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ごあいさつ

財団法人資生堂社会福祉事業財団主催の第 45 回資生堂児童福祉海外研修が児童福祉施設職
員を研修生として本年度も開催されました。スタッフを加えると総勢 16 名の研修団になりま
す。毎年、他では経験できない貴重な機会を与えていただき、厚く御礼を申し上げます。
本年は、ポーランドの「権利擁護」とベルギーの「予防的支援」をキーワードとする研修内

容が組まれました。特に「子どもの権利に関する条約（以下、権利条約）」の原点であるといわれ、
生涯を子どもに捧げたヤヌシュ・コルチャック（本名ヘンリク・ゴールドシュミット /1878 ～
1942）というポーランドの伝説の人物に学ぶことや、権利条約の採択を目指し、自らが議長国
として牽引役を担ったポーランドの歴史に学ぶ機会は、貴重な学習になったことと思います。
一方、義務教育を 6 才～ 18 才とするベルギーへの訪問は、家族に対する給付制度や妊娠期か
ら始まる家族と子どもへの包括的な予防的家族支援に先進的に取り組んでいる実情を学ぶこと
で、子どもの権利擁護に繋がる多くの示唆を得る機会になったのではないでしょうか。
実は、11 月に開催された全国児童養護施設長研究協議会徳島大会の折に、宇都榮子氏（専修

大学名誉教授）から 1 冊の著書をいただきました。表題には【東京社会福祉史研究　第 13 号】
資料紹介 /『波蘭児童関係日誌』（１）とあり、福田会養児院（現社会福祉法人福田会「広尾
フレンズ」）が日本赤十字社の要請で、1920 年 7 月から約 1 年間で 5 回にわたり 375 名のポー
ランド孤児の第一次救済事業に携わり、ポーランド児童を受け入れたことが記されていたので
す。その他にも、ポーランドが 1918 年に独立するまで 3 回にわたってロシアやプロセイン、オー
ストリアによって分割され、国家として度々消滅させられた歴史を持つ国であること。長年、
他国に翻弄され続けたポーランドは、自国の独立運動者の多数を政治犯としてシベリアに流刑・
避難民とされ、その多くが寒冷と飢餓、そして伝染病などでポーランド独立後も母国への帰国
が叶わずに亡くなられたこと。孤児となった子どもたちだけでも救いたいと「ポーランド救済
委員会」が、当時シベリア出兵していた日本に嘆願した経緯から救済事業が実現に至ったこと
等々の史実が明らかにされていたのです。
私には、第二次世界大戦で 600 万人余のポーランド人が亡くなり、その内の 200 万人が 14

歳以下の子どもだったということが子どもの権利条約採択に繋がったという認識しかありませ
んでした。それだけに、ヤヌシュ・コルチャックが 51 歳にして『子どもの権利の尊重』を著
書として示し、「子どもはだんだんと人間になるのではない」と訴え続けた生き方や揺るぎな
き人権への崇高な理念の背景を知りたいと思い続けていたのですが、この度、宇都榮子氏のお
陰で、その入り口に立てたことは、まさに青天の霹靂でした。長い歴史の中で、民族の未来に
絶望を強いられた時代を生きていたが故に、未来を担う子どもに誠実に敬意を示す大人や国家
の到来を切望していた叫びであったことにあらためて気付かされたのです。国民の悲痛な願い
である「権利条約」の採択に奔走したポーランドに深く敬意を表するとともに、賢しらに権利
擁護を口にするのではなく、人としての尊厳やあり方を追求することこそが権利擁護であると
厳しく諭された気がしています。
新たな令和の始まりに、大切なことを思い起こさせていただいた皆様に感謝を申し上げます。

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
第 45 回 資生堂児童福祉
海外研修報告書に寄せて
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実施要領

１. 目的 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。

２. 主催 公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団

３. 後援 厚生労働省、全国社会福祉協議会

４. 協力 子どもの虹情報研修センター

５. 訪問国 ポーランド、ベルギー

６. 研修テーマ 今から 90 年前、ポーランドの小児科医ヤヌシュ・コルチャックは、その著書「子どもの権利の尊重」
のなかで、「子どもは、希望と夢をもって自分の世界に生きる、自らの権利をもつ人間である」と述
べました。1989 年に成立した「国連子どもの権利条約」は、このコルチャックの思想と実践を原点
に作られています。日本では「国連子どもの権利条約」を 1994 年に批准し、その後 2016 年の児童
福祉法の改正で、児童福祉法がこの条約の精神に則った法律であることを初めて明確にしました。
ベルギーは、ＥＵ本部をはじめ、重要な国際機関が設置されている国です。子どもの権利条約を
1991 年に批准し、ヨーロッパの中でも子どもや異文化民族に対する権利擁護の推進をリードしてき
た国の一つで、児童虐待防止に関わる重要な視点を世界に投げかけるなどしてきました。
今回の視察は、「子どもの権利」を研修テーマの中心に据え、その起点となるポーランドと、権利擁
護の推進に力を入れてきたベルギーの二つの国を視察し、子どもの権利擁護の原点と展開、今後の
展望について深く学び、日本の子どもの権利擁護のこれからを考える上で有益な学びの機会とする
ことを目的とします。
＜研修内容１：権利擁護＞
子どもの権利条約成立に大きな役目を果たしたポーランドの視察を通して、子どもの権利条約の原
点を探求します。具体的には、成立背景と発展の歴史、条約の内容と意義、そこに底流する権利擁
護の精神について理解を深めます。さらに現在の子どもの権利擁護の現状と課題について学びます。
＜研修内容２：ベルギーの予防的支援＞
ベルギーは、子どもを持つ家族に対する給付制度が欧州内においてもっとも充実し、義務教育期間
も 6 ～ 18 歳と長く、さらに民族的背景を踏まえての、妊娠期から始まる家族と子どもへの包括的な
予防的家族支援がユニバーサルに提供されています。こうした子どもの権利擁護の先進的展開を学
び、日本での子どもの権利擁護のこれからのあり方を考えます。
＜研修内容３：ベルギーとポーランドの児童保護対応と社会的養護＞
ベルギーでは孤児や棄児の養育のための里親は 18 世紀から存在していますが、制度化されたのは
20 世紀に入ってからで、現在、里親委託ケースと施設養育ケースはほぼ半々です。またポーランド
では、施設養育と里親養育の子どもの数はほぼ同程度で、もっとも多いのが親族による養育となっ
ています。両国の社会的養護の現状と課題、及び展望を学び、日本の目指すべき将来像とその具体
案について考える研修とします。

７. 実施時期 ・事前研修　　　８月２６日（月）～　８月２７日（火）
・事後研修　　１１月２１日（木）～１１月２２日（金）
・海外研修　　１０月　１日（火）～１０月１３日（日）（１３日間）
　　　　　　　（ ９月３０日（月）：集合、１０月１日：出発）

８. 派遣人員 １４名（団長：１名、団員：１２名、特別講師：1 名）

９. 推薦要件 （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、２０１９年４月１日現在

　 年齢が４３歳以下の方
（3）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する意欲のある方
（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

10. 選考方法 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。

11. 研修報告書の作成及び発表
（1）２０２０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、団員の
　　なかから選任された報告書編集委員が複数回の会議に参加し制作を行う。

（2）厚生労働省（全員出席）において研修報告の発表を行う（２０２０年４～６月）。
（3）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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研修スケジュール

月日・曜日 地　　名 時　間 行　程
9/30( 月 ) 成田 15:00 成田ビューホテル集合。研修開始

10/1( 火 ) 成田
成田空港

7:40発
10:15発

ホテルよりシャトルバスで成田空港へ
成田空港より空路ワルシャワへ

10/1( 火 ) ワルシャワ 14:30着
( 現地時間 ) ショパン空港着。ワルシャワ市内へ　

10/2( 水 ) ワルシャワ 午前
午後

◎Korczakianum（コルチャック研究所 )
◎ Biuro Rzeczenik Praw Dziecka( 子どものオンブズマン事務所 )

10/3( 木 ) ワルシャワ 午前
午後

◎OPS Praga Południe（社会福祉センターワルシャワ市プラガ南地区）
◎WOIK（ワルシャワ危機介入センター）

10/4( 金 ) ワルシャワ

午前

午後

◎TPD（子どもの友協会）
◎Katolicki Os′ rodek Adopcyjny( カトリック養子縁組センター )
◎ Okno Z.ycia（赤ちゃんポスト）
◎Towarzystwo Nasz Dom（児童養護施設・その他サービス）

10/5( 土 )

ワルシャワ
クラクフ

オシフィエンチム
クラクフ
ワルシャワ

7:05発
9:33着
11:00～
14:00
21:18着

ワルシャワ中央駅より鉄道でクラクフへ
クラクフ駅着。専用車でオシフィエンチムへ
◎アウシュビッツ　◎ビルケナウ
専用車でクラクフへ。クラクフ視察後、鉄道でワルシャワへ
ワルシャワ中央駅着。徒歩でホテルへ　　

10/6( 日 )
ワルシャワ
ショパン空港
ブリュッセル

午前
午後

市内自由行動
ショパン空港より空路ブリュッセルへ
空港着。ブリュッセル市内へ

10/7( 月 ) ワロン州
午前
午後

◎Ammarage （青少年援助サービス）、Le Colombier（児童養護施設）
◎Parrain-Ami（パレナージュ支援団体）
◎ L’Atalante（未成年緊急一時保護所）

10/8( 火 ) ブリュッセル 午前
午後

◎ Institute de l‘Assomption Boisfort（小学校）
◎Kind en Gezin（子どもと家族庁）

10/9( 水 ) ブリュッセル 午前
正午から

◎Missing Children Europe( 欧州行方不明児童支援団体連合 )
◎乳児院責任者・心理士、里親、元裁判官との懇話会（ホテルにて）

10/10( 木 ) ブリュッセル 午前
午後

◎AGAJ（青少年支援局）
◎SOS Enfants（虐待対応チーム）

10/11( 金 ) ブリュッセル 午前
午後

◎ONE（出生児童事務所）
◎Clairs Vallons（クレール・ヴァロン小児医療センター）

台風19号の影響で帰国便キャンセル。週末待機。2班に分かれて帰国

10/14( 月 )

～

10/15( 火 )

ブリュッセル

上海

成田空港

12:30発
10/15 5:30着

9:00発
13:00着

ホテル発、空港へ
ブリュッセル空港より空路上海へ
上海着、乗継ぎ
上海発
成田空港到着。入国手続き後解散

10/15( 火 )

～

10/16( 水 )

ブリュッセル

モスクワ

成田空港

11:45発
16:10着
19:00発

10/16 10:30着

ホテル発、空港へ
ブリュッセル空港より空路モスクワへ
モスクワ着、乗継ぎ
モスクワ発
成田空港到着。入国手続き後解散
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研修団紹介

団長
【東京都】
乳児院
二葉乳児院
院長

都留　和光

団員
【長崎県】
児童養護施設
浦上養育院
心理療法担当職員（臨床心理士）

藤永　亜津沙

団員
【三重県】
児童養護施設
みどり自由学園
ユニットリーダー

砂川　辰介

団員
【大阪府】
児童養護施設
あおぞら
心理療法担当職員（臨床心理士）

渡辺　葉一

団員
【千葉県】
児童家庭支援センター
児童家庭支援センター・こうのだい
心理療法担当職員(臨床心理士)

谷澤　渚

団員
【愛知県】
児童心理治療施設
中日青葉学園わかば館
心理係長 (臨床心理士）

岡部　匡俊

団員
【福岡県】
児童自立支援施設
福岡県立福岡学園
児童自立支援専門員

矢頭　和博

特別講師
【神奈川】
新横浜法律事務所
弁護士

高橋　温
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団員
【東京都】
児童養護施設
星美ホーム
治療指導担当職員 （精神保健福祉士）

工藤　嘉央

団員
【東京都】
児童養護施設
救世軍世光寮
ファミリーソーシャルワーカー

瀬崎　美穂

団員
【東京都】
児童養護施設
武蔵野児童学園
治療指導担当職員主任（臨床心理士）

大塚　斉

団員
【東京都】
母子生活支援施設
母子生活支援施設ベタニヤホーム
心理療法担当職員（臨床心理士）

柴谷　麻希

団員
【宮城県】
乳児院
丘の家乳幼児ホーム
ファミリーソーシャルワーカー（保育士）

熊谷　裕美子

団員
【福岡県】
母子生活支援施設
アゼリア・宮田
少年指導員

山本　浩子

事務局
【東京都】
資生堂社会福祉事業財団
常務理事兼事務局長

白岩　哲明

事務局
【東京都】
資生堂社会福祉事業財団

田中　恵子

4 5



事務局報告

資生堂児童福祉海外研修（以下、本研修）は公益
財団法人　資生堂社会福祉事業財団（以下、当財団）
が創立当初から 40 年以上の間実施している中核事業
です。これまでに研修修了者は 700 名を超え、社会
的養護を始めとする子ども家庭福祉を支える中核人
材として活躍されています。

第 45 回となる 2019 年度は、「子どもの権利」をテー
マの中心に据え、本研修の歴史の中で初めてポーラ
ンドおよびベルギーを研修地としました。子どもの
権利条約の成立に大きな役目を果たしたポーランド
では、条約成立の背景と歴史、条約の意義、底流に
ある人権擁護の精神を学ぶとともに、子ども家庭福
祉に関わる機関、施設、団体などを訪問、視察しま
した。また、アウシュビッツ＝ビルケナウ強制収容
所を視察し、当時のまま保存されている設備や数え
きれない遺品を目の当たりすることで、人権擁護の
大切さを体感しました。ベルギーにおいては、主に
フランス語共同体における政府機関、養育施設、里
親支援団体など様々な関連当事者を訪問し、先進的
な取り組みを学びました。団員にとっては、「子ども
の権利」について学びなおす良い機会なるとともに、
海外との比較のなかで日本の現状を振り返ることで、
各施設の将来像を描くための良い気付きになったも
のと自負しております。また、当財団にとっても初
訪問となるポーランドと 28 年ぶりのベルギーの情報
を得られたことは貴重な財産となりました。

今回の研修は私自身にとっても初めてであり過去
との比較はできませんが、いくつか感じたことを下
に記します。

まず印象に残っているのは、団員全員が学ぼうと
する強い熱意を最初から最後まで継続し、またお互
いが持つ異なる経験やバックグラウンドを活かして
助け合いながら、とても和やかな雰囲気で研修が進
められたということです。成田を出発するときには
よく知らない同士だったはずの団員たちが帰国する
ときには「ワンチーム」になっていました。

次に感じたのは、色々な意味で難易度の高い研修
であったということです。両国とも初訪問であった
ため、現地の制度等に関する基本情報が乏しかった
ことに加え、ポーランド語とフランス語という団員の
誰も聞き取ることができない言語の壁もありました。
そのようなハードルを乗り越え、ここに素晴らしい
報告書を完成させた団員の努力には敬意を表したい
と思います。

上記のように本研修は団員にとって極めて実りの
多いものとなりました。それは当財団としても喜ば
しいことであり、今後彼ら自らが成長していくのみ
ならず、所属する施設、そして日本の児童福祉領域
をけん引するリーダーとして活躍することを心より
願っております。

今回の団長は、第 26 期の本研修修了者でもある二

葉乳児院の都留和光先生にお引き受けいただきまし
た。都留団長には研修期間中の的確なご助言を多数
いただいたのみならず、時折意表を突いて発せられる
おやじギャグが疲れの溜まっている団員の癒しとな
りました。今回の研修の和やかな雰囲気はひとえに
団長のお人柄によるものと心より感謝申し上げます。

また、特別講師となっていただいた新横浜法律事
務所の高橋温先生にも御礼申し上げます。先生は事
前研修で日本における子どもの権利擁護に関する講
義をいただいたほか、弁護士としての知見に基づく
アドバイスや訪問先での的確な質問を多数いただき
ました。また、時として方向性が見えなくなりそう
な団員間での議論を正しい方向に導いていただきま
した。

今回の研修には、両国ともコーディネーター兼通
訳の多大なるご貢献が欠かせませんでした。ポーラ
ンドでは在住歴 50 年以上で、歴史や文化に精通した
松本照夫氏が訪問先の選定、通訳、そして時にはワ
ルシャワの街のガイドまでしていただきました。ま
た、ベルギーでは栗田路子氏が、医療、教育、福祉、
人権など広いジャンルをカバーするジャーナリスト
としての知見に裏打ちされた素晴らしいツアーコー
ディネートと通訳をしていただきました。お二人の
ご活躍抜きにしては今回の研修は成立しませんでした。

そして、もう一人、忘れてはならないのが、今回
の研修におけるすべての旅程の手配とアテンドをし
ていただいた新日本観光センターの杉本雅史氏です。
現地での機転の利いた対応には何度も助けられまし
た。そして何よりも、帰りのワルシャワ―成田便が
台風 19 号の影響で欠航となったときには、寝る時間
を削り、もの凄いスピードで代わりの便とホテルの
延泊を手配していただきました。本当にありがとう
ございました。

このほかにも、ご後援をいただきました厚生労働
省の皆さま、団員選考へのご協力と結団式へのご出
席をいただきました全国児童養護施設協議会の桑原
教修会長と全国社会福祉協議会の岩崎香子部長、事
前研修でご講義をいただきました鳥取こども学園の
藤野興一先生、あたたかい励ましの言葉で見送って
くださった太田一平先生、越川和久先生、麻生信也
先生、修了者として具体的助言をくださった中道亜
紀子さんと石濱実さん、ベルギーの家族や生活、社
会について細かく教えてくださった寺島佳子さんと
イブ・ルナールさんご夫妻、すてきな表紙を作って
くださった藤永健生さん、そして、団員を快く送り
出し、不在をカバーして下さった各施設長と職員の
方々にもこの場を借りて御礼申し上げます。あわせ
て引き続きのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

公益財団法人　資生堂社会福祉事業財団事務局
常務理事兼事務局長　白岩　哲明

事務局報告
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訪問国の紹介

ポーランド

ワルシャワ

１. 概要
東ヨーロッパに位置し、北はバルト海に面し、ロ

シア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、スロ
バキア、チェコ、ドイツと国境を接する。面積は日
本の約 5 分の 4 の 32.2 万㎢で、日本から九州と四国
をひいたくらいの大きさである。人口は約 3,840 万人
で、その 97％がポーランド人である。

２. 歴史
966 年に建国。15 ～ 17 世紀は東欧の大国であった。

18 世紀末、隣接するロシア、プロシア、オーストリ
アに分割され，第 1 次世界大戦終了（1918 年）まで
123 年間、他国の支配を受けた。ソ連とドイツに分割
占領された第 2 次世界大戦中、総人口の 5 分の 1 が
戦争の犠牲者となった。戦前、330 万人いたユダヤ
人は、その 9 割が命を落とした。戦後はソ連の衛星
国となるが、「連帯」などの自由化運動が活発で、東欧
諸国の民主化運動をリードした。1989 年 9 月、自由
選挙の結果、非社会主義政権が発足し、現在のポー
ランド共和国となった。「欧州への回帰」を目標に、
1999 年に NATO に加盟し、2004 年に EU に加盟を
した。2007 年からシェンゲン協定に加盟している。

3. 政治
EU 加盟後、経済は成長したが、1 人あたりの GDP

は 2018 年時点で 1.5 万ドルにとどまる（EU 加盟
28 ヵ国中 25 位）。経済発展が実感できない不満が広
がる中、2015 年、総選挙で、反難民政策を掲げる保
守派（右派）野党「法と正義」党（PiS）が圧勝し、
一党単独政権が発足した。以来、司法、メディア、
治安機関の統制への動きが出ている。例えば、汚職
をなくし、司法システムをより有効にするためとし
て、憲法裁判所の権限を大幅に制限する法案が可決
された。憲法裁判所はこの法律を憲法違反で無効と
する決定を下したが、政府は裁判所の決定を官報に
公示することを拒否した。2020年1月、憲法裁判所が、
新たな規定のもとで選ばれた数百名の判事は独立性
が保たれておらず案件を審理すべきではないという
判断を下すと、立法府が応酬するように、司法改革
に批判的な判事を解任しやすくする法案を可決した。
三権分立が危うくなっており、行政と司法との対立
が深まっている。

右派政党が政権を握ってからは極右団体の存在感
も強くなっている。2019 年 10 月の総選挙では、児
童手当、低所得者への税控除、年金や最低賃金の引
きあげなどの寛容な福祉政策で人気を集めた与党 PiS

が下院で単独過半数の議席を維持した。民主化から
30 年たち、EU と対立し、同性愛者の権利を認めず、
法改正やメディア支配によって権力を集中させてい
る政権が台頭している。

4. 経済
2004 年の EU 加盟以降、EU からの多額の補助金

でインフラ整備や産業振興を進める。また、安い労
働力を生かして海外資本を導入し、2008 年のリー
マンショックでもプラス成長を維持した唯一の国で
あった。2012 年に個人消費が落ち込み、経済成長率
は下がったが、2013 年から回復し、2018 年は 5.1％
であった。EU 基金が経済成長を下支えしており、
2014 ～ 2020 年に 825 億ユーロという加盟国中最大の
受給枠を確保している。なお、加盟当初、2012 年を
目指していたユーロの導入だが、政府がこれを放棄
しており、見通しは立っていない。導入には憲法改
正が必要であるため障壁も大きい。

主要産業は、食品・飲料、自動車、金属、電機電
子機器、ゴム・プラスチックである。

5. 貧困、物質的欠乏
世界の統計データサービスのStatistaによれば、「貧

困のリスク」がある人口比は2007年の34.4％から徐々
に減り、2017 年、19.5％まで減少した。

EU では、家賃を払えない / 生活費が稼げない、家
に必要な暖房がない、想定外の出費に対応できない、
2 日に一度は肉や魚を買えない、旅行ができない、車
を持てない、洗濯機を買えない、テレビを買えない、
電話代が払えないという9 項目のうち 4 項目があては
まれば物質的欠乏状態にある、としている。この指

ポーランド共和国
（Republic of Poland）
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訪問国の紹介

標によれば、ポーランドで物質的欠乏の状態にある割
合は、2007 年は人口の 22.3％だったが、2016 年は 6.3％
と減少している。減少した 15.6％ポイントは約 590 万
人に相当し、10 年間でこれだけの人々が、例えば生活
費と家賃を払い、家を暖かく保ち、想定外の出費も賄
えるようになっている。

6. 子どもと家族
（１）子どもの家庭状況

OECD の子どもの家族状況調査によれば、2018
年、ポーランドの子どもの 90.1％は両親と住んで
おり（62.7％が結婚している両親、27.4％が結婚せ
ず同棲している両親）、9.0％がひとり親家庭に暮
らし、0.9％は親以外と暮らしていた。なお婚姻率

（人口 1,000 人あたりの婚姻件数）は 3.9（2017 年）、
離婚率（人口1,000人あたり）は1.7（2017年）であった。

（２）出産
ポーランド統計局によれば、合計特殊出生率は、

1990 年、1.99 だったが、2003 年には 1.22 まで下
がった。その後増減をしながらもゆるやかに上昇
し、2017 年は 1.39（前年比 0.6 ポイント増）であっ
た。また 2018 年、第一子を出産した母親 165,558
人のうち、10代は6,092人で3.7％（2015年より1.3％
ポイント減少）であった。

図 1 に、年齢別の女性 1,000 人あたりの出生数
（OECD）を示す。1995 年に比べて出産年齢は高齢
化している。

（３）中絶禁止法について
ポーランドには厳しい中絶禁止法があり、中絶

は、母体が危険な状態にある場合、胎児に異常が
ある場合、あるいは妊娠がレイプや近親相姦によ
る場合でしか認められない。2016 年、公式な中
絶数は 1,055 件であったが、女性と家族計画連合

（Federation for Women and Family Planning）ディ
レクター Krystyna Kacpura は、違法な中絶は 15

万件にのぼるとみている。1989 年の民主化後、新
政府はローマカトリック教会に配慮し（国民の
85％がカトリックであるポーランドでは教会の影
響は大きい。また民主化実現への教会の貢献が大
きかったための配慮もあったという）、それまで合
法だった中絶を全面的に禁止しようとしたが、制
限付きの法律となった。2015 年、法と正義党（PiS）
が中絶の完全禁止を合法化しようとするが、市民
の大規模デモによって阻止された。世界的マーケ
ティング企業である Kantar Millward Brown の調
査によれば、2018 年、市民の 75％が中絶の更なる
規制に反対していた。しかし大規模な政府主導の
中絶プロパガンダ、中絶へのアクセスの制限（2017
年には緊急避妊薬（モーニングアフターピル）へ
のアクセスも制限された）の中で成長した若者は
中絶禁止について特に問題意識を持たないという。
国連と欧州議会は、ポーランドの「生殖権」への
制限を非難している。

７. 教育制度改革
ポーランド憲法では、授業料（公立校）の無料と 18

歳までの義務教育を定めている。2004年のEU加盟後、
教育システムが変わり続けている。2006 年には 6 歳児
の 1 年間の就学前クラスが、2011 年には 5 歳児クラス
が義務教育に含まれた。さらに 2014 年には小学校の
入学年齢が 1 歳早まって 6 歳となったが、その後すぐ
に再び 7 歳に戻った。2016 年 12 月学校教育法によっ
て教育改革が始まると中学校は廃止され、小学校 6 年・
中学校 3 年・高校 3 年であった制度は、小学校 8 年・
高等学校 4 年となった。小学校 8 年制は 1999 年以前
の制度である。中等教育は、一般の高校以外に、技術
学校 5 年、専門学校 3 年、特別支援教育学校、働きな
がらの職業訓練などがある。職業技術訓練プログラム
は充実しているが、中等教育への公的支出は OECD
諸国においてもっとも低い。

ポーランドは教育レベルが比較的高く、高等教育
（大学）修了者の 10 人中 7 人は修士号を持っており、
OECD の平均（10 人中 3 人）のレベルを大きく上回る。
しかし学士号保持者の収入の平均は OECD 諸国のな
かでは低い。

2005 年 40％であった 3 ～ 5 歳の就学前教育の利用
は、2017 年 80％と増加している。その就学前教育の
教師の大半は修士号を持っているが、修士号保持者
の平均収入の 67％の年収にとどまっている。

８. 青少年の飲酒と薬物の使用
青少年の飲酒とカナビス（大麻）の使用についての

WHO ヨーロッパによる調査統計結果を、表 1、表 2 に
示す。親の豊かさによって割合が異なるかどうかを調
べた結果（高収入、中程度、低収入の親に分け、高収
入の親の子どもの数値から低収入の親の子どもの数値
を差し引いた）、飲酒については男子で 3％ポイント、
女子 -3% ポイントの差（OECD24 ヵ国平均は男子 2.1、
女子 1.5）、カナビスについては男子-1.0％ポイント、女

図1. ポーランドの年齢別（5歳区切り）出生数
出典：OECD Family Database, Fertility indicators, SF2.3 
Age of mothers at childbirth and age-specifi c fertility
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子で -2.0％ポイント（OECD 平均はそれぞれ 1.8、0）
であった。豊かな家庭の男子は飲酒する率が若干高い。
カナビスについては、男女ともに、貧しい家庭の子ど
もの使用率が高い。

表1. 少なくとも2回、酔ったことがある11歳、
　　 13歳、15歳の割合（2013～ 2014年）

11歳 13歳 15歳

男子 女子 男子 女子 男子 女子

ポーランド 2.0% 1.0% 9.0% 6.0% 26.0% 26.0%

欧州圏平均 1.1% 0.4% 5.4% 4.2% 24.7% 21.9%

OECD25ヵ国
平均 1.1% 0.5% 4.6% 3.6% 23.3% 20.8%

表2. 過去 30日間で、カナビス（大麻）を使用した
　　  ことがある15歳男女の割合

男子 女子

ポーランド 13.0% 8.0%

欧州圏平均 9.6% 6.3%

OECD23ヵ国
平均 9.3% 6.3%

表1・2出典：WHO Regional offi  ce for Europe 2016 Health 
Behaviour　in School ‐ aged　Children （HBSC） Study:　
International Report from　the 2013/2014 survey

９. 非行と触法少年への対応
ポーランドでは、少年事件と非行は地方裁判所の家

事・少年事件部門が扱う（30 ページ）。ポーランドの
裁判所では、家族と後見の規範に関する法律を根拠に
した未成年の案件（犯罪行為があった 13 歳以上 17 歳
未満、非行があった 18 歳未満、教育的または矯正的
措置が必要な 21 歳未満を含む）、アルコールや薬物な
どの依存症、メンタルヘルス治療施設への措置などに
関するケースを扱っている。

未成年の非行や犯罪行為に対し、裁判所は、少年に
行動義務を課す、法定後見人による監督措置、職業訓
練や教育、あるいは医療施設などへの入所措置を講じ
る、そして重大な罪の場合や過去の教育的措置が効果
的でなかった場合は強制的施設への入所措置などの判
決を下す。未成年への処罰は特別なケースに限られる
が、5,000 ズロチ以上の罰金、1 ヵ月以上の自由の剥奪、
1 ヵ月以上の収監、3 年以上の懲役、より厳しい刑罰
による懲役が科せられることがある。裁判所の判決に
不服だった場合、親や後見人、あるいは本人が上級裁
判所へ申し立てできる。表 3 は、2008 年から 2016 年
にかけての裁判所で審議を受けた少年と、下された代
表的措置の数である。

犯罪行為があった少年の数が大きく減少しているの
は子どもの数の減少に関係しており、それでも、非行
ケースがそれほど減少していないのは、2007 年開始の

「学校での暴力の許容ゼロ」プログラムで学校からの
通報が増加していることに関係する（Wirkus,2018）。
このプログラムにより、生徒と教師双方の法律違反（暴
力）を警察や検察に通報しなかった場合、教師や校長
が“ホワイトカラークライム”として責任を問われる
ようになった。

ポーランドには裁判所と連携をする家庭保護観察官
がおり、憲法で保障されている権利と尊厳の保護と促
進、社会復帰支援、親の子育ての支援と動機付け、子
どもの利益を守ること、公共の安全の維持、犯罪の防
止などを目的に活動している。家庭保護観察官の権限
と義務は、少年の行動のコントロール、子どもに関す
る情報を集める、学校などとコンスタントに連絡をと
る、少年の生活と健康や学校での状況を改善するため
多機関と連携する、状況を安定させるため支援する、
監督する少年についての会議に参加し裁判所へ必要な
書類を提出する、アルコールや薬物のテストを少年に
受けさせるなどである。予防的意味合いで保護観察官、
裁判所、学校は連携している。

表3. 裁判所で判決を受けた少年と、下された主な措置の数 (2008～ 2016年 )

年

裁判手続きを
受けた少年数

教育的、治療的、
強制的措置 家庭保護観察 保護観察センター

紹介

ユースケア
センター
入所措置

精神科医療機関 /
その他医療機関

への措置

非行 犯罪
行為 非行 犯罪

行為 非行 犯罪
行為 非行 犯罪

行為 非行 犯罪
行為

非行及び
触法行為

2008 20,089 26,957 24,330 30,553 8,533 8,554 374 292 603 843 13/35

2010 16,118 22,758 19,633 25,956 7,326 7,615 300 210 465 762 37/39

2012 15,274 20,980 18,543 24,222 6,829 6,559 320 262 659 852 35/66

2014 15,524 16,388 18,862 19,064 6,842 4,923 332 230 639 728 35/118

2016 15,189 11,355 18,717 13,295 6,680 3,297 376 188 699 615 51/112
出典：Łukasz Wirkus 2018 The role of the family court in Poland in preventing manifestations of demoralization and juvenile 
delinquency on the example of preventive and re-socialization activities of probation offi  cers

※ 1ズロチ＝28.13 円（視察初日2019年 10月 2日レート）
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ブリュッセル

図2. ベルギー行政区域

① ②

③

④

⑤ ⑥

共同体区分

地域区分

１. 概要
西ヨーロッパにあり、フランス、ルクセンブルク、

ドイツ、オランダと国境を接し、北は北海に面する。
面積は日本の約12分の1の 3.1万㎢で、人口は約1,143
万人である。あわせてベネルクスと称されるオラン
ダとルクセンブルクとは、経済的、政治的に協調す
ることが多い。1830 年の建国以来の立憲君主制で、
2013 年に即位したフィリップ国王は 7 代目の王であ
る。国王は政治的には中立で、政府の大臣と協議を
して行動をする。

フランデレン地域（図 2 ①）、ブリュッセル首都圏
地域（②）、ワロン地域（③）の 3 地域と、言語で区
切られるオランダ語共同体（④）、フランス語共同体

（⑤）、ドイツ語共同体（⑥）の共同体からなる連邦
国家で、それぞれが、連邦政府・議会と同格の政府・
議会を持つ（フランデレン地域とオランダ語共同体
は事実上統合され、共通の政府と議会を擁する）。共
同体は教育、文化、青少年援助と健康など「人」に
係る領域を管轄し、地域は公共事業、農業、雇用、
都市計画、環境など「土地」に係る領域の権限を持つ。
国の公用語はフランス語、オランダ語、ドイツ語で
ある。

ベルギーには義務投票制度があり、成人年齢 18 歳
以上には、欧州議会、ベルギー連邦議会、地域およ
び共同体レベルの議会、州議会、基礎自治体議会の
選挙への投票義務がある。

表４. 地域別の面積と人口
面積 人口

①フランデレン地域 1.4 万㎢ 659万人

②ブリュッセル首都圏地域 160㎢ 121万人

③ワロン地域 1.7 万㎢ 363万人

ベルギー王国全体 3.1 万㎢ 1,143万人

出典：IBSA & Statbel （Direction générale Statistique ‒ 
Statistics Belgium） （Registre national）

政治では、2018 年の連邦、地域議会選挙で、伝統
的な政党（社会党、キリスト教政党、自由党）が票
を失い、オランダ語圏では極右政党が躍進し環境政
党と極右政党が拡大した。地域議会ではオランダ語
圏で右派が主導、フランス語圏では左派が主導する
ねじれ状態となり、2020 年 2 月現在、いまだ連邦の
新内閣の連立交渉が継続している。

２. 歴史
フランス革命後、1815 年のウィーン会議によって

オランダに併合され「ネーデルランド王国」となる。
1830 年、フランス 7 月革命の影響により独立運動が
起き、1831 年、ロンドン会議でベルギー王国（立憲
君主制）として独立を承認された。その後、産業革
命に成功し、重化学工業が発達して経済力を強化さ
せ、さらに投資銀行が世界中で活動を展開するよう
になる。1839 年、オランダがベルギーの独立を承認
する。第 1 次世界大戦と第 2 次世界大戦では、それ
ぞれ 1914 年、1940 年、ドイツに占領される。第 2 次
世界大戦後、ECSC（欧州石炭鉄鋼共同体）、EEC（欧
州経済共同体）の創設に関わり、ブリュッセルは欧

べルギー ベルギー王国
（Kingdom of Belgium）
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州統合の中心地となり、EC（欧州共同体）の原加盟
国となった。1993 年、連邦国家に正式に移行した。

３. 多様性、国際性
ヨーロッパの中央に位置するブリュッセルが交通の

要衝として発展し始めたのは 10 世紀末である。現在
ブリュッセルには 1,000 以上の国際機関本部がある。
建国以来、移民を受け入れてきた歴史もあり、多国籍、
多民族、多言語、多文化、政治や宗教の自由といっ
た価値を受容する社会である。しかし近年、移民問
題や、オランダ語を話すフランデレン人とフランス
語を話すワロン人の対立の顕在化など、多様性や共
存の社会継続への不安要素も出現してきている。

表５. 出身地別人口比

ベルギー人
欧州人

（ベルギー人
以外）

欧州人
以外

ブリュッセル首都圏地域 65% 23% 12%

フランデレン地域 91% 6% 3%

ワロン地域 90% 7% 3%

ベルギー王国全体 88% 8% 4%

出典： IBSA & Statbel （Direction générale Statistique ‒ 
Statistics Belgium） （Registre national）

４. 経済
主要産業は化学工業、機械工業、金属工業、食品

加工業である。近年、経済成長は緩やかになっており、
実質 GDP 成長率は外需の弱まりにより輸出が伸び悩
み、2018 年は 1.4％と前年より 0.3 % ポイント低くな
り、鈍化している。

５. 貧困、物質的剥奪
Statista によれば、2018 年、ベルギー人の 16％に「貧

困のリスク」があった（平均可処分所得額の 60％以
下の収入を貧困とみなすというベルギー統計局定義
による）。この割合は 2008 年から 15％前後で推移し
ており大きな変化はない。

物質的欠乏にある割合は、2008 年（5.6％）から
2018 年（5％）の 10 年間で 5 ～ 6.3％の間で推移して
いる。6,000 人を対象にしたインタビュー調査（2018
年）では、6.3％が生活費を稼げない、1.1% が洗濯機
を買えない、0.2％が電話を買えない、25％が想定外
の出費に対応できない、または長期休暇を取れない
と答えていた。

6. 子どもと家族
（１）家族のあり方

ベルギーでは、パートナー 2 人がいっしょに住
む形態として、①婚姻関係がある、②法定同居人
となる、③結婚でも法定同居でもない同棲、とい
う 3 パターンがある。ベルギー統計局によれば
2018 年の婚姻件数は 45,059 件で、前年比 1.7％増

であった。フランデレン地域とワロン地域ではそ
れぞれ前年比 2.1％増、0.4％増だったが、ブリュッ
セルでは 0.6％減であった。婚姻率（人口 1,000 人
あたり）は 3.9（2017 年）、離婚率（人口 1,000 人
あたり）は2.0（2017年）で（日本はそれぞれ4.9と1.7）、
初婚の平均年齢は 33.7 歳と上昇傾向にある。

上述②の法定同居人になるには自治体への申告
が必要である。法定同居人は、異性カップル、同
性カップルがあるほか、家族の一員や性的結びつ
きがない人と法定同居人になることもできる。同
居人の権利と義務は民法で規定され、家計の出費
や租税の分担責任、債務義務などがある。2017 年
は 39,038 件の申請があり 24,764 件の同居解消が
あった。同居解消の理由の 55％は同居から結婚に
移行するというものであった。法定同居の平均年
数は 4.3 年で、法定同居率は 3.4％である。　

同居はしているが結婚も、法定同居の申告もし
ていない③では、2 人のパートナーは実際上の世帯
を形成しているが、税金はそれぞれが申告し課税
も別である。子どもがいた場合は、どちらか一方
の扶養家族となる。

（２）子どもの家庭状況
OECD の子どもの家族状況調査によれば、2018

年、ベルギーの子どもの 73.6％は両親と住み（53.5％
が結婚している両親と、20.1％が同棲している両親
と住む）、24.9％がひとり親家庭に暮らし、1.5％は
親以外と暮らしていた。

（３）出産
2017年、ベルギーの合計特殊出生率は1.68であっ

た（2003 年と同じ）。2010 年に 1.86 まで上昇した
が再び減少傾向にある。ブリュッセル首都圏地域
では少しずつ下がっているが 1.82、フランデレン
地域とワロン地域は同じ 1.66 という値であった。

出産の平均年齢は 30.5 歳で、第一子出産時の母
親の平均年齢は 28.7 歳で、ゆるやかに高齢化が進
んでいる。図 3 に年齢層別の出生数を示す。EU の
統計局である Eurostat によれば、2018 年、第一子
を出産した母親 50,416 人のうち 10 代は 1,091 人で
2.2％（EU 平均は 3.5％）と少ない。10 代の母親に
は移民の背景のある者が目立つ。

またベルギー統計局によれば、2015 年、ベル
ギーでは初めて、結婚していない親の出産の数が、
婚姻している親の出産数を上回った。出産全体の
50.6％が婚姻していない親の出産で、その 87.9％は
出生時にパートナーと同居をしていた。2000 年時
点では、婚姻している親の出産は全体の 70％であっ
た。フランデレン地域では、2018 年現在、婚姻し
ていない親による出産は全出産数の半数を切るが、
ワロン地域では 2007 年に半数を超えている。ブ
リュッセル首都圏地域では、婚姻している親の出
産割合が国の平均（64.4％、2015 年）を大きく超
える。どの地域でも婚姻している親の出産数は減
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少している。婚姻していない親が子どもを生む場
合でも、パートナーとして登録がなされていない
ケースは多くない（12.1% 2015 年）。フランデレン
地域では婚姻していない親の出産の 90% 近くが法
定同居のカップルで、ブリュッセル首都圏地域と
ワロン地域でも 85％近い。

（４）ひとり親家庭の状況
国際的なシンクタンクである持続可能な開発国

際 研 究 所（International Institute for Sustainable 
Development：IDD）によれば、2015 年、フランデ
レン地域では全世帯の 21％が、ワロン・ブリュッセ
ルでは 30％がひとり親家庭世帯であった。ベルギー
全体でひとり親家庭が 46.5 万あり、72.5 万人の子ど
もが養育されていた。ひとり親の83％は女性である。

ひとり親は、失業率が高く、就業していてもパー
トタイムであることが多く、35％が貧困状態にあっ
た。ブリュッセルではひとり親の 27.8％が失業中
で、18 ～ 24 歳のひとり親の場合は 54.6％が失業中
であった。ともに暮らすパートナーがいる 18 ～ 24
歳の失業率は 22％なので、若年層のひとり親の貧
困のリスクは特に高い。

７. 青少年の飲酒と薬物の使用
青少年の飲酒とカナビス（大麻）の使用について

の WHO ヨーロッパによる調査統計結果を、表 6、表
7 に示す。親の豊かさによって割合が異なるかどうか
を調べた結果、飲酒ではフランス語圏男子で 5％ポイ
ント、女子 4% ポイント、オランダ語圏では 2% ポイ
ントの差があり、カナビスの使用についてはフラン
ス語圏男子 7% ポイント、女子 -2% ポイントの差が、
オランダ語圏男子 -8% ポイント、女子 -2% ポイント
の差があった。カナビス使用については、フランス
語圏では豊かな家庭の男子、オランダ語圏では貧し
い家庭の男子に特に多い。

表６. 少なくとも2回、酔ったことがある11歳、
　　 13歳、15歳の割合（2013～ 2014年）

11歳 13歳 15歳

男子 女子 男子 女子 男子 女子

フランス語圏 3.0% 1.0% 5.0% 4.0% 23.0% 19.0%

オランダ語圏 1.1% 1.1% 3.0% 2.0% 23.0% 18.0%

表7. 過去 30日間で、カナビス（大麻）を使用した
　　  ことがある15歳男女の割合

男子 女子

フランス語圏 13.0% 9.0%

オランダ語圏 9.0% 7.0%

表6・7出典：WHO Regional offi  ce for Europe 2016 Health 
Behaviour　in School ‐ aged　Children （HBSC） Study:　
International Report from　the 2013/2014 survey
※ドイツ語圏のデータはない。

８. 少年司法
少年司法については、連邦法である1965年青少年保

護法が保護手段と規則の基本を定め、各共同体の法令は
青少年保護法の具体的実施のための規定を定めるもの
となっている。青少年裁判所は、青少年保護法に基づき、
主に児童保護と非行・触法の案件（被害者などの保護が
必要な子どもと犯罪の容疑がある子ども）を扱う。
（１）子どもが加害者の場合

犯罪行為で刑事責任が問われる年齢は成人年齢 18
歳以上であるが、犯した罪によっては 16 歳以上で成
人の刑法が適用される。少年が法を犯すと、検察は、
①起訴せずケースを終了する、②児童/青少年サポー
ト委員会につなげる、③青少年裁判所（裁判官は1名）
に送致する、のいずれかの対応をとる。裁判官は、ソー
シャルサービス（フランス語共同体においては SAJ

（98 ページ））に社会的、または医療心理学的な調査
を依頼し、子どもが置かれた環境やパーソナリティ
を見極める。この調査（6 ヵ月以内で完了しなけれ
ばならない）の間、裁判官は暫定的な措置判断を下す。
裁判に関わる子どもには弁護士がつく。

青少年裁判所は、少年が犯した罪よりも、その少
年が置かれた状況に基づき、少年をケアし、保護し、
教育することに重きを置いた判断を下す。例えば、
少年を叱る、両親または保護者へ対応を指示する、
通学や教育センターやメンタルヘルスクリニックで
教育的指導や医療的処方を受けることを条件に自宅
に住まわせるが青少年保護委員会などの監視を付け
る、里親や施設へ措置（監視付き）する、特別な医療・
心理学的施設へ措置するなどである。16 歳以上で、
上記措置では不十分な場合、あるいは危険な行動が
ある場合は、刑務所への収監もある。近年、メディ
エーションやコミュニティへの奉仕などをはじめと
した代替的な罰がよく使われるようになっている。

なお少年司法の基盤となる青少年保護法は、次に
挙げる点をポイントに改正が重ねられている。すな
わち、加害者が起こした損害を修復するような罰を

図3. ベルギーの年齢別（5歳区切り ) 出生数
出典：OECD Family Database, Fertility indicators, SF2.3 
Age of mothers at childbirth and age-specifi c fertility
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確立する、重大ケースでも刑務所収監には制限を加
える、収監や施設入所は常に社会復帰を最終目標に
する、個別ケースに対応できる幅広い罰を確立する、
青少年裁判官を増やす、未成年は処罰を免れている
という印象を与えず、かつ効果的処遇がなされるよ
う、権利を尊重しつつ判決後すぐに処遇を実施する、
裁判期間中も子どもの権利を尊重する、などである。

（２）子どもが被害者の場合
犯罪があった場合、基本的には検察が職権で加害

者の起訴をするため、被害者による被害届は必要な
いが、名誉棄損などの特定の罪は、被害者の申し立
てにより起訴される。こうした場合は法的代理人が
子どもに代わって被害を申し立てる。また、犯罪行
為が起訴されなかった場合でも、子どもの法定代理
人が訴訟を提起することができる（125 ユーロの申
請手数料が必要）。犯罪が時効を迎える前の申し立
てが必要だが、性的虐待、子どもへの不道徳な行為、
売春、女性性器の切除、人身売買については、時効
期間は子どもが 18 歳になってからの開始となる。

裁判手続きは基本的に公開であるが、性的虐待に関
する裁判は非公開の審議を要請できる。性的虐待以外
でも、公的秩序や道徳に反する可能性がある場合、ま
た子どもの利益やプライバシーや家族生活の権利を考
慮し必要と判断されれば、裁判官が非公開を決定する
こともできる。刑法では、メディアなどで少年裁判所
の案件をとりあげることを禁止している。

子どもがくり返し同じことをインタビューされる
ことを避けるため、音声・動画記録でのインタビュー
記録を裁判で使われる。インタビューは、12 歳以上

であれば事前に同意が必要で、12 歳未満ではインタ
ビューの手続きについて説明を行う。インタビュー
記録は法廷で証拠として扱われることもある。ベル
ギー憲法では、子どもに関わる問題については子ど
も自身の意見が聞かれるべきとする権利を認めてい
る。子どもの成熟度に応じ、意見が考慮される。

青少年裁判所は、親への措置のほか、子どもの里
親や特別な支援施設への委託などの措置の命令をす
ることができる。家庭内に子どもの安全を損なうリ
スクとなる成人がいれば、検察が退去、被害者との
接触の制限などの命令を出すこともできる。

虐待、DVなどの被害児童、保護者の同伴がない移
民の子どもや人身売買の被害児童を守るための支援は
共同体レベルで準備されており、利用に司法命令は
必要ない。オランダ語圏では児童虐待信頼センター

（VK）が初期対応と子どもの状況調査、支援への紹
介を行うほか、危険な状態にある子どもと家族を支援
する青少年特別ケア委員会（Comité voor bijzondere 
jeugdzorg）、法的支援を行うNPO子どもの権利スト
ア （Kinderrechtswinkel）がある。フランス語圏では
SOS 子どもチームが被害者への支援を行う。その他、
児童虐待被害者支援センター（Centres d'aides aux 
enfants victimes de maltraitance） が SOS 子どもチー
ムと協働し、子どもの保護者への心理、社会的支援
を確保し、被害児童に対する緊急対応を行い、家族
復帰に向けたサポートをする。公的機関SAJは司法
地区ごとにあり、子どもと家族の同意を得て支援を
行う。その他、子どもと家族の権利を守る法的支援
サービス （Service du droit des jeunes）がある。

※１ユーロ＝１１８．７４円（視察初日１０月４日レート）

【参考資料】
・Łukasz Wirkus 2018 The role of the family court in Poland in preventing manifestations of demoralization and 
juvenile delinquency on the example of preventive and re-socialization activities of probation offi  cers

・European Commission ‒ Directorate-General for Justice , 2014 Study on children's involvement in judicial 
proceedings, Contextual overview for the criminal justice phase ‒ Belgium, June 2013

・OECD Family Database http://www.oecd.org/els/family/database.htm
・ポーランド統計局　https://stat.gov.pl/en/
・外務省　ポーランド共和国基礎データ　https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/poland/data.html#section1
・European Commission EACEA　National Policies Platform ポーランド
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-poland

・Wedge Infi nity 2016.7.12民主主義から逸脱するポーランド政治　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/7233
・NHKBS1ワールドウォッチング 2018.11.13　https://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/archive/2018/11/1113.html
・BBC　2020.1.23　 https://www.bbc.com/news/world-europe-51226100
・FP 2019.1.8 https://foreignpolicy.com/2019/01/08/poland-is-trying-to-make-abortion-dangerous-illegal-and-impossible/
・Europe Commission Eurydice https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-
education-system-and-its-structure-56_en

・OECD教育GPS　https://gpseducation.oecd.org/CountryProfi le?primaryCountry=POL&treshold=10&topic=EO
・外務省　諸外国・地域の学校情報 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/05europe/infoC54000.html
https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/431_poland.htm

・外務省ベルギー王国基礎データ　https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/belgium/data.html
・European Commission EACEA　National Policies Platform ベルギー https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/
content/youthwiki/overview-Belgium-French-Community

・Be.brussel　https://be.brussels/wonen-in-brussel
・Child and Youth Policy in Belgium http://www.euromet.in/Child_YP_Belgium_en.pdf
・The Bulletin　2015.1.4　https://www.thebulletin.be/single-parent-families-more-vulnerable-poverty
・European Forum for Urban Security　https://efus.eu/en/policies/national/belgium/public/902/
・ベルギー統計局 https://statbel.fgov.be/en/news/more-half-newborn-children-have-unmarried-parents
・ベルギー裁判所　https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr
・WHO Regional office for Europe 2016 Health Behaviour　in School ‐ aged　Children (HBSC) Study:　
International Report from　the 2013/2014 survey

　（全て 2020年 2月13日閲覧）
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訪問国の紹介

■訪問国と日本の概況
ポーランド共和国 ベルギー王国 日本

総人口（2019年）
15歳未満 OECD

3,839万（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ中央統計局）
15％（2014）

1,143万（ﾍﾞﾙｷﾞｰ統計局）
17%（2014）

1億2,621万（総務省統計局）
12.9%（2013）

宗教 カトリック
（人口の約88％）

伝統的にカトリック。
近年ムスリム移民が増加

政体 共和制 立憲（連邦）君主制 立憲君主制
首都・人口 ワルシャワ 178万人 ブリュッセル 121万人 東京 1,390万人

面積 32.2 万㎢ 3.1 万㎢ 37.8 万㎢
合計特殊出生率（2017年） 1.39（174位） 1.68（145位） 1.43（171位）
GDP（2018年）IMF 5,858億ドル（22位） 5,323億ドル（24位） 4兆9,718億ドル（3位）

一人当たりGDP
（2018年）IMF 1.5 万ドル（57位） 4.7 万ドル（19位） 3.9 万ドル（26位）

国民負担率（2016年）
OECD 47.4% 64.9% 42.8％

教育への公的支出
（GDP比。小学校～高校）

（2015年）OECD
4.0％ 5.4% 2.9%

ジニ係数OECD
（1に近いほど不平等） 0.29 （2016年） 0.27（2016年） 0.34（2015年）

貧困率OECD 10.3%（2016年） 9.8%（2016年） 15.7%（2015年）
子どもの貧困率OECD 9.3％（2016年） 12.3%（2016年） 13.9％（2015年）
ひとり親の貧困率 OECD 16.4%（2016年） 32.2%（2016年） 50.8%（2015年）
フルタイム就労の男女比

　収入格差 OECD 9.4%（2016年） 3.7%（2016年） 24.5%（2017年）

医療費・教育費 国民皆保険・授業料無料 国民皆保険・授業料無料 3割負担・一部負担

■各都市の概況
ワルシャワ ブリュッセル 東京

総人口 178万人（2019年） 121万人（2018年） 1,390万人
（2019年）

面積 517㎢ 161㎢ 2,188㎢

失業率 1.3% 12.6%（ワロン地域7%, 
フランデレン地域 3.4%） 2.6%

GDP 2,700億ズロチ（2017年）  777億ユーロ（2017年） 109.9兆円
（2017年）

その他

第2次世界大戦中に破壊された旧市街は、絵
画や写真などをもとに修復され、1980年世
界遺産に登録された。
・出生率 12（人口1,000対）（2018年）
・出生数 21,276
・保育所定員 12,816
・医療従事者数（2018年）
医師 8,898人、
看護士14,369人、うち修士 2,578人
助産師1,787人、うち修士447人

・社会扶助給付金受給者 31,381人  
給付金総額1億2,495万ズロチ（2018年）

・社会支援サービス受給者 17,109人
（精神疾患在宅ケア、食事、埋葬、　
住宅支援、その他ケア）
サービス総額4,734万ズロチ

・小・中・高等学校生徒数 243,100人
（2018年）

・緑地面積 25％

EUや NATOをはじめ 1,000 以上の国際機
関が本部を置き、外交や報道関係者、シンク
タンクメンバー、学者、各種専門家のほか、
多国籍企業なども多数ある国際都市である。
欧州委員会や EU理事会など EU関連の公務
員が多いため「ヨーロッパの首都」とも呼ば
れる。
・平均年齢37歳6ヵ月（2018年）
・出生数 17,377（2018年）
・給付金受給者38,855人（2018年）
・小・中・高等学校生徒数255,320人
（2017-18年）

・緑地面積39.8㎢

-
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■ポーランド、ベルギー、日本の生活の質
　OECD は、物質的な生活の状況や生活の質を左右する項目として欠かせないと特定した 11 のトピック（住居、
収入、就業、コミュニティ、教育、環境、市民的関与、健康、幸福度、安全、ワークライフバランス）に基づき、
各国のウェルビーイング（幸福）を比較する指数「ベターライフインデックス」を出している。概要を下表にま
とめた。

OECDベターライフインデックスまとめ
ポーランド共和国 ベルギー王国 日本 OECD平均

世帯人員1人当たり
の平均所得金額 19,814米ドル 30,364米ドル 29,798米ドル 33,604米ドル

富裕層と貧困層の差
収入多い上位20％は、
最も少ない20％の5倍、
稼いでいる

収入多い上位20％は、
最も少ない20％の4倍、
稼いでいる

収入多い上位20％は、
最も少ない20％の6倍、
稼いでいる

-

15～ 64歳で
働いている割合

66％
（男性の73％、女性の60％）

63％
（男性の68％、女性の59％）

75%
（男性の83％、女性の67％） 68％

25～ 64歳の
高校卒業の割合 92％ 77％ 94.6％ 78％

PISA（OECDの学習
到達度調査）平均点 504点 503点 529点 486点

・コミュニティへの
意識

・市民的関与

・コミュニティへの意識：
ほどほど（4.0）

・市民的関与：ほどほど
（4.9）

・コミュニティへの意識 :
強い（6.5）

・市民的関与 : 強い（7.4）

・コミュニティへの意識：
強い（5.7）

・市民的関与：ある（1.9）
-

必要な時に頼る人が
いると考える人の割合 86％ 91％ 89％ 89％

近年の投票率
（政治参加への
参画意識を示す）

55％
収入が多い上位20％の投票率は
66％、最も少ない20％では
43％。

89％
※罰金を伴う義務投票制度が
　ある

53％
収入が多い上位20％の投票率は
53％、最も少ない20％では
49％

68％

出典：http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/poland/, http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/belgium/, 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/japan/  2020年 2月 15日閲覧

● ポーランドは、教育とスキルと安全においては OECD 諸国の平均を上回るが、健康状態、収入と資産、社会
的つながり、市民的関与、主観的幸福、仕事と稼ぎ、環境の質、ワークライフバランス、住居の面で平均を下
回っている。

● ベルギーはウェルビーイングの尺度が大半の OECD 諸国よりも総じて高い。ワークライフバランス、収入と
資産、主観的な幸福、市民的関与、教育とスキル、健康、就業と稼ぎ、住居、社会的つながり、安全の指数で
平均値を上回る。平均以下が目立つのは、空気や水の質などの環境の質であった。

● 日本では、安全はトップレベルにあり、収入と資産、教育とスキル、仕事と稼ぎ、住居、環境の質は平均以上
である。一方で市民的関与、主観的幸福、社会的つながり、ワークライフバランス、健康状態は平均以下である。

【参考資料】
・外務省ポーランド共和国基礎データ　https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/poland/index.html
・外務省ベルギー王国基礎データ　https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/belgium/data.html#section1　
・ポーランド政府観光局　https://www.poland.travel/ja/
・ポーランド中央統計局　https://stat.gov.pl/en/
・ワルシャワ市統計事務所　https://warszawa.stat.gov.pl/en/warsaw/
・ベルギー統計事務所　STATBEL　https://statbel.fgov.be/en
・Be. Brussels　https://be.brussels/about-the-region
・ブリュッセルエクスプレス　https://brussels-express.eu/unemployment-rate-in-brussels-the-lowest-since-1992/
・ブリュッセル統計分析研究所　BISA http://bisa.brussels/?set_language=nl#.Xkj8SjL7QqM
・東京都　https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/08/27/03.html
・東京都の統計　https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/
・OECD ベターライフインデックス http://www.oecdbetterlifeindeyx.org/
　（全て2020年 2月13日閲覧）

（訪問国の紹介文責：事務局田中）
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第 45 回資生堂児童福祉海外研修
ポーランドとベルギーの児童福祉Ⅰ

2. 子どもの権利条約について
　さて、今回のテーマであった「子どもの権利擁護」
について、まずは触れておきたい。戦後日本の児童
福祉の歴史の中で「子どもの人権」を早くから啓発
してきたのは、全国社会福祉協議会児童福祉部に所
属する全国児童養護施設協議会を中心に、乳児福祉
協議会、母子寮協議会などが協力して開催してきた

「人権集会」である。この成果物として児童養護施設
で生活している子どもたちの作文集「作文集　泣く
ものか―子どもの人権 10 年の証言」（養護施設協議
会編、1977 年、亜紀書房）となって結実し、社会的
に大きな反響を呼んだ。大学の授業で紹介され、私
もすぐに購入した覚えがある。さらに、「続・泣くも
のか　作文集 - 子どもたちからの人権の訴え」全社
協養護施設協議会編、（1990 年、亜紀書房）が出版さ
れている。児童養護施設の職場を選んで、働きをす
る中で「子どもの権利」、「子どもの権利擁護」とい
う言葉が登場してくるのは国連の子どもの権利条約
採択（1989 年）以降である。
　1989 年 11 月 20 日に国際連合総会第 44 会期で、コ
ンセンサスにより採択された「子どもの権利に関する
条約」は、翌年の 8 月 3 日には締約国が 20 ヵ国を超え、
同年 9 月 2 日にその効力が発生した（第 49 条 1 項）。
採択後2年も経ずに締約国が100ヵ国を超えたことは、
この条約に対して寄せられた国際社会の関心がいかに
強いものであったかを示すものといえるだろう。
　子どもの権利を守るための国際的努力の前肢とし
て、1924 年に国際連盟が採択した「子どもの権利に
関するジュネーヴ宣言」がまず挙げられる。1924 年
といえば、第 1 次世界大戦の後、日本の年号でいえば

１. はじめに
私は、ちょうど 20 年前に児童養護施設の職員として海外研修に参加し、カナダのトロント、モントリオール

で「子どもの権利擁護」を中心に学んで来た。今回の研修のテーマが「子どもの権利」となったのも何かの縁で
あろうか。私としては、社会的養護にある子どもたちも含め、全ての子ども家庭の恒久的幸福の追求を人生のテー
マとして考えている。

12人の団員と弁護士の高橋先生を加えて2週間の研修へと向かった。予備知識として学んできてはいたが、ポー
ランド、ベルギーという国をほぼ知らない中での研修であった。団員相互でのコミュニケーションを密にし、予
習復習や事前課題から仮説を立て、訪問先での見聞を重ね、情報を蓄積し、感覚的受取りを高めてきた研修期間
であった。視察先の一覧は 23 ページに相関図として示す。

海外の子どもを取り巻く制度・施策から、日本という国、特に社会的養護のありようを考える機会となったこ
とは、感謝でしかない。ここでは日本の子どもの権利に関して、特に社会的養護にある子どもについて、そして
社会的施策のありようについて、所感を述べていきたい。

大正 13 年のことである。国際連盟とは、1920 年に世
界平和の維持を目的として結成された人類史上初の国
際的政治組織であった。残念なことに、それは第 2 次
世界大戦の勃発を防ぎ止めることができずに機能を停
止せざるをえなかったが、子どもの権利を守る上では
貴重な役割を果たした。「ジュネーヴ宣言」はそのこ
との証であった。そこでは、「人類がその子どもに対
して最高のものを与える義務を負っていることを認識
し、人権・国籍・信条のいかんを問わず、次のことを
義務」とする、と述べ、次のように宣言した。

1）子どもはその正常な発達のために物心両面にわ
たる必要な手段を与えられなければならない。

2）飢えた子どもには食べ物が与えられなければな
らないし、病気の子どもは看護されなければな
らない。遅れた子どもは援助されなければなら
ないし、過ちをおかした子どもは矯正されなけ
ればならない。そして、孤児や浮浪児は住まい
を与えられ、援助されなければならない。

3）子どもは応急の際には、まっ先に救済されなけ
ればならない。

4）子どもは自立的な生活ができるような立場に導
かれ、かつ、あらゆる形態の搾取からも保護さ
れなければならない。

5）子どもはその才能がひろく人類同胞のために捧
げられるべきであるとの自覚のもとに育てられ
なければならない。

　このジュネーヴ宣言の内容と、それが国際的に確
認されたことは意義があったが、日本においてはご
く一部の人を除いてほとんど知らされていなかった。
この宣言を採択した時の国際連盟の事務局次長の新

団長報告　海外研修を終えて
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的現実の変化が挙げられる。
　例えば、アメリカやヨーロッパなどの先進諸国にお
ける「家族の崩壊」はこの時期にいっそう進行し、子
どもについても深刻な問題を引き起こした。いずれの
国でも離婚率が急速に上昇し、あるアメリカのジャー
ナリストは「もはや家族は避難所でもとりででもなく
なった。あらゆる悩みを解決してくれる場所として頼
りにできなくなってしまった」と指摘した。子どもを
保護の対象とすると同時に、子どもの自律性の育成を
基本的な課題としなければならない社会的背景が一段
と進行したのである。
　子どもの問題に関するかぎり、対立よりも協力を、
政治的戦略よりも人道的救済を優先することの意義が、
国連加盟国相互の間で共通に認識された、といえる。
国連の軍縮特別総会、ユネスコの軍縮教育への取り組
みや国際成人会議などが果たした平和や人権の尊重を
目指した積極的な役割も重視されなくてはならない。

3. 権利擁護に向けて
（１）権利は実現されるためにある

日本の政府は、子どもの権利条約の批准にあたっ
て積極的ではなかった。国連加盟国 185 ヵ国の中
で 158 番目、国連での採択から約 4 年半を過ぎた
1994 年 4 月 22 日にようやく批准した。しかも、こ
の権利条約を国会で審議した時に、付帯条件を 2
つ付けた。1 つは、この条約の締結にあたって新た
な立法措置は行わないこと、もう 1 つは、一切予
算をつけないことで、国会はそのことを含めた政
府案を承認したのだから、問題である。

一方、諸外国の政府や NGO の取り組みには、注
目すべき事実がたくさんある。例えば、スウェー
デンは、国連が権利条約を採択した翌年に批准を
すると、政府と NGO グループがただちに子どもの
人権擁護の具体的プログラムを作成した。そして、
年齢層別 3 部作のブックレット「わたしの権利」
を子どもたち一人ひとりに配布するとともに、そ
れまで NGO が独自に行っていた「子どものための
オンブズマン」制度をレベルアップさせて公的な
制度として位置付けたのである。

オンブズマン（オンブズパーソン）というのは、
スウェーデンで始まったもので、国や地方自治体の
行政が住民や子どものためにスムーズに運営されて
いるかどうかをチェックする役割と、住民や子ども
からの行政などに対するクレームを処理する窓口の
役割を持っている。スウェーデンの「子どものため
のオンブズマン」は、障害を負っている子どもたち
にもとくに配慮した制度となっており、いわば、「子
どもの正義を守る人」という役割を果たしている。
今回の研修の中では、ポーランドの「子どもの権利
庁」とも呼ばれる子どものオンブズマン事務所でオ
ンブズマンと会った。（詳細は 52 ページへ）。

スウェーデンでは、公的なオンブズマン制度が
定められる 20 年前（1973 年）から、NGO がこれ
に先立つものをつくり、子どもの権利を守る運動

渡戸稲造は 1924 年の秋に帰国して、日本人が国際連
盟について無理解であることに愕然とし、国際連盟
の精神を日本人にゆきわたらせるうえで障害になっ
ているのは、軍部と教育界だと厳しく批判した。
　ジュネーヴ宣言の精神は、第 2 次世界大戦後の国
連においてよみがえり、国連ではジュネーヴ宣言を
受けついで次の宣言や規約が定められたことを子ど
もの権利条約の前文に記している。「世界人権宣言」
が1948年 12月 10日に、「子どもの権利に関する宣言」
が 1959 年 11 月 20 日に成立したのは、20 世紀の多く
の人びとの国際的な努力の成果であるといえる。
　国連で子どもの権利条約を定めようという提案は、
1978 年のはじめにポーランド政府から国連の人権委
員会に出された。ポーランドの代表は、第 2 次世界
大戦中に同国が受けた受難や、「コルチャック先生」
として知られるヤヌシュ・コルチャックのような、
子どものために生涯を捧げた先駆者に思いを馳せ、
1959 年の宣言を基礎にして「条約」をつくることの
必要性とその歴史的意義を説いた。国連事務総長は
それを各国政府と国際機関に紹介し、そのことにつ
いての見解と、今後どう取り組んだらよいかについ
ての助言を求めた。
　ところが、かえって来た反応は思わしいものでは
なかった。ポーランド提案に対し、多くの国は、条
約を成立させようとする時期が早すぎる、その条約
としての有効性に疑問がある、内容についてはかな
りの議論が必要であるといった意見を出したのだ。
　しかし、翌年の「国際児童年」の諸企画の成功が
徐々に世界の意識を変えていった。135 ヵ国が特別の
国内委員会を設け、子どもを中心テーマとした多様
な行事を行ったのだ。いわゆる発展途上国の国々の
子どもが直面するさまざまな困難、例えば激増した

「ストーリートチルドレン」の実態等が明らかにされ、
問題が国際的な課題として自覚されるに至ったのは
最大の成果であろう。
　ユニセフの果たした役割も大きいものがある。
1983 年の理事会でスウェーデンの代表が、各地の武
力紛争の戦禍に苦しむ子どもたちの救済に積極的な
役割を果たすべきだ、と訴えて以後、ユニセフは「困
難な状況」に置かれている子どもを救う国際的な動
きの中心になっていく。1986 年には、①武力紛争と
自然災害に伴う困難、②搾取（児童労働、売買春と
ストレートチルドレン）、③虐待とネグレクト、など
によって、発展途上国の 16 歳未満の子どもの 20%
が特に「困難な状況」におかれている現実を直視し、
子どもの権利条約を早期に採択する必要がある、と
した決議を採択した。
　以後のユニセフの活動はめざましく、条約の内容
を練り上げていく作業委員会で重要な役割を果たし、
毎年「世界子供白書」や「年次報告」を作成して頒布し、
権利条約をテーマにしたセミナーや国際会議を開催
するなどの努力を重ねた。
　さらに、条約の成立を促した大きな要因として、
1980 年代における国際的な政治変動と社会的・経済
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が行われてきた。親であっても子どもに暴力をふ
るうことを禁止した「家庭内体罰禁止法」が 1979
年に制定されたのも、この活動の成果である。条
約ができるずっと前から子どもの権利が考えられ、
批准後は国がその役割を引き受けたのだ。次の時
代を築いていくひとりの「人間」として子どもを
認めていこうという心意気がスウェーデンの政府
の活動からは感じられる。

（２）平成28年度児童福祉改正法から
児童相談所における児童虐待相談対応件数は年々

増加している。平成 30 年度は約 16 万件となってい
るほか、児童虐待により子どもの命が失われる痛ま
しい事件が後を絶たず、依然として、深刻な状況が
続いている（図 1 参照）。こうした状況のなか、平
成 28 年児童福祉法の改正法では、児童は、適切な
養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障さ
れること等の権利を有することが明示された。

そして令和元年の改正法の中では、児童が自己
に関わる重要な決定に意見を述べる権利が保障さ
れた。すなわち、児童福祉審議会における児童等
の意見聴取の際に配慮すべきこと、今後児童の意
見表明権を保障する仕組みを検討すべきことが盛
り込まれた。

改正法附則においては、「改正法の施行後 2 年を
目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童
の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べること
ができる機会の確保、当該機会における児童を支援
する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの
構築、その他の児童の意見が尊重され、その最善の
利益が優先して考慮されるための措置の在り方につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を
講ずるものとすること。」とされている。

児童自らが自分に起こるこれからや、この先の
将来について、また自らの親のことについて意見
を述べられないことがあっていいはずはない。こ
れから特に児童養護施設や里親家庭への措置や委
託解除、退所において大きく影響が出てくること
が推察される。他の福祉領域では、当たり前になっ

ている「当事者こそが主役であり、当事者抜きに
当事者のことを決めない」、「当事者の力を高める
ためのかかわりなしに改善や解決はない」という
考え方をこの領域でも受け入れ、当事者と支援者
とが力を合わせ、市民の参加を促し、市民と専門職、
民間機関と自治体、そして、国の政策を担う人々
とも協働する必要がある。

私たちの国である日本、子どもの権利条約批准
に至った流れや、現在の日本の子ども福祉の状況
や実態を把握して、そして訪問した国のことを理
解して、この国の特に社会的養護に役立つことを
提案できたらと思う。

4. 何を見て何を考え、何を伝えていくか
　- ポーランド研修 -
　視察の詳細は、第Ⅱ章の団員のレポートを読んで
いただきたい。

（１）コルチャック先生のこと
　「子どもの権利条約の精神的な父」とユニセフ

が呼んだヤヌシュ・コルチャックの著書のひとつ
に「いかに子ども愛するか」（1918 年）がある。ちょ
うど、第 1 次世界大戦従軍中に書いたものだが、
その中でコルチャックは、「子どもの権利の大憲章」
の必要性を社会に訴えるとともに、子どもの権利
の基本的なものとして、「1 こどもの死への権利」「2
子どもの『今を生きる』権利」「3 こどもの『人間
である』権利」の 3 つを挙げている。

人間としての尊厳を守る生涯の終え方を見すえ
て、「今を生きる権利」や「人間である権利」を子
どもの権利として考えたコルチャック先生は、こ
の本のなかでさらに、「子どもは要求する権利があ
り、それも強く希望する権利がある」、「子どもは
成長し、大人となって子どもを持つ権利がある」、

「子どもはうそをついたり、だましたり、強要した
り、盗む権利はない」、「子どもは生まれつき持っ
ている長所を大いに活用する権利がある」（生まれ
つき持っている長所とは、容姿や美しい声などで
ある）と述べている。
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図1. 児童相談所での児童虐待対応件数の推移
出典：厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「平成30年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数＜速報値＞」2019年 8月 1日
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こうしたことを踏まえてポーランド初日は、コル
チャック研究所を「コルチャック先生の息吹が感じ
られる施設」というイメージを、先に述べた子ども
のオンブズマンの事務所を「子どもの権利擁護の実
践の場」というイメージを持って視察に臨んだ。

ポーランドは、2017 年からイギリスが脱退する
かしないかを国中でもめていた EU（欧州連合）に
第 5 次拡大として 2004 年に加盟した国である。近
年発展著しいワルシャワ市の中心部に公園があり、
そこにコルチャック先生の像が立っている。今な
お親しまれ、敬われる存在である。

コルチャック研究所は、ワルシャワ市歴史博物
館分館としてあり、その建物の 3 階部分に児童養
護施設「ドム・シエロ」がある。1911 年にユダヤ
人の子どものために設立され、コルチャックが院
長を務めたその孤児院は、戦火を免れた 1958 年よ
り、かつてと同じ建物で再開している。

歴史博物館の分館であり、研究所という意味合
いからも、説明してくださったチェシェルスカ所
長は、コルチャックの活動や思想、施設のあり方
の歴史的意味合いを大事にして語っていた。多く
の大型パネル写真や、年譜の掲示は、コルチャッ
クやコルチャックが生きていた時代の空気やたた
ずまいを感じさせ、多くの来場者に無言で語りか
ける迫力があった。

日本でも、児童養護施設の成り立ちについて、先
代の思いを映像にしたり、年譜を用意してパンフ
レットにしているが、博物館分館という国、都市を
あげての「思い」を随所に感じた。児童養護施設の
職員の会議の場としても活用している。

その午後、私たちが訪問したところは、通訳の
松本氏が「子どもの権利庁」と紹介した子どもの
オンブズマン事務所である。ポーランド国内の子
どもの権利に関する問題が全てここに集約されて
いるという場である。

国の大きい機関と聞き、緊張と興奮の中の訪問で
あった。ポーランド国内の子どもの権利侵害に対し、
強い権限を持って行政機関などを調査し、是正につ
いての判断を行うオンブズマンの選任には上院の承
認が必要であり、任命は下院によってなされる。

日本にも、オンブズマンの制度はあるが、国レ

ベルの役職までになってはいない。縦割り行政の
中で介入は難しいところだが、ポーランドのよう
に「子どもの権利を守る」を第一に全ての機関に
介入できるしくみが必要である。

（２）日本のオンブズマン制度
日本では、兵庫県川西市が 1999 年に条例で設

置した「子どもの人権オンブズパーソン」が最初
である。これがモデルとなり同様の制度が川崎市

（2002 年）、秋田県（同年）、多治見市（2004 年）、
さらに豊田市（2007 年）や札幌市（2008 年）など
で導入され、30 余の自治体が数えられる。
「子どもの意見の尊重」を通して「子どもの最善

の利益」を目指すことを子どもの権利擁護の制度
的基盤とし、北欧発祥のオンブズマン制度の経験
やパリ原則が定める国内人権機関の要件などを踏
まえ、国連子どもの権利委員会の審議では、子ど
もの権利擁護機関の機能や役割を明らかにしてき
た。それは、次の 4 点に捉えられると、弁護士の
平野は書いている。
①子どもの権利や利益が守られているか、行政か

らの独立した立場で監視すること。
②子どもの代弁者として、子どもの権利の保護・

促進のために必要な法制度の改善の提案や勧告
を行うこと。

③子ども自身からのものを含む苦情申し立てに対
応して必要な救済を提供すること。

④子どもの権利に関する教育や意識啓発などを行
うこと。
ヨーロッパなどで設置されている子どもオンブ

ズマン制度は、これら 4 つのうち①や②が中心的
な機能になっている。それに対して、初めてでき
た川西市の制度をはじめ、日本の自治体で導入さ
れている制度ではいずれも、まず、③の個別救済
が主要な役割として位置付けられ、これをもとに
②の制度改善の提案や勧告が行われる制度になっ
ている。

つまり個別救済に取り組む中で、そこから見えて
きた制度上の課題を、首長やその管下の実施機関に、
再発防止等の観点から提言することによって、子ど
もの意見を代弁し、「子どもにやさしいまち」を具
現化していこうとする仕組みである。

川西市でのいじめ事件（1995 年）が制度設置の背
景となって始まった流れからすると、いじめ問題を
はじめとする子どもの置かれている現状に対し、子
ども自らが SOS を発することができ、その SOS が
確かに受け止められて救済が提供される社会環境
を、特に子どもに最も近い自治体の責任において、
創出しなければならないという問題意識から設置さ
れたのが日本型オンブズマンのスタイルである。

社会的養護にある子どもたちの権利侵害に対して、
「第三者委員会」や都道府県の「子どもの権利擁護委
員会」などが設置できたのも、ここ20年ほどであり、
電話相談なども含めて、対応が進んできている。コルチャックの存在を感じたコルチャック研究所
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（３）地域サポートの中身
研修 2 日目に訪問したポーランドの社会福祉セン

ターの OPS プラガ南地区は、地域住民のためのセ
ンターであり、日本でいうところの社会福祉事務所
に近いイメージである。子ども、障がい、老人、失業、
生活保護などサービス対象は多岐にわたり、中でも、
子ども家族への支援、ジプシー家族への支援、家族
アシスタント、虐待被害者へのブルーカードの認定
と支援が特に特徴的である。補助金の支給や、支
援の実際から地域のニーズや課題をつかみ、分析を
して新たな支援提案を行うことも大事にしている。
EU に対し資金援助を申請することもでき、その場
合、予算化には、20% 以上の国内予算が必要である。
詳細は 55 ページをご参照いただきたい。

児童虐待ケースへは、両親が介入を求めない場
合も 48 時間以内に家庭裁判所の決定でシェルター
に分離措置することができる。最終的な権限がある
裁判所は、家族と子どもをモニタリングして出した
OPS の意見をもとに、2 週間以内に最終的な方針決
定を出す。親が決定に従わない時は、補助金のカッ
トなどにつながる場合がある。補助金の支給決定は
OPS の専権事項だからである。

ポーランドでの視察中、「生物学的な親」という
言葉を通訳を通じてよく聞いた。ポーランド憲法で
は、子どもは基本的には「生物学的な親」のもとで
育てられなければならないとされ、様々な事情でそ
れが難しい場合は、里親（施設）となる。里親制度
は1992年に始まった制度であるが、センター所長は、

「いかに分離措置（里親委託や施設措置）をしない
ようにするか」という思いを語っていた。

OPS を視察した研修 2 日目の午後は、ワルシャ
ワ危機介入センターへ行った。ここは市内 3 ヵ所
で展開するセンターの 1 つで DV を専門にしてい
る施設であった。緊急介入、相談電話、ホステル
部門があり、スタッフは市の職員である。広範囲
での相談を 24 時間体制で受け、2019 年、相談件数
は増加している。広報なども積極的に行っている。

ポーランド視察最終日に訪問した、「こどもの友
協会（TPD）」は、1919 年創設の民間の団体である。
ここでは、養子縁組の支援の様子、里親支援、日
中支援施設について聞いた。

1960 年、ポーランド初の「養子縁組センター」

をワルシャワ市に設置した TPD のはたらきかけ
で、養子縁組のための法律が整備された。現在、
養子縁組センターは官民あわせて全国に 42 ヵ所あ
り活動を行っている。養子縁組里親を支える活動
として、情報交換活動、子どものライフストーリー
を紡ぐ支援、養子縁組希望者のためのプログラム
などを提供している。

日中支援施設は、日本における放課後サービスの
ような形態で、TPD はポーランド国内に 282 ヵ所、
ワルシャワ市内でも 32 ヵ所運営している。

子ども活動でサイクリング活動など、他機関と
連携し、長期間の取り組みを行っていた。放課後
サービスのあり方など考える機会となった。

ポーランドは国民の 95% がカトリック教徒であ
る。カトリック団体として、神様から授かった生
命を守ることが大事という趣旨で、1994 年に開設
された養子縁組センターも訪問した。養子縁組を
希望する人はここでトレーニングを経てから証明
書が発行される。センターの隣に動物園があり、
公園も近くにある郊外にあった。こちらと、日本
の「こうのとりのゆりかご」にあたる「命の窓」は、
運営が違う修道会であった。
「命の窓」は、ポーランド国内 55 都市に 67 ヵ所

あり、その運営主体は様々である。その隣にある修
道会の日中支援施設でも、5 歳からの放課後支援を
行うなど、地域で幅広いサポートも行う中で、通り
に面したところに赤ちゃんを置くドアがある。熊本
の慈愛病院と似たシステムであるが、人通りのある、
車も多く通る信号機の近くにあるのも、お国柄なの
かと考えた。こちらには、開設以来 4 名の子どもが
預けられたとのことであった。

研修の最後は、コルチャックが創設した孤児院ナ
シュ・ドムがワルシャワ市営の児童養護施設となっ
て運営されている場所で、NGO 活動を行うナシュ・
ドム協会を訪問した。ナシュ・ドムへの入所は、裁
判所の裁判官が決めるということで、平均的な入
所期間は 3 ～ 7 年であり、かつては 120 名ほどの大
舎での養育から 14 名を超えない施設運営に移行し、
小規模での養育になっていた。

日本における里親や施設による社会的養育の場
は、より個別化し、一人ひとりに合った養育に変化
してきている。ポーランドでは、社会的養育の子ど
もの比率は利用人数が日本に比べて高い。里親家庭
も職業里親へと変わってきており、費用面でも手厚
い状況は、良いと思われる。特に施設養育、里親養
育と分かれることもなく、家庭にて育てることを基
本に置いている。

ワルシャワの危機介入センターの取り組みにつ
いても、女性と子どもに特化していない点は、新
鮮である。危機に直面した成人に対して、心理面、
医療面、精神面、法律面から専門職を配置して支
援を行う行政サービスであり、ホステルも完備し
ている。　　　　　

日本のシステムでは、児童相談所が措置権を持

ホテルのロビーで視察の予習復習を行う団員
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2018 年、ワロン・ブリュッセル連合において「予
防・児童支援・児童保護法」という予防施策を推
し進める法律が採択された。人口約 460 万人のワ
ロン・ブリュッセル連合の児童保護は 13 の裁判所
管轄エリアに分かれて展開されるが（後述）、予防
的活動はさらに小規模に、42 の地域に分かれてな
されるしくみとなっている。地域では主体的に子
どもたち自らの意見を聴き、地元の特性やニーズ
にあった支援を行う。詳しくは 96 ページをご一読
いただきたい。

子ども・家庭における予防施策については、ポー
ランドでもベルギーでも、全ての子ども家庭に対し
てサービスを展開していた。施設入所に至る前の施
策として、予防に力を入れているのは、日本でも同
様であるが、ベルギーでは周産期からのかかわりか
ら自立する前後の青年期までサービスが充実してい
る。また、母子保健を主軸に置いた取り組みを行う

「出生児童事務所 ONE」も、母子保健から学校での
健診、養子縁組と、0 ～ 12 歳のこどもの家庭外保育

（施設保育所、学童保育、乳児院、休暇支援施設など）
の許可と助成までカバーし、子どもの家庭環境や保
護者を支えるしくみが構築されている。

そのしくみで重要な役割を果たしている ONE の
健診センターの 1 つを訪問した。ONE は、0 ～ 6
歳が 17 万人いるフランス語圏で約 630 ヵ所の健診
センターを持っている。ワロン地域では、約 850
人のメディカルソーシャルワーカー（MSW）、約
1,000 人の助産師及び医師、ボランティア約 4,500
人がおり、MSW1 人あたり 200 件ほどのケースを
担当するとのこと。医師も含めスタッフには研修
を行い、養成や学びを深めるプログラムがある。

保護者は子どもの出生届を出した時に ONE のパ
ンフレットをもらい、ONE は自治体から出生届情
報の提供を受けると、その家族に電話で連絡を取り、
家庭訪問の日時を決める。ONE 支援は家庭訪問か
ら始まり、健康診断、予防接種と続く。日本の「こ
んにちは赤ちゃん事業」は、平成 21（2009）年に始
まった事業で生後 4 ヵ月までの赤ちゃんのいる家庭
に保健師や看護師、保育士等が訪問する事業であり、
出産後の母と子を行政として確認し、受けとめてい
くものである。よくも悪くも縦割り行政である日本
に比べると、ONE のサービスは医療連携型の子ど
も総合センターの中身のようであった。

（２）虐待対応について
児童虐待の通告義務は、一般市民にも専門職に

もない。オランダ語圏で通告を受けての対応義務が
ある場所が、「児童虐待信頼センター」である。子
どもと家族庁が予算管理している家庭支援を行う機
関であり、フランデレン地方にある 5 つの州とブ
リュッセルの 6 ヵ所に設置されている。

2012 年に虐待と暴力相談のための共通電話番号
「1712」が設置された。日本では、2015年に「189」が
児童相談所への直通番号となり、最近のニュースで

ち、その機能役割は絶大であるが、ポーランドで
は家庭裁判所の裁判官の役割の大きさを感じた。
また日本では、児童保護と家庭復帰を含めた再統
合の両方を児童相談所が行うが、ポーランドでは
里親支援も含めて官民問わず専門機関がしくみの
中に取り入れられ予防面や研修プログラムの作成
などにも力を入れている状況であった。政府に対
しての予算要望も実績に応じて、調査に基づいて
行い、費用を勝ち取ることが大切であると感じた。

土曜日に、アウシュビッツ・ビルケナウ博物館
へと出かけた。日曜日に、ポーランドを離れ、週
明けからはいよいよ、ベルギー研修である。

5. 何を見て何を考え、何を伝えていくか
　- ベルギー研修 -

　研修から日本の生活に戻り、山手線に乗った時に、
このマークは何だ ? と見回した。乗車している山手線
の車両全てが、国連持続可能な開発目標（SDGs）のラッ
ピングになっていたからである。ベルギーのアソンプ
ション学院の教室に貼られていた SDGs のポスターや
学習の様子が急に思い出された（124 ページ参照のこ
と）。自分の地域だけでなく、地球規模でものを考え、
学校の中で話し合い、自分の意見を堂々と言うことを
教育されているように感じた。子どもたちの教育の場
を見る機会はとても貴重であったし、その場が国のあ
りようを顕著に表しているなとも考えた。
　私たちはこれからの生活で、訪問した国のことをよ
り身近に感じながら暮らしていくことになると思う。
　ベルギーは 3 つの共同体と 3 つの地域で構成され
る連邦国家であり、子どもと家族の福祉、教育につ
いては、共同体政府の権限管轄で、政策も行政機構
も共同体ごとに分かれている。
　まずは私たちが主に訪問した、ベルギーフランス
語共同体のことを書きたい。

（１）予防支援施策の動き
フランス語共同体青少年支援局（AGAJ）へ訪問

したのは、ベルギー視察 4 日目であった。それまで
に、児童養護施設の視察をし、地域の里親さんやパ
レナージュ家族（120 ページ）、乳児院の方々の話を
聴き終えていたので、子ども支援の状況、しくみに
ついてを学び、全体像を捉える機会となった。

各所で子どもたちからの手作りプレゼントをいただいた
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は、通話料が無料になったとか、出た後に電話が切れ
る（40%）などが話題になった。フランデレンでは、
子どもに限らず、パートーナー間の暴力や高齢者への
暴力も相談できるようになっている。日本では、子ど
もの育成の相談などにも対応できるようにはなってい
るものの、子ども虐待の通告が主である。

SOS 子どもチームは、フランス語圏で虐待の通告
の受付、アセスメント、予防的支援、治療などの虐
待対応を行うチームで、ONE からの助成を受けて
活動している。フランス語圏内に 14 の「SOS 子ど
もチーム」が編成されている。（詳細は 93 ページ参
照）。特に、家庭訪問を行う ONE の MSW や親子に
接する機会の多い健診センターのスタッフから通告
を受けたり、支援者、家族、子ども自身から連絡を
受けるなどで、子どもチームが関与していく。家族
の総合的な評価・診断、周りの支援者への助言と指
導などが主な支援になる。

今回訪問した病院内の SOS 子どもチームは、病
院内にあるチームであり、児童精神科医、心理士、
エデュカタ、法学部卒職員、ソーシャルワーカー、
事務員など 35 名のスタッフで編成されていた。

（３）SAJと SPJから学ぶ
フランス語共同体の児童保護システムは、調査機

能と同意に基づく支援機能を持つ青少年支援サービ
ス（SAJ）と青少年裁判所の判断による強制力を持っ
た支援を行う司法保護サービス（SPJ）があり、それ
ぞれ 13 ある裁判所管轄エリアに 1 つずつある。予防
と在宅支援に力を入れており、なるべく司法関与せ
ずに、同意に基づく支援を行う方針を採っている。

青少年裁判所の元裁判官の方の話の中で、施設入
所や里親への委託について多くの親から同意が得ら
れないと言っていた。SAJ は、子どもの権利擁護の
視点から、専門機関がどのような評価を出したか、
親や子どもの意見はどのようなものかを総合的に判
断し、意見をまとめて裁判所の判断を仰ぐ。同意が
ない場合の支援の判断は裁判官しか出せないという
意味は大きく重要である。

（４）施設見学を終えて
児童養護施設のコロンビエ、緊急一時保護施設

のアタランテゥの視察を行った。コロンビエは、の
どかな田舎町にあった。子どもたちの居室（個室）、
リビングダイニングは、長期に住む場所ではないよ
うで、平均入所期間は 2 年 8 ヵ月とのことであった。
第Ⅱ章文中に「エデュカタ」という職種が出てくる
のに気づかれるであろう。エデュカタは、生活に寄
り添い、いつも子どもの近くにいて、心理面や教育
面、生活力などを兼ね備えた、スーパーな人たちで
ある。日本にも保育士や児童指導員といった職種が
あるが、この職種はもう少し専門性が高く、家庭養
育のプロのような気がした。日本も社会的養護の世
界に新たな職種（子ども家庭福祉士）を導入したい
と資格を作る動きもあるが、このような形を考えて

いるのかと考えた。たとえばアタランテゥは、緊急
一時保護施設であることから、いつでも子どもを受
け入れる。ここのエデュカタは、料理もできて、ど
のような役割にも精通している方であった。

私たち、日本の社会的養護の場で働く職員は、共
通の認識をもってエデュカタの働きをみた。ここで
は触れないが学校教育の場でも、心理治療施設（ク
レール・ヴァロン小児医療センター）の中でも、エ
デュカタは子どもの生活面に根ざした働き手でとて
も大切な存在であった。

6. これからの日本の社会的養護は
　2020 年の 3 月末までに「都道府県社会的養育推進
計画」が策定され、国が家庭養育の推進を図ろうと
動いている中での今回の海外研修であった。特に里
親家庭への委託推進という大きなテーマを掲げてい
るところであるが、ポーランド、ベルギーという EU
加盟の両国においても、予防に力を入れ、様々な困
難家庭に対しても、まずは、家庭での生活ができる
ような支援を第一に考えられていた。
　乳児院という場も、両国にあり、特にベルギーは、
緊急一時保護も含めて子どもを預かり、里親委託等
へと繋げていた。困難な状況にある子どもをみてい
く乳児院としての機能は、日本と同様で、医療面、
養育面でも考えや対応が似ていたが、フォーゲル乳
児院院長は、夜勤体制の手薄さが社会から批判を受
けているとおっしゃっていた。
　日本の乳児院にも、緊急一時保護的な要素があり、
里親家庭に託すまでの期間により丁寧なかかわりを
持つ取り組みを行っている。ベルギーで実際に里親　
をされている方の話を伺っても、トレーニングや調査
で、1 年は有に待たされる状況であった（116 ページ）。
　里親希望者は、両国においても少ないということ
が分かった。「西欧諸国は里親」といった考えが日本
の社会的養護の場では広く知られているが、20 年前
に訪問したカナダで進められていた里親家庭の拡充
と児童養護施設の小規模化においても、里親につい
ては、なり手の確保がとても難しい課題になるだろ
うと考えていた。子どもは、生物学上の親のもとで
養育されるべきという話は、ポーランド、ベルギー
両国で頻繁に耳にしたが、それが叶わない時に社会
のしくみとして法律が整備されていることの大切さ
を、改めて感じた。
　今後どのような形で、法律の整備がなされ、その
時代にあった、子どもを中心とした社会的養育が展
開されていくのか、否か。責任を持って関わってい
きたいと強く思った研修であった。
　資生堂社会福祉事業財団あっての第 45 回海外研修
であった。同行して頂いた白岩事務局長、田中さん
には感謝しかありません。壮行会にて頂いた言葉の
数々、ありがとうございました。
　13 日間の研修を終えた今、研修後のレポート作成
に向き合う中、去来する思いはどうだろう。団員が渾
身の思いで書き上げたものは、まだまだ思いがほとば
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しるほどのものかも知れないが、是非手に取って頂き、
目を通して頂き、ご意見を頂ければ嬉しい限りである。
　やがて、参加した団員たちがその地域において社会
的養護に止まらず、子育て家庭、地域社会に対し発言
を行い誰もが自分らしく生きていける土壌を作ってい
けると信じていると同時に、強く期待している。

【参考資料】
・中野光・小笠毅　編著　1996　
ハンドブック子どもの権利条約　岩波ジュニア新書

・近藤康子　1995　コルチャック先生　岩波ジュニア新書
・高橋重宏　1999　子どもの権利擁護システム確立の意義と課題　
世界の児童と母性第46号 /1999年 4月　資生堂社会福祉
事業財団

・法律のひろば　令和1年 10月号　2019　ぎょうせい
・平野裕二　2003　子どもの権利研究2号
NGO子どもの権利条約研究所

（筆者作成）
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ポーランドとベルギーにおける
子どもの権利擁護に関する法律と
制度の概観

新横浜法律事務所　弁護士

第 45 回研修特別講師　高橋　温

子どもの権利擁護に関する法律と制度の概観

第 2  憲法
1. 現行憲法の概要
（１）ポーランド

1791 年に最初の憲法が制定された。近代的な成文
国民憲法としてヨーロッパで最初のものであり、世
界でも米国憲法に次ぐ 2 番目のものであった。議会

（立法）・国王（行政）・裁判所（司法）の「三権分立」
の原則および「法の支配」を明示しており、国王に
は立法権がない。実際の行政は国王に代わり議会の
代表者である首相が取り仕切る「国王の評議会」が
行う。これは現在の内閣に相当する機関である（「立
憲君主制」と「議院内閣制」）。

その後、ポーランドは 1795 年から 1918 年まで国
の独立を失った。第 1 次世界大戦後に独立を回復し
て 1921 年と 1935 年に憲法が制定されたが、第 2 次
世界大戦により 1939 年にドイツ軍とソ連軍がポー
ランドに侵攻して、1940 年には亡命政府がロンドン
に移転し、1945 年にワルシャワが解放されるまで再
び領土を失っていた。

第 2 次世界大戦後は、1952 年に「ポーランド人民
共和国憲法」を制定し、他の東欧諸国と同様に社会
主義国家として歩んだ。1989 年に旧体制の崩壊があ
り、初の自由選挙、国民の直接選挙による大統領制
の導入、市場経済の完全導入などの体制変換がおこ
なわれた。同時に、国名が「ポーランド共和国」と
なり、1997 年に現在の憲法が制定された。

ポーランドの現行憲法は前文と 243 条で構成され
ている。第 1 章：共和国、第 2 章：人と市民の自由、
権利及び義務、第 3 章：法源、第 4 章：下院と上院、
第 5 章：ポーランド共和国大統領、第 6 章：閣僚会
議と政府行政、第 7 章：地方自治、第 8 章：裁判所

第 1  はじめに
今回、私は特別講師という肩書きをいただいて、第45回資生堂児童福祉海外研修に同行させていただいた。ポー

ランドとベルギーの両国で、実際に現場で日々児童福祉に関わっている方たちのお話を聴けたのは大変有意義な
機会であった。資生堂社会福祉事業財団には感謝申し上げたい。

少しでも恩返しができるようにと、ポーランドとベルギーにおける子どもの権利擁護に関する法律と制度を概観
してみた。とはいえ、子どもの権利そのものは広範かつ多岐にわたっているため、以下は、今回の研修の視察先に
関連するものに限られていること、私の能力不足により断片的かつ不十分な記載であることをご容赦願いたい。

と法廷、第9章：国家監査及び権利擁護機関、第10章：
公共財政、第 11 章：非常事態、第 12 章：憲法改正、
第 13 章：経過規定及び最終規定となっている。

（２）ベルギー
ベルギーの憲法は、ベルギーがオランダから独立

した翌年の 1831 年に制定された。それ以来、何回
かの改正を経ているが、今も当初制定された憲法が
使用されている。

立憲君主制を採用しており、立法権は国王と下院
と上院が共同して行使する（36条）。行政権は国王に
属するが（37条）、憲法および憲法自体に基づいても
たらされた特定の法律によって正式に彼に割り当て
られた権限以外の権限はなく（105 条）、大臣の副署
がなければ効力を持たない（106 条）。司法権は裁判
所が行使し、裁判は国王の名の下でなされる（40条）。

ベルギーの憲法は、第1章：ベルギー連邦、その構
成と領土、第1章の2：ベルギー連邦、共同体及び地
域の一般的な政策目標、第2章：ベルギー国民とその
権利、第3章：権力、第4章：国際関係、第5章：財政、
第6章：軍、第7章：一般規定、第8章：憲法の改正、
第9章：発効および経過規定となっている。

2. 子どもの権利に関する規定
（１）ポーランド

人権一般に関する規定以外の、子どもの権利にか
かわる規定としては、以下のようなものがある。
・両親は子どもを養育する権利を有するが、この

養育は、子どもの成熟度、子どもの良心や信仰
及び子どもの確信の自由を考慮しなければなら
ない（48 条 1 項）。

・両親は、子どもに対し自らの良心に従い道徳及
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・教育は無償であり教育における中立性は両親や
生徒の哲学的、イデオロギー的、または宗教的
な概念を尊重する、誰もが基本的な自由と権利
を尊重しながら教育を受ける権利を有し義務教
育が終了するまで教育へのアクセスは無償であ
る、義務教育の対象となる全ての生徒は道徳的
または宗教的な教育を受ける権利がある、全て
の生徒、保護者、職員、教育機関は、法律また
は法令の前では実質的に平等である（24 条）。
※ベルギーの義務教育は、6 歳から 15 歳の 9 年間はフルタ

イム（7 年間の初等教育と 2 年間の中等教育）、16 歳か
ら 18 歳の 2 年間はパートタイムで保障されている（義
務教育に関する法律（1983 年）第 1 条）。
また、憲法ではないが、2014 年に改正された

ベルギーの安楽死法は、世界で初めて安楽死の
年齢制限を撤廃した。

3. 子どもオンブズマン
（１）オンブズマンとは

オンブズマンとは、もとは「代理人」を意味する
スウェーデン語であり、法令等に基づき任命・設立
された権威ある者・機関が、行政機関を外部から監
視し、中立的な立場から行政機関による国民の権利・
利益の侵害に対する調査及び救済を受け付け、解決
を図る制度である。

（２）ポーランド
ポーランド憲法には、大人を含む人権及び市民の

権利を擁護するためのオンブズマン（憲法 208 条）
とは別に、子どものオンブズマンの規程がある（憲
法 72 条 4 項）。

国家機関としての子どもオンブズマンをはじめ
て制度化したのはノルウェーである。ノルウェーや
ポーランド以外でもヨーロッパのいくつかの国やア
メリカの州などで制度化されている。ポーランド憲
法 72 条 4 項は、子どもオンブズマンの権限と任命
方法は法律で定めるとされており、これに基づいて、
2000 年に「子どものためのオンブズマンに関する法
律」が制定された。

子どもオンブズマンは国会の議決に基づいて 1 名
が任命される。任命されたオンブズマンは、同法 13
条で、事務局の設置と代理人の選任の権限があたえ
られている。そのため、実際の活動は組織として行
われている。今回訪問した子どものオンブズマン事
務所には多くの人が勤めている。

子どもオンブズマンの役割は、同法 3 条に以下の
通り定められている。
・調和のとれた発達を子どもに提供するための措

置（1 項）
・①生命と健康の保護の権利、②家庭で育つ権利、

③まともな社会的条件に対する権利、④教育の
権利についての活動（2 項）

・虐待から子どもを保護することを目的とした措
置（3 項）

び宗教上の教育及び学習を確保する権利を有す
るが、子どもの成熟度、子どもの良心や信仰及
び子どもの確信の自由を考慮しなければならな
い（53 条 3 項）。

・16 歳未満の子どもの常勤雇用は禁止され、雇用
許可の形式と性格は法律で定める（第65条 3項）。

・公権力には、子ども、妊娠中の女性、身体障が
い者及び老人に対する保健の確保が義務付けら
れる（68 条 3 項）。

・公権力は、青少年における体育の発展を支援す
る（68 条 5 項）。

・何人も、教育を受ける権利を有する。義務教育
は 18 歳まで（70 条 1 項）。

・公立学校における教育は無料である。法律は、
公立大学によるいくつかの教育役務の提供を有
料とすることができる（70 条 2 項）。

・公権力は、市民に普通かつ平等に教育を受ける
ことを保障する。この目的のために生徒及び学
生のための資金的及び組織的な個別の援助制度
を設け支援する（70 条 4 項）。

・国家は、社会政策及び経済政策において家族の
福利を考慮する。困難な生活状況にある家族、
特に子どもの多い家族は、公権力により特別の
援助を受ける権利を有する（71 条 1 項）。

・出産前及び出産後の母親は、公権力により特別
の援助を受ける権利を有し、その範囲は、法律
で定める（71 条 2 項）。

・ポーランド共和国は、児童の諸権利の保護を保
障する。何人も公権力機関に対し、暴力、残虐、
搾取及び道徳的退廃から児童を守ることを要求
する権利を有する（72 条 1 項）。

・両親の介護を奪われた児童は、公権力の庇護と
援助を受ける権利を有する（72 条 2 項）。

・児童の権利の決定に際し、公権力機関及び児童
に対し責任を負う者は、子どもの意見を聴取し、
可能な限りその意見を配慮する義務を有する（72
条 3 項）。

（２）ベルギー
　　人権一般に関する規定以外の、子どもの権利にか

かわる規定としては、以下の 2 つが挙げられる。
・全ての子どもには、道徳的、肉体的、精神的、

性的完全性を尊重する権利がある。
・全ての子どもには、彼に関係する問題について

発言する権利がある。彼の意見に対しては、年
齢と成熟度に応じて考慮がなされる。
全ての子どもには、発達に貢献する手段とサー
ビスの恩恵を受ける権利がある。

　彼に関するあらゆる決定において、子どもの最
善の利益が考慮される。

  第 134 条で言及されている法律、法令、または規
則は、これらの権利を子どもに保証する（22 条
の 2）。
※ 2000 年改正で第 1 文が規定され、2008 年改正で第 2 文

以下が追加された。
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・障害児への特別なケアと支援の提供（4 項）
・子どもの権利と子どもの保護の促進（5 項）

次に、子どもオンブズマンの権限は、10 ～ 11 条
に以下のとおり定められている。
・事前の通知なしに、その場でケースの調査を行

う（10 条 1 項 1）。
・公的機関に対して、説明や情報の提供を求める
（10 条 1 項 2）。

・憲法裁判所に訴訟を起こし、または訴訟に参加
する（10 条 1 項 2a）。

・最高裁判所に対し、法律解釈の相違を判断する
よう求める（10 条 1 項 2b）。

・判決に対する不服申立または控訴申立（10 条 1
項 2c）。

・民事事件の申立またはすでに進行中の手続きへ
の参加（10 条 1 項 3）。

・未成年者が関与する場合に手続きに入る（10 条
1 項 3a）。

・犯罪の場合に検察官に準備手続きの開始を要求
する（10 条 1 項 4）。

・行政手続の不服申し立て、行政訴訟の提起また
は参加（10 条 1 項 5）。

・条件や規則に違反した場合の罰金の申請（10 条
1 項 6）。

・調査（審査）と専門家の意見や評価の準備を命
じる（10 条 1 項 7）。

・関係機関に対して、子どもの保護を目的とした
措置を講ずるよう求める（10a 条）。

・関係機関は、オンブズマンに対して、協力しサ
ポートする義務がある。特に、①文書やファイ
ルへのアクセス、求められた情報と説明の提供
や、決定の法的および事実的根拠に関する説明
を提供する義務がある（10b 条）。

・個人情報へのアクセス権限も認められている（10c
条）。

・関係機関に対する評価と結論の提供（11 条 1 項）。
・立法または法改正を求める（11 条 2 項）。

子どもオンブズマンは、子どもの権利擁護活動を
する民間団体と協力する義務を負い（11a 条）、年 1
回の活動報告書の提出義務（12 条）がある。

（３）ベルギー
ベルギー憲法には子どものオンブズマンに関する

規定はない。しかし、国連子どもの権利委員会が第
1 回総括所見（1995 年）で、子どもの権利条約が連
邦および言語共同体双方のレベルで全国的に尊重さ
れかつ実施されることを確保するため、子どもの保
護のための政策を調整し、評価し、監視し、かつフォ
ローアップする常設機構の設置を提案したことを受
けて、子どもの権利に関する全国委員会（CNDE）
を設置し、2007 年 5 月に第 1 回会議を開催した。

また、フランス語共同体は、子どもの権利の総代表

（Délégué général）が1991年11月から活動している。
102 ページのコラムに出てくる SPJ のマゴトさんの
話に出てくる「デレゲ総代表」は、この子どもの権
利の総代表のことである。

オランダ語共同体では議会から選任された 1 名
が、子どもの権利委員という名称で 1998 年 6 月か
ら活動している。

（４）考察
日本では、憲法上の制度としてオンブズマン制度

は存在しない。総務省行政評価局・行政相談委員・
行政苦情救済推進会議の三者から成る行政相談制度
が存在し、総務省は「オンブズマン的機能を果たし
ている」としているが、本来の意味でのオンブズマ
ン制度とは、権限や手続きの面で大きく異なる。

日本には、国レベルでの子どもオンブズマンの制
度はない。地方自治体では、2019 年 6 月現在、兵庫
県川口市、神奈川県川崎市など都道府県・市町村合
わせて全国で 34 自治体が、子どもの権利条例にも
とづく相談や救済手続きのための第三者機関を設置
している。
※特定非営利活動法人子どもの権利条約総合研究所調べ

日本では、個人の権利・利益の救済はもっぱら裁
判所（司法権）が担っているが、オンブズマン制度
は、行政機関を外部から監視し、中立的な立場から
行政機関による権利・利益の侵害に対する救済の機
能を有している。

特に、権利・利益を侵害されたのが子どもだった
場合には、子ども自身が裁判手続きにより自分の権
利・利益の救済を求めるのは困難であることから、
子どもの権利を守っていくための制度として、子ど
もオンブズマン制度は非常に有効と考えられる。

日本でも、制度の理解と導入に向けて積極的に努
力していかなければならないと反省させられた。

4. 環境保護に関する規定
（１）ポーランド

ポーランド憲法には、環境保護は公権力の義務で
あるとする規定がある。
第 74 条
1 項　公権力は、現在及び将来の世代に自然環境

上の安全を確保する政策を実施する。
2 項　環境保護は公権力の義務である。
3 項　何人も環境の状態及び環境保護に関する情

報を取得する権利を有する。
4 項　公権力は、環境保護及び環境状態の改善の

ための市民の活動を支援する。

（２）ベルギー
ベルギー憲法は、2007 年改正で、第 1 章の 2　ベ

ルギー連邦、共同体および地域の一般政策目標とい
う章を新たに設立し、環境保護に関する規定を制定
した。
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第 7 条の 2
連邦政府、共同体および地域は、それぞれの能力

の行使において、世代間の連帯を考慮して、その社
会的、経済的、環境的側面で持続可能な開発の目標
を追求する。

（３）考察
第Ⅱ章の報告にあるとおり、ベルギーで見学した

小学校では、SDGs に関する学習や環境保護に対す
る具体的な取り組みが行われていた。いつの時代で
も将来の地球で生きていくのはその時点の子どもた
ちである。スウェーデンの環境活動家グレタさんが
提起した通り、環境の問題は次の世代を生きる子ど
もの権利の問題という側面がある。

日本では、1993 年に制定された環境基本法が環境
基本計画の策定や地球環境保全等に関する国際協力
の努力義務を定めている。歴史的経緯から公害環境
に対する意識は高いが、自然環境保護については未
だに国民ひとり一人の意識に差が大きく、大人社会
が十分な認識と危機意識を持っているかは疑問であ
る。今回の研修で、子どもの権利の視点から環境保
護を考えていくことの重要性を再認識した。

5. 考察
ポーランド憲法は 1997 年制定であることから、

子どもの権利に関する国際水準にあった規定が盛り
込まれている。また、子どもの権利に関する規定が
多いことに、国として子どもを大切にしている姿勢
を見て取ることができる。ベルギー憲法は憲法改正
で子どもの権利の規定を入れ、さらにそれを充実さ
せる改正を行っていることや、安楽死法の下限年齢
を撤廃したことから、同様に国として子どもを尊重
していることがわかる。日本では、子どもの権利基
本法を制定しようという動きはあるが、憲法を改正
して子どもの権利を憲法に位置づけようという動き
は私の知る限りほとんどない。

次に、私たちは、今回の視察でアウシュビッツ・
ビルケナウ・ナチスドイツの強制・絶滅収容所を訪
れて、子どもの「死」についても考える機会を得た。
コルチャック氏は、1918 年に著書「子どもをいかに
愛するか」の中で、子どもの 3 つの基本的な権利と
して、

1　子どもの死に対する権利
2　今日という日に対する子どもの権利
3　子どもがあるがままでいる権利

をあげている。ベルギーにおける安楽死法の下限年
齢の撤廃は、子どもの「死」に対する自己決定権の
問題であり、子どもを大人と同じ権利の主体として
理解することの究極の意味を考えさせられた。

第 3  児童福祉行政
1. ポーランド
（１）行政単位

憲法によると、地方自治の基本的な単位はグミ
ナ（市町村）であり、その他の地方単位もしくは地
域及び地方の単位は法律で定めることとされている

（憲法 164 条）。
2019 年 6 月 30 日現在、県にあたる「ヴォイェ

ヴツトフォ」が 16、郡にあたる「ポヴィャト」が
314、首都ワルシャワなど人口 10 万人以上の市と旧
制度で県庁所在地だった郡と同格の都市が 66、市
町村は 2,477（うち都市が 302、農村が 1,537、都市
農村が 638）である（Ludność. Stan i struktura oraz 
ruch naturalny w przekro ju terytorialnym w 2019 r. 
Stan w dniu 30 czerwca）。

家族支援及び代替養育制度に関する法律（2011 年）
に基づき、家族支援は市町村の業務であり（8 条）、
代替養育は郡の業務である（32 条 2 項）。

（２）行政機関
ポーランドでは、今回訪問したOPSが児童福祉

を担う公的機関である。OPS は、Ośrodek Pomocy 
Społecznejの略称であり、社会福祉センターに相当する。

ホームページによると、個人や家族が自分の資源、
可能性、力を使って克服できない困難な生活状況を
克服できるようにすることを目的とした社会政策の
機関であり、地方政府の独立した組織単位として、
地区で社会支援業務を行っている。社会組織、カト
リック教会、他の教会、宗教団体、団体、財団、雇
用主、自然人及び法人と協力している。

OPS の職務内容は、2004 年 3 月 12 日の社会扶助
に関する法律「Ustawa o pomocy społecznejz dnia」
で定められている。
支援の対象となるのは、

1）貧困
2）孤児
3）ホームレス
4）失業
5）障害
6）長期または重度の病気
7）家庭内暴力

7a）人身売買の被害者を保護する必要性
8）母性または大家族を保護する必要性
9）ケアと教育の問題と不完全または大規模な家

族の維持に対応できない
10）ケア施設を離れる若者の生活に適応するスキ

ルの欠如教育（廃止）
11）難民の地位を与えられた人々、補助的な保護

または暫定的な居住許可を与えられた人々を
統合することの困難

12）刑務所からの釈放後の生活への適応の困難
13）アルコール依存症または薬物中毒
14）予期せぬできごとと危機
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15）自然災害または生態学的災害
であり、日本の児童相談所とは異なり、社会福祉

全般を対象としている（社会扶助に関する法律7条）。

（３）児童福祉
ア）児童福祉に関する行政サービスは、家族支援及
び代替養育制度に関する法律（2011 年）に基づき行
われる。同法は、実家族による養育の支援を第一と
して、それが困難な場合の代替養育制度について定
めたものである。

同法には、成人したり里親や施設を離れた人に対
する支援（140-153 条）と養子縁組手続に関する規
定（154-175a 条）もあるが、ここでは省略する。
イ）家族支援は、家族との協働による支援（10 条
以下）と日中支援施設での支援（18 条以下）に大
別される。家族との協働による支援の方法は、以下
の 5 つがある（10 条）。

1）専門家の相談とカウンセリング
2）治療と調停
3）ケアや専門サービスを含む、子どもを持つ家

族向けのサービス
4）家族法の分野における法的支援
5）経験を共有し、孤立を防ぐことを目的とした、

家族のための「サポートグループ」または「自
助グループ」の開催

社会福祉センターは、困難な家族に関する情報を受
け取ったら、ソーシャルワーカーによる社会調査を実
施し、必要に応じて家族アシスタントを割り当てる（11
条）。家族アシスタントの業務内容は、子育てや家族
がかかえる問題を解決する支援を行う、家族の状況を
定期的に評価・報告する、裁判所の要請に応じて、家
族に関する意見を作成する、などである（15条）。日
本の児童福祉司と似た職種のようである。

2. ベルギー
（１）行政単位

1993 年の憲法改正により、ベルギーは、3 つの言
語共同体と、3 つの地域が、それぞれ行政単位となっ
ている連邦制となっている。このうち、オランダ語
共同体とフランデレン地域は、ブリュッセル首都圏
を除き領域が完全に重なるため統合されており、実
際上は 5 つの行政単位となっている。フランデレン
地域とワロン地域はそれぞれ 5 つの州で構成され、
各州の下に行政区と基礎自治体が存在する。

ブリュッセル首都圏地域は、地理的にはフランデ
レン地域に位置するが、フランス語とオランダ語の
2 言語地域である。ブリュッセル首都圏地域は、ベ
ルギーの首都であるブリュッセル市を含む 19 の基
礎自治体によって構成されている。

（２）行政機関
ア）オランダ語共同体
児童福祉を所管しているのは、子どもと家族

庁（Agentschap Kind en Gezin） と 青 少 年 福 祉 庁

（Agentschap Jongerenwelzijn）である。子どもと家族
庁は、1984年 5月 29日に制定され1986年 11月 29日
に発効した法令により公益団体組織として設立され
1987年 9月 1日から稼働した。2004年 4月 30日に制
定され2006年 4月 1日に発効した法令で行政内部の
機関となった。2013 年 12 月 7 日に制定され 2014 年
1月 3日から順次適用されてきた「統合的青少年支援
に関する政令」によって、それまで別々の分野として
対応してきた、保育、家族支援、児童虐待、非行、障
がい、生徒指導、寄宿学校、精神保健、里親などの子
どもにかかわる様々な施策を一元化することとなり、
2020年 1月には統合された新しい機関である成長庁

（Agentschap Opgroeien）、が誕生した。
イ）フランス語共同体
児童福祉を所管しているのは、青少年支援局

（AGAJ：Administration generale de l’aide a la 
jeunesse）である。対応の根拠は、青少年援助に関
する法令（1991 年）であったが 2019 年 1 月 1 日か
ら青少年予防、援助及び保護に関する法令（2018 年）
が適用されている。

同法令は以下の基本的な考え方に基づいている（1条）。
①予防が優先である。
②専門的な支援と保護は、一般的な社会支援を補完

するものである。
③子ども、若者、及びその家族には、この規範の下

で組織された専門的な予防、支援、保護の権利が
ある。人間の尊厳にふさわしい生活を達成するた
めに、平等な機会の条件の下で子どもまたは若者
が発達することを可能にする。

④誰でも、子どもまたは若者の最善の利益を考慮し、
認められている権利と自由を尊重する必要があ
る。権利と自由の中には、子どもの権利に関する
国際条約と憲法に定められているものがある。

⑤サービスを提供する側は、公的 / 私的や承認され
ているか否かにかかわらず、差別のない子どもま
たは若者の権利を尊重する必要がある。

⑥予防、援助、保護は、教育、エンパワーメント、解放、
社会統合の目的を追求する。

⑦援助と保護は、自発的援助と比較した制約付き援
助の転換と補助の一部である。

⑧援助と保護は、できるだけ早期にできるだけ迅速
な方法で家族の困難に対する答えを提供するため
に行われる。

⑨危険にさらされている子どもまたは犯罪として認
定された行為を行った若者に関する保護措置は、
司法の決定の枠組み内で実施される。

⑩援助と保護は主に生活環境で行われる。分離する場
合、子どもまたは若者の利益に反しない限り、個人
的な関係を維持し、両親と直接接触する権利及びそ
の可能性を尊重するために特別な注意が払われる。
できるだけ短期とするために、両親への帰還が定期
的に評価される。援助と保護は、親の教育の権利と
義務の行使を尊重し、促進するように注意する。

⑪公的機関は青少年の非行に関して認識されている
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ニーズを満たし、若者の社会復帰を目指しており、
教育的及び修復的アプローチの一部である。

⑫公的機関は、特に受益者の参加を通じて、子ども、
若者、及びその家族に提供される予防、援助、保
護の質を絶えず改善するよう努める。

⑬機関間の調整と協調を行う。
⑭支援者のための情報とサービスへの参入に関する

トレーニングと継続的なトレーニングを保証する。
⑮管轄行政機関は、予防、援助、保護に関する全て

の市民の情報を保証する。
⑯子どもまたは若者に関してなされた全ての決定、

及びこの政令の枠組み内で子どもに提供される全
ての情報は、アクセス可能な言語で伝えられる。

3. 考察
日本の制度と比較してみて、以下の点を強く感じた。

（１）同意に基づく支援に重点を置いていること
日本では、児童虐待件数の増加に伴って、支援よりも

介入にエネルギーが割かれている。危険がある場合には
早期に親子分離をして代替養育につなげることの必要性
が強調されている。たしかに子どもの生命・身体の安全
が脅かされている事態に対しては毅然とした介入が必要
であるが、児童福祉行政の本質は家庭に対する支援であ
る。予防や支援を充実させることによってリスクのある
家庭を減らすことが本来目指すべき方向である。そのた
めには、諸外国で行われている内容を参考にして具体的
な支援メニューを充実させることが必要であると感じた。

また、支援は、当事者の意思が尊重されないと成り立
たない。今回、聴いた話の中で印象深かったことの一つ
として、親との話し合いにより支援を提供しているSAJ

（青少年支援サービス　98 ページ）だけでなく、親が同
意しなかったことにより裁判所が決定した内容を実現す
る機関であるSPJ（司法保護サービス　99 ページ）でも、
あらためて親と話し合ってできるだけ同意をとることに
しているという話があった。さらに、裁判官からは、シェ
ルターや施設入所の決定をする際に、子ども本人の同意
をもらうことに苦労しているという話もあった。

（２）裁判所との連携
日本では、裁判所は判断機関であって具体的な

支援や介入の内容にはかかわらない制度となってい
る。児童福祉分野では親権を停止・喪失させるかど
うかや、親権者の意に反する施設入所を承認するか
否かといった判断をするが、その家庭に対する具体
的な支援内容については、児童福祉法 28 条の勧告
制度以外に裁判所の権限はない。非行についても裁
判所が児童福祉の制度での支援が望ましいと判断し
た場合には、自ら児童自立支援施設に送致するか児
童相談所長送致とするしかない。しかし、ベルギー

（フランス語共同体）では、後述するように、裁判
所の決定したメニューを SPJ が実行して結果を裁判
所に報告し、それに基づいて裁判所が次の判断を下
すといったやりとりが行われている。

加えて、今回、ベルギーでは元裁判官と懇談する
機会があったが、家庭裁判所と青少年裁判所は同一
の裁判官が担当しており、福祉や親権の問題と非行
の問題が一体として扱われていることを知った。ど
のようにその家庭を支援していくかを裁判所が主催
して関係機関と一緒に考えているという話を聴き、
さらに帰国後調べてみたところ裁判所には各家庭ご
とに家族ファイルが作られていることを知った。家
庭の問題に裁判所が積極的・後見的に関与している
ことが具体的にイメージできた。
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第 4  児童虐待への対応
1. ポーランド

家庭内暴力の防止に関する法律（2005 年）に基づ
いて対応している。日本では、DV 法の正式名称は「配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律」であって、加害者と被害者の関係は、配偶者か内
縁関係にある者（あった者）に限定されているが、ポー
ランドの「家庭内暴力の防止に関する法律」は、「近
親者（osoba najblizsza）及び同居している別の人また
は家庭」の間の暴力が対象とされている（2 条 1 項）。
そのため、児童虐待は家庭内暴力の一部として対応さ
れている。

家庭内暴力の影響を受ける家族に対する介入は、「ブ
ルーカード」の手続きに基づいて行われる。閣僚評議会
が定めた「ブルーカード」の手順と「ブルーカード」の
モデルフォーム（2011年 9月 3日）によれば、家庭内暴
力の最も一般的な形態は次の通りとされている。

表1. ポーランドで一般的に家庭内暴力とみなされる
        暴力の形態

身体的暴力 叩く、押す、蹴る、窒息、物を叩く、
火傷させる、平手打ちする・・・

精神的暴力
からかう、嘲笑する、侮辱する、馬鹿
にする、絶え間ない批判、愛する人と
の接触を制御し制限する・・・

性的暴力 性交の強制、容認できない性行為の強
制、第三者との性行為の強制・・・

その他の行為

経済的搾取、仕事を妨げる、基本的な
物質的ニーズを満たすことができな
い、私物の破壊、住居の損壊、家電製
品を持ち出して売却する、病気・障害
または年齢のために自分のニーズを一
人で満たせない、人を置き去りにする、
アルコールを飲ませる、中毒薬・向精
神薬または薬を強制するなど

家庭内暴力により子どもの福祉が害される場合には親
権の制限があるが、憲法48条2項で「親権の制限もしく
は剥奪は、法律により規定される場合で、かつ裁判所の
確定判決に基づいてのみ、行うことができる。」とされて
いる。親権の停止、喪失、回復、子どもとの接触の制限
または禁止は、民事訴訟法579条で定められている。

子どもを保護すると後見手続が開始する（民事訴訟法
579条の1）。後見裁判所は家庭裁判所とされている（同
法568条）。憲法175条 1項でポーランド共和国におけ
る司法は、最高裁判所、普通裁判所、行政裁判所及び軍
事裁判所が行使するとされており、ポーランドには家庭
裁判所はない。普通裁判所は、地方裁判所、地区裁判所、
控訴裁判所の3段階に分かれる。地方裁判所の中に家事
事件と少年事件を扱う部門があり、同部門が家庭裁判所
の役割を果たす（共通裁判所の構造に関する法律12条）。

また、家庭内暴力の防止に関する法律12条 1項で、
公的機関のソーシャルワーカーは、子どもを非居住パー
トナーに任せる権利を有している。この場合、24時間以

内に、裁判所が子どもを代替養育に預けるか、家族に戻
すことを決定しなければならない（民事訴訟法579条の
1　2項）。

2. ベルギー
（１）オランダ語共同体

児童虐待信頼センターとパートナー組織の
承認と助成に関するフランデレン政府の決定
に基づく組織として、児童虐待信頼センター

（Vertrouwenscentrum Kindermishandeling=VK）
がある。政府機関の認定を受けて、補助金によって
運営される機関であり、オランダ語共同体の全ての
州とブリュッセル首都圏に 1 つずつ設置されてい
る。

統合的青少年支援に関する政令（2013 年）第 42
条 1 項によると、児童虐待トラストセンターの役割
は、概ね以下の内容である。
①児童虐待の報告及び児童虐待の疑いを調査する。
②児童虐待の被害者とその家族に適切な青少年支援

を提供する。
③若者のケアの提供が社会的に必要であると疑われ

る不穏な状況で、若者のケアを提供するケア提供
者や他の人や施設からの要請で相談を受ける。

④未成年者に関する通知を受け、不安な状況の調査
及びフォローアップをする。

⑤効果的な調査及び青少年支援の提供を青少年裁判
所の判事に提示する。

⑥必要な場合には、未成年者を検察官に照会する。

（２）フランス語共同体
児童虐待の被害者に対する支援に関する政令

（2004 年）で認められている連携機関の一つとして
SOS 子どもチーム（SOS Enfants）がある。

SOS 子どもチームは、児童虐待の予防と治療、
子どもと家族の評価や支援等に特化した多機関連携
チームである（第 1 条 5 号、9 条）。小児科専門医
または一般医、児童精神科専門医または成人精神科
専門医、弁護士、ソーシャルワーカー、臨床心理士、
事務局長、コーディネーターで構成されていなけれ
ばならない（11 条）。

実際の活動内容は、各団体毎に専門性を生かした
分野に特化しているようである。

なお、AGAJ の認定メニューの一つとして、住宅
用緊急サービス（SRU）とは別に、児童虐待の被害
児童支援センター（SROO EVM）（表 3）がシェル
ター機能をもって存在している。なお SROO EVM
は、入所期間中に被虐待児童の行動観察を行い、そ
の後の支援方針を決定することを目的にしたアセス
メント施設でもある。

（３）親権の全部または一部の喪失については、若
者の保護に関する法律（1965 年）に定めがあり、
子どもに対する刑事事件で有罪判決を受けた場合
や、虐待・権威の濫用・悪名高い不正行為または重
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大な過失により、子どもの健康、安全または道徳を
危険にさらした場合などに検察官の請求で裁判所が
宣告することとなっている（32 条）。

3. 考察
ポーランドでは、行政機関が対応しているのに対し

て、ベルギーでは委託を受けた外部機関（民間）が対
応している。委託を受けた外部機関（民間）で対応で
きるのは、日本と違い強制力が必要な場合には家庭裁
判所が判断する枠組みになっていることが背景にある
と考えられる。

表2. 児童虐待の被害児童支援センター
　　  （SROO EVM）の概要
施設数（定員）3ヵ所（36人）

対象 虐待の被害を受けた０～１４歳（きょう
だいの場合は１４歳より高齢も受ける）

施設の定員 12人

入所方法 ＳＡＪ、ＳＰＪ、青少年裁判所の依頼に
基づく

入所期間 3ヵ月。1回更新可能（最長6ヵ月）

支援内容

・安全な生活環境を提供し、家族の危機
から逃れられることができるようにする

・教育、個人、家族、社会的及び医学的
診断を確立する

・必要に応じて、ネットワークの構築と
支援を引き継ぐ準備をする

・確立された診断に従って、家族及び委
任機関と協力して支援方針をたてる

第 5  養子縁組　

1. ポーランド
（１）養子縁組は、家族と後見の規範に関する法
律（1964 年）に規定されている。ポーランドでは、
1945 年に婚姻法、1946 年に家族法、後見法、夫婦
財産法が布告の形で制定され、1950 年には家族法
典が制定されたが、これを発展させて、1964 年に
家族 = 後見法が民法とは別に制定された。

家族と後見の規範に関する法律の目次
第1章　婚姻
第2章　血族関係と血縁以外の親族関係
1　一般規定
1a  親子
（1）子どもの所属
①  母子関係
②  父子関係

（2）親子関係
①  一般規定
②  親権
※A　BRANCH OF THE 2A
　　　FOSTER　CARE　

③  面会交流
2　養子縁組
3　扶養義務

第3章　未成年後見と成年後見
1　未成年後見
2　成年後見
3　後見人

（２）養子縁組は、裁判所の決定により成立し（117
条 1 項）、離縁も裁判所の決定による（125 条 1 項）。
刑法で、金銭的利益を得るための養子縁組や法律の
規定に反した養子縁組を組織すると 3 か月から 5 年
の懲役刑とされ（211 条 1 項）、2019 年の法改正で
親権者も処罰対象者になった（211 条 2 項）。
　養子になる子どもが 13 歳以上の場合には本人の
同意が必要である（118 条 1 項）。13 歳未満であっ
ても、養子縁組の重要性を理解できるかどうかを判
断するために意見を聞く必要がある（118 条 2 項）。
同意や聴聞を要求することが養子の福祉に反する例
外的な場合には、裁判所は子どもの意思を確認せず
に養子縁組を裁定することができる（118 条 3 項）。
　養子縁組には原則として親権者の同意が必要である

（119条 1項）。生後6週間以内は同意することはでき
ない（119条の2）。同意の拒否が子どもの福祉に明ら
かに反する場合には、裁判所は親権者の同意がなくて
も養子縁組を裁定することができる（119条2項）。

（３）養子縁組の手続きについては、家族支援及び
代替養育制度に関する法律（2011 年）154-175a 条
に規定がある。

養子縁組の手続きは、地方自治体または地方自治
体から委託を受けた団体によって運営される養子縁
組センターが行う（154 条 1,2 項）。
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養子縁組センターの業務内容は以下のとおりである
（156 条 1 項）。

1）養子縁組のために提案された子どもの資格及
び心理的及び教育学的診断を採用する資格の
ある子どもの準備、及び子どもの健康に関す
る最新情報を収集する。

1a）養子縁組の候補を探すなど、養子縁組「手続
き」を促進する。

2）子どものニーズに適した養子縁組家族を選択
する。

3）後見裁判所との協力。特に職権上の後見手続
の開始を正当化する状況を通知する。

4）養子縁組成立のための準備と必要な文書の収
集を支援する。

5）養子縁組できる子どもに関する情報の収集と
更新を行う。

6）候補者の教育学的及び心理学的検査を実施する。
7）候補者の個人、健康、家族、収入、財産の状

況を分析する。
8）候補者の診断及びコンサルティング活動を実

施する。
9）候補者及び養子縁組者に対して心理的及び教

育的な支援をする。
10）養子縁組の候補者のための訓練を組織する。
11）養子縁組の候補者向けのトレーニング修了証

明書を発行し、養子縁組の候補者の予備評価
を行い、養子縁組の候補者に関する適格な意
見と民事訴訟法 586 条で言及されている意見
を準備する。

11a）里親の機能を果たすため、または家族の子ど
もの家を運営するための候補者の訓練を実施
し、そのような訓練の完了証明書を発行する。

11b）家族型ケア及び教育機関の所長の職務の候
補者向けのトレーニングを実施し、そのよう
なトレーニングの完了証明書を発行する。

12）出産後すぐに子どもを手離す意向を示す妊婦、
産婦人科及び産科病棟の患者に、心理的支援
を提供する。

13）記録を保管する。

2. ベルギー（フランス語共同体）
（１）養子縁組は、民法 343 条以下に基本条件及び
年齢、能力、効果などの基本的なことが定められて
いる。養子縁組は正当な理由に基づいている必要が
あり、それが子どもに関するものである場合、その
子どもの最善の利益と、国際法で子どもに認められ
ている基本的権利の点でのみ行うことができる（343
条の 1）。養子縁組には単純な養子縁組と完全な養
子縁組の 2 種類があるが（343 条 2 項）、完全な養
子縁組は18歳未満を養子にする場合（未成年養子）に
しか認められない（355 条）。なお、国際養子縁組
については国内養子縁組とは別に民法に定めがある

（360 条以下）。
（２）上記民法の規定を受けて、フランス語共同体

では、未成年養子は、養子縁組に関する 2004 年 3 月
31日の法令に基づいて公的支援の対象とされている。
　養子縁組は、子どもに家族を与えることであ
り、家族に子どもを与えることではない（法令 1
条）。養子縁組には、①養子縁組斡旋機関が監督
する家族外の養子縁組、②養子縁組斡旋機関が監
督する家族外の国際養子縁組、③障がいのある
子どもの国内及び国際的な養子縁組、④公的機
関（Direction de l'Adoption - Autorite` Centrale 
Communautaire=ACC）が監督する国際養子縁組、
⑤ベルギーに居住する子どもの国際養子縁組の 5 つ
の種類がある。
　養子縁組候補者は、養子縁組の法的、文脈的、文
化的、倫理的、人間的側面を学び、養子縁組の心理
的、家族的、関係的問題に関する意識を高めるため
の準備（法令 22 条）に従わなければならない（民
法 346 条の 2 第 1 項）。準備が行われると 18 か月間
有効な証明書が発行される（法令 28 条）。その後、
子どものニーズを最もよく満たす適切な候補者を特
定する目的でマッチングが行われ（法令 30 条）、裁
判所が司法法に書かれた手続きに沿って審理した上
で判決により決定する（司法法 1231 条の 15）。
　養子縁組斡旋機関等は、養子縁組成立後のフォ
ローアップとサポートも行う。また、養子縁組斡旋
機関は養子縁組に関する情報と実在の両親に関する
非特定データを含む情報を自ら保管し、ACC に
コピーを送る（法令 49 条の 1）。

3. 考察
未成年の養子縁組は子どもの成長発達環境を根本か

ら変えてしまう制度であるから、全ての未成年養子
縁組に公的な関わりが必要である。ポーランドもベ
ルギーも未成年養子縁組には裁判所の判決が必要であ
り、家族外の養子縁組の手続きは、公的機関から委託
を受けた団体が行うこととされている。

日本では、普通養子縁組の一部と特別養子縁組は家
庭裁判所の許可が必要とされているが、未成年者を養
子にする場合であっても自己または配偶者の子や孫を
普通養子にする場合には裁判所の許可は必要ない（民
法 798 条ただし書き）。また、家庭裁判所の許可を経
る場合でも、裁判所の調査は、申し出のあった養子縁
組を許可するか否かの一過性の関わりであるから、養
子縁組を希望する実親の意思決定支援、養親になるこ
とを希望する候補者の教育、養子縁組成立後の養子や
養親に対する支援などは行われない。これらの必要性
を考えると、養子縁組の前後にわたる公的な適切な関
わりが不可欠である。

日本では、民間斡旋機関による養子縁組の斡旋に係
る児童の保護等に関する法律（2018 年）により、養
子縁組斡旋事業を許可制として、斡旋団体がこうした
役割を担う制度となった。将来的には、全ての未成年
養子縁組が公的な関わりの下で行われるような制度の
拡充を期待したい。
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第 6  予防　
1. 危機介入
（１）危機介入

「 危 機 介 入 」（ ポ ー ラ ン ド 語 で interwencji 
kryzysowej）は、コミュニティ心理学上の用語で
あり、日常生活において個人及び家族が、従来用い
てきた対処方法では対応できない問題や課題に直面
し不均衡状態に陥っている状況に対して、積極的・
直接的に介入し危機状況からの回復を目指すための
方法を意味する（『精神保健福祉用語辞典』P86）。

（２）ポーランドでは、社会扶助に関する法律（2004
年）に基づく社会福祉センターが提供するサービス
の一つとして、以下のとおり規定されている（47 条）。

1）危機介入は、危機状態にある人と家族の利
益のために行われる、多職種連携チームで
ある。危機介入の目的は、精神的バランス
と独立して対処する能力を回復し、それに
より危機反応が慢性的な心理社会的障害の
状態に移行することを防ぐことである。

2）危機介入は、収入に関係なく、人と家族を
対象とする。

3）危機介入の一環として、正当な場合には社
会的または法的カウンセリングなどのニー
ズに応じて、最大 3 ヵ月間、緊急の専門家
による心理的支援が提供される。

3a）省略
4）未成年の子どもを持つ母親と、暴力または

別の危機的状況の影響を受ける妊婦は、危
機介入の一環として、未成年の子どもと妊
娠中の女性を持つ母親の家に避難所と支援
を見つけることができる。未成年の子ども
を持つ父親または他の子どもの法的保護者
もこれらの家に入場することができる。

5）社会保障を担当する大臣は、規制により、
未成年の子どもや妊婦を持つ母親のために
家庭が提供する基本的な基本サービスの基
準、ならびに暴力の加害者から支援の申請
者を隔離する可能性を考慮して、そのよう
な家庭への指示と介入の手順を決定するも
のとする。そして、危機を克服する。

（３）ベルギー
ベルギーにおける危機介入の制度の有無は確認で

きなかった。

（４）考察
不勉強ながら、「危機介入」という概念を今回の

視察ではじめて知った。
ワルシャワ危機介入センター（WOIK）は、家庭

内暴力や虐待だけでなく、仕事や自殺願望、夫婦間
の問題などのあらゆる問題への介入をするというこ
とだった。家族が勧めて本人が拒否したような場合

には子どもに被害が生じるおそれがあるときは社会
福祉センター（OPS）に通知するが、カウンセリン
グを受けるように命令を出せるのは裁判所だけであ
り、自由意志が原則ということだった。

危機介入という考え方は、実際に家庭内暴力をし
てしてしまった加害者に対する治療的な側面より
も、親側のストレスに早期に対応することによって
暴力そのものの発生や親子分離を防ぐという予防的
な側面が強い。治療命令等に基づく強制的な関わり
と違って自由意志で通うことにより、治療効果も高
いことが期待できる。それを自己責任とせずに公費
負担で行っている点に、施策として予防を重視して
いることが見て取れた。

2. 命の窓（ポーランド）
（１）ポーランドの「命の窓」は、日本では熊本の
慈恵病院が行っている「こうのとりのゆりかご」と
似た仕組みである。法律上の制度ではなく教会の活
動として広がった。ポーランド国内でも、子どもの
命を救っていると考える賛成論と、親の子捨てを助
長しているという反対論の賛否両論があるようであ
る。
視察後であるが、ポーランドの司法大臣は「命の窓」
に生まれたばかりの赤ちゃんを残す場合の対処方法
を明記した勧告を検察官に出した（※）。
 

※「命の窓」に関する検事総長法務大臣の
勧告 23/12/2019

同勧告は、「命の窓」に生まれたばかりの赤ちゃ
んを残すことは、子どもを捨てることの犯罪と
見なされるべきではなく、検察官は、生まれ
たばかりの赤ちゃんが「命の窓」に残ってい
るという通知を受け取った場合、後見人裁判
所に情報を提供する。例外として、子どもの
不利益になる犯罪、特に暴力の使用によるも
のが行われたことを示す場合には、直ちに確
認手続きを開始する必要があり、準備手続き
を開始し、必要に応じて、子どもと両親の身
元を確立することを目的とした措置を講じる
必要があるとした。

（２）他方で、国連子どもの権利委員会は、CRC 総
括所見（2015 年 10 月 30 日）で、「命の窓」は、子
どものアイデンティティに対する権利等を侵害して
いることから子どもの権利条約に違反していると指
摘している。
　「パラ 20　委員会は、締約国で、匿名での子ども
の遺棄を可能にする赤ちゃんボックス（原文 :baby 
boxes）の規制が行われておらず、かつその数が増
えていることを深く懸念する。これは、とくに条約
第 6 ～ 9 条及び第 19 条の違反である。
　パラ 21　委員会は、締約国に対し、赤ちゃんボッ
クスの利用を禁止し、すでに存在する代替的選択肢
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の強化及び促進を図り、かつ、最後の手段として、
病院で秘密出産（原文 :confi dential hospital births）
をできるようにすることの導入を検討するように勧
告する。」

（３）考察
実際に見学してみて、設置されている場所や環境の

点からも子どもを置きに来た人に対して翻意を促すよう
な働きかけの仕組みが一切ないことが印象的であった。

上記のように、命の窓に関しては、ポーランド国
内の施策と国連子どもの権利委員会の勧告が真っ向
から対立している。子どもの命と親を知る権利のど
ちらの権利を尊重するのかという本質的な価値観の
対立であり、「子どもの最善の利益」の判断の難しさ
を物語っている。国連子どもの権利委員会が勧告す
るように病院で秘密出産ができるようにする国もあ
り、日本でも一部で検討がはじまっているが、生ま
れた子どもの親を知る権利を確保するためには少な
くとも病院関係者には身分を明かさなければならな
い。秘密出産が命の窓と同じだけの効果を持つかど
うかは制度設計によるところが大きいと思われる。

第 7  予防を含む在宅支援　

1. ポーランド
ポーランドでは、地域の子ども育成支援の話を聴く

機会があった。地域の子ども育成支援は、家族支援及
び代替養育制度に関する法律（2011 年）に定められて
いる家族支援の一つである日中支援施設である。

日中支援施設の形式は、①関心を持つクラブ、クラ
ブルーム、クラブ、教育センターを含む後見、②ス
ペシャリスト、③教育者が実践するヤードワーク（※）、
の 3 つの形式で運営することができる（24 条 1 項）。
保育の形式で行われる日中支援施設は、子どもに対し
て、①ケアと教育、②学習の手助け、③自由時間、娯
楽、スポーツ活動の組織化と利益の発展を提供する（24
条 2 項）。特別な形式で実行される日中支援施設とし
ては、①社会療法、治療、矯正、代償、言語療法のク
ラスの開催、②個々の矯正プログラム、精神矯正また
は精神予防プログラムを実施する教育学的及び心理療
法と社会療法がある（24 条 3 項）。

 
※ヤードワークの形で実施される日中支援施設は、ア

ニメーションや社会療法活動を実施する（24 条 4
項）。他の日中支援施設との違いは場所を確保する
必要がないことである（19 条 2 項）。

2. ベルギー（フランス語共同体）
母子保健としては今回訪問した ONE があり、青少

年の非行を予防する機関としてはユースエイド地区協
議会（CAAJ）がある。

児童福祉サービスとしては、里親向け託児所、子
どもと家族の支援センター、家族向けの包括支援セン
ター、学校外保育など多様な支援メニューがある。

非行に対する青少年援助サービスにも多様な種類が
ある。任意での利用が前提のオープンアクションサー
ビス（AMO）の他に、非行少年に対する青少年裁判
所の決定に基づくモバイルサポートチームサービス

（ervice des équipes mobiles d'accompagnement=EMA）
や特別教育プロジェクト（Services qui mettent en 
œuvre un Projet pédagogique particulier=PPP）などが
ある。

今回訪問したアマラージュは、EMA の委託を受け
て 15 日間の短期集中支援を行っていた。これは、若
者が非行を犯した場合に、青少年予防、援助及び保護
に関する法令に基づき、青少年裁判所が指定した期間、
教育的介入措置を課すものである（120 条 1 項 1 号、
2号）。EMAは青少年裁判所が決定した措置を実施する。
具体的には、① 15 日間の調査と評釈を行って裁判所に
対して在宅での立ち直りの可能性を報告する、②予防
措置として3ヵ月間（3回更新可能）の生活環境のサポー
トといったメニューがある。

特別教育プロジェクト（PPP）にどのようなカリキュ
ラムがあるかの全体像は不明であるが、一つの形態と
して、非行を犯した若者が短期間の旅行や海外移住な
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どを体験させることによって更生のきっかけとするカ
リキュラムをいくつかの団体が行っていた。今回訪問
したアマラージュでも、「ブレイクアウエィステイ」と
いう名称で海外に 3 ヵ月間程滞在するカリキュラムを
行っているということであった。

3. 考察
ポーランドもベルギーも在宅支援メニューが充実し

ていること、多くが民間団体に委託されていることが
印象的であった。日本では、予防や支援の必要性を一
部で言われながらも、社会全体としては、まだまだ「子
育ては自己責任」という風潮が強い。子ども食堂のよ
うな地域での在宅支援の仕組みを充実させるために
は、公的な委託事業としていくことが必要ではないか
と思われる。

第 8  代替養育　

1. ポーランド
（１）家族支援及び代替養育制度に関する法律（2011
年）に基づき、代替養育は、子どもが家族に戻るこ
とを可能とするか、それが不可能な場合は養子縁組
に努めることを目的に行われる（33 条）。里親と施
設内養育の形で実施される（34 条）。裁判所の決定
に基づき行われるのが原則であり（35 条 1 項）、緊
急の必要が生じた場合には両親の同意を得て子ども
を代替養育で預かることは可能だが、その場合、直
ちに裁判所に通知し（35 条 2 項）、裁判所が代替養
育の手続きをすると契約は失効する（35 条 4 項）。

（２）里親には、①親族里親、②非職業里親、③職
業里親の 3 つと、④家族孤児院がある（39 条）。家
族孤児院は日本のファミリーホームに相当する。

（３）施設内養育は、①ケアと教育を行う施設、②
ケアと治療を行う施設、③養子縁組前の介入セン
ターの 3 種類に分類される（93 条）。
　①のケアと教育を行う施設は、さらに、㋐社会化
型、㋑介入型、㋒専門治療型、㋓家族型の 4 つに分
類される。
　㋐の社会化型は、基本的なケアと教育を行う施設
であり、日本の児童養護施設に相当する。原則とし
て対象年齢は 10 歳以上、定員は 14 人以下となって
いる（95 条 1 項、3 項）。
　㋑の介入型は、即時の受け入れと原則 3 ヵ月以内
の滞在を特徴とする施設であり（103 条 1 項、6 項）、
日本の一時保護所と同様の役割を担っていると思わ
れる。ただし、対象年齢と定員は㋐の原則として社
会型の施設と同じであり（例外として 103 条 3 項）、
10 歳未満の子どもが入所した場合には直ちに里親制
度の代替養育に移さなければならない（103 条 9 項）。
　㋒の専門治療型は、障がいを持つ子どもや特別な
教育方法と専門療法の使用が必要な子どもを受け入
れる施設である。対象年齢と定員は㋐の社会型の施
設と同じである。
　㋓の家族型は、成長し自立した子どもを含むさま
ざまな年齢の子どもや兄弟姉妹の入所が可能だが定
員は原則として 8 人以下であり、兄弟を含む場合で
も 10 人以下である。
　②のケアと治療を行う施設は、専門のケアとリハ
ビリテーションを必要とするため里親や①のケアと
教育を行う施設では暮らせない子どもが対象であ
る。18 歳未満の子どもを対象として、定員は 30 人

（最大 45 人）以下である（109 条 2 項）。
③の養子縁組前の介入センターは、緊急に保護

されて養子縁組を待っている子どもが滞在する施
設である。1 歳未満の新生児か乳児が対象で、定員
は 20 人以下である（111 条 1 ～ 3 項）。
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子どもの権利擁護に関する法律と制度の概観

2. ベルギー（フランス語共同体）
代替養育は、里親、親族里親、施設がある。
里親は、緊急（15 日間）、短期（90 日間）、中長期の

3 種類がある（家族介護における支援サービスに対す
る特定の承認及び補助金の付与に関する特定のフラン
ス共同体政府の命令 5 条）。

施設は、住宅サービスとしていくつかの種類が定め
られている。また、今回見学したクレール・ヴァロン
のような治療施設も、SAJ、SPJ、青少年裁判所の判断
で入所する場合がある。

今回の見学先に関連する一般住宅サービス（SRG）と
住宅用緊急サービス（SRU）の制度概要は以下のとおり
である（施設数と定員数はフランス語共同体内の数）。

表3. 一般住宅サービス（SRG）の概要
施設数（定員） 122ヵ所（2,950人）

対　象 0～18歳の男女
施設の定員 不明
入所方法 SAJ、SPJの依頼に基づく
入所期間 制限はない

支援内容

・温かく構造的な生活環境での宿泊
・若者と家庭環境との関係を回復及び
/または維持するための家族との集
中的なワーク

・家族の再統合における若者とその家
族のモニタリング

・半自律の若者のサポート
・心理社会的介入

支援内容

・個別サポート
・家族のモニタリング（インタビュー、
社会的及び行政的手続き）

・特定のフォローアップ（PMS、言
語療法など）のフレームワーク内で
ネットワークと連携して作業する

表4. 住宅用緊急サービス（SRU）の概要
施設数（定員） 11ヵ所（89人）

対　象 緊急対応が必要な0～18未満の男女
施設の定員 7人

入所方法 SAJ、SPJ、青少年裁判所の依頼に
基づく

入所期間 20日間。1回更新可能（最長40日間）

支援内容

・安全で構造化された場所
・正確な任務に基づいて観察及びオリ
エンテーション作業を実施するため
の委任機関との協力

・活動とインタビューによる予防志向
の教育学

・若者のエンパワーメントを重視
・ポジティブなリンクとベンチマーク
（教育、家族、以前の生活場所など）
を維持する

・若者向けの将来のプロジェクトの詳
細（手順、意見、オリエンテーショ
ンコース）

・地域及び近隣地区の若者向けの再登
録が可能

3. 考察
ポーランドでは施設の小規模化が進んでおり、経過

規定により 2020 年以降、施設は 10 歳以上 14 人以下（95
条 1 項、3 項）の規定が適用になる過渡期の訪問であっ
た。ナシュ・ドムで、自分たちの施設が率先して子ど
ものことを考えて施設の小規模化に取り組んできた結
果が制度の改正につながったとの話が印象的だった。

ベルギーについては、一般住宅サービス（SRG）や
乳児院について法令上の基準は調べきれなかった。ア
マラージュが運営している一般住宅サービス（SRG）
の3施設の定員がいずれも18人、施設長の話をうかがっ
た乳児院セール・ヴォランの定員は 20 人だったことか
ら考えると、小規模化は進んでいると思われる。
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第 9  おわりに
　

生まれて初めての海外研修＆生まれて初めての
ヨーロッパ旅行は、あっという間の 2 週間であった。
都留先生のご指導の下、白岩さん、田中さん、杉本
さん、松本さん、栗田さんと団員の皆さんのおかげで、
普段日本にいる何倍も子どもの権利のことを深く考
えることができた。

個人的には、今回の研修では、パターナリズムと
自己決定権のバランスをどう考えるかに関心をもっ
て臨んだ。パターナリズムとは、強い立場にある者が、
弱い立場にある者の利益のためであるとして、本人
に代わって意思決定したり、介入・干渉することで
ある。ラテン語の pater（父）が語源であり父権主義
とも訳される。

子どもの成長発達権を保障するために保護の側面
を重視して大人があれこれ介入・干渉することは、
しつけが行き過ぎた虐待や、過度に制限的なルール
の設定になりかねず、子どもの自己決定権の軽視や
人権侵害につながっていく可能性がある。逆に、子
どもの自己決定権の尊重を理由にして大人が子ども

ときちんとした関わりを持たないことは、ネグレクト
に該当したり子どもの成長発達の機会を奪うことに
なる場合もあるのではないかという問題意識である。

研修を終えて帰国した現在、私の中では、上記の
問題意識は変容した。そもそもパターナリズムを根
拠にして子どもに大人とは違う人権制限を認めるこ
とが本当に正しいのか疑問に思うようになった。子
どもが自己決定権を行使するのに必要な情報を大人
が子どもにきちんとわかるように伝えられるのであ
れば子どもの自己決定権を制限する必要はないので
はないか、子どもの自己決定権を制限せざるを得な
い場面があるとしたら子どもの判断能力の問題では
なく大人の能力不足・努力不足ではないか、と考え
るようになった。

医者と患者の関係がインフォームドコンセントに
よって大きく変わってきているように、大人と子ど
もの関係も、子どもが大人から十分な説明を受けて
理解した上で子どもが自らの自由意思に基づいて大
人と合意する関係になることが望ましい。

今は、それこそが真の意味での子どもの権利擁護
ではないかと思っている。

【参考資料】
・塚本智宏　2019　コルチャックと「子どもの権利」の源流　子どもの未来社
・小森田秋夫　ポーランド　床谷文雄 ・本山敦編　2014　親権法の比較研究　日本評論社
・ユニセフ2009世界子供白書 特別版　2010「子どもの権利条約」採択20周年記念
・http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/　　2020.1.18
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・http://adopcja.org/en/homepage/   2019.12.30
・http://www.ejustice.just.fgov.be/     2020.2.8
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・https://www.one.be/public/     2020.2.8
・http://sos-enfants.ulb.ac.be/fr   2020.2.1
・http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/  2020.2.9
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・https://www.clairsvallons.com/  2020.2.2
・https://www.1030.be/fr/content/cerfs-volants-maison-des-tout-petits   2020.2.8
・http://www.parrain-ami.org/    2020.2.2
・http://www.quifaitquoi.be/　2020.2.4
・https://www.rec htbanken-tribunaux.be/fr　　2020.2.4
・https://www.cres-mons.be/le-clapotis　　　2020.2.8
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・http://www.jeminforme.be/　　2020.2.9
・https://justice.belgium.be/fr/nouvelles/communiques_de_presse_14  　2020.2.9
　日付は閲覧日
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ポーランド研修の視察先は表 1 の通りである。ワルシャワ市内でコルチャックゆかりの施設をはじめとし
た子どもと家族への支援機関・団体の視察を通し、子どもの権利擁護の原点を探るとともに、現在の子どもと家
族への支援のあり方、子どもの権利擁護の状況と課題を学んだ。

表1．視察先一覧
カテゴリー 視察先 視察内容

子どもの権利擁護 コルチャック研究所 ワルシャワ市歴史博物館 コルチャック研究所
子どもの権利・社会的養護 ナシュ・ドム協会 コルチャックが開設した児童養護施設
子どもの権利擁護 子どものオンブズマン事務所 子どもの権利を守るオンブズマンとその事務所
社会福祉、虐待対応 OPSプラガ南地区 公的な社会福祉センター
危機介入 ワルシャワ危機介入センター： WOIK 危機的状況にある成人支援
地域支援、里親支援、養子縁組 子どもの友協会 歴史ある児童家庭支援団体
赤ちゃんポスト 命の窓 赤ちゃんポスト
養子縁組 カトリック養子縁組センター 国内・海外の養子縁組あっせん、支援団体
尊厳を守ること アウシュビッツ＝ビルケナウ国立博物館 ナチスドイツの強制・絶滅収容所

1. ポーランドの子ども支援
ポーランドの子ども家庭支援政策は家族・労働・社会政策省が司り、養子縁組に関するデータは法務省が管理

をしている。
親と暮らせない子どもへの養育と教育の支援は大きく「ソーシャルアシスタンス（社会援助）」と呼ばれ、

表 2 と表 6 で示す通り、施設養育（Institutional foster care）と里親養育（Family foster care）に大別され、さ
らにいくつかのタイプに分けられている。
（１）施設養育

まず施設養育については、「Care and education centre（ケア教育センター）」、「Regional care and therapy 
centre（地域ケア治療センター）」、「Pre-adoptive intervention centre（養子縁組の前の施設）」の 3 タイプの
施設がある。それぞれの概要は下の通りである。

① Care and education centre（ケア教育センター）
親による養育を部分的にまたは全く受けることができない子どものケアと教育を、常時または一時的に行い、
心理的発達、健康、生活上の社会的、宗教的ニーズを満たし、医療と教育を保障する。下の 5 種別の形態で
運営される。

・Socialization centre（社会化型）：支援計画に基づいた養育と教育を行う。裁判所命令に反さなければ、家庭
復帰を目標に親や近親者と協力する。この報告書では「児童養護施設」と表記する。

・Family centre（家族型）：思春期や自立を控える子どもなど幅広い年齢をケアする。きょうだいが多い場合
の一般的措置先。里親コーディネーターやソーシャルワーカーと連携する。報告書では「グループホーム」
とする。

・Intervention centre（介入型）：危機的状況にあり、措置が必要な子どもに、緊急的にケアを提供する。報
告書では「緊急一時保護施設」とする。

・Specialist therapy centre（専門治療型）：特に個別のニーズへの対応が必要な子ども、障がいのある子ども、
特別教育や専門的治療を必要とする子ども、発達（知的発達含む）に遅れのある子どもを対象にする。施設
は、教育的、社会治療的、矯正的セラピーや、言語療法、障がい児のリハビリ、社会生活へ移行準備、家庭
生活ができないことへの補償にあたるケアなどを行う。報告書では「専門治療施設」とする。

・Combining tasks centre：緊急保護・専門治療機能がある施設。報告書では「複合機能施設」とする。

ポーランド
～視察報告の前に～

視察報告Ⅱ
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② Regional care and therapy centre（地域ケア治療センター）
他のタイプや種別の施設や里親で対応できない特別ニーズがある子どもを対象にしたケアと治療を行う施設
である。

③ Pre-adoptive intervention centre（養子縁組前の介入センター）
　養子縁組を待つ 1 歳未満で、特別なケアを要する子どもを対象にした養子縁組前の介入を行う施設である。

（２）里親養育
里親については、きょうだいが多い場合を除き原則的に 3 人までを受け入れる Foster family（里親家庭）と、

8 人までを受け入れる Foster home（家族孤児院；ここではファミリーホームとする）に分けられ、里親家庭
にはさらに次のタイプがある。
・Related（親族里親）：近い血縁関係にある里親。祖父母、成人したきょうだい。
・Non-professional（非職業里親）：おじやおばなどの遠い血縁関係にある里親と血縁関係にない里親がいる。
・Professional（職業里親）：夫婦であれば、片方がほかに仕事を持っていない里親。職業里親には、障がい認

定や特別なニーズのある子ども、非行少年、10 代の親に対応することができる特別里親（Specialized）、非
行少年や緊急保護対応ができる緊急里親（Family emergency house）がいる。

2. 子ども支援の概況
視察報告の前に、ポーランド統計局とワルシャワ市統計局事務所がそれぞれ発行した 2018 年の統計年鑑から、

ポーランドとワルシャワで親子分離となった子どもの措置先や人数などのデータを紹介する。

表2．入所施設数（タイプ別）（2005～ 2018年） （ ヵ所）
2005 2010 2015 2016 2017 2018

施設数合計（ヵ所）　Institutional foster care 673 779 1,086 1,126 1,168 1,165
ケア教育センター　Care and education centre 673 779 1,078 1,115 1,155 1,152

内
訳

児童養護施設　Socialization centre 291 283 667 673 689 704
グループホーム　Family centre 238 277 228 240 251 239

緊急一時保護施設　Intervention centre 39 24 45 42 43 41
専門治療施設　Specialist therapy centre - - 17 25 25 24
複合機能施設　Combining tasks centre 105 195 121 135 147 144

地域ケア治療センター
Regional care and therapy centre - - 6 8 10 10

養子縁組前の介入センター
Pre-adoptive intervention centre - - 2 3 3 3

表3．入所児童数（施設タイプ別）（2005～ 2018年） （人）
2005 2010 2015 2016 2017 2018

施設入所児童数合計 20,190 18,982 18,876 17,514 16,856 16,655
ケア教育センター 20,190 18,982 18,655 17,243 16,553 16,337

内
訳

児童養護施設 11,772 8,572 12,946 11,881 11,371 11,176
グループホーム 1,859 2,183 1,782 1,688 1,591 1,528
緊急一時保護施設 1,514 523 751 604 619 585
専門治療施設 - - 259 329 323 300
複合機能施設 5,045 7,704 2,917 2,741 2,649 2,748

地域ケア治療センター - - 178 219 246 269
養子縁組前の介入センター - - 43 52 57 49

表4．入所児童の数と特徴（2018年） （人）
措置児童数
（年間）

12月31日
現在の児童数

入所児童のうち下記に該当する子ども

慢性疾患 障がい児 孤児 片親の子ども 10代の母親 外国籍

23,335 16,655 2,032 2,011 496 3,061 87 64
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ポーランド　子ども支援の概況

表5．施設退所後の行き先（2018年） （人）
18歳未満 18歳以上

退所者合計 家庭復帰 養子縁組成立 里親へ委託 その他施設へ
措置変更

公的支援機関へ
措置変更 その他

自立
その他

家庭復帰 独立した世帯を持つ
4,378 1,866 349 835 976 42 310 927 1,114 261

表6．里親の数（タイプ別）（2005～ 2018年） （人）
2005 2010 2015 2016 2017 2018

里親数（合計）　Family foster care 36,510 37,395 38,687 38,213 37,772 37,091
里親家庭 Foster family 36,510 37,395 38,203 37,687 37,201 36,478

里
親
家
庭
内
訳

近い血縁関係にある里親 Related 30,882 30,704 24,681 24,318 23,920 23,453
非職業里親 Non-professional 5,022 5,151 11,499 11,311 11,206 10,903

職業里親　Professional - - 1,222 1,279 1,333 1,409

職業
里親
内訳

特別里親 Specialized 29 200 248 245 243 245
緊急里親 　

Family emergency house 426 527 553 534 499 468

3～6人を預かる職業里親　a) 151 813 - - - -
ファミリーホーム Foster Home - - 484 526 571 613

a）2014年 12月 31日廃止

表7．里親委託児童数（タイプ別）（2005～ 2018年） （人）
2005 2010 2015 2016 2017 2018

里親委託児童数合計 49,667 53,798 56,766 56,150 55,761 55,152
里親家庭への委託児童 49,667 53,798 53,604 52,822 52,049 51,136

内
訳

近い血縁関係の里親への委託児童 39,608 40,015 31,863 31,444 30,804 30,122
非職業里親への委託児童 7,747 7,541 15,426 15,084 14,859 14,470
職業里親への委託児童 - - 4,106 4,217 4,309 4,542

職業
里親
内訳

特別里親への委託児童 65 406 554 530 528 531
緊急里親への委託児童 1,560 1,794 1,655 1,547 1,549 1,471

3～ 6人を預かる里親へ 687 3,778 - - - -
ファミリーホームへの委託児童 - - 3,162 3,328 3,712 4,016

表8．里親の特徴（2018年） （人）

里親総数 地方
（都市以外）

婚姻状況 委託
なし

委託児童数

未婚 既婚 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人以上

37,091 11,992 16,678 20,413 56 26,666 6,657 1,983 777 380 199 147 226

表9．里親委託児童の特徴（2018年） （人）

委託
児童数

委託児童の年齢と特徴
初回の
措置年齢

孤児 外国籍 障がい認
定がある0 1-3 4-6 7-13 14-17 18-24

55,152 763 3,593 5,179 19,615 15,958 10,044 2,906 62 6,017 8,048

表10．里親委託解除後の行き先（2018年） （人）
18歳未満 18歳以上

児童数合計 家庭復帰 養子縁組
成立

他の里親に
措置変更

施設への
措置変更

公的支援機
関へ

措置変更
その他

自立
自立

してない家庭復帰 独立した
世帯を持つ その他

5,970 1,989 1,206 1,403 891 13 468 174 2,220 370 1,269
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表11．養子縁組成立数（2018年） （人）

裁判所裁定数
裁定ケースのうち

親が同意 国外縁組
合計 2,661 482 36

子どもの年齢

0歳 397 166 -
1 歳 308 61 3
2 歳 227 38 1
3 歳 202 26 3
4 歳 197 25 4
5 歳 169 16 2
6 歳 170 21 4
7 歳 156 21 2
8 歳 140 24 4
9 歳 125 9 4
10 歳 83 10 2
11 歳 88 6 4
12 歳 62 16 1
13 歳 65 4 1
14 歳 39 5 -

15 歳以上 233 34 1

表12．ワルシャワ市の施設と入所児童の数（2015～ 2018年）
施設数（ヵ所） 定員（人） 入所児童数（人）

2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018
ケア教育センター 47 48 48 753 720 700 784 663 685

内
訳

児童養護施設 38 39 39 632 601 579 645 545 574
グループホーム 5 5 5 27 27 27 27 26 26
緊急一時保護施設 2 2 2 56 56 56 74 58 51
専門治療施設 2 2 2 38 36 38 38 34 34

表13．ワルシャワ市の里親と委託児童の数（2015～ 2018年） （人）
2015 2017 2018

里親数（合計） 1,411 1,260 1,221
　里親家庭への委託児童（合計） 1,698 1,559 1,498

内訳

近い血縁関係の里親 1,036 915 912
　委託児童 1,236 1,106 1,090
非職業里親 355 325 290
　委託児童 407 392 352
職業里親 20 20 19
　委託児童 55 61 56

ファミリーホーム 10 11 12
ファミリーホームへの委託児童 62 64 69

表2～ 11出典：Statistics Poland 2018 Social assistance, child and family services in 2018
表 12、13出典：Stastical offi  ce in Warsaw 2018 Statistical Yearbook of Warsaw2018 

【参考資料】
・Social assistance, child and family services in 2018, https://stat.gov.pl/en/topics/living-conditions/social-　
　assistance/social-a ssistance-child-and-family-services-in-2018,1,10.html （2020年 1月24日閲覧）
・Child and Family Foundation, Warsaw, Poland, 2017, Perspectives of Family Foster Care in Poland, Czech 
　Republic, Slovakia and Hungary, Report on research of Polish foster families implemented during the Visegrad 
　Fund project in 2017
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ポーランド

ポーランド　コルチャックと子どもの権利

コルチャック研究所
（Korczakianum）

１. 概要
コルチャック研究所は、ヤヌシュ・コルチャック

（44 ページ）が 1911 年より院長を務めた「ドム・シエ
ロ（孤児たちの家）」の建物を利用し、2001年にワルシャ
ワ市歴史博物館分館コルチャック研究所として開館し
た。コルチャックが残した文書や関連資料の調査、収
集、およびそれらの整理、出版を主な業務としている。

また、この建物は、第 2 次世界大戦中のドイツ軍に
よる爆撃や破壊を免れ、1958 年から再び児童養護施設

「ドム・シエロ」として再開している。コルチャック
が院長を務めた場所が、そのままに現存していること
はたいへん貴重で、建物自体が記念碑的な色彩を帯び
ている。

2. 運営形態
コルチャック研究所のスタッフは3名で、ワルシャワ

市の職員である。
年間来館者は 6,000 ～ 8,000 人。半数から 4 分の 3

は外国からの来場者である。日本やイスラエル、南
北アメリカとヨーロッパ諸国からが多く、児童福祉
や児童文学といった具体的なテーマを掲げて来訪す
る人が多い。

３. ヤヌシュ・コルチャックについて
ヤヌシュ・コルチャックは、国連が発行した子ど

もの権利条約（50 ページ）のきっかけとなる、ポー
ランドから国連に提出した草案に大きな影響を与え
た人である。かつてコルチャックが実践を行った建物
の中の一室で彼の思想や活動についての話を聞いた。

（1）コルチャックの生きた時代
1918 年、ポーランドは、123 年の年月を経て独

立を回復した。それから第 2 次世界大戦までの戦
間期は国家再興のエネルギーがあり、子どもとマ
イノリティの権利促進が模索された時代であった。
その中にあって、コルチャックは、子どもの性の
問題や子どもの関わる裁判といったテーマに既に
取り組んでいたこと、実践に基づく提言をしていた
こと、著作の多さなどから、突出した存在であった。

コルチャックの子どもの権利についての考え方
が広く知られた要因としては、復興の意気に燃え
ているこのような時代背景、知識層や国政に近い
エリート層からの支持、また子ども向けのラジオ
番組において子どもの権利について語るという
メディアを使った手法が挙げられる。

（２）コルチャックが考える子どもの権利
コルチャックは、「人間の存在として考えると、

子どもと大人は同じである。違いは、経験が不足
していることだけである。大人と子どものあるべ
き関係性は、大人が子どもを守るという上下関係
ではなく、同じ人間としてパートナーシップを持
つことが必要だ」と考えていた。

また、「子どもの権利に関する一番のエキスパー
トは子どもである」とも述べている。子どもが廊
下を走った時に、大人は「危ないから走るな」と
言う。しかし、本当は、子どもの足音がうるさい
から走るなと言っているのかもしれない。自分が
行使している権利についての専門家は、自分であ
る。権利の主体である子どもになぜ走るのかを問
い、その意見を聞いた上で、対応を考えるべきだと
いうのが、コルチャックの考える子どもへの向き

訪 問 日 時：2019 年 10 月 2 日 AM
住　　　所：ul. Jaktorowska 6 01-202 Warszawa
U　 R　  L：http://kobrczakianum.
 muzeumwarszawy.pl/
講　　　師：マルタ・チェシェルスカ（所長）
（敬 称 略） アンナ・チェルノフ（研究員、児童文学研究者）

建物の2階右半分がコルチャック研究所
同階の左半分は児童養護施設の庶務センター
3階部分が児童養護施設ドム・シエロ

展示より。コルチャックとステファニア・ヴィルチンスカ。
ドム・シエロでは、コルチャックが子どもたちの父
親代わりを、ステファニアが母親代わりを務めた
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合い方であった。
また、コルチャックがいた頃のドム・シエロでは、

2 ～ 3 歳年上の子どもたちが年下の子どもたちの
お世話係をするというシステムが導入されていた。
子どもに関する専門家は子どもであり、子ども同
士の相互作用が子どもの成長に最も好ましいとい
う考えからである。そのため職員数が少なくても
多くの子どもの養育が可能であった。また、コル
チャックは医師ではあるが医療的な側面のみでは
なく、全人的な治療を行うことを目指して、施設運
営を行っていた。

４. 現状と課題
所長のチェシェルスカさんは、「児童養護施設は、

この先おそらくなくなっていくので、コルチャック
が使っていたこの建物を歴史的に貴重な場として保
存し、子どもをめぐるテーマで会議をするなどした
いと市に要請している。また収集した資料を電子化
して、世界中で使えるようにしたい」との希望を語
られていた。

ポーランドでのコルチャックの思想の浸透につい
ては、「今のポーランドは社会も政治も不安定で、コ
ルチャックの子どもや他者の権利についての考え方
を社会で活かすことができるか、どう活かすのか、
不透明な状況である。現政権は中道右派だが、今年
から教育制度もかつての体制に戻っており、子ども
の権利を尊重する新たなシステムの導入は難しいだ
ろう。コルチャックが大切にした子どもによる自治
にしても、国が制度として進めるべきか、社会の自
主性に任せるべきかも意見が分かれている」とのこ
とであった。

5. ドム・シエロ（孤児たちの家）
今回、コルチャック研究所の階上にあるドム・

シエロは視察できなかったが、施設の概略を聞くこ
とができた。

（１）概要
1911 年にユダヤ人の子どものための孤児院とし

て設立された。1942 年、トレブリンカ絶滅収容所
に移送されるまで、コルチャックはドム・シエロ
で子どもたちとともに過ごした。第 2 次世界大戦
を経て、1958 年、元の建物を利用し、ワルシャワ
市市営の児童養護施設として再開した。
（２）運営形態

職員はワルシャワ市自治体の職員である。家庭
での養育が難しい 18 歳までの子どもを養育する。

入所児童数は、施設の小規模化へ向けた国の施
策の影響を受け、現在は 14 ～ 18 歳の児童、20 名
ほどが生活をしている。

かつて、100 人ほどの子どもが暮らしていたころ
には、職員は 7 ～ 8 名であり、そこにボランティ
アの人や、施設を卒園した子どもたちが加わって
子どもたちを育てていた。文化面では、コーラス、
シアター、スポーツなどの先駆的な取り組みを行
なっていた。

現在の活動の詳細を聞くことはできなかったが、
職員は、ドム・シエロがコルチャック設立の孤児
院であることやコルチャックの思想を意識し、子
どもたちとのパートナーシップを重視し、集団の
子どもへの支援というより個としての支援を大切
にしているとのことであった。

６. 所感
日本に先駆する形で、ポーランドでも子どものひ

とりひとりの尊重のため、大規模な入所型施設はな
くし、里親、あるいは小規模の施設での社会的養育
へと切り替えているところであった。法律などは頻
繁に改められ、それに伴い施設のありようも変わっ
てきている。

コルチャックを輩出したポーランドにおいても、
社会的な余裕のない状況では、子どもの権利尊重の
気風は持ちにくくなるようである。自分だけが、自
国だけがと利益を追求した結果が、先の戦争だとす
るならば、その点を戒め、平和な世界、誰もが尊重
される世界に向けて、声を上げていくことが我々ひ
とりひとりの責務であると感じた。　　（渡辺　葉一）

【参考資料】
・イヴォナ・フミェレフスカ　田村和子・松方路子訳 　2012　
　ブルムカの日記 コルチャック先生と12人の 子どもたち 石風社
・近藤二郎 1990 コルチャック先生　朝日新聞社
・塚本智宏 2019 コルチャックと「子どもの権利」の
　源流　子どもの未来社
・樋渡直哉 1994 子どもの権利条約とコルチャック先生　
　ぽるぷ出版
・ヤヌシュ・コルチャック 近藤康子訳1993 もう一度
　子供になれたら　図書出版社
・ヤヌシュ・コルチャック 中村妙子訳 2012子どもの
　ための美しい国　晶文社
・ユニセフ T・NET 通信Np.26
　https://www.unicef.or.jp/kodomo/teacher/pdf/sp/
　sp_26.pdf　（2019年 12月 20日閲覧）

中央左から通訳の松本さん、チェシェルスカさん、研究員のチェル
ノフさん。コルチャックがいた頃のドム・シエロの様子が後ろ
の壁に印刷されている。子どもたちが食堂として使っていたま
さにその場所で講義を受けることができた
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ポーランド

コルチャック先生
コルチャックと子どもの権利条約
コルチャックは国連の「子どもの権利条約」の制定に大きな影響を与えた人です。今回の研修では、
コルチャックのゆかりの地を訪ね、活動や思想に触れ、「子どもの権利」について学びました。

コルチャックの生涯と業績
ヤヌシュ・コルチャック（本名　ヘンリク・ゴールドシュミット）は、1878 年ポーランドの首都ワルシャ
ワのユダヤ系の家庭に生まれました。小児科医としての活動を行いながら、恵まれない家庭環境にあっ
た子どもたちに関わっていました。33歳の時に、家庭と学校がひとつになった施設を設立します。「ドム・
シエロ（孤児たちの家）」と「ナシュ・ドム（僕たちの家）」です。コルチャックは、2つの施設の運営と、
子どもたちへの教育・養育を通して、子どもも大人と同じように人権の主体なのだと主張しました。
また、ポーランドに住むユダヤ人（この時代、ポーランド人であることも、ユダヤ人であることも、差別・
迫害の対象となりました）として、社会に対して声を上げ、第１次世界大戦では軍医となり、戦いに加
わりました。
しかし、第 2次世界大戦中、ナチスドイツのユダヤ人絶滅政策により、200 名の子どもたちとトレブ
リンカ絶滅収容所に向かい、その生涯を終えました。自分だけに与えられた助命の特赦を拒否し、子ど
もたちと最期をともにすることを選びました。

コルチャック年表
年 年齢 できごと

1878 0 ワルシャワのユダヤ系の裕福な弁護士の家庭に生まれる
1890 11 父親が精神病にかかる
1897 18 父親が他界。家が貧しくなる。母親・祖母・妹を家庭教師をして養う
1899 20 パデレウスキー文学賞第１賞に入賞。ペンネーム「ヤヌシュ・コルチャック」を使用
1904 25 医師の資格を得る。小児科を専門とする

1905 26 日露戦争にロシア軍の軍医として従軍。その後、ベルリン・パリ・ロンドンで医学を研鑽。
ポーランドに戻り、子どもキャンプ財団の相談指導・教育職に就く

1912 33 教育者の道へ。ユダヤ人の子どものための孤児院（ドム・シエロ）の院長となる
1914 36 第 1次世界大戦にロシア軍の軍医として4年間従軍

1921 42 マリーナ・ファルスカとともに、カトリック教徒の子どもたちの孤児院（ナシュ・ドム）
を設立

1923 44 マチウシ一世（『子どものための美しい国』）を発表
1924 45 国際連盟による『児童の権利宣言』
1926 47 『子どもの眼』という週刊新聞を発行（～1939）
1929 51 『子どもの権利の尊重』を発表
1935 56 『老博士』として国営ラジオ番組で、子どもや子育てを主題とした番組を担当

1939.9.1 60 ドイツ、ポーランドに侵攻。第2次世界大戦が始まる
1940 61 ユダヤ人強制居住区（ゲットー）に孤児院ごと移動される

1942.8.6 63 200名の孤児とのトレブリンカ絶滅収容所へ向かう操車場への行進。没
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多彩な専門家
　コルチャック研究所では、コルチャックの多才な活動（ワルシャワ市民、ジャーナリスト、コラムニ
スト、社会活動家、エコロジスト、医師、教育者、講演家、教育者、作家、軍人、市民権活動家）と、
私人であり公人としての人となりが紹介されていました。彼の専門家としての実績の一部を紹介します。

●医師として
　小児科医となり、伝染病の研究を行いました。その中で、子どもの発育はどうあるべきかを実践に基
づき研究をしました。

●作家として
　自身の体験に基づき、子どもの育児や子どもを主人公とした物語などを書いています。『子どものた
めの美しい国』、『もう一度子どもになれたら』などの小説を媒介に、子どもたちには周りの世界はど
のように見えているのか、また普段の生活において、いかに子どもが大人たちから不当に扱われてい
るのかを描きました。著作（本や記事）は 1,500 件を超えると言われていますが、戦争で失われてい
るものが多く、オリジナルはほとんど残っていません。

●教育者として　
　大学や子どものために働く職員向けに講義をしました。講義テーマとして『個人としての子どもの権
利』を取り上げたこともあります。研修参加者には「理論と実践のバランスが大切である」と教え、
週1回の講義に対して、1日3～4時間の実習を課していました。1920年代には、マスコミと共同して、
子ども新聞『子どもの眼』の発行をしていました。

コルチャックの実践
コルチャックが大切にしたのは、「自由な雰囲気の中で、子どもたちが自治によって自分たちを律し
ていく」ということでした。コルチャックは、「子どものことを一番よく理解している専門家は子ども
たちである」とし、「子ども議会」「子どもの裁判」「子どもの法典」という 3つの活動、問題児を自分
たちで助けて立ち直らせる指導（ガイダンス）委員会を設けました。
「子ども議会」とは、子どもたちの投票によって選出された12人の議員が施設のきまりを決める場です。
きまりは施設で生活する子どもたちが安心して暮らせるように決めるものです。議会で決まったきまり
を守らない子どもがいた場合に「子ども裁判」が開かれます。裁判官は子どもたちによる任命制で、週
に 1回、5人の裁判官が選ばれ、判決が下されます。子どもは子どもの世界の専門家なので、子どもが
失敗しやすいことも、うっかり間違うこともよく知ったうえで判決
を下します。有罪判決も下しますが、それは自分からまじめに努力
することで、誰でもよりよくなれることも知っているからです。有
罪の判決を下す際に使われるのが「子ども法典」です。法典には罪
の種類が挙げられていますが、裁判官が易しい言葉で注意し、諭し
てやめさせるという項目が主です。コルチャックは自分が大人の意
見を押しつけず、子どもたちの意思と自治の仕方を尊重しました。
そのためもあってか、コルチャック自身が子どもへのかかわりが良
くないとして子どもから訴えられた時もあり、子どもたちが定めた
手続きで裁かれたそうです。このことからもコルチャックが大人も
子どもも同等の権利があるのだと考えていたことが分かります。

子どもの権利条約へ
コルチャックが活動したポーランドは第 2 次世界大戦で 600 万
人もの国民を失い、そのうち 200 万人が子どもでした。子どもた
ちにこのような大きな不幸を 2度と与えてはいけないと、1978 年、
ポーランドが子どもの権利条約の草案を提出しました。1979 年コル
チャックの生誕 100 周年を記念して、ワルシャワに「国際 J・コル
チャック連合」が設立。同年をユネスコが国際児童年と制定し、国
連人権委員会に「子どもの権利条約」の作業部会が設置されました。
その 10 年後の 1989 年、国連で子どもの権利条約（50 ページ）が
採択されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡辺　葉一）

【参考資料】
・近藤二郎 1990 コルチャック先生　朝日新聞社　
・塚本智宏 2019 コルチャックと「子どもの権利」の源流
　子どもの未来社
・ユニセフ T・NET 通信No.26
　https://www.unicef.or.jp/kodomo/teacher/pdf/sp/sp_26.pf
　（2019年 12月 11日閲覧）

シフィエントクシスキ公園の
コルチャックの記念像
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コルチャック先生に触れて
コルチャックの生き方・著作についての感想

瀬崎　美穂 
コルチャック先生の残した言葉は、子ど
もへの「愛」と「敬意」に溢れていた。
しかし、大人である私には「戒め」の言
葉にも思えた。「私が存在するのは、行動
し、愛するためです。」この言葉を生涯、
実践し続けたコルチャック先生…その存
在に触れ、私も子どもへの敬意を行動で
示し続けられる人間になりたいと思えた。

工藤　嘉央 
「私たちは君たちに何も与えることができ
ません」と前置きしながらも、「ひとつだ
け」、贈ることができると彼は言い残して
いる。それは“あこがれ ”だ。希望する
未来を創るのは、僕たちが持つ、それだ。
今回、僕たちは彼を知った。そして、何
か大きなひとつを託されたんだな。

砂川　辰介 
コルチャックさんがどのような気持ちで
子どもたちと過ごし、命を落とすことを
知りながら列車に乗り、子どもの権利を
守ったのか、想像を絶します。「子どもを
子どもでなく一人の人間としてみる」こと
を、今後の児童福祉で関わる人間として
大切にしようと決心しました。また、身
近にいる仲間にも伝えたいと思いました。

大塚　斉 
コルチャックは、強制収容所で子どもとともに死んだ。強いものにおもねるより、弱いも
ののそばに居続けることを選んだのだ。戦争は、貧困であり、暴力であり、人権侵害だ。
今でも家庭内で“戦争”が起これば、その被害は弱者である子どもに及ぶ。コルチャック
の魂は、子どもの権利条約となって、私たちに託されているのだと思う。

熊谷　裕美子
コルチャック先生が、極限のなかで「子
どもを愛する」ことを体現したことに深
く感銘を受けた。子どもたちが先生に寄
り添われて最期を迎えたことはせめても
の救いだったと思う。子どもは愛される
ために生まれてくる。子ども自身が十分
に愛されたと実感できるように、後に人
を愛せるように私も寄り添っていきたい。

渡辺　葉一
コルチャック先生のように多才な能力は
私にはないけれど、子どもたちにかかわ
る時、彼ならどうしていただろうかと、
思いを馳せられるようになった。それは
子どもの権利尊重のための、私の中での
小さいけれど確かな一歩だ。

藤永　亜津沙
今までこんなにも直接会ってお話を聞き
たいと思った人がいるだろうか。コル
チャック先生は子どもに敬意をもち、多
様性を喜び、その愛を実践によって示し
続けた。これから私が悩んで足を止める
時、先生が自ら望んで最期まで貫き通し
た子どもへの愛を思い、きっと先生に問
いかけるだろう。一人一人の子どもに必
要なケアを、喜びをもって行っていきた
いと思う。

今回の海外研修に向け、団員たちは、コルチャックの著作やその業績を紹介する資料、映画などで事前
勉強をしました。そして実際に現地を訪れ、見学や講義を聴く中で、各々が感じたことをまとめました。

COLUMNム
ラコ
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柴谷　麻希
どんな状況下でも信念を曲げることなく、
強い責任感を持って行動し続けることは、
並大抵のことではない。映画の中で、死
を免れることができない子どもたちに対
し「助けられないなら、せめて安らかで
尊厳のある死を」と主張していたコル
チャックの姿に、支援者としての日々の
姿勢を問われている気がした。

【参考資料】
・井上文勝2010子どものためのコルチャック先生　ポプラ社　
・近藤康子1995コルチャック先生　岩波ジュニア
・塚本智宏 2019コルチャックと「子どもの権利」の源流　子どもの未来社　
・堀尾輝久 2007 子育て・教育の基本を考える　童心社　
・ヤヌシュ・コルチャック　サンドラ・ジョウゼフ 津崎哲雄訳2001 コルチャック先生のいのちの言葉 明石書店出版
・ヌシュ・コルチャック　近藤康子訳1993もう一度子供になれたら　図書出版社　
・ヤヌシュ・コルチャック　中村妙子訳 2012 子どものための美しい国　晶文社
・コルチャック先生　監督アンジェイ・ワイダ 1990
・ポーランド広報文化センター　https://instytut-polski.org/about-pl/janusz-korczak/
　（2019年 12月 2日閲覧）
・鳥取養育研究所　第２回コルチャック先生の足跡を訪ねるポーランドツァー　http://youken.info/poland2-2/　
　（2019年 12月 2日閲覧）
・子どもの権利条約とコルチャック西条市
　https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/36566.pdf（2019年 12月 2日閲覧）

山本　浩子 
「すべての子どもたちは愛され、教育を受け、
その命を守られなければならない」
厳しい世界大戦中に子どもたちを守りぬ
き、子どもたちと運命をともにしたコル
チャックの言葉。現代に生きる私たちが
守るべきものも同じであり、子どもの権
利を尊重し、子どもを愛し守る大人であ
りたい。

矢頭　和博 
子どものためにと考えて仕事をしてきた
が、彼ほどの熱意、子どもに対する思い
は感じたことがない。ロンドン滞在中に
「子どもと子どもの問題に生涯を捧げる」
と誓ったそうだが、何が彼をそこまで動
かしたのだろうか。彼の精神をもっと学
び、子どもの「幸せ」のために尽くしたい。

白岩　哲明
「子どもはだんだん人間になるのではなく、（生まれながらに）すでに人間である」。という
コルチャックの思想にはハッとさせられました。自分自身が子育てをしている時にはそん
なことは全く考えたことがありませんでした。昨今の悲しい児童虐待事件を見聞きするに
つけ、社会全体でこの考えを共有していくべきと感じます。

岡部　匡俊 
第２次世界大戦中、理想と現実の隔たりが今よりももっと大きかった時代。子どもたちが
どう生きるかという理想に向かって現実と向き合い続けたコルチャック先生。理想の大人
像ではなく現実の実践者として行動で示す姿は、現代の子どもたちが抱える困難さと現実
的に向き合う私たちの励ましになりました。

谷澤　渚
大人が一人生き延びるのも大変な時に、
最も弱い子どもたちとともに最後まで生
きたコルチャック。残されたコルチャッ
クの言葉は、子どもへの温かなまなざし
であふれている。極限の生活の中でも、
子どものための理念を体現していた生涯
に敬服すると同時に、目の前にいる子ど
もたちとの時間を大切にしたいと思った。
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ポーランド

ポーランド　コルチャックと子どもの権利

ナシュ・ドム協会 児童養護施設・
その他サービス（Towarzystwo Nasz Dom）

1. ナシュ・ドムと
　ナシュ・ドム協会について
（１）概要

ポーランド人の孤児院「ナ
シュ・ドム（僕たちの家）」は、
1921 年、ヤヌシュ・コルチャッ
クとマリーナ・ファルスカ（写
真）によって創設され、1945
年まで運営されていた。1946
年に「RTPD 教育センター」
となり、その後 1951 年「若者の家」となって戦後
の社会主義政権時代も入所施設として運営された。
訪問した建物にある児童養護施設は、現在、ワル
シャワ市営施設となっている。

1921 年、コルチャックの考えを実践する目的で
設立されたナシュ・ドム協会は、戦後、政府方針
で活動停止となっていたが、1992 年、かつての協
会の理念や活動を引き継ぐ団体として再開された。
現在は、複数の児童養護施設の運営、入所児童へ
の支援、里親支援、支援者の育成などを通じ、困
難な家庭環境におかれ、権利が侵害されている子
どもたちを支援し、社会的自立に向けた援助をす
る公益団体として活動している。

（２）コルチャックの命題
『子どもはだんだんと人間になるのではなく、す

でに人間である』という命題に基づき、子どもた
ちへの支援を実践している。

（３）運営資金
主には公的機関からの援助金、サービスの委託

費用、補助金などで賄われている。子どもの出身
自治体によって援助金の金額が異なる。心理職員
の給与は施設がある自治体が負担する。その他、
寄付を募り、協会の運営資金にしている。

２. ナシュ・ドム協会事業の内容
施設の小規模化、多機能化に伴い、入所部門の他

にも子どものための複数の事業を展開している。

（１）児童養護施設　子どものための家
クラコフ、ムロンゴヴォ、ヴロツワフ、プシェ

ムィシルに定員 14 名の施設がある。家庭の雰囲気
に近い環境を提供し、子どもたちが生活技能や
学業を高めるため主体的に取り組めるよう支援を
している。家族への支援も行い、多くの子どもは
元の家庭に戻っていく。

（２)家族里親養育支援センター（ポルト（港）センター）
ワルシャワ、スルプスク、ヴロツワフに、子ど

もが親や里親とセラピーを受けることができる場
所があり、「ポルトセンター」と呼ばれる。3 ヵ所
で合計 24 名の常勤職員がおり、年間 200 ～ 400 名
の子どもたちがプログラムに参加している。

本センターでは専門家の育成と里親の支援及び
育成も行われている。里親は子どもへの温かさは
あっても、技術に長けた専門家ではないため、力
量不足ということもありうる。傷ついた子どもた
ちへの心理的なケアや子育てのトレーニングを行
い、技術を磨いてもらいつつ、子育ての相談にも
のっていくという形にしている。

（３）私の将来奨学金基金
（マイ フューチャー スカラーシップ ファンド）

社会的養護の場で生活する、自立間近な若者を
対象にした 1 年間の奨学金授与プログラムである。
奨学金を受給する審査のためには『自分の将来』
について子ども自身が計画を立て計画書と資料を
作成して提出する必要がある。最近では、この基
金を利用して調理、裁縫、スポーツ、獣医、車関
係の技術を身につけ、就職し自立していくケース
が増えてきている。

（４）退所児童のアフターケア
子どもたちが自立をした後も、関係が切れると

いうわけではない。18 歳で退所をする子どもが多
いが、結婚する時など、折に触れて繋がっている。

訪 問 日 時：2019 年 10 月 4 日 PM
住　　　所： Al. Zjednoczenia 34 01-830 Warszawa
U　 R　  L： http://towarzystwonaszdom.pl/
講　　　師： エルシュベータ・プジョンカ
（敬 称 略） （ナシュ・ドム国際担当コーディネーター）

ナシュ・ドム外観。ワルシャワ市営の児童養護施設ナシュ・ドム
と複合的な児童・家庭サービスを展開するNGOナシュ・ドム
協会が入っている

ファルスカは財政面、
実践面ともにナシュ・
ドムを支えた
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3. 現状と課題（プジョンカさんの話から）
かつての施設規模は大き

く、120 名以上の子どもがい
る施設もあったが、2020 年
施行の法律では、１施設の定
員が 14 名までとなった。こ
れは将来的には大人が子ども
に 1 対 1 で寄り添い、育てる
形をモデルとしているためで
ある。

施設の小規模化に伴い、給食担当者（調理員）や
清掃員といった職種は廃止となった。職員の抵抗も
あったが、子どもたちのために、施設を小規模化す
ることに決めた。しばらくすると、子どもたちも職員
も、自ら料理をしたり、整理整頓をするように変化し
てきた。

また、小規模施設が地域に分散したことによって、
それぞれの施設にどんな子どもがいるのかを把握で
きるようになった。100名単位の施設であった頃には、
職員が名前も知らない子どももいた。加えて、今の
環境になり、家庭的な雰囲気が生まれてきた。

一方で、小規模施設への定着が難しく、比較的規
模の大きい、職員がチームとなって働く施設が向い
ている子どももいる。そのため、規模の大きい施設
も残すべきだという議論も、ポーランド内にある。

4. 所感
プジョンカさんによると、ポーランドも日本と同

様に、児童養護施設の小規模化が進んでいるようで
ある。政府の基本方針としても、子どもはできるだ
け元の家族に戻し、家庭から離れる場合にもなるべ
く里親、あるいは小規模な施設を利用するとのこと
であった。そのような状況の中、社会における養育
の専門家として、新たな役割を担う取り組みを創り
上げ、それに対して政府からの支援を求める姿勢が
素晴らしいと感じた。民間の取り組みを、国が支援・
後押しするのである。ポーランドの人たちの能動性
と子ども福祉への情熱を垣間見たように思う。これ
からの日本の児童養護施設の姿勢やあり方のひとつ
に、このような形があるのかもしれない。

  （渡辺　葉一）

児童養護施設ナシュ・ドム（僕たちの家）

①施設形態と入所児童数
今回訪れた建物の中に 14 名の子どもが暮らすホーム
が 2 つあり、すぐ近くに各々 8 名と 10 名の子どもが
暮らす別の児童養護施設が設置されている。

②児童の状況
家庭内で課題がある子ども、心理的な課題がある子
ども、身体的障がいを持っている子どもが入所して
いる。対象年齢は 7 ～ 18 歳で、26 歳までいられる
場合もある。平均的な入所期間は 3 ～ 7 年である。
なお、7 歳までの子どもは里親委託となる。子ども
たちには個室、あるいは 2 人部屋が用意されている。
大家族のような雰囲気のホームである。

③入所の原則
現在、ポーランドの法律においては、子どもたちは
元の家に戻れるように支援することと定められてい
る。それがどうしても無理な場合には、施設での養
育を行ない、自立できるような手助けをする。
入所の判断は裁判官が行う。施設の入所費用は応能
負担で、裁判所が収入などを調べて負担額を求める

（それほど高額ではない）。
④スタッフ体制

ナシュ・ドム本体施設の常勤職員は 15 名で、子ど
も 14 名のホームにケアワーカー 6 名程度が交代制
で勤務している。

⑤子どもへの支援
心理的なセラピーを行っている。また、職業訓練や
教育機関利用のための資金援助をしている。

⑥親への支援
心理的なセラピーを行っている。家庭復帰プログラ
ムについては、家族によっていろんな要素（子ども
の別離によるトラウマ・保護者の別離によるトラウ
マ・治療経過）があるので、必要に応じて外部のサー
ビスを利用する。
スタッフによる支援に関する提案を受け入れるかど
うかは、各家庭の判断に委ねられる。

ナシュ・ドムの園庭・遊具

施設に飾られていた子どもの作品

講師のプジョンカさん

【参考資料】
・近藤二郎 1990 コルチャック先生　朝日新聞社
・ユニセフ T・NET 通信Np.26　
　https://www.unicef.or.jp/kodomo/teacher/pdf/
　sp/sp_26.pdf（2019年 12月 30日閲覧）
・ナシュ・ドム
　http://towarzystwonaszdom.pl/　
　（2019年 12月 30日閲覧）
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コルチャックと子どもの権利条約
●子どもの権利条約
　（国連の児童の権利に関する条約）とは
子どもの権利について定める国際条約である。
条文は、前文及び 54 ヵ条からなる。子どもを権利
をもつ主体と位置づけ、大人と同様ひとりの人間と
しての人権を認めるとともに、生命、生存及び発達
に関する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見
の尊重、差別の禁止を一般原則とし、成長の過程で
特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も
定めている。
児童の権利に関する条約、第 1 部第 1 条による
と「児童とは、18 歳未満のすべての者をいう。た
だし当該児童で、その者に適応される法律により、
より早く成年に達したものを除く」とある。なお、
文部科学省は「本条約についての教育指導にあたっ
ては『児童』のみならず『子ども』という語を適宜
使用することも考えられる」という案を示している
ため、ここでは児童を「子ども」、児童の権利に関
する条約を「子どもの権利条約」と表記する。

●子どもの権利条約ができるまで
今回の視察先の 1 つであるポーランド政府が
1978年に草案を提出している（表1参照）。1979年
の国際児童年はコルチャックの誕生100年目であっ
たため、「ヤヌシュ・コルチャック年」と名付けら
れた。
1989 年に国連で全会一致で子どもの権利条約が
採択された。コルチャックが著書で訴えてきた「子
どもの権利」が 50年以上かかって実現し、1990年
に国際条約として発効された。

表１. 子どもの権利条約制定まで

1948年

「世界人権宣言」が第3回国際連合総会で採
択される。全ての人民と全ての国が達成すべ
き基本的人権についての宣言。正式名称は、
「人権に関する世界宣言」

1959年

1924年に国際連盟に採択され、1959年
に拡張された「児童の権利宣言」が国際連合
に採択された。子どもの権利を促進する国際
文書

1978年 「子どもの権利条約」の草案をポーランド政
府が提出

1979年
「国際児童年」をユネスコが宣言。
国連人権委員会の中に「子どもの権利条約」
の作業部会を設置

1989年 国連で「子どもの権利条約」を採択

1990年 「子どもの権利条約」を国際条約として
発効

COLUMNム
ラコ

●子どもの権利条約の締結国・地域
1990 年の発効年に 63 ヵ国が批准した。最近では、2015 年に南スーダンとソマリアが批准し、
2019 年現在、国連加盟国数を上回る 196 ヵ所の国と地域で締約されている。ポーランド、ベルギーは
1991 年に批准し、日本は 1994 年 4 月 22 日、158 番目に批准した。ちなみに、アメリカ合衆国は国
連加盟国で唯一の未批准国である。
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●日本の第 4回・第 5回総合定期報告書に関する総括所見
子どもの権利条約のすべての締約国は、条約の履行状況に関する報告書を定期的に提出し、国連子ど
もの権利委員会による審査を受けることになっている。日本は 2019 年、第 4回・第 5回統合定期報告
書をもとにした 4回目の審査を受けている。

・前回からのフォローアップ措置および達成された進展
男女双方について最低婚姻年齢を 18 歳と定めた 2018 年の民法改正、2017 年の刑法改正、2016 年
の児童福祉法改正、および児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に
関する法律の改正を挙げている。また子供・若者育成支援推進大網（2016年）、第 4次青少年が安全に
安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画（2018 年）およ
び子どもの貧困対策に関する大網（2014 年）など、前回の審査以降に子どもの権利に関連して取ら
れた制度上および政策上の措置も挙げられている。

・主要な懸念領域および勧告
条約に基づき日本がとるべき措置について、多岐にわたる勧告が列挙されている。緊急の措置がとら
れなければならない分野として、差別の禁止、子どもの意見の尊重、体罰の禁止、家庭環境を奪われ
た子どもへの対応、少年司法の課題などを挙げている。

勧告の例
• 非婚の両親から生まれた子どもの地位に関連する規定を含めた子どもを差別しているすべて
の規定を廃止すること
• 体罰が法律で明示的かつ全面的に禁止すること
• 家庭環境を奪われた子ども：児童相談所における子どもの一時保護の実務慣行を廃止すること
• 中絶の非犯罪化を検討するとともに、思春期の女子を対象とする、安全な中絶および中絶後
のケアのためのサービスへのアクセスを高めること
• 子どもの犯罪の根本的原因を研究し、かつ防止措置を緊急に実施することなど

●所感
子どもの権利とは、世界中のすべての子どもが、心身ともに健康に、自分らしく育つための権利である。
この権利を守るために、多くの人、国、地域が尽力しているが、まだ完全には実現されていない。
今回の視察で、日本とポーランド・ベルギーでは子どもの人権のみならず、人権そのものの捉え方が
違った。近隣の大国に長い間翻弄されてきた歴史を持つ 2つの国の人々は、人権意識が高く、子どもに
対しても同様であった。子どもの権利とはどういうことか、とても考えさせられた研修だった。
世界中のすべての子どもを対象にすることはできないけれど、せめて私が関わる子どもたちには心
身ともに健康に自分らしく育つことができるよう、支援者としてできることを考え、実行していきたい。

（柴谷　麻希）

【参考資料】
・CRC平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト　日本の第4回・第5回統合定期報告書に関する総括所見
　https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/319.html　（2019年 11月 29日閲覧）
・外務省HP 児童の権利に関する条約　https://www.mofaj/gaiko/jindo/zenbun.html　
　（2019年 11月 29日閲覧）
・外務省HP 世界人権宣言　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/index.html　（2019年11月30日閲覧）
・文部科学省HP 児童の権利に関する条約について
　https//www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm#LABEL1　（2019年 11月 29日閲覧）
・日本ユニセフ協会HP https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html　（2019年 11月 30日閲覧）
・ Wikipedia 国際連合児童基金　https://ja.wikipedia.org/wiki/　（2019年 11月 30日閲覧）
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ポーランド

ポーランド　コルチャックと子どもの権利

子どものオンブズマン事務所
（Biuro Rzeczenik Praw Dziecka）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 2 日 PM
住　　　所： ul.Przemystowa 30/32 00-450 Warszawa
U　 R　  L： http://www.brpd.gov.pl/
講　　　師： コワジ・パウラック（オンブズマン）
（敬 称 略） バルバラ・マチドウォスカ（国際担当）
 ヨアンナ・ヴィトヒッチ（国際担当）
 レオノーラ・ポレンドアック・ティメッカ
　　　　　　 （地区裁判所裁判官）

■ポーランドと国連子どもの権利条約、オンブズマン制度の発展の歴史
1959年　国連子どもの権利宣言が採択される（ポーランドが宣言作成に関与した）
1978年　ポーランドが子どもの権利条約案を国連人権委員会に提出し、作成の交渉を開始する
1982年　ポーランドでオンブズマンが初めて設置される（子ども専用ではない）
1989年　国連子どもの権利条約が採択される。ポーランドでは非社会主義政権が成立し、民主化が進む
1991年　ポーランドが国連子どもの権利条約に批准する
1997年　ポーランド共和国憲法が制定される。憲法にオンブズマンの設置が定められる
2000年　子どものオンブズマンに関する法律が制定され、子どものオンブズマンが設置される
　　　　    その後、認知度が高まり、子どものオンブズマンの権限の強化も進む

※全て1ズロチ＝28.13 円（視察初日：2019年 10月 2日）で計算

1. 概要
子どものオンブズマン（Rzeczenik Praw Dziecka）

は、国連子どもの権利条約、ポーランド憲法、その
他関連法令に基づき、胎児から成人するまでの子ども
一人ひとりの発達を保障し、権利、アイデンティティ、
信仰の自由を守るため設置された公職である。独立
した立場で子どもに関わる行政機関のサービスを監
視し議会に報告する責任を負う。

オンブズマンは、議員の要請を受け、上院の同意
を得て下院が任命をする。任期は 5 年間で 2 期まで
連続再任（最長 10 年）できる。

オンブズマン事務所にはスタッフが 100 人ほど
勤務し、行政機関への権利侵害に関する調査業務
や、子どもの権利を守る活動、啓発活動などを行う。
2019 年度の支出予算は 3,258 億円であった。

ポーランド語で、Rzeczenik は代弁者を、Praw
は権利を、Dziecka は子どもを意味し、Rzeczenik　
Praw Dziecka は「子どもの権利コミッショナー」と
表現されることもある。ここでは「子どものオンブズ
マン」と呼ぶ。

2. 主な根拠法
・ポーランド共和国憲法：1997 年制定。72 条 1 項は

子どもの権利を保障し、72 条 4 項で子どものオン
ブズマンの権限と任命方法を法律で定めるとした。

・子どものオンブズマンに関する法律：2000 年制定。
役割、活動、要件と任命の手順、事務所の設置な
どについて定める。

2018 年12 月、6 代
目のオンブズマンと
なったパウラック
さん。
弁護士で、前職は法
務省家族関係部署に
勤務していた。パウ
ラックさんの前任者
は教育者や弁護士な
どであった。

52



3. 子どものオンブズマンの役割
（１）子どもの権利侵害に関する対応

子どものオンブズマンは、子ども自身、市民、
団体などから寄せられた行政機関や公的機関によ
る子どもの権利侵害に関する情報や苦情に対して、
法律に則り、以下の流れで問題の解決を図る。
①調査の要請を受ける。

情報提供者が、権利侵害に関する調査要請申請
書（特別な形式はない）をオンブズマン事務所
に提出する。権利侵害の事実調査を行う際は情
報源を明らかにする必要はないため、匿名でも
調査要請をすることができる。

②調査や法的対応による介入を行う。
申請を受け、オンブズマンは、次のような対応
をする。
・関係機関に対して、説明や情報、個人データ　

を含むファイルの提供を要求し、調査を行う。
・訴訟参加をする。最高裁判所への申し立てを　

する権限もある。
・民事訴訟の開始を要求する。
・管轄当局、検察庁、専門家へ調査の委託をする。

行政・公的機関は、子どものオンブズマンか
らの要請に応える必要がある。

③調査結果の説明をする、改善を命じる。
調査後、情報提供者へ結果の説明を行う。ケー
スによって民事問題や行政手続きの開始の要求、
権利侵害が確認された組織への改善勧告などに
よる問題解決を図る。改善勧告を受けた機関は
30 日以内に報告を行う。子どもの権利擁護の促
進のため、関係省庁や政府に法律や憲法改正の
提言も行うこともある。

2017 年オンブズマン年次報告書によれば、2017 年
1 年間で 39,182 件の調査要請に対応をした。内訳
は表 1 の通り。

表1. オンブズマン事務所で対応した権利侵害件数
　　  （2017年）

関連する権利 件数
命と健康が守られる権利 4,271
家庭で育つ権利 12,324
社会的公正に関わること 2,435
教育を受ける権利 5,978
暴力から守られる権利 3,206
情報を知る権利 9,571
その他 1,397

合計件数 39,182

出典：Informacja o dzial⁄ a lnos-ci ,Rzecznika praw 
dziecka,Za rok 2017

（２）議会への報告義務
オンブズマンは年に一度、議会で活動報告、及

びポーランド国内の子どもの権利についての状況
報告を行う。報告内容は、専用ホームページで公
開する。

4. 子どものオンブズマン事務所の活動内容
子どものオンブズマン事務所は、ヘルプライン、

教育、家族、国際、社会福祉の部門に分かれ、次の
活動を行っている。

（１）子ども信頼電話（チャイルドヘルプライン）部門
「信頼電話」と呼ばれる電話代無料のヘルプライ

ンを運営し、平日 8 時 15 分から 20 時の間に子ど
もからの匿名相談に応じている。相談対応は心理
専門家が行う。学校や裁判所や少年院にポスター
を掲示し、周知を図っている。

相談内容は、自殺、DV、家族に関すること、
学校での問題などである。

相談対応者が危機介入の必要性を感じて警察に
繋ぎ自殺を防いだ例もあるが、1 回の電話だけで解
決できない問題も多い。子どもの信頼を得て、再び
相談をしてくれるように話しかけている。

（２）教育分野部門
学校で起きた子ども同士の対立などの問題を、

メディエーションの手法を用いて第三者を加えた
話し合いで解決する「問題解決のプロジェクト」
を 12 の学校で進めている。

具体的には、まず校内で、教員、父母、生徒の中
からプロジェクトの推進メンバーを決める。メンバー
は裁判所でメディエーションのトレーニングを受
け、問題発生時には当事者の子どもたちと話し合
いを持ち、子どもたちで問題を解決できるように
導く。プロジェクトの成功例、失敗例は報告書に
まとめ、オンブズマンに報告している。

（３）家族問題部門
ポーランドには 300 あまりの家庭裁判所があり、

年間 50 万件もの案件が扱われている。親権問題で
裁判となった時、子どもに弁護士はつかないが、
要請があればオンブズマンが介入し、子どもの権
利を保障するために代理人をつける申請をするこ
ともある。離婚訴訟においても同様で、子どもに
弁護士がつかなければ権利が保障されないと判断
すれば、オンブズマンが弁護士をつけるよう提案
する。
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（４）国際部門
　　 （ハーグ条約に基づいた親権問題への対応）

国内に、国際間の親権問題を取り扱う裁判所が
16 ヵ所ある。オンブズマンは、これら裁判所の判
決に異議を申し立てることができる。また、子ど
もの最善の利益を守るため、専門家からのコンサ
ルテーションを受け、オンブズマンが裁判官に意
見することもある。ハーグ条約に係る案件全てを
事務所が把握しているわけではないが、マスコミ
などに取り上げられた重大案件は情報収集を行う
よう努めている。

◆国際・親権問題の実例◆
国際部門の一番の関心事は、国際結婚が破たんした

場合の子どもの国籍と親権の問題である。
日本人男性と結婚をして子どもをもうけ、日本に居

住していたポーランド女性が、子どもを連れてポーラ
ンドに帰ってしまったため、父親が子どもの返還を求
めて訴えたケースがあった。こうしたハーグ条約に係
る案件は、往々にして子どもを連れ去った親側に不利
である。しかしこのケースでは、子どもがポーランド
で安定した生活を送っていたことから、オンブズマン
が専門家の意見も聞いて「子どもはポーランドに残る
べき」と意見をし、母親が勝訴した。
オンブズマンは子どもの最善の利益を最優先させる

ために介入するが、その判断はいつも難しいとのこと
だった。

（５）社会福祉部門
1997 年憲法では「体罰を受けない権利」が保障

された。その後、2010 年に改正された「家族と後
見の規範に関する法律」で体罰禁止が 96 条の 1 項
として追加され、近年、家庭内でのしつけや体罰に
関する考え方や方法に変化が見られるようになっ
てきた。しかしインターネット上の暴力や家庭内
暴力、学校内暴力は今も大きな問題である。

◆ IT 社会から子どもを守る◆
　子どもの権利条約締結から 30 年たった 2019
年、アイルランドで国際オンブズマン会議が行われた。
テーマは、IT 社会の中でどう子どもを守るかであった。
ポーランドでは今、インターネット上のいじめや性被
害などの暴力が大きな問題となっており、IT 省が「オ
レンジ」という通信会社と連携して IT 社会で子どもを
守る取り組みを進めている。昨今の日本でも、同じよ
うなテーマで子どもの権利擁護に向けた取り組みがあ
る。IT 問題は国境を越えた大きな問題となっているよ
うだ。

5. 所感
今回の視察では、オンブズマンの立場からいかに

子どもの権利を守るかを伺いました。主導的に立ち
上がり、声を挙げて行動に移すことで、ポーランド
全体で子どもの権利擁護について考えているなと感
じました。独立した機関であると謳っていますが、
専門家との連携も含めて、チームとして解決に導く
姿勢が言葉に表れていました。国際問題では、日本
でも同様なケースはありますが、ヨーロッパ全土と
なると規模が多く、より複雑な問題の中で子どもた
ちの安全確保に尽力していました。様々な活動も伺
うことができ、多くの刺激を受けました。

（砂川　辰介）

【参考資料】
・オンブズマン事務所
　https://brpd.gov.pl/dwumiesiecznik-prawa-dziecka
　https://brpd.gov.pl/2020/01/06/20-lat-
　rzecznika-praw-
　dziecka/（2019年 11月 30日回覧）
・子どものためのオンブズマンに関する法律
　https://www.lexlege.pl/ustawa-o-rzeczniku-praw-
　dziecka/（2019年 12月 1日回覧）
・子どものオンブズマン2017年年次報告書
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１. 概要
（１）OPS（社会福祉センター）プラガ南地区

OPS は、家族労働社会福祉省の定めた基準に従
い、ワルシャワ市内で社会福祉や補助金、健康保
険などの社会援助サービスを提供する行政機関で
ある。日本の社会福祉センターのような位置付け
にあり、その中に児童保護の機能も含まれている。

プラガ南地区は面積が大きいため地区内に OPS
支所が 4 ヵ所あり、スタッフも他に比べて多い。

（２）OPSの人員体制
OPS プラガ南地区には、総勢 174 名のスタッフ

がいる。ソーシャルワーカー（以下 SW）72 名、
アシスタントが 8 名、コンサルタント 4 名、心理
士 8 名、薬物依存のセラピスト 2 名、非行担当 3 名，
法律家 3 名、調査専門スタッフ 4 名、所長を含む
管理職が 18 名である。

2011 年の法律で、OPS の職員は全て最低でも大
学卒業であることが要件となった。

法律では人口 2,000 人に対して SW1 名を最低基
準としているが、OPS プラガ南地区では、1 人の
SW が担当する世帯数は 50 世帯としている。

ワルシャワ市プラガ地区
人口290万のワルシャワ市には18つの特別行政区

がある。プラガ地区は、ヴィスワ川右岸にあり、プラガ
北とプラガ南の行政区に分かれる（２つの行政区）。プ
ラガ南地区は、人口18万人で、戦火で残った古い建物
が現存する下町的な地域である。近年は，再開発もされ
ている。2018年離婚率は2.45（人口1,000対）、出
生率は 11.37（人口 1,000 対）、失業率は 22.9（労
働人口1,000対）であった。

OPS (Os′rodek Pomocy Społecznej)
社会福祉センター　プラガ南地区

訪 問 日 時：2019 年 10 月 3 日
住　　　所： Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
U　 R　  L：  https://ops-pragapoludnie.pl
講　　　師： ズザンナ・グラブシュカ （センター長）
（敬 称 略） アニエスカ・レボノフスカ（特殊児童専門）
 ベアタ・チャブカ（社会的ケア担当）
 ベアタ・ボッザンマティシアク（DV対応）
 アニエスカ・スキルパン
 ドロータ・クルジェミスカ（心理療法担当）
 イワナ・マティシアク（DV対応）

2. サービス
（１）サービス概要と利用状況

2018 年度、OPS サービスを利用したのは 9,024
世帯である。プラガ南地区人口は 18 万なので、人
口の 5％以上が利用していることになる。

利用サービスの内訳は、ブルーカード（DV 被害
登録：児童虐待も含む）の認定 511 件、国民健康
保険金支給が 3,000 件、積極的な支援介入を行った
ケース例が 1,162 件であった。

表1. センター業務内容
サービス内容

支給

補助金の支給
保険料（国民全員加入）の支給

葬儀資金の支給

シングルマザーへの資金援助

貧困対策
子どもへ食事の提供
（子ども食堂なようなもの）

ロマ（ジプシー）への教育支援

DV
児童虐待も含む

DV被害者の保護 シェルター

家族アシスタント

ブルーカードの認定

高齢者サービス 買い物の手伝いやデイケア

広報 権利に関する広報 教育

他機関連携
他のNGOなどと共同企画 
キャンプ・高齢者のダンス

関係機関へのコンサルテーション業務

ニーズや課題に即したサービスを提供するため、
地域の状況を把握して対応策を採ることが重要な役
割と考えている。新たなサービス導入のための追加
予算は、EU による資金援助プログラムに申請するこ
とができる。　　

ヴィスワ川

ここが
プラガ南

■ワルシャワの
　地区と行政区
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（２）子どものいる家族への支援
OPS の中心業務は、家族に対する支援である。

2010 年制定の家族と後見の規範に関する法律では、
DV 防止（児童虐待も含む）が明記され、家庭にお
ける暴力をなくすためさまざまな取り組みがなさ
れている。そのいくつかを紹介する。

①家族機能向上プロジェクト
就労が安定すると家庭も安定するため、就労支援を
行っている。両親が話し合う機会を持ち、喧嘩に
明け暮れないよう親向けに心理教育（養育技術、
感情的でない子育て）をしたり、子どもと遊べな
い親には子どもとの関わり方を教える。
他機関と共同で家族単位の交流活動を進め、同
じ課題を抱えた家族の小グループによる援助や
キャンプなどを行う。
子どもに対しては、クリスマスイベントや科学博
物館見学などで、世の中や人生の楽しさ、面白さ
を実感できる経験をしてほしいと考えている。

②ジプシー家族への支援
プラガ南地区にはジプシーが多く住んでいる。
ジプシーは、子どもが 11 歳になると学校へ通
わせないことがある。また女性は識字率が低い。
OPS では子どもが教育を続けられるよう、また
教育の機会が失われていたジプシーへの支援を
行っている。

③障がいを抱える家族への支援
身体障がい児の家族は、子どもが成人した後も世
話を続けなければならない。例えば、子どもが生
まれてから一度もバカンスに出かけたことがな
い親もいる。こうした家族に休暇を過ごしてもら
おうというプロジェクトを行っている。地区予算
だけでは費用が賄えないため、EU の資金援助を
申請している。

④家族アシスタント
家族専属の担当となり一番身近な存在として日常
を支援する役割の職員がおり、”家族アシスタント”
と呼ぶ。要件は大卒以上で、待遇はセラピストら
他の支援職員と同じである。例えば、役所に同行
し、一緒に手続きを行う。家族アシスタントには
調査権限もあり、日本の児童福祉司に近い。

⑤ブルーカード（DV 被害登録）の認定と支援
ブルーカードは、児童虐待を含む DV の被害者登
録制度である。被害事実を認定されてブルーカー
ドに登録をされると、法律相談、心理カウンセリ
ング、医療、職業訓練等の支援機関に情報が共有
され、包括的な支援サービスを無料で受けること
ができる。また警察ではブルーカード情報から暴
力のある家族を把握している。
ブルーカードは、警察、判事、教育委員会、医師
など、多職種の専門家の審議によって認定される。
OPS は審議のための調査とアセスメント、及びブ
ルーカードによる支援サービスの管理を行う。
2018 年度の登録は 511 件で、プラガ南地区人口
の 0.2％が登録されたことになる。

ブルーカードは、被害者認定の証なので、離婚訴訟
や親権問題の際に有利に働くことがある。例えば、
母親が虐待被害を訴えて登録された後、今度は父
親からも通告と登録希望があり、詳細な調査に
よって母親の認定が覆ったというケースもある。

3. 児童保護と社会的養護
OPS は虐待の通告を受け、調査、アセスメントを

して、支援につなげる業務をしている。ポーランド
の虐待対応のポイントと社会的養護について聞いた。

（１）虐待対応について
①通告
虐待通告は、近隣住民、警察、学校、被害者など
から OPS に入る。状況が深刻な場合は、OPS が
警察とともに家庭訪問をし、その場で子どもを保
護することもある。

②親が支援を求めない時～裁判所の関与
両親が介入を求めない場合、OPS は、緊急一時
保護の実施など、対応方法について家庭裁判所の
判断を要請する。その際、OPS は裁判官に意見
を伝える。それに基づき裁判所は 48 時間以内に
判断を下す。
一時保護となった場合、OPS は、その家族と子
どもをモニタリングし、裁判所に意見を提出す
る。裁判所は、2 週間以内に最終的な方針を決定
する。裁判所は、親に支援を受けるよう命令す
ることもある。親が裁判所の決定に従わない時は、
補助金のカットなどに繋がる場合もある。補助金
の支給や決定は OPS の専権事項である。

③親子分離
ポーランド憲法では、子どもは、原則的に、生物
学的な親に育てられなければならないと定めら
れており、それが難しい場合は里親委託か施設入
所となる。
親子分離後、親が不適切な家庭の状況を変えよう
と動機付けられるのは 3 ヵ月から 6 ヵ月後くらい
までだと考えている。それまでに変わる兆候がな
ければ、親に変化を期待するのは難しい。
分離された子どもの35％程度は家庭復帰している。
0 歳から 3 歳までは、18 ヵ月以内に分離か家庭
復帰かの意見を提出しなければならない。児童養
護施設に入所した際には、2年毎に見直しをする。

（２）社会的養護について
現在の里親制度の基盤は 1992 年にできた。子ど

もの委託先は、まず親族里親が検討される。セン
ター長グラブシュカさんは、「祖父母に預けるのが
本当に良いのかどうか疑問に思っている。養育に
何らかの問題を抱えたその親を育てた親なわけだ
から」と話していた。また「理想的には施設や里
親は廃止されるべきだと考えている。次の地区会
議でも、いかに分離措置（里親や施設）しないよ
うにするかをテーマに話し合うことになっている」
とのことであった。
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（３）近年の状況　
2010 年、家庭内の暴力を禁止する法律が成立し

た。しかし法律ができたからといって、すぐに暴
力がなくなるわけではない。また体罰の定義はま
だ明確ではない。この10年で虐待は増えているが、
統計的には来年度は少し減少傾向にある。目に見
える成果が出てきているのではないかと考えてい
る。

4. 支援者の人材育成　
人材育成は将来に向けての投資である。研修は、

評価に基づき、1 人ひとりに合ったものが受けられ
るようにしている。その職員の課題、レベルアップ
が期待できる分野、自己分析、上司による評価をも
とに各セクションのチーフとセンター長が話し合い、
具体的にどの研修やトレーニングを受けてもらうか
を決める。

しかしながらスタッフの離職も多い。特に、家族
と密に関わる家族アシスタントの若い世代の離職が
多い。家族を支援していると、どうしても感情が揺
さぶられるため、自分たちスタッフとしての挫折や
困難な状況をどうサポートしていくかが重要である
と考えている。

5. 所感
ＥＵの中でのポーランドの現況においても、ワル

シャワの中でのプラガ南地区においても、“貧困”が
引き起こす問題は多いのだろう。子どもたちの安定、
家族の安定を考える際に、財政的な安定は大きな要
因であるから、成人するまでの全ての子どもに毎月
500 ズロチ（14,000 円）支給する制度が今年度から始
まっているとのことだった。予算も昨年度 420 億ズ
ロチから600億ズロチ（1兆 7,000億円）に増えており、
さらにＥＵからの国外予算を得て、支援を提供して
いた。
「今年で人権宣言から 30 年がたち、我々の意識の

中には常にコルチャックの精神が入っている」と仰っ
ていたのが印象的だった。　　　　　　　（大塚　斉）

【参考資料】
・ポーランド統計（2017）Social assistance,child and 
family services in 2017.publication in PDF format.

　https://stat.gov.pl/en/topics/living-conditions/ 
social-assistance/social-assistance-child-and-
family-services-in-2017,1,9.html

　（2019年 12月 24日閲覧）
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ワルシャワ危機介入センター
（WOIK：Warszawski Os′ rodek
　　　　 Interwencji Kryzysowej）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 3 日 PM
住　　　所： Belgijska4,02-511Warszawa
U　 R　  L： http://www.woik.waw.pl/kontakt.html
講　　　師： モニカ・シーウィルスカ（ディレクター）
（敬 称 略） オルガ・ズドゥンチク（ソーシャルワーカー）
 マリウス・モデルスキ（ファミリーワーカー）
 アニエスカ・ストルガッツ（セラピスト）
 エバ・ドゥシンスカ（ファミリーワーカー）
 アレクサンドラ・イェドジェツァク（セラピスト）
 ジョアンナ・シエルスカ（セラピスト）

1. 危機介入センターについて
 （１) 概要

危機介入センターは、1990 年代から開設が進み、
現在国内に 128 ヵ所ある、危機に直面した成人に
対して、心理面、法律面、医療面、精神面から支
援を行う行政サービス施設である。各地区の社会
保障センターに連絡先が明示されている。利用に
医師の診断書などは不要で、誰でも支援を受けら
れる。利用者には、自発的に連絡をとって来る人、
家族に勧められて来る人、警察や行政機関から紹
介されて来る人、裁判所の判断などによって来る
人がいる。利用は無料である。

ワルシャワ市には 2000 年にワルシャワ危機介入
センター「WOIK」としてオープンし、現在市内 3 ヵ
所（図 1 ①②③）でサービスを提供している。

（２)職員について　
WOIK 職員になるためには、法律で大学卒業以

上の学歴が必要である。心理学、教育学専攻のほ
か、広く人文系学部出身者もおり、就業後に経験
を積みながら専門性を高める。職員には所内での
研修会のほか、外部のサイコセラピーやトラウマ
治療研修会、ワルシャワ市や EU の基金を使った
2 年間の研修プログラムなどのトレーニングを受け
る機会が提供されている。

２. 危機介入支援の対象
家庭内暴力の加害者・被害者・失業者、重度の慢

性疾患患者、自殺未遂者、家族の問題で困っている人、
精神的な負担により多くの問題を抱えている人、最
愛の人をなくした人、レイプ・暴行・事故・災害の
被害者、などを対象としている。

３.3 つのセンター
ワルシャワ市内には 3 ヵ所のセンターがあり、下に

挙げる通り、それぞれ、役割や提供するサービスが
異なる。講師資料を基に、各サービスの利用者につ
いての情報を図 2 ～ 9、表 1 ～ 3 に示す。

①緊急介入センター
ワルシャワ市郊外ウルシノフにあるＷＯＩＫ本部
内にある。心理士による24時間体制の電話相談（夜
間は２人で対応）、心理面、精神面、社会面、法律
面の支援を行う専門の相談所、24 時間対応のホ
ステルがある。

●緊急介入センターのホステルについて
60 部屋で、事故や災害など、予期せぬできごと
に巻き込まれた人、DV の被害者、永住権を喪失
した人などに一時的な避難所として居住空間を提
供する。例えば食事の提供や部屋の清掃、子ども
の育児サポート、金銭的援助など、居住支援以
外のサービスは行わない。
入館には許可が必要で、行動は原則自由だが、
22 時から翌朝 6 時までホステル内で過ごさなく
てはならない。ホステルの利用規則を 3 回破ると
退去となる。訪問者には、身元の確認を行う。親
戚宅やバカンスなどへの数日の外出の際には、申
請をして許可を求めなくてはならない。利用でき
る期間は原則 3 ヵ月で、特別な場合に 6 ヵ月まで
延長できる。
利用者の子どもは、義務教育中は学校に通わせる。
近くに小学校が2ヵ所、幼稚園１ヵ所、保育園１ヵ
所がある。高校生、大学生の子どもがいる場合
もまれにある。

図1. WOIK 組織図
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図2 . 緊急介入センター専門相談所の利用者数 
■新規利用者　■継続利用者
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図4 . ホステル利用者数（大人・子ども別）
■大人　■子ども
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図5 . ホステル利用者の国籍
■ポーランド　■外国人
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図7 . 介入ポイントセンター利用者数
■新規利用者　■継続利用者
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②介入ポイントセンター
ワルシャワ市中心部にあり、心理的危機状態にある
人を対象に、短期的支援を提供する。ケースワー
クやグループワークで心理面、精神面、法律面か
らの支援を行う。平日の 8 時から 20 時まで営業し
ている。

表１. ホステルの利用者数（人）
2016年 230
2017年 334
2018年 381
2019年 294 ※ 10月末まで

表2. ホステル利用者（成人）の性別（人）
男性 女性

2016年 23 82
2017年 28 125
2018年 32 154
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③通所 DV 専門センター
DV 被害者および加害者を対象に、心理面、精神
面、法律面の支援を行う。8 人のスタッフで、１ヵ
月 500 ～ 600 件のセラピーを行っている。平日の 8
時から 20 時まで営業している。

表3.通所DV専門センター 面接の種類と面接回数（回）
2016年 2017年 2018年

個別コンサルテーション 487 790 623
心理的サポート 1,460 2,392 1,683
個別セラピー 984 1,935 2,533

カップル・夫婦・家族セラピー 48 40 40
カップル・夫婦・家族
コンサルテーション 6 41 61

DV経験者の
サポートグループ 48 60 79

DV被害者のグループセラピー 0 38 14
DVへの心理支援プログラム 5 16 23

計 3,038 5,312 5,056

●通所 DV 専門センターの支援の流れ
まず事実確認を行い、必要なセラピーの回数や内容
について話し合う。1 人あたり、10 回から多くて
20 回（2 年ほどかかる）のセッションを行う。2 年
を超えそうな場合は、外部の心理セラピー施設で対
応してもらうこともある。
センターでは、DV 被害者グループ、精神的な治療
をするグループ、DV 加害者グループのセラピー、
DV で悩むカップルや家族のセラピー、夫婦セラ
ピーなどがある。

面接のロールプレイをする団員

面接室

面接室
図1～図 8、表 1～ 3は講師資料を基に作成
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4. 職員が感じている社会の変化
1989 年、ソ連の周りに位置する東ヨーロッパ社会

主義諸国で相次いで発生した民主化運動「東欧革命」
はポーランドを皮切りに起きた。共産主義から民主
主義への変革である。あれから 30 年が経過している
が、時代の変化の中で自分たちの仕事が市民にどう
認識されているかが未だ不明瞭である。共産主義時
代からの名残で、家庭内の問題に対して外部の者が
立ち入るようなことをしてはならないという考え方
が、この国にまだ残っているように感じている。自
分たちが家庭問題に関わることについて理解が得ら
れているかは分からないが、当センターに来る人の
数は確実に増えていて、人々の意識が変わりつつあ
るのかもしれないと感じている。

5. 所感
危機介入センターと聞いて、日本の児童相談所も

しくは福祉事務所のような役割をイメージしていたが、
WOIK は成人を対象にした支援機関で、その業務内
容も多岐に及んでいた。

今回視察した通所 DV 専門センターでは、カップ
ルや夫婦の一緒のセラピーがあると聞いて驚いた。
日本では被害者救済を優先しやすく、加害者側はそ
のままにされやすい。しかし、ポーランドでは被害
者と加害者両方同時に行うセラピーもあるとのこと。
調べてみると、日本にも加害者支援を行っている事
例はあるようだが、被害者と同時に行っている事例
はないようである。これが有効な手段であるならば、
日本でも積極的な導入が望まれるところである。

日本は戦争を経験はしているが、ポーランドのよ
うに何度となく占領されてはいない。また、他国と
陸続きではないため、移民問題も少ないだろう。ポー
ランドでは、共産主義から民主主義への変革に伴い
人々が意識や考え方、あるいは価値感の変更を余儀
なくされる状況もあった。講師の話の中で変革に伴
う苦悩をひしひしと感じることができた。　　　　　　　　　　　　

 （矢頭　和博）

【参考資料】
・ワルシャワ危機介入センター 講師資料
・WOIK　http://www.woik.waw.pl/kontakt.html
　（2019年 11月 10日閲覧）
・コトバンク
　https://kotobank.jp/（2019年 12月 1日閲覧）

講義風景

ディレクターのシーウィルスカさん
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ポーランド

危機介入の予防的意義
危機とは
　「危険や困難な状況で不安定になっている様子」または「ある経過における重要な局面や転換点」と
定義される。危機は成長の過程で誰にでも起こりうるし、偶発的に身に降りかかってくることもある。
前者には受験や思春期や病気、老衰などが当てはまり、後者には事故、戦争、災害、突然の愛する人や
家族の喪失が当てはまる。

適切な危機介入は、後に生ずる心理的問題の予防となる
　危機的状況におかれた個人に対し、危機介入をすることでその後に生じる心理的問題を予防するこ
とができる。第 1次世界大戦時の戦争神経症の兵士に精神医学的短期療法を施すことで、1週間以内に
60 ～ 75%の兵士を通常任務に復帰させているサルモン（Salmon,TW）の研究や、火災に巻き込まれ
て亡くなった人の家族に対し、悲嘆の過程をうまく乗り越える治療を行ったリンデマン（Lindemann,E）
の急性悲嘆反応に関する研究などが報告されている。つまり、個人や家族の危機的状況に対して、適切
な介入をすることで、その後の個人や家族の心理状態や社会への適応をよい方向へ促すことができるの
である。

危機はチャンス（好機）でもある
　キャプラン（Caplan,G）による危機理論では、「危機状態は人が大切な目標に向かう時、障害に直面し、
それが習慣的な問題解決の方法を用いても克服できない時に生じる。混乱と同様の時期がしばらく続き、
その間、打開するためのさまざまな試みがなされる。結果的には、ある種の順応が成し遂げられ、その
人自身や周りの人にとって、もっとためになるかもしれないし、そうでないかもしれない」と定義され
ている。危機は個人にとっては、危険で不安定な状態ではあるが、そこには変化や成長の可能性が内在
している。危機は古い習慣を動揺させ、打ち破り、新しい反応を引き起こし、新しい発展を促す大切な
要因となるのである。

　私は、「危機介入」という言葉に、危険でどうしようもなくなった個人や家族の状況の中に割って入り、
危険を取り除くために半ば強引に平穏を取り戻すための手段を尽くすというようなイメージを持ってい
た。しかし、上述の危機理論や精神医学的短期療法の事例に触れ、危機介入が持つ予防的意義、何より
危機の中に変化や成長のチャンスが内包されているということに気づくことができた。私が関わる子ど
もや家族の危機に対応（介入）する機会がきっと訪れる。そのためにも、これからは予防の観点と危
機が内包するチャンスの視点を持って、意欲的に取り組みたいと思う。　　　　　　　　 （工藤　嘉央）

【参考資料】
・ドナC. アギュララ 小松源助ほか訳 1977 
　危機介入の理論と実際　川島書店　
・秋山薊二　危機介入に於ける価値　弘前学院大学紀要
　第17号
・山勢博彰　2010　救急・重症患者と家族のための心の
　ケア―看護師による精神的援助の理論と実践　メディカ出版

COLUMNム
ラコ

ワルシャワ危機介入センターの
ボードに記されていた文字
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ポーランド 子どもの友協会
（TPD：Towarzystwo Przyjacio.l/ Dzieci）

訪 問 日 時：2019 年 10 月４日AM
住　　　所： ul.Krakowskie Przedmiescie 600-325
 Warszawa
U　 R　  L： https://zg.tpd.org.pl/pl/
講　　　師：ヨランタ・シュクラースカ（事務所責任者）
（敬 称 略） モニカ・ヤゴジンスカ
　　　　　　（養子縁組センター責任者）
 シルベスター・ノーワック
 （子どもの日中支援施設責任者）

1. 概要
子どもの友協会「TPD」は、1919 年に子どもと

親の支援を目的として設立されたポーランドで最も
古い公益団体（NGO）である。訪問した 2019 年は
TPD 設立 100 周年記念の年であった。

1918 年、ポーランドが独立を果たすと、貧困、飢え、
孤児などの課題に対する取り組みが広く展開されて
いった。教育者、社会活動家、作家としても有名だっ
たステファニア・センポウォスカが「ポーランド社
会党は労働者の子どものよりよい運命のために働く
べき」と提唱し、ポーランド社会党労働者子どもの
教育とケア部門を 1919 年に創設した。それが TPD
のはじまりである。その後、社会党の当該部門は子
どもの友労働者協会（RTPD）となり、1949 年、子
どもの友農民協会（ChTPD）と統合して現在の TPD
が設立された。

設立当時、子どもたちの多くは劣悪な環境下に置
かれ、教育も十分に受けられていなかった。TPD は、
子どもの安全と、理論に基づいた教育による子どもの
健全育成のため、幼稚園や小学校、子ども食堂や児
童養護施設などを積極的に開設した。子どもや赤ちゃん
のための食堂、幼稚園や託児所、社会的教育的カウ
ンセリングセンター、養子縁組センター、障害児の
自助グループなどは全て、法律によって制度化され
る前に TPD が始めた取り組みで、現在のポーランド
の教育や社会福祉制度は TPD の実践を基盤にして構
築されている。

現在、国内 16 県全てに TPD 支部があり、地域の
拠点で、貧困家庭の支援を目的とした日中支援施設、
子どもの休暇施設、障がい児のための学校やリハビ
リ施設、養子縁組センター、TPD 子どものオンブズ
マン事務所、家庭と子どもの権利センターなどを展
開している。

今回の視察では、子どもの日中支援施設、養子縁
組支援、里親支援について話を聞いた。

2. 子どもの日中支援施設
（１）概要

子どもの日中支援施設は、放課後や週末、長期
休暇中の子どもたちの居場所となっている。家族
支援及び代替養育制度に関する法律（2011 年）に
おいて、子どもの養育に困難を抱える家庭に対し
て、各自治体が無料で日中支援を行うよう明記さ
れており、自治体からの補助金と寄付などで運営
されている。現在、国内 282 ヵ所、ワルシャワ市
内 32 ヵ所で日中支援施設を運営している。

（2）運営資金
2013 年からワルシャワ市と契約を結び、市内

各地区で子どもの日中支援施設を運営している。
2019 年はワルシャワ市から、2 千万ズロチ（約 5 億
6 千万円）の補助金があった。援助の規模として
は、ワルシャワは最も多く、2 番目の自治体でもワ
ルシャワ市の 40％程度（約 2 億 2 千万円）である。
それでも、ワルシャワをカバーする日中支援施設
サービス費用としては足りないと感じている。

（３）活動内容
活動は誰でも参加できるが、下に挙げるアクテ

ビティや支援を通し、特にニーズやリスクのある
子ども、社会的養護にある子どもを対象に予防的、
教育的かかわりを行う。日中支援施設は、子ども
の可能性や才能を見いだせる場所にもなっている
とのことだった。

月曜日から金曜日の放課後の時間、週末は保護
者も含めた活動も行っている。
①さまざまな活動の提供
演劇、歌、ダンスなどのクラス、料理教室、サイ
クリングやハイキング、ロッククライミング、水
泳やスポーツ大会などさまざまな経験が得られる
機会を提供している。長期休暇期間は、キャンプ
や長期宿泊などの行事も行う。日中支援施設が第
二のホームとなって欲しいという思いから、クリ
スマスや誕生日会などのイベントも行っている。
このような活動に治療的な意味を持たせている。

子どもの友協会本部外観
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ポーランド　民間支援団体

②学習の支援
日々の宿題をみている。また記憶や認知能力の向
上を目的とした課題も行う。試験のための準備
や、言語療法なども行い、子どもの能力が最大限
発揮され、自己肯定感が向上するように支援して
いる。

③食事の提供
フードバンクの協力による家庭への食材提供（無
料）と、企業の協力による日中支援施設の子ども
への軽食提供などを行う。

④予防教育活動
物質依存や健康な生活、暴力についての社会的教
育など、テーマを持った予防的教育を行う。

⑤保護者への養育支援
保護者との定期的な面接を行っている。保護者に
は家族向け行事などの企画運営に関わってもら
うこともある。保護者向けのワークショップなど
も企画している。

（４）他機関との連携
社会福祉センターのソーシャルワーカーと連携

して家庭を支援している。他のNPOやボランティア
団体とも協力し、支援を展開している。

3. 養子縁組支援と里親支援の歴史
（１）養子縁組センター

1960 年、子どもが尊厳をもって縁組家庭に迎え
られるしくみづくりを目指し、国内初の養子縁組
センターをワルシャワ市内に設立した。

1964 年、TPD に関わる弁護士らの働きかけで「完
全な養子縁組」ができる法律改正がなされ、生物
学的な親の同意があれば、養親と法律的にも家族
になることができるようになった。

現在、自治体と民間機関が、養子縁組センター
事業に参入している。

（2）TPD養子縁組センターにおける里親支援の展開
　　～ファミリーホームと治療的里親の創設

1965 年、里親支援が初めて制度化された。TPD
運営のワルシャワ養子縁組センターでは、養子縁
組事業と併行して里親委託・支援事業も進めてい
たが、1968 年から養子縁組や里親委託が難しい多
子兄弟を委託するファミリーホームを始め、ワル
シャワ市とその近郊 22 ヵ所で 120 人あまりの子ど
もの支援をするようになった。1979 年には障がい
児を預かる治療的里親という枠組みを創設した。

現在は、2011 年の法改正により養子縁組センター
で行っていた里親支援事業は別事業となり、里親
委託支援は自治体が行い、TPD は子どもを預かっ
ている里親の支援を行うようになった。2011 年に
TPD のファミリーホームの運営も終了した。

ワルシャワ市養子縁組センターでは 2011 年まで
に 1,084 組の里親委託を行った。

◆色々な里親のタイプ◆
39ページにあるように、ポーランドでは里親のタイ

プがいくつかあり、受けられる補助金額がタイプによ
り異なる。以下が法律で定められた最低ラインの補助
金額であり、自治体によって具体的な補助金額は異な
る。

タイプ 補助金（月額）
割合

（2018
年統計）

近い血縁関係にある
里親（Related）

子ども一人：660ズロチ
　　　　　　（約18,600円） 59％

非職業的里親
（Non-professional）

子ども一人：1,000ズロチ
　　　　　　（約28,100円） 28％

職業里親
（Professional）

子ども一人：1,000ズロチ
　　　　　　（約28,100円）
報　　　酬：最低2,000ズロチ
　　　　　　（約56,200円）

9％

特別里親
（Specialised）

子ども一人：1,000ズロチ
　　　　　　（約28,100円）
障がい認定の子ども・非行少年：
＋200ズロチ（約5,600円）
報　　　酬：最低2,000ズロチ
　　　　　　（56,200円）

1％

緊急里親　
（Family emergency 

house） 

子ども一人：1,000ズロチ
　　　　　　（28,100円）
報　　　酬：最低2,600ズロチ
　　　　　　（73,100円）

3％

①割合を見ると近い血縁関係にある里親が一番多く、
親族関係で支援しようとする傾向が見える。

②職業里親は夫婦の場合、片親は仕事をしない代わり
に報酬が支払われている。ポーランドの平均月収が
4,000ズロチ（講師談）なので、職業里親に専念す
る人が増えているとのことであった。

（３）養子縁組前支援
養子縁組前、危険な状態にある乳幼児が安全に

過ごせるように、ワルシャワ大学病院の小児科と
連携して乳幼児を預かるしくみを作った。養子縁
組や里親に行く前の段階で、子どもが医療的、心
理的ケアを受けることができる。費用がかかるた
め当初の形態での支援は 2007 年に終了したが、そ
のしくみは今も残っており、別の団体が養子縁組
前の介入センター（35 ページ）として運営している。

（４）データバンク
養子縁組に関するデータバンクを創設した。養

子に出したい、または受けたい人のデータを集め、
管理していた。現在は自治体に管理が移行されて
いる。

4. 現在の養子縁組支援
ポーランドでは、子どもは両親のもとで生活する

ことが望ましいが、それが不可能な場合は養子縁組
や里親などより家庭的な養育環境を子どもに提供す
ることを子ども支援の原則としている。現在は養子
縁組を希望している夫婦が多く、縁組が成立するま
でに平均 3 年間ほどかかる。
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（１）養子縁組センター
現在、TPD では 7 ヵ所の養子縁組センターを

運営している。2018 年半ばまでにワルシャワ養子
縁組センターだけで、3,012 組の養子縁組を成立さ
せた。

なお、ポーランド国内には、自治体や教会、民
間団体が運営する養子縁組センターは全部で 62 ヵ
所あり、それぞれが特徴を持って養子縁組事業を
行っている。

（２）活動内容
養子縁組を希望する人たちのトレーニングや子

どもとのマッチング、養親や養子縁組に出した母
親への支援など、養子縁組に関する総合的な支援
を行っている。TPD が始めた、または TPD 独自
の取り組みを紹介する。
①養子信頼電話システム

養子に出したいと希望する親のための電話相談
は TPD が最初に始めた。

②オープンドアプロジェクト
養子縁組に関しての相談を受ける活動である。
養親の相談だけではなく、養子のライフストーリー
を紡ぐ支援も行っている。養子が育っていく中
で、自分の過去に興味を持てば支援を始める。

講義の様子

お世話になったスタッフの皆さんと記念撮影

③養子縁組家庭のピクニック
養子縁組家庭を対象にピクニックを開催し、年間
で約200世帯、約500人が参加する。楽しい時間を
一緒に過ごし、情報を共有する場になっている。

④訓練「養子の両親に至る道プロジェクト」
養親が養子を受けいれるための心構えや、対応
方法などに関する講習を 1 年半～ 2 年にわたって
行う。講習受講は法律で義務づけられており、
プログラム内容は支援団体が決めている。

5. 所感
子どもの友協会では、家庭での生活が困難な子ども、

または何らかの事情で困っている親への支援を中心
にしていました。

養子縁組ではポーランドでそのしくみを創設した
歴史があります。国の状況が変化する中で、ニーズ
に合わせた施策を打ち出していました。養子縁組を
望んでいる、または縁組をした親たちと一緒になっ
て子どもを支援している印象を受けました。

子どもの日中支援施設の活動は、それ自体が子ど
もたちへの教育とセラピーとなっています。貧困な
どの問題のある家庭を中心にと謳っていましたが、
国全体の規模で展開しており、社会の中で子どもと
家族を支えるため、大きな役割を担っていると感じ
ました。

日本と同じような制度もありますが、ポーランド
独自の観点でも子ども支援にあたっています。家庭
で育つことをベストとして、環境に恵まれない子ど
もと大人を対象にしたポーランドの取り組みを勉強
することができました。　　　　　　　（砂川　辰介）

【参考資料】
・子どもの友協会　https://zg.tpd.org.pl/pl/
　（2019年 12月 15日閲覧）
・ワルシャワ養子縁組センターhttp://www.adopcjatpd.pl/
　（2019年 1月4日閲覧）
・2011年家族支援及び代替養育制度に関する法律
　http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.　
　xsp?id=WDU20111490887　
　（2020年 1月9日閲覧）

活動を紹介するさまざまな発行物。子どもと親の手が重なって
いる意匠が TPDのシンボルである。PRZYJACIÓŁ  DZIECI
は『子どもの友だち』という意味である
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ポーランド　民間支援団体

ポーランド ロレートの聖母修道女会 命の窓
 （赤ちゃんポスト）
（Zgromadzenie Sióstr Matki Boz.ej Loretan′skiej,Okno Z.ycia）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 4 日 PM
住　　　所： ul. ks. Kłopotowskiego 18 03-712 
 Warszawa
U　 R　  L： http://lorentanki.pl/pl
講　　　師：ブリギダ・オレズカ（シスター）
（敬 称 略）

1. 概要
（１）ロレートの聖母修道女会について

ロレートの聖母修道会は 1919 年に創立された。
1926 年、現在の土地に修道院を建設し、地域の家
庭や子どものための支援を行ってきた。現在は出
版部門、幼稚園、介護施設、子どもの日中支援施設、
命の窓などを運営している。

今回は、同敷地内にある命の窓と子どもの日中
支援施設を見学した。

（２）子どもの日中支援施設「神父イグナシオの家」
1995 年に開設、5 ～ 18 歳の家庭に問題がある子

ども 38 名が登録しており、放課後の居場所として
活動している。宿題をみること、食事の提供、ピ
クニックなどの行事を計画し、クリスマスは家族
も含めた催し物を実施している。社会福祉センター
からの資金援助や寄付などで運営されている。修
道院を設立した神父が子どもを大切にしていたこ
とから今の活動に繋がっている。

2. 命の窓（赤ちゃんポスト）とは
命の窓は赤ちゃんがゴミ捨て場などに放置されて

亡くなることないように、匿名で預けることができ
る安全な場所である。ポーランドで最初の命の窓は、
2005 年に亡くなったポーランド出身のローマ法王ヨ
ハネ・パウロⅡ世を称え、2006 年クラクフに設置さ
れた｡ それ以降ポーランド全土に 67 ヵ所の命の窓が
設置され、100 人以上の赤ちゃんが預けられた。命の
窓は、集会所・病院・児童養護施設等に設置される
ことが多いが、ほとんどの団体がカリタスポーランド

（カトリック系福祉団体）の協力のもと運営している。
参考までに、カリタスポーランドが運営に関与し

ている命の窓に預けられた子どもの数を図 1 に示す。

（３）命の窓（赤ちゃんポスト）の設立経緯
修道院で結婚式を挙げた夫婦が、捨て子を救

うため使ってもらいたいと寄付したお金を基に、
2009 年 5 月にプラガ地区の大司教の許可を得て命
の窓を設置した。

3. 命の窓（赤ちゃんポスト）のシステム
①外から窓を開け、赤ちゃんをベッドに入れて窓を

閉めると、外からは再度開かないように鍵がかかる。
②窓の開閉に反応してアラームがなり、3 名のシス

ターに通知される。
③赤ちゃんを受け入れるために内側から窓を開ける

と建物全体に大きなアラームが鳴る。
④同時に、契約をしている病院と警察に連絡が入る。
⑤病院から医師が来て診察し、すぐに救急車で病院

へ搬送される。
⑥家庭裁判所、教区、養子縁組センターなど各機関

で情報が共有される。

子どもたちが過ごす場所は明るく、落ちつける雰囲気だった

図1. カリタスの命の窓に預けられた子どもの数
　　 （2006～ 2017年）
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⑦身元調査と養子縁組の手続きが 6 ～ 8 週かけて
　 進められる。

修道女会は報告書を提出し、それ以降のプロセス
には関わらない。6 週間以内であれば実母が赤
ちゃんを取り戻すことができるが、双方の DNA
鑑定が必要となる。

【参考資料】
・ロレートの聖母修道女会　
　http://loretanki.pl/pl（2020年 1月8日閲覧）
・カリタスポーランド
　https://caritas.pl/projekty/okna-zycia/
　（2019年 10月 25日閲覧）
・慈恵病院　こうのとりのゆりかご
　http://ninshin-sos.jp/yurikago_top/
　（2019年 10月 25日閲覧）

オレズカさん（右）と一緒に

命の窓は大通り沿いに設置されている。大通り（右の写真）を挟
んだ向かい側には区役所や大きな教会があり人目に付きやすい場
所である

中から見た様子
簡易ベッドに布団が敷かれていた。ベッドは常時温められており
赤ちゃんは救急車が来るまでここで待つ

6. 所感
ポーランド全域をカバーしている命の窓の設置数

の多さにとても驚いた。このことは、ポーランド国
内において命の窓が肯定的に受け入られている証で
あると思われる。子どもを捨てる場所ではなく、安
全に預け、命を守る場所であるという認識が、社会
に浸透していると感じた。また、預けられた子ども
の養子縁組の手続きは迅速に対応できるように整備
されていることからも社会全体で子どもを守り、子
どもの生きる権利、育つ権利を大事にするポーラン
ドの方針が強く反映されていると感じた。

日本にも熊本の慈恵病院に、こうのとりのゆりか
ご（赤ちゃんポスト）がある。こちらは、入り口に
相談先が案内されているポスターを掲示し、インター
フォンで相談ができたり、実親への手紙が添えてあっ
たりと、ギリギリまで親の心に訴えかけて母子を一
緒に支援していけるように導いている。

このように設置の場所や数、支援の違いは、国に
よって異なる事情や価値感、考えなどの特性が大き
く反映されているため比較は難しいと感じた。また、
育児放棄を助長する懸念や匿名で預けることに対し
ての議論は、未だに続いており、これからもこの議
論の声は消えないだろう。そして出自を知る権利の
保障など課題も多く聞かれる。しかし、赤ちゃんポ
ストは命を繋いできた事実がある。乳幼児の悲しい
ニュースが多い昨今、この取り組みで、かけがえの
ない命が安全に守られていることは多くの人に知っ
てもらいたい。　　　　　　　　  　（熊谷　裕美子）

4. これまでに視察先の命の窓で
　 保護された子どもたち

2011年　女児　　　　2013年　男児
2014年　男児　　　　2016年　女児

子どもは生まれて間もない赤ちゃんばかりで、全員
産着を着せられていた。1 名は実母が引き取りに来た。

5. ポーランド国内における命の窓の認識
命の窓の設置について「子どもを育てるという基

本的義務を果たさない親が増える可能性がある」「母
子ともに危険な孤立出産を助長する」「出自を知る権
利を侵害する」「預けた後、母親は子どもについて情
報を得られない」など批判の声は消えない。しかし
設置当初、マスコミに大きく取り上げられ、設置後
にポーランドにおける幼児殺害と育児放棄が減少し
ており、現在はポーランド国内のほとんどの人が命
の窓の存在を知っている。

外から見た様子は、「命の窓（OKNO 
Z.YCIA）」とだけ書かれたシンプルなつ
くり。その名の通り建物の窓の１つとし
て溶け込んでいる

命の窓
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カトリック養子縁組センター
（Katolicki Os′rodek Adopcyjny）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 4 日 AM
住　　　所： ul. Ratuszowa 5　03-461 Warszawa
U　 R　  L： http://adopcja.org/
講　　　師：ゾフィア・ドウテク
（敬 称 略） （カトリック養子縁組センター所長、心理学者）

１. 概要
（１）設立経緯

カトリック養子縁組センターは、1994 年に開設
されたカトリック団体が運営する国内外の養子縁
組を総合的に支援する機関である。

ポーランドでは孤児問題の解決のため、1960 年
に養子縁組の法律が整備された。カトリック団体
として、従前から子どもを育てることに問題があ
る女性への支援活動を行っていたが、カトリック
団体が養子縁組支援に関わることができるように
なったことから、養子縁組センター（以下、セン
ター）を開設した。

（２）スタッフ　
スタッフは 12 名おり、全員、教育学・心理学を

学び、高等教育（大学）以上の学歴を有し、実務
経験も豊富である。

（３）基本理念
「神様から授けられた命を守り、子どもを家族の

なかで育てる」というカトリックの精神に則り、
孤児をなくし、妊娠中絶を回避し、また施設入所
の代わりに子どもに家族を提供するため、養子縁
組の支援を行う。

子どもたちには家族のもとで育ってほしい、子
どもたちが両親を待つのではなく両親が子どもを
待つ状態であってほしいと願っている。

（４）支援内容
・家庭で育つのが難しい子どもの状況を調整し、

国内と国外で適切な養子縁組候補者を探す。
・養子縁組希望者に対するカウンセリング、子ど

もを受け入れるためのトレーニングを行う。
センターは、ワルシャワ市で養子縁組候補者認
定と監督をするワルシャワ家族支援センター

（WCPR）から紹介を受けた養子縁組希望者
にトレーニングを提供する機関として認可され
ている。

・養子縁組した家族を継続的に支援する。

2. 養子に出す親たちの状況 
シングルマザー、または内縁関係の女性が子ども

を養子に出すケースが圧倒的に多い。女性自身も十
分な養育能力を持つ両親に育てられておらず、児童
養護施設などで育った、コミュニケーションが苦手
などのケースが多い。

妊娠中に来所した場合はシングルマザーセンター
に繋げる。最初は子どもを養子に出そうと思ってい
ても、センターで担当者と面接する中で初めて人と
して扱ってもらえたと感じ、自ら育てようという気
持ちに変化が生じるケースも多い。

3. 養子縁組適格基準
夫婦の場合
・夫婦ともに養子縁組を希望している
・結婚 5 年以上
・トレーニングを通して将来にわたって、親の

責任を果たすことができると認められる
・親権を行使するための法的能力がある
・前科がない
・子育てに必要な資源と住居の条件
・親と子の適切な年齢差（40 歳以上離れていない）
・身体的および精神的に健康である
・夫婦ともに資格手続きへ参加できる

　※独身女性の候補者は個々のケースで検討する。

4. 養子縁組までの過程
（１）面接

養子縁組希望者がセンターに連絡をしてくると、
まず面接を行う。希望者は「自分たちの子どもが
欲しい」という強い気持ちを持っていることが多
いが、「子どものための養子縁組」という考え方を
伝える。

 
（２）適性調査

決められた書類を提出し、法律に定められた
手続きに従って身辺調査、心理テスト、セラピー、
ケーススタディを行う。

68



国内養子縁組
120

100

80

60

40

20

0

子ども 家族

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

国際養子縁組
160
140
120
100
80
60
40
20
0

子ども 家族

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

（３）トレーニング
養子縁組を希望する候補者は、国で定めた 35 時

間のトレーニングプログラムを受けなければなら
ない。センターでは候補者に合った独自のトレー
ニングも追加で行っている。

トレーニングは、センター内で月に 1、2 回、
夕方や週末などに実施される。ペアまたは個人、グ
ループトレーニングがある。

内容は、自らの価値観や自分を知るトレーニン
グ、養子になった子どもがどのように育っていく
かの学習などである。例えば、アルコール依存症
の母親から生まれた子どもは成長過程で影響が出
る可能性があること、度重なる里親委託といった
経験で子どもが傷ついていること、あるいは児童
保護の対象となっている課題を抱えた子どもであ
ることなどを理解してもらう。

子どもの背景、養育の仕方、過剰な期待を持た
ないことなどをトレーニングを通して伝え、その
うえで本当に養子にしたいかを確認する。

トレーニングでは、健康な子どもの人形とアル
コール依存症の親から生まれる子どもの人形を見
せ、その影響をわかりやすく説明したり、写真を
見せながら子どもにやってはいけないことを指導
したりしている。

表1. 基本となるトレーニング項目
テーマ 時間 赤ちゃん 1歳以上 第2子

  1. 統合会議候補者の正しい動機付け 3 ＋ ＋

  2. グループミーティング 3 ＋ ＋ ＋

  3. 子どもの発達・教育心理学 3 ＋ ＋

  4. 家族、感情的な絆の繋がり 4 ＋ ＋

  5. 子どもの自尊心の構築 3 ＋ ＋

  6. 困難な状況での対処スキルの
 　  開発と改善 4 ＋ ＋ ＋

  7. ライバル関係のないきょうだい 4 － /＋ ＋

  8. 孤児の状況と発達の遅れを
 　 補う方法 3 ＋

  9. 薬物依存と子どもと家族への影響 3 ＋ ＋

10. 子どもの感情的な問題と
　   行動障害 3 ＋

11. 宗教的態度の形成
  　クリスチャン家族の育成 3 ＋ ＋

12. 感覚統合障害、
　   胎児アルコール症候群 3 ＋ ＋

13. 子どもの健康、病気の予防、　
　   診断、治療 3 ＋ ＋

14. 乳児のケアと精神運動発達を
　   刺激する方法 2 ＋

15. 養子縁組に関する法的問題について 2 ＋ ＋

16. 発達の支援 3 － /＋ － /＋ － /＋

17. トラウマを経験した
　   子どもの心理的状況 4 － /＋ － /＋ － /＋

18. 養子縁組経験者の話（苦労と喜び） 10 － /＋ － /＋ － /＋

＊合計63時間のトレーニング　
＊センターで第2子以降を養子とする場合は、トレーニングを短縮できる。
＊右の3列は、それぞれ乳児、1歳以上、第2子の養子縁組を希望
　する候補者のトレーニング内容例

表2. 状況に応じたトレーニングプログラム
テーマ
（専門的に迎える） 時間 テーマ

（障がい児を育てる） 時間

1. 燃え尽きないように 3 1. 障がい児の判例法と社会的資源 2
2.ADHDの子どもを育てる 2 2. 知的障害の子どものケア 4
3. アルコール胎児症候（FAS） 3 3. 視覚障害の子どもについて 4
4. 感覚統合障害の子ども 3 4. 視覚障害の子どもの親になるには 4
5. ディスレクシアの子ども 3 5. 中枢神経の損傷を伴う子どもの問題と支援 4
6. 対応困難な子ども 4 6.ASDの子ども 4
合計 18 合計 22

テーマ
（法律に抵触する子どもを育てる）時間 テーマ

（緊急時の対応） 時間

1. 法律に抵触する子ども 3 1. 緊急事態になった経緯 3
2. 未成年者の監護と保護観察官の協力 3 2. 新しい状況への家族の適応 3
3. 社会に適応していない子ども 5 3. 新しい状況への子どもの適応 4
4. 危険な行動に対抗するには 5
5. 子育ての間違いを避ける方法 4
合計 20 合計 10

図1 . カトリック養子縁組センターにおける養子縁組の数
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（４）資格の取得
トレーニング終了後、ワルシャワ家族支援セン

ター（WCPR）の審査を経て認められた場合、受
講証明書が発行される。この証明書は 1 年間有効
となり候補者として登録される。

（５）養子縁組成立へ
里親や施設にいる子どもとのマッチングが始ま

る。登録後平均して 1 ～ 2 ヵ月（最長で 2 年）で
子どもを迎え入れる。待機中はセンターによる電
話でのフォローが行われる。養子縁組希望者と子
どもの交流期間は個別に判断され、裁判所の決定
で養子縁組される。

5. 国際養子縁組
（１）概要

国内で養親を見つけることが基本だが、難しい
こともある。特にアルコール依存症の親から生ま
れた子どもや、障がいがある子どもの養親候補者
を見つけるのは難しい。国内で見つけられない場
合は、海外で候補者を探す。中央当局のデータバ
ンクで子どもの情報を共有し、他の国の政府によっ
て認可された組織または養子縁組希望者の情報を得
て探す。国外への養子縁組は、ハーグ条約に則って、
ポーランド政府機関である家族省が決定する。

（２）縁組のための条件
・結婚期間 5 年以上の夫婦
・親と子どもの適切な年齢差（40 歳以上離れてい

ない）
・出身国または中央当局の認可を受けた養子縁組

機関によって発行された外国人養子縁組の資格
の保有 

・養子縁組後の最初の半年間はセンターまたは
中央当局によって承認された人のモニターを受
ける。その後、最初の 3 年間は子どもの発達に
関する年次情報を提供し、それからも、子ども
が成人するまで 3 年ごとに提供する義務がある

・国境を越えた互助の精神で子どもを育てること
を約束すること 

6. 出自について
養子縁組が成立したが、自分の生い立ちを知りな

がら成長していくケースが非常に多い。ポーランド
の法律では、養子となった子どもにその事実を知ら
せる義務はないが、医師との会話の中で養子である
ことを知るケースもある。生みの親に知的障害があ
ると、親の影響を受けて IQ が低い可能性もある。子
どもの背景を知り過剰な期待を押し付けないように、
センターでは養子の実親の情報を正確に把握して伝
えるよう努めている。なお実親の情報はデータで管
理しているが、遺伝子検査結果までは含まれていな
い。そこまでするのは手間がかかって養子に出さな
いと言われてしまう恐れがあり、強く要求できない。

7. 所感
ポーランドは国民の 95％がカトリック教徒である。

カトリック養子縁組センターではカトリック信仰に
則ったトレーニングを行っており、「養子縁組は子ど
ものためである」という基本となる心構えを、時間
をかけて丁寧に作っていた。

センターが養子縁組を専門に行っており、徹底し
たトレーニングからマッチング、アフターフォロー、
問題解決におけるまで一貫して関わっていけるとこ
ろは強みであり学べる点である。しかし、話を聞く
中で日本と比べてトレーニングの長さや厳しさを率
直に感じ、登録者が挫折するのではないかと疑問を
投げかけた。すると「養子縁組の本当の問題や難し
さなどを理解するのには時間がかかる。このトレー
ニングは効果がある」と話していたのがとても印象
に残っている。日本でも里親養育、養子縁組をサポー
トする支援センターが徐々にできつつあるが、まだ
支援体制は十分ではない。子どもや候補者に向けた
質の高い支援を提供するには、専門的な機能をもっ
て支援することが欠かせないと感じる。そして「子
どものため」という考えは信仰に関係ない原理原則
である。日本においても「子どものため」の養子縁組・
里親制度が普及することを願う。　   （熊谷　裕美子）

【参考資料】
カトリック養子縁組センター http://adopcja.org/
（2019年 10月 21日閲覧）
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ポーランド アウシュビッツ＝ビルケナウ
国立博物館
(Auschwits Birkenau State Museum)

ポーランドのオシフィエンチムという土地の名は、占領するドイツの言語
であるアウシュビッツへと地名を替えられ、アウシュビッツ絶滅収容所とし
て世界中に知られている。人間に優劣をつけ、“劣った民族”として、中で
もユダヤ人またはスラブ民族、ロマ、そして精神障がい者、同性愛者などを
徹底的に排除しようとした。第二次世界大戦中に起こったナチスドイツによ
るこの大量殺戮は、人類史上類を見ない所業である。繰り返してはならない
過ちを私たちに伝えるのが、負の遺産と呼ばれる、ここアウシュビッツである。
 

●アウシュビッツⅠ
アウシュビッツ絶滅収容所はポーランドの政治犯を収容するために 1940 年に作られた。当初の目的は、ナチス

の政策に抵抗する人々を排除するためだった。やがてソ連の戦争捕虜やロマ・シンティ（ジプシー）を移送する
ようになり、ヨーロッパの 20 ヵ国以上の国々から多くの市民を移送するようになったが、その大部分がユダヤ
人だった。

門には「ARBEIT MACHT FREI（働けば自由になれる）」
と書かれている。収容者たちはこの門を通って労働に向かった。
収容所の一日は早朝に始まり、被収容者は洗面などを済ませ、
点呼後に労働に向かった。5 人 1 組で労働に向かう彼らを、被収
容者によって構成された楽団がドイツの行進曲で送り出した。
僅かな睡眠時間で食事も満足に与えられず寒さに凍えながら、
時に 1 日 11 時間も働かされたため、帰りには遺体となってい
る人もいた。それでも楽団はドイツの行進曲で同じように迎えた。

見学の際に一番初めに入った 4 号館の入口には、「歴史を記憶
しないものは、再び同じ味を味わわざるをえない」というスペイン
生まれのアメリカの哲学者であるジョージ・サンタヤーナの言葉
が掲げられていた。

訪 問 日 時：2019 年 10 月 5 日
住　　　所：Ul.Wiez.Niow Os′wi’ecimia 20,32-603 Os′wie’cim
正 式 名 称：アウシュビッツ・ビルケナウ - ナチスドイツの強制・絶滅収容所（1940-1945 年）

ガイドのマシューさん

元被収容者の絵

ジョージ・サンタヤーナの言葉

入口
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ドイツ軍は東西両戦線に物資を輸送しなければならなかったことから慢性的な貨車不足に悩んでいた。ユダヤ人
は一般の乗客と同様に片道切符を買わされたが、乗せられたのは家畜輸送のために作られた貨車だった。ナチス
は移送を「東への再定住」と言ったり、「労働収容所に送られるだけだ」と説明したりした。移送には数日
～ 1 週間かかったが、狭い車内に 80 ～ 100 人が詰め込まれたため、全員が窒息したこともあった。窓は小さく、
食糧や水は僅かばかり、トイレはバケツひとつで、生き地獄だったと生還者は語っている。

彼らが持っている鞄や白い袋には移住先で必要な財産が入れられていた。しかし、ランペ（降車場）に到着後、
それらは没収された。

ランペでは移送途中に死んだ人が貨車から運び出され、生きている人は歩けるかどうかで選別され、歩けない
人は即座に数百メートル離れたガス室で殺害された。

地図には 1942 年から 1944 年にかけてアウシュ
ビッツへ強制移送されたユダヤ人たちの故郷が記さ
れている。中央に記されているのがアウシュビッツ
である。北はオスロ、西はパリ、アムステルダム、
南はローマ、東は現在のロシアまで、その範囲は広
大である。

ユダヤ人たちが胸に付けているのは「ダビデの
星」である。ナチスはユダヤ人である目印として、
ユダヤを象徴するこの黄色の星をつけることを
義務付けた。

アウシュビッツに送られた人々の故郷を記す欧州地図

ランペと呼ばれる降車場に着いた人々の写真 選別を受ける人々（高齢の男性を前に、将校が指を
右に向けている）

1944年に親衛隊が撮った強制移住の様子
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歩ける人にも選別が待っていた。医師により労働不適格と
みなされた老人、妊婦、幼い子ども、虚弱な者、障がいがあ
る者は、その日のうちにガス室へ送られた。

右がガス室、左が囚人棟行きである。選別後ガス室に向か
う人々に、親衛隊は「消毒」などと説明していた。　

ガス室へ向かう人々
写真中央、母親らしき女性が子どもの手をしっかりと握っている

ガス室に向かう子どもたち

ガス室と焼却炉（クレマトリウム）の模型。写真奥ではガス室で
亡くなった人を運んでいる様子が示されている

ガス室で使用されたツィクロンＢの空き缶

親衛隊員は最後までガス室であることを悟られないようにしていた。男女別に分けられ、貴重品を出し、服を
脱ぐように指示された。脱衣所には「浴場・消毒室」という表示があり、「他の人の服と間違わないよう服を掛
けたフックの番号を覚えておくように」と言われもした。しかし人々がガス室に入ると、ガスマスクをつけた親
衛隊員が天井の通気口から青酸ガスを発生させるツィクロンＢの粒剤を注ぎ込んだ。粒剤は床に落ちるとすぐに
毒ガスを放出した。犠牲者のほとんどは 20 分後には死に至り、焼却炉で焼かれた。床から立ち上る毒ガスから
逃れようと人々は上へ上へと向かい、絡まり合い、山のような形になって残されていたという。

表１. アウシュビッツで奪われたいのち（推定）

民族 連行された人数 殺害された人数

ユダヤ人 110万人 100万人

ポーランド人 14～15万人 7万～7万5,000人

ジプシー 2万3,000人 2万 1,000人

ソ連軍捕虜 1万5,000人 1万 4,000人

その他 少数民族 2万5,000人 1万 5,000人

合計 約130万人 約110万人

犠牲者の数が圧倒的に多かったのはユダヤ人
である。特にハンガリーからが多く、約 43 万
人がアウシュビッツに移送された。ポーランド
のユダヤ人が約 30 万人、オランダやフランス
から約 7 万人が移送されたと推定されている。
アウシュビッツ・ミュージアム学術研究部の調
査では、連行された 130 万人のうち 90％が殺
害されたとされているが、数的な正確さだけが
重要ではなく、一人ひとりの命の尊さを重んじ
るべきだとコメントが添えられている。
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紛失しないようにと名前や生年月日を書いた旅行鞄

犠牲者の義足

鍋や皿などの日用品

数えきれないほどの靴

博物館には略奪されたものが多く保管さ
れている。8 万足の靴、3,800 個の旅行鞄、
12,000 個の鍋、約 40kg の眼鏡、460 本の義
手と義足、他にも櫛、衣類など。おびただ
しい量である。焼却炉で焼かれる前に刈り
取られた髪の毛も展示されている。185kg
にもなるが、それは解放後に発見された
7,000kg の一部にすぎない。これらの髪は、
会社や工場に売られ、衣料品や織物にされた。

ここに展示されているのは生活必需品と
呼ばれるものだ。好きな絵本や玩具、趣味
の道具などは、すでにこの収容所に来る前
に奪われてしまっている。

ナチスの蛮行は優生思想に基づいている。彼らは
「優れたゲルマン民族の支配を当然」と考えており、
一部の民族や身体障がい者・精神障がい者を「生き
る価値のない命」として扱った。障がい者の安楽死
計画によって1945年までに 75万人が殺害されている。
また、障がいがあることを理由に約 50 万人を強制断
種させている。

ナチスは没収した財産を仕分け、ドイツ市民に供出していた。1945 年になると、ナチスは保管倉庫を爆破し、
証拠隠滅を図ったが全てを消すことはできなかった。ここに展示されているのは残された一部の略奪品である。
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廊下の両側には被収容者の写真がずらりと並ぶ。写真に
は被収容者番号や姓名、生年月日、職業、収容所連行日、
死亡日を含む情報が書かれている。この写真に写っている
人々は全て収容所で亡くなっている。時折、遺族が花を手
向けに来るそうだ。

アウシュビッツは、ナチスの国家秘密警察ゲシュタポの活動場所
でもあった。

第 11 棟は収容所の監獄と呼ばれ、警察囚人（ゲシュタポに逮捕さ
れたポーランド人）や釈放を待つ被収容者が収監されていた。1 階
にある臨時裁判所で死刑宣告を受けると、第 11 棟側面の扉から連れ
出され、銃殺刑を受けた。

地下の牢屋の壁には彼らのメッセージや十字架・キリスト像などが
爪で刻み込まれている。被収容者仲間の身代わりになって餓死刑を
言い渡されたコルベ神父が閉じ込められた 18 号地下牢も残されてい
る。彼に助けられたポーランド人は90歳まで生きたという。コルベ神
父は 1982 年にヨハネ・パウロ 2 世によって列聖された。

犠牲者の写真

銃殺刑の執行場所「死の壁」

ガス室への入り口 焼却炉

「焼却炉の煙突以外、ここからの出口はない」という言葉が使われていたという。被収容者たちは強制労働を
強いられていたが、被収容者で構成された特別労務班（ゾンダー・コマンド）は、ガス室から遺体を運び出し、
金歯を抜き取り、髪を刈り取り、遺体を焼却炉や穴の中で焼くという労働を命じられていた。彼らは他の被収容
者からは引き離されていた。耐えられず自死を選んだ者もいるが、それでなくとも数ヵ月働いた後、ナチスによっ
て殺されたかもしれない。彼らが書いたメモが 70 年以上経って発見された。右手で幼児、左手で女性の遺体を
引きずって運んでいたという「労働」の内容が記されていた。
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進入門。ガス室へ真っ直ぐ続く引き込み線に置かれた貨車は、アウシュビッツで起こったホロコーストのシンボルと言える

収容者を運ぶ貨車。この貨車は当時の物を模し
て2010年に据えられた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●アウシュビッツⅡ　ビルケナウ
1941 年の秋、アウシュビッツⅠから約 3 キロ離れたビルケナウ村の近くにソ連軍捕虜収容所として建設された

ビルケナウはアウシュビッツⅠの約 20 倍の面積で、最終的には最大のユダヤ人絶滅収容所となった。“ユダヤ人
問題の最終解決”の実行に向け、1942 年から収容所の隣地で 2 つのガス室が動き始める。1 年後にナチスは収容
所内に4つの大きなガス室と焼却炉を始動した。死体を近代的で効率良い焼却装置で大量に灰にした施設だった。

●子どもの権利の視点から考えるホロコースト
ヨーロッパにいたユダヤ人の子どもは、10 人のうち 9 人が命を奪われている。人間の言葉では語り尽くすこと

ができないホロコーストという恐ろしい歴史の中で、子どもたちはどのように生きていたのか。人体実験の犠牲
になった子どもや銃殺された子ども、ゲルマン人化することを強要され親から引き離された子ども、ゲットーの
路上で餓死した子ども。生き延びるためにユダヤ人としての本当の名前を忘れてしまった少女は、「両親が今の
名前を知らなければ捜し出してもらえない、誰も私が
誰なのか知らない」という深い恐怖を語っている。奪
われた権利は数えきれない。子どもの権利は何ひとつ
保障されなかった。子どもたちの無念さ、悔しさを私
たちは想像することしかできないが、彼らが記した日
記は私たちにホロコーストの日々を伝えてくれる。ア
ンネ・フランクが記した「アンネの日記」には、ホロコー
ストを避けるために屋根裏に潜み、ゲシュタポに捕ま
るまでの約 2 年間の日々が記されている。何百万とい
う犠牲者は虐殺の凄まじさを伝えはするものの、数字
があまりに膨大で抽象化されてしまう。しかし日記は、
その一人ひとりに命があり人生があったという当たり
前のことを私たちに改めて教えてくれる。

子どもたちが残した日記は「アンネの日記」以外に
も多数出版されており、それらから抜粋された日記集

小さな子どもの衣類。アウシュビッツに移送された約 23万人の子
どもたちのうち 20万人超が働く能力がないとみなされ、到着する
とすぐにガス室で殺された
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もまた出版されている。日記の中で子どもたちは奪われた
ものについて多く語っているが、「自分が置かれた世界につ
いて、たとえ幼くても自分なりの考えを語る権利はあるは
ずだ、ということを日記は子どもたちに自覚させてくれた」
というローレル・ホリディの言葉にあるように、日記は過
去の過ちから学ぶべき私たちにとって重要であるだけでな
く、その時代に生きていた子どもたちが、自分自身や戦争
について考え続けていく上での支えにもなっていたのだろ
う。子どもたちは、どうしようもない圧倒的な力に翻弄さ
れながら、それでも戦争やホロコースト、ナチスの行いに
ついて、日記の中で精一杯抵抗している。全て奪われても、
自分自身がどう感じるかについて表現し続けたのだ。

●所感
通訳のマシューさんはガイドの中で「尊厳」という言葉を何度も使っていた。戦時中、ナチスドイツによる殲

滅の対象と決められた人々は、尊厳を奪われ、大声で叫び出したいほどの絶望や屈辱を味わった。しかし、彼ら
は隠れ家で息をひそめておかなければならなかったし、政府への抗議を口にすることは死を意味していた。それ
でもゲットーやゾンダーコマンドによる蜂起を始め、人々は自らの尊厳のために度々立ち上がっている。子ども
たちも精一杯の思いを日記に残している。

ホロコーストに無関係だった人間はいない。ユダヤ人の隔離、一斉検挙、移送、殺害はそれぞれ地元の協力や
多くの人の無関心があって可能だったからである。当時、カウナスの日本領事館で領事代理をしていた杉原千畝
という外交官が、日本政府の許可を得られないまま、それでも人道的・道義的理由から日本通過ビザの発給を決
め多くの人を救った事実がある。だがこの杉原ビザで日本に身を寄せたユダヤ人がいた一方で、同盟国ドイツの
圧力を受けた日本は、上海に居住するユダヤ難民を虹口市域の限定された区域（3km² にも満たない）に移動さ
せ、鉄条網で囲み出入りを厳しく制限している。この事実をどれだけの日本人が知っているだろう。権利侵害は
形を変えて、現在にも続いている。日本国内でも世界でも権利を保障されずに苦しんでいる人が今もいる。しか
し、彼らは無関心によって世界から締め出されようとしている。

私たちは、どんな社会を望むのか。全ての人の権利が保障されるためには、広く世界に目を向け、知ることか
ら始めなければならない。人間がもつ弱さを含め、なぜホロコーストが可能だったのか、多様な人間が共生する
とはどういうことなのか、考え続けることが重要なのではないだろうか。犠牲に見合うだけの学びが求められて
いる。 （藤永　亜津沙）

【参考資料】
・ローレル・ホリディ編 横山緝子訳 1997　子どもたちのホロコースト　小学館
・S・ブルッフフェルド P・A・レヴィーン 中村綾乃 高田ゆみこ訳 2002　語り伝えよ、子どもたちに－ホロコーストを知る　
　みすず書房
・中谷剛 2012 アウシュビッツ博物館案内　凱風社
・シュバルベルク 石井正人訳 1991　子どもたちは泣いたか　大月書店

クレマトリウム（焼却炉）跡。1945 年 1月、証拠隠滅の
ために、親衛隊が爆破した
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アウシュビッツ＝ビルケナウ国立博物館

■広大な敷地にある建物群、展示品の全て、多くの歴史を学ぶために訪れる見学者の群れ、群れ、群れ。
何を見るのか、何を感じるのか。解説をしてくださったマシュー氏は、きっと日本からの多くの訪問者
に歴史を語ってきたのだろうなと思いながら、耳を傾けていた。百聞は一見にしかず～その場に行くこ
とでしか身に付かないことがあると実感した視察であった。　 ( 団長：都留 和光 )

■アウシュビッツ＝ビルケナウ訪問は、冷たい雨が降
る日でした。鉄条網や監視塔が残る敷地内の建物で見
た生活用品など多数の展示、収容所に隣接する天井が
低くて小さな天窓があるだけの殺人構造のガス室、広
大な敷地に並ぶレンガ造りの収容所とそこに向かって
引かれた行き止まりの線路などを五感で感じた貴重な
体験でした。自分がこれまで普通に使ってきた「人権」
という言葉の本当の重みを知ることができたと思います。
 ( 特別講師：高橋 温 )

■大量の靴、鞄、服、眼鏡、髪の毛。そうしたものが
そこにあるということが、過去とリアルな繋がりを感

じさせる。大量の展示に最初は涙が滲むほどの衝撃であったのに、次第に感受性は鈍麻し、たった数時間
の見学でも、恥ずかしながら私は慣れてしまった。アウシュビッツに関わった当時の人と同様の慣れが、
私の中にもあった。過去から学ばなければ過ちは繰り返される。 　( 団員：大塚 斉 )

■施設入口にある門のアーチに「働けば自由になる」の文字、子どもたちに「この先にお父さんやお母さ
んが待っている」との言葉。他にもたくさんの言葉が人を操作するために使われたそうです。誰かと会
話をする時、たとえ相手が子どもであっても主体性を尊重して誠実に言葉を選べているのだろうかと我
が身を振り返りました。自分が話した言葉と自分の振る舞いが矛盾しないよう、できる限り一致させて
いきたいと思いました。　　　　　　　　　( 団員：岡部 匡俊 )

■没収された眼鏡を見て感じたこと。それは「歴史を記憶してお
くこと」である。没収されたのは130万人の命であるはずなのに、
物質だけが歴史を伝える手段として命の代わりに残されている。
眼鏡と眼鏡が折り重なって潰れているその部分に、生きたいと
願う人の心が折れていく様を感じた。この取り返しのつかない
罪を犯したのは、紛れもなく同じ人間なのだという事実を受け
止め、自分の事としても捉えることを決めた視察となった。

　( 団員：工藤 嘉央 )

■当時のまま残る広大な敷地と建物を前にして、人が人によって
殺された事実を聞きました。詳細な語りからの想像、多くの展
示から受けた衝撃、独特な緊張感を纏った空気や匂い、一生忘れることはないでしょう。アウシュビッ
ツは残虐な過去を伝え、人の心に訴えかける特別な場所だと感じました。戦争の被害者はいつも子ども
や女性など弱い立場の人たちです。人の命を軽んじることや、命の重さに優劣がつくことがないように、
過去を教訓にしていかなければなりません。戦争がない平和な世界と人権が守られる社会になることを
願います。　 ( 団員：熊谷 裕美子 )

■あまりに有名な歴史を持つ場所。いつか行きたいと思っていたものの、実際に訪れるとさまざまな思い
が交差し、言語化し難い。訪れた直後は何かが抜かれたような感覚だった。惨酷なことが行われた場所
はここだけではない。優生思想もナチス独自の考えではない。誰もがこの残虐性を持ち合わせており、
決して他人事ではない。歴史を刻み、世界中に平和が訪れることを願います。 　( 団員：柴谷 麻希 )

高圧電流が流れていた鉄条網

アウシュビッツを視察してアウシュビッツを視察してアウシュビッツを訪れて

没収された大量の眼鏡は黒い山をなしていた
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■事前にアウシュビッツを調べていると、ヨーロッパで起こった歴史を知ることができました。子どもだ
けでなく、立場が弱い人間の扱いは想像を絶するものです。ただ、実際に現地を訪れて、肌で感じる現
実には大きな違いがありました。残された遺品、展示物、ガス室に入ると、言葉にできない感情が溢れ
てきます。現地の空気に触れることで、人権を守るためのその後の苦労と歴史を感じた気がします。貴
重な体験をありがとうございました。 　( 団員：砂川 辰介 )

■人類が犯した大きな過ちを現在に伝える世界遺産「アウシュビッツビルケナウ絶滅収容所」。その地を見
学した数時間は、胸の詰まる表現しがたい思いに苛まれながらも、同時に「人としての尊厳」を考える
価値ある時間にもなりました。また、この悲劇を、多くの人々に正確に伝えるため、国家資格を持つ人
しかガイドできないと聞き、そこにポーランドという国の思いを感じることができ、歴史から学ぶこと
の大切さを認識しました。 　( 団員：瀬崎 美穂 )

■収容されていた人たちの写真や、靴や鍋など生活用品の展示物から、当時の
人たちの生活が見えてきた。凄惨な歴史を知っているつもりだったが、戦争に
よって多くの日常が奪われたことをより現実的に感じた。二度と同じ歴史を繰
り返さないためにも歴史を学び、関わっている子どもたちにも伝え、一緒に考
えていきたいと思った。 　( 団員：谷澤 渚 )

■この研修を通して、一番行きたかった場所でした。調べを進めると、その当
時のドイツの経済状況等が影響を与えていたことなどが分かりました。人間は
一つ間違えばあのような残忍な行為ができる生き物。人権については常日頃か
ら意識していくべきだと感じました。観光客が毎年 200 万人ということから、
世界中の方がそれだけこの収容所で起きたことに注目していることが分かります。

犠牲者数、ポーランドは 600 万人。このような負の歴史はもう二度と起こさないように後世に残すべき
場所であると感じました。　 ( 団員：矢頭 和博 )

■「アウシュビッツは人生で一度は訪れるべき場所」と言われる理由を身をもって経験させて頂きました。
アウシュビッツの博物館で見た展示物、写真、建物、雰囲気全てが衝撃的で、言葉では言い表すことは
できません。アウシュビッツは直に見て、直に感じるべき場所だと思いました。 ( 団員：山本 浩子 )

■アウシュビッツは、これまで私自身が棚上げしてきたテーマ「戦争と平和」「生と死」「過去と未来」に
ついて、自分の手元で考えるきっかけを与えてくれました。多くの人間が苦しめられ、殺された場所が
もつ、言葉にならない雰囲気、恨み、苦しみ、怒り、諦めが、泥濘から語りかけてきました。その語り
は「戦争や死、過去や未来は、いつもすぐ身近にある」ということでした。
　秋風や　ゆれる芝生の　泥語る　 　( 団員：渡辺 葉一 )

■「劣等民族」を欧州全土から貨物列車で大量に集め、労働力でないと判断した人々から選別して殺害し
遺体を処分するという惨酷なプロセスを、極限まで効率的に行う工場のようなシステムを作り出した狂
気は信じ難いものでした。一方、その施設運営に日々黙々と携わった人々が沢山いたという事実には、
どんな異常事態にも当たり前のこととして適応できてしまう人間心理の恐ろしさを感じました。80 年前
に異国で起きた他人事で済ますことはできません。　 ( 財団常務理事兼事務局長：白岩 哲明 )　

慰霊碑

レンガの収容棟内部 収容者たちが寝ていた場所 労働作業棟
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COLUMNム
ラコ

おもてなし 
～あたたかい心遣い～
この報告書をみなさんにお届けできる 2020年は、東京オリンピックイヤー。このオリンピックの東
京開催誘致のためのプレゼンテーションで流行した言葉が、“お・も・て・な・し”でした。おもてなし
が現代の日本の文化にも深く根付いている、という内容だったと思いますが、ポーランド・ベルギーの
おもてなしも素晴らしかったです。
どの視察先も飲み物は水、ジュース、コーヒー、紅茶などバリエーションが豊富。フルーツやお菓子
も用意してくださっていて、おのずと現地でポピュラーなお菓子が分かり、
お土産の参考にさせていただきました。視察先によっては、ランチを用意し
てくださったり、お土産をいただいたり、視察にうかがうだけでもお時間を
いただくのに、たくさんの心遣い、本当に感謝しかありません。最初は遠慮
がちにいただいていた団員も、だんだんと率先してコーヒーなどのセッティ
ングをするようになっていました。
視察先のみなさま、ご多忙の中、大変お世話になりました。
温かく迎えて下さり、ありがとうございました。（柴谷　麻希）

ランチのサンドイッチ
ベルギーではサンドイット
をたくさん食べたけど、

1番美味だった　

私たちも学校で
コラシオン
（お菓子の時間）を
楽しんだ

子どもたち
からの
プレゼント

アトミウムを作っ
てくれた。飛行機で
持って帰れるよう
に、解体できるよう
にしてくれていた!!
解体後の
組み立ては…

5,6年生から折り紙
のプレゼント
年度初め（9月）の
子どもたちは蝶々の
ようだとの話があ
り、日本の遊びであ
る折り紙で表現して
くれた

ハム、チーズ、
アボカドや牛肉の

ペースト、ツナマヨも
全部はさんでみた カナッペ！朝食をたくさん食べたことを後悔!

小学校
（124ページ）

クレール・ヴァロン
（112ページ）
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べルギー

ベルギー王国は、3 つの共同体と 2 つの地域で構
成される連邦国家で、連邦政府、共同体政府および
地域政府は権限を分担しあう。子どもと家族の福祉、
教育については、共同体政府の権限管轄で、政策も
行政機構も共同体ごとに異なる。

共同体は、言語と文化によってフランス語共同体、
オランダ語共同体、そしてドイツ語共同体に分かれ
ている（図 1）。

今回の視察では、フランス語共同体における子ども・
家族政策と施策の展開を主に学んだ。なお、母子保健
については、フランス語共同体の ONE に加え、オラ
ンダ語共同体の Kind en Gezin を訪問し、2 つの共同
体それぞれで予防的支援のあり方を学んだ（表 1）。

ベルギー
～視察報告の前に～

表１．視察先・講師一覧
管轄 /活動地域 カテゴリー 視察先 /講師 視察先 /講師について

オランダ語共同体 母子保健施策 子どもと家族庁Kind en Gezin 母子保健、保育、養子縁組を管轄する
行政機関

フランス語共同体

母子保健施策 出生児童事務所：ONE 母子保健施策を請け負う公益団体

虐待対応、治療 SOS Enfants（SOS子どもチーム） 医療機関にある多分野の
専門家による支援チーム

児童福祉制度
青少年支援局：AGAJ 児童・青少年・家族支援を

管轄する行政機関

ジャック・ブケ氏 もと裁判官（児童保護、少年司法）

児童福祉サービス全般 アマラージュ AGAJ 承認サービス提供団体

社会的養護関連と
治療施設

コロンビエ 児童養護施設（アマラージュ運営）

アタランテゥ 緊急一時保護施設（アマラージュ運営）

クレール・ヴァロン小児医療センター 児童福祉の要素を備えた治療施設

ヤニック・ニナエ氏 里親

ジョン・フォーゲル氏 セール・ヴォラン乳児院院長

アリス・ウッド氏 セール・ヴォラン乳児院心理士

パラン・アミ 施設児童の第2の家族パレナージュ
推進団体

教育 アソンプション学院ボアフォール校 幼稚園併設小学校

欧州全体 行方不明児童対応 ミッシングチルドレン・ヨーロッパ 欧州内行方不明児童支援団体の連合体

オランダ語共同体
（フランデレン地域と重なる）

フランス語共同体
（ワロン・ブリュッセル連合）

ドイツ語
共同体

図1. ベルギー王国を構成する共同体

ブリュッセル
（フランス語共同体とオランダ語共同体が
 ともに自治権を持つ二言語地域）
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べルギー

子どもや親、支援者からの要請

利用するために
審査が必要な
青少年支援

地域施設

直接利用できる
青少年支援

行政的な支援機関
問題に焦点を
当てた支援

幅
広
い
支
援
窓
口

青少年ケア支援
センター（OCJ）

児童虐待信頼
センター（VK）

青少年裁判

社会サービス

裁判官

審査機関（IT）

評価 青少年支援
の方向性

検
察
官

警察

ベルギー　オランダ語共同体　母子保健

子どもと家族庁
（Agentschap Kind en Gezin）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 8 日 PM
住　　　所： Avenue de la Porte de Hal 271060 
 Saint-Gilles
U　 R　  L： https://www.kindengezin.be/
講　　　師： ヤン・ドゥ・クラーク
（敬 称 略）　 （包括的家族政策部門　政策担当・心理士）　

1. 概要
子どもと家族庁はオランダ語共同体の福祉・公衆衛

生・家族省に属し、予防的家族支援（母子保健）、保
育、養子縁組、家族手当（給付金）の施策を行う行政
機関である。フランス語共同体のONE（88ページ参照）
と同じような役割を持つ。子どもの権利条約に基づき、
他機関と協力し、全ての子どもに最大限の機会を与え
ることを目指している。

2018 年度の予算は、8 億 5,930 万ユーロ（約 1,020
億 3,000 万円）であった。保育などへの助成が 77.8％、
予防的家族支援（母子保健・虐待信頼センターなど含
む）が 9.7％、養子縁組支援が 0.3％、人件費が 8.1％、
その他事務経費が 4.1％であった。

2. 子ども家族
　 支援の全体像

図 1 は、オランダ
語共同体の子どもと
若者、家族に対する
支援の全体像である。
子どもと家族庁、青
少年福祉庁、フランデレン障害者庁に係る福祉、障がい、
非行分野の支援が統合されたしくみとなっている。

誰でもアクセスできる相談窓口と支援は幅広く用意
されており、さらなる支援や強制的介入が必要な場合
は、アセスメント結果から支援内容を調整するセク
ター間ゲートウェイ（Intersectorale toegangspoort：
IT）というニーズの評価をして支援の方向性を決め、

危機介入　　　　関係者間の対立調整（ﾒﾃﾞｨｴｰｼｮﾝ）　　　相談対応

図1. オランダ語共同体の統合的青少年支援
       （講義資料をもとに作成）
※全て1ユーロ＝118.74 円（視察初日10月 4日レート）で計算

◆ベルギーの母子保健◆
　ベルギーのチャイルドケア始まりは、1904年設立のベルギー児童保護連盟と、1915年設立の援助と栄養の国家委員によるボ
ランティア活動までさかのぼる。1919年、ベルギー全土で乳児死亡率を下げ、家庭に食糧援助を行うことを目的に、公的機関であ
る国家児童機構（L'Œuvre Nationale de l'Enfance：ONE（フランス語）, Nationaal Werk voor Kinderwelzijn（オランダ語））
が設立され、現在の母子保健サービスの基盤となる。1980年8月8日特別法により、家族政策など人に関わる事柄の権限が連邦
政府から言語共同体に移管されると、それぞれの共同体が母子保健施策を展開するようになる。現在、フランス語共同体では「ONE」
（出生児童事務所 :L'Offi  ce de la Naissance et de l'Enfance）が、オランダ語共同体では「子ども家族庁」（Kind en Gezin）が、
ドイツ語圏共同体では「カライド -DG」（子ども家族サービス：Kaleido）が周産期からの児童家族支援への責任を負っている。
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措置先の調整をする機関が必ず介在する。虐待、非
行ケースの場合は、行政機関の OCJ や VK（後述）、
警察を通して検察官や裁判官が関与する。

子どもと家族庁は、主に、図 1 の左側にある誰に
でもアクセスできる支援サービスを展開し、介入度
の高い支援は青少年福祉庁が展開している。

2018 年 8 月、青少年の統合的な政策を推進する
ため関係機関を統合することが発表され、視察時は
統合に向けて作業中とのことであった。（2020 年 1
月、子どもと家族庁、青少年福祉庁、及びフランデ
レン障害者庁の一部が統合され、予防的家族支援、
保育、家族手当、里親支援、養子縁組、青少年援
助、触法少年支援をカバーする成長庁（Agentschap 
Opgroeien）が設立された）。

3. 基本的な考え方
全ての子どもが安全に、健康で、健全に育つとい

う視点を大切にしている。施策は科学的根拠（エビ
デンス）に基づいて進め、その効果も検証する。

政策領域全てで予防的な視点を重視している。周
産期から家族と関わり、問題が起きる前の早期支援
と、起きた問題が深刻化する前の早期介入に努める。

数多くの研究結果から、家族と良い関係を築き、
家族の同意を得た支援が最も有効的であるというエ
ビデンスが示されている。そのため、親をパートナー
として捉えて肯定的に関わり、丁寧に説明し、支援
に親の同意を得ることを重視している。

　
4. 児童虐待について
（１）児童虐待の定義

児童虐待は、親や親以外の者による偶発的では
ない行為で、子どもの発達に重大な危険を及ぼす、
身体的、心理的、または性的な暴力の形態、と定
義しているが、近年、形態についての考え方が変
化している。例えば DV の目撃は虐待とされ、し
つけとして子どもを軽く叩くことは虐待かどうか
が議論されている。出生前の母体の状況が乳児に
与える影響などへの理解も進み、薬物依存などが
虐待の形態に含まれるようになった。

（２）児童虐待についての考え方
虐待はストレスや負荷がかかった結果に起き愛着に

も影響する、虐待があった家庭の2/3では世代間連鎖
はなく、どんな家庭でも虐待は起こり得る、という理
解をしている。また、どんな親でも子どものために最
善の事をしたいと思っているという前提のもと、支援
を行っている。

若年出産、片親など虐待の危険因子（表1）や、虐
待ケースの初期のサイン（表2）などのチェックリス
トを用いて見落とさないようにしている。しかし、こ
のようなツールはひとつの判断材料であり、システム
的に児童虐待を断定するようなものではない。またリ
ストに当てはまらない虐待ケースもあるため、虐待は
輻輳する要因によることを認識する必要がある。

表1. 虐待の危険因子
虐待の危険因子

子どもの因子
望まれていない子ども、未熟児、続く夜
泣き、癇癪、障がい、里子、義理の子ども、
0～ 3歳の子ども

親の因子

20歳前後の両親、片親、再婚家庭、両親
の不仲、固いコミュニケーションパター
ン、DV、子どもへの共感性のなさ、子ど
もへの非現実的な期待、依存症、精神病、
障がい、被虐待歴

環境因子 無職、貧困、弱い社会的ネットワーク、
非行、暴力的な環境、養育サポートのなさ

（講師資料より）

表2. 虐待のサイン
虐待のサイン

0～ 2歳

親子分離の際の反応のなさ、新奇場面への
不安のなさ、少ない言語表現、動作発達の
遅れ、栄養の問題、睡眠の問題、泣き過ぎ
または泣かな過ぎ

身体的虐待
ネグレクト

けがについての矛盾した説明や説明のな
さ、頻繁なけが、けがから治療までの時間
差、手や物の跡がある痣、栄養不足、｢事
故｣ の歴史、頻繁な病院や医師の変更、両
親または子どもの特異な行動

情緒的心理的
虐待

ネグレクト

逸脱行動、低い自己イメージ、抑うつ的な
印象、あまり笑わない・遊ばない、ほと
んど他人を信用しない、視線が合わない、
学校への適応の難しさ、社会的スキルのな
さ、ストレス耐性の低さ

性的虐待

心身症状：過呼吸、曖昧な症状（頭痛、
めまい）、清潔感のなさ

行動症状：記憶や集中力の問題、低い自己
評価、少ない友人関係、身体
接触や衣服着脱への不安、退
行的行動、成績の低下、家出、
依存、非行、売春

精神的症状：うつ、拒食症、不安障害、引
きこもり、疑似てんかん発作、
自傷行為、自殺行為

（講師資料より）

（３）児童虐待対応
虐待の疑いに関する通告義務は一般市民、専

門職にもない。通告はさまざまな機関が受けて
いるが、通告対応の義務がある機関としては、
児 童 虐 待 信 頼 セ ン タ ー（Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling：VK）がある。子どもと家族
庁が予算管理している家庭支援を行う機関であり、
フランデレン地域にある 5 つの州とブリュッセル
の 6 ヵ所に設置されている。

子どもに限らず、パートナー間の暴力、高齢者
への暴力も相談できる共通電話番号「1712」が
2012 年に設置された。2018 年、「1712」で受けた
電話の 62％が児童虐待に関する通告であった。

18 歳以下の子ども人口 125 万人に対し、2018
年、児童虐待信頼センターは 8,669 件の通告を受
け、1,222 件の要支援対応を行った。また、青少年
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ケアサポートセンター（Ondersteuningscentrum 
Jeugdzorg：OCJ）では 4,963 件の要支援対応を行っ
た。表 3 は児童虐待信頼センターで対応した児童虐
待の子どもの年齢別・虐待種別の内訳である。

表3.  2018年児童虐待信頼センター（VK）
　　   対応割合（年齢・虐待の種別）

虐待の種別
3歳
以下 
（%）

3～
6歳 
（%）

6～
12歳
（%）

12～
18歳
（%）

大人からの虐待・ネグレクト

身体的虐待 18.9 19.5 23.9 20.1

身体的ネグレクト 18 10.6 8.2 5.5

心理的虐待・
ネグレクト 31.7 34.2 36.2 30.6

性的虐待 2.9 15.2 12.4 19.2

ハイリスク 24.3 11.4 8.5 6.8

適応障害 0.2 0.6 0.8 1.5

不明 3.2 5 5.1 4.9

未成年者からの暴行・ネグレクト・非行行動

身体的・
心理的虐待・
非行行動

0.2 1.2 1.9 4.3

性的虐待 0.1 1.9 2.5 6.2

未記入 0.4 0.3 0.5 0.8

（講師資料より）

5. 予防的家族支援（母子保健）
（１）概要

フランデレン地域に住む周産期の親、3 歳にな
るまでの全ての子どもを対象に、家庭訪問、健診、
予防接種を無料で行う。任意サービスなので、利
用するかは親の選択に任せられる。

フランデレン地域（人口 655 万人、300 の基礎自
治体がある）に 305 ヵ所の「子どもと家族」健診
センターがあり、57 ある専門家によるチームが派
遣されて健診などを行う。1チームは10～ 20名で、
医師、看護師、ソーシャルワーカー、サイコペダ
ゴジカルワーカー（心理、教育的なかかわりをす
るワーカー）、ファミリーサポーター、ボランティ
ア、子育て経験者で構成されている。

（２）支援の流れ
妊婦が妊娠給付金の申し込み手続きを行った際、

支援の案内をし、登録してもらう。妊娠後期か、
生後間もない頃に、家庭訪問にて無料の診療や予

防接種があることを伝え、「子どもと家族」健診セ
ンターへの来所を推進する。

以前は出産後から支援を開始していたが、早期
に関わることの有効性を感じ、出産前から訪問す
るようになった。基本的な接点回数は 12 回だが、
必要に応じて相談回数を増やしている。全ての家
庭を対象にしているが、各家庭に合わせて支援を
行うように留意している。

特に脆弱な家庭には、親になるための準備クラ
スの紹介など、必要な支援を紹介する。

表 4 に基本的な支援の枠組みを示す。
「子どもと家族」健診センターでは子どもの体重

測定や、医師、看護師による健診が行われる。健
診は予防的な心理社会的サポートを目的としてお
り治療は行わない。定期的に関わることで母子の
状態を確認し、産後うつのスクリーニングも行う。

表4. 母子保健の基本的枠組み

接触するとき 子どもの年齢

最初の訪問 出産前または出生後数日以内

家庭訪問 出生後0－ 6週間以内

聴音検査 2週間

健診１ 4週間

健診２ 8週間

健診３ 12週間

健診４ 16週間

健診５ 6ヵ月

健診６ 9ヵ月

健診７ 12ヵ月

健診８ 15ヵ月

健診９ 24ヵ月

健診１０ 30ヵ月

（講師資料より）
※注射器マークの時に予防接種を受けることができ、
　目のマークがついている時に視覚検査を行う。

定期的に健診を行う中で、離乳食やイヤイヤ
期など、その時期に適した子育て情報を伝える。
2018 年は 92％の家庭に産前から産後 3 ヵ月の間に
訪問を行った。訪問中のアセスメントでは、子ど
もの 4.5% に成長発達に必要な刺激の乏しい生活環
境にあると評価されその家庭の 70％あまりに、適
切な環境を与えられるよう支援を行った。心配な
ケースは専門機関に相談し、連携しながら対応し
ている。
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（３）データの電子化
フランデレン地域では住民情報が電子化されてい

る。子どもと家族庁のウェブサイトで登録をすると、
家庭訪問や予防接種の予約などをオンラインで行う
ことができる。また、産前から妊娠期や子どもに合
わせた情報が配信されるようになっている。

フランデレン地域内での引っ越しの際には、過
去の健診センターでの記録が引っ越し先のセン
ターでも確認できるため、情報の伝達不足が起こ
らない。しかしワロン・ブリュッセル連合はシス
テムの整備が進んでいないため、地域間の引っ越
しの際は情報の伝達に留意が必要である。

6. 成長パッケージの給付（家族手当、給付金）
家族手当はこれまでもあったが、2019 年 1 月から

「成長パッケージ」という名称に変わった。0 ～ 17 歳
全てと18～ 25歳の学生には、毎月手当が支給される。
まず、子どもが生まれた時、養子を迎えた時に 1,122
ユーロ（約 133,3000 円）が支給される。それ以降は
毎月 163.2 ユーロ（約 19,000 円）が給付される。ま
た学校が始まる 8 月には年齢に応じて支度金が加算
される。成長パッケージの登録の際に、母子保健の
登録も促している。

7.「子どもの家（Huis Van Het Kind）」
2013 年の予防的家族支援の法律（Decreet Preventieve 

gezinsondersteuning goedgekeurd）を根拠にした、
異なる支援団体が１ヵ所に集まって親と子どもに支
援を提供する「子どもの家」では、子育てセミナー
や居場所の提供、ヘルスケア、おもちゃの貸し出し
などさまざまなサービスを利用できる。子どもの家
は、子どもと家族庁が認可、助成し、自治体と支援
団体が共同で運営する。2019 年現在、300 あまりあ
るほぼ全ての基礎自治体に「子どもの家」がある。

8. 保育
フランデレン地域における保育の政策が実行され

るよう制度の管理や保育所の認可、助成を行ってい
る。0 ～ 3 歳の保育施設、3 歳以降の放課後や休暇中
の保育施設がある。保育の場があることによって保
護者が働くことができ、経済的安定が図れること、
孤立しないで子育てができること、子どもが適切な
刺激を得て成長できることなど、家庭に多くの利点

（特に貧困家庭においては利点が大きい）をもたらす
ことを示す研究結果がある。質の高い保育を提供す
ることによって経済的、教育的、社会的な側面にお
いて効果があると考えている。

9. 養子縁組
養子縁組は子どもと家族庁が管轄するフランデレン

養子縁組センター（Vlaams Centrum voor Adoptie）
を通して行われる。養子縁組家庭の登録、助成や、
両親に対するガイダンス、情報提供や国際養子縁組
の手続き支援などを行っている。

養子縁組の流れ
国内養子縁組も海外養子縁組も同じプロセスを

たどる。
①養子縁組希望者として登録
最初にフランデレン養子縁組センターにて登録
を行う。次に養子縁組支援センター（Steunpunt 
Adoptie）で説明会に 2 回参加する。説明会参
加証明書を提出し、質問紙で子どもについての
希望など記入する。

②研修と調査
その後 1 年以内に 3 日間、合計 16 時間の研修
を受け、その証明書を提出する。必要書類を社
会調査サービス（Dienst voor maatschappelijk 
onderzoek）に提出し、調査を受ける。調査に
はソーシャルワーカーと心理士それぞれとの 2
回ずつの面接も含まれる。

③縁組候補家庭となる
社会調査サービスは調査をもとに、その家族が
養子縁組に適しているか判断し、結果をフラン
デレン養子縁組センターに送る。また結果は家
庭裁判所に提出され、家庭裁判所裁判官による
最終判断が下される。

④マッチング
養子縁組支援団体に登録し、子どもとのマッチ
ングが始まる。フランデレン地域では 3 団体が
海外からの養子縁組を、１団体が国内の養子縁
組を斡旋している。

再婚家庭でパートナーの子どもと養子縁組する場
合や、親族などの子どもを養子縁組する場合も、フ
ランデレン養子縁組センターで登録し、説明会に参
加し、家庭裁判所の判断を受ける必要がある。

2018 年には海外からの子ども 36 人、国内の子ども
20 人の養子縁組が成立した。家族や親族間などの養
子縁組は 152 件あった。

10. 質の良いサービス提供のために
全ての支援者が責任をもって、柔軟に、専門性を

活かして対応、協働できるよう、明確な目的を示し、
ガイドラインを作っている。特に危険な局面や、ハ
イリスク家庭と連絡が取れないなどの危機的状況へ
の対応が大切である。また子どもについての記録の
とり方のガイドラインもある。

子どもと家族庁に入職すると、まず 15 日間の研修
プログラムを受ける。その他、専門職ごと研修を行う。
職員のみアクセスできるオンラインの研修ビデオ、
資料もあり、スキルアップを図る。

また家庭訪問の成功率や、必要な情報提供率など
地域別のデータを 4 半期ごとに可視化し、サービス
の評価をしている。
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講師のクラークさんとともに正面玄関にて記念撮影

11. 所感
母子保健の分野の政策について詳しく話を伺うこ

とができた。全世帯対象に、訪問を含めた健診を 12
回も行っており、特に出生後から 6 ヵ月までにその
半分を行っている。また、子どもの発達段階に合わ
せた発行物が数多くあり、母子手帳なども情報が豊
富である。妊娠期や子どもの新生児期に不安を覚え
る母親は多いので、その時期に誰にでも分かりやす
い情報を提供し、健診などで丁寧に寄り添うことが
できるシステムはとても良いと思った。さらに、電
子化が進んでおり、さまざまなサービスがオンライ
ン上で申し込みできることや、利用者の状況に合わ
せた情報が配信されるのはとても便利である。

どんな親も子どものために最善をしたいと願って
いること、肯定的に家庭を捉えること、どのように
すれば虐待を防止するだけでなく健全に子どもが成
長できるかということを重視することを強調されて
いたのが印象的であった。家庭を支援する中で大切
にしていきたい視点だと思った。 　　　 （谷澤　渚）

【参考資料】
・子どもと家族庁ウェブサイト
　https://www.kindengezin.be/
   （2019年 10月 20日閲覧）
・「成長パッケージ」ウェブサイト
　https://www.groeipakket.be/nl
   （2019年 11月 11日閲覧）
・児童虐待信頼センター
　https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.
　be/index.html（2019年 11月 11日閲覧）
・青少年福祉庁ウェブサイト
　https://jongerenwelzijn.be/
   （2019年 11月 11日閲覧）
・子どもの家ウェブサイト
　http://www.huizenvanhetkind.be/hk/default.jsp
　（2020年 1月 17日閲覧）
・成長庁ウェブサイト
　https://www.opgroeien.be/
   （2020年 1月 17日閲覧）
・正躰朝香 1998 EU 統合の深化とベルギーの連邦化改革 
　-EUにおける連邦構成体の権限拡大を中心に EU学会年報
　1998巻 18号
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べルギー

COLUMNム
ラコ

ベルギー
オランダ語共同体とフランス語共同体の母子手帳
オランダ語圏の母子手帳（母親用・子ども用）と子育て情報パンフレット、フランス語圏の母子手帳（子ども用）

を資料としていただいたので、紹介したい。母子手帳はオランダ語圏でもフランス語圏でも、母親用と子ども用
に分かれている。

母子手帳
母親用は「妊娠手帳」となっており、産前の母体がどのように変化していくか、子どもがどのように成長して

いくか、またどのような準備が必要かなど妊娠期に分けて丁寧に説明され、写真やイラストが入っていて分かり
やすい。健診の情報も記録できるようになっている。妊娠期の運動、旅行に行く場合、産休、保育園についてな
ど多岐にわたる、妊娠期に必要な情報がまとまっているのは素晴らしいと思った。

子ども用の「子ども手帳」の内容も、下の表でまとめた通り、充実している。

ベルギーの子ども手帳の内容
支援について 母子保健訪問・健診についての説明・健診予定表・支援機関の連絡先一覧
情報 月齢、年齢毎の子育て情報・予防接種の必要性・予防接種が必要な疾患の症状等の説明

記録 家族の情報（特定の疾患など）・出産時の情報（身長体重・検査結果など）・子どもの月齢、
年齢毎の記録・歯科記録・疾患、アレルギーの記録・病歴・予防接種記録・成長曲線

子ども手帳は、両方の言語共同体で記録する内容に大きな差はない。オランダ語圏は写真を多く用いており、
フランス語圏はイラスト中心で、どちらもカラフルで大きく、書き込むところが多くある。
オランダ語圏は 0歳から 6歳までの記録ができるようになっているのに対し、フランス語圏では 0歳から 18

歳まで記録できるようになっていることが最大の違いである。フランス語圏の手帳では 12 歳以降のページは子
ども自身が記録できるようになっている。子どもに向けて「大音量で音楽を聴くのは聴力に影響があるよ」など
健康のためのアドバイスも書かれており、学校の健診の記録もできるようになっている。オランダ語圏の手帳で
は子どもの成長曲線が載っていないが、健診時の身長・体重などは自動的にデータ化され、パソコンから子ども
の成長の記録を見ることができるようになっている。必要があれば「子どもと家族」健診センターで印刷しても
らうこともできる。オランダ語圏の方が、子どもの情報や家族の情報を記入する所が細かいチェックリストになっ
ており、フランス語圏のほうが自由に書き込めるようになっている。両言語圏ともに子育てに関する情報が盛り
沢山で、イラストや写真が多く読みやすく工夫がされていると感じた。

子育て情報パンフレット
オランダ語圏、フランス語圏どちらも子育てに関する情報のパンフレットを多く発行している。離乳食につい

て、子どもの安全を守るために、トイレットトレーニングについてなどテーマごとに発行されている資料は、写
真やイラストを多く用いて、とても分かりやすく、また哺乳瓶の洗い方など細かい情報も丁寧に記載されている。
訪問した際、ベルギーは移民が多いことを学んだ。移民や障がいがある人たちを含め、誰にでもわかりやすく、
見やすくまとまっているのが素晴らしいと思った。
これらの母子手帳や発行物はネットのホームページからもダウンロードできるようになっている。色々な媒体

で情報を提供することで、利用者が困っている時にその情報にたどり着く可能性が高くなる。支援者にとっても
訪問時などに紹介がしやすく便利であると思った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（谷澤　渚）

【参考資料】
・フランス語圏　ONEの母子手帳やパンフレットがダウンロードできるページ
　https://www.one.be/public/brochures/nosbrochures/　（2020年 1月 30日）
・オランダ語圏　子どもと家族庁の母子手帳やパンフレットがダウンロードできるページ
　https://www.kindengezin.be/brochures-en-fi lmpjes/brochures/　（2020年 1月 30日）

※巻末（140 ページ）に母子手帳一部を資料として掲載
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べルギー

ベルギー　フランス語共同体　母子保健

出生児童事務所
（ONE：Office de la Naissance et de l’Enfance）

訪 問 日 時 ：2019 年 10 月 11 日 AM
住　　　所： Dre’ve des Shetlands 15, Woluwe-St-Piérre, 
 Centre Communautaire de Joli-Bois
U　 R　  L： https://www.one.be/
講　　　師： テレーズ・ピーターズ（医師）
（敬 称 略） リタ・リクソン

（メディカル ソーシャルワーカー）
 マルティーヌ・ベルトイユ

（メディカル ソーシャルワーカー）

1. 概要
出生児童事務所「ONE」は 1983 年、フランス語共

同体法令によって設立された、母子保健を主軸に子
どものための施策を多岐にわたって行う公益組織で
ある。フランス語共同体政府の管理下で、政府と契
約を結び、活動を行う。ブリュッセル首都圏におい
ては、オランダ語共同体の母子保健政府機関子ども
と家族（82 ページ）と連携している。

ONE の事業は多岐にわたるが、大きく下の 2 つに
分けられる。１つ目は子どもの家庭環境や保護者を
支えるしくみの構築で、母子保健、学校での健診、
養子縁組、SOS 子どもチーム（93 ページ）の認可な
どが含まれる。2 つ目は、0 ～ 12 歳の子どもの家庭
外保育施設の認可と助成で、保育所、乳児院、学童
保育、休暇支援施設などが含まれる。これらの活動
を支えるため、子どもに関わる専門家の育成、研究
なども行う。

母子保健の健診センターが各地域にあり、今回は
その健診センターの 1 つを訪問した。

図 1 に ONE 本部の組織図を、図 2 に地域における
サービスの構図を示す。ONE の主要部門である周産
期からの家族支援と保育の 2 部門は研究、戦略、人材
開発といった部門によって支えられている。

具体的なサービスを展開する地域支所は 6 ヵ所あ
り、それぞれの支所で、コーディネーターが地域にあ
る機関と連携してサービスの調整を図り、子どもの乳
幼児期に家族と地域機関とのつながりを作っている。

2. 母子保健
訪問した健診センターでは無料で子どもの予防接種

や健診を行っており、日本の保健センターと同じよ
うな役割をしていた。ONE 健診センターはワロン・
ブリュッセル連合に 578 ヵ所（うちブリュッセルに
50 ヵ所）ある。
（１）対象

妊娠期から出生の段階、そして 0 歳から 6 歳
までを対象とする。フランス語共同体における対

象者数は 17 万人である。2 歳までの子どものいる
家庭の約 75％が健診に来ているが、年齢が上がるに
つれ健診参加率が下がり、平均参加率は 42％ほど
である。参加率の低下は、保育所や家庭医などで
健診を受けているためではないかとのことであった。

健診センターは基本予約制であるが、金曜日の
8:30 ～ 12:00 は予約なしでも常駐するメディカル
ソーシャルワーカーに相談をすることができる（医師
はいない）。「全ての子どもは同じ待遇をうける権
利がある」ことが原理原則なので、全て無料である。

（２）健診センタースタッフ
ONE ではワロン・ブリュッセル連合全体で

約 850 人のメディカルソーシャルワーカーと約
4,500 人のボランティア、助産師と医師（小児科医
14.3%、家庭医82.3％、産科医3.3％）あわせて約1,000
人が親子の支援をしている。

メディカルソーシャルワーカーは看護師、助産師
またはソーシャルワーカーの資格を持ち、ONE で
研修を受けた小児の専門家で、健診では中心的な役
割を担う。1 人 200 件ほどのケースを担当する。新
人には充実した研修プログラムがあり、初めの 2
年間はコーチングなどのトレーニングを受ける。そ
の後も１年ごとに研修がある。医師も、ONE で研
修を受けている。

◆ベルギーの家庭医制度◆
各家庭で近くの家庭医に登録しており、症状にかか

わらず最初は家庭医の診断を受け、より専門的な治療
が必要な場合、専門医に行くシステムになっている。
診察、検査や診断の結果、治療などの記録情報は、家
庭医に集約されるしくみになっている。
現在は日本でいうマイナンバーカードのような ID

カードがあり、そこに IC チップが埋め込まれている。
個人番号、住所、氏名、電話番号、登録家庭医の名前
や住所、既往歴などが登録されており、家庭医や本人
がインターネットで確認できる。医療機関や薬局など
では ID の提示が求められ、診察が記録される。

ONE健診センターがあるコミュニティセンター
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（2018.10 外部委託）

図 1. ONE 本部の組織図 (2017)
https://www.one.be/fi leadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/Organigramme_ONE_2018.jpg

図２. 地域サービスの構図 (2017)
https://www.one.be/fi leadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/Organigramme_Subregional_ONE_2016_.jpg
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（５）ベビーマッサージ教室
2～ 6ヵ月の赤ちゃんが対象で、ベビーマッサージ

の後に行うお茶会は、親同士の交流の場となって
いる。訪問した健診センターには国外出身の利用
者も多く、自分の家族や親戚が近くにいないため、
母親が孤立しない支援が重要とのことであった。
各健診センターは地域のニーズを支援内容に反映さ
せており、この地域ではベビーマッサージを大事に
していた。

（６）虐待対応
家庭訪問や健診など、親子に接する機会が多い

健診センターのスタッフは、虐待対応の最前線に
いる。子どものことを第一に考え、適切な連絡先を
判断し、危険な状態にある時はすぐにアクション
を起こす。

家庭訪問を嫌がる家庭は高い確率で虐待が見つかる
ため、ONE と連携する心理士と相談して対応する。

親が育児に疲れている場合は、疲れの起因を考え、
起因が病気であれば親の受診を勧める。保険の範
囲でベビーシッターを利用することもできる。

虐待の疑いを持った場合や、骨折やケガを見つ
けた時は、SOS 子どもチーム（後述）に連絡する
ことが多い。SAJ（98 ページ）、検察・警察に通告
することもある。

子どもの入院や保護が必要となった場合は、
ONE から病院や関連機関に引き継ぎをする。親子
で入院できる小児科もある。

（７）産前産後の支援
妊娠期からの健診を行う健診センターが41ヵ所、

整備されている。産む前からリスクがあるとわかっ
ている場合、ONE の組織の妊婦・赤ちゃんに対応
できる病院を紹介する。ONE の産科を受診すれば
費用は無料である。

（８）新生児スクリーニング
難聴のスクリーニングは出生後すぐに産科で行

うことが義務づけられており、ONE がこのサービ
スを提供している。先天性異常のスクリーニング
では、13 の病気を検出できる。

（３）家庭訪問
保護者は出生届を出した時に ONE のパンフレッ

トをもらう。ONE は自治体から出生届情報の提供
を受けると、その家庭に電話で連絡し、家庭訪問
の日時を決める。

最初の家庭訪問では１時間ほど時間をとり、体
重測定、家庭環境の観察、子どもの健康状態や授
乳の状況などの聞き取りを行う。家庭訪問は、希
望があれば何度でも行う。

（４）健診、予防接種
医師やメディカルソーシャルワーカーが健診と

予防接種、助言を行う。予防のための健診なので
治療は行わず、必要に応じて医療機関を紹介する。　

健診は、生後 2 ヵ月までは 15 日に 1 回、6 ヵ月
までは1ヵ月に1回、6ヵ月以降は2ヵ月に1回行う。
予防接種は、ポリオのみが義務であり、推奨はし
ているが親が予防接種を受けさせないこともある。

18 ヵ月の健診時、発達検査を実施している。
チェックリストを使って観察し、社会性・身体的・
知的な発達をみる。気になることがある時は専門
の医師を紹介する。

2 歳時は小児科医が視覚検査を行い、何かあれ
ば小児眼科を紹介する。約 10％の子どもが目の問
題を抱え、そのうち約 9 割は眼鏡を着用するため、
視覚検査を重要視している。

ベビーマッサージを行うベッド

健診のスケジュール
（予防接種の所に注射器のマークがついている）
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3. 学校での保健システム
児童の健康診断、予防接種などの保健項目の策定

やデータの管理など、学校保健のシステムを構築し
ている。また学校での保健教育プログラムの策定も
行っている。

4. SOS 子どもチーム（SOS Enfants）
SOS 子どもチーム は ONE の支援部門として位置

づけられ、ONE から助成を受ける。ワロン地域で 14
の SOS 子どもチーム（93 ページ）が編成されており、
それぞれのチームが該当する裁判所地区において通
告の受付、アセスメント、予防的支援、治療などの
虐待対応を行う。

2018年、SOS 子どもチームは、157件の胎児と、6,306
件の児童に関する相談・通告を受けた。

児童に関する相談通告の 1/3 が 0 ～ 6 歳のケースで
あった。また 2/3（4,129 件）は虐待とその疑いについ
てで、そのうち 1/4（1,643 件）では虐待行為は認めら
れないが、長期的にみて発達に影響を及ぼし得る状況
で子どもが生活しているというものだった。虐待とそ
の疑いについての通告 4,129 件においては、虐待行為

（疑い、実証済みの双方を含む）が 5,688 件あった（1
人が複数の虐待を受けていることを示す）。幼少期は
ネグレクトが多く、青年期は性的虐待、心理的虐待が
多い。2016 年以降、夫婦ゲンカや家庭内暴力の目撃が
注目され、虐待数が倍増している。

5. 養子縁組
ONE はフランス語共同体政府から国内養子縁組に

関する支援の認可を受けており、以下の 5 つの支援
を行っている。他にも認可を受け同様の支援をして
いる団体がいくつかある。
・養子に出したい保護者への支援
・養子に出される子どもの評価とモニタリング
・養親になりたい人の情報提供
・養子縁組家庭への支援
・養子が生物学的な家族を探すときの支援　

養子縁組の流れ
養子縁組希望をフランス語共同体の養子縁組管

轄当局（L’Autorité centrale communautaire）に
登録する。そこから各支援団体に申請し、説明会
や研修会に参加し、養子縁組のための準備を行う。
4 ヵ月ほどかけて研修や面接をした後、社会調査を
受け、養子縁組可能と判断された場合、子どもと
のマッチングが始まり、養子縁組が決定した後も
フォローの面接などが行われる。最初の登録から
社会調査が終了するまで平均 14.5 ヵ月かかり、社
会調査が終了してから子どもとのマッチングが始
まるまで平均 18 ヵ月かかっていた（2018 年度）。

2018 年に ONE では 14 回の説明会を行い、100
組の夫婦（異性婚 61 組、同性婚 39 組）と 4 人の
独身者が参加した。年々、同性婚カップルの参加
が増えている。また養子縁組の希望を出した 133

組のうち 34 組が受理され、31 組が社会調査の申請
を行った。そのうち 14 組が社会調査により養子縁
組適格と判断された。2018 年に ONE によって 15
組の養子縁組が成立しており、そのうち 1 組は同
性婚家庭であった。ワロン・ブリュッセル連合全
体では 37 組の養子縁組が成立した。

6. 家庭外保育
（１）保育所

ONE が保育所の認可、助成を行っている。0 ～ 6
歳までの子どもの保育所は、対応年齢や規模、対応
時間帯などが異なる多様な形態で運営されている。

どの保育所にも医師が巡回し、公営の保育所は
看護師が常駐で、規模も大きい。一般の人が訓練
を受けて自宅で保育をしていることもあり、そこ
には ONE のメディカルソーシャルワーカーが訪問
している。

（２）学童保育
放課後や週末の学童保育の場の認可、助成も

ONE が行っている。対象年齢は 3 ～ 12 歳である。
放課後や休暇中の居場所としてだけではなく、文
化的な活動で子どもたちに経験を積んでもらうこ
とを目的としている。

休暇支援施設の認可も行う。休暇支援施設は長
期休暇の間、子どもが、芸術やスポーツ、キャン
プなどを通して成長する場を提供する施設であり、
それぞれの施設によってプログラムが異なる。

（３）乳児院
ONEが認可、助成している乳児院が15ヵ所あり、

合計で 415 人の入所が可能である。そのうち 1 ヵ
所は ONE が運営している。乳児院は、家族が危機
的な状況にある 7 歳までの子ども（きょうだいが
一緒の場合12歳まで可能）が、原則的に最長1年間、
入所できる場所とされている。

7. ONE の情報提供ツール
パンフレットやポスターは定期的に作成される。最

近は ONE のホームページだけではなく、Facebook、
Twitter、Instagram、YouTube での情報提供を行う
ことで幅広い人が利用するようになった。Facebook の
利用者は 2015 年の立ち上げ以降、年々増加している。
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8. 所感・考察
ONE の診療所では健診と予防接種を同じ場所で同

時に受けることができ、親にとっては良いシステム
だと感じた。日本も健診の時に同時に予防接種でき
るようになれば、親の負担軽減や予防接種の未受診
防止につなげられるのではと思った。

ベルギーでも親の孤立や養育困難、虐待問題、
予防接種未受診など、子どもを取り巻く課題は日本
と同じであった。ONE のように予防を第一に考える
ことが、子どもを守るためには必要だと感じた。

（山本　浩子）

【参考資料】
・ONE
　https://www.one.be/public/
　（2019年 11月 25日閲覧）
・https://www.one.be/fi leadmin/user_upload/siteone/　
　PRESENTATION/Organigramme_ONE_2018.jpg
　（組織図）
・https://www.one.be/fi leadmin/user_upload/siteone/　
　PRESENTATION/Organigramme_Subregional_　
　ONE_2016_.jpg
　（地域構造）

健診室。子どもが遊べる玩具が置いてあったり、キャラクターの
大きな絵が飾られていたりして、とても明るい雰囲気だった

講義後の集合写真。講師の皆さんはにこやかで、相談しやすい印象を受けた

医師ピーターズさんの診察机
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講義をしてくださった方々

聖ピエール大学病院内SOS子どもチーム
（SOS Enfants-ULB）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 10 日 PM
住　　　所： CHU Saint-Pierre Rue Haute, 322-1000
 Bruxelles
U　 R　  L： sos-enfants.ulb.ac.be/fr
講　　　師： ブリジット・ヴァントルヌートゥ
（敬 称 略） （聖ピエール大学病院小児科長・

児童精神科医）
 

1. 概要
1979 年、ONE（88 ページ）主導のもと、虐待の予防、

治療を目的とした SOS 子どもチーム（SOS Enfants）
が試験的に 4 ヵ所の大学病院内で発足した。その効
果が認められ、1985 年、フランス語共同体で虐待
された子どもの保護に関する法律を根拠法として、
ONE によって助成される SOS 子どもチーム（NPO）
が成立した。2004 年、現行の児童虐待の支援に関す
る法律に改正された。現在、フランス語共同体には
14 の SOS 子どもチームがある。

今回訪問したのはブリュッセルの聖ピエール大学
病院に所属する SOS 子どもチームである。

（１）支援内容
SOS 子どもチームの支援は虐待の予防と治療を

目的としている。支援者や家族、または子ども自
身からの連絡を受け、家族の総合的な評価・診断、
周りの支援者への助言と指導、子どもと家族の治
療や支援を行う。他機関と連携しながら、家庭に
とって最善の治療がなされるようコーディネート
している。

また、虐待予防のために、脆弱性のある家庭へ
の産前からの支援や、性的加害行為をした青少年
に対する治療も行う。

（２）SOS子どもチームの特徴
①多分野の専門職チーム
多面的な評価や支援を重要視しており、2004 年
の法律により、SOS 子どもチームには一般医ま
たは小児科医、児童精神科医または精神科医、
法律家、ソーシャルワーカー、臨床心理学の学
位を持つ者、事務秘書、コーディネーターの
配置が必須となった。これにより、医療的、精
神医学的、心理的、社会的、司法的な側面での
支援が保証されるようになった。

②家族支援
虐待の問題を解決するため、家庭全体の支援と
治療を行う。子どもの危険が脅かされる場合や
事件性がある場合は、SAJ（98 ページ）への通告、
警察や検察への通報の義務があるが、そうでな
ければ治療的な関係性を軸とした支援をする。
また、家族を治療のためのパートナーとし、一
緒に問題を解決する姿勢を大切にしている。加
害者も被害体験を有している場合が多いため、
加害者と被害者を分けて考えず、差別や偏見な
く支援と治療を行う。暴力をなくすことだけで
なく、家族の機能が回復することを目的として
いる。
支援と治療においては子どものニーズへの対応
を最優先とし、家族に対する支援も、子どもの
利益のために行う。また家庭への包括的な支援
を実現するため他の機関と連携し、ネットワー
クを構築することを大切にしている。

2. 聖ピエール大学病院内SOS子どもチーム
（SOS Enfants-ULB）
児童精神科医、心理士、エデュカタ（110 ページ）、

法学部卒職員、ソーシャルワーカー、事務員など 35
名のスタッフで構成されている。ブリュッセル市内
に住んでいる 0 ～ 18 歳の子どもを持つ家庭を支援の
対象とし、相談を無料で受ける。

3. 支援の６つの部門
SOS Enfants-ULB では以下の 6 つの部門に分かれ

て支援を行っている。2018 年の対応件数は 1,296 件
であった。そのうち周産期支援 12%、診断・コンサ
ルテーション 77%、入院 6%、治療 2.5%、思春期 2.5%
であった。
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ヴァントルヌートゥさん

（１）周産期支援部門「最初のステップ」
妊娠期または子どもが生まれてから 1 年間、脆

弱性のある家族について評価、支援をしていく。
病院の産科や他機関からの紹介もある。聖ピエール
大学病院では年間約 3 千人の出産があるが、その
中で 100 人ほどが心理ケアに紹介されてくる。

ONE の医療ソーシャルワーカーや聖ピエール大
学病院の看護師と連携し、子どもの発達や親子の
愛着、親の子育てスキルなどを評価、支援していく。
夫婦間でのケンカは胎児に悪影響があることを説
明し、カップルセラピーを提供することもある。　

周産期支援は 1975 年頃から始まった。リスクが
高い家庭の新生児が入院になるケースが続いたた
め、妊娠期から産後 1 年まで継続して支援するよ
うになった。それ以降は必要に応じて他機関へ紹介
する。

（２）診断・コンサルテーション部門
家族や学校の先生などから虐待通告や相談、ア

セスメントの依頼を受けた 0 ～ 18 歳の子どもに
ついて検査などを実施し、虐待のリスク、子ども
のニーズ、虐待、家族のダイナミックス、子ども
や家庭の資源について評価し、報告書を作成する。
評価、診断はおおむね 3 ヵ月で終え、必要に応じ
て支援や他機関につなげる。警察の介入が必要な
場合、主に小児精神科や社会的なケアを必要とし
ているケース、学校の問題、虐待がない場合は他
機関を紹介している。

（３）入院治療部門
子どもの緊急的な保

護、または心理、医療、
社会的な診断が必要な
場合、家族の依頼や裁
判官の判断を受けて、
15 歳までの子どもを 8
名まで、聖ピエール大
学病院小児科で受け入
れる。入院期間は大体
2～3週間だが、6～7ヵ
月になることもある。入院部門のスタッフは聖ピ
エール大学病院小児病棟と連携し、評価と支援を
行う。

親子関係を評価し、家族が持つ資源を大切にし
て支援する。また入院していても子どもが学校に
通い、社会生活を営めるように努力している。

視察では、入院患者のケースカンファレンスの一
部を見学した。カンファレンスは週に 2 回行われ
る。この時は、医師、心理士、言語療法士、エデュ
カタ（110 ページ）、教員、ソーシャルワーカーな
ど 15 名のスタッフが参加していた。内容掲載に承
諾を得て、カンファレンスで話し合われていた内容
を部分的に表１に紹介する。

表1. ケースカンファンレンス内容

ケース①

本児 移民の男子（7ヵ月）
健康状態は良好。認知発達はあまり良くない。

保護者 母親：子どもを抱っこしようとせず、抱っこしてもすぐにおろして放置する。哺乳瓶を持ってあげるこ
ともない。移民でフランス語がわからず孤立しており、精神的に問題がある。

支援方針

両親ともに若く、激しいケンカをする。父親から母親への暴力もあるため分離という意見もあったが、
改善する可能性があると医師が判断。ソーシャルワーカーが無料のフランス語学校を紹介し、母親が友
だちを作れるよう支援する。親子で通える運動療法のクラスや、母親個人、両親へのセラピーを心理士
が行う。1週間ごとに家、病院で過ごすことを繰り返し、評価することも検討。半年ほど子どもの成長
を見ながら、親の変化を評価していく必要があるとの結論。

ケース②

本児

移民の男子（年齢不明・おそらく7歳）
ネグレクト。1年間体重が増えていない。ひどい便秘。ジュースとポテトチップスしか食べていなかっ
た様子。病院で食べられる物が限られている。入院後体重は増えた。小学校へ通っていた書類はあるが、
出席日数が足りない。

保護者 母親：近親相姦による出生。痩せていたのに急激に太り、摂食障害の疑い。夫からのDVあり。
父親：セラピー中に突然暴れることがあり、通訳を入れるが話を理解できていない可能性あり。

支援方針

子どもは移民やネグレクトの影響でPTSDの可能性。両親のカップルセラピーを実施する。親子3人そ
れぞれに担当心理士がいた方が良い。母親の遺伝子検査も実施する方向。ベルギー国籍がないが、移民
でも5年住んでいれば国籍をもらえるため、難民保護センターと連携。包括的な診断ができていないため、
まだ親元には返さない。

ケース③

本児

移民の女子（14歳）
警察通告で入院。母親から暴力を受け、怪我をした。3年ベルギーにおり、フランス語は上手。異父弟
の面倒を見るため、学校に遅刻することが多かった。とても大人びている。小学校の卒業資格がないか
もしれない。

保護者 母親：エステティシャンの資格取得を理由になかなか連絡が取れなかったが、子どもに無関心ではない。

支援方針 入院したばかり。母親を引き込んで支援していく。本児の子宮入り口に怪我があり、婦人科検診必要だが、
親がイスラム教徒であるため、親を通さないと検診できない。保険の有無を確認する。
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4. 所感
さまざまな専門家の視点から家族や子どもの評価、

治療を公的なサービスとして無料で受けられること
がすばらしいと思った。このような治療機関がある
ことで、虐待が深刻になる前に対応し、分離の予防
に繋がっていると思った。また性的加害者のケアを
行っているが、彼らを加害者、被害者と分けて考え
るのではなく、思春期にある子どもと捉え、支援し
ていく視点は新鮮だった。同時に、児童福祉で接す
る子どもや親を見ていると、被害を受けている子ど
もが加害者となっていくことは団員一同感じており、
納得できる部分でもあった。　　　　　　（谷澤　渚）

ケースカンファレンスはリラックスした雰囲気の
中、それぞれの専門職が意見を出し合って支援方針
を決定していた。どの専門職も自分の意見を率直に
述べている姿が印象的で、子どもの最善の利益を追
求しながら、子どものケアと同時に親のケアも実施
されていることが素晴らしいと感じた。今回のケー
ス全てが「移民」であり、ベルギーという国において、
移民の人々の文化を理解することの重要性も学ぶこ
とができた。　　　　　　　　　　　  （瀬崎　美穂）

【参考資料】
・ONE
　https://www.one.be/professionnel/maltraitance/
   les-equipes-sos-enfants/
　（2019年 11月 5日閲覧）
・聖ピエール大学病院内SOS子どもチーム　　
　http://sos-enfants.ulb.ac.be/fr
　（2019年 11月 5日閲覧）

（４）治療部門
他部門からの依頼や、他機関の支援者からの依頼

に応じて、家族への支援を行う。年間約 40 人の対応
をしている。対象年齢は 0 ～ 18 歳。家族や子どもへ
の評価、個別または家族セラピーを実施している。

本人がどのような子なのか、どういう風に毎日
過ごしているのか、家族との関係はどうかなど子
どもの全体像を評価すべく面接する。治療は子ど
もや家族のスキルを支援し、レジリエンスの力を
身につけさせることを目標にしている。6 ヵ月間か
けて評価、診断を行い、裁判所などに報告書を提
出する。個別の治療期間は定められていない。

 （５）思春期部門
裁判所、または家族や施設からの依頼に応じ、

家庭の内外で性的加害行為を行った子どもの支援
を行う。主な対象年齢は 14 ～ 18 歳だが、14 歳未
満でも子どもの状態によって受け入れる。年間約
50 人の対応をしている。本人だけでなく家族と関
わり、個別や家族セラピー、グループセラピーな
どを行っている。アートセラピーや親のグループ
もある。加害者のケアを行っているのは SOS 子ど
もチームだけであるため、2017 年から研究も行っ
ている。

最初に親子、依頼者（教師、裁判官、心理士など）
も含め、皆で面接をし、子どもがセラピストを 2
名選ぶ。その後、会議で話し合って、担当者を決
定するが、子どもが安心して相談できる大人を選
ぶことが大切なので、子どもの意見を原則的に優
先する。面接の進み具合によっては担当者を変え
ることもある。親の面接も同様に行う。

裁判所からの依頼があった場合、6 ヵ月以内に必
要な検査を行って評価、診断し、報告書を提出する。
面接の頻度は評価する時は週 1 回、それ以降は 2
週に 1 回である。来所期間は数ヵ月から数年と子
どもによって異なる。最初繋がれば制限年齢はなく、
一度終結していても、成人してから再度相談する
ことも可能である。

グループ治療は隔週の木曜日の夜に 2 時間、学校
がないときは休みとし、1 年間のテーマを決めて行
う。

今年のテーマはアイデンティティについてであっ
た。話し合うだけではなく、芸術鑑賞などに出かけ
たりする。性の問題を直接取り扱うのではなく、自
分の感情に向き合い、個別のカウンセリングで取り
扱っている問題を実践する場としている。

（６）レーヌ・ファビオラ大学病院内
　　  虐待対応チーム

2017 年より、レーヌ・ファビオラ大学病院の小
児科と産科で、入院中の子どもへの介入や、産科に
通う妊婦への支援を行っている。虐待に対する医療、
心理社会的な診断を用いて、SOS の他の部門につな
げる目的がある。多様な機関と連携しながら行って
いる。外来でのフォローアップは行っていない。
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ベルギー　フランス語共同体　行政機関

青少年支援局
（AGAJ：Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 10 日
住　　　所： Boulevard Léopold II, 44 B-1080 BRUXELLES
U　 R　  L： www.aidealajeunesse.cfwb.be
講　　　師： フィリッポ・トゥッサン（予防部門）
（敬 称 略） ヴァレリー・デイビズ（児童保護部門）
 ジャン・ヴィンセント・コック

（児童保護検査部門）
 サミュエル・デスメット
 テレーゼ・ゴファール

１. 概要
（１）フランス語共同体　青少年支援局：AGAJ

フランス語共同体政府の行政機関であり、ワロ
ン・ブリュッセル連合の子どもと家族福祉（児童
家庭支援と児童保護、少年非行、養子縁組）の予
算と施策を司っている。

人口 461 万人のワロン・ブリュッセル連合には
AGAJ が承認、または助成する任意サービスが 360
あり、当該セクターには 3,500 人あまりが働いてい
る。また児童保護の権限を持つ 13 ヵ所の SAJ（青少
年支援サービス）、13ヵ所のSPJ（司法保護サービス）、
6 ヵ所の青少年保護施設に 1,600 人あまりの職員がい
る（SAJ、SPJ については後述）。

２. 予防を重視した政策への舵切り
（１）独立した予防組織の設置

2018 年 1 月、ワロン・ブリュッセル連合にお
いて、「予防・児童支援・児童保護法（The Code 
of Prevention，Youth Assistance and Youth 
Protection）」という予防施策を推し進める法律が
採択され、2019 年に施行された。以前は、SAJ が
一部でやっていた予防活動だが、予防に特化した
独立した組織が新しくでき、大きな変革が始まっ
ている。

図1. AGAJ 組織図
AGAJ 組織図を簡略化　http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=8543　（2020年 1月 10日閲覧）

フランス語共同体行政機関の建物の入口。共同体政府は文化政
策も担当するからか、役所の外観は現代風のアーティスティッ
クな装飾が施されていた
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13 地区の代表者による
会議で施策や予算を

決定する

地域活動の
コーディネートを

する

地域特性に合わせた
予防活動を行う

代表者会議

13地区の
予防委員会

42ヵ所の
地域活動拠点

◆予防支援推進の背景◆
　児童保護に関する法令は、1965年に制定された国レ
ベルの法律（児童保護と犯罪を犯した未成年の支援、及び
犯罪行為による損害への補償に関する法律）が最初である。

1980年代になると、非行や虐待の世代間連鎖の問題が
社会的な注目を浴びるようになり、予防の大切さが認識さ
れ始める。予防的措置の必要性への社会的意識の高まりを
背景に、1991年、連邦制への移行（1993年）を前に、
フランス語共同体が予防という視点を盛り込んだ青少年支
援の法令を制定した。1990年代以降は、地域分権が進む
なかで、各共同体政府が地域特性に立脚した独自の体制を
作っていく。フランス語共同体では予防的取り組みが推し
進められるようになった。

（２）予防施策の概要
フランス語共同体の予防施策のあり方を①～④

にまとめる。予防は、フランス語共同体の子ども
家族支援の全体像を示す図 2 の上部にあたる。

・社会状況を分析して 3 年間の予防活動計画をた
て、既存の社会事業や活動と連携して計画を進
める。

・予防の活動は「解放型アクションサービス」と
呼ばれ、教育的予防と社会的予防の 2 種類があ
る。
教育的予防は、本人ないし家族の求めに応じて
行う支援である。個別対応に加え、薬物教育グ
ループなどを行っている。
社会的予防は、キャンプ、学校、保健所、スポー
ツ施設など若者施設での活動や、政府機関への
働きかけである。

③施策の展開
ボトムアップの 3 層構造で行っている（図 3）。

①基本的原則と権利
予防・児童支援・児童保護法の序章「基本的原
則と権利」では、予防第一で、子どもの権利の
尊重を最優先とするため、現場の声を尊重し、
司法介入による強制措置はできるだけ避け、当
事者と家族の合意を得て福祉的支援を行うこと、
在宅支援を優先とすることが示されている。

②予防の方針
子どもの自己実現、自立、自信をつけさせること、
社会化、参加をサポートする一連の対応を予防
と定義づける。「○○させない」ではなく、自ら
が主体となることを促し、子どもが暴力の被害
者や加害者になるリスク、困難を抱えるリスク
を減らしていく。

図２. フランス語共同体子ども家庭支援の全体像
　　 （講師資料より）

図3. 予防施策の展開 （コミュニティレベル）
　　　（大塚作成）

・地域の活動拠点
 2018 年の法律により、ワロン・ブリュッセル
連合には 42 ヵ所の予防活動拠点ができた。そ
れぞれが地域に合った予防施策を展開し、85 の
認定サービスを実施している。

・予防委員会
拠点をとりまとめているのが、  13 の地区の予防
委員会である。地域の課題を改善するために学
校や保健所などに協力を要請するなど、サービ
スと自治体との間を調整する。例えば若者の安
全な居場所がなく非行が問題になっている地域
では、地域内に安全に集まれる場所を作るため
に話し合う。スケートボード場、公園、体育館
など、ふさわしい場所は地域によって違うため、
地域に合った解決策を考える。

・代表者会議
質の高い実践に関する情報交換などを行うのが
代表者会議で、13 地区の代表者が出席する。ま
た大きな課題への解決策なども代表者会議で提
案、審議され、予算がつく。代表者会議は 3 年
ごとに社会全体の状況をアセスメントし、政府
に対して予防と提案についての報告を行う。

④予防の対象
脆弱な子どもと家族で、子どもは従来 18 歳まで
だったが、22 歳まで拡大された。
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（２）支援と保護の概要
　　 ～ 2つの機関、司法の関与～

フランス語共同体の児童保護システムは、調査
機能と同意に基づく支援機能を持つ SAJ（Service 
d'Aide a la Jeunnesse： 青 少 年 支 援 サ ー ビ ス ）
と、強制力を持った支援を行う SPJ（Service de 
Protection Judiciaire：司法保護サービス）に大別さ
れる（図 2 参照）。人口 461 万人のフランス語共同
体に SAJ、SPJ それぞれが、13 の裁判所管轄地域
に１つずつある。

予防と在宅支援に力を入れており、なるべく司
法関与せずに、同意に基づく支援を行う方針を採っ
ている。

（３）SAJ： Service d'Aide a la Jeunnesse
　　  青少年支援サービス

フランス語共同体に 13 の SAJ がある。管轄規模
は地区によって異なり、ソーシャルワーカーの数
も 10 ～ 60 人程度と幅がある。各 SAJ の所長が最
終決定権を持ち、全ケースに責任を負う。SAJ が
通告を受けた後の流れは次の通りである。図 4 に
児童保護対応の全体像を示す。
①ソーシャルアンケート（調査）の実施
通告を受けケースがSAJに登録されると、デレゲ
と呼ばれる担当者が 1 人つき、ソーシャルアン
ケートと呼ばれる調査を行う。デレゲは電話、
家庭訪問、面談をし、SAJ 所長の承認を得て、
地域の専門家（教員、医師、心理士など）を召
集して多面的な情報収集をし、支援計画を策定
する。
基準に従い緊急性が高いと判断されたケースで
は、24 ～ 48 時間以内に支援計画（指示書）を作っ
て子どもを緊急保護施設（108 ページ）に保護
する。一時保護は 30 日間まで（1 回まで延長で
きる）とされ、その間に SAJ が調査を行う。緊
急性が高くないケースでは 3 ヵ月以内に支援計
画（指示書）を立てる。

②支援計画の策定
計画検討の際は、まず、子どもが在宅のまま安
全を確保し、家庭環境を改善する方法を探る。
安全でない場合は、祖父母などの親戚に養育の
可能性を相談する。血縁者が養育できない、あ
るいは子どもに良くないと判断される場合は里
親委託を考える。そして里親も無理な場合、入
所施設が候補となる。里親か施設かを分けるの
は、アセスメントによる。養育者との関係が作
れない、アタッチメント関係が築けない子ども
は、里親ではなく、施設入所が適当と判断される。

③同意を得る
支援計画については、その目的と期間を親に説
明し、同意を得る必要がある。子どもが 12 歳以
上の場合は、子どもの同意も必要である。12 歳
以上は自分に関する情報や評価を全て閲覧する
権利がある。子どもには弁護士がつく。親と子
どもに同意されれば、書面にサインをしてもら
い、SAJ 所長が承認し、支援が実施される。

３. フランス語共同体における児童保護の仕組み
（１）フランス語共同体における児童虐待の現状

2017 年、AGAJ に認可された支援を 1 日以上受
けたことのある子どもの数は、41,915 人であった。
2017 年 5 月 1 日時点で、支援を受けていた子ども
は 23,082 人で、そのうち 93％（21,514 人）が危機
的状況にある子どもであり、6％（1,324 人）が犯
罪を犯した少年、1％（244 人）が危機的状況にあり、
かつ犯罪を犯した少年であった（表 1）。

支援の理由がわかっている子どもは 26,279 人お
り、最も多かった理由は、心理的問題、不登校、
暴力など子ども本人の問題 40.0％（10,524 人）で、
次が、親の精神疾患及びアルコール依存、薬物依
存など親の困難 34.3％（9,021 人）であった（重
複あり）。被虐待を理由に支援を受けた割合は、
28.8％（7,559 人）であった。内訳は、ネグレクト
63.7％（4,812 人）、身体的虐待 27.1％（2,050 人）、
心理的虐待 19.4％（1,469 人）、性的虐待 10.7％（810
人）となっている（表2参照。虐待種別は重複あり）。

表1. 2017年ワロン・ブリュッセル連合で
　　  支援を受けた子どもの数
2017年 1年間で支援を
受けたことがある子ども 41,915

支援を受けている子ども
（2017年 5月1日時点） 23,082 

危機的状況にある子ども 21,514 
危機的状況にあり、かつ犯罪を
犯した子ども 244 

犯罪を犯した子ども 1,324
出典： MFWB - Administration générale de l'Aide à la
jeunesse - Direction des transversalités et de l'appui ; 
Base de données IMAJ （extraction 29 juin 2018）

表2. 介入の理由(重複あり）
N=26,279 人（2017 年支援を受けた 41,915 人のうち介入の理
由が分かった子どもの数）
子ども本人の問題 10,524 40.0%
・心理的問題4,623人
・不登校など教育に関する課題4,326人
・行動上の問題4,096人
親の困難 9,021 34.3%
・親のメンタルヘルスの課題3,886人
・親の依存症2,883人
虐待、虐待の疑い 7,559 28.8%
・ネグレクト4,812人　　　　・心理的虐待1,469人
・身体的虐待2,050人
・性的虐待810人
家庭内の大人の問題 7,552 28.7%
・DV2,502人
親が役割を果たせない 6,954 26.5%
・親に余裕がなく子どもに対して権威を示せない4,401人
・親の教育態度に問題がある2,152人

家庭の物質的、財政的困窮 2,751 10.5%
・住宅の問題 （住居がない、不衛生、狭いなど）がある1,648人

出典： MFWB - Administration générale de l'Aide à la 
jeunesse - Direction des méthodes, de la recherche, 
de la formation et des statistiques ; Base de données 
IMAJ （extraction 29 juin 2018）

ワロン・ブリュッセ
ル連合の子どもの
2.3％
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④支援実施後
支援計画は、1 年間ごとに更新する。訪問する
約束があったが会えなかった場合や合意事項を
守らない場合など、支援計画への同意が果たさ
れなければ、SAJ 所長が検察に連絡をし、SPJ
へケース移管される。移管後、同意が得られれば、
SAJ に戻される。全体の 45％が支援計画への同
意が得られず、SPJ へケース移管され司法関与
となる。なるべく司法を関与させず同意に基づ
く支援を行うことが原則なので、ソーシャルワー
カーは何度も説明し、説得を試みる。その分、
担当者の負担は大きい。ソーシャルワーカーの
担当ケース数は 45 までが適正と考えているが、
予算や労働組合との調整の結果、最大 55 ケース
までと定めている。しかし、実際には70～80ケー
ス担当している場合もある。

（４）青少年裁判所
子どもが危険な状態にあり、同意が得られない場

合、検察は関係者を召還し、SAJ 所長の決定が妥当
であるか、分離保護する必要があるかどうかを検討
する。分離保護には、次の 3 つの選択肢がある。
１．一時保護　
２．入所施設への措置　
３．16 歳以上であれば、１人で住むことを許す
裁判官が分離などの措置を決定すると、SPJ が支
援を実施する。

（５）SPJ：Service de Protection Judiciaire　
　　 司法保護サービス

SPJ は、強制力のある支援や判決（審判）の執行
機能を持つ機関である。SPJにケース移管されると、
担当者も SPJ の担当者へと変わる。少年裁判所か
ら「家族との分離措置」と命令が出れば、SPJ 所長
権限で委託先を探し、子どもを措置する。SPJ1ヵ所
あたり 60 ～ 80 人の子どもに対応しており、1 人
の担当ケース数は 20 ケースほどである。しかし、
長期間関わるケースが多い。

施設入所などになった場合、担当者が子どもに
関わる頻度についても、最低基準が決められてい
る。3 歳以下の場合、3 ヵ月に１回は会うこと、3
歳以上の場合は、6 ヵ月に１回は話をしに行くこと
になっている。あまり頻繁でも子どものストレス
になるので、状況に応じて行っている。

支援経過中に、親子が支援計画に同意すれば、SAJ
にケースが戻り、同意に基づいた支援へと切り替わる。

表4. SAJとSPJで支援を受ける子どもの割合(2017年）
SAJ 55%
SPJ 45%

表5. SAJとSPJの支援の形態(2017年）
在宅での支援（SAJ、SPJ、その他 AGAJ
認定サービスによる支援） 57%

親子分離 ( 里親、その他 AGAJ 認定サービス
による支援） 43%

表6. 支援期間(平均日数）(2014年）
SAJ ケース 428日
SPJ ケース 1,321日

図４. 通告後の対応の流れ（大塚作成）

表３. AGAJが承認するサービスとサービスの定員
AGAJ 承認サービス分類 サービス 児童数（定員）

在
宅
支
援

心理 - 社会 - 教育的支援 86ヵ所 2,494人
ネグレクトと虐待（疑いも含む）がある 0～ 6歳の家庭に
は特に集中的支援を提供
治療教育的活動 13ヵ所 1,000人以上
非行少年支援。裁判官が時間数を決めて実施する

家
庭
外
支
援
（
里
親
・
施
設
）

里親家庭のサポート 11チーム 2,000 人
・短期里親家庭のサポート 4チーム 30人
・緊急里親家庭のサポート 6チーム ̶

里親のリクルート、マッチング、委託後・家庭復帰・委託解除支援。
緊急里親家庭のサポート3チームは病院から退院した0～
6歳にも対応。安定している里親へは見守りの姿勢をとり、
必要な所に必要なサポートをする。
一般的な施設 122ヵ所 2,950人
若者の自立支援プログラム含む
緊急保護 11ヵ所 89人
7名以上の緊急保護施設
特別な施設 9ヵ所 129人
家庭復帰支援や若者の自立支援も含む
行動観察と方針決定 5ヵ所 70人
同上（被虐待児童対象） 3ヵ所 36人
アセスメント機関であり、分離の必要性を判断する。3ヵ月
を原則とし、1回まで延長できる

家
庭
外

（
海
外
）

・特別教育プログラム ̶ ̶
非行少年、触法少年を対象にした主に海外で実施されるプロ
グラム

講師資料とAGAJ ウェブサイト情報より作成
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=servicesagrs&no_cache=1
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と呼ばれ、必要があればすぐに家を訪ねたり、
週に何度も会ったりする。少年院退所者の社会
復帰も支援する。

④施設入所
⑤開放型、及び閉鎖型少年院（IPPJ）

IPPJ（Institutions Publiques de Protection de la 
Jeunesse：公立青少年保護施設）と呼ばれる少
年院は、フランス語共同体に 6 ヵ所あり、そのう
ち 1 ヵ所が女子少年院、5 ヵ所は男子少年院であ
る。精神疾患がある場合、施設が定員を満たして
いる時は、入所を免除される。非行や犯罪タイプ
に合わせた教育的プログラムを行っている。どの
少年院が適切かを判断するためのテストがあり、
今後アセスメントのためのセンターができる予定
である。開放型少年院では放課後外出や、喫煙

（16 歳以上は喫煙できる）が許されるが、閉鎖型
では制限される。入所者は院内学校に通う。少
年院入所の子どもの 8 割が小学校卒業試験を通
過していない。

表9. 犯罪を犯した子どもへの支援の形態(2017年）
在宅での支援（EMA） 76%

施設（主に IPPJ） 24%

出典： MFWB - Administration générale de l'Aide à la
jeunesse - Direction des transversalités et de l'appui ; 
Base de données IMAJ （extraction 29 juin 2018）

５. 子どもの意見を聞き取る仕組み
（１）SAJ・SPJ

SAJ と SPJ のデレゲ（ケース担当者）は、子ど
もの意見を聞いたり、子どもと良い関係を築くた
めのトレーニングプログラムを受けている。2018
年法により、生まれてから 18 歳になるまでの子ど
もの意見を聞くプロジェクトが SAJ にできた。

（２）入所施設
子どもとの話し合いの機会を持つことが義務化

されている。

表7. 支援を受けた期間別(2014年）
SAJ SPJ

0 ～ 5日 12.9% 1.6%
6～ 31日 7.7% 0.6%
1～ 3ヵ月 18.6% 1.3%
3ヵ月～ 1年 28.2% 17.0%
1年～ 3年 22.0% 38.8%
3年超 10.5% 40.7%

合　計 100% 100%

表6,7 出典：Nombre total de jeunes pris en charge par 
l'Aide à la jeunesse et dont la dernière prise en charge
a eu lieu au cours de l'année 2014 （extraction de la 
base de données IMAJ du 2 juin 2017）

表8. 支援終結後、再び介入がなされた子どもの割合(2014年）
SAJ ケース 27.3%
SPJ ケース 8.9%
SPJ ケース（犯罪を犯した若者） 4.2%

表4,5,8 出典： MFWB - Administration générale de l'Aide à 
la jeunesse - Direction des transversalités et de l'appui 
; Base de données IMAJ （extraction 29 juin 2018）

４. 法を犯した子どもの処遇　
（１）基本理念

犯罪を犯した 18 歳未満の少年は、罰するのでは
なく、矯正の機会を与え社会復帰できるよう、守ら
れなければならないという法の基本理念がある。ベ
ルギーでは、国連の子どもの権利条約に准じて法改
正がなされてきた。現行法では、12 歳以上から少年
裁判所に送致でき、14 歳以上から少年院に送致でき
る。16 歳以上の重犯罪に関しては、成人法で扱われ
ることもある。

（２）処遇の種類
処遇の階層は 6 段階あり、9 ヵ月間以内に決定さ

れる。9 ヵ月を超えると保護処分は取れなくなるた
め、少年裁判所は優先順位をつけて審判を行う。
①修復的提案　

調停員（仲裁役）をつけて、話し合いによって再
教育する。

②個別プログラムの提供　
子ども 1 人ひとりにあったプログラムを考える。
その一例として、視察をしたアマラージュの非行
少年向けプログラム（105 ページ）が挙げられる。
参加には本人の同意が必要で、事前事後の対応も
している。ワロン・ブリュッセル連合には、認定
されたサービスが 400 近くあり、うち予防的なプ
ログラムも 100 ほどある。

③ EMA 在宅での支援
生活環境で行われる教育的介入である。心理士や
ソーシャルワーカーなどによる専門家チームがフ
ランス語共同体に 7 つあり、家庭訪問をして再犯
を防ぐための支援をする。EMA（Equipe Mobile 
d'Accompagnement：モバイルサポートチーム）
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（３）地域
13 地区のアクションとして、子どもがおかれて

いる環境について、子どもの声を聞いて調査する
こと、ウェブサイトなどで意見を収集する取り組
みが始まっている。

６. 所感
ベルギーは、フランス語共同体においてもオラン

ダ語共同体においても、児童虐待対応は、介入、分
離保護の時代から予防の時代へと舵が切られたよう
だった。法律ができ、構造化されたことによって、
理念としてではなく、具体的な実践として形作られ
てきている印象であった。同意に基づく支援を重視
し、なるべく在宅支援でという方針とそのしくみづ
くりは、我が国においてもますます求められていく
方向であろう。

在宅支援を支えているのは、NPO への事業委託の
ような形で認定しているサービスが沢山あり、子ど
もや保護者に対する支援策が幅広くあることによる
のだろう。またあちこちの機関に心理士がおり、親
がケアを受けられる機会がそこここにあることも印
象深かった。日本でも、指導やペアレントトレーニ

ングはなされているし、精神疾患などがあれば医療
機関で治療を受けることはできる。しかし、親が育
ちにおける自身の傷つきや、子育てにおける傷つき
のケアを受けられる場所はまだまだ少ないのではな
いだろうか。日本においても、親指導または親子再
構築支援が NPO などに委託できることになっている
が、このような外部機関への事業委託などがもっと
広がると良いのだろう。

同時にセール・ヴォラン乳児院（117 ページ）院長
は「24 人の乳幼児のうち、4 人しか家庭復帰の見込
みはない。乳児院に来るケースは、そんなに簡単に
返せるケースではないのだ」と仰っていた。子ども
を守ることと在宅支援の可能性を広げることの両方
を冷静に眺められる姿勢が求められるだろう。

（大塚　斉）

【参考資料】
・山内陽子2013「ベルギーの少年司法事情：修復的司法
　と家庭少年裁判所の新設を中心に」
　ケース研究2013（3），203-217. 家庭事件研究会　
・Administration générale de l'aide à la jeunesse 　　
　http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/　
　（2019年 12月 31日閲覧）
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ベルギー　フランス語共同体　行政機関

性的虐待について

SPJ のデレゲ（ケース担当者）の話

性的虐待について
研修団からの「日本の現状と比較すると、性的虐待の割合が多いように感じるが？」という質問に対
して、「1996 年マルク・デュトルー事件（137 ページ）が社会を震撼させたことにより、性的な事件に
関して社会的意識が高まっていることが影響しているかもしれない」との回答を得た。マルク・デュト
ルー事件とは、性犯罪歴のある犯人が連続少女監禁事件を起こしたもので、ずさんな対応をしていた警
察への国民の不満が大規模デモへと広がった事件である。さらに、その取調べ過程で、警察官僚や財政会、
富裕層を含む巨大な小児性愛ネットワークの存在が噂され、国民の疑念が膨らんだ。こうした背景から、
性的虐待への社会的意識が高まっているのだろう。また、SAJ では性的虐待の疑いレベルでも統計的
にカウントしているのかもしれないとのことだった。性的虐待の加害者は、日本と同じくきょうだいを
含めた近親者が多い。全体の予防施策の中で、性的虐待に関してはどのような予防策があるのか尋ねる
と、「予防の段階ではもう遅い。その前の教育の段階から考えなければならない」として、小学校 1年
生から性教育は学校で行われており、未就学年齢の子どもに対しては、その親への教育をすることにし
ている。家庭の中から性の話題はタブーではないようにしていると話されていた。　　　　　（大塚　斉）

クレール・ヴァロン小児医療センターで、SPJ ケース担当者であるデレゲのマゴ
トさんの話を聞いた。
■SAJ と SPJ の違い
SAJ（青少年支援サービス）と SPJ（司法保護サービス）の違いは、裁判官の介入
があるかどうかです。親の合意がある支援は SAJ が担当します。SPJ は、子どもが
危険な状態にあり、かつ親の協力が得られない、もしくは親の合意が得られないケー
スを担当します。SPJ では、0～ 18 歳（成人）のさまざまな問題に対応しています。
例えば、親が親権を保持できるかどうかなどは SPJ がアセスメントをし、それをも
とに、裁判官が最終的な決定を下します。
■判決内容についての見直し
SPJ は、毎年、判決内容を見直します。そして、1. 家庭における生活支援、2. 施設
入所措置、3. 自立を視野に入れた対応（16 歳以上）という３つの可能性を探ります。ベルギーでは、家庭における生活
支援を重視しています。また、兄弟姉妹が一緒の家庭に住んでいる場合には、子ども一人ひとりを個々のケースとして
扱います。2018 年にできた法律では、在宅支援を最優先とし、次に親族、そして里親、それでも無理なら施設入所とい
う優先順位を採っています。
■緊急支援
SPJでは、緊急支援もしています。地域の支援、入所施設でのサポートや思春期の子どもの自立支援、0～ 3歳には、乳
児院や児童福祉施設での支援を提供しています。
■対応ケース数とその内訳
SPJ では、例えば人口 40 万人のブラバン・ワロンで、年約 900 ケースに対応しています。虐待ケースの内訳は、身体的・
心理的・ネグレクト・薬物依存（親・子ども）などです。
■子どもの権利を擁護する役割を担うデレゲ
ワロン・ブリュッセル連合には、全ての子どもの権利を代表する、独立した立場の「Le De-lege- Ge-neral（デレゲ総代表）」
という役職に就いている人が 1人います。子どもの代弁者となって権利を守り、促進する存在です。その人から権限を
委任された SAJ と SPJ のケース担当者は、「デレゲ」と呼ばれます。デレゲは、子どもに係る意思決定や対応をする際、
子どもの最善の利益が図られるようトレーニングを受けています。また業務遂行のうえでは個々のケースの進捗状況を
AGAJ のトップに報告する義務があります。
■現状と課題
親からの合意がなく、SPJ で子どもを保護している場合が多いのが現状です。SAJ の管轄に戻すには、親の協力が必要
です。親を何とか説得し、協力者になってもらうため、日々悩みながら努力しています。　　　　　　　　（工藤　嘉央）

マゴトさん
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元裁判官との懇話会
～子ども支援における裁判官の役割～

日　　　時  ： 2019 年 10 月 9 日 PM
場　　　所： Hotel Barsey By Warwick 会議室
講　　　師： ジャック・ブケ（元裁判官）
（敬 称 略）

＜ブケさんプロフィール＞
1947年ブリュッセル生まれ。1971年、ルーヴァン・カトリッ
ク大学にて法学部博士課程を修了。兵役後、法律事務所
にて2年間の研修をした後、検察官に任命され、トルネー（2
年）およびブリュッセル（7年）にて勤める。その後、ブ
リュッセルで第一審裁判所の裁判官に任命され、刑事裁
判、民事裁判、青少年裁判所の裁判官となり、最後の 10
年は青少年裁判所長官を務めた。

裁判官として、子どもの支援と保護に長年かかわっ
てきたジャック・ブケさんから、児童福祉制度におけ
る司法の関与について話を聞いた。

１. ブケ氏の話
（1）虐待対応の基本的な流れ

病院や ONE（出生児童事務所。88 ページ）、診
療所などで子どもに関わっている人が子どもの危
険な状態を発見すると、SAJ（青少年支援サービス。
98 ページ）に通告します。SAJ では、いろいろな
専門家による多面的な調査を行い、援助方針を立
て、支援計画を提案します。支援計画に親や子ど
もが同意しないと、検察から裁判官が召喚されま
す。裁判官は検察からケースが送られてくると、
関係者と協議をした上で判断を下します。その判
断を支援として実際行うのは、SPJ（青少年保護サー
ビス。99 ページ）です。裁判官が判断を下すのは、
3 日以内です。子どもが納得して保護施設に行っ
たが逃げ出したりした場合は、警察、検察が関わ
り、そこから再度裁判官が関わることもあります。

（２）裁判官の役割
子どもを施設に入所させた方が良いという支援

の提案がなされると、大抵の親は施設入所に同意
しません。里親への委託についても、親は子ども
が奪われると感じ里親と競合関係になるため、同
意しません。乳児院に入所している子どもの大半
も、司法が関わっています。幼い子どもを預けた
い親はいないので、SAJ の判断に親はまず反対し
ます。

こうした局面で、裁判官は、子どもの権利を擁
護する立場から専門機関がどのような判断をした
かという意見を聞き、親と子どもの意見も聞いた
上で、総合的に子どものためにどのような支援を
するのが良いかを考えます。このような判断は裁
判官しか行うことができません。

また子どもには支援が必要であることを保護者
と子ども本人に納得させるのも裁判官としての大
事な役割です。反発する親もいますが、裁判官の
決定は、社会的に大きな意味を持っているので大
部分の親は納得します。

裁判官として悩ましいのは、非行少年を家庭か
ら離して施設に入所させるなどの判断をしても、
入所待ちが 100 件くらいあってすぐに入れられな
いことです。待っている間にまた新たな問題が起
こってしまう点が難しいところです。

◆ベルギーにおける少年裁判について◆

少年が犯罪を犯すと警察が聴取してから、検察に送ら
れる。検察は、裁判官を召喚する。召喚された裁判官
は少年の行動や原因などに基づき、社会奉仕活動、青
少年保護機関への入所措置などの判決を下す。特に
16歳以上の少年が重大な犯罪（殺人やレイプなど）
を犯した場合は、刑事裁判所や成人裁判所へ送られる。

２. 所感
裁判官の話を聞くと、日本の現状は子どもの権利

への考え方が希薄であるように感じた。裁判官が責
任を持って子どもの権利をしっかり考えていること
に大いに感銘を受けた。虐待事件を未然に防ぐため
にも、日本にもベルギーのように裁判官が積極的に
関わることができる法整備が必要に感じる。

（矢頭　和博）

【参考資料】
ベルギー連邦公共サービス
https://justice.belgium.be/fr
（2019年 11月 30日閲覧）

中央がブケさん
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アマラージュ（Amarrage ～Aide à l’Enfance）
青少年援助サービス

訪 問 日 時：2019 年 10 月 9 日 PM
住　　　所： Avenue des Muguets 10 ‒ 1341 Ce’roux-Mousty
U　 R　  L： www.amarrage.be
講　　　師： アン・ソフィ・コルマント
（敬 称 略） （教育コーディネーター、心理療法士）　

1. 概要
アマラージュは 1959 年に設立された NPO である。

ワロン・ブリュッセル連合から認可と助成を受けて
幅広い青少年援助サービスを行っている。

Amarrage は船の係留を、Aide à l’Enfance は子
ども支援を意味する。

（１）支援対象
行政機関や司法当局から委任され、危機的な状

態にある 3 ～ 18 歳までの約 100 人に支援を行って
いる。安全が保障されていない、被虐待、ネグレ
クトなどにより、家にいることが危険と判断され
た子どもや、傷害や窃盗などの罪を犯した子ども
を対象に支援している。

（２）理念
“A place for everyone, a project for everyone.”｠
もっとも弱い立場にある子どもたちに、質の高い、

継続的な支援を行うとともに、子どもの可能性を広
げることを目指している。支援の最終目標の1つは、
子どもにとって大切な家族の再構築であり、関係者
間の繋がりと、対話を大切にしている。

アマラージュでは「説明責任、熱意、連携、オー
プンマインド」を支援する上での指針としている。

（３）支援方針
・子どもとの関係構築を丁寧に行う
・子どもが身体的、精神的、社会的に満たされた

状態となるよう支援する
・可能な限り短期で地域や社会に復帰させる

（４）基本的な考え方
第 1 は危険な状態を避けるための予防である。
第 2 に「親には現状を改善する能力がある」と

いう前提のもと、親と子どもの関係性を大切にし、
親の養育能力を最大限に引き出すことである。親
が犯罪者でも、依存症者でも、精神障がいであっ
ても、親は子どもにとって何らかの良い影響をも
たらすと考えて支援を行う。

ただし親からの性的虐待など、親と一緒にいる
ことが子どもに良くない影響をもたらす場合もあ
るため、常に子どもを最優先した支援を心がける。

（５）職員について
心理士、ソーシャルワーカー、エデュカタ（110

ページ）など、約 60 名の専門家チームで、子ども
と家族への個別の支援を検討し提供している。支
援者は、子ども・家族に寄り添い、肯定的な変化
をもたらすようトレーニングを受けている。　

２. 事業内容
アマラージュでは、社会的養護の子どもへの支援、

家族への集中的な支援、非行少年への支援を下の通
り展開している。

• 3 つの児童養護施設
・ルカベスタン　（定員 15 名）
・レスタケード　（定員 15 名）
・コロンビエ　　（定員 18 名）

• 緊急一時保護施設　
・アタランテゥ（定員 7 名）

• 集中的介入サービス（アウトリーチ）
・「Le Chenal（シュナル）」プロジェクト

• 非行少年支援
・「絆つくり」プロジェクト

　2018 年、政府の要請を受け、13 ～ 18 歳女児を対
象にした施設を 3 ～ 18 歳の子どもを対象にした緊急
一時保護施設に運営転換した。それに伴い、ルカべ
スタンとレスタケードの定員を 5 名ずつ増やしてい
る。

今回、児童養護施設１ヵ所と緊急一時保護施設を
視察した。詳細は、106ページ、108ページに報告する。

（１）家庭での集中的介入サービス
　　 「Le Chenal（シュナル）」

ニベル地区に住む危険な状況にある 13 ～ 18 歳
を対象に、子どもの生活場面での集中的介入支援
を行う。利用に条件や制約はなく、SAJ（98 ページ）
や SPJ（99 ページ）からの要請を受けると、48 時
間以内に対応にあたる。

ソーシャルワーカー、心理士、エデュカタが、
家庭訪問や学校、スポーツクラブなどへ同行をし
て課題をアセスメントし、集中的に家庭訪問をし
て介入を行う。
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支援終了後、課題があれば、アマラージュのサー
ビス（昼間の預かり、小遠足など）を暫定的に利
用し、改善を目指す。状況が改善、安定してもフォ
ローアップを継続する。

（２）非行少年支援 「絆つくり」プロジェクト
　　 「Cap Solidarité（キャプ・ソリダリテゥ）」

罪を犯した子どもを対象とした処遇プログラム
である。異国の農村などに単身で長期滞在し、非日
常的な環境で新たな経験を積み、新しい自分を発
見し、力をつけることをねらいにしている。プロ
グラムはベナン、セネガル、モルダビア、ルーマニア、
フランスのいずれかの国で行う。
「予防・児童支援・児童保護法（2018 年 1 月 18 日

制定）」で示された「特別教育プロジェクト（PPP）」
に該当する。

対象は、罪を犯した 15 歳以上で、裁判官による
判決を経て支援の委託があった若者である。本人が
プロジェクトを受けることに同意していることが
実施の条件である。

■プロジェクトのプロセス
①滞在準備（1 ヵ月）：旅の準備、手続き、教育的準備、

後見人とのミーティングなど
②滞在（3 ヵ月）：村の全体が受け入れる。ホストファ

ミリー宅で生活し、現地の人々と農作業などを行
う。外部とのコミニケーションは制限される。

③帰国後（2 ヵ月）：フォローアップがなされる。

（３）「絆つくり」プロジェクトの効果
プロジェクトに参加した子どもたちは、最初は

怖がり、カルチャーショックを経験する。しかし
現地の子どもや大人に温かく受け入れられる体験を
通じて、「人と助け合うこと」「人と支え合うこと」
を学び、自分を肯定的に受け入れ、誇りを持ち、
誰かに頼って生きることを体得する。プロジェクト
には、継続的な効果が認められる。

プロジェクト後の再犯率に関するデータはない。
しかし、過去 10 年間でプロジェクトに参加した
250 人のケースで、家族関係が改善したといえる。
非行行為が減少し、学校や職場に戻る率も高い。

講義スライドより転載　「絆つくり」プロジェクトの様子

3. 実績
過去 3 年間の利用者数は表 1 の通りである。集中

的介入サービスは、2018 年 7 月にスタッフを増員し、
年間のべ 4217 日ケアを行った。

表1. アマラージュ事業サービス利用者数　　　（人）
2016年 2017年 2018年

児童養護施設 77 73 70

緊急一時保護施設 - - 35

集中的介入サービス 30 41 57

非行少年支援 41 35 35

合計 148 149 197

※緊急一時保護は、2018 年 7 月より始められた。35人は
7～ 12月の半年間の利用人数である

2018 年のアマラージュによる支援サービス利用者
197 人の 67％が近隣のニベル地区に住む子どもであ
る。表2にニベル地区からのサービス利用経緯を示す。
SAJ は同意に基づくサービスの利用、SPJ は強制的
支援、TJ は非行や触法行為があり青少年裁判官が決
定した措置である。

表2. ニベル地区サービス利用経緯（2018年）（人）
SAJ SPJ TJ

児童養護施設 23  31  2  

緊急一時保護施設 3  11  0  

集中的介入サービス 38  19  0  

非行少年支援 2  0  5  

小計 66  61  7  

合計 134

4. 所感
今回、アマラージュの行っている青少年援助サー

ビスについて学ぶことができた。青少年のために幅
広いサービスを考え、行政に対しても提案し、多岐
にわたる形で子どもたちを支援している団体であっ
た。講師であるコルマントさんだけでなく、出会っ
た職員の方々からも「熱意」を感じることができ、
アマラージュの掲げる理念を大切に、子どもたちに
向き合えっていることが伺えた。そこには、自然と「子
どもの権利」を尊重する姿勢を感じることもできた。

日本の児童福祉施設も多機能化を求められる時代
となる。また、地域に貢献できる取り組みが求めら
れている中、今後の児童福祉施設を考える良い機会
となった。　　　　　　　　　　　　  （瀬崎　美穂）

104 105
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べルギー アマラージュの児童養護施設コロンビエ
（Ｌe Colombie）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 7 日 PM
住　　　所： Avenue des Muguets 10 ‒ 1341 Ce’roux-Mousty
講　　　師： アン・ソフィー・コルマント（児童教育責任者）
（敬 称 略） ニコラ（エデュカタ）　

１. 概要
コロンビエは、アマラージュが運営する児童養護施

設の 1 つである。関係性を作ること、子どもの安心
と安全、ウェルビーイングを第一に考えて支援する。
入所期間中は教育的、心理社会的ワーク、短期のセ
ラピーを行う。

（１）年齢別の2つのホーム
3 ～ 18 歳のホーム（定員 13 名）と、15 ～ 18 歳

のホーム（定員 5 名）があり、常に定員いっぱい
である。きょうだいを別の施設へ入所させること
は権利侵害であるとして、同じ施設に入所させる
ことが推奨されている。

入所期間は平均 2 年 8 ヵ月だが、視察時には入
所して 6 年になる子どもがいるとのことだった。

3 ～ 18 歳のホームは「大きな家族」という考え
方で支援をしており、エデュカタ（110 ページ）が
食事のメニューを考え、調理もする。トラブルは
日常茶飯事だが、対話による解決を目指している。

15 ～ 18 歳のホームは、自立を支える支援が行わ
れている。全室個室で、料理、洗濯、掃除などは
子ども自らが行う。入所児童のうち 2 人は、近隣
のアパートで 1 人暮らしの練習をしている。17 歳
の女児が 1 人、精神科へ通院し服薬している。

（２）スタッフ
施設責任者 1 名、　エデュカタ 6 名、ソーシャル

ワーカーまたは心理士 1 名、清掃員 1 名と合計 9 名
のスタッフが配置されている。

外観

リビングの様子
ソファや椅子が配置され、壁には絵が飾られていた

キッチン

職員のシフト表
リビングには、子ど
もたち向けにシフト
表が貼られていた
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◆登下校の送迎◆
ベルギーでは、12歳までは保護者による学校送迎が義務化
されています。
そのため、朝と夕方の「送迎ラッシュ」は当たり前と聞き
ました。会社も、子どもの送迎を優先させてくれる社会の
ようです。
施設の職員は大変だろうなと思い聞いてみたところ、学校
だけでなく、子どもの習い事の送迎（部活動がないため、
地域での習い事を推奨しているとのこと）もあり、送迎に
時間がとられることが多いとのことでした。
日本は集団登下校などがありますが、子どもが 1人で歩い
ている姿を見かけることも少なくありません。日本は平和
だからなのだろうか、と考えてしまいました。

3. 所感
子どもたちが暮らしている居住空間を案内しても

らい、その施設の作りからベルギーと日本の暮らし
の違いがみてとれた。限られた資源の中での工夫が
あり、そこに確かな「暮らし」を実感することがで
きた。また、思春期以降の子どもたちへの支援を「家
庭的な暮らしの提供」から「自立への支援」と明確
に変えているのは文化の違いのようにも思えて興味
深かった。一方で施設の小規模化や家庭的な雰囲気
の提供を大事にしていることなど、日本と共通する
部分も数多くあった。

ベルギーの文化にも触れる機会になり、また施設
の内部を見ることでしか分からないことや実感でき
ないことがあり、貴重な経験となった。　

（瀬崎　美穂）

【参考資料】
・アマラージュ発行　「専門の青少年支援サービス」
・アマラージュ　https://amarrage.be/
　（2019年 12月 21日閲覧）

子どもたちの部屋
3～ 18歳のホームは2人部屋が多かった

緑の庭

15～ 18歳の
ホームの個室

寄贈品の衣類
子どもたちが自由に
選んで持っていける
よう、廊下の棚に綺
麗に陳列されていた

シャワーブース

エデュカタのニコラ
さんが犬を連れて来
ていた。アニマルセ
ラピーになるとのこ
とだった

２. 施設見学
広い庭がある大きな建物である。大規模な改装が

行われる予定があり、改装後は「Baïne」に名前が変
更になるとのことである。
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べルギー

ベルギー　社会的養護と児童福祉支援

アマラージュの未成年者緊急一時保護施設
アタランテゥ （L’Atalante）

訪 問 日 時：2019 年 10 月 7 日 PM
住　　　所： 非公開
講　　　師： アン・ソフィー・コルマント（児童教育責任者）
 ファビエンヌ・カルリエ（施設長）

1. 概要
危機的な状況にあると判断された 3 ～ 17 歳の子ど

もを 24 時間体制で受け入れ、保護する、定員 7 名の
緊急一時保護施設である。20 日間までの入所が基本
だが、1 回延長ができ最大で 40 日間利用できる。

安心で安全な生活の提供を目的とする場所であり、
アセスメントはしない。家庭の調査や子どものセラピー
は入所期間中に SAJ（98 ページ）が行う。子どもの次
の生活の場は、SAJが総合的に評価し、方針を決める。

スタッフは、アマラージュに 25 年間務めている
施設長 1 名と、生活全般の支援を行うエデュカタ 8
名である。
• 生活について
8 名のエデュカタが 24 時間交代勤務で子どもたちの
生活支援をしており、一緒にゲームや勉強、スポー
ツ、調理をしている。　
裁判官による外出許可が出ている子どもは外出で
き、学校や散歩（2 時間）に行く。幼稚園、小学校
は短期間の転入を認めている。7 人中 1 ～ 2 人が
学校に通っている。外出許可が下りない子どもには、
通信教育プログラムがあり、教育権を保障している。
　面会には裁判官の許可が必要である。薬物や盗
みの問題で毎日のように警察が来ている。
　外部との接触は断つことになっているが、携帯
電話の所持は黙認している。規制すると、手に入
れようと盗んだり、2 個目を隠して持ったりするた
め、様子を見ながら監督している。

• 利用状況
政府の要請に応じて 2018 年 7 月に開所した後から
同年12月までに35人が利用した。原則的にワロン・
ブリュッセル連合全域から子どもを受け入れるが、
2018 年はニベル地区（入所者の 40％）やブリュッ
セル（26％）など近隣からの受け入れが多かった。

2. 施設見学
（１）建物

1930 年頃にできた古い建物を改装して作られて
おり、タイルの床や大きな暖炉があった。駅前に
あり、入り口は道路に面していた。学校も近くに
あり、人通りの多い場所であった。

（２）事務所
緊急避難場所であるため、さまざまな薬が保管され

ている。普段は施錠されており、施設長がいる時し
か入室できない。

（３）リビング・ダイニング・キッチン
リビングには全員が座ることができるように大

きなテーブルやテレビがある。夕食は全員でごは
んを食べる。見学時、キッチンでは施設長と子ど
もが一緒に料理をしていた。

（４）庭
庭は建物の内側にあり、ハンモックや食事用ス

ペースがある。ベルギーは日照時間が短いため、
天気がいい日は外で食事をする。写真はテラス。

外観
（この建物の一部が施設）
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（５）トレーニングルーム（地下）
寄付金で購入したサンドバッグやトレーニング

マシンがある。思春期の子どものフラストレーション
発散に利用されている。

（６）サロン
１部屋目はどの年齢の子どもも遊べるように、

ゲームや人形、おもちゃが準備されていた。ベルギー
の子どもたちに人気のサッカーゲームもあった。

２部屋目は中庭に面した大きな窓があり明るく、
ソファーやテレビがあり、年齢の高い子どもたち
が過ごしていた。

3. 所感
危険で緊急状態にある子どもが入所している緊急

保護施設ということで、普段は毎日のように警察が
来て緊迫した雰囲気とのことであった。訪問した日
は穏やかでリビングでは中高生くらいの男女が談笑
しており、居室では小学生の女の子が私たちの訪問
を受け入れてくれた。

駅前の人通りの多い場所にあることに驚いた。施
設内はアットホームな雰囲気で子どもたちが家庭か
ら離れ、心の傷を癒したり、自分と向き合う時間を
作ることのできる場所だと感じた。　   （山本　浩子）

（７）居室（2階）
部屋は 6 部屋あり基本は 1 人 1 部屋で、1 部屋だ

け 2 人部屋がある。同性同士で可能であれば 2 人
部屋を利用する。

１部屋目のサロン

遊んだり、寛いだりできるサロンや、子どもと職員が揃って囲
める大きなテーブルがあるリビングなど、施設全体が家庭的な
雰囲気であった

２部屋目のサロン

1人部屋の様子

左：カルリエさん　　右：コルマントさん

広い庭での集合写真

バスルーム
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COLUMNム
ラコ

エデュカタという仕事
ベルギーでの視察先で、何度も「エデュカタ」という職種の方たちと出会った。
学校では、クラスの中にいて、勉強にちょっと困ってしまった子どもに寄り添い、学習が自然に先に
進むようにと導いていた。病院では、子どもたちと生活の場をともにして、子どもたちにこういう時に
はどんなふうにするべきか、集団生活の中でみんなが気持ちよく過ごすためにはどうしたらよいのかを
教えていた。また、子どもたちにアートセラピーを実施している方もいた。児童養護施設や一時保護所
にもいて、子どもたちと一緒に生活し、父母代わりを務めていた。子どもと一緒にキッチンに並び、そ
の日の夕食を作っている姿が温かくて印象に残っている。
通訳の方によれば、「（学校の）先生」は勉強を教える人、「エデュカタ」は生きていくこと全般を教
える人、とのことだった。
エデュカタになるためには、専門の高校に入学し、1年間の基礎科目、2年間の専門科目（実習を含
む）を学ばなくてはならない。大学などの高等教育の場で学ぶことで、より専門的な仕事に従事するエ
デュカタの資格を取得することができる。エデュカタは、教育（学校教育支援）・病院・児童養護施設・
シェルター・刑務所等、いろんな場所で働いている。心理教育支援に特化した資格であるため、発達に
遅れのある子どもへの支援、虐待などにより傷ついた子どもの支援、病院に入院中の患者（子ども・大人）
への支援、罪を犯してしまった人の矯正など、幅広い分野で活躍しているようである。この仕事に就く
ためには、特に他者と円滑なコミュニケーションをとれる技術が大切だとされている。
私たちが視察先で出会ったエデュカタの方たちも、みなさん、朗らかで、子どもとの関わりも柔らか
かった。子どもたちからエデュカタの方たちへ向けられる視線も温かかった。それは、彼らと子どもと
の普段からの信頼関係が醸し出す雰囲気だったのだと思う。少しだけ特別なサポートが必要な子ども（大
人）に、寄り添って導いてくれる専門職、そのような職種があることが、ベルギーという国のやさしい
ありようを表しているように感じられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （渡辺　葉一）

【参考資料】
・https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/belgique/les-etudes-deducateur-trice-
  specialisee-ou-de-jeunes-enfants/ （2019年 12月 8日閲覧）

コロンビエの
チャーミングな
エデュカタ

クレール・ヴァロンの
アートセラピー担当の
エデュカタ

クレール・ヴァロン
のオシャレな
エデュカタ

子どもたちの作品
（クレール・ヴァロンのアートセラピー）

クレール・ヴァロンのエデュカタと
日本のエデュカタ代表
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COLUMNム
ラコ

ヨーロッパでの交通手段としてバス、トラム、メトロなどがありますが、近年ヨーロッパやアメリカ
で増えているシェアサイクルやシェア電動キックボートがポーランド、ベルギーにもありました。
街中で多く見かけた「Lime-ｓ」はアメリカで生まれたもので、携帯にアプリを登録して、スクーター
についているQRコードで乗車下車を管理するシステムです。料金は Lime のロック解除料＋使用時間
に応じてかかり、アプリで登録したカードで支払います。利用料は都市によってさまざまです。
最高速度は国や地域の規制に従って設定されています。時速制限の地域に入ると、自動で速度制限が
かかり、アプリで知らせてくれるそうです。また国や地域によってルールや規制が異なります。ルール
が追い付いていない地域もあり、後からルールが追加されることも多いようです。観光客でも、ルール
違反で罰金が科せられることがありますので、利用する際にはルールを要確認です。
ポーランドは自転車道が整備されているところが多く、道も広いため時速 20 キロのスクーターでも
安全に走ることができました。駐輪スタンドはなく、好きな場所で乗り捨てることができます。
ベルギーは中央広場や公的な場所には規制がかかっているようで下車できず、スクーターはきれいに
並べておいてありました。街中にも公園が多く、Lime での散策はとても気持ちがよかったです。

（山本　浩子）

Lime のアプリを携帯に
登録すると
利用できます。

Lime-ｓ
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べルギー

ベルギー　フランス語共同体　社会的養護と児童福祉支援

クレール・ヴァロン（Clairs Vallons）
小児医療センター

訪 問 日 時：2019 年 10 月 11 日 PM
住　　　所： Rue de Mont-Saint-Guibert 24, 1340 
 Ottignies-Louvain-la-Neuve
U　 R　  L： https://www.clairsvallons.com/
講　　　師： フレデリーク・ルグロ
（敬 称 略） （副院長 /小児精神科医）

1. 概要　
クレール・ヴァロン小児医療センターは、ベルギー

フランス語共同体唯一の、児童福祉の要素を備えた
治療に特化した施設である。日本の児童心理治療施
設に近い。入所する子どもたちは施設内にある学校
に通う。対象児童は 0 ～ 18 歳で、定員 130 名である。

1958 年、旧結核予防診療所として設立された。現
在の建物は、結核患者の収容施設を改築したもので
あり、1980 年からはベルギーフランス語共同体の病
気障害保健庁に認可された小児医療センターとして、
被虐待児（心理医療ユニット）、肥満児、慢性疾患の
子どもたちのケアの他、マザーベビーユニット（父
子も含む）や社会復帰支援機能を持つ施設となって
いる。学校も敷地内に併設されている（表 1 参照）。

施設利用費用は、児童 1 人当たり、毎月 6 万円程
度であり、そのうち、4 万 8 千円は保険でカバーされ、
残り 1 万 2 千円が保護者負担となるが、地域政府か
らの家族手当があり実質的な負担はほぼない。

視察では、全体の事業説明を受けた後、心理医療ユ
ニットとマザーベビーユニット、学校部門を見学した。

表１. 4 つの部門と教育機関
部門 数および機関

心理医療部門 3ユニット

肥満部門 2ユニット

慢性疾患部門 １ユニット

マザーベビー部門 １ユニット

教育機関 幼稚園、小学校、中学校、
高等学校

２. 心理医療部門
虐待を受けた児童の入所ユニットは 3 ヵ所あり、

3 歳から 18 歳までの合計 54 名が入所している。男女
の比率は、男子 52％　女子 48％、とやや男子が多い。
年齢分布では、12 歳から 15 歳が最も多い。

表２. 心理医療部門ユニットの対象年齢と人数
入所ユニット名 対象年齢 定員

カリプソ
（Calypso） 3～ 8歳 16名

オデッセイ
（Odyssée） 8～ 12歳 18名

アリシャン
（Alyshan） 12～ 18歳 20名

広大な敷地に点在する入所ユニット

ユニットの庭
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（１）入所の流れ
①入所理由と入所期間

被虐待や社会的情緒的発達が著しく欠けている
と認められた場合であり、通常 1 年間（最大 2
年間）の入所となる。

②入所依頼の手続き
入所が必要であると判断した専門家や機関から
の依頼により、入所の手続きが始まる。
入所依頼ができるのは、青少年裁判所の裁判官、
SPJ・SAJ デレゲ（ケース担当者 100 ページ）、
SOS子どもチーム（93ページ）、小児科医、家族医、
PMS センタースタッフ（125 ページ）である。

③入所の条件
・深刻な身体的、精神医学的な診断を受け、虐

待の被害を受けている子どもの家族または家
族以外からの依頼であること。

・医師の紹介状があること。
・入所前に、まず紹介者面接、次に家族との面接、

最後に子どもとの面接の3回の面接を経ること。

（２）入所児童の諸症状
虐待に関連した多様な症状をもつ子どもがいる。

例えば、排泄障害（遺糞 / 夜尿症）や睡眠障害、
学習障害や学業不振、摂食障害やリストカット、
暴力や自傷行為、自殺企図など複数のリスクを抱
えている。

また糖尿病やてんかん、HIV に感染している子
どももいる。

自閉スペクトラム症の子どもは、専門施設があ
るので対象外となっている。

（３）アセスメント
入所後、3 ヵ月かけて子ども、親、親子の関係性

のアセスメントを行い、その結果を親子にフィー
ドバックする。それぞれのアセスメントの概要は
次の通りである。
①子どものアセスメント

児童精神医学による評価（CFTMEA,DSM5）や心理
検査による評価（IQ, CBCL,Coopersmith,CAT,TAT,
ロールシャッハ、人物画、家族画）、協調運動の診
断（M-ABC）や神経心理検査（ROCF）、言語療
法の見地からのアセスメントを活用している。
この「7 歳半の子どもが自分を描いた絵からは、

図１ 人物の絵（7歳半）

図２ Rey-Osterrieth 複雑図形検査の一例

単なる発達の遅れだけでなく、虐待による発達の
遅れの痕跡が見て取れます」と説明された（図 1）。

また「模写からは、神経心理学的発達の過程が
見られる」とのことだった（図 2）。
②親及び親子の関係性のアセスメント

親のアセスメントを実施する。親個人及び夫婦
の関係性、また親子の関係性をアセスメントす
る。親子の再会時にビデオを撮って、親子の関
係性や関わりをフィードバックする、ビデオ
フィードバックという手法が重要な方法となっ
ている。アセスメントを行う時には、親子の自
然な交流に任せ、どのようなことが起きるのか
を記録する。
親が虐待や自分の責任を認めない場合や精神医
学上の不安定さがある場合など、アセスメント
によって、親子だけの面会ができないと判断し
た場合には、メディアティゼ（親と子どもがい
る場所に、児童精神科医と心理士が立ち会う）
という面接を行っている。

③ 再アセスメント
3 ヵ月毎に、必ず 3 つの総合的な診断を行う。「子
どもの総合診断」「親の総合診断」および「親子
の関係性のアセスメント」である。これに基づき、
治療計画をより具体的に修正していく。
親に変化が期待できない場合は、里親委託等も
検討していく。

（４）子どもへの治療
①生活場面（心理医療ユニットの見学から）

カリプソでは 3 ～ 8 歳までの子どもが 4 人部屋
で暮らしている。お風呂も男女で分れている。
いくつかのプログラム（アートセラピー、ホー
スセラピー）を取り入れた生活をしており、子
どもの予定は、生活の中で自然に目に入るよう、
部屋の壁に貼られていた。
興奮状態になった時、自分で静かに落ち着くた
めに、籠って、外部刺激を遮断できるような、
スペースが廊下に用意されていた。子どもが、
自分ではコントロールできない程の興奮状態に
なったときには、職員が毛布で包んで抱きしめ、
その場で落ち着くまでじっとする。子どもの興
奮が収まってから部屋に連れて行き、個別に話
をすることを大切にしている。
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②グループワーク
8 ～ 12 歳までの 1 グループ 4 人を対象に、15 日
に 1 回アートセラピーを開催している。
被虐待児が、自分自身のことを言葉にすること
は難しい。言葉以外の表現方法として、造形を
取り入れている。特に、粘土などの造形に、手
足の感覚を使うことで、自分を再構築すること
ができる。

（６）成果とアフターケア
1 年間合計 54 人のデータ分析による総合評価で

は、入所前後で明らかな改善が認められている。
CBCL、IQ、自尊感情の改善に加え、関係性を構築
する力や言語能力の向上、向精神薬の減量もしく
は中止といった改善が統計的に確かめられている。

全ての子どもは、退所後 3 年間、フォローアッ
プされる。入所施設に退所していく子どもや、里
親に行く子どもも多くいる。

３. 学校
フランス語共同体には、学習障害を含む8種類の特別

学校があり、クレール・ヴァロンの特別支援学校は5型
の「入院児童」の学校として分類されている（131ページ）。

（１）幼稚園
2 歳半～ 5 歳の子どもが 8 人いる（特別支援学校

の規定では最大 10 人）。個別対応で教育している。
特に、感情教育を多く取り入れている。また、子
どもの発達を促すため、手で触れて感覚刺激を得
られやすいものを用意している。

ステップ表を日本語で用意してくれた

感覚刺激が
得られる環境作り

エデュカタのシックスさん（左）と心理士のアントニアさん

また、この活動では、4 人グループの子どもの関
係性を非常に大切にしている。いつも同じ４人で、
毎回同じステップで制作に取り組むという安定し
た枠組みが、彼らの不安を取り除くために、非常
に大切なことであるためである。

製作が終わると、作ったものを他の子どもに見せ
たいかどうかを確認する。他の人に見せる過程で、
子どもたちは自分の体験や内面を見つめ、説明す
ることがあるため、その瞬間をとても大切にして
いる。

（５）親への治療
親に改善の見込みがある場合、親自身の育ちま

で振り返って治療を行う。親自身も虐待を受けて
育っていることも多いからである。

現在の子どもへの関わりについては、ビデオを
撮って指導する場合もある。録画を見せながら、
適切でない反応や子どもへの接し方を伝え、支援
を行う。

（２）小学校
子どもの発達段階に応じたクラス編成をしている。
このクラスには、小学校 1、2 年生にあたる発達

段階の子どもが 9 人いる。子ども自らが、自分に
とって心地よい環境を作れるようになっている（フ
レキシブルシステム）。まず朝学校に来ると、どこ
で勉強するか自分で決めることができる。例えば
座る場所はソファーやバランスボールの上、広い
絨毯の上などから選ぶ。一人でいたいか、みんな
といたいかも子どもが決める。

多動傾向がある子どもには、椅子の脚に自転車
のゴムチューブをつけておくことで、行動が落ち着
きやすくなるよう工夫をしている（次ページ写真）。
教室にはイヤーマフが掛けられており、聴覚過敏
があったり、騒音がさえぎられることで集中力が
増す子どもが自由に使えるようになっている。

また受話器のように、口元と耳に当てて使う配
管パイプをくっつけたものがあり（次ページ写真）、
自分の声を自分で聞くことができ、セルフモニタ
リングの効果があるとのことだった。そのような
オリジナルな道具も自分たちで創作し、活用して
いる。特に、注意欠如のある子どもには、イヤー
マフの効果があると言われている。
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（２）グリーンハウス
フランスの児童精神分析家で児童精神科医で

あったフランソワーズ・ドルトが唱えた「グリー
ンハウス」の考え方から影響を受けている。グリー
ンハウスとは、子どもと親が（2 者関係の世界か
ら）社会に出ていく練習をするために作られた子
育てサロンのような場であり、社会活動でもある。
1979 年に創設されたグリーンハウスは、その後フ
ランス語圏を中心に各国に広がった。

視察した時は、アフリカ系の母親が郷土のお菓
子を作って他の家族にふるまっていた。その場に
一緒に居ながら、自分の子どもとの関わりに没頭
する親、無関心そうにしている親、積極的に場に
コミットしている親がおり、参加のあり方には自
由度があり、それぞれが尊重されている様子であっ
た。

5. 所感
　ベルギー唯一の医療と教育のバランスが取れたモ
デル施設として、クレール・ヴァロンを視察できた
ことは、非常に貴重であると思った。児童の入所期
間が 1 年間にも関わらず、「自尊心の向上」や「IQ
値の向上」、「問題行動の減少」という成果が表れて
いることを裏付ける、手厚い支援の様子を学ぶこと
ができた。

子どもの医療と教育が同じ敷地内で取り組めるこ
と。そして、治療の必要性の度合いを見て、子ども
一人ひとりに合わせたプログラムが組まれているこ
と。それらを支える情報共有とスタッフの高い意識
が体系化されていることが成果につながっているの
だと感じた。

見学したアートセラピーでは、本人の言葉以外の
表現を引き出す材料として、造形を取り入れていた。
造形が、他者との関係性を生み出す手段になっていて、
アトリエが、子どもたちと社会を繋ぐ役目を果たし
ていた。

また、クレール・ヴァロン全体を通して感じたこ
とは、人との関係性を非常に大切にしているという
ことである。例えば「人を信用すること」や「人を
頼ること」を子どもたちに問い掛けている。そして、
職員同士がそのことを、子どもたちの前で実践してみ
せている。だからこそ、クレール・ヴァロンの組織
が子どもにとって治療的環境として機能しているの
だろう。

関係性と信頼。今回の視察から、私はそれを再認
識する機会を得ることができた。　　　（工藤　嘉央）

配管で作った道具 ゴムチューブ

（３）スタッフ
エデュカタ 12 名、ソーシャルワーカー 1 名、心

理士 1 名、精神運動療法士、児童精神科医、理学療
法士、言語療法士、栄養士で構成されている。エデュ
カタとは、心理教育支援に特化した資格を持った生
活全般を指導する人のことである（コラム 110 ペー
ジ）。クラスには 1 名のエデュカタがいる。

言語療法士が週に一度、クラス指導を行う時が
あり、エデュカタ保育士も一緒に参加する。また
個別には、子どものプログラムに合わせて、言語
療法士、心理士がクラスに迎えに来る。子どもは
プログラムが行われる別の場所で治療を受ける。

（４）多職種連携
週に１度は、学校担当者と施設担当者が会って

情報共有し、プログラムの取組状況などを把握す
る。また、学校担当者は、日常生活で取り組む言
語療法や心理療法の状況も把握する。

一番大事にしていることは、専門性を持ったチー
ムで対応することである。専門家同士でたくさん
話し合い、総合的な評価を行い、治療へと繋げて
いく。　

また外部スーパービジョン制を導入し、さらな
る専門性を求める時もある。開かれた人間関係と、
支援者が多層に守られていることが支援者のスト
レス軽減につながる。

４. マザーベビーユニット
親子で入所できるベルギー唯一の機関である。

ここでは、親子関係の支援、特に親子関係の調整や、
虐待予防、治療に焦点を絞っている。

入所期間は 1 年以内を基本としている。6 ヵ月の延
長が 2 回まで可能で、最長 2 年間入所できる。構造
的に親子関係をサポートしているのが特徴である。

（１）対象
0 歳～ 3 歳の子どもを持った母子または父子。

現状の生活状態が続くと、ネグレクトになるか、
虐待リスクの高い家庭が対象である。
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里親との懇話会

日　　　時  ：2019 年 10 月 9 日 PM
場　　　所： Hotel Barsey By Warwick 会議室
講　　　師： ヤニック・ニナエ （里親・弁護士・大学教員）
（敬 称 略）

ヤニック・ニナエさんは、1 年前から 2 歳半の女児
の里親になった。妻との間に 12 歳と 9 歳の子どもが
いるが、かねてより自分の心と家庭にゆとりがあれ
ば実子ではない子どもを育てたいという思いがあった
そうだ。今回、里親になるまでと、なってからの体験
や、子どもへの思いを聞いた。　

１. ニナエさんの話
（１）里親になるまで

10 年前から妻とは里親をしたいと話していまし
た。養子を迎えたい人は多いものの、養子と成り
得る子どもは少なく、縁組を行うまでの待ち時間
が長くなります。里親はその逆で、里親を必要と
する子どもは多いが、里親が少ない。それなら、と、
僕たちは里親になることを決めました。そして自
分たちの子どもが小さく手がかかる時期がほぼ終
わるのを待ち、1 年前に里親のサービス機関へと出
向きました。

まずは里親になるための準備として、１年の間、
月に 1 回 2 時間半、心理士とソーシャルワーカー
と話をしました。この期間、心理士とソーシャル
ワーカーは同じ人が担当でした。里親とはどうい
うものか、または上手くいかなかったケースにつ
いても聞きました。里親として選ばれるためのプ
ロセスという印象はなく、自分たちのことを理解
してもらうための時間だと感じました。こうした
準備期間が終了し、受け入れる子どもを協会が探
すことになりました。

（２）子どもを引き取るまで
1 年の準備期間の間に、対象となる子どもの希望

も聞かれました。外見の希望は言えませんが、年齢
や性別は伝えることができます。文化的背景が違っ
てもいいかと尋ねられた時には疑問を感じました。
子どもがそれぞれ異なるバックグラウンドを持って
いるのは当然じゃないかと思ったからです。

里親に委託する子どもを検討するのは、子ども
がいる施設（乳児院）の職員だそうです。心理士が
他の職員とともに、大人との関係を築く力があり、
里親委託が望ましい子どもを見極めます。心に深
い傷を負い、「その時点では難しい」という子ども

もいます。また施設では、少なくとも１年間、家
庭復帰を検討し、それでも家族のもとに戻るのは
困難と裁判官が判断した場合に里親へと繋がりま
す。里親は話がきても、一昼夜待って返事をする
ことになっています。

私が受け入れることになった子どもは、裁判官
の判断が下されたのが 8 月で、2 ヵ月後の 10 月に
私たちとつながりました。それから面会や外出を
繰り返し、翌年（2019 年）１月にうちへとやって
来ました。その子は生後４ヵ月から乳児院にいて、
私たちにつながるまで 1 年半かかりました。委託
までが早いケースだと言われるかもしれませんが、
子どもにとって 1 年半は決して短い時間ではないと
思います。

（３）里親として
私には子どもの面倒を一生みる覚悟がありますが、

里親は１年毎の更新です。年に 2、3 回は里親サー
ビス機関の心理士やソーシャルワーカーから連絡
があり、家庭訪問もあります。SPJ（99 ページ）
からの問い合わせもあります。年に一度は里親同
士の交流会も開かれます。

子どもの実母は服役中であり、刑務所で面会す
るのはふさわしくないと思っているので、会わせ
ていません。実父が子どもとの面会を希望してお
り、SPJ の判断で、まず私たち夫婦で実父と面会
しました。実親と会わせることはとても大事なこ
とだと思っています。今後、どうやっていつ会せ
るかは SPJ や裁判官の判断となります。

２. 所感
子どもにとって 1 年半は決して短くないという言

葉が胸に迫る。子どもにとって最善の環境を提供す
るための仕組みが機能しているように思えるベル
ギーにおいても、もどかしさを感じている支援者や
待っている子どもがいる。私たちも子どもの選択肢
が保障される仕組みを考え続ける必要があるし、施
設ができる里親支援ももっと発展させたいと感じた。

（藤永　亜津沙）

ニナエさん
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（承諾を得てウェブサイト掲載の外観写真を掲載）

日　　　時  ： 2019 年 10 月 9 日 PM
場　　　所： Hotel Barsey By Warwick 会議室
U　 R　  L： 1030.be/fr/content/cerfs-volants-
 maison-des-tout-petits
講　　　師： ジョン・フォーゲル（院長）
（敬 称 略） アリス・ド・ウッド（心理士）

今回の視察で乳児院を訪問することはできなかっ
たが、スタッフに話を聞くことができた。

　
1. 概要
（１）設立経緯

ベルギー王国建国（1830 年）前、1817 年に貴族階
級の裕福な人の資金で、婚外子を救い育てるために
設立された、ベルギー最古の乳児院である。第 2 次
大戦が終わるまではシスターと修道士が孤児を育て
てきた、1965 年、子どもの養育に関する法律ができ
ると徐々に専門性が高まり、現在の乳児院となった。
「セール・ヴォラン」は帆という意味がある。

（２）定員
定員は 24 名（障がい児含む）で、8 名ずつ 3 つ

のユニットに分かれている。新生児から 14 ヵ月ま
でのユニットが 1 つ。それより大きい子どもたち
は、その時の年齢や子どもの構成で 2 つのユニッ
トに分かれて生活している。

（３）間取り
建物は、地上 2 階建てで、半地下と屋根裏のフ

ロアを含め総面積は 600 平方メートルである。
・１階：ユニットごとの遊び場とリビング、食事ス

ペース、バスルーム（日常のスペース）
・ 2 階：寝室が 3 部屋。1 部屋に 8 つのベッドが

ある
・半地下：事務所、厨房、洗濯部屋、セラピールーム

（４）職員体制
スタッフは、院長、保育士 15 名、看護師や心理士、

ソーシャルワーカーなどの専門職 5 名、調理師と
洗濯・掃除のスタッフ 3 名で構成されている。

一般家庭医が週に 2 度来院し、検診や予防接種
を行う。

夜は、20 時～翌朝 6 時半まで 1 人体制となるが、
他に自宅当直の人がおり、急病が出て救急に連れ
て行くというような場合は 30 分以内に動ける体制
をとっている。また地元の警察とは、連絡すれば、
ただちに駆けつけてくれる連携ができている。夜
勤体制の改善を目指している。

（５）運営費
年間の予算は約120万ユーロ（約1億4千万円）で、

国費と寄付で運営されている。

2．フォーゲル院長の話
長年乳児院で働くフォーゲルさんから、乳児院の歴

史背景や現状を聞いた。

（１）乳児院に来る子どもたち
ベルギーの乳児院に来る

子どもが抱える課題は、時
代ごとで世相を反映して大き
く変化してきました。　

1980 年 代 は HIV 感 染 し
ている子どもが多かったで
す。治療法や病気の理解が
まだ確立していない時代で、
感染の不安から現場は大変、
混乱したことを覚えていま
す。1990 年代はルワンダの虐殺の被害者が多く、
恐怖で精神疾患を患った母親をもつ子どもが多く
いました。2004 年になると同性結婚が認められ、
同性の親の養子をどう考えていくのかが問われま
した。最近では、シリアに渡った過激派イスラム教
徒の義勇兵の子どもたちが多いです（父親が戦死し、
母子は難民キャンプにいたが、本国への帰国を希
望し国が受け入れた家族の子ども。ベルギーでは、
親は裁判にかけられ、収監・服役することになる）。

（２）乳児院の現状
全ての子どもが、裁判官の判断で、親子分離と

なって入所している SPJ（99 ページ）ケースです。
分離の理由は、虐待、ネグレクト、重度の薬物依
存や精神障害で、子どもの面倒がみられない、ま
たは、虐待のリスクが高い子どもたちです。乳児
院の使命は、子どもを衛生的な環境で養育し、そ

セール・ヴォラン（Cerfs-Volants）
乳児院スタッフとの懇話会

フォーゲルさん
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して何よりも安全に、一日も早く家庭に帰すため、
働きかけることだと考えています。

（３）里親委託の現状と課題
2018 年にできた法律で、分離した子どもは家族

に帰すことを最優先として支援にあたると決めら
れました。しかし現実はとても厳しいです。なぜ
ならここにいる子どもたちは、SAJ（98 ページ）
や SPJ の専門家が家族と一緒にいられるように手
を尽くした結果、入所しかないと判断されて来て
いるからです。現在、入所している 24 人のうち、
親元に帰せる可能性があるのは 4 人しかいません。
ほとんどの子どもは、3 歳になると児童養護施設へ
移るか、里親、養子縁組になります。しかし、養
子縁組は保護者の同意が必要になるので、限られ
た子どもしか対象になりません。また里親を必要
としている子どもが多くいますが、里親希望者は
少ないのが現状です。実親優先の考えが強いこと
や、里親委託は 1 年単位で更新することがその大
きな理由です。育てた子どもが 1 年後にはいなく
なってしまうかもしれないという不安から、なり
手が少なくなっているのが課題でもあります。

（４）実親の状況
私の所にいる子どものほとんどの親が、精神疾患

を患っており、子どもを安全に育てることができ
ません。子どもを次々に生んで乳児院に預けると
いうことを繰り返している親もいます。貧困など
の一つの要素ではなく複数の課題を抱えている親
が多いです。
親が施設で育っていたなど世代間で連鎖するケー

スも多く見られます。イタリアやカナダでは 6 ヵ
月で親の能力を見極め、養子縁組をする方が子ど
もにとってよいと判断されると、永久に親元には
返さず、養子縁組を強制する法律があるようです。
子どもの権利で考えると、私も、その方が良いと
考えます。統計的なデータなど、裏付けるものは
ないですが、私の経験から施設より家庭養護で育っ
た子どもの方が安定しており世代間連鎖は少ない
と感じているからです。

3. ウッドさん （心理士）の話
子ども、親の観察を通して

どう支援していくかを聞いた。

（１）乳児院の役割
私は、乳児院の役割は大

きく分けて 2 つと考えてい
ます。１つ目は、環境を与
えること。育つべき環境が
なかった子どもに連続性を
確保し、安心できる環境を
作ること。2 つ目は、子どもと親を観察し、将来
的な見極めをすることです。乳児院は移行の短い
ステップだと考えます。限られた時間で、親子の
観察を丁寧に行い、将来的な可能性を判断しなけ
ればなりません。それには心理士など専門職によ
る見極めがとても大事になります。

（２）観察と支援　
0 歳から 3 歳の子どもは自分の気持ちを言葉に

できません。観察をし、子どもが発信する表現全
てから子どもの意思を見極めることが求められます。

本当に傷ついた、破壊された子どもは、絆を作
ることができません。小さくても「お願い、死な
せて」と表現で訴える子どもがいるのです。生き
る力を発揮できない子どもに対しては、0 ～ 2 歳
でも心理治療を行う必要があります。

入所して環境が変わり、子どもがどう育ってい
るか、また親に会った時の反応や様子も丁寧に観
察しています。

親との面会は専用のスペースで行います。通常
の玄関ではない別のドアがあり、子どもたちから
は見えず、親はひっそりと入室できるようになっ
ています。裁判官の判断で、親との接触が許可され、
子どもと親それぞれに面会の準備ができたと判断
されれば、SPJ の担当者と乳児院側の心理士の立
ち合いのもと、慎重に面会を行います。

面会時間は 1 時間 15 分と決められていますが、
裁判官の許可を得れば面会回数を増やすこともでき、
ケースによって 1 週間に 3 回会わせることもあり
ます。親が未成年の場合は面会頻度を増やし、母
子でのかかわりを持てるようにします。面会時の
様子をしっかり観察し、この親は、親として機能
できるかの可能性を見極めることがとても大切です。

ウッドさん
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４. 所感
海外で乳児院廃止論がある中、ベルギーに乳児院

があると知り驚いた。そして乳児院で働く 2 人の話
を聞けたことは、とても貴重な体験だった。ベルギー
の乳児院の数や定員数が予想以上に多いことや、入
所児の親は精神疾患や世代間連鎖が多いという共通
点も知ることができ、とても興味深かった。

乳児院にくる子どもの多くは虐待や不適切な養育
を受けており、未熟な子どもが入所までに受けてき
た壮絶な体験は、計り知れない。ましてや義勇兵の
子どもの体験は私の想像の域を超えている。
「破壊された子どもたちに、とにかく愛情と安定を

与えて、安心して生きていいんだということを心と
身体で感じられるように努めている。」この言葉に乳
児院で働く上での使命が強く込められていると感じ
られた。国の背景や特色は異なっても乳児院は絶対
的に安心できる場所でなければならず、その役目は
世界共通であると分かった。今後、日本は家庭養育
を重視していく中で、乳児院は家庭や里親で養育が
困難になった子どもの最後の受け入れ先となるだろ
う。今以上に支援の難しさを感じ、深く傷ついた子
どもたちを見ていくことになるのだと思う。どんな
子どもがきても絶対的に安心を与えられる場所とし
て乳児院は機能していかなくてはならない。そのた
めには自分たちの専門性を、今以上に高めることが
必要だと感じた。　　　　　　　  　（熊谷　裕美子）

◆ベルギー（フランス語圏）の
乳児院について◆

　ベルギーのフランス語圏では、乳児院は ONE（88
ページ）の管轄下で、ONE の承認と補助金を受けて運
営している児童福祉施設です。施設種別としては、「特
別乳幼児期サービス」と呼ばれています。2018年 12
月 31 日時点で承認を受けている乳児院は 15ヵ所で、
定員は合計で 415名、うち 376名が在籍しています。
ベルギーでは、施設はなるべく小規模で、「家族（大家族）」
という雰囲気を保つことが重視されています。

【参考資料】
・ONE　https://www.one.be/public/
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べルギー

ベルギー　フランス語共同体　「第2の家族」支援団体

講 義 日 時：2019 年 10 月 7 日 PM
場　　　所： アマラージュにて
U　 R　  L： www.parrain-ami.org
講　　　師： カトリーヌ・ド・ヴィセル（ディレクター）　
（敬 称 略）

１. 概要
（１）パレナージュとパラン・アミ

パラン・アミは、私的援助のない孤立したひと
り親家族、施設入所中の家庭に戻れない子どもに、
第2の家族となる“パレナージュ（parrainage）家族”
を斡旋する。家族とはどういうものかを体得でき
る機会を提供することを目的として、パレナージュ
家族と施設入所児童とをマッチングする NPO で、
フランス語共同体が管轄するパレナージュ組織

（Famille Parrainage）の 1 つである（Parrain-Ami
は、代父 - 友だちの意）。

元々カトリック洗礼の際の「代父（ゴッドファー
ザー）」「代母（ゴッドマザー）」そして「代子（ゴッ
ドサン・ゴッドドーター）」の宗教的関係で、「パ
ラン（代父 parrain）」もしくは「マラン（代母
marrain）」が、血縁関係のない子を「フィヨル（fi lleul,
女子は fi lleule）」として養育したり、一時的にとも
に過ごしたりする状態をパレナージュという。

日本では名づけ親と訳される場合もある。カト
リック国であるベルギーには、伝統的にパレナー
ジュという習慣があり、第 2 の家族を持つことは
一般的とのことである。

パレナージュ家族と里親家族、養子縁組の違い
は表 1 の通りである。

表 1. パレナージュ家族、里親、養子縁組の違い

パレナージュ家族 実親との関係が残る子どもの「第2の
家族」になる

里親

SAJやSPJ（98・99ページ）が関わる。
SPJ ケースは裁判官の判断による分離
措置として子どもを預かる。措置費が
出る

養子縁組 実親が親権を放棄し、養親が親権を持つ

（２） 設立経緯
望まない妊娠をした母親や若年母親が産後、6 ヵ

月から 1 年くらい支援を受けて生活できる場所は
あるが、その後のサポートは不十分である。1 人で
子育てをする母親が、週末だけでも子どもを預け
られるよう、1996 年、心理士がこの組織を作った。

（３）資金
かつては、ファンドレイジングをし、寄付金だ

けで運営していた。2019 年 4 月 AGAJ（96 ページ）
の承認サービスとなり、補助金が出るようになっ
た。ラジオやテレビに広告を出しており、ベルギー

（フランス語共同体）内の知名度は高い。

（４）スタッフ
ディレクターの他、4 名（内 3 名がフルタイム）

のスタッフが働いている。職種は、心理士が 2 名、
ソーシャルワーカー 1 名、心理社会的スタッフ 1 名
である。10 年以上勤務している人が 2 名おり、ずっ
と同じ子どもを担当している。スタッフはパレナー
ジュ家族にはなれない。

（５）活動内容
パレナージュ家族のリクルートをし、子どもと

のマッチングを行う。マッチングが完了すると、
家族の相談に応じたり、親子のアクティビティを
企画するなどのサポートを行う。子どもの年齢が
0 ～ 12 歳と 13 歳以降のグループに分けて、家族と
しての活動の提案をする。

0 ～ 12 歳は、パレナージュ家庭で週末を過ごす
ことをメインプログラムとする。

13 歳以降は、パレナージュ家族と 1 対 1 でアク
ティビティ（登山やスポーツ観戦など）を行い、1
日をともに過ごすプログラムが多くなる。

パレナージュ支援団体パラン・アミ
（Parrain-Ami asble）
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2. パレナージュ家族のリクルート
（１）条件

パレナージュ家族となるための条件は、ブリュッ
セルかワロン地区在住の 25 歳以上で、子どもとと
もに過ごす時間に発生する費用を全て負担できる
ことである。既婚か未婚か、性別、子育て経験の
有無は問わない。子どものために物を買う場合は、
パレナージュ家族が実親や施設に直接確認し、パ
ラン・アミは介入しない。

（２）パレナージュ家族リクルートの流れ
①希望者に説明会を行う。
②希望者が申込書に記入し、パレナージュ家族候補
になる。
パレナージュになる前、家族は性別や年齢など、
受け入れたい子どもについての希望を伝えるこ
とができる。受け入れ側の家族の子どもの数は
問わないが、パレナージュとして受け入れる子
どもは 1 人としている。

③子どもとのマッチングを検討する。
④2 人のスタッフが子どもをパレナージュ候補の
家庭に連れて行き、子どもとパレナージュ候補
の家族全員との顔合わせをする。

⑤パレナージュ家族候補とパラン・アミのスタッ
フが話し合う。

⑥問題がなければ、子どもとの交流を開始させる。
パレナージュ家族に報告は課していない。ス
タッフが話を聞いて家族と子どもの把握をし、
報告をまとめる。

（３）パレナージュ家族への事前準備
シチュエーションスタディで、受け入れた子ど

もが盗みをした際など、さまざまな場面の対応方
法を教える研修を行う。

また、パレナージュ家族には、いつもの生活を
続けるよう伝えている。家族で毎週遊園地に行か
ないのなら、行かなくてもよい。特別なことよりも、
日常的な生活の体験を提供することに意義がある
ためである。また、個室は与えられなくても、玩
具を置いておけるような専用の箱程度は用意して
欲しいことを伝える。

（４）サポート
年に 1 回、「パレナージュひろば」というイベン

トを実施し、パレナージュ家族同士の交流の場を
作っている。

困ったことがあれば、すぐに相談に来てもらえ
るようにしている。サポートは丁寧に行っている。
子ども、実親、パレナージュ家族の関係が上手く
いっていれば、パラン・アミの介入は必要ないこ
ともある。

3. パレナージュ家族の利用の依頼について
（１）利用申し込みの経緯

パレナージュ家族の利用については、主に以下
の経緯で申し込みがある。
• 実親からの相談
• サービス機関（ONE（88 ページ）、SOS 子ど
もチーム（93 ページ）、入所施設など）からの
相談

• 裁判官からの依頼
子どもが第２の家族パレナージュを持つこと

を実親が望み、同意していることが重要である。
軽く「預かってほしい」という認識である場合、
ベビーシッターではないことを説明する。実親
に事務所に来てもらい、話をする。実施の必要
性があるか、慎重に見極める。

（２）サービス機関や裁判官からの依頼の場合
サービス機関や裁判官からの依頼の場合、実親

が抵抗を示すことがある。実親の抵抗は文化的な
背景が影響する。村全体で子育てをする慣習があ
れば、抵抗が少ない。抵抗があった場合は、実親
のためではなく、子どものために与えられるサポー
トであることを説明する。実親は、パレナージュ
家族と子どもとの間のつながりに嫉妬してしまう
こともあるため、親が納得して利用に同意するこ
とが重要である。

（３）現状と課題
• ブリュッセルでは受け入れて欲しい子どもの希
望が多く、ワロン地区では受け入れたい家族が
多い。そのため、送迎に時間を要することが課
題となっている。

• 母子家庭の子どもであれば父親がいる家族、多
動の子どもであればそれを受容できる家庭を紹
介したいが、マッチングが難しい。

• 公的支援である里親とは異なり、第 2 の家族パ
レナージュは、年齢も制限なく、ずっとつなが
りを持つことができるため、関係が継続できる
よう努めている。1996 年のパラン・アミ創設
以来ずっと継続して関係を続けている家族もい
る。

• 思春期は関係が難しくなるため、必要に応じて
パラン・アミが介入する。思春期を乗り越える
と、一時期距離ができても関係は戻る。

• パレナージュ家族が犯罪や虐待などの問題を起
こした前例はないが、子どもが盗みなどの問題
を起こすことはある。保険に入っているため、
損害は保険で補償される。法的な関係ではない
ため、関係を組み替えたり、辞めたりすること
は可能だが、そのような事態はほとんどなく、
またそうならないように支援を行っている。

• パレナージュ家族を持っていない多くの子ども
たちに、パレナージュの家族関係を提供したい
と考えている。

120 121



ベルギー　フランス語共同体　「第2の家族」支援団体

4. パレナージュ家族
　 ソフィさんの話

私はいつも「子どもが 3.5
人います」と言っています。
0.5 人がパラン・アミで紹介
された子ども、コリンです。

コリンには、父親がいま
せん。そして母親とはコン
タクトがない施設入所児で
す。11 年前の 3 歳から我が家に来ています。緊急性
の高い状況にあった子どもで、最初は部屋の隅にい
て何も反応しませんでしたが、パラン・アミに相談
しながら問題を一つひとつ乗り越えてきました。コ
リンは、私によりも先に実子に心を開いていきまし
た。子どもがいることはありがたかったです。

最初の 1 年は、月 1 度週末に来ていました。1 度、
頻度を増やすと減らすことは難しいため、1 年間は
このペースでと言われました。しかしコリンには両
親とのかかわりがほとんどないため、2 年目からは、
毎週末迎え入れることにしました。

11 年前に来た時は、実子が 10 歳、7 歳、3 歳で、
コリンは一番下の子どもと同じ年齢で、その関係が
難しかったです。

下の子どもが「早くあの子を連れて帰って」と言っ
たり、コリンが「どうして私だけ連れて帰るのか」
と泣いたりしました。その度に彼女が大好きなマク
ドナルドに寄り、泣き止ませてから連れて帰りまし
た。大きくなると「養子縁組をしてほしい」と言わ
れましたが、できないことを何度も説明しました。

家に来たくないと言ったことは一度もありません。
迎えに 5 分遅れたら「また捨てられる！」と大パニッ
クになったことがあります。この時、コリンのため
には、絶対に崩れない構造が必要だと感じました。

現在も毎週末、家に来ています。家にはコリンの
部屋があり、置いていきたいものは自由に置いてお
けるようにしています。修学旅行にはお小遣いをあ
げ、大学に行くならお金も出すつもりでいます。私
たち夫婦にとって、実子と一緒だと思っています。
スマートフォンも実子と同じように与えています。
施設のルールとは異なるためスマートフォンを与え
る際には施設とも話し、責任は私が取ると伝えまし
た。施設の子に嫉妬されて、3 台くらい盗まれまし
たが、社会には、その場所によって違うルールがあ
ることを、子どもも学ばなければならないと考えて
います。スマートフォンはほんの一例に過ぎません。

1 年前にコリンの父親という人が現れ、権利を主
張してきています。弁護士を交えてコリンを守るた
めに話をしています。

コリンにはきょうだいがいます。同じ施設に入所
しており、週末はそれぞれのパレナージュ家族で過
ごしています。きょうだいのパレナージュ家族の連
絡先は知っていますが、今のところかかわりは特に
ありません。

ベルギー（フランス語共同体）でパラン・アミは

よく知られています。やってみたら大変だが、得る
ものもあると感じているので、私の友だちにも伝え
てみたところ、口コミで広がり、パレナージュ家族
をやってみたいと言う人が出てきました。

5. 所感
創立経緯では、母親のサポートを考慮して始めら

れているが、現在は子どものためと、子どもがメイ
ンになっている。実施していく中で徐々に変化し、
子どものための行いが、母親のサポートに繋がって
いるのだろうか。

日本にはなじみのないパレナージュ。実親との関
係を維持しながら第 2 の家族を持てることは、とて
も魅力的である。私は、母子生活支援施設に勤務し
ているため、日頃関わる子どもは母子家庭の子ども
である。定期的に父親と面会を行っているケースは
少なく、父親が暴力を振るったり、無関心でかかわ
りがほとんどなかったり、元々不在だったりと、健
全な父親モデルが不足している。子どもにとってか
かわりのある大人の男性は、学校や保育園の先生か、
施設の職員（時々母親の彼氏）が主である。学校や
保育園の先生は年度ごとに配置換えがあり、施設職
員も異動や退職、母子の退所により、継続的な関係
を築くことは困難である。このような子どもたちに、
第 2 の家族として、安定かつ継続的な関係を持つこ
とができたら、父親のいる家庭を経験できたらどれ
だけのよい効果があるだろうか。

ベルギーと日本では文化が大きく違う。児童養護
施設では、週末里親が導入されているが、母子生活
支援施設や地域で暮らす家庭では難しいと思われる。
子どもが第 2 の家庭で楽しそうに過ごす姿を見ると、
親が嫉妬をしたり、預けていることに対して自己卑
下したり、といったことが推測される。また世間で
も厳しい意見が出そうである。

健全な男性モデルが不足していることは、子ども
の成長にあらゆる影響を与える。大人の男性は暴力
を振るうものだと思っている子どももいる。改めて
健全な父親のいる家庭を経験して欲しいと強く思う。
日本人の抵抗が少なく、日本の文化に合う形で、実
親との関係を保ったまま、別の安定した家庭的経験
を得られる方法はないだろうか。これから模索して
いきたい。　　　　　　　　　　　　　（柴谷　麻希）

【参考資料】
長谷川秀樹 2017 現代フランス社会におけるパレナージュについて　
常盤台人間文化論叢 ,3（1）,3-22
横浜国立大学 都市イノベーション研究院紀要

ソフィさん
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いろんな家族があっていい！
ベルギーの絵本紹介
ベルギーでは、家族に関する絵本が多い。通訳兼コーディネータを務められた栗田さんが、何冊かの
絵本を紹介してくれた。
ベルギーの子どもは、幼いころから様々な家族のあり方に自然に触れており、多様性を受け入れる土
壌が築かれているようだ。

～絵本の内容紹介～
「私は家を 2つ持っている」

女の子（私）が、ペットの犬と一緒にパパの家、ママの家、それぞれの場所で過ごす様子を語って
いる。パパの家とママの家の物語が対になって進んでいく。

「家族　あらゆる形」
多様な家族の形について書かれている絵本。最初に、昔は家族の単位が大きかったこと、現在は大
家族はまれと書かれており、そこから現代の家族にフォーカスしていく。
 両親と 2人の子の家族、近所の祖父母、子ども同士の関係などが描かれている。次に離婚した両
親のもとを子どもが行き来して（平日は母、休日は父の所、一週間毎など）生活している家庭が 2つ
（両親の関係が悪い、比較的良好）描かれている。
次に親の離婚、再婚により、異父きょうだい、異母きょうだい、戸籍上のきょうだい関係になった
経緯について数パターン描かれており、「再構成家族」と紹介している。同性親の家族（パパ・パパ家族、
ママ・ママ家族）は、「レインボーファミリー」と呼ぶ。
養子縁組をした家族や施設で暮らしている子どもの様子、実母を亡くした子どもと継母の難しい関
係についても描かれている。
その後は親子で似る部分やきょうだい関係（双子や年が離れたきょうだいで叔母と姪の年が近いな
ど）、ケンカの絶えない家族、無関心な家族、別枠で虐待する親がいることなど、あらゆる視点から
家族を描いている。

家族を描いた絵本だけでも他に、「養子になったら」「お父さんが癌になったら」「自分にはパランが
いる」「お父さんが牢屋に入った」「2 人のお母さんがいるジャン」などがあり、大人の私も興味津々
であった。  （柴谷　麻希）
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校庭

ベルギー　フランス語共同体　教育

訪 問 日 時：2019 年 10 月 8 日 AM
場　　　所：Avenue des Archiducs 52　1170 
 Watermael-Boitsfort  Belgium
U　 R　  L：http://assomption-jagersveld.be/
講　　　師： ベルナデット・ステーブン（校長）　
（敬 称 略）

１. 概要
（１）学校の概要

ブリュッセル南東部ボアフォール地区にある、
フランス語共同体が管轄する政府支援の私立教育
校でキリスト教系の幼稚園及び小学校である（ベ
ルギーでは幼稚園・小学校の一貫教育が主流）。

2 歳半から 12 歳の 150 人が通う。アフリカ、南
アメリカ、旧東欧、アジア出身でフランス語を母
語としない児童も多く、保護者へは学校と自治体
が一緒になってフランス語の講座を開いている。

特別支援学校在籍児童の受け入れを行うインテ
グレーション校と、ごみ削減や地域の共同農園で
の野菜の有機栽培、ドライトイレの利用といった
エコロジー活動を進めるモデル校となっている

（132 ページ）。

（２）学校で過ごす時間
週 5 日制で、始業は 8 時半、終業は曜日によっ

て 12 時過ぎから 15 時半である。
始業前は 7 時半から、終業後は 18 時まで子ども

を預かり、エデュカタ（110 ページ）が子どもと遊
んだり宿題をみたりするデイケアを行う。

（３）職員体制
教育を通して子どもの成長と発達を支える教育

チームと、子どもの安全と心身の健康を守るウェ
ルビーイングチームの他に、フランス語共同体か
らの支援員、清掃員、教会関係者などがいる。用
務員はおらず、校内に修繕箇所があれば、児童の
保護者がボランティアで修繕する。
・教育チーム：校長、各クラス担任、クラスを担

任しないフリーの教諭、オランダ語教諭、体育
教諭など。

アソンプション学院ボアフォール校
（Institute de ｌ，Assomption Boisfort, Section Maternelle et Primaire）
幼稚園併設の小学校

ワーテルマール・ボアフォール

ブリュッセル南東部に位置する 19 あるコミューン（基礎自治体）の一つ。人口は約 25,000 人
（ベルギー人約 2万、ベルギー以外のヨーロッパ諸国出身者 3,800 人、ヨーロッパ以外の地域の出
身者1,200人）で、18歳未満は全人口の20.6％である。面積（12.93㎢）半分余りを「ソワーニュ
の森」と呼ばれる世界遺産の森が占める。
学校周辺の地区には、築 50 年から 100 年以上のレンガ造りの住宅が立ち並ぶ。以前は大使館関
係者や駐在員等が多く住んでいたが、現在、空き家が増えている。近年、フランス語共同体では貧
困層向けの公営住宅を分散して整備しており、この地区でも公的機関が空き家を借り上げ、支援を
必要とする人たちに提供している。

【出典】
https://be.brussels/about-the-region/the-communes-of-the-region/watermael-boitsfort　（2020年 1月 11日閲覧）
http://statistics.brussels/fi les/publications/bru19/ibsa_cc_watermael-boitsfort.pdf （2020年 1月 11日閲覧）
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・ウェルビーイングチーム：スーパーバイザー、
PMS センターの※心理士（火曜）。スーパーバイ
ザーは教育チームと連携して学校にいる間の子ど
もの状態をモニタリングしている。またスーパー
バイザーは事故等発生時の応急処置や子ども同士
のけんかなどへの対応についてのトレーニングを
受けている。

※ PMS センター（Psycho-Medico-Social centre）は教育課程
にある児童に心理的、医療的、社会的支援を無料で提供す
る公的サービスで、心理士はスクールカウンセラーのよ
うな役割を担う。

２. 学校の特色
（１）インテグレーション校

フランス語共同体では、障がいのある児童の教
育は主に特別支援学校でなされるが、通常の小学
校との交流学習も行われている。本校は、「インテ
グレーション校」に指定され、8 型（認知機能障害・
学習障害）の特別支援学校に在籍する児童が教諭
と来校して授業を受ける。

（２）インクルーシブ教育
対象児童と来校する特別支援学校教諭には、児

童がどんなサポートを受ければ他児と一緒に授業
が受けられるかを示す役割もあるとのことだった。

また学校では、特別な支援を必要とする子ども
たちの学びを保障するため合理的な配慮がなされ
ていた（128 ページ）。

（３）自律性、多様性の尊重
多様な背景をもつ児童それぞれの価値を互いに

認め尊重するために自律的に考え、実践できる力
を育むため、話し合う機会を大事にしている。例
えば、子ども同士でケンカやトラブルが起きたと
きに、自分たちで話し合って解決を図るガイドと
して、下のような問題解決のためのステップを教
えている。

明確でわかりやすいメッセージ・チェックリスト

1. あなたの言葉が、相手にとってわかりやすいメッセージに
　  なっているか確認します

2.「あなたが～した時に…」何が起きたか、話します

3.「私は…です」あなたが感じたことを伝えます

4.「私は…したいです」あなたが相手にどうして欲しいかを
　 伝えます

5.「わかりましたか？」相手がわかってくれたかを確かめます

このステップに基づき問題解決できることで子どもの自信を高め
ることもできる

３. 他機関との連携
（１）虐待対応の第一線

午前休憩のおやつを持ってこない、体育の着替
えの際に傷跡が見られた、疲れやすい、すぐに泣
くなどが、虐待を疑うサインとなる。気づいた教
員は校長と対応を検討する。

視察時には、学校全体で 2 ～ 3 人の児童を気に
して見ているとのことだった。

（２）他機関との連携
虐待が疑われる児童がいた場合は、PMSセンター

に連絡をする。PMS センターは医師や看護師、心
理士を派遣し、学校側と児童の状況を確認する。
その後、心理士が保護者に連絡を取り面接をする。

保護者が面接に応じない場合や、派遣された医
師が虐待を疑っている場合は、SOS 子どもチーム

（93 ページ）や SAJ（98 ページ）に連絡する。
児童が要支援や要保護の支援対象となった場合は、

その後状況が改善したとしても、5 年間は、SAJ や
SPJ が電話連絡（毎月）や学校訪問（年に数回）をし、
児童にかかわる教員と情報共有をしながら、安全
な学校場面で児童がどうふるまっているかを確認
する。

視察時は、里親や施設で暮らす児童が 7 人在籍
していた。

問題解決のためのステップはパウチをして、用意してある

124 125



（３）小学校1年生と2年生クラス
教科内容によって1～ 2年生は合同で授業をする。教科学習をする黒板が設置されて机が並ぶ教室と、グループ

での共同作業や図工をする 6 人掛けテーブルがある教室が隣り合っており、学習内容や活動によって部屋を
移動する。

各教室の後方には児童が集まって座れる「サロン」コーナーがあり、自由時間に本を読んだり寝そべってく
つろいだりできる。ホームルームはサロンで行い、みんなが自由に意見を言える場所となっている。 

4. 教育の実践＜校内の見学＞
授業中と休憩中（おやつの時間）のクラスを見学した。各学年 15 ～ 20 人程度の 1 クラス編成であった。

（１）幼稚園迎え入れ（2歳半）と年少クラス（3歳）
2 歳半を過ぎ、おしめが取れたら迎え入れクラスに入園できる。2 歳半～ 3 歳児の保護者は、登校後 9 時 15 分

まで教室に入ることができる。幼稚園のクラスは教員 2 名でクラスをみる。

（２）幼稚園年長クラス（5歳）
週に 2 回ある精神運動療法士による精神運動療法（psychomotortion）の授業を見学した。身体を使って「左右」

や「上下」、「数字」を認識する。クラスの担任と相談して、その時クラスで取り組んでいることと関連した
内容を選んでテーマを設定している。 　

活動の最後はクールダウンのステップで、ゆっくりと呼
吸をして身体に意識を向けるよう導いていた

おやつの時間は持参した野菜や果物を食べ、水筒の水を飲む。
バナナの皮などは有機肥料にし、ごみを出さない

右手が1～ 2年生の教室のサロン

教諭と児童で歌を披露してくれた 教室奥の階段の上には、昼寝スペースがあった

ベルギー　フランス語共同体　教育
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（５）小学校4年生クラス
フランス語共同体管轄の学校では小学 3 年生から

週 3 時間、5 年生からは週 5 時間オランダ語を学ぶ。
担任とオランダ語を母語とする教諭が授業をする。

（６）小学校5～ 6年生クラス
5、6 年生は児童数が合計 20 数人と少ないため、2 学年で 1 クラス編成であった。
今年度は学校全体で他の人の集中を乱す騒音を減らす取り組みをしている。教室が最上階にある上級生クラ

スでは、教室ではスリッパに履き替える、椅子の足にカバーをつけるなど下の階のクラスが授業に集中するた
めの方法を話し合い、実践していた。

5. 所感
校長は authenticity（とりつくろわないの意）を大切なキーワードにしており、今回の視察でも学校の日常の

姿を見てもらおうと私たちを児童の教室に迎え入れてくださった。それは児童にとっても「ああ、先生というの
はとりつくろわないんだ」ということを感じる経験になるだろうとのことだった。

児童の国籍は 50 ヵ国以上にも亘るとのこと。それぞれの文化、宗教、言語などの違いを超えてともに生きる
ことは、私の想像をはるかに超えて厳しい社会なのであろう。厳しい社会ゆえに自分の限界を認め、つくろわず
に周りの協力を得なければ立ち行かないことも多く、他
者を信頼し、協力し、折り合いをつけていくことが素朴
に共有されているのではないだろうか。

学校生活全体を通して、個を尊重しつつ「周りの人と
共に生きていく力」が育まれており、将来の「人権意識」

「権利擁護」に繋がっているように感じた。
校長に「多様性を認め合う中では意見が対立すること

もあるのではないか」と質問したところ「対立はない」
との回答であった。その場では意味が分からなかったが、
他者と一緒にやっていくことを大前提にした話し合いは
結論が出るということではないかと考えている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（岡部　匡俊）

子どもたちは、日本の学校についての質問を用意して研修団を
待っていた。クラスの人数、授業の時間などについて目を輝か
せながら質問していた

5～ 6年生教室のサロン

「国連持続可能な開発目標（SDGs）」を知っているか、日本は国連に加
盟しているか、中国や他国との関係性はどうかなどの質問を受け、研修
団はたじたじであった

オランダ語の日常会話をゲーム形式で学んでいた

校長のステーブンさんと通訳の栗田さん

（４）小学校3年生クラス
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インクルーシブ教育を通して目指す未来
～ベルギーの教育現場で学んだこと～

「インクルーシブ教育」。最近、よく耳にする言葉である。文部科学省の定義を調べてみると、「人間
の多様性の尊重等の強化、障がい者が持てる能力を最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加
することを可能にするとの目的の下、共に学ぶ仕組み」となっていた。アソンプション学院ボアフォー
ル校（124 ページ）の視察を通し、インクルーシブ教育について考えた。
まず、日本のインクルーシブ教育については、私自身がディスレクシア（失読症）の男の子を担当し
ていた経験による学びが大きい。ディスレクシアの子にとって、読み・書きを重要視する日本の教育現
場は辛く、理解されないことでの傷つきも大きかった。私なりに海外の教育システムを調べ、電子機器
の導入なども依頼したが難しいと言われた。この男の子は無事に高校を卒業したが、この子から「俺の
本当の辛さは理解できないと思う」と言われたことは今でも胸に残っている。当時、ディスレクシアで
あることを受け入れ、生きていくには社会の理解が足りず、これからも続くであろう辛さを思うと何も言
えなかった。その子との出会いを経て日本の教育システムに興味を持ち、PTA活動の合間に授業を見学
したり、地域のインクルーシブ教育の勉強会に参加するようになっ
た。最近では、学習に困難を抱える子どもたちに対し、ICT（情報
通信技術）の活用が進み、教室内でノートを広げている子どもの
傍らで、電子機器を利用して学習する子どもの姿が見られるよう
になった。また、障がいを抱える人たちを学校に招き、障がいへ
の理解を促すような授業も増えている。日本の教育現場が変わっ
てきたと実感する一方で、特別な支援を受ける子に対して厳しい
目が向けられることもある。まだまだ、特別な支援を受ける子が
生き生きと学べる場にはなっていないと感じる。
今回、ベルギーの学校視察を通して感じたことは、特別な支援
を必要とする子どもたちが生き生きと教室に存在していたことで
ある。ディスレクシアの子どもが積極的に黒板に文字を書き、そ
れをクラスの子がサポートする。音が気になる子はイヤーマフを
して教室の外で課題に取り組む。集中できない子どもはゴムボー
ルを握り、バランスボールに座って授業を受ける。合理的配慮が
特別ではなく、子どもの選択として当たり前にある印象を受けた。
また、その選択を周りの子も気にしておらず、他者が抱えるハ
ンディを「障がい」としてではなく、「個性」や「多様性」と捉え 防音して集中するためのイヤーマフ

イスの代わりにバランスボールに座り
授業を聞く子どももいる
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られていると感じた。ベルギー王室では、第 2皇子がディスレクシアであることを公表している。国王
である父親が学校へ送っていく姿を国民は好意的に捉え、発達障がいを「個性」とする考えが浸透して
いるようだ。UNESCO（2009）は、インクルーシブ教育は「特別な支援を必要とする児童生徒だけ
でなく、宗教的、人種的、民族的、言語的マイノリティーや、移民、貧困層、HIV/ エイズ患者などの、
より多様なニーズを認め、対応する必要がある」と記している。ベルギーでは、教室の中に様々な国籍、
人種の子どもたちが共存しており、「多様性」が日常であるという背景は日本との大きな違いである。
ベルギーのフランス語共同体では、学習障がいを含む 8つのタイプの特別学校を設置している（130
ページ）。前述したベルギー王室の皇太子も特別学校へ通っているようだ。一見、インクルーシブ教育
と相反するように思えるが、特別学校に在籍しながらも、通常学級でともに学ぶシステムが多様な形で
提供されている。通常学級で 1年を通じて全課程を学ぶ子どももいれば、一部の教科のみを通年で学ぶ
子どももいる。1年間の一時期だけ集中して全課程を学ぶ子どもがいれば、一時期に一部の教科のみを
学ぶ子どももいるなど、通常学級での学び方はさまざまである。また、障がいに応じて週に 4時間、特
別学校の教員のサポートもつく。特別学校と通常学校の移籍が年間を通じて常時可能であり、選択の自
由が保障されている印象を受ける。日本でも、大阪市立大空小学校（映画『みんなの学校』）のように先
駆的な取り組みをしている学校もあるが、まだ国レベルでの改革には至っていないように思う。その 1
例として、OECD（経済協力開発機構）のデータでは、日本の小学校の 1クラスの平均人数は 27人で
あり、OECDの平均人数である 21人を大きく上回っている。これでは、合理的配慮がしたくてもでき
ない現状があるのではないだろうか。
日本は就学率の高さなど、教育システムとして世界に誇れる部分も多くある。しかし、大学入学試験
など、特別な支援を必要とする子に対しての合理的配慮（テストを口頭形式にしたり、試験時間を延長
するなど）は諸外国に比べて十分とは言えない。日本の良さを残しながらも、人の多様性を認め、特別
な支援を「特別」と思わず、当たり前に配慮できる国になって欲しい。まずは、自身自身が「障がい」
ではなく「個性」として、人の多様性を認めていく視点を持ちたい。一人ひとりの小さな変化が、やが
て大きな変化になることを願っている。そんなことを考えさせられた、学校視察となった。

（瀬崎　美穂）

【参考資料】
・国立特別支援教育総合研究所
　https://www.nise.go.jp/cms/resources/content/10163/20150409-163315.pdf （2019年12月10日閲覧）
　http://inclusive.nise.go.jp/index.php?page_id=40（2019年 12月 11日閲覧）
・一般社団法人　全国地域生活支援機構
　https://jlsa-net.jp/hattatsu/inclusive-kyouiku/（2019年 12月 11日閲覧）
・UNESCO（2009）　『Policy　Guidelines on Inclusion in　Education』　http://www.unesco.org/new/en/
　media-services/single-view/news/unescos_new_policy_guidelines_on_inclusion_in_education/
　（2020年 1月 11日閲覧）
・OECD　『EDUCATION AT A GLANCE 2018 COUNTRY NOTE』 
　https://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/JPN_Japanese.pdf（2020年 1月 10日閲覧）

授業中、トイレに行きたくなった子どもは、
このカードを首から下げて教室を出る

手形を使った子どもの作品

教室に掲示されていた子どもの作品

高学年クラスに置かれていた
ガスマスク
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ベルギーフランス語共同体の学校教育制度について
ベルギーには 3つの言語共同体（フランス語、オランダ語、ドイツ語）があり、言語共同体ごとに議会、
政府、行政機構があり、教育行政や教育制度も同じではありません。視察した小学校はフランス語共同
体に属する学校でした。このコラムでは、ベルギーフランス語共同体の教育制度について紹介します。

まず学校選択の自由が保障されており、通学可能な範囲で地域の学校から選ぶことができます。
12 歳までは登下校に保護者の送迎が義務付けられています。学費は無料ですが、学校によって制服代
や給食費、校外学習実費などがかかります。

教育的連続体
義務教育期間は初等教育 6年間（6～ 11 歳）と中等教育 6年間（12～ 18 歳）の 12年間です。な
かでも就学前教育を含めた 11 年あまり（就学前教育と義務教育のはじめから 8年間）を、3つの段階
があるひとつの教育的連続体としてとらえ、児童の社会性と教科学習の基本的能力を伸ばす教育を行っ
ています。
教師は、学年単位ではなく、11 年半の中の段階とサイクル単位で目標を設定し、教育方法を計画し
ます。進級試験や評価は 1年ごとではなく、段階の中で設定した目標に応じて行います。評価の結果は
保護者や学校関係者、専門家によって検討され、5歳で小学校に入学すること、6歳まで幼稚園に留ま
ること、小学校に 7年間、場合によっては 8年間在籍すること、第 2段階を 5年間かけて修了するこ
となどの決定がなされます。

教育課程 年齢 学齢 3段階の教育的連続体

就学前 
pre-primary
（幼稚園） 

99％が幼稚園に
通う※

2歳半 ならし保育

第１段階

ファーストサイクル3歳 年少
4歳 年中

5歳 年長

セカンドサイクル

小学校
primary school

義務教育

6歳 1年生

7歳 2年生
8歳 3年生

第2段階
ファーストサイクル

9歳 4年生
10歳 5年生

セカンドサイクル
11歳 6年生

中等教育
secondary 
school

12歳 1年生
第3段階 1サイクル

13歳 2年生
14歳 3年生
15歳 4年生
16歳 5年生
17歳 6年生

高等教育 18歳以上

※欧州特別支援教育機構調べ

第 3段階の後はいくつかのコースに分かれます。主には、大学進学を目指す一般コース、美術や音楽
などの芸術コース、資格取得を目指すコース、職業コースの 4つがあります。途中でコース変更するこ
とも可能です。　
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特別支援学校
学校は 8 つの種別に分けられ、子どもの主な教育ニーズに合わせて専門的な教育を行っています。
複数の障がいがある子どもは教育ニーズと年齢、ポテンシャルを評価して類型を判断します。私たち
が訪問した小学校では 8型の学校に通う児童を受け入れて、交流学習を行い、またクレール・ヴァロン
（112 ページ）では 5型の学校が設置されていました。  （岡部　匡俊）

　　　　　　　フランス語圏共同体の特別支援学校8類型
1型 軽度知的障がい（小学校段階のみ）

2型 中度・重度知的障がい

3型 行動障害・パーソナリティ障がい

4型 肢体不自由

5型 入院児童（病気・回復期）

6型 盲・弱視

７型 ろう・難聴・重度失語症

8型 認知機能障がい・学習障がい（小学校段階のみ）

【参考資料】
・欧州特別支援教育機構　https://www.european-agency.org/　2019年 12月 9日閲覧
・外務省　https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/belgium_2014.html　2019年 12月 9日閲覧
・結城知則　「ベルギーにおける「生きる力」をはぐくむ教育活動の特色について」PDF　東京学芸大学国際教育センター
 http://crie.u-gakugei.ac.jp/report/pdf31/32_37yuki.pdf　2019年 12月 9日閲覧
・棟方哲弥 2015 欧州特別支援教育機構及びベルギー王国フランス語圏共同体教育事務所訪問調査　国立特別支援教育
  総合研究所ジャーナル 第 4号 26 ～ 31ページ

クレール・ヴァロンの院内学校には
さまざまな教材があった

アソンプション学院では子どもの作品が至る所に飾られていた
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学校のとなりにある共同農園

ドライトイレ

緑の容器がコンポスト

2019年の、気候変動温暖化対策サミットで話題となった10代の環境活動家のグレタさんは、このよう
にして育っているのかと、ベルギーに来て、その理由の一端を知ることになった。
訪問した小学校では10時になると、休み時間の他に、コラシオン（collation）と呼ばれるおやつの
時間がある。子どもたちは、ビスケットやチョコレート菓子などのごみとなるプラスチック包装のお菓
子ではなく、お弁当箱に、パンやバナナに洋ナシ、ブドウにキュウリを持ってきていたのだ。どうして
なのだろう？わたしは、子どもたちが当たり前に食べている、この質素で自然なおやつの理由を知りた
くなった。
洋ナシやブドウなどの果物は、皮ごと食べて、芯や種だけを、コンポストと呼ばれる箱に入れる。コ
ンポストとは、集められた生ごみを、微生物で分解して堆肥にするための容器のことである。焼却する
ごみを減らすためである。

トイレについてもエコロジーを意識している。水を流さないで、し尿に灰をかけるドライトイレを使っ
ている。コンポストの中身とドライトイレのし尿は、1～ 2年生が野菜を育てている地域の共同農場で
堆肥として使うため、5～ 6年生が農場まで運ぶ。循環型社会について体験的に学ぶことができるよう
工夫されていた。
学校見学時には高学年のクラスで、国連持続可能な開発目標（SDGs）のため、僕たちに何ができる
かを討議するのだと話してくれたが、ヨーロッパ全土において、エコロジーを考えないと、地球の未来
がないという教育が徹底されていた。視察した学校は特に先駆的ではあるが、こういった考えは、この
学校だけはなく、すでに当たり前だという。

ベルギーでは、週末や長い休みは、家族と過ごす時間を何よりも大切にしている。何でもない大きな
野原や近くの森林を家族と話しながら歩いたり、自転車に乗ったりしながら自然の中で話をする。また、
小さいころから、親がたくさんの本を読み聞かせ、テレビを見る時も一緒に見ながら会話する。テーマ
は自然や動物、地球環境のことなどである。子どもたち自身が自分たちは地球の一部であって、「共生」
していることを自然と学ぶ。次に子どもたちは、本や学校で学んだことを親や大人に教えていき、学校の
先生も子どもから学ぶ。こうして地球環境によい循環を、子どもたちが生み出そうと努力しているのだ。
エコロジー活動に取り組むことを通して、自分の周りの環境や人々に関心を持ち、その中でどうふる
まうかを子どもたちが考えて行動に移している。子どもが保護者のゴミの分別を見て間違いを指摘する
こともあるという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （工藤　嘉央） 

5～ 6年生の教室に貼ってあったSDGs のポスター

地球の未来のために、子どもが動かす社会
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日　　　時：2019 年 10 月 9 日 AM
場　　　所：Hotel Barsey By Warwick 会議室
U　 R　  L：missingchildreneurope.eu
講　　　師： フェデリカ・トスカーノ（移民プログラム担当）
（敬 称 略）

１. 概要
（１）ミッシング・チルドレン・ヨーロッパについて

2001 年に設立された、ヨーロッパ（EU 非加盟
国含む）圏内 26 ヵ国にある 31 の行方不明児童支
援団体の連合組織である。

EU 圏内では人の移動が自由にできる。そのため
子どもの行方不明対策を欧州全体で強化し、問題
解決を図れるよう、行方不明の子どもに関する調
査、実態把握、関係団体間の連携と情報共有、支
援者の研修、法律改正や予防、啓発のための取り
組みなどを包括的に行う。

ブリュッセルにある拠点に6名のスタッフがいる。
社会政策については、EU 法が、ＥＵ加盟国の国

内法より優先する。ミッシング・チルドレン・ヨー
ロッパ（以下、ミッシングチルドレン）では、国
連本部があるブリュッセルにおいて、子どもの権利
に関する EU の法律改善と、その加盟国への適用
の促進を目指した働きかけを、特に積極的に行っ
ている。

（２）設立の経緯
20 年前、ベルギーで、3 人の子どもが行方不明に

なる事件が起きた。家族とベルギー警察の捜索だ
けでは限界があったため、ベルギーで行方不明の
子どもの捜索と支援を行う Child Focus に協力要請
を行った。Child Focus は、ヨーロッパ圏内 300 程
の同種組織にも協力を仰いだが、個別に連絡を取
り、対応を進めるのは大変な作業であった。

行方不明の子どもたちは発見されたが、この事
件を通して、各国の対応システムの違いや行方不
明児童捜索で重要な「初動の 24 時間」徹底の不足
など、基本的なしくみを整備する必要性が明らか
になった。そこで Child Focus が関係団体に呼び
かけて、ミッシングチルドレンの設立に至った。

◆ ベルギー国内の行方不明児童捜索・支援団体
Child Focusについて◆

 Child Focus は、1996年に発覚した「マルク・デュト
ルー事件（137ページ）」に端を発した市民デモをきっか
けに行方不明となった、または殺害された子どもたちの親
が主導し設立されたNPOである。ベルギー政府から補助
金を得て、行方不明となった子どもの捜索や支援、啓発活
動などを行う。

２. 行方不明の子どもたち
（１）行方不明の原因　

2018 年はミッシングチルドレン・ホットライ
ン（後述）で 8,845 件の行方不明ケースに対応を
した。そのうち、58.2％が家出によるが、これには、
家を追い出された子ども、虐待やネグレクトから
逃げた子ども、施設から逃げた子どもも含まれて
いる。ミッシングチルドレンでは、研究者、法律
家、専門家と連携して家族を支援し、虐待やネグ
レクトをなくすことが行方不明の予防に繋がると
考えている。

なお、行方不明理由として 2 番目に多い「親の
連れ去り」とは、離婚後、一方の親の同意を得ない、
他方の親による連れ去りである。「移動中の行方不
明」とは、移民・難民の子どもたちの行方不明で
ある。

欧州行方不明児童支援団体連合
ミッシング・チルドレン・ヨーロッパ （Missing Children Europe）

図1. ヨーロッパにおける子どもの行方不明理由（2018年）
出典：Missing Children Europe 2018 

Figures and Trends 2018
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ベルギー　行方不明児童対策

（２）片方の親による子どもの国外への連れ去り
①現状

2018年のEU圏内の婚姻件数は220万組であった。
12 組に 1 組は国籍の異なるカップルで、国際
カップルの離婚件数は 13 万組あった。
親の離婚は子どもに影響を与える。2018年、ミッ
シングチルドレン・ホットラインでは、2,032 件
の親による連れ去りに関する相談対応がなされ
た。そのうち 1,161 件は 2018 年になって相談が
持ちかけられたケースで、786 件は前年から継
続して対応していたケースであった。
連れ去られた子どもの 64.7％は、もう 1 人との
親との接触が断たれていた。また母親による連
れ去りが 53％、父親による連れ去りが 43％で
あった。

②子どものアフターケアについて
連れ去りによる急な環境変化は心理的ショック
が大きく、子どもは何らかの支援を必要として
いることが多い。また、適切なタイミングでケ
アを受けられるかどうかということも重要なポ
イントとなってくる。
ミッシングチルドレンでは、各国にあるアフ
ターケア機関に子どもをつなげるプロトコル

（手順）を作成するように奨励している。それぞ
れの機関がやるべきことを書面化し、その内容
に対して署名するようにしている。

③クロスボーダーファミリーメディエーションに
　ついて

裁判となると子どもへの負担や影響も大きい。
そのため、司法が関与せずに係争を解決する
方法として、ファミリーメディエーターという
仲介者を介して問題を解決するクロスボーダー
ファミリーメディエーション（ドイツの国際家
事メディエーション・センター Mikk が開発）
が奨励されている。
1 つのケースに対し、両方の親それぞれの出身
国のメディエーターがつく。子どもの権利を第
1 に考え、適切な解決策を夫婦で見つけられる
よう調整する。子どもを連れ去る前に、それを
避ける手段でもあるとして、このしくみを広報
している。

◆ ファミリーメディエーターについて◆
国際的な子どもの連れ去り、その他の家庭内の紛争を含
む事案においてコンサルテーションを行うためのトレー
ニングを受けた者。現在150人の有資格者がいる（日本
人は5人いる）。

（３）移民・難民の子ども
①現状

欧州で難民申請をした子どもの数は、2015 年　
96,000 人から 2019 年 20,325 人に大きく減少し
た。しかし統計に含まれない子どもや、申請を
する前に行方不明となっている子どもも多く、
2014年～2017年の間に少なくとも3万人の移民・
難民の子どもが行方不明となっていると推測さ
れている。
子どもは EU 圏で生活している親族のもとへ行
く権利がある。しかし手続きに時間がかかる。
また移民・難民申請も同様に時間がかかり、申
請方法も複雑である。移民・難民対応当局への
不信、移民・難民キャンプの環境の悪さ、強制
送還への恐れなどもあり、政府を頼らずに自力
で親族のもとへ行こうとする若者も多く、行方
不明の原因となっている。

◆ EUの移民・難民問題について◆
数十万年前から現象として起きている「人の移動」に

対して、移民・難民とは何を指すのか。移民の法的な定義
はないが、国際連合（UN）の国連統計委員会への国連事
務総長報告書（1997年）によると、「通常の居住地以外
の国に移動し、少なくとも 12ヵ月間当該国に居住する
人のこと（長期の移民）」との定義が最も引用されている。
19世紀に進展した国民国家の形成において国籍法の整備
と国境の画定により国民を登録して管理するようになり、
国民と移民が法律上、明確に分けられることになった。
難民に関しては、国連が「紛争や暴力、迫害によって

居住地域から移動を強いられた人々」と定義している。
難民の多くは中東やアフリカ出身者で、2011年から続
くシリア内線により、比較的近く、経済的にも安定して
いるヨーロッパに難民が流入した。2015年には、100
万人をこえる難民がヨーロッパに押し寄せ、「欧州難民危
機」と呼ばれた。
EU内では、人の移動が自由に行えるため、移民や難

民の受け入れは、国の財政悪化や治安悪化につながると
して反対をする人々も少なからずいる。
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）の報告書では、

難民の約50%が子どもであり、11万人の子どもが1人
での避難を余儀なくされている。そのような子どもたち
は、強制的に少年兵へと徴兵されたり、人身売買・密航
業者の搾取の対象になったりしやすく、時には命の危険
にさらされることもある。

②子どもの行方不明の実態を把握できない理由
●通報しても対応をしてくれないのではないかと
いう疑いや不安がある。そもそも通報先の情報
をもっていない者が多い。

●16歳以上の若者になると、大人が「ここが嫌で
出て行ったのだろう」と行方不明を問題視しない
ことが多い。しかし、ユーロポールの調査によれ
ば、移民・難民の子どもの人身売買被害が増えて
いる。人身売買犯罪は組織化され、移民の仲介業
者が犯罪組織と関わっている場合もある。
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③ミッシングチルドレンによる
　難民・移民の子どもへの 4 つの対策

●支援情報を提供するアプリの開発
移民・難民でも 8 歳以上の多くはスマートフォ
ンを持っている。そこで地図情報と紐づけ、食
べ物の配給などの支援提供場所を可視化した
アプリを開発した。多言語に対応し、子ども
の権利、安全を守るための情報なども参照可能
とした。現在では 170 以上の登録 NPO による
300 以上のサービス情報を提供している。

●多国間仮想ケースのシミュレーション
国をまたいだ仮想のケースの支援や連携の
シュミレーションを行い、課題や現状の認識を
共有した。6 ヵ国、54 の組織と機関、88 人が
参加した。

●一般市民へのプロモーション
難民の子どもについての理解を深められるよ
うに映画館で流れる広報 CM を作成している。

●法律改正への働きかけ
子どもの権利擁護の実情報告、陳情と法律改正
に関する提言を加えた報告書を作成した。

３. ミッシングチルドレンが力を入れている取り組み
（１）ホットライン「116000」

2007 年、EU へ行方不明児童の相談窓口を作る
ことを提案し、2016 年、ホットラインの開設につ
ながった。ヨーロッパ 32 ヵ国で共通の電話番号を
使い、現地の言葉か英語で 24 時間 365 日、無料
で相談に応じる。加盟機関や一部警察が応答する。
感情的、心理的、行政及び法律の相談にも対応し
ている。

2018 年、ホットラインが受けた相談電話の数は
91,655 件であった。各国の政府が行方不明児童問
題を現実のものとして認識し、早急に対応すべき
と考えている。

警察「116112」とホットラインの違い

ヨーロッパ共通の警察通報番号「116112（日本の
110）」では、事務的な行政サポートとなる。ホットライ
ンではNPOであることを強みに、担当者をつけて子ど
もや家族に寄り添い、必要に応じて専門家の支援、警察
の捜査、行政の福祉機関の調査にもつなげて社会的なケ
アを家族に対して提供することができる。
3年前、イタリアからいなくなった子どもが、フランス、

スペイン、ポルトガルと移動したが、3日後に見つける
ことができた。ミッシングチルドレンのネットワークが
あったことで、警察よりも早く動くことができた好例で
ある。

（２）啓発キャンペーン 
①ウェブサイト上で検索した結果、そのページ
が存在しないときに表示されるページ（NOT 
FOUND 404）に、子どもの行方不明情報を掲
載してもらい、広告料無料で行方不明告知をす
るしくみを作った。

ブリュッセル市内に提示されていたホットラインのポスター

②子どもに親の連絡先を記憶させ、親にも行方不
明児童問題を意識してもらうための啓発キャン
ペーンも行っている。例えば、子どもが使うデ
バイスのパスワードを親の電話番号に設定する
ことで、子どもが自然に番号を覚えることを推
奨するものである。

134 135



ベルギー　行方不明児童対策

4. その他
親や施設から逃げる子どもが一定数（600 人程度）

いるとの統計がある。
里親や施設から逃げた子の支援については資金面

などの問題もあり未調査のため、今後、調査・分析
が必要なエリアと認識している。

5. 所感
さまざまなプロジェクトを提案し、実施している

機関であるにも関わらず、少ない人数で運営されて
いることに驚愕した。

調査・研究を通し、エビデンスに基づいてプロジェ
クトを立ち上げ、そのプロジェクトを EU 諸国に広
げていくため、法律改正の陳情を行ったり、資金を
集めたりと「情熱」と「信念」なくしては行えない
仕事だと感じた。
「子どもの権利」を守るため、自分自身が日本の中

で何ができるか考えさせられた。自分のできること
を「こつこつ」と行い、それが「子どもの権利」を
守ることに繋がればよいと思った。　  （瀬崎　美穂）

【参考資料】
・FIGURES AND TRENDS 2018
　（ミッシング　チルドレン　ヨーロッパの調査報告書）
・ミッシング　チルドレン　ヨーロッパ
　missingchildreneurope.eu　
　（2019年 12月 20日閲覧）
・チャイルドフォーカス
　www.childfocus.be　（2019年 12月 20日閲覧）
・UNHCR
　https://www.unhcr.org/jp　（2010年12月21日閲覧）
・国際移住機関駐日事務所 -IOMJapan　
　https://japan.iom.int/ja/migrant-defi nition
　（2020年 2月 7日閲覧）
・欧州の移民コミュニティ見聞録
　http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakugei/kanren/
　gaikoku/no09/001.htm（2020年 2月 7日閲覧）

トスカーノさんは「民間企業に比べると、お金も
人も十分ではないが、情熱があるからこそできる」
と言っていた。調査・研究を通して解決策を模索し、
最善を尽くしていると信念を持って語っていた
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特別寄稿

2019 年、日本では、親による児童虐待の痛ましい
事件が次々と発覚し、そのニュースは外国に住む私
の耳にまで届いて衝撃を受けた。子どもの福祉に深
く関わる資生堂財団さんから、ベルギーにおける児
童虐待への取り組みを視察研究テーマにしたいとの
ご相談を受け、喜んでお手伝いさせていただいた。

私自身は、自らのベルギーでの生活を通して、不妊
治療や養子縁組、教育や障害児療育のあり方などで、
多くの気づきを得てきた。ベルギーにおける児童虐待
への取り組みは、この後の報告書で詳細されるはずな
ので、ここでは、今回の視察研究ではカバーできなかっ
た養子縁組や教育・療育などの側面で、私が経験して
きたことを分かち合いたいと思う。もちろん、ベルギー
という国や人々が、ずば抜けて優れているというつも
りはない。それどころか、日本人には物足りないほど、
いい加減で徹底度に欠けるところが多い。でも、だか
らこそ、無理のない程度に寛容で包摂的なベルギー社
会の居心地の良さから、多くの示唆を得ることができ
るのではないかと感じている。

◆凶悪事件が市民を目覚めさせた
この国に住み始めた 90 年代、ベルギーでは、『マ

ルク・デュトルー事件』が発覚し、この悪名高き犯
人の名前は、世界中に、そして後世に知られるとこ
ろとなった。彼とそのパートナーらの共犯者は、約
10 人の少女を次々と誘拐・拉致監禁し、拷問・性的
虐待して死に至らしめたのだ。その衝撃に 100 万人
近い普通のベルギー市民（ベルギー人口の 10％相当）
が自発的に路上に出て、児童虐待への取り組みや刑
事司法の改善を強く求める抗議行動に出た。そして、
この事件をきっかけに、この国の児童福祉や市民の
虐待への意識は大きく変容した。

その頃、私自身は、ニュースに震え上がりながら
も、「児童虐待」とは無縁ながら、それなりに精一杯
の人生を歩んでいた。子宝に恵まれなかったことか
ら不妊治療を繰り返し、その末に養子縁組に踏み切
り、幸か不幸か、障害のある子とない子の両方を得
て育てることになった。根っからの強い探求心を持
つ私は、ベルギーという知らない社会の中で、養子
縁組、教育・障害児療育について必死で調べながら、
助けられながら歩き続けた。

この社会で現地化し、平均的な子育てをしていれ
ば、『判事の子（Enfants du juge）』と呼ばれる子ど

もたちを迎え入れている里親がいることを、様々な
接点で見聞きすることになる。この判事は、その子
を実の親元から離す裁定を下すばかりでなく、その
後の子どもの療育や心身の状態、親側の治療や改善
の進み具合をチェックし、親元に戻せるか、戻すな
らどのように戻すかの全てについて、継続的に判断
する重要な役割を担う。

私達の場合、自身が養子を迎えていたからか、ま
わりには、血縁の両親や家族と暮らすことのできな
い子どもたちを引き受けて育てている家族や、そう
した子どもたちの療育に関わっている社会福祉士や
生活指導員といった人々に数多く出逢ってきた。今
もまわりを見渡せば、そんな人たちが何人もいる。

彼らは口を揃えてこう話す。『マルク・デュトルー
事件』が、児童虐待への市民社会の意識を変えたの
だと。それなら、今年日本で続いた幼い命の喪失は、
日本の現状を改善するきっかけになってくれるかも
しれない。だが、日本で、全人口の 10％にもあたる
1,000 万人以上が、路上に出て抗議するだろうかと考
えると心もとない。

◆養子縁組は誰のため？
かつては、ベルギーでも、30 代で子どもを持とうと

することは、すでに「高齢」と認識され、国民皆保険
内での驚くほど行き届いた高度な不妊治療の恩恵を受
けたものの、私達は自身の子宝を授かることはできな
かった。（ちなみに、日本では国民皆保険は日本だけ
と思われているようだが、少なくともベルギーにも皆
保険があり、処置や治療によるが、自己負担率は極め
て低い。）自分の遺伝子などロクでもないと言ってい
た夫は、「自分に似た子」に多少のこだわりを持って
いた私をすんなりかわして、大学病院の不妊治療クリ
ニックに無造作に置かれていた「生みの親と暮ら
せない子どもと一緒に、家庭を築いては？」と書か
れたパンフレットに手を伸ばしたのだった。

その頃、ブリュッセルの EU 諸機関を訪問する日本
の視察団のための通訳を引き受けることがよくあっ
た。そこでは、単一市場などの話に紛れて、「日本では、
今、少子化が深刻で。どうしたら、女に子どもを産ま
せられるんでしょうかねえ。」などという質問が投げ
かけられたものだ。驚いた EU 官僚は、「人口動向は
単純な統計で、30 年以上前から読めていたはず。労働
力や年金制度の安定のためには、国際養子縁組を推進

べルギー

ベルギー視察コーディネーター・通訳
栗田　路子

「みんな同じ」じゃない社会は生きやすい
そこそこに寛容で包摂的な社会から
日本を見つめて

栗田路子さん　プロフィール
上智大学卒業後、外資系広告代理店勤務を経て、米・コーネル大学およびベルギー・ルー
ヴェン・カトリック大学にて MBA 取得。メディアのためのリサーチ・コーディネート、
コンサルティング、執筆業に従事。私生活では、最初の夫の急逝、国際再婚、国際養子
縁組みによる重度障害児との出遭い、乳癌など、順風満帆とは言いがたい波乱万丈人生
を歩む。国際フリーランスジャーナリスト連盟、海外在住メディア広場、国際ソロプチ
ミスト所属。ボランティアで広汎性発達障害などのお子さんを持つ邦人家庭の相談役も
勤める。神奈川県出身、ワーテルロー在住。
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するとか、熟慮した移民制度をとるとか、施策はある
でしょう？」と答えた。推進されていた養子縁組制度
の一端に、私達は乗ったのかもしれない。

私達にとって養子を迎えることは、「子どもが欲し
い」というエゴではあるが、生んでくれた親と育つ
ことができない子どものためでもあり、自分が所属
する社会への貢献でも、世界規模の相互扶助でもあ
るように思う。話は少し飛ぶが、重い障害を持つ息
子を預かってくれていた施設のスタッフは、迎えに
行く度に私に頭を下げて、「お母さん、ジュリアン君
をベルギーに連れてきてくれて、私達を託してくれ
てありがとう。命を一つ救ったあなたは素晴らしい
し、私に大好きな介護を任せてくれるのだから」と
言ってくれたものだった。

◆養親になるのも簡単ではない
日本では想像しがたいようだが、ベルギーを含む、

欧米では、かつても今も、養親になりたい人と、養子
に迎えうる子どものバランスは、圧倒的に前者が多い。
養親として資格査定されてから、実際に子どもが来る
までの期間が、5 年以上というのは一般的だ。アジア
では、朝鮮戦争以降、長い間、養子提供の筆頭は韓国で、
欧米社会には、現地の親に養子縁組された韓国出身者
が数千人単位で育ち、社会の一員となっている。私達
が養子縁組を決意した頃は、韓国が海外への養子提供
をストップしたばかりで、中国が一子政策、ベトナム
が二子政策をとっていたので、アジアでは中国やベト
ナムが主要な提供国となっていた。

一方、歴史的にも地理的にもヨーロッパと縁の深
いアフリカ大陸の多くの国々は、紛争や飢饉、政情
不安定などで、毎秒何百人という子どもたちが命を
落としているにも関わらず、親との親権を合法的に
切り離して養子縁組を可能にする民法の仕組みさえ
ないことが多い。これに加え崩壊前後の旧ソ連邦、
旧東欧諸国からも、養子に迎えられる子どもたちが
いたものだった。

養子縁組を仲介するのは、公的機関ではなく、国の
認可を受けた民間組織で、宗教や人権価値観に基づく
団体や個人が経営する。相手国の孤児院や産院などと
の細々とした縁に由来することが多く、どの組織を選
ぶかによって、どの国の子どもになるかがほぼ決まる。
さらに、国によって、養親の年齢や実子の有無に細か
い条件のある場合もあるし、仲介組織によって、兄弟
姉妹での縁組を優先したり、まじめなキリスト教徒の
みとするところもあった。原則として、性別を指定す
ることも、明らかな障害児・病児以外は排除すること
もできないから、かなりの覚悟が必要だ。

面接を重ね、経験者からの体験談を聞くうちに、
障害児を得て苦悩した話も知らされた。養子である

ことをいつどう伝えるかなどの想定問答やロールプ
レイなどのワークショップも受けた。子どもを養育
するための経済的・住宅的な余裕があるかどうかの
立ち入り検査や、親戚・近所への素行検査まで受けて、
いよいよ OK との判定がくだされるまでにほぼ 1 年。
数か月後かも数年かもしれないと言われながら、待っ
ていたその時は、以外に早く 3 か月後にやってきた。
だが、子どもの写真とともに伝えられたのは、「発熱
したため地方の孤児院からハノイの病院に搬送され
た」との情報だった。

心配しながらベルギーに連れて来た長男には、造
影検査の結果、重篤な脳障害があることがわかった。
生涯にわたって起き上がることも、話すことも、私
達を認識することもありえないだろうとの総合診断
を受けたのは、ベルギーについて 4 ヵ月後、生後 9 ヵ
月の時だった。

◆障害児を抱えて知ったベルギー社会の包摂性
重い脳障害を持つ初めての子育てが容易でないこ

とは言うまでもない。「原則として」健常児を仲介し
てくれるはずだった機関に助けを求めても、「顧問弁
護士を通してほしい」と冷たくあしらわれ、託児所
でやんわりと断られることもあった。そんな時出逢っ
たのが、『障害や病気を持つ子どもに特化した養子縁
組組織』を運営するご夫妻だった。医師であり、敬
虔なキリスト教徒の彼らは、実子に加えて、自ら 10
人もの障害や病気を持つ子どもたちを養子に迎えて
大家族を形成していた。すでに養子に迎えてしまっ
た息子を連れて、別の養子縁組運営者を訪ねてどう
なるものでもなかろうと私は気が進まなかった。

心身ともに疲れ果てていた私達を迎えてくれたご
夫婦は、開口一番、「大丈夫、私達がついていますよ。
私達にこの子を託してくれていいのです。あなた達
は、あなた達にできることで社会貢献すればいいの
だから」――こう言い切ったのだ。そして、「重い障
害児を養子として育てるには、家庭に笑顔がないと
無理でしょう。もう一人元気なお子さんがいるとよ
いですよ」とも。二人目の養子縁組に踏み切れたの
は彼らのこの言葉のおかげだった。以来、このご夫
婦とその特別な養子縁組組織は、私達の人生に重要
な意味を持つようになった。

その後今日まで、私は多くの人々に養子の長男が脳
障害を持っていることを話してきた。娘の学校で、地
元の語学学校で、レストランや電車の中での友人との
会話の中で。そんな時よく、見ず知らずの誰かが聞き
かじって、「何かできないか、手は足りているか」と
実質的な助けを突然申し出てくれることが少なからず
あった。一方、思い返してみると、日本では、私の境
遇を聞いてはらはらと涙してくれる人は多かったが、

「来世ではきっといいことがあるから」とか、「あなた
は強いから頑張れ！」などと言って忙しい日常に戻っ
ていき、取り残されたような感覚が辛かった。
「障害があるのを知っててもらったわけじゃないで

しょう？そんなバカはいないわね」というような言葉
を、複数の日本人から投げかけられた。だが、ベルギー
人からは一度も言われたことがない。前述のように、
ベルギーには、障害や病気を持つ子どもを自ら進んで
迎えようとする家族がいるから、尊敬こそすれ、誰も
そうした行為を「バカだ」「損だ」と思ってはいない。
そういう人々がいて、彼らを皆で包み支えなければ、
社会が回らないことを誰もが知っているのだろう。

ベトナムの孤児院で養子縁組を待つベビーたちⓒ Michiko Kurita
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◆みんなバラバラで多様な社会は、
　誰にとっても生きやすい

子育てを通じて、ベルギー社会にどっぷり浸かり回
りを見回すと、私達のように人種や国籍の異なる養子
を迎えている家族がたくさんいる以外にも、親が服役
中だったり、薬物などの依存症で治療中だったりする
子どもたち、ジハディズトの遺児、移民・難民の子ど
もたちなどを、養子、里子、週末里親など様々な形で、
懐を開いて迎え入れている人々がごく当たり前のよう
にいることに気づく。

報告書に出てくるが、ベルギーでは、何らかの理由
で判事が「親から離すべき」と判断した子どもには、
可能な限り、大型施設ではなく、家族的な小規模施設
や里親に託すことが望ましいと探される。里親は原則
としてボランティア。養子なら無期限だが、『判事の子』
の里子は 1 年毎の更新だから、わが子同様に愛情を注
いでもいつかは喜んで別れる覚悟がいる。養子を迎え
たい親は非常に多く何年も待機するのが当たり前なの
に、里親候補はいつも不足がちなのはうなずける。

現実を見ると、娘の学校の 20 人のクラスの中には、
養子や里親の子は必ずというほどいて、自分の家に
養子や里子がいるという子もあわせれば 3 ～ 4 人に
ものぼる。また、知人の中には、子どもが独立した
後の自宅の空き部屋などに難民の若者を迎え入れて
いる人もいる。こうした親たちは、特に高学歴、高
収入、高潔な価値観の持ち主というわけでもなく、
地元の商店主とか、地方公務員とかのごく普通の人々だ。

さらに言うならば、わが子を育てながら出逢った
子どもたちは、人種も、国籍も、言葉もまちまちで、
その上、両親が離婚して片親の子も、もともと未婚
の母でドナー精子から生まれた子も、親の再婚や再々
婚による連れ子や、パパパパ家庭・ママママ家庭など
親が LGBT の子もいて、血縁の両親と暮らす子の方
が返ってマイノリティになってしまうほど多様だっ
た。こうして暮らして悟ったことは、みんなバラバ
ラで多様な社会は、誰も仲間外れにされる土俵さえ
なく、誰にとっても生きやすいということだった。
それは、外国籍で、現地語がそれほどうまくもなく、
外見上も黄色人種ではっきりと異なる私自身が、こ
の社会に居心地よく生きられる所以でもある。

◆勝ち負けも順位も意味がない
子どもが成人するまでの子育ての間、何度も思い

知らされたことがある。教科であれ、運動であれ、
音楽や図工であれ、「順位」が付けられないことだ。
日本で受験戦争を勝ち抜いてきた私には当初メリハ
リがないように感じられた。ベルギーでは、18 歳が
成人で、高校を卒業するまでが義務教育。運営母体
が宗教系であったり、教授法に特色を持たせている
私立学校もあるにはあるが、憲法上で「教育は無償」
と定められているので原則として学費はかからない。
学区制などないから、通学できるならどこの学校に
行っても、いつ学校を変えてもかまわないし、高校
卒業さえできれば、どこの大学の何学部にも行くこ
とができる。こうなると、順位をつけることは何の
意味も持たなくなる。学習到達度テスト（PISA）で
は、ベルギーは OECD 平均をやや上回るあたりにい
て、昨今は全体として下降傾向にあることを憂う声
もあるが、30 位か 31 位かをうんぬんすることに意味
がないのは明白だ。

学校では、運動会や学園祭のようなものもないわ

けではなかったが、予行演習的なものはなく、ぶっ
つけ本番だから、想定外のハプニングが続出して、
それを見ている大人はかわいいかわいいと目尻を下
げる。日本の運動会では、一糸乱れぬ入場行進や、勝っ
た時のバンザイの練習まですると伝えると、「まるで
軍隊ね」「アジアらしいわね」と驚かれる。確かにこ
んな小国では、オリンピックでもメダル獲得競争な
んて別世界のことだし、サッカーや自転車の人気は
高くとも、小学生がするスポーツは、柔道・空手か
ら乗馬・ゴルフと多岐にわたり、勝ち負けや順位より、
健康や楽しみが目的。オリンピックで国威発揚には
繋がりようもない。

一億という人口がひしめき合っていれば、弱肉強
食は当たり前で、同じ方向に向かって一斉に走り、
狭き門をくぐるには順位をあげるしかない。でも、
誰も同じ方向に向かわず、いくつもある門が十分に
広ければ、誰も勝たないし負けない。誰を追い落と
さなくても皆で分かち合うことができるのだと。

◆遠いベルギーから日本社会を見つめて
日本の人口はすでに減少が始まり、2050 年には

1 億人を、その更に 50 年後には 5,000 万人を切ると
推計されている。人口が減れば当然GDPも減るから、
人口の大きい国に追い越され、世界における日本の
経済的重要性は相対的に下がる。Japan as No. 1 と騒
いだことも、オリンピックのメダルの数を競ったこ
とも忘れて、日本が、世界 190 カ国中のフツーの国
であることを受け入れ、それでも居心地のよい社会
を模索する日がやってくるのだろう。

一方、日系人、留学生、技能実習生などを増加さ
せた結果、今や日本にも 300 万人近い非日本人が、
肩を並べて暮らすようになった。こうなると、肌や
髪や目の色の異なる人々が増え、国際結婚も当然増
えて、いわゆる「ハーフ」や「国際児」がますます
普通になる。テニスの大坂なおみさんや、ラグビー
の日本代表選手の顔ぶれを見ても、いわゆる『純ジャ
パ』だけが日本人という時代はすでに過去のものと
なっていることがわかる。

異質な者を日本人として受け入れる土壌ができてく
れば、日本でも、国内外の困窮する子どもたちのため
に、自国に住むことができない難民たちのためにも、
もっと懐を開く社会になるかもしれない。人口が減っ
てしまったら、一人ひとりがもっともっと大切になる。
児童虐待を犯したり、薬物に依存したり人々にも、刑
罰より治療を重視して、再び仲間に迎え入れようとす
る寛容な社会になっていくかもしれない。

欧州統計局によれば、ベルギーは今年、欧州の中
で幸せ度の最も高い国の一つになった。世界的に見
れば、ぱっとしたところはない、このちっぽけな国が、
そこそこに寛容で包摂的な社会のお手本になること
もあるかもしれないと、私は密かに思っている。

第二子を迎えた時のベトナムでの養子縁組式
ⓒ Michiko Kurita
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参考資料　ベルギー母子手帳

オランダ語共同体　「妊娠手帳」
妊娠初期から 1 ヵ月毎に、赤ちゃんの成長の状態や母体の変化が記載されており、
健診の記録や名前の候補など決まったテーマについて書き込めるようになってい
る。また、妊婦が必要としている情報―例えばつわりのこと、必要な運動量、健
康状態について、精神的安定について、また仕事をしている場合に届け出る書類
や「妊婦としての権利」などについての情報も盛り込んだ内容になっている。

87 ページのコラムで説明をしている、現地で入手をしたベルギーの母子手帳のな
かみを 1 部分紹介したい。オランダ語共同体の手帳もフランス語共同体の手帳も
ビジュアルを上手に使い、読みやすく、記録の記入もしやすいつくりになっている。

赤ちゃんについて
妊娠 9週間の時赤ちゃんは大体 2.5cmぐ
らいの大きさ。でも成長は早く、耳、目、手、
足、指や内臓が発達していて、心臓も力
強く動いています。

お母さんについて
体調の変化を感じ始めるかもしれません、
吐き気や疲れ、味覚の変化など。人によっ
て程度は様々ですが、どれも一過性のも
のです。
吐き気があるなら・・・
・起きる前にパンやヨーグルトを食べる
・小分けにして少しずつ食事する
・食事の後横になる
・寝る前に食べる

放射線について
不必要な放射線治療は避けましょう。レ
ントゲンや CT スキャンなど、健診を受
ける場合は必ず妊娠していることを伝え
ましょう。

●妊娠 6週間から 9週間

べルギー ベルギーの母子手帳
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●妊娠 6週間から 9週間続き
ページ上部では助産師の役割、連絡先の一覧の紹介を行っている。

チェックリスト
→仕事先に妊娠を伝える。妊娠が分かったらなるべく早く妊
娠していること、予定日などを伝え、書面も提出しましょう。
公式に伝えることで妊婦としての権利が保障され、解雇され
ることや、赤ちゃんにとって危険な仕事をしなくてよくなり
ます。この妊娠手帳の最初に妊娠証明書が入っています。医
師や助産師に記入してもらい、提出しましょう。

●妊娠 6週間から 9週間続き

必要な栄養素、サプリメントについて、どのよう
な時に医師や助産師に連絡するべきか、早期出産
を防ぐためにできること。精神的健康のために、
妊娠中に起きやすい気分の変化や不安など、必要
があれば支援を受けるよう呼びかける内容になっ
ている。

●妊娠 6週間から 9週間続き
記録のページ、妊娠中のことを記録できる。このページでは産後
の保育計画について妊娠期から話し合えるように欄が設けてある。

私の妊娠記録　＿＿＿＿＿から＿＿＿＿＿日まで。
2ヵ月経ったときの合計体重：＿＿＿ｋｇ
医師または助産師の連絡先＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

子ども保育計画
子どもが生まれてから保育が必要な場合、誰が子ども達を見
るのでしょうか？
お母さん、お父さん、祖父母、保育園・・・
月曜日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
火曜日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
水曜日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
木曜日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
金曜日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
土曜日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日曜日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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参考資料　ベルギー母子手帳

オランダ語共同体「子ども手帳」
子どもの月齢、年齢に応じて、子どもの様子や保護者の対応について詳しく説明され、また記録欄も充実している。

 ● 6、7、8ヵ月
表には、月齢・体重・身長・頭囲などを記入できる。

歯について　
一番最初の乳歯は 6ヵ月頃出てきます。一日 2回磨きましょう。

栄養　コップから飲ませましょう
もうあなたの子どもはコップから飲むことができます。コップを使うことで舌
や唇の筋肉の発達を促します。これは歯や言語発達のために重要です。

動き　寝返りやお座りを支えなしにできる
あなたがついていられるときに子どもをうつ伏せにおいて遊ばせましょう。そ
うすることで寝返りができるようになります。徐々に一人で座ることもできる
ようになります。落ちないように気をつけましょう。

社会情緒的発達　人見知り
信頼できる人との愛着が生まれてきます。知らない人や親から離れるときに不
安を示します。これは一時的なことなので、一緒にいてあげましょう。

理解力　
できることできないことははっきりさせましょう
一貫した対応を取って下さい。はっきりとした境界線があればあなたが何を求
めているか子どもは理解することができます。何かを教えるために軽く叩くこ
とは良いことではありません。

家族計画　避妊
また妊娠したい（したくない）ですか？家族計画について意識して考えて下さ
い。夫婦で避妊について話し合い、医師に相談して下さい。

安全　物が詰まったときどうすればいい？
（イラスト部分）
咳が出るように援助して下さい。もしできない場合は腕に子どもを乗せ、頭を
下に向けて、肩甲骨の間をさすって下さい。助けを呼び 112番に電話しましょ
う！

●大事な瞬間
子どもの成長発達を記録しておける

ページになっている。

・記念日
・顔や動いている物を目で追った
・意識的に笑った
・頭を上げた
・寝返り
・補助ありで座った
・物を自分でつかんだ
・抱かれるために手を上げた
・はいはい
・親がいなくなると泣く（分離不安）

・一人で座る
・つかまり立ち
・物をわざと落とす
・一人で立った
・補助つきで歩いた
・小さい物を指先でつまんだ
・物を積み上げた
・戸棚を開けた
・一人で歩いた
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オランダ語共同体「健康な食と運動」
この冊子では、子どもの離乳食の始め方や、適切な食材、与え方に
ついて、また保護者が促せる子どもの運動について、写真を多く用
いて分かりやすく紹介されている。

●運動は楽しい

●私の子どもは何を食べている？

オランダ語共同体で発行しているさまざ
まな子育て情報パンフレット
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参考資料　ベルギー母子手帳

フランス語共同体「子ども手帳」
フランス語共同体の子ども手帳では、1 歳までは（？）1 ヵ月毎に記録できるよう
になっている。

● 6ヵ月
記録記入スペースがあり、寝かしつけの時のアドバイスが書かれている。

● 12 ～ 14 歳
12 歳からは子ども自身が記入できるようになっており、記載内容も子どもに読ませるように書かれている。
このページでは大音量の音楽や、画面を見過ぎることについて、理想のおやつとは…などが書かれている。

6 ヵ月から 7ヵ月まで
検診日
身長
体重
頭囲
子どもの状態はどうですか？
誰を認識できますか？

子どもは一人一人眠るリズムがあります。
そのリズムを尊重することで機嫌良く過ごすことがで
きます。

子どもは疲れた時、怒りっぽくなったり、泣いたり、
あくびしたりします。
あなたの子どもは疲れた時どのようなサインを示しま
すか？
子どもは落ち着かないと眠れません。歌を歌ったり、
音楽をかけたり抱くことで眠ることを促すことができ
ます。しかし、抱っこや手を握ったまま寝かしつける
のはやめましょう。夜起きたときにまた眠りにつくた
めにあなたを必要としてしまいます。

12 ～ 14 歳
健診に行った日
血圧
体重
身長
BMI

情報とアドバイス
あなたの耳を守って！
音楽をあまり大きな音で聴いていると、聴覚に重大な
影響を及ぼします。

動きましょう！
一日 2時間以上、スマホの画面を見ない方が良いと言
われています。

良い睡眠のために！
寝付きをよくするために、寝る 1時間前にはスマホを
見るのをやめましょう。

これからの高等教育の中でもあなたの健康のため健診
があります。

知らないかもしれませんが、お菓子も大切な食事です！
理想的なおやつ：パンと少しの脂肪分、果物、乳製品、
お水

（母子手帳翻訳、説明：谷澤 渚）
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第45回資生堂児童福祉海外研修参加者名簿（敬称略）

氏　　名 地　区 〒 勤務先住所 職　掌 種　別

団　長 都留　　和光 東　京 160-0012
東京都新宿区南元町 4 番地
二葉乳児院
TEL:03-3359-4578　FAX:03-3359-4596

院長 乳児院

特　別
講　師 高橋　　　温 神奈川 222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3新横浜ＫＳビル4階  
新横浜法律事務所
TEL:045-477-5821　FAX:045-477-5822

弁護士

団　員 瀬崎　　美穂 東　京 166-0012
東京都杉並区和田 2-21-1　
救世軍世光寮
TEL:045-477-5821　FAX:03-3381-0710

ファミリー
ソーシャル
ワーカー

児童養護
施設

団　員 大塚　　　斉 東　京 193-0826
東京都八王子市元八王子町 2-1326
武蔵野児童学園
TEL:042-661-5167　FAX:042-669-3227

治療指導担
当職員主任

児童養護
施設

団　員 工藤　　嘉央 東　京 115-0053
東京都北区赤羽台 4-2-14
星美ホーム
TEL:03-3906-2711　FAX:03-3906-2606

治療指導担
当職員

児童養護
施設

団　員 砂川　　辰介 三　重 514-0016
三重県津市乙部３３－５
みどり自由学園
TEL:059-226-3022　FAX:059-223-3830

ユニット
リーダー

児童養護
施設

団　員 渡辺　　葉一 大　阪 596-0808
大阪府岸和田市三田町 614-1
あおぞら
TEL:072-444-0100　FAX:072-444-0135

心理療法
担当職員

児童養護
施設

団　員 藤永　亜津沙 長　崎 852-8126
長崎県長崎市石神町 14-48
浦上養育院
TEL:095-844-4055　FAX:095-844-4062

心理療法
担当職員

児童養護
施設

団　員 熊谷　裕美子 宮　城 981-0906
宮城県仙台市青葉区小松島新堤 7-1
丘の家乳幼児ホーム
TEL:022-233-3202　FAX:022-234-6314

ファミリー
ソーシャル
ワーカー

乳児院

団　員 柴谷　　麻希 東　京 130-0014
東京都墨田区亀沢 2-24-6（仮設）
母子生活支援施設ベタニヤホーム
TEL:03-6658-8755　FAX:03-6658-8755

心理療法
担当職員

母子生活
支援施設

団　員 山本　  浩子 福　岡 823-0004
福岡県宮若市磯光 590-53
アゼリア・宮田
TEL:0949-33-3451　FAX:0949-33-3361

少年指導員 母子生活
支援施設

団　員 矢頭　　和博 福　岡 811-1241
福岡県那珂川市大字後野 279-2
福岡県立福岡学園
TEL:092-952-2621　FAX:092-952-2622

児童自立
支援専門員

児童自立
支援施設

団　員 岡部　　匡俊 愛　知 470-0131
愛知県日進市岩崎町竹ノ山 149-164
中日青葉学園わかば館
TEL:0561-74-7752　FAX:0561-72-7557

心理係長 児童心理治
療施設

団　員 谷澤　　　渚 千　葉 272-0827
千葉県市川市国府台 2-9-13
児童家庭支援センター・こうのだい
TEL:047-374-7716　FAX:047-372-1457

心理療法
担当職員

児童家庭
支援センター

財団
事務局 白岩　　哲明 東　京 104-0075

東京都中央区銀座 7-5-5
資生堂社会福祉事業財団
TEL:03-3574-7408　FAX:03-3289-0314

常務理事兼
事務局長

財団
事務局 田中　　恵子 東　京 104-0075

東京都中央区銀座 7-5-5
資生堂社会福祉事業財団
TEL:03-3574-7408　FAX:03-3289-0314

事務局
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

開催年度 研修先 団員種別（人数） 期間（日数）  研修内容

第20 回
（1993） アメリカ・カナダ 養・教・情・母・

乳・精・肢（25） 15 家庭と子どもの権利を考える

第21回
（1994） アメリカ 養・教・情・母・

肢（13） 15 子どもの権利と家庭への支援について

第22回
（1995） ヨーロッパ（含北欧） 養・教・情・母・

乳（12） 14 児童の最善の利益について

第23回
（1996）

オーストラリア・ニュー
ジーランド

養・教・情・母・
乳（17） 11 日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る

第24回
（1997） イギリス 養・教・情・母・

乳（14） 12 地域社会が求める福祉サービスのあり方

第25回
（1998） アメリカ 養・自立・情・母・

乳（13） 14 アメリカの児童虐待の実態について

第26 回
（1999） カナダ 養・自立・情・母・

乳（15） 13 子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
（2000） カナダ 養・母・児家・

自援・情・知（13） 14 自助、共助､ 公助による自立支援教育など

第28回
（2002） アメリカ 養・母・自立・

情（13） 15  里親制度と被虐待児への対応

第29回
（2003）

オーストラリア・ニュー
ジーランド

養・乳・自立・
情（15） 14 地域社会を巻き込んだ家族支援

第30 回
（2004） カナダ

養・母・乳・自立・
情・自援・里親

（19）
15 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） カナダ 養・乳・自立・情・

児家セン（14） 15 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

第32 回
（2006） アメリカ 養・母・乳・自立・

情・児家セン（15） 15 「愛着の絆～その結び方と修復について」及虐待予
防策 ｢ヘルシースタートプログラム｣ の研修

第33 回
（2007） フランス・イギリス

養・母・乳・自
立・情・児家セン・

自援（14）
15 「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」

第34 回
（2008） ニュージーランド

養・母・乳・自
立・情・児家セン・

里親（15）
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」

第35 回
（2009） アメリカ 養・母・乳・自立・

情・児家セン（15） 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） アメリカ 養・母・乳・自立・

情・児家セン（12） 15
｢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」
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開催年度 研修先 団員種別（人数） 期間（日数）  研修内容

第37回
（2011）

スウェーデン・
デンマーク

養・母・乳・自立・
情・児家セン（12） 15

｢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」

第38 回
（2012） ドイツ・イギリス 養・母・乳・自立・

情・児家セン（12） 15

「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）フィンランド・オランダ 養・母・乳・自立・

情・児家セン（12） 15

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

第40 回
（2014） アメリカ 養・母・乳・自立・

情・児家セン（12） 15

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

第41回
（2015） カナダ 養・母・乳・自立・

情・児家セン（11） 13

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

第42 回
（2016） カナダ 養・母・乳・自立・

情・児家セン（12） 13

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

第43 回
（2017） ルーマニア・ドイツ 養・母・乳・自立・

児家セン（12） 13

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

第44 回
（2018） イギリス

養・母・乳・自立・
児心・児家セン

（12）
13

イギリス児童福祉の制度・政策の概要および日本
の政策への影響、システムの運用についての現状
と課題、ケアの実際、児童福祉の歴史的背景と近
年の傾向、子どもをとりまくイギリス社会の実情
を学び、日本の児童福祉の促進と発展のためイギ
リスから学ぶべきは何かを見直し、これからの児
童福祉のあり方を議論する

第45 回
（2019） ポーランド・ベルギー　

養・母・乳・自立・
児心・児家セン

（12）
16

「子どもの権利」を研修テーマの中心に据え、その
起点となるポーランドと、権利擁護の推進に力を
入れてきたベルギーの二つの国を視察し、子ども
の権利擁護の原点と展開、今後の展望について深
く学び、日本の子どもの権利擁護のこれからを考
える
研修のポイント：権利擁護、ベルギーの予防的支援、
ベルギーとポーランドの児童保護対応と社会的養護
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海外視察から帰って来ると、あっという間に日常にまみれた。あちこちで「どうでしたか？」と聞かれたが、
自分は何を見て来たのか、上手く掴めていない感じがしていた。編集作業に関わり、みんなの力で疑問点、不
明点を明らかにしていく過程で、ようやく自分たちの見てきたものはこんなものなのかもしれないと思うよう
になった。白岩さん、田中さんはじめ資生堂社会福祉事業財団の皆様、関係者各位への感謝の念を形にすべく、
皆の思いの詰まった報告書となった。 （大塚　斉）

研修中は毎日が刺激的で、とても充実した日々でした。特に「人権」の捉え方と「多様性」に衝撃を受けまし
た。学ぶことが多く、研修が終わる頃は、飽和状態でした。編集作業を通して、理解が深めることができました。
この経験をしっかり生かしていきたいと思います。貴重な海外研修の機会を与えていただいた資生堂社会福祉
事業財団様、ならびに関係者の皆様、2週間にわたる研修に快く送り出していただいた職場の皆様に、深く感謝
申し上げます。  （柴谷　麻希）

あっという間に研修が終わり、報告書をまとめる作業が始まりました。研修を振り返り、新たに調べる作業を通して、
2カ国で学んだことが整理され、理解を深められたと思います。訪れた研修先ではとても魅力的で子どもや家族のた
めに熱心な方々にお会いすることができました。言語や文化は違っても、同じ児童福祉に携わっている支援者とし
て通じる所を感じ、子どものためにと頑張る心は一緒だなと励まされました。そんな現地の魅力まで報告書でお届
けできるように編集作業を進めてきました。このような貴重な研修に参加する機会を与えて下さった皆様に感謝い
たします。 （谷澤　渚）

僕らが海外研修に行く前に、元号が「令和」に改められ、編集後記を書いている今、新型コロナウイルスの感
染拡大で、東京オリンピックの開催が危ぶまれています。僕らが学んだ子どもの権利や多様性の尊重が、この
先さらに重要さを帯びてくるのではないかと感じています。排斥と攻撃でなく、調和と協力を。 （渡辺　葉一）

コルチャック先生は権利擁護のいわば icon。しかし、ポーランドでは淡々と語られ、正直なところ、やや拍子
抜けしました。ベルギーでは「児童保護対応での子どもの権利を保障する取り組みは？」という意気込んだ質
問に、権利保障なんて当然とばかりに「ケース担当者は子どもの意見を聞く訓練を受けてますから」という回
答が事もなげに返ってきました。しかし報告書編集で皆さんの原稿を何度も読み、壮大過ぎるテーマとも考え
ていた「子どもの権利」は、重さは計り知れないけれど、最も自然にあるべきものと改めて気付かされました。
皆さんには、全ての子どもの権利が尊重される社会の実現を目指され、コルチャック先生の如く、デレゲの如く、
研修で出会ったすてきな方々の如く、しかし何より自分らしく、これからもますますご活躍ください。いつも
応援しています。 （田中　恵子）

◇表紙：藤永健生◇

編　集　後　記
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