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団 員　　　名　　　簿

総　括 迫 田 勝　彦 資生堂社会福祉事業財団

講　師 北 村 二　郎 こどもの国協会 神奈川県高座郡

団　長 田 治 林太郎 箱根恵明学園 神奈川県下足柄郡

副団長 長 畦 すめる 本所ペタニヤ母子寮 東京都 墨田区

養護施設班

1班班長 北 村 俊　亨 円福会円福寺愛育園 長野県 長野市

石 綿 裕 愛児の家 東京都 中野区

高 月 和紘 備作恵清会若松園 岡山県 岡山市

原 田 俊　昭 山ロ育児院 山口県 山口市

京 寛 和　房 阿波国慈恵院 徳島県 徳島市

2班班長 遠 藤 透 滝郷学園 千葉県 海上郡

渡 辺 容　子 北光社ふくじゅ園 北海道 札幌郡

片 山 秀　光 旭が丘学園 宮城県 気仙沼市

佐 藤 芳　久 最上栴壇会双葉荘 山形県 新庄市

坂 入 暎　子 大楽園 栃木県 真岡郡

武 藤 真　澄 若松学園 岐阜県 山県郡

3班班長 鈴 木 富　蔵 中心会中心学園 神奈川県海老名布

石 井 公　子 高津学園 大阪府 大阪市

海 渡 美　江 三光事業団三光塾 兵庫県 西宮市

青 木 浩 鎌倉保育園若草園 高知県 中村市

川 添 勝　光 清風園 長崎県 佐世保市

尾 崎
一　清 藤崎台童園 熊本県 熊本市

母子寮班

4班班長 本 間 郷　子 同胞援護会豊島母子寮 東京都 豊島区

加賀谷 富　雄 本願寺母子寮 京都府 京都市

辰 已 恵　美 奈良社会福祉院母子寮佐保山荘 奈良県 奈良市

岡 田 祐　子 愛光会郡家母子寮 鳥取県 八頭郡

荒 木 久美子 嘉穂母子寮 福岡県 嘉穂郡
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講師のことば
繁皆　E旬
こどもの国協会総務部長

　近年社会経済の変動によb、児童の生活環境が隠審されている。家庭も核家族化する

にしたがい、若い両親の養育意識の低下左ど、施設収容児童にも多聞にもれず現れている。

　児童の健全育成の基本は、健全左る家庭で養育されることにある。

　児童福祉法第2条には児童の育成の責任を、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とと

もに児童の健全育成の責任を負う」と規定されている。家庭において児童が養育されるこ

とが望ましいが、家庭の事情によりどうしても養育できない場合、国および地方公共団体が

保護者に補完または代替して、児童の育成に努めることを基調にしている。

　養護施設・母子寮は家庭事情によって、保護者に代って児童の養護に当っている施設で

ある。収容児童は社会経済的な変動によb、家庭事情による入所理由が変化している。

　施設養護は収容児童の質的変化に対応した児童処遇を用意しなければならlt　h。児童福

祉法制定当時は、両親のいない児童が多く収容されていたが、現在では親や保護者のいる

家庭の児童が増加している。また収容児童の年齢も低年齢化している。

　したがって養護施設の機能も、親代りの養育施設から、家庭問題が解決するまでの施設

処遇の対象に変ってきている。家庭復帰を前提とした児童処遇の充実を図る必要がある。

　収容児童は家庭問題に起因した生活環境から、心身の発達に多少にかかわらずゆがみが

生じ、特に情緒的lt問題をもっているので、施設養護は家庭に代る処遇と治療を行うとと

もに、家庭復帰に必要な家庭関係の指導援助を図る。

　家庭関係の指導援助は、入所理由の家庭問題の解消を児童相談所、社会福祉事務所など

の福祉機関が担当するが、児童の家庭復帰の円滑を図るため、家庭に対する指導が施設で

行われる必要があり、保護者も施設に協力することが重要である。

　養護施設では従来からファミリーケースワーカーの職員要求がなされているが、施設養

護の必要性から今後の検討課題である。

　核家族化・都市化における家庭の児童養育は、養育機能が弱体化している現状から、家

庭児童の養育相談など育児援助が必要である。養護施設・母子寮は児童養育の専門施設と

して、収容者の養護にとどまらず、コミ＝ニティーサービスの役割をもつべきであろう。

　養護施設関係者は、数年前から養護施設を地域に開かれた施設とするため、全国的に取

上げ、施設の社会化に努めている。施設養護の在b方、施設の社会化について先進国の福

祉施設の現状の視察は、今後の検討に資するため計画された。

　今回、養護施設と母子寮の職員が合同して研修を行うこととしたのは、どちらの施設も、

対象者が生活環境による要保護者であること、収容者は健常者が多いことなど共通してい

るからであb、同様な施設問題があるのではないかと思料して編成した。
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脱施設化しているアメリカには、日本のような養護施設や母子寮がないといわれている

が、福祉施設の状況はどうなっているか、養護児童や母子寮対象者の福祉にどのような措

置がとられているかなど、その実態の把握を行う。

　わが国の養護施設の水準は、諸外国に比し遜色ないくらいに向上していると思う。

　海外の福祉施設などを視察して、直ちに取入れることには問題がある。それぞれの国情

によって独自の進展がなされているものである。わが国にはわが国の歴史があり、その時

代の社会経済的な背景により進展されるべきである。

　このようにアメリカの福祉施設の実態把握と福祉の基調となっている背景を知ることに

よって、これからの養護施設・母子寮の役割・機能の在り方について貢献されることを望

むものである。

　このたびの海外研修は、時間的な制約もあって事前研修がもてず、研修テーマの勉強も

できなかったが、団員の方々のご苦労と研修計画の立案準備に当った資生堂社会福祉事業

財団　日本交通公社の関係者のご尽力により、研修が所期の目的以上の成果を挙げること

ができたことに対し厚く御礼申しあげます。

一一→一｝一「’一’r－w

資生堂社会福祉事業財団役員と研修団一同
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訪問施設および機関一覧

カリフtルニア州
Departaient　of　Social　Ser▽ices，City　and　Ceunty　of　San　Francisco．
　（San　Francisco．）

Hathaway　Ho孤e　for　Children．　（Los　Angels．）

コロラド戊W

The　Denver　ChUdren．s　Houne．　（Denver．）

Women　in　Crisis　Center．　（Lakewood．）

The　Colorado　Christian　Home．　（Denver．）

Third　Way　House．　（Denver．）

イリノイリ刊

Hロ11House　Headstar亡　Child　Development　Center．　（Chicago．）

The　Nicholas　J．　Pritzker　（血ildren　Psychiatric　Unit．
　（Ch工cago．）

Angel　Guardian　Child　and　Family　Center．　（Chicago．）

St．　Joseph・s　Carondelet　Child　Center．　（Chicago・）

ニューヨーク州
The　New　York　Foundling　Hospita1．　（New　York．）

In　Wood　House．　（New　York．）

ワシントン特別区

National　Children，s　Center　lnc．　（Washington．）

Washington　D．C．　Social　Rehabilitation　Administration．
（Washington．）

WhipPer　Home．　（Washington．）

フロリダ州

）iailman　Center　for　Child　Develop皿ent．　（Ma皿i，）

State　of　Florida，　Department　of　Health　and　Rehabilitative
　Services．　（班a皿i．）

Pentland　Hall．　（Miami．）
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The（恥ildren，s　Division　of　The　South　Florida　State　Hospita1．
（Miami．）

The　Adolscent　Unit　of　the　South　Florida　State　Hospita1．
（Mami．）

Little　Ha▽ana　Adu1亡　Day　Care　Center．　（Mani．）

Hope　Schoo1．（Mamt．）

Florida　Baptist　Children．s　Home．　（Mia皿t．）

St．　Vincent　Hall．　（Miami．）

Centro　Mater．　（Mialni．）

Boystown　o　f　Florida．　（）tiami・）

Senior　Centers　of　Dade　County　工nc．，Metropolltan　Senior　Center・
（Mia皿i．）

Centralized　Children’s　Service．　（Miami．）

テキサス州

Harris　County　Child　Welfare　Department　in　Houston．　（Houston．）

Marbridge　House　of　Houston．（Houston．）

Gramercy　House．　（Houston．）

Burnet　　Bayland　H㎝e．　（Housten．）

・・ ワイ州
Queen　Liliuokalani　Children，s　Center．　（Honolulu．）

State　of　Hawaii，　Depart皿ent　of　Social　Services　and　Housing，
　Public　Welfare　Division．　（Honolulu．）

The　Sa1▽ation　Army　Residential　Treatment　Facilities　for
　Children　a．nd　Youth．　（Honolulu．）
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　　　　　　　　　　　　日　　　　程　　　　表

昭和52年

　9月20日　全国都道府県庁に推薦依頼

10月24日　団員選考委員会

11月25日　結団式・壮行会

11月25日～11月26日　オリエンテーション（サノブラザ）

11月26日　東京発

11月26日～12月18日（現地日付）アメリカ研修

12月19日　東京着・解団式

　　　　v、、　 L

　　　　　　、　．　　　　　　　、．、L
　　　　　　　　　　s●　一　，
　　　　　　　　　　　　、’、’一一＿．＿．＿．＿’＿．
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アン’9
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12L／18

臼

　　　ニューヨーク
　　　　　　窃ノ

　12／s鉄道

ワシントン■

　12／8

◎　研修・宿泊地

○　宿泊地

・　経由地

’
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養護施設班として

tとめ　団　　長田

　　　　1班班長北

　　　　2班班長遠

　　　　3班班長鈴

　
村
藤
木

治 林 　太　郎

俊　　亨

　　　透

富　　蔵

　出発が迫っていたためオリエンテーションを特設する余裕がなく、出発前日の資生堂本

社での結団式のあと、翌日羽田を立つまでの間を利用して、研修目標を選定し、予備知識

を秋山先生から示していただき、その他もろもろの約束事や注意事項を詰め込んだ。

　脱施設化の進歩しているアメリカの実態のなかから、わが国における養護施設業界のか

かえている諸問題との接点を、どう見出してくるか、に関心が深かったのである。それが、

サンフランシスコを振り出しに、次々と見聞していくうちに、われわれ自身が脱日本化し

なければ理解しがたいもののあることに互いに悩みはじめ、ミーティノグを重ねるうちに

3つの方向を設定するに至った。

　1，養護施設への今後の課題）（1班）

　2．里親についてo〔2班）

　3．地域ならびにボラノディアとのかかわり合いについて。（3班）

　それぞれ班ごとに集中してまとめることにした。

壮行会で石野厚生省児童家庭局長のはげましの辞
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養護施設への今後の課題

第 1
班

　単一民族から成立しているわが国には、アメリカとは違った社会福祉の方法があってよ

いのではないだろうか。すべての人に宗教的人類愛を期待するのは無理である。かつて親

戚や村落共同体で、みんなの責任として児童を養育するという血縁社会があった。今、そ

れは困難になってきた。なんとなれば新しい若い意識のなかに、自分たちだけの生活、先

行きはともあれ、現在の瞬間を他より煩わされltいで過したいということがあると思う。

　アメリカでは国情に基く人種差別や貧困を除いた部分でも、家庭問題から生ずる児童の

問題が多々ある。保護者の家出・失そう・死亡・離婚・入院・服役・失業、tた棄子、被

虐待児、放任されている児童などである。比較的大都市に近い所と地方とでは、児童養護

の考え方に若干違いがある。里親委託をみても、児童収容年間200件のうち都市部では

80件と多く、地方では7～8人程度となっている。これをみても一部一地域で行われて

いることが、わが国に通じるとは限らlt・h。収容児童は里親委託3、施設養護1の割合で

あるが、わが国では10％である。慈善事業とみられていた里親委託を施設養護と全く同

一 レペルに考えていること、また法的にうたわれていることを知らせたい。

　わが国では昔から養子里親はあるが、養育里親が少ない。養育里親を開拓、養子縁組と

せず、問題や困難が生じたときは施設に相談、引取りとするなど、気安さも必要である。

週末里親、盆・正月の一時里親などの自治体単位の開拓、最終的には県や国が責任をもつ

ようにしたい。養育費の増加が必要と思われる。施設収容は児童保護のとりでとして残し

たい。里親開拓がない限b問題児童は施設収容となる。養護施設の使命は重大である。

　1．問題発生に対処する専門職の統合

　個々ばらばらにある専門職を一つに集め、すばやくサービxk当らねばならない。現状

のように施設が、児童相談所、福祉事務所、民生委員、児童委員、社協などと1年以上も

顔を合せないということのないようにしたい。専門職が一地域一建物内に統合されている

ことが、よりよい機能を生むのでは創ρか。

　2、施設の建物について

　建物面積・敷地面積の確保を図りたい。アメリカに比べて国の広さや、経済的事情にも

よるが、なるぺく児童のニードにこたえられる生活空間をもちたい。児童生活圏は平屋の

木造建築の見直しや、これから多くなる幼児や低年齢に合せて考える。管理部門や地域に

開かれた施設の窓口としての建物は2階以上でもよい。居室については児童一人ひとりの

プライバシーを守るために1人部屋、2～3人部屋が好ましい。施設のなかの集団をなる

べく分割して、より家庭に近い型にして、児童養護を行いたい。これは現在各施設で行わ

れていることであるo
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　3．職員の養成について
　やはり施設に従事する職員の質の向上である。現在のように学歴だけに片寄った資格で

はなく、そのうえに人間味のある、そして温かい愛情をもちそなえていることを第1条件

とする。豊かな広い経験のもち主であることも大切である。養護施設を治療施設と考える

ならば、形に現れない心の病をもった子どもたちと生活する職員は、心理学的にも技術的

にも高度な能力をもち、自分自身にも心のゆとりのあることが当然必要である。

　職員の現任訓練が必要である。アメリカの社会福祉専攻の学生は修業年限の半分を実習

生として、各福祉施設・児童福祉センターなどで勉強するとのこと。マイアミでわれわれ

を各施設に案内してくれた人は大学院研究生であった。また施設のなかにも、治療相談員

として研究生であるが相談に当っている人がいた。わが国の保母養成校で1年間に1週間

の実習では、とうてい及びもつかない。施設保母と保育園保母とは違う教育が必要である。

　4，　ファミリーケースワーク

　これからは保護される児童たちの親の無責任さを問題にするべきである。児童が施設に

保護されるだけで、親に対する指導がなされていない。児童を保護すると同時に、施設の

ほうで親の指導にも積極的に参加し、児童福祉司と一緒にファミリーケースワーカーの役

割をもつべきである0

　5，地域と養護施設
　福祉職員が統合し、結束して内部の専門性を高めてから、地域のニードに応ずるよb仕

方がない。そこから地域社会への働きができる。現在では応じられ左い。

　6．学校と養護施設
　学校との連携を大にして、学力の遅れた児童の学力を取りもどす学級をつくる。それが

学校のなかにできたら、施設側は協力するように図っていきたい。養護施設には学力遅退

児が多いから、大事な課題である。

　終りに施設収容養護と個人の里親依託の併用がよいように思われる。わが国の家庭崩壊

の原因が貧困などの経済的なことでなく、心の問題によることがきわめて大きい。在宅指

導に困難があって、最終的に施設収容ということになる。

サンプラザでのオ
リエンテーシeン
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里親にっいて
第 2 班

　アメリカでの里親制度の発達は、日本と比較して格段の差がある。脱施設化を唱えてい

るアメリカにとって、第1に家庭養育、第2に里親による家庭養育、第3にグループホー

ム収容第4に施設収容による養育となっている。やむを得ない事情で施設収容に左った

場合でも、施設として、行政機関を通じて里親委託に努めている。

　アメリカの里親開拓の一例として、マイアミのCENTRALIZED　OHILDREN，S

SERV工CEのfoster　care　programに触れてみたい。この機関はマイアミ市の出先機

関で、知能の遅れた児童・精神・身体障害の児童を取扱っている。正規の職員は4人であ

る。そのほかに実習生がいた。里親探しに積極的に取組んでいる。里親のライセンスとし

て、子どもが好きで優しい人、経済的な力があるばかりでなく、愛情のある人、以上の2

点が主な条件である。

　電話で教育機関に依頼したb、新聞広告を出したりして希望者を募る。希望者からの電

話で申込みを受けると、希望者と面接し、その家庭を訪問し、その後警察に依頼して身元

調査をする。その結果問題がないならば、里親のライセンスを与えるわけである。条件に

合う里親は割合に数が少k〈、要保護児童に対して里親数の少ないのが現状である。

　費用については、12歳以上の子どもに対し、月1人180ドル支給する。これは衣食

住の費用である。SWは月1回定期的に里親に対して子どもの状況を聞く。子どもと里親

の人間関係がうまくいかない場合は、2～3回話合い、それでもだめなときは取りやめる

ことがある。青年期に児童が非行（麻薬など）に走った場合に、人間関係がもつれること

があるが、子どもはだいたい安定している。マイアミ区域でtt　400の里親があb、1250

～ L300人の里子をかれらに委託している。

　里親開拓の歴史として、この施設は1940年ころ収容施設であったが、1967年施

設を解消して里親開拓に当った。施設で育った子どもは家庭生活の温か味を知らないので、

色々トラブルが続出した。普通の家庭に帰すようにして、ホスターホームが発達した。施

設の子どもは人間関係において密接でないが、ボスターホームでは、密接な人間関係をも

つことができる。

　最初2～3人集って、小さなグループから里親開拓の仕事を始めた。親戚・知人宅を訪

問して協力を願い、次に全然関係ない地方もほうぼう歩いて、一つ、二つと里親を依頼し

た。それによって近隣の人々が里親制度があるeとを知b、だんだん輪が広がり、現在の

ように電話一本で里親を希望する者が増加してきたのである。

　日本の里親制度は、条件などttアメリカと変らないのであるが、行政機関が消極的なの

で、里親と施設とが余りにも隔離されている。神奈川県の家庭養護センター、神戸市の家
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庭養護寮制度s東京都の養育家庭制度など、わが国でもある一部の地域に、里親開拓のた

めの第一段階としてセンS一を作b、里親を増加させる制度が実施されている。しかし全

国的に広がりが見られaいのは、施設と里親との協同体がtだ成立た左いのではないかと

思う。

　一日里親、三日里親、正月里親週末里親と、里親制度の原点に帰って、少しずつ改革

する必要がある。日本の場合、教育機関、養護施設、福祉機関、その他の児童福祉施設と

連けいを密にし、積極的に里親と協同体を保つようにして推し進めて行くべきである。

　アメリカでは里親と8Wの連けい力桁届いている。里親を探し里親に子どもを預けたあ

との保護が定期的に行われ、密接な関係をもっている。vtアミで里親宅を第2班として

訪問し、これが真の里親の姿であるとつくづく感心させられた。7歳という小さい子か

ら18歳までの9人の子ども（身体障害のある）を養育している里親は71歳で、子ども

が好きで好きでたまらないという人である。里親は言う、施設は子どものためによくない、

個人の家庭で育てたほうが何倍もよい、病気になるとき以外何の心配もない……と。家

庭内の家族構成は、娘（看護婦）、孫娘の3人で、そのほかに里子を1人養子縁組してい

る。家族一丸となって9人の里子の面倒を見ている。それにζたえてか、子どもたちの里

親に対する人間関係は親密で、互いκ信頼し合い、明るさが家庭いっぱいに広がっており、

かれらは体の不自由さなどみじんも感じていない様子であった。里親として代表的な家庭

に違いないが、児童養育の真髄に触れて、われわれ一同ただただ感嘆するばかbであった。

羽田空港で研修団一行
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地域並びにボランティアとのかかわり合いにっいて

第 3 班

　地域に開かれた施設が近年叫ばれている。そういった意味から現在、施設とコミュニテ

ィーケアの中間にあるボスターホーム、バー7ウェーハウス、グループホームが主流をな

しているという、過渡期にあるアメリカでの研修に期待した。しかしこのテーマに関する

限bでは、多少違うところはあるにせよ、かなり共通する実態があった。大きな差をひと

言でいうと、研修した機関・施設に、それぞれ自主性があった。州独自、・郡・市独自の、

また施設独自のやb方があり、しかもそれをベターだといい切る自信さえみえた。

　たとえば、法律ではここまでしか認めていないが、その子にとってさらに援助が必要と

あれば、自己資金で賄うとか、カソリック系では対象児に厳しい純潔教育と、中絶の禁止

を守らせるとか。ハワイ州の施設のように、たとえ何分の1でもハワイアンの血が混って

いなければ、そこの施設では対象にしないとか。逆差別がはっきbしていても、地域住民

が納得していれば、何ら抵抗がないのはおもしろい。

　1600年代の救貧院から1940年代の集団収容までならば、教会のチャリティー、

慈善バザーを催して、地域社会にその苦しい立場を訴えることもよかっただろうが、現在

は時代・対象・ニードも変り、大部分が自已の家庭・里子・養子などと地域社会のなかに

はいってしまっている。そこにはいり得ない情緒障害・精薄・身障・問題児などを収容し、

しかも施設そのものを家庭に近い小規模にし、しかも施設忙入所させることが最後の手段

であることがはっきりしている現状では、地域社会との関連は、アメリカでも、どうすべ

きであるかという模索の時代といえよう。

　このことに関して、それぞれの立場からみた点、気付いた点を記してみよう。

　行政の立場から

　地域社会への働きかけ、住民の啓蒙に力を入れ、その結果、役所が発見するまえに、そ

の者自身から、または家族から申込んでくる件数が、65％にも達しているサンフランシ

スコ。ζれなどは権利・義務をよく理解している国民性もあるが、役所自体の努力の結果

であろう。

　ボランティアの堀り起しは、お互い同志だ、という考え方が徹底している。里親は里親

の紹介が第一と、里親組織を積極的に活用して拡大を図るとか、かつて奉仕を受けた人が、

自ら奉仕するほうに回るという考え方で、テレフォンサーピスにかつて身障者であった人

が当るといった具合である。

　施設の立場から地域に対する働きかけ

　ヒューストン市内のバーネット・ベイランド・ホームでは、ボーイスカウト活動や少年

野球（課外活動としてリトルリーグ）を通じて子どもを指導。
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　ロサンゼルス市内のハザウェー・ホームでは、地域活動に参加して、文化行事の手伝い、

公園の清掃。

　二・・一ヨーク市内のインウッド・ハウスでは、マスコミ、PR、新聞、雑誌と、知人の

つてで載せてもらっているo

　施設の立場から地域社会へPRを兼ねた考え方もある。あの施設を出た子どもならば安

心して採用できる、といわれるまでの信頼感をもってもらえるまでに努力する（バーネッ

ト・ペイランド・ホーム）o

　ボランティアとのかかわりあい

　マイアミ市内のベントランド・ホールでは、施設が住宅を提供してボランティアを住込

ませ，ハウスペアレンツとして指導に当らせている。ワークショップの指導なども積極的

に受入れている。

　同じマイアミ市内の老人施設アダルト・デーケア・センターでは、逆に、かれらは問題

の本質がわからず、問題意識ももっていないので危険であるとしている。センターに来る

老人は、忘れられ、追いやられた人間同士、ここでいろいろのことをやって「生きている

証」を立て、本来の自分に帰る場であるのに、ボランティアはやらせるべきこともやめさ

せてしまうo

　シカゴ市内のハル・ハウスでは、保護者が週に1回以上ボランティアとして保育の無料

奉仕をする仕組みになっている。

　われわれの考えている以上にボランティアの範囲を広く考えている。

　研修旅行24日間に接した住民の理解度もまちまちであって、こうしたアメリカに何を

学べぱよいか。

　一人ひとりの子どもを大切にすること。次の世紀を築く今の子どもを、しっかりした目

的をもって育て上げることが、われわれの責務である、とするならば、施設自体が社会の

要請によって仕事の内容が変り、実施するフ’・グラムが時代のニードによって変るのは当

然である。したがって施設の改変も当然であるという考え方がわかる。そこに社会福祉に

携わる者が社会と密接に連携していると評価できるのである。

第三の家（42ページ）
に収容されている女児
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アメリカの母子福祉の現状に触れて

日本の母子寮を考える

副団長長畦すめる
班長本 間 郷 子

　1．はじめに

　第2次世界大戦の直後、アメリカの直接指導を受けて新しく出発したわが国の社会福祉

事業は、戦後30年、激しい社会変動のなかで、質的にも量的にも変化した対象者のニー

ドに対応しつつ変化してきた。近年わが国における経済成長の低下のftかで、福祉見直し

論が活発に展開され、社会福祉関係者にゆさぶりをかけてきた。このようなとき先進国の

歩みに関心を寄せるものは少左くない。母子寮従事者の代表はこのたび資生堂社会福祉事

業財団の主催する第6回児童福祉施設職員海外派遣研修の一員に参加する機会を与えられ、

アメリカ各地の児童福祉行政施策・施設の現状を見学することができた。このことは参加

者にはもちろん、全国母子寮関係者にとっても大きな福音であった。その実現に労を惜し

tなかった主催者をはじめ多くの方々に感謝したい。

　研修の成果は、参加者の今後における実際活動に期待するものであるが、各員の報告書

にみられるように収穫の大きかったことを知り喜びにたえない。

　さて、母子寮班の研修報告の詳細は、各員の報告に譲り、以下大まかに集約し、母子寮

班の報告としたい。

　2．アメリカの現状より

　第1は、1950年以降の施設形態の変化であった。児童にとって望ましい養育環境と

して家庭が重視され、児童は、第一義的に家庭にとどまるものであb、やむを得ず家庭に

とどtることができない場合も、家庭環境に類似する里親養子縁組が渉先されたo施設

は個別指導の不可能lt児童を対象とレ小規模化し、専門化し、地域に溶けこんで存在す

るグループホームも珍しくなかったo

　第2は施設の在所期間が短かいことである。

　第3は職員の専門性が高く、処遇上必要な職種の職員が充分に配置され、職員が自信を

もって施設目的の遂行に当っていることであった。

　さらに母子家庭であることがハンディキャップとなるようなことはないし、未婚の母に

対する見方、考え方にも、国民性、価値観の相違があることであった。また、たとえば、

公営住宅が家族数や、家族員の性別によって部屋数が決められているなど、社会福祉の周
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辺にある諸制度が充実し、住民の生活に視点がおかれていることであった。

　アメリカに学ぶべき母子福祉はないと聞いていた坑現に夫の虐待から緊急避難してき

た母子家庭のための相談・治療・教育・収容保護施設があり、職員は日本の母子寮に関心

を寄せ、言葉の不自由さを乗越えて意見の交換ができた。また未婚の母とその子の施設、

デーナーサリーと併設の母のための職業訓練所が所在し、機能的に関連を保っている姿を

みることができた。人種問題は深刻で、病める大国の姿を町角や福祉の現場によく見たこ

と、人々の生活の基盤にある宗教心の深さ強さに打たれるなど、大いに啓発されるところ

があった0

　3．日本の母子寮を考える

　日本の母子寮の現状や、問題点については関係者のあいだで既に論議されている通りで、

ここに改めて取りあげる必要はないので省略するが、アメリカの福祉の現状に触れてs改

めてこれからの母子寮について考えてみたい。

　わが国の社会保障制度や、施設を取巻く周辺の諸制度諸政策は、今後いっそう改善され、

充実され、それは母子家庭にとっても、物質的・経済的生活の補強に役立つものとなるで

あろうが、離婚・未婚・夫の暴力・その他の理由で生別する母子家庭が増加する傾向のな

かで，心身の障害や情緒不安定な母子家庭、母性・育児知識・技能の未成熟な若い母とそ

の子どもの家庭に対しては、精神的・治療的・教育的援助にはなり得ないであろう。父性の

欠ける母子家庭にとって精神的安定は、自立の重要な条件である。その意味にかいて日本

の母子寮は、今後も期待してよい施設である。このような母子家庭の立場から母と子を家

庭としてありのままに受入れることのできる母子寮は、改めて見直され、処遇を高める方

向で改善されてよい施設である。

　母子寮の入所・退所の基準を設けて、対象者を明らかにし、利用することを希望する母

子家庭に平等にその機会を与え、母子寮の機能を専門化し、職員の資質向上、定数の改善

が図られるftらば、地域間や施設間の格差は縮少され、単なる屋根対策が解消され、結果

的に処遇の向上に期待がもてるであろう。母子寮にこのような態勢がつくられるならば、

地域に在宅する母子家庭にとっても、母子寮はよい相談機関として専門性を発揮し、地域

福祉のセンター的役割を果すことができるのではなかろうかと考える。

　研修の成果を踏まえ、広い視野に立って母子福祉をとらえ、ニードに対応する母子寮づ

くbに努力することが、研修に参加し得たものの役割のひとつではないかと考える。

　4．班長報告

　アメリカには日本のような母子寮はもちろんない。しかし母子を収容する施設はある。

アメリカの母子収容施設の特徴の第1は、夫の虐待から逃れてきた母子の収容施設とか、

若年（ほとんどが10代）の未婚の母子の収容施設とか、問題別に分けて収容しているこ

とである。そして妊婦のうちから母子として収容している。

　その第2は入所期間が短いことである。私たちが訪れたデンバーの「夫の虐待から逃れ

てきた母子の収容施設」では入所期間が1か月であり、ワシントンの未婚の母子の収容施
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設では「出産後6か月、または21歳になったら退所」し左ければならず、もういっぼう

の施設も「出産後18か月以内に退所」で、その間に母親としての意識や役割を教育する

というものである。

　第3は職員の数が多く、それぞれ専門的に分化して仕事をしてkり、24時間の勤務体

制を執っていることである。職員の数はデンバーの施設では定員30世帯（現員は15世

帯）に対して16人の職員がkb、そのうち10人が交代で24時間の勤務を行っている。

ワシントンでは36人の定員に対し職員が40人（パートを含む、正規の職員は25人く

らい｝ということである。

　これを日本の母子寮の現状と比較してみると、第1の点について、日本では入所してい

る母子は身心に障害のある人（盲、聾唖、精薄身体障害者など）、未婚の母子、夫の暴

力より逃れてきている母子、別居中の人、単に住宅に困っているだけの母子、といろいろ

さまざまで、年齢的にみても10代から50代tでと、まさに社会の縮図的様相である。

第2の入所期間をみても、日本の児童福祉法では子どもがua　18歳になるまで入所してい

られるわげであるから、1か月で退寮する人もあれば10年もいる人もあり、平均3～4

年というところである。第3の点にbいては同じ30世帯の定員でも、日本では職員はわ

ずかに5～6人である。そのうち直接母子の指導に当るのは寮母2人と指導員1人、それ

も書記と兼務となっている。

　このようにして両方の相違点をみていくとき、この相違がひとつには両国の国民性の違

いによるものではないかと思われるふしがある。アメリカでは、母子家庭はハンディキャ

ップではtいという考えが一般的である。私たちは今回の研修で、国民性の相違による社

会にbける婦人の地位や、母子家庭の位置について学んでくることも目的の一つであった。

　日本では古くから「母子家庭」はハンディキャップとして扱われ、就職や結婚にさしつ

かえた時期もあった。今は以前のようなことはなくなったとはいえ、まだまだ偏見がある。

　このような感覚でアメリカで「母子世帯はどのくらいありますか」「母親はどのような職

業に就いていますか」「母子家庭の経済状態は」と質問してみても、合点のいかぬ表情で、

「仕事？　どんな職業にでも就きます」「女性でも職業をもって立派に生活していける。

できない人には公的扶助があるではないか」という具合で、母子家庭の数も正確に把握し

ていないところもあるo

　しかし母子家庭に対する施策がまったくないというわけではなく、安くはいれる公営住

宅（月45～50ドルくらい）への入居も可能で、母と男女の子どものいる世帯は、必ず

3つの部屋が与えられ（男女の部屋は必ず別にする）、母と女子2人の場合には2部屋と

いうような配慮もされている。公的扶助の制度もあり（年収4千ドル以下の人に月235

ドル、子ども1人につき25ドルアップ）、自分で金の管理のできない人には、家賃など

を直接関係者に支払うこともある。

　ζのiうに母子家庭であっても社会で対等に生活していくことができれば、10代の母

親なら収容して保護する必要もあるが（ワシントンD．G．では年間の出生率のうち非嫡出子
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が嫡出子を上回るというような状態で、この施設の必要性は大きい）、成人となった女性

がたとえ未婚で子どもを産んだからとて、特に収容保護する必要はなレ・ということであろ

う。

　アメリカで情緒障害児の施設を訪れた際、入所1ている子どもたちの入所理由を尋ねた

ら「学校で教師や友達とうまくいかない」「すぐ暴力を振るう」「非行化している」など

であった。その程度の子どもならば、どこの母子寮にだって何人かはいる。そのような子

どもたちだけを収容して専門の職員が指導しているというのに、日本の母子寮で書記と兼

務した指導員が1人でいったいどれほどのことができるというのだろう。

　それは母親についても同じで、いろいろな原因で入寮しているということは、それぞれ

にいろいろft問題をもっているということであり、職員は種々雑多な問題と取組んでいる。

デンバーの施設では正規の職員のなかに弁護士もいるということであるが、日本では私た

ち職員が六法全書をひもときながら、認知・慰謝料・離婚などの問題と取組んでいる毎日

である。

　アメリカの施設の職員と話合いをした際、若い母親が乳飲み子をかかえて社会で生活す

るのは心配なので、日本の母子寮のよう左制度があるといいと思うという職員もあれば、

反面、長く入所していることは人間の決断力や生活力を鈍らせることであるという職員も

いた。そのどちらが良いかについて是非を述べられるほど深くはいりこんで研修してきた

わけでは左いが、日本でも若年者の性の問題が取沙汰されたり、また母子寮の問題別の分

化を提案している副田試案というものが出されている折から、母子寮の今後の在り方につ

いて深く考えさせられたo

インウッド・ハウス（74～77べ一ジ）の施設長と母子寮班
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高津学園

大阪市天王寺区城南寺町

1番地の2

DEPARTMENT　OF　SOCIAL　SERVICES
CITY　AND　COUNTY　OF　SAN　FRANCISCO．
（サンフランシスコ市・郡社会福祉局）

所在地　840Market　St．，　San　Francisco　Cal．94120

説明者　Edwin　S．Sarsfied（General　Manager｝

　　　　各分野の担当者11人

　　　　11月28日午前
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1

　カルフォルニア州は人口約2100万人で、そのうちサンフランシスコ市は約65万人
である。そのなかで援助を必要とする家族は約16．000世帯、約5万人いるという。

1．社会福祉局の機構

市　長

S㏄IAL　SERVlCES　C㎝MISSON（社会福祉委員会）

委員長 副委員長 委　員 委　員 委　員 書　記

局長（サースフィールド）
地域福祉課

企画課 次　長 調査計画課

人事部長　　　生活保護部長　　　　　　社会福祉部長　　　　　　管理部長　　　会計庶務部長

児童家庭課 成人福祉課

人事係
計　画
推進係

ETRS
財　政 一　般

計　理

人事開
発係

受付係
家庭内
福祉係

職　業
紹介係

成　人
福祉係

管理係
食　券
計　理

運営係
家庭外
福祉係

特　別
管理係

一　般
援助係

制　度
組織係

出納係

運営係 経理係 統計
不動産売
却納付係

医療係 CDSCU 代　理
受取係

食券係 資格
検査

自動車
　理、

ハンド

ブプク

　ソーシャルサービス・コミッショナー5人は、市長によって任命され、その任期は4年
である。
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z　！年間の取扱い件数と人数（1976～77会計年度報告よb）

プログラム 件　数 前年度比 人　数 前年度比

公的扶助 ％ ％

精薄者に対する援助 7
一 12，5

7
一 12．5

要養護児童をもつ家庭に 17，164 一 5，8 50，536 一 3．9

里親委託 1，567 一 18．0 1，567 一 18．0

一般援助 4，215 一 49．5 4，342 一 48．6

キューバの亡命者と本国送還 125
一 18．8 196

一 9。3

23，647 一 19．4 56，648 一 10．4

医療制度

医療援助のみ

成人に対する医療援助 3，446 一 2．3 3，446 一 2．3

要養護児童をもつ家庭に 3，615 十162 8，942 十4、7

貧窮者への医療援助

成人、子どもをもつ家庭に 18，906 十153 19，805 十157
食券の支給 15，193 一 21．0 26，099 一 22，7

合　計 64，238 一 9、0 114，940 一 8．9

3．社会福祉局で実施されている内容

（1）公的扶助（Income　Maintenance）

　要養護児童をもつ家庭への援助

　要養護児童をもつ家庭の児童が自活するま

　での援助

　児童に対しての寄宿舎、公的な建物の援助

　盲人が自活できるための援助

　カリフォルニア医療制度

②社会福祉（Social　Services）

　成人への一般援助

　成人への特別援助

　　成人保護援助／老人のための住宅ライセ

　　ンス／老人の職業紹介／医療保護援助／

　　精薄者／施設入所資格（18～64歳）と精

　　薄努子のリハピリセンターの職業紹介

　教育的左訓練と社会復帰への援助

　ボランティアによる援助

一般的援助

食券制度

低所得老に対する援助

インドシナ人亡命者への援助

キ）・一一バ人亡命者への援助

合衆国々民に帰化した者への一時的援助

家族と児童の一般援助

家族と児童の特別援助

　養子縁組／里親の紹介と児童の養護／

　児童の相談・案内・保護の援助／児童

　の施設入所資格と調査／通園（昼間）

　援助／家族計画援助／医療保護援助

情報の交換

地域援助
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　4．里親、グルーブホームについて

　サンフランシスコ市には家庭の左い児童が約1万4千人いる。かれらを家庭にいかに

して帰すかが問題である。

　措置権は州にある。要保護児童の発見、入所径路については、①家族、親せきから自

発的な通告によるもの65％　②警察、家庭裁判所からの通告〔親が子どもを虐待する）

によるもの35％である。この入所判定の基準は、受付係（8人）が子どもたちの状態を

観察、心理テストなどして判断する。昨年度は1．400人の子どもを扱い、健康な児童900

人は里親、グループホームに、500人は治療施設（非行に走bかけている、自閉症、精神

薄弱障害）に収容された。精薄児でも障害が伴わなげれば、里親にあずけることもある。

　里親になるには（資格条件）、犯罪のないこと、健康であるという証明（特に結核）が

必要で、家屋を持っていなくてもよい。火事の場合の安全性があれば母子家庭であっても

よいし、扶助を受けていてもよい。昨年度認可された里親は355家庭ある。子どもが委託

されるとその後6か月は追跡調査をされるカへその後のアフターケアはない。里親に委託

された子どもと実の親とを結び付けるようにするため、家庭の指導がなされている。

　里親の開拓方法については、ラジオ・テレビ・新聞による呼びかけが多い。里親が自分

の友達左どに呼びかけて、里親同士が話合っていくのが最もよいようである。

　養子縁組については、昨年1年間に74人の子どもが委託されている。戸籍の面で日本

の場合と異なb、入籍以前のことは全くわからなくなるので、近親結婚による障害のため

悲劇もまれにあった。

　養子縁組といえば、以前は乳児がほとんどであったが、中絶ができるようになり、昨年

の平均年齢は7歳ぐらいになっ7k　，，親権の剥奪については、ここ数年の動きとして親が6

か月～1年間訪問しなかったり、アルコール中毒患者などの場合になされる。

　グループホームは35～40ホームある。個人経営が多い。10歳以上の児童を6人ぐ

らいのグループで収容し、グループ指導する。また治療施設で治療を終った後に、グルー

ブホームで生活させることもある。

　5．ボランティア、保育所、学童保育につhて

　ボランティア活動については、郡ごとに必ずなければならないと規定されている。サン

フランシスコ市には200人ぐらいのボランティアがいる。この人たちの活動の内容は、

独り住いの老人に電話をかけて慰めたり、通院の付添いをしてあげた9で、老人でも元気

な人は、核家庭の子どもたちをみてあげたり、家庭教師的なことをしている。

　保育所、学童保育所については、市に50～60か所ある。就学前（3～5歳｝に通う

ところ（2歳にならなければ保育所にはいれない）と、学童に対して下校後みるところで

ある。特別va乳児保育所は3か所あるが、これはほんとに小さな規模である。これらの費

用は、公的扶助を受けている場合は無料であb、他は収入に応じて支払われている。

　母子家庭に対しての公的扶助はないが、安く入居できるように住宅援助がなされている。

子どもの人数によb、家族が多い場合は65ドル、少ない場合は45ドルである。
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6．市としての児童および母子に対する課題

　サンフランシスコ市は老人が多い市であるため、里親の人数も少なぐ（350件）里親

委託児の60％は市外の里親に委託している。また市の教育制度もよい方ではないので、

問題児も多く、もっと制度の整った市外の方が子どもたちにとっては良いと話してbられ

たが、アメリカを背負ってたつ子どもたちにとって大きな問題ではないかと思った。

研修所感（石井公子）

　出発前にアメリカの社会福祉、特に施設関係についての話を聞き、最近の傾向の概略を

頭に入れて研修に臨む。アメリカ人の精神的バックボーンとして、キリスト教による博愛

主義があり、また自分たちのコミュニティーは自分たちの力で築き上げていくという積極

的なコミュニティーづくりの姿勢もあり、各州によって多少の違いはあるにしても、根本

的・基本的な考え方には変りはない。

　サンフランシスコ市で行政面の概略をつかんだことは、その後の各施設訪問に役立った。

　アメリカは世界でも最もボランティァ活動の盛んな国であると聞いていたが、サンフラ

ンシスコで老人が保育所などで活躍しているという説明も、シカゴのハル・ハウスの保育所

で男性の高齢老ボランティアを見てうなずけた。

　財政面において、民間施設であれば政府・州・市などからの補助金は全くなく、各施設

独自の寄付金などで賄っている。したがって社会へのPRにも力を注がねばならないし、

それに、活動の内容・実績いかんで寄付金の配分も違ってくる。公立の場合でもその施設

の実績によって、出される費用が異なるということは、日本と比較して大変厳しい面があ

る。したがって常に援助の内容・実績が評価されている。それが、アメリカ自身の社会福

祉全体の向上につながっていると思った。この点は日本でも学ぶ面が多大にある。

　しかしアメリカにも青少年の非行が多く、未婚の母の増加の著しいことなど、大きな悩

みを抱えていることも知った。

　子どもは家庭で育てるということが国民に徹底してteり、施設に入所しても、親の指導

がよくなされていて、施設の在園期間が短く、家庭に早く帰すという。日本でも親の指導

と家庭のなかでの他児養育の方法を、もっと考えていってもよいと痛感した。

　次々に施設や公的機関の訪問を重ねるごとに感じたのが、説明をしてくださるディレク

ターの方々に女性が多いこと、そこに働く職員の多くが女性で、社会福祉活動における指

導的な立場に女性の役割が非常に大きいということであった。

　施設の形態が大舎制から小舎制へ、その中間的存在としてのグループホーム、町はずれ

から町のなかへと移行していく形をみても、できるだけ家庭に近い、落着いたふんい気の

なかで子どもを育てるという方針がよくわかる。知識として知っていても、自分の目で見

て確かめたことは、このうえない幸せだったと思います。
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研修報告 児童指導員
むら　　とし　　みち

村　　俊　　亨

円福会円福寺愛育園

長野市篠ノ井横田869

THE　DENVER　CHILDREN’S　HOME．
（デンバー子どもホームー情緒障害児治療養護施設）

所在地

説明老

1501Albion　Street，　Denver，　Colo．80220

Jeffrey　L　Dolgan（施設長）

M』Paul　Crooks　（事務長）

11月29日午前
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　第2の訪問地コロラド州デンバー市に到着した夜、ここでの最初の研修施設、デンバー

子どもホームの事務長、M・Paul　Crooksさんがホテルに来られ、われわれ一同はごあい

さつする。翌朝9時、施設訪問。快活なM・Paul　Creoksさんやコロラド児童保護施設協

会の方々、当施設の幹部職員の出迎えを受けた。施設は静かな住宅地のなかにあった。外

観はこの美しい町によく調和したれんが造り3階建で、施設という感じを受けない普通の

建物であった。

　施設種別　情緒障害児治療施設、民間立。

　経営主体　コロラド児童保護施設協会（会長権・Hal　Harper）コロラド州33か所の施

設を統轄。州との連絡は非常に緊密である。

　監督指導官庁　The　Lieesing　Di▽ision　of　the　Colorado　Department　of　Social

Services．

　The　National　Assoeiation　of　Hernes　for　Childrenに属している。

　施設の沿革

　1881年にデンバー孤児院として開設された。それまでに1876年、養育院として

始められ、1880年コロラド州によって具体化され、上記の年に始る。当初は孤児が対

象であった瓜1898年、State　Homeが設立されるとともに、孤児は養子縁組の対象

としてそこに送られた。そのため時代のニードに沿って施設を教育治療を必要とする児童

のための所として転換を図り、1962年デンバー・チルドレンズホームという情緒障害

児治療施設となった。

　対象者　10歳～16歳の男女。定員65人、現在48人。

　入所理由　①情緒障害（知恵おくれや脳の欠陥のない）。②被虐待児（養子縁組として

外へ紹介する）。③アルコール中毒、麻薬などに親が冒された家庭から。④ベトナム避難

民、その他のアジアより。

　入所経路一学校、医院、病院、里親グルーブホームはもちろん、家庭、地域を通じて

訴えられ、施設に収容となる。施設が相談措置の権限をもつ。

旦　50人の常勤職員と6人の非常勤職員。そのうえにデンバー公立学校から3人の先生が

派遣されてきている。4人の専門相談員が学生（研究生）の指導とともに施設の治療職員

の相談に応じている。

　専門職一施設長1人、施設長補佐兼Treatment　Leader　1人、精神科医1人、事務長

1人、Intake　Worker（面接員）1人、　Treatment　Leaderd人、心理判定員1人、先

生（教科全担当1人、技術と体育1人、絵画1人）計3人、公立学校への連絡相談員2人、

看護婦1人、給食担当栄養士1人、児童指導員（主任）5人、歯科相談員1人、小児科相

談員1人、治療相談員（学生、臨床心理学博士課程）2人、

　寮の担当は下記の職員で構成されている。心理学者、Social　Worker、児童指導員（主

任）のもとにChildWorkerがいる。看護婦（各寮をみる）。
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　職員の勤務編成は、専務およびカウンセラーは9時から5時、寮の担当の児童指導員は

3時から午後11時、夜警員は午後11時から朝9時まで。

　職員は児童の日常の生理衛生、学習ホームワーク、各児童の問題の理解、児童の話合い

のなかで自分たちの問題を見付けさせる。両親・家族に施設に来てもらい、児童について、

また親自身の問題をも考えさせる。土・日曜日には家庭に帰すことも行われる。児童の治

療期間はbよそ13か月を目標にしている。アフターケァも担当職員が訪問して行われる。

　この施設独特の児童育成の方法に「The　Levels　System」というのがある。入所から

退園までの月日を6段階として、5つの目標が各段階にあり、段階を上がるごとに高度に

なっていき、最後に目標に達したとするものである。

　職員の専門職の資格は大学修士課程以上で、Social　Workerは博士課程卒以上でない

とそのように呼ばれないとのこと。心理学者、精神病理学者には、長く勤務してもらうた

め手当は高額とのことである。

　生活処遇

　児童の一日は居室での生活と施設内の特殊学校へ通うことの2つに大別される。一日は

起床、7時30分朝食続いて8時30分から3時まで通学。放課後はChild　Care
Staffによって寮や学校で休みをとったbcareを受ける。就寝は年齢によって異なる。

　寮生活

　寮は7つある。1寮は男女7人（4人の男子、3人の女子）である。グループ編成上の

考えは「気の合った子ども同士」、またリーダーシップのある子を1人入れてある。寮内

はシングル室（ベッド1、つくえ1）、タプル室（ペッド1、つくえ1、タンス1）と、

テレビ室・娯楽室・看護室・夜警室。部屋の天井は平らでなく、ドーム状になったりして

いて変化がある。

　女の子の部屋には男の子の写真が張ってあり、男の子の室には「はいるな」というドァ

の落書など。女の子のつくえの上には化粧品、マニキュァの道具などもあり、女の子の部

屋らしかった。これは支給されるとのことである。娯楽室はゲームコーナーと卓球台。ま

た部屋と部屋とのあいだにペンチが置いてあり、ち1っと集って雑談をするのによいと思

った。ベブシコーラの自動販売機もあった。

　1階に職員室、応接室、学楓給食室、食堂、洗たく室、倉庫がある。食堂は明るく広

く、側面がきれいな花柄模様で張られていた。2階、3階が寮である。

　特殊学校について

　施設内にこの恵まれない児童のために学校が開かれているのが特色である。学校では施

設とデンバー公立学校が共に携えて教育に当っている。公立学校から先生が3人派遣され

てきている。デンバー地区の公立学校へ行けない子（学業が劣る、遅れてしまった）、はみ

だした子がはいっている。ζの教育プログラムの目標は、ζれらの児童を早い機会に公立

学校へ復帰させることにある。

　教育内容は国語、算数、社会、歴史、科学、家庭、作文、絵画手芸演劇、やきもの、
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木工などである。やきもの、絵画、手芸、木工はめいめいが楽しむことができるよう、そ

の場所が開放されている。やきものの作品（例、灰ざら）は慈善で売り、収入は自分のも

のとなる。絵は自由に書かせている。その児童の心の奥を知る目的で、試みているのであ

る。

　最初に見せていただいたやきものの教室では、生徒（9歳）が1人、授業のあとの掃除

中であった。次に絵画教室では、教室内の装飾について先生と生徒がああしよう、こうし

ようと相談中であpた。確かに古びた感じがした。木工室はわが国の中学校の技術科室の

ようであった。基礎的木工機械がそろっていた。ここで初めてノコギリがわが国と反対に

押したときに切れるのを見て、話には聞いていたが、なるほどと感心した。

　ある教室は科学の時間で、若い女の先生に4～5人の女の子甑太陽と各惑星の大きさ

の比較を天井からつるした球で勉強していた。全員がわれわれをにこやかに迎えてくれた。

他の教室では若い男の先生に4～5人の男女が道徳の授業を受けていた。隣の教室は国語

の時間で、広い室内に2つのグループに分れて、それぞれ3～4人ずつ先生に教わってい

た。その1つのグループでは、読み方矯正器（小型テレビで字幕を読むのと同じ方法）を

使って、読みの練習をしていた。14歳～15歳で本を読めない子がいるとのこと。なか

なかよく考えられた器械であった。授業が楽しいと思う。各教室とも少lt・h人数で静かな

ふんい気のなかに、指導が行届いているようであった。この各教室への出席は強制的であ

る。

　地域との関係は深い。開業医、医療健康センター、精神病院、病院と密接な関係にある。

またどの宗教の宗派にも属していないカX励しや、援助は受けている。運営資金はコロラ

ド州より児童1人当り月1，175ドル支給される。児童の小遣いは10歳から毎週1ドル

半で始められる。次第に額を増していく。
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研修所感（北村俊亭）

　デンバー市訪問2日目の夜、デンバー子どもホームの事務長、M・Paul　Crooksさんの

ご家庭に、研修団一同は招待を受けた。私にとって、この研修旅行で一番印象深かったこ

とである。施設の施設長さんをはじめ、他の先生方も来られて、一緒に楽しい夜のひと時

を過させていただいた。Crooksさん宅は奥さんと女のte子さん（8歳）の3人家族で、

豪放らい落なご主人と対照的に、奥さんは小柄な和服の似合う日本の人であっft。Crook

さんご自身は、かつて日本の駐留軍基地に勤務されていたそうである。家中を解放して、

われわれを最大限に歓迎してくださった。奥さんの手料理は美しく、tsいしかった。ご主

人は一人一人に希望する飲物を自らせんを抜いて手渡してくれた。われわれは研修のこと

も忘A甘える子どもの心になっていた。奥さんが日本人でB本語が通じることカ㍉これ

ほど身近に感じたことはなかった。お子さんは大喜びで、あっちの部屋、こっちの部屋と

家中を歩き回っていたc日本の硬貨を見せてくれた。われわれは歌を歌いお礼とする。

　さて、われわれが辞去する間際に、お子さんが奥さんに呼ばれて「先生が来られました

よ」と言われた。はじめ意味がわからなかったが、お子さんを預ってくれる家庭教師の方

とか。あとでわかったが、これが有名な「ペピーシッター」（子守）とのこと。日本であ

れば子どもも一緒vateとなと行動を共にするのだ然米国では子どもは大人の生活から離

れ、離された子どもは子どもの世界に生きる。お子さんは悲しい感じを与えず、喜んで先

生のところに行ってしまった。われわれのバスの運転手日く「これはアメリカの困った制

度だ」と。これは戦争によって父や夫を戦地に送り、留守を預る妻が働くために子どもを

預けたのが始りとのことである。私は、子どもが小さいのに、また夜でもあるのに、父母

から離れていく子を見て、ふと故郷を思った。施設の職員もまた他の人から手助けを受け

たり、いろいろしてもらう立場にあるわけである。富める者、強老が、貧しき者、弱者を

援助するというのではなく、福祉とはすぺての人が、互いにやってやったり、してもらっ

たりということである。

　施設内の特殊学校について。米国の施設は広大な敷地をもち、建物の内部はよく管理さ

れて、職員一人一人の役割の徹底をみた。児童を小人数に分けて、大勢の職員が専門専門

に分れ、また統合して問題を解決していく。その児童の心の奥深くに、迫っていく教育は

うらやましく思った。

　目標を立て、治療の期間が短い。解決が早い。わが国でも教護院、虚弱児施設、肢体不

自由児の施設内学校をみることはできる力人まだ考えがそこまでいっていない。職員のふ

ぞろい、経費がない、公立学校との関係もあり、軽んじられている。対象が微々たること

で、他の関心をひかない。米国の施設内学校教育は徹底している。公立学校の職員も参加

して、施設の職員と力を合せてやっている。児童を育てるという同じ目標もさることなが

ら、教えている場所は違っても同学歴（Dr・　SVVなどカレッジ以上の専門教育を受けた職

員）、すなわち施設職員であっても学科を教える資格をもっているためと思われる。

一 29一



　教育で大切にしているものは、やはり国語であった。次に感じたことだカ＼技術、工作、

やきもの、家庭科、道徳スポーツなどに比較的重点をおいているようであった。教育と

は「すぐ実際に役立つもの」とみえる。

　ハンディーを負った子のハンディーを1日も早く取り除こうと、授業に職員の手作りの

教材もさることながら、器機の導入もよいと思った。文章の読み取り矯正機、工作機械、

道具、やきものなどは、B本にもどんどんはいってきつつあるようである。

　米国の教育は文献によると、人力薬ると次の世代を育てるという目的のために、住民た

ちのあいだから、良い学校を造ろうという声が上がる。政府からの天下りでなく、市民の

自発性に基づいた学校建設が行われる。とすれば、施設内の特殊学校の設立もまた、同じ

考えでできたと思う。必要なものはすぐ実行、良い子どもを育てよう、ハンディーを背負

った子を救おうと、一生懸命なのである。

　里親については1800年代の中ごろの有名な南北戦争の戦後処理として、多くの孤児

の救済の必要が出た。そして宗教的背景や、それに関係ないそれぞれの地区で救いの手が

伸び、孤児院ができた。当時は1施設で多くの児童を保護していた（700人～800人）。

時代が下がるとともに、「子どもは家庭で育つのが最も良いのだ」という考えのなかで、

孤児は家庭に最も近い里親に依託された。孤児ばかりでなく、不幸な家庭の子、低年齢の

子（施設に入所しない）なども里親に育てられる。

　里親としては年齢の低い子、良い子が預りやすいので、希望者が多いとのこと。年齢が

上であったり、悪い子は、種々の問題が発生し指導しにくい。幾ら養育費が出てもやりた

がらない。州や政府も援助を年齢が上がるほど最大級に出している然経費も良い子は安

く、問題児は高い。良い子は年190ドル、問題児は年30，000ドルと差がある。平均

年250ドル。

　里親には免許がいる。5人までの児童を扱うことができる。期間は2年、それ以上もあ

る。実親に引取られる子も多い。里親には、夜、捨て子などが発生した場合の緊急の指定

里親もある。里親も宗教的燗愛から出樺鵠神の人もあれば、個人的希望として子ど

もが欲しいというζともある。経費の裏付けも関係している。預り期間に限度があること

も、預ることに気を楽にさせる。でも理由はどうであれ、児童の面倒をみることには変り

ない。
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東京都同胞援護会

豊島母子寮

東京都豊島区長崎3－26－4

WOMEN　IN　CRISIS　CENTER．
（婦人の危機センター一婦人相談所および母子収容施設）

所在地

説明者

1426Pierce　Street，Lakewood，　Colo・80214

LaurieSmith（リソース・コーディネーター）

Nancy　Garrison（アシスタント・アドミニストレーター）

Price　Patty（弁護士）

11月29日午前
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　1．沿革

　この施設は夫の暴力に悩む婦人の相談センターと、夫の虐待から逃れてきた母子の収容

施設である。米国va　tsいて、婦人に対する家庭内暴力について注目されるようになったの

は遅かった。エリンビッツの『わめかないで、隣人に聞えるから』という本（1974年

ロンドンで発行）DX婦人問題を国際的に喚起させた。米国では1975年に一般の新聞、

雑誌を通して広く注目を浴び、打ちひしがれた婦人たちの哀れな状態が明らかにされた。

1976年にはラジオやテレビで注目されるようになり、侮辱を受けた婦人を助けるため

の会議なども開かれ、その組織が大きくなりはじめた。このような背景をもって、センタ

ー が1977年5月創立されるにいたった。

　2．経営主体

　経営主体は民間のEVERGREEN　DEVE　LO　PMENTAL　CENTER（エパーグリーン

開発七ンター）である。エバーグリーン開発センターは「就学前教育」「子どもの創造教

育」「少年のしつけ教室」「家族教育」「婦人に職場を与える運動」など、人間の育成研

究すぺてに携わり、幅広い活動を行っている。

　財源の一部をピットン財団が援助してtsり、コロラド州セタ郡も1978年5月まで（1

年間のみ）援助することになっている。そしてそのほかにアメリカ赤十字、国際組織の婦

人部、ジェファーソン郡の行動部隊、多数の教会のサービス組織などA活発にこの施設

を支援している。

　3．センターの目的

　このセンターでは実際の仕事である3つのプログラムをもっている。それは1教育」「防

止」「避難」ということである。次にその3つの内容について述べてみたいと思う。

　①教育

　「虐待」というものに対する認識や、一般の人の知識を高めるための教育を、幅広く実

施している。職員は国内の暴力に対するさまざまな統計をとったり、文献の交換や編集を

行って、それを広く世間に報告している。また婦人たちが主張したいと思うことの代弁機

関の役割を果して、婦人の地位を高めることに努力している。

　②防止

　熟練したカウンセラーが個人・夫婦・家族のなかにはいり込んで、危機にいたった人間

関係の調停を務める。また「暴力」に訴えることなく、円満な人格に変ることができるよ

う助言や援助をする。文通・対話などにより、互いのコミュニケーションを常に保たせて

いる。

③避難

　上記の2点で救えなかった人たち、実際に暴力に直面した人たちを避難させる。Shel－

ter（もとの意味は避難所、施設のこと、　Safe－hemeとも呼ばれる）がこの役割を果し

ている。
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　4．Shelterについて

　この施設が開設されたのは相談センターより一足おくれて、1977年8月15日であ

る。ここの所在地は夫が追いかけてきたりする恐れがあるので明らかにされていないA

市内にあるシニアセンター（老人ホーム）に併設されている。定員は30世帯で、現在15

世帯が入居している。

　入所経路については、自分から自発的にやってくる者、委託の政府機関を通じてやって

くる者、友人に付き添われてやってくる者のほか、非常事態に警察官に直接連れてこられ

る者もある。施設は24時間いつでも開いてbり、いつでも入所できる。食物・衣類・生

活の必需品が与えられるので、母子が身の危険を感じたときは着の身着のままで飛び込む

ことができる。そして入所時に必要であれば、救急の医療機関に紹介され、治療を受ける

ことができる。

　少し落ちついて施設に慣れると、施設の日課に従って生活しなければならない。日課は

朝食が7時、昼食が11時30分、夕食が5時30分となって鉛り、午前と午後の2回（午

前は9時より、午後は8時30分より）グループミーティングが行われ、母親はこれに参

加しなければならなh。グループミーティングとはセーフホーム・カウンセラーの指導の

もとに行われるもので、母親たちは自分たちの結婚生活をふりかえり、なぜこのような事

態になったのか、今後どのように生きていったらよいのかについて、互いに話合う。朝の

ミーティングでは自分が今日1日しようとすること、「就職口を探しに行く」「弁護士と

会う」などを皆のまえで発表し、夜のミーティングではその成果について発表、反省する。

　そのほか母親は規則的に担当のカウンセラーや弁護士と会って、個人的なカウンセリン

グや法律的な助言を受けたり、また夫とともに夫婦カウンセリングを受けたりする。

　いっぼう子どもは地域の学校とよく連絡がとれており、いつでも受入れてもらえること

になっている。入所と同時に近くの学校に通学する。そして子どもは母親の責任において

みることになっている。

　このようにして入所期間中いろいろな訓練を受けた母子は、感情と経済の独立を図り、

1か月後には退所していくことになる（入所期間は1か月を限度としており、時にはそれ

を越すこともあるが、長くて3か月である）。入所期間が1か月間と短いことについては、

それ以上いると決断力と生活力を鈍らせるばかりだからである。ここでの指導方針は「決

断力を育てる」ことである。退所先については、復縁する者が16～17％あり、その他

は自分で独立して仕事をし、アパートを貸りる、実家や親戚に引取られて行く、となって

いる。

　施設の設備については、居室のほかに集会所・遊戯室・遊技室・食堂がある。居室は8

畳くらいの広さで、ベットが置いてある。きちんと片付いている部屋もあれば、ベッドの

上に衣類や下着が散乱している部屋もあり、いずこの国も同じ風景であった。遊戯室はカ

ー テン代りに敷布が窓にぶら下がっており、遊具とおぼしきものはほとんどなかった。

　食事は隣のシニアセンターから運ばれてくる。居室に炊事場が付いており、各世帯で作
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って食べるようにすればよいのであるが仮住まいで思うようにはいかなAと職員が話

しておられた。必要に迫られて造った施設で、財政難が目に見えるようで、今の一番の問

題は？と問うた私たちに、ディレクターは一言で「金です」と言切った。

　施設には「ホットライン」と呼ばれる特徴的なものがある。それは24時間、専門のカ

ウンセラーが電話によるカウンセリングを行うものである。婦人たちは遠方からも電話で

相談をもちかけ、時には数時間に及ぶこともある。危機に面している者には避難を勧め、

自殺などの恐れのある者には説得を続け、警察に連絡して保護を依頼したりする。

　5．職員構成

　職員の資格は与が修士、十が学士である。

　アドミニストV一ター1人一施設長、プログラムの樹立、スーパーバイザーの役割を果

す。教育ディレクター1人一教育部門担当。財政ディレクター1人一財政・会計部門担当。

アシスタント1人一施設長を補佐し、公的機関との交渉や情報を受けもつ。ブリペンショ

ン・カウンセラー2人一la・一フホーム・カウンセラーの監督を行う。セーフホーム・カウ

ンセラー8人一施設において実際面で母親の指導を行う。カウンセリング・アシスタント

1人一ホットライン担当のカウンセラー。弁護士1人。計16人。

　上記のうちアドミニストレーターからアシスタントまでは、普通は相談センターで仕事

をし、定期的にシェルターに出かけてカウンセリングを行う。セーフホーム・カウンセラ

ーから弁護士までが、シェルターで仕事をし、24時間交代の勤務をしている。

　6．虐待について

　ところでこのような婦人虐待はなぜ起るかということである然ニューハンプシャー大

学における家庭内暴力における研究を参考にすると、婦人を虐待している男性の30％は

児童も虐待しており、自分が子どもの時に親に虐待された者は、自分もまた妻や子を虐待

するようになるということである。そのほかには、アルコール中毒や意志薄弱などで、自

分をうまく表現できなかったり、胸中にうっ積したものを暴力に訴えるケースが多いとい

う。そしてまた、女は虐待してもよいもの、女はそれに耐えるもの、という観念があるこ

とも見逃してはならない。
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研修所感（本間郷子）

　1昨年（昭和51年）の冬、私はただの観光旅行者としてアメリカを訪れた。そのとき、

もちろん国土の広大さや道路の広さに驚いたが、それと同時に、街に車いすの人の姿の多

いことに気が付いた。車いすで自由に買物や散歩を楽しんでおり、遊園地などでも手軽に

車いすを押している人を何人も見ることができた。そしてもちろんトイレやエレベーター

にも、車いすの印の付いた普通より大きめのものが、いたるところで目に付いた。

　それを目にした同行のひとりが「この国はカタワ者の多い国だなあ、どこに行ってもい

るじゃないか」と驚いたように言った。

　そのことばを耳にした私と友人が、それは違う、米国に特に身体障害者が多いわけでは

なく、日本にだって体の不自由な人はたくさんいる。ただ米国は体が不自由であっても、

いくらでも独りで外に出られるようになっている。それを見てだれも不思議とは思わない。

その人たちが困っていれば、いつでも手伝ってあげる。しかし日本は違う。車いすもまだ

十分に普及していない。外へ出ても、階段は多いし、パスなども独りでは乗車できない。

トイレも車いす用にほとんどできていないから、自由に外へ出て行くことができないので、

人の目に触れないだけなのだと説明すると、「なるほどな」と感心したように聞いてくれ

た。

　それ以来、この国の社会福祉施設を一度内から見てみたいと思ってきたが、今回その機

会に恵まれ喜んで参加した。

　外国の社会福祉施設というものにはじめて触れ、ほんのちiっと外からかいま見たとい

う程度にしかすぎないカX次のようなことを感じた。

　1．アメリカの里親制度について

　米国では里親制度が発達しているが、その里親に「母子家庭」でもなれるということを

聞き、母子寮に勤めるものとして、母子家庭ということがハンディキャップとならな㎞こ

とは良いことであるが、子どもが成長していく過程において、「父親の役割」や「家族」

というものがどのようにとらえられているのか、疑問に思った。かつて「父性の欠如」と

いうことについて自分でも勉強したことがあり、改めて考え直してみた。

　2，情緒障害児施設について

　今回の研修では情緒障害児の施設を多数見学した。そのなかにはもちろん重度の障害児

もいた惑　「学校で友だちや教師とうまくいかない」「家庭で両親や兄弟とうまくいかな

い」「すぐ暴力を振るう」「法律に触れるほどではない甑非行化している」などの理由

で入所している子どもも多い。私の母子寮の子どもたちのことを考えるとき、「このくら

いだったら、該当する子どもは何人かいるのではないか」などと思うた。

　日本では自閉症とか長期の登校拒否児などを、なかなか受入れてくれる施設がない。私

はかつてそのような子どもを扱って、児童相談所などと相談しながら努力したにもかかわ

らず、効果を挙げることなく退寮していった苦い経験を思い出し、たいへん興味深く見学
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した。

　3．職員の専門職制度につhて

　日本とアメリカの施設を比較してみたとき、どちらが進んでいると一概に言えないこと

がたくさんある瓜これだけはアメリカのほうが間違いなく進んでいるといえるものに、

「職員の専門職制」があると思う。職員のほとんどが博士か修士であり、それぞれに高度

の技術をもって、専門の分野を受けもっている。私は日本の社会福祉施設で10年近く働

いているが、今アメリカの施設で仕事をしたら、いったいどんなことがやれるのだろうか

と考えた。日本では無資格の人もまだまだ働いている現状を考え、勉強の必要を強く感じ

た。

　また土・日曜日だけや夜だけを専門に働いているケースワーカーや、腰痛症などの職業

病といわれるものがまったくないということを、感心しながら聞いてきた。

　その他細かいことで注意をひいたことがたくさんあったカへある期間滞在して、施設の

なかにはいり込み、真の姿を勉強してみたい欲求を強く感じた。

婦人の危機センター
のシ宝ルター（上）
とその居室
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　コ・ラド州はアメリカ合衆国西部の内陸州で、長方形をなし、中央はロッキー山地、南

西部は高原で、標高1，609mの地域が広がっている。山岳を除いて降水量は500肥以

下である。雪の多い山岳からの流れで水利する。面積は27万17平方キロメートルで、

人口は約220万人（1970年）である。州都デンバーは州中部、ロッキー山脈東ろく

の標高1，600mの美しい都市である。年平均気温は10．2度、年降水量は379　nmであ

る。人口は約51万人（1970年）である。

　1．概要

　このホームは重度情緒障害児童とその家族に対し、臨床サービスを施す収容設備の整っ

た治療センターである。その機関は国際慈善協会とキリスト教会社会奉仕部とに関係して

おり、両者に支持されている。アメリカ児童福祉連盟の会員でもある。

　6～12歳の児童に対して臨床サービスを施す。入所児童は入所前の生活環境のせいか、

その行動において集中性がなく、支離滅裂なので取扱いにくい。児童の入所前の住所は自

宅・里親・グループホーム・病院・その他、これらの組合せによるものである。児童（両

親の希望によるもの、生活扶助によるもの、親権を剥奪された親をもつもの）は学校・精

神病院・医師・両親・親戚を経て、コロラド児童福祉局を通じて入所する。収容期間の平

均は21か月である。

　ホームの敷地は住宅地区で、デンバー西部に位置し、近隣は中流家庭の住宅街である。

敷地内に設備が5棟ある。1棟に10人の児童を収容できる。地下va　3～4人はいれる教

室のある学校設備、体育館、美術・工芸室、治療教室、観察窓のある部屋、ミーティング

の部屋、学生インターンの宿泊設備、2階のサービスセンターに事務室・治療室がある。

食事は中央の調理室で料理し、各棟に運搬する。

　最初の照会はインテークワーカーによって行われる。遠方よりの情報を必要とする場合、

インテークの職員が日時を決める。児童と家族の問題を扱う職員が情報を再吟味し、入所

を決定する。入所決定後、児童はその治療担当者と、生活基盤である棟を割当てられる。

そのとき児童は、入所前に2つの面接を受ける。他の児童と職員と話合いをすることと、

棟に行って契約手続をし紹介されることである。

　入所に際し児童に居住契約書にサインさせ、入所中の責任を定める。職員もまたこの契

約書にサインし、かれらの責任を明示する。臨床医家は基本的な治療計画を立案、施設の

収容期間を通じて、洗練・修正しよりtいものを作上げて行く。原則として入所後最初の

1か弓間は、児童の親戚や里親とのあいだに、訪問も電話も許可しない。

　各棟に8～10人の児童を収容し、ehild　eare　workerを配置する。これらの職員

は児童を24時間careするため交替制で勤務する。

　治療過程における基本的な養育のために、各棟のプログラムは個々の治療面で外面的特

殊な問題に取組み、対象者を保護することを目的として計画されている。

　常に情報が交換される。日誌に各々の児童の日々の行動力S　care　workerによって記

帳される。毎週1回治療担当の会合DK情報交換と治療計画の反省を目的として開催され
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る。このミーティングはehild　care　werker、臨床医師、先生、その他の専門職員が出

席して行う。

　診断と治療を扱う助言は、心理学テストと精神鑑定を通じて受けられる。すべてのホー

ム収容児童に心理テストを実施精神的助言は一般的基準のもとに行われる。特殊な子ど

もに対しては再吟味し、必要とするものを選択する。児童は臨床医家が決めた治療を、ひ

んぱんに、しかも継続的に施される。臨床医家は関係ある地方福祉局とコンタクトを続け、

職員に精神的助言をし、系統的調査について担当児童福祉司に知らせる。

　学校教育はデンバー公立学校と協同契約を結んで行われている。児童は個々の能力によ

り地域の学校に入学させ、全体の治療計画に基づいて教育する。児童は能力に応じて短時

間hNあるいは授業時間全部を受けるため、公立学校く移行できる。

　児童は施設治療プログラムにより収容期間中、系統的に観察される。児童の成長と必要

な点を記述するのに、入所後最初は3か月、その後は6か月間隔に系統的に調査する。

　解除の計画については臨床医師が児童福祉司に勧告する。児童の将来の安定場所に対し

て最もその児童に適した場所を見つけてやること瓜地方福祉局の仕事である。解除に当

って3つの選択がある。1つは自宅に帰ること、1つは里親の世話になること、1つはグ

ループホームの世話になることである。

　2，沿革

　コロラドホームは元はコロラドラプランドに1905年に設立された孤児院、両親に遺

棄された児童に対する一時的居所であった。現在は情緒障害児のためのホームである。児

童はかれら自身の人格的な問題があるゆえにここにいるのであって、かれらから家を奪っ

た表面的問題でここにいるのではない。ホームはこれらの児童に対する完全なレパートリ

ー サーピスを施す。家庭、指導案内、カウンセリング、健康指導などに、児童の特別なニ

ー ドによる反応をより高めるため計画を改善推進していく。ホームはchild　caTe　work－

erが世話・指導する3つの収容治療棟をもっている。そのehild　care　morkerは児童と

一緒になって、専門職員の協力を得て、「自閉と秘密のベール」を解きほこすべく努力し

ている。

　3，日課表

6．30

6：30
8　：00

11：00
11　　30

12　　15

1　　00

2　　30

2　　45

起床

朝食

登校

中食準備のため各棟へ

中食

休憩

再び学校へ

下校

自由時間

3　：30

　月～木曜　外でボールゲームに2人以上

参加して行う。室内でボールゲームに2

人以上参加して行う。

金曜　来週の計画案を各棟ごとに作成。

0
0
5
5

3
0
4
▲
1

4
5
5
ρ
0

掃除

夕食

食後休憩

入浴（シャワー）
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　　時々テレビを見せる（テレビのチャ　　7：30　　10～11歳以下児童就寝

　　ンネルは職員が決める）　　　　　　　8：00－8：15

　　読書、室内で静かに遊ぶ　　　　　　　　　　　他の児童全員就寝

　土・日曜日　美術工芸教室。両親に面会する児童、自宅へ宿泊してくる児童がいる。

　6月～8月　午後水泳を行う。

　6～8歳の児童に、両親に会う方法として電話の掛けかたの指導家へ帰る道路、バス

の乗り方を教える。

　4．個々の児童に対する治療

　ω　毎週1時間、児童は先生と一緒にソーシャルワーカーに必ず会う。

　②　児童に対する治療計画は、児童のために働いているすべての職員によって練り上げ

られる。

　　A　入所当時のケース会議。

　　B　6か月後におけるケース会議o

　　C　その後6か月ごとにケース会議。

　（3｝年1回の心理テスト。

　（4）教育評価。

　⑤　健康診断一各専門医師が診察。

　5．職員

　児童定員50人。職員74人。内訳、園長1人、1棟の児童10人に対してチャイルド

ケアワーカー7人とソーシャルワーカー1人、計8入（5棟で40人）、グループワーカ

ー 1人、教師4人、同助手3人、その他栄養士、調理員、事務職員、用務員など25人。

　6．財政

　全費用（人件費、生活費を含めて）が児童1人につき月1，800ドル、年21，　600ド

ルかかる。国より児童1人につき月1，　560ドル支給される。差額の240ドルについて

は、教会の人たちの献金が年間20万ドル、その他特志家の献金によって賄われている。

　7・その他

　このホームの設備の特殊性として、各児童の居室にドアがなく、かぎもない。これは、

児童の情緒的安定を保つ機能をもつと同時に、職員が監督するのにも効率がよい。
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研修所感（遠藤透）

　施設収容児童は情緒障害など何らかの形で障害をもっている者が多い。かれらの収容期

間は短期間で、長くても2iか月が限度である。施設解除後は自宅・里親・グループホー

ムへ行かせている。特に注目すべきことは、児童に対してソーシャルワーカー、グループ

ワーカー、教師、心理学者、精神専門医Nチャイルドケァワーカーなど各専門家によるマ

ンツーマン方式の指導を行っているばかりでなく、児童の両親に対しても同様な指導を実

施し、児童と親との関係を密接にするためソーシャルワーカーが常に親と連絡をとり、施

設への来所を勧めている。事情で来られない親には、ソーシャルワーヵ一が直接家庭訪問

し、親子関係が疎縁にならぬよう働きかけている。週末に児童を家庭に帰し、宿泊させて

いるのもひとつの良い例である。私立の施設でも親子関係を密接にすることを指導方針と

しているが、自宅訪問までなかなか足を伸ばせないらしい。

　情緒的に問題のある児童に、長くて21か月間期間で情緒の安定が得られるのが多少疑

問である。収容というよりは病院に入院させ、医師の適切な治療で完治したら退院させる

のに似ている。精神面の障害については複維な要因が心に潜入しているので、一朝一夕に

完治しないのではないかと懸念する。

　職員は専門的に細分化されている。施設の大小により多少違い、人数も収容定員によっ

て異るが、私が報告を担当した施設では、児童定員50人に対し74人の職員がいた。週

5日の24時間交替勤務でchild　careを完全実施するのに必要な人数であろう。

　シカゴのHULL　HOUS日は日本の保育所に似た施設で、対象者は皮膚の色が各人違

う貧民街に住む児童である。世界各地の未開発地域より亡命してきた人々がほとんどで、

風俗・習慣が全然違うので、言葉を教えるのにも大変である。大きな声で歌っている保育

を見て、色々な人種の子どもたちがいかにも和やかなふんい気にあり、先生の熱心な教育

態度に胸を打たれた。

　グループホームは地域とあまり密接な関係になく、建物も普通の家と変りない。あえて

ホームの所在を近隣に知らせず、地域と隔離している様子もないく消極的である。設備

の整ったcottage式の施設では地域社会との連けいは密であり、スポーツ大会を開催し

て地域の子どもたちと接触してteり、積極的である。

　里親制度の活用については、各施設とも活発である。行政機関の力で里親のライセンス

を多く取らせ、年々増加させている。施設は単に治療機関であって、真の児童育成は家庭

にあり、自宅に帰れない児童に対し、代わるべき里親を探してやり、その里親をソーシャ

ルワーカーが指導し、児童の心身の発達を図ろうとする姿がにじみ出ていた。
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研修報告
　　　　　　かい　　と　　よし　　え

児童指導員◆海渡美江

　　　　　　三光事業団三光塾

　　　　　　西宮市鳴尾町1丁目3－33

THIRD　WAY　HOUSE．
（第三の家一グループホーム）

所在地　2270East　13th　Avenue，　Den▼er　Colo．80210

説明者　Charles　Sega1．

　　　　Hildegard　W．　Me8Benburgh，　M・D．

研修日　11月30日午前
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漣
　静かな住宅地に在り、他の民家と変らない建物で、一見施設であることがわからない。

家屋も内部の家具も傷んで非常に老朽化している。民間経営で、建物に州から吾金が出な

いからということだAその後の見学でどこも充実した設備をもっていたのを見ると、

どのように州からの援助が違っているのかわからなかった。生活費が州から出ている点は

同じである。法人組織でない個人経営の施設ではないかと思われる。

　今から8～lo年前に、　LSD・マリファナの常用による家出少年を扱うことから創立

された。現在のTHIRD　WAY　HOUSEという名称はこの時期に付けられ、病院でなく、

アパートでなく、3番目の家という意味をもっている。

　対象老

　定員13～14人（現員も同じ）のグループホームである。年齢14～18歳の少年を

預るが、現在は16～17歳の男女が半々で治療を受けている。通学している者と仕事を

もっている者とがいる。目的・目標は「重症から軽症まで、心理的・精神的な問題のある

青年のための治療上の共同体である。入院または公共施設に収容する代りの環境で、心理

学的に治していくためカウンセリングと自立の仕方を教えることに重点を置く」とされて

いる。

　少年たちは社会福祉会、裁判所、留置珠個人の医師、治療専門医、精神病院などから

くる。ケースは両親との関係が薄い、放置される。麻薬（睡眠剤、アルコール）、ずる休

み、犯罪など精神的な問題が多く、激しい暴力的行動をもつ少年だけは扱わないという条

件がある。現在最も多いのは、両親との問題（虐待、放任）、睡眠剤、アルコールなどの

理由をもつ少年である。少年たちのほとんどは学校へ行かなかったりした期間が数か月か

ら長くて1年ぐらいあり、そのため学校とは密接な関係をもつ。学校にもカウンセラーが

isり、施設側と連絡を取り合っている。教師もたびたび訪問し、電話連絡も多い。週1度

学校側から少年各人のデータが届けられる。

　入所の際、詳細なデータが整えられ、このハウスでやれるかどうかが判断される。でき

ると判断されたら、だいたい3か月で少年は変り、6か月～2年で必ず出られるようにな

る。家族との和解が重視され、和解ができたら、治療効果があったとされる。

旦　プログラム・ディレクター（精神科医）1人、理事長1人、セラピスト（常勤者）4人、

夜間勤務者（パート）1人、SW（パート）1人、秘書1人。常勤者4人は住込んでいる。

勤務時間は8時間の交替であるが、実際にはそのようにいかない様子である。

旦　グループホームは日本の施設に似た形態と内容をもっている。日本の場合は「生活の場」

というとらえ方が大きく、治療というとらえ方は少ない。アメリカでは患者であり、治療

が目的とされている。ここでは年齢層も高く、その点を生かし、少年のあいだで責任をも

たせ、互いに自分たちの住んでいる集団社会でうまく生活していくための方法を考え合わ
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させる。それは料理をさせたb、掃除や買物をみんなに分担させ、少年たちから出され

た考えを自主的にやらせる。それらはよほどの内容でない限りNo」と言わない。

　もし少年たちのなかで問題がある場合、かれらが解決していく。それには「罰」が命令

される場合もある。少年はその罰にスタッフとともに取組み、罰の建設的な利用の仕方を

見付けるよう励まされる。例えば、それを行うことによって、他の人のためになるかもし

れないということ、つまり他人を助けたり、人のやっていないことをしたりして、罰とい

う強制を取除き、積極的な行動を強調するようにしていく。この方法力＼集団のなかで責

任をもつことを教える唯一のものである。

　グループ活動のなかでの治療は、HALFVVAY　HOU　SE（中途の家）であるPENT－

LAND　HALLでも取入れられている。14～18歳の女子ばかり20人ぐらいの施設で

ある。ここでもグループのなかでの責任を強調し、スタッフと他の居住者の助けで、女

の子が個人的な正直さを身につけていくことを目標にしている。この正直さが自分自身を

認め、建設的・積極的な感情を作りあげる。そして自分が好きになり、他の女の子や親と

もっと良い関係のもてることに気付く。これらの目標が、グループ討議で生活全体のこと

を考え合ったり、ゲームや料理を協力して行うことによって治療されていく。このように

グループ治療というのは、一定の年齢のなかでは非常に重視され、また効果も上がってい

るようである。

　家族治療も積極的に行われている。家族関係の問題が多いため、来ることのできるすべ

ての家族は、ハウスのなかで少年とともに話合いをもち、治療していく。そのため少年は

コロラド州内から、現在ではデンバー市内の子がほとんどということである。95％の親

は治療を受けている。家族が少年の最高の責任をもつべきであること、折り合いをよくし、

理解し合うことを目差し、少年全体と家族と、4人のスタッフが加わり、援助し話合って

いる。進んで参加しない親には強制がなされたり、家庭訪問がなされる。

　地域との関、

　民家のあいだにある家族的な家だが、近所との交流はほとんどないようだ。どちらかと

いえぱ、迷惑がられているということだ。少年たちの友人が訪ねてくることは自由である。

地域との関係には積極的な働きかけはしていないようだ。日本のようなボランティア活動

は全くなく、仕事のなかへのボランティアの援助というものの期待はもっていない。

　（写真15べ一ジ参照）
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研修所感（海渡美江）

　アメリカでは脱施設化が進んでいると講義で聞いたが、養護施設を頭において比較する気

持が強く、客観的にみるのに時間がかかった。視察目的の地域福祉に関しては十分理解し

得なかったが、児童福祉機関が系統的に地域サービスの役割を果している。国民の側もよ

く利用し、子どもの問題も、親、親せきのほか、個人の医者や、少年、本人からの依頼も

あるということだ。

　里親制度が徹底、充実して澄り、政府・州からの保障が十分されている。里親は自分か

ら願書を提出し、厳しい調査を経てライセンスを取る。職業的な一面のあるのに驚いた。

母子家庭や、独身者も含まれているとのことである。日本では親がいる場合、里親が面倒

をみることは成立しにくいカ＼小さな子どもはほとんど里親に出してしまう。脱施設化と

看倣されるのは、里親が第一義的におかれているところにある。

　入所理由で最も多く占めたのが、「虐待を受けた子ども」である。虐待の内容は日本と

は少し違うようだ。親と子どもとの関係が悪化し精神的に不安定を起す。そして、麻薬、

売春、スピード狂、犯罪などの問題が起り、治療機関へということなのだ飛非行の内容

が日本の場合とズレがある。生活習慣の違いから、タバコや女の子の化粧については当然

のことなのだ。女の子の部屋には鏡台があり、化粧品がズラリと並んでいる。タバコは各

施設2～3の喫煙室があり、その場では自由である。化粧品などは施設側から与えている

そうである。全体を見てみると、日本の養護児童は情緒障害児扱いになり、グループホー

ムなどで扱われている子どもは、日本の教護児童である面が強い。

　二L一ヨークのINWOOD　HOUSE、ホノルルでも視察した未婚の母の施設にいる子

はほとんど売春行為がある。しかし困れば自らこのような施設に相談に来る。施設内では

乳児の育て方、自分自身の生活の在り方を教育している。その子たちの顔は明るい。日本

のように相談に行く所もなく、困り果て、中絶をしたり、生んだが育てる勇気がなく殺し

たりする現状と比べ、この問題そのものは良い事ではないが福祉の内容が多様化してい

る現在、もっと窓口を広くして隅々に行渡る福祉の必要性を感じた。

　その他印象に残ったのは、広大な土地と充実した施設内設備である。寝室・休憩室・娯

楽室などに分れ、室内装飾もよく考えられている。

　マイァミのLITTLE　HAVANA　ADULT　DAY　CARE　C　ENTERは老人の保育所の感

じで、朝、家から連れてきて、夕方、迎えにくるのである。ピアノを弾く老人は趣味で、

とても上手である。その力を利用して、みんなに音楽を聞かせ、双方が満足する。老人の

もつ力を利用しながら治療していくのである。老人のゆったりした姿を見せてもらった。

そして初めて、すぺてをこなすスーパー保母さんに出会った。専門職でない私たちの仕事

内容を聞き首をひねったワーカーにない親しみと人間性を感じされられ、まだまだ表面の

一角しか見ていなかったのだと反省させられた。
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愛児の家

東京都中野区鷺宮

3－2－　13

HULL　HOUSE　HEADSTART
CHILD　DEVELOPMENT　CENTER．
（ハル・ハウス幼児能力開発センター）

所在地　901W．　Montrose，　Uhicago，　I　l　L　60613．

説明者Mrs．　Betty　Strauss（Direetor）

　　　　Miss　Ann　Cunniff（Coordinator　of　PublicRelations）

　　　　12月1日午前
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　イリノイ州北部、ミシガン湖西岸にあるアメリカ第2の大都市シカゴは、高層ピル、市

を貫く多くの大通り、華やかな会議の数々で知られる最もアメリカ的な大都会で、産業・

交通の一大中心地で、内外の産業・貿易の主要地となっている。シカゴは別名を「からっ

風の町」（Windy　City）といわれるように、海のような大きなミシガン湖の風をまともに

受ける湖畔にあるが、シカゴの住民は、空港・会議場・建物・ホテルなど、なんでも”世

界最大”が目標で、むしろ「大都市」（The　Big　City）と呼ばれる方を好むといわれてい

る。現在周辺都市を含め、710万の人口がある。有名なギャングの王様アル・カポネ（Al

Capone）を生んだのもこのシカゴである。中心部から北に約5．・2マイル（8．3キロ）行く

と、華やかな都市とはうって変って人通りの少ないリンカーン公園近くの町にはいる。建

物はレンガ造りが多く、下のほうの窓ガラスやドアの大部分が板張りになっている。この

辺に住んでいる子どもたちが石や雪などを投げて壊すので、自衛の策だそうである。私た

ちの乗っていたバスに向かって、黒人の男の子がいきなり雪をぶつけてきた。また道路を

歩いている人にも投げているのには、びっくりしたe

　目的のハル・ハウスは、そのような町のれんが造りの建物のなかにある。はいって行く

と受付があり、中年の太った3人の女性が物珍しそうにジロジロと私たちを見ていた。大

きな体の黒人が出たりはいったり、ワサワサとしたところで、私が考えていた施設とはま

ったく違ったふんい気であった。この地域（Uptown）にはいろいろな国の人kが集まって

いて、社会福祉発祥の地としても有名だそうである。

　施設の沿革

　約150年前ジェーン・アダムズ（Jane　Adams）が貧困者を対象に、シカゴ西部の郊

外に一般寄付などによって設立、その当時は広告を出して宣伝をしたりした。テネシー州

やケンタッキー州の人々も利用するようになった。現在はシカゴ市北ブ・一ドウェー街

にハル・ハウス協会をおき、22か所に施設を経営してhる。このハル・ハウス・ヘッド

スタートはそのなかの1施設である。ヘッドスタートとは能力を開発するということの意

味で、日本の幼稚園と保育所を合せたようなところと理解した。

　施設種別

　民間施設。Hull　House　Assoeiation・

　経営主体（収入源）

　連邦政府より94299．00ドル内訳、年間1人1，048．00ドル、月間1人87．00

ドル、週間1人22、00ドル、1時間1人L50セント。

　連邦政府以外より（副収入）23，598．00ドル。

　合計117，88＆00ドル。
　対象者

　3歳から5歳（4歳半）までの子どもの通園施設。人種に差別なく、どこの国の子ども

でも通園できる。現在数99人、定員99人。このうち5人は障害児。親が自発的に入園
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申込みにくる。

職員の構成

Director　　　　　　1

有資格者　　　　　4

助手（無資格職員）　4

ソーシャルワーカー　1

配膳者　　　　　　　1

運転手　　　　　　　1

秘書　　　　　　　1

人種別

　アメリカインディアン　0

　東洋系　　　　　　　　1

　スペイン系　　　　　　1

　　　〃　　　　　　　　　　　1

　黒人　　　　　　　　　1

　その他　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　2

無資格

　〃

有資格

　〃

　〃

無資格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計、無資格者4、有資格者4人

　保護者の生活程度

　生活扶助を受けている者90％　自活している者10％

　入所手続

　受付で出生書、家庭調査書、収入証明書などの書類を書込み、手続きする。収入の程度が

平均より10％下ならば、政府より扶助を受けることができる。

趣
　入所時より6週間目、6か月目、卒園時をそれぞれひとまとめずつにする。1人の子ど

もに対する記録の数が多く、教育・健康・社会的・心理的・栄養・保護者に関することな

ど、非常に細かい分野に分れて記録されている。

　対象者の処遇

　子どもにこのセンターへの通園許可が出たとき、親はウエルカム・トウ・ヘッドスター

トという小冊子を受取る。

旦
　自信をもたせ、自発性を養い、物事に好奇心をもたせ、自己の修養を促進する。子ども

の精神的過程や技能、特に思考・言語1ついての効用を高める。学習をよりよくするため

の環境づくり。健康や体力の改善。尊敬の意識や家族の自己価値を高めること。これらを

次の5つの分野、教育・健康・社会福祉・栄養・両親の啓発に分けて事業を行っている。

以上は小冊子の最初に書かれている文である。そしてそれぞれの分野について項目別に書

かれている。

控
　3歳児の組、4歳児の組の2つの組がある。1組23人とし、先生1人、アシスタント

1人となっている。保育は2部制で、午前中はセンターの南側に住んでいる子どもたちの

保育、午後は北側に住んでいる子どもたちの組で構成されている。時間は次の通りである。

　午前の部　8：45～U：45　　　午後の部　12：45～3：45
　積木、人形、テープルゲームのための場所、壁に書かれている絵画、子どもの体に合
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せた備品、色彩感覚を養う色の調和など、子どもたちに様々な異なった体験を通して試行

錯誤するために教室内の環境づくりをしている。この項目のなかには、玩具・体力・食事・

健康などが細かく分れ、ひとつひとつが親切な説明付きである。

　このほか大きな項目として次のようなものが挙げられている。

　健康プログラム

　登録された全部の子どもはすべて無料で検診を受ける義務があると書かれ、その治療に

ついても親ぐるみの責任で行われると書かれている。

　社会的・心理的相談

　子どもの能力に関することのみならず、家族への助言・福祉、あるいは就職のあっせん

なども行い、子どもの開発に関すること、心理的な問題などすべての結果は両親に伝えら

れるとある。

　栄養指導

　給食指導として家族の食事と、センターの食事とが二重の献立内容にならないように考

慮されたり、情緒的な面にも心配りされている。

　両親のかかわり合hと責任

　この項目にも親としての当然の責任と権利が細かく書かれている。たとえば、ボランテ

ィアのこと、親の集会のこと、センターで記録されている自分の子どものことに対する疑

問をスタッフと十分な意見の交換をすぺきこと、などが記されている。

　ディレクターの部屋に自由に出入りすることができ、自分の子どもの記録を見ることも

できるようになっている。

　以上のようなことが小冊子のなかに書かれているが、紙面の関係で細かく書けないのが

残念である。

　見学所見

　このハル・ハウス協会のヘッドスタートは、研修第1日に明治学院大学・秋山助教授が

紹介されたところである。そのときこの施設の記録のすばらしさを挙げてteられた。1人

の子どもに対しての、この細かい記録は貴重なものだと思った。この記録を読んだ親がス

タッフに意見や疑問を投げかけることができるということは、一人の人間の成長にどれほ

ど大きな影響があるかもしれない。残念ながら長年養護施設に勤務の私にとって、日本の

保育所や幼稚園についての勉強が不足で比較することができないが、説明者であるディレ

クターの熱意ある齢話をうかがい「細かい説明よりも、実際の子どもをみてほしい」とい

われた言葉が非常に印象的であった。

　保育室にはいるとソット「どの子もみんなそれぞれ違う顔をしているでしょう。よく見

てごらんなさい」と教えてくださり、注意してよくみると、なるほどそれぞれが異なった

顔をしている。12か国の人種が集っており、英語の理解ができない親のためにセンター

の2階には英語教室が開かれ．自分の子どもの保育時間に合せて、希望者は英語を習うこ

とができるようになっている。
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　私たちの訪問がちょうど昼食時だったので、一人一人のお皿の上にのっているミックス

ベジタブル、マッシュポテト、スライスしたお肉・パン・バター・ミルクの献立を見るこ

とができた。1人の黒人の子がパンを片手にペソをかいていた。そばにいた先生がボラン

ティアの1人に「この子はパターがきらいで、パターの付いたパンは食べないの」と別の

パンを渡すと、その子が笑顔になってバンを食べ始めた。これは私にとって非常に興味の

ある光景であった。きらいなものでもほんの少しずつでも食べられるように努力するやり

方との違いにである。このような細かい、そして幼児を扱っている者にとって知りたいこ

となどが、時間の関係で落着いて聞けなかったのがとても残念であった。

　過去5年間、週2回ライフ・ワグナー（Mr．　Ralf　Wagner）という86歳の老人がボラ

ンティアで来られる。ちょうどその人が、子どもたちから「おじいちゃん、bじいちゃん」

と慕われていた光景が心に深く残る。年寄りと幼児のつながりの×切さを日ごろ考えて私

だけに、実際にその場面をこの目で見たことは忘れられない。研修目的のひとつであった

地域社会とのかかわb合いについては、ここの施設の事業そのものが大きな意味での地域

サービスとして行われていることだと思う。（写真143ページ参照）

研修所感（石綿裕）

　里親制度

　子どもは家庭で養育されるという基本的な考え方が米国全州に徹底されてtaり、里親の

積極的なあっせんが実施されている。私に最も興味と関心のあった里親認定の基準が、人

権尊重を踏まえ、基本的・根本的なことを失うことなく選ばれることに感心した。他人の

子どもを養育するだけの能力と技術をもち、人間性の豊かな、心の温かい人、子どもを養

育するという意志をはっきりもっている者ならば、独身者でもよい、借家でもアパート住

まいでもよい、さらに驚いたのが、生活扶助を受けていてもよいということであった（サ

ンフランシスコの福祉局）。

　里子の年齢的問題はどこの国も同じで、学齢児以上の里親探しにはなかなか困難なよう

である。また十分な調査と話合いをしたうえでの里子縁組でも、うまく行かずに帰された

りすることもあると聞いた。里親制度そのものの規模の違いは大きいが、高年齢児の子ど

もに対する里親問題は、どこの国でも厄介な問題だと思った。

未婚の母の場合、母子ともに里子として養育家庭で養育されると聞き、それがうまく成

立っているのかどうか聞きたいところであった。3歳から18歳までの子どもを養育して

いる日本の養護施設的なものはないように思われた。幼児は里親の元で育て、年齢の大き
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い子はグループホームで育てるほうが多いようである。養育家庭を一度も訪問できなくて

非常に残念であった。

　グループホーム

　ァメリカにおける高校生くらいの子どもの実状は、最も知りたいところであった。私は

自分が中高生を担当しているだけに、いろいろな角度から観察ができればと思った。特に

デンバーのサードウェーハウス（IHIRD　MesY　H］USE）は最も身近に感じた。13人の子ど

も（15歳～17歳）を9人の職員で養護に当っていたが、大した家財道具もなく、少な

くとも裕福なホームとは思えなかった。しかし技術的な面では、説明者である若いソーシ

ャルワーカーは自信に満ちた顔で話され、時間的な余裕もあり、細かく、気楽に話せたよ

うに思う。高校生の年齢での養護施設内での生活はいろいろな問題がある。同じ敷地内に

このアメリカのようなグループホームがあればすばらしいと考えたりもした。

　どこの施設でも同じであるが、その目的がはっきりと書出されている。「心理的かつ精

神的な問題を和らげるために、厳しい環境のなかで青年たちを治療する施設である。その

目的の概略は、これら障害となるものの原因を突止め、入院あるいは収容のために選択さ

れた生活環境のなかで、かれらを心理的に分析することにある。重要点は2つの基本的な

ところにおかれている。A・相談助言。　B・自立するための技術教育。」

　以上は、ここの施設のプログラム報告のはじめに書かれているものである。若いソーシ

ャルワーカーが、子どもとともに生活をし、子どもとともに仕事をし、24時間勤務だと

言っていた。「年の若い男女が一緒に住んでいるので、夜中には寝ていても、耳はいつも

起きています」と話していたことなど、児童養護に対する、そしてその仕事に対する熱意

に、心温まる思がした。

　女子だけのグループホームを訪問したとき、ソーシャルワーカーの1人が非常に親しげ

に話かけてくださった。私のつたない英語で「現在、自分は13人の中高生の男子を受持

っている」と話すと、「自分はやはり中高生の女の子を受持っているが、男の子のほうが

あっさりしていていいでしょう」など。もっと時間があれば、互いにもっと情報を交換し

合い、子どものことなどについて話合えたのではなかったかと、とても残念であった。

　職員の資格

　ともにいる児童たちに対して気楽な人。一これは、アメリカにおける児童指導員の個

人的資格条件のなかの1節である（Child　Welfare　League　America　Standards　for

Services　of　ChildWelfare　Institutionsより）。日本ではとうてい考えられない、

いかにもアメリカ的な自由な表現だと思いませんか。あちらこちらの施設でお会いしたソ

ー シャルワーカーである指導員の方々の気楽な、そして明るい様子は、自分の仕事に対す

る誇りと、自信に満ちた態度はきっと子どもに良い影響を一与えるのではないだろうか。こ

のほかに資格の条件がいろいろあったが、すべて子どもを育成するとhう重要な役割を前

提として作られていると感じた。

　しかし児童指導員、ソーシャルワーカーの資格基準は非常に高く、4年制の大学を卒業、
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大学院修士課程を終え、さらに2年間のインターンを必要としている。この2年間のイン

ターンは直接処遇者である者にとってどれほど貴重な経験であるかわからない。このこと

は私が数年前から保母学校や養成所にお願いしている、保母・指導員のインターン制の必

要を認めるためにも大きな課題のひとつではないだろうか。そして「25歳以下（大学卒）

は助手として用いる」となっている。すぺて子どもを育成する本来の目的を忘れることな

くできた資格認定の基準のように思われた。アメリカの制度をまねるのではなく、日本は、

日本の現状に合った、そして、便宜的でなく、官僚的でない資格の認定を考えるべきだと

思った。この研修のなかで一番先に感じたことである。

　まとめとして

　女子高校生のグループホームにはボスターマザーと呼ばれる人がいたが、ソーシャルワ

ー カーは9時から5時まで、どのような方法で子どもと接したり観察したりするのか理解

できなかった。日本で私たち保母は、10年以上も経験をもてぱ、極端にいえぱ当然ケー

スワーカー、グループワーカー、ソーシャルワーカー、そして児童指導員、さらに母親的

要素が要求される。しかしそれだけのものが子どもを満足させるだけ十分になされている

かどうか。アメリカではそれらがすべて専門分野に分れている。したがって1人の子ども

に係り合うおとなの人数も多くなるので、それぞれの記録が非常に重要になってくるはず

である。いったいその横のつながりは、どのようにして行われているのか、成長していっ

た子どもは、うまくいっているのか、日本的なものの考え方の私には、ぜひ知りたいとこ

ろのひとつであった。ものの考え方の違いは国民性の違いで当然のことであるが、小さい

時から独立心を養うことに非常に力を入れている。これは決して他の国のまねでなく、歴

史のあることであり、良い意味での個人主義も、同じように積み重ねで植えつけられてき

た自分たち自身のものであろう。すばらしい〃

　私は自分の目で見てきた施設の一つ一つについての感想や疑問、そして自分が働いてい

る養護施設が決してアメリカに劣ることのないことなど、とにかく、定められた枚数のな

かでは書ききれないほど大きな収穫があったと思う。あの膨大な土地、：豊かな資源、マイ

アミで会った若い3人のソーシャルワーカーのインターン生の福祉に対する意欲的な考え

方、見方など、また町で見掛けたストリートガール、アル中の人たちのことなど、数限り

ない・事柄に対して、深い興味と探求心でいっぱいである。
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北光社ふくじゅ園
北海道札幌郡広島町

西の里449

THE　NICHOLAS　J．　PRITZKER
CHILDREN’S　PSYCHIATRIC　UNIT．
（ニコラス　J・ブリッカー児童精神病治療ユ＝ット）

所在地　800East　55th　St．，Chicago，111．60615．

説明者　Gerri　Cox　（事務・管理担当秘書）

　　　　Ruth．

　　　　Milly　Chapin（音楽・体育教師）

　　　　Traf㎞ow（心理学主任）

　　　上沼昌雄（シカゴ大学物理・神学専攻）

　　　　秋山一郎（イリノイ大学一般化学教授）

　　　　12月1日午後

プリPtカー・ユニプト

の玄関。人物は研修団 it；：：一一z
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　施設の概要と経費

　1964年9月。全米＝ダヤ児童協会が定員26人で創立。当初は長期治療を目的とし

ていたが、現在は短殿胎療に変った。2歳から14歳までの情緒不安定な児童に対する専

門分野協力体制の看護による診察および治療施設である。定員は男女40人で、現在は35

人いる。プログラムは宗教・人種・出身国籍などにいっさい関係なくすぺての児童に提供

される。

　施設はMICHAEL　REESE　HOSPITAL（ミカエル・リース病院）の精神科のなかの児

童精神治療病棟で、専門医師団のほかに相談員がいて、広範囲にわたる施設設備がある。

シカゴ市ユダヤ人連盟と関係をもっていて、アメリカ病院協会に公認されている。費用は

1人1日160ドルで、原則として両親が負担する。困窮者には州から一部補助が出る場

合もある。ただしこの場合は21日間だけ。

　対象及び入所経路

　対象老は自殺を計るなど深刻な問題をもつ子ども、あるいは大げんかをするなど、精神

身体症．人格混乱、小児精神病、神経精神病的混乱などによる情緒的問題児で、学校や家

庭、その他の相談機関からソーシャルワーカーを通じて受入れる。係りに電話で申込みが

できる。受付の手続きをして、2回目の面接のときに両親と子どもは専門職員に紹介され

る。緊急の場合はその場ですぐ入院できる。

旦
　プリッカーユニットは5つの部門に分けられている。児童8人ずつを収容する寮が5つ

あって、各寮の子どもは診断・治療計画および実際の治療に、責任ある専門分野の職員に

よって看護されている。職員の種類として次の人々が挙げられる。

　精神社会臨床医．一地域社会における関連ばかりでなく、個人・集団・家族の精神療法も

担当している。15人。

　心理学者一個人・集団・家族の精神療法のほかに、徹底的に心理検査をする。常勤2人、

パート3人。

　看護婦一小児精神病患者の世話をする。8人～10人。

　保父・保母一家庭の両親の役割をする。44人。

　付属治療士一子どもに自己表現ができるようにする。創造的身体的活動を担当する。

　特殊教育教師一シカゴ教育委員会の後援のもとに、公認の学校教育案に従って勤務して

いる。13人。

　そのほかミカエル・リース病院から小児科医、神経科医、その他の専門家が、必要な場

合いつでも派遣されるようになっている。これらの職員は毎週会合をもち、ケース討議を

して、個別に指導計画を立てる。できたプログラムが児童各自のつくえにはってあった。

教室では単に教えるだけでなく、情緒担当掛が分析を行うようになっている。

　対象者の処遇

　入院した児童とその家族は専門職員によって完全な診断を受け、その後3週間にわたっ
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て徹底的に相談を受けるようになっている。この相談で子どもの多角的治療計画が練られ

る。治療には個別治療と集団治療の組合せや、家族全体の治療・精神運動・活動治療・環

境治療・行動調整・化学療法などが取入れられている。その方法には柔軟性があって、個

々の子どもにとって特に必要なものを与えるようになっている。治療団は毎週各児童を診

察し、治療方法を子どもの病状に応じて調整するようになっている。

　2つ目のプログラムとして、週1度の通院治療がある。つまり外来患者で独自で利用も

できるし、子どもが入院治療を受ける準備としても利用されている。

　3つ目に、入院と外来のあいだの移行段階には、児童は学校教育計画による1日生徒と

して、9時半から午後2時半まで来院して治療を受けることができるようになっている。

　入院児童の日課は次の通り。7時一起床。8時30分一朝食。9時30分一登校、授業

開始。12時一昼亀午後2時15分一下校。2時30分一おやつ。5時30分一夕食。

夕食までの時間は予習をしたりする。特に12歳から14歳の児童は、チームごとに能力

に応じた指導を受ける。8時一12歳以下の児童就寝。9時一12歳以上の児童就寝。

迷
　概略の説明を受け、グループに分れて見学した。建物全体が中庭の運動場を囲んで円形

になっていた。音楽室一ミ＝一ジックセラピーをする。美術室一アートセラピーをする。

体育室一活動的だが体のバランスのとれない子どもを分析治療する。隔離室一発作を起し

たとき、隔離鎮静させる。ゲーム室。工作室一週末に4人グループで道具の使い方を個別

指導する。1人の男の子がちょうど指導を受けていた。ステージルーム。ダンシングルー

ム。ここでローラースケートもできる。食堂一昼食は先生と、夕食はカウンセラーや保母

といっしょに食べる。屋外に遊戯場・プール・バーベキュー設備がある。

　退院時

　プリッカーの専門職員は退院後の子どもの看護のための計画を作り、家庭やあっせん機

関と緊密な連絡をどり、アフターケァする。両親は子どもの退院前後にしばしばカウンセ

リングを受ける。そして大抵の場合、子どもは退院後、外来患者として治療を受けるよう

になるという。行届いた個別計画で治療を受けた子どもの回復成績は非常に良いそうであ

る。

　総括・所見

　施設はミカエル・リース医療センターの1部門で、精神病科の他の部門と同じように、

現職医師の継続教育と、専門職員の向上計画の役割をもっているという。また精神の健康

と、子どもの治療にかかわる訓練を受けている人にも、教育・訓練の実習の場になってい

る。前にも述ぺたように病院の精神科のなかの小児精神治療病棟であり、このような施設

を見、聞きしたのは初めてなので、非常に興味を覚えた。1人1日160ドルの費用を掛

けるだけあって、多くの職員と分科された設備による個別指導がうらやましく思われる。

　小じんまりとして、明るく、ソフトなムードの音楽室。特徴の見られる絵をはっている

美術室。興味のあったのは特別室というのか、発作を鎮めるための暗h部屋である。子ど
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もはこの部屋に入れられたら、かえって恐ろしさや不安に駆られないだろうかと思ったり

した。地下のゲーム室や工作室に続いて、ステージルーム、ダンシングルームと、40人

に対して設備の十分さは、日本ではちょっと考えられない。食堂の壁には生徒の作品をは

り、10個の丸い食卓にはカラフルないすが並んでおり、すぺてに教育的配慮がうかがわ

れた。

　建物の設計が中庭を中心に円形になっているのも特徴で、何とか説明があったように思

うが、聞きもらしてしまった。これだけの設備がだれにでも開放されていることはすばら

しいと思うが、定員が40人と少ない点、また現在員35人というのはなぜだろうと気に

なった。もっといろいろ聞きたいこともあったが、時間が限られ、直接会話のできない不

便さもあって、レポーターとしては心残りであった。

教育的に配慮されている壁面
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研修所感（渡辺蓉子）

　37か所を訪問した研修旅行で強く印象に残ったのはまず国土の広さである。これは知

識としてではなく、目と体で感じた。東海岸から西海岸まで3時間の時差があり、飛行機

が州から州への交通機関である。自家用機の存在もはじめて納得できた。

　施設については、土地が広いため建物にゆとりがあり、経済的に豊かなため設備が整っ

ていて、職員はゆとりをもって児童に接しているように見えた。特に一人一人に何が必要

かを見極めてケァしていることは、私たちの現状と比べて大いに感じる点であった。

　訪問先は州の社会福祉局、情緒障害児．施設、グループホーム、小児精神治療施設、特殊

教育施設、保育所、未婚の母親の収容施設、里親開拓施設、里親の家庭、教護施設などで、

そのうち日本の養護施設に近いのがグルーブホームである。組織、分類の仕方、国情、国

民性が違うので一概に比較できないが、違いをはっきり感じたことを挙げてみる。

　1）児童が施設にはいると、家族もいっしょに治療（教育）する。子どもは本来家庭で

育てられるべきものとの考え方で、施設収容期間をできるだけ短期とし、在宅指導に力を

入れているという。日本の養護では、問題が子ども自身にあることよりも、大半が家庭に

起因することが多いのに、両親あるいは家族のケアについては見るべきものがない。

　2）里親制度は日本と異なり、長い歴史をもっている。マイァミの里親開拓施設Cer

tralized　Children’s　Serviceがそれを教えてくれた。福祉先進国で施設養護から母親

委託へ変ってきたことを、日本でどう受止めるべきか、ひとつの課題である。里親Mrs．

Anna　Boyleは、軽度の精神障害児のみ10人も育てており、そのなかの1人と養子縁組

もしていた。70歳を過ぎたかの女は施設という言葉が大きらいで「子どもを育てるのに

病気以外に大変なことなんてない」と言切って、その巨体を子どもたちのなかに埋めてい

た。里親の真髄に触れた思hだった。

　3）ンーシャルワーヵ一はどこへ行っても重要な役割を果していた。専門的な高度の知

識と技術を備え、学者や医師と密接な連携のもとに自信をもって児童に接していた。仕事

ははっきりと領域が決っている。収容施設での労働時間は最低基準が守られ、週末は休み、

バケーションなども聞いた限りでは問題はなかった。これは職員数にゆとりがあるからだ

けだろうか。退所後のアフターケァも他の機関にゆだねることができるからであろうか。

あまりにも合理的すぎて日本的感覚では納得しかねる点もあった。

　4）個人bよび一般からの寄付が多額であることに驚く。福祉の充実はとりもなtSさず

予算の増大に直結するもので、大部分の施設に連邦政府や州からの援助があり、財政面で

の苦労はなさそうにみえた。多くの福祉施設が教会を中心として始められたことでもわか

るように、宗教的思想がその根底にあり、大きな支柱になっている。近年宗教心が衰退し

てきていると聞いたりもするが、それは日本ほどでない。

　今回の研修によって、私は自分の役割を再確認することができた。施設養護が地域に溶

け込み、みんなの施設になることが、私たちの当面の課題であると思う。
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鎌倉保育園中村支部岩草園

中村市下田寺屋式

ANGEL　GUARDIAN　CHILD　AND
FAMILY　CENTER．
（エンゼル・ガーディァン子ども家庭センター一問題児収容施設）

所在地　2001West　Devon　Avenue，　Chicago，　Ill．60659

説明者　Mr．　William　Convay（総括理事）

　　　　Mr．　Lance　N．　Krajacic（プログラムディレクター）

　　　　12月2日午前
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1

　シカゴ市の中心部からミシガン湖に沿って北に走り、やや西にはいった住宅街にある施

設である。12マイル（約19㎞）約30分でバスは着いた。パスから降りると、歩道の

脇には雪が積って＄・り、寒さとともに早くも冬の到来を知らされた。左手のやや離れたと

ころに礼拝堂が見られる。

　大きなホールに案内され概略の説明を受ける。ホールは約800人がはいれる大きさで

あり、この施設が歴史的にも長くまた以前たくさんの子どもを収容していたことがうかが

われた。

　まず広い施設の一部を見学し、そのあと細かい説明を聞き、質問などをさせていただい

た。予定の時間をオーバーしたにもかかわらず、食堂でカフェテリア型式の昼食をおいし

くいただくことができた。

　感謝して外に出ると曇り空にミシガン湖の冷たい風が吹いていた。

　施設の沿革

　南北戦争によって生じた孤児を収容するために1865年、ドイッ系カトリック尼僧に

より設立された。多いときは800人を超える子どもを収容していた。

　1917年、シカゴ地区の大司教管区にあるすべてのこれらの施設を連合し、シカゴ・

カトリック慈善団（CATHOLIC　CHARITIES　OF　THE　ARCHDIOCESE　OF　CHICA－

GO）とし、現在の経営主体の設立がみられた。

　このプランは当時シカゴ管区大司教であったGeorge　W．Mundelenにより認められ、翌

年（1918年）1月21日、シカゴ・カトリック慈善団の定款がイリノイ州政府に認可

され、各分野において活発な活動がなされた。1974年、州および連邦政府からの資金

的援助が止まり、孤児院としての当施設を廃止するに至ったが、慈善団連合で討議した結

果、地区の人たちの人間関係のとりでとして発足することになり、現在に及んでいる。

　40エーカー（約16町歩）の土地に4棟の大きな建物があり、現在ではこの一部を利

用してAN｝EL　GUARD　IANがあり、他のスベースを利用して老人の通園センター、身障

者センターなどがあり、プロ・バスケットチームの養成も行われている。

　対象者について

　学校・家庭・地域などで問題があり、取扱い困難な子ども（問題が大きいなどで少年裁

判所扱いになるような子どもは除く）を対象とする。対象年齢は男子で9歳～15歳、女

子でll歳～15歳であり、施設在所期間は長くても15か月までとしている。

　定員36人で、現在21人（男15人、女6人）を収容している。入所児の問題別は学

校で反社会的行動がある者80％、家庭内でのトラブルからきた非行児20％である。

　入所経路と退所
　ω学校カウンセラー、（2）カトリック神父、（3）保護観察司、（4）家庭、（5）他の施設から相談

を受け、その必要がある者について入所を認めるが、少年裁判所にかかる者、麻薬中毒の

者については受入れない。

　治療された子どもは早い機会にそれぞれの家庭に帰すが、親との調整がつかない場合や
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親が子どもを受入れない場合はボスターホーム（里親）に行くことになる。

　入所条件

　シカゴ・カトリック大司教管区内の子どもで、家庭（親）が1週間va　1回来所し施設の

指導・助言サービスを受入れるものでなければならない。宗教は問わない。

　処遇について

　子どもの能力開発をねらい、日常生活のなかで多角的プログラムを用いて治療するとと

もに、家庭（親など）の治療と指導を平行して行うことにより、問題解決と成育を図って

いる。特に当施設は家庭（親）と子どもとの調和ができるよう、この点を強調しているの

が特長であると感じた。

　プログラムとして次のようなものが展開されている。

　（1）グループ生活の経験、（2）それぞれ専門によるグループと家庭の相談指導、③ケースワ

ー ク援助、（4）精神病理学的個人指導、（5）医療・歯科援助、（6）特殊教育、（7）小学校・高校へ

の通学、（8）職業訓練（子どもの能力を見付け、適性あるものをやらす）、（9｝余暇活動（サ

マーキャンプ、牧場の手伝いなどにより人間性を養う）、00宗教教育（倫理面を強調し、

理解さすことによって、性格形式を図る）、GO就職の機会（地区内または施設内にパート

タイマーとして働く経験をすることによって、就職の手掛りとする。時にはボランティァ

の家族といっしょにすることもある）。

　他にグルーブミーティングを活発に行うことにより、子ども同士の開発を図る。個人的

には美術・音楽などもプログラムとして用意している。

　長期休暇の場合、サマー・スクールを設けて学習力の回復に努めたり、年少児にあって

はデー・キャンプに参加させたりして高揚を図っている。

　家庭との調和を重視するところから、休日にはそれぞれの家庭に帰宅させ、家庭からの

側面での処遇の効果も図っている。

　職員について

　ディレクター1人、プログラムディレクター1人、同助手1人、ソーシャルワーカー2

人、チャイルドケア12人、看護婦1人、秘書2人、用務員1人の21人。別に精神科医

がパートタイマーとして毎週月曜日に来所し、子どもの治療面でアドバイスしている。

　チャイルドケァ職員の勤務は8時間3交替制。1年間15日の有給休暇が認められ、4

年以上勤務すると20日、また病気休暇12日が認められる。給与は月額＄550～＄750。

　財政について

　シカゴ・カトリック慈善団連合（経営主体）により財政が賄われている。家庭の負担は

収入に応じてランクがあり、月＄30～100。1951年の1人1日当りの必要経費は
＄60．　22で、施設全体で＄3，755，000，になった。今年は＄4，000，000．を予想し

ている。

　ボランティァについて

　余暇活動面でボランティァを受入れており、特にレクリェーション指導能力のある老に
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重点をtsき、面接して人選し、保証人が得られる者についてボランティアとして認めてい

る。活動内容は子どもを楽しませたり、喜ぱせたりする実際面が主で、クリスマスには大

いに腕を振るっている。

　地域との関係

　近隣はユダヤ系が多く住む住宅街で中流家庭が多い。プールやその他の体育施設を利用

させてはいるが、これといった地域とのつながりはない。

醒
　子どもだけを指導・治療するだけでなく、家庭への助言・治療サービスをしており、内

容的にも興味のあることであった。時間がなく詳しく聞けなかったのが残念であるが、わ

が国の養護施設にかいても家庭への治療・助言サービスをもっと積極的に行うことによっ

て、よき家庭環境を整え、早い機会に家庭に帰す努力をしなければならないと痛感した。

　建物が大きいため老人センターなどが同居しているが、それを感じさせないように配置

がなされている。子どもの生活の独自性訟よびふんい気の漂いはあまり感じることがで

きなかったが、居住区はさっぱりときれいに整備されていた。日常生活がそこですべて行

われる工夫がなされていたが、プライベートを重んじる国にかかわらず、寝室は12人ま

で生活するようになっており、はたして子どもたちが落着けるかどうかを考えさせられた。

きれいに整理整頓された寝室の一角の各自の・ッカーに、消しては書いた落書きが印象に

残った。

　プ・グラムディレクターおよびアシスタントの専任をおき、しっかりしたプ・グラム展

開がなされているようであるが、それらの詳しい内容や展開方法と実際に触れることので

きなかったのは、残念な気がしてならない。クリスチャンホームであるからには、生活プ

ログラムのなかに宗教的日常行事があるだろうと想像していたが、格別なプ・クラムはな

いとのことで期待外れの感がした。しかし神の愛はどこかに在って、子どもたちもそれぞ

れ感じて成長しているのだろうと思う。

口
、

　
　
一
襲

・ノこ㍉

●hL

女児寝室

一 61一



研修所感（青木浩）

　アメリカの行政的アプローチを思うとき、日本のように画一されたものでなく、それぞ

れの州政府が独自の州行政によって進め、集大成して連邦政府（国）の行政に至るといっ

たもので、それは単にアメリカが広×という理由だけでないと感じた。福祉の理念に立脚

してそれぞれの方法で、自信をもって推し進めている誇りを、見聞することができた。こ

れはそれぞれの施設についても同じことで、福祉理念について大いに反省させられた。自

分ははたして福祉理念に立脚したプログラム展開で子どもの養護に当っているのだろうか、

真に子どもを見詰め、子どもの将来の展望に立っての拡大思考的な養護ができているだろ

うか、を考えさせられた。

　専門性についてソーシャルワーカーは大学卒業後、大学院、インターンを経て学習と経

験を重ね、厳しい長い道をたどって初めて認められている現実を知り、ここにも大きな開

きがあり、高い水準に在るわけだと思った。日本ではいまだ専門職制についての位置づけ

や確立がなされていないのが現状で、立遅れがますますはなはだしくなるのではないかと、

はがゆく思う次第である。

　施設の位置づけについては、あくまでも中間的役割に任じる認識の上に立って養護がな

されており、子どもの育つ所は家庭であるとし、そのための努力や指導がなされている。

わが国でも家庭を批判するまえに、家庭回復について真剣に考えて取組む必要が痛感され

る。

　人種問題は表面には出ていないようだが、根強く潜行して残っているようだ。白人で形

成された住宅街も黒人の進入で地価が下がり、他の居住区を求めて移動していく現状があ

る限り、人種差別問題は解決しないであろう。今回まわった施設でも、白人以上に黒人の

子どもが大ぜいいる現状を見て、伺か複雑な気持である。

　多くの人種が入り交っている．比較的歴史の浅いアメリカである。日本のように単純に

考えられない面や、国民意識の違いなどもあるが、これからのアメリカ社会には解決せね

ばならない問題がまだたくさんある。それだからこそ社会福祉の必要性がおのずと生れる。

既成観念に捕われない社会福祉の在り方の根元を知った思いがした。

　里親制度の発達、養子縁組、親権の剥奪など、日本であまり発達していないもの、また

例のない事柄が、大きな勢いで存在しているのをみると、われわれも施設のなかだけでな

く、社会を見渡すもっと広い視野に立っての感覚が要求されているようである。

　里親の開拓はわが国の大きな課題であり、日本人固有の血縁の考え方ではアメリカのよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　で　　　もうな発達は期待できないであろうが、その原因をもっと深く分析し、あい路を解決しなけ

ればならない。もっと前向きの姿勢で考えなくてはならないだろう。

　住宅の問題、核家族の問題、財政的な問題、指導サービスの問題など、一つ一つについ

て施策を考え真剣に取組まないと、いつまでたっても解決しないような気がする。

　麻薬、アルコール、未婚の母などの言葉は、どの施設に行っても聞かれた。本来はおと
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な社会の問題とされていたものが、子どもにまで広がってきている現代アメリカ社会をか
も　　　シ

い間見、日本でもこうした問題がいずれ起りはしないだろうかと懸念されないでもない。

　子どもを立派に育てる責任は囲りのわれわれおとなにあり、よき環境を整えてやるのも

teとなの責任である。問題が起きて治療するのでなく、問題が起きないような予防的な面

にも、もっともっと目を向けなくてはならない。

　ボランティァについては、治療的プログラムの色彩が濃いほど積極的には受入れてはい

ないようで、これは誇りであるとともに、職員配置が整備されたために必要がなくなった

のかもしれない。ボランティアの在り方の感覚や次元が変ってきている気がしてならない。

　どの施設も環境や設備は大変すばらしいものがあるが、それは州や連邦政府の補助金の

みに頼らず、経営主体がそれらのために広く一般からの資金調達に力を注いでいるからで

あろう。わが国のように政府や地方公共団体の財政援助にほとんど頼っている現状では、

アメリカのような運営はとうていできないだろうと思う。

　対象者である子どもに会っても、ヤンキー気質でもあろうが、笑顔で愛き：うがあり、

心を和ませてくれるものがあった。施設によっては子どもたちがわれわれを案内してくれ

た。施設にいるという劣等感や偏見をもたず、堂々としていたのが印象に残った。

　マイアミの老人センターで、トランプに興じる老人、老入体操に励む人を見て、子ども

だけでなく、老人福祉についても重要性が増してきているのを感じた。同じマイアミで、

教会の一部を借りて老人のAdultDay　Careを行っている施設で、老人が見事なピアノ演

奏をしていた情景が、今でも脳裡に残っている。

　二＝一ヨークの魔天楼は人間の造りあげた大きな芸術品ともいえるが、そのピルの谷間

の道路は汚れるに任せられていた。また夜の街角の物騒さに、アメリカの現代社会の両面

を見せられた。日の当る場所ばかりでなく、陰惨さも同時にもち合せてbり、社会福祉の

道はまだまだ厳しい思いがした。

エンゼル・
ガーディア
ン子ども家

庭センター
玄関ロビー
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児童指導員

こう　　げつ　　かず　　ひろ

筒　　月　　和　　紘

備作恵済会若松園

岡山市津島南1丁目3－46

ST．　JOSEPH’S　CARONDELET
CHILD　CENTER．
（聖ヨゼフ・カ・ンデレット子どもセンター一情緒障害児収容療育施設）

所在地　739East　35th　Street，　Chicago，11L60616

説明者　Roscmary（シスター、監理責任者）

　　　西津照雄（牧師）

研修日　12月2日午後
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．

　相当冷え込んだ日であった。午前の訪問施設、ANGEL　GUARDIANで昼食をいただ

き、左にミシガン湖、右に雪をかぶった公園をながめながら41号線を東南にパスは進む

（ガイドの話では15年前はこの辺り湖面下であったとのこと）。途中アドラー・プラネ

タリウムまえで下車し、シカゴの町をパックに記念写真を撮る。約20分で到着した。四

方を低い塀に囲まれた重厚な建物である。周りに黒人の住宅が並び、通行する人々のなかか

ら白人を探すのに時間がかかるといった有様である。

　1．施設の概要

　収容して治療を行う機関である。児童福祉施設の許可のもとで45人の情緒障害児の収

容治療施設である。この施設は1864年シカゴに設立され、当初は「友のないものの聖

ヨVフの家」として知られ、問題のある少年少女や、里親養育をまつ子どもの一時的保護

を引受ける施設で、数人の専門家による治療も行われてはいたtOX管理的・保護的なもの

が主であったといわれる。その後、問題児に対する矯正tsよび治療を行うという意図から、

幾つかの変化がみられ、施設の目的を情緒的問題のある児童（小学生）の矯正施設として、

ST・JOSEPH’S　CARONDELET　CHILD　CENTERの名称になり、1965年か
ら保護治療・教育を、情緒的問題のある児童と起居をともにしつつ与えるという現在のプ

ログラムが始った。

　2，施設の目的

　施設の目的は情緒的に問題のある5歳～14歳の児童（女子は収容しない）を収容し、

治療・教育をすることにある。専門訓練を受けた職員によって処遇し、できるだけ速やか

に問題を解決治療し、家庭あるいは里親に帰すことを目的としている。

　3．各種プログラム

　①収容（保護）プログラム

　現在5歳～14歳までの情緒障害児45人を、9人1組とし、5つの寮にグルーピング

し、グループ管理者（SW）のもとで児童保護担当者（シスター）とともに生活させてい

る。各寮は大きな1つのビルのなかにあるがそれぞれラウンジ・娯楽室・休憩室・寝室

があり、独立して生活できるようになっている。職員はソーシャルワーカー各寮1人、シ

スター11人（住込み）、学生ボランティァ（子どもに対して理解があり、意欲のある者）

10人である。

　②教育プログラム

　情緒障害児は一般に教育の進歩にも影響があるため、矯正と補習教育を、訓練と経験あ

る教師のもとで行っている。各クラスは少人数（6～7人）で構成、各クラス2人の教師

により、子どもが各々の能力に応じて学習できるよう配慮している。児童が普通のクラス

ルームで学習できると判断した場合は、近くの公立校へ通わせることもできる。また家庭

教育teよぴ言語障害矯正も行っている（7～8月の夏期休暇に）。

　③治療プログラム

　有能な精神病学老ヨハネ・ケンワルド博士が治療プログラムの担当責任者として働いて
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いる。博士はシカゴ大学医学部の児童精神病科に属している。特に数年前よりケンワルド

博士のもとで、職員（SWおよびシスター）が治療に当ることができるよう訓練・講義が

行われ、職員がすでにもっている学位と相まって、より効果的な治療プログラムの運営が

なされるようになったとのことである。具体的治療は、各グループのSWが精神病医の指

導のもとで行い、治療時間は1人毎週少なくとも半時間以上となっている。また年1～2

回、個人面接が精神病医によって直接行われている。さらに集中的な治療が必要に応じて

行われている。なお補充職員は大学院生（男子）から成り、シスターのもとで行われる終

日保護と治療の援助に当っている。すべての職員は子どもに関する委員会に出席し、関係

機関と協力して、できるだけ速やかに子どもを平常な生活状態にもどすことを第1の目的

としている。

　④治療計画の過程。週会で精神病学者との懇談、またグループ担当者、児童福祉担当老、

社会福祉担当者、学校長、教師、管理者との話合いが行われる。児童の入所許可段階にお

ける委員会では治療計画力験討される。各児童の進歩は週会で検討さkそれをもとに具

体的治療計画の変更が図られる。

　⑧治療期間。予測される治療期間は個人の状態によって決定されるが、平均在所期間は

1975年は1年7か月、1976年は2年4か月であった。
　④余暇プ・グラム

　娯楽・遊戯のプログラムは、各グループで組織化し、実施するようになっている。また

共同地区施設（青少年センター・公園・スケート場・プール・海岸など）の利用とか、都

市を離れての生活として、インディァナにある避暑地を利用し夏期は数週間、冬は週末を

使って有意義な時間を過すことも考えられている。

　⑤その他のプログラム

　保護者は時折子どもを訪れ、子どもには週末を利用して、家庭で生活できるようになっ

ている。少年、両親またはその代理者のために、訴訟に関する福祉tr一ビスのブ・グラム

も設けている。

　当センターにおけるプ回グラムを終了した児童の状態に関する情報が、常に得られるよ

うに計られ、また子どもの平常な生活状態への速やかな適応がなされるよう家庭訪問のプ

ログラムもある。

　4．入所について

　①入所基準

　診断上の判定は二義的であるが、身体上普通の活動に参加可能なもの、能力テストの結

果にかかわらず、学習可能であると判定されることが必要である。また両親の役割を果す

ものの参加はプログラム上不可欠なので、クック地区およびその近辺に住む児童を優先し

ている。

　②提出書類（入所のための）

　⑧家庭状況。児童bよび両親の歴史的資料（特に児童の感情的問題に関するもの）、児
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童の人間関係（両親、兄弟、友人に関するもの）。

　⑧最近の精神測定上のレボート（心理学的・精神病学的診断）、収容治療に対する精神

病学者の推薦など。

　◎医師の診断書。特に病気・けが・薬・アレルギー・免疫など。

　◎学校からのレポート。学習上の進歩度、問題点など。

　⑧履歴書および委託依頼者の説明者。

　③入所過程

　④提出された書類を、管理者、社会福祉担当者および児童精神病学者顧問によって検討

し、同時に管理者、児童精神病顧問、当センターの学校長、各グループ監理者tsよび社会

福祉担当者からなる会合が開かれる。

　⑧児童が入所可能と判断された場合、SWは2～3日にわたるセンター入所前訪問の準

備をする（このシステムを通らない場合もある）。そして、この入所前訪問で、センター

に入所することが可能になるよう最善の努力がなされる。

　◎入所前訪問後、児童の配属されるSW、児童精神病顧問、管理者bよび訴訟担当者に

よる委員会が設けられる。

　◎児童の入所が決定した場合、訴訟担当者に入所期日が知らされる。

　⑧児童は3か月間の試みという名目で受入れられる。もしこの期間に、児童に間違って

入所許可が下されたと判定された場合、委託機関へ直ちに他の処置がなされるよう通告さ

ね2週間以内に児童を移動させるようになっている。

　㊦保護および資金は児童の入所以前に決定される。そしてセンターに州のID番号と訴

訟IDカードが付与される。

　◎入所に必要な期間はふつう数日から2週間以内とされている。入所委員会は週1回開

催されている。

　④その他

　児童の入所については人種的・信条的制限は一切ない。

　5．職員の勤務時間および休日

　教師およびSWは週5日制で、年2週間の休暇がある。勤務時間は、教師は午前9時～

午後3時、SWは午前9時～午後5時。シスターは一応午後8時半～翌日の午前9時とな

っているが、実質は24時間勤務（住込みのため）とのことである。

　図示すれば、下のようになる。

　　　　　　AM9：00　　　　　　　　　　　　　　　　正脇：00　　　　　　　　　　　　　PM8：00

－・・一（学一＝竺コンテイアr－一；X・一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PM5：00
6．その他

施設の経費はすべてイリノイ州から支出されている。児童1人1日当り37821Cである。
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研修所感（高月和紘）

　1．　ものまねでないわが国の福祉を考える

　脱施設化、施設不用論などがいわれる今日の福祉施設（養護施設）の現状にあって、米

国の福祉の一端を見聞し、うらやましく思わずにはいられなかった。しかしすばらしく見

える米国の福祉にも、多くの問題が包含されていることをも見逃すわけにいかない。二i

ヨークの現状、わが国がやっきになって取入れようとしている里親制度、とかく比較しが

ちな職員の待遇、専門化しきった施設職員の姿など、私は手放しで米国の福祉を賛美し、

受入れることができなかった。わが国では米国や諸外国のものを表面的観察のみで論じ、

取入れようとする傾向が強いように思われるが　今回の研修を通じて、諸外国のものまね

でなく、わが国の福祉の歴史を通じて現状に合った考えの重要さを痛感させられた。

　2．福祉の根本を考えなtsす

　福祉を慈善や慈悲とする考え方は過去のものであって、国家的・公的なものでなければ

ならないといわれる今臥ほんとうにこれでよいのかと、疑問をもたずにはいられない。

サンフランシスコ市当局の説明のなかに、ハリス郡当局のSWの話のなかに、経済的に行

詰っている米国の福祉行政の危機を感じ、わが国の近い将来の姿を見たようであった。福

祉が国家的・公的なものであるからといって、国民はそのうえにあぐらをかいていてよい

のか。福祉は国民の権利であるかわり、義務であり、責任であると考える。福祉は経済の

みでなされるものでなく、国民各人の福祉の心、とりわけ福祉に従事する職員の心が、わ

が国の福祉の発展を左右すると思えた。

　3。福祉職員の思考の転換

　デンバーでのクルックスさ爪　ドルゴンさん、ヒューストンの各施設の説明者など、わ

れわれの訪問に説明してくださった方たちの、自信にあふれた、将来計画と希望に満ちた

内容、ユーモァのある話し方、ニードに即応して行こうとする考えなどを思い起すとき、

私たち福祉施設職員の思考の狭さを痛感せずにはいられない。不満のるつぼのなかで、小

さな現象にのみ目を奪われ、やっきになっている現状で、どうして次代を担う子どもが育

つであろうか。これからの福祉施設職員は、世界に通用するスケールの大きい思考をもつ

ことが大切であると考えさせられた。今でも目を閉じると、エネルギッシュなクルックス

さんの笑顔が見える。

　研修を終えた今、私は、わが国の福祉の歴史を通して考える昌呆鵬着駐を、世界中の人

々に自信をもって説明できる日の一日も早くくるよう、励まねばと思っている。今回の研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　o修でのもろもろの経験を通じ、私の仕事10年のカベを打砕くことができ、よりいっそう

福祉の道に励む活力の与えられたことに深く感謝します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　が　　や　とみ　卦

研修報告10　　　児童指導員加賀谷富雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本願寺母子寮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市右京区大秦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安井二条裏町15

THE　NEW　YORK　FOUNDLING　HOSPITAL．
（ニューヨーク養育病院｝

所在地　1175，3rd　Avenue，New　York，N．Y．10021．

説明者　 Dr．Fontana．

研修日　12月5日午前

　』

iブ
菱
．

『 ダニ
i：’

z・．

　‘」←「

白頃多デ　Lb’

一’

｛町’璽一

　　　　　　　　　Pdポψ

プ．
．、

t
k　　－一一

入ロ

ピ

　
　
　
ブ
　

コ

グ

　
　
　
　
　
ノ
に

　
ゴ
コ
　
　
ド
　

ラ

　
　
ノ
ヘ
テ
　
ア
ン
ゥ
　
　
　
り
　
コ

－
巨
、
ヂ
戸
‥
．
〆
∴
三
．
・
主
已

，t 一唱　　　『．二

　　　ご』二’・〔

　　“い’　　　　．一：．．＿・

　　」h　　　　　　T
　　　　　“
　　　サT　　’
　　　．r－一　　竺L’

←　　　　●

一 69一



　アメリカにおける社会事業、なかでも児童の福祉に関する施策は1950年以来、大き

く変化してきているといわれる。1950年までは対象となる児童を施設に収容し、その

tかで養育していく方法が採られていたが、1950年以降は施設収容の考え方から脱施

設型が積極的に採られるようになってきている。その背景にはアメリカ社会における激し

い貧富の差、人種差別（USA建国の歴史によって明らかなように、構成人種は複雑であ

る。そのなかで貧しい家庭生活、低社会生活を強いられているのはほとんど黒人であり、

プエルトルコ人であb、東南アジア系人といわれる。最近はベトナム戦争後の移民も増え

てきている）などの社会病理に加えて、それらから生じた諸問題と、性に関する解放的な

とらえ方とから、未婚の母子の増加が著しく、その対策が必要とされていることが挙げら

れよう。

　アメリカ国内の出生率は、未婚の母によるものが全体の60％を占めている。これらの

ことは多くの場合、貧困からくる売春（それらの娘の母親もかつてそうであったために、

幼いころから基本的な生活習慣が身についていない）によるものが多い。

　これら未婚の母は人間としての生活習慣が身についてい左いために、育児方法もわから

ず子どもを虐待する者が非常に多いという。

　このよう左子どもに健全な社会生活が送られるよう養育するために、現在児童福施策の

大きな柱となっているのが、1950年ごろまでのように施策を造り、そこに子どもを収

容するという単一・的な方法ではなく、児童は基本的に家庭で養育され、生活しなければな

らないとする考え方である。そのため現実の処遇に訟いて、ひとりひとりの子どもについ

て、その子ども自身の問題と、両親から生じている問題とをきめ細かに分析して児童の福

祉を中心に考え、家庭サービスを・与える努力がなされている。

　施設の沿革

　カトリック教会立である。1869年、シスター・イレインとその他のシスターの慈善

によって、アメリカ独立戦争の時の戦災孤児のために、タウンハウス（住宅｝としてプリ

ニッジ・アレッジで始められた。その後、1900年に病院を設立して街角に捨てられた

子どもを保護し養育する設備を整えたb，未婚の女性が妊娠した場合にこの病院で出産で

きるような施設を確立してきた。1959年に最新の設備の整えて現在の場所に移った。

現在は未婚の母子のための授産施設、里親制度、養子縁組、保育所、一時保護施設などを

整えて、激増する家庭の問題、児童の問題に取組んでいる。

　対象者

　未婚の母（15歳～18歳）、親が仕事をもっているために保育に欠ける就学前の子ど

も（0歳～2歳）、あるいは両親の離婚・病気・失業などから一時的に自分の住居が崩壊

した子ども、心理治療を必要とする非行少女（7歳～12歳）、肉体的・情緒的ft障害を

もつ子ども、親の虐待のために一緒の生活が無理と判断された子どもそのほか街角に捨

てられた子どもが、家庭裁判所、医者、弁護士、警察、親類からの通報で入所してくる。

麻薬患者の場合は、他の施設機関に措置するそうだ。
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題
　職員はカトリック教会から指名された理事が任命する。職員総数は800人で、職種別

には次の通りである。ケースワーカー200人、心理学者15人、精神科医10人、小児

科医10人、看護婦25人、シスター25人，栄養士、管理者、その他となっている。

　処遇内容

　この病院で児童福祉の柱となっているのは、子どもと両親は、可能な限り常に一緒に暮

すべきであることである。そのための援助の方法として次の3点が挙げられている。

　（1）子ども自身への援助

　②　家庭への援助

　③家庭を取巻く隣人からの援助

　具体的には、これらを援助する施策として、①ナースリープログラベ②授産施設、③

保育所、④母と子の一時保護所、⑤家庭相談機関、⑥養子縁組のあっせん、⑦里親のあっ

せん機関がある。以下順を追って施策について触れる。

　（1）ナースリープログラム

　捨子、親に無視された子、虐待によって親と一緒に生活できない子ども100人のため

のプログラムで、子どもの措置期間はgo日間、そのあいだに情緒的・精神的・心理的治

療を受けながら、社会復帰を待つようにしている。多くの場合、里親に措置されるが、な

かには1年以上かかる子どももいるとのことであった。

　②　授産施設

　定員は65人で、現在55人の未婚の女性が入所している。入所してくる女性のほとん

どが15歳～18歳の高校生で、多くの場合、貧しい家庭生活を送っていて、街角で売春

していたのを警察に連れてこられたり、裁判所、医者あるいは親類などからの連絡で入所し

てくる。入所期間は出産前後を含めて、6～18か月に広がって鉛り、それぞれの能力や

環境に合せて、職業訓練や育児教育を、ドクター、ケースワーカー、シスターから専門的

相談・援助のもとに受けている。将来の計画も立てるようにされている。

　職員は出産前後から1年間にわたる生活態度、子どもの育児能力を評価しながら、母子

が社会で生活できるように援助している。1年間に45人前後の新生児が退院して、両親

や親類のもとにまっすぐに行っている。また母親が自立し生活できるまでのあいだ、里親

制度を利用し、一時的に親子分離をして、将来は家庭で生活させる方法がとられている。

現在153人の子どもが里親に預けられている。さらに児童の将来を考えた場合、一緒の

生活がとても無理と判断された場合には、裁判にかけて親権が剥奪される。現在77人の

子どもが養子縁組に出されている。

　（3）保育所

　母親・両親が働いているあいだ、保育に欠ける就学前の子ども（0歳～3歳、40人）

が、月曜日～金曜日の5日間、午前8時～午後6時，子どもの発育段階によって小さなグ

ループに分けて、シスター、ケースワーカーによって保育されている。保育ではモンテッ
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ソーリ学習方を取入れるのに特に重点をおいている。両親と子どもの信頼関係に援助を必

要としている場合には、特にカウンセリングをしながら、家庭のニードにこたえてやる努

力が左されている。ニューヨークでは、ここ3年、仕事をもつ婦人が多く、待ちリストで

保育所を探がす人が増加しているそうであるe

　（4）一時的保護機関（Mother　and　ChiId　Program）

　母親とかの女の虐待を受けた子どもが一緒に住み左がら、元の家庭生活を営むことがで

きるようになるまで援助する機関で、私たちが訪問したときも20人の母親が援助を受け

ているとのことであった。

　ニューヨークの場合、親の虐待で1年間va　ZOOO人の死亡が確認されてbb、そのほ

か打撲傷を負わされたり、身体の一部を失ってしtう子どもが多いということである。

　この養育病院に入所してくる母親の多くは、かの女たち自身も子どものころから虐待さ

れ続けてきた環境を経ている。入所期間は3～6か月で、その間にカウンセリング、精神

医学的療法、小児科学の一般的な範囲、育児室と日中の世話を含んだ医療と社会奉仕を続

けるなかで、母親に、母親としての在り方を学ぱせると同時に、父親にも外来患者ペース

で計画に参加させる。退寮後も6か月～1年以上、必要に応じて家族とソーシャルワーカ

ー が接触を続けて、その家族が地域社会で再び生活を始めるまで援助している。

　ちなみに養育病院が取扱う虐待に関するプログラムは、1年間に平均して85家族あb、

そのうち21家族、22入の子どもが、元の家庭生活にもどる。肉体的障害をもつ子ども

は58人、そのうち、今までに13人が養子に、24人が里子に出ている。

　⑤　家庭相談サービス

　養育病院にかける家庭相談サービスは、なんらかの障害で物理的・精神的なハンディキ

ャップをもって生れた子どものための相談、あるいは、望ましくない環境にある子ども（

例えば、両親の離別、フルコール中毒、病気、両親の死、あるいは虐待によって健全な成

長、将来の市民の啓発が妨げられ、劣悪な生活しかできlt・h子ども）や家族の問題に対し

て、①発育相談所、②指導相談所の2つの援助サービスを設置している。精神科医・小児

科医・心理学者・ソーシャルワーカーが、子どもの成長と発育を評価し、治療計画を必要

とする病気の症状を発見している。また＝＝一ヨーク市の行っている＝ミ；ニティー・プ

リベーション・センター（家族計画に関する相談所）に職員を送b、活動に参加している。
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研修所感（加賀谷富雄）

　アメリカの社会福祉、とりわけ児童福祉の重点となっている施策は、行政側でも局間各

施設でも、児童を取巻くさまざまな問題を家族問題としてとらえていることである。この

ことはとりも直さず、児童は家庭のなかで育てられなければ左らないという考え方と、子

どもは親が育てる義務があるという考え方にあると思われる。だから、生れながらにハン

ディーを負った子ども、親の虐待のために一緒に生活できない場合、捨子などの場合にも、

それぞれのケースに合ったシェルターへの措置がなされ、できるだけ家庭的な環境のなか

で、人間性を失うことなく育てていかなければならないとして、1つの施設へ収容それ

も長期の収容を避げている。そのために、やむを得ない事情で家庭内で育てられず、両親

から離れた子どもは、施設で引取っても措置期間が短く、1～2年で里親あるいは養子と

して他の家庭にはいらせ、そこで家庭生活を味わわせるようになっている。

　アメリカの人々が養子について理解が深いのはそれだけ伝統があり、一般のあいだに浸

透しているからである。かれらに実子がある場合でも、他人の子どもを養子として育てft

b、心身障害者や人種が異る場合でも養子として迎えている。しかしなかには白人の家庭

は白人の子どもを希望するものもあり、そのような場合は半年～1年くらい待たないと希

望する子どもを養子にできない。里親や養親の開拓にはさまざまな事情によb困難がある

ようである。

　最後に、施設に勤める職員の資格について考えてみる。現場でソーシャルケースワーカ

ー
と呼ばれる人は、大学院で社会事業の修士課程を卒業した人であり、大学を出ただけの

人はケースワーカーとは呼ばれないと聞いて、その格付けの厳しさに驚いた。そのこと底

社会事業に従事する入の社会的地位が非常に高いということを示している。

　今後の日本va　teいては、施設に収容している児童の人間性の尊重と同時に、施設で働く

すべての職員の資質の向上を目指して、地域社会の理解を深め、社会にいっそう貢献でき

るような施設にしていかなければならないと思う。

二＝一ヨーク養
育病院の相談室
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研修報告
たつ　　　み　　　え　　　み

辰　　巳　　恵　　美

奈良社会福祉院

母子寮佐保山荘

奈良市法蓮町1368番地

lN　WOOD　HOUSE
（インウッド・ハウスー十代の未婚の母収容施設）

所在地　　320　Rast　82　Street，New　York，N．Y．　10028

説明者　Miss　Charlotte　F．Andress，CSW，ACSW（所長）

研修日　12月5日午後
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　超高層ピルの林立するニューヨーク・マンハッタン申央の緑のオアシス、セントラルパ

ー クの東側、通称アップタウンの住宅街の一角にある、アパート風の5階建の建物が、私

たちの訪問した十代の未婚の母の収容施設、インウッド・ハウスである。

　施設の創立と沿革

　1830年1月1H、婦人グループの手によb、売春婦の収容所としてINWOOD
PARKを創立。その後、社会のニードに応じてプ回グラムの内容は、売春で補導された

婦人から性病をもつ婦人のためにと変化し、現在は十代の未婚の母の施設へと変遷してい

るo

　INWOOD　HOUSEの名称は1917年までいた発足の地、　INWOOD　PARKの名
を取ったもので、現在地へは1964年にきた。施設は民間立で、経費はニューヨーク市

のソーシャルサービス左どの公的援助から80％、他を一般の寄付金などで賄っている。

ニューヨークには現在3か所このような施設があるが、ここが最も古くから未婚の母のケ

ー スを取扱っていると、所長シャーロット・アンドレスさんは誇らしげに語られた。施設

の運営方針は、20～70歳のあbとあらゆる人種の24人の理事により決定される。

　対象者について

　十代の出産前後の未婚の母で、妊娠前に住んでいた所にいられなくなった者左らば、人

種・宗教を問わず収容する。現在14～20歳の少女36人を収容している。そのうち15

～19歳が80％を占める。定員36人。

　ここでは、母子が共に生活することは認められず、妊婦と出産後6～7か月までの少女

を満21歳になるまで収容する。出産の際に必要な費用は、メディケイド（低所得者に対

する医療補助）として、市・州・連邦政府が負担してくれるので無料である。

　対象者は、その時代の社会的背景、特に低所得者階層と大きな関係があるといわれてい

る。100年前、アイルランド人が、非常に貧困であったときは、施設にはアイルランド

人があふれた。黒人がアメリカva　bける低所得者層の大部分を・占める現在では、対象

者のほとんどが黒人の少女であるという事実によっても、裏付けられる。また、ここ18

年間で日本人は1名だけであると、参考までに語ってくれた。

　入所経路としては、病院・学校のカウンセラー・警察などから依頼される場合がほとん

どで、時には郵便配達人に頼まれることもある。在所期間は、施設内容が平均56日間、

里親への場合が543日間である。長期に収容したのが235日間．里親への場合で

1，398日間と左っているが、日本の収容施設の在所期間と比較してみると非常に短期間

であるといえるo

　職員について

レジデンスディレクター

住居担当指導員

ソーシャルワーカー

訪問ケアのソーシャルワーカー

　1人（写真19ページ）

10人
　3人

　6人（里栽訪問3人、養子縁組訪問3人｝
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レクリェーション指導員

料理人

洋裁師（火・水・木、週3日間）

心理学者

人

人

人

人

1
　
1
　
1
　1

　そのほかパート左どのスタッフもはいり、現在約40人の手によb、指導が行われてい

る。職員採用の条件としては、少女たちの面倒をみるのが好きだということが第1に挙げ

られなくてはftらない。したがって専門職以外は特に資格の必要はなく、住居担当指導員

のなかには、施設の卒業生もいるとのことである。

　給料は、初任給で年間7．000ドル、ソーシャルワーカーで年間1ZOOOドルくらい
である。

　住居担当指導員は24時間3交代勤務（7時～15時、15時～23時、23時～7時）
で、緊急にそなえての処置ができるようになっている。

　対象者の処遇

　独立精神を養うことを指導目標とし、ブ・グラムは次の3つを軸にして行っている。

　（1）妊婦に対してのプログラム

　ここに入所してくる少女のほとんどは自己のプライドがなく、　「自分は社会のくず」と

思っている場合が多い。学習させて、将来に希望があることを教える。また母親になる自

覚や準備ができてtsらず、不安定な精神状態であるため、心理療法（週2回の心理テスト

などによる分析）左どを用いて、母親としての本能を目覚めさせる。

　②　出産後、子どもを里親に託した少女のプログラム

　ー人前の人間としてやって行くことの大切さを見つけさせる。

　職業訓練という形ではないが、少女が本当にやりたいと思うものを見付けた場合、それ

がスムーズに進むよう援助してやる。現在、コンビ＝－S一のプログラマー、秘書、大学

の講師、医師などの目標に向かい訓練を行っている者がいる。

　③　母子共に里親のところに行くブ・グラム

　この十代の母親はきちんとした家庭に生れ育った者がほとんどlt〈、私生児として生れ

た者が大多数を占める。家庭の温かさ、家族との触れ合いを味わったことのない少女にと

って、母子共に里親のところに行きt家庭・家族というものを身をもって体得させるプロ

グラムは、母子一体で更生させる上で非常に大切な役割を果すものである。

　施設での指導の特徴はピヘピア・モディフィケーション・プログラムといって、日常生

活の行動を評価判定する点である。上記のようにきちんとした家庭生活を送っていた少女

は皆無に等しく、日常生活のモラルを全く無視して生活してきた場合がほとんどのため、

日常生活に必要な行動を最初に教えることが必要となる。その方法としてポイント制が用

いられている。基準となる行動が幾つか決められており、それを実行するとポイントが与

られ、違反したり、怠けたりすると逆に減らされる仕組みである。行動基準には、朝食は

自分で作る。家事を手伝う、学校に行く、洗たくしアイ・ンをかける、各自の部屋を清掃
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するなど、基本的な行動である。個々にきちんと採点され、5日間一生懸命すると外出す

る（週末に）ボィントが与られたり、5ドルの小遣いをもらうことができるそうである。

　このような方法を用いて、情緒の安定を図り、自己を統制する能力を養わせ、プログラ

ムへの参加を進めて行くのである。

　学校、病院、家庭とのつながりについて少し触れてみる。学校については、地元の学校

に行かせる場合がほとんどで、学校のソーシャルワーカーと連絡を密にし、少女たちの行

動を絶えず知ることができるシステムになっている。病院は主に出産時に利用しているが、

私立の二；一ヨーク病院と契約して、少女の面倒をみてもらうようにしている。

　家庭とのかかわbあいをもっている少女はほとんどないが、ソーシャルワーカーが懇談

を開くように努力している。しかし成果は極めて低いといえそうである。

　退所時の状況（施設、里親の両方合わせて）は、子どもとともに退所65％、子どもを里

親に預けて自分だけ退所33％、子どもを養子縁組する2％、という統計が出ている。

　退所しても帰る所のない少女たちがほとんどltので、指導目標、プログラムを完全k自

分のものとしないうちは保護下に鉛かなければならず、退所時の判断が非常に難しい。

　施設見学

　1人3畳程のベッドルームが36室あり、各階にテレビのあるラウンジが憩いの場とし

てある。他に事務室、ソーシャルワーカー室14、台所、洗たく、アイロン室などがある。

屋上はパーティーができるようにしてあb、楽しみを与える配慮がなされている。訪れた

日は検査があったためか、どの部屋も線を引いたように整理されていた。

　その他

　地域活動には積極的に参加している。少女にはレディーとしての行動を指導しているせ

いか、地域にはよく受入れられている。社会の片隅に押しやられた少女たちが、妊娠とい

う機会を通じて一人前の人間として更生していく過程には、さまざまな障害が生じてくる

が、それをスタッフと共に乗b越えて成長していく姿はとても感動的である。

出産前の収

容者と個室
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研修所感（辰已恵美）

　アメリカでは児童福祉の基本は家庭であり、児童に対する家庭生活の必要性が強調され、

「児童は緊急やむを得ない理由によるほか家庭を奪われるべきではない」という原則が打

立てられている。里親制度は家庭を離れた児童にとって最も望tしい保護とされて＄・り、

次にグループホーへ最後に施設収容となる。すなわち家庭生活に近い状態で児童を保護

できる順である。児童を施設に収容して保護する場合には、コテイジ式（小舎制）方法を

採っている。

　脱施設化が進んでいるアメリカでは、里親制度、グルーブホームの利用度が今後ぐんと

高まるのではないかとみられている。里親制度はアメリカの児童福祉を支えているといっ

ても過言でないほど、里親のlt　b手が多く、いろいろlt役割を果している。日本の児童福

祉と比較するとき、この制度がまず挙げられるぺきである。

　またアメリカには乳幼児を収容する施設がなく、里親がこの役目をするのがある。

　子どもの保育には、その保育所独特のカラーがあるらしい。保育所は1か所しか研修で

きなかったが、日本とほとんど同じシステムのようだ。教育については学校の視察がなか

ったのでわから左い。学校に常時ソーシャルワーカーが待機し、問題のある子どもの指導

を行ったり、他に指導を依頼したbs家族のケースワークを行ったbするらしい。

　昨今の母子世帯の増加に伴い「未婚の母」は特に珍しくはft〈なりつつある現在、母子

寮でもここ数年未婚の母子の数が急増し、その処遇方法が各方面から検討されている。

アメリカでの未婚の母の数は日本の比ではなく、都市によっては出産率の50％を占める。

したがって処遇は各方面から具体的に行われている。

　アメリカには日本の母子寮のように母子一体で収容する施設はない。虐待されて逃げて

きた母子を収容する所はある。ニードに合った分類収容といえるのではないか。

　研修を通じて感じたのは、職員の専門性の高さ、十分な構成措置経路の広さである。

　職員は社会福祉の博士号をもった人が各施設に半数k・り、自信あふれる態度、技能で処

遇に当っていた。ゆとりというのは、この自信からくるもので左いかと思われる。

　住民へのサービス活動として窓口にスーパーアドパイザーが当b、適切な指導が個々に

行われている。職員数も多く、行政、現場の両方から充実されている。

　日本の母子寮に該当する施設は左いが、母子家庭は日本以上にあり、そのなかでも問題

母子は多いと聞く。公的機関訪問の際、母子家庭の実情を知りたいと思ったが、訪問時間

の関係や説明者が専門外であったbして、詳しいことに触れるまで話が進tず、非常に心

残りである。アメリカでは母子家庭に対しての特別な措置はなく、公的扶助、住居問題、

教育問題などで、ほとんどの要求が満たされるということらしい。

　家庭生活に近い状態による収容を目指しているアメリカにおいて、日本の母子寮は家庭

そのものであり、指導上で通じるものがあるように思う。
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研修報告 主任養護
やま　　ひで　　みつ

山　　秀　　光

旭が丘学園

気仙沼市館山2－2－32

NATIONAL　CHILDREN’S　CENTER
（国民子どもセンター一情緒障害児治療教育施設）

68002nd　Street，N．W．　Washington　D．C．2011

　　　　Miss　Marlene　Jones．

　　　　Mr．Ron　Golkon．

研修日　12月7日午前
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　1．経営主体　民間。Board　of　Directors，理事会メンバー12入。代表者Samuel

I」・Ornstein．

　2　沿革

　1919年、孤児院としてスタートした。その建物の一部は現在も残っていて対象者の

居住施設に利用されている。その後1962年、ユダヤ人の市民団体が知恵遅れの子ども

に住まわせる家を与えるという目的で再発足し、1969年現在の名称に変更した。

1973年、教育を目的としたブ・グラムを整備、建物も新築し、今日に至っている。

　施設の動向は社会の情勢を反影する。1769年までは精薄児・身障児に対して、住居

を与えればそれでよいという考え方が主であったが、1960年の中ごろから治療に力を

入れる方向に変り、社会の態度が変るにつれ、施設の名称も変ってきたとのこと。

　3．対象者について

　（1）対象者の人種、国籍宗教、性の区別を問わない。無差別で行っている。

　（2）年齢制限なし（ただし特殊教育は8歳から20歳までに抑えている）。

　③　対象地区、ワシントン（限られた数の他州の子も含む）。

　（4）児童・青少年で身体発達の異常、普通学校では学べない人、情緒障害、聾唖者、精

神異常のある人に、教育的処方箋、ケースワー久心理的なサービスを行う。ただし他人

に危険を与える者、自己コントロールのきかない者、放浪焦性的異常、重症てんかん、

放火癖のある者を除く。居住施設の場合も、おとなで独りでWCに行けない人、　S・むつの

とれない人、車いすのケースは除いている。

　㈲　lQは70以下である。

　⑥　定員は特に定めていない。現在員は男女で180人。宿泊設備があb，現在特殊教

育プログラム100人のうち40入が居住し、治療を受けている。他は家族のもとや、親

戚、グルーブホームなどからの通所で、指導を受けている。

　（7）入所経路は、両親やソーシャルワーカーなどからの通告・依頼によるものが主であ

る。特殊教育の場合、地方政府や郡の教育委員会が就学年齢児に対して入学通知を出すが、

入学後、家庭や学校などではみ出したb、ついていけないと先生が判断した場合に送られ

てくる。この場合、郡のソーシャルワーカーが、どの施設に送るかを決定するが、施設で

は職員数人で対象者のインタビューを行い、このプログラムが対象者に幸いするかどうか

を判断し、3か月間の仮入所期間を経たうえで、正式入所を決定している。現在、2か月

～ 3か月待たねばならないくらい入所の希望件数があるという。

　4，職員（構成人員・職種・身分ftど）

　臨床心理学者、言語矯正指導者、ソーシャルワーカー・ペアレントコーディネーター、

小児科医、職業指導者、チャイルドケア、精神病理学者、歯科治療医s心理教育者、特殊

教育教師などを含み、65人で構成し、博士・修士の学士号を有する。

　5，対象者の処遇について

　現在入所および通所中の180人は、4つのプロジェクトによってケアされている。
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、

　（1）特殊教育　　100人　　8歳～21歳

　（2）聾唖者教育　　20人　　幼児～21歳

　（3）保育　　　　　40人　　3歳～　7歳

　㊧精薄児と正常児を共に教育し、データを集めている。実験的プレスクール。

　（4）スモールシェルターワークショップ

　職業訓練技術を学ぱせながら、知恵遅れなどで社会適応、就職仕事のできない人の

ために、仕事を与え、賃金を得る場を作っている。治療学校は月～金AM　8：30～PM

15：00、オフィスはAM9：00～PM17：00の間サーピスプロを行っている。

ただし居住部門は24時間、無休である。20人。18歳以上

　a　特記事項

精神薄弱は早目に発見することによb、教育を受けられる可能性が強い。教育可能児に

対しては、読むこと、基本的な計算などを学ぱせ、教育不可能児に対しては、食事をとる

にはどうするカs道を横断するにはどうするか、パスにはどう乗るかなどの、生きのびる

ための基本的な学習を、実際場面での体験を数多くプログラム化し、できるだけ独立独歩

で生きるための教育を行っている。重症の身心障害児が通所し、治療を受けているし、聾

唖児に対しては手話も利用するが、社会に位置づけることを考えて、普通k話していくな

どの方法や、保育室内部も、一般保育所、幼稚園のふんい気をそのまま取入れてあるなど、

社会から施設へでなく、施設から社会に帰すことを目的とした、一時的・短期的システム

を取っている。

　7．　アフターケア

　暫定的・一時的な入所が特徴であb、トレーニングを受けた対象者は、次のステップに

おいて、何が最もペストステップなのかを考慮し、その対象者に適した施設、簡単左仕事

への就職に進める。親の手元にすぐ帰すことはしないで、必ず次の行き場所を確保したう

えで、という点を強調している。

　8，財政

　特殊教育（郡より年間400～500ドル）。収入源の主たるものは、ユナイテッドウ

ェー
。キャピタルのワシントン支部連邦政府、財団、個人寄付、月謝。年間予算は100

万ドルとのこと。

　9，所感

　マークの印象的なこのセンターは、住宅地に位置している。新館は4つのプロジェクト
部門の教室となっていて、実験的プレスクールの保育室では、35人の幼児（誓はノーマ

ル）が、2人の保育者によって保育を受けていた。精薄児がノーマルな子について学ぶと

ころは大であるとのことで、日本でもそのアプローチがなされているが、スタッフの配置、

諸設備左どの質的・量的「ゆとb」には、他の部門も含めてうらやましく思う。このプロ

グラムはアピールで子どもを募る無料保育なのである。

　別の教室ではs重度精薄児1人と盲聾唖で精薄の児2人が、文字通b「生きのびるため」
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の教育を、黒人職員からトレーニングされていた。別なグループは、実施訓練（校外指導）

を受けて帰って来たところで、2人の職員がその指導に当っていた。この児童はいずれも

家庭から通所しているというのだから驚く。在宅のまま指導し、家庭に帰すことを目的と

してクアする原則が貫ぬかれていて、軽度・中度の精薄児も、普通学校への通学を前提に

トレーニングを受けている。

　悩みは、家庭で子どもに手助けをしてしまうことでトレーニングが遅れることだそうで、

まさに愛はすべてではない、専門的処遇の一面をかい間見たような気がする。

　短的に表現すれば、このセンターは居住設備を備えた心身障害児のための短期治療教育

施設であり、その効果を挙げるためのプログラムが、対象者に幸いするかどうかの、イン

テーク時点におけるスクーリングを重視している施設である。施設処遇は問題をもった子

どもにのみ使用されているのであり、地域社会の家庭にもどることが、そのケアの基軸と

なっているのである。

　一人一人の子どもへの目楓見通しどころではなく、その日暮しに終始せざるを得ない

わが現場の現状1　家庭・親・社会との関連を考慮しつつ、施設養護のあb方を明らかに

することが急務である。

研修所感（片山秀光）

　アメリカの児童養護の歴史的背景をかいつまむと、1600年代、イギリス系の流れを

くむ救貧院、孤児院に端を発し、南北戦争終了時から、戦争の影響による大量の孤児を抱

えた大規模施設が生れ、1729年、ニューオーリンズに孤児院設立、1797年、近代

的小舎制導入をみる。19世紀～20世紀の初期まで施設収容を重点に分類収容が行われ、

19世紀後半よb施設形態が変化し、従来の施設収容に代って、里親委託の制度を重視す

べきだという考えが芽ばえてきた。

　1909年、セ才ダー・ルーズベルト大統領の召集した第1回白亜館会議va　teいて、家

庭においての児童養護の基本理念が強調される。　「家庭生活は、人類文明のうちで、最も

高い、最も美しいものである。それはその児童の精神的成長、性格形成の基本的場であb、

緊急やむを得ない理由がない限b、児童を家庭から引き離すべきでない」と。

　このようにアメリカの要養護児童のケアは、在宅指導の原則に立ち、その進め方につい

ては各州で差異はあるが、児童の福祉は家庭に帰すべきだとの考え方が基本に流れている。

家庭に近いものとして里親・養子縁組を考え、中間施設としてグループホームがあb、施

設と里親、養子縁組の接点を担い，最後の手段に、専門治療教育機関としての施設が存在

している。
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　1950年代から始る施設の形態変化よb、70年代になって脱施設化への道程を歩み、

多様なケアの仕方のなかに、コミ＝・＝＝ティーケアへの模索を進めているといえよう。

　施設の存在はコミ＝ニティーの資源として、コミ＝ニティーへの社会化がなされていて、

一時的・短期的に収容し、治療教育プログラムを展開している。

　アメリカの施設は、方法論が日本のように専門分岐したものでなく、多様性・個別性・

民間性・権利性に立脚し、その機能は児童相談所的性格をもつ所が多い。居住施設ケアの

児童は問題の進行した児童である。治療教育により家庭、里親、グループホームなどの地

域社会の「家庭」にもどすことを目的にしているのである。在宅保護の原則と家庭復帰へ

の流れのなかに、親権の剥奪、ドライな措置替といったような国民性の違いを感じさせな

いでもないが、病気にたとえてみれば、まず家庭内で薬などを与えてみる〔家庭内治療）、

次に個人病院に相談する。場合によって専門医の紹介を受け、専門療院内での治療、外科

手術を受ける、という形になる。

　白亜館会議ではまた「もし両親の死亡、あるいはやむを得ない事情で、子どもが家庭生

活を続けることができltく左った場合には、子どもの実の家庭に最も似た環境で育成され

るべきである」と述N施設収容に代って、家庭に代るものとしての里親中心ケアを展開

する契機となるが、その社会化への過程では、現場職員の一歩一歩の努力と、行政との連

携があることを見落してはならない。里親措置は（1970年3月末現在データによる）施

設収容65，772人（グループホーム）に対して251，770人と、施設1：里親4の比

率になっている。今回のツアーでの行政設明のなかでは、サンフランシスコで900人（

里親700軒）、ヒューストン2500人（280軒）、マイアミ1．250～1，300人
（400軒）、ノ・ワイ641人（349軒｝である。里親でのケアについて、日本でも里

親制度の原点に立ち、施設との協働を考えなければと感じた。

　アメリカの施設は、基本的には連邦政府が責任を負うが、細則的な、画一的な行政を敷

いていない。州・郡の＝一ドに応じて、児童福祉は自主的・主体的に図られていて、能力

をみいだし、適性な福祉を考えて展開されている。

　今回の研修ツアーのなかで、われわれはよく「虐待」という言葉を耳にしたが、保護者

の無知・無関心・放任から、家庭生活における人間関係のゆがみ、家族側のストレスによ

b蒙むる問題をも含めた、広い意味での虐待の意味をもち、その解決のため、家族と子ど

もを同時にケアして行くという考え方に立っている。わが国の立遅れを感じた。マイアミ

の里親さんの「私は施設という言葉を聞くのもいやです」という言葉と、：・・一ヨーク・フ

ァウンドリングホスビタルでの「親のない子ども、家庭のない子ども、社会のない家族を

生出してはいけない」のフィルムナレーションが忘れられない。日本の基盤とアメリカの

それとは、同じには考えられない。しかし日本と異なる面はあるが、福祉実践のなかの原

点……福祉の心は同じである。われわれはわれわれのもつ大事な文化的伝統を守bつつ、

日本的な福祉のあb方を考えていきたいと思う。
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　経営主体と沿革

　1874年、ワシントン特別区によって設置された役所である。社会状勢の変化に伴っ

て変遷を続け現在に至っている。ワシントン特別区で家族に見棄てられた子ども、無視され

ている子ども、虐待を受けている子どもを発見保護し、それぞれの子どもに適した施設を、

資金を提供して契約している施設のなかから選択して入所させ、社会復帰・家庭復帰へと

導くことを目的とする行政機関である。委託している種類としては、①里親、②専門施設

（グループホーム治療施設など）、③養子縁組がある。

　対象者について

　対象者は0歳～18歳（ただし障害者は例外で21歳まで可）とする。年間平均取扱い

件数はa200人である。現在Z700人の子どもと1，200の家族（親・兄弟・親戚）

のケースワークをしている。入所の経路は、親・裁判所を通じてが95％でほとんど。そ

の他地域の住人が発見し警察を通しての保護、学校・ソーシャルワーカーを通して発見

されるケースなどさまざまであるが、措置権をもつのは裁判所であb、たとえ親が拒否し

ても裁判所の判断により保護することができる。

　対象者の処遇

　（1）指導方針と方法

　①子どもの潜在的な可能性を伸ばすこと。

　②子どもの元の家庭が破壊している場合、問題（麻薬中毒、アルコール中毒、若年の

両親によって起る問題、無職など）を発見し、ソーシャルワーカーによる月1回程度（問

題によって回数をふやす）の家庭訪門で、家族・親戚のケースワークをして復帰へ導くこ

と。個々の子どもに今、何が欠除しているのか、何が必要なのかを適確につかみ、それら

一
たとえば、特殊教育的左もの、精神障害に対する治療・医療サービス、住宅援助ltど一

に対する援助を家族と裁判所と緊密左関係をもちながら進め、家族の諸問題が解決されs

家族関係が回復調整されたうえで、子どもを家庭へもどす。どうしても家族調整がうまく

いかない場合には、子どもに適した他の新しい家族が与えられる。

　③社会の価値ある一員となるよう導く。

　②　退所の状況

　元の家族へもどる、養子縁組の成立、成人して独立するfiどがケースの終bで、社会復

帰庁がケース資料を提出し、それに基いて裁判所がケースを閉じる。問題点として外面的

状況すなわち肉体的な面、教育的な面での成果は著しいが、’家族関係のひずみによって受

けた精神面の傷が深く、指導に困難を感ずるとのことであった。

　指導期間は現在だいたい6年平均となっているが、アメリカでは2年が平均なので、そ

れを目標としたいとのことであった。

　職員について

　現在数82ノ㎞職種はほとんどが修士号をもつ専門のソーシャルワーカー、ケースワー

カー一一である。職員数は不足しているが経費不足のため満たされていない。
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　ワシントン市社会復帰庁で説明を聞いたのち、役所が経費を出して契約しているグルー

プホームを、ソーシャルワーカーの案内で見学した。ホームの名前は「愛のむちで導く家」

の意味である。

　施設の沿革と子ども

　1955年に開設した。家の左い十代の少女のための特殊ホームで、12歳（中学1年）

～17歳（高校3年）の少女15人が生活していた。親から見棄てられた者14人、親の

依頼で裁判所が監督指導を必要と認めた者1人である。学校へ行かないとか、夜遊びにふ

けるとか、問題行動を起しやすい子どもたちである。

　子ども2人にカウセラーt人が付き、カウセラーの勤務は24時間交替制である。

　少女の生活

　少女たちは地域の中・高校に通学し、学校との連絡は親代りにソーシャルワーカーが当

っているo

　少女たちは日常、居室の清掃、洗たく、時には台所の手伝いなどをして、基本的生活の

訓練をする。土・日曜日、また夏休dy　ltどには、クッキングを手伝いながらその技術を習

得していくなど、日常生活を通して自立に必要な生活技術を身につけるよう指導されてい

るo

　ホーム内でのトラブルについては集会を開き、討議して自主的に問題解決が図られる。

少女の個人的な相談は、社会復帰庁から月1回訪門するソーシャルワーカーが受けている。

　ホームには寝室、台所、食堂のほか、レクリェーションルームや集会室が設けられてい

たo日本の施設に比べればたいへん恵まれた広さだが、アメリカの施設としては簡素で、

ごく普通の家という感じであった。各寝室はきちんと整頓され、少女の好みの写真などが

飾られていた。ホームは解放的で、名称も掲げてltく、さくや囲いもない。地域との関係

もよく、問題はないとのことであった。

　たまたま私たちの見学した時間が下校時であったので、少女たちと接する機会が与えら

れた。明るく、好奇心に満ちたまなざしでt少女たちは私たちを迎えてくれた。

　少女たちは市から衣料費として月25ぷ小遣い15＄の補助があり、こざっぱりとし

ていた。また案内してくださったソーシャルワーカーに対する少女たちの親愛に満ちた笑

顔はたいへん印象的で、日ごろの関係がしのばれた。少女たちは将来、自立することを目

的とし、ソーシャルワーカー、看護婦に左ることが夢だなどと答える表情は、非常に生き

生きとして希望に満ちていた。

　ただ私たちが質疑応答にはいっても、少女たちは周りから離れず、好奇心に満ちた顔を

のぞかせていたため、深く突っ込んだ質問は避けなければならなかった。伸び伸び生活し

ている家のない少女たちに送られ、ほのぼのとした思いでホームをあとにした。

旦　他の施設にも共通のことだが量・質共に職員問題がたいへん進んでいる。その専門性は

大学卒業以上で修士・博士号をもち、全米ソーシャルワーカー協会に加入していて、専門
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職としての位置づけが確立されている。

　社会復帰庁は日本の児童相談所のような所で、相談判定機関であるが、職員数が多く、

専門的知識をもったワーカーが働いているため、能率的で良い指導がなされている。大き

な役所ftのにホームの少女たちの向けた信頼に満ちた笑顔から、業務を通じて地域のなか

に溶込んでいる様がうかがえた。グループホームは日本にない形態だが、十代の少女の独

立したい、おとなぶりたい気持と併せて専門家の温かい援助のもとに家庭の味も兼ね備え

た形であり、自立へのステップとして効果的ですばらしい制度だと思う。

　その他

　帰bのバスのなかで通訳を通してソーシャルワーカーが話された事実は、静かなたたず

まいの首都ワシントンのイメージとは程遠い驚くべき現実なので付記したい。

　首都ワシントンは特別区として連邦政府の直轄地であb、他の市のように地域に即した

地方自治がなされていない。地理的には黒人の多い南部と隣合せであること、そのような

事情が影響しているかどうか定かではないが、昨年の出生率の50％以上が婚姻外出産で

あること。今や未婚の母、しかも子供を育てる能力のない十代の若い母親と、生れ出た私

生児にまつわる問題は深刻な社会問題となっている。私生児たちの受入れ先の里親は、ラ

イセンス制度で、12歳以下のノーマルな子には月190ドル、問題児の場合は年3万ド

ルの高い補助が与えられる。ちなみに役人の上級職の給料が年4万5千ドルである。

　また、私生児を抱えている4人の母親は、平均給料が7，600ドルの働く婦人よbも高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　い生活保護を受けることになるため、真面目に働く婦人がばかを見るという現実、高福祉

の矛盾に甘えようとする人々の存在ftど、問題が多く、今後働く者を養成するような方向

へ進むべく福祉の見直しが叫ばれているということであった。

グループホームの寝室
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研修所感（岡田帖子）

　出発前の大きな不安は何といっても研修テーマである「母子寮の機能」について、母子

寮のない所へ行って果して研修できるかどうかということだった。しかしたとえ母子寮は

なくても、母子家庭は存在しているのだから、どういう風にしてその福祉が守られている

のかを確かめたいと思った。そこでアメリカの母子福祉の現状を、私の感じたままに述べ

てみたい。最初のうち私たち母子寮班は日本的発想で、母子家庭に対する福祉サービスに

っいて質問をした。しかしどこか母子家庭という意味の受取り方にくい違いがあb，ぴた

りとこなかった。それは、アメリカでは母子家庭の母子をことさら区別して考えることが

なく、一般家庭の母子とまったく同等に考えているということだった。このような地域社

会の在り方は、開国以来人々の心底に根ざしているキリスト教精神によって、培われた国

民性のすばらしさなのかもしれない。それにひきかえ日本では、地方により程度の差こそ

あれ、いわれなき偏見があり、地域社会のなかで母子家庭が生活するには、たいへん住み

にくい状況にあるといえるo

　アメリカ人の観点で行けば、経済援助以上のサービスは考えられft・hのかもしれない。

しかしts金で解決できない問題をもった母子はどうなるのだろうか。地域住民の援助にも

限界があるであろう。そのような家庭に何らの援助の手が差伸べられずに放任されるなら

ば、その家庭の崩壊はますますひどくなり、転落の道をたどるであろう。

　今回の研修を通じて感じ続けたことは、児童問題をみるとき、常にその背後にある家庭

家族関係が重視されていることだった。それらの事実をみても、母と子が共に生活しなが

ら、やがて社会へ自立していくための経済的・精神的準備を職員の援助を伴いながら進め

ている日本の母子寮は、効果的でたいへん優れた福祉サービスではないだろうか。現に、

ある虐待された妻と子のシェルターの職員たちから、母子寮について興味をもって質問が

出され、それに共感もされた。自信を深めた次第である。

　いまひとつ、母子寮に関連して、ショッキングな未婚の母子問題を見逃すことができな

い。日本で現在母子寮が受入れている未婚の母と子は、子どもが生れて身二つになってか

らである。しかし最も保護を必要としているのは未婚のまま妊娠した母であろう。かの女

らを受入れる場所がないために、子棄て・子殺しなどの社会問題も起っている。母子寮が

がもし、医師が妊婦と認め、母子手帳が渡された時点でかの女らを受入れることができた

ならば、そのような不幸な事件は減少するであろう。特に若年であるかの女たちには、よ

り良き母親となるための母性教育、正常な家庭生活を営むための技術、社会的自立への指

導が必要であるのに、かの女らを保護する態勢が整ってい左い。

　アメリカではすでに、未婚の母と子は妊婦を含めた意味で使われてbb、これこそ真の

母子保護である。保護設備もあり、専門の職員によってきめ細かな指導がなされていた。

考慮すべき問題点はあるにしても、この若い未婚の妊産婦を放任してtsくことはできない。

これもまた母子寮の新しい課題のひとつとなるのではなかろうかo
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　アメリカ・フロリダ州の南部、避寒地として有名なマイアミ、特にマイアミ市と数±の

高速道路で結ばれているマイアミビーチは南北16キロ、東西1～5キロの細い島である

が、海岸沿いにぎっしbと建ち並ぶホテルは、H7kの熱海の旅館街の規模を大きくし、近

代的にしたようで、まさに壮観である。

　このような保養地・観光地にこれほどの設備の整った近代的な施設があろうとは、とて

も想像できなかったo

　創Mと沿革
　1970年に設立され、4．5エーカーの敷地に、建物・備品・器具・器材に対して総額

800万ドルをDade　County（デード郡）によって、マイアミ大学に賃貸されたもの

である。これらの基金は、U．S．PublicHealth　ServiceのJoseph　P．Kennedy

財団からの補助金と、Mailman財団を通じてAbrahamとJoseph　Mailmanによる
補助金である。

　経営主体

　したがって経営主体は民間であり、マイアミ大学の研究施設であるということである。

　施設の種別

　MA　I　LMAN　CEMERは通園施設で、乳児から未就学児・未成年の精神障害児たちのト

レーニング・研究機関であるといえよう。

　施設の概要

　施設はマイアミシティーのほほ中央に位置し、9階建の近代的ft高層ビルで、そのビル

の2階のところで屋根のある通路によって水平に2階のDEBBIE　INSTIT皿E（デビー

研究所）とつながっている。各階の部門は次のようになっている。

　1階一John　F．Kenedy　Cllnic。医師、ソーシャルワーカー、心理学者、教育者、他の専

門職の協同研究チームのための研究室や診察部屋。

　2階一評価部。X線、　EEG、言語、小児たちを評価する部屋。

　3階一管理上の事務所、本部0

　4～5階一職員や学生のための事務所、研究室。

　6階一研究室。

　7階一Joseph　P．Kennedy，Jr．財団、臨床化学、遺伝学、細胞遺伝学等の研究室。

　8～9階一講堂と視聴覚施設、図書館。特に視聴覚設備は目を見張らせるものがあb、

TV、フィルム、放送関係と近代技術の最高をいっている感じで、われわれ見学者一同び

っくbした。

　目的

　MAIInv　CENTERには次の3つの大きな目的ある。

　1．精神障害●よぴ他の発育上遅れている子どもを診断したり、評価したりすることo

　Z　子どもの生育・成長の分野での仕事に、大学卒業生や在学生を訓練すること。

　3，精神障害tsよび他の発育上の障害を予防したり、早期発見や治療したbすること。
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　上記3つのことを基本的・応用的に研究・調査し、また診断し、評価し、そして訓練す

るところであるo

　そして特記すべきことは、このMAIIMAN　C㎜ERはアメリカ合衆国に建てられてい

る、あるいは計画されている30の大学関連施設の1つであるということである。

　対象児

　0歳から14歳までの精神障害児を診断・評価し、それに関連した治療・トV一ニング

をする。15歳以上の子どもについては協議のうえ考慮されるそうである。1Q測定不能

者から最低1Q30より1Q60～70程度の者が通園している。

　スタツフ
　ディレクター以下人数は不明であったが、ソーシャルワーカー、心理学者、小児科医、

先生（言語、音楽、基太的しつけなど）、言語療法士（ST）、作業療法士（OT）、理

学療法士（PT）、そのほか体育、栄養士などの職員。

　対象者の処遇

　実際の子どもの指導は前述した隣の付属施設である　DEBBIE　INSTITUTE（デピー

研究所）のDEBBIE　S（㎜Lに詮いて実施されている。ここでは次のような研究課題が

組まれている。

　1．障害教育事務所、保健、リハビリテーション事業。ここは53人のかftり健康をそ

こねた就学前の子どもから、過度に健康をそこねた者を扱っている。

　2，モデルセンター。0歳から5歳までの重度障害児（身体障害、精薄）を22人扱っ

ている0

　3．Developmentaly　Integrated　Headstartプログラムo地方社会活動プログラ

ムを通じ、OCDによって支持されs　20人の就学前の子ども（10人が発育上正常で、

10人が遅れている｝を扱う。

　4．Behavior　Management　Classroom。公立の学校の分校である。当施設独自のプ

・グラムを示しながら、8人の幼稚園児と1年生を扱っている。

　5．学童の重度精薄に対するプログラム。TiUe6－B基金によって支援されており、

13人を扱っている。

　6．難聴児のためのプログラム（二重障害）。MAILMAN　CENTER　に支援されて

おり、0歳から3歳までの子どもを30人扱っている。

　7．親と職員のための共同管理プログラム。やはりMAILMAN　CENTERにより支

援され、精薄児の親たちや指導者に役立っている。

　8．特別プログラム。④早産による未熟児に対する研究。◎心臓奇形児に対する研究◎

現在通園中の子どものうち、きが重風÷が中程度、壱が軽度の精薄ということで、1Q

の最低は30ということである。1クラスは15人程度で編成されてbりv先生1人、助

手1人、研究生1人という職員の構成でltされている。母親は、毎日来る者、週に1回ぐ

らい来る老もあるという。入所経路は医者、親、マイアミ市立病院による。
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　所見

　精薄児の教育は州で異なるのであろうが、政府が教育の責任をはっきりさせることによ

って精薄児・身体障害児対策が上昇しているのであろう。
　このセンターに通っている子どもの家庭は経済的には不安定で、通園児のオが低所得者

である。それだけにセンターも親とのコミ；ニケーションを重要視し、長くて2～3週間

に1度、大体週に1度、あるいは毎日のように親をセンターに通わせるシステムになって

いる。そして子どもをどのように治療し、教育し、ヨ1練しているかを知らせている。また

逆にスタッフ・医師たちにも家庭の状況を知らせ、両親と一体となって1人の子どもの指

導に当っているo

　指導面においても、障害の程度によってクラス編成をし、入所時には全スタッフが意見

交換をし、その子どもに合った指導法を見つけ、その後指導方法が誤っていれば、徹底的

に意見を交わし、検討して修正し、目標に向かって訓練・指導が行われている。

　しかもこのセンターは経費面において原則として請求しない。親のほうでその気持があ

れば出すということである。ただ親が子どもに保険をかけている場合は保険会社にその

費用を請求することはある。これまたアメリカらしいものの考え方ではなかろうか。

　収容所的処遇から完全に脱皮し、できる限りの治療・訓練・教育を施し、機能を十分に

活動させよう、させてやろうとする使命感を身に浸みて感じさせられた。

　アメリカでは設備・指導・保護などもっと優れている施設もあると聞く。国の福祉に対

する力の入れ方の格差をまざまざと見せつけられた。

2階の通路。左・デビー研究所入口、右・センター入口

宥「■》

1

，ザ
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研修所感（原田俊昭）

　アメリカの養護施設の特長はいわゆる小舎制の採用で、家庭的なふんい気があり、室内

の自由な飾付けのなかにも整理整頓が要求され、創造性・協調性が重要視されているよう

である。

　特に私の担当施設が精神施設だったせいもあろうが、社会復帰の受入れ態勢も、政府や

民間の理解により、障害児が使いやすいように設備を改造している。教育の場でも同様、

普通児と同じ扱いを受けてteり、その点わが国の立遅れを痛感する。

　施設が、設備がどの；うに完備していても、家庭の指導なしでは療育は成立しftい。少

しでも良くなれば家庭にもどし、その指導に全力を尽す。われわれは家庭教育の重要さを

ここに改めて教えられる思いがする。したがって家庭教育的な面が重視され、アメリカで

は日太のような養護施設がなくなり、その代りとして里親制度が発達しているのだろうと

思う。

　次にスタッフの構成と専門性についてであるが、少数の児童を多くの職員がみていると

いう感じである。どのような福祉施設にも、大学・大学院の専門課程を修了した言語療法

士（ST）、作業療法士（OT）、理学療法士（PT）などが必要に応じ配置されている

のである。そして、その専門性を大いに発揮している。

　また訪問したすべての施設で共通して活躍していたのがソーシャルワーカー（SW）で

あるgかれらは大学院修士課程を終了したのち、2～3年の実務を経験し、はじめて一人

前のワーカーになるというのである。そしてスタッフー人一人の仕事の領域がはっきりし

ており、機能が細分されていた。この点は日本の今後の課題として大いに検討を要する問

題と感じる。

　今回訪問した施設全体にいえることであるが、国土の広さ、豊さとはいえ、敷地そのも

のがとてつもなくゆったりとして広く、日本人にとっては驚異である。日＊の施設は経済

的な問題、土地の問題もあb、最低基準ぎbぎbの施設運営がなされ、そのなかで養護が

なされている現状である。福祉そのものはそのようなことのみではないとは思うカ㍉それ

にしてもアメリカの国土の広さ、豊さをまざまざと見せつけられた感じであった。

　最後にマイアミ訪問の際、われわれの班と行動を1日共にしてくれた若い3人のソーシ

ャルワーカーを忘れることができない。かれらは大学院終了後、現在2～3年の実務実習

中の学生で、ソーシャルワーカーの卵である。われわれはかれらの案内で3か所の施設を

見学、勉強したが、昼食も共にし、不慣れな言葉でアメリカの、日太の福祉問題をディス

カションし、日常生活までの意見交換をした。このことは、このたびの1か月近くのアメ

リカ研修の左かでsある意味では一番の収獲であったと思う。
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　マイアミの概況

　マイアミはもともと定年退職し年金で悠々自適の余生を送るための町として発展した。

温暖な気候で神経痛などの老人病の治療に、寒い地方から、あるいは寒い時期だけ治療・

養生を兼ねて全米から集ってきた。そのための安いアパート、長期滞在には安くなるホテ

ル、モーテルなどが林立、他の観光地とはやや性格を異にする。近年はそのような余裕の

ある老人だけでなく、社会保障年金だけの人、それさえ受給していない人までもやってき

て、老人天国といわれたこの町も、いささか違った様相を示しはじめた。

　現市長もユダヤ人であるように、ユダヤ系の多い町であったが、キューバ革命後、亡命

人が多数住みついた。その結果人ロの3分の1～4分の1を亡命人が占め、互いにスペイ

ン語を話すため、ダウン・タウン（中心地）でもスペイン語が幅を利かせている。

　市は老人対策に力を入れ、レクリエーションセンターを設置、各種の行事に参加させた

b、夕方から成人教育としてダンスや絵画教室などのプログラムを組んでいる。それとは

別に、ユダヤ系の団体が老人のカウンセリング、治療・給食（ランチ）サービス、出歩け

ない老人にランチの配達、買物の代行など、人種に関係なくサービスを行っている。

　役所の予算が少ないうえに対象者・対象範囲の増加、物価の上昇、老人医療など、最近

テレビでも取上げられたほど、それは社会問題化している。観光客の減少もある。観光地

としては落目で、起死回生の手段としてラスペガス・スタイルのギャンブルを始めてはと

いう話もある。現知事が抑えているが、来年の選挙で知事が変れば公認になる公算が強い。

　保健社会復帰局

　このオフィスはフ・リダ州行政区域の11地域（DADEとM）NROEの両郡）を担当し、

e・の地区にある全部のエージェンシーを統括している。サービスの内容は9つの部（Di－

vision）に分れている。そのプ・グラムは、①Aging　and　AdultServices（老

人・成人）②ChildrenもMedical　Services（子ども医療）③Cuban　Refugee

Assistance（亡命キ＝一パ人援助）④Health（健康）⑤Mental　Health（精

神衛生）⑥Retardation（知恵おくれ）⑦Social　and　Economic　Services

（厚生）⑧Vocational　Rehabilitation（職業を通じての社会復帰）⑨Youth

Services（青年）、となっているo

　婦人の援助にも力をいれていて、たとえば、年をとった祖母をみるために、または精神

障害の子どもがいて、生活や就労に支障をきたすようなときは、その家族全員が援助を受

けられるようになっている。ここは行政機関であり、これらのサービスには役人が当る。

　老人の問題についても同じだが、この州だけでなく他州からのはいり込みが多く、施設

が不足して収容しきれない。また老人・障害者には予算不足で援助しきれない部分が多い

ので、施設には入れずにできるだけ家庭にもどすように努力している。

　当日研修メンバーは4班に分れて13施設の見学が予定されていたため通訳との打合せ

10分後に班別訪問に出発。時間がないのでオフィスの取材を打切り、割愛せざるを得な

かったo
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研修所感（川添勝光）

　　21日間延ぺ37か所に及ぶ施設ならびに行政機関の研修だったが、国情・国民性・宗

　教に対する考え方、人種などさまざまな様相が違い、また同じ国内でも州によって状態・

予算などがバラバラであb、行政を含めたシステムそのものが違うし、福祉に対する考え

方・方法も異なり、単純に比較する、あるいは結論づけることができない。出発前、日本

　でいう養護施設はない、収容を甲心とする居住型から、開かれた、あるいはコミ＝ニティ

　ーの左かでの養護、つまb「脱施設化」を図っている、現在は養護施設からコミュ＝ティ

　ー養護に移行する中間、過渡期にあb、今後どのように進んで行くべきかというアメリカ

　の「模索」がつぶさにみられるという講義を受けた。アメリカがやっていることを日本にそ

　のまま当てはめ、受入れることはできないが、模索しているのは日本も同様であb、現在

　の要請を考えて日太の養護をどうしたらよいか、研修を通して考えてみようと思った。そ

　れと同時にコミュ＝ティー養護に至る中間型のアメリカでも、長いあいだ施設収容を中心

　とする形態が続いたわけだし、その移行の時期、移行に伴う混乱、施設や地域社会、対象

　となる人たちの対応、反応がどのようなものであったか、現場で直接聞いてみたいと考え

　た。しかし研修にはいってみての数日間は、わが国でしか理解できない（したがって相手は

　答えようのない）質問をしようとしたb、提供された情報を日本的に、あるいは日太の場合

に当てはめて解釈しようとし、頭の切換えに苦労したo以下「群盲、象をなでる」ことを

承知のうえで、幾つかの項目にまとめてみる。

　1．その子にとってなにがベスト左のか
　どの国の福祉関係者に聞いても、これが出発点であり終点であろう。しかしわが身を振

返ってみて正直、本音と建前の微妙左使い分けがあったのでは左いかと反省させられるほ

ど、関係者のあいだにそれが徹底していた。子どもは親の家庭で健全に育つことこそ一番

なのだ。万一それができなくても、まず親戚、無理なら里親のもとへと、できるだけ家庭

に近いところに生活させる配慮で、施設入所は最後の手段となっている。したがって在所

期間も短く、期間中に改善しようとする努力があb、親への働きかけも積極的に行われる。

この点集団の機能の利用という利点はあるにしろ、われわれは家庭復帰のことを考えてい

るようだが、本当にそうか。なぜ何年もかけなければならないのか。施設で定住させねば

ならないのか。行政の区割があるにせよ、子は児楓親は福祉事務所とバラバラで、その

間の調整はやられているのか。子どもは何も問題がないのに入所の原因となった家庭はそ

のままにして、18歳までに帰す。帰してみたら、家庭の状況は変っていないのでは、何

のための施設入所かと考えさせられた。

　2．細分化
　日本のような専門化した施設はない。しかし分業化が進んでいるように見受けられる。

一
応のリミットまで収容し、改善がみられない場合は次の方法を考えるとかs障害：者の社

会復帰施設でも社会に出して不適応で再入所させる場合とは別に、そのための施設が用意
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されているとか、改善の余地のない親に対しては親権を剥奪するというように、割切り方

が徹底している。またケースワーカー左どの職種・職務は統一されているようで、同じワ

ー カーが施設にも、児相にも、福祉事務所にもいて、一見違った仕事のように受取られが

ち左わが国とは違う。その点われわれに対して、いったい日本の施設でどういう職種であ

り、どういう内容の仕事をしているのかなかなかわかりにくかったように思われる。われ

われはアメリカのように学士、修士あるいは博士といった社会的に認められた資格は左く

ても、また深く左くても、かえって幅広く何でもこ左すようになったのかもしれない。し

かしそのため、養護児童の福祉を阻害しているのではないか、という考え方もでてぐる0

　3，甘えについて

　最近の新聞にコペンハーゲン市のホームヘルパーの記事が出ていた。「決められた時間

通りに相手を訪問しないと、解雇されることもある」は当然として、「ヘルパーが訪問し

たときに在宅していないと、派遣が打切られることがある」。訪問先では世話をした人の

サインをもらう。相手もヘルパーの報告で「必要ftし」と判定されてはか左わない。「す

る側される側いずれも、いい加減のことでは済まされない」とあるように、施設側もそれ

を受ける側にもある種の厳しい受止め方がみられることである。

　シカゴのファミリセンターのように、南北戦争時代に創立して以来、一時は800人い

たこともある施設が州政府から資金援助を停止する旨の通告を受け、直ちに今tでの収容

の形態を全面的に切換え、センターとして転身を図ったという話を聞き、収容施設として

機能してきたものが、急、に、しかも一方的に援助停止が行われた場合、われわれであった

らどういう反応を示すだろうかと考えた。1909年のルーズベルト提言があり、国民的

な合意がある以上、施設としても例外ではないのだが、やはb日本的な考え方のせhか、

ftかなか理解できなかったが、ハワイ州庁のミセスYuhによって、1950年、法律的k

も、体制としても、経済的にも確立、それまではしたくてもできなかっただけであり、移

行はスムーズにいった、と聞いて、ようやく納得ができた。

　施設関係者の自己に対する厳しさと要請を吸収する努力だけでなく、潜在する要請まで

汲みとろうとする柔軟性と積極性には、学ぶぺきものがあった。この厳しさはハワイのバ

スで白いつえを持った婦人に席を譲ろうとしてキッパリ断わられたζとでも感じた。この

一つだけで万事を量るべきではないかもしれないが、障害者も社会の一員として堂々と生

きる権利がある反面、弱い人間としてでなく、立派に社会の一員として義務を果すべき人

間として、厳しく自己をとらえている様子が見受けられた。

　4．地域社会との関連

　これはわれわれの班のテーマでもあったわけだが、施設の社会への働きかけとしては、

われわれが日常行っていることと大差ない。特に目立つ点といえぱ、未婚の母や被虐待児

を収容する施設はシェルターとして逆に近隣へも知らせない。施設への所在を示すネーム

プレートも、入口をはいって受付のまえに掲げてあるようltところもあった。ヒュースト

ンでのことだが、訪問した施設の隣にあるナーサリースクールの先生が、われわれのチャ
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一 ターパスの傍らにやってきてiいったい何事なのだ、この家は何なのかと尋ねられる場

面もあり、日本でいえば施設の隣にある保育所の保母さんが、こういう質問をすることは

恐らくないだろうと苦笑した。ボランティアについては施設も行政機関も積極的に開拓を

行っている。ハウスベアレンツとして無料で施設が住居を提供したり、ワークショップの

指導を任せるなど、外部からの働きかけだけでft〈、内部への組込みを図っているところ

があった反面、全面的に拒否しているところもある。特筆すべきことは、問題の解決には

問題をもった同士に当らせるという考えがあったことで、里親の開拓には里親の組織を利

用するとか、テレフォンサーピスに当る入は以前サービスを受けていた人だとか、パート

タイムにはその施設の出身者を雇うとか、保育料は無料である代bに母親が子どもたちの

世話に無料奉仕で当るという方法などが、それぞれ工夫されている。

　5．今後の施設の役割

　研修をふりかえって、これからわれわれが何をなすべきかは、今後の課題であろうが、

施設はその時代の要請に応じた役割の認識や方向づけを、これまで以上に鮮明に打出して

いくべきであろう。また収容施設以外の形態をライバル視しない、たとえば、どうしても

親元に置けないならば里親開拓を積極的に行うとか、家庭復帰が前提である以上、施設で

家庭的ふんい気を出すように努力するあまり、職員が親そのものにできるだけ近づこうと

して、本来の親そのものを疎外するような今のやり方は良いのか悪いのか、考えさせられ

る。それは別として、里親だけでなく、関係諸機関との結付き、家庭への働きかけの強化

など、今の状態では無理だと手をこまねくばかりでなく、もっと施設外に出ていくべきで

あろう。そのひとつの方法として問題のある家庭の指導を引受けて出向く。これならば学

校も友達も、その子を取巻く環境も変えることなく、親ともども改善を図ることができる。

　施設関係者、行政機関の人々、入所している人たちはアメリカも日本もそう変らない。

言葉の壁があっても、同じ仕事をしているという共通な部分、わかり合える部分が多くあ

った。双方ともそれぞれの国情のなかで、少々の違いはあるが、皆試行錯誤でやっている。

やっているうちに、将来、今やっている方法が間違いではなかったといえるよう、互いに

努力していきたいものである。

　アメリカの福祉と日本の福祉とを比較して、どちらがいいかは一概にはいえぬoただあ

まりにも取巻く環境や条件が整備され過ぎると、たくましさがなくなるようだ。この点ア

メリカの現状をうらやtしいと思うところがある反面、現状維持lt・hし無気力さというか、

自信なのかもしれないが、これがベストだという気分がみられた。私もこれからは、何で

も屋で中途半端と卑下すること左く、もっと自信をもち、いい意味で個性的に、新しい試

みも交えて、独自の道を歩いて行こうと思っている。
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研修報告17　　 児童指導員鈴木富蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心会中心学園
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PENTLAND　HALL．
（ベントランド・ホールー非行女児グループホーム）

所在地　8909，S．W．94St．，　Miam‥FIa．

説明者　Micl　Mirondo（管理者）

研修日　12月9日午後
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　経営主体

　民間経営であるが、費用はフロリダ州から支給される。年間支給額＄18万十＄4万

（奉仕者補助金）＝＄22万で運営される。

　施設種別

　女子問題児のみを収容する。Halfway　heuse（中間の家）で、日本の教護施設と家

庭の中間的役割をなす施設と思われる。

　施設の沿革

　創立は1972年である。それ以前は婦人の施設があったが、経営不振で倒産Oそのあ

と改築、内装を整えて現在に至る由。敷地はフロリダ州が借用して提供している。

　対象者

　女子のみを収容。13～18歳の種々問題をもつ少女たちである。定員22人。現在14

～ 18歳の少女18人が収容されている。入所は裁判所から送られてくる。問題の原因は、

家庭トラブル、夫婦の不仲または離婚にあり、両親の保護教育の欠損に基因するものが多

く、そのだめの非行化で、盗み、麻薬、性行為、売春に近いもの、虐待のケースも含tれ

ている。他のハウスでベッド数が不足になb、措置されてくることもある。ことで教育指

導された少女は、最終的には家庭SSよび社会復帰で退所の運びとなる。

　職員構成

　代表者が不明な点は残念であるが、カウンセラー3人、全日制教師1人、パート教師1

人がいる。そのほかにパートタイムの治療師1人、調理師1人、箏務関係1人、住込みの

ボランティア3人、インターン2人、合計13人がいる。そのなかで修士2人と学士2人
の資格取得者がいる。

　児童育成の目的および処遇

　自立と責任感の養成、家庭tsよび社会復帰の教育指導を重点においている。具体的には

主としてグループ治療によっている。その例として0

　1．それぞれの少女は自分の家と部屋のどの部分も、ていねいに責任をもって維持する。

　2．建設的な自由時間。工芸・技術室、裁縫室、レクリエーション室、運動設備がある。

ここでの重点は、ある計画を成し遂げ、他人と協力して作業をするということにおかれる。

　3．日常のグループ参加。少女は仲間の関心を引き出し、同一性を深めることによって

仲間を助けるとともに、自分も力をつける。

　プログラムを完了した76人の少女のうち、1入だけが新しい罪によって裁判所に連れ

もどされ、5人が小さな出来事でアフターケアを長びかせた。これは70人の少女の育成

指導に成功したことと左る。

　施設の設備

　児童居室が10室ある。1室に2人居住、2室にシャワー1、便所1、洗面所2。その

ほか会議室3、反省室2、遊技室1、学習室4、図書室1、職員居室4（浴室、トイレ、

炊事場セット）、CSR事務室、一般事務室、医薬品室、衣料庫室、奉仕形式ワークシヨッ
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プ、洋裁室、手工芸室、レクリエーション室（万歩機、ビリヤード、ベルトマッサージ機

美容器具セット）、調理室、食品倉庫、食堂広間。別棟2棟（ボランティァ居住室6）。

廊下や居室すぺてにじゅうたんが敷きつめられている。

　なおハウス内にno　smokingとしてありながら、プレールームに灰ざらがあっだ。

聞くとアメリカでは、16歳から煙草を許可されているそうで、居室では禁止しているが

定められた場所ではよいとのことであった。

　少女の日課

　少女は3つのグループに分けられている。2つのグループは、2人のカウンセラーと1

人のインターンによって、残り1つのグループは、1人のカウンセラーと1人のインター

ンによってケアされている。少女は一般に知能の程度の低い子が多いということであるが、

全員明朗であったo

　日課は7：00起床、7：30朝食（朝掃除と整理）、8：30登校、12：00昼食、

13：00学校、15100ハウス内グループ活動、18：00夕食、20：00自主学習、
朝夕の掃除は、食後各グループで随時実施されているとのことであった。

　仕事（日課）のなかでボィント制が決められてts　b、1点～3点が設けられている。金

曜日に集計され、21点以上は1週間4ドルの小遺いが与えられ、17点以上は2ドル、16

点以下は小遺いなし、といった形式を取っている。マネジャー（後述）に選ばれれば1ド

ル加算される。

　ワークショップとしては、外部のボランティアの開発によって、手工芸、絵画、陶器作

b、縫製などが教えられている。なお、ここでは他の施設に例のない方法、住宅を提供し

て奉仕者を活用し、ハウスベアレンツ的立場で指導に当らせている。

　自主の強調

　スタッフが強調していたが、児童のグループ・ミーティング・プレッシャーによって、

非常に効果的な指導がなされている。先にも触れftが、合議制というか、グループにより

話合いを実施し、それによって日課、遊技、掃除、調理当番、野外行事、自主学習などに

最善の方策を立てる。指導者は助言的左立場で同席するそうである。私たちが訪問したと

きは、遊びについて話合いをしていたo

　少女のなかから最高マネジャーと、主任的マネジャーを人選している。マネジャーには

スタッフとともに評価権が与えられており、リーダーとしての役割を果している。マネジ

ヤーは、スタッフが責任のもてる程度をみて決めたb、マネジャーが次の者を選んで決め

たりしている。

　主任的マネジャーにはラウンジマネジャー、キチンマネジャーがあるo

　施設は週5日制でv土曜・日曜日が休みになる。スタyフの休みのときは、少女だちだ

けで一切を処理する。このような時間が少女たちの自立と責任の評価の場ではないかと思

われたe（スタッフが休みであっても、管理の意味で1人～2人は当直制で勤務している。

なおアメリカの労働基準というか、定めは1週40時間となっている。何かの事情で超過
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勤務の場合は15％増しとなる。

　プ・グラムの完了

　少女のハウス滞在期間は2か月～24か月で、平均滞在期間は5か月である。大部分の

少女は1～2か月の調整のあと、公立学校にはいるか、仕事を見つけるかまでになる。

　指導治療は児童のみでなく、必要があれば家族全体を通じて行う。

少女と両親の問題がある鋤、プ・グ・・完了硝り親雑んで相談指導するが吋の

の親鮒し綬入れkhので、勘玲ホ・・一ホーム峻更し・職を探して自立させる・

　退所後1か月以内に生活状態を問合せる。地区が離れている場合は、その地区のソーシ

ャノレワーカーにアフターケァを依頼する。

　その他

　フロリダ州デード郡には、部屋数にして33のボスターホームがあるが、そのうち女子

には2ホームしかない。

　また、フロリダ州には、少女を収容する施設が3か所ある。男子の問題児を収容する施

設は20か所あるとのこと。

グループホームの少女たち。左端は職員
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研修所感（鈴木富蔵）

　広大な自然のkかの、樹木や芝生に囲まれた静かな環境で、明るくのびのびと生活を送

っている少女たち、充実した専門スタッフのゆとbのある指導、ボランティアの活用など

との調秘多くの施設を研修しだなかで、そこは私が最も感銘を受けた施設である。これ

だけゆとbのある家庭的ふんい気と、万全に近い設備に、いかなる問題児といえども、入

所の時点で心なごむような感を受けたであろう。

　興味深かったのは、入所後のテストで、少女の能力に応じた教育がなされる点（年齢に

は関係なく）と、グループに分けた施設内指導である。できるだけ少女たちの自主性を引

出す方向で、グループのなかからマネジャーを決め、それぞれ責任をもたせ、グループ全員

で互いに助け合い、力を合わせて生活させ、結果を報告させる。行いを正しく、行動に責

任がもてれば、外出も自由である。得点制による小遺いの支給など、アメリカならではの

一面もある。短期間で調整指導がなされるようであるが、プレッシャーを一与えて問題を自

分た’らだけで解決するよう、良質のプ・グラムが用意されている。教育は公立学校のプロ

グラムに沿って行われていk。

　わが国はアメリカと国情が違い、予算は少なく、多いのは人口く’らい。しかし対象児童が

ある限り、子どものための仕箏は重大である。その意味でアメリカの良い面は学ぶべきだ

と思うが、国情・民族・宗教そして福祉の歴史の差が、今日の差を示すものと思われる。

わが国のこれからの児童福祉で急務といえるものに、施設職員の専門化がある。現在の学

校教育もさることながら、施設職員の専門理論・技術を再訓練すると同時に、人間的資質

の向上に行政的指導が必要と思われる。

　私は、施設退所児のアフターケアについて研修したいと思っていftので、多くの施設で問’

いかけてみたが、どの訪問施設でも退所児に対する考え方は割切っft答で返ってきた。そ

れは、退所児はあとの機関またはその地域のソーシャルワーカー、必要な専門家に依頼す

ることができる。ある施設では、退所は1人の責任ある者として社会に出すので、自分の

行動について十分責任のもてる教育指導をしてあると言ってts　b、専門職としての自信と

誇りをもっているように思われた。しかし保護を必要とするものがまったくいないかとい

うと、そうではない。ここで重視したいのが州を替っても、必要であればその地域でアフ

ターケアが速かにできるよう、連けいプレーがうかがえたことである。わが国にも必要で

はないだろうかo

　アメリカでは、子どもは親元で養育されるのが一番よいといった基本的なものがあるよ

うで、研修目的の養護施設は皆無であっk。しかし問題児の治療施設は見学することがで

きた。わが国の養護施設と家庭との中間に当る家庭的施設とでも表現できる小舎制は、子

どもの情緒を安定させるのに好都合であるように思われた。

　社会福祉行政の厚みというか、深みはわが国より進歩していると感じたが、主要都市の

一隅では治安の不備を痛感した。全体にみて私は日本の良さを初めて知った。
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研修報告 児童指導員
さ　　　とう　　よし　　ひさ

佐　　藤　　芳　　久

最上栴檀会双葉荘

新庄市大字萩野町

字横根山80番地の1

HARRIS　COUNTY　CHILD　WELFARE
DEPARTMENT　IN　HOUSTON．
（ヒューストン・ハリス郡児童福祉局）

所在地　4040Milam，Houston，Texas．

設明者　Miss　JudyHay．

　　　　Mrs・Odessa　Sayles・

研修日　12月12日午前
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　1．機関（児童福祉局）の沿革

　ホテルからパスで15分、ヒューストンの住宅地なかにある鉄筋コンクリート4階建の

建物である。1966年テキサス州と・・リス郡の合意によって創立。創立当初50人の

SW組織で業務を行っていたが、現在400人（内SW300人）の職員がいる。

　z　取扱い業務

　テキサス州ヒューストン地区人口200万人のなかでの人的資源、多くの里親（里親認

定登録者約500人）と、直轄する20か所の児童福祉施設を統轄し、零歳から17歳ま

での遺棄・虐待されている児童を救うことを目的とし、要保護児童の家族指導、里親の開

拓bよび養子縁組あっせん、里親の認定tib　1び指導、児童の入所措置を決定し、児童の養

育上の指導に関する業務を行う機関である。

　3　機関（児童福祉局）の組織と職員

　全体を統轄するディレクター（局長）1人teよびディレクターアシスタント1人が配置

され、大別して2つの機構に別れている。

　（1）里親・養子縁組関係。　　　②家庭・施設関係。

　（1×2）の機構にプログラムディレクター1人、プログラムディレクターアシスタント1人

が配置され、2つの機構はさらに2機構に分げられている。①里親関係、②養子縁組関係、

③在宅家庭関係、④施設関係に分けられ、との4機構にプログラムディレクター1人、プ

ログラムディレクターアシスタント1人、スーパーバイザー各6人が、里親関係および養子

縁組関係にソーシャルワーカーが各50人、在宅家庭関係bよび施設関係に各100人配

置されている。

　ディレクター1人、ディレクターアシスタント1人、プログラムディレクター6人、プ

ログラムディレクターアシスタント6人、スーパーバイザー24人、ソーシャルワーカー

300人、その他の職員62人。

　4．要保護児童について

　現に遺棄・虐待されている児童の把握は、地域住民・児童および児童の親戚、裁判所・

警察・学校・病院からの来所bよび電話による通告によって受付けられる。通告件数は月

平均1，000件から1，500件で、通告されたケースについて担当ワーカーが調査を実施

するが、通告件数の50パーセントの児童は緊急に保護を要する状態にあるということで

ある。その大部分の家庭の児童は放任状態で、児童を適当に扱う親が多かったり、児童を

肉体的・精神的に虐待したb、性的倒錯状態であるなどの事由が多い。一時的あるいは長

期に児童を家庭から隔離する必要があり、児童を保護するため、この局において裁判所に

家族が養育不可能であることを立証し、親権を剥奪レー時保護するケースもあるという。

　この局にはレシーピングセンター（一時保護施設）の設備はなく、一時保護は里親登録

されている里親のなかから、特にこの局が指定した一時保護の役割を果す里親によって、

児童が保護される仕組になっている。

　児童が里親によって一時保護されている期間に、この局のなかにあるクリニックで児童

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
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は健康診断bよび簡単な心理テスト、面接を受ける。担当ワーカーは両親と児童と家庭の

協調を計ることを中心にした指導を実施するが、児童が家庭生活を続けられる状態になる

には期間を要し、ほとんどの児童は家庭生活を続けるのが不可能である。

　児童の家庭に代る所として第一に親戚の家庭調査を訪問実施し、可能な限り親戚で養育

できるよう配慮する炎親戚による養育が不可能な児童について里親委託される。

　施設での養育は、里親家庭に適さない児童および児童自身に問題がある児童である。

　児童が親戚・里親・施設で養育されている期間、担当ワーカーは両親を中心とした家族

を対象に訪問および局内での指導、里親の養育上の指導、施設入所児童の訪問指導を行い、

特別のケースを除き早期に児童が家庭に復帰できるよう配慮している。

　5．里親について

　里親資格は結婚・未婚を問わず自活していることを条件として認定するが、レシーピン

グ（緊急一時保護の里親）については里親認定者のなかで特に条件を満す里親を指定し認

定している。（現在4ヵ所の緊急一時保護の役割を果す里親を指定している）。

　里親の委託経費については、零歳から9歳までの児童は日額4ドル、10歳から17歳

までの児童は日額5ドル。その他年間児童1人につき衣類代として300ドルが経費とし

て補助される。

　a　施設について

　この局が直轄する20施設のうち2か所の施設を視察見学した。

　ωグループホーム視察について（141ページ参照）

　住宅地の静かlt地にグレマーシー・ハウスと呼ばれるグループホームがあb、家庭環境不

遇児13歳から17歳までの女児6人を養育している。定員6人であるが、現員4人がソ

ー シャルワーカー2人とハウスベアレント1名と共同生活を営んでいる。家庭復帰可能な

児童には家庭連絡を密にし、児童と家庭の調整を計りながら家庭復帰させる。現在1人が

家庭復帰できる状態にあるとのことで家庭に帰っていた。

　家庭復帰不可能な児童に社会人として自活できるよう学校に通学させたりs職業訓練機

関で技術の取得ができるよう児童の自主性を重ずる指導方針を掲げて児童養育する施設で

ある。ホームは2人部屋（6畳程度）が3室、テレビルーム（娯楽室）・食堂・バスルー

ムからltり、こじんまbしていたが、家庭的な共同生活の印象を受けた。

　②コッテージ（小舎収容施設）視察にっいて（142ページ参照）

　80エーカー（a200アール）の広大左土地に管理tw　i棟、体育館1棟、小舎12棟

（男児用6棟、女児用6棟）、定員144人、職員55人の施設である。小舎1棟が日本

の40人定員の養護施設に匹敵するぐらいの面積で、6歳から18歳までの男女児で、家

庭環境不遇鬼言語障害児、情緒障害児の治療養育施設である。障害別・男女別に1棟12

人の年齢別横割制で、各棟にはコッテイジペアレントを配置し、協調性を養い左がら共同

生活している。特に視聴覚教育設備があb，各棟ごとの指導の徹底を計り友がら、よい環

境で児童がのびのび養育されるよう配慮された施設であった。
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研修所感（佐藤芳久）

　1．施設を視察することに児童の虐待ということばを聞かされた。先進国アメリカでな

ぜこんなに児童を虐待しているのだろうかと不思議に思われてならなかった。私は児童虐

待を、肉体的・精神的にむごい取扱いという感覚でとらえていたが、アメリカでの児童の

虐待というとらえ方は、家庭環境不遇な児童を多く意味していることを、研修の後半に聞

かされて自分左りに納得した。もちろん児童を虐待している親も左かにはいるが、保護す

る要因が虐待である場合、虐待を受けて保護される児童は少数であb、ほとんど放任とか

親の養育不能のために保護される児童であった。

　Z　民間施設を視察することに施設の豊かさに目をみはった。宗教的・善意の寄附金を

背景にした財源をもち、広大な敷地を確保し、設備を整え、日本の施設とは比較にならな

い施設ばかりであった。処遇についても児童を保護するだけでなく、治療する施設である

ことがみられた。治療に応じた専門職員の配置、施設内に学校を設置し児童の能力に合っ

た教育、職員の社会的な身分の確立やプロとしての意識で児童を処遇する自信、徹底した

個別治療指導、児童の要求に対応した治療養育指導が確立されていた。また入所児童の家

庭についての指導も関係機関との連携で徹底され、家庭復帰できる児童が多いとのことに

感心させられた。要保護児童を施設に入所させると．家庭指導を疎そかにし、新たに発生

する要保護児童のケースに追回されている日本の現状を考えさせられた。

　3　児童は家庭で養育され、家庭養育不可能児は家庭に代る養育の場として里親養育を

第一原則とした里親制度のすばらしさを、マイアミの地でみることができた。

　8か月から18歳の精薄児9人を3人家族（teばあさん・娘・孫）の家庭で、おばあさ

んが中心となb養育しているのを、担当ワーカーの案内で視察訪問した。里親として家庭

に溶け込んでいる精薄児と触れ合いながらおばあさんに質問してみた。

　①tsばあさん、どうして里親になられたのですか。

　娘が仕事にでているので孫の面倒をみていたが、孫にも手がかからftくなったので、社

会に奉仕したい気持からです。施設で児童を養育していくのに私は反対です。私は子ども

は家庭養育でなければならないと信じているからです。

　②これからも里親として続けられますか。

　もちろん多くの子どもたちを養育していくつもりです。もし私が養育できなくなったら、

私の娘が里親として私のように多くの子どもたちを養育していくことを娘と話合い、娘も

里親として社会に奉仕していくことにしています。

　③9人もの子どもたちを養育し大変でしょうね。

　私は大変だと思ったことはあbません。精薄児であるが、何でも家庭の手伝いをするよ

うにさせています。私にとって子どもたち9人は家族だから、養育するのは当然のことで

苦痛とは思いませんが、子どもたちが病気になったら大変です。9人もts　bますから、病

院に連れていくことを担当ワーカーに鉛願いしています。養育については常に担当ワーカ
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一 が訪問してくれるので、安心しています。

　短時間であったが質問することができた。里親と担当ワーカーの連携の良さと、里親の

人間愛について深く感動させられた。

　4．研修日程の後半、2、3人で夕食を大衆食堂で食べた。私たちの隣のテーブルに老

人〔70歳～80歳）が食事をしていた。老人の食事をみていて、老人が孤独で取残され

たようで、何ともいえない感じになった。今まで豊かな施設ばかり視察してきたこととは

対照的であった。老人に言葉をかけて関きたかったが、残念ながらそのとき英会話のトラ

の巻を持合せていなかったo

ハ リス郡のグルー

プホーム、グレマ

ー シー●ハウス

マイ了ミのホスターホーム
アンナ・ベイルさんの住居

（140ページの写真参照）

一 109一



　　　　　　●　　　ざと
児童指導員　　尾　　里

藤崎台童園

熊本市古京町3一

MARBRIDGE　HOUSE　OF　HOUSTON．
（ヒユーストン・マープリッジ・ハウスー精神遅退児収容訓練施設）

所在地

説明者

研修日

5291La　Blanch，Houston，Tex．77004
Dr．　C．　S　tevens（所長）

12月12日午後

起
清
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　1　施設の性格

　知恵遅れの若い男子のために、職業訓練・斡旋をしている収容施設。

　z　経営主体

　A．経営主体　Marbridge　Foundatioru

　B．設立者　Mr．＆Mrs．　Bridges．

　C．現在の代表者　財団理事長Mr．　J．　E　Bridges所長Mr．　G　Stevens．

　3．施設の沿革

　J．　EBridges夫妻の一人息子が知恵遅れであったため、両親は息子を左んとか独立さ

せたい、そのために、知恵遅れの子のための新しくて独特なブ・グラムを開発したいと願

い、他の知恵遅れの若者を牧場の経営に参加させ、かれらの保護意成に貢献できるような

「Wbrki㎎Ranch」を心に描いた。1952年、財団を組織し、1953年オースチン

に、1人の知恵遅れの若者とスタッフ3人で、80エーカーの土地と古い1軒の農家で、

MARBRI　DGE　RANCHを開設して、もっとたくさんの知恵遅れの人々のためになることを

願い、次のように施設を拡長した。

1967
1967
1988
1969
1969

ダラス（男）45人収容。

アピリーン（女）50人収容。

ヒューストン（女）50人収容c

ダラス（男）6人、アパート。

アビリーン（女）10人、共同

住宅。

19　70
1972

1974

オースチン（男）50人収容。

マープリッジランチに新しく

（男）36人収容。

ヒューストン（男）90人収容。

　4．運営組織

　13人。所長（Mr．　C．　Stevens）副所長（Mrs・C．　Stevens　）、パーソナルソーシ

ャルワーカー（面接・判定の仕事）1人、ハウスマザー7人、コック1人、スタッフエイv

ド1人。財団には、財団の経営するすべてのリピングセンターのために、次のようなスタ

ッフがある。理事会7人。メジカルスタッフ5人（主治医2人、歯科医2人、眼科医1人）

プロフェショナルアドバイザリーコミッション（諮間委員会）前記メジカルスタッフの

ほかに、精神科医、教育者、牧師などDr・10人、アドパ｛ザリーボードメンバー（官・

財・法曹・教育・宗教界などの代表者）18人。

　5　対象者について

　A．定員90人。現員88人。

　B．対象者の特性。IQ41～78、現在年齢18～50歳。教育（就職）可能である

ことo

　C．入所経路。両親、ヒ；一ストンケースワーク機関、テキサス州bよびその他州の職

業復帰局、州立精神薄弱者学校などから、テキサス州精神薄弱者諮間委員会を通じてのみ

入所許可。

　D．年間取扱件数。入退所数30人～40入。退所の場合は独立して、アパートに住む。
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　E．家庭・地域の状況。金持の家庭もままあるが、ほとんどが貧困家庭。入所について

は80％が双方の合意に基づき入所。その後も連絡し合えるが、退所して家に帰るケース

はほとんどない。残b20％は意志の疎通を欠いている。（この場合の入所についてはど

のようになされるのか不明）

　地域との関係は良好で、就職先はほとんどこの地域である。転職（再相談）は年間20

件ぐらいあるが、適応できるよう再訓練している。なb、アフターケアについては、特に

やっていないが、相談があれば喜んで応ずるo独立した人に対するケアについては他の機

関がやる建前であるとのことだった。

　F．就職状況（職種の例）。ドアマン、仕入商品の仕訳、荷物の積下し作業、さら洗い、

台所助手、バスボーイ、洗車・磨き、屋根替え修理人夫、エレベーターボーイ、植木育成

と造園の助手、カフェテリヤウェイター、倉庫人夫、鉛管工助手、動物飼育、留守番子守

り、年輩者や身障者の世話、洗濯屋使用人など。

　G．職場開択について（パンフ、訓練プロより抜すい）

　L地方新聞の項目別広告を利用。入所者は新聞のコピーをとり、自分に通した職種を5

つ選び、雇主名、住所、初任給をメモしてS・くこと。

　2民間職業安定所。入所者は、市内の民間職業安定所のリストを作り、求職の時どんな

ことを請求されるか調べてbく。

　3公共職業安定所から職員が来て労働市場について話をし、資料をくれるので、よく研

究すること。

　4直接交渉。大きな会社では担当職員に申込み、また職員からその会社の3つの支店の

名前を聞いてtsく。小さな会社の場合は所有者か支配人に申込む。

　入所者は以上のような方法で、幾つかの申込みを同時に持っていることが、どうして便

利なのかを討議すること。他に電話・手紙左どによる求職の訓練を受ける。

　所長の話では、実際に求職する場合、所長自身が新聞広告を出したり、直接出向いたb

して求人を募ることがほとんどだそうであるo

　H．対象者の分類（バンプより抜すい）

　1Novice（初心者）。家事をしたり定められた場所を清掃すること。仕事の報告をす

る時は、入浴を済ませ、着替えて、整髪をしてから行うこと。食事の時は清潔で小ざっば

りした身なりをすること。1人での外出は許可しない。スタッフと一緒に何回か出かけた

後、仕事に行く時は1人で定期券乗車をしてよい。自分の衣類は自分で洗たくしてアイロ

ンがけする。

　2　Freshman（初級者）。Nevtce　と同じ特典と義務がある（とはいえ、異なる適

格条件に分類する）。

　3Junior（中級者）。スタッフが一般的な家の周りの雑用を指図するのを手伝う。自

分の部屋とパスルームは、自分で清潔に小ざっばりとすること。可能なこと一レジャー

タイムの一部で、NoviceやFreshmanを街や他所に連れていくこと。
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［

　4Senior（上級者）。チェックした後、1人で家に住むことができる。スタッフに頼

まれたら、一般的な家の周りの雑用を指図しなさい。NoviceやFreshmanがうまくい

く生活の、義務履行能力について学習するのを手助けしなさい。Novi¢eとFreshman

をレジャータイムの一部の時間、街や他所に連れていきなさい。衣類の洗たくやアイロン

かけは自分でしなさい。

　5Graduate　　（完全な独立）o

　I．対象者の資格要件のランク（パンフよb抜すい）

　すべてのランクに1か月の見習期間をtSく。

　Fresi　an：いつも50＄の蓄えを有し、少なくとも3か月間は常勤の仕事を勤めあげ

ること。（以下略）。

　Junior：いつも100＄の蓄えを有し、少なくとも6か月間は常勤の仕事を勤めあげ

ること。下級の者の手本にをること。

　Senior：Junierの期間を4か月もつこと。いつも200＄の蓄えを有し、競争によ

って得た仕事を1年間は勤めあげること。

　Graduate：Seniorを6か月間すること。いつも300＄の蓄えを有すること。

　J．訓練プログラム（パンフより抜すh）

　1社会活動と趣味について。レジャータイムに関して討論会を開くこと。毎日の行動記

録をつけることoだれかが趣味をもったら、それについてクラスで討論すること。クラス

のリーダーは費用のかからない趣味のリストを準備すること。

　2俸給の予算を立てること。金の取扱いに普通に使われる言葉のリストをもらい、その

意味を十分理解すること。予算書をクラスに提出し、クラスで討論してベスト3を選び、

さらに討論をして改良を加えること。（以下略）。

　6．財政について

　A．財源、テキサス州経費。入所後1年間は月350＄、2年目からは本人負担、月に

250＄。不足分は、一般寄附と財団よbの補助により補う。（額は不明）。

　B．1人当りの必要経費。月1人当り397＄。

　7．指導上特に配慮していること。

　社会（職場）復帰を目的として自主独立心のかん養。個人的社会的訓練。ある地域に不

適応を示しながら、他の地域に合うように訓練し、tた一人ひとbの職業上の問題として

とらえ対処していくo

　＆　施設・設備で特色あると思われるもの。

　居住施設の完備。アパートに住めない者のための卒園生宿舎。
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研修所感（尾里一清）

　私はあくまでも日本での現実が頭から離れないため、それとダブらせてアメリカの施設

をみているのではないか、少し見方が違うのではないのかといった疑問がある。この際、

「施設」に対する地域の働きかけ、またはその逆は？」とか、「ボランティァの受け入れ

云々」はさてbいて、「施設も地域の一員であり、当然そこに住む住人はその地域の構成

員である。したがって互いの連けいを保ちながらも、bの拾の自分の生活に責任をもち合

うもの」であるところに、視点をすえてみたらどう左のだろう。（ここから、近隣との相

互関係も生れてくるものと思うが、アメリカにbけるその関係づけまでのプロセスを実感

できなかったのは残念であった）o

　保育園に、近隣の老人がたくさんの孫たちと遊ぶためにやってくる。好きでしようがな

いからと、近所のご婦人が調理担当を無報酬でやってくれる。緊急一時保護の子どもを引

受ける家庭がある。といったことは、なにかこう、目の前の紙くずを何気なく拾ってくず

かごに入れるといった、ごく当り前のこととして受けとめているように思える。

　また里親制度の普及は日本の比ではないが、こういった一連の事柄は、見学・見聞した

範囲でのごく少ない例で、必ずしもこれが一般的なものとはいえない面もある。ある地域

に施設を造ろうとすると地域住民の反対があるとか、入のことなどにかまっておれない人

々もたくさんいるようである。

　わがことに精一杯左うちはまだよいとして、一度その家庭の均衡が破れると、子どもは

家庭からはじき出され、地域からはみ出し、心身ともに害なわれて専門施設にやってくる。

こういった現象はむしろ増えつつあり、問題が深刻化・多様化するほどに、そのケアも高

度化・広範化するというように、どこに終点があるのか見当もつかないところに、民主国

家・巨大なアメリカの、病巣の一部をかい間みる思いがした。ところがこれは対岸の火事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　ではなく、間違いなくやがては日本も同じてつを踏むであろうことを思うとき、背筋の寒

くなる思いであるo

　それならば、私たちはアメリカに何を学べぱよいのだろうか。「1人ひとりの人間（生

命）を大切にすること、次の世紀を築く今の子どもをしっかbとした目的をもって育てあ

げるのが、今世紀のおとなの最大の仕事である」という表現が妥当かどうかわからないが、

少なくともこの仕事にかかわる人々の目は、しっかりとして、理屈ではなく実体としての

子育ての原理を見すえているようである。これらのことが形として、または制度として出て

きているのが、公私の区別なく、専門施設〔人的（質・量）、物的（施設・空間）〕の見

事な充実ぶりであろうか。この仕事にかかわる人々の責任の重大さと、義務の完全遂行は、

経営管理をオープンにすることによって十分に評価されているようで、したがって自分の

信念に加えて、さらに自信と誇りをもって、非常に余裕のある適切な処置をしている。そ

して私が見た限りでは、アメリカのいわゆる「施設の社会化」という、私の求めていた接

点の一つがここにあったように思える。
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　施設の種類

　ハザウェー・ホーム・フォァ・チルドレンは民営の24時間制居住治療センターで、情

緒障害児施設である。精神病理学・心理学治療を行っている。南カリフォルニアで初めて

の治療施設であり、児童福祉施設として高い水準にある。人種・信条の違いを問わず、6

～14歳の重度情緒障害児を対象にしてkり、身体障害者や知能の冒された者を除く児童

が収容されている。知能指数は普通児と同じ程度である。

　情緒障害児のケァは、心の和む、温かい、心情あふれる明るいふんい気であった。teと

なの世界を信頼できない児童が入所しており、それに対応し、信頼ができるように治療教

育がなされている。要保護児童には一人一人に治療者がついており、個々の問題について

相談することができるようになっている。

　ハザウェー子どもホームに収容できない子どもについては、外来者として治療を受ける

ことができるシステムになっている。年齢の高い者、何かの事情で収容できない児童は、

カウンセリングの訪問サービスを受けることができる。

　入所経路

　入所は通常、政府児童施設課の保護所または養子縁組局からであるが、ほかに個人的な

紹介、ロサンゼルス郡機関からの紹介がある。

　学校と地域社会

　学校教育は公立学校に可能な限り出席させている。しかし多くの児童は学習面で遅れて

taり、行動面でも種々障害があるため、施設内の特別教室で授業を受けることが多い。

　スクール・アクティビティーズ、学校行事に積極的に参加させてレ、る。能力差があるの

で、成績の低い児童は特別教室に、成績の高い児童は公立学校に通学している。

　ボーイスヵウトは規律ある団体で、生活指導に好ましい。団員はすべて生き生きとして

いるe積極的に団体活動をしているようである。

　リトル・リーグは少年野球である。ロサンゼルスでは少年野球が盛んに行われている。

チームを結成してから、少年はすべてにおいて自信ができてきた、と話してくれた。課外

活動面でスポーツは大変よい指導になるようだ。

　どの子どもにもできる限り地域社会の人たちと接触がもてるようにしている。職員も最

善の努力を払っている。しかしあまりにも競争的な事、競争意識をあおるようなことは避

けている。具体的に参加している主な行事は前述のような活動である。

　児童と親の関係

　施設のスタッフは可能な限り両親と治療のための相談をし、子どものためによりよい方

法を採っている。子どもと両親のよりよい関係を続けるために、治療のほかに子どもの状

態・行動面を考慮しながら、家の関係の度合に応じて家庭に帰すようにもしている。ケー

スパイケースで計画訪問を実施しているようである。

　退所とアフターケァ

　退所時期についての判断は、子どもの能力により決定するものであるが、良い者は家庭
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に帰すが、家庭に帰れない子どもある。後者は里親に行くか、グループホームへ行くかを

決定するが、大部分は里親に行く。

　退所した子どものアフターケアについては、子どもがいつでも施設の専門治療者に会え

るように配慮されている。施設は子どもが里親に行き、家庭に帰ったのちでも問題行動が

出てきたときはいつでも受入れる用意がある。

　ボランティア・ヘルプ

　ボランティア・グループはある。また個人として参加をする人も多くいる。具体的には

交通機関（貸切パス）を提供してくれたり、美術工芸を教えてくれたりしている。

　運営状況

　運営資金の15％は施設が所属するLOS　ANGEIES　UNITED　WAYで調達される。他

の資金は郡と両親から料金として支払われる。しかし実際は、運営経費がそれらを上回る

ので、個人の寄付金に大きく頼っている。たとえば1975年～76年の収入合計2978，907

ドルに対して、支出合計lt　3P　9　9，7　4　Oドルであった。この出費差額は個人の寄付金で賄わ

れた。

　施設の沿革

　1890年の古い建物であり、調度品も古い価値あるものがあった。当初はキディクッ

ク・グループが孤児院を造ろうとして1919年に基金を集め、建物を所有者が寄付し、

1920年に設立された。Board　Director32人は町の篤志家、著名なビジネスマン（銀

行家・工場経営者・映画人など）である。

　1947年にキディクック氏が死亡したため、ディレクターの1人、ハザウェー氏が中

心になった。それ以来かれの名前を取って現在に至っている。収容人員は情緒障害児40

人である。また必要なハウスベァレンツを収容する施設がある。

　付属施設　HATHAWAY　DE　MI　U、EσHILDREN’S　V　I　LLAGE・

　同じ・サンゼルスの8955West　Gold　Creek　Rd．，Lake　View　Terraceにある重度情

緒障害児の収容施設である。ハザウェー・デミル氏が牧場の一部を寄付し、孤児院として

発足した。ロサンゼルス市からバスで一時間ぐらい、山のなかの静かな場所である。この

辺は雨が少なく、乾燥しているのでよく火災が起るとのことで、外での喫煙が禁止されて

いた。バスなどの車内からのタバ＝の投げ捨ては処罰される。

　この「子ども村」は当初400万ドルで発足したといわれる。現在は小舎制で、1棟に

4人～6人が、男女別に住んでいる。81人の重度情緒障害児を収容しており、スタッフ

200人が治療に当っている。そのほか用務員もいる。オリンピックサイズの体育館が研

修者の目を引いた。立派なプールも私たちにうらやましかった。

　この施設ではクリスマスに児童に10の願いを書かせ、そのうちの1つをプレゼントす

るそうであるが、日本に旅行したいと希望した子どもが1人あった。誰か希望をかなえて

やってくれる人はないだろうか、とユーモラスに話してくれた。
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研修所感（京寛和房）

　サンフランシスコに到着し、これがrアメリカ」であると、一歩を力強く踏みしめた。

　初日・2日目がちょうど土・日で、休日に当り、研修団は市内視察であった。日本のよ

うにゴミゴミした所はなく、立派な建物ばかりであったが、黒人街では異様なふんい気を

知らされた。人種差別が根強く残っており、先進国であるだけに大きな社会的問題を抱え

ているようである。フィシャマンズ・ウォーフでは、日本人食堂があり、日本人専用の土

産品店も並んでおり、日本人観光客がたくさん来ることを物語っていた。街道に若い人の

芸人があちこちで見られたが、少し情ない気がした。もう少し一所懸命に自分の人生を生

きなければならないのに、なぜあのようなことをしているのかと思ったりした。

　デンバー・チルドレンズホーム（情緒障害児施設）で大歓迎をしていただき、私はアメ

リカ人の心の一端を知ったような気がした。夜はレセプションを開いてくれて、今まで食

べたことのないような大きなステーキーを出され、研修団は食べるのに苦労した。

　アメリカには日本のような形態の養護施設はなく、私たちが研修したのは情緒障害児治

療施設がほとんであった。日本の養護の形態とやや似ているのがグループホームであった

が、これも5～6人を収容指導しているにすぎない。日本のような専門化した養護施設は

なく、脱施設化が強いということを教えられた。基本的には家庭と児童を中心に考えてい

る。子どもを施設に収容するのではなく、できるだけ家庭に帰すことに重点をおいている。

情緒障害児にしても、1～2年の短期治療で家庭復帰をさせている。また親とともに治療

していることも参考にすべきであろう。

　児童中心に家庭が考えられて泊り、家庭復帰ができない児童には、里親、グループホー

ムへの道が開かれている。里親制度は大変進んでおり、日本とは格段の差がある。グルー

プホームにおいても、ハウスペァレント、精神病理学者、ケースワーカーなど、専門家が

治療教育してtsり、必要に応じては親も呼び、治療すると話してくれた。日本でも施設ケ

ァのなかで、里親（週末里親など）、グルーフ’ホーム的形態を考えていく必要があるので

はないかと思う。養子縁組も積極的に取組んでいた。

　児童のもっている諸問題については、アメリカは日本よりも多様化している。13歳の

未婚の母、あるいはマリファナ中毒など、日本では大きく広がっていないが、アメリカで

は社会的に大きな問題として取扱われている。B本でも将来こういう問題が出てくると思

うので、対処できる専門教育を受け、資質の向上を図らなければならないだろう。アメリ

カでは資格基準が厳しく、専門教育を受けた職員により、児童個人の能力開発が行われて

いた。精薄施設にしても、二重三重の障害児通所施設があった。

　民間経営による児童相談所が積極的に児童福祉に取組んでいたことが、特に印象に残る。

日本の養護施設も児童相談所的機能を取入れる必要があるように思った。
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説明者

研修日

1300Halol］a　Steet，　Holiolulu，　Hi．96817

Mrs．Joyce　Mar（里親担当員）

12月15日午後
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　施設の概要

　ハワイ島の名所、ダイヤモンドヘッドの東約12㎞の位置にあり、周囲は住宅街で静か

な壌境である。センターは約60年前、女王リリウオカラニ（1891年～1894年在
位）の遺言によって建設された。お元気だったころの女王が、この地を訪れ、気候の良い

ことが気に入られ、ご自身の財産を投じて、ハワイ人のための施設を建設する決心をなさ

れた。そこでみなし子のための施設が建てられることになった。現在、センターはハワイ

系人のみを対象とし、今後減少していくハワイ人を保護していこうとする民間施設である。

壁
　1917年、みなし子の施設として発足した。しかし耐火建築でないことから公認され

ず、1946年、この種の活動に移るまでは、計画期間として活動を続けていた。1968

年、ハワd建築法に基づいた耐火建築物に建て替えることによって、現在の施設として発

展した。

　対象者

　一ワイ人の血を受継ぐ新生児から18歳までの私生児、両親がいない子、片親きbの子

で、未婚児童を取扱う。

　対象者処遇

　取扱い児に対して、児童は家庭で養育されるものであるという基本方針により、できる

限り早い期間内で養育者を見付けて措置する。まずその子をみてくれる兄弟がいるか、伯

父または叔母がいるか、親戚の遠縁に当る人がいるかなどを調査し、引取ってくれる人が

いない場合は、その子に適した里親を捜して里子に出す。

　現在の取扱いケースには、みなし子はいない。年齢が18歳を過ぎても、訓練校などの

教育を受trたい児童に対しては、継続して援助できるよう配慮している。

　ハワイ人口85万人中、約10％がハワイ系人といわれているが、年問平均約5000

～6，000件の取扱いケースがある。

腿
　理事長（事務・会計を兼任）1人、SW5人（内勤者3人、家庭訪問担当者2人）、学

生2人、無資格者1人、その他建物外で活躍する職員約50人を合わせて、60人からの

職員がいる。

　活動内容

活動部門を地域開発部門（Community　Development）と、個別家族サービス（In－

dividual　Family）に区分される。前者はさらに、養子担当班と里親担当班に分れて

いる。後者は、①経済的運営の援助、②子どもの養育家庭の探索、③結婚・離婚問題の解

決、④親子の問題、ひずみの是正、⑤少数民族保護担当など5つの活動を行っている。

　里親の条件と支　額

　里親になりたい入がいる場合は、次の3つの条件のもとに決定する。

　①ハワイ系人でなくても里親κ左れる。
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②経済的に安定した生活を送っている人。

③児童の年齢が大きくなって問題行為があっても、その児童の面倒が見られる人。

　里親に対する養育費（衣食住費）の支給額は、年齢によって次の3種類に分れている。

①0～5歳月額100ドル
②6～12歳〃121ドル

　③13～18歳　〃146ドル
　ただし、義務教育費と子どもに障害のある場合は、度合によって手当が加算される。以

上の費用は州の福祉局から支給されるが、個々の問題についての費用はすべてセンターか

ら支払うので、財政面で苦労がある。

　里親へ委託する場合の児童数は、1家庭5人までとし、ケースバイケースで行うよう心

がけているということであった◎

　特殊事項

　少数化してきているハワイ人が、最近アメリカ化されているので、種族的にも、文化的

にも、ハワイ本来の意味からかけ離れないようにと、センターはハワイ系人以外は受付け

ていない。少数民族を保護しようとすることを目的としている。

旦
　女王様のこ遺言で建設されたというだけに事務所という感じの建物でなく、平屋造りの、

人々が気軽に訪れることのできる庶民的な建築であった。案内された会議室には女王の肖

像画が飾られており、日本式な生花まで生けてあった。

　アメリカの各地で人種差別が問題になっていると聞いていたのに、この施設では、ハワ

イ系人の血を受継ぐ者のみを取扱うという人種保護を目的としていることが、逆に興味を

引いた。それというのもわれわれの目にハワイ人の特徴はつかみにくく、混血が多くなっ

ているからである。今後、海外との交流が益々盛んになるにつれ先住民族が少数化し、こ

のセンター本来の意義が薄らいでいったとしたら、ハワイとしても悲しい結果に左ると思

う。現在私立として行われているこの事業は、当然公立化して行くべきものではないかと

感じた。

女王の肖像
佑）のある

会議室でマ

ー 夫人から
説明をうけ
る研修団員
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研修所感（坂入暎子）

　先進国アメリカの代表的tt児童福祉施設を訪問させていただき、すべての面でスケール

の違いを感じた。施設に入所する児童は治療を目的とするなど、措置上最終的手段で入所

するのであって、どの児童も何等かの障害があることである。入所後は、短期間で治療が

行われ、設備もよく、職員は全員有資格者で、心理学者、精神医学者、SW、看護婦、栄

養士が在籍し、ボランティア活動として歯科医、耳鼻科囲、眼科医のサービスも受けられ

るという施設もあった。施設内に設けられた学校は公認で、一般学校と同格になっている

点、短期治療で入所した児童に通学面で配慮されているのはうらやましいことである。

　次に両親に対する指導と里親制度の充実がある。親への指導は、ソーシャルワーカーに

よって定期的に家庭訪問するか、相談所へ来所させ、親の義務、親子間のトラブル解消、

今後の方針などを指導するなど、日本ではまだ本格化されていないやb方であった。行政

機関を訪問してもスタッフの姿が見えず、在籍数の大半が事務所外で活躍している。

　里親制度は、子どもは家庭で養育されるべきであることからできたという。里親側の受

入れも養護児のみでなく、被虐待児、情緒障害児、身体障害児、精神薄弱児在どさまざま

な児童であるが、里親の報酬は無料であることを知b驚いた。今Bのアメリカでは、失業

者が年々増加している原因に、道徳心、宗教心の薄らぎと、社会保障制度の確立である、

といわれるが、その反面、無報酬で生きがいのため里親になり、何人もの児童を養育して

いる人が多数いると聞き、この制度が飽和状態にならないかという気もする。アメリカの

国民性と根強い宗教心の現れが里親制度の充実につながるのであろうか。説明してくださ

ったSWから、今でこそ里親制度に理解を示してくれるが、10年前この制度が活発化す

るまでは、職員に大きな苦労があb、一戸一戸家庭訪問して里親を募集し、輪を広げてい

ったので、だれかがやってくれるのを待っていたら、子どもへの明るい道は開かれない、

と力説されたとき、われわれは頭から水を浴びせられた思いであった◎

　マイアミの里親宅を班別訪問したが、軽度精薄児を9人世話しているという72歳の里

親に、まさに「世界の母」という感じがした。

　終りにグループホームにつhていえば、3施設の訪問であったが、日本の養護施設形態

に似ていて、養護班が一番期待していた、施設規模、対象児処遇、職員構成、財政面など、

データ的質問はできたが、直面している養護技術、労働問題などに関する細かな質問で話

合いがもてたらよかったと思う。訪問者の職種に合った施設を、時間にゆとbをもって訪

問できたら、日本の養護技術面に有効であったろうと思い心残りである。

　大きな施設ほど多額な寄付金があb、財政・設備・職員の面で余裕があり、公・私立の

差が生じているように思う。日本も同じようであるが、同じ条件の児童に同一の処遇が受

けられるよう児童福祉施設関係当局にお願いしたいと思う。
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研修報告 児童指導員

む　　　とう　　ま　　すみ

武　　藤　　真　　澄

若松学園

岐阜県山県郡高富町大桑

STATE　OF　HAWAI1，　DEPARTMENT　OF
SOCIAL　SERVICES　AND　HOUSING，
PUBLIC　WELFARE　DIVISION．
（ハワイ州公共福祉局）

所在地　226N．Kuakini　St．，Honolulu，　Hi．96817

説明者　Mr．EdwinTam（行政官）

　　　　Mrs．Beatrice　Yuh（里親担当）

研修日　12月16日前

一 123一



　1．ハワイ州公共福祉局の活動

　アメリカ合衆国直轄の州政府のプ・グラム団体として1935年に開設された。この局は

社会福祉問題と住宅供給問題の2つを扱っている。開設当初の職員の数は100人であっ

た。そして常に新しい活動をし左がら現在のように大規模になった。現在900入の職員が

いる。1971年当時の福祉予算は9，300万ドルであったが、現在は2倍となり2億ドルを

運用している。この額は州予算の20％を占め、主に福祉の対象となる人々のためと職員

の人件費に充てられている。5年間で2倍になった原因は、医療費と生活扶助のアップと、

失業者が8％にも増加したことが挙げられる。4人家族の失業者で預金のない場合には、

月額400～450ドルの補助が小切手で受けられる。

　犯罪者の更正、住宅問題、職業分野など心理的・経済的・社会的な部分にわた⑬、広く

種々な形でケアがなされる。また一方で里親開拓、里親委託、医療費補助、経済援助など、

さtざまな人間の問題を扱っている。

　2　里親について（説明者、ユー夫人）

　（1）里親の資格。健康であること（結核にかかっていないこと）。経済的にしっかりした

生活力があること。防災の点について非常口が2つ以上あること。電気設備が整っている

こと。

　以上のほかに里親資格制度があって、人格的な面が特に求められ、子ども好きであb、

優しさがあb、金銭的な面でなく愛情の豊かな人的条件はいうまでもないとのことであっ

たo

　（2）里親の資格調査。健康調査、身体検査、面接を3回ぐらい（訪問時間3時間ぐらい）。

　（3）児童入所経路。友人の紹介、公共団体の紹介、スクールカウンセラーの紹介、病院の

紹介、警察の紹介。

　記録はすべてコンピューターで整理され、50万件ものケース記録が残されている。

　児童はさ1ざaな聞題で保護され指導されるが、最終的には親と一緒にすることをねら

いとしてS・b、長期間親から隔離しておかないように心がけられている。

　州の法律によると公共福祉局は、責任をもって保護指導する立場にあるとなっている。

　ハワイ州1976年度統計より。保護児童680入の内訳として、在宅保護児童336

人、里親委託40人、養子縁組30人、グループホーム15人、成人した者33人、その

他78人。里親349人、里子628入。
　（4職務機構の分野。ハワイ州のカウアイ島、マウイ島、ハワイ島、オアフ島にそれぞれ

支所があり、島ごとにio人ぐらいのワーカーが活動している。ハワイ島の人口は、85

万人（約半数が日系人）で、そのうちなんらかの形で175000人がケアの対象となb、

7人に対し1入の割合でコンタクトがもたれて保護されている。

　虐待された児童の緊急一時保護所として、州の指定を受けた5つの家庭が、マウ〈・ハ

ワイ・オアフ各島にある。このホームは1ホーム5入まで収容し、1か月500ドル、児

童1人1B4・70ドルの経費が支給される。緊急時の保護期間は30日とし、その期間内
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■

に解決されるように心がけている。

　高年齢の児童になるにしたがって、問題が多くなb、そのような児童のための里親を

捜すのが課題である。時には衣類もろくに着ていない児童が保護されることがあるが、そ

のような時は別枠で費用が支払われる。

　里親への支払基本額（児童1人当b）。6歳以下100ドル、6～12歳121ドル、

13～18歳146ドルo
　以上が児童1人1日分の生活費として里親に渡される。この費用は児童の学校給食費、

教材費、テキスト代、映画、バス代、薬品代、小遣い、家具、日用品に充てられる。

　里親は奉仕活動であるから、人件費とか家の使用料は払われ左い。

　障害児を里子とした場合は、ケースによって支払われる。

　医療費は別わくである。

　3　家族と児童のための社会サービス

　ハワイ州の社会奉仕部と住宅供給部の公共福祉局により下記のよう左パンフレットが出

されている。

　ωサービスを誰に適用するか？　財政上の援助を受ける家族。他の要求についてのサー

ビス。児童の保護サービス。児童たちのための里親（養成）サービス。養子縁組サービス。

未婚の親のサービス。

　②サービスをどのように適用するか？　①申込みをするため地方の公共福祉事務所へ電

話するか、赴く。②関係者か友人があなたのために申込みをすることもできる。⑨ソーシ

ヤルワーカーのサービスを受けることもできる。

　㈲サービスの申込みはどこへするか？　公共福祉局を始めカウアイ島・マウイ島・ハワ

イ島・オアフ島のそれぞれのオフィスの所在地が明記されている。

　公共福祉局には幅広く生活上の経費・医療・食糧などによる援助についても準備がある。

　④家族と児童に対するサービスの内容。　自活できるようにすること。

　職業訓練のための労働部門を紹介すること。また仕事ができないような健康上の問題が

ある場合には、後遺症を治すための職業的リハビリテーションの部門も紹介する。

　職業紹介をし、就職できるようにし、希望する職業訓練が受けられるようにするなど、

問題の解決のためのサービスをする。

　保護すること。見捨てられたり、虐待された児童や、児童の養育をするのが困難な両親

のためにサービスをする。

　家族相談を受けること。人間関係、金銭上の問題、児童の養育上の問題などで、両親と

相談をする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　家族計画のこと。家族の規模を計画することの有利性について、出生の調節の知識など

について、論議したり、教えたりする。

　主婦へのサービスのこと。病気のときとか、ある種の危険があるとき、両親に代って子

どもの養育ができないときは、親および子どものために、里親制度あるいはほかの最善の
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方法で解決がなされる。

　未婚の母へのサービスのこと。未婚の父や母が子どもを育てるか、養子縁組にするか、

中絶するかどうかなど相談して決定する。未婚の父も同じく養育義務がある。未婚の母親

の妊娠状態についての不安や心配ごとについて話合う。かの女の両親にどのようにして告

げるか、また友人への体面をどうするかについても話す。かの女の将来について計画を立

てること。子どもを育てる決心がついたならは、どのように母となるかを学ぱせ、扶養す

るための教育をし、仕事をする訓練を継続的に行う。さらに医療計画をするなどして赤ん

坊のための準備をする。

　養子縁組のこと。自分で赤ん坊を養育することができないと決定したならば、公共福祉

局によb、だれか他の人が法的な子どもの親となることを承認される。養子にする場合、

子どもの権利を守るために親権を裁判において剥奪する形をとることもある。

　ハワイの改訂された法令によると、350章に、次のような入は、子どもの悪化、親の

怠慢を報告せねぱならない。すなわち、医師、歯科医師、骨接医、医業にたずさわる人、

看護婦、学校の先生、社会奉仕家などとある。

　報告書は、次のような様式で電話される。

　親の虐待、怠慢の結果として、18歳以下の児童が、傷つけられたことを信じている入

は、だれでも報告すること。最寄りの公共福祉局の事務所へ電話するか、手紙をだす。児

童の名前、虐待や怠慢を推測させるような環境について十分に記載するように、また日時、

児童の受けた損傷、観察した何か他の情報などについても、とある。

　公共福祉局には、ハワイ州における虐待と怠慢のすべての報告が内密に登録され保管さ

れている。

　児童保護サービスセンターは、1969年に社会サービス部と住宅供給部によって設立さ

れ、ホノルルの子供病院に設置された。社会サービス部は、24時間体制で、虐待と怠1曼

の報告に応ずる。同センターは怠慢と虐待された児童たちの保護・鑑別・評価・治療を目

的として運営される。さらに児童の虐待と怠慢を正すことを目的に学習・研究・教育がセ

ンターで行われる。

　このセンターは、診断と治療過程にtelOてグループ体制をとっている。そのグループに

はソーシャルワーカー、社会活動監督者、小児科医、心理学者、精神医学者、看護婦、弁

護土などが加わっている。
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研修所感（武藤真澄）

　福祉対策は、日本でもアメリカでも多くの問題を抱えている。巨大国でも福祉の問題を、

金だけの力では解決することはできない。人間の基本的な問題を解決できるのは人の心で

ある。その福祉の心を広く深く温かいものにすることに努力がなされている。人種・国籍・

宗教を問わず多くの人たちを助けているところの福祉関係機関の人たちb；び一般の人た

ちにじかに接し、研修できたことは大きな喜びであった。

　アメリカでは、州政府が行政単位で、州ごとに法律が定められ、教育方針の違いがある

と聞いた。州ごとに気候風土が異なり、入り混った人種問題があり、日本と比較でき左い

社会状態があり、そこに福祉制度がある。

　ニューヨークでは、戸籍制度がなく、一人一人独立していて、血縁関係を表すことがは

っきりとしていない。養子縁組をした場合、過去のことを知ることができないので、その

ことで問題を起こすようなこともなく、良い意味で人権の尊重にltっている。身分を証明

するものは、自動車の運転免許証とか出生証明書だということであった。

　遺産相続は、遺言によって効力を発し、それがlt　hと財産が国のものになってしまうと

いうこと、現在はこの点を改める動きがあるよう危

　アメリカでは、未婚の母親となることが伝染的に増加してきている。それも10代の少

女に多くなった。また中流家庭の少女にも多くなってきている。この未婚の母親となった

ことをむしろ誇りにさえ感じ、母親と子どもだけで生活したいとの希望が強くなってきた。

そして子どもは母親自身のものであると理想化している。

　13歳の未婚の母親もある。18人もの自分の子どもを一人として育てられない母親も

ある。もちろん未婚の母親だけでなく、未婚の父親にも母親と同様に責任はあるという。

またほとんどの少女は、母親としての準備がなにもできていない。6か月ばかりの子ども

をむちで打っような母親もある。無知で能力の低いことが、また次の問題を引起し、恐ろ

しい結果を生むことになる。このような母親たちは自尊心もなく、自分は、もうだめだと

思ってしまっているとのことであった。

　全米で年間2000人の虐待による死亡児童が出る。このような問題から推測してみても

早い機会に予防的措置を取ることの重要さをつくづく感じさせられた。

　ワシントンでは、1977年婚咽によらない黒人の子どもの出生児が半数以上に達したと

聞く。

　州予算の20％を福祉予算が占めているハワイ州でさえ、中絶の費用はもたない。州で

もつようにすべきであると連邦政府が主張し問題化していると聞き、多額の費用が費やさ

れていることを痛感させられた。

　住宅問題、失業者の問題、黒人の救済問題、アルコール中毒患者の問題などいろいろと

福祉政策上の難問題があるようだ。それを社会の一人一人が、みんなの責任で、解決して

いこうとする気構えのあることを強く感じた。
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　里親に委託された子どもに隣近所の人たちがみんなで育てていこうとする心があふれて

いる。マイアミで案内をされた婦入の話にあったことだが、この人は日本人で、アメリカ

人と結婚しマイアミに住みつかれた。子どもがなく、アメリカ人の子どもを2人養子とし

て迎えているカS隣近所の人々も子どもをたいへんかわいがってくれると喜んで語られた。

　米国で里親開拓はどのように努力されてきたか尋ねたところ、最初は施設の職員が一戸

一戸訪問して回り、里親捜しをしてきたとのこと、そして一方では、知人から知人へと里

親開拓の輪を広げていったとのことであった。

　今回の施設訪問では、日本のような養護施設はみられなかった。それは要保護児童はで

きる限り在宅保護の形を採り、十分に配置されたソーシャルワーカーが、児童と親とを含

めて治療・教育・訓練する方向が樹立しているからである。

　しかし親と一緒においては危険であると思われる児童は、緊急一時保護がなされる。緊

急一時保護所は指定を受けている里親家庭である。保護された児竜は24時間以内に検査・

鑑別などを行左い、措置の決定をしなければならないと決められている。措置に決定すれ

ば里親委託・グループホーム施設など適当と思われる所に、親から分離して収容するわけ

である。児童を長期間親から引放して収容することは最上の方法ではないので、施設への

収容は最後の手段であるという。それでできる限り短期間のうちに治療して、家庭復帰さ

せることが第1の目的となっている。重度の障害児でさえ、通園の形を採っているところ

もある。また週末には、収容児童を家庭に帰す方法を採っており、もし親が週末ごとに児

童を家庭に迎え入れるのを怠れば、何回でも催促し、それでも応じなければ、その親に裁

判所を知じて通告するようになっている。

私たちの研修班はただ1か所だけだがホスターホームが訪問できて、たいへん感動を覚

えた。この婦人は「施設はいやだ、施設と聞きたくもない、子どもは施設へやbたくない、

最後まで自分の手元で育てたい」と、里親としてs子どもを育てている自信のほどについ

て語った。tた「子どもが大好きである。今日tで多くの子どもを預り、数えるのを忘れ

た」と語り、子どもは、施設より里親家庭で育てるのに限ることを強調していた。また、

どんな苦労があるかと尋ねると「みんなとても良い子どもであるから、苦労はなにもなら

ただ、子どもが病気になったときだけである」とのことだった。

　ボスターホームにもソーシャルワーカーのサービス活動がなされてte　b、十分な指導グ

ループ体制が採られている。次々に発生する社会現象を国民一人一人の人間愛で受けとめ

て、そして国民的相互理解の精神構造を築き上げつつ、福祉の確立が目差されていること

に感銘を受けた。
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嘉穂母子寮

福岡県嘉穂郡稲築町

漆生山門

THE　SALVATtON　ARMY
RESIDENTIAL　TREATMENT　FACILITIES
FOR　CHILDREN　AND　YOUTH．
（救世軍児童青年収容治療施設）

所在地　84522nd　Av．，　Honolutu，Hi．96816

説明老　　Ed．Leong（Program　Service　Director）

研修日　12月9日午後
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　施設の沿革

　この場所は1920年代はホノルルでも田舎であったが、救世軍の経営による孤児院が

あり、そこでは家畜を飼育したb、野菜の栽培などを主体とした運営であった。その後、

1950年代になると社会福祉体制が国家的見地から組織化されるようになったため、孤

児院から治療的機能をもつ社会福祉設施として発展してきた。救世軍ハワイ州支部の経営

であるo

旦
　何らかの精神的欠陥により、社会に適応できない子どもに社会的適応性をもたせるため、

医学的・社会的・心理学的・教育的そして宗教的立場から指導し、精神的・社会的再教育

することを目的とする。

　プログラムの概要

　施設は精神病学上の収容治療プログラム（諸医院公認の合同の委員会による）であり、

5つの小舎とメイリック・ダットン学習センターからなってtSり、ハワイ州から特別に許

可された教育プログラムである。5つの小舎は次の通り。

　（1）Kaimuki　Pre－Adolescent　Boys。7歳～12歳の青春前の子ども（12人）。

　（2）Kaimuki　Teenage　Girls。13歳～17歳の少女（14入｝。

　（3）Manoa　Boys　Unit。13歳～17歳の少年（14人）。

　（4）Booth　Services。　妊娠中の少女・婦人、子どものいる未婚の母親（10人）。

　（5）KulaKokua。　保育・幼児園児と就学前の子どもが対象（15人）。

　入所を許可された子どもの激しい感情的あるいは行動上の問題に関して、職員は寛容で

なければならない。かれらは時には非常に衝動的であb、自暴自棄的なものがあり、学習

は容易でない。入所児には自己減点評価制度をやらせている。（精薄児、重症身障児そし

て重症の精神病者の治療は行っていない）。

　入所紹介は個別に行われる。入所は設施別の収容人員で異なる。子どもに対する指導は

個別的に計画され、プログラムが作成される。プログラムは少なくとも4か月ごとに再検

討される。

　心理的社会的再教育の収容治療は、子どもの生活のあらゆる方面に関して、一つにまと

めあげた計画で独自の機会をつくっている。すなわち施設のプログラムのさまざまな構成

要素は、生来の収容される者の生長可能性のすべてを、認識的・感情的・精神的・物理的

に刺激・育成する、特性ある日々の生活経験のために考えられている。

　以上5つのプログラムがあるが、私は母子寮班として4番目のブース事業（未婚の母の

施設）を紹介したい。（以下施設の資料による（」

　ブース事業

　ブース事業は妊娠している少女と、子どものある若い母親のための施設計画である。そ

れは収容治療を必要とし，ほかの一連の必要性、たとえば、妊娠、育児教育、精神的支え、

一人立ちできる生活の技術、そして集中的な個人指導について計画された。
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　この施設を利用できる人は、ハワイ州在住者で、13歳～23歳の婦人ならば人種・宗

教・経済的水準を問わず利用できる。

　ブ　ス・プログラムでは妊娠に関するいかltる選択も職員は主張したりしない。しかし

ながら定期的に個人指導が行われ、少女が現実的に選択すぺき事柄を検討する際に助力さ

れる一中絶するか、養子に出すか、子どもを引取るか、結婚するか、そのtま独りでい

るか、少女が自分の選択について次第にはっきりとした考えをもつにつれ、種々の治療上

の体験がかの女の計画を実行する準備のために指導される。

　子どもを引取る母親

　未婚の母親が子どもを引取るととを決心したとき、かの女は産後のある期鳳ブース・

プ・グラムで生活することを勧められる。母親は子どもの育児に責任をもつ。必要な時に

はただちに援助が与えられ、職員の指導で育児実習の機会が与えられる。

塑
　ブースで受ける看護の内容は、綿密に管理されたもので、注意深い世話、運動、栄養補

給も含めてt産前の適切な看護に向けられる。産後、幼児は育児にふさわしいふんい気の

なかで、安全、物理的な健康（栄養補給、清潔日常の事柄）、医療上の看護（赤ん坊の

日常検診、病気の時の小児科医の治療）、社会的感情的、必要な刺激など、すべての要

請に対してケアされる。

　家族、実際上の父親と男友達

　家族とか本当の父親とか男友達など少女の生活で大切lt人々が、ブースでは勧迎される。

これは感情的な支えが必要とされる時であり、大きな決心が左される時でもある。大切な

関係が始る時であり、あるいは終る時でもあるoそれは難かしくも悲しくもできるし、複

雑化するのを防ぐ時でもある。

　あることで何かがひとりの人に起きれば、皆がその影響を受ける。ブースのカウンセリ

ングは、家族、本当の父親、そして男友達にも、幼児や少女と同様、かれらの要請に応じ

ようとしている。

　治療プログラムと日々の生活

　治療プログラムの最も大切なものの一つは、支援的・治療的環境での日々の生活である。

少女は快適な宿舎の個室あるいはダブルの部屋で一緒に生活する。少女は自分の部屋の維

持にそれぞれ責任をもち、また一般的な家事が幾つか割当てられる。料理の献立、買物、

食事の用意で個々に関与し、1か月分の決められた費用を受取ることでお金の使い方を学

び、自分たちの食事や家執個人的な必要経費とか、赤ん坊の必要物資左どに見合った予

算を立て、それを実行する。

塑
　高校生の年齢の少女は、妊娠した少女のための学校にはいる。あるいは近くの公立の学

校にはいる。修学年齢を過ぎた子どもは職を捜したり、あるいは働きながら教育的訓練セ

ンターに籍を置くことが要求される。ブース・サービスは屋外のプログラムに加えて、定
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期的に毎週開かれる小勉強会、そして妊娠、育児、独立した生活を営むための準備のため

に個人的な訓練を指導する。というのは子どもをもった何人かの母親がブース・プログラ

ムにいるので、すべての少女は母子問題の専門家の助言で、また他の母親の育児の手伝い

をすることで、自分の子どものケアについて、赤ちゃんや子どもの育て方のきわめて貴重

な実際的k体験を身につけることができるからであるg

　カウンセリング

　個人的あるいは集団でのカウンセリングが、すべての少女に定期的に行われている。他

の緊急左仲裁や援助には、当直の職員がいる。個人の長い期間の治療の目的と計画は、職

員の協議を通じて、また時には少女たちや若い婦人たち、外部のワーカーたち、家族、本

当の父親や男友達との話合いを通じて展開される。

　レクリエー’：　9ンと社会的要請

　レクリエーションと創造的な活動は、遊びと自己評価を高めるために、1週間単位で定

期的に計画されている。週末には、地方の海辺に行ったり、特別fi地域の種々の行事な

どに出席する旅行も、しばしば行われる。少女は、家族や友人と連絡するように、また

ブースに訪問してもらうように勧められる。夕方や週末の過し方は、時には職員を通じて

組まれる。

　医療的・歯科的治療

　若い婦人やかの女らの子どもが、医療的・歯科的治療は注意深く調査され、食物の摂取

から排泄tでが監督される。ブースのプ・グラムには医療相談があb、産婦人科医・精神

病科チーへ看護婦がいる。少女が自分自身や子どものために、医療の予約の取り方や医

者の勧告への従い方を学ぶことで、医療の必要に気がつくようにさせる。

腿
　フ’一ス・プログラムには多様な専門家、監督者、ソーシャルワーカー、また母子ケア、妊

娠、独立生活の用意、レジャータイム、集団生活における育児の専門家夜中勤務の2人

のカウンセラー、精神科医チーベ臨床の計画医師、医療コンサルタント、産婦人科コン

サルタントt特約看護婦がいるo

　管理

　ブースは救世軍の事業の一つである。精神病収容治療プログラムとして、諸病院公認の

合同委員会によって認定されている。ア・ハ・ユナイテッド・ウェーの支援を受け、また

州のDSSHと契約もある。

　所感

　アメリカには日本にあるような母子寮はないが、未婚の母子を収容する施設があると聞

き期待していた。未婚の母とは、成人した女性が結婚の形を踏まず妊娠した人だと考えて

いた。ところが訪門した施設には、13歳～18・23歳の少女または若い女性が収容さ

れて指導（治療）を受けていた。これは国民性・社会性の違いもあるだろうが、入種差別、

貧富の差が激しく、両親に虐待されたり、非行に走って家出した少女は、生活のために売
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春を選ぶとのことである。こうして妊娠した少女は、発見されて施設に保護される。アメ

リカでは、宗教的な考え方から中絶が許され左いため、先に述べたようft指導を受け、出

産を待つ。出生率の50％以上が未婚の母の子どもといわれる。伝染病のように年々増加

しているため、性教育（施設内でも教育できる設備をもっている）することによって、防

止するとともに事前の改善策が今後の福祉問題の課題のひとつに挙げられている。

●

1．

赤ちゃんペッドが用意されている寝室

研修所感（荒木久美子｝

，

　広大な自然と恵まれた環境（設備）のなかで、充実した専門スタッフによる指導アフ

ターケアの充実、里親制度、養子縁組およびボランティアの活動が発達している。子ども

は両親と生活を共にするという、アメリカの児童福祉の基本的な考え方から、里親あっせ

ん機関が発達している。施設も小舎制で、家庭的なふんい気のなかで保護され、特殊教育

を受げた専門の職員が、あらゆる角度から子どもの性格・病状をみて、ひとbひとりに個

別指導をしたり、また集団でのグループ指導をしている。子どもだけが指導でなく、家庭

復帰、社会復帰に無理なく行けるよう、家庭への働きかけもソ．シャルワーカーが仕事と

している。またアフターケアも専門的に行っている。

　財政は州によって行政内容が違うため、連邦政府・州・市の公費のほかに、その施設独

自の資金の調達を行っている。経営の基本姿勢は予算がないため、事業の限界があるとい

うことでなく、ニードがあればそれをこばまないという。

　施設の環境・設備は、日本と比較でき左いほど進んでいるが、今後の課題として、未婚

の母親の増加、高い離婚牽麻薬常用者、売春、低所得階層の多子、失業者の増加など、

数多くの問題を抱ていることは、日本も同じであると感じた。
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その他の訪問施設

THE　CHILDREN’S　DIVISION　OF　THE　SOUTH　FLORIDA　STATEHOSPITAL

（州立南フロリダ病院小児科一情緒障害児通院・収容施設｝

　私書箱。4437Hollywood，FL33025・
　代表者。MunirA．Madiwale（MD．　Director）

　運営状況。収容男児5～10歳36人、女児5～14歳12人。通園、15人。
収容はHollywoOd全域、通院はDadeおよCIBroward郡。日々の子どもの生活は、ナー

シングスタッフによって進められるoそして敷地内の学校に通学。学校では特別の資格を

もった教師によって個人指導がなされている。

　受入条件。4～15歳でフロリダ州在住者（9～10歳が多い）。

　スタッフ。精神科医・心理学者・ソーシャルワーカー・看護婦・先生・音楽指導老。

　参考となる指導技術。医師の指導下で短期の集中治療単位として立案され、常勤の小児

精神科医によって治療が進められている。毎週ミーティングを行い、治療の修正、種々の

協議治療の進行状態が協議される。3か月ごとに徹底した診察・評価の協議が、治療と

計画のために全児童に関して行われる。ほとんどの子どもは常時、グループで家庭的左ふ

んい気での治療を受ける。一日里親的左ものもある。

　参考となる施設・備品等。通院の子どもにはスクールバスが用意されており、学校には

諸々の教育機械および機材があり、少人数の生徒でありながら大変大きな体育館もある

（寄付によって設けられたとのこと）。

　家庭・地域との関係。ソーシャルワーカーとか、その方面の公共機関が入院および両親

への働きかげ、また家の遠い児童の面会をもしている。いっぼう両親にもカウンセリング

で接触を保ち、子どもが家庭や地域との関係が保てるよう配慮してい60（記録、高月京寛）

◆

THE　ADOLSCENT　UNIT　OF　THE　SOUTH　FLORIDA　STATE
HOSPITAL．
（州立南フロリダ病院青年部一情緒障害児療育施設）

　所在地。1，0eo　S，W．84th　Av．，Hollywood，　Fi．33025．

　代表者。Dr．Enrigue　Martinez・

　収容定員。男25人、女25人。現在、男22人、女18人。州立病院の付属機関とし

て短期集中治療を目的に設立された。そのため治療プログラムは速かな家庭復帰に重点が

kかれるo

　受入条件。両親がフ・リダ州に住む13・5歳から17．5歳までの子どもで、情緒的障害
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のために家庭・地域に適応しない子どもo

　財源。財源の主なるものはフロリダ州政府から受けている。その他子どもの家庭に収入

に応じた経費を課している。

参考となる施設・備品等。①母体とltる州立病院。②敷地内にある学校。内容は一般的

な学校教育のほかに、レクリエーション・音楽・芸術・創作左どを通じて、社会復帰のた

めの治療が行われている。

　家庭・地域との関係。学校は地域に門戸を開いているが、現在、地域からの生徒はい左

い。ソーシャルワーカーは治療効果を高めるために、家庭関係機関と連絡をとっている。

（記録、石綿　裕）

，

1

■

LITTLE　HAVANA　ADULT　DAY　CARE　CENTER．
（リトル・ハバナ成人デーケア・センター一高齢者通所施設）

　所在地◎1788N．W．3rd　St．，　in　the　Centrat　Presbyterian　Church，Miami，

Fl．

　代表者。Mrs．Nereida　Pachec（マネジャー）

　沿革・財政。1974年5月17日設立。郡立。財政は州・郡から。建物は教会の一部

を借りている。

　受入条件。精神的障害者、経済的に不自由な60歳以上。現在の平均年齢77歳。自分

の意志でなく、ドクターからまわされたり、州のケースワーカーによって措置される。

　運営状況。月～金の午前8時～午後5時運営。スタッフのほかに、収容者を手伝わせて、

生きがいなどを感じさせる。マイアミ市は高齢者の多い町である。キ＝一パ人も多い。た

とえば，88歳のガンの女の人がいた。ここえ通うことによって、病気であることを忘れ

させ、精神的に明るく生きるように指導される。月に1回ケーキとアイスクリームで誕生

会を開く。現在員v男20人、女32人、計52人。

　スタッフ。男2人、女4入（内2人は給与関係）計6人。マネジャー自身はこの職場は

自分にとって最適と思っている。

　参考となる指導技術。手芸の指導。できた作品はすべて無料で持っていってもよい。キ

＝一パ人のための語学の教室。高齢者（精神障害をもった）は通園することで、話合った

り、ゲームを楽しんだりして明るく左り、生きがいをもつように指導。興味をもたせるも

のを見つけさせ、それに没頭させる。ボランディアは、現在い友い。必要でないため外部

への働きかけもしていない。

　参考となる施設・備品。教会の横に続いた建物。女性が多いため手芸に使う室が最も広

い。食堂、調理室、ゲームや談話の室oピアノo（記録、石井公子）

一 135一



HOPE　SCHOOL．
（ホープ・スクールー精神薄弱児・者収容・通所施設）

　所在地。666S．W．4th．，Miami，Fl．33130．

　設立01957年o
　代表者。Mrs．LiHian　Delvecchio．

　運営状況。日常生活の基本的訓練と教育的訓練を18歳以上の者に対して行っている。

現在数、収容85人、通所26人。なお幹部職員の養成のため夏期2週間閉鎖する。

　受入条件。年齢3歳半以上で上限はない。歩行のできること。激しい感情的な問題のな

いこと。

　スタッフ。85人（ナース21人を含む）。

　財政。民間経営で、フロリダ州政府より1人1か月275ドル出る。親の支払い能力に

応じて、スライド制に基づく。1人1か月の経費は900ドルかかるが、不足分は寄付金

でまかなう。州・区・連邦政府より種々の基金を受けている。

　参考とftる指導技術。障害児の治療は毎日一年中続けられる。重複障害のある児童は、

精神の治療から先に行われる。教育的プログラ1・は、読み、書き、新聞が読める。音楽・

絵画制作など、能力に応じ指導し訓練をする。

　参考となる施設・備品等。主な建物に教室・管理室・専門的な室・治療室・居室・喫茶

室がある。建物に付属して6つの新しい教室、倉庫、図書室teよび園長の建物がある。レ

クリエーションのための建物は、学習会合、展覧会、保護者会、コーラスグループ、映画、

音楽、小劇場など多目的に使用される。

　施設は住宅地に隣接し、最大の下町マイアミの中心部に位置している。この位置は国際

空港、病院など、最も一般的な公共施設をたやすく利用し得る場所である。

（記録、武藤真澄）

●

●

●
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FLORIDA　BAPTIST　CHII．DREN’S　HOME．
（フロリダ・バプティスト子どもホーム）

　所在地。7748S．W．95th　Terra¢e，　Miami，Fl．33156．

　代表者oJames　Soles（Director）

　設立年。1904年。

　財政。パプティスト教会の支援が90％を占める。

　運営状況。子どもは3つのコテージに11人ずつ分けられてbり、兄弟・姉妹で収容さ

れている場合が多い。年齢は6～16歳。コテージにハウスマザーがいて、家族的ふんい

きを出すように指導。スクールバスで通学する。宗教に関係なく受入れ、定員・現在員

33入。

　参考と左る施設・備品。7エーカーの広々とした緑地に3棟のコテージがある。1室に

2人ずつ。大きくなると1人部屋。居間・TV室・図書室。（記録、辰已恵美）

■

、

St．VINCENT　HALL．
（聖ピンセント・ホールー未婚の妊産婦施設）

　所を地03675S．Miami　Av．，　Miami，Fl．

　代表者oシスター　Therese　M．　Haggerty．

　設立年。1965年、コールマン・キャロル氏によって組織された。

　運営状況。13～20歳の未婚の妊産婦を保護し、教育を受けさせながら、お産をさせ、

家族とも面会などすることによb調整をとって、スムーズに家に帰れるようにする。定員

18人、現在員14人
　スタッフ。SW2人を含む16人。

　経営・財政。マイアミ大師教管区カソリックチャリティが経営主体である。マイアミに

2か所ある。The　Child　Welfare　Leaque　of　America　Inc．により認可。非利益団

体である。州の援助が1人につき＄1，000で大変苦しい。教会の寄付などで賄う。

　参考となる指導技術。責任感を養うこと。話し方の訓練fiどが目標であり、それらが自

然に身につくように、日課の計画に組入れられている。自分たちの問題は自分たちでミー

ティングによb解決する。

　参考となる施設・備品。冷凍庫・食堂・居間・バスルーム付居室・リネンサービスに加

えて、クラフトルーム・図書室・学習室と教育・趣味的設備があり、教会もあった。中庭

は広々とした芝生で、日当りもよく、明るい建物であった。

　家庭・地域との関係。年少女子の妊娠は他の兄弟に見せたくないという親の気持もあb、

家族の圧れきを防ぐためにも大切な役割を果している。（記録、岡田祐子）
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CENTRO　MATER．
（セントロ・メーター一デーケア施設）

　所在地。406S．W．4th　St，，Miami，　Fl．33130．

　経営主体・代表者。カトリック教会。ミセス・グロイアス。

　設立年◎シxターMirandaによってエ968年設立。

　運営状況。低収入のスペイン系の居住者への事業を主とし、多くの困った人々を崩壊か

ら守b、専門係員がより大きな家族の幸せを作りだすことを目指し、個人指導によb社会

への貢献をすすめている。定員150人v現員15人。

　受入条件。低所得者収入、両親が働いている子ども達（欠損家庭については特に優遇す

る｝。

　財政事情。理事会が種々の計画を遂行するのに必要な±地や建物を手に入れるeとがで

きるように活動している。現在ある設備にかかる改良と修理も理事会により左される。そ

の他個人的な寄付行為による。州から子ども1人に対し1日31セント支払われる。

　参考となる指導技術。終業後のプログラム（午後1時～7時オヤツ・夕食支給）、サマ

ー キャンプ（午前8時半～午後4時半朝食・昼食・夕食支給｝。10代の子どものプログ

ラムなどがあb、それぞれのプログラムに組込まれた活動により、個人的な管理が、有資

格の教師陣（1人のレ9リエーションリーダーが15人の子どもをみる）によって成長発

展することに重きがおかれてhるo

　参考となる施設・備品。家族的要素のあるクラスルーム。陸上競技場。（記録、荒木久

美子）

●

■
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BOYSTOWN　OF　FLORIDA．
（フロリダ少年の町一問題児養護施設）

　所在地。11400S．W．137thAv・，Miami，Fl・

　経営・財政。カトリック教団。教団資金と個人的寄付金。

　代表者。シスターElaino・

　沿革。1964年8月、キ＝一パ人収容の施設として発足。現在は親のいる子どもで両

親のあいだにはさまってうまくいかない、家出の少年・少女、学校をさぼる子ども、両親

が面倒をみきれない子どもを53人収容している。宗教に関係左く受入れている。

　スタッフ。セクレタリー2人（主任）、会計1人、調理2人、SW2人、ボードディv

クPt　－1人tチーフデdレクター1人、ハウスペアレンツ4人。

　参考となる指導技術。子ども（13～16歳）を受入れ、18～19歳のハイスクール

卒業するまでの間、それぞれの能力に応じて教育を受けさせている。Lジュニアハイスク

ー ル。2．カソリックスクール。3，その他の教育機関。

　家庭・地域との関係。定期的な家庭とのカウンセリングを通じて、家庭に復帰させる方

法をとっている。（記録、加賀谷富雄）

●

SENIOR　CENTERS　OF　DADE　COUNTY　INC．，

METROPOLITAN　SENIOR　CENTER．
（デード郡老人センター協会、大司教区老人センター）

　所在地。1407N．W．7th．，behind　Robert　High　Towers，Miami，Fl・33125．

　運営状況o施設内居住者、地域より通hの老人（65歳以上）の給食サービス、娯楽t

レクレーション指導のセンター的役割をしている。地域の老人への配達も左されている。

900食用意されている。老人をかかえている家族には入居許可（1か月収入の25％家

借料）。来園する老人は原則として1食2ドルを、50セント支払い、残金はデイド郡よ

り補助される。1，000人収容可能。マイアミ州には当施設のほかに8か所あり、そのな

かでいちばん大きい施設であるo

　受入条件。本人の意志またはソーシャルワーカー、親近者の勧めによる。65歳以上の

老入に限る。

　財政。フロリダ州と連邦政府から援助される。

　参考となる指導技術。美容と老化防止のための機能訓練、宝石細工、絵画、教養講座、

オーケストラリハーサル、スペイン語〔初・中）、英語、宗教講座、道徳的講座、手工芸、

彫刻、調理実習など各専門の指導者のもとに行われている。

　参考となる施設・備品。1，000人弱収容可能の大食堂、ステージ、雨天体操ドーへ

家族の住居（老人を含む799室）、砂場、芝生の中庭（鉄筋コンクリート建2棟）。

（記録、鈴木富蔵）
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Mrs．ANNA　BAYLE．
（アンナ・ベイル夫入宅一里親家庭）

（重出・108・109べ一ジ参照）

里親。Anna　71歳、経験20輪
娘Patrieia・看護婦。孫Wargo、
大学生。

里子。1S歳、17歳、12歳、9
歳、8歳各1人、16歳、7歳各2人、

計9人tsよび養子として11歳1人。

（左一アンナ・ベイル夫人と里子たち）

■
、
’
．

・
．
．
．
・

アンハー・チルドレ
ンズホームの職員ク

ルックス氏宅の歓迎
会。中央に着物姿で
座っているのがクル
ックス夫人（日本人）。

その右に腰かけてい

るのがクルプクス氏o
　（29べ一ジ老螺）

’
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CENTRALIZED　CHILDREN’S　SERVICE．
（集中児童サーピスー公立障害児里親あっせん機関）

　所在地04090Laguna　Mi　ami，　F　1．

　代表者。所長　Mr．Iohnson，里親担当Ade｜ine　Braik，里親開拓Mrs．グッピー、

精神遅滞担当　Mrs．パーカーt身体障害担当　Mrs．カーパーo

　運営状況。里親あっせんを主な仕事としている。マイアミ地区には400家庭の里親が

かり、1，　250～1．300人の児童（知恵遅れ・身体障害・その他）が委託されている。．

　受入条件。0～18歳の障害をもつ児童。

　参考となる指導技術。里親へ委託後．1か月に1度の健康診断が行われている。その折に

指導・助言を行うとのことである。担当するソーシャルワーカーは、事務所と自宅の電話

番号を里親に通知しておき、緊急の時には夜間でも車で出向くということである。

　家庭・地域との関係。常に里親が不足している。初めのころは理解されなかったが、今

は近隣者・新聞などで知り、電話での申し込みもある。（記録、坂入瑛子）

　

　

　

7
‘
、

じ

φ
，

GRAMERCY　HOUSE．
（グレマーシー…　ウスー女児グループホーム）（重出、107、109ページ参照）

　所在地。4039Gramercy，　Houston，Tex．

　設立年。1975年、テキサス州および・・リス郡によって設立。

　運営状況。13歳～18歳の家庭環境不遇な女児6人を、ソーシャルワーカー2人bよ

びハウスベアレント1人が中心に共同生活を営み、将来良き社会人となるために自主性を

重んずる指導を与えながら学校・職業訓練機関に学ぱせるホームである。現在員4人。

　スタッフ。SW2人、　HP1人。非常勤職員1人（土・日曜日HPの休日のみ）。

　財政。テキサス州およびハリス郡では児童の年間処遇費は人件費を含み1人当b

56，000ドル程度の予算を編成している。

　参考となる指導技術。16歳児2人、17歳児1人、15歳児1人、計4人が共同生活

を営んでいる。自主性を中心とした指導を行い、家庭復帰可能な児童には家庭復帰を前提

として努力し、家庭調整指導を実施するが、家庭復帰不可能な児童については社会人とし

て自立した生活ができるよう指導している。

　参考となる施設・備贔。ホームには2人部屋（6畳程度）3室のほか、テレピルーム’

台所・バスルーム・食堂などがあb、整理がきちんとされてbb、いかにも思春期の女児

の住まいであることが感じられる。

　家庭・地域との関係。家庭復帰可能児については児童と家庭の連絡を密にし児童と家庭

の調整を計っている。地域との交流は少く、地域ではグループホームであることを知らず、

また施設から地域に溶け込む（施設のPR活動）こともないようであった。（記録、佐藤

芳久）
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BURNET－BAYLAND　HOME．
（バーネット・ペイランド・ホームーハリス郡少年司法観察収容施設）

　所在地。6500Chimney　Rock　at　Clarewood，Houston，　Tex．

　代表者。Robert　Cueltar，Ed．D・（Superintendent）

　沿革。1914年、非行少女のためのホームとして発足、1950年、現名称となる。

　運営状況。家庭で顧りみられない児童、家庭の不和、あるいは非行児童を1棟12人で

年齢分類し、女子6棟、男子6棟の家族寮になっている。1棟に1人のペアレントがいて、

24時間世話をする。学齢児は入所当初は敷地内の学校へ行くが、地域の学校へも行き、

必要なものには職業訓練をする。収容可能入員144人（1棟12人）、現在員122人。

　受入条件。ハリス郡児童福祉課を通じて必要と認められた6歳～18歳の男女児。

　職員・財政。職員数55人。州から年間＄863000。これが全経費。

　参考となる指導技術。学校から帰ってから、特別治療の必要なものには治療をする（言

語障害の矯正、遅滞学習の補修）。子どもが入所したらティーチングマシンでテストし、

何がその子に必要であるかを判断する。

　参考とkる施設・備品。80エーカーという広い敷地内にゆとりのあるコテージが点在

している。食事は各コテージごとに作る。なるべく家庭的ふんいきを作るようにしている。

公立学校以外ではここだけにしかないというティーチングマシンがあり、3人のスタッフ

がいる。設備の整った体育館と水泳プールがある。別に管理棟。

　家庭・地域との関係。地域との関係は密接。年間＄10，000の寄付がある。地区の子

どもとスポーツの交換試合をよくやり勝つことが多い。卒業生を喜んで迎え入れ就職をさ

せるo

　その侮高年齢ではいった場合、18歳にこだわらず、職業訓練を必要と認める場合は、

延長して職業訓練を受けさせる。ボーイ・ガールスカウト活動が盛ん。（記録、渡辺容子）
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事　　務 局 報 告
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1

　資生堂社会福祉事業財団では、社会福祉施設従事職員に対する長期的な育成研修事業と

して、昭和47年以来、海外派遣研修を実施してきtした。この海外研修は、日ごろそれ

ぞれの施設の第一線にあって尽力されている指導的中堅職員を海外に派遣し、その国の制

度、運営の実態、処遇技術などを調査研修、その成果をもって広くわが国の社会福祉基盤

の充実向．上に役立たせていただくことを目的とした当財団事業活動のひとつでありtす。

　昭和47年（第1回）ヨーロッパ研修）養護施設・児童館・保育所職員。

　昭和48年（第2回）アメリカ・カナダ研修。精神薄弱児者・肢体不自由児・重症心身

障害児施設職員ぴ

　昭和49年（第3回）ヨーロッパ研修。養護施設職員o

　昭和50年（第4回）ヨーロッパ研修n教護院・児童館職員∩

　昭和51年（第5回、アメリカ・メキシコ研修。乳児院・虚弱児施設職員。

　今回すなわちrg　6回海外派遣研修は民間養護施設・母子寮職員25人によるアメリカ9

州10都市の関係機関・施設35か所の研修で、本報告書はその研修・調査の結果を収録

したものであります。諸般の事情から実施が遅れて冬季にはいりましたが、前年にデンパ

ー から来日されたパウル・クルックス氏をはじめ嬰係各位のご尽力によって、所定の研修

を計画に従って果すことができました。各位に厚く御礼申しあげます。

　なお今回の研修には専門講師として北村二郎氏にご同行いただき、現地で多くのご示唆

を賜りました。まことに感謝にたえtせん。また長期間にわたb研修生を快く送出されま

した各施設の方kのご協力に対し、主催者として深く御礼申しあげる次第でございtす。

‘
5
6
1

ハル・ハウス（46
～50べ一ジ）で、
子どもに「結んで開

いて」を教えながら
交歓する研修団々員
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昭和53年3月1日印刷

　　　　　財団法人

資生堂社会福祉事業財団

東京都中央区銀座7－5－5
電話　　03－572－51　11（代表）
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