴力排除法（体

罰の禁止）の施行前後を比較する縦断研究（1998
年から2005年）において、親から体罰を受けなかっ
た子どもの比率が、13歳未満の場合には41％から
52％に、13～14歳の場合には57％から67％に増
加し、法律によって親による体罰が抑止されてい
ることを見出している。
同様にして、Bussmann（2004）も、12～18歳の

約2,000名のドイツの子どもを対象として、親から
の体罰の経験についての1992年と2002年のイン
タビュー調査を比較している。結果として、「顔をぴ
しゃりとたたく」が81.2％から68.9％、「強くひっぱ
たく」が43.6％から13.9％、「棒のようなもので足を
何度も叩く」が41.3％から4.8％、「あざができるほど
何度も叩く」が30.6％から3.2％へと、特に深刻な
体罰については激減していることが見出された。
法律施行直後の結果としてこのような劇的な変化
が見られたことより、17～18年を経た現在では、
しつけとして正当化する親側の厳格体罰は、かな
りの程度、抑止されていることが推測される。
しかし、このようなBussmannの研究で留意す

べき点が挙げられる。確かに体罰という身体的暴
力は激減したが、その分、「テレビの視聴の禁止」
が66.8％から71.5％、「外出の禁止」が64.1％から
68.9％、「お小遣いのカット」が34.5％から38.9％、
「口をきかない」が36.8％から43.6％、「どなる」が
52.2％から57.2％へと増えているという結果が得
られており、つまり、体罰が減少した分、何らか
の罰や暴言で統制する方略は残存、または微増し
ていることが認められた。
心理的な支配・統制（懲らしめ）や過度の暴言

は心理的虐待を意味する。このことに関連して、
前述のように、虐待的な親の認知特性として、子
どもに対する「非現実的な過剰な期待」や子ども
の違反行為を著しく悪く捉える「不当評価」が指摘
されている（例えば、Azar ＆ Rohrbeck, 1986）。
子どもの発達段階や状態を度外視した、極めて非
現実的な要求を子どもに課し、できなかったときに
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「できるはずなのにわざとやらない」「なぜ、できな
かったのかをきちんと説明できない」と捉え、厳し
い叱責や暴言、心理的罰を与え、且つ、これらが
長期間にわたり継続する場合、それは、心理的虐
待を意味する。
「幼児期の早期から、自立（自律）を促す」ドイ
ツの子育て文化は、本来的には、自立のために必
要な“自由”を与え、幼い時から個性を尊重し、子
どもの自己主張や自己決定を尊重するという価値
観に支えられているものと考えられる。しかし、前
述のBussmann（2004）の研究における、18歳以
下の子どもを持つ約2,000名の親を対象としたイン
タビュー調査では、暴力排除法施行後も、約17％ 
の親は厳格体罰や心理的な罰をしつけの方略とし
て継続しており、54％の親は、ぴしゃりと叩く程
度はたびたびしつけの方略として用いていることが
報告されていた。もちろん、これは、体罰防止法
の施行直後の調査であり、現在では、親の体罰
や心理的な懲らしめは減少し、「養育における非暴
力」という価値観は、多くの親や子どもたちにより、
共有されていることが予測される。しかし、「幼児
期早期から自立（自律）を促す」というドイツの子育
て文化が、子どもに発達段階以上の自立を望み、
過剰な期待を課すときに、（体罰が禁止されている
分）暴言や心理的な懲らしめにいたるリスクは無い
とは言えない。
今回の海外研修においても、「子どもの虐待は、
貧困などの社会経済的な背景以外」に、「むしろ、
中流家庭で、“顕在化しないかたちで”行われている
可能性が高い」ことを、複数の訪問先で聞いた。
子どもへの教育に熱心であるあまりに、早期から
の自立を促進し、「強い子ども」を目指すドイツの親
たちの一部に、親子間の葛藤の高まりや紛争のリ
スクが推察される。
duRivageら（2015）は、ドイツ、ルーマニア、オ
ランダ、ブルガリア、リトアニア、トルコのヨーロッ
パ6ヵ国の6～11歳の子どもと親を対象とした大規
模な調査を実施している。対象児数は、ドイツが
471名、ルーマニア1,121名、オランダ671名、ブル
ガリア1,004名、リトアニア1,112名、トルコ578名
の総計約5,000名であり、各国の学校から1クラス6
名ずつ、1つの学校で48名ずつを国内の複数の学
校から無作為に抽出している。子どもたちに対し
ては、精神病理的症状について、外在化障害（反

抗挑戦性障害、行為障害、ADHD）、及び内在
化障害（不安や鬱など）の症状の有無に関する質
問を施している。親や教師にも、子どもの情緒的
問題、多動や不注意、素行上の問題、仲間関係
の問題、向社会的行動などを質問している。
加えて、親に対しては、体罰（ぴしゃりと叩く、

平手でたたく、殴るなど）をどのくらい行っている
のかについても質問している。
全体の結果として、親の体罰の頻度と子どもの

精神病理的症状は緊密に関連しており、親の体罰
が頻繁であればあるほど、外在化障害（行為障害
やADHDなど）および内在化障害（不安やうつ）、
仲間関係の問題や情緒的問題が有意に高くなるこ
とが実証された。
さらに、親の体罰が法律上で禁止されていない

国（リトアニア、トルコ）は、禁止されている国（ド
イツ、ルーマニア、オランダ、ブルガリア）に比較し
て、より多くの体罰を子どもに与えていることが見
出された。前者の2国は、「たびたび体罰を与えて
いる」親が12～13％だったのに対して、ドイツとオ
ランダは3％であったことより、法律による抑止力
の効果が明らかであることが認められる（その後、
リトアニアは、2017年に子どもへの暴力禁止の法
律が施行されている）。
ただし、ここで留意すべきこととして、親の回

答率が挙げられている。ドイツは、対象者数が一
番少ないにもかかわらず、親からの回答率は59％
であり、6ヵ国中、オランダに次ぎ低かった。他
国の親の回答率は、リトアニア87％、ルーマニ
ア80％、ブルガリア72％、トルコ63％、オランダ
45％であった。duRivageら（2015）は、このことに
関して、「回答率が低い国が、体罰率が低い」とい
う数字は、過少報告の可能性があり、また、親か
らの回答率の低さには、何か他の要因があること
を示唆している。
しかし、いずれにしても、子どもへの暴力を禁

止した2000年の法律施行後、ドイツにおける体罰
は激減したことは揺るぎのない事実であり、親子
関係においても相互のコミュニケーションが図られ
る方向にあることが示唆されている（Bussmann, 
2004）。

（6）日本の課題

Hillsら（2016）は、暴力（身体的、性的、心理
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的）を受けたことのある子ども（2～17歳）の比率に
ついて、ヨーロッパ地域は低く、アジア地域が高
いことを世界各国の研究のメタ分析により指摘し
ている。日本を含むアジア諸国の多くは、子ども
への暴力を全面的に禁止する法律は整備されて
いないのに対して、ヨーロッパ諸国は高い比率で
法的整備がされている（2017年現在、世界で53ヵ
国が、子どもへの暴力を禁止する法律を整備して
いる）。
世界保健機関（WHO）は、2018年2月に、「世界

で2～17歳の子どもの2人に1人に当たる約10億人
が暴力や虐待被害に遭っていることが推定され
る」と発表し、「子どもの5人に1人以上が身体的虐
待、3人に1人が心理的虐待を経験している」とみ
なしている。
WHOは、今後の指針として、体罰禁止などの
法的整備や、親への予防教育や支援を挙げている。
日本についても、児童虐待への対策として、子
どもへの暴力を全面的に禁止する法的整備、及び
親への予防教育の充実が求められると考える。

【まとめ】
　今回の視察で、ドイツの青少年施策が「強い権利
を持った強い子どもと若者をつくる」ことにあること
を知った。
　個の尊重を基盤とし、幼児期早期から子どもの自
立を促すドイツの伝統が、子どもへの一切の暴力を
廃して親子間のコミュニケーションを重視するとき、
そこには、真の意味での「強い子ども」が育まれる。
　日本の近代化がそうであったように、現代におい
ても、ドイツを模範として学ぶべきことが多くあるこ
とを、今回の研修で再確認できた。

　自動車と言えば、メルセデス・ベンツをはじめ、ドイツ車にはかなわないが、日本車
では個人的には、ホンダが気に入っている 。
　ところで、ホンダの最近のCMのcatchcopyは、【あらゆるボーダーを超えてゆけ】
である。ボーダー（境界、壁）を超える挑戦は、リスクを伴うが故に、人は誰しも戸惑う。自分が変わるこ
と、異種を受け入れるがゆえに侵襲されることの恐怖のために、結局、様々なもっともらしい理由をつけて、
従来の自分（たち）の内に安住する。
　自我同一性（アイデンティティ）の確立は、人格発達の上では、青年期の重要な発達課題であるが、しか
し、人格の“成熟”のためには、異質なるものを受け入れ、共存する在り方を探索することが求められる。同
様のことが、社会の“成熟”にも言えよう。
　1987年、英国のアーチスト、デビッド・ボウイは、ボーダー（ベルリンの壁）を超え、西ベルリンから東側
にスピーカーを向けて、自由と東西の共存を呼び掛けた。それから、2年後、ベルリンの壁は崩壊し、互いの
ボーダーを超えた。
　そして近年、ドイツは、移民・難民の受け入れという“新たなボーダー”を超え続けている。多文化社会の
実現には、今後も、失敗から学び直す社会的実験の時間を必要とするのだろう。
　翻って、島国である我が国にとり、【あらゆるボーダーを超えてゆく】国家としての試みは、意識の上からし
て、かなり難しいかもしれない。しかし、我々、一人ひとりが、心の内なる“ボーダー”（こだわりや心的防衛）
を超えて、他者と未来に開かれて行ければ、いつか、何らかのかたちで可能になると思う。たぶん、きっと。

（久保田　まり）

Berlin
コラム

GermanyGermany

ベルリン、歩きながら考えたことベルリン、歩きながら考えたこと
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子どもの虹情報研修センター 研究部長
特別講師　川松　亮

1. ルーマニア社会点描
日頃は縁の少ない東欧の国ルーマニアの首都ブカ
レストまで、中継地のフランクフルトから飛行機で2
時間、私たち研修生は不安と期待を抱きながら到着
した。治安に関する心配な事前情報を持ちながら歩
いた首都の街は、「昭和の団地」を彷彿とさせる古び
た雰囲気を漂わせていた。車が道の両側にびっしり
と駐車されている中を野犬が歩いている光景に、こ
の国がヨーロッパの中では後進国に位置付けられて
いることを頷かされた。ただ、かつて「東欧のパリ」
といわれた中心部の街並みは、風格ある建物が並
び、きれいに整備されていた。
1989年にチャウシェスク政権が崩壊し、ルーマニア
の政治・経済改革が始まった。その後の経済混乱期
を経て、2007年のEU加盟を目指してさまざまな制度
政策が整備されていった。現在では経済成長率5％、
失業率6％（いずれも2016年、日本外務省ウェブサイ
トのルーマニア基礎データから）の水準となっている。
主要産業は農業を始めとした第一次産業であるが、
石油などのエネルギー産業も盛んである。ひとり当
たり名目GDPは9493.42米ドルであり、190ヵ国中68
位となっている（2016年IMF、なお日本は38882.64
米ドルで22位である）。子どもの貧困率は最も高いグ
ループに属し、2016年のユニセフの資料では24.3％
である（図5参照）。人口の2％とされるロマ人は、社
会的な差別を受けたり低所得階層が多くなっている。
視察中に訪れた高級住宅街のショッピングモールは
巨大であり、貧富の格差の大きさを感じさせられた。
共産党政権であったためか、医療や教育は無料と
なっている。ただ、官僚主義の名残があって汚職が
未だにはびこっていると通訳のフロリン・ポペスク氏
から説明があった。首都ブカレストと農村部では社
会状況が大きく異なり、農村部では現在も父権が強
く、家事育児は母親がするものという意識が強いと
のこと。一方ブカレストでは共働きが多く、保育の場
が少ないとのことであった。小学校が半日で終わり、
子どもの誘拐も多いため、保護者は子どもの送迎に
手を取られているとポペスク氏は語っていた。

2. ルーマニアにおける児童福祉システム
     （43 ページから52ページに詳述）
ルーマニアの児童福祉行政は、国・県及びブカレ

スト市の区（全国に47）・市町村（全国に約3,600）
の三層になっている。国では労働社会司法省の傘
下にある児童保護及び養子縁組局（ANPDCA）
が、法律制定や規則の決定などを行っている。41
の県とブカレストの6区には社会福祉・児童保護局
（DGASPC）が置かれており、社会福祉に関する広
域の業務を担っている。要保護児童対策はこの県・
区局（DGASPC）が担当している。市町村は在宅支
援や予防サービスを主に実施している。子どもを家
庭から分離しなくてよいように支援を行うことが基本
となっている。
県・区局は1997年に設置され、里親（マターナル・
アシスタント）の募集や研修・委託後支援あるいはレ
ジデンシャルサービス（入所施設）の監督や入所児童
の支援を行っている。民間団体と連携したサービス
提供も行っている。
代替的養護に関しては、かつては4省に管轄が

分かれていた国営入所施設が、地方分権化の中で
1997年に各県・区に移譲された。また、ルーマニア
で里親養育が開始されたのは1998年である。現在
の国の方針は、大規模施設を2020年までに廃止し
て小規模施設と里親養育にすることであり、EUから
資金を受けてプロジェクトを展開している。小規模
施設は定員12～16名のファミリータイプの施設だが、
農村部では子どもが7～8人の家族は多いため、12～
16名は多くはないと政府担当者が述べていた。その
他、高校生・大学生年齢にはソーシャルアパートとし
て、数人の子どもが生活するタイプの施設が用意さ
れている。
要保護児童対策については、2004年に「子ども
の権利の保護及び促進に関する法律」（2004/272号
法）が制定されて整備された。日本に比べて進んで
いる点は、国連子どもの権利条約批准が1990年と
早いこと、1994年には国際養子縁組に関するハーグ
条約を批准し、2004年には体罰禁止が法制化され
たことであろう。EU加盟に向けた条件として子ども

ルーマニア・ドイツの児童福祉は今どうなっているか

Ⅰ. ルーマニアの児童福祉
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の権利擁護施策の充実が求められ、1997年ころか
ら急ピッチで整備されたことがうかがわれる。なお、
2004年には養子縁組に関する法律も制定しており、
国際養子縁組を原則的に禁止している。
2004年272号法では児童福祉の対象者を18歳未
満としているが、教育を受けている限り26歳まで支
援を受けられる。教育を受けていない場合も、自立
した生活を開始するための支援が必要な場合、18歳
を超えて2年間まで支援を受けることができる。
社会福祉の専門職については、共産党政権下で
ソーシャルワークや心理学の大学が閉鎖され、人材
が乏しかった。1990年にこれらの大学教育が復活
し、1994年に初めての社会福祉専門職（ソーシャル
アシスタントと呼ばれる）が卒業した。現在ではソー
シャルアシスタントと心理士が県・区局の要保護児
童対策を担っており、その他に、ソーシャルワーカー
と呼ばれる高卒資格で一部の業務を担うスタッフが
いる。施設で支援にあたる養育者には、エデュケー
ターと呼ばれる大学卒業の教諭/指導員と、教育業
務の補助を行うソーシャルペアレントと呼ばれるケア
ワーカーがいる。

3. ルーマニアの要保護児童対策
ルーマニアにおける要保護児童対策としての代替
的養護は三つの方向性に分かれる。すなわち、親族
や知人が養育する場合、里親（マターナル・アシスタ
ント）に措置する場合、レジデンシャルサービス（入
所施設）に措置する場合の三つであり、これらが3分
の一ずつの件数となっている（46ページ表4）。県・
区局が調査して方針を決定する。
ルーマニアは総人口約1,987万人であり、18歳未満
人口は約373万人である（ルーマニア国立統計研究
所、2015年1月1日現在）。それに対して、代替的養
護の子どもは、レジデンシャルサービス（施設入所）
の子どもが18,901人、ファミリータイプサービス（親
族等養育及び里親）の子どもが37,688人（2017年6月
30日現在、児童保護及び養子縁組局（ANPDCA）
ウェブサイトのDATE STATISTICEから）となってい
る。代替的養護の子ども数は18歳未満人口比で約
1.5％となり、日本の施設入所・里親委託等児童の
18歳未満人口比約0.2％（2015年）と比べるとかなり
高い。
背景として棄児の多さがあげられるようであった。
ブカレスト第1区局でのインタビューでは、保育所を

直営し養護目的で入所させているとのことだったが、
そのことで子どもの遺棄を防ごうとする意図があると
語られた。セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニアへの
視察でも、子どもの遺棄を予防することが課題とし
て大きく取り上げられていた。遺棄の態様としては、
出産病院における遺棄が多いようであるが、一方で
EU加盟後の農村部ではイタリアやスペインへの出稼
ぎが多く、そのために子どもを置いていく事例が見ら
れるとのことであった。
なお、要保護児童は警察と連携して対応し、特

に身元の分からない子どもについては警察の手順に
従って対応している。また、県・区局の方針に保護
者が不同意の場合や、14歳以上の子どもが不同意
の場合は、措置の決定を裁判所が行う。要保護児
童対応の優先順位は、まずは家庭で生活できるよ
うにすることだが、措置の場合の優先順位は、親族
等による養育、次に里親、そしてファミリータイプの
施設、空きがなければ従来の施設という順序である
と政府担当者は説明された。（これらの比率につい
ては、46ページ表4）
措置後は6ヵ月でアセスメントをして、家族が改善

したら家庭復帰が第一優先であると述べられた。こ
の他、県・区局では養子縁組の業務も行っている。
里親（マターナル・アシスタント）は給与を支給され、
公務員として位置付けられているのがルーマニアの特
徴である。資格はないが、60時間の研修を受けて認
定される。里親（マターナル・アシスタント）委託だけ
ではなく、親族等の養育にも手当が給付されており、
県・区局による定期的なモニタリングや援助を受けて
いる。里親委託を含めて、このモニタリング期間や
再アセスメント期間は日本の児童相談所に比べて短
い周期となっている（51ページ）。なお、ルーマニアで
は2歳未満は施設入所措置をとれないこととなってい
る（常に医療観察が必要な子どもは例外）。
ルーマニアの要保護児童対策の概要を図示すると

以下のようになるだろう。
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相談・通告
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●図1　ルーマニアの児童保護の流れ

¡Mariela Neagu「各国の現状把握 ルーマニア」『平成26年度厚生労働省児童福祉問題調査研究事業 

社会的養護制度の国際比較に関する研究 調査報告書 第3報』2016.7月

¡オヴィジュ・ガブリオヴィッチ「ルーマニアにおける児童のための入所型養護：中東欧における児童保護

改革のモデル」マーク・E.コートニー、ドロータ・イワニーク著 岩崎浩三、三上邦彦監訳『施設で育つ

世界の子どもたち』筒井書房、2010年

¡ルーマニア児童保護及び養子縁組局（ANPDCA）ウェブサイト
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1. 児童福祉を取り巻くドイツの社会状況
（1）移民・難民の受け入れとドイツ社会

私たち研修生がベルリンに入った日は、ドイツ
総選挙が行われたまさしくその当日であった。ホ
テルのテレビをつけると、各党の代表者が一堂に
会し熱い討論が繰り広げられていた。メルケル氏
が率いる与党キリスト教民主同盟が第1党になった
とはいえ議席数を大幅に減らし、一方で、難民受
け入れに反対し反ユーロを掲げる新興の右派政党
「ドイツのための選択肢」が躍進した選挙であっ
た。難民受け入れを積極的に行ってきた現政権が
維持されることになったものの、国内の世論は割
れていることが感じられた。同年に欧州各国で行
われた選挙結果と同様の傾向が、ドイツにおいて
も見られたのである。
視察の中では連邦政府の児童福祉担当官から
の話を聞く機会があった。その際にとても印象に
残ったのが、この難民問題について熱く語られる
姿であった。担当官は、難民が人間的に開花でき
る条件を整備すると語られ、保護者を伴わない未
成年の難民への支援や難民施設における子ども支
援などを積極的に進めていることに触れられたの
である。そして、ドイツにおける民主主義を発展さ
せるため、民主主義の理解を広め、これに反する
右翼的な動きを予防する事業に大きな予算をかけ
ていることも述べられた。選挙結果が出た後での
訪問であったが、担当官の情熱を込めた語り口に
感銘を受けるインタビューであった。移民や難民の
受け入れとその社会統合は、現在のドイツの児童
福祉を考える上でも重要なファクターであることが
感じられた。
ドイツの憲法に当たるドイツ連邦共和国基本法
には、「政治的に迫害されるものは庇護権を有す
る」という他国に見られない難民の保護規定があ
る。この規定の背景には、第2次世界大戦時のナ
チス政権下で多くの人が迫害され、国外で生き延
びることができた経験から、迫害によって保護を
求める人を守ることはドイツの責任であるという人
道的な理由があるとされる1。また、経済的背景と
しては、移民労働者を積極的に受け入れてきた歴
史がある。本研修の通訳を担った後藤氏の話では、
西ベルリンは西ドイツ国内から孤立していたために

労働力が不足し、トルコからの移民労働者（ガスト
アルバイター）を積極的に受け入れ、そのために今
ではベルリン市が第2のイスタンブールと呼ばれて
いるとのことであった。1950～60年代に受け入れ
たガストアルバイターやその家族が、1980年代以
降に定住可能となる措置が取られたことも移民の
増加に影響している。さらに2000年代に入ると、
少子高齢化や人口減少へ対応するため、労働力と
して移民・難民を受け入れる政策が実施された。
今では、ドイツ国民の約20％が移民・難民の背景
を持つと言われている2。
1990年代にはユーゴスラビア紛争により難民が

多く入国し、1992年には43万人を受け入れたが、
2010年代に入るとそれを上回る難民がシリア・イラ
クを始めとした中東・アフリカ諸国から流入する。
2015年は100万人に達したとも言われている。研修
中にベルリン市内を歩いた印象は、世界中の人種・
民族が混在して暮らしているということであった。
一方で、路上や駅で物乞いをする人の姿を見かけ
るなど、生活に困難を抱えた人々が存在すること
も感じられた。
視察訪問先のどこに行っても、こうした移民・

難民をドイツ社会に統合しようとする努力がなされ
ていることが語られた。具体的な取り組みでは、
ドイツ児童保護連盟ベルリン支部のKITA（保育園
のこと）におけるドイツ語習得の支援（96～97ペー
ジ）など、ドイツ社会に適応して自立する力を身に
つけることを目指し、異文化共存を目指しながらも
ドイツへの社会統合を図る支援が意識的に行われ
ていたのである。

（2）東西ドイツ統合後の社会状況

1990年の東西ドイツ統一後は、旧東ドイツ側へ
の支援のために財政が悪化し、経常収支は赤字
に陥るなど、ドイツは一時的に厳しい経済状況に
立たされた。しかし1999年のユーロ導入後に経済
が好転し、今では失業率の低さ、経常収支の黒字、
財政の健全性など好調な経済を維持している。そ
のため、EU諸国内では「ひとり勝ち」と言われる
ほどである。このことは移民・難民の多さにもつな
がっている。
ところで今回訪問したベルリン市は、同一市内

Ⅱ. ドイツの児童福祉
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で東西ドイツが統合された唯一の自治体である。
街を歩いていても、もともと東西どちらの地域で
あったのかは言われなければ気づかない。しかし
通訳の方の話を聞くと、旧東ドイツ地域の方で経
済階層が低い傾向があり、地域の状況にも違いが
残っているとのことであった。

図2を見ると、ドイツにおけるひとり親家庭や事
実婚家庭の割合が高いことに気づかされるが、と
りわけ旧東ドイツ地域でその比率が高いことがわ
かる3。旧西ドイツ地域に比べて、旧東ドイツ地域
の家族関係の相違を見ることができる。旧東ドイ
ツにおいて、女性の労働が進展していたことや、
旧西ドイツでは、母親が育児をするという男女役
割分担意識が強かったことなどが背景にあると思

われる。
保育施設については、もともと旧東ドイツの方

が整備が進んでいた。東西統一後は旧西ドイツ地
域でも保育の充実が図られることになるが、一方
で旧東ドイツでの保育士資格は東西統一後には
有効とされず、再度保育士資格を取得する必要が
あった。社会福祉制度を旧西ドイツのものに合わ
せる一方で、もともと旧東ドイツで進んでいた側面
もあり、これらをミックスしながら現在のドイツ社
会が形成されてきていることがわかる。

（3）ドイツの家庭状況と家族政策

ドイツでは出生数の減少が早く、1972年には旧
西ドイツで少子化が社会問題として認知されてい
る4。それを補ったのが前述のガストアルバイターを
始めとした移民である。旧東ドイツでは、東西統
一後に急激に出生率が低下し、2000年以降はドイ
ツ全体で低い出生率が継続して、現在では日本と
ほぼ同じ水準となっている。ただ、2015年の難民
大量流入により、合計特殊出生率が高水準になる
ことを想定した対応も求められている5。
ドイツではキリスト教の家族観が残存していた

が、近年では多様な家族形態やライフスタイルが
見られるようになっている。また、旧西ドイツでは
伝統的な母親責任による家族観が強かったが、
現在では女性の労働力化に伴い、職業と家庭生
活の両立支援が政策課題となっている。1992年
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●図2　子どもの家族形態（2015年）

（「Familienreport2017」ドイツ連邦家族・高齢者・
女性・青少年省ウェブサイトから）
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資料：1959年までUnited Nations“Demographic Yearbook”等、1960年以降はOECD Family database（2017年5月更新版）
　　　及び厚生労働省「人口動態統計」を基に内閣府作成。
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●図3　合計特殊出生率の国際比較（平成29年版内閣府少子化社会対策白書から）
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には育児休業法が改正されて、育児休業の期間を
3年とし、両親による交替取得を認めた。2000年
代に入ってからは「持続可能な家族政策」を掲げて
次世代育成を中心とした政策へと転換した6。
例えばメルケル政権下の2007年には、従来の
「育児手当」に替えて「両親手当（Elterngelt）」
が導入された。これにより育児休業中の所得損
失分の67％が補てんされる制度となったが、そ
れに合わせていわゆるパパ・クォーター制度が
導入されたのである。すなわち14ヵ月の「親時間
（Elternzeit）」が保障され、そのうちの2ヵ月間は
主たる親休暇の取得者以外の親（通常は父親）に
のみ権利を与えた。このことにより、2014年に生
まれた子どもの父親の育児休業取得率は34.2％と
なったのである7。
ドイツ連邦政府家族・高齢者・青少年・女性省
では数年おきに「家族報告書」を公表しているが、
2011年の「第8次家族報告」では家族時間政策を打
ち出している。これは職業と家庭生活の両立を推
進することで、生活の質と満足度を高める方策とさ
れ8、例えば「家族にやさしい企業」を定着させて、
新しい労働時間モデルを構築することや、育児負担
の軽減による質の高い労働力確保を目指している。
児童手当等については80ページで触れている
が、日本よりも金額が大幅に高く、支給年齢の幅
も広い。また、こうした家族支援が所得に関わら

ず普遍的に実施されていることもドイツの特徴であ
ろう。公立学校は大学まで全て無料であり、医療
費は保険加入が義務付けられており、加入者は医
療費が無料となる。
図4で家族関係社会支出の対GDP比率を見る

と、ドイツはヨーロッパの他の国に比べれば低い
が、日本やアメリカよりも高い比率で確保されてい
ることがわかる。

（4）子どもの貧困

ドイツ連邦政府によるレクチャーでは、子どもの
貧困の課題が取り上げられた。ドイツにおいても
子どもの養育における貧困と格差の問題が注目さ
れている。
図5に見るように、ドイツは日本に比べて子ども

の貧困率が低くなっているが、それでも約7％の子
どもが相対的貧困の下に暮らしている。なお、図5
ではルーマニアの子どもの貧困率の高さと格差の
大きさが目立っている。ドイツ連邦政府担当官への
インタビューでは給付の拡充を重点施策として挙げ
ていた。そのこともあってか、図6に見るように社
会移転効果は日本よりもはるかに大きい。2011年
には「教育と参加パッケージ」が新たに開始され、
様々な手当てに加えて種々の現物給付が行われて
いる。具体的には、給食費・学用品代・遠足代な
どが給付されている10。

日本

資料：国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」（2013年度）
　注：1. 家族関係社会支出…家族を支援するために支出される現金給付及び現物給付（サービス）を計上。
　　　　 計上されている給付は以下のとおり（国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」巻末参考資料より抜粋）。
　　　　　　児童手当：給付、児童育成事業費等
　　　　　　社会福祉：特別児童扶養手当給付費、児童扶養手当給付諸費、児童保護費、保育所運営費等
　　　　　　協会健保、組合健保、国保、出産育児諸費、出産育児一時金等
　　　　　　各種共済組合：出産育児諸費、育児休業給付、介護休業給付等
　　　　　　雇用保険：育児休業給付、介護休業給付
　　　　　　生活保護：出産扶助、教育扶助
　　　　　　就学援助・就学前教育：初等中等教育等振興費、
　　　　　　就学前教育費（OECD Education Database より就学前教育のうち公費）
　　　2. 日本は2013年度、アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデンは2011年度
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●図4　各国の家族関係社会支出の対GDP比率（平成28年版内閣府少子化社会対策白書から）
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しかしそれにもかかわらず、施策がいまだに不
徹底であることが指摘されている。労働市場の解
体やひとり親家庭の増加などに社会の制度が十分

対応できていないと言われていて11、家族政策の
再評価がなされており、ドイツの今後の対応が注
目される。

順位 国　名 相対的所得ギャップ こどもの貧困率（中央値の50％）
1         ノルウェー 37.00 4.5
2　      アイスランド 37.76 6.4
3　      フィンランド 38.34 3.7
4　      デンマーク 39.54 4.8
5         チェコ 39.62 6.3
6　      スイス 39.64 7.0
7　      英国 39.94 9.3
8　      オランダ 40.64

41.21
5.7

9         ルクセンブルク 13.0
10 アイルランド 41.49 6.9
11 オーストリア 41.87 9.6
12 ドイツ 43.11 7.2
13 フランス 43.95

44.75
9.0

14 オーストラリア 9.3
15 韓国 45.74 8.0
16 スウェーデン 46.23

46.52
9.1

17 ニュージーランド 11.0
18 キプロス 47.19 9.1
19 スロベニア 47.29 8.3
20 マルタ 48.21 14.5
21 ハンガリー 48.34 15.0
22 ベルギー 48.41 10.1
23 ポーランド 51.76 14.5
24 カナダ 53.19 16.9
25 スロバキア 54.21 13.7
26 クロアチア 54.59 14.8
27 リトアニア 54.81 17.8
28 エストニア 55.55 12.4
29 トルコ 57.07 22.8
30 米国 58.85 20.0
31 チリ 59.03 26.3
32 ラトビア 59.66 16.3
33 ポルトガル 60.17 17.4
34 日本 60.21 15.8
35 イタリア 60.64 17.7
36 スペイン 62.62 20.2
37 イスラエル 64.58 27.5
38 ギリシャ 64.69 22.3
39 メキシコ 65.00 24.6
40 ブルガリア 67.01 23.1
41 ルーマニア 67.08 24.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

平均より下 平均 平均より上 2008年

6
81
0
1
2
1
8
1
8
1
8
1
9
2
2
2
4
2
4
2
4
2
6
2
7
3
1
3
3
3
6
4
0
4
0
4
3
4
3
4
4
4
5
4
6
4
8
5
0
5
0
5
2
5
3
5
3
5
4
5
5
5
8
6
1
6
4
6
5
6
6

メ
キ
シ
コ

イ
ス
ラ
エ
ル

ル
ー
マ
ニ
ア

カ
ナ
ダ

ギ
リ
シ
ャ

米
国

日
本

ブ
ル
ガ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

ポ
ル
ト
ガ
ル

イ
タ
リ
ア

ポ
ー
ラ
ン
ド

マ
ル
タ

ラ
ト
ビ
ア

エ
ス
ト
ニ
ア

リ
ト
ア
ニ
ア

ス
ロ
バ
キ
ア

ク
ロ
ア
チ
ア

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

チ
ェ
コ

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
ロ
ベ
ニ
ア

フ
ラ
ン
ス

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

キ
プ
ロ
ス

ス
イ
ス

英
国

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

デ
ン
マ
ー
ク

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

平均（2014年）：37.5％

（％）

注：子どもの貧困率の削減幅は、社会移転前後の子どもの貧困率の差異。
　  子どもの貧困率は、中央値の60％を基準に算出。出典：図1.1参照

●図5　各国の所得格差の順位表9 （ユニセフイノチェンティ研究所レポートカード13「子どもたちのための公平性　
　　　  先進諸国における子どもたちの幸福度の格差に関する順位表」2016年）

●図6　各国の社会移転による子どもの貧困率の削減幅（ユニセフイノチェンティ研究所レポートカード14「未来を築く　
　　　  先進国の子どもたちと持続可能な開発目標（SDGs）」2017年）
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2. ドイツ児童福祉の基本理念
（1）「親権」概念

ドイツの児童福祉は、ドイツ連邦共和国基本法
の下、民法（BGB）と社会法典第8編（SGBⅧ：児
童・青少年援助法とも呼ばれる）を基本的な法規
として実施されている。
ドイツにおける父母の権利義務規定には特徴が
ある。まず父母の権利については、ドイツ基本法
第6条第2項で「子の監護および教育は、両親の自
然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せら
れた義務である。その実行については、国家共同
社会がこれを監視する。」と規定されている。子の
養育の第一次的責任は父母にあるとされ、国家に
よる介入は慎重になされるべきことが示されている
のである12。
1957年には「男女同権法」制定とともに民法が
改正され、懲戒権が削除されていることは注目に
値する。
1979年に民法の大改正があり、この改正で「親

権」概念が廃止された。すなわち、「親権」（elterliche 
Gewalt）という用語がなくなり、「親の配慮」
（elterlichen Sorge）という用語に替えられた。父
母は子のために配慮する権利を有し義務を負うこ
ととなったのである。あわせて親の配慮権の濫用
に関する民法第1666条が改正され、「子どもの福祉
の危険（Kindeswohlgefährdung）」に対して裁判
所が介入し、必要な措置を行うことができる規定と
なった。さらには第1666条aが新設されて、子の分
離や親の配慮権の剥奪は、公的援助などの方法
では危険を回避することができない時に限り許容
されることが示された。この二つの条文が要保護
児童対策での司法関与の根拠となっている。親の
配慮権の制限の態様は、多様であり段階的である。
なお、ドイツにおいても児童保護の体制強化の
ために特別法（児童保護法案）の提案が2009年に
なされたが、社会民主党の反対により実現してい
ない13。配慮権者と児童保護機関とのパートナー
シップや子育ての社会的協働を基調とする社会法
典第8編の精神から、特別法への懸念や抵抗があ
るとされている。
その後も民法の改正は継続され、2000年には
体罰等の暴力禁止規定が、2002年には子どもに
暴力行為等を行う親を家族の住居から退去させる
規定が定められている。

（2）「子ども」の定義と「子どもの福祉の危険」概念

社会法典第8編では、「子ども」を3つに区分して
規定している。すなわち、児童（Kind）は満14歳
未満の者、青少年（Jugendlicher）は満14歳以上
で満18歳未満の者、若年成年者は満18歳以上で
満27歳未満の者を言う。ドイツにおいては、支援
が必要とされる限り26歳まで広く法の対象範囲と
なっている。日本においては施設退所後のアフター
ケアが課題となったり、18歳以降の自立の困難さ
が指摘されるものの、児童福祉法上の支援が届け
にくい仕組みになっている。しかしドイツの場合は
年齢対象が広いために、そうした課題に対応する
ことが可能となっているのである。日本の今後の
制度検討のうえで参考にすべきであろう。
ところで、ドイツにおけるリスクの範囲は日本の

「子ども虐待」の概念と異なり、対象者をより広い
概念でとらえている。それが「子どもの福祉の危
険」概念である。その意味内容としては、虐待と
ネグレクトのみではなく、父母間に葛藤がある状
態や親子間の葛藤、不登校や摂食障害、非行、
発達障害など、幅広く子どもの養育上の課題を対
象としてとらえている。

（3）家庭支援の重視と子ども及び保護者による

      参画の保障

児童保護機関は上記のような幅広い支援対象
に対して、専門的な支援を実施している。その際
に準拠する法規が、1990年に制定された社会法
典第8編であるが、法律名に象徴されるように「援
助」が重視されている。これは、家庭内での父母
による養育が優先され、国家の介入は補充的に行
われるという理念があるためである。その背景とし
て、ナチス政権下で国家が家庭に支配的に介入し
たことへの反省がある。
子どもは、自己の発達に対する助成と教育を

受ける権利を有し、自ら相談、助言を受ける権利
を有する。これもまた戦前の国家体制に対する
批判から生まれてきた原則である。この子どもか
らの要請に対して、児童保護機関である青少年局
（Jugendamt：日本の児童相談所に当たるがより
広い業務を行っている）が援助を実施する。なお、
子どもが援助を要請するのであるから、子どもが意
見を聴いてもらう権利や支援計画への参加の権利
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が重要視され、法上に明確に規定されている。
一方で親についても、その援助要請に基づいて
青少年局が援助を実施するという構造になってい
る。これは、青少年局からの介入により関与が開
始した場合も同様である。したがって、青少年局
が在宅での支援が可能と判断すれば、親が青少
年局に援助の申請をして援助の給付が行われる。
また、在宅では危険と判断したにもかかわらず親
が納得しない場合には、青少年局は裁判所の判
断のもとに緊急保護を行う。そして青少年局は、
子どもの分離や親の配慮権の制限が必要と考える
場合で親の納得が得られない場合に、民法1666
条及び1666条aに基づき裁判所の判断を要請する
のである。いずれにせよ、親の援助要請に基づい
て支援が始まることから、ここにおいても親の支
援計画策定への参加が重視されており、その権利
が法上に明記されているのである。
ドイツにおける要保護児童対策の基本は、介入
よりも支援を重視することだとの評価がある14。こ
の点では、アメリカやイギリスが構築してきた虐待
対応システムとは異なる側面をドイツに見ることが
可能であると思われる。日本における今後のシス
テムを検討する上では多様な方向性を探求する必
要があり、ドイツの仕組みがどう機能しているのか
をさらに深めて調べていく必要性を感じる。

（4）裁判所との協働

ドイツの児童福祉においては、子どもの保護に
ついて青少年局と裁判所に共同責任があるとされ
ている。民法では、裁判所が職権で子どもの福祉
を守るための措置をとるように規定されている。
青少年局から介入の要請があると、裁判所は事例
ごとに必要な範囲で親の配慮権を制限し、制限し
た事項についてその権利を保護人に移譲する。保
護人には通常青少年局の職員が選任される。この
場合も、青少年局などの公的援助では子どもの危
険を回避できない場合に限り、配慮権が制限され
る。選任された後見人や保護人が養育援助の申請
を行って、援助が実施されることとなるのである15。
一時保護における裁判所の関与については後
述するが、ドイツの裁判所との協働関係は日本の
仕組みとは次元が異なっており、日本における今
後の仕組みを検討する上で大いに学ぶ必要性を感
じる。

（5）民間団体との協働

ドイツの国家的な原則の一つが「補完性の原
理」である。これは、連邦政府と地方自治との関係
における地方自治の優先（自治体ができることに
連邦政府は介入しないという原則、これもナチス体
制への反省から生まれている）として現れているが、
民間団体と行政との関係においてもこの原則が基
本とされている。すなわち、民間団体ができること
には行政は基本的に介入せず、民間団体による取
り組みが優先される「民間優位の原則」である。
今回の視察では多くの民間支援団体を訪問し

たが、いずれも多くのスタッフを擁して活発な活動
を展開していた。全国に支部を置いて展開してい
る団体もあった。これらの団体は、学生の取り組
みから端を発したもの（88ページ）や、移民・難民
のルーツを持つスタッフが取り組みを開始したもの
（100ページ）など、強い問題意識から発展してき
ていた。そして青少年局と連携して支援が必要な
家庭に関与していた。
その際に、家庭からの子どもの分離が必要と判

断される場合は、青少年局が責任を負っていた。
また、民間団体の活動資金は、多くを青少年局か
らの委託費で賄われていた。行政は民間団体に
活動を委ねるだけではなく、財政的にもそれをバッ
クアップしていることがわかる。
これらの民間団体のインタビューでは、非常勤ス

タッフが多いことが印象に残った。財政的には必
ずしも潤沢とは言えないのであろう。日本に比べ
てドイツは寄付文化が根付いているが、行政から
の委託費用が必ずしも高くないという説明もあり、
資金調達には苦労があるものと思われる。
それでも、どの訪問先のインタビューでも熱意と

取り組みへの意欲を強く感じた。日本では現在、
行政主体の支援から民間団体に支援を委託してい
こうとする動きが始まっている。しかし日本の民間
団体は多くはなく、全国的な展開をしている団体
はほとんどない。ドイツとの歴史的・宗教的な背
景は異なるものの、ドイツにおける民間団体の取
り組みを参考にして、日本における民間団体と行
政との連携協働のあり方を探っていく必要がある
と感じた。
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（6）ソーシャルペダゴジーの考え方

ドイツでは児童福祉は「教育への援助」
という概念でとらえられており、これはヨーロッ
パ大陸諸国で普及しているソーシャルペタゴジー
（Sozialpädagogik）の理念を反映したものである。
この理念は教育と福祉を横断する考え方であり、
その担い手がソーシャルペダゴーグ（社会教育士
Sozialpädagoge）と呼ばれる、総合大学で養成さ
れる専門職である。
児童養護施設も社会法典第8編では「施設教
育」と記載されており16、福祉領域に「教育」の概
念が統合的に使用されている。日本においては、
教育と福祉の縦割りシステムの弊害が指摘され、
そのはざまに落ち込んだ子どもたちの問題が「教
育福祉論」として取り上げられてきた歴史がある
が、ドイツでは両者が理念として統合されている
ものと思われる。
視察における訪問でも、民間団体と学校とが連
携した取り組みとして、学校に民間団体が出かけ
て実施する支援や、学校の教員が保育所などに出
向いて共同で行う支援などが紹介された。学校と
福祉がスムーズに連携協働できていることが印象
に残った。日本では学校と福祉現場の連携が進
みにくい現実があるが、この面でもドイツの取り組
みから学ぶことは多いと感じる。

3. ドイツ児童福祉システムの実際
（1）援助の種類

社会法典第8編では、援助の種類を4類型あげ
ている。すなわち、①家庭内教育の助成、②昼
間保育施設と昼間保育者の下にいる児童の助成、
③教育援助、④心的障がいを有する児童少年の
ための援助である17。児童保護に関連する施策は
③の類型に当たる。
これらの相談援助サービスを決定する児童福
祉行政機関18は、群や市に設置されている青少年
局である。そして上記の援助サービスを直接給
付するのは、ほとんどの場合に民間団体（freier 
Träger）であり、青少年局と連携して活動し、必
要な活動費は契約によって青少年局から支出され
る。
児童保護に関する青少年局の任務は、①教育
援助としての支援的な援助給付サービス提供と②
ドイツ連邦共和国基本法第6条第2項でいう国家の

「監視人としての職務」の遂行とされる19。②は具
体的には、一時保護や家庭裁判所手続、未成年
後見や施設運営許可などがあげられる。
①の教育援助（Hilfe zur Erziehung）は多岐に

亘り、大きく通所型援助と入所型援助に分けられ
る。ここでErziehungとは「能力を引き出し伸ばす」
意20であり、日本語の「教育」概念よりも広く、「養
育」の意味も含まれている21。ドイツの教育と福祉
が統合された概念の反映が見られる。また、親の
請求により開始されることや当事者参加による援
助計画作成が行われることは前述のとおりである。
まず通所型援助をできる限り手厚くし、子ども

を家族から分離しない援助が実施される。この中
には、デイグループ教育という援助類型があり、
日中の一定時間を施設に滞在し、家庭で充足され
ない世話の提供や学校教育の補習、社会的行動
の育成、相談やセラピーなどを行う。朝食・夕食
の提供やシャワーなどの援助もあるという22。日本
での居場所づくりの取り組みに通じるものがある
が、これを公的に保障しており、在宅での生活を
維持できる重要な資源になっていると感じられる。
また、社会教育的家族援助（Sozialpädagogische 

Familienhilfe）という援助類型があり、家族全体
を対象としてヘルパー派遣等を行うことにより、父
母の教育能力を向上させ、家族間のコミュニケ―
ションを促進し、家族全体の生活改善をすること
で、子どもの家庭外措置を防ぐことを目的としてい
る。対象家庭は、貧困、低学歴、劣悪な生活環境、
ひとり親、多子世帯、親の依存症などがあげられ
るそうである。日本での養育支援訪問事業等によ
る支援に該当すると思われるが、より広い対象に
実施されている。
入所型援助としては、大きく里親養育とハイムで

の教育（施設養護）とがある。また、集中的な個
別の社会教育援助（Intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung）という類型があり、売春、アル
コール・薬物依存、摂食障害、ホームレス、暴力
傾向など深刻な問題を抱えている少年や若年成年
者に住居を提供して、専門家が付ききりで世話を
する援助となっている23。日本でいう児童自立支援
施設に近いだろうか。
以上の援助実績（2016年）を年齢別に表1に示

す。参考に、日本の2016年度における代替的養護
児童数を表2に示す。
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表1に見るように、里親委託と施設養護では、
施設養護数が若干多いが（両者の合計に対する里
親委託比率は43.7％となる24）、11歳以下では里
親委託数が大きく上回っている。また、18歳以上
の家庭外教育援助数の多さに注目したい。施設養
護では、外国出身家庭の子どもが多いことにも気
づかされる。
視察の事前研修における髙橋由紀子氏の講義

によると、2015年にはハイムまたは集中的な個別
の社会教育援助が約25％増加し、特に少年と若
年男性の増加率は約46％だった。しかも、入所開
始数に占める「移民背景を持つ少年と若年男性」
の割合は約62％に上ったとのことであった。難民
大量流入の影響がここにも表れていると思われる。

（2）里親と施設（ハイム）における支援

社会法典第8編第34条では、施設教育の目的に
ついて、「日常の経験と教育学的および治療的サー

ビス提供とを結びつけることで、児童並びに青少
年の発達を助成するものとされ、これは子どもの
年齢と発達状況、ならびに出生家庭における教育
条件改良の可能性に応じて、
①家庭への復帰を試みるか、または
②他の家庭での教育を準備するか、または
③相当長期間にわたって設定された生活形態を提
供し、自立した生活を準備するものとし、教育
と職業ならびに全般的な生き方の問題で助言を
受けかつ支援されるものとする。」としている25。
この条文に見るように、優先順位を家庭での養

育、里親、施設での養育としているが、里親に優
先して養子縁組が挙げられているわけではなく、
また施設における集団を活用した教育的意味を見
出しているのが特徴である26。
ドイツにおいても70年代の学生運動に端を発し

た脱施設化の動きがあったが（83ページ）、現状で
は英米のように里親中心となっているわけではな
い。ただ、施設教育はコミュニティベースで小規模
化されており、グループホームか分散ホーム化され
ている。また、機能別に多様化もしている。入所
期間は短期化しているが、一方で中長期にわたる
施設養護が一定の割合で行われている27。
視察では、連邦政府と州の青少年局で里親と

施設に関する今後の方向性について質問した。
どちらでも同様の見解が述べられたのだが、里親
は重要な支援であるものの、多くの課題を抱えた
子どもは里親養育で限界に達することが多いこと
や、里親はもともと教育や保育の専門家ではない
こと、里親ドリフトが見られることなどが語られた。
その上で、里親を選ぶか施設を選ぶかは子どもの
状況によるのであり、政府では施設養護の改善を
図っていることが説明された。
具体的には、施設教育を担う保育士の教育の

改善、施設に対する監視機能を高め、施設の保
護機能を高めること、施設の建物自体を子どもに
見合った形にしていくことの3点が挙げられた。施
設の監視機能としては、入所している子どもや若
者が施設内でのことを容易に報告できること、監
督機関が施設内に目を光らせてフォローできること
だとされた。また、最も効果的な保護は施設の保
育士が良い教育を受けることだと述べられたので
ある。
また、州青少年局のインタビューでは、3歳まで

●表2 日本における2016年度の代替的養護入所・委託
児童数及び年度末在籍児童数（厚生労働省2016
年度福祉行政報告例から筆者作成）（児童福祉施
設入所数は乳児院・児童養護施設・児童心理治療
施設・児童自立支援施設の合計、里親等委託数は
里親とファミリーホームの合計）

総数 里親等委託 児童福祉施設入所

新規入所・委託児童数 10,762 2,061 8,701

年度末在籍児童数 38,250 6,546 31,704

●表1　2016年12月31日現在における家庭外教育援助数

年齢、その他 合計 デイグループ
教育

 他家族での
 フルタイム
 ケア（里親）

 ハイムで
 のケア

集中的な個
別の社会教
育援助

 合計 190,804 15,960 74,120 95,582 5,142

 1歳未満 1,512 25 1,210 277 ―

 1～2歳 5,885 106 5,004 775 ―

 3～5歳 13,497 219 10,642 2,636 ―

 6～8歳 22,310 3,651 13,037 5,622 ―

 9～11歳 30,601 7,458 13,200 9,824 119

 12～14歳 32,650 3,543 12,439 16,191 477

 15～17歳 59,618 958 13,869 42,532 2,259

 18～20歳 46,262 (23,131) 4,225 16,746 2,160

 21歳以上 3,200 (1,600) 494 979 127

 18歳未満 166,073 15,960 69,401 77,857 2,855

 18歳以上 49,462 24,731 4,719 17,725 2,287
片親または両親
とも外国出身 71,372 4,902 17,717 46,088 2,665

家族で主に使う
言語がドイツ語
以外

50,591 2,255 7,873 37,906 2,557

（ドイツ連邦統計局（Statistisches Bundesamt）ウェブサイトの 
Kinder-Jugendhilfe in Deutschland、2018年1月19日閲覧）
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は里親が適切とされる一方で、里親が減っている
ことを課題として挙げていた。また、思春期以降
の子どもには集団での生活が適していることや、
子ども自身も施設を選択する場合が多いことが述
べられた。ドイツにおける代替的養護の考え方は
日本の実情に合っているという印象を持った。今
後の日本における代替的養護を検討する上で、ド
イツの動向が参考になるものと考える。

（3）一時保護

日本のような虐待対応のための特別法はドイツ
にはないが、2004年に社会法典第8編が改正され、
子ども虐待が疑われる場合の青少年局の対応が
強化された。
まず同法に第8a条が新設され、子どもの福祉の
危険の疑いがある時に、青少年局は調査し、子ど
もが家庭の援助により保護される方が良いのか、
民法第1666条、第1666a条により家庭裁判所の介
入で保護される方が良いのか、危険の考量を行わ
ねばならないこととされた。そして社会法典第8編
第8a条第3項では、青少年局は家庭裁判所の活動
が必要と考えるときは、家庭裁判所に対して職権
の発動を喚起しなくてはならないと義務付けられ
た。さらには、裁判所の判断を待つことができな
い時に、青少年局は児童もしくは少年を一時保護
する義務を負うとされた。それ以前は青少年局が
一時保護する権限が法制上明確ではなかったが、
この改正で明確に権限が付与されることとなった。
同法第42条第1項では、青少年局は以下の場合
に児童もしくは青少年を保護する権利を有し、か
つ義務を負う、としてその場合が例示されている。
「1. 児童もしくは青少年が保護を求めるとき、も

しくは
  2.児童もしくは青少年の福祉にとっての差し
迫った危険が保護を必要とし、かつ

    a） 身上配慮権者が異議を唱えないとき、
         もしくは
    b） 家庭裁判所の判断を適時に得ることができ
         ないとき、もしくは
 3. 外国人の児童もしくは外国人の青少年が付
き添いなしにドイツにやって来て、かつ、身
上配慮権者も教育権者も国内に滞在してい
ないとき」

と規定されている28。

そして同条第3項では、危険の度合いの評価の
結果、子どもの福祉の危険が存在しない、または
身上配慮権者もしくは教育権者が危険を回避する
ことができる場合には、これらの者に子どもを引
き渡すこととなり、子どもの福祉の危険が見込ま
れるにもかかわらずこれらの者の意向と対立する
場合には家庭裁判所の判断を仰がなければなら
ないとされている。
このように、ドイツの一時保護は、青少年局の

判断による緊急保護を認めつつ、その判断に裁判
所が関与する仕組みを確立している。
図7はドイツにおける緊急保護の件数推移であ

る。2015年に大きく増加したのは、難民の大量流
入が関係しているのではないかと推定される。ま
た、表3は緊急保護の内訳であるが、年齢が高い
ほど件数が多いことや、男子が女子を大きく上回
る点に日本と異なる状況が見られる。また、片親
または両親が外国出身の件数が71.9％を占めてい
ることも特徴である。なお参考に、2016年度の日
本における一時保護受付件数を表4で示す（日本
の統計では年齢区分が異なっている）。
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●図7 ドイツにおける予備予防的措置対応数（緊急保護）の推移
（ドイツ連邦統計局（Statistisches Bundesamt）
ウェブサイトのKinder-Jugendhilfe in Deutschland
データから筆者作成）
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ドイツにおける緊急保護は援助計画策定までの
期間となる。ベルリン州へのインタビューでは30日
以内とされており、その期間に引取りか代替的養
護かを決めなければならない。しかし実際には30
日を超えてしまうことがあるとのことであった。ま
た、一時保護ホームで保護されるのが通例であり、
アセスメント機能は青少年局から民間団体に委託
されている29。また、今回視察の事前研修におけ

る髙橋由紀子氏の講義によると、ベルリンには緊
急里親があり、報酬が高いが子どもの受け入れを
拒否ができず、いつでも待機していなければなら
ない。ストレスが高い業務となるため、緊急里親
の期間は2年を限度としているとのことであった。

（4）青少年局の業務とドイツの専門職員の資格

青少年局の業務範囲は、日本の児童相談所と
比べて広い。保育や社会教育活動から児童保護
まで幅広い活動を行っている。図8は、ドイツ連
邦政府から提供された資料に掲載されていた青少
年局の機構図である。
青少年局は群または群に属さない市に設置され

ており、ドイツ国内に約650あるとされる。今回訪
問したベルリン市（州）には12の区があり、それぞ
れの区を管轄する青少年局が設置されていた。髙
橋由紀子氏の事前講義によると、ベルリン市内の
人口32万人の区で、窓口対応職員が60人配置され
ていたとのことであった。視察におけるインタビュー
では（86ページ）、児童保護対応のために常時3名
の職員が待機する体制をとっていると説明された。
複数対応は徹底されているようであった。
ドイツにおける専門資格制度は日本と異なり、

いくつかの資格職がある。総合大学で養成される
ソーシャルペダゴーグ（社会教育士）または専門単
科大学で養成されるソーシャルアルバイター（ソー
シャルワーカーのこと）は青少年局職員の必須要件
とのことであった。

青少年局

青少年局局長 青少年援助委員会

総務

・管理
・計画
・コントローリング
・組織
・人事
・財務
・広報

・保育施設の助成
  と運営
・保育ママ
・専門相談

・施設の助成と
  運営
・青少年育成活動
・青少年ソーシャル
  ワーク
・家庭支援

・養育援助
・養子縁組
・家庭・少年審判
  補助
・役所による後見・
  保護

・相談所
・青少年教育施設
・養育施設

児童保育 一般助成 社会福祉サービス 直属施設

●図8 青少年局の行政機構（ドイツ連邦政府家族・高齢者・女性・青少年省提供「Kinder und Jugendhilfe in
 Deutschland 2009」国際青少年サービス（IJAB ‒ Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der
 Bundesrepublik Deutschland e.V）から）

●表3　ドイツにおける2016年の緊急保護の内訳
      （年齢別、男女別、その他）（ドイツ連邦統計局

（Statistisches Bundesamt）ウェブサイトの 
Kinder-Jugendhilfe in Deutschlandデータから）

合計 当事者の要請 緊急措置対応
（差し迫った危険）

合計 84,320 16,004 68,226

3歳未満 4,817 ― 4,817

3歳～8歳 5,915 97 5,818

9歳～13歳 10,990 1,788 9,202

14歳～15歳 19,488 4,525 14,963

16歳～17歳 43,020 9,594 33,426
片親または両親
とも外国出身 60,869 11,072 49,797

男子 60,359 10,437 49,922

女子 23,871 5,567 18,304

●表4　日本における一時保護の受付件数
     　   （厚生労働省2016年度福祉行政報告例から筆者作成）

総数 所内一時保護 一時保護委託

合計 40,425 24,080 16,345

0～5歳 11,366 3,850 7,516

6～11歳 11,756 8,016 3,740

12～14歳 9,947 7,395 2,552

15歳以上 7,356 4,819 2,537
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児童福祉施設においては、上記の資格職に加
えて、専門学校で養成されるエアツィーアないしは
エアツィーネン（保育士）がおり、ハイルぺダゴー
グ（障がい療育士）と呼ばれる職種も勤務してい
る。細井勇氏によると、あるカトリック系の児童福
祉施設では、ソーシャルペダゴーグ、ソーシャルア
ルバイターの上級資格者とエアツィーアとが半々で
あったと報告されている30。エアツィーアの養成課
程では、最初の6ヵ月が実習で、最後の6ヵ月が
職業実習となっており、職業実習では7割程度の
給与が保障される。ソーシャルワーカー養成におい
ても、EUの基準では100日程度の実習が最低基
準になっているようである31。

4. 最近の新たな動き
（1）内密出産法の施行とベビークラッペ

今回海外研修の主要な関心の一つがこの項目で
あった。視察では連邦政府でこの点を質問し、ベ
ビークラッペを設置している病院を訪問した。
ベビークラッペ（赤ちゃんポスト）は国内に90程
度存在するとされているが、連邦政府の評価は法
的にグレーであるというものであった。ただ、迅速
な対応が必要な場合もあり、政府としては見守っ
ているという発言があった。一方でドイツでは、
従来から匿名での出産を受け入れる病院があり、
また妊娠の葛藤に関する相談体制の整備により
妊娠相談所（または妊娠葛藤相談所）が国内に約
1,500設置されている状況にあった。
ベビークラッペや匿名出産は子どもの出自を知
る権利を保障しないとの批判があり、これに代わ
る新たな制度の創設が提案されてきた。こうしてド
イツ政府は、「妊娠に対する支援の整備と内密出産
の規制に関する法律」を制定し、2014年5月1日に
施行されることになったのである。
この法律では、妊娠に関する相談体制が強化
され、州は原則として人口4万人に最低一人の専
任相談員を配置することとされた。妊娠相談の中
で身元秘匿出産を決意すると、偽名のまま出産
し、妊娠相談所は女性の身元に関する情報を収
集して出自証明書を作成、この証明書は封印され
連邦家族・市民社会問題庁に送付されて保管され
る。子どもの出生地の青少年局は子どもを一時保
護し、官公署は子どもの命名をして出生登録簿に
記載、家庭裁判所は職権で未成年後見人を選任

する。分娩費用は連邦が支出する。子どもは16歳
に達すると連邦に出自証明書の開示請求ができる
が、母の側に身元を明かしたくないという事情があ
る場合には、子どもが15歳になった時にその旨を
妊娠相談所に伝えるという仕組みとなっている32。
やや手続きが煩雑との批判もあるようである。
内密出産法の効果について、髙橋由紀子氏の

情報によると33、2014年5月1日～2016年9月30日の
間に1,277人の女性が身元秘匿出産の相談をし、
20％が身元秘匿出産を決意、8％が中絶、40％が
通常出産を選択、30％が相談継続中かその後に
不明になったとのことであった。法制定の効果が
一定程度あったと言えよう。一方で、身元秘匿出
産を346人が利用し、ベビークラッペに匿名で置か
れた乳児数は減少したとされている。
連邦政府のインタビューでは、この制度により

妊娠中に匿名で医療を受けることができ、妊婦と
胎児の医療ケアが保障され、早期の支援が可能
となると評価していた。ただベビークラッペの存在
を連邦政府は禁止していない。一方、ベビークラッ
ペを設置している病院への視察では、内密出産
法の制定後に預け入れられる件数が減っていると
話された。担当者は将来的にベビークラッペが必
要なくなるのではないかと発言した。そして、妊娠
早期からの関与を18歳になるまで継続する体制に
ついて語られ、地域におけるネットワークでの支援
を強化する必要性に触れられたのが印象に残った。

（2）2012年社会法典第8編の改正

児童保護の広範な改善を目的に、2012年に社
会法典第8編が改正された。その内容は以下のよ
うな項目になっている。
¡出産前後及び出生後数年間の家族のために容
易にアクセスできる援助サービスを整備し、青
少年局や学校、健康局、病院、警察、妊娠相
談所などの児童保護に関する機関によるネット
ワークを整備

¡妊娠中や出産後の家族の相談に応じる「家族の
助産師」を拡充

¡公的少年援助の常勤の職員はすべて、拡大無
犯罪証明書を提示34

¡子どもの福祉の危険に最初に気づくことが多い
医師など職業上の秘密保持者から、青少年局
への情報提供を可能とする明確な規定
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●図9　ドイツの要保護児童対応のフロー図（「Briefing on the German Child Protection System」
　　　　HESTIA：an international research project on child protection policy and practice、2016.9月）

¡施設にいる児童・少年の権利の確保と暴力から
の保護のための基準や審査
などである。いずれも日本においても課題とさ
れ、近年法整備が進んでいる点であり、同様の
内容がドイツにおいても検討され実施されている
ことがわかる。
最後に、ドイツの要保護児童対応のフロー図を

以下に示す。親からの申請に基づくことから、家
族とのミーティングが位置付けられ、家族への支
援提案が盛り込まれていることや、家庭外措置だ
けではなく在宅支援においても、親の同意がない
場合に家庭裁判所が関与していることなどを、特
徴として挙げることができるだろう。
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会福祉協議会

5） 厚生労働省2016年海外情勢報告「ドイツ連邦共和国」
6） 魚住前掲論文②
7） 労働政策研究・研修機構ホームページ国別労働トピック2016年8月
8） 魚住前掲論文③
9） 各国のデータは2013年のもの。相対的所得ギャップは分布の中央値に当たる子どもの世帯所得と、下
位10％にあたる子どもの世帯所得とを比較し、格差の中央値に対する割合としてあらわされた数値。
数値が低いほど格差が小さい。日本の場合ギャップ率が約60％のため、下位10％の子どもは中央値
の4割の世帯所得で暮らしていることになる。

10）齋藤純子「ドイツにおける子どもの貧困」『大原社会問題研究所雑誌No.649』2012年11月
11）齋藤前掲論文
12）子どもの虹情報研修センター平成15年度研究報告書「ドイツ・フランスの児童虐待防止制度の視察報
告書  Ⅰドイツ連邦共和国編」（研究代表者　平湯真人）

 なお、ドイツの児童福祉制度については、この子どもの虹情報研修センター報告書とともに、南山今
日子「ドイツ・イギリスの児童福祉」『2012年度第38回資生堂児童福祉海外研修報告書～ドイツ・イ
ギリス児童福祉レポート～』資生堂社会福祉事業財団、に詳しく解説されている。

13）戸田典子「海外法律情報ドイツ　児童虐待の防止のために」『ジュリストNo.1402』2010年6月
 細井勇「国際的観点から見たドイツにおける家族政策と要保護児童対策」『社会保障研究Vol.2, 
No.2・3』国立社会保障・人口問題研究所、2017年

14）細井前掲論文2017年
15）和田上貴昭「各国の現状把握　ドイツ」『平成26年度厚生労働省児童福祉問題調査研究事業 社会
的養護制度の国際比較に関する研究 調査報告書 第3報』2016年7月

16）細井勇「ドイツの児童福祉と日本の児童福祉―ドイツ児童・青少年援助法と児童福祉施設」『福岡県
立大学人間社会学部紀要Vol.25、No.1』2016年

17）前掲子どもの虹情報研修センター報告書
18）ドイツの行政は、連邦政府、州政府、群や市という三層になっているが、「補完性の原理」から連邦政
府は州政府ができることには介入できないため、施策の内容は州によって異なる（79ページ参照）。

19）前掲子どもの虹情報研修センター報告書
20）髙橋由紀子「ドイツ・ベルリン児童福祉視察のための事前研修」資料 2017年
21）前掲子どもの虹情報研修センター報告書
22）前掲髙橋事前研修資料
23）同上
24）里親に委託されている子どもの22.4％は親族の家庭に委託されている（2010年）。髙橋由紀子「ドイ
ツの児童ならびに少年援助統計―2010年統計より―」『厚生労働科学研究　社会的養護における児
童の特性別標準的ケアパッケージ―被虐待児を養育する里親家庭の民間の治療支援機関の研究―』
（研究代表者開原久代）分担研究報告書、2012年

■参考・引用文献
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25）岩志和一郎、鈴木博人、高橋由紀子「ドイツ「児童ならびに少年援助法全訳（2）」『比較法学第37巻
第1号』早稲田大学比較法研究所、2003年7月

26）細井前掲論文2017年
27）細井前掲論文2016年。同論文では、カトリック系のある施設を取り上げ、施設内の15のグループホー
ムの性格や構成、入所児童・青年の年齢や背景、入所期間、職員の資格や配置数などについて詳細
に触れている。

28）鈴木博人「児童虐待事例における一時保護制度と強制立入制度―日本法とドイツ法の比較法的考察―」
『中央ロー・ジャーナル第4巻第4号』中央大学、2007年

29）細井前掲論文2017年
30）細井前掲論文2016年
31）細井前掲論文2017年
32）髙橋由紀子「ドイツの身元秘匿出産法と新生児養子縁組」『社会福祉研究第129号』鉄道弘済会、
2017年7月

33）髙橋前掲事前研修資料
34）従来から児童・青少年に対する虐待やネグレクト、性犯罪や児童ポルノ所持・頒布などの犯罪で有罪
が確定した者を青少年援助の職員として採用してはならず、採用後も無犯罪証明書を提出しなければ
ならなかったが、児童・青少年に関係しない重大犯罪まで拡大された。

【脚注で紹介した文献以外の参照文献】
¡渡邊亙「ドイツにおける難民政策の課題とその憲法的意義」『法政治研究第3号』関西法政治研究会、
2017年3月

¡小島智子「ドイツの教育事情　連載2教育における移民問題」『季刊人間と教育95』民主教育研究所、
2017年

¡岩志和一郎「子の利益保護のための親権の制限と児童福祉の連携―ドイツ法を参考として」『法律時
報83巻12号』2011年11月

¡丸岡桂子「ドイツにおける子ども虐待に関する保護制度・ソーシャルワーカーの刑事事件・法改正につ
いて」『奈良女子大学人間文化研究科年報Vol.24』2009年

¡細井勇「ソーシャル・ペタゴジーと児童養護施設 ―福祉レジームの観点からの国際比較研究―」
  『福岡県立大学人間社会学部紀要Vol.24、No.2』2016年
¡三原博光「ドイツの大学におけるソーシャルワーカー養成教育―NRWカトリック大学を中心に―」
  『人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌13（1）』2013年
¡小椋宗一郎「ドイツにおける「妊娠葛藤相談」について―義務づけられた相談をめぐる諸問題―」
  『生命倫理VOL.17  NO.1』2007年
¡柏木恭典「緊急下の母子への匿名支援―ドイツの赤ちゃんポストと内密出産の議論を踏まえて―」
  『医療と社会Vol.27  No.1』2017年
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ルーマニア

訪 問日 時： 2017年9月20日 AM

住　　　所： Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru

 nr.7, Sector 1, Bucureşti

取材担当者： ガブリエラ・コマン（庁長）

（敬称略） エレナ・テューダー（児童権利保護局長）
 クリスティーナ（自治体との連絡調整係）

1. 労働社会司法省内児童保護及び養子縁組局
    について
1-1. 概要

労働社会司法省の管理下にある政府機関である。
子どもの権利擁護を促進し、在宅支援、児童保護
や社会的養護、養子縁組等にかかわる方針の策定
や法律の立案などを行う。県や市区町村の機関の運
営に関する規則等の決定、法律の行使の監視なども
行う。また、児童保護分野で活動しているNGOの
データベースの作成・管理のほか、児童保護･養子縁
組分野での国際条約の実施も行う。

1-2. 4つのミッション

NGO、ユニセフ、その
他多くの機関や、子どもの
意見を聞いて推進される
4つのミッションがある。
（1）教育機関の利用の促進
（2） 子ども・家族に対する

社会福祉サービスの
発展

（3） 家庭内暴力の防止
（4） 子どもの意見を聞くこと
（1）（2）を通して、家族が自立して子どもを養育でき
るようにすることが目標である。第1方針として大規
模収容施設の廃止を目指している。
（3）については、1979年に世界で初めて法律で体
罰を禁止したスウェーデンにならい、2004年に体罰
禁止が法制化された。グローバルパートナーシップに
参画しており、2030年までに家庭内暴力をゼロにす
るための政策に取り組んでいる。親から体罰を受け
た子どもの数は減少傾向にあるが、実際に家庭内暴
力で措置される子どもも多いとのことであった。
（4）については、子どもの代表、NGO、心理学者
あるいはソーシャルワーカー協会の代表からなる協議
会を構成し、全ての政策について協議をしている。子
どもの代表は中学3年生～18歳未満の子どもから選ば
れる。各学校で選挙をし、代表者の中から県の代表
者が決定され、さらに全国の代表が決められる。

2. 1990年以降の社会的養護政策
共産党による一党独裁が廃止された後、1990年

代初期には、全国に約10万人の子どもが大規模収容
施設（定員数100～1,000名以上）に収容されていた。
当時は施設の方が豊かな暮らしができるとの説明が
なされ、国民もそう信じていたが、実際は厳しい環
境にあった。
ルーマニア政府は、2000年代からEU加盟を目標

にしていたが、子どもの権利擁護はその加盟要件の

視察報告  視察報告  Ⅱ

労働社会司法省 児童保護及び養子縁組庁
Autoritatea nationala pentru Protectia dreptului copilului si Adoptie (ANPDCA) 

※ロゴは全て各視察先HPからの転載です。

統括評議会 

内部監査  

事務総長  

監査部隊 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

庁長官房 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

  

庁長の相談役を担う

ANPDCAウェブサイト資料から作成
（フロリン・ポペスク氏 翻訳） 

■ANPDCA組織図 

  最大ポスト数69
（官職；庁長以外） 

課より下部レベル
内部会計監査を実施
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課レベル
主に法規遵守監査を行い、
立入捜査などの権限を有する 

児童権利保護局
Elena Tudor氏 

庁長
Gabriela Coman氏 

戦略企画
プログラム課 モニター課

壁には落書きもあり、一見
政府機関とはわからなかった
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ひとつだった。そのため、世界銀行を顧問役として
EUの資金を受けながら、大規模収容施設の計画的
な閉鎖と、里親や小規模施設への移行を進めた。
大規模収容施設を「措置センター」とし、機能を強化
して特別な支援が必要な子どもたちの受け皿とした。
かつての大規模収容施設は、2020年までに全て閉
鎖する予定である。

3. 児童福祉制度について
3-1. 概要

国連子どもの権利条約の原則を基盤にした「子ど
もの権利の保護及び促進に関する法律」（272/2004
号法）と、「養子縁組の法的地位に関する法律」
（273/2004号法）を根拠として、制度が運用されている。
ルーマニアの総人口の約1,994万人のうち、0～17
歳までの子どもは、374万人（N.A.P.R.C.A Statistics 
‒ 31 December 2013）である。家族と離れて暮らして
いる子どもたちは2017年の時点で約5万6千人であっ
た。社会的養護下にある子どもを対象にする養子縁
組件数は年間1,100件ほどだが、縁組成立後は公的
支援の対象外となる。
2014年に要保護児童に配分された予算は、6億9
千万ルーマニア・レイ（9割が国、1割が県負担）であり、
GDPの0.09％に相当する。
※1レイ＝29.04円（2017年9月20日現在）

3-2. 市町村の役割

要支援児童や社会的養護児童に対しては、主に
県、市区町村の二層構造で対応している。市区町村
組織は全国で3,600ヵ所あり、課題を抱えた家庭の
特定（特別な支援の必要な子ども、社会的に立場の
弱い家庭など）や在宅支援（子どもを対象にしたデイ
ケア、カウンセリングやサポートの提供など）を行う。

3-3. 県の役割

（1）社会福祉・児童保護局

国内41県とブカレスト市6区には、その規模に
よってそれぞれ1ヵ所以上の社会福祉・児童保
護局（一部の機能は日本の児童相談所に該当）： 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
copiluiui（DGASPC）（49ページ）の設置が義務づ
けられている。DGASPCでは在宅支援のほか、
家庭で暮らせない子どもたちに対する支援を提供
する。大学卒業のソーシャルアシスタント（日本の
児童福祉司に該当）や心理士などが配属されてい
るほか、施設職員や里親も県の公務員として雇用
されている。支援の多くは公的な事業であるが、
NGOへのサービス委託も行っている。

●表1  年表

年 出来事

1989 チャウシェスク政権が崩壊する。

1990
国連の子どもの権利条約を批准する。1968年
に廃止されたソーシャルワークの専門大学が再
び創立される。

1991 ユニセフ、セーブザチルドレン、国境なき医師団
等国際組織が参入する。

1994 ハーグ条約を批准する。

1997

中央集権から地方分権体制に改められる。地域
の支援体制を整え、小規模施設への移行を進め
る児童保護改革が開始される。県とブカレスト市
6区に社会福祉・児童保護局（DGASPC）が創
設され、国立国営の大規模収容施設が各県に委
譲される。

1998 里親制度が創設される。

2005

子どもの権利の保護及び促進に関する法律
（272/2004号法）、養子縁組の法的地位に関
する法律（273/2004号法）が施行されるとと
もに、これらを適用するための児童の権利保護の
基礎原則などが定められる。

2007 EUに加盟する。

●表2　親子分離を防ぐ予防的な支援の提供（2017）
　　　 （ANPDCA ウェブサイトの資料から作成）

支援機関 児童数（人）

●デイケアセンター ： 23,007

　－市町村のデイケアセンター 5,701

　－認定された民間団体のデイケアセンター 8,568

　－DGASPCのデイケアセンター 8,738

●その他の予防サービス
　（親のためのカウンセリングとサポートセン
ター、家族計画による遺棄防止支援、妊婦
の見守り等）：

34,396

　－市町村の予防サービス 19,867

　－認定された民間機関の予防サービス 2,647

　－DGASPCの予防サービス 11,882

予防サービスを受ける総児童 57,403

●表3　DGASPCの職員の勤務先と総職員数（2017）
　　　 （ANPDCA ウェブサイトの資料から作成）

職員の勤務先 職員数（人）

児童保護関連 4,467

措置センター 11,823

里  親 12,472

その他のサービス 4,059

合  計 32,821
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（2）児童保護のポイント

子どもの措置にあたっては、各県局のソーシャル
アシスタントが調査を行う。緊急一時保護は、原
則的に各県にある裁判所が決定する。家庭内暴力
のリスクがある子どもや、暴力にさらされた子ども
たちは、緊急センターに一時保護される（非加害
親と一緒に入所できる施設については、労働社会
司法省の管轄ではない）。保護された後は、30日
以内に保護プランが作成される。対応策の優先順
位は、①家庭復帰、②親族里親、③里親、となっ
ており、委託にあたっては子どもの教育のほか、
民族・宗教・文化的なアイデンティティへの配慮や、
きょうだいを別個に委託することの禁止などが定
められている。保護プランについては、施設や里
親、親族里親に措置された後3ヵ月ごとに方針が
見直される。家族が県局の決定に不服であれば、
司法介入を求めることができる。
裁判所は親権の喪失や停止、緊急の措置決定
にも関わる。
措置児童は、就学している限り最大で26歳まで
サポートが得られる。就学していなければ、18歳
で措置解除だが、2年は延長が可能である。

3-4. 職業里親（マターナルアシスタント）について

里親は訓練を受けた公務員として給料が支給さ
れ、DGASPCのモニタリングを受ける対象となって
いる。里親の評価としては、子どもを育てるための
環境のほか、意欲、社会―心理―医学的評価が含
まれる。法律で規定された60時間の研修プログラム
（地域によって科目が上乗せされることもある）を数ヵ
月かけて受講した人に、国が認定証を発行する。子

どもの委託期間は、短期から長期まである。現在は、
保護措置の選択肢が増えたため、里親の数は最盛
期よりも減少傾向にある。
※マターナルアシスタントの報酬は、地方当局予算、
全国児童権利保護機構からの融資、マターナルア
シスタントネットワークを有するNGO資金で確保
されている（Asisten a maternal profesionist în 
Româniaより）。

3-5. 親族による養育について

親族による養育は四親等までが対象となり、その
児童に対して愛情を有していることの確認がまず必
要である。委託手当の支給に加えて、養育のための
金銭的余裕が十分になければ、衣食住のための最
低限の手当が家族に支給される。日本の親族里親
のような生活費等の支給はない。ルーマニアの農村
部では、親を亡くした子どもは、祖父母やおじおば
等の親族や周囲の人たちが育てる伝統があるという。

3-6. 施設種別

施設の種別は大きく以下の3種類に分けられる。
運営主体は県及びDGASPCに認可された民間団体
である。2歳未満の子どもは施設に入れてはいけない
ことになっている。
①措置センター：定員を30～80名程度に減らし、
特別な支援が必要な子どもたちのために機能を
強化した施設と、旧来型の大型施設が並存して
いる。

②小規模のグループホーム：子どもの数は、12～
16名ほどで、職員も子どもと同程度いる（マン
ツーマンという意味ではなく、常に2～3名のス

●図1　社会的養護児童の入所数の推移（ANPDCAウェブサイトの資料から）
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タッフがいる）。子どもの定員については、「農村
部ではまだ7～8名の子どもがいる家族があるた
め、決して多いわけではない」との説明があった。

③アパートメント：年齢が高い青少年向けのケア施
設である。10～12名の子どもたちが自立的に生
活している。

3-7. 施設・里親不調の対応

子ども担当のソーシャルアシスタント、施設職員
や里親担当のソーシャルアシスタント、ケースマネー
ジャーが子どもの環境の変化を常に観察しており、
3ヵ月ごとに保護プランの見直しを行っている。小規
模施設や里親のもとで子どもが環境に不満を持って
いる場合は、上記の3人が協働で対策をとる。里親
家庭で不適切な養育があった場合は、子どもを他の
里親宅に措置変更するか、家族に戻す。里親は解雇
され、問題が深刻な場合は、刑事責任を問う。過去
には懲役まで至った事件が2件あったという。場合に
よっては、里親を認定したDGASPC職員の責任が問
われる。

3-8. 子どもの治療

医療は教育と同じく18歳までは全て無料で、誰で
も家庭医（かかりつけ医）の診察を受けることができ
る。障がいがある子どもの場合、施設の近くにリハビ
リセンターがあり、理学療法士や言語聴覚士らの専
門家がいる。アタッチメントなどに課題を抱える子ど
もも医療機関を受診して心理治療を受ける。
子ども専門の治療施設はないため、必要に応じて、

当局のソーシャルアシスタントと心理士が定期的に面
会する。

4. 所感・考察

ルーマニアでは、1989年の政権交代後から、児
童保護改革を急速に進めていった。時に子どもたち
やそこで働く職員たちを置き去りにしながらも、その
迅速さについては見習わなければならないと感じた。
いまだ改革の渦中にあり、制度や政策は今後も変化
し、数年後にはまた別の姿を見せてくれるのではな
いかと思われた。社会そのものがそうであるように不
十分な点や行き届かないところは確かに多い。その
ためか、説明の内容は最小限にとどまり、「どうして日

●表5　レジデンシャルサービスにおける入所児童年齢の構成（2015年6月）（ANPDCA ウェブサイトの資料から作成）

施設の種類 1歳未満 1-2歳 3-6歳 7-9歳 10-13歳 14-17歳 18歳以上 合  計

公  営 221 331 1,439 2,106 4,503 5,793 2,451 16,844

民  営 6 39 479 674 1,220 1,203 422 4,043

合  計 227 370 1,918 2,780 5,723 6,996 2,873 20,887

比率 1.1% 1.8% 9.2% 13.3% 27.4% 33.5% 13.8% 100%

●表4　2017年6月時点での社会的養護児童の総数と内訳（ANPDCA ウェブサイトの資料から作成）

種　別 入所数 比率 施設数
（公営・民営）

レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス

大規模施設
7,402人（13.1％）

旧来型の措置センター 3,619人 6.4％ 公73   民17

機能強化した措置センター 3,783人 6.7％ 公88   民15

小規模施設
9,884人（17.4％）

小規模のグループホーム（ファミリータイプ） 7,611人 13.4％ 公424 民279

アパートメント 2,273人 4.0％ 公380 民16

その他の施設
1,615人（2.9％）

緊急センター 706人 1.3％ 公59   民0

母－乳児センター 360人 0.6％ 公53   民2

その他のケア（生活スキルの向上、シェルター機能） 549人 1.0％ 公43   民1

●レジデンシャルサービス：18,901人 33.4％ －

ファミリータイプサービス
37,688人（66.6％）

職業里親 18,662人 33.0％ －

親族による養育 14,230人 25.2％ －

親族以外の個人や家族 4,796人 8.5％ －

●ファミリータイプサービス：37,688人 66.6％ －

総　数 56,589人 100％ －
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本からルーマニアに？」と質問を受けるほどであった。
しかし、課題を抱えていてもそれを改善していこうと
する姿勢こそが大切である。革命後から子どもたち
の最善の利益のために先人が努力を重ねて今のルー
マニアがあるのであり、その歴史に敬意を払いたい。

（楢原　真也）

左からテューダー局長、コマン庁長、クリスティーナさん 講義風景

 ・ ANPDCA ウェブサイト：
 http://www.copii.ro/transparency/statistics/
?lang=en

 ・ 日本社会事業大学社会事業研究所（2015）：
 社会的養護制度の国際比較に関する研究　調査
報告書

 ・ Mark E.C.,Iwaniec.D.（2009）：
Residential Care of Children．岩崎浩三・
三上邦彦監訳（2010）：施設で育つ世界の子ど
もたち，筒井書房

 ・ Raluca Zanca, Liliana Gu u.（2007））：
 Asisten a maternal profesionist în România

 参考資料



48

11111111111111111111111111Bucharest, Romania

　

　ルーマニアの学校制度はジョージア（グルジア：2016～）
をモデルにして整備された。学年は9月から始まり、2学期制
である。2017年を例にあげると、9月15日からが新年度であった。その日までに6
歳になった子どもたちが小学校に入学する。
　教育法はめまぐるしく変わっており、もともと学校制度としては小学校4年間、中学校4年間、高校4年
間の計12年間だった。しかし数年前から「0学年」が加わり、小学校が5年間となったため、高校まで計
13年間になった。「0学年」は幼稚園の最上級にするか、小学校の一番下にするか検討が重ねられたが、
幼稚園に入っていない子どものための、いわば学校の準備のための学年として小学校に設置された。
　義務教育期間は1998年までは8年間、2003年までは9年間、それ以降は10年間となっていたが、
通訳のフロリンさんの話では、近いうちに中学3年生までの9年間になるだろう、とのことだ。義務教育
期間中に、不登校や登校拒否になる子どもも少なくない。
　幼稚園は年少、年中、年長3年間で、日本と変わらない。保育園は1歳頃から入園できる。保育園は5歳
まで在籍できるが、基本的に保育園は乳児で、その後は幼稚園に入園する。
　現在、子どもの数は減っているが、保育園や幼稚園の数・定員が足りていない。その理由として、教育
に割り当てる予算が少なく、学校や幼稚園などの整備が悪くなると閉鎖するためという話があった。
　小学校、中学校は2部制で、小学校は午前、中学校は午後授業が行われている。特に小学校では学
校が早い時間に終わるため、「アフタースクール」へ通う子どもも多い。（アフタースクールについては
P.54を参照）。近年は大学への進学率も高くなっており、私立大学も新しく設立されている。

（三宅　愛）
◉参考HP：外務省  諸外国・地域の学校情報 
　http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/05europe/infoC55000.html

Bucharest
コラム

RomaniaRomania

移動中のバスから見えたブカレストの私立経済大学

 ～ルーマニアの学校制度～
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ルーマニア
ブカレスト市第１区社会福祉・児童保護局 児童保護部
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copiluiui-Sect1;DGASPC-Sect1

訪 問日 時： 2017年9月21日 AM

住　　　所： B-d Maresal Averescu, Nr. 17,

 Bucureşti

取材担当者： オアナ・ロマン

（敬称略） （戦略・プロジェクト・プログラム部門長）
 ラルカ・トゥドル

 （レジデンシャルサービス部門長、心理士）

1. 概要
社会福祉・児童保護局（以下、DGASPC）は、児童、

障がい者、高齢者、家族に対して幅広い福祉サー
ビスを提供するブカレスト市総
合社会福祉局管轄の行政サー
ビス機関である。DGASPC
は県の所管だが、県と同格の
自治体であるブカレスト市で
は、6つある行政区それぞれに
DGASPCがある。第１区（Sec-
1）は市北西に位置し、面積は68km2、人口は23.8万
人である。
訪問したDGASPCブカレスト市第一区児童保護部
では、要保護児童への援助と保護サービスを提供し
ている。サービス部門は次の通りである。
・レジデンシャル（施設）サービス
・プロフェッショナル・マターナルアシスタント（職
業里親）サービス
・触法少年保護
・虐待・ネグレクト・人身売買・家庭内の暴力・本
国送還・子どもの意見表明の自由
・家族分離予防
・妊娠期からの予防（出産後の子どもの遺棄、親
子分離の予防）と支援
サービスの基本方針は、予防と介入のサービスを
組み合わせ子どもの家庭環境を維持すること、旧来
型の施設への入所はやむを得ない場合に限ることで
ある。

2. DGASPC-Sect1予算
年間3,700万ユーロ。予算はブカレスト市第1区議
会によって承認される。

3. 児童保護サービス
    従事者
ソーシャルアシスタント、

心理士、エデュケーター、
マターナルアシスタント、医
師、事務職員などがおり、
現場従事者、専門職、事
務職をあわせ約2,000人が
いる。

4. 児童保護対応について
児童保護サービスは272/2004号法を根拠にして

いる。
親の親権が制限・はく奪され、公的機関が子ども

について責任を負って、必要な対策・支援・サービス
を提供する「特別児童保護措置」には、緊急委託措
置、委託措置、スペシャルスーパービジョン※がある。
措置理由は、親の死亡・行方不明・親権はく奪・受
刑、子どもの利益を守るための親子分離、虐待、ネ
グレクト、棄児、医療機関（産科）での遺棄、子ども
の違法行為などがある。
DGASPC-Sect1への児童保護に係る通告は本人

や親、隣人、警察などからが主で、ほとんどが刑事
事件でもあるため警察とともに対応をし、事情聴取
には心理士が同行することもあるとのことだった。
子どもと直接かかわる職種には虐待通告の義務があ
る。保護対応の主な流れは次の通りである。
※スペシャルスーパービジョン：
触法少年のデイケア利用、あるいは治療サービスを受
けることなどを条件とした在宅での保護観察処遇。条
件が守られなければ家庭外措置となることもある。

訪問した児童保護本部があ
る建物内には、自閉症児と
ダウン症児の入所施設もある



50

11111111111111111111111111Bucharest, Romania

（1） 緊急委託措置

親子分離となるのは子どもの生活や安全に危険
があるケースである。措置決定は、原則的には裁
判所判事が、法的に反対を申し立てる者がなけれ
ばDGASPCが行う。後者の場合は措置後48時間
以内に裁判所に報告する。
緊急対応では里親委託を優先し、それができ
なければ緊急センターでの保護となる。

（2）その後の対応、保護プラン決定

緊急措置による里親委託あるいは緊急センター
での保護開始間もなく児童保護理事会がケースマ
ネージャーを任命し、30日以内に子どもの保護プラ
ンが立案される。初期アセスメントは、ソーシャル
アシスタントと心理士と医師が行う。子どもの状況、
社会心理評価から個別の保護プランを策定する。
親の合意がある場合は、児童保護理事会に保
護プランが提出され、子どもの委託を里親にする
か施設にするか、あるいは子どもを家に帰すかな
どの対応策を理事会が決定する。親がいない、虐
待や遺棄があった、あるいは親の合意がない場合
は、裁判所が保護プランを決定する。
14歳以上の子どもと親は、裁判所に保護プラン
不服の申し立てをすることができる。

（3）委託

次の委託先がある。2歳未満は原則として拡大
家族や代理家族（里親）へ委託される。
①拡大家族（親族による養育）
 四親等までの親族で、ソーシャルアシスタントが
評価を行う。養育者には子ども一人あたり月800
レイの委託手当が支給される。その他、一般的
な子ども手当85レイが加わる。障がい児の場合
は障がいの程度によって手当が決まる。その他、
養育者と子どもの公共交通機関の利用費用、及
び養育者の医療費は無料で、養育者には税金
の優遇措置がある。子どもへの医療やリハビリ
サービスは原則的に無料である。

 現在、第1区内で親族委託となっている子ども
は149名いる。

②マターナルアシスタント（里親）（後述）
③入所施設
・措置センター（旧来型の施設）
 区内に3ヵ所ある。うち1ヵ所は近い将来、

廃止の予定である。35～40名の子どもが入
所している。

・ファミリータイプ（障がい児の施設）
 区内に6ヵ所ある。5ヵ所は重度の障がい児
施設で、1ヵ所は軽・中度の障がい児と健常
児の施設である（今回、重度の障がい児施設
の1ヵ所を見学した。56ページ）。

④ソーシャルアパートメント
 高校や大学の学生13名が区内４ヵ所のアパート
で生活している。ソーシャルトレーニングを行う
場でもある。

（4）家族とのかかわり

措置先の定員に余裕がある限り、きょうだいは
できるだけ同じ場所に委託する。また子どもの最
善の利益に反しなければ子どもは自らの私的な関
係を維持し、親と会う権利がある。
親に監護権がない場合は、措置後6ヵ月ごとに

親の状況のアセメントをする。家族の状況が改善
されれば、子どもを家族のもとに帰す。DGASPC
には監護権・親権回復を視野に入れ、親のエンパ
ワメントのための支援を行うことが法律で求められ
ている。親権がはく奪された場合は家庭復帰の余
地はないが、親権回復を裁判所に要請することが
できる。親権がはく奪されても養子縁組について
合意をする権利は保持する。

（5）特定児童保護措置のモニター

3ヵ月に一度、DGASPCまたは認可された民間
機関が状況を確認し、レポートを作成する。措置
の変更や終結の必要があれば、児童保護理事会
または裁判所に通知する。

（6）18 歳以上の措置延長

就学している場合は26歳になるまで措置を受け
ることができる。また、就学していないが、家に
戻れず社会的に疎外されるおそれがある場合は最
長2年間、措置延長ができる。

5. 職業里親（マターナルアシスタント）制度
里親は公務員の職業里親である。
①リクルート
 ブカレスト市内からリクルートをしている。里親
になるには子どもと18歳以上の年齢差があるこ
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と、座学や現場実習などの専門研修を受けるこ
とが条件となる。

 2004年、大規模収容施設を廃止して里親委託
へ移行する方針をたて、マスメディアを使った里
親募集キャンペーンを行った。

②里親委託後
 里親と子どもそれぞれにモニタリングを担当する
ソーシャルアシスタントがいる。月に2度の家庭
訪問のほか、3ヵ月ごとの社会評価による養育
状況の確認、6ヵ月ごとの社会心理評価による
委託の継続についての見直しがある。里親支援
はソーシャルアシスタントが行う。視察時、第一
区で里親委託になっている子どもは130名いる
とのことであった。

③報酬
 月平均2,000レイの公務員としての給料、その
15パーセントの困難勤務手当、さらに預かって
いる子ども一人に対して月600レイの生活費が支
給される。

④委託後の不調
 子どもと里親の関係に課題がある場合はカウンセ
リングにつなげる。里親と不調があれば緊急セン
ターで子どもを保護し、里親を変更する。里親
による虐待の可能性があるなどの場合は、警察
に通報し、分離を実行する。

6. 養子縁組制度
（1） 国内養子縁組

社会的養護下にある子どもを対象にした「養子
縁組の法的地位に関する法律（273/2004号法）」
に則った制度である。子どもの親と4親等以内の
親族が、特別保護措置の実施から1年が過ぎても、
子どもとの（再）統合の意思を示さない、あるいは
措置後半年が過ぎても連絡がつかない、（再）統合
に協力的でないなどの場合、子どものケアプラン
が養子縁組を目標にした内容に変更される。親の
身元が不明の新生児の場合は、出生証明書の発
行後30日以内に養子縁組の目標をケアプランにも
りこむ。4親等以内に特別保護措置をされたケース
では、ケースマネージャーが子どもの最善の利益に
かなうと考えれば、養子縁組を目標にしたケアプラ
ンがたてられる。子どもが14歳以上の場合、ある
いは14歳以上の兄姉がいる場合、養子縁組を認め
られた人物や家族がその子ども（たち）との養子縁

組を申請すれば、養子縁組を目標としたケアプラ
ンに修正される。ただし、子どもが10歳以上の場
合は、本人の同意がなければ養子縁組は行わない。
その後、ケアプランがDGASPCの養子縁組課

に引き継がれ、国内養子縁組手続きを開始するた
め裁判所へ通知が送られる。養親候補は、拡大
家族や、これまで6ヵ月間以上その子どもを預かっ
ている人物が優先的に検討される。または、親ス
キル、経済状況、家庭状況などのアセスメントを
うけて養子縁組適格の証明書を得た養子縁組希
望登録者の中から子どものニーズにあった養子先
を探す。DGASPCがマッチングレポートを作成し、
裁判所に養子縁組を視野に入れた委託措置命令
（pre-adoption placement order）を求める通知
を行う。この命令の実施期間中、当局は子どもと
養親候補をフォローアップし、「養子縁組命令」を得
るために最終レポートを作成し、認められれば養
親候補と子どもが90日間生活した後、「養子縁組命
令」が出されて縁組が成立する。
養子縁組ではもともとの家族との関係は戸籍

上、消え、新たな家族と親戚ができる。実際養子
縁組に至るケースは多くないとのことだった。

（2）国際養子縁組

養親の候補が子どもの親族、あるいは養親候補
のうち一人がルーマニア人でなければ国際養子縁
組はできない。かつて多かった国際養子縁組だが、
1990年代、人身売買や汚職が発生したこと、また
ルーマニアが国際的な人権条約に批准したことも
あり、273/2004号法の施行後はほとんどなくなった。
 （参考資料：P.123付表1  自らの出自と過去の情
報開示を求める申請書（英語））

7. デイケア
区内で保育所を運営している。利用料金は無料の

場合もある。不登園の対策がとられており、児童遺
棄の防止を目的に入所させている子どもも一部いる。

8. アフタースクール
学校は午前・午後の２部制で、小学校は13時には

下校となる。子どもが放課後に過ごす場所がないた
めアフタースクールは重要である。保護者が教師に
報酬を支払って子どもにアフタースクールサービスを
受けさせている場合もある。
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（1）アフタースクールの運営について

学校の構内に開設したアフタースクールでは、市
が教師に残業代を支給し、サービスを実施してい
る。DGASPCが学校の場所を借りてアフタースクー
ルを運営したこともある。
民間が運営するアフタースクールもある。（54ペー

ジ参照）

（2）不登校の予防策としてのアフタースクール

貧困で登校拒否のリスクがある場合には
DGASPCが保護者負担となるアフタースクール費
用を補助し、有効な対策となっているということ
だった。

９. 所感・考察
ブカレストでは、子どもは家庭で育てられることが
最善としてサービスが提供されているのが特徴的で
あった。個人的には、親戚に預けられる子どもの多
さ、しかも少し遠いように思われる4親等の親族ま
で委託先となることに驚いた。一方で養子縁組に対
しては抵抗感が強いという。ルーマニアでは、遠い
親戚であっても血の繋がりがあるからこそ預かろうと
する、つまり血縁を大事にしているのであろうと思わ
れた。
また、子どもの年齢に応じたサービス、障がい児
が適応できる場所等さまざまなニーズに対応しようと
していた。例えば高校生・大学生が生活するアパー
トメントでの支援は、社会で生きづらさを感じた時で
も仲間と暮らす安心感は大きいと思われた。
ルーマニアでは、旧来型の大規模施設を閉鎖して
他の委託措置に切り替えていく方針で進んでいる。
容易いこととは思われないだけに印象的な話であっ
た。現在の日本では、「新しい社会的養育ビジョン」
に挙げられているように、施設の高機能化や里親委

託率の向上を目指している。歴史や社会状況、文化、
経済力、政体、外圧など、政策を異にする要素は数
多く、そして輻輳的でもあるが、日本が取り組んで
いる方向性に対して、ここで得た情報や知識を1つ
のヒントとして導入していけるといいのではないかと
思った。
短い時間での視察ではあったが、子どもの最善の

利益のために、専門職だけではなく、ボランティア
や教育機関がそれぞれ協力して対応を行っているこ
とに感銘を受けた。　　　　　　　　（中村　里美）

中央左からロマンさん、通訳のフロリンさん、トゥドルさん

 ・ DGASPC-Sect1ウェブサイト：
 http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx
 ・ ブカレスト市第1区局ウェブサイト：
 http://www.primariasector1.ro/despre-
sectorul-1.html

 ・ City Population：
 https://www.citypopulation.de/php/romania-
bucuresticity.php

 ・ 日本社会事業大学社会事業研究所(2015)：
 社会的養護制度の国際比較に関する研究  調査
報告書

 参考資料

講義風景
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　「子どもの権利の保護及び促進に関する法律」は、下のような構成になっている。
第1章 「一般規定と定義」
第2章 「子どもの権利」①権利と自由②家庭環境と代替ケア③子どもの健康と福祉

④教育・レジャー・文化活動
第3章 「一時的または最終的に親からの保護をはく奪された子どもの特別保護」①規定

②措置③緊急措置④特別スーパービジョン⑤特別児童保護措置のモニタリング
第4章 「難民の子どもの保護と武力衝突状況下の子どもの保護」
第5章 「罪を犯したが刑事責任がない子どもの保護」
第6章 「搾取された子ども」①経済的な搾取からの保護②不法薬物からの保護③虐待やネグレクトから

の保護④誘拐と人身売買からの保護⑤その他の搾取
第7章 「公的機関とサービス」①中央機関とサービス②地域当局とサービス
第8章 「民間機関」
第9章 「親の保護をはく奪された子どもへの特別保護措置と、分離予防サービスの認可と監査」
第10章 「児童保護システムの資金源」
第11章 「特別手続きルール」（司法）
第12章 「法的責任と処罰」
第13章 「最終的規定、一時的規定」

　研修期間中は「虐待」という言葉よりも「暴力」「子どもの遺棄」という言葉が聞かれた。児童保護の
主要な課題と考えられる子どもの遺棄について、以下、参考までに、272/2004号法 第2章：子どもの
権利 第1節：権利と自由　に記された新生児遺棄の緊急対応方法の概略を紹介する。

（1）DGASPCへの通告
 出産後、子どもが置き去りにされた場合、母親がいなくなってから24時間以内に、保健・医療機関

はDGASPCと警察に通告しなければいけない。
（2）緊急保護策決定
 通告後5日以内に記録が作成され、DGASPC、警察、医療機関により署名される。子どもが退院

できる健康状態であれば、DGASPCが緊急保護の対応策を決める。
（3）警察の調査
 記録完成後30日以内に警察が母親の身元を調べ、DGASPCへ知らせる。

¡母親が見つかった場合、子どもの出生証明書発行の対応も考慮しながらDGASPCがカウンセリ
ングと支援を行う。

¡母親の身元が不明の場合、出産時の医療情報、通告後の記録、緊急保護策、警察の調査結果を、
母親が出産した地域の公的社会保障サービスにつなぐ（A）。

（4）出生記録
 社会保障サービス当局は、上記Aの受理から5日以内に、119/1996法に従い、役所で出生の記

録書を作成する。記録書はDGASPCへ送られる。
 医療機関以外の場所で遺棄された子どもの場合も、子どもの出生についての法的登録の責任は、子

どもが保護された地域の社会保障サービス当局にある。出生登録のための法医学的検査は無料で
ある。

　身分証明書がない妊婦や子どもを受け入れた医療機関や施設、個人は、24時間以内に地域当局へ書
面で報告をしなければならない。法的な保護措置が取られる前に一時支援や保護をしている場合は、48
時間以内に当局へ報告する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中　恵子）

◉272/2004号法について◉
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Nアフタースクールへの突撃訪問
　「研修初日がついに始まる！」というワクワクした気持ちが抑えきれず、集合時間前に同室の山崎さん

とホテル周辺を散策。ホテルの脇道を歩いていると“afterschool”と書いてある玄関を発見。マンション

1階の門に書かれていたため、「ルーマニアの『児童館?』『学童保育所?』はオシャレだな」と感じる程度

であった。視察を重ねていく中で、ルーマニアの教育体制・制度の中にアフタースクールというキーワー

ドを何度も耳にするようになった。ルーマニアでは午前中で学校が終わり、午後にアフタースクールに通

う子どもが多くいるという説明も受け、ますますホテルの近くで見たアフタースクールに興味が湧いてき

た。「本来の視察日程にはないが、話を聞くことはできないか」そんな無理なお願いを資生堂財団さん

にしてみると、「思い切って行ってみよう！」との答え。その場にいた男子グループのみ（女子グループ・・

申し訳ないです!）アフタースクールの門を叩いた。建物の内側からイケメン二人がやってくる。突然の日

本人訪問にビックリしていた表情ではあったが、研修生の熱い想いが通じ、翌日見学をさせて頂く事に

なった。

◉利用時間
　利用時間は11時半から18時頃まで。利用対象は半径2.5キロ圏内に住む小学校1～3年生。定員は50

名であるが、現在は35名で運営。現在3ヵ所の小学校から受け入れ、小学校までバスで子どもたちを迎

えに行っている。保護者は、仕事が終わるとアフタースクールまで迎えに来る。

◉日課
　宿題や屋外での公園遊び。英語、フランス語、ドイツ語、読書、音楽の外部講師による授業や礼儀作

法の情緒教育、民間のテレビ局のアナウンサーが来てアナウンサーの勉強や発音の授業時間もある。ま

た、小学校の先生がアフタースクールに来て個別に補習することもある。食事やおやつの提供もある。

◉費用
　負担額は月1,100レイ（毎月契約）。授業を受けるためには別途の費用負担が必要となる。

◉間取り
　マンションの1階部分にあり、自由に遊べるスペース（レゴ・

キューブ・絵本などがある）、学習ルーム（2）、視聴覚室、トイレ、

飲食スペース、音楽室（ピアノ・ドラム・ギターなどがある）

リトル プリンス クラブ（Clubul Micul Print）
Bucharest
コラム

RomaniaRomania
番外視察

訪 問日 時： 2017年9月22日 PM

住　　　所： Cartierul Cotroceni Sector 5, Bucureşti

取材担当者： ミハエラ・ナーダム（代表）

アフタースクール （建物1階部分）

音楽室にあった楽器の名前を教える画
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◉スタッフ
　1グループ（約10人）に対し2人の職員配置。国内外の大学で教育学や心理学、また美術等の専門分野

を卒業したスタッフで構成。

N感 想
　視察先のアフタースクールを利用している子どもたちはおそらくルーマニアにおいて生活水準が高い

家庭で育っている子どもたちであると思われますが、視察を重ねていく中で、ルーマニアの子どもたち

の様子が非常に気になっていたので、短時間でしたが、子どもたちの様子を見ることができて安心しま

した。

　私たちが訪問した際、子どもたちの目はキラキラ輝いていました。私たちの前で小学校低学年の男

の子が日本語で1～10の数字を読み上げてくれた時は、みんなで思わず拍手をしました。あの瞬間の彼

の得意気な様子が印象的です。子どもの自己肯定感や自尊心を高める要素がたくさん詰まっているアフ

タースクールで働くスタッフからは、これからルーマニアを支える子どもたちに対する強いパッションを

感じました。最後には、日本のおもちゃをプレゼント、「けん玉」や「だるま落とし」の披露に大いに盛り

上がり、楽しい時間にもなりました。　　　　　　　　　　　                           （中山　祐一）

　

代表のナーダムさん（中央女性）らスタッフと記念写真

【質問】Q ルーマニアの教育制度について
【回答】A 半日で学校が終了する、給食がないなど、教育制度に問題があるが、改良の余地はあ

る。子どもの発達を考慮した制度改正と運用が必要である。先生は指揮者の役割であり、
子どもたちの思考力や自分で考えて行動できる子どもを増やしていきたい。
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訪 問日 時： 2017年9月22日 AM

住　　　所： Str.somesul Rece nr.47,

 Sector 1, Bucureşti 

取材担当者： ヴァレリア・ロマ

（敬称略） （サービス責任者、心理学者）

1. 概要
ブカレスト市第1区DGASPCが運営する、重度か
ら準重度の障がいがある男子の小規模グループホー
ムである。大規模収容施設廃止計画が決められた
2005年、ケアが困難であるため受け入れ先が見つか
らなかった障がい児のために創設された。定員は16
名だが、現在4～24歳の17名が入所している。
Bradutとは「モミの若木」を意味し、子どもたちが
すくすく育つようにとの願いを込めて名付けられた。

2. スタッフ体制
ケアワーカースタッフはソーシャルマザーと呼ばれ
る。総数22名で4シフト制（12時間働いて24時間休
み、あるいは12時間働き48時間休み）である。日中
は6名で対応している。
エデュケーターや、言語療法士、運動療法士、看
護師などの専門職の他、清掃業務等を担当する職
員がいる。全て公務員で、現在は全て女性（ドライ
バーのみ男性）である。

3. 入所からの流れ
（1）利用開始

保護者の同意のもと、保護プランが策定される。
利用開始の通知を受けたのち、サービス実施施設
に措置され、そこで一人ひとりの個人情報が集約
されるファイルが作られる。

（2）保護プラン

実施者が作成するリハビリプログラムなどを含
め、専門医の評価を受け、障がいや課題に応じた
支援計画が作られる。10歳以上の場合は子どもの
意見も反映される。

4. 建物の構造
建物は2階建てで、1階はリビング、厨房、ランド

リー、そして小さな治療室がある。主な活動や食事、
教育活動は1階を使用する。
車いすを使用する子どもの寝室は1階に、自身で

移動できる子どもの寝室は2階に設けている。
2階には感覚刺激室（後述）がある。

ルーマニア
社会的養護下にある障がい児施設
Cetru de copii handicap Casa Bradut

2階の居室。4人部屋

玄関で出迎えて
いただいた

車いすの子どもも
入れる広いシャワー
ルーム

リビングにはたくさ
んのぬいぐるみがあ
り、子どもそれぞれ
のお気に入りもある
ようだった

壁や戸棚は装飾がな
され、子どもたちが
明るい雰囲気の中で
暮らせるよう工夫が
されている
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5. 支援
（1）生活面のケア

食事（3食プラス間食2回を提供）はスタッフが交
代で作る。おむつ交換などの生活支援もソーシャ
ルマザーが行う。

（2）専門的なケア

①感覚刺激室（Snoezelen：スヌーズレン）
 室内にはウォーターベッドがあり、またリラック
スできるようにBGMが流
されている。

 視覚に刺激を与えるような
光る物、聴覚や触覚に刺
激を与える物、型はめ玩
具など、さまざまなツール
があった。重度の自閉症
児が多いため、効果を発
揮しているとのことだった。

②専門家によるセラピー
 必要に応じて専門スタッフが言語療法、運動療
法などを実施する。通学している特別学校でケ
アを受ける子どももいる。

 施設の医務室に、外部から専門家を招いて週2
度程ケアを行うこともある。

6. 社会参加
それぞれの障がいの程度に応じ、特別学校（知的
障がい、視覚障がい、運動障がい、併合障がいに
分かれ、高等教育まで行う）や一般学校に通ってい
る。精神障がいがある子どもは特別学校に通う。ま
た運動障がいのみの子どもは送迎の支援を受け、普
通学校に通う。
休日には映画やミサ、旅行などに出かけ、可能な

限り社会や人々と触れ合う機会を作っている。車い
すで昇降可能なマイクロバスを保有しており、旅行
や移動に使用している。

7. 家族との交流
入所児2名については現在家族の面会がある。個

人の部屋で家族と過ごした後、家族とスタッフが面
接する。
スタッフは、子どもと親との関係性を強めたいと考

えており、親からの連絡があれば必ず伝え、また子
どもから電話がしたいという場合は連絡させるように
している。

8. 在所期間
満年齢で家庭復帰を果たす子どもはほとんどおら

ず、昨年も1ケースのみであった。
本来の措置期限である18歳を超えて在所する子ど

もは、家庭ではケアが難しいとされていたケースであ
り、引き取りに至らない。また、障がい者施設の数
は非常に少なく、ケアの質が劣る（そのために成人
用施設には移さない）ということだった。

9. 所感・考察
大規模収容施設からの脱却を目指し、10余年が

経過したルーマニアにおいて、子どもが自身の家庭
で暮らすこと、あるいはより家庭に近い環境で暮ら
すことができるよう、情熱をもって取り組んでいる同
志の姿に、心から感銘を受けた。
年若いスタッフに対して「先生」呼びではなく親し

バブルユニット

ウォーターベッド 光るカーテン。自閉症児に
特に効果的とのこと

棚にはさまざまな
教具が用意され
ている

スヌーズレン室
全体
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みをこめたフランクな呼び方を子どもに許しているこ
とや、入浴介助も子どもたちの母親というつもりで
対応しているとの話を聞き、「彼らはここを自分たち
の家だと思っている」と言うロマさんの言葉はその通
りなのだろうと思われた。毎日生活を送る場の雰囲
気はあたたかさにあふれていた。
より良い環境にとの思いが、安易な措置変更を行
わず、子ども一人ひとりの状況を丁寧にアセスメント
することに繋がっている。将来への可能性を探る様
子には、われわれと共通した思いを感じずにはいら
れなかった。　　　　　　　　　　（佐土原　由美）

2階のリビングで集合写真

 ・ ブカレスト児童社会福祉センターウェブページ
 http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
 ・ ルーマニアの障害児グループホームの子どもたち
 落合佐知子
 『ノーマライゼーション  障害者の福祉』2015年
6月号・ウェブ版

 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/
jsrd/norma/n407/n407025.html

 ・ 国際スヌーズレン協会日本支部・全日本スヌーズ
   レン研究会ウェブページ
 http://isna-mse.jp/index.html

 参考資料
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ルーマニア
SOS子どもの村ルーマニア
SOS Satele Copiilor Romania

訪 問日 時： 2017年9月22日 AM

住　　　所： Calea Floreasca nr.165, sector 1, 

 Bucureşti

取材担当者： ダイアナ・ボダル

（敬称略） （ジェネラルマネージャー）
 ニコレータ・モルドヴァーヌ

 （プログラム開発ディレクター）
 ミハイル・カーブ

 （プログラム開発専門員）
 イリーナ・ヴァシル

 （プログラムディレクター）
 アジィーナ・ブルラク

 （家族支援コーディネーター）

1. 概要
（1）SOS子どもの村インターナショナル

第二次世界大戦後、1949年にオーストリアで創
設された国際NGOである。実親のもとで生活でき
ない子どもたちに家庭を提供し、SOSファミリー養
育モデルを展開してきた。近年では、家族分離を
防ぐための「家族強化プログラム」を導入し、世界
135の国と地域で活動し170万人の子どもと家族を
支援している。

（2）SOS子どもの村ルーマニア

①設立の背景
 かつての共産党体制下では、子どもたちは大規
模収容施設で十分な待遇を受けているとして、
SOS子どもの村インターナショナルの介入が阻ま
れたという。チャウシェスク政権が崩壊した翌
年の1990年、SOS子どもの村はルーマニア政
府と覚書を交わし、法人格を持つSOS子どもの
村ルーマニア（以下、SOSルーマニア）が設立さ
れた。

②現況
 ブカレスト、シビウ、バカウにある3つの村には
27のSOSファミリーと3つの青少年を支援する
共同体があり、200名以上の子どもが生活して
いる。また、それぞれの村を拠点に家族分離を
防ぐための地域支援が展開され、800名以上の
子どもが支援を受けている。

訪れたブカレストの村は、2.5ヘクタールの敷地に10のSOS
ファミリーが住む家とカウンセリングセンター、保育所と幼
稚園がある

221
2 

194
919 

活動地域 

1990  2006 
221
2 2017 

 

1990年創設

SOSファミリー10家族
都市部2ヵ所で予防サービス

SOSファミリー6家族、 
地方6ヵ所と都市部2ヵ所
で予防サービス 

SOSファミリー11家族
地方2ヵ所で予防サービス 

1993

※講義資料を一部日本語に翻訳

●SOS子どもの村ルーマニア設立年表
　（SOS子どもの村ルーマニアウェブサイトの資料から作成）

年 内　容

1990 SOS子どもの村ルーマニア設立

1991 ブカレストとシビウに建設計画

1992 ブカレストで2つのSOSファミリーが試験的にスタート

1993 ブカレストとシビウにSOS村開設

1997 ブカレストで幼稚園開園

2001 シビウで青少年の共同体が設立

2006 バカウで支援活動スタート

2009 バカウで青少年の共同体が設立

2011 バカウにSOS村を開設

2012 子どものためのNGO連合組織（FONPC）加盟

2016 ボランティア支援団体連盟に加盟



60

11111111111111111111111111Bucharest, Romania

2. スタッフ
子どもを支援するスタッフは110名いる。スタッフ研
修は体系的で、例えば2016年度の研修テーマは、代
替的ケアにある子どもの権利、親への教育、地域開
発の促進、職業開発支援などであった。また、グルー
プや個別でのスーパービジョン体制も整っている。

3. 財源
2016年度の収入は1,594万レイ、支出は1,747万レ
イであった。財源は、本体組織からの援助が21％、
欧州経済領域や欧州委員会などの公的基金からの
資金調達が44％、国及び自治体からの手当や措置
費が17％、その他が1％、企業など外部からの支援
や寄付が17％であった。
2014年にSOS子どもの村インターナショナルと
SOSルーマニアの間で結んだ持続可能な方針戦略
（sustainable path strategy）において、SOSルーマ
ニアは、他の19のEU加盟国のSOSと同様、自己資
金で運営すべきであるとされた。飢餓や病気、戦争
や難民問題などアジアやアフリカ地域により多くの資
金が必要という背景もあり、2020年にはSOS子ども
の村インターナショナルからの援助がなくなるという。

4. 事業内容
SOSルーマニアが支援する家族には、（1）「biological 
family（生物学上の家族）」と（2）「substitute family 
（代替家族）」の2つがある。
（1）の家族には、カウンセリングセンターを拠点とし
て、継続的にケアを行い、家族の養育力を強化して
家族分離を防ぐためのサポートを行う。（2）について
は、家族からのケアを失った子どもにSOSファミリー
での暮らしを提供し、SOSマザー（養育者）のもとで、
子ども一人ひとりの発達、教育および健康の促進が
図れるよう支援する。

（1）家族分離を防ぐための地域支援

子どもができる限り家族のもとで生活できるよう
に、家族分離の危機に直面している家庭（アルコー
ル依存、失業、DV、ひとり親家庭など）を対象に、
3つの村にカウンセリングセンターを置いて各種プロ
グラムを展開している。
子どもへの支援の具体的な取り組みは、①教
育・医療の提供、②余暇活動の提供、③カウンセ
リング、④衣料や学用品などの物資の提供である。

親への支援の具体的な取り組みは、①住居や身
分の証明書発行の支援、②就業支援、③カウンセ
リング（子どものニーズを理解するため）である。
2016年ブカレストの村では、251家庭が支援の対
象となった。
また、子どもと親への直接的な支援のみならず、

教育現場に出向き、ワークショップ形式で各地区
の課題に沿ったテーマのプログラムも展開してい
る。子どもへの性教育の必要を感じ、ボランティア
として産婦人科医師の協力を得て実施している例
もある。

（2）家庭から離れて暮らす子どもの支援

何らかの事情により、家庭で生活できない子ど
もには、代替家族を提供する。このSOSファミリー
は、SOSマザーと、ソーシャルペアレントと呼ばれ
るSOSマザーの補助をするスタッフと、4～5名の子
どもで構成される。きょうだいはできる限り一緒に
生活することを大切にしている。
支援の対象となる子どもの年齢は3～26歳であ

る。高校生になると、希望すればSOSファミリー
から離れ、アパートでの共同生活に移行する。こ
こでは、心理士が常駐し、カウンセリングを行うだ
けでなく、生活面の自立を促し、就業に向けた支
援を行う。さらに、保護措置の期間が終了すると、
青少年援助プロジェクト（3年間、継続して就労し
た青年に、15,000ユーロの返還義務のない報酬を
与える）を実施し、雇用と住居の安定を継続して
支援する。SOSファミリーから自立した青年が、就
業し、住居を確保している割合は90％であり、こ
の事業は、大きな成果があるという。

講師の皆さん
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5. 行政との連携
（1）家族分離の未然防止のための支援

子どもの虐待防止と家族分離の未然防止は、
地域共同体の責任である。3つの地域のカウ
ンセリングセンターでは、県区の児童福祉当局
（DGASPC49ページ）からの情報提供と支援の要
請を受け、リスクがある家庭への支援を行う。そ
れにとどまらず、親自身が支援を求めて来所する
場合、学校からカウンセリングセンターに情報提供
があり、アプローチを開始する場合などもある。
カウンセリングセンターでは、リスクのある家庭
のアセスメント、目標の設定と支援計画の策定、
家庭との契約、具体的支援、モニタリングを実施
する。この過程を当局と共有し、協働する。

（2）家族分離後の支援

SOSファミリーで生活する子どもは、DGASPC
で保護され、緊急委託措置となる。緊急センター
は当局にあり、要保護児童への最初の対応をす
る。子どもたちは、徹底したアセスメントの結果、
短期間での再統合は不可能で、中～長期の養育
が必要であると判断された場合、当局を通じて、
SOSルーマニアに措置される。
当局は、SOSルーマニアとパートナーシップの合
意を結んでおり、理念や取り組みを理解している。
当局は、子どもを措置した後も、子どもと実親と
の関係をモニタリングする役割がある。SOSルー
マニアは、当局と連携し、子どもが可能な限り実
親と生活することができるよう、面会などを通じて
支援している。

6. ソーシャルアクション
SOS子どもの村のミッションは、「全ての子どもたち

に家族を提供し、未来を築き、地域社会の発展に
貢献すること」である。目の前の子どもや家族への支
援だけではなく、ルーマニアの子どもたちが置かれて
いる状況を広く伝え、その権利を守るため、SOSルー
マニアはロビー活動や一般市民、企業等への積極的
な支援を求める活動を展開している。

（1）プロジェクト

子どもや家族の状況と課題を把握し、その改善
策を提言するために、政府や民間団体、専門家と
協力してプロジェクトを実施している。例えば、子

どもの労働搾取の実態とその解決策をまとめたパ
ンフレットの制作プロジェクトや、0～3歳の子ども
を養育中の家庭が仕事と子育てのバランスを図る
ためのケアセンターの設立プロジェクトなどである。
このようなプロジェクトは、子どもと家族にとって
利益をもたらし、公共機関と非政府組織とのパー
トナーシップを創出することにつながる。
2016年度は、欧州経済領域EEA資金メカニズ

ムの中で融資を受けた5つのプロジェクトと、欧州
委員会の資金援助によるプロジェクトを1つ実施
した。

（2）一般市民や企業等への発信

ホームページやSNSを積極的に活用し、ルーマ
ニアの子どもたちがどのような状況にあるのかを伝
え、企業や一般市民のボランティアの受け入れや
寄付金集めを行っている。その発信は、ルーマニ
ア国内の子どもが直面している深刻な問題をわが
こととして考え、ともに行動してほしいという市民
意識に訴えるものである。また、ホームページ上で
簡単な手続きで寄付できる仕組みがある。

7. 所感・考察
いくつかのルーマニアの視察先で、親が子どもを

「見捨てる」ことを未然に防ぐことが重点課題である
ことを耳にした。SOSルーマニアでも、子どもができ
る限り家族のもとで生活できるように支援するプログ
ラムに力を入れていることがわかった。それと同時
に、ルーマニアでは、子どもが親元で暮らし、成長・
発達することがいかに難しい状況にあるかを物語っ
ているように感じた。その背景には、貧困の問題が
根深くある。貧困は、子どもが教育や医療を受ける

寄付によって、子どもが教育を受けることができ、
未来を変えることができると訴えるホームページ
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機会を奪い、地域からの孤立を生む。また、貧困に
よってもたらされる子どもや家族への影響は、世代
間で連鎖する。この連鎖をいかに断ち切るか、の課
題は日本でもまさに地域で取り組むべき課題である。
学ぶべき視点が多くあった。
SOS子どもの村は、「家族は社会の本質である」とし

て、「全ての子どもが、愛され、尊重され、安全を与
えられる家族を持つこと」を願いとして設立された。
この願いが、SOSルーマニアでも、ミッションとして
具体化されていることが、視察と事前・事後学習で
理解できた。チャウシェスク政権崩壊後、介入が可
能になってすぐに設立に踏み切り、短い期間で事業
を次々に展開していくことが当時のルーマニアに必要
だったことが推測された。
また、実際に現場で子どもや家族と関わるスタッフ
のプレゼンテーションから、この大きな理念を持ちつ
つ、目の前の子どもや家族に情熱を持って関わる姿
が想像された。同じように現場で働く私たちにとって、
大きな刺激となり、具体的取り組みについて、もっと
ディスカッションしたいと思うような視察となった。

（清水　暁子）

 ・ SOS Satele Copiilor Romaniaウェブサイト：
 https://www.sos-satelecopiilor.ro/
 ・ SOS子どもの村JAPANウェブサイト：
 http://www.sosjapan.org/
 ・ 「乳幼児期の施設養育がもたらす子どもの発達へ
の影響について“チャウセスクの子どもたち”～
ブカレスト早期介入プロジェクト（BEIP）からの
教訓～」報告書

 ・ チャウシェスクの子どもたち～育児環境と発達
障害～（日経サイエンス2013年8月号）

 ・ SOSルーマニア年次報告書2016

 参考資料

SOS子どもの村ルーマニアスタッフと団員の集合写真
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ルーマニア
子どものためのNGO連合組織
Federatia Organizatiilior Neguvernamentare Pentru Copil (FONPC)

訪 問日 時： 2017年9月20日 PM

住　　　所： Matei Basarab 41, Bucureşti

取材担当者： ダニエラ・グエルグ

（敬称略） （FONPC統括責任者）
 ボドガン・サイモン
 （FONPC会長、Sera Romania）
 アンドレイ・デュヌレスク（Parada）
 ガブリエラ・ギロルタン
 （Dr.Alexandra Zugravescu）
 アディナ・イホラ（St.Dimitrie）

1. FONPCの概要
1997年に設立された、子どもを支援するNGOの
ネットワーク組織である。国内外で活動をする73団
体が、児童家庭福祉の発展という共通目的を達成す
るため、政府や地方自治体、国内外の関係機関、
他NGO、資金・物資の提供者などと緊密に連携し、
政策提言、サービス開発、人材開発にあたっている。

2. 方針
①ルーマニアの政治的・社会的議題に、EUが子ど
もの権利を尊重し促進するため求めている諸事項
を取り入れる。

②子どもの権利条約を全ての公共政策に反映させる。
③子どもの権利に関する国家のシステムを監視する。
④子どもの権利を促進するとともに、モニタリング能
力・専門知識・経験知を向上させ、連合の組織力
を強化する。

3. 多様な団体からなるネットワーク
FONPCに属する73団体は、家庭内暴力防止、人
身売買撲滅、中途退学や不登校防止、レジャー活動
の推進、社会的統合、医療教育の質の向上、脱施
設化、家族と子どもの再
統合、養子縁組支援等、
さまざまなプログラムと取
り組みによって子どもの権
利の向上にアプローチし
ている。地域で展開する
サービスも、デイケア、カ
ウンセリング、セラピー、

虐待対応、障がい児や自閉症児のためのセンター、
両親が海外で働いているロマ（66ページ）の子どもの
ためのセンター、子どものための放課後センター、
ホームレスの子どものためのサービスなど多様である。

4. 報告書の作成
国際機関に対して、子どもの意見表明やルーマニ

アの子どもに関するレポートの提出を行っている。
下記に、国連に提出した「2009～13年のルーマニ

アにおける子どもの権利条約実施に関する報告書」
（2016年発行）の一部を紹介する。

（1）報告提出にあたっての声明から

 ・ 2009年、国連子どもの権利条約委員会がルー
マニアに対して行った50以上の勧告は、当局に
よって部分的に実施されたものの、保健や教育、
ロマ支援、資金の配分、監督機関など、重要な
項目が蔑ろにされている。

 ・ 法整備は進んだが、政治的指導力の欠如とまと
まりのない組織形態が、子どもの権利向上を妨
げている。

 ・もともと乏しい社会保障と児童福祉の財政・人
的資源が、経済危機によってさらに縮小してい
る。

 ・ EU加盟後、子どもの権利に関する政府の関心
が薄れ、児童保護制度の衰退を導いた。それ
に伴い保護、教育、保健、貧困、虐待など児童
福祉の指標が質の低下を示すようになっている。

 ・子どもの権利問題についてオンブズマンは消極
的な対応を繰り返し、子どもの権利機関は実質
的に何も実績を出していない。ダニエラさん
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 ・ 公共政策に影響を与えるべく長年努力をしてい
るNGOの実力や専門性を当局は理解している
が、意見を求め協議することをしない。

 ・ 教育関連法が十分な根拠を示さず26歳までの
若者を児童保護制度の対象とした。子どものニー
ズに対応できず、専門的に応じる児童保護のあ
り方と矛盾する。早急に対策すべきである。

 ・ 体罰を禁じた法律、親のしつけへの態度、教育
制度との間には隔たりがあり、統計でも家庭内
暴力は多い。

 ・ EU加盟と欧州労働市場への自由な参加は、国
外への出稼ぎによる家族問題を生んだ。置き
去りにされた子ども（その数は調査によって異な
る）は社会サービスの恩恵を受けていない。

 ・ 代替家族としての職業里親制度は1998年の開
始時は成功であったが、経済危機で里親数が減
少した。また本来里親委託は一時的な解決措置
であるはずだが、長期化の傾向が懸念される。

 ・ 性的搾取のための人身売買の増加、第2・第3
世代のストリートチルドレン、中途退学と不登校、
障がい児への教育や公的専門サービスの不十分
さなど、課題が山積している。それゆえに、多
職種によるネットワークを構築し、子どもが関わ
るケースへの統合的なアプローチが求められる。

 ・ 家族計画支援の優先度が低く、10代の中絶
率の割合が非常に高い。（参考：15～19歳
1,000人あたりルーマニア妊娠63,中絶18、日本
13,7、ドイツ9,2（2011）EPC2014）

 ・ ルーマニアの子どもはヨーロッパで最も貧しいと
するEU調査がある。貧困は栄養失調と高い死
亡率に結びついている。

（2）法律や児童に関する諸問題

ルーマニアの子どもの権利に関する法的枠組み
は公正で整っているように見えるが、実際の運用
は行政単位によって異なる。それが、サービスの
質の低さと関連している。児童保護制度は適切な
支援を提供できておらず、ニーズが満たされていな
い子ども、障がい児、貧困家庭の子ども、施設で
暮らす子ども、慢性疾患の子ども、農村部の子ど
も、ストリートチルドレン、ロマなど社会的立場の
弱い子どもに対する差別などの問題も続いている。

（3）里親と施設養護

職業里親は、代替家族ケアとして1998年に始ま
り、解決策として認知されつつある。しかしまだ、
施設で養育される子どもたちも多く、里親の支援
態勢が整えられない限り、脱施設化は遠い目標で
ある。FONPCは社会的サービスを財政的な利益
に結び付ける必要性、社会福祉における基準と方
法論の改正、旧来型の大規模収容施設の閉鎖、
養育スキルトレーニング、施設養護から里親や小
規模のグループホームでのケアへの移行を提言し
ている。 

カウンセリング
ルーム

子どもたちの創作物が展示されている
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5. 連合加盟の代表的なNGO

PARADA Foundation

都市圏地域1996年にフランスの道化師（パラダの由来、パレード、旅芸人）、
ミルウッド・オウキリによってブカレストで設立された。

社会福祉や教育の専門家が、路上で暮らす子どもや若者、ホームレスの家族を包括的に支援している。ホーム
レスは、①1人でいる、②日雇い労働で搾取されている、③家族と一緒、の3種類に分けられる。1990年代、
2000年代は、大規模収容施設から逃げ出し、ストリートチルドレンになった子どもの支援が緊急の課題で
あったが、現在は家族でホームレスになっているケースが増えている（EU報告書によれば、2014年時点で
2,000人ほどのホームレスの子どもがいた）。

Sf.Dimitrie Foundation

都市圏地域1966年、不登校の子どもや何らかの理由で家族から離れてしまった
子どもを支援するために設立された。

不登校の理由はさまざまだが、不登校の子どもの半数近くは貧困の状態にあり、母子家庭の子どもも多い。
母親の養育能力が低かったり、親自身も教育を受けていないため教育の重要性が理解できないこともある。
子どもを登校させたくても、身支度ができない、衣類を買うことができない、ノートなどを買えないなどの理
由で難しい家庭や、ロマであることで差別され、不登校になるケースもある。行政のアフタースクールがない
地域も多く、宿題ができずに学校へ行けなくなることも原因に挙げられる。このNPOではこうした子どもと親
へ、デイセンター、宿題の手伝い、食事や衣類、学用品などの提供を通して支援している。親には、教育の重要
性を伝え、子どもとのコミュニケーションに関するカウンセリングを実施している。

国際児童・家族基金組織「Dr.Alexandra Zugravescu」（FICF）

都市圏地域1993年、児童保護専門の国際団体として設立された。

子どもたちが虐待、放置、搾取の対象とならない、調和して発展する世界、家族やコミュニティが責任あるパー
トナーとなることを目指し、家族分離を未然に防ぐための支援と子どもや家族への介入や保護分野で働く専門
家の認定研修を実施している。

財団法人 SERA Romania

都市圏地域1996年、児童の保護と権利促進のために設立された。

設立当初はいくつかの地域で児童保護組織を立ち上げ独立した活動を行っていたが、現在はDGASPCと
連携している。従来の大規模収容施設の廃止を進めるため、家族再統合や小規模施設の創設を支援する。こ
れまでに84施設の閉鎖に関わった。里親教育や研修も行う。またこれまでに、脊椎の奇形、やけど、手術が必
要な子ども3,500人を病院に連れて行くなどリスクに曝されている子どもを医療サービスにつなげる活動を
行っている。遺棄される子どもをなくすため、6万人の女性に避妊のカウンセリングを実施した。

サイモンさん

アンドレイさん

イホラさん

ギロルタンさん
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6. 所感・考察
「政府では変えられないなら、私たちから！」そうい
う気概を感じた視察であった。業務委託はあるが、
資金が給付されないという中、無給でも従事してい
たという話を聞くと、並々ならぬ努力と児童福祉へ
の実直さもうかがわれた。同じ福祉の現場に立つ者
同士、最後のわずかな時間の交流でも大変共感しあ
うことができた。子どもへの福祉活動が政府や行政
機関の都合によっての意思決定ではなく多くの個人、
企業、コミュニティの積極的な関与によって対象とな
る子どもやその家族を支援していこうという姿勢に
は、人権意識の高さとこれからの未来を見据える力
を感じた。　　　　　　　　　　　　（松永　大介）

 ・ Alternative Report of the NGOs Federation 
for Children to the United Nations Committee 
on the Right of the Child ‒ Geneva on the 
Fourth Progress Report of the Government of 
Romania for the 2009-2013 period

 参考資料

　

　今回の視察先であるルーマニアとドイツでは、ロマが貧困や教育問題にあえぐ

社会的な孤立集団として問題になっていた。ロマがヨーロッパに出現したのは15

世紀である。ロマは、近年では北インド発祥と唱えられているが、「髪が黒く、浅

黒い皮膚をもったこの放浪生活者はエジプトから来た」という誤解のもと、長らく「ジプシー」と呼ば

れてきた。ルーマニアは、ロマが人口の10％を占め、ヨーロッパでもっとも多いが、「Romania」はロー

マ人の国という意味でロマとは関係がない。ロマの享楽的で遊動的な生活への嫌悪と子どもをさらう

犯罪者集団などという偏見が差別と迫害を生み出し、現在も各国でくすぶり続けているが、それは今

に始まったことではない。第2次世界大戦中、ロマはドイツにおいて劣等種族の烙印を押されホロコー

ストの対象となり、50万人以上が犠牲となった。ルーマニアでは15世紀から19世紀後半まで、ロマは

奴隷のような扱いを受けていた歴史がある。現在でも、ヨーロッパ全域を見てみると、違法滞在の強

制送還（例えば、ルーマニアはEU国家間移動を自由とするシェンゲン協定に参加できていない）や分

離教育、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムなどの排斥の対象となっている。また、識字率の低さや、不登

校、高い失業率、貧困などの子どもの問題と、このロマの問題は切り離して考えることはできない。

（松永　大介）

Bucharest
コラム

RomaniaRomania

ロマについて
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ルーマニア
家庭内暴力防止、家族支援組織
Anais

訪 問日 時： 2017年9月20日 PM

取 材 場 所： Parliament Hotel（ブカレスト市）

取材担当者： マウリス（代表者）

（敬称略） クリスティーナ（ソーシャルワーカー）
 ジュリナ（弁護士）

 アデラ（心理士）

1. 概要
2011年に活動を開始した、暴力の被害者や、リス
クのある女性と子ども、弱い立場にある人々を支援す
る人権擁護団体である。女性、青少年、若者の権利
の向上を目指し、教育、カウンセリング、法律相談、
母子支援などの活動を行う。

【目標】

¡子どもや家族の支援を通して子どもの遺棄を減ら
し、家族の再統合を進める。

¡子どもの最善の利益の実現のため、政策と法律を
改正する。

2. 事業内容
ブカレスト市内で、社会保障サービス、DGASPC-
Sect1、警察、病院などと連携しながら次の事業を推
進する。

（1）家庭内暴力への対応

被害者の権利を擁護し、次の支援を行う。
 ・ DV被害者の相談対応と支援
 ・ 法的手続き等に関する情報提供
 ・ シェルター（Casa INVICTA：後述）の運営、利
用者への支援、家庭内暴力専門電話相談（24時
間対応。緊急時に備えて待機している）

◎ルーマニアにおける家庭内暴力施策
　2003年　家庭内暴力防止法　施行
　2012年　家庭内暴力防止法　改正
　2016年　イスタンブール条約　批准

ルーマニアが抱えている課題は数多く、家庭内
暴力対策の優先順位は低い。100年前は強い父権
社会であり、妻を棒で殴ってもよいという法律も
あったほどで、こうした文化的背景が今も社会に
影響を与えているという。
暴力の加害者男性への支援団体はルーマニア国

内に2～3ヵ所あるが、加害者は処罰を受けない、
あるいは有罪となっても刑罰が軽いケースが多い。
そのため法律改正を目指した動きがあるとのこと
だった。
Anaisは、欧州のスタンダードへの啓発を目指

しEuropean network WAVE -Women Against 
Violence Europeに加盟している。

（2）がん患者への支援

病院と連携してがん患者支援を行う。具体的に
は次の活動をしている。

　・乳がんや子宮頸がんと診断を受けた人への無料
　カウンセリング

　・メイクアッププログラム
　・フラワーアレンジメント
　・ビーズジュエリーのワークショップ
　・屋外活動の促進
　・乳房切除手術を受けたい人への支援

（3）チャリティー活動

生活が困窮している人々のために、クリスマスな
どに食品、家庭用品、玩具、お菓子、その他の
必要なケアを提供する。また年間を通して家電や
家具、衣類、靴などを必要としている人に提供し
ている。

 

「女性に対する暴力や家庭内暴力の防止と
撲滅に関する欧州評議会条約」

欧州連合（EU）は加盟各国に批准を推奨
女性に対する暴力に法的拘束力を持つ

＊ イスタンブール条約 ＊
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3. 運営資金
大企業からの寄付を活動資金としているが資金繰
りは厳しく不安定で、事業のほとんどはボランティア
で運営されている。特に、シェルター事業について
は、保護を受けても結局家に戻ってしまい、成果が
ないというイメージが強く、寄付する企業は少ないと
の説明があった。

4. Casa INVICTA（シェルター）
（1）概要

命の危機に関わる、主には家庭内暴力被害を
受けた母子が14日間利用することができる24時間
運営の宿泊施設である。利用後はカウンセリング
や、保護命令を得るための手続きなどを進める支
援を受け、親子で入所できる施設に入ったり、自
宅に戻るなどする。

（2）安全面

建物の1階部分に公共機関があり、外から見え
ない構造になっている。電話番号のみ開示してお
り、住所は非公開である。

（3）支援内容

 ・ 食事や衛生製品の提供
 ・ 心理カウンセリングや医療相談
 ・ 社会復帰の支援
 行政と連携しながら長期欠勤や子どもの不登校
の理由書の作成を手伝う。また保護命令の申
請のための書類準備や、離婚を望む場合の司
法手続きなどのサポートを行う。

（4）心理カウンセリング

心理カウンセリングについては、①母1人に対す
るケア、②母グループに対するケア、③子ども（5
歳以上）に対するケアがある。
子どものカウンセリングを行うには両親の同意が

必要であるため、母に単独親権が下りたケース以
外は、子どものカウンセリングを行うことは難しい。

（5）課題

現在の法律では、緊急時に警察官が駆け付け
てDVの傷痕を見ても、保護命令がなければ対応
できない。警察が被害者をすぐに保護できるよう
法律を改正することを目指している。

乳房を切除し、脇の下
に何もないという不快感
を軽減するためにハート
型の枕を作っている。
今回団員全員にこれを
プレゼントしてくださった

がん患者へのパンフレット

病院でがん患者支援リーフレットを配って
いる。リーフレットでは、乳がんや子宮頸
がんと診断された女性への心理的支援、
同じ苦しみを抱えた女性へのグループ
ワーク、法律相談などの支援内容を紹介
している

乳房を切除し 脇の下

 

DV被害

シェルター入所（Casa INVICTA）

心理カウンセリングや保護命令手続

施設入所

 

  

自宅・親戚宅
に戻る・母-乳児センター

・復帰センター
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5. 保護命令
（1）現状

保護命令は、加害者に対し、被害者に近づくこ
とを禁止する命令で、6ヵ月間有効である。危険
が続く場合は、さらに6ヵ月延長することができる。
保護命令発令のためには家庭内暴力の確固たる
証拠が必要で、それが裁判官に認められれば、
加害者を家から退去させることができる。

（2）課題

加害者が保護命令に従わないことへの罰則がな
い。傷害があったとしても治療期間が90日以上で
なければ刑事責任を問うことができない。加害者
に対しては親権の制限やはく奪ができるが、保護
命令の効力は小さい。

6. シェルター退所後の支援
経済状況等も考慮した上で退所後どうするかを決
定する。被害者には
 ・ 施設入所（母-乳児センター、復帰センター）
 ・ 保護命令を得て自宅に戻る
 ・ 親戚宅で生活する
という3つの選択肢がある。
2歳までの子どものいる母子が利用できる母-乳児
センターは2ヵ月間利用でき、復帰センターは母-乳児
センターを出た後4ヵ月間利用ができる。
一度暴力を受けた被害者にはもとの家庭環境は有
害であるという考えから、心理・社会・司法カウンセ
リングを行って支援している。しかし2、3割は加害
者がいるもとの家庭に戻ってしまうことが課題である。

7. 普及・啓発活動
24時間対応の相談電話受け付けがあることをPRし
ている。警察や他の保護団体にパンフレットを置い
たり、facebookページやホームページに掲載したりし
て案内している。2016年度、電話とメールの対応は
400件にのぼり、広報活動の成果が見られる。また
全国に向けてDV防止キャンペーンを行っている。

8. 所感・考察
ルーマニアにおけるDV被害者の数は正式には出て

いない。データの集積においても統一されておらず、
警察、裁判官、自治体それぞれが家庭内暴力の発
生率や発生理由を違う基準で調べているため比較で
きない状態であった。しかし、父権社会の文化的背
景が多く残っていることもあり、DVの被害者数は出
ていないが保護が必要な世帯はかなり多いのではな
いかと感じた。
講師の「被害者は環境に慣れてしまい他の生活パ

ターンを知らないので結局自宅に戻ってしまう」とい
う言葉が印象的であった。この言葉の意味するとこ
ろは、長期に渡って暴力を受け続けることでその生
活が当たり前となり、保護されても保護先でどのよう
に過ごしてよいかわからず結局自宅に戻ってしまうと
いうことである。
父親が裁判官の前で「自分は父親だから家族が稼

いだ金は自分がもらった」と父権を堂々と主張するこ
とがあるという。このエピソードは、ルーマニアにお
ける家庭内暴力の現状を物語っているように感じた。
国や地方自治体と民間団体の間にある壁は高く、

同じゴールを目指しているはずでも、思いや足並み
が一致していない。DGASPC視察の際、DVの予防
や被害者支援は、民間団体に任せているという話が
あった。まさに、ルーマニアが直面している問題は
たくさんあることで一つずつ問題を解決している最中
での視察であったように感じた。
家庭内暴力の政策や補助金が万全ではない中「わ

家庭内暴力防止に対するリーフレット。「黙っ
て耐えてなくなるものではない」「このまま黙っ
ていても仕方ない」とメッセージ性の強い言葉
で訴えている
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れわれ民間団体は自由に考えて、動くことができ
る」と言うAnaisの志は高く、熱意は強い。そうした
思いや考えが、他の団体とのコラボレーションや、
市民に発信する力を生んでいるように感じた。

（山﨑　佑喜）

 ・ ANAIS Associationウェブサイト
 ・ ANAIS ACTIVITY REPORT‐2016

 参考資料

　

　ルーマニアでは国による統計調査が実施されている。
日本の総務省統計局の「世界の統計2015」でもルーマ
ニアのカテゴリーは存在する。一方で、われわれが訪問
した視察先の資料でも、統計調査の結果が示されていた。視察先が独自調査
を行い統計でまとめたものである。当然ながら、国家が行っている統計調査

の結果が一つの基準となるが、国による統計結果と視察先の独自調査に大きく差異が生じている項目
が見受けられる。例を上げると、国外に出稼ぎにいっている親は約35万人、置き去りになっている子
どもの数が児童保護団体の統計では21万人になっているのに対して、教育省では8万人という結果と
なっている。どちらが正しいかは別にして、これは誤差の範囲を大きく超えているとしか言いようがな
く、統計結果としては信憑性に欠ける情報である（なぜこんなに差があるの？という思いは現地の関係
者も感じている様子であった）。
　通訳のフロリン氏によると、「国家の行政職員でエクセルを使いこなせる人材も不足していること
から、各省庁からの統計データの中には信憑性に欠けるデータもある」とのこと。このような背景もあ
り、帰国後の報告書作成にあたっては、文献をあらえばあらうほど「この数字が最新で正確！」と自信
を持ってまとめあげるまでに時間を要し、大変苦慮したのは、想像に難くない。（特に行政視察の担当
者はお疲れ様でした）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              （中山　祐一）

∞ ∞
Bucharest
コラム

RomaniaRomania
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ルーマニア
セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア
Salvati Copiii Romania

訪 問日 時： 2017年9月22日 PM

住　　　所： Intr. Ștefan Furtună nr. 3sector 1, 

 Bucureşti

取材担当者： ガブリエラ・アレクサンドレスク

（敬称略） （会長）
 ダイアナ・ストンカレアヌ
 （カウンセリングセンター統括）

1. 概要
（1）セーブ・ザ・チルドレン・インターナショナル

子どもの権利擁護を推進し、支援活動を行う国
際NPOである。現在、日本を含む29ヵ国のメン
バー組織があり、約120ヵ国で子ども支援活動を
展開している。

（2）セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア

ルーマニアでは、政権崩壊翌年の1990年4月に
活動を開始し、2016年まで、のべ1万5千人の子ど
もに支援を行ってきた。ルーマニア国内に13支部
があり、行政機関とも連携している。スタッフは
120名おり、毎年のべ3,500名のボランティアが活
動に参加している。
現在は子どもの保護、教育、医療支援、DV保護、

子どもの権利の推進や啓発のためのプログラムを
行っている。

2. 活動費
2016年の収入は、540万ユーロであった。財源の
大半は法人からの寄付で、15,800名の個人と20,000
社の法人からオンラインで寄付を、その他銀行送金
による2,000件の寄付を受けている。
支出の内訳は、子どもの権利を守る活動に175万
ユーロ、教育を受ける権利の促進に163万ユーロ、
健康と栄養を守るプログラムに65万ユーロ、子どもの
権利擁護の啓発活動に6万ユーロ、災害などの緊急
対応に1万ユーロであった。

3. 子どもの権利を守る活動内容
児童保護、貧困対策、教育、医療、DV保護、子
どもの権利の推進などの取り組みを行っている。

（1）虐待・家庭内暴力に対する取り組み

国内に家庭と子どものためのカウンセリングセン
ターが6ヵ所ある。うち1ヵ所は視察先のブカレス

ト本部に、その他は地方都市
に設置されている。
オーストリア、スウェーデン

などで教育を受けた専門職員
を40人配置し、無料でカウン
セリング、アセスメント、治療
を行う。
2015年、15,752人の子ども

と16,921人の親に対してカウン
セリングサポートを行った。

ルーマニアにおける体罰データ
～セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア2015年調査

・子どもの63％が親から体罰を受けていると申告
している
・体罰をしていると認める親は38％に留まる
・体罰は子どもの教育に必要だと思っている親が
20％いる

63％の子どもが父母から日常的に体罰を受けている
と伝えるポスター
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（2）生活・教育支援プログラム

①実施の背景
 農村部では飲料水の入手が困難で、約5割の世
帯では水道の水を飲めず、トイレが別棟にある。
衣類も食事も不十分で、小学校の給食を家に持
ち帰り、自宅にいるきょうだいに分ける貧困世
帯の子どももいる。

 夏休みを利用し、こうした貧しい地域にチーム
を派遣して、幼稚園や保育所に通ったことがな
い子どもやその親のために、就学準備の説明を
行っている。

②参加者
 支援対象の70～75％がロマの家庭で、子ども
の教育に無関心なことが多い。2ヵ月かけて、
子どもには簡単なマナー、親には必要な学用品
があることなどを教える。2004～2016年、のべ
6,900人の子ども、4,750人の親がこのプロジェ
クトに参加し、のべ1,614人がスタッフとしてプ
ログラムの実施に関わった。

③プログラムの運営
 プロジェクトに関わる職員の研修はセーブ・ザ・
チルドレン・ルーマニアが行う。法律の整備が
遅れNGOに対する補助金が無いため、プログ
ラムは市民からの寄付で成り立っている。プロ
ジェクト実施地域では、学校に通い始めた子ど
もが増加したという。

（3）不登校防止を目指した支援

給食の提供や宿題の援助、勉強をする場所の
提供などを通じ、子どもが長期に亘って安定して授
業が受けられる環境作りをしている。また、不登
校を防止するためのアフタースクールの運営、幼い
時期から労働を強いられた子どもの学習支援、セ
カンドチャンス（復学）の取り組みもなされている。
セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニアのアフタース

クールとセカンドチャンスプログラムには、これま
でに1万7千人近い子どもが参加をしている。

（4）支援者の資質向上のための研修

医者や教師、カウンセラーなどに対して、子ども
とどう接するかを教える研修を行う。体罰禁止法
の施行後は、事例の相談も増えている。

（5）安全なインターネットの利用

現在、都市部ではインターネット環境が整備さ
れ、子どもたちの多くが簡単にインターネットにア
クセスできる。
子どもをオンライン上の暴力から守るため、EUの

プログラムを実施し、個人情報は出さない、危険
なサイトにはアクセスしないよう子どもに教えてい
る。大人や専門家に対するプログラムもあり、学
校現場では子どもと教師に対してインターネットの
危険性についての啓発活動をしている。教師がイ
ンターネットの安全利用を授業で教えられるようパ
ンフレットを作成している。

暴力の連鎖をイメージさせるポスター

ルーマニアにおける保育と教育

・保育園に通う子ども
 都市部5％　農村部は0％
・幼稚園の入園率　50％
・不登校（7～17歳）282,000人
・34,000人が小・中学校いずれかで不登校となっ
たことがある。

・読み書きができない子ども245,387人
 そのうちロマ人は67,480人
・ 1990年代は約5,000人のホームレスチルドレン
がおり、13～14歳で小学校1年程度の学力し
かない子どももいた。
 （セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア2015年調査）
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メール相談や違法なサイトについての通報がで
きるシステムもある。ホットラインの担当者は、サイ
トを閉鎖する権限を持つ警察と連携し、対応する。

（6）乳児死亡率の改善への取り組み

①周産期医療機関の近代化
 2010年から76ヵ所の病院（国内産科医療機関
のおよそ半数）に、医療機材などを寄贈した。
個人、企業、公的基金から集めた資金は総額
300万ユーロに上る。このプロジェクトによって、
のべ31,000人の新生児の命が救われた。

②医療従事者、妊婦への教育
 諸外国から専門家を招き、出産に関わる医療従
事者の育成を行っている。

 医療現場が近代化し、技術は改善しているが、
乳児の死亡率はいまだに高い。その要因には、
母親が十分な教育を受けていないことが挙げら
れる。

 特に農村部の乳児死亡率は都市部の2倍である。
読み書きができず、かかりつけ医師もおらず、一
度も検診を受けずに流産する妊婦がいる。その
ため医療従事者がチームを組んで教育をしてい
る。その結果、教育活動を実施した地区の乳児
の死亡件数がゼロとなった。母子保健の重要性

を保健省に提言してきたが、政変以降27年で大
臣が次 と々代わり、実現に至るのが難しかった。
近年ようやく、保健省に母子保健部門が設置さ
れた。ロビー活動を行い、最近になって母子保
健制度の整備が進んできている。

（7）国外への出稼ぎに対する対策

親が不在で子どもが孤立したり、弟妹の世話を
するために教育がおろそかになる子どももいる。
セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニアでは、こうした
外国へ出稼ぎに行った親を持つ子どもをアフタース
クールで受け入れている。
教育監査局や学校と情報を共有し、出稼ぎで

親がいない子どもが多い地域にアフタースクールを
設置している。アフタースクールではカウンセリン
グが行われ、そこでは教師がボランティアで学習
支援を行うこともある。
また学校が親の連絡先を調べ、オンラインで連

絡が取れるようにしている。以前は規制がなかっ
たが、現在は、両親、または一人しかいない保護
者が国外に出る時は、子どもの代理保護者を届け
出る必要がある。代理保護者がいなければ入学や
入園ができず、医療も受けることができない。出
稼ぎの親が国内外から無料で連絡ができるしくみ
を整備した。

（8）ボランティアセンターの活動支援

国内にあるボランティアセンターでは、若い世代
を中心にのべ51,300名が、これまで120万時間の
ボランティア活動を行った。特に児童の人権や生
活衛生の講義などに、ボランティアが意欲的に参
加している。

4. エビデンスに基づいた政策提言
例えば政府の教育への投資額が高ければ高いほ

ど、不登校の子どもの割合が低くなるというデータを

若年出産と乳児死亡率

・ 若年出産（18歳未満）がヨーロッパの中で最も
多い

・ 1歳未満の死亡率　
 ルーマニア 8/1,000
 EU 3.7/1,000
 （セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア調査）

国外への出稼ぎと子どもの置き去り

・ EU加盟以来、ルーマニアから350万人がEU
諸国に流出している

・ 出国した親25～35万人のおよそ6割が国内に
子どもを残して出稼ぎに出ている
 （セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア調査）

インターネットによる被害

・ 子どもの42％がインターネットから心理的な悪
影響を受けている

・  子どもの22％が性的な画像や情報流出など
による被害を受けたことがある

・  2016年、900のサイトで子どもの裸などが掲載
された
 （セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア調査）
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示した調査結果がある。ルーマニアは教育への投資
をGDPの6％まで上げるとEUと約束していたが、現
在は3％程度に留まっている。セーブ・ザ・チルドレン・
ルーマニアでは、独自に行った調査や統計データを
もとに国への提言を行っている。

5. 所感・考察
ルーマニアでの最終日の視察先であり、ルーマニ
ア国内の状況をある程度理解した上で視察すること
ができた。セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニアの統
計やニーズ調査の数値を受けて、国内における現状・
課題を改めて認識することができた。
ルーマニアにおいてチャウシェスク政権下で多くの
子どもが劣悪な環境のもと集団養育を受けていた。
子どもたちの支援や制度改革が急激に行われ、さら
にEU加盟に伴い、求められた条件と国内の状況と
の差が大きかった。
現在も年間1,000人の子どもたちが出産直後に置き
去りにされている問題もある。セーブ・ザ・チルドレン・
ルーマニアが取り組む課題は、①貧困②児童虐待防
止③子どもの教育・不登校・いじめ（インターネット
も含む）④乳幼児の医療支援の対策⑤国外への出稼
ぎ（子どものみが国内で取り残される問題）⑥親支援
と教育⑦専門家の育成のための研修等の新たな課
題が山積している中で、子どもにとって安心・安全な

組織・事業づくりを行いモニタリングと評価を行って
いる。
しかしルーマニアの支援については、歴史的、数

値的な違いはあるが、日本国内においても同様の課
題がある（⑤以外）。ガブリエラ会長の話の中で特に
印象に残っているのは、社会における貧困、児童虐
待、医療支援、DV保護、子どもの人権に関する推
進や認識は全て「子どもの教育のあり方」につながっ
ているということだ。「子どもへの教育」の充実・改善
が今後の課題であり、そのために、国際NGO団体
及び国内の土着の組織として、政府に対してよりよ
い制度をつくりあげていくための政策提言を行い「子
どもの権利」のパイオニアとしての使命を果たしてい
く強い意志に感銘を受けた。               （中山　祐一）

 ・ セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア
 http://www.salvaticopiii.ro/
 ・ セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
 http://www.savechildren.or.jp/
 ・ セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア
 『アニュアルレポート2016』
 ・ セーブ・ザ・チルドレン・ルーマニア
 25 years of/////presence in Romania

 参考資料

左からアレクサンドレスクさん、通訳のフロリンさん、
ストンカレアヌさん
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Romania Save the children Gallery

〈勤勉であることが問題〉
子どもの強制労働に反対する

〈黒板消しの仕事以外を学ばせよう〉
復学による教育の機会を

〈あなたの声を聞きます〉
意思表明を訴える

〈いじめをする子どもたち〉

〈彼らの涙がかわくように〉
洪水の被害を受けた子どもたちへの募金を呼びかける

〈暴力は神聖でない〉
暴力防止

セーブ・ザ・チルドレンでは思わず目を奪われるような子どもたちの問題を訴えるポスターを制作している。
ここではそうしたポスターをいくつか紹介したい。
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　訪問中はさまざまな場面でルーマニア語、英語、日本語で資格名・職業名が飛び交っ
た。制度の理解が不十分な上に、ルーマニア語は普段身近に接する言語ではないこともあ
り、団員一同は「ソーシャルワーカーとソーシャルアシスタントはどこが違うんだ！」など用
語の問題で大いに混乱した。ここでは、現地および帰国後の調べや、現地通訳でお世話に
なったフロリン・ポペスクさんの調査を通して明らかになった、子ども家庭福祉の現場で働く職員の資格や職業
について不十分ながら紹介したい。

◆日本とは違う？ 児童福祉関連用語集 ～ルーマニア編～
Bucharest
コラム

RomaniaRomania

用語 
（ルーマニア語） 英語表現 必要教育

レベル＊注１ 意　味

lucrător 
social

ソーシャル
ワーカー

教育レベル2
（高校卒業）

専門的なトレーニングを受けておらず、高校卒業後に、
社会福祉や医療分野で従事する職員一般を指す。

parinte 
social

ソーシャル
ペアレント

教育レベル2
（高校卒業）

入所施設および幼稚園や学校において、子どもへのケア
を行っている職員一般を指す。教育レベルが上の職員の
補助者として位置づけられている。性別によって、ソー
シャルマザー、ソーシャルファザー等の呼称をすることも
ある。

Asistentul 
Matana

マターナル
アシスタント＊注2

教育レベル2
（高校卒業）

職業里親のことを指し、各県またはブカレスト市区に雇
用される公務員。18歳以上であることが要件で、性別
や既婚・未婚などの条件はない。

educator エデュケーター＊注3 教育レベル4
（大学卒業）

心身の障がいや学習困難、その他の特別ニースのある
児童・青年・成人の発達を支援に携わる、国家資格を
持った職員。

Asistent 
social

ソーシャル
アシスタント

教育レベル4
（大学卒業）

大学で福祉を専攻し、国家試験に合格した社会福祉の
専門職。個人･家族・組織・コミュニティにおける個人
的・社会的困難に対して、さまざまな資源を活用しなが
ら支援を行う。

＊注１： 必要教育レベルは、ルーマニア職種基準法によって定められている。現地通訳のフロリン･ポペスクさん
によれば、ルーマニアにおいては共産党政権（あるいはそれ以前）の時代から、職名が教育レベルと関連
していたとのことであった。当時は、lucr tor（労働者＝ワーカー）は、義務教育の職種であり、asistent
（アシスタント）は、高等学校あるいは専門高校卒業以上の職種であった。

＊注2： asistent（アシスタント）は、教育レベル2以上の専門補助員を指し、「今の資格や経験だけでは本職と
は認められない補助職員という」という意味合いであるようだ（この意味では、教育レベル4の専門家で
あるソーシャルアシスタントは例外的といえる）。

＊注3： エデュケーターには、6種類の職種がある。ここの説明は、エデュケーターは、「障がい児・者施設のエ
デュケーター」に関するものである。

　ルーマニアの専門職の方々に直に接し、その背景についてもっと知りたいとさまざまな文献等を当たったが、
言語の壁と情報量の少なさもあり、混乱の完全な解消には至らなかった。上記については「資格」と「職種」が混
じっているが、ルーマニアは、職種基準法によって、それぞれの職業の教育レベルが設定されている。サイト上では
9つのカテゴリーに分かれており、400以上の職種が確認された。職業の中には、マターナルアシスタントのよう
に、独自の研修を設けているものもあるようだ。ルーマニアの大学進学率は53％ほどで、多くは国立の大学であ
るが近年では私大の設立も多くなってきており、今後児童福祉の現場で働く専門職の数も増えていくのかもしれ
ない。かつては皆が公務員だった時代からどのような変化があったのか、児童福祉以外のさまざまな職業の教育
レベルはどのように設定されているかなど、興味をかきたてられた。                    （中村　里美・楢原　真也）
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　今回の視察で訪れたドイツの施設で働くスタッフの資格や児童福祉に関する用語をいく
つか調べ、まとめた。なおソーシャルペダゴジーについては次ページに詳しい。

◆日本とは違う？ 児童福祉関連用語集 ～ドイツ編～

ドイツ語 英語表現 意　味

Erzieher
（エアツィーア）

エデュケーター 日本の保育士資格に相当。3年制の専門学校（Fachschule）
で養成される。保育所や幼稚園、施設などで、子どもの養育
の他、青少年から成人、または障がい者の支援を行う。資格
を問わず「教育者」「（家庭）教師」という意味で使われる
こともある。

Sozialarbeit
（ゾツィアールアルバイト）

ソーシャルワーク 1925年から使われ、アメリカに持ち込まれてSocial Work
となり、戦後逆輸入されたという見方がある。（生田他
2011:148-149）

Sozialarbeiter
（ゾツィアールアルバイター）

ソーシャルワーカー ソーシャルワーカー。1960年頃から養成制度が制度改革
（2年制から3年制過程へ）されていった。

Sozialpädagogik
（ゾツィアールペダゴーギック）

ソーシャルペダゴジー 社会的教育学のこと。1844年、ドイツにおいてカール・
マーガーとフィリードリッヒ・アドルフ・ディステルベークに
よって概念化され、その後ヨーロッパ大陸諸国で広がった
教育と児童福祉等を横断する概念であり、理論であり、実
践方法である。

Sozialpädagoge
（ゾツィアールペダゴーゲ）

ソーシャルペダゴーグ 社会教育士。大学レベルで養成される。社会的教育学をベー
スとした実践を行う専門職である。保育所、学校、児童福祉
施設、障がい者サービスなど幅広い領域で働いている。

Heilpädagoge
（ハイルペダゴーゲ）

直訳すると
ヒーリング（癒しの）
ペダゴーグ

障がいを持つ人々を教育、支援する障がい療育士。セント
ヨーゼフ病院のBabyklappe担当者がハイルペタゴーグで、
通訳の後藤さんは“養護教育士”と訳していた。

　
　視察中は上記の語を始めとして、さまざまな専門用語や職業名を耳にした。教育・福祉についての考え方や実
践の違いから、単純に日本語に訳すことのできない用語も多くあった。言葉や概念の理解に四苦八苦し、日本で
は何に該当するのかを考えながらも、他国の言葉を理解するには、やはり、その国の文化や歴史を勉強するところ
から始めなければいけない、と痛感する日々だった。
　視察中から報告書作成中のまさに今現在に至るまで、先生方を交えて団員同士で何度も話し合ったり調べたり
する中で「なるほど！」と腑に落ちた時は大変スッキリとし、「ドイツらしい」と納得することも多々あった。

（佐土原　由美・黒木　円）

【参考文献】

¡『ソーシャル・ペタゴジーと児童養護施設－福祉レジームの観点からの国際比較研究－』
 細井  勇（福岡県立大学人間社会学部紀要 24(2), 1-21, 2016-02）
¡『ドイツの児童福祉と日本の児童福祉－ドイツ児童・青少年援助と児童福祉施設－』
 細井  勇（福岡県立大学人間社会学部紀要 25(1), 1-21, 2016-09）
¡caritasウェブページ https://www.caritas.de/fuerprofis/arbeitenbeidercaritas/sozialeberufe/
heilpaedagoginfachschule/heilpaedagoginfachschule.aspx（2017.12.15閲覧）

¡「礼拝と奉仕と伝道とドイツ福音主義教会とディアコニー」日本基督教団公式サイト（2006.02.11記事より）
¡「自由・安全・補完性－ドイツ社会国家の正当化論理をめぐる意味論的考察－」
 坂井晃介（相関社会科学 (26) 3-19  2017年）
¡Deutsches Universalw örterbuch 2007 Duden
¡クラウン独和辞典  第４版  2007  三省堂
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　ドイツの子育て支援にかかわる多くの現場で聞かれた言葉のひとつが「ソーシャル
ペダゴジー（社会における子育て）」である。実際に子育てに関わるさまざまな視察先
で、ソーシャルペダゴジーを学んだ「ソーシャル・ペダゴーグ（社会教育士）」が活躍
しており、その汎用性は相当に高いようである。なお、ルーマニアにおいても、直接ソーシャルペダゴジー
という言葉は聞かれなかったものの、制度や実践等の中でその影響は受けているのではないかとも感じら
れた。
　ソーシャルペダゴジーは、大陸ヨーロッパ諸国（イギリスとは異なる非英語圏の国々）で、子どもの育ち
を支える理念や実践として広く普及している概念である。これまで日本では「社会的教育学」や「社会教育
学」と訳され、保育の場で議論されることが多かった。しかし、元来は福祉と教育の両者を含み、施設や里
親での子育てを含めた社会的養育にも大きく貢献している考え方である。
　近年、里親等の家庭養育を重視する流れの中で批判に曝されることの多い英国の施設養育においても、
北米のチャイルドアンドユースケア･アプローチとともに導入が進んでいる。その特徴としては、次のような
点が挙げられる。
・ 子どもをひとりの全人的な存在として捉え、その子どもの総合的な発達を支援する。
・ 実践者は、子どもや若者と同じ生活空間を共有し、毎日の生活の中の出来事を子どもの回復や成長を促
す機会として活用する。

・ 自らを専門職という役割にとどまらないひとりの人間としてみなす。
・ 職場では「プライベートな自己」を区別するととともに、「プロフェッショナルの自己」と「パーソナルな自
己」の統合を図る。

・「頭で考え、心で感じ、手を動かす」という中心的な前提があり、知的―実践的―情緒的な活動をケアの
担い手に要求する。

・ 子どもたちの集団生活を重要な資源のひとつとして捉え、グループを積極的に活用していく。

　非英語圏のドイツ発祥であるためか、これまで大きく取り上げられることはなかったが、近年ではわが
国でも注目が集まっており、2018年2月には、「日本ソーシャルペダゴジー学会」が創設されている。さま
ざまな研修や文献等のテーマとなる機会も増えており、今後の社会的養育のあり方を議論していく上で重
要なキーワードになってくると思われる。施設養育への示唆はもちろんのこと、福祉や教育や保育や心理と
いったそれぞれの枠組みを超えた、「社会における子育て」を広く考える際に、共通の基盤を与えてくれるも
のと考えられる。                                                                                         （楢原　真也）

【参考文献】

¡ Smith.M.,Fulcher.L.,Doran.P.（2013）『Residential child care in practice：Making a difference』
 The Policy Press
¡ 細井勇（2016）. ソーシャル・ペタゴジーと児童養護施設，福岡県立大学人間社会学部紀要 24(2)

Berlin
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GermanyGermany

～ ソーシャルペダゴジー ～
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ドイツ

訪 問日 時： 2017年9月27日 AM

住　　　所： Clinkastr.24 10117 Berlin

取材担当者： トーマス・ズーハン

（敬称略）  （第5局子ども・若者局）

 セバスチャン・ケルヒ（広報担当）

1. ドイツ連邦家族・高齢者・女性・
　青少年省について
1-1. 組織

①中央局（ボランティア政策担当）、
②家庭局、③少子高齢化・高齢者福祉局、④均等
待遇局（旧女性局）、⑤子ども若者局の5つの局に分
かれ、補完性の原理（後述）のもと、基本方針の策
定や立法業務などを行う。職員数は約700名で、男
性31％女性69％（幹部級は男性44％女性56％）の構
成となっている。

1-2. 連邦と州の関係

ドイツは連邦制のため、16
各州に議会があり州首相が
いる。国の権限は基本法（憲
法）に記されており、それ以外
の権限は州に帰属する。州政
府が所管する権限は多く、「補
完性の原理」（権力を分散し、決定や自治などをでき
るかぎり小さい単位で行い、できないことのみをより
大きな単位の団体で補完していくという考え方）に基
づいて、州の一義的任務であれば州が行う。例えば、

教育政策については「連邦の協力の禁止」が定められ
ており、主権を持つ各州に行政権限がある。
連邦政府はモデル事業を行ったり、新たな提案を

行うほか、法律や条件を整備する。例えば、育児休
暇の整備、暴力被害にあった女性を支援する仕組み
作りなどを各担当局が行っている。家庭及び青少年
政策に関する各州同士の調整の場としては、青少年
家庭調整会議等がある。

1-3. 連邦法

青少年政策については連邦法として、社会法典第
8編（SGBⅧ：児童・青少年援助法）があり、全州で
共通した支援の根拠となっている。2013年の改定に
よって、児童保護の強化、児童養護施設の監督機
能の向上、州の裁量や取り組みの拡大などが実施に
うつされた。

ドイツ連邦 家族・高齢者・女性・青少年省 子ども・若者局
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

管理スタッフ 
家族・高齢者・女性・青少年省 

大臣 

・児童の性的虐待問題に  
 対する独立委員会 
・児童の性的虐待治療に  
 関する独立委員会事務所 

 事務次官 

1  
2
3
4
5
 

 
 

 
 

政務次官 連邦反差別庁 

難民政策事務所 
省均等待遇

 責任者
 

情報保護責任者 

中央局 
（政策担当） 

少子高齢化・ 
高齢者福祉局 

均等待遇局 
（旧女性局） 子ども若者局 家庭局 

EU課 

2018年1月23日現在の
省組織図から作成 

政務次官

１部  
課：機会均等・統合・ユースソーシャルワーク
課：青少年教育 
課：マスコミ・青少年保護法 
課：欧州・国際青少年政策 
課：子ども・青少年プラン 

２部： 
１課：政策 
２課：子ども・青少年支援法規 
３課：デイケア拡充・品質管理 
４課：子どもの権利・早期支援・性暴力/搾取保護
５課：若者の自立政策 

プロジェクトグループ・基金・財団
・連邦サリドマイド児と母財団課 
・東西ドイツ施設児童への性的虐待補償基金課
性的虐待基金事務所 
・宗教改革500年記念プロジェクトグループ

■家族・高齢者・女性・青少年省組織図

ケルヒさん
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2. 子ども・若者局について
2-1. 概要

子どもと若者を保護し、支援し、参画させること
が局の三本柱である。ドイツでは0～13歳は子ども、
14～26歳（14～17歳：青少年、18～26歳：若者）は
若者とされている。18歳で成人とみなされるが、教
育を受けている間は26歳まで児童手当も支給される
など、柔軟な運用がなされている。
青少年施策は大きく①若者、②家庭、③難民、④
多様性と民主主義に分けられ、「強い権利を持った強
い子どもと若者を作る」ことを目指している。ヨーロッ
パ内外の国際交流事業も重視しており、青少年交流
事業団を設け、文化交流、仕事のインターン、職業
交流等の相互交流を行っている。

2-2. 子ども・若者政策

（1）子どもや若者への支援

①「青少年の、青少年による、青少年のための政
策」をモットーに、子ども・若者の保護、教育
支援、子ども・若者の人間発展の場の創出に力
点を置いている。

②子ども分野では、モデル事業の実施、法律の
整備、インセンティブの付与、給付や支援など
によって、夫婦が子どもを産みやすい労働条件・
環境の改善を図ったり、子どもの貧困を減らす
取り組みを行っている。

＊1ユーロ＝135.75円（2017年9月25日）

③乳幼児を暴力やネグレクトから守り早期支援を
行うために、葛藤を抱えた妊婦の支援や児童保
護の分野で全国的なネットワークを構築した。

④新たな課題として、青少年・親の双方へのメディ
アリテラシー支援が挙げられる。有害なコンテ
ンツもある中で、子どもの方が新しい技術に早
く親しみ、家庭や学校において親や教師がつい

ていけないという状況が生じているため、支援
が必要とされている。

（2）施設内暴力への補償基金

児童養護施設入所中に暴力（性暴力含む）を受
けた人のための補償基金をはじめ、学校、教会な
どの各種機関で被害を受けた人のために、性暴力
被害者支援制度が設けられている（2012年に申請
が開始された）。
2002～2004年、週刊誌「シュピーゲル」による
1950～1960年代の西ドイツ施設で行われていた暴
力行為に関する当事者へのインタビュー記事が注
目を浴びた。その後当事者グループが請願権を行
使し（ドイツには市民が議会に直接請願を行うこ
とができる請願権がある。政府は請願に返答する
義務がある）、連邦政府は当事者やカトリック、プ
ロテスタント等の関係機関を集めて会議を行った。
会議は4年に亘って行われ、60～70年代、施設

で子どもたちに対する暴力・性暴力が行われた事
実が明らかになり、真相の解明と金銭的な補償を
行うことが約束された。なお、旧東ドイツ地域で
も同様の対応がとられている。

2-3. 家族政策

①子どもの貧困率は15％と高く、その解決を目的
として低所得層への経済的支援を実施している。
産前産後手当て、児童手当（第1子と第2子が
192ユーロ、第3子198ユーロ、第4子223ユーロ）
などのほか、児童控除の税制措置がある。また、
介護保護法、労災防止、パートタイム法などを整
備し、フルタイムで働けなくても貧困に陥ること
のないように制度設計をしている。

②自分たちが受けられる支援がわかっていない親
もいるため、オンラインを含めたさまざまな相談
窓口を用意している。

③家族政策は、仕事と家庭、介護と家庭の両立
を目指している。子どもの貧困回避のために親
の就労とその維持を大切にしている。

④上記の取り組みの例としては、大企業が参加し
ている、「サクセスファクターファミリー（家庭は
成功の要因）」という事業がある。労働者の満
足度の向上や女性労働力の確保を目指したファ
ミリーフレンドリーな企業の対応や環境整備のあ
り方について、各関係者、団体、有識者、商工
会議所が会議を開いて討議や提案を行っている。

―――― ∞保育所の拡充∞ ――――
　重点的な取り組みとして、保育所の拡充や保
育士の資質の向上が挙げられる。女性の社会進
出に伴い2000年以降保育の需要が高まり、全
ての子どもに保育を受ける権利があることが法
律で定められた。2008年～2020年まで保育
所の新設・維持に44億ユーロの予算が組まれて
いる（保育事情の詳細については99ページ参照）。
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2-4. 難民政策

①社会法典第8編（児童・青少年援助法）の改正
に伴い、保護者を伴わない未成年難民にも滞
在資格を与え、ドイツ人の若者と同様の支援を
行うことが可能になった。

②直接的な支援としては、移動型の車に遊具を載
せて難民の施設に出向いて一緒に遊ぶ事業を
2016年から行っており、7万人の子どもに支援を
提供した。

③難民として逃れる最中あるいは収容中に暴力
（性暴力含む）に曝されることも少なくないため、
女性や子どもを保護するためのスキームを作成
し、収容施設の建築スタンダードを整備したり、
心理カウンセリングを提供している。

2-5. 多様性と民主主義政策

近年の難民の受け入れに伴い、「ドイツがドイツで
なくなっていく」などの主張をする一部の極右団体を
中心に、民主主義に敵対する勢力の台頭が見られ
る。そのため民主主義の理解を促し多様性を強める
ことによって対抗していく必要があると考えている。
1億ユーロの予算をかけ、民主主義徹底のためのパー
トナーシップ、州の民主主義センターの整備、極右
化予防のモデル事業、教育分野における民主主義の
促進、移民社会における共生、ネット上のヘイト対応
などに取り組んでいる。

 

3. 将来の社会的養護のビジョン
将来の社会的養護のビジョ

ンについて、ズーハンさんの見
解を聞いた。
社会的養護において里親

は重要な資源だが、量的にも
質的にも施設の代わりになり
えないと考えている。全ての
里親が教育や保育を専門的に学んでいるわけではな
いため、困難を抱えた子どもを預かるには限界もあ
る。うまくマッチすれば良いが、理想的な状況ばか
りでなく、里親委託と施設入所のどちらがよいのか
はケース次第である。国の課題として施設養護の質
を向上させ、60～70年代のような不適正な状況が生
じないように、①施設職員の教育の改善、②施設
に対する監視機能と子どもに対する保護機能の強化
（入所児童に何かあったときの報告や通知を容易に
する。監督機関が施設内で起こったことに適切に対
応する）、③建物を子どもに適した形に変えていくと
いう3つの要素が大事だと考えている。

4. 内密出産法の導入
内密出産法は均等待遇局の管轄だが、導入後の

変化についてズーハンさんに聞いた。
ベビークラッペ（赤ちゃんポスト）のようなシステム
は過去数百年に亘って存在してきた。その過程で、
実施の主体が教会から福祉医療団体へと変化しつつ
ある。ベビークラッペの完全な廃止には抵抗がある
だろうと予想している。政府としては、ベビークラッ
ペは法的にグレーゾーンだと考えているが、状況に
よって迅速な支援が必要な場合もあると考えられる。
2014年に内密出産法が導入され、医療機関で匿

名で出産し、あわせて子どもの出自を知る権利を保
障する体制が整備された。政府としては、内密出産
法の運用状況を見守り、必要に応じて改善を加える
ことが任務と考えている。
※2014年5月～2016年9月までの内密出産制度利用
者は346名、ベビークラッペに匿名で置かれた乳
児は減少した（髙橋由紀子氏　事前研修資料）。
ベビークラッペについては115～116ページ参照。

5. 所感・考察
施設内虐待の実態と対応、難民の受け入れとそ

れに伴う困難、極右団体の台頭と民主主義など、現

ズーハンさん

啓発・広報のための
さまざまな冊子
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在ドイツで生じているさまざまな課題とともに、それ
に対してどのように対応していくかという点について
率直に語ってくださった点が印象深かった。ベルリン
市内にある、かつてのナチス時代の恐怖政治の記録
を展示した「テロのトポグラフィー（Topographie des 
Terror）」を見学したときにも同様の感想を抱いたが、
過去に起こったこと、今起こっていることから目を逸

らさず、現実を直視した上で対応を考えていくという
姿勢がわが国にも必要であると感じた。また、社会
的養護のあり方についても、里親と同時に施設の役
割も重要視しており、今後のわが国の方向性を考え
ていく上で重要な示唆を得られた。

 （楢原　真也）

左から、ズーハンさん、通訳の三浦さん、ケルヒさん

　

　われわれ43期生がドイツの地を訪れた9月24日は、ドイツ連
邦議会選挙の投開票が行われ、メルケル首相の4選が決まった
日であり、当日や翌日のニュースで大きく報じられていた。
　日本では、選挙権年齢が18歳に引き下げられたのはごく最近のことであるが、ドイ
ツでは1970年には既に、21歳から18歳へ選挙権年齢を引き下げており、現在、一部

の州では16歳から選挙権が与えられている。
　視察先のさまざまな場面でも目にしたが、ドイツでは自分で考え行動する意識を幼い頃から育もうと
しており、政治的な中立性を保ちながらも年齢に応じた政治教育が行われている。
　この背景については、戦前にナチスの台頭を許した反省が要因として挙げられ、若者が政治について
の理解を深め、民主主義の意識や政治参加意欲を高めることを大切にしている。
　日本でも選挙権が18歳に引き下げられてから、さっそく施設で暮らす若者が職員と一緒に選挙に出
かけていく光景が見られるようになった。その影響か、年長児と施設での日々の生活はもちろんのこ
と、今後の社会的養育のあり方や、ひいては政治や社会の方向性などについて、議論していく機会が増
えたように感じる。
　ドイツの現状に倣い、子どもを保護し支援するとともに、これまで不十分であった社会に「参画する」
ためのかかわりも、毎日の生活の自然な場面のなかで行っていきたいと思う。　　　  （楢原　真也）

Berlin
コラム

GermanyGermany

民主主義と選挙権
　
邦

　



83

11111111111111111111111111

　

　1960～70年代は日本においても反戦、旧来の社会体制への挑戦、政治的主張
などのための学生運動が盛んであった。事前研修で講義をいただいた帝京大学の
髙橋由紀子先生によれば、学生が施設のあり方について問題を提起し、子どもを施
設から実際に連れ出して解放する（！）などした西ドイツの学生運動には、施設養護の改革や里親養育の
拡充へとつながる成果があったという。また、視察先のひとつである民間の児童保護サービス団体Berlin 
Kinderschutz-zentrumは、ベルリン自由大学の学生が行ったプロジェクトが基盤となるなど、学生運
動の影響は大きい。

　学生が批判をした、当時のドイツ児童福祉はどのような状態だったのか。運動
によって何が変わり、現在にどうつながっているのだろうか。
　1950～60年代、西ドイツにあった子どもの入所施設の多くは教会などの宗教
団体によって運営されていた。スタッフに資格はなく、食事は貧しく、子どもの就
学には熱心でないが厳しい規則があるといった大規模施設が一般的だったよう
だ。現在、同時代の施設で被った暴力、労働搾取、不十分な教育、屈辱的な処罰

などの損害に対する賠償基金制度が用意されている（80ページ）。
　1960年代後半、時の福祉・教育政策を権威的で抑圧的と批判したジャーナリストと組織化されたや
や過激な学生がHeimkampagne（ホームキャンペーン）※を行い、閉鎖的かつ管理的な施設で暮らす子
どもたちの苦境を世間に知らしめた。それが改革の基盤となり、専門化、地方分権化、地域化などの社会
改革も進んで施設養護の構造に影響を与えた。教会の支配が弱まり、施設は小規模に、養育方法は家庭
的になり、さまざまなタイプのグループホームがうまれた。施設職員の教育が改善されて専門化が進み、
ここ20年ほどでは里親の専門性向上も図られている。
　1970年代に再考が加えられた児童保護対応においては、「家族内における暴力」に焦点があてられる
ようになった。それを受けて「新たな児童保護」イニシアチブが採られ、多分野協働を行う民間児童保護
センターが主要な都市にでき、懲罰的でない、包括的サービスが提供されるようになった。この流れは、
青少年援助、教育援助の根拠となる1990年制定の児童・青少年援助法に受け継がれている。

（田中　恵子）
※フランクフルトと西ベルリンを中心に起きた運動。Biedenkopfin市では、1969年、学生が矯正施設を訪れて
その運営体制を批判し、子どもの退所を促した。実際に30人の子どもが施設を出て新体制当局のもと共同ア
パートなどに住むようになるが、これは現在ある施設の一形態につながっている。

¡髙橋由紀子「ドイツ・ベルリン児童福祉視察のための事前研修」資料（2017）
¡Global nonviolent action database, German students campaign for democracy, 1966-68
¡Annemiek T. Hardera＊, Maren Zellerb, Mónica Lópeza, Stefan Köngeterb, and Erik J. 
Knortha. Psychosocial Intervention 22（2013）203-213 Different sizes, similar challenges：
Out of home care for youth in Germany and the Netherlands

¡Reinhart Wolf, Kay Biesel, and Stefan Heintz,（2011）Child protection in an age of 
uncertainty：Germany’s response

¡Die Kinderschutz-Zentrenウェブサイト
 http://www.Kinderschutz-zentren.org/

Berlin
コラム

GermanyGermany

1960－70s 西ドイツの学生運動と児童福祉

【参考文献】
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ドイツ
ベルリン州教育・青少年・家族局
SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG JUGEND UND FAMILIE

訪 問日 時： 2017年9月29日 PM

住　　　所： Bernhard-Weiß-Straße 6 10178

 Berlin

取材担当者： アンドレア・ブーフ

（敬称略） （ソーシャルワーカー）

1. ベルリン州の政府機構
（1）州政府

ベルリンは、都市州として16あるドイツの連邦州
の一つである。州人口は約350万人で、青少年人
口は約83万人（人口の約23％）である。その他に、
移民・難民が約55万人いる。
州政府は、①市長局、②経理、③内務・スポー
ツ、④家庭・青少年・家族、⑤ヨーロッパ・文化、
⑥住宅都市開発、⑦移民対策、⑧婦人・ホームレ
ス、⑨経済・エネルギー、⑩自然環境・交通・空
間環境、⑪法務の11部局に分かれ、各部局は互
いに連携を図りながら業務を遂行している。
なおベルリン州には12の行政区があり、ベルリ
ン州憲法に則り自治体行政を行う。ベルリンでは、
12区それぞれに児童福祉の専門行政機関である
青少年局が置かれている。 

（2）ベルリン州教育・青少年・家族局

ベルリン12区にある青少年局を管轄する州政府
部局である。
今回は、ベルリン州当局が重点政策として取り
組んでいる児童保護ネットワーク、州の児童保護
の対応、里親制度について話を聞いた。

　Brandenburg

　Brandenburg

 

 

 

 

 

 
 

 

品質、苦情対応 
 

インフォメーション 教育局長  

３部 青少年・家族、州青少年局 

 

 

局長  
（議員）  

  

  
 

 
A 青少年・家族の法律
C ユースワーク・児童保護・予防・非行
E 青少年支援計画・IT・予算・財務
G 親がいない子どもの難民      

B 家族政策・デイケア・就学前教育
D 個別支援・契約
F 施設SV・養子縁組斡旋・教育・研修
H 家族政策・家族支援

2018年1月1日現在
局組織図から作成 

タスクフォース、プロジェクトグループ
学校建設、リハビリテーション 

１部  
学校支援・相談、
開発、企画、SV、
人事、統計、
教育委員会 

２部  
学校支援・相談、
開発、企画、SV、
人事、統計、
教育委員会 

子ども・家族の貧困防止
のための州委員会

連邦、欧州、内閣
及び議会対応

秘書、補佐、
報道官

中央部門
（管理）

局長
青少年・家族

■ベルリン州教育・青少年・家族局組織図

■ベルリン12区

ブランデンブルグ州
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ベルリン州 児童保護ネットワーク
教育と予防に焦点をあて、子ども、家族、妊産婦、移民・難民を支援している。
上段は介入的、下段は予防的視点の支援となる。

①～⑤＝青少年局（教育）分野、 ⑥～⑨＝警察、医療分野、 ⑩～⑬＝保健的分野

＊ベルリン州当局からの提供資料（2017年9月25日）から作成 (森田）。

Netzwerk
Kinder-
schutz

⑥難民施設の児童保護

児童保護チーム
（準備中）
¡難民の子ども支援
　に関わる人員養成
¡難民施設における
　児童保護対応の確
立

⑧ホームレス家庭シェルター

Diakonie Werk Berlin
¡ホームレス家庭シェ
　ルター（～3週間）
¡社会・青年福祉支援に
　関するカウンセリング
¡住居探しサポート

⑩心理社会的カウンセリング

妊娠・妊娠葛藤相談
¡家族計画・出産後相談、
　金銭面や法的な問題
　に関する助言
依存症治療
¡依存症の親への助言
¡代理親への心理社会的ケア

⑪健康、医療に関する助言

⑭協力とネットワーキング

⑫精神的カウンセリング ⑬歯科相談と支援

④家族支援

⑤周産期早期発見

児童・青少年のヘルスサービス
¡出産後の家庭訪問
¡健康診断
¡デイケアでの健診
Charité病院内オフィス
¡スクリーニングテスト
　の相談と確認

⑨緊急児童保護

St.Jposef病院はじめ
複数の医療機関
¡虐待の疑いについて
　の学際的アセスメント
¡青少年局や保健当
　局、かかりつけ医へ
　の連絡

プロジェクトチーム
¡青少年、健康、学校、社
　会問題、警察、司法と
　政治、行政の協力
¡児童保護協力に関す
　る省庁間協定
¡地域ネットワーク

小児・青年精神医のカウ
ンセリングとサポート
¡専門的な心理的、
　社会教育学的調査
¡助言・支援・照会
¡専門家の参考意見
¡危機介入

児童保護緊急サービス

ベルリン児童、青少年、
女性、ホームレス、シェ
ルターホットライン
¡24時間対応
¡相談、緊急保護

歯科医療サービス
¡歯科検診
¡歯科グループ予防
¡措置支援、支援への
　助言

③教育・家族相談

教育・家族相談センター
¡教育的、心理的カウ
　ンセリング
¡セラピー
¡難民の子どもの心
　理カウンセリング
¡学校心理士との協力

デイケア施設、ファミ
リーセンターでの支援
アウトリーチ
¡家族教育とカウンセ
　リング
¡社会施設の提供
¡一人親世帯支援

助産師や小児看護士、
ボランティアプロジェクト
¡０～３歳を持つ親と
　家族のサポート
¡妊娠期の親カウンセ
　リング
¡かかりつけ医との協働

⑦暴力からの緊急保護

Charité大学病院
ベルリン
¡性的・身体的虐待の
　法医学的評価とカウ
　ンセリングの窓口
¡法医学的コンサル
　テーション

①相談と支援

地域の青少年局
¡相談対応・支援
¡教育的支援
¡危機対応サービス
　（平日8時～18時）
¡介入と保護

②ベルリン児童保護プロジェクト

Kinderschutz-zentrumや
Deutscher
Kinderschutzbundその他
の民間保護団体
¡子ども、親、専門家へ
　の相談対応
¡子どもと青少年のため
　のオンライン相談

児童保護ネットワーク

〈
警
察
・
医
療
〉

〈
保 

健
〉

〈
青
少
年
局
〉

介
入
的
支
援

予
防
的
支
援

2. ベルリン州の児童保護ネットワーク
2007年、子どもをネグレクトや不適切な養育、性
的虐待、DVから守るため、学校・KITA※・裁判所・
警察・保健所等の関係機関でネットワークを構築す
る法律が策定された。2017年9月にネットワークの枠

組みが完成し、2018年度より運営に関する予算も付
き、実施される予定である。
※KITA：Kindertagesstätte 直訳すると全日制託児
所〈保育所〉
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3. 児童保護対応について
（1）相談の受付

ベルリン12区にそれぞれ設置されている青少年
局オフィスでは、8～17時まで子どもの保護につい
ての相談業務や対応に当たっている。その他、24
時間、相談や通報を受けるホットラインがある。
ホットラインには、児童保護ホットライン、児童緊
急サービス、青少年緊急サービス、女性緊急サー
ビスなどがあり、ベルリン州当局の児童保護緊急
サービスが、児童（14歳までの子どもとその親）、
青少年（14歳以上）、女性（12～21歳）とそれぞれ
分けて対応する。ホットラインは、過去に対応のス
ピードが遅く、死亡事例が発生したことから設立さ
れた。緊急性が高いケースでは警察と連携を図り
迅速な対応に努める。
2016年の相談件数は児童、青少年、女性の3
ホットラインであわせて7,220件であり、3,216人の
子どもと若者がSGBⅧ42条に基づいて保護を受け
た（子ども867人、若者は2,349人）。外国人の子ど
もをのぞくと2,325人である。

（2）相談受理後の対応

青少年局やホットラインに通告があると、各青少
年局に常に3名待機している非常時対応職員のう
ち2名が対応し、通報後2時間以内に現場で事情
聴取を行う。そこで子どもの生命に危険があると
判断すれば、両親の同意がなくても子どもを保護
することができる。
ホットラインからの通告で分離に至るのは全体
の15～20％である。

（3）緊急保護対応

ベルリンには291ヵ所の保護所があり、26ヵ所
の里親家庭のクライシスプレイスがある。
青少年局または警察が子どもを分離した場合
は、分離の翌日、家庭裁判所に届け出る必要があ
る。家庭裁判所は、子どもを親元に帰すことが適

当かどうかを含めて判断する。子どもは、緊急受
け入れ施設や施設、里親へ委託される。緊急一
時保護期間は最長で30日以内でその期間内に子ど
もの処遇を決めなければならない。裁判所の判断
で居場所が決まるが、裁判が6～9ヵ月かかる場合
もある。

（4）裁判所による処遇決定後

親子分離が決定された場合、長い場合で、家
庭復帰までに2年ほどかかる。ベルリン州当局では
一般的に、子どもと親は一緒に暮らすのが一番と
考えている。子どもや家族、そして家族再統合後
の支援は青少年局が行う。

4. 里親
（1）制度

①里親になるには、区の青少年局による健康面、
情緒面、過去の犯罪歴などの確認と、半年間
の研修が必要である。

②里親としての認定を受け、子どもを委託される
と、青少年局から、子ども1人あたり月300～
900ユーロの金額が支給される。金額は子ども
の年齢や養育困難の程度などによって決定され
る。食事代や生活費については別途支給がある。

③里親委託期間は、短期間から成人するまでの長
期間までケースによって異なる。

④里親委託後は、青少年局が支援を提供する。
大きな問題がなければ、原則的に半年に一度面
談をし、支援を継続する。問題があるようであ
れば、その都度、確認する。心的負担等があれ
ばカウンセリングを受けることも可能である。

 低年齢児を受け持つケースでは、里子に対し愛
着を抱く里親と実親との間でトラブルになること
もあるため、特に丁寧に支援を行う。

⑤半年に一度、研修（スーパービジョンも含む）を
実施している。難しい思春期を迎える子どもの
養育方法にフォーカスした研修もある。

●2015年ベルリン州青少年局 通告対応件数

州青少年局が受けた総通告件数 14,441件

 子どもの福祉に危険があったケース
 （直ちに分離となったケース）

7,839件     
（863件）

 子どもにリスクはないが支援は必要 3,626件

 リスクなし 2,976件
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（2）ベルリン州における年間里親委託件数

（3）施設か里親か

0～3歳の子どもについては施設入所よりも里親
委託が良いと考えられているが、里親の数は減る
一方である。メディア等でPRを実施しているが、
なり手が増えない。一方で子どもの年齢が高くな
るほど、里親より施設を選択する子どもが増える
とのことであった。ブーフさんは「子どもが6歳にな
るまでは里親がよいと思う。15～17歳になると同
世代が暮らすハイム（施設）を希望する子どもも多
く、個人の意思を尊重する」と語っていた。

5. 所感・考察
ベルリン州教育・青少年・家族局はルーマニア・ド
イツ研修最後の視察先であった。この研修に至るま
でにはルーマニアでの子どもや家庭の在り方、直接
支援している職員の思い、負の遺産等を感じること
ができた。またドイツでも連邦としての考え方、また
民間団体の子どもや家庭に対する独自の支援等につ
いて多く学ぶことができた。さらにドイツの負ってい
る歴史についてもルーマニア同様に現地を実際に見
たり聞いたり感じたりすることで、少しは知ることが
できたのではないかと感じる。
この研修では、ルーマニア、ドイツ両国ともに子ど
もの「保護」に対する考え方が私たち日本とは違う感
じがした。どちらも親と子を「分離」させて養育して
いくのではなく、社会全体で保護（護っていく：防
衛）していくことが子どもにとっての最善の利益だと
考えられていた。そこにはこれまでの負の遺産があっ
たからだろうと感じることもできた。施設養育や里親
養育の重要さもさることながら、そこに至らないよう
な予防的観点の意識の高さも垣間見ることができた
研修であった。今後の日本にとってもこの視点はとて

も重要であり、どのように形にすることができ、制度
化できるのかを考えていく必要があると感じた。児
童福祉の展開が大きく異なる2ヵ国に訪問できたこと
で、今の日本の児童福祉にも足りないところや誇れ
るところを確認できたのではないかと感じる。

（森田　修平）

 ・ 当局HP
 https://www.berlin.de/sen/bjf/
 ・ 講義資料
 ・ www.businesslocationcenter.de
 ・ http://doitsu.jonglerka.com
 ・ ドイツにおける自治体区域改革－メクレンブル
ク・フォアポンメルン州を中心として－　イェン
ス・テスマン、片木 淳

 ・ Berlinernotdienst Kinderschutz Wer wir 
sind, was wir tun. Beright 2017 

 ・ Notdienst Kinderschutz Bericht 2017

 参考資料

（前列左端）後藤さん、 （中央）ブーフさん
（後列右端）添乗員の福良さん

●里親に養育されている子どもの数（2016年12月31日現在）

年　齢 人　数

  3歳未満 417人

  3～5歳 343人

  6～8歳 285人

  9～11歳 277人

12～14歳 259人

15～17歳 252人

18歳以上 135人

合　計 1,968人
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ドイツ
児童保護センター ベルリン
Kinderschutz-Zentrum Berlin

訪 問日 時： 2017年9月28日 AM

住　　　所： Juliusstraße 41 12051 Berlin

取材担当者： エルケ・ノヴォトニ

（敬称略）  （カウンセラー、広報、心理士）

1. 概要
児童保護センターは、西ベルリンにある自由大学
に通う学生らの運動によって、1975年に設立された、
ドイツ国内で児童保護業務を担う代表的民間団体の
一つである。設立当時から被虐待児とその親への支
援の重要性に着目し、包括的な支援を実施してきた。
ドイツ全土に27ヵ所の児童保護センターがある。
ベルリンには2ヵ所の保護センターと、緊急受け入れ
施設が1ヵ所ある。
今回訪れたセンターには、14名のスタッフがおり、
ほとんどがワークシェアリング形態のパートタイム勤
務である。
ベルリン全体では相談、セラピー、ケア事業に、
心理士、治療的トレーニングを受けたペダゴーグ（教
育士）やソーシャルワーカー、ソーシャルペダゴーグ
（社会教育士）など25名が雇用されている。センター
ではソーシャルペダゴジー（社会教育学）、ソーシャ
ルワーク、心理学専攻のインターンを受け入れている。
運営のための資金源は、州政府からが8割、残り
の2割は寄付やセンターが主催する講演会や研修会
からの収入である。

2. 保護及び支援における考え方
当初の目的は、青少年の保護であった。しかし、
被虐待児だけでなく親への支援も行ってきている。
「子どもと親とカウンセラーの三者がともに最善の
方法を考えること」を支援の基本とし、親・子どもど
ちらかに偏った支援にならないよう留意している。
加えて、早期介入・早期治療によって、問題の悪
化を防ぐことに努めている。

3. 事業内容
（1）ケース相談

1年間に約1,000件の相談がある。2～3時間のカ
ウンセリングを一度行って終了するケースや、支援
の終結まで1年以上かかるケースもある。「家族」「青
年」「少年」と担当を分け、3人のカウンセラーが相談
に応じる。
来所相談の他、平日9～20時は電話やメールに

よる相談も受ける（匿名でもよい）。相談内容は、
家庭内暴力、自分の親、学校や友達関係につい
てなど多岐にわたる。また、誰かと話がしたいとい
う時も利用してほしいとウェブサイトなどを通して
呼びかけている。メールでの相談には、48時間以
内に返答をする。

早期介入の必要性を伝えるパンフレット



89

11111111111111111111111111

（2） 危機的問題に対する講習会とコンサルテーション

①地域のKITAや学校あるいは入所施設などで緊
急問題が発生した時は、職員を対象に講習（スー
パービジョン）やカウンセリングを行う。2016年、
ベルリンにあるセンターでは、合計1,342件の専
門職カウンセリングを行った。

②ドイツでは、青少年福祉従事者、教育や医療・
保健分野の専門職が、児童虐待の疑いを察知
した時、児童保護の専門家からコンサルテー
ションを受けることができる（SGBⅧ8a・8b条、
児童保護における協力・情報法：KKG4条）。
ベルリンの児童保護センターでは、2016年 496
件の子どものリスクアセスメントに関するコンサ
ルテーションを行った。

（3）児童・思春期セラピー

虐待の影響による夜尿症、摂食障がい、自傷
行為、睡眠障がいなどに加え、精神障がいや知
的障がい、学習障がいなどの発達障がいなどにも
対応し、セラピーを実施している。青少年局を始
めとし、学校や地域の関係機関も交えたネットワー
クの下で実施されている。

（4）子どもたちの居住グループ（緊急受け入れ施設）

定員9名で、およそ14歳までの子どもたちが生活
する。青少年局の介入により管轄区をまたいで虐
待（性的虐待を含む）、ネグレクトなどの被害にあっ
ている子どもの保護を行う。保護期間中に家族の
状況確認がなされる。センターでは家族への支援、
相談サービスも提供している。

（5）社会運動と専門職研修

「家庭内暴力をいかに少なくするか」をテーマに、
青少年局と連携し、活動を開始してから10年にな
る。参加者は専門家、健康・保健関係の職業従
事者、そして青少年に関わる職種の人々である。
それぞれの専門性を生かすための研修が構築され
ている。

（6）ウェブサイトを用いた広報活動

ウェブサイトでは、次のような情報やサービスに
アクセスできる。
・相談窓口
・メールによる相談受け付け
・各種リーフレット、関連記事など資料のダウン
   ロード
・音声によるガイダンス
・子どもに関する専門職向けの相談受け付け、
   研修会の開催案内
・寄付や会員募集

4. エルケ・ノヴォトニさんの話
このセンターで26年に亘り

カウンセラーとして勤務して
いるエルケ・ノヴォトニさん
（心理学博士）から話を伺っ
た。

子どもの保護と家族支援
（1）保護の背景

多くの要保護ケースの背景には、家庭内暴力が
がある。家庭内暴力の原因や状況は家庭によって
異なるため、ケースを多角的に見ることが大切であ
る。支援のポイントは次の通りである。

　 ■相談件数  ........................................計 1,039
　　 （内訳） 電話による相談 ....................... 962
 来所相談 ................................... 38
 文書による相談 ......................... 37
 その他 ........................................ 2

　 ■終結したケース数 ...............................計 434
　 　（要した日数） 初回のみ ........................... 80
  2～ 5日 ......................... 153
  6 ～15日 ........................ 120
  16 ～ 30日 ........................ 43
  31日以上 .......................... 38

     ※ベルリン児童保護センター
        2016年年次報告書より

◆相談件数2016年◆
●2016年居住グループで受け入れた子どもの数

●新たに受け入れた子ども  8名

入所期間 年  齢

～28日　2名 1～3歳　4名

～3ヵ月　7名 4～6歳　9名

～6ヵ月　3名 7～10歳　5名

それ以上  7名 11～13歳　1名

●退所後の行き先 （2016年内に退所した子ども）
　  親元 6名、里親 1名、施設 5名

（2016年年次報告書より）

エルケさん
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 ・ まず話をし、信頼関係を結ぶ
 ・ 問題への具体的な対処方法を伝える
 ・ 子どもの保護と併せて親が状況を理解する手
助けを行う

 ・ ストレスの高い親に対して、ペアレントトレーニ
ングを行う

 ・ 性的虐待へは関係機関と連携して、子どもを取
り巻く環境へ働きかける

 ・ 必要に応じて学校や入所施設への介入も行う

（2）課題

 ・ 経済格差の拡大や核家族化が進み、家族のあ
り方や考え方が変わってきている。核家族化に
より、子育てのノウハウの伝達もなされなくなっ
ている。

 ・ 起きてしまったことに対する対応が多い。支援
を必要とする当事者に対して解決に向けてのサ
ポートがあることを伝え、自らサポートを受けよ
うとする方向へ促す必要がある。

 ・ 家庭内暴力を受けた経験を持つ子どもたちの
60パーセント近くは、将来暴力を振るってしまう
という統計がある。この連鎖を止めるための対
応も求められている。

5. 所感・考察
今回の視察先となったベルリン児童保護センター

は民間機関であり、社会的養護における最前線に立
つ児童の保護を行う場においても、ドイツにおける
「民間優位の原則」が働いている様を感じた。
ネットワーク構築のために、青少年局をはじめとす

る関係機関との連携を常に意識し、子どもたちに最
善の支援を行う術を常に模索していく姿勢に熱意を
感じた。また長い歴史の中で、親子を分離せず一体
として支援する、または支援者を加えた一つのグルー
プとして捉える支援のあり方を継続している姿も印
象的であった。
限られた人員でも惜しみなくスタッフが出向き、講

習会や研修会、さらにカウンセリングと、外部への働
きかけにも重点を置いていた。その熱意からか、関
係する機関からの需要も高いように感じる。「家庭内
暴力をいかに少なくしていくか」という信念を組織全
体で共有し、負の連鎖を止めるべく、他機関と協働

　KITAに通う5歳の男の子に関して、青少年局
に虐待通告があった。1歳上の兄にもアザがあ
ることが判明し、両親と話したところ、親側か
らも助けて欲しいとの訴えがあった。青少年局
から両親に、裁判所による処分を受けるか、セ
ンターでカウンセリングを受けるか、という2つ
の選択肢が提示され、両親はカウンセリングを
選んだ。
　カウンセリングのために自宅へ行くと、アザ
は布団たたきで叩かれてできた可能性が高いと
分かった。父親が、兄弟間で何かあった時はお
互いに布団叩きで叩いても良いと言っていたこ
とが分かったからである。この兄弟は、現在も
治療中であり、精神的治療を行うソーシャルグ
ループに通っている。

青少年局からカウンセリングの委託を受けた事例

　ある日玄関のベルが鳴り、外へ出てみると、
ベビーカーに乗った男の子（1歳半）が玄関先
にいた。周りを見渡すと、母親が離れたところ
で煙草を吸っていた。話を聞いてみると、昨晩
子どもが泣き通しで耐えられなくなり、子どもを
ソファーに投げ飛ばしてしまったと涙を流しな
がら話した。
　支援が必要であると判断し、継続したカウン
セリングを実施した。週2回ほど足を運んでく
れるようになり、「夫とうまくいかず喧嘩を繰り返
し、別れてしまった」「1人で子育てをする中で、
うまくいかないことが多く、辛い期間を耐えて
きた」という状況がわかってきた。支援を継続
した結果、子どもはKITAに入ることができ、母
親も仕事を見つけることができた。

親が直接助けを求めてきた事例

　13歳の女児がシャワーを使っている時に、15
歳の男児がそこへ入っていき、しばらく出てこな
かったという出来事があった。後にそれが判明
し、ハイムでは大きな問題となった。
　センターからスタッフが出向き、カウンセリン
グなどの支援を行い、再発防止や解決に向けた
働きかけを行った。ハイムに住む全員で話し合
いを行い、情報を共有する中で、子どもたちか
ら自発的に「ルールを作ろう」という提案が出
された。

施設（ハイム）に介入した事例
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しながらの歴史ある実践が強烈な印象を残した視察
であった。　　　　　                              （石濱　実）

 ・ 児童保護センター協会ウェブサイト
 http://www.kinderschutz-zentren.org/
index.php

 ・ ベルリン児童保護センターウェブサイト
 https://www.kinderschutz-zentrum-berlin.
de/index.html

 ・ベルリン児童保護センター
 アニュアルレポート2016
 ・ 平湯真人、岩志和一郎、髙橋由紀子（2004）
 ドイツ・フランスの児童虐待防止
 制度の視察報告書Ⅰ  ドイツ連邦共和国編
 子どもの虹研修センター

 参考資料

エルケさん（中央女性）と集合写真
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ドイツ児童保護連盟ベルリン支部
Dautscher Kinderschutzbund Landesverband Berlin e. V.

訪 問日 時： 2017年9月26日 AM

住　　　所： Malplaquetstraße 38 13347 Berlin

取材担当者： ザビーネ・ヴァルター（保育所所長）

（敬称略） ケルスティン・バーベル

 （保育所幼児部部長）
 アネッテ・クノル（教頭）

 ザビーネ・フェルトマン（心理士）

1. 概要
（1）沿革

1953年、子どもの貧困対策、児童虐待及びネグ
レクトへの対応、子どもの権利保障を目的に設立
されたNGOである。ベルリン支部は、1956年にシャ
ルロッテンブルグのアパートで活動を開始した。現
在1,500人の子どもを支援している。

（2）組織

連盟本部はニーダーザクセン州の州都ハノー
ファーにあり、子どもの権利擁護のためのロビー
活動を実施している。また、児童虐待・子どもの
貧困問題の実態を世論に訴え、児童政策への提
言を行っている。ドイツ国内に約5万人、ベルリン
支部に約250人の会員がおり、会員の中から理事
が選出され、運営がなされる。
国内に420ヵ所の支部があり、ネットワークで繋
がりながら、子どもと家族を支援している。支部
の主な業務内容は、電話や面接による相談受付と
支援、食事の提供、活動資金を得るためのロビー
活動等である。

（3）ベルリン支部の運営体制と組織

ベルリン支部には、150名のスタッフがいる。事
業は大きく分けて5つあり、①本部、②カウンセリ
ングセンター、③子ども家庭センター、④エリカ・
マン小学校との連携、⑤レオ・レオニー小学校と
の連携である。

（4）ベルリン支部の地域事情

ベルリン支部があるヴェディング地区は、失業率
が非常に高い地域であり、ベルリン支部が支援し
ている子どもたちの親の80～90％は失業状態にあ
るという。

2. ベルリン支部の事業
（1）本部

ベルリン支部の運営管理と広報活動を担う。ド
イツ児童保護連盟の運営資金源は、会員の会費

ベルリン支部
60周年記念冊子 子どもたちの願いが

記されている

メンバー会議
Mitgliederversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsstelle

Verwaltung

Presse-und
Öffentlichkeits-

arbeit

Vorstand

本部
Beratungsstelle

カウンセリング
センター

Beratung
相談

Fortbildung
子育て講座

Kinder-und
Familienzentrum

子ども家庭センター 

Kita
保育所

Schulbezogene
Jugendsozialarbeit

学校に関する
青少年支援

Kooperation
mit der Erika-
Mann-

Grundschule

Ergänzende
Förderung und
Betreuung

Schulstation

エリカ・マン小学校
との連携

小学校への補助
サポートとケア

スクールステーション

Kooperation
mit der Leo-
Lionni-

Grundschule

 レオ・レオニー小学校
との連携

Ergänzende
Förderung und
Betreuung

小学校への補助
サポートとケア

管理

管理

理事

プレスと広報活動

■ドイツ児童保護連盟ベルリン支部の組織図
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と寄付である。寄付は、オンラインや銀行振り込
みによって誰でも簡単にすることができる。

（2）カウンセリングセンター

①電話や来所による相談受理
　寄せられる相談内容は、児童虐待、DV、家庭内
不和、離婚問題、アルコール依存、育児相談な
ど多岐にわたる。平日の午前中と週のうち3日は
午後も相談を受け付けている。

②カウンセリング
 主に電話で相談を受理し、インテークを行う。
その結果に応じて、来所でのカウンセリングを
実施し、具体的なサービスにつなげる。

③子育て講座
 「Starke Eltern-Starke Kinder（強い両親と強
い子ども）」を1985年より実施している。この
講座では、「価値観や教育観」、「親としての自己
覚知」、「子どもとの関わり方」、「子どもへの感情
表現」、「葛藤への解決方法」をテーマに、グルー
プワークやディスカッションを行う。

 講座の目的は、親がストレス状態にある時（例
えば、子どもに暴力を振るいたくなった時）、
どう対処するかを学ぶことである。そのために、
親自身が幼少期にどのような教育を受けたかを
振り返ったり、子どもといい時間を過ごしたこと
を思い起こしたりするワークを取り入れる。そし
て、客観的に、親としての自分に今何が必要か
を考えるよう支援している。

（3）子ども家庭センター

困難な生活状況にある家族や子どもを受け入
れ、グループワークなどを通じて支援する。放課
後に実践される家族と子どもへのプログラムにはペ
ダゴーグ（教育士）が関わり、家族の強みに焦点を
当てて支援する。

（4）KITA（保育所）

1～6歳までの子ども35名を受け入れている。
特色は、移民・難民の家族・子どもへの言語サ
ポートや統合教育、社会参加の促進、食事の提
供などである。

（5）小学校との連携

①小学校の補助サポートとケア
 エリカ・マン小学校では400人、レオ・レオニー
小学校では250人の子どもたちが支援の対象と
なっている。児童保護連盟は、それぞれの小学
校とパートナーシップを組み、コミュニティーセン
ターとしての役割を担い、6～18時で小学校と
いう教育現場を子どもに解放している。

 朝7時半から無料で朝食が提供されるなど、教
育と福祉が相互に連携し、子どもや家族を支援
する場となっている。

②スクールステーション
 エリカ・マン小学校の全ての子ども、保護者、
教師が平日9～16時まで利用することができる。
子どもには学校での出来事に限らず、悩みや不
安、葛藤について話すことができる時間と場所
が提供される。必要に応じてカウンセリングや
福祉サービス機関への情報提供がなされる。保
護者には、助言と支援、学校との仲介支援がな
される。また、教師には子どもと家族の支援に
対するコンサルテーション、保護者との仲介支援
などがなされる。これらの支援の目的は、学校
生活に関わる全ての関係者と建設的に協力し、

ネットワークを形成することである。

3. 要支援家庭への独自プロジェクト
（1）Was im Magen-was im Kopf

      （健康的な食事プロジェクト）

2016年、ベルリン州の州法によってKITAの利
用が無償化された。しかし、保育所での給食費と
して、1ヵ月23ユーロ、小学校では37ユーロ徴収さ
れる。ベルリン支部のあるヴェディング地区の地域
事情から、給食費の支払いが困難な家庭は多い。
それどころか、朝食を摂ることができず、空腹の

フェルトマンさん
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まま登園・登校している子どもが多く見受けられた。
そのような子どもに朝食を提供するため、食事の
提供を通じて、登園・登校を支援している。
このプロジェクトは寄付で運営されている。

（2）Kinderreisen（旅行）

両親の所得にかかわらず、誰でも参加可能な旅
行を企画している。例えば、カヌーでの冒険ツアー
などのレクリエーションを通じて、親子関係を深め
る、子どもの社会的能力を引き出すことを目的にし
ている。

（3）Mit dabei, statt außen vor

      （参加プロジェクト）

貧困家庭の子どもを対象に、水泳やダンス、サッ
カー教室、絵画教室を開催している。目的は、子
どもの想像力と自尊心を育むこと、教育の機会を保
障すること、社会的スキルを身につけることである。

4. 所感・考察
ドイツでの移動中に電車内でバイオリンを上手に

演奏しながら、お金を乞う若い女性の姿を見かけた。
ドイツの教育や就労等の課題が垣間見えた気がし
た。親子が一緒に過ごす時間の減少やストレス要因
など、ドイツが抱える課題と日本の課題の重なりを感
じた。家庭を取りまく環境やドイツにおける取り組み
から今後も学び、活かすことが多いように感じる。
貧困に対しては非営利団体が強みを生かしながら

前線で活動されていると感じた。日本においてもセー
フティーネットの拡充で対策が取られているが、ドイ
ツにおける今後の課題から読み取れるように事後の
対策のみでは人を育てる上での諸々の問題解決に至
らないことがわかってきた。これは日本においての
生活保護受給者の世代間連鎖にも通じると思われ、
貧困からの脱却を目指すには喫緊の課題に対して手
を伸ばすだけでは解決には繋がらない。目の前の課
題への対応と先を見越した支援とがバランスを取りな
がら実施されないことには真の貧困からの脱却とは
いえないのではないだろうか。学ぶ意欲、働く意欲
はどこから生まれ、保たれていくのか、“木を見て、森
を見ず”では一見解決の兆しが見えるようでも、全体
として歪みも生じることが出てくる。福祉のみならず、
経済や社会全体のあり方として総じて見ていく必要
があると改めて感じた。                    （平岡　菜穂子）

★虐待に対する考え方の変化
　ドイツでは、家庭のことは非常にプライベー
トな問題とされ、介入が難しい時代があった。
1992年の子どもの権利条約批准を皮切りに、子
どもや家族に対する考え方の大きな変化があっ
た。児童虐待やネグレクトへの関心の高まりは、
家庭が抱える問題に国が積極的に介入し、支援す
る必要を生んだ。親は、子育てに関する支援を自
ら求めるようになったため、青少年局の役割は、
「指導」ではなく「支援」へと変化した。
　2000年の民法改正により、「暴力のない教育を
受ける権利」が子どもに認められ、身体への懲
戒・精神への侵害に加えて人間の尊重を侵す処
置が排除された。虐待（Misshandlung）を犯罪
（Bestrafung）とし、「暴力のない教育」の文言が
使用されたことで、これまで社会的に是認されて
いた軽い殴打も違法行為になった。これにより親
が子に手を上げる光景がドイツ国内であまり見ら
れなくなった。
★子どもと家族にいま必要な支援とは
　変化し続ける子どもと家族を目の当たりにして、
バーベルさんは、次のような懸念と課題を語った。
①欧州各国で、学校やサッカークラブなどでの性
的問題が頻出している。早急に対策が必要である
②経済的に豊かな家庭は、問題が表出しにくく、
社会的地位の高い親ほど心を閉ざす傾向にある。
③高級な服を身にまとい、iPhoneを所持し、何
不自由なく過ごしているように見える子どもが増え
た。しかし、両親と一緒に過ごす時間は短く、ネ
グレクトの状態にある子どもは少なくない。子ども
への関心が低いことが、とても心配である。

★虐待に対する考え方の変化

バーベルさんが語る
～ドイツの子ども観の変遷～

 ・ ドイツ児童保護連盟ベルリン支部ウェブサイト
 http://www.kinderschutzbund-berlin.de/
 ・ 「社会的養護制度の国際比較に関する研究　
調査報告書第2報」（平成27年3月）日本社会
事業大学社会事業研究所

 ・ 「ドイツ・フランスの児童虐待防止制度の視察
報告書」（平成16年3月）子どもの虹情報研修
センター

 参考資料
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　視察中は、知らなかった情報が波のように押し寄せ圧倒された。当たり前のことで
はあるがそれらは全て外国語。通訳の皆さんの力をお借りしながら、理解に努めたも
のの、想像以上にエネルギーを消費する日々だった。その中で、ワイワイとおしゃべりしながらの食事の時
間は束の間の休息・リフレッシュの時間で、賑やか過ぎて店員さんに注意されたほどだった。
　毎日の食事以外でも、視察先でさまざまな「おもてなし」を受けた。緊張や疲れで表情が硬くなりがちな
団員ではあったが、あたたかい「おもてなし」にホッとし、視察後しばらくの間「あのクッキーおいしかった
ね！」と会話に上がった。日本からですが、、、ごちそうさまでした。                                 （三宅　愛）

コラム

GermanyGermany
RomaniaRomania

∞DGASPCで出してくださったクッキー。
　絶品だった

∞連邦政府でいただいたノートとボールペン。
　視察中早速使い始める団員も

∞短時間の視察であっても、お茶やコーヒーを
　用意してくださっていた

∞温かなおもてなしに、団員の表情も和やか
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ドイツ
ドイツ児童保護連盟ベルリン支部保育所
Deutsche Kinderschutzvereinigung Kindertagesstatte (KITA)

訪 問日 時： 2017年9月26日 AM

住　　　所： Malplaquetstraße 38 13347 Berlin

取材担当者： ケルスティン・バーベル

（敬称略） （保育所幼児部部長）

1. 概要
ドイツ児童保護連盟ベルリン支部（92ページ）が運

営する保育所で、貧困や家庭内暴力、移民・難民家
庭の子どもも受け入れている。対象は1～6歳で、定
員は35名である。青少年局からの依頼に応じ受け入
れるケースもある。

（1）開所時間

開所時間は原則的には7～17時である。子ども
の保育時間は両親の就労形態で決定されており、
最長12時間の利用が可能である。

（2）職員体制

KITAで働く職員は、エアツィーア（保育士）もし
くは、ハイルペダゴーグ（障がい療育士）の国家資
格をもっている。犯罪歴がある者は学校や保育園
で仕事ができないよう法律で定められている。
職員は10名で、男性保育士は3名いる。ドイツ
では、保育士は女性の仕事という考え方が色濃く
残っており、男性保育士がいるのは貴重であると
いう。
2歳から就学前の幼児は、年齢に関係なく3グ
ループに分かれて活動する。1～2歳児10名に対し
て3名の職員が、6歳児6名に対して1名の職員が
配置されている。

（3）在所児の多様な背景

　①特別な支援が必要な子ども
 家庭からの相談及び青少年局からの依頼によ
り、家庭状況を確認する。必要に応じて、園内
でカンファレンスを行い、虐待の有無を判断し、
園での支援について検討がなされる。現在、40
名の子どもが在籍しており、そのうち3名は青少
年局からの依頼である。保育所の受け入れにつ
いての決定権は園長にある。特別な配慮や支援
が必要な子どもについては、入所後、保育中の
様子や子どもの成長と発達の情報を青少年局と
共有し、連携する。

　②移民・難民の家庭の子ども
 ナイジェリア、カザフスタン、トルコなど多くの移
民・難民を受け入れており、現在子どもたちの
母語は13ヵ国語に及ぶ。「子どもを叩いてもい
い」という文化で生活をしてきた家庭もあり、
多様な価値観への理解が必要となるため、親と
の対話を大切にしながら支援している。

保育所は、子どもの成長・発達のサポートのみ
ならず、多様な背景がある子どもや家族にとって
は、家族分離を防ぐ地域支援としてのレスパイト
的役割も担っているという。

2．保育の特色
（1）保育室

家庭内に何らかの問題がある子どもは、保育所
でも落ち着かず、他児とのトラブルに発展すること
がある。子どものストレスの軽減や解消をねらいと

近隣の様子
近くには小さな公園がある

子どもが自由に使える
よう教具が置かれて
いる
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し、保育室は、子ども一人ひとりに十分な空間が
確保されるよう工夫している。

（2）保育体制

担当制を取り入れ、縦割りで3グループに分けそ
れぞれテーマを持って活動している。プールや図
書館への課外活動には職員1人が5～6人を連れて
いくなどの対応をとる。

（3）創作活動

アトリエと呼ばれる部屋があり、週4回、10～16
時に芸術家が来所し、絵を描いて遊ぶなどの活動
をする。

（4）多様性を尊重した言語教育

ベルリン州の教育カリキュラムに沿った保育に加
え、言語教育に力を入れている。移民・難民の背
景がある子どもも、自然な形でドイツ語を身に着け
られるように取り組んでいる。また、職員が複数
の言語で対応し、異なる言語や文化への理解を促
す。障がいの有無などもあわせて「社会の多様性」
を学べる場になるようにしている。
視察でも、目や肌の色が違う子どもが一緒に遊

ぶ風景があり、異なる人種や出身であることが一
目でわかった。バーベルさんは入所後しばらくドイ
ツ語が理解できなかった子どもが、最近になって
ようやく言葉を理解しはじめ、職員の言葉に反応
するようになったと語っていた。

（5）小学校との連携

①子どもの成長記録（ドキュメント）の作成
 ベルリンの保育所には全ての子どもの成長記録
を残すことが義務づけられている。誕生日や家
族、言語の他、出身国の特色がわかるような工
夫がされている。またカラオケで初めて歌った
歌や遠足での出来事など個人的なエピソードも
多く盛りこまれる。

 ドキュメントは、子どもの成長過程段階を小学
校教師が把握できるよう引き継がれる。しかし、
親に譲渡の権利があるため、親の承諾が得られ
なければ学校に受け渡すことができない。

可動式のベッドで、
空間の有効活用

自己決定が尊重されるドイツでは、午睡も一斉に
行われず、それぞれが寝たいときに寝る。1歳児
の部屋の収納スペースには、いつでも取り出し可
能な布団が並んでいる。

■1歳児の部屋■

壁には子どもの作品などが掲示されている
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②交流プログラム
 近隣に小学校が2校（エリカ・マン小学校、レオ・
レオニー小学校）があり、就学前から朝食の提
供、スポーツ活動、旅行などのプログラムを通
じて交流している。小学校には、発達について
アセスメントをする職員も配置されており、1週
間に2回、保育所に派遣されている。

（6）保護者支援

保護者とKITAは、常に情報を共有しながら、
子どもの成長・発達を見守っていく。子どもの発育・
発達に課題が生じた場合、また、保護者の養育に
課題がある場合は、児童保護連盟が運営するカウ
ンセリングセンターが介入し、寄り添いながら支援
をしていく。

3. 所感・考察
部屋に入ると整然とされている環境ではあるもの
の、子どもたちが先ほど創作したであろう作品が部
屋のレイアウトの一部でポップな装飾のように乾かさ
れていた。子どもたちにとっては自身が創る空間で居
心地の良い場と捉えられ、やがて安心の場と根付い
ていくのだろうと感じられた。また、幼児期からの
創作活動での自己の表現や心理面に配慮された設
備環境はとても魅力的であった。
地域によって課題も違えば、同じ問題であっても
起因やアプローチ方法もさまざまであるとあらためて
考える機会となった。日本の社会的養護においても
子どもや家族の抱える背景や受け入れ環境は一様で
はない。それぞれの課題に対して地域の伝統や文化
を活かしながら環境を整備し、都道府県レベルで地
域に見合った目標設定を立てることこそが具体的で
実現的な課題達成に結びつくのではないだろうか。

同じものでも土地を跨げばその土地の文化と相
まってオリジナルのものに変貌し、定着していく。そ
の場のさまざまなニーズに対し変容し、応えていく柔
軟性を我々は大切にしていきたい。　（平岡　菜穂子）

自由に使えるおもちゃ

 ・ ドイツ児童保護連盟ベルリン支部ウェブサイト
 http://www.kinderschutzbund-berlin.de/

 参考資料

保育室も装飾が工夫されていた

カウンセリングセンターでスタッフと集合写真
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　ドイツ統一から28年。統一当時は教育思想の違いから優劣がつけられ、養護システム
が不十分とみなされた旧東ドイツの保育士免許は旧西ドイツでは認められず、西ドイツの
保育士免許の取得が必要だったという話を通訳の後藤さんから聞いた。
　どのような教育思想の違いがあったのか。旧西ドイツでは子どもは3歳になるまで家庭
で母親が育てるべきであるという考えが根強くあり、母親は働かずに家にいることをよしとする価値観が残って
いた。少子化対策を進めながらも「子育ての主体は国家でなく家庭にあり」を理想とし、そのため特に3歳未満児
の保育施設整備が著しく遅れていたという。一方、旧東ドイツでは女性も重要な労働力であったため、託児施設
が多く、早朝から深夜まで保育を受けられるという充実ぶりで、国が保育料を全面カバーし「子どもは国の大切
な人材」という政治的思想の下、国家主体で子どもを育てていた。
　教育課程に関しては、旧東ドイツでは保育関係（保育士、幼稚園教諭、学童保育所教師）の職業教育は他の教
育と分けられていた。（＊注1） しかし、ドイツ統一により、旧西ドイツの職業教育の制度に統一することになり、ドイツ
16州全てにおいて保育所のみや幼稚園のみに限定された職業教育が存在しなくなった。こうしてドイツで養成さ
れる保育者は、卒業した学校によってレベル付けされることはあっても、保育、教育、社会教育など分野別で区別
されることがなくなった。その結果、保育施設では、保育士、保育助手、社会教育士、養護教育士などさまざまな
専門職が混在している。＊注1：学童保育所教師は制限付きではあるが、小学校の授業をする資格を持っていた。
　その後旧東西ドイツ地域は、時を経ながら互いを受け入れ、さらには多文化を受け入れながら子どもを取り巻
く環境に向き合っている。
　ところでドイツの出生率は1.50（2015年）と日本の1.46（2015年）とほぼ同じである。
　日本でも、ある保育所待機児童の母親のつぶやきが話題となったが、ドイツにおいても妊娠と同時に保育園に
申込書を出すのが鉄則と言っていい程、1歳ですぐには空きがなく、宝くじに当たるようなものと言われるくらい狭
き門となっているのが実情だ。州によって制度や同じ名称でも意味が違うこともあるため、視察先であるベルリン
の保育制度を例に挙げると、児童昼間助成法が州法として定められている。2016年、ベルリンではKITA利用が
無償化された。利用には、まず青少年局からGutscheinという入所申込みの許可書をもらい、希望の保育施設
に入所申込書と一緒に提出する。ベルリンにおいては親の勤務形態に関わらずGutscheinが発行されるが、発行
には1ヵ月程度かかり、なおかつ発行後3ヵ月のみ有効であるため、許可書を入手しても空きがなければ意味がな
く、運に左右される要素が非常に高くなっている。ドイツにおいても待機児童は課題といえるだろう。
　また、保育所と幼稚園は制度上年齢別の施設として位置付けられる。保育サービスは多様である。
¡生後8週から3歳の子どもが通う保育所〔Kinderkrippe〕
¡3歳から小学校就学までの子どもが通う幼稚園〔Kindergarten〕
¡8ヵ月から小学校就学までの子どもが通う総合幼児教育施設（幼稚園と保育所、学童
保育所などを1ヵ所にまとめたもの）〔KITA：Kindertagesstätte〕

¡6～12歳児が放課後通う学童保育〔Kinderhort〕
¡保育ママ、保育パパによる託児保育〔Familientagespflege〕
¡教会や親などが主体となっている育児施設〔Spielgruppe〕
¡主に言語習得のため住み込みで子どもの世話をしたり、家事をする人たち、オペア〔Au-Pair〕：月に260ユー
ロ以上のお小遣い（ドイツではオペアは家族の一員として迎えるため「報酬」ではない）や3食付きが条件と
なるため、ある程度裕福な家庭の利用に限られる。                                                （平岡　菜穂子）

 
　¡齋藤  純子（2011）「ドイツの保育制度ー拡充の歩みと展望ー」国立国会図書館調査及び立法考査局レファ
レンス61（2）

　¡森栗  恭子「ドイツの教育制度」平成26年度尼崎市青年使節団報告書
　¡堀  健治　横井  一之（2009）「ドイツにおける幼児教育の現状について」鈴鹿短期大学紀要29
　¡小宮山  潔子（1999）諸外国における保育制度の現状及び課題に関する研究「厚生科学研究子ども家庭
総合研究」報告書

Berlin
コラム

GermanyGermany

【参考文献】

東 西 ド イ ツ 保 育 事 情
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ドイツ
移民・難民の背景をもつ児童・青少年の支援団体
Lebens Welt

訪 問日 時： 2017年9月29日 AM

住　　　所： Maxstr. 3a 13347 Berlin

取材担当者： イナ・シュタヌラ

（敬称略） （プロジェクト開発・報道担当）

1. 概要
（1）設立の経過

1999年、移民・難民がドイツ社会に融合してい
くための支援と青少年の保護を目的として、ベル
リンに設立された民間団体である。以前は、青少
年局がその役割を担ってきたが、団体設立後は、
青少年局の責任のもと、当団体職員が積極的に
現場に出向き、支援することが可能となった。
団体の2人の発起人は、1970年代にドイツで生
活を始めた難民であった。青少年期に、難民であ
る自分自身が、ドイツ社会に受け入れられていな
いと感じた経験が、団体設立の動機となっている。
現在、ベルリン市内に5つの拠点があり、多種多
様な移民・難民が抱える課題に対し、積極的に支
援を展開している。支援の対象はベルリン市内に
とどまらず、ドイツ国内に広がっている。

（2）理念

ドイツでは、一人ひとりを大事にし、個人に焦点
を当てた教育がなされている。しかし、自らが属
する集団を重んじる文化などがある移民・難民は、
ドイツの文化を受け入れるのが難しいという。
Lebens Weltは、移民・難民に焦点を当て、子

ども、青少年とその家族の社会教育的支援とケア
を提供している。支援活動の重点ポイントは、①
異文化交流、②民主主義的な拓かれた社会教育、
③エンパワメントである。出身国や人種の違いを強
みと捉え、それぞれの個性を引き出していくこと
を大切にしている。

2. 事業内容
事業内容は、大きく①異文化青少年支援、②異文

化障がい者支援、③異文化教育／育成、④異文化
ボランティアの4つに分けられる。具体的な事業とし
て①には、訪問型支援、滞在型支援、保育所、学
校教育に関する青少年支援、受刑者支援、青少年
向け余暇利用施設がある。②には、子ども及び青少
年向けへの支援と大人への支援がある。③には、ド
イツ語を学ぶコースや統合コース、父母教育支援が
ある。④には、生後間もない乳幼児をもつ家族を対
象とした訪問型家族支援や、1～3歳の子どもの一時
預かり支援等がある。
これらの事業のうち、以下の事業について説明を

聞くことができた。

ビルの5階に統合コースと
青少年福祉のフロアがある

5つの拠点と事業内容が書かれたパネル



101

11111111111111111111111111

（1）訪問型支援

青少年局から依頼を受け、支援が必要な家庭に
ソーシャルワーカーが訪問をする。1年間で約1,200
家庭を支援する。
訪問では、子どもへの直接的な支援を重要視す
る。次に親の支援をするが、親子関係に課題があ
る場合は、親と子を切り離さず、支援をする。例え
ば、不登校状態にある子どもの家庭に訪問した際
には、ソーシャルワーカーは、まず、子どもと対話
をする。学校に対してどのような思いを抱いている
のか、何を求めているのかを聞く。そこで、目覚ま
し時計が必要であれば、それを準備し支援するこ
とで、子どもが第一歩を踏み出せるよう橋渡しする。
このような丁寧な支援をするためには、多くの時
間が必要となるが、移民の急増によりこれまでの
半分の時間で対応しなければならない事態が生じ
ている。また、近年、親に精神疾患があるケース
が増えており課題となっている。

（2）保育所

ベルリン市内で6つの保育所を運営し、約600人
の子どもが通っている。

（3）学校教育に関する青少年支援

学校に出向き、校内のカウンセラーと協力して
専門的な支援が必要な子どもへのケアを行う。

（4）滞在型支援（青少年の自立支援）

住居を確保することができない難民のうち、15
～18歳の青少年にアパートを提供する。2015年に
この事業を始め、現在では30のアパートを持つ。
アパートには放課後から就寝前までの生活のサ
ポートの他、自立に向けた就労支援をするスタッフ
がいる。青少年の就労支援をしている団体と連携
し、青少年の希望を尊重しながら支援したいと考
えている。しかし、実際に仕事を探すのは難しい。
ドイツ国内には、難民の職業支援を行う団体があ
り、その団体への支援も行っている。

3. スタッフ体制
パートやアルバイトを含めて総勢450人のスタッフが
いる。その70％が移民・難民としてドイツに来た人た
ちである。スタッフ間では、政治や宗教の自由を尊
重している。

子どもはドイツ語を習得するのが比較的早いが、
移民の背景がある親は難しい。難しい問題に直面し
た場面では、親の気持ちが高揚し、母語でなければ
心情が出しにくい。Lebens Weltは、50ヵ国以上の
言語での対応・支援を行っている。

4. 青少年局や他団体との連携
団体が関わる家族のケースマネジメントの法的責

任は青少年局にあり、サービス費用は全て青少年局
から支給される。スタッフの資格やサービスの内容に
よって異なるが、訪問支援の場合、1時間につき、お
よそ19ユーロの委託料が支払われる。
青少年局の支援内容が、移民・難民を背景にもつ

家族のコミュニケーションのサポートである場合、初
期段階で団体に要請がある。
支援計画は、家族の言語を理解できるスタッフが

立ち会い、青少年局と家族と団体とで4～6週間か
けて作成する。その後、半年ごとに家族の状況と
支援計画を評価する。また、訪問支援の過程で家
族分離などが必要な場合は青少年局が判断する。
Lebens Weltは、家庭状況をよく把握しているため、

多様な人材を擁する団体であることが一目でわかる

£団体パンフレットのスタッフ紹介のページ£

私はドイツで生まれ
育ったドイツ人。この
団体では、私の方が
特別で、移民・難民
の背景をもつスタッフ
の方が普通なんです。

シュタヌラさん
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青少年局から意見を求められることがある。
ベルリンには、子どもの虐待防止及び、家族分離
を未然に防ぐため、関係機関のネットワークがある
（85ページ）。ホットラインはその一つであり、子ども
たちが緊急時に電話をかけてくる。ホットラインがきっ
かけとなって、青少年局から支援の要請がくることも
ある。また、学校から、子どもの着衣に乱れがある、
ドイツ語が話せないなどの相談が青少年局になされ、
青少年局から支援の依頼がくることも多い。

5. 移民・難民受け入れの課題
（1）移民・難民受け入れの現状

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）によれ
ば、2015年に戦争や紛争、迫害を理由に自分の
国を追われて難民状態となった人の数は、史上最
多の6,530万人に達した。ドイツの難民の受入数は
100万人を超えて、世界2位であった。
Lebens Weltでは、一時、両親がいない15～18
歳の子どもを青少年のためのアパート（通常は、3
人で1部屋を使用）に60人、もしくは90人収容する
という緊急受け入れをよぎなくされたこともある。
緊急対応後は、専門的に対応する団体につない
だという。
また、子どもをドイツに行かせて仕事をさせ、家
族に仕送りをさせているケースがあり、ドイツ国内
で問題になっている。

（2）移民・難民への対策

1949年、ドイツ連邦共和国基本法において、外
国人である難民個人の基本的人権として庇護権を
保障するという憲法原則を掲げた。以後、ドイツ

は、難民保護と移民受け入れに積極的な姿勢を
示し、さまざまな対策をしてきた。
1960～1970年代、ドイツは、トルコ人労働者を

多く受け入れた。法律では、家族を呼び寄せられ
るシステムがあったが、家族が来てもドイツ語が話
せないなどの弊害が生じ、ドイツ社会に受け入れ
られにくい現実があったという。
2005年、ドイツは移民法を制定し、他国からの

移住者がドイツ社会に溶け込むための政策を打ち
出した。
この移民法では、ドイツに1年以上在住する移

民は、原則として630時間の社会統合コースを受け
ることが義務づけられた。統合コースは、Lebens 
Weltにおいても開催されている。

（3）ドイツ国内における意識の変化

研修団がドイツ入りした日はドイツ総選挙の当日
だった。このドイツ総選挙でメルケル首相率いる
保守党、キリスト教民主・社会同盟は、第一党を
維持したが、大きく議席を減らした。一方、難民
等の受け入れに反対する新興右派政党「ドイツの

児童保護
ホットラインのチラシ
（多言語で書かれている）

2005年から開始された統合コースは、移民が
ドイツ社会において自立的に日常生活を送るよ
うになることを目的としている。630時間のカリ
キュラムの中にドイツ語、文化、法律、価値観に
関する講習が組み込まれている。このカリキュラ
ムは、何度か改訂がなされた。
　統合コースの種類は、①一般コース（645時
間）、②特別コース（945時間）a.  青少年コー
ス、b. 女性コース、c. 読み書きコース、d. 特別
支援コース、③速習集中コース、に分かれ、移
民の背景によって選択できるようになってい
る。各コース終了時、語学とドイツ事情のテス
トがあり、合格者には統合コース修了証明書
（ZertifikatIntegrationskurs）が発行される。カリ
キュラム改訂後、特別コースには、保育サービスが
設けられた。また、各統合コースの受講者には、通
学費用の補助が、一部認められることになった。
このカリキュラム改訂の背景には、受講者の4割
程度しか目標とするレベルに到達できないという
現実があった。そこで、連邦政府は受講者の特性
に合わせてコースを複数設置し、よりきめ細かく
対応することとした。

統合コース（integrierter Kurs）のカリキュラム
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ための選択肢（AfD）」が初の国政進出を果たした。
総選挙翌月、メルケル率いる第一党は、難民政策
の厳格化を印象づける狙いから、「難民等の年間受
入数を20万人以下に抑制する」方針を固めた。難
民に寛容だったメルケル首相の路線は転機を迎え
ている。

6. 所感・考察
ベルリンの視察は、公共交通機関を利用しての移
動であった。徒歩での移動の際、もしくは駅構内や
電車、バス、レストラン等でも、さまざまな国籍の人
や家族と出会った。この国では、これが当たり前の
風景であることを実感した。
ドイツは、歴史上、外国人労働者を受け入れ、内
戦等による難民の受け入れに寛容な姿勢を示してき
た。2005年に移民法を制定、「統合」をテーマに政策
提言を行った背景には、人道支援とはいえ、難民等
による問題がドイツ国内で深刻化していることへの
対策と言える。
Lebens Weltは、この政策提言よりも前に設立さ
れ、問題に気づき、先駆的に難民等のドイツ社会へ
の融合をテーマに民間のフットワークの良さを生かし
て支援を展開してきたことが想像された。
Lebens Weltの強みは、さまざまな国籍で構成さ
れるスタッフと、50ヵ国以上の言語であろう。また、
設立者がそうだったように、スタッフの70％が元難民
であり、ドイツ社会に溶け込むためにさまざまな困難
を乗り越えた当事者である。
イナ・シュタヌラさんの言葉「人はみな違うという
ことを弱みではなく強みとして捉える」「個性を閉じ
込めるのではなく引き出していく」が印象的だった。
Lebens Weltは、当事者でもあるスタッフに、同じ立
場の難民を支援する役割を与えることを通じてエンパ
ワメントする。当事者でもあるスタッフは、難民等、

子どもや家族が抱える問題に寄り添いエンパワメント
する。この多様性を弱みとしてではなく強みとして、
力を引き出す支援は、さまざまな人種と文化が混在
するドイツにおいて、重要な取り組みであることを学
んだ。　　　　　　 　　　　　　　（清水　暁子） 

ドイツの町中に総選挙のポスターが貼ってあった

福袋（ハッピーバッグ）に入れてプレゼント

 ・ Lebens Weltウェブサイト
 http://www.lebenswelt-berlin.de/
 ・第38回資生堂児童福祉海外研修報告書～ドイ
ツ・イギリス児童福祉レポート～

 ・松岡洋子（2008）「ドイツの改定統合コースに
ついて」『移住者と受入住民の多文化的統合を視
座とした共通言語教育』

 参考資料

団員がそれぞれ
用意したお土産
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ドイツ
女性への暴力防止、被害者支援組織 BIG
BIG e.V. :Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen

訪 問日 時： 2017年9月25日 PM 

住　　　所： Durlacher Str. 11a 10715 Berlin

取材担当者： パトリック・シュナイダ―（CEO）

（敬称略） ドリス・フェルビンガー（博士）

 ヴィープケ（ホットライン）

1. 概要
（1）組織

1993年、ベルリンに設立された、全ドイツの先
駆けとして、家庭内暴力の防止、対策や被害者支
援等を行ってきた組織である。
「コーディネート」「ホットライン」「予防」の3つの
機関がある。

（2）沿革

かつてドイツにおける女
性への暴力や家庭内暴力
への社会的反応は、「暴力
は個人的な問題、家庭の
中だけの問題である」とい
うものだった。加害者側
は罪に問われず、そのため
に、女性は暴力にさらされ続けてきていた。家庭
内暴力に対する新たな対策を話し合うため、1993
年、ベルリンに女性支援に関わる専門家が集まり、
BIGが創立された。
創立にあたり、連邦局と5人の専門家（家庭内

暴力被害女性の支援や子どもたちのケアを行う3
名の女性と、加害者支援を行っていた男性、法律
博士）が指針を作成した。彼らは日々の仕事の中
で、女性に対する暴力の問題に取り組んでおり、
他国のモデル事業にも行きついた（例えばアメリカ
の「家庭内暴力への介入プロジェクト」DAIPなど）。
政治家の協力を得て、各種関係機関とネット
ワークを作りながら、家庭内暴力の根絶をめざし
ている。
BIGは、警察や検察と協働していく必要性も認
識し、実践している。また、警察などが家庭内
暴力やその訴えについてのデータを管理していな
かったため、BIGが統計をとり、客観的データを
蓄積している。

（3）目的

 ・ 暴力の発生や拡大を予防するために必要な、社
会の構造を作る

 ・ 女性や子どもが、よりよい保護と適切なサポー
トを受けることができるようにする

（4）スタッフ

31名（パートタイムも含む）の職員の他、7名が
週に数時間だけの勤務を行っている。ソーシャル
ワーカー、社会科学者、心理士、ペダゴーグなど
の専門職が、カウンセラーやコーディネーターとし
て勤務している。

●表1　BIG沿革

1993年 設立

1995年 BIG Coodinationプロジェクト開始
⇒家庭内暴力が社会の問題として認識される

1999年 BIG Hotline開設
2000年 暴力・犯罪防止の部門で、BIG Hotline表彰

2001年
ホットラインに加えて、モバイル介入開始
警察署でトレーニング開催

2002年 ドイツ国内で暴力保護法（Gewaltshutzgesetz）施行

2006年
BIG Preventionが国家のパイロットプロジェクト
として開始
暴力防止の教育が、学校で初めて導入

2007年 オンラインでの相談も可能に

2008年 家庭内暴力についての詳しい情報がウェブサイト
で公開

2009年 家庭内暴力を取り上げたショー「ECHT FAIR」初公開
2010年 BIG Preventionがベルリン州で表彰

2011年 加害者プログラムLet's end domestic violence
開始（パイロットプロジェクト）

2012年
若者の中での暴力防止のプロジェクト開始
BIG Hotline24時間オープン

2013年 BIG Hotlineが、非常時には、女性や子どもが滞在
可能なドロップインセンターを開設

フェルビンガーさん
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（5）予算

財源はベルリン州の教育省や青少年省などから
の資金と、フィリップモリス社からのプロジェクト
資金、寄付金などである。
年間予算は約140万ユーロである。

2. BIGの3つの機関
（1）BIG Koordinierung（BIG Coordination；

       コーディネート）
ベルリンの家庭内暴力対応の中心的機関である。
①目的
・家庭内暴力の被害者への保護、支援の向上
と、その情報の提供を行う
・家庭内暴力に関係する専門家や、関心を持つ
団体へ、情報とアドバイスを行う

②取組み
 家庭内暴力の被害者へは、女性も男性も、保
護と支援を得る権利が保障され、加害者は責任
が問われなければならない。また家庭内暴力を
目撃した子どもへの介入も必要である。

 家庭内暴力への社会の関心を高め、取組みを
進めるため、会議や学術集会を開催している。
家庭内暴力対策の推進、加害者のリハビリプロ
グラム作成のため、警察官、司法、行政などと
協働している。

③ガイドラインの制作と配布
 家庭内暴力対応に関わる専門家のため、実用
的なガイドラインを整備し、トレーニングを提供
する。また専門家のための会議を開催している。

 家庭内暴力に対してよりよい介入がなされるよう、
対応を継続的にモニターし、分析を加えている。

④PR
 PRパンフレットは年齢別、言語別に数多く作成
され、関連部署などに置かれている。

（2）BIG Hotline （ホットライン） 

ベルリンで最初の暴力についての電話相談窓口
である。51言語での対応が可能である。
①目的
・ 家庭内暴力の被害に
あった女性の相談を受
ける。現在の状況を明
らかにし、アドバイスを
行う

・ 警察や裁判所の支援
についての情報提供を
行う

・ シェルターやその他の支援機関の紹介や、連
絡を取るための支援をする

・ 家庭内暴力の専門家や、関連する職業に就く
人々へのアドバイスを行う

②取組み
 家庭内暴力の被害女性と、その女性の周囲の
人々へアドバイスを提供する。家庭内暴力対応
専門家からの相談を受け付けている。メールに
よるカウンセリングも行っている。

③ホットラインの実際
 事務所の開室時間は毎日9～18時、電話受付
時間は8～23時である。電話番号は1つだが、
対応できる電話は5台ある。2016年度は9,000
件の相談電話があった。資金不足で24時間の
対応が困難になった。

 スタッフは8名おり、まずコーディネーターが電
話を受け、内容を聞いてカウンセラーにつなぐ。
社会福祉や法律の専門家がカウンセラーとして
電話対応をする。

 匿名の相談も可能である。相談者の個人カルテ
を作成しているため、リピーターはすぐにわかる
ようになっている。電話をかけられないほどの
状況にある人を支援につなげるのが課題とのこ
とだった。

さまざまな言語で書かれたパンフレット

2名のコーディネーターよりHotlineについての説明を受ける

ヴィープケさん



106

11111111111111111111111111Berlin, Germany

（3）BIG Prevention （予防） 

国と協力し、州からの支援も受けながら、さま
ざまな事業を行っている。予防活動として、特に
小学校での活動に力を入れている。
①目的
・家庭内暴力の予防と
注意喚起、そのため
の教育を行う
・社会の中で、家庭内
暴力に対するコンセン
サスを作り上げる

②取組み
 教育現場で働く人向けに子どもと家庭内暴力に
ついての研修を行う。保護者対象の催しやワー
クショップ、子どもへのワークショップなども行う。

 また、学校側と福祉サービスの連携をサポート
している。

③予防の実際
 早期から家庭内暴力防止の教育を行うことが重
要だと考えられている。小学校では、子ども、
教員、保護者を相手に、1週間に4時間、虐待
防止の講習を行っている。教師にはなじみのな
い分野の講習であるため、好評である。最も気
を使うのは保護者対応である。

 また、企業がスポンサーとなり、映画を作成し
た。何か起きそうなとき、何か起きたときにどう
したら良いのかを、子どもに伝えるような工夫を
した、とのことだった。

ベルリン州とブランデンブルグ州と合同で、青少
年局職員や、学校で福祉を学ぶ学生などにも講習
を行っている。

3. 家庭内暴力事件発生時の対応
警官は男女ペアで行動し、被害者女性には女性

警官が、加害者には男性警官が対応する。必要に応
じて「女性の家」（後述）に問い合わせを行ったり、
ホットラインにファックスすることもある。ただし、被
害女性が必要ないと言えばそれは行わない。
子どもがその場にいれば、青少年局に連絡をし、

青少年局が子どもの支援を検討する。青少年局が対
応する場合は、子どもを保護し、両親に対してカウン
セリングを行う。「女性の家」に母子を入所させたケー
スもある。
事件後14日以内に、女性は今後の生活を決め、当

局に報告する必要がある。加害者はその間家に入っ
てはならず、警察は加害者に対して被害者へのコン
タクトを禁止する命令を出す場合もある。その間自
分の家に留まるか、「女性の家」へ行くかは、被害女
性の意思に任されている。1人になった時にホットラ
インに電話をするケースも多いため、警察は必ずホッ
トライン情報を伝えるようにしている。

4. 「女性の家」（シェルター）について
「女性の家」は1976年にドイツで初めてベルリンに
作られた。現在ベルリンに6ヵ所あり、2018年に1ヵ
所新設される予定である。また、アパートは50ヵ所
ほどあり、そこに450人が入居している。現在ベルリ
ンの家賃が高騰しており、自立を目指す母子が「女
性の家」を出て新たな住まいに移ることが難しい状
況にある。
「女性の家」は子どもと一緒に入所でき、食費など
はかからない。しかし、職員は全て女性で、子ども
にとって男性（父親）モデルが不在となる点が課題で
ある。
職員はNGOで働く職員という立場で、ベルリン市

から給与が支払われている。
「女性の家」でメンタルケアを行う準備もあるが、
女性が何日間滞在するのかわからないため、計画的
な実施は難しい。
自分に罪があるため暴力を受けた、と思う女性が

多いため、同じような境遇の数人で話し合う時間を
設けている。仲間同士のコミュニケーションを通して、
事件がおきたのは自分のせいではないことに気付く
場合もある。

子どもへの教育で使用されるさまざまな教材
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5. 所感・考察
被害者が「自分が悪いから暴力を振るわれる」と思

う傾向が強い、と言う話や、社会の意識を変えてい
く必要がある、と繰り返しおっしゃっていたのが印
象的だ。早期からの教育や、情報提供が必要不可
欠だと感じた。
移民が多く、また近年は難民も多く受け入れてい
るためだろう、BIGについて・家庭内暴力やパートナー
間の暴力について・ホットラインについてのパンフレッ
トが、多くの言語で作成されており（日本語の物はな
かったが）、おそらくこれからも必要に応じてそれは
増えていくだろう。
英語での資料やウェブサイトは、私たちにとっても
読みやすく、記念誌は非常にわかりやすくまとめら
れていた。インターネットからもさまざまな情報が取
得でき、大変参考になった。
短時間の訪問の中で、業務内容の説明や施設の
紹介を丁寧に行ってくださり、私たちの小さな疑問・
質問にも1つ1つ答えてくださった。被害者を救うため、

そして家庭内暴力の根絶のため、社会のニーズに応
じて積極的に新たな事業に取り組んでいるBIGに、
私たちも多くのヒントやパワーをいただいた。

（三宅　愛）

 ・ BIG Counseling-Intervention-Prevention 
of Domestic Violence Documentation

 ・ BIG e.V. Berlin initiative against violence 
towards women

 ・ www.big-projekte.de

 参考資料

　女性への家庭内暴力は年
間15,000 ～ 20,000件起き
ている。家族高齢者女性青
少年局が2004年に行った調
査では、ドイツ女性の4人に
1人は、その生涯のうちに家
庭内暴力を経験する、という
結果が出ている。加害者への支援や対応を行って
いる団体は1つ、ストーカー対応の団体も１つのみ
であり、非常に少ない。またこの分野に関わる男
性スタッフの数が少ない。
　家庭内暴力の予防のためには、まず社会全体と
して加害側が悪いという意識を高める必要がある。
加害者を更生させ再犯を防ぐというより、まずは
社会構成員全員が一緒になって、犯罪を防いでい
くことが大切だと考えている。
　ドイツでは家庭内暴力と子ども虐待が密接に関
連する事象であることに気が付くまでに、非常に
長い時間がかかったが、現在は被害者への支援に
加え、子どもへの支援も同時に考えられるように
なっている。

～ドイツにおける家庭内暴力～

シュナイダーさん

 ◆BIGスタッフが語る◆
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ホットラインについてのパン
フレット

複数の言語で説明がされてい
る
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　意外と薄い・・・
　そんな印象を私たちに与えたのは、30年近くに亘り国を分断していたベルリンの壁であった。
　ベルリンミッテ地区に残る壁のすぐ近くにある資料館（トポグラフィーオブテラー）では、ナチスの起こし
た悲劇を時系列で追うことができる。パネル写真がドイツの歴史を語り、壁からその歴史の重みを感じること
ができた。
　トポグラフィーオブテラーは、ベルリンの壁を隔てて西ドイツだった側にあり、ドイツの負の連鎖ともいえる
ような形跡を展示する資料館である。実はここはナチスの秘密国家警察（ゲシュタポ）と親衛隊（SS）の情
報収集機関本部があった場所で、ヒトラーの台頭からナチズムのプロパガンダ、ホロコースト、敗戦から戦
後処理までの第三帝国時代の資料を展示してある。資料館の外でも、厚さ20㎝ほどのベルリンの壁が、地下
牢だった地下をむき出しにして、無骨で冷たいギャラリーのように存在している。

 ◉ベルリンの壁はどうしてできたのか◉
　1945年、第二次世界大戦に敗けたドイツは英米仏露の4ヵ国により分割占領されることとなり、首都ベル
リンも例外ではなかった。社会主義の東ドイツ、自由主義の西ドイツと2つにわかれ、東西間の国境は封鎖さ
れたが、ベルリンだけは往来が自由で、東ベルリンから西ベルリンへの人口流出が後を絶たず、危機を感じた
東ドイツは1961年8月13日の深夜に突然西ベルリンを包囲し、155㎞にもおよぶ境界線の通行を一切遮断
して巨大な壁を建設した。これがベルリンの壁である。その後28年間も東ベルリン市民の西ベルリンへの通
行は不可能な状態が続いた。

 ◉どのように壁は崩壊したのか◉
　1980年代後半になると、東欧諸国で改革の動きが見られるようになり、ソビエト連邦のゴルバチョフ書記
長（当時）が実施したペレストロイカをきっかけに自由化を求める声がますます高まっていった。また東ドイツ
からハンガリーとオーストリアを経由して西ドイツへ渡る人が増加していった。市民からの平和運動が発展し
ていき、1989年11月9日に東ドイツ政府は「旅行の自由化」を発表。報道を知った東ベルリン市民が大挙し
てベルリンの壁に押し寄せ、国境が解放された。　　　　　　　 　　　　　　　　       （山﨑　佑喜）

Berlin
コラム

GermanyGermany

私たちの他にも多くの学生や観光客が
この場所を訪れ、歴史を振り返っていた

予想以上に薄かった壁
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ドイツ
SOS子どもの村ベルリン
SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit

訪 問日 時： 2017年9月27日 AM 

住　　　所： Waldstraße 23/24 Berlin

取材担当者： バーバラ・ヴィンター

（敬称略） （プロジェクトマネージャー、
 マーケティング）

 ジモネ・ザイプト（ソーシャルペダゴーグ）

1. 概要
SOS子ども村ベルリン（以下、SOSベルリン）は、
2002年に設立された、地域の子ども、青少年、家族
に多様なサービスを提供する複合的な福祉施設であ
る。ドイツには2015年に約89万人、2016年には28万
人の難民・移民が流入しており、SOSベルリンでも
難民の子どもと、その家族のためのサービスを拡大
している。
※SOS子どもの村インターナショナルについてはP59
参照。

2. スタッフ
ソーシャルペダゴーグ（社会教育士）、エアツィーア
（保育士）、心理士など90人が仕事をしている。人
手不足が課題であるが、38人のボランティアが施設
運営の支えになっている。

3. 主な事業内容
（1）KITA（保育所）

定員は80名で、生後半年から就学前までの近
隣の子どもたちが通っている。この保育所では、6ヵ
月～1歳の子どもは所属クラスがあるが、2歳以上
の子どもの所属クラスはない。基本的に子ども自
身がやりたいことを決め、食事の時間も自分で選
ぶことができる。同じ活動ばかりをしている場合
は、偏りがないように別の活動に誘うこともある。
子どもの出身地は20ヵ国にも及び、子どもの民族・
言語・文化的多様性をサポートしている。

（2）育児相談・心理療法の提供

施設内にある出会いの広場やカフェで気になる
親子がいれば、セラピールームに誘って、話を聞く
こともある。問題の早期発見、早期対応を心がけ
ている。

移民・難民も多く利用しており、母語でも安心し
て話ができるよう、シリア人、トルコ人の心理士が
勤務している。
セラピールームは、ソーシャルペダゴーグも利用

しており、主に出産後間もない親に関わっている。
支援が必要と思われるケースについて、病院など
から情報が提供されることもある。そういった場
合は支援者側から「お茶を飲みに来ない？」と誘う
こともある。

（3）SOSファミリー

施設の4階と5階にそれぞれ1家族のSOSファミ
リーが暮らしている。また近くに2ヵ所のホーム
があり、そこにも1家庭ずつSOSファミリーが生活
している。1つのSOSファミリーにSOSムター（マ
ザー）と呼ばれる養育者が1名と保育士が2名おり、
6人の子どもを養育する。青少年局からの依頼に
よって受け入れ、18歳まで預かることができる。
中には難民の子どももいる。
家庭再統合が目標ではあるが、家庭環境の改善

が進まず、家庭復帰が叶うケースは少ない。SOS

セラピールーム
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ベルリンでは夏祭りを開催していて、子どもたちは
それに家族が参加してくれることを心待ちにしてい
るという。
問題行動などがあれば、青少年局と協力し、専
門家に相談をする。
現在、生活している多くは、設立時（2002年）

に受け入れた子どもたちであり、現在は16～18歳
の青年期を迎えている。SOSでは、子どもが18歳
で退所した後も誕生会に招待する等して繋がりを
持ちたいと思っている。なお、SOSムターは創立
時から一度も変わっていない。

4. 移民・難民の子どもとその家族への支援
2014年以来、SOSベルリンは移民・難民の子ども
とその家族のためのサービスの範囲を拡大してきた。
移民・難民が社会に溶け込みやすくするための提案
をしている。また、スタッフが書類の記入方法を教
えたり、保育園や学校へのアドバイスを行っている。

5. 学校との連携
学校と連携もしている。スクールステーション（93

ページ）の展開、小学校での社会教育プログラム、
宿題のサポート、暴力防止の指導などを行う。教員
から情報を得て、子どもと保護者へ支援を提供する
こともある。

6. 活動の PR 方法
半年に1度パンフレットを作り、公共機関に置いて
もらっている。ドイツ語、アラビア語、トルコ語のパ
ンフレットがある。
施設のイベントには、地域住民などを招待する。

7. 所感・考察
SOSベルリンでは、多方面から地域の方々に支援

を行っていた。カフェテリアや出会いの広場という交
流の場を設け、施設をオープンにすることで誰でも
利用できるというイメージを作っているようだった。
ケースワーカーや心理士はそうした機会に気になる方
に声をかけ、必要があればセラピールームに誘い、
早期発見・早期介入を心がけているとのことだった。
日本でも、本当にケアを必要としている方こそ自ら相
談に訪れることは少なく、介入が必要とわかった時
には既に手遅れになる場合も多いため、とても重要
なことだと感じた。また、移民・難民が多いだけに
言語についても細やかな配慮をされている。SOSベ
ルリンの保育所にも多くの国の子どもたちが通ってい
て、幼少期から国籍の違う友だちと関わることで、
自然な形で移民・難民の方々が受け入れられるよう
になるのだろう。移民・難民の受け入れに関してはド
イツでも賛否両論あるようだが、国境を越えて困っ
ている方々に手助けをする姿勢に感銘を受けた。

（黒木　円）

さまざまなパンフレット
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《セラピールーム》3F

《KITA（保育所）》2F

《出会いの広場》2F
親子でスポーツができるような広
さの部屋。助産師が訪れ育児指
導等を受けることもでき、母親
同士のネットワークができること
も多い。

《離れのアトリエ》1F
離れの建物には、専門家も羨む
程のアトリエがあり、工作や絵を
描くことで過去の清算をする子ど
ももいる。ピアノやギター等音楽
を習うこともできる。

《絵画教室》2F
廊下にはいくつもの絵画が飾ら
れている。月8ユーロで絵画教室
を行っており、誰でも通うことが
できる。

《カフェテリア》1F
開放的で明るい雰囲気の誰でも
利用できるカフェテリアがある。

《その他の部屋》2～3F
ヨガや気功教室、子どもの遊び
場などで使用する部屋には、ボ
ールプールがあった。

《中庭》1F
公園も隣接している。

《図書室》3F
ほとんどは寄付されたも
のである。

SOS-Kinderdorf Berlin-Moabitの施設内紹介

《セラピ ル ム》3F

《KITA（保育所）》2F

《出会いの広場》2F

《図書室》3F

《離 》

※4～5FにはSOSファミリーが暮らしている。

《アトリエにあった大作
 カラーでお見せできなくて残念！》
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ドイツ
ホテル ロッシ 子ども大使館 SOS子どもの村
HOTEL ROSSI Botschaft für Kinder SOS-Kinderdorf

SOS子どもの村ドイツ（以下、SOSドイツ）のイニシ
アチブで企画された、課題を抱える子どもたちの職
業訓練の場でもあるホテルである。2015年、SOSド
イツが、ホテルRossiの運営母体となる非営利有限
会社Botschaft für Kinder（子ども大使館）を設立
し、2017年7月、ベルリン中央駅の近くにホテルをオー
プンさせた。子ども大使館のコンセプトは、「政治家
が子どもの法律等について話し合う場（ミーティング
の場）であること」、「子どもと若者のサポートをするこ

と」である。ここでは子どもたちにトレーニングの機会
を与え、資格を取るための支援をする。また、育児
中の研修生のために子どもの保育も請け負っている。
SOS子どもの村では、障がい者コミュニティも運営し
ており、ホテルRossiでは障がい者が働く施設で作
られた家具を客室に利用し、レストランではコミュニ
ティで栽培した食材を提供し、工房で作られた工芸
品の販売もしている。

ホテルには、客室が28室と2つの会議室（うち一
つは200名収容可能）、レストランやバーがある。ホ
テルの窓には網のようなものがめぐらされているが、

SOS子どもの村の施設の一つであることから、“外から
保護する”という意味を込めて設計されたという。

学習能力が低い、時間を守ることができない、決
まった生活が送れない、学校を卒業していないなど
の理由で一般企業では働くのが難しい子どもたちを
受け入れ、仕事や人間関係の構築の仕方を学び、社
会参加と社会への統合を果たすことを目的としてい
る。ホテルロッシ従業員の約40％がこうした子どもた

ちである。仕事内容は主に、部屋の清掃、レストラ
ン業務や事務職、会議や建物のサービスなどである。
他の従業員と同様に、ホテルの重要な柱となってお
り、仕事に自信を持ち、自分自身の必要性を感じる
ことができるようにしている。

 ◉事業概要

 ◉ホテル

 ◉職業学校としての役割

ホテルの外観 レストラン

会議室（テラスあり） エントランス大会議室

工房で作られた工芸品
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ドイツ職業訓練法に基づき、若年者に対する企
業での職業教育訓練（週に3～4日）と職業訓練校
における理論教育（週に8～12時間）が並行して行
われる。職種及び訓練課程については、ドイツ連
邦教育・研究大臣がこれを定め、各地の職能団
体が詳細を定めている。連邦政府が認定する職
種は327職種（2015年12月調べ）あり、販売や事
務から技術系まで幅広い。経済及び技術の変化
に伴い定期的に更新されている。ドイツ政府・労
働者団体・使用者団体の3者は、2014年12月、
2015年から2018年までの「職業訓練協定」を締結
し、「2015年は前年比約2万人増の職業訓練ポスト
を若者に提供する」などのさまざまな取り決めを交
わしている。
企業と訓練生は「職業訓練契約」を結び、期間
中は訓練手当が支給される。企業側は、一定の

知識、技能、意識を有した訓練生を求めるが、見
つからないのが現状である。若者の知識や技能
が不足している場合は、企業での補講等によって
補うことができるが、規律、忍耐力、労働意欲と
いった意識面が不足している場合には企業実習で
補うことは難しい。しかし、就労の機会を与える
ことを重視する観点から、公共職業紹介機関にお
いて、若年求職者一人ひとりに指導・助言を与え
ることが可能となるよう、ケースワーカーを配置し
ている。

建設されてからまだ日が浅いというホテルロッシ
は、とても素敵なホテルだった。まず、1階にある明
るい雰囲気のレストランでとてもおいしいランチを頂
いた。一般企業では受け入れが難しい方々を職業訓
練生として受け入れているとのことで、レストランで
働かれている方々の様子を見ていたが、みなさんとて
も生き生きと仕事をされているような印象を受けた。

「子どもと若者のサポート」をコンセプトに、SOS子ど
もの村ベルリン退所後のステップの一つと位置付け、
子どもが職業的自立を果たすまで一貫してサポートし
ている。子どもたちの明るい未来について話し合う
ためにこのホテルを使ってもらいたいというSOSベル
リンのバーバラさんの想いが伝わってくるようだった。

（黒木　円）

 ◉所感・考察

§ドイツの職業訓練教育（デュアルシステム）について§

ブルーベリーソースがおいしかっ
た

シュニッツェル ホテルの 1階で集合写真

 ・ 厚生労働省  2005～2006年海外情勢報告
 ・ 厚生労働省  2015年海外情勢報告
 ・ 独立行政法人 労働政策研究・研修機構ウェブ
   サイト

 参考資料
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ドイツ
セントヨーゼフ病院ベビークラッペ
St. Joseph Krankenhaus babyklappe

訪 問日 時： 2017年9月28日 PM

住　　　所： Wüsthoffstraße15 12101 Berlin

取材担当者： エレイン・シューニング

（敬称略） （ハイルペダゴーグ）

1. 概要
病床数495、年間患者数74,000人超のベルリン最
大のカトリック系総合病院である。児童青年医療セ
ンターがあり、小児科、小児外科、児童精神科、
心身医療、精神療法部門を擁し包括的な医療を提
供している。周産期センターは、早産や疾患のある
新生児へも対応しており、WHO/ユニセフによって
「赤ちゃんに優しい病院（Baby Friendly Hospital：
BFH）」に世界で初めて認定されている。2016年、
セントヨーゼフ病院では4,500名の赤ちゃんが誕生し
た。Babyklappe（ベビークラッペ：赤ちゃんポスト）
は分娩室の外壁に設置されている。

2. 事業内容
（1）産前産後の母子支援体制

①Babylotsinnen（ベビーロッツィネン：ベビーガイド）
 Babylotsinnenは、産科および医院の予防的児
童保護および幼児の健康増進のための全国予
防プログラムである。児童の危機は、主に出産
前後の家族（特に若いカップル等）への教育を
通じて予防されると言う考えのもとに、妊娠期
から任意の相談に応じ、不安を抱える家族に情
報や支援を提供する。2007年ハンブルクの小
児科病院で開始され、現在30以上の診療所と
7つの連邦州がBabylotsinnenを実施している。

 ベルリンでは7ヵ所の妊産婦診療所にスタッフが

おり、出産前後の家族にカウンセリングを提供
している。

 Babylotsinnenを活用することで、将来起こり得
る問題が予防でき公的支援の必要性が減少し、
結果的に一人当たりおよそ2万ユーロの国家予
算削減に繋がると試算されている。

②Mutterpass（ムターパス：母親手帳）
 ドイツの病院ではMutterpass（母親手帳）が妊
婦へ配布される。ドイツでは
妊娠期はかかりつけ医での受
診をし、出産は他の病院を利
用することが一般的である。 
そのため日本の母子手帳と違
い、母親自身が成長の様子を
書き込んだり、予防接種の管
理をする目的ではなく、安全に出産をすることを
目的とした内容になっている。一冊で第二子出
産まで利用できるため、次子出産時に前回妊娠・
出産時の課題やリスクへの早期対応が可能とな
る。また特定妊婦については、医療従事者のみ
が把握できるよう、シールが貼られる。

1.

2.

3.

4.
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数
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底
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日 その他

治療法、処置尿検査

妊娠経過記録
抗体検査（2回目）（24-27週）  日付
抗D抗体投与（28-30週）  日付

HB抗原検査（B型肝炎）（32-40週）  日付
出産予定病院への紹介  日付

●図5　Mutterpassの7-8ページの日本語訳：妊娠中の診察結果が記録される。
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（2）Babyklappe（ベビークラッペ：赤ちゃんポスト）

ベルリンに5つあるBabyklappeの一つで2001年
に設置された。これまでに67人の子どもが預けら
れた。Babyklappeの預け入れからその後の流れ
については、概ね以下の通りである。
①赤ちゃんが預けられる。（ベッドに置かれる）
②アラームが鳴り、新生児対応の看護師が確認す
る。医師が健康状態のチェックをする。また状
況を写真におさめ、遺留品があれば専用の袋に
入れて保存する。

③赤ちゃんに名前をつける。その後適切な養子縁
組の親が見つかるまで里親のもとで養育する。
（ベルリン12区の青少年局が、それぞれひと月
ごとに輪番で対応する）。

④生後8週間が経過しても実親が名乗り出ない場
合、養子縁組申請手続きが可能となる。

～特  徴～

∞新生児室の外壁に設置されており、カーテン一枚
で病棟と仕切られている。

∞ベビークラッペのベッドは 37℃に保たれている。
∞Babyklappe を一度開いて閉じると、約1分後に
アラームが鳴る。

∞再び開けることはできない。
∞病院に利用者の情報は蓄積されない。

Babyklappeの
案内看板
B
案

ベビークラッペのしくみ

外から

病院内から

入口からBabyKlappe
までは高い壁で囲われ
ている

扉に
Babyklappeの
利用法が示され
ている

奥にはフェンスがあり
行き止まりになっている

通常はカーテンで
目隠しされている

預けられた
赤ちゃんが
置かれるベッド
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3. 内密出産法制定後の変化
2016年、セントヨーゼフ病院のBabyklappe利用
件数は1件であった。
この病院では、妊娠30週目の講習会の際に伝え
る程度で、Babyklappeの存在は特にPRしていない。
講習で伝えるのは、母親の精神的負担を軽減し、良
好な状態で出産できるようにするための配慮である。
前述のBabylotsinnenが機能しており、結果的に
Babyklappeを利用するに至らないと考えているとの
ことであった。

4. 所感・考察
日本にさまざまな影響を及ぼしたBabyklappeが、
2014年に内密出産法が制定された以降のドイツ国内
においてどのような位置づけであるのかについて、特
に興味があった。
取材担当者の率直な感想として述べられたのが、
なぜ今Babyklappeを視察に来たのか？ということで
あった。なるほど彼女は産前より妊婦と関わる中で、
可能な限りネットワークの構築に努め、また子どもた
ちが成長する18歳まで、それらの関係性が継続でき
るよう配慮していた。それ故、Babyklappeは将来的
に必要なくなるのではないかという見解を持っていた。
一方で連邦政府や青少年局を訪れた際に
「Babyklappeは限りなくグレーな存在である。繋が
ることが難しい保護者から子どもの命を守るという
役割を果たしたのちに、その後生きていく上で重要
であるアイデンティティの確立を脅かしている」との話
も聞いた。
日本でも2017年、設置から10年を迎えた慈恵病院
「こうのとりのゆりかご」について同様の論点で話さ
れてきた。日本とドイツでは歴史背景や法律、国民
性に違いがある。堕胎可能な妊娠期間にも大きな開
きがある（日本が22週未満であるのに対しドイツでは
12週まで）。このような違いに対して同様にアプロー
チすることは果たして得策なのだろうか。それぞれが
辿る道は、地域性を踏まえた上で、十分に検討され
る必要があるだろう。もちろん生命が最も重要視さ
れるべきことは言うまでもない。
ドイツが変化への新しい一歩を踏み出し始めたこ
とは確かである。ただ、その行く先が正しいものかど
うかは、内密出産法下で生まれた子どもたちが成長
するまではわからない。
日本では、生まれてきた命を都合の悪いものとし

て目を背けるような社会になってはいないだろうか。
当事者らが逼迫した状況に置かれていることを理解
した上で、その選択できる手段は限定される。その
ため生命の尊厳や正しい性知識を早期から教育とい
う形で正しく伝えていくことは今後の日本においても
重要であると言えるだろう。
誰もが生まれてきたことを誇れるような日本となる

には、国民の意識を変容することであると考える。
考える力、想像し創造する力こそが児童福祉に携わ
るわれわれの本質であると確認し、また刺激を受け
た視察であった。　　　　　　　 （佐土原　由美）

 ・ 「St.Joseph Krankenhausウェブサイト
 https://www.sjk.de/
 ・ 「こうのとりのゆりかご」第4期検証報告書
 （熊本市ウェブサイトより）
 https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/
detail.aspx?c_id=5＆id=17021&class_set_
id=3＆class_id=577

 ・ http://kocmoccc.hatenablog.com/より
 ・ http://mitemite.de/より

 参考資料
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団員名簿

団　長

特別講師

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

久保田　まり

川松　　　亮

石濱　　　実

楢原　　真也

中村　　里美

平岡　菜穂子

中山　　祐一

松永　　大介

黒木　　　円

三宅　　　愛

佐土原　由美

山﨑　　佑喜

森田　　修平

清水　　暁子

辻　　　弘道

田中　　恵子

226－0015

245－0062

300－0055

204－0022

915－0853

603－8456

633－0053

850－0971

891－0117

150－0012

860－0811

590－0804

903－0802

680－0061

104－0075

104－0075

神奈川県横浜市緑区三保町32
東洋英和女学院大学
TEL：045－922－5511（代表）

人間科学部教授

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

研究部長

茨城県土浦市殿里20番地
窓愛園
TEL：029－821－0392　FAX：029－821－5018

東京都清瀬市松山3－12－17
子供の家
TEL：042－491－4876　FAX：042－491－0024

福井県越前市行松町26－2－2
一陽
TEL：0778－43－5514　FAX：0778－22－7272

京都府京都市北区衣笠西尊上院町22番地
京都聖嬰会
TEL：075－462－9268　FAX：075－462－8195

奈良県桜井市谷480番地
飛鳥学院
TEL：0744－42－2831　FAX：0744－43－7080

長崎県長崎市磯道町748番地
明星園
TEL：095－878－4953　FAX：095－878－4934

鹿児島県鹿児島市西谷山1丁目1－15
愛の聖母園
TEL：099－268－2045　FAX：099－268－2809

東京都渋谷区広尾4－1－1
日本赤十字社医療センター附属乳児院
TEL：03－3400－0147　FAX：03－3406－6746

熊本県熊本市中央区本荘2－3－8
熊本乳児院
TEL：096－371－1396　FAX：096－371－1633

大阪府堺市堺区緑ヶ丘南町1丁2番10号
ハピネス・ハーク
TEL：072－280－2525　FAX：072－280－2727

沖縄県那覇市首里大名町3－112
沖縄県立若夏学院
TEL：098－885－5453　FAX：098－886－6144

鳥取県鳥取市立川町五丁目417番地
子ども家庭支援センター「希望館」
TEL：0857－27－4153　FAX：0857－27－0415

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／
里親支援専門相談員

児童養護／
治療指導担当職員

（心理職）

児童養護／
児童指導員

児童養護／
児童指導員

児童養護／
児童指導員

児童養護／
主任児童指導員

児童養護／
心理士

乳児院／
心理判定士

（臨床心理士）

乳児院／
里親支援専門相談員

母子生活支援／
少年指導員

児童自立支援／
児童自立支援専門員

児童家庭支援センター／
里親支援専門相談員

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

カナダ

カナダ

アメリカ

13

14

15

第26回
（1999）

養・自立・情・
母・乳（15） 子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
（2000）

養・母・児家・
自援・情・知（13） 自助、共助､公助による自立支援教育など

第28回
（2002）

養・母・自立・情
（13） 里親制度と被虐待児への対応
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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
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

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

13

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
ルーマニア：1989年以降の児童家庭福祉制度と
施策の概況、子どもたちへの支援を学び、子どもの
回復を支え、さらに一歩踏み込んで次の世代へ負
の連鎖を断ち切るため、日本の児童福祉現場に求
められるビジョンと支援のあり方を考える
ドイツ：児童家庭福祉制度・政策の理念と歴史的
変遷、現状と課題、施策の具体的展開を学び、
日本の次世代育成と児童家庭福祉政策を振り返り、
社会的養護に関わる立場で果たすべき役割を考える

養・母・乳・自立・情・
児家セン（12）カナダ 13

第43回
（2017）

養・母・乳・自立・
児家セン（12） 13ルーマニア・ドイツ
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　訪れた2つの国のキーワードは、「1989 年」。その歴史や文化を肌で感じたことで、視察先で得た情報

の理解が深まっていきました。学ぶことの面白さに、常に興奮状態の 13日間だったように思います。帰国

後の編集作業を通じてようやく、団員みなが詰め込んで持ち帰った情報の整理と伝えたい内容の整理が

できました。この経験を糧として日々の業務を積み重ね、発信していくことで、学びの機会を与えてくれた

方々、応援してくれた方々への感謝を伝え続けていきます。ありがとうございました。　　　（清水　暁子）

　初めての海外はとても刺激的で、有意義でした。同じ目的意識を抱えた仲間たちとの道中はとても楽しく、

研修の終わりにはこのまま別の国を旅したいなとぼんやりと思ったぐらいでした。帰国後も編集作業を通

じて、皆で事実を見つめ、理解を深める過程を通して、学んだ内容を咀嚼し捉えなおすことができたよう

に思います（でも、ルーマニアの統計はもう見たくない…）。貴重な機会を与えてくださった資生堂福祉事

業財団の皆様と、2週間の長きにわたってこころよく送り出してくださった職場の同僚と家族に感謝いたし

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             （楢原　真也）

　入職時からの夢であり目標だった資生堂の海外研修に参加させて頂き、43 期の一員になれたことを、

本当に嬉しく思っています。事前研修、海外研修、事後研修、編集作業と休む間もなく日は過ぎ、苦労も

疲労もありましたが、「新しいことを知る楽しさ」や「協力することの大切さ」などを感じる素晴らしい日 と々

なりました。この貴重な機会を与えてくださり、支援・応援してくださった全ての皆さまに、心より感謝申

し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             （三宅　愛）

　歴史的背景がある中で現地の人々が試行錯誤を重ね、築き上げてきた児童福祉の「今」を知ることが

できた研修でした。海外の児童福祉を肌で感じ、日本の児童福祉に必要な考え方（情熱）、行動力（可能 

性）、どれをとってもまだまだ大きな可能性を秘めていることにも気づかされました。「苦しい顔をしている

子どもや家族を支援する」ことより、社会全体で「子どもや家族が常に笑顔で生活が送れるようにする」と

いう予防的視点の大切さを改めて感じました。43 期の団員全員で作り上げたこの報告書が多くの人に伝わ

ることを願います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （森田　修平）

　今回の研修では、国の制度・政策に影響を与える要素もリアルに学ぶことができました。制度は、「正し

さ」を求めて修正されることもあれば、独裁者の考え、時代の空気や勢い、外圧、あるいは選挙結果や世

論などの「力」によって変わることもあるようです。しかし背景や経過はどうあれ、子どもたちに関わる政

策策定に失敗は許されません。ドイツとルーマニアでの学びから価値ある指針や智慧を導き出し、それを

土台に、現状を見極め、先を見通す力を鍛え、時に、久保田先生のおっしゃる「ボーダー」を超え、子ど

もたちの最善の利益が実現できますよう…皆さまの今後ますますのご活躍をお祈りしております。

（田中　恵子）

編  集  後  記  
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付表1 ルーマニア 自らの出自と過去についての情報を求める申請書

1
2
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3
4
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5
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付表2 ルーマニア
暴力被害者保護命令申請書（ANAIS「家庭内暴力被害者のための実践ガイド  あなたの権利  あなたができる
こと2017」より）  翻訳：フロリン・ポペスク

1
2
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付表3 ルーマニア
暴力被害者への司法支援（ANAIS「家庭内暴力被害者のための実践ガイド  あなたの権利  あなたができること
2017」より）  翻訳：フロリン・ポペスク

1
2
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　　　　　公益財団法人　資生堂社会福祉事業財団
　　　　　〒104-0061　東京都中央区銀座 7-5-5

印　刷　　NSコーポレーション株式会社
　　　　　〒104-0045　東京都中央区築地 5-6-10

〈表紙のことば〉  中山 祐一・黒木 円
表紙は児童養護施設 飛鳥学院を卒院した武（アーティスト名）こと仲西健くんが描いて
くれました。ヨーロッパは一つの大きな大陸であるが、それぞれの国が抱える問題は
さまざまでした。しかし、ルーマニアとドイツの視察先で出会った人たちは、子どもたち
に真剣に向き合って頑張っていて、その情熱は私たちと同じだと感じました。絵の中
の文字はドイツ語とルーマニア語で「情熱」。団員たちが現地で感じた熱い思いを表し
ています。
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