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　　　　昭和56年度　資生堂児童福祉施設職員海外派遣研修要綱（抜すい）

1．目　　的

　　民間の児童福祉施設等に従事する職員を海外tc派遣し，当該国の社会福祉制度並び

　　　に，施設運営，児童処遇技術等の専門的な知識技能について，調査研究せしめ．そ

　　の成果をもって職員の資質の向上に資する。

2．主　　催

　　　資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援

　　　厚生省

　　　全社協養護施設協議会

4．期　　日

　　　昭和56年11月（約2週間）

5．研修先及び内容

　　オーストラリア国

　　　メルボルン市及び近郊都市における分散小舎制（ファミリーグルーブホーム，コッ

　　　ティジシステム等）の運営形態，施設活動，処遇技術等についての史的展開と現況

　　　を中心とする調査研修。

6．研修テーマ

　　ほ）分散小舎制等にいたる処遇展開の史的考察。

　　｛2】日豪における児童養護の比較・考察（長所・短所）

7．派遣人員

　　民間養護施設職員　　　15名

8，派遣職員推薦基準

　　（1）施設長を補佐し，施設の運営方針の決定IC参画する主任クラスの処遇職員。

　　　　（特に児童のケースワーク業務，施設のコミュニティケア業務を担っている者を

　　　　　優先）

　　②　勤続10年以上，年齢45歳以下。　（昭和56年4月1日現在）

　　C3）海外研修終了後，修得せる知識，情報，技術にもとついて研修会，文献等の発表

　　　　活動に効果が期待出来る者。

　　｛4｝他の類似の海外研修に参加したことのない者。

9．研修報告書の提出と研修会発表の義務

　　tl）帰国後，各人の研修報告書及び所定のデータ収集カードを決められた期間までに

　　　　提出する。

　　②　全社協養護施設協議会の主催する研修会において，研究成果の発表を行う。
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は　　じ　　め　　に

　資生堂社会福祉事業財団主催による昭和56年度オーストラリア児童福祉研修は，大きな

成果をもって終了し，ここに報告書を刊行するはこびとなりました。主催者として企画段

階から今日にいたるまでのすべてにご尽力いただいた同財団には，あらためて感謝の意を

表する次第であります。

　第9回を迎えた本海外研修は，養護施設の直接処遇職員を対象とし，　「分散小舎制にい

たる処遇展開の史的考察」が，主な研修テーマとして掲げられました。

　オーストラリアにおける’家庭に近い環境で子どもを育てる’思想は，施設をより社会

的なものとして意識づけ，かつ予防的福祉活動へと発展させるにいたりました。そしてそ

の先駆的な役割りを民間施設が担ってきたという事実は，民間施設が多数占めている我国

養護施設関係者に多くの示唆を与えてくれます。

　2週間に亘って，見聞した研修成果は，今後の団員各人の実践の中に発揮されることを

期待いたします。さらに，団員個人のみに止まらず，より広く児童福祉推進のために生か

されることを希い本報告書がその一助となれば幸いであります。

　なお本報告書作成にあたりましても，同財団の全面的なご援助をいただきましたことを

ご報告いたします。

　最後に講師の吉沢英子・荻須隆雄両氏，さらに後援の厚生省のご指導・ご助力に対し，

深い感謝の意を表わすものであります。
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1982年3月

全社協養護施設協議会

　会長　　松本国幸
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あ　　い　　さ　　つ

　資生堂社会福祉事業財団では，児童婦人福祉施設の運営と実践を担う施設従事職員に対

する長期的な育成研修事業の一環として．創立以来，海外派遣研修を実施し昭和56年度で

第9回を重ねました。この事業は，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．当該国の福祉制度，施設の運営形態，児童処遇の知識

技術等の実態に直接触れ調査研修した成果をもって，広くわが国の社会福祉基盤の充実向

上に役立てていただくことを目的としたものであります。

　今日，日本の社会福祉は，もはやある部分では欧米先進国の水準を超えつつあるといわ

れますが，わが国が近代化の過程で指標としてきた国々の社会福祉実践の先進性にっいて

学び，専門性に焦点をあてて調査研修を試みてゆくことは，更に日本独自の福祉体系の整

備と構築を目指すうえにおいて有用なことであり，その到達のためには長い道程があると

考えられます。

　戦後から今日にいたるまで，わが国の養護施設は，社会的養護の場として，児童の精神

的・社会的発達上に係って存在する役割的意義や，児童の人権・人格形成面の養育理念な

ど，多くの論議が展開されてきました。その歴史的経過は児童の施設養育形態のうえにも

大きな変容をもたらし，今H，大阪・神戸の家庭養護寮，東京の養育家庭制度，東京都児童

福祉審議会答申にもとつくファミリー・グループ・ホームの試行などにみられる，里親家

庭の拡大と，大型施設の分散化への移行にあります。

　80年代の社会福祉の動向は，社会福祉施設の地域化，小型化であるといわれますが，も

とより重要なことは，施設の形態論をもって児童養育のすべてに向うことでなく，施設児

童に如何に望ましい養育が保障でき，それを如何に実践するかであります。

　今回の海外派遣研修は，このような背景をもって，要養護児童の施設養育形態，及び，

地域家庭の崩壊・親子分離の防止に先駆的な活動と実績をっんでいるオーストラリア，メ

ルボルン市のセント・ジョーンズホームズを中心とした3都市12施設の調査研修を行いま

した。研修団の構成は，年次計画に従って全社協養護施設協議会による一連の推薦手続を

経て全国より選ばれた民間養護施設で中心的な活動をされている指導員で、本報告はその

調査研修結果を収録したものであります。

　海外での研修によりもたらされる成果は，すぐれて団員個々の資質にかかるものであり，

各位の学ばれた結果を生かしての今後のご活躍を切に期したいと念願いたします。この事

業はもとより当財団のみでよくするところではなく，研修計画にご協力いだだきました厚

生省，全養協，快く研修生を送り出された施設の方々に深く御礼申し上げます。本事業が

明日のわが国の社会福祉の歩みに少しでも支えとなるならば誠に喜びに堪えません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団　迫　田　勝　彦
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オーストラリア児童福祉研修を終えて

　　団長　飯田　進

（福島・堀川愛生園長）

　昭和56年度，資生堂社会福祉事業財団主催による第9回の児童福祉施設職員海外派遺

研修は，厚生省及び全社協養護施設協議会の後援を受け，全国の養護施設で10年以上勤

務している中堅職員の応募者の中から13名が選ばれ．昭和56年11月16日から11月29日ま

での14日間，オーストラリアのメルボルン，キャンベラ，シドニーの都市にある公私10

団体の経営する各種児童福祉施設を調査研究し，ビクトリア州政府の児童福祉の基本方

針やサービ・スの現況にっいても研修した。

　メルボルン市のセント・ジョーンズ法人経営の施設研修（体験実習を含む）に重点を

おき，他法人の経営する施設との対比や児童福祉サービスのネット・ワークとしての各

種施設の現況を知ることができた。

　　　　　　　　牢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

　研修にあたり，そのねらいをどこに置いたか。まず，わが国の養護施設の現況と取り

巻く環境について簡単に触れてみたい。

　第2次大戦後，日本では児童福祉法のもとに養護施設として発足して36年を迎えなが

ら，依然として「施設収容中心主義的」な立場を保持しっつ，施設構内居住型の大舎，

中舎．小舎を中心とした児童養護を展開している。全養護施設の85パーセント強が民間

団体経営といわれながら，措置費に依存しすぎるあまり，民間福祉施設の独自性といわ

れる自由で開拓的，先駆的な働きがほとんど発揮されていない実状である。

　全国約530の養護施設には，平均3万人を下らない子どもたちが、未だに後を絶たな

いで親や肉親と離れて生活している。

　「社会の縮図」といえる施設養護の対象児たちは，社会経済の影響を強く受け，複雑・

多様な問題をかかえて入園してくる。このような傾向を，質的変化としてとらえ今日に

至っているが，職員の対応は容易ではないようである。また子どもたちにとっても，施

設の生活が本当に彼等の望む「家庭にかわる場・環境」となっているであろうか。本来

子どもは，健全な家庭の中で親や家族に愛され，大切に守られ，正しくはぐくまれなけ

ればならず，それが最も自然な姿であり権利である。

　何らかの事情による家庭崩壊や養育能力に欠ける親の増大，あるいは社会環境等の悪

化により，子どもたちの幸福に生きる権利が阻害されている状況が余りにも多くなって

いる。様々な事情によって家庭で暮せない子どもたちの発生を，完全に防ぎきることは
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難しいかもしれない。やむを得ず家庭外で暮さなければならない子どもたちの，基本的

な欲求に対してどう対応すればよいのか，古くて新しい課題にどうしても突き当ってし

まう。かって施設職員は「物言えぬ子どもたちの代弁者」として自他共に認め．子ども

の側に立って代弁者としての役割を果してきたように思われるが，現在もそうであろう

か。

　養護施設自体，時代の社会的養護機能として対応するべく，厳しく質的転換を迫られ

ているように思われてならない。こうした時代的要請に対処しようと苦慮する養護施設

は，全国養護施設長研究協議会において，当面する児童養護の在り方に加えて，80年代

を指向し，また老齢化社会の到来を見越しての健全な児童の育成をスローガンに．養護

施設の将来展望と児童養護のネット・ワーク化の在り方を求めて，過去2回の継続研究

が持たれ，昭和57年度も引続き研究が続行されようとしている。

　児童養護の将来の展望を考える時，従来のワン・パターン式の養護施設では．すでに

児童の持つニードに適切な対応が困難であるように思われる。従って，硬直化した傾向

から，思いきった発想の転換をさせる必要があるのではなかろうか。そうした意味にお

いても，この度の海外研修はわが国の児童福祉展望にとって，予見的な意味をもっ大変

重要な機会が与えられたといえよう。

　特に，オーストラリアは日本と同じアジア圏に属しながら，我々児童福祉関係者にと

って知られざる国であった。ヨーロッパ，カナダ，アメi）力等に目が向き・がちで足下を

知らなかった訳である。経済的な交流はあるが，文化的，人的がないといわれているゆ

えんは事実なのかもしれない。

　オーストラリァの児童養護の歴史を眺めると，我々と同じ悩みをもち，同じような過

程を経ていることに気がつく。福祉先進国といわれている国も同じように，段階を追っ

て共通の流れ，方向ic向って進んでいるようIC思われる。子どもひとりびとりを個の人

格として尊重し、権利の保障という行為がその背景にあるような気がする。

　次は，わが国の養護施設に関係のある事柄について目を転じてみよう。いわゆる施設

構内居住型の児童養護は，過去15年前後の間に大舎制から小舎制へ．大規模収容から小

規模収容へと大きく変革し，さらに少人数による地域分散小舎へと移行してきている。

地域分散小舎に措置される対象も養護児童のみならず，非行性の強い児童や情緒障害児．

心身障害児等とその対象の幅が広がってきている。同時に、児童問題の発生を未然に防

ぐ予防型の児童福祉活動を，地域社会と共に民間の児童福祉団体が率先して推し進めよ

うとしている。その場合，費用対効果を具体的な数字をあげ，対比させながら展開しよ

うとしていることは驚きというほかない気持になった。

　かっての児童居住施設は．時代のニードに対応しきれず閉鎖したり，ある大規模居住
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施設は，思いきった小規模化を図り、建物内部を大改造するなどの最大限の努力を払っ

ている。また全く新しい児童福祉サービスを提供する施設として，居住部門を完全にな

くするというような変化を示している。何故このような変革を進めてきたのか，日本の

養護施設関係者にとって関心が持たれるところであろう。

　そこで研修の内容を分散小舎制等に至る史的考察をあげ，その運営形態，処遇内容，

処遇技術等の現況について調査研究することにして，次の4つのテーマを柱とした。

　1、分散小舎制に至る史的考察

　2．分散小舎制の運営機構

　3．養護内容とその実態

　4．施設と地域社会との関係

　このほか課題と将来の展望をそれぞれの章につけ加え，各章には，わが国と比較考察

する意味で両国共通の調査項目を6項目づっ設定した。

　研修のねらいが，どのような成果をもたらしたかは団員の今後に待っほかないが，一

応の形としてはこの報告書にまとめられているように思う。

●

　最後にひとこと。海外研修は．とかく外国かぶれとなって自国に対し批判的となった

り否定的になりがちであるが，逆に自国の姿を客観的に正しく評価し，あらためて良さ

を見直すことができるといわれている。わが国の児童福祉は総花的，まだまだ不充分で

あるといわれながらも，他国に劣らない独自の内容・質を持っている分野はたくさんあ

ると思う。しかし，わが国の児童福祉サービスを向上させてゆくためには，唯我独尊に

なり海外の動向に排他的となったり，またうのみをしたりしてはならないと思う。受容

的に謙虐な態度で海外のすぐれた成果を取捨選択し，学びとり，とり入れながら独自の

児童福祉体系を子どもたちのために築きあげてゆく責任がある。施設運営の近代化・専

門化を急ぐあまり，大切なものを失なってはならないことをしっかり学びとりたいと思

う。

　この海外研修が機縁となり，日本とオーストラリアの児童福祉国際交流の出発点とな

ってくれることを切望してやまない。

●

＊ ＊ ＊
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●

　付　記

　団員の選考・派遣の経過について，あえて触れておきたい。

　団員の選考にあたっては，全社協養護施設協議会が候補者を選び，資生堂社会福祉事業

財団に推薦することになった。推薦選考委員には松本，渡辺，側垣，広瀬，飯田，平本の

6名があたった。

　まず，全国の各養護施設からの応募者は研修内容に沿って「オーストラリ？児童福祉研

修で私が学びたいこと」という課題で論文を提出した。全国から多数寄せられた応募は選

考委員会において厳正に審査のうえ，13名の候補者が資生堂社会福祉事業財団に推薦され

た。財団によって最終的に選考決定された研修候補者は，昭和56年9月30日の結団式の席

で，山本財団理事長より委嘱状が手渡され正式に研修団員となった。引続き10月1日にか

けての国内オリエンテーションでは，グループ編成，研修テーマの整理，調査項目の設定，

報告書作成・役割分担の打合せ，研修旅行中の諸注意等が行なわれた。

　一方，財団は講師・団長の選任を進めながら，研修内容に沿った現地受け入れ施設の選

定と依頼・下見，宿泊場所，輸送手段の手配等の調整準備のためオーストラリァに飛び，

関係機関への挨拶や打合せを行ない万全の協力体制を作りあげていった。このような周到

で綿密な準備と現地の全面的な協力があったからこそ，所期の目的以上の成果があがった

と思われる。あらためて団員と共に，財団や事務局，関係者の皆さまに心から感謝したい。

舎
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第 1
虫早

分散小舎制による史的考察

講師　　荻　須　隆　雄

　（厚生省育成課厚生技官）



はじめに

　今回のオーストラリァ社会福祉研修では，三大都市（2州および特別区）における養護

施設およびこれに関連する施設や機関等の職員，行政担当者等に接する機会を得たが，受

けた説明や資料から，本テーマについて包括的に述べることは，筆者にとって力量を越え

た作業である。

　ここでは，若干の資料や記録を手懸りとして．オーストラリアにおける最近の児童育成

に関する社会的問題，施設養護運営形態の変容等の一端を紹介することにしたい。

1．児童健全育成上の社会的問題

　児童の健全育成上の社会的問題について，先ず，ファミリー・グループ・ホーム（family

group　home）等において養護されている児童の措置理由を掲げてみると，次のようである。

　①親の病気・入院や精神障害　②親の離婚や義父（義母）の養育忌避　③里親委託や養

子縁組が養育上不適切であった場合　④家庭での養育・監護が十分できない（uncontrollable）

場合などとなっている。㈲また，年齢のやや高い青少年を対象とする一時保護の福祉サービ

ス（EmeTgency　Accommodation　for　Young　pe。ple）にっいてeま．その保護理由として，家庭

養育環境の劣悪のほか，失業や適当な家賃の家（部屋）が得られないことなどがあげられ

ている。回

　以上に記したことのほか，訪問した施設職員などから聴取した児童健全育成上の問題点

を補足してみる。

　近年，結婚年齢が早まる傾向にあり（女性の平均結婚年齢は2L2歳という）．育児に関

する知識の欠如や養育忌避の親が目立つという。また，ティーン・エイジャーの未婚の母

にっいては，寛容的態度の人が増えてはいるもののおとなたちにとっては憂慮すべきこと

として受けとめられている。ある施設職員はこれらの傾向にっいて，「結婚意識の乏しい結

婚」が若い世代に広まりつつあると説明していた。

　また，低所得階層における家庭養育機能の弱化や親の麻薬，アルコール中毒等による家

庭崩壊なども，児童の健全育成上の社会問題となっているという。

　さらに，美しい港として知られるシドニーの中心街では．夕刻路上に10数台の日本製の

オートバイがみごとに並んでいた。日本に数年間住んでいたというB氏は，日本でいう暴

走族の若者たちのオートバイであると説明してくれた。

　以上のほか，移民家族に対する福祉サービスも重要な課題となっている。オーストラリ

アでは，過去30年間にギリシャ，イタリアをはじめとする国々から，約400万人の移民を

受入れている。彼らの文化的背景は，極めて多岐にわたっており．例えば言語は60種類，
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40にも及ぶ異なる宗教信者たちであり，全人口の約40％が移民系家族で占められていると

いう。

　移民系家族にとっては，就職するにしても日常生活には英語を解することが不可欠であ

ることは説明を要しないであろう。英語を解さない彼らに対しては，エスニック・ケア・

フオース（Ethnic　Care　Force；ヴィクトリア州）やコミュニティー・センターにおけるマ

ルチカルチュラル・アドヴァイザー（multicukural　advtser；キャンベラ）などが，彼らの

母国語で相談に応じ，福祉サービスを行っている。特に，児童の養育（教育）に関しては，

言語や習慣などの違いにより，学校生活上の諸問題や夫婦共稼ぎによる児童の保育などの

相談に対して，福祉的援助を行っている。

　終りに，高い乳児死亡率を示し，教育レベルの低さや貧困等の生活環境にある原住民

（アボリジニー）家族に対する福祉サービスの推進も，児童健全上の今後の大きな課題の

一っとなっているようである。

（注）　（イ）St．　Jo㎞’s　資料による。

　　　（ロ）ヴィクトリア州政府資料による。

2．施設養護運営形態の変容

　最近における施設養護の運営形態の変容について，ヴィクトリア州を例として紹介する

と，次のような報告が行われている。

　地域に分散した小舎養護の一っである，ファミリー・グループ・ホーム（Family　Group

Home：以下F．G，H．と略記）といわれる施設養護形態は，ここ数年間に急激に増加し，

現在，養護施設在籍児童の約半数がこの新しい運営形態による養護を受けているという。

因に，現在F．G．H．は，メルボルンに137か所あり，その他の地域に所在するものを合わ

せて180か所に及んでいる。また．このうち．70か所は州立であるという。

　ところで，　F．G．H．をはじめとする新しい施設養護形態に発展する以前の状況について

は．“集合型施設養護”と表現されているように，1，2棟の大規模な建物に極めて多数の

児童が収容されており，施設の多くは独自の学校を付設していたという。従って，当時の

児童は，近隣社会との接触の機会もほとんどない環境におかれており，社会的に孤立した

日々を送らざるを得なかったと推測される。

　しかし．今日では，このような外観的には従来型の養護施設であっても，その内部をい

くつかの小さな部屋として使用できるように改築したり，児童を地域の学校へ通学させた

り，あるいは地域でのさまざまな活動に参加させるような運営が行われているという報告

書の説明である。

　このような施設養護運営形態の変容の社会的要因の一つとして，児童が養護施設に在籍
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している間は，できるだけ一般的な家庭に近い条件のもとで養護しようとする考え方が広

まっていることが，施設関係者の説明で強調されていた。また．近年，従来型の大舎制養

護施設のなかには，閉鎖されたものやF．G．H．に運営方法を変更したものが数か所あるこ

と，さらに，施設養護を必要とする児童数の減少や先に記したように養護児童の処遇を家

庭環境に近い条件のもとで行おうとする動きなどがあり，州政府としても今後これらの児

童に対する処遇の改善を図ることの必要性を報告している。

3．要養護児童等の発生予防

　①要養護児童の主な発生因については，｛1｝で簡単に紹介した通りであるが，　F．G．H．を

はじめとする施設における児童の在籍期間はできるだけ短くすべきであり，さらに，でき

ることならばこれらの施設に措置せずにすむようにしようかという考えが，最近の関係者

の共通した考え方のようである。

　要養護児童の発生を極力予防するために，ケア・フオース（care　force）やコミュニティ

ー・センターなどにおいて，専門職員やボランティアが地域住民のかかえるさまざまな相

談に対処している。児童の養育に直接関係する相談は言うまでもなく，たとえば，親の失

業によりローンの返済が一時的に不可能であるという経済的問題についても，結果的に児

童の養育問題に波及するという考えから，ケア・フt一スのスタッフが業者等に返済期限

の延期を申し入れることなどの援助を行っている。

　また，母親が養育知識を深めたり，家事に関する技術を高めることなどは，家庭生活を

充実させるとの考えから，先のケア・フォースやコミュニティー・センターなどでは，母

親を対象としてさまざまな講習会が企画されており，利用者も多いとの説明であった。

　これらの例のように，児重の成長発達の過程で最も重要な環境である家庭に生ずるさま

ざまな問題の相談に応じ，指導，援助することにより，家庭での養育機能を強化し，要養

護児童の発生を予防しようとする関係者の熱意が感じられる。

　②養護施設への措置理由および施設入所に対する考え方の変化にっいては，先に述べた

とおりであるが，親による虐待などのケースにあっては，裁判所により親権の一時停止が

行われ，施設入所あるいは里親委託などの措置がとられる。当該児童が家庭を離れている

期間は，極力短くという考えによって，州政府の専門職員等により定期的に親の養育態度

をはじめとする家庭環境のチェックが行われ．当該児童の家庭復帰が検討される。

　③義務教育（ヴィクトリア州では15歳まで）を終了し、保護を必要とする児童に対す

る公的な福祉サービス制度は、他の分野に比べて歴史も浅いようであるが，児童のおかれ

ている状況などから，さまさ’まな福祉サービスを実施している。

　例えば，日常生活に必要な金銭の計算に正確さを欠く児童や社会生活が困難な児童など
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に対しては，ユース・ウェルフェア・センタ（Youth　Welfare　Center）による指導やユース

・ホステル（又はホステル；Youth　Hostel）への入所による生活指導などがある。また，

放浪児童等については，緊急一時保護施設（Emmergency　Accomodation）に入所させ，必要

な指導を行っている。

　以上のように義務教育終了後の児童に対する福祉サービスについても，その基本的な考

えとして，児童が自らの力で社会生活が営めるように，できるだけ早期に適切な指導を行

おうとする目的によるものであるという説明であった。

おわりに

　各訪問施設、機関においては，丁寧な説明および多種にわたる資料を受けたにもかかわ

らず，筆者の誤解や誤訳などにより，適確性に欠く部分があれば，すべて筆者の責任であ

る。ご叱正戴ければ幸いである。

　なお，オーストラリアの社会福祉制度等については，下記〔4め文献で要点的にまとめら

れているので参考にされたい。

　ぐ主要参考資料〉

（1）Departrnent　of　Community　We】fare　Services－Annual　Report－

　　1July　I978　to　30　June　1979　VICTORIA

｛2）　Residential　child　care

　　department　of　Community　Welfare　Serv輌ces，　Goverment　of　Victoria　Oct．工981

〔3）　ErneTgency　Accommodation　for　young　people－comrnunity　service　department　of

　　commulljty　weifare　services，　Goverment　of　Victoria

｛4）各国の社会福祉（X　オーストラリアの社会福祉　p．195～214，小島容子），国際社会

　福祉協議会日本国委員会編　全国社会福祉協議会発行　昭和56年
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用語説明

1．ファミリー・グループ・ホーム（Fainily　Group　Home）

・ ごく一般的な住宅に数名の児童が収容されt職員であるcottage　mother（cottage　parents）

およびその家族とともに生活している。cottage　motherの夫は，他の職に就いている場合も

ある。収容児童の多くは地域の小・中学校や職業訓練学校等に通学しているが，就職して

いる児童もいる（就職している児童については，就職先の生活に慣れるまでの数か月間，

在籍期間を延長している）。

・ 収容児童は，cottage　mother等の指導のもとに，親や家族に面会すること，休暇中や週

末に帰宅することなどが許可されている。

・ cottageへの収容は，少年裁判所または州政府の地域福祉省による措置と，家庭での児

童養育が極めて困難な場合の私的契約によるものとがある。現在のところ，前者のstate

wardによる措置児童がほとんどを占めており，養育上不適切な家庭環境に置かれている

児童，親の病気・入院や離婚により適切な養育を受けられないでいる児童，親による指導

が極めて困難な児童，里親との関係や養子縁組が望ましい状況でない児童などが収容され

ている。

　なお，ヴィクトリア州政府の資料では，ファミリー・グループ・ホームに類似したもの

（キャンパス・コテジ）（campus　cottage）　と説明している。これの特徴は，一般民家と同

様な建物が同じ敷地内にいくつかあり，収容児童はレクリェーション施設等を共同で使す

る。また，心理学者，ソーシャル・ワーカー等の職員が従事している。

2．ユニット〔unit又はpreschool　unit〕

　収容型の養護形態には，主に青少年を対象とする　hostel（Youth　hostel），学童を中心と

するcottageのほか，特に就学前児童を対象とするものとして，ユニットがある。ここで

は，　cottageと同様に夫婦（又は主婦）が職員として採用され，ユニット・ペアレンッ

（unit　parents）　と呼ばれる。

3．ユース・ホステル（ホステル）　［Youth　hostel；Hoste1］

・ 要養護児童のうち，中学卒業後のティーン・エイジの児童を数名収容し，複数の指導員

（Youth　worker）等がその指導に当たっている。主な収容措置理由は，家庭崩壊による家

出，放浪や非行・粗暴行為・麻薬等により家庭での養育が極めて困難なこと等などがあげ

られている。これに収容されている児童は自立性，情緒の安定や学習の習慣などに欠けて

いることが多く，将来児童が社会人として社会に適応し自活できるようにするため．ユー

ス・ホステルでは，生活上の基礎的習慣や金銭感覚を身につけさせたり，労働意欲の高揚，
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情緒の安定をはかることなどに指導上の重点を置いている。

　収容児童が義務教育を終了し，就職する場合は，その児童の状況により暫くの間，ユー

ス・ホステルからの通勤が認められ．職場に適応できるまで継続して指導が行われる。

・ 措置経路はcottageの場合と同じく，少年裁判所，州政府の担当省により措置される

ケースが多いが，私的契約による収容ケースもある。

4．　リソース・ユニット｛Resource　Unit；Resou【ce　Unit　teamI

・Social　Workerを］」一ダーとする　Adelescent　worker，　Welfare　officer，教員による組織。

一主な業務・役割一

　（1）インテーク，収容先の決定

　｛2）入学すべき学校の決定，担任教員等に対する助言，指導

　C3）親に対する養育上の指導，就職，結婚等に関する指導，助言

　C4）収容児童に対するカウンセリング，学習指導，職業指導

　〔5｝cottage　MotherやYouth　Hostel等の職員に対する指導，助言や指導用プログラム・

　　の立案に対する指導

　｛6｝家庭復帰児童や里親への措置変更児童等に対する退所後の指導

　｛7）小児科医．精神科医，心理学者，州政府職員等との連携の保持

など，多岐にわたる業務を行っている。

5．ケア・フォース　（Care　force）

・ 要養護児童の発生を予防し，地域の家庭児童の養育に関する援助をするために，専門職

員により福祉サービスを行う組織をいう。

　Social　Worker　の資格を有するチーム・リーダーを中心に，指定区域の家庭における児

童の養育に関する相談．指導＝例えば，ファミリー・カウンセリング，養育費など家庭の

経済的問題に関すること，緊急時における児童の一一・時保護，母親の緊急的外出に伴う児童

の世話など＝を行う。

・ 母親を主な対象として，料理，手芸，裁縫などの講習会や育児に関する指導教室を開催

して，養育環境の改善や向上に寄与している。また，これらに参加する母親に同伴した乳

幼児のために，遊具を備えた部屋や遊び場が設けられている。

・学生，主婦，退職者などでボランティアを希望する者を募集するとともに，専門的な指

導を行う。

（ヴィクトリア州政府では，徐々にこの制度を推進させる努力をしている）

●
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インターチェンジ　（lnterchange）

・ 障害児をもっ親が，一時的な休息や自由な時間が得られるように，週末や休日に障害児

の養育を委託できるボランタリーの家族（host　fa皿ily）を募集し，その家族に対し専門的

な指導を行うためのプログラムをいう。

　新聞やラジオによりこのプnグラムを紹介し，申出のあったhost　fatnilyに対しては．

障害児に対する理解を深め，適切な養育が行われるように，小児科医やスビーチ・セラピ

スト等による指導がある。その後，障害児の年齢や障害程度，更にはhost　fa皿ilyの家庭

環境，性格，養育経験等を検討し，委託児童やその期間等が決められる。

ステイト・ウォード　（state　ward）

　要保護児童の施設入所や里親委託の決定が，州政府機関によって行われることをいう。

これに該当するケースは，最終的に裁判所の決定により，措置されることになる。

マルチカルチュラル・アドヴァイサー（multicultural　adVicer）

　移民系家族の福祉サービスを行う職員のうち、外国語を解し各国の実情にも詳しい職員

をいう。

る
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章2第

分散小舎制の運営機構

土橋端男
橋本テ希子

神戸賢次
斎藤正利

第1班メンバー





1．児童福祉サービスの基本方針

　オーストラリアの児童福祉サービスの基本的考え方の中に「家庭は社会生活の荒波から

個人を守り，のびのびとした憩を与える場所である。又個人は家庭という生活の場を通じ

て，地域社会・国家へとつながるものである。」といった家庭というものに大きな価値を認

めているのがよく理解できる。その意味で家庭は孤立しておらず，社会生活の基礎単位と

して社会の側からも家庭を尊重する風潮が出来上がっている。

　こうした家庭を尊重する精神は，連邦政府の社会保障省児童福祉局の所管する児童福祉

計画に如実に表われている。児童福祉計画では①低所得家庭の児童，②原住民及び移民

（6ケ月以内の移住者）の子弟，障害児，遠隔地に住む児童等特に福祉を必要としている

児童，③危険児童が家庭から放り出されないように，それらの子どもや家族に対して優先

的に児童福祉サービスを提供する事を明示している。そしてそういった児童福祉サービス

を提供する州政府（機関）や非営利民間福祉団体に対し，補助金を援助するものである。

　特にその援助の条件に①福祉サービスは地域社会の児童すべてに及ぶようにすること．

②福祉サービスの企画と運営に，利用者と地域社会の参加を仰ぐこと，③福祉サービスと

他の関連諸サービス及び地域社会資源との統合を計ること，④既存施設の利用を最大限に

計ること，が明示されている。公的機関，私的機関を問わず，又一般家庭児・崩壊家庭

児と区別する事なく．児童福祉サービスの基本的精神が国家的に義務づけられているから

である。

2．ビクトリア州の児童福祉サービス体系

　オーストラリアの児童福祉の政策・施策は連邦政府の社会保障省児童福祉局と，州政府

の地域福祉省が中心的役割を果しているが，加えて，それらの公的施策のゆきとどかない

部分を多くの民間福祉団体が政府と連携を保ちながら民間としての独自の方針を貫きっっ

その役割を担っている。更には，州政府の教育省並びに保健省でも，ある部分では，福祉

事業のサービスを受け持っている。

　ビクトリア州（オーストラリア6州の内の1州でメルボルンが中心都市である）の地域

福祉省では，州民や福祉施設の子ども達の利益が最大限保障されるよう，大きく①家庭に対

する福祉．②地域福祉事業，③矯正福祉事業の三つの部門に分けて，各部門毎で重要な役

割を担っている。具体的な役割．内容は，児童福祉サービス体系図（Nで述べ，その主なも

のについて概要を述べる。

（1｝　ビクトリア州地域福祉省

　日本の厚生省的役割の機関で①福祉事業の促進，②福祉関係機関との連携．③福祉資金
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図｛N　ビクトリア州の児童福祉体系

の提供といった福祉サービスの中心機関である。また①裁判所の決定に基づく児童の後見

の責任を持ったり，②親権の一時停止処分に伴う解除の可能の有無をレセプション・セン

ターや．リソース・ユニット等の，各機関からの児童，親，家庭に関するレポートを受け．

12ケ毎に審査をする。その結果が良ければ，親権が本来の親に戻される。

〔2｝少年裁判所

　ここでは，要養護児童や犯罪を起こした児童を審判し，児童にとって適切なる養護がなさ

れるようにリージョナル・センターからの意見書に基づき最終的措置決定をする。親から

児童を離す必要がある場合は，親権の一時停止処分を決めることができる。

（3）　リージョナル・センター

　日本の福祉事務所，児童相談所的な役割を果している。ビクトリア州の18の地区に分散

して設置されている。レセプション・センターからの児童の状態の報告を受け，裁判所へ

意見書を提出し，裁判所の決定が下りると機関と連絡をとり児童をどの施設に入れるかを

決定する。また措置児童の家族・家庭に対しての援助・指導を各施設のワーカーと協力し

て行なう州立施設の中心的機関である。
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〔4）レセプション・センター

　日本での児童相談所の一時保護所機能を持ち．裁判所の措置決定前の児童で，家庭崩壊

に伴う要養護児童や，非行少年等の警察に保護された児童が，家庭に戻るか，適切な施設

が見っかるまで一時的に収容される施設である。

（ビクトリァ州には，4ケ所ある。例えば，アランビー・レセプション・センターでは男

子は10才まで，女子は15才までという年令制限がある。）

｛5）ユース・トレーニング・センター

　ビクトリア州には4ケ所あり（男子用3ケ所，女子用1ケ所）14才から21才位までの裁

判所に送られる前か，進行中の青少年の為の一時保護所で，日本での少年鑑別所の機能を

持っている。在所期間は数ケ月で，中には1年以上いる青少年もいる。

㈲　ユース・ウエルフエア・サービス・センター

　ホステルに措置する程ではないが，社会の中に適応しにくい青少年のために，家庭や里

親家庭から通所させて，社会適応・自立のためのグループ指導・個別指導を行なう機関で

ある。ビクトリア州には5ケ所あり，うち州立は4ケ所、民間1ケ所である。

3．セント・ジョーンズ法人の児童福祉

　オーストラリアでの児童福祉における民間団体（機関）の活動は，伝統的に非常に活発

であり，これが公的施策を補完する役割を果している事は前述してきたが，そうした活動

の根底には，キリスト教の影響や社会連帯の思想がある。ここで述べるセントジョーンズ

法人も同様の民間団体であり，ビクトリア州の補助金を得て活動している。

　しかし，セント・ジョーンズ法人の場合，単に州政府の補完的役割を担うのでなく，常

に民間の独自的方針に基づき，州政府のサービス水準より先んじ，ビクトリア州の児童福

祉の先駆的役割を担っている。ビクトリア州は他州に比較して最も充実した児童福祉サー

ビスを行なっているが，その中でもセント・ジョーンズ法人は，最も充実した児童福祉サ

ー ビスを行なっているといえる。

　セント・ジョーンズ法人は英国国教会の派に属する民間福祉団体であり，第1次大戦後，

まもなく1921年に，英国であふれ出る戦災孤児がオーストラリアに連れて来られたことに

よって設立された伝統ある児童福祉施設である。その後1966年よりそれまでの大舎制の養

護形態を改め，順次グループ・ホーム・システムに移行し．1975年の民間福祉への補助金

を提供する州の法制化に伴ない，1976年より，新たな試みとして一方では地域分散型児童

養護を押し進め，他方では予防型児童養護としてのケアー・フォースを開始したのである。

　施設体系を図式化すると次の通りである。
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■　事長

■　投　員

　収容皇児童室綬間

（Pr¢v刷i怜Child　C・’‘）

　予防型児■讐垣風門

（R啓id酬al　CMd　Cρ爬）

リソースユニ7ト
111

コ7テージ
臼ホーム）

ユニ7卜
《4■一ρ

　　　　　’ユース゜■スプル
　（6ホーム）

フ’スター・

　　　ケアー
　（tケ所）

ケア・ホース
‘3ケ所》

エスニック

ケア・ホース

　（1ケ所｝
．

ファミリー・グループ　ホーム

フ，ミリー・サポート

　　サーピス
ホリデーコ，テージ

施設次艮

財■■理部門

図（B｝セント・ジョーンズ法人のサービス体系図

（1）　リソース・ユニット（専門家集団）

　収容型児童養護部門の中心部であり，次の仕事を受けもっている。①州からの措置児童

（ステート・ウオード）に対してどのコッティジに入れるかを調整したり，裁判所，リー

ジョナル・センターと協力しあい，出来る限り早い期間に家庭・社会復帰ができるよう親

への指導，再訓練，家族調整を実施する。②ハウスマザーに対する実技訓練，アドバイス

・ 研修を企画・実施する。③行動，健康，情緒上の問題をもった子どもに対して，心理学

者，精神科医からの助言を得て，カウンセリング指導に役立てる。④教育上のハンディを

持った子ども達に対して，どの学校に入れるかを決めたり，学校教師と協力して特別補習

教育を実施する。⑤地元の病院との協力・援助関係を結び，より良い児童養護を推し進め

る。
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4．セント・ジョーンズ法人の財務管理

　ビクトリア州の補助金の法制化は1975年に施行され，民間福祉団体にも補助金が提供さ

れるようになった。当初は85％程の運営資金を援助しようという目標であったが，その後

のインフレーション，物価上昇のあおりで70％程度に止まっている。残りの30％分は寄附

金やバザーの収益金、英国国教会等からの援助金等によっている。セント・ジョーンズ法

人がオーストラリアの児童福祉事業の先駆者として　州民の福祉ニードに対応できる経営，

運営的力量を存続させるのは，並大抵の苦労ではないと考えられる。

　1977年までのセント・ジョーンズ法人は，財政苦労が多く，経営的にも危機に陥ってい

たのであるが，当時の理事会で，財務管理部の専門家を採用する事を決め，現在の施設次

長（財務管理部長）を就任させ，児童養護部門と財務管理部門を，表Bのごとく独立分化

させた。そして財務管理部門はあくまでも「福祉もビジネスである」といった把え方で，

連邦政府，州政府からの公的補助金や，他からの寄附金（浄金）を扱う仕事であり，常に

慎重かっ厳しく対処しなければならないと考えている。なぜならば民間福祉団体の実施す

る事業の怠慢は，即ち，事業の存続か否かの死活問題に関係するからである。

　セント・ジョーンズ法人における年間の必要総支出経費は，180万A＄位であるが．

この使用上の目標・目的は総て「福祉」であり，必要なお金を準備し，使用計画を立て，

的確な目的使用のためにコントロールされる必要がある。そして表Bの組織図より財務管

理部門の役割を「犬」に例えて，理事長・施設長は頭，顔の部分，児童養護部門は身体，

財務管理部門は「しっぽ」であると説明を受けた。つまりしっぽは常に犬の身体や頭部よ

り先に進めず，縁の下の力持ちである事の強調であった。

　財務管理部門の仕事は多いが，6名の財務担当者と1名のパート職員，広報活動係、基

金募集活動係の各1名づっを，担当者として置いている。財務管理部門が的確に活動しや

すくするために，事務処理は80％程，コンピューターを導入し簡素化している。それら

の過去4年間の結果，事業そのものが47事業へと拡大の方向に進展するといった児童養護

部門及び財務管理部門相方共が，着実に成果を納めてきている。しかし，予算上スタッフ

の賃金と処遇費用については，年々上昇傾向にあり，常に総支出経費の15％の赤字を抱え

ている。その解決策は，コンピューターが見つけ出してくれると言い，「大変であるが難し

い事ではない」と目信をもって施設次長が語ってくれた。つまりその程度の赤字は覚悟の

上であり，いつも良い仕事をしている，赤字の穴埋めができる見通しがあることの絶対的

自信の表われであろう。

　では，公的，私的団体及び個人からどのような収入の道があるのかを述べたい。

○州政府からの補助金
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①人件費：政府が認めた専門職員の人件費（サラリー・年間契約）補助90％分が支給され

　る。

②建物維持管理費13分の1が公費負担。しかし，年度内に計画書が提示されても実施に

　及ばぬ事もある。

③州からの措置児童（ステート・ウオード）に対して

　・委託料：週1人当り2050A＄

　・被服費1ホステル入所児130A＄（入所する時のみ）

　　　　　　コッティジ入所児264A＄（年間費用）

　・食　費：ホステル入所児　週28A＄

　　　　　　コッティジ入所児　週2ユA＄

　・こづかい1ホステル入所児　週13、　5　A＄

　　　　　　　コッティジ入所児　なし

　・その他：発達障害児の特別費が支給される。

④私的契約児（プライベート・プレースメント）に対して

　・委託料：週1人当り10．　28A＄のみで私的契約児が多くなればなる程赤字は増える。

○雑収入：クリスマスカード販売リベート等

○その他の私的費目（プライベート・セクター）：個人，会社，財団，遺言による寄附金，

　ボランティア，公的団体，地域社会への基金募集活動からの基金，2A＄以上の寄附

　金には，施設長直筆のサイン入り領収書を発行する。寄附者は寄附金による所得控除が

　あり，会社等にも税措置が優遇されるような，法的配慮がある。

5．ファミリー・グループ・ホームの生活環境

ほ）最低基準

　オーストラリアでの児童福祉法最低基準は日本のように綿密に記されたものは無い。伝

統的，慣例的なものがあるのみで，建物の居心地はどうか，保母1名に対し子どもが何人

位いるか，実親へのカウンセリングやコンタクト時の記録があるか，教育面での学校との

関係はどうか，という程度のものである。

　セント・ジョーンズ・ホームの場合は，ファミリー・グループ・ホーム居住児が5～6

名（最大定員7名）であり，ビクトリア州基準の8名より，高い基準で養護されている。

他の民間福祉施設の中には，10名定員のファミリー・グループ・ホームもあるが，セント

・ジョーンズ・ホームの場合は，常にハイレベルの養護をめざす姿勢を顕示している。

（2）住居の形態

　セント・ジョーンズ・ホームは，過去において70名の子ども達が集合形態で暮していた
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が，一つの建物の中で大勢の子どもが，集団で生活する事は決して良い事ではない，とい

うことで小規模なファミリー・グループ・ホームを敷地内に点在させた。その後在宅福祉

の観点から，地域的に，より必要性の高い地域に敷地内のコッティジ等を順次分散化して

きたのである。それがスキャッタード・ファミリー・グループ・ホームで，小舎制養護の

地域分散方式の形態なのである。それはごく普通の家で一般の民家と変わらないところの

家を，住み易い居心地の良い状態に改造し，コッテッジ・マザーを中心とする家族と共に，

生活させようとするものである。その考え方の基本は「児童は家庭で養育することが最も

望ましい」の前提に立って，崩壊しそうな家庭に対しては，まず予防型児童養護部門とし

て，ケアー・フォースでその家庭に必要な援助をして家庭崩壊の未然防止に努める。それ

でも防止しきれない場合には，一時的な里親委託を実施するのである。最終的に予防型児

童養護部門で対応しきれない家庭の子どものみを居住型児童養護部門のファミリー・グル

ー プ・ホームで対応する。

　これらは情緒的な子どもの安定できる条件の重視の他に，経費的問題も大きく影響して

いることがいえる。参考までに費用の関係を述べると，ケアー・フォースが最も安く，週

児童1人当り7．32A＄でまかなえ，大勢の家庭の子どもの家庭崩壊を，未然防止できる。

フォスター・ケアー（里親養護）はまだビクトリア州の北東地域のみで始めているが．週

1人当り70A＄程度でまかなえ，現在長期ベース（1～2年）20名，短期ベース（数ケ月

及至1年）70名の子どもが委託されている。ファミリー・グループ・ホームの場合は，週

1人当り230A＄もの費用がかかるのである。

　セント・ジョーンズ・ホームのファミリー・グループ・ホームには，ユニット・コッテ

ィジ・ホステルの3タイプがあり，1981年11月17日現在71名が措置（ユニットとコッティ

ジ｛ζ47名，ホステルに23名）されている。ユニットは就学前幼児を対象とし，コッティジ

は5才～15才の学童であり，ホステルは15～18才の青少年が対象というように，原則的に

年令によって区分されているのである。（最近では，ユニットとコッティジの年令区分がな

くなりっっある。）

6．職員問題

（1｝職員構成

　セント・ジョーンズ・ホームには，以下のごとく各部門ごとに必要な職種の専門スタッ

フが総勢130名いる。そして非常に職務分担を明確にしている。

①理事会スタッフ

　理事会メンバーは無給のボランティア12名で構成されている。役割としては，月1回の

理事会に参加したり，各部門を担当する事によりその上級職員（シニアー・スタッフ）と
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の打ち合わせ会を持ち，基金募集活動に参加したりする。自分の仕事の片手間で行なうに

はハードな職務が義務づけられているのである。

②職員スタッフ

　施設長は理事会とのパイプ役を果し，各部門担当職員に対して，セント・ジョーンズ・

ホームの精神を，周知徹底する事が職務の中心であり日常業務の50～60％は民間の企業，個

人に対する寄附金領収・基金募集活動及び州政府に対するレター・アブO一チFζ費やされ

るのである。

　財務管理部門は「4．財務管理」で述べた通りである。財務管理部長が，施設次長を兼務し

ている。居住型養護部門は，直接処遇部門と，その指導・援助・監督的役割を担う専門家

集団（リソース・ユニット・チーム）があり，直接処遇部門ではユニット・コッテッジ・

ホステルに単数（ハウスマザー）あるいは複数（保母・児童指導員）で職員を配置してい

る。専門家集団では，①主任指導員（運営管理部長），②青少年業務コーディネイター及び

そのアシスタント，③ユニット・スーパー・バイザー，④保母，⑤福祉司，⑥ソーシャル

ワーカー．⑦教育主事，⑧治療教育者，⑨児童指導員，⑩青年指導員，⑳雑役等のメンバ

ー で構成されている。

②　待遇

　オーストラリアは契約社会であると言われるように，契約によって給料，待遇が決めら

れている。例えばサラリー（年間契約給料）とウェージ（週給・日給）というように，契

約の仕方が異なっている。必然的に仕事上の地位，期待度．責任の程度の相違に表われて

くるのである。

　オーストラリア連邦政府の定めている最低賃金は，週200A＄（週5日，8時間勤務）

であり，平均賃金は女子240A＄，男子280A＄である事を基準にして，チャイルド・ケ

アー・ワーカーと．ハウスマザーの賃金を比較すると，チャイルド・ケアー・ワーカー

最低額214．60A＄（週5日，8時間勤務）ハウスマザー253．］OA＄～263．20A＄（週

5日　24時間勤務）（ただし，ハウスマザーは，土・日も24時間勤務であるため，賃金の5

分の2が加算される）この点から考えれば，チャイルド・ケアー・ワーカーは有資格者で

ありながら安い賃金である。反対にハウスマザーは，24時間フルタイムという条件付きで

あるが，住宅費や電気代，水道代等の光熱水費が，無料等の恩恵を考えれば，高額な給与

であるといえる。

　しかし，ハウスマザーの勤務年数は契約年数と同じ3年程度に止まっているというのは，

この仕事がハウスマザーの家族にとって非常に大きな精神的負担となっている現れであろ

う。夫は無給ボランティァとして父親的役割を義務づけられている。あるハウスマザーの

子ども達は実の父親・母親が同じ屋根の下で生活しているにもかかわらず，施設の子ども
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達と同等の取り扱いを受けることに不満をもらしていた。

　定年に関しては公的には男65才，女60才と定められているが，主任保母の場合は60才を

越えても認められる。

｛3）勤務体制

　職員の勤務の仕方はグループ・ホーム形式の養護形態であっても，ユニットやコッティ

ジのように直接処遇職員が1名しかいない場合と，ホステルのように．保母と児童指導員

が複数で勤務している場合で違ってくる。

　ハウスマザーは，一般家庭の親と同様24時間フルタイムの勤務であり．休暇も取りにく

い状態にある。そのため，長期休暇が与えられ，その間，子ども達はホリデー・コッティジ

（別荘）で他の専門職員によって養護される。また週末を実際の家庭で過ごさせたり（週

末一時帰泊）週末里親に委託したりする事によって，ハウスマザーの仕事を軽減させてい

る。ホステル等での職員が複数である場合は，例えば週の4日を24時間フルタイムで働き，

3日間休みをとるというような勤務の仕方で休日も取りやすい。

　他の民間施設で，子どもの生活時間帯に応じて勤務する断続勤務（AM　7：00～9100，

PM　3：30～8：30）の施設もあった。これは将来，週40時間が35時間に変更されるといっ

た前提で7時間勤務となっている。

（4｝資格基準

　ハウスマザーの条件は，「一枚の資格証明書iζあらず。」むしろ情熱と子どもに対する理

解の深さ，子育ての経験の豊かさ，良き趣味を持った人にポイントが置かれている。上記

の条件を兼ね備えた上で有資格者であれば一層好ましい。

（5）専門養成機関

　次のコースで専門資格を得る。養成期間において．かなり，長期にわたる実習が義務づ

けられている。週3～4日を13週間‘ζわたり実習，2週間連続の2度の実習を行う方法の

二種類がある。さらに施設のチャイルド・ケアー・ワーカーを目指す人には，特別に民間

施設での実習が義務づけられている。

①メルボルン大学等の大学（ユ＝バーシティ）で，ソーシャル・ワークのコースを選択し

学士の称号を得るコース

②公立の単科大学（カレッジ）で上級教育を受けるコース

③公立の社会福祉教育機関のように，公務員の中で社会福祉を目指す人達や，民間施設の

職員がユース・ウエルフエア・ワーカーやチャイルド・ケアー・ワーカーの資格を得るこ

とのできるコース

㈲　組織養成・研修制度

　セント・ジョーンズ・ホームは他の民間機関と共同で仕事をしているものがあったり，
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ボランティア活動をより拡めるために，それらの団体，組織を援助し，オフィスを貸した

り職員を協力させたりしている。里親希望者への研修会プログラムを企画，実施したり，

インターチェンジ・プログラム（障害児をかかえた家族に対して，家族援助を行なうと共

に，障害児のための里親を開拓する事）もその一っである。その場合，セント・ジョーン

ズ・ホームの中心部であるリソース・ユニットが重要な役割を果している事は言うまでも

ない。コッティジ・ホステル等のハウスマザーや児童指導員，保母への職員研修にも力を

入れている。

7．課題と将来展望

　オーストラリアの児童福祉サービスの基本的考え方は，社会生活の基礎単位としての家

族及び個人を最も尊重し，サービスの内容も家庭機能の補完としての家族援助サービスを

中心的存在に据えている。そして公的・私的福祉団体（機関）に対するそれらの政策，施

策の徹底は次のごとく連邦政府の補助金制度の適用の際の条件（契約）で国家的に義務付

けている。

　①福祉サービスは地域社会の児童のすべてに及ぶようにすること

　②福祉サービスの企画と運営に利用者と地域社会の参加を仰ぐこと

　③福祉サービスと他の関連諸サービス，及び地域社会資源との統合を計ること

　④既存施設の利用を最大限に計ること

以上の4点に要約されている。

　このことは，日本の福祉サービス体系に大きな示唆を与えている。近年日本の養護施設

でも施設の閉鎖性が批判され，もっと社会化した運営が望ましいという論議が盛んに行わ

れ，施設側からもその動きが見られるようになりっつあるが，「コミュニティ・ケアー」「在

宅福祉サービス」の必要性を強調する割には，進み具合の遅い日本の福祉行政にとって重

要なポリシーであるといえよう。日本にも児童憲章や児童福祉法で崇高な「福祉の精神」

が述べられているが，法的規制，義務付けが非常に弱く，またタテ割り行政の厚い壁の中

で，「絵に描いた餅」的精神に終止しているのではないだろうか。更には，民間福祉施設と

しての民間の独自性・開拓精神が措置費・児童福祉最底基準のワク組みの中で閉じこもっ

てしまっているのではないだろうか。

　その点オーストラリアが「南の福祉国家」と言われるまで急激に発展してきた背景には

次の二点があげられよう。

　①セント・ジョーンズ法人等の民間福祉団体（機関）が公的サービスの足らざるを補う

と共に，公的サービス水準を先んじる民間のフロンティア・スピリットが大きく影響して

いる。
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　②オーストラリアの福祉政策・施策は，北半球の福祉先進国が長い歴史過程を経て充実

化してきた福祉政策・施策を取捨選択し，無駄なく弾力的な姿勢で独自に同化させていっ

たこと。置かれている地理的条件がヨーロッパ文化を直輸入することなく濾化する機能を

果していたのであろう。

　一方tヨーmッパ諸国が深刻な問題としてとらえているのは，福祉問題ではなく．人口

問題だと言っていたのを聞く時，オーストラリアの労働人口の多数を移民政策に頼ってい

る現実を考えあわせると無関心ではいられない。現在オーストラリアには，30万人以上の

失業者がいると言われ，技術革新に伴う失業率は34％以上になるだろうと言われている。

特に失業の傾向は，未熟練労働者，語学力に欠ける45才以上の人々，労働経験の少ない人

々といった，あるグループのみに見られる現象であるという。その結果として，一方では，

失業者の肉体的精神的健康の低下，失業者の労働意欲の低下．経済的又はその他のストレ

スによる家庭崩壊，犯罪，アルコール中毒，麻薬．失業者の自殺増加，貧困線以下の失業

手当しか受けられない人々の階層の増大につながるであろう。

　他方では，仕事や他の財産を持っている人々とそうでない人々との間の格差がますます

拡大する社会に向かうであろう。そして，貧困・失業・コミュニティic対する不満の増加

は福祉ニードの複雑化・多様化へと進展するであろう。これらの福祉ニードの高まりの中

で，国民の税負担能力が福祉ニードにどこまで対応し得るのか，今後の大きな課題である

と言えよう。

　その意味で，オーストラリアの福祉サービスのあり方として，利用者側の福祉ニードに

対し，一時的・一元的な福祉対応策としてではなく，生存と．発達の権利を守りうる，ま

たいっでも誰もが安心して必要な時に，必要なサービスを受給できる社会的養護の福祉サ

ー ビスを質的にも量的にも充実させていく必要があろう。供給する側としては家族福祉，

児童福祉，青少年福祉，老人福祉，これらすべての目的は共通しており，福祉機能の無駄

な重複や専門家（職）の非効率的な活用を回避する方向で，より総合的な発達条件施策を，

地域援助体制の中でネットワーク化していく必要があるであろう。
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章3第

その実態と

山本　昇
大内美雪

武井光秋
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1　入所理由と入所までの経路について

　オーストラリァにおいては密度の濃い養護が展開されている。それは単に税金をっぎ込

むということではなく，福祉の心についていえる。養護の根底に流れるものとして，施設

に収容するより，予防措置といって施設に入れないようにするにはどうすればよいか，と

いうことを中心にしているのである。

　この章では，ビクトリア州において，先駆的児童福祉を展開しているセンド・ジョーン

ズホームの内容を中心に報告するが内容に入る前にその前提として，入所の理由，またそ

の経路，措置権，借置基準等について把握する必要がある。その流れは入所する経路図に

記しているが，その具体的内容について整理してみたい。

（1｝ステート・ウオード（state　ward）とプライベート・プレイスメント（Private　Macement）

　措置までの経路としてステート・ウオードとプライベート・プレイスメントの2っに分

類される。ステート・ウオードとは，警察やその他の機関，団体．個人によって発見され

た要養護児童で，最終的icta判所で親から離して養護した方がよい，と判断され，州から

措置された児童のことをいう。その場合，親の親権は停止され，州が後見人となり，里親

や施設に措置されることになる。

　プライベート・プレイスメントとは，施設のスタッフが地域の中から要養護児童を発見し

てきたり，家族からの相談を受けて入所させるような私的契約児童のことである。

2　入所にかかわる施設と機関

（1｝地域福祉事業省（D．C．　W．　S）

②少年裁判所

（3｝リージョナル・センター（Regiona1　Centres）

｛5｝ユース・トレー＝ング・センクー（Youth　Training　Centres）

（6｝ユース・ウェルフェア・センター（Youth　Welfare　Centres）

これらにっいては第2章を参照されたい。

（4）レセプション・センター（Reception　Centres）

我々が見学した，アランビーレセプションセンターを紹介する。

　ここには裁判所の措置決定前の児童で家庭崩壊および警察に保護された児童（非行），又は

裁判所の決定は下りているのだが措置の決まっていない児童がいる。収容には年令制限が

あり，男子は10才まで，女子は15才までとなっている。収容定員は230名で，現在は150

名の児童が8つの居住棟に分かれて居住している。学校，幼稚園も併設しているが，特に

問題のない児童は地域の学校に通うこともできる。児童の55％は3ケ月以内に措置変更さ
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れるが，1～2年も在所させる場合もあるという。その主な理由としては，問題が複雑で

適切な施設のないことがあげられている。アランビーのスタッフは総数で280名もおり，

チャイルド・ケアー・ワーカー（ナースも含む）が165名，幼稚園教師5名，学校教師13名，

事務関係10名，用務員関係20名，その他はソーシャルワーカー．パートタイムのコンサル

タント等となっている。勿論ボランティアも若干ではあるがかかわっている。措置が決定

した児童は家庭復帰，ホステル，コッティジ，フォスター・ケアーへとここから出ていくこ

とになる。

3　予防型児童養護部門

（1）チルドレンズ・プロテクション・ソサエティ（Children’s．Protection．Society）

　緊急一時保護団体で政府からの認可を受け，資金を提供してもらっている。ビクトリア

州には25ケ所あるが，ホステルや他の施設が兼ねている訳でこの施設そのものが存在して

はいない。児童を保護した場合は24時間以内に裁判所に連絡することになっているが．こ

こからレセプション・センターIC措置されたり，家庭に戻されることが多い。

（2）フォスター・ケアー（里親養護）（Foster　Care）

　里親制度は日本よりもかなり進んでいる。できるだけ施設に居住するよりもこの制度を

活用しようと考えている。24時間以内の緊急ケース，6週間以内の一時的ケースもあり得

るという。

｛3）ケアー・フォース（Care・Force）

　予防的養護を行なう部門で，危機にある家庭の援助，指導を行なう。要養護児童の発見

に寄与する場合もある。

（4）エスニック・ケアホース

　ケアホースと同様の機能をもつが，対象が移民家族に限られる。

｛5｝リソース・ユニット（ReSOUTce　Unit）

　リジョナル・センターのスタッフと協力して本来の家族援助，指導を行なう，処遇の中

心的機関である。

4　収容型児童養護部門

（1｝ホステル（Hoste1）

　青少年が社会適応できるよう指導訓練する施設で地域分散型のグループ・ホームである。

ほとんどが家庭崩壊，本人の未就業，学校での問題，非行等の理由で措置されている。在

所期間は極めて短かく，長くても6ケ月程度である。ヴィクトリア州には民間26，州立3

の計29があり，対象年令は13～18才となっている。
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（2）ファミリー・グループ・ホーム（Family　group　Home）

　主に学童を対象としているコッティジと低学年児を対象としているユニットの2種類があ

り，内容としては家庭的雰囲気の中で児童を養護するものである。一般の養護児童を対象

とし，親の疾病，離婚，虐待，親の手におえない児童等が措置されている。形態としては

地域分散型と施設構内型がある。

〔3）チルドレンズ・ホーム（Children’s　Home）

　日本の大舎制に近い養護施設である。定員は40名以下にするよう行政指導がなされてい

る。州立では5施設あるが，民間ではほとんどみられない。

（4）ホリデイ・コッティジ

　ユニット・コッティジのハウスマザーの長期休暇時に子ども達が生活をする別荘。ここ

には専門職員が配置されており，特別なプログラムを企画しながら楽しい思い出作りをし

ている。

5　コッティジ．ユニット，ホステル等における養護，および指導の内容

　1975年から1980年の間に，レジデンシャル・ケアーにおける児童は約38％減少してお

り，1981年度中には75隼に此較してそれは約50％に減少することが期待されている。そ

の理由として，①危機にある子ども達に対する予防措置が効果をあげている，②子どもの

減少，③居住型施設が小さくなり，少人数化してきている。

と専門ワーカーが述べている。この考え方に従って施設も多人数形態から少人数形態へ，

施設構内から地域社会に，そして地域の中で家庭と同じような形態をとりながらケアーす

ることの方向に児童養護の考え方が移行してきている。それに伴いレジデンシャル・ケアー

も形態が変化してきており，大舎制から小舎制へ，そして施設分散型へと移行してきた。

ここではセント・ジョーンズ・ホームのレジデンシャル・ケアーを中心にして，幼児，学

童，高年令児がどのような形で居住し，どの様な指導内容を持ってケアーされているかに

焦点をあててみたい。

（1｝コッティジにおける指導

　前掲した様に，ファミリー・グループ・ホームには地域分散型と施設構内型（キャンパス

型）があり，双方とも家族形態で児童処遇にあたっている。コッティジにはセント・ジョー

ズ・ホームのスタッフであるコッティジ・マザーが配属されている。彼女は自分の家族と

一緒に借置児童と生活している。

　児童の受け入れに関しては，セント・ジョーンズ・ホームが公的機関からの措置か，私

的契約かのいずれかになっており，リソース・ユニットより配属されてくる。

　指導方針は専門スタッフによって作成され，それに基づいてコッティジ・ペアレントが
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処遇に当たる。子ども達は，コッティジ・マザーのもとで，ノーマルな家庭の雰囲気を味

わいながら生活している。ハウス・ペアレンツに実子がある場合など，子ども同士で競っ

たり，好き嫌いが出たりで多少のデメリットもあるらしい。子ども達の生活内容をみると，

調理，洗たく，買物，清掃などの役割がそれぞれ分担され（実子を含めて），それを果たしな

がら生活がすすめられている。又子ども達は近隣の学校へ通学し，公園に遊びに行き，買

物もしてくる。コッティジ・マザーとのやりとりはごく自然であった。

　一方，コッティジ・マザーは生活のペース・メーカーとして24時間体制をとり働いてい

る。母親の役割を担いながら，生活指導，学習指導，遊びの指導をし，又様々な問題に対

しても対応していかなければならない。特に困難な問題にぶつかった場合等は，リソース・

ユニット・チームと相談し助言を受けることができる。本来の家庭とコッティジ・マザー

との間のトラブル等も，リソース・ユニットが側面から援助している。

　処遇記録は重要視されており，ケース・ファイルは毎日克明に記録されている。コッテ

ィジ・ホステルは少人数なのでカードシステムではなくファイル・システムを取り入れて

いる。この記録はリソース・ユニットやソーシャル・ワーカーに提出する。

　又，地域との交流にっいては開設当時は多少のわだかまりがあったという。しかしスタ

ッフの働きかけにより住民からの理解は容易に得られ，現在ではスムーズに交流できてい

るとの事であった。

　コッティジ・マザーは多忙な毎日を過ごしているが，配偶者や家族の協力なくしては処

遇の継続はできないことを痛感した。

｛2｝ユニットにおける指導

　ユニットはキャンパス内にある集団養護に適した低年令児を対象としたファミリー・グ

ループ・ホームである。低年令児が中心ではあるが，高年令児の集団もある。受け入れは

コッティジと同じである。幼児は近隣の幼稚園に，学童は学校へ通学している。児童の養

護にはチャイルド・ケアー・ワーカーがあたっており，指導内容等は対象児童に合わせてっ

くられている。

｛3）ホステルにおける指導

　セント・ジョーンズ・ホームの青少年グループのケアーはホステルに代表されている。

　ホステルは政府と密接な関係にあり，指導計画，入所経路，資金等協力関係の中に成立

している。目的としては，ノーマルな社会に帰すこと，家庭復帰，自活させること等であ

る。

　指導上の留意点としては．①警察沙汰にさせない，②友達，近所とどうつき合うか，③

両親とのミーティング，などであり．社会復帰、家庭復帰を目的とした方針がとられるこ

とが多い。家庭的背景をみると，ほとんど放任や家庭崩壊であることが多く，指導の中で
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彼らの自立を確立していかなければならないという。

　ホステルでの生活内容は年令によって異なるが．通学の継続，訓練校への通学，ワーカー

よりの指導によりホステル待機，あるいは通勤をできるようにするなど個々のニーズにあ

った処遇が展開されている。処遇効果をあげるため定員も少なくコミュニティの中でケアー

されるが，問題児が多いため地域社会になかなか受け入れてもらえないという。

　処遇技術ではケース・ワーク，グループ・ワークが適宜取り入れられ，週末のドライブ，

映画，キャンプ，又バーペキューやビリヤード等，一っひとつのプログラムに工夫がみら

れている。職員も役割分担をし，児童も家庭復帰，社会復帰の訓練をして．あらゆるもの

に参加している。進路問題に悩む我々にとって．ホステルは感銘に価するシステムだった。

6　処遇，その具体的内容

［1mp習指導

①はじめに

　教育の問題にっいては残念ながら我々が2週間で得た知識の中で細かく報告することは

困難である。というのはユニット・コッティジ，およびホステル等においては日本の養護

施設で行なわれているような学習指導（園内教育）的なプログラムはほとんど展開されて

いなかったからである。

　その理由はいろいろと思案されるが，ただひとっはっきりしていることは教育の問題は

学校で，しかも教育者によって行なわれるものである．という基本的概念が定着している

ことであろう。これはこの国の国民性や考え方もさることながら，労働力不足の問題や歴

史的背景等が大きく影響しているものと考えられる。ここでは施設側からみた学習指導の

考え方とその指導にっいて報告したい。

②ドクター・バーナード・ホームにみる学習指導

　ここでの学習指導は一切を学校に委任しており，施設に配属されたところの専門職員は

宿題を整理させるのに協力してやる程度である。しかし職員の中tζは教員免許を取得して

いる人もいるので，随時相談にのることも可能であるという。むしろ重要な柱は，学習指

導以前a．ものにあるようだ。それは社会性や生活の基本的態度を身につけさせることであ

る。っまり科学を主軸とした基礎教養を得らせることであり，やがてそれらは社会復帰し

た後に生活の基盤となっていくであろうことを期待しているのだという。具体的にはテー

ブルをきちんと整理させるとか，人の話をよく聞く態度，技術を身につけさせること等を

優先させなくてはならない，とディレクターが力説してくれた。

　これらの説明は屋外の芝生の上で行なわれたが，何とはなしに見た屋根の上には，椅子，

ゴム長ぐつ，バケツ等が放り投げられ，散乱しており，情緒的に不安定な子ども達を収容
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し，いかに苦労しながら指導しているか理解できたような気がした。そこで「どうしてそ

れらをいっまでも取り除かないのか」という質問をぶつけてみたが，それに対し「子ども

達の発散の場であり，そう片づけることに気を使ってばかりいられない。」という返答が返

ってきたところをみると，学習以前に沢山のやらなくてはならない問題が山積している実

態が浮き彫りにされたような気がした。

③セント・ビンセント・ホームにみる学習指導

　ここは歴史の古い大舎制の施設だが，その子の性格や能力に合ったしかもその教育機関

に馴染むであろう州立・公立・カトリック系の9ケ所の学校に分けて通学させており，日

本でいうところの学区制はないという。単純に1つの学校に統合しない理由は，施設のこ

ども達をまとめることにより，悪い面だけが目立ち，メリットがないということであった。

分類にっいては施設側があらゆる面から検討し，決定しているという。

　またここでは園内学校（州政府の認可を得ている公認の教育機関）を併設している。主に精

神発達の遅滞が見られる児童を通学させており，プログラム・カリキュラムは個人中心に

展開されている。勿論，グループ・ワークも導入されているが，いずれもこの施設に所属

する専門家集団（教員）によって指導が行なわれている。

④アランビー・レセプション・センター（一時保護所）にみる学習指導

　ここは，ソーシャル・ワーカーIC支えられながら家庭復帰の準備をしたり，コッティジ

等に措置される前の訓練を受けるところである。いわゆる措置待機となった児童を対象と

しているが，通常の学校と機能はほぼ同じである。この学校は州政府公認の教育機関であ

り，他の学校よりはスタッフが遥かに多く（先生1人につき児童5～6人）．能力の向上，開

発をするためには抜群の良い教育環境となっている。ここでの目標は一刻も早くノーマル

な学校に通学させることであり，そのためにはカリキュラムに従った訓練が繰り返し行な

われている。説明の最後に副園長がつけ加えた言葉「ここから一刻も早く出すことであり，

入れることが目的ではない。」が今も私達の耳から離れない。

⑤オーストラリァの教育行政からみた日本の課題

　この国においては、21才までの子ども達が教育を望むならば受けさせてやらなくてはな

らないという法律があるという（キャンベラ市［A，C．T］の場合）。最高4段階に分け，教育

を受ける機会を得る訳であるが，ジュニア・セカンダリー・スクールの途中にくる義務教

育終了（15才）以前に，ほんのわずかではあるが卒業させてしまうケースもあると聞き驚嘆し

てしまった。問題をかかえた青少年の場合，スペシャリストのホステル等から就労と同時

の通学も許可されるが，15才の義務教育終了まで在学させてもメL）ットのない場合，14才

半で終了することも可能であるというのである。

　もう一つ驚くことに，この国の教育制度の枠の中では，どの段階の学校においても一切

一 39一



卒業証書というたぐいのものは発行しないし，それがなくてどうのこうのということも

ないというのである。よって，この国の教育は真の教育を目指すものであり，日本におい

ても基本的考えにおいて見習うべきものが多いのではないかと考えた。その一っの理由と

して．養護施設等1ζ措置されている児童，とりわけ学力遅滞の子ども達に対して教育行政

の中でもレベル・アップのための手を差し伸べてほしいし，役割分担の中で新たな教育機

関を開設してもよいのではないかと考えるのである。

｛2性教育

　この国において．性の考え方や性教育について特に変わった方法を導入しているという

訳ではない。いくつかの施設の専門職員や，学校の先生から聞き出したところでは，家庭

等においては特別の指導はないし，しいていえば学校でそのようなカリキュラムを組んで

いる程度ということであった。しかし性の問題に関しては，簡単に片づけられない問題の

ようである。

①早期結婚の問題

　6年前に開始されたケアー・フォースの家庭援助サービスは，明く正しい家庭の作り方

まで教育する広範な内容となっている。このサービスを受けるクラィエントは多種多様な

問題をかかえている。

　社会環境の悪化により，ストレスが蓄積され，家にいても面白くないと思う子ども達は

個人又はグループ集団で警察沙汰を起こすようになる。それらは麻薬であったりすること

が多く．それらが誘因となって不純異性交遊に走ることもあり，中学生で妊娠するケース

も多発しているという。

　オーストラリアにおける結婚の平均年令は女性が21～22才，男性で23～24才位だが最近

は10代で結婚する者も多くなってきているという。（法定最低結婚年令は男女共18才，ただ

し親の承諾があれば16才でも可能。）原因はいろいろ考えられるが，個人主義的な考えが強

く．友達となって結婚するケースが多い。またモータリゼーションの発達により性的関係

を結ぶチャンスが多くなったとも言われている。しかもこれらの思想は社会道徳通念上も

容認される傾向に変容しっっあるということであり，その対応策にかなり厳しいものが迫

られつつあるように見受けられた。

　このような情勢の中で．性道徳確立のための教育が非常に重要なものとなってきている。

末婚の母がこの国においても増えてきているからである。従来はこのようなケースの場合，

乳児施設での養育が中心であったが，　「今後はそのような子ども達がこの世に誕生しない

ようあらゆる方策を講じる必要がある」とワイタラー・ライフ・センターの説明の中で強

調されていた。このような母親に対しての具体的指導としては，カウンセリングを強化し

たり・母が安心して勤労できるよう保育事業をやったり，住宅政策への特別の配慮等いろ
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いうと考えられるという。

②むずかしい問題

　バーナード博士の家で聞いたところによると，性的虐待が主因で措置されてきたケース

もかかえているという。この国の場合は親に対し，かなりの厳罰で臨んでいるようである。

子どもicとって家庭復帰はあり得ないばかりか，親権の剥奪，裁判所による有罪判決は免

れないという。

　このような問題のある親をひとりでも少なくするためには，幼少期からの系統立てた指

導と，良い社会環境作りに努めなくてはならない訳で，あらゆる実験的プログラム，制度

の確立に奔走している行政，民間の福祉団体に期待すること大である。

13）アフター・ケアーと高年令児の問題

①アフター・ケアー以前の問題

　セント・ジョーンズ・ホームの場合をみていくと，入所後の指導より入所前指導に重点

が置かれている。特に5年前からは在宅福祉に一段と力を入れているという。「子どもは自

分の家庭で，しかも自分達のコミュニティで育てていこう」とする考え方で，家庭や地域

から放り出さないようにという思想が中心となっている。こうした考えは親への指導にも

生かされており，子どもにとって，親のもとで生活することがノーマルな発達に好ましくな

い影響があると判定された場合は，州政府の判断にもとついて親権の一一時停止が行なわれ

る。日本では，その必要があると思われるケースでも，なかなかむずかしい問題だけに興

味のあるところである。

　やむを得ずして居住施設でケアーをしなければならない場合は並行して家庭に対し直接的

なカウンセリングが民間団体と州政府の協力体制の中で行なわれる。しかもそれは専門家

によってであり，一刻も早く家庭復帰させるべく指導がなされている。ただそこにある問

題は複雑であり，家庭に帰ることが不可能な子どもに対しては，職業斡旋．居住の確保，

アフター・ケアーまで専門職員が指導にあたっている。

②アフターケアーを取り巻く問題

　きめの細かい家庭への配慮がなされ，その中で家庭復帰していくわけであるが．その後

の指導にあっては親が入所していたことをかくしたりして指導困難なケースも多いという。

もちろん，反対に親の方から積極的に子と’もの状態を知らせてきているケースもあるとい

う事実のあることも見逃すことはできない。

③アフター・ケアーはどのように行なわれるか

　ζの問題については日本の場合とそう変わりはないように思われた。アフター・ケアー

は通常1年間行なわれている。これはセント・ジョンズ独自の考え方によるもので，公的

機関とは何ら取り決めはないとのことである。
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　問題のある青少年の指導は，地域の中で一軒の家を使い．一市民としての位置を確保し

ながら通常の人々と同じ立場の中で行なわれる。この家の中には専門スタッフがおり，交

替で養育にあたっている。我々の現場においても高年令児なり，退所児の指導には日夜頭

を悩ますことが多いが，こうした巾の広い考え方で，ひとりひとりに合ったケアーがなさ

れている。これらは個々の子ども達に対し，人権を尊重する精神が浸透していることが基

本になっているものと考えられる。

14処遇面からみる今後の課題

　ビクトリア州のみならずシドニーにおいても施設の縮少化は進んでいる。100名を越え

る施設はなく20名以下がほとんどである。しかもそれらの施設は居住プログラムだけでは

なく，複合的に地域又は親のニーズにこたえて巾の広いサービスを行なっている。

　幼児（5才以下）は里子に出されるケースが多く，5才～12才の学童期にある子はファミリー

グ）レープ・ホームに収容されτいる。　そこでは社会復帰が早くできるように体験学習や訓練

が行なわれ，親に対してはそれらが早くすむような指導援助が行なわれている。この仕事

には民間と行政の専門スタッフが協力しており，我々にとって注目すべきところである。

その中心は親子関係の修復であるが，その中でも養育能力の補強が重要な課題となうてい

る。各家庭に専門職員がこまめに足を運び指導を加えるのが普通で，それぞれの専門職員

の機能発揮が望まれるゆえんである。

　このようにオーストラリアにおいては，積極的に親に働きかけるべく専門ワーカーが配

置されており，日本の児童福祉においても専門化をすすめていく上で見習うべき点が数多

くあるのではないかと考える。各施設が児童相談所，福祉事務所，市町村の関係機関と一

体となり，またその地域の独自性を生かしてのネットワーク作りをすることも一つの方法

であろう。

7　養護内容からみた課題と将来展望

（1）セント・ジョーンズ・ホームのファミリー・グループ・ホームを通して

　ハウス・マザーは自分の子どもと措置児との間に起こる諸問題にどう対応するかにっい

て悩んでいた。措置児と自分の子どもを同等に扱うにはどうすればよいか，また自分の子ど

もが措置児と一緒に生活するのを嫌う等の例があげられていた。このような場合，現在の

ところリソース・ユニットの指導，援助を仰いでいる。一方で研修等を繰り返し資質の向

上を計り，多少の問題なら自力で解決していく能力を培うことが必要となっている。

　各グループ・ホームごとにハウス・マザーの個性を尊重し養育態度に差がありすぎるの

で，一方で施設内での統一した指導方針が必要でないのかと疑問をもった。たとえば処遇

記録についても定まった方式はなく，日誌的にハウス・マザーが記録し，リソース・ユニ

s
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ットチームがケース・ファイルにまとめていくのだが，日常の指導を意図的に行ない，計

画性のある処遇記録ではなかった。

　学習指導は学校任せの感が強く，ファミリー・グループ・ホームでは宿題をみる程度で

ある。日本の現状からすると理解できないが，オーストラリアでも除々にではあるが学歴

社会になってきているのは事実である。このような現状をふまえ，一応15才で義務教育は

終了するが，希望するならば無料で上級学校に進学できる制度があるので今後は学習指導

のあり方についても検討が迫られそうだ。

｛2｝セント・ジョーンズ・ホームのホステルを通して

　高年令の男女が一緒に居住している割には，性的問題は特に発生していないという。し

かい0代での結婚，中学生の妊娠，同棲生活等が増加している現状を考えると疑問が残る。

（ユース・トレーニング・センターでは男女を別にしている）

　あるホステルでは，たばこを平気で吸っていたり，服装も感心したものではなかったが，

その現場でも誰も注意する者もいなかった。個人を尊重する国とはいうが，具体的指導内

容においては理解できない部分も多かった。

　レセプション・センター，ユース・トレーニング・センターいずれもビクトリア州立で

は家庭的養護を目指し，在所期間を短かくして家庭に帰す努力をしている反面，このセン

ターのような大舎形態の施設に長期間在所している児童がいることに矛盾を感じている。

一
方，施設や学校では問題の複雑な児童を拒否することができるとのことだが，日本では

考えられないことである。

　親権停止による問題として，裁判所の決定が不服の場合は．親が他機関（上級裁判所．

オンブズマン）に訴えることができるという。これらの運用はスムーズに行なわれていない

のが現状であり，問題がこじれると児童にとっても良い影響を及ばさないようである。

　オーストラリァでの施設の主たる目的は家庭復帰，社会での自立生活である。このため

職業斡旋，住居の斡旋はよく行なわれているが，上級学校に向けての進路指導は行なわれ

ていない。これは日本人の感覚なのだろうか。

　アフター・ケアーは民間施設それぞれが独自のプログラムで行なっているが．行政の裏

づけを必要としており，思うようにいかないのが実態のようである。

　前述のような課題はあるが，オーストラリアの児童福祉に対する基本的考えは本来の家

庭ですべての児童は育成されるべきであるということを踏まえて予防的福祉活動．里親の

開拓，家庭との連絡援助，指導を行い．施設収容型養護は減っている。　一方施設の機

能も収容から里親，ボランティアの開拓，予防活動の促進，家庭援助等に力を入れる施設

が増えている。今后は一般児童は減少するだろうが，問題児が増加してきているので．メ

ァリー・メードのような緊急一時保護施設，アルンデル・ユニットのような専門施設・ホ
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ステルのような複雑な問題に対応できる施設がより多く必要となってくるのであろう。オ

ー ストラリアの民間施設は．真に児童福祉の向上を目指し，行政の裏付けがなくとも，先

駆的なプログラムを自主的に開発している。日本においては行政に働きかけることを第一

に考えることが多いが，オーストラリアのこの精神は我々も学ばなくてはならない点では

ないだろうか。

■

、
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は　じ　め　に

　日本における社会福祉施設，特に収容施設は転換期｛こあると言われていろ，養護施設に

おいても．いわゆる「施設の社会化」が叫ばれ．そのあるべき万向が模索されているt／

　その意昧で施設と地域社会の関係がどうなっているのかをみることは，．養護施設の中で

いわれている「施設の社会化」，収容児童の一市民的権利の保障」をどう作っていくのか．

また，地域のニーズの把握と対応，地域福祉の拠点の問題など．今日的課題解決や．今後

の方向をさぐるうえで意味あることだと思う，

　ここではオーストラリアの各施設が地域との関係をどのように考えフ．ログラム化してい

るのかを，セント・ジョーンズ・ホームズの取りくみを中心に，他の施設説明で補充Lさ

らに，日本での状況との比較を．若：F加えながら検討した，

（セント・ジョーンズ法人キャンパス内にあるシュルプランド）
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1．地域との交流の実情

　オーストラリアにおける児童養護と日本における児童養護では処遇の形態がかなり違

う点のあることをまず指摘しておく必要がある。すなわち，日本で一般的にみられる形

態（大舎制，中舎制，施設構内集合型（小舎制）など）は少なく，より家庭に近い雰囲

気でという理念でファミリー，グループ，ホーム（以下F．G．H．）など，小舎制，小規模，

少人数で，場所も従来の施設構内での小舎集合型から地域へ分散した型へという形態が

一般的である。ビクトリア州で‘’最後の大舎である”との大舎集合型施設セント・ピン

セント（St，　Vincent’s　Boy’s　Home）を例にとれば1854年創立，1930年には定員250名だっ

たものが1950年より定員を漸減させ1981年では64名で，8人ずっ，8っの地域に分かれ

て生活している。いわば，「地域の中に存在する」施設そのものなので“地域との交流を

はかる”ということは日本の施設ほどに課題とはされていないようだった。

　例えば，セント・ジョーンズ・ホームズの場合，施設構内集合型をとっている小舎で

は日本同様に生活の殆んどが施設内で営まれ，毎日曜日の礼拝を地域の人に開放してい

るという程度である。地域分散型の小舎であるユース・ホステル（Youth　Hestel）やF．G．H．

にしては尚更である。この施設ではむしろ，ケアー・フォース（Care－Force；予防的福祉

活動）の取りくみが，地域対策として具体的であり注目出来るものがあった。

　また，他の施設についてみても地域に「施設，設備の使用をすすめている」　（大舎施

設：セント・ビンセント）という施設もあるが，「看板があるわけでもないし特に意識し

ていない」（地域の中の小舎：ドクターパーナード・ホーム）できるだけ子ども同志の交

流をすすめているが，悪い友だちもいるので……」（地域の中の小舎；リッチモンド・ユ

ー ス・ホステル）というようiζ積極的とは言えない面がうかがわれた。

　日本の場合で考えれば，施設の理解を深めるためなどと，施設・設備の開放，地域と

一緒の行事の企画などを通して“施設が，受けるだけではなく，自分たちができる地域

へのサービズをと活動が展開されているが，オーストラリアの場合は，私たちが見聞

きした限りでは予想とは随分ちがつていた。

2．学校機関との関係

　オーストラリアの義務教育は5～6才頃からはじまる。この国は広大な土地に人口が

少ないため，初等教育や中等教育さえも通信教育で行っている場所もあるし，教育制度

にしても連邦下6州共通というわけではなく．州によっての違いもある。例えばビクトリ

ア州の制度は
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5才　　7才　　　　　　11才

　　　　　　　義務教育

15才　　　　　　　17才

　　中等学校

キャンベラ市（A、C．　T：連邦政府直轄地域）の制度は

3才　　5才 13才 17才 21才

プレスクール　　ジュニアスクーノ　ジュニアセカンタリースクール　シニアセカンダリースクール

というように制度の違いと複雑さがある。またビクトリア州では，義務教育の途中から

中等学校が始まったりごく稀であるというが，ひどい非行の子ども，登校拒否，情緒障

害児、などでは14才半で卒業させることができる（但し，本人が後に復学を希望すれば

再教育を受けられるということなどがある。）また、幼稚園や保育所に通う子どもの割合

が少ないということも日本とは違う点である。

　オーストラリァでも入所児童の学力遅滞やしっけなど，問題をかかえていることなど

から学校との関係では，さまざまな取りくみがみられる。

　例えば，セント・ジョーンズ・ホームズではリゾース・ユニット（Resource　Unit；1専

門家集団）には教員有資格者3名が配置され，ここが主に学校との連携にあたっている。

1名は入所児童をどこの学校に通学させるか専門的な立場で判断してその選択や交渉を

したり，1名は週3日学校に行って，指導について教師と話し合いをしたり，教室で助

言をしたり，残る1名は中学校レベルの子どもに宿題の手助けをするなど多岐にわたる

プログラムをもっていた。

　この施設はステード・ウォード（State　Word）からの子どもが殆んどなので子どもの状

況を学校側に伝え，助言や話し合いを行っているとのことである。

　他の施設にしても、「クラスへの集中を避けるため施設の方針として9ケ所の学校に分

散し通学させたり，特別に問題のある子ども，例えば学習習慣がついていない，学校嫌い，

極端に粗暴な子ども」は施設内にある認可学級で指導し，ある程度学力がついたり行動

面での問題が改善されれば地域の学校に通わせるようにする。施設内学級を地域の子ど

もにも利用させる（セント・ビンセントやビクトリア州立アランビー・レセプション・

センター），「3ケ月以内であれば転校させずに車で送迎する」（キャンベラ市のメァリー

メイド緊急収容センター）などの取りくみがみられた。これらの施設はオーストラリア

では比較的大きな施設（50名～150名定員）でのことであった。定員10名以内の小さな

施設では特にこうした取りくみはなく．「学校の選択は教育委員会を経て子どもの問題に

よってきめられる」（ドクター・バーナードホーム）など，ごくありきたりの説明だけだ
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　そして全体的に言えることは，イ．教育・学習は基本的には学校の仕事であり，ロ．

その上に立って，学校訪問や関係調整のための話し合いがもたれ，ハ．大舎にせよ小舎

にせよ，施設での学習指導は宿題の手助け程度の補助的なものである。（これは，専門の

教師をおいているセント・ジョーンズ・ホームズや，セント・ビンセント・ホームにお

いても同じことであった。）また，通学校の選択を．教育委員会との話し合いを経て，同

一校に集中しないようにする方法をとることなどは，日本の状況とはかなり違う点であ

る。

3．施設問の交流

　”大舎から小舎へ，収容から予防ぺということがオーストラリァの児童福祉の特徴

的なことの一っとしてあげられるが，これは．個を大切にし，できるだけ家庭で，また

収容するにしても，より家庭的環境で行うのが望ましい，という養護の考え方と，更に

は，地域対策に力を入れてきた結果であるようだ。

　実際，地域対策は，福祉の向上という一般的な言い方にとどまらず，家庭崩壊を未然

に防こうとする強い意識が感じられた。セント・ジョーンズ・ホームズにおけるケアー・

フォースという機能がそれをよく表わしている。

　私たちは，2州1特別行政区の社会福祉について説明を受けたが，いずれも公私の役

割分担と協力とを強調していた。もっとも，私たちはそのことよりも，公立であれ民間

であれ必要な地域に必要な機能，機関をもち，その重複を避け，互の連携で，全体とし

ての必要を満たしていくという，いわば，なすべきことにっいては公私にとらわれない

あり方がそのn境界”をゆるやかにし，多方面の活動に共同して取りくめているのでは

ないかと感じてきた。その点日本においてはまだ社会福祉は施設中心で「収容型，隔離

的」で，地域社会から閉ざされている面がかなり残っており，これが「施設の社会化」

を叫ばせ，他との交流を主要な課題の一つにしている理由ではないだろうか。

　私たちは，セント・ジョーンズ・ホームズ（施設構内集合型小舎及び地域分散小舎あ

り）をはじめ，大舎施設，50名定員の施設，定員io名以下の小舎施設を見てきたが，い

ずれの施設においても「施設問での子どもの交流も職員研修もしていない」「以前はやっ

ていたが今は地域，学校の中での活動で充分だ」というようなことしか聞けなかった。

私たちはその理由を詳しく聞くこともしなかった。というのも，どこの施設でも“どう

してこんな質問するのか”というような戸迷いの表情ばかりだったからである。

　従って，理由については私たちの推測でしかないが，イ．在宅サービスなど地域福祉

の向上や里親制度などにより，施設入所児の問題が，施設ごとの特徴をもっているので

一 50一

●



はないか，ロ．地域の福祉団体や公的機関との連携により，勉設川での猜報交換の必要

性が薄いのではないか，ハ．生活が地域に根さしていることにより地域のクラブ活動な

どへの参加で満たされているのではないか。

　いずれにしても大舎にせよ小舎にせよ，施設そのものが地域のニードの変化に対応し，

変化していることだけは確かなように感じた。

4．ボランティア活動

　日本の施設においてはボランティアは日常生活の様々な分野で活動している。労働奉

仕，学習指導、子どもとの遊び，行事の際の援助，など多彩にわたる。そしてボランテ

ィァは私たちにとって欠かすことのできない社会資源として意識されている。その点で

オーストラリアにおけるボランティア活動はどうなのか興味深いことであった。

　セント・ジョーンズ・ホームズにおけるボランティア活動には二っの点で興味を誘っ

た。

　1っは，インターチェンジ（interchange）の活動に施設自らがボランティア活動をして

いることである。この活動は，知能障害や自閉，部分盲やてんかんを伴う障害などをも

った子どもの親に対する福祉活動であり，障害児をもった親が，子どもを施設に入れな

くても生活していけるように援助する活動で，具体的には，障害児をもたない家庭に週

末などに子どもを預けて，障害をもった親に休息を与えようとする一時的な里親を組織

し，訓練する活動である。インターチェンジは，障害児をもった親の会が設立母体であ

り，国際障害者年の1981年5月に作られた。セント・ジョーンズ・ホームズは，これに

施設設備の提供や職員による援助を行っているのである。いつも受ける側に立ってボラ

ンティアを見る目に慣れた私たちには新鮮なものであった。

　他の1っは，ケアー・フォースの活動に参加しているボランティアである。これは．

施設のボランティア・コーディネーター（Volunteer　Co－odineter；仕事は，ボランテ

ィアの開拓，訓練，スーパーバイズ）のもとに，一つのケアー・フォースに30名ほど組

織し，ファミリー・センターやチルドレンズ・センターなどまた．地域の中で対象とな

っている各家庭で，職員と一緒に親の指導や子どもの保育，指導を手伝つたりという活

動である。

　似たような形態でボランティアの導入を計っているところに，ウt一デン・コミュニ

ティ・センター（Woden　Community　Center）マーシー・ファミリーライフ・セン’」・一

　（Mercy　Farnily　Life　Center）がある。これらはセント・ジ．ヨーン・．・1．∴〔パ’ご　　・

フォース同様予防的活動をしている。いずれも地域の母親を訓練し．保育’｜喋に・5

ている。
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　収容施設の場合では「遊びやクラブの指導に」（セント・ビンセント・ホーム），「受刑

者が来て補修などしてくれる」（ドクター・バーナードホーム）など，日本の場合と同様

であったが，一般に，収容施設の場合．ケアー・フォースなど予防的福祉活動や相談事

業をしている所ほどの積極性は感じられなかった。また，地域のグランドを利用した地

域の子どものクラブ活動に，授業を終えた教師や地域の人たちがボランティアとして指

導に当っているような場面もみられた。しかし，全体としてはボランティアの組織的，

機能的な活用が感じられはしたが施設への導入は必ずしも積極的ではないのではないか

という印象である。

5．特殊教育の実情

　21才までの子どもに対しては“教育を望むならばそれをかなえなければならない”と

いう全人格法があり，このことにより教育を受ける子どもがふえている，とキャンベラ

市のクーマリー養護学校（Ko。marri　Special　School）で聞いた。

　オーストラリアの養護教育は3才からはじまる。3才～5才（プレスクール）までは

午前中のみ，6才以上が毎日通学である。それにかかわるスタッフも．言語治療，自閉

症の専門家，カウンセラーなど多くのスタッフがいると聞く。

　私たちはクーマリー養護学校と，二＝一サウス・ウェールズ州シドニー市の州立アル

ンデル養護学校それにセント・ビンセント・ホームの特殊学級などを見てきた。

　クーマリー養護学校はもともと1957年，知能障害児の母親の，t‘何か施設を／”という

要求から運動がはじまり「障害児の会」が創立されそれによって小さなトレーニング・

センターをはじめたのがはじまりである。一方でワークショップ（作業所）を作り，学

校を出た子どものためのワーク・ショップをあちこちにっくった。（現在は学校とワーク・

ショップは組織的には分かれた。）

　学校は，3才～5才がプレスクール，5才～14才がジュニァ・スクール，14才～17才

がシニア・スクール，17才～21才がシニア・セカンダリー・スクールである。学級編成

はIQによらず年令的な分け方をしている。教育目標は，「自立」を揚げ，そのため“よ

みかき”を教え，作業訓練し．更には電話のかけ方など社会生活面で必要なことを教え

ている。子どもの障害の種類は，ダウン症，CP，自閉症，脳損傷，フェニールケトン尿症

などであり，IQは55以下である。学校の費用は公費であるが施設拡張などの費用は政

府と話し合い，一部補助を得る。

　併設されているワーク・ショップは200名の障害者を雇っている。これはキャンベラ

市内で3番目の雇用人ロをもっ（障害者200名、健常者90名）職場である。作業内容は，

印刷，家具作り，コンピューターの組み立て，などである。ワーク・ショップは4ケ所
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あり，年間の費用は2500万A＄，1980年の収支は，赤字4000A　＄であったという。

　アルンデル養護学校は，粗暴な行動や，裁判沙汰になって送られてくる子どもなど，

重度情緒障害児のための学校であり，精神医学的・心理学的治療を要する子どもが対象

である。この養護学校はアルンデル・チルドレンズ・ユニットに併設された学校で1958

年ニュー・サウス・ウェールズ州立として発足した。　（学校もユニットも小児病院に併

設されている。）対象児童は施設収容児童と通学児童の3才～14才までであり．1クラス

4名以内で4クラスである。私たちが訪問したときは水泳をとり入れた訓練をしていた

が，精神的コントロールが難しいという理由で浮袋を身体にくくりつけていた子どもも

いた。このような子どもでも約8ケ月間以内には家庭復帰をするということだった。（こ

れまでの家庭復帰は1200名位。そのうち200名の追跡調査では75％が正常な生活をして

いるという。）

　入所児童は教育委員会，小児病院，親，チャイルド・ガイダンス・クリニック（Child

GUidance　Clinic；　日本における児童相談所的役割）などからの紹介や通報により措置

されてくるが，（紹介→精神科医診断→施設職員，教師で数日間観察評価→治療方針）家

庭復帰の目的にむかって個人プログラムが作られ，セラピーや親の指導（ケースによっ

て，或いは遠くから来ている場合，親子一緒に数週間行うこともある。），薬物利用など

1こより治療，教育を受けている。セント・ビンセントなど他施設の特殊教育については

〔3ぬ項を参照されたい。

6．予防的福祉活動の実情

●

　ケァー・フォース（予防的福祉活動）は，家庭を援助することによって家庭の崩壊を

防いだり，施設入所に至るのを防いだりする働きがある。家庭の問題は複合して出て来

ることが多いので，表面にあらわれたことへの対応だけではなく．社会的な背景，地域

の事情などの関係をきちんとみていく必要がある。

　従って，この活動は地域のニーズを把握しそれによった活動が求められる。

　セント・ジョーンズ・ホームズのケアー・フォースの試みは1976年で，メルボルン市

内プレストン地区でスタートした。】981年の訪問時には4地区に拡げられていた。4っ

のケァー・フォースは，それぞれの立地する地域の事情によって相違点があるが基本的

には同じである。

　組織，スタッフはチーム・リーダーのもとに，家族援助者，家族相談員．ユース・ワ

ー
カー，ボランティアコーデイネーター．ボランティアがかかわっている。

　活動内容はファミリー・カウンセリング，コミュニティ・チャイルド・ケァー，ボラ

ンティァ・プログラム，ファイナンシャル・カウンセリング（低所得家庭の家計相談・
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指導），住宅相談ファミリーセンター活動，チルドレンセンター活動，など多岐にわたる。

　ケアー・フォースの相談相手は，低所得，低学歴者が多く，そのことにより波及する

他の問題もある。しかもそれをどこに相談していいのかわからずに問題を持ちっづけて

いる人も少なくない。従つて、ケアー・フt一スの取りくみは，家族相談員が家族との

関係づけからはじめ，巾広く，深く家族の中に入り，問題点を見つけ，解決方法を教え

たり，ボランティアの導入をはかったりしての援助をくり返しながら，親の自覚をたか

め自信をもたせて新しいことへの取りくみや生活のたて直しをはかっていく。

　こうした家族援助を行う場として，訪問指導のみならずそれぞれの活動地域にファミ

リー・センターとチルドレン・センターをもち，ここに親を呼んで同じような問題をか

かえた親のグループを作り，子育てについてや，料理の作り方講習など母親の指導をし

ていく。この間，母親が指導を受けている間の子守り，保育，遊び，学習指導などをチ

ルドレン・センター（ファミリー・センターに併設）で同時に行っている。センターに

はボランティアがさまざまに導入されている。

　このような活動によって家庭の崩壊がまぬがれ，多数の子どもが施設入所に至らずに

すみ費用も施設養育費の1／10位ですむということであった。

　しかし，この活動は，必要性と評価は得ているものの公的補助が無いことから財政的

危機にあり，今後の活動に不安な要素をかかえている。そのためセント・ジョーンズ・

ホームズでは州政府への様々なレポート，提案や，州，市町議会議員などへの手紙によ

る働きかけや訴え，利用者の親を通じての訴えをして財政的基盤をっくりたいと話して

いた。

ウォーデン・コミ．ニティ・センター（Woden　Community　Center；キャンベラ市）

の場合は，3人のレセプションニストの下に，75人の母親が，1日300人ほどの子どもの

世話をするという保育事業が中心である。もともと時間保育だったが，財政的理由と地

域の要望などがあり手を広げてきた。

　このセンターは，ユ969年に，ウォーデン・ウェストン・クリーク地区に新しく住みつ

いた人や，病気などで子どもの保育に困るような人たちの問題を少しでもやわらげ，危

機に直面している家族の援助のために作られた。

　活動の内容としては，日常保育と緊急保育があり，対象も，0才児から12才の学童ま

で，と巾が広い。これを0才児～18ケ月グループ，18ケ月～5才グループに分けて時間

保育をしている。

　乳幼児保育の時間は9時～工5時30分まででこれを更に3区分（9：00－－11：15－1．5

A＄，11：30～13：00－1．OA＄，13：00～15：30－1．5A＄，に時間，利

用料区分，但し．18ケ月以下の子どもの利用料は1時間65C，また，18ケ月～5才ま
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での子どもで．2人目は各区分共通で1A＄である、）している一学童保育は，7：45

・一　9　：OO，15：00～18：00，の2区分で，ノミ体毎週’人9A＄の利川料（授業料）となって

いる。学童保育は学校の休暇中にも．8：00～18：0〔V）時間帯で行われている。保育の内

容は例えば年長児では自由遊び，創作活動，音楽などと，日本の保育所などに見られる

ことと特にかわりはないが，このセンターの場合，短時間の予約利用も．緊急長時間利

用も可能な巾をもたせて地域のニードに応えようとする機能に特徴がある。

　マーシー・ファミリー・ライフ・センター（Mercy　Fa皿ily　Life　Center）の活動も保育

事業を中心とした援助活動である。

　このセンターはもともと児童収容施設であった（200名位の定員）が．この10年の間

に環境がかわり，家庭崩壊やむつかしい子どもがふえるなどから，地域の中で家庭崩壊

を防ぐような活動の必要を感じて相談センターに切り換えていった。

　活動の内容は，学童保育，時間保育，学校の休暇時の保育，障害児の母の援助，地域

に「保育ママ」の養成，緊急用家族宿舎の提供，など巾広い活動をしている。

　センターに併設のワイタラ・チルドレンズ・センター（Waitara　Children’s　Center）での

保育事業は，7：30～18：00までの長時間保育は，3才～5才児グループで．1日8A

＄の利用料（但し，貧困家庭の場合5A＄まで下げられるが，政府が補ってくれる額は

3A＄末満）である。時間保育は，親の用事・通院などのために2～3時間行う保育で．

利用料は1時間iA＄で0才～5才児が対象である。休暇保育は親が働けるよう援助す

るための保育で，利用料は1日3A＄である。対象は5才～15才までであるが，1096位

は障害児も入れている。これは，健常児には障害ある子も仲間という意識をっけさせ．

障害児には発達促進という効果をもっているe障害児の母の援助活動は，障害児の母を

グループに分け，親の力でやれるように援助する活動で，母の活動に必要な場合，一時

的にフォスター・ケアの方法もとっている。これによって施設に措置されずに済んだケ

ー
スが80名いる。障害児のことではハンディ・イン・ハンディ（Handy　in　Handy；手と手を

っないで，障害児をつれだそう）の取りくみや，ウォーカソンの，障害児と一緒に歩い

てカンパを集める運動（事前にこの運動を宣伝しておいて，参加者一人1キロメートル

歩くごとに街頭にいる人から10¢もらうリンパ活動）や，「保育ママ」を養成（資格はな

いが地域の中に子どもを4人位預かる人を養成する。）し保育を必要とする人に紹介して

いこうとするもので，保育ママへの支払いは1時間lA＄である。事故などへの対策，

保険料はセンターで支払っている。緊急用家族宿舎は家賃を払えず追い出されたり，夫

がいなくなって家計維持出来ない．災害にあった，夫の乱暴なとの理由による緊急用と

して用意された宿舎であり，3週間以内の利用とし，4世帯ある一

　私たちは、r防的福祉活動という側而で．これらの活動をみてきたが．乳りj児から判
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までの巾広い援助活動は，大きな関心をもたせた取り組みであった。しかし，これらの

活動は，着実に成果をあげているとはいえ，政府の援助は少なく財政的な苦しさととも

にある活動であるようだ。

7．課題と展望

　セント・ジョーンズ・ホームズを基点に始まったオーストラリアでの研修は私たちに

多くの示唆を与えてくれた。反面．研修テーマに沿って事前に用意した意図や期待が噛

み合わずに終った点も少なくない。

　すなわち．私たちにとっての「地域」とは施設と一定の距離を感じているため，何ら

かの形で働きかけていかなければならない対象であり，そのことを通して施設の理解や

協調が可能になるというようにみてきたが，この国においては施設が地域の中に存在し

ていること，そのために，地域の変化を受けやすく必然的に，地域の理解を得るという

段階ではなく地域のニードに敏感でなければ存在しえないのではないかという違いを感

じた。

　次には財政的困難を越えて活動している民間施設のエネルギーの大きさである。大舎

から小舎へ，収容から予防へ，のうねりは，民間施設の努力によるところも大きいので

はないか。小舎の取り組みにしても予防的福祉活動の取りくみにしても，民間施設のも

っエネルギーの強さを感じさせた。

　さらに，施設在所期間の短いという点も強く印象に残った。このことは，一つには施

設の処遇技術や力に負う点であろうが，同時に家庭機能の回復の早さでもあろう。私た

ちは折にっけて家庭援助や地域福祉の向上に努力している旨の話を耳にしたが，今もそ

のことをあらためて思い出さざるを得ない。（全てではないが，施設生活の長い子どもで，

問題をもっ子どもは，問題が根深いと感じることのよくある私たちにとっては，非常に

関心の強い点である。）

　第4点としては，民間施設の財政的基盤の不安定さである。公費による財源が多い施

設で70％位，少ない施設では10％位であったことは驚きであった。（入所の経路が公的，

私的の二種類あり，私的契約によるケースは貧困などの理由で収入減になりやすいとい

うことであったが，それにしても財政不安が大きすぎる。）財源不足が施設活動を活発に

させている意味はあるとしても，施設の危機的内容も含んでいるとしか思えない。

　最後にボランティアのことについてである。収容施設においてはボランティアの活動

はさほど感じられなかったが，予防的福祉活動をしている各所で，ボランティアの育成

と活用が随所に見られる。スタッフが自分たちの手足とし，力にし，広げているところ

に活動の開放性や地域性を感じた。

4
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　週間のオーストラリア研修て私たちはこの国の処遇形態の様々に自分の施設を連

動させて考えようとしても，考えにくい点が少なくなかったt．しかし、一人の子どもを

大切にし”了と’もにとって何が必要かttを原点にして取りくむ姿に共惑し．民間施設の

施設エネ1レキーや先駆性に感動を覚えたことはまきれもない事実であった，

　私たちは，制度も国民性もye．　tgろ周との比較にもとずく価値判断をしようとは思わな

いが，それにLても現在のE，1本における施設養護のあり力’を∴1子どもにとってどうなの

か”という点から考えてみる必要を感じる、また，社会変動のノミきい中で才み出される

要養護児童の問題や家庭崩壊，家庭の養育機能の弱体化からくる児童の問題に．施設は

何が出来るのかをあらためて考える必要があるのではないか。

チルドレンズセンター保育室

一 57一



r



第 5 章

訪 問 施 ≡几

訳 概 況

ST，　JOHN’S　HOMES　FOR　BOYS＆GIRLS ・…　61

BlRCH　COTTAGE’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”…’…’”…’’”層

W且、SON　UNIT・……・……’・…………・………・

BROADHURST　HOSTEL…・……・…………・…　…

CARE－FORCE：NORTH　EASTERN　REGION……・

4
7
0
3

ρ

0
ρ
0
7
7

ST，　VINCENTS　BOY’S　HOME………・・………・………・・…　…・　　　一’・　　　　・…　　　　　82

ALLANBIE　RECEPTION　CENTER・・…………・…・…………　・…・…　　　・・　　…　　　　　　　…　87

KOOMARRI　SPECIAL　SCHOOL…・・……・『『・…・・…………・　・…・　　　　　　　　　　　　　…　91

RICHMOND　FELLOWSHIP　YOUTH　HOSTEL……　　……　　’・・　　　　　　　　一　　　…　g5

WODEN　COMMUNITY　CENTRE………・………・…　一…・　　　　　　　・…　　　　　　…　　　98

MARYMEAD　CHILDREN’S　CENTRE・…・一・………　・・一’・・…　　　　　　　　　　　　　…・　　104

ARNDELL　CHILDREN’S　UNIT・……・……………・　……　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　107

KARINGAL　DR．　BARNARDO’S［N　AUSTRALIA・………・　　　　・・・・・・…　　’　　　　　　　　…111

MARCY　FAMILY　LIFE　CENTRE……・・……・・…・・・…　…・…　　…　…　　　　　　　　…　…　］14



　本章は団員が主催者に対して提出したレポートから，その主な施設に関わる点

を抜すいし，編集したものです。状況をより一層ご理解いただく手がかりとして，

一部には団員の所感等をも含んでいますことをtおことわりしておきます。
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ST．　JOHN’S　HOMES　FOR　BOYS＆GIRLS

（セント・ジョーンズ・ホーム・フォー・ボーイズ・＆ガールズ）

聖ジョーンズ養護施設

　収容児童養護部門と予防

　的福祉活動部門をもって

　いる

1．沿革概要

　ビクトリア州メルボルンは，人口200万人の大都市である。　St、　John’s　Homes　for

Boys　and　Girbは．空港より南東に30　kmの所にあり車で30分位，メルボルン市内から

は車で25分位の山の手の高級住宅街にあり．近くにはゴルフ場，カンタベリー・ガーデ

ン公園などがあり，静かで環境の良い場所にある。

St．　John’s　Homes　for　Boys　and　Girlsは、1921年に戦災孤児を救おうと，英国国教会に

よって設立された。それ以来St．　John’s法人は、60年という長い道のりを経てs幼い子

ども達のため広範囲なサービスを実施してきており．現在でも肴実に歩んでいる．

“ Shrubtands”　と呼はれる皆の美しくてしっかりした古い建物、これがSt．　John’sの最

初の建物であり、現在もキャンパスの核となっている所でもある．

　従来は大舎制で養護に当ってきたが．15年前よりCottageタ・イフ．（グルーフ．’ホーム）

に移行し5年前には新しい試みとしてコテッジを地域に分散させ・又・それに併行して

Preventive　Child　Care　（予防的福祉活動）としてCare－Force　PTogrammeが開始された。

　現在St，　John’s法人は，大きく居｛主（施設）部門．財務管理部門，予防的福祉活動部

門に分けられ．その他．Resource　Unit、　Youth　Services，　Family・lnterchange等のフログラ

ムを展開している。
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2．財政事情

　理事会組織にて運営されており，政府の寛容な政策で政府より70％，心ある人々より

の寄付（会社の関係，篤志家などの援助）30％で賄われている。

　St．　John’sの居住施設には．現在70名の子どもがいるが，1人当たり1週間230A．

＄（日本円62，100円）が必要とされる。

　Foster　Parents　System　（里親制度）で20名を長期べ一ス，70名を短期べ一スで里親に

預けているが，1人当たり1週間70A．＄　（日本円18，　900円）である。

Preventive　Child　Care（予防的福祉活動）でいくと，1年間1，　200名の子どもを養護す

る事ができ，これに要する金額が1週間当たり7A．＄32C（日本円約1，900円）であ

る。　（Australiaドル，1ドルについて日本円270円としての計算である。）

3．施設（機関）の特性

　St．　John’sの運営形態は，　Residential　Child　Care（収容児童養護）とPreventive　Child

Care（予防的福祉活動）とからなる。

　前者は．18の異なるFamily　Group　Home（就学前から18才までの子どものcareをし

ている）からなり．Cottages（コッテジ）Unit（ユニット）Yout1　Hostels（ユース・ホ

ステル）などがある。後者のPreventive　Child　Care（予防的福祉活動）は，　Care・force

（ケア・フォース）Etbnic　CaTe－force　（移民家族ケァ・フォース）Foster　Care（フォス

ター・ケアー）などからなる。

　又．専門技術をもつ　Resource　Unit（リソース・ユニット）にはSocial　WoTkers（ソ

ー シヤル・ワーカー）Co．ordinator（コーディネイタ→Welfare　Workers（ウ＝ルフェ

ア・ワーカー）らがおり，法入全体として職員数は130名に至っている。

　運営方針は，原則として政府地域福祉事業省の要望と地域住民のニードの両方に答え

るべく立てられている。
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BlRCH　CO↑↑AGE

　（バーチ・コテッジ）

セント・ジョーンズ法人内

の7ホームのうち，キャン

パス内にあるバーチ・コテ

1．施設の特性

　コッテジは．コ’ンテジ・ベアレンツ（夫婦）を中心に生活を営なんでいる。家庭的処

遇が柱であり，その建物も全く普通の住宅であり、各コッテジは，独自の室内装飾，台

所など工kしている。Pどもの部屋は大きい子が個室，その他は六畳問ぐらいの部屋

（ベット，机，洋服ダンス付）に二人という劃合である。

2．収容児童のタイプと受け入れ条件

　コッテジの場合，家庭崩壊等による要養護児童が入所しており，州政府からの委託と

私的契約による入所と二種類ある。セント・ジョーンズ・ホームの場合は．入所児を専

門家集団（RESOURCE　UNIT）が，コッテジかユニットか等，更にコッテジならばどのハ

ウスが適当か等，検討したうえで入所させる。

　バーシュ・コッテジは定員7名で，現在6名入所中である。子ども達の在園期間はt

2～3年である。

’

3．児童処遇上の特性

施設養護の目的は，子どもの処遇と家族の調整を行う事によって｝ども達日身の親
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の許で養育されるように，家庭に帰ずことである。」と明確に言い切っており，家庭的処

遇が中心になっている。子どもはコッテジペアレンツにより暖かく迎えられ，家庭的な

雰囲気の中で行き届いた身辺の世話を受ける事によって，情緒の安定を得ることを重要

視している。コッテジペアレンツは夫婦で住み込みである。ハウスマザーは，日本でい

うような保母資格等という資格は問われず暖かい心を持っている人，子どもを養育でき

るセンスのある人，育児或いは保育の経験，知識のある女性であり，ハウスマザーの夫

は一般家庭の父親と同じように日中は外部の勤務先に出かけ，朝晩を子ども達と共にす

ごすことになっている。コッテジペアレンツは専門家集団のソーシャル・ワーカー，治

療教育にあたる教師，医師等の協力を得ながら養護にあたっている。七軒のコッテジに

対して一人の総責任者がおり，この責任者とソーシャル・ワーカーのスーパービジョン

のもとでペアレンッは子ども達によりよい指導を工夫している。

　アフターケアは州による規定はないが通常は一年ぐらい実施している。偏見のある家

庭もあり．かかわりを心よくおもっていないケースもある。また，「こんなに成長しま

したよ」と明るく接してくれるケースもある。コッテジによく来て食事をともにするこ

ともよくある。

4．施設（機関）と家庭や地域との関係

　子ども達は全員なんらかのクラブに入っており，その中で地域のクラブ（水泳クラブ，

バスケットクラブ，ボーイスカウト等）にも入っており，地域の子ども達と一緒に活動

している。地域の子ども達が遊びに来て宿泊していくこともある。

　できるだけ早く家庭に帰そうという方針のもとに専門のケース・ワーカーが家庭調整

を行っている。したがって，父母等の面会も多く，時には子ども達と一緒に食事をとっ

たりもする。更に，週末には家庭に帰れる子は帰している。

5．施設（機関）と他機関との関係

　コッテジとしては，ほとんどなく，セント・ジョーンズ・ホームの本部で他のスタッ

フがかかわりをもっている。

6、職員構成

。コッテジ・ペアレンツ（夫婦）2名

。ヘルパー1名

　ペァレンッは一週15時間のヘルパーを使う事ができる。一日3時間で五日間の場合

　　もあれば．－B5時間で三日間の場合もあり，子ども達とぺ．アレンツの最も都合の
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　　よい方法で15時間を活用しているようである。

o専門家集団（RESOURCE　UNIT）のソーシャル・ワーカー，治療教育にあたる教師，

医師等。

○スーパーバイザーであるコッテジの総責任者とソーシャル・ワーヵ一。

7．総合所見

　「子どもの最大の利益につながるならば，管理しにくいということは，のまなければ

ならない」というセント・ジョーンズ・ホーム，エリス園長の発言を裏づけるようにコ

ッテジにおいては子ども一人一人の最大の利益を考えた処遇をしているように思われた。

　そこで生活している子ども達は，施設内だけの生活でなく，地域の住民として，社会

の一員としての処遇を受けていた。家庭から放り出されないよう，地域から放り出され

ないようにという考え方がまず浸透しており，最悪のケースとしてコッテジ等に収容され

ても，家庭調整を綿密な計画のもとに専門職員が行っており，週末には家で過ごせるよ

う，あるいはできるだけ子どもに面会にくるよう指導されていた。

　以上のことが容易にできるためにもその地域で発生した問題はその地域で解決してい

こう，収容しなければならない場合でもその地域のコッテジ等に入れるという考え方で

あった。

　更にコッテジの児童処遇においても家庭生活が円滑にすごせるよう家庭的処遇に徹し

ていた。買い物，調理を手伝っている女の子，地域の子ども達がさそいにきてバスケッ

トクラブやボーイスカウトに行く男の子等一般家庭となんらかわることもなく，日課も

それぞれの家庭がちがうように各コッテジにおいて異なり，伸び伸びとした雰囲気の中

で，親切な行き届いた指導がなされていると感じた。

　そしてなによりも子どもは家庭で育てるべきであり．一日も早く家庭に帰れるようあ

らゆる努力をおしまぬという決断と実践力に感銘をおぼえた。

，
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WILSON　UNITS

　　　　　　　〔ウィルソン・ユニット）

1．歴史的経過

　法人の養護方針に基づき，15年前より切り変えられた小舎制の一形態であり，キャン

パス内建物を改築し，現在に至る。

2．収容児童のタイプと受け入れ条件

　要養護児童で原則的には低年令児童を対象とするが，在所が長びいて年令的にはCottage

の様になっているところもある。現在3Unitsがあり，14名の児童が養護されている。こ

れらの児童には情緒障害や環境不適応等がみられる。入所経路にっいてはState．Wardと

Private　Placementであり，施設内の配置はリソース・ユニットが行う。

3．児童処遇上の特性

　Cottage　Motherとその夫が両親の役割を果しながら，家庭的雰囲気で児童を養護し，

lUnit　5人前後の児童を居住させている。個人的処遇，権利とプライバシーの尊重に気

を配ばり，自立心を育てる様に指導している。日常生活は一般家庭と同じ様なもので，

特に計画されたプログラムはなく，Cottage　Motherが児童の状態を日記的に書いている。

その記録をResource　Unitに提出して，ミーティングを行い，アドバイスを受けている。

特に難しい児童の場合はResource　Unitのワーカーが直接指導する場合もある。本来の親，

家族との連絡は，密接に行われており，親が訪ずれたり，休口には児童が親の所に帰る

手段が講じられている。その場合，Resource　Unilが本来の親とUnitsとの間に入り．調整
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を行っている。

　アフター・ケアーはResource　Unitが通常一年間位行っており，児童の社会適応状況は

良好である。

4．地域との関係

Unitsでは地域との交流は特に積極的に行っておらず，敷地内のCottages　Unitsとの交

流が行われているが．特に計画されたプログラムとして行うのではなく，一般家庭と同

じ感じで自然な交流が行われている。

5．総合所見
，

　ここには5才の女の子，6才の女の子，7才の男の子，10才の女の子，11才の男の子，

の5人の児童が養護されており，2人と3人は兄弟である。Chris　McQuManさんとその

夫ECIdieさんとの夫婦が一緒に居住し，児童を養護しており．夫婦には子どもがいない。

この夫婦はイングランドからの移民で，Unitに勤め6年目である。

　児童の在所期間は，5人共4年7ケ月である。又，全員State　Wardsである。

WILSON　Unit見取図
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　室内は全てカーペットが敷いてあり．寝室はゆったりと作られており，明るく清潔な

感じがした。男子2人，女子2人が同室で，5才の女子は夫婦の寝室から離れた部屋割

になっていた。

　階段を上った所にちょっとしたプレー・ルームがあり，おもちゃ，ゲーム，本などが

置いてあった。シャワー・ルームも2階IC，男子用，女子用，夫婦用と別々になってあ

るのも印象的な事であった。1階は台所，食堂，応接間兼居間，それとビリヤード台が

置いてあり，建物，設備は日本の現状から見ると羨やましく思えた。児童の服装は日本

の施設の児童とそれ程違いを感じられなかった。

　児童と一緒におやっやタ食を食べましたが，時間をかけ家族的雰囲気が感じられまし

た。おやっ，食事はChrisさんの手作りであり，既製品はあまりっかわれておらず，量的

には豊富であった。

　裏の広場に遊具があり，同じ敷地内の児童と一緒にトランポリン，サッカー等をやっ

て遊んでいた。

　児童はPM　4：00ご’ろ学校から帰り，おやつを食べ，広場で遊びPM6：30ごろから

夕食でした。夕食を終えシャワーを浴び，歯みがきを終え，パジャマに着替てPM　8：30

ごろ就寝する。

　午後からの半日をWILSON　UNITで過したが．児童とChrisさん夫婦の会話やふれあい

を見ていると，一般の親子のように感じられた。御主人はSt、　Jo㎞’s　Homeの職員ではな

いが，奥さんの仕事を理解し，みごとに父親役を演じているのである。

　Cottage　Motherは24時間体制で児童を養護し，労働条件はかなり厳しいものがあるの

で，仕事に対する理解とその人の人柄が重要なことであると思う。St．　John’s　Homeでは

資格よりも人物を見て雇うと云われたことがよく分かった。他のUnitsでrCottage　Mother

の子どもが居る場合，子どもが施設児童と一緒に暮らすことをいやがったりする等の問

題はある。この様な事を如何に解決してゆくか，今後の課題であろう。
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BROADHURST　HOSTELS
　　　　　　（ブロードハースト・ホステル）

プロードハースト通り

にあるホステル

　英国国教会の建物をSt．　JOHN’S　1ζ寄付され，　HOSTELSを始める。

　Hostelsは現在6ケ所あり，対象児童はGeneralist　’t　SpecialiSt　eこ分類収容されている。

このBToadhurst　HostelSは，　Specialistを対象としており，特に問題行動を持っている児童が

在所している。

1，収容児童のタイプと受け入れ条件

　定員8名（現在員3名）でState－Wardから個々に問題のある13才～15才の学校から就

労への移行期の児童を民家を使用して養育にあたっている。

2．児童処遇上の特性

　13才～15才（現在は15才’3名）の情緒的に問題を持つ子を対象にケアーしていること，

又社会人とLて自立させていくことを目的にしていることから，

④警察さたにならないよう行動させる。

②友人，近所付き合いの方法を学ばさせる。

，9）親との話し合いを深め，少年の理解を深めるてだてとしている。

など，あくまで正常に社会生活をしていく上にとって最低身に付けていなければいけな

いことを・E眼に指導している。

　現在いる3人は，それぞれ，木［の仕事にっいていたり，職業訓練所へ通っていたり，

自動車工場に決まり，これから働きに行く等，職員との人間関係の中で入所前より落ち
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つきをみせ，自立できるまでになってきている。

3．施設と家庭や地域との関係

　2年前にも同じ地に他の機関がH。stelを開いたが，問題の子が多く，又，理解を得ら

れないままに開始したため失敗している。その後も実施されたが失敗した例もある。今

回St．　JOHN’Sが行なうに当っては，スタッフが綿密ic近所の人と連絡をとり，理解を求

めるように話して回った上で，実施したので吟のところはうまくいっている，，という

答えが返って来た。

4．職員構成

　女子2人，男子3人計5人が勤務している。その中でスーパーバイザー的な役割を持

った人，又，スポーツ指導をする人等，役割分担している。平均勤務年数は短く，長い

人でも7年位である。勤務時間は週45時間ということであるが，実労は，60～65時間で

ある。交替制で宿直もある。

5．総合所見

　非常に閑静な住宅街の中に位置しており，玄関を入るとリビングルームに通され，そ

こでリラックスした雰囲気の中で3人の子どもを混じえての職員の方々の説明‘こは，当

初驚きと戸惑いを持った。話しが進むICつれ，むしろこれが家庭的な処遇を行っている

本来の姿なのだと理解されてきた。

　子ども達は．15歳ということだったが喫煙（16歳より許可）していた。また，職員と

子どもとの役割分担がはっきりし，人格と人格との触れ合いの中で，一人の子どもは職

業訓練所へ通い，一人の子どもは木工所へ働きに行き，他のひとりは，職業紹介を待っ

ているといったように，個々にみ合った職業指導が行われているようだ。

　市民としての生活を通して，職員との人間関係を深めながら情緒の安定をはかり，職

業指導，生活指導をしているわけであるが，余暇指導の中で絵画製作をやっている。一

番問題がありそうな児童の絵を見せてもらったが，入所当時の絵はキャンバスにめちゃ

めちゃに色を重ねたどす黒い絵であった。しかし，数ケ月後の絵は，落ち着いた風景画

であった。この二枚の絵をみて，入所してからの個別指導によりいかに安定してきたか

が伺えた。

　このように，ホステルによる指導は．専門スタッフとの人間関係に重きを置きながら，

社会人として自立できるように援助しているグループホームである。

　我々の施設も，退所した子どものアフターケアは，人員配置，専用のコーナーや居室
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のことで不充分な事が多い中で，今研修での実践を見るにっけ，

　　　　　　　　　　　　　　　　にっいて考えさせられることが多かった。

アフターケアのあり方

〆

本児の絵（左手入所当時，右手数ケ月後）

t
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CARE－FORCE：NORTH　EASTERN　REGION

（ケアー・フォース：北東地域戊

1

1．沿革概要

　St．　John’s法人は，】921年にイギ｜1スの戦災孤児を収容する目的で開設された英国国教

会に属する民間団体である，．この法人は，創立以来60年という長い歴史を持ち．養護形態

からその経過を辿ってみると，1966年にそれまでの大舎制からコッティジ・タィブ（グル

ー フ：・ホーム）に移行し，1976年には，新しい試みとして地域分散型児童養護が展開され，

それに併行して予防的福祉活動としてのCare・Force　Programmeが開始された。

　このプログラムは．St．　John’s法人における「Care・Force　report，1976」の序文の中で

次の様に述べられている。

　「このプログラムは，家庭の機能を援助、促進し，児童の施設入所を防ぐべく，様々なサ

ー ビスを提供することを目的とする。このプログラムの導入により，地域べ一一スでサービ

スを提供し，地方レベルで養護を要する人々に援助をすることができる。

　このプログラムの主要面は，開発された様々な広範囲のサービスを統合し，危機にある

家庭を最大限サポートしなけれはならないということであるc又，別な側面では，サービ

スの範囲は個人的であり，個人の；一ドに合ったサービスを提供することである。

　言いかえればそれは，家庭崩壊の未然防止，児童の施設入所の未然防止で，家族を単位

とした家庭援助サービスである。

　Care－Force　programmeは．当初Preston地域において少人数のスタ．ンフで活動が開始さ

れた。

　その後．チームやスタッフ，そしてサービスの内容も増え，現在では4ケ所の地域にそ
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れそれオフィスを持ち，30名のスタッフと多くのボランティアがそれぞれの家庭や地域の

実情に見合ったサービス活動を行っている。

2．財政事情

　Care・Force　ProgrammeはSt．　John’s法人の資産（土地，建物等）を活用しながら活動し

ている。PTeston地域に例をとると，　Ab　St．　Preston　Churchを皮切りに，1980年には教

会の隣りに8万A＄でオフィス（元司教の家）を購入．又Family　CentreとChildren　Centre

として建物2棟をそれぞれ3万5千A．＄で購入した。付属のパーキング・エリァやフェンス，

アスファルト舗装などは，政府の補助を得て整備されていた。財源や経費については，全

て法人で賄なわれている。又，Family　Centre等におけるバザー等の収益はセンター内で

使用される。

　このプログラムの場合の児童1人当たり1週間の平均的経費は7．32A．＄で，居住施設

の230A．＄．フォスター・ケアーの70A．＄に比較すると，非常に安い経費で，多くの児

童と家庭に援助することができる。

’

3．機関の特性

　Care・Forceの特性を一言で述べるならば，危機にある家庭を援助することにより，多く

の児童を施設に収容することなく，地域や家庭の中でケアーできるということである。

　この家庭援助サービスは，家庭に起こる様々な問題をいくつかの種類に分け，サービス

を提供する訳であるが，例えば，ファミリー・カウンセリング，ファミリー・エード，短

期的児童養護，あるいは緊急宿泊設備などが挙げられる。これらのプログラムは，専門ワ

ー カーやボランティアによって推進されており，施設入所児童が減少してきている実情を

みると彼らの活動によるところが多いと言えよう。いわゆる「福祉の出前」による予防的

措置が効果をあげていると考えられる。
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4．　St．　John’s法人におけるCare・Forceの位置づけとFarnily　SuppoTt　Services

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　St．　John’s法人

予防的福拙活動部門

（図，参照）

収容児童養護部門

⇔オフィス所在地

eCrOF
●

eraC

　　t

　Ethnic
CaTe－Force
　　「

　Preston　　Hawthom　　Croydon　　Preston
（プレストン）

①　L－一＿②⊥＿＿＿pm」

　　　l

Foster　Care

（ホーソン）（クロイドン）（レイラーフレストン）

　　　　　　　　　l
　　　Family　SupPoTt　Services

（家庭援助サービス・プログラム）

　　　　　Farnily　Aides

　　　　　FamUy　Counselling

　　　　　Financial　Counselling

　　　　　Volunteer　Training

　　　　　Emergency　Accommodation

　　　　　TempoTary　Child　Care

　　　　　Emergency　Foster　Care

　　　　　Community　Childi　Care

　　　　　Drop・ln　Centre

　　　　　Youth　Accommodation
「ceオフィス所在地

　　CareっForce

①NORTH　EASTERN　REGION

　　　239Murray　Road，　Preston，3072

②INNER　EASTERN　REGION

　　　61A　Victorfa　Road，　Hawthon，3工22

③OUTER　EASTERN　REGION

　　　12Haig　Avenue，　Croydon，3126

Tel　478・7122

Tel　82・2523

Tel　723K）204

　　Ethnic　Care．Force

④NORTH　EASTERN　REGION

　　　8Hurtle　Street，　Lalor，3075

上記（4ケ所）のCare・Forceには，

Tel　465K）322

Social　Workerの資格を持ったTeam　Leaderが置か
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れており，その地域のニードに沿ったプログラムが組まれている。　KCare－Force：North

Eastern　Regionのプログラム　（Preston）　参照｝）。　Family　Support　Servicesのプログラム

の内容を列記してみると次のとおり。

Care　Force組織図

　　　　（PRESTON’S　CASE）

St．　JOHNTSL

Care　Force

丁巳m　レ●de了

F●miiy・Aid¢
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F∫ACo心rdlnttOT

　　FIA’s
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イ，、。偽

㌦
趣㍗
　　　　　　晴
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邑
プ

「

零
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弓
8
ち
＾

？
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z
ち
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’

※Family　Aide　Service

　このファミリー・エイド・サービスは家庭援助サービスの中核をなすものである。フ

ァミリー・エイドというのは，問題が存在し，崩壊の危険がある家庭の為に働く寛容で

実践能力のある人々を指していう。このファミリー・エイドでは，家庭管理の仕方．育

児．そして一般的な地域社会での生活の仕方等にっいて援助と訓練を行う。

　ファミリー・エイド・サービスの受け方であるが．サービスを要請した家族はケース

・ ワーカーにより評価を受ける。そして当該の家庭と充分なディスカッションが行なわれ，

その際ファミリー・エイドがどの様な役割を果たすのか，必要期間はどれ位か，など家

族，ファミリー・エイド，ケース・ワーカー，ファミリー・エイド・コーディネーター

の間で決定される。

　この際立てられた計画は．明確であり，確固としたものであることが大切である。フ

ファミリー・エイド・サービスは，チーム・アプローチとしてみなされており，定期的

な評価とディスカッションをケース・ワーカーやファミリー・エイドや家族との間で行

い，このサービスが効果を持つかどうかを確認しなければならない。

　ファミリー・エイドとして働く人達は，成熟した人達で自分の経験を生かしながら，

うまく処理のできない他の母親達にガイダンスを与えたり，勇気やサポートを与えるこ

とのできる人で，通常パート・タイム・べ一スで働き，担当する家族の数は最高4～5

家族と制限されている。

※Famnily　Counselling

Care－Force　Prog…は．家庭志咽で，家醐壊の撚防止や噛の澱入所の未

然防止の方向で進められており，最初の評価と継続的なカウンセリングは，全家族を対

象に前向きの解決策を達成するのに必要な家族構成員の参加を得ながら行なわれる。そ

の他にもファミリー・エイドや短期的児童養護，児童ケアー・ワーカーそして緊急家庭

宿泊設備の利用も可能で，適切な場合には組み入れられる形で実施される。

　カウンセリングの利用者は，家庭崩壊の危険があり，子どもが1人以上ありなおかっ，

各地域内に住居を定めている家庭であることが必要である。家庭崩壊等tζなり得る危険

のある要因とは次の通りである。

・ アルコール中毒や薬物中毒者

・ 親が服役中

・ 児童の行動に問題がある場合

・ 雇用上の問題がある場合

・ 家族の規模が極めて大家族である場合，そして小さい子どもが多い場合

・ 財政上の問題がある場合，やりくりができない，家計の予算がたてられない，所得が
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　不足している。

・ 住居上の問題

・ 住所が不安定な家族

・ 子どもを虐待している家庭

・ 夫婦間に問題がある場合

・ 精神的，身体的な医学上の問題がある場合

・ 両親の年令が極めて若いティーン・エイジャーであるか高令者である場合

・ 親が施設入所の経験がある場合

・ 単親家庭

・ 社会的に孤立しており，意味のあるネットワークが欠如している場合

・ 子どもが里親等の外部の家庭から自分の家庭に帰って来る場合，これをホーム・リリ

　ースというが，ホーム・リリース上にある児童などである。

※Financial　Counselling

　ファイナンシャル・カウンセリングは家計指導員によって行なわれる。主な相談内容

は，所得の問題（収入が少ない），生活費の問題（やりくり），あるいは貧乏であるため

なかなか話し出せず，問題が大きくなったり，こじれたりで収拾のつかなくなった場合

など様々である。家計指導員は，生活保護受給や失業手当受給のアドバイスをしたり，

時には車などを購入した際，家計のやりくりに困って未払を出し，差し押えられた時な

ど，できるだけ容赦してもらう様，本人に代ってお願いすることもあるという。

※Volunteer　Training

それぞれのCare－FOrce　Prog㎜meは，要請のあった援助を拡大してゆくために，地

域社会でボランティアを活用する。ボランティアは様々な家庭に対し，多くの援助を行

っているが，特に問題のあった家庭に関わる際，ボランティアを通じ，ソフトにそして

融通性を持って働きかけることが重要視されている。

　ボランティア・コーディネーターは，そのプログラムを使用している機関や家庭に様

様なサービスをするために，ボランティアを堀り起こし，訓練し，なおかっスーパーバ

イズする役割を持っている。ボランティア志望者は次の様である。

　・学生

　・主婦

　・第一線から身を引いた人

　・クライエント自身

　・仕事の訓練として行なう人
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※Emergency　Acco㎜odation

　家族が将来の恒久的な宿泊設備を準備している間，この緊急家族宿泊設備サービスは，

通常6週間までの短期的な宿泊設備を提供する。そしてこの設備を利用している6週間

の間に，住居に対する満足のいく解決策をうみ出していこうとするものである。レンタ

ル料（使用料）は無料である。

※Temporary　Child　Care

　この短期的児童養護とは，家族が窮地にある場合，各一般家庭で一時的に養護を行う

サービスである。例えば，親が病気になった場合で他の家庭援助サービスが利用できな

い場合に短期的児童養護サービスを使用できる。対象となる期間は通常6週間以内であ

る。

※Community　Child　Ca爬

　家庭内で起った様々な問題は，子ども達に派生してくる。このプログラムは，地域内

のC圃dCare　Workerが様々な形で子ども達に対して働きかけを行っている。又，週末

等には．指導員が子ども達を連れてキャンプに出かけたり，郊外へ外出したりしている。

※Family　Centre

　Farnily　Aide　CoDrdinatorの管理の元に，孤立した主婦の場合には，このセンターに来

所させ，社会性を養ったり，交流を図ったり，リラックスさせたりもする。又，特に母親

の指導に重点を置いている。料理指導，化粧指導，育児指導などがあり，又，手芸品や

寄付物品等を集めてバザーも行う。

※Children　Cent爬

　この建物は，ファミリー・センターに隣接している。ここでは母親が買物に行ったり，

ファミリー・センターで活動している際，母親のために保育をしている。屋内には遊戯

室が設けられ，机や遊具等に配慮がなされており，教育的内容を持っていることが伺え

る。又，子どもが庭で遊ぶ際には屋内からその様子が見えるように工夫されていた。

※特別なプロジェクト

　これらのセンターにはその他，特別なプロジェクトが置かれている。

　障害児の輸送や交通ルールの指導，病院等の付き添いや夜間保育も行っている。

　これらのセンターの利用者は若い親が多いとのことである（20代の夫婦）。

　ちなみに女性の平均結婚年令は21～22才である。　（法的結婚年令18才，親が承諾した

　場合は16才）

　以上Farnily　Support　Servicesの内容を説明してきたが，地域のニードJcよりプログラム

の内容も多少異っている。他にもEmergency　Foster　Care，　Housing　AccommOdation，
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Youth　Accommodation，　Drop－ln　Centre　などのプログラムも準備されており，適宜取

捨選択しながら活動している。

　又，Care・Forceは，地域の児童福祉サービス団体，（児童団体，養育団体など）と密接な

関係にあり，相互に協力を図っているとのことである。

5．職員構成

　Team　Leader（Social　Worker　）

　Family　Aide　Co・ordinator（S．　W．）

　Family　CounseUor（Welfare　Officer）

　Family　Aide

　F㎞ancial　CounseUor

　Youth　Accornrnodation　Staff

　Housing　Accommodation　Staff

　Volunteer　Co．ordinator（幼稚園教師）

　Receptionist　（Child　Care　Worker）

上記の職種によりCare－Force　Staffは30名である。

6．　St．　John’s法人におけるCare．Forceの今後の展望

　「今後の見通しとしてCare・FOTceは必要である。法人としては現在政府に対して積極的に

プロモートしているが財政面で困難さが予想されるため必要な補助を受けることができず，

なかなかやりたいことができない。他の事業は縮少してでも．Care－Forceは継続してゆき

たい。」と施設長Mr．　Ellisは述べられていた。

7．総合所見

　Care・Force：NORTH　EASTERN　REGIONはMelbornの北東部に位置し，　St．　John’s法

人より車で約20分の静かな郊外に設置されている。

　「Care・Force　Six　Years　On　Jのレポートの中では，「当初，我々の持っていた理論としては、

ファミリー・エイドやカウンセリング（しかも両親を巻きこんでの家族集団レベルでのカ

ウンセリング）等により，援助サービスを行うことによって．児童のニーズをも満たすこ

とができるであろうと考えていた。」と述べている様に，今日のオーストラリアの児童福祉

の基本的考え方として，児童の養育にとって「家庭」をあらゆるものの基盤として捉え，

ノーマルな家庭環境づくりやその中での児童の養育の重要性を打ち出している。つまり児

童養護の考え方としては先ず第1に，家庭で養育する，それができない場合に，第2は，
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里親による一時的養育を図る，そして最後に，伝統的居住養護になる訳であるが，　St．

John’s法人は，民間団体でありなから地域の中でf防的福祉活動を手がけ．その先駆性と

独El性を打ち出している。

　私達は，Care．Forceの概要を聞き，セノターの見学をしただけで実際の活動内容をみる

ことはできなかったが，6年間の積み重ねの結果，統計からも居住養護が減少しているこ

とは予防効果があがっているといえよう。

　「近年，家庭においてはストレスが蓄積し，家庭や児童問題は益々困難性を増している。

Care・Forceの仕事もハードになっており，サービス内容も色々な側面をカバーしなければ

ならなくなってゆくであろう。しかし，ニーズに応え事業を拡大してゆくためには，様々

な面に発展してゆかなければならない。」というエリス施設長の話を聞き．オーストラリァ

の社会背景や児童問題，そして法人の実態等を垣間みた様な気がした。

　オーストラリアも現在，200万人以上の貧困生活を送っている人々がおり，13万人の人

人に家が無く，約1万人が野宿をしているという。この様な現状の中で，地域においてSt．

John・s法人が直面する課題も大きいものがあると思う。私達も常にバランス感覚を身にっ

けながら総体的に物事をみてゆく必要性を痛感した。

ケアフt一ス＝チルドレンズセンター
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バージニア州にある

聖ピンセント少年の家

1．沿革と歴史的背景

　聖ピンセントホームはビクトリア州サウスメルボルン市にある。施設の真正面には．世

界の開拓者と云われるセントビンセント・デポールの像があり，それに対して中世風カソ

リック教会の白亜の殿堂ともいうべき，建物がすばらしい調和を与えた。

　このホームは1854年Gefald　Ward（ジェラルド・ウォード）神父により．マーシー会の

のシスター達の援助を受け，創設された。ジェラルド・ウォード神父が当時、孤兇院とし

て創設させた最も大きな理由は，18世紀のフランスの僧であり，世界の開拓者とも呼ばれ

たセントビンセント・デポールの遺志である。それは恵まれない子ども達や非行に走る少

年達を愛と保護と温かい思いやりにより，個々の成長や精神的発達をとげ’させようという

考え方である。

　当初250名の貧困の一般男女児童の収容から始められたが．1950年に女子棟を完全閉鎖

し，男子児童のみの収容型態をとった。児童定員を徐徐1ζ減少させ．現在では64名が在所

している。居住棟は8つのユニットから成り，1ユ＝ット8名単位であり，男子職員と女

子職員がそれぞれ4ユ＝ットに勤務している。

2．児童処遇上の特性

　過去には多数のベット制をとっていたが，現在はキッチン付の棟やテレビ室等と大改築

を実施し，できる限りの小グルーフ型態を採用することに努めた。学校は地区内の学校に

通学させているが．20名程度の問題傾向のある児童にっいては，施設内で特別教育を実施
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している。問題傾向としては登校拒否が多くみられる。

　措置理由は様々で，崩壊家庭よりの児童．非行児．学校の落ちこぼれ児童，学校嫌い等

親の手に負えない児童であるが，対象児童について，宗教上の制限はしていない。他の施

設や養子縁組で対応できず，措置されてくる児童もある。

　ここでは広大なキャンパスの利用により，広いスケールでの人間関係を開発し，共同生

活の中で共に学び遊ぶこと。この点に遅れている児童達にとっては，困難なことになるが

保護，観察，矯正のすべてによって個々の児童をその環境に慣らしていくための大きな鍵

となると考えられる。一方，少人数のユニット型式をとることにより，個々に緊密なケァ

ー を与えることができると考えられる。

　処遇上の特徴として，5年前よりカード・システムを採用している。このカードの利用

によって日常生活を細かくチェックしながら常に子どもの良い面を伸ばしていくよう心掛

けている。又，このカードを子どもに持たせ，子どもが自分自身で気付き自分の態度を洞

察できる様配慮されている。

　又，余暇活動としてブラスバンドが編成されており，このバンドは100年の歴史を持っ

ている。現在では国の内外からの需要にも応え得る程の実力を持ち，ホームの名をより高

めている。このバンドの指導者は，地域のボランティァである。

3．ホームの設備

　1っの場所に集合体として児童を収容することは現在のオーストラリアに於ては40名が

限度であると厚生白書が指摘しているとの説明であったが．現在のセント・ピンセント少

年の家では64名の在籍児童数で満杯であるということである。施設の設備内容としては．

　①　低年令児用居室（ジュニア用居室20坪平均で8人部屋）

　　二段ベット　部屋の面積が広いと云う条件に恵まれているためそのベットの向きは様

　様で空間の利用にも統一集合型形式を避けた工夫が感じられた。この二段ベット様式に

　っいて施設側では本来は望まぬのであるが一時的にやむなく実施しているのだと説明が

　あった。

　②シャワールーム

　　大集合型施設の名残りがシャワー室と洗面設備，総てがダースセットで成されていた。

　③　プライベートルーム（個室）

　　この部屋の利用は問題児やケース内容により1人にする必要のある児童のためのもの

　であるとのことで，この部屋利用の児童20名は施設内に特設されている特別授業グルー

　プとしての教育を受けている子どもの部屋でもある。
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　④　特別教育室

　　上記の特別グループの指導を実施する教室である。

　これらの設備とは別にこのセント・ビンセント少年の家では目を見はるばかりのすばら

しい歴史的伝統を誇る教会礼拝堂を持っている。この教会への出入については決して児童

に強制はしていないということで，日曜礼拝も時に依ると1～2人の児童でという日もあ

るのだということである。

4．児童の入所及び運営

　入所は，ステート・ウォードによる児童と，プライベート・プレスメントによる児童の

比率が約同数であり，町の中の社会資源を通じての入所が殆んどであるe運営の面ではカ

トリックの宗教団体からの資源は僅かであり経営は大変苦しいということであった。施設

長自ら資金集めに各方面に働きかけを実施している点などは，先のセント・ジョーンズ・

ホームに見た運営面における施設長の苦労とまったく同じものが感じさせられた。

　ステート・ウォード　　　　　在所期間18ケ月間　年令構成　12才以下（8才～12才）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24名

　プライベート・プレスメント　在所期間15ケ月間　年令構成　正3才～14才　30名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15才～18才　10名

　退所理由としては一般的に独立自活するのが殆んどで，ここから他への機関に措置変更

はないということだった。

　地域福祉省からの監査は一応実施されるということであるが，給食のチェック等は特に

なく、嘱託医による栄養指導が実施される程度であるということである。

　児童の年令構成にっいては余り年令の低い児童は手に負えないので人所させていないと

いうことであった。

5．勤務体制等について

　チャイルド・ケアー・ワーカーはフルタイムの勤務でA．M7：00　・・　9：30　P．M．3：30～

8：30△9：30～3：30フリータイム　専門職職員：男子5名（BrotheT），女子4名（チ

ャイルド・ワーカー）。教師Brother　（主に教務主任に拘っている）。スタッフ合計：約50

名。他にボランティアとして2名。

　賃金としては専門職員給与の90％，雑役60％の人件費補助が州政府より予算化されてい

る。20名の児童Sζ対して6名のBrother，　ソーシャルワーカー1名，カウンセラー1名，

チャイルド・ケアーワーカーは州政府から1：8を提唱されている。　Brotherの役目はホ

ー ムマザーとは区別しているとのことであった。他には可能な限り女子職員の採用に務
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めているということであり，職員の定着率は良いほうであるとのことであった。

　サービスのコントラストは最低賃金以外は雇用型態が明確で，本人との直接契約の型で

雇入れているというのである。その他としては6ケ月に1回の消防署監査を受けているこ

と。

　理事会構成にっいては，この施設の法人は，力トリック・セント・ビンセントの一部で

あるため，この施設のみの法人組織はない。

　措置費としてビクトリア州政府より児童1名につき20A＄の補助が出ている他，メインテ

ナンス費用（施設整備費）として60％の援助を受けている。

　　研修所感

　セント・ビンセント・ボーイズ・ホームにおいては勿論のこと，今回の訪問の他の施設

においても共通して強く印象付けられたことは，それがオーストラリアという国民性か，

またカトリック系の教会の基本理念か，いずれにしても総ての児童ケアーの実践上に人の

心を何よりも尊び，個人個人の児童を最も大切にして，決してそのグループや集団や組織

としてのみ指導することだけではなく，細部にわたる人間ケアーが徹底，実践されている

ことである。このことは訪問期間中のあらゆる研修の場やスタッフや児童達とのふれ合い

のひとコマひとコマで私の五感を通して学び，今後決して忘れられない最もすばらしい収

獲となったのである。たとえばこのセント・ビンセント少年の家の広大なる敷地内の（そ

れは我々が施設として持っ設備上のイメージとはおよそかけ離れた賛沢とさえ感じるもの）

すばらしいキャンパスの中に建つ，目を見はるばかりの中世の教会を想わせる芸術的調和の

とれた美しい建物を，たとえ時代的ニードに対応するため，惜しげもなくどんどん改造，

改築を実施，総てのニードに合うべき新しい施設型態への移行の積極的運営の姿勢を目の

前に見ることができたこと。しかも，スタッフの個々の児童への専門的ケアに対する直接

指導の新鮮な内容をもつ実践的活動の様々にふれることにより，この人間尊重の施設ケア

のすばらしさをさらに印象深くし，今回の研修成果の最も貴重な体験学習の1っとし得た

のである。現に我々が訪問した当日（11月23日）も過去随分活用されたであろうと想像さ

れる芸術的な建造物の大集合型居住棟が惜しげもなく壊され改造されていく現場や，新し

い近代的工夫が成された未来のユニット間取図等を目にし，そのすばらしく思い切った新

しい事業に対する積極的勇気に我々は驚異を覚えたのである。

　一方ではそれらを実施にうつすための予算は決して充分ではないのだ。にもかかわらず

この勇気ある実践は何なのであろうか。ここセント・ビンセント少年の家は現在オースト

ラリアではこの大集合型施設の名残りとして数少ないホームで唯一のものだ。建物設備か

ら広大なキャンバスに至る総ては現在64名の少年達には賛沢そのものの様に思えた。しか
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しこれら建物改築の近代化と同時に，この施設が総てに及ふニードを充分キャッチし．コ

ミュニティとの充分な．またよりフォーマルなネットワーク計画のもとに心のこもったケ

アー実践の姿を．また，私達がこの日会えた数人の少年達のまだ．あどけない明るい表情の

印象と共に．新しい未来へ開かれたこの少年の家のあるべき真実の姿をかいま見た想いで

我々に充実した満足感を残してくれたことは今回の研修旅行の思い出と共に決して忘れる

ことができないのであるe最後に今回のオーストラリアでの貴市な研修の数々の成果を決

して無駄にすることのなき様，我々の愛する対象児達の未来に，また可能な限りの福祉実

践の我々｛中間に役立たせ’｛…かすことへの努力を惜しみなくすることが今後の私の課題とも

なろうかと帰国後．「1々に思うので．ある、．

100年の歴史をもつプラスパンド部の部屋
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ALLAMBIE　RECEPTION　CENTRE

　　　　　（アランビー・レセプション・センター）

措置待ち児童のための

レセプション・センター

　Melbourune市の郊外，　St．　John’s　Homesより東へ車で約15分の地域にAllambie　Re．

ception　Centreがある。低いレンガ積みの門を入ると大きな木立の奥に管理棟が見える。こ

のセンターは州立の機関であり，　Melbouruneに2ケ所，他に2ケ所設置されている．，

1，運営形態　く内容＞

　Allambie　Reception　Centreは，　Victoria州に4ケ所設置されているレセフンヨン’セン

ターの中で最大規模のものであり，中央レセアション・センターとしてRegiona］Centreの

役割も果たしている。このセンターは，日本における児童の一時保護所に相当するもので，

その機能は，特別な状況にある場合の緊急保護，裁判所の判決を待っ児童の安全保護，又

判決があっても措置が決定していない場合の保護など，児童を一時的に収容するセンター

である。入所児童の55％は3ケ月以内に措置され，長い児童では2～3年のケースもある。

2．収容児童のタイプ

　男子　0才一・　10才，女子　0才～ユ5才までの男女児でそのタイプは様々であるが，家庭

崩壊の児童，精神的，身体的に障害を持つ児童，又非行児童などで複雑な問題を携えてい

る児童もある。特に若年層においては家出，問題行動が多い。

Regional　Social　Worker，　C．P、S．警察などが通告，非行や行動上問題のある要養護児童を主

に入所させる。

　定員は230名で現員はユ981年度では，平均130名～150名在所している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－87一



3．児童処遇上の特性

　「児童のニードにあった処遇を」との方針から，移行期間のケアーと長期のケアーの二本

立てで指導に当っているという。入所した児童は，7っのセクションの1っに居住しChild

Care　OfficeTや数人の看護婦による24時間ケァーを受けている。又，多くのスタッフが12

時間体制で勤務している。それぞれのセクション担当職員や寮母のもとに，身体的ニーズ，

知的ニーズ，感情的ニーズ，社会的ニーズに対して配慮がなされている。発達と治療のサ

ー ビスにおいては施設プログラムの中に広範囲に亘って早期幼児訓練や幼稚園，特殊学級

や様々な活動が準備されている。

　現在130人～150人の児童が居住し，学童は縦割りになっている。又学童の約2分の1

は園内教育を受けており，6分の1位は地域の学校へ通学している。幼児においては，園

内幼稚園に通うが，そこでは知能障害を持っていない幼児を対象としている。又，夕方の

活動指導（Day　ActiVity）にはボランティア（リソースピープル）が関わっている。乳児

棟については障害の程度により4才位の児童もおり，そこには学童同様，作業療法士も関

わっている。

　入所理由は様々であるが，在園期間が2～3年の対象児童の入所理由をみると，身体的，

精神的に問題があったり，又判決について親の不承諾などがあり問題が複雑化，重複化し

ているケースが多い。その結果，長期在園化してしまう。特にState　Wardsよりの入所は

問題も多く，在園期間も長い傾向にあるとの事である。

　児童の措置の決定後．児童は家庭復帰やFoster℃are　Cottage．　Hostel，収容施設などに措

置されてゆく。そして家庭や児童との関係は，S．W．が関わりを持ち，連絡，調整を行って

ゆく。

4．職員構成

　この機関は，他の色々な機関と密接な関係を持っている。受け入れに関しては．警察，

学校，病院や保健所，地域のワーカーや住民と関係を保ち，又ビクトリア州にある18ケ所

のRegional　Centreや民間法人の判定措置機関（ResouTce　Unitなど）と連携し，裁判所

や公的機関，そして各施設とも機能‘ζ応じ関係を保っている。このセンターには280名の

スタッフが関わっている。Child　Care　WoTkeT（看護婦を含む）が165名，幼稚園教師5名，

学校の教師18名，事務関係職員10名，用務員20名，その他専門医や専門ワーカーが常勤．

非常勤で関わり，ボランティアも関わりを持っている。
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組織図（略図）

所　長 医療

　　　　　次長C，P．　　　寮母
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運営管理

　．C．0．チーム
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（諸サービス）

特別早期幼児訓練

幼稚園
教育サービス……………・・…1

コンサルタンスィ・サービス

5．総合所感

　ここは，地域福祉事業省の管轄下にあってChildren’s　Reception　Centre（措置待ち一時保

護所）として機能している。ここでは要養護児童の一時保護は勿論，非行等行動上の問題

等を起こし警察沙汰ICなった児童を，裁判所で判決が出るまでの間一時的に収容し，措置

の決定を待っ児童が在所している。

　これまで日本の児童福祉の，しかも狭い範ちゅうの申でしか物事をみてこなかった私は，

この様なセンターの位置づけ，あるいは裁判所やRegional　Centreとの関わりが容易に理

解できなかった。全研修過程を通じて言えることであるが．国家，民族，国民性，政治，

経済，宗教，文化などあらゆる面で外国と異っており，そこから思想，思考，発想．視点

なども違うにもかかわらず，福祉の面においても，日本の施策や組織にあてはめてオース

トラリアの福祉を捉えようとしたところに無理があった事を痛感する。と同時に社会福祉

あるいは児童福祉の面においても，日本における関連分野の知識の無さを再認識させられ

た。

　オーストラリァにおいて児童福祉は「子どもにとって何が大切であるか」という命題に

基づき進展してきたという。その結果，　「子ども達はノーマルな家庭環境の中で育成され

ることが大切である」との認識から過去の大舎制より，より家族の形態に近い分散小舎制

へと移行してきた。しかし分類収容し，各ユニットに分かれてはいるものの，収容定数230

名のこのセンターの居住部門は，日本的に考えても大規模すぎる感がある。

　センター次長も「ここは大きすぎる。せめて2～3ケ所に分けるべきだと考える」と所

感を述べていた。

　様々な面から公立施設であるが故に．背負わなければならない問題や事情があると思う。

歴史的流れとはいえ，小規模施設の中に大規模施設が混在することも止むを得まい。
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　今回の研修において先駆的役割を果している民間法人と，それに対照する公立施設を同

時に知ることかできたことは私にとって有意義であった、

アクティビティルームにおける活動風景
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クーマリ養護学校と

ホステル

　はじめに

　キャンベラは，人ロ22万3千人でオーストラリア・アルプスの麓マランビジ川の支流の

モロンゴロ川のほとりに位置する。市街の設計は，ユ9ユ2年（大正12隼）アメリカのデザィ

ナーが行なった。街を南北に分ける人口湖バーレー・グリフィン湖は，キャンベラの大き

な特徴の1っでもある。また景観のいい静かな街でもある。

　キャンベラは19世紀末紀頃までニュー・サウスウェルズ州の一部にあったが，1901年オ

ー
ストラリァ連邦が成立し，首府の選定が行われたとき，シドニーとメルボルンの間で激

しい競争が続けられたが両市の中間に設けることで首府が決められた。キャンベラは．連

邦政府の直轄地になってどこの州にも属さない。しかし，連邦政府の中に首都圏地域省が

あり，たとえば個人的に土地を使用する場合は．99年間の契約によって購入することにな

っている。現在居住している住民は，50パーセントが26歳以下であり，またその半分が13

歳以下という年令層の若い首都であり街である。

1．歴史的概要

　この養護学校は，精神的，身体的，知能的に障害をもっ発達遅滞児の学校である。歴史

的には，1957年に地域の住民で障害を持つ親達の働らきかけによって，子どもたちのため

の施設及び設備の設立運動が高まってきた。そして障害児を持つ親の会を発会させ，当初

は小さなトレーニングセンターを設立したのである。

　精神的，身体的，知能的な障害のある子ども達をトレーニングセンターで訓練し学校を
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卒業したからといっても職業をもっことが難しく，結果的には片方でワークショップ（授

産施設）の設立に努めてきたようである。養護学校を卒業した子ども達のために，ワーク

ショップを拡張すると共に，養護学校の機能的な部分を確立した。福祉的な一部分ではな

くて地元の教育委員会の協力によって現在では学校と，ワークショップとの関連は組織上

は分かれている。

2．養護学校の特性と設備

　連邦政府が直接管轄している養護学校と，民間団体である障害者協会ACT（株）ワーク

ショップ（授産所施設）とが連携を保って，機能的に運営されている。運営する機関や形

態組織は異なるにしても，精神的，身体的．知能的障害のある児童，生徒やワークショッ

プ利用者は，学校の学習にしても職場の訓練にしても将来地域社会で独立自活させるとい

う目的は変わりないのである。

　養護学校の学習室は，移動式教室を含む9っの大きな学習区域からなっているが，2っ

の移動式教室は高学年レクリェーション，昼食屋．テレビ教室として連結され，ダンスや

ヨガ運動の教室としても使われている。洗濯機，台所，食堂，浴室，寝室などの家庭設備

は基本的な個人の生活習慣の確立のために活用されているのである。木，芝生，シーソー，

木のぼり設備，じゃりのバスケットボールのコート等に囲まれた学校は．自転車乗りや球

技などを行うために充分な施設，整備がなされている。学校体育プログラムの主要部分と

してサイクIJングのできる高学年生は，　D．　C，　T．（首都領域省）のサイクリング道路を使

用している。さらには社会適応能力の向上を図るために，CIVC（市）のコモンウェルズ

銀行の代表が水曜日ごとに，学校に銀行施設が提供され，実際の体験学習がなされる。学

校内に医療の設備はないが．子ども達は近くの小学校に定期検診や緊急手当等，受け入れ

られることになる。

　居住環境については，47名収容できるクーマリ・ホステルがあり，養護学校に通学して

いる児童の3名のみが利用している。また一部分は政府が地域にホステルを持っていて，

1日2A．＄の費用で障害児の子ども達が住んでいる。中学校領域の子ども達の50パーセン

ト以上は，公的交通機関を利用して個々に通学しているのである。

3．教育の哲学

　クーマリ養護学校の教育領域は複雑な構成になっている。3歳～5歳（プリ・スクール）．

5歳一’　14歳（ジュニア・スクール），の児童が27名いる。これをジュニア・クラスと呼んで

いる。キャンベラにはこのような学校が他に2ケ所ある。14歳～17歳（ジュニア・セカン

ダリー・スクール），17歳～21歳（シニア・セカンダリー・スクール）があり53名がいる。
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これは中学校と高等学校とが重なり合った教育領域である。このようなシステムの学校は

キャンベラではクーマリ養護学校だけである。

　在学児の障害の種類は，ダウン氏症候群，フェ＝・・一ルケトン症．脳損傷（原因不明を含

む）精神分裂症，自閉症的行動をもっもの，衝動的行動のあるもの等々で，かなり重度化

し，知能指数的にみても全員（IQ）55以下ということである。

　教育の目的は教育プログラムから利益を得ることのできるすべての障害を持っ児童達に

適切な教育プログラムを与え，また障害児の住む地域社会に完全に受け入れられるよう．ご

社会経験を与えることである。また保護職場か自由涌養のどちらかにあって，将来の仕事

を願えるならば自立生活を保障できるような，技術を高める教育プログラムを児童に提供

することが学校の目的である。

　オーストラリア連邦政府に基づく教育の法律は全人教育法であり，教育の機会均等を唱

えている。義務教育課程は勿論であるが，教育領域に含まれる21歳まで「児童が教育を望

むならば，必らず彼らに対して教育の場所を提供しなければならない。社会はそれに対し

てこたえなければならない。」という法律があり，現在ではかなり障害の重い子ども達も教

育を受けることが奨励されるようになってきている。

　それでは中学校レベルと高等学校以上のレベルについて内容を述べてみよう。

　中学校は午前9時30分に始業し午後3時30分に終了する。“チーム・ティチング7tは，

クーマリの教育の特徴でもある。各科目のクラスは各児童の年令順よりもむしろ児童の能

力によって編成される。全ての児童たちは教師の各々と接触をもっ。これは自立を促し，

また環境を把握する能力を児童の中で発見する手助けとなる。

　高等学校も午前9時30分始業で午後3時30分終業する。高等学校は14歳以上を受入れる。

これらの生徒は二つのグループに編成される。申等学年（14歳～17歳）高等学年（17歳以

上）中等学年グループは基本を身にっけるために一般教養プログラムが与えられる。高等

学年は，その基本に職業教育のプログラムが組まれる。両グループの生徒達は，自分の用

事，家庭内用事，スポーッ（バスを利用する等の野外活動）を行っている。高等学校の基

本的教育は，多種多様の地域施設を使うことを生徒に教育し，そして，平常のスポーツや

レクリェーション活動（例えばショッピング．ローラースケーティング，ポーリング，水

泳等）IC自主的に参加することを教育として努力している。

　学校の大きな行事の一貫として「学校キャンプ」がある。全ての高等学校の生徒は，こ

のキャンプに参加する。1泊2日とか1週間，Cotterや南岸等で海浜キャンプがある。ま

た最近はクロスカントリー，スキー等も1週間実施され成功している。
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4．専門スタッフと構成

　クーマリ・スクールの教師は連邦政府直轄の教育委員会に属し公務員である。職員は28

名いるが，フリー・スクールとジュニア・スクール，27名の児童を11名の教師で担当して

いる。ジュニア・セカンダリー・スクールとンニア・セカンダ’リー・スクール，53名の

生徒をユ7名の教師が担当している。また，スビーチセラピスト，PT，スクールカウンセ

ラー，ソーシャルワーカー等々はバートタイムで勤務している。特に養護学校と関係の深

い，ワークショップの職員がソーシャルワーカーとして協力しているようである。

，

文化祭にむけての練習風景
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RlCHMOND　FELLOWSHIP　YOUTH　HOSTEL

（リッチモンド・フェロウシ・ソプ・ユース・ホステル）

非行青少年を対象

とするホステル

一一一＿1

　オーストラリアの首都キャンベラのレイク・ホテルからバスで10分位西方に行った所に、

CURTINという町がある．道路わきの小学校のそばに芝生のじabうたんを敷いた奥に平屋

建ての建物がある。それが，RICHMOND　FELLOWSH！P　YOUTH　HOSTELである。時間の

関係上，あまり詳しい話は聞けず，また資料も全くないと，いただけなかったが．以下要

点をまとめてみた，，

1．対象児童について

　対象児童は14才一17才の青少年で，現在6人いるt一その内男子が4人で，2人は現在仕

事をしているが，他の2人は無職で，今職業安定所で職探しをしている。女の子2人は学

校へ行っている。定員は9人である。

2．設　　立

　今から12年前（1969年）頃の設立で，当時は女の子だけ入るために作られ，職員もその

当時は住込みの形態であったが，1980年から，男女が入れるようになり，勤務体制も交替

制になった。

3．入所理由と経路

　色々な意味で育成の難しい子ども達で，家庭崩壊，親の離婚．行方不明等により，入っ

てくる子どもでステート・ウォードを利用するまでの子ども達はいないが．非行歴のある

子や，麻薬とか．蝕法少年が殆どである。
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　入所経路は連邦政府の福祉省から連絡があり，空部屋があれば．寮長とユース・ワーカ

ー が相談の上決定する。

4．勤務時間

　9時～17時が寮長と，ユース・ワーカー1人の計2人，夜は17時～23時2人のユース・

ワーカーが勤務している。その内1人は17時～23時までいて帰り，他のもう1人は宿直を

し，翌朝まで勤務する。週末は1人の職員が24時間勤務している。1週40時間勤務でロー

テーションを組んでいる。

5．組　　織

　キャンベラでは．Richmondとしてここが最初の仕事であり，本部組織とか，事務所な

どもない。但し，理事会組織そのものはある。理事会構成員は，家庭裁判所の判事，小学

校の先生，精神科医，ソーシァル・ワーカー，心理学煮，地域の代表者である。

　寮長が，月に1回この仕事の状況を報告している。勿論理事会は無報酬である。

6．指導目標

　日常生活においては，家でぶらぶらしている事は許されずそれぞれ，料理を作る者，掃

除，洗濯は自分達でやっている。レベル・システムを取っていて．新入所児には多くの行

動（外出時間，こづかいなど）に制限を加えるが，徐々に指導を受けて，少しずつ制限を

ゆるめるようにしている。

　週に1回ハウス・ミーティングをしている。構成メンバーは、職員と寮生である。そし

て，寮生達の進路状況をお互にっかみ，レベルを上げていくようにする。彼等の怠惰や悪

行動をやめさせ，仕事をきちんとする習慣づけと共に，お金の勘定ができるようにし，実

社会で独立した生活が送れるように指導している。

7．職員の資格

　具体的にどういう資格を持っていなければならぬという事はないが，2ユ才以上で，経験

豊かな人が望ましい。また，バランスのとれた職員構成を望んでいる。

8．経費面について

子どもの費用（生活費）は国の社会福祉の費用でまかなわれている。職員はリッチモン

ドの身分で，費用はすべて．リッチモンドから出ている。
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9．指導上のポイント

　罪を強調するのではなくて，善行をした時褒めるようにする。

　レベル・システムを採用している。例えば，働いて給料を貰っている子もいるが，働い

ていない子どもには若干の小遣いを渡し，行動がよくなれば，小遣いを増したり，外出を

夕方まで簡単に許可したり，外出を多くするとかしている。

　しかし，酔ばらって帰って来た時や，悪い事をした場合は，夜間の外出を認めない等や

わらかい罰則を適用し，一種の行動療法を考えている。

　無断外出は殆どないため，鍵をかけて閉じこめたりはしない。もし無断外出して警察に

補まると，今度は鍵のかかる部屋に入れられる事を彼等自身よく知っているからだ。

10．将来の展望

　リッチモンド自体としては，このような仕事をもっと充実させたいようである。

　将来は，建物も大きくし，しかも，手のかかるという非行のある子，又はおそれのある

子どもを受け入れる建物を別に考案中である。

　研究所感

　メルボルンからキャンベラへ来て，それも1日に4カ所も施設見学するというハード・

スケジュールで，何かと忙しかったというのが正直な実感である。

　中でも，話の内容が，昨日まではビクトリア州の事を学んで，今日は，A，C．Tという，

オーストラリァの首都圏特別地域に来て，連邦法はあるが，実際面でそれぞれ異ったやり

方をしていたりして，手当の問題，教育の問題等も日本なら，義務教育は6・3制と統一

してあるのに，ここはまちまちであるので，理解に苦しんだ。

　ただ，共通して言える事は，’甘集団から個へ”と考え方が大きく変っていき，その地域

全体が健全な青少年育成のため連携プレイをし，努力している点である。それからできる

だけ褒める指導，その子，その子の長所を伸ばす指導方法に，学ぶべき点が多々あったと

思う。

　これらの体験，長所を我国，当園に如何にして取り入れるか，又実践していくか大きな

課題である。いずれにせよ，たえず，子どもの真の幸せは何か，子どもの目を通して考え，

職員集団が一致協力して養護に当たらなければ，その効果は上がらないと思う。
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中庭で遊ぷ時間保育に

あずけられた子ども達

1．歴　　史

　1969年、・A．C．　T．開発公団が，時間保育（Occasional　Care）のための建物を建てた。し

かし．連邦政府社会保障省，教育省の予算難により，民間に委託されたのである。そして，

順次事業も拡大され．現在の巾広いコミュニティー・サービスをするに至ったのである。

その原動力になったのはコミュニティーの強い要望である。特にウォrデン，ウェストン・

クリーク地区に新しく住みっいた人や．ストレスや病気や困難の時に両親の援助を受けら

れない人達の諸問題を少しでもやわらげようとする人達に支えられているのである、，

2，財政事情

　補助金　首都圏省（ACT）

　　　　連邦政府社会保障省，教育省よりの運営補助

利用料　ファミリー・ディー・ケアー，オケージョナル・ケアー利用者からの利用料

寄附金　コミュニティーより指定寄附金

3．機関の特性

　オーストラリアの児童福祉サービス全般に言える事であるが，社会生活の基礎単位とし

ての家庭及び個人を最も尊重し．各種サービスの内容も家庭機能の補充としての家庭援助

サービスを中心に考えられている。特にウォーデン・コミュニティー・センターは，コミュ

＝ティーの強い要望で設立され．又，運営されている。その結果．事業の内容は地域住民の
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ニードに密着したきめ細かい配慮がなされているのを特色とする。

4．事業内容

　1）時間保育（Occasional　Care）

　家族に緊急の事態が発生した場合に両親が医療，歯科．病院その他へ通院する事がで

　きるように，あるいは，その他の理由によって家族に緊急事態が発生した場合に「限ら

　れた時間」子どもに対してケアーしようとするものである。定員にゆとりがある場合に

　は，親のショッピング，待ち合わせ，授業参加（英語学習教室），友達とのコーヒータイ

　ム等のその時間，子どもに対してケアーしようとするものである。

料　　　　金
対象年令

1人目　12人目
時　　　　間 部　屋 職　員

0～18ケ月 1人1時間　65セント 乳児室 看護婦2名

18ケ月～5才 1ドル60セント 1A＄　（第1部）9：00～11：15 遊戯室

1ドル10セント 1A＄ （第2部）11130～13：00 〃

プリ・スクー

ル・ティーチ

ヤー　3名
1ドル60セント 1A＄ （第3部M3：00～15：30 〃

・　上記職員の他．有給アシスタント職員が手助けをする。幼児は保育カリキュラムに

　従って，自由遊び，造形遊び，読み聞かせ，音楽リズム等を通して遊ぶ機会に恵まれ

　る。

・　開館日は，月～金曜である。ただし，国民祝日は閉館する。

　　利用時間で不都合な方は，8：30～9：00，15：30　一一　17：00の時間帯であれば特別

　に必要最少限の子どもを預かる。

・　IDカードを身につけさせる。　IDカードとは身分識別カードの事で，子どもに緊急

　事態が発生した時のために親の連絡先，電話，その他身体の状況，アレルギー等を記

　入し，緊急医療承諾サインをする。

・　一週間前に予約すれば優先的に利用ができる。ただし，緊急時には当日でも受け付

　ける。

・ 　1日2部まで利用でき，週3部とする。緊急時はその限りではない。

・　病気中，あるいは病気の疑いがある場合は利用できない。

｛2｝1日保育（Family　Day　Care）

　仕事の関係で子どもの養育ができない場合ボランティア・コーディネイターが．子育

てに関心興味のあるボランティア的な人の家庭に委託，あるいは，希望している家庭ヘ

ボランティア的な人を出張サービスさせようとするものである。又，昼夜を問わず，数

日間子どもの養育ができない場合には，一時里親への斡旋も行うのである。
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現在，ボランティア的な人で，かっ時間を有効に活用できる人が300名程，ウォーデン

・コミ＝ニティ・センターに登録されている。皆，子育てのトレーニング・コースで学

び，又，センターのスタッフの定期的な訪問指導を受けており，その家庭は，トイレ設

備を含む環境設備が福祉の基準に合うように改造されているのである。

　料金は，一週45時間ケァーの場合，1人当り40ドルである。1家庭に4人を越えて委

託することはないように配慮されている。

（3）学童保育（Out　Of　School　Care）

　5才～12才の子どもで，幼稚園，学校の始業前，あるいは放課後に子どもの養育がで

きない場合にその時間を仲間と楽しく過ごさせようとするものである。現在，3地域で

実施し，ユケ所30名定員で実施している。職員は教員資格をもった職員ユ名とその他，

子ども10名に1名の割合で有給のアシスタント職員を配置している。

　時間は，7145～9：00と15：00　一一　18；00である。夏季の長期休暇中も利用でき，時，

間は8130～18：30分まで預かる。長期休暇中の利用料金は週9ドル平均である。

〔4）その他のコミュニティーサービス業務

　イ）多様文化アドバイサー（MulticUltural　AdViser）

　　避難民や移民達が言語，文化等に慣れなくて困っている場合に家族援助サービスや，

　就労への相談，援助をしようとするものである。一時宿泊サービスもある。

　ロ）危機にある場合の相談援助（CriSis　Counselling）

　　・移送（Transport）

　　　　身体的または，高令のため，病院等へ通院できない場合，移送してくれるボラ

　　　ンティアを斡旋しようとするものである。

　　・フルーツ・コープ・グループ（Fruit　Co・op　Group）

　　　　高令者のための福祉電話や在宅サービスをしようとするボランティア・グルー

　　　プである。

　ハ）土曜の朝クラブ（Saturday　Moming　Club）

　　毎土曜日．9：30～13：00の間に日頃社会的交流の少ない障害児（8～13才）のた

　めのクラブであり．ゲーム，レクリェーション，手芸（造形）等を通して楽しく過ご

　させようとするクラブである。
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5．組織図及び職員構成
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M．C．A．（1）

理事長 理

事
会

理事長：Voluntees　President

理事会：Board　of　Directo●理事‖9

小委員会　　　　　小委員会：Subcommitt¢es

OS．且C C．W αC　FDC．　F』・i艦，
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C．W．（1）

O．C．（9）
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（貸し出し図書・∫元員〔担当）
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　‘受付・秘書係）

連

絡

連
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（財務）　（部門役員）　（広報宣伝室）

↑
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間
の
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連
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※（数字｝は鞍員の数
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の
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・ 理事会は月1回行なわれ，月間の様々な報告を受け、月間の運営方針を発表する。

・ 理事会のメンバーはコミュニティの代表で無報酬である。ただし．所長は理事を兼任

し，理事会とのパイプ役として事業運営の最高責任者である。副所長は財務を担当する。

理事は各部門の役割をもち，各部門役員と小委員会で定期的に話し合いをする。

・ 上記の理事16名．職員35名で事業が運営されている。その他．F．D．C、の有給ボランテ

ィアが300名近く登録されていたり，様々なニードに応じられるボランティアが登録さ

れている。
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0．S．　H．　C．

M．C．　A．

C、W，

O．C．

F．D．　C．

Out　of　School　ho町s　care

Multi　cUltural　AdViser

Community　Worker

Occasional　Care

Farnily　Day　Care

（学童保育）

（複合文化アドバイザー）

（時間保育）

（一日保育）

6．総合所見

　今回民間養護施設の児童指導員の立場でオーストラリアでの居住施設型児童養護やコミ

ュニティー・センター等，巾広い児童福祉サービスの現状を直接的に見聞きする機会を与

えられた事に大変感謝している。

　近年，日本の養護施設でも施設の閉鎖性が批判され，もっと社会化して地域社会との協

同経営的運営が望ましいという論議が盛んに行われ，施設側もその体制に応ずる動きが見

られる。しかし，現在では，施設が地域住民から隔離的存在とならないよう，施設をPR，

集会場所や園庭を地域に提供，開放したり，施設長等が個人的に町内会やその他の役員を

引き受けるといったお付き合い程度の段階で止まっていたのではないだろうか。

　その点，オーストラリアの児童福祉サービスの基本的考え方・精神である，次の事柄が

国家的に義務づけられているのである。即ち，

　①　福祉サービスは地域社会の児童すべてに及ぶようにすること。

　②　福祉サービスの企画と運営に利用者と地域の参加を仰ぐこと。

　③　福祉サービスと他の関連諸サービス及び地域社会資源との統合を計ること。

　④　既存施設の利用を最大限に計ること。すなわち．私達の求めるべき「施設の社会化」

　　「コミュニティー・ケアー」の方向が明示されているのである。具体的に，ウォーデン

　　・コミュニティー・センターの場合を当てはめてみると次の通りである。

　　1）時間保育（Ciccasional　Care），一日保育（Farnily　Day　Care）の利用条件は家族の

　　　緊急事態であったり，仕事の関係でその時間，あるいは数日間，子どもの養育がで

　　　きない場合，優先的に預ける事ができるとあるが，それこそ，親の友人とのコーヒ

　　　ー・タイムが理由であっても子どもを預ける事ができるようにいっでも誰でもが安

　　　心して，必要な時に必要なサービスを受けられるシステムとなっている。

　　n）元来，地域のニードに支えられて設立された背景も影響して理事会は，コミュニ

　　　ティーの代表16名で構成されている。理事は無報酬であるが，各部門の小委員会（Sub・

　　　co㎜ittees）を担当し，現場スタッフと共にサービス内容の向上や資金集めに努力

　　　している。

　　皿）小学校等の既存建物を利用して，学童保育（Out　of　scheol　hours　care）を始めた
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り．複合文化アドバイザー（Multicultural　Adviser）やコミュニティー・ワーカ

ー が中心となって，地域で発生するあらゆる児童問題に対する」ヨ坊的施策，並びに

早期発見，早期対応のできる地域援助体制（福祉のネット・ワーク化）を各関係機

関と密接なる連携を持って確立できるよう努力している。

　以上のこ’とく，ウォーデン・コミュニティー・センターを含めて，オーストラリァの児

童福祉サービスは，　「南の福祉国家」と呼はれるにふさわしい福祉水準である＄を強く感

じさせられた、今後共，福祉の南’十字星（サザン・クロス）として努力される事を期待し

たい。

　そして、私自身養護施設ユ0年の節目としてオーストラリア研修でかきたてられた情熱と

学びとった多くの事柄を踏み台として，日本の児童福祉の発展のために微力ながら努力し

ていきたい。

看護婦さんに見守られて

乳児室で遊ぷ子ども達
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MARYMEAD　CHILDREN’S　CENTRE

ACT地区にある小舎制養護施設の

集合しているセンター

1．概要

　メアリーメイド・チルドレンズ・センターは，シド＝一の中心地からバスで約30分余

りの郊外の丘陵地に位置し，小舎制の建物が同じ敷地内に数カ所に分散されており，近

くに老人ホームもあった。日本の保育所のようで，とても明るく，かわいい幼児が多く

いたa

　このセンターは，1967年に緊急アコモデーションとして開設された。その当時は，フ

ランシスコ派の修道院として，自分達だけでやっていたが，1971年，政府からの認可を

取って，公費を貰うようになった。それで，人を雇う事ができるようになり，現在8人

のシスターと27人の職員という構成である。職員は，ローマ・カトリックばかりとは限

っていない。宗教とは直接関係ない。経営母体はミッション系である。

2．入所児童について

　ここは，緊急アコモデーションとして活動しているのが殆どであって，子どもを受け

入れる際，親の経済力や，宗教を信じるか否か全く無関係で，区別していない。

　緊急アコモデーションとして大体85％が入って来て，3週間以内にまた家庭に帰って

いる。子ども達は一般的に短期間であるため，ここに保護したからといって，そのため

に一方的に学校を転校させるような事はしていない。

　期間が長くかかるような場合，例えば，3ケ月というような場合は，やはり，いろん

な意味で．不都合もあるが．転校させる事は考えず，その子を今迄通学していた学校へ
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送迎している。

　1975年，オーストラリアでは，家庭に関する法律が定められて，離婚が比較的容

易になったため，家庭崩壊が多くなり，子ども達の養育の問題が，益々増えてきた。

そして，何人かの子どもが措置されてくるが，入所後できるだけ里親を推進してい

る。

　現在6ケ所にコッティジがあり，大体が，ハウス・マザー1人に対して，子ども

10人という構成である。10人は多過ぎるので，1対8人とすべく努力しているが，容

易ではないようだ。同じオーストラリアでも，ビクトリア州では，アコモデーショ

ンは最高5人にすべきであると言っているのに，ここでは10人を8人にしょうとい

う状況で，これは財政上からも非常に考えの違いがある。1対10ではハウス・マザ

ー が大変だという事になるけれど，その補完はシスターが行っているし，又地域の

ソーシャル・ワーカーも加わって援助している。

　また，福祉や教育面でも，かなり多くの面で，外部の人達が援助しているようだ。

　換言すれば，教育や福祉面の専門家（社会資源）をあらゆる意味で活用している

事｝ζなる。誰でも雇うというわけにはいかない。事務長と他のもう1人の職員が，

ソーシァル・ワーカーの資格を持っている。

　ステート・ウォードより措置された場合は福祉省の方から公費が出て，私的契約

で子どもを預る場合は，費用徴収しているけれども，人数の増減が激しいので苦心

する時がある。

　認可定員は50人で，現在44人いて，1日の措置費は年令に関係なく，16A＄であ

る。保育定員35人，年長が11人，年少が6人いる。年令は男子1才～12才，女子が

工才～18才，6才の差があるのは，男の職員が少ないからで，男子の大きい子がい

ると，それだけ男子職員が必要になってくるからである。

3，ハウス・マザーについて

　ハウス・マザーは全て外部の人を雇っている。資格については，看護婦だとか，

教員の有資格者が好ましいし，ここでは年令の低い子がいるので，ユース・ワーカ

ー より，チャイルド・ケアー・ワーカーの方が好ましい。

　ハウス・マザーは，各コッティジに2人つついる。4日間の24時間勤務を，2人

で1週間続ける。週4日間で3日休む。細かい雑務的な仕事は，用務員さんがして

いる。

　できる事なら，夫婦のハウス・マザー（ハウス・ペアレンツ）が欲しいけれど，

なかなか人材がいない。ハウス・マザーの他に1日4時間，週5日働いてくれる人
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がいるし，洗濯は洗濯専門の人がいてくれる。

　ハウス・マザーは，子どもの身の廻りの世話をしたり，料理を作る。1日1回は調理

員が食事を作るが，他は各コッティジで作る。

4．指導上のポイントについて

　育成方針は，比較的短期間の者が多いので親が付添ってくるので，親の意見が聞ける

し，子どもの状況もわかるのであまり困らない。長期の場合は発育に合った訓練とか，

その子の精神状態だとか，よく観察しながら指導している。

　日常的なこと以外で特別な対処が必要な時は社会省に申請し，特別のお金を出しても

らえるかどうか聞いた上で善処する。裁判所から送られて来た場合は裁判所へ意向や，

許可を取りながらやっている。

　ビクトリア州でいっていたステート・ウォードは，ここA．C、T．では，ステート・オ

ブ・ミニスターという言葉を使っている。実際には，このステート・オブ・ミニスター

と言うのは，首都圏省のミニスターである。省の大臣の許可である。

　子ども違がステート・オブ・ミニスターという状況である場合，勝手に親が連れ出し，

A．C．Tの中から外へ連れて行く事は許されない。

5．宗教教育について

　ここは，民間児童収容施設であるし，宗教的雰囲気がうかがえるが，児童に宗教教育

を強制したり，カトリックを強制するとかは，決してしていない。児童の自由意志にま

かせている。日曜日に，カトリックのミサをやっているが．子どもが参加しようがすま

いが勝手である。しかし，ここで，キリストの精神にのっとって社会的行事をしている

事は事実である。

　シスターはカトリックの洗礼を受けた人であるので，アイデアは，キリストの精神1こ

そっていると言えようが，職員が子どもに改宗させるような事は全くしていないし，

できない。

1

6．財政上の問題

　AC．Tの方から公的に預けられた子どもに対しては，措置費の裏付けがあるが，それ

以外に沢山，援助を求めて来る者がいる。っまりプライベート・プレスメントがかなり

あり，彼等は殆ど費用を支払ってくれないので，常に財政面で苦労している。

　子どもの人数の増減が激しいので，職員の確保や維持が財政上からも困難である。
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ARNDELL　CHILDREN’S　UNIT

（アルンデル・チルドレンズ・ユニット）

州立アルンデル情緒障害児

　　　　　　収容治療施設

はじめに

　New　South　Wales州の州都シドニー市は，人ロ390万人で，オーストラリア最大の

都市である。この国の表玄関として，また，南太平洋の産業と商業の中心地として活気

にあふれた都会である。港は世界三大美港に数えられ，Sydney　Harbour　Bridgeからの眺

めが美しい。

　Arnden　Children’s　Unitは，キングスロードの私たちの宿舎から50分ほどバスでいっ

たところにある。そこは，シドニー市の北部に位置し，市の最も富裕な地域である。施

設には，高層建築の街路を通り，シドニー橋を渡って静かな住宅街へと進んで行ったが，

その所どころには名も知らない赤い花や，桐の花に似た，紫色の「ジャカランダ」の花

が咲き乱れ，落ちっいた街並とともに私たちをなごませてくれた。

1，概要

　この施設はN．S．W州立の施設で，アルンデル養護学校（Arndeil　Public　School）ととも

に小児精神病院に併設されている重度情緒障害児のための施設である。

　設立は1958年8月で，当時は成人病棟の中に小児病棟が付設されていたが，生活環境や

指導上好ましくないことなどもあり，1976年現在の児童居住棟を建てて移転させた。

　居住棟には，7～14才までの子ども20名が生活している。部屋は4部屋あり，1部屋

6名以内である。7～8才用，9～10才用，……と分けているが大まかで，男女混合の

居室編成である。ベッドの仕切りの50～60cm位の柱がロッカーに作ってあるのが興味

一 107一



をひいた。

　収容定員は20名で，私たちが訪問したときは満床であった。施設側の説明によれば，

N．S．W州全体で対象とされる子どもは，400～500名位いると言われ，ベッド1床につき

50人の待期児童がいるときもあるという。そのため，他の病院への紹介や親へのアドバ

イスなどでの対応も少なくないということであった。

　収容児童の費用は公費でまかなわれ親の負担はないという。（1人当たり多額の費用

を要するということだったが詳細の説明までには至らなかった。）

2．児童の処置上のことについて

　この施設の子どもたちは，重度の情緒障害児であることは上記したが，その診断名は．

Personality　diSorder　of　agrestive　nature（ノイローゼ，極度の内向）ということであり，ま

た，分裂病はいない，知能も正常であると付け加えての説明があった。

　これらの子どもたちは粗暴な行為や問題をおこしたりし学校で問題児扱いされたり相

手にしてもらえなかったり，家庭でもどう扱ったらいいかわからない，他とのトラブル

で裁判沙汰ICなったり，というような子どもたちである。

　入所経路は，教育委員会，小児病院・開業医，Child　Guidance　Clinic（日本の児童相

談所のようなもの）親，友人，収容施設などの通報や相談などによるが，稀には本人自

身のこともある。入所相談や紹介を受けた子どもは，精神科医の診断を受け，それをも

とに数日間教師及び施設職員が観察・評価し，治療方針を立てる。その方針は，個々に

ついてのプログラムだけでなく，親に対してのプログラムも組むという，いわば親子双

方の治療計画・処遇方針である。また，子どもの問題によっては（殴ったり蹴ったりの

乱暴など）薬物による行動制限もしたりする。そして，家庭評価プログラム　（Family

Assesment）の作成・実施の必要によって，或いは遠方から来ているケースの場合には，

一時或いは数週間宿泊させることもある。（家族用の宿泊施設がある。）

　この施設に収容された子どもたちは，家庭復帰を目標に，施設と学校で，精神医学

的・心理学的治療も含めて多彩な指導・訓練をうけ，大体8ケ月位までで家庭復帰し，

地元の学校に通うという。家庭復帰した子どもは最高1年以内の通所指導を受ける。こ

れまでの退所児童は1200名位であるが，200名の追跡調査では，その75％はノーマルな

生活を送っているという説明であった。

　一方では，（上記したような家族治療が計画的になされているのみならず）C団dcare

Stuffを組織し，地域社会の援助活動を行っている。このような活動が，親に対しての

プログラムの遂行に地元の社会資源を有効に利用できる基礎となっているのだろう。
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3．職員構成

定員20名に対しての職員は．下記の通りである。

Doctor　　　　2名

Psychologist　　　2名

O．T．　　　　　1名

Dormitory　Nurse　1名

その他　　　　4～5名

4．併設養護学校について

intern

Social　WorkeT

CMd　Care　Worker

Medical　Officer

2名（2ケ月交代）

2名

20名

1名

　Arndell　Children’s　Unit併設のArndell　Public　School（S．　S．　P．；州立アルンデル養護

学校）は，3～14才までの子どもを対象とした重度情緒障害児のための学校である。

　この学校には，施設収容児童の外，通学可能距離で且，送仰可能な子どもが教育を

受けている（私たちが訪問した時は，最大距離は40Kmであった）。

　クラスは4クラスあり，1クラス4名以内である。3～8又は9才クラスが3クラス，

7～14才クラスが1クラスで，定員は12～15名。訪問時の現在員は12名であった。

　訪問時は水泳を取り入れた指導・訓練をしていたが，精神的コントロールが難しい子

どもの危険防止のために浮袋を身体にくくりつけていた子どももいた。プールの周囲は

防護のための金網で囲われていて異様な感じもした。また別のクラスでは木工，工作室

で面作りをしていたが，展示している作品には丁寧に作られたであろう作品が少なくな

かった。「浮袋の子ども」と「金網」を見た直後であるだけに一層極立ったのであろうが．

それにしても”何がそんなに集中させるのか”を考えてみたい点である。

　養護学校の職員構成は下記の通りである。

校　　長　　1名

教　　師　　7名

教師助手　　6名

名
名

2
　
ワ
臼

務

繕
事
営

合計　18名

　以上，ArndeH　Ch血dren’s　Unit及びArndell　Public　Schoolにっいて述べたが私は2っの

点で注目したことがある。1つは在所期間の短さであり，他の1つは家族治療の重視と

いう点である。そしてこれは，事の表裏でもあり，子どもの健全な育成に何が重要なの

かを示しているかのようだ。家族の関係調達や地域対策は，日本においても重要な点と

して言われているが，具体的な取りくみや力点の置き方などでは学ぶべきことは少なく

ないように思う。
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研修所感

　オーストラリアの2週間の研修は，ある種の驚きとともに多くの示唆を得た機会であ

った。もちろん国の制度や他さまさ’まな背景の違いがあり単純に比較したりはできるこ

とではなく，あくまでこの国に感じた印象としていくつかあげてみたい。

　先ず第一は．”大舎から小舎ヘー’の動きが急であること。大舎施設の園長が「大舎に

は大舎の良さもあるが，集団は個人を疎外することも少なくない」と，施設の内部改造

と小グループ化への過程を話していた。こうした，小舎化，小グループ化は，家庭的処

遇による個人的Careの重視の考え方が根底にあるからだと思う。

　2点目は”収容から予防へIJという傾向である。セント・ジョーンズ・ホームズにお

けるケアー・フォース（Care．Force；予防的福祉活動）は1っの例であるが，地域の福

祉事業と家庭援助による家庭の崩壊を防ぐための活動は，公私にこだわらず，住民参加

を得ながら力強く展開されている。

　3点目は，”施設エネルギー”の強さである。オーストラリアの民間施設は財政面での

公的援助が不安定であるため財政上の苦労は大きいにもかかわらず必要性と使命感に支

えられながら活動をつづけている。

　以上，私の目を通しての特徴を述べてみたが，上述したことが日本の社会福祉の中に

見られないことでは決してない。先駆的にこれらの取りくみを試みている施設はあると

聞く。しかし，一般的には相変らず全体を生活の軸にすえた処遇が主であり，個人の問

題から全体を検討することに不足しているように思う。その点からすれば，1人1人の

子どもの目には施設は「没個性・管理的」処遇に移っているだろうことは否めないので

はないか。

　更には，施設と地域との関係である。施設は地域から閉ざされた面をかなり残してい

るために．地域の中の要養護児童の問題やニードを把めきれないでいる。施設が真に地

域の一員として生きようと欲するならば，この点の改善のためにしっかりとした目をむ

けていく必要があると思う。
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KARtNGAL　DR．　BARNARD’S　tN　AUSTRALIA

　　（カリンガル・ドクター・バーナード・イン・オーストラリア）

ドクターパーナード・ホーム

　　情緒障害児短期治療施設

1．沿革概要

　オーストラリアのバーナード博士の施設は困窮や困苦で苦しんでいるオーストラリァ

の子ども達や家族の保護や援助に専念している。その組織は，1866年，トーマス・ジョ

ン・バーナード博士によってロンドンで創られた。オーストラリアの支部は慈善的施設

として，1921年登録され，シドニーに設立さ、れた。その理念はキリスト教精神に基づい

ている。具体的には　1958年から収容訓練農場等，3つの事業から始められた。現在は

このカリンガルの他にセンターをもち，家族を中心とする各種のディー・ケアーをはじめ

とし，5つのプログラム，里親制度など積極的に推進している。シドニーの他，キャン

ベラでもグループホーム並びに他のプログラムを展開している。

2．財政事情

　連邦政府からは20パーセントしか補助が得られず，その他はバーナード法人で補っ

ている。バーナード法人は，オーストラリアの中で最も経営的に苦しい団体であり，ス

タッフは，寄付集め等の財政確保に奔走している。カリンガルにおいては，州政府より

子ども1人に対し，1週27，50A．＄の補助があるが，実際には週40e　A．＄から500A．＄か

かっており，昨年は，年間153，000A．＄かかっている。

3．施設の建物

シドニー郊外の閉静な住宅街にあり，看板等もなく，まったく一般の住宅と区別がっ
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かない建物である。建物は平屋建年少児の2人部屋が2部屋，年長児の1人部屋が2

部屋，その他に卓球台がおいてある娯楽室，応接間兼居間，職員の部屋，事務室といつ

た程度である。

4．収容児童のタイプと受け入れ条件

　親の手におえない，一緒に住めない，学校でうまくやっていけない等の情緒障害児が

対象で，その原困は，精神的，肉体的虐待，親から性的いたずらをされ，性格的に障害

を受けている等である。

　定員は6人，現在員6人，6才半から10才，男女3人づっで，この比率はかたよらな

いようにしている。5人は近隣の学校へ通学し，1人は養護学校へ通学している。教育

的配慮から同じ学校ではなく，散らばして入れている。在園期間は13ケ月から15ケ月で

ある。受け入れ経路は，ステート・ウォードからの入所がほとんどであるが，親からの

委託もある。

5．児童処遇上の特性

　家庭で過ごせるように指導することが方針であり，退所の場合は，第一に家庭復帰で

あり，第二に里親である。

　指導内容としては，最初の2～3ケ月は行動観察し，細かい行動をチェックする。3

～12ケ月は行動テスト，治療をしていく。12ケ月以降は第1目的の家庭復帰の準備をす

る。これが不可能な場合は，里親の手配をする。この間．9～12ケ月位経過してから精

神科医，心理学者の診断を受ける。一方，児童指導員は，毎日の行動観察を記録し，こ

れをもとに話し合いを行い，指導にあたっている。また，フォスター・ケアー・ワーカ

ー は家庭との連絡調整，指導をしたり，里子としての手酌を進めたり，里子に行っても

家庭復帰ができるよう指導している。里子に行った場合でも週1回の心理療法を9～12

ケ月位実施している。

6．施設と家庭や地域との関係

　家庭との関係は，フォスター・ケアー・ワーカーが専門に連絡調整，及び，親の指導

を行っている。地域との関係は特別なく，問題にもなっていないし，積極的な働きかけ

もしていない。

　ボランティアとしては，受刑者が掃除，ペンキぬり，柵づくり等をしてくれる。（オー

ストラリアでは，受刑者は社会福祉のボランティア活動が義務づけられている。）
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7．職員構成

　所長1名，寮長（指導部長）1名，児童指導員4名，フォスター・ケアー・ワーカー

1名（パート），ドメステック1名（食品調達パート）という構成で勤務体制は，児童指

導員2人づっ，2日通勤，2日泊り，2日休みというローテーションをとっている。

8．総合所見

　オーストラリアにおけるバーナード博士の事業を1つ見学したが，民間施設の財政面

での苦悩がここでも大きな問題としてクローズアップされていた。現にバーナード博士

の事業は，年間約50万A＄の赤字を出し，これにより来年から事業を縮小せざるをえな

い状態にある反面，理事会では，家庭崩壊や虐待されている児童，情緒障害児など増加

し，ケアの必要に迫られている今日，このカリンガル情短施設には，他の諸事業の収入

をこれにあてたりし，今後も閉鎖しないとのことであった。

　印象深かったのは，屋根に投げ捨てられた椅子や長ぐつ等であった。私達の質問に笑

いながら返ってきた答えは「彼らにも発散場所は必要なんですよ。うるさくいってませ

ん」ということであった。人種，文化，風土等の違いと一概にはいえない子どもを包む

おおらかさ，暖かさを感じた。

　ここにおいても我国が忘れかけている民間魂，時代の要請，地域のニーズに対応して

いく多様性と柔軟性に，更には決断と実践力に驚うかされた。

児童居室（一人部屋）
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MARCYドAMILY　LIFE　CENTRE

（マーシー・ファミリー・ライフ・センター）

家族援助サービスを主要事業とし

ているコミュニティー・センター

1，概要

　WAITARAのセンターは最初．マーシー会修道尼たちによって，1897年に孤児院

として設立された。最初の30年間は，常時240人もの孤児たちの世話をしていた。除々

に仕事は拡がってゆき，1940年までiζは，援助を必要としているのは孤児たちだけで

ないということが明らかになった。そして，奉仕活動は．妊娠した未婚女性への世話

や養子縁組を提供するところまで拡がっていった。このように孤児院の活動範囲は，ソ

ー シャル・ワークと同様に医療活動にまで拡がった。1966年には，育児法指導病院もそ

の建物の中に建てられた。マコーリー育児法訓練学校で訓練を受けた看護婦たちがやっ

て来て，世話に当った。1967年には，幼稚園が続いてつくられた。

　WAITARAベビーズ・ホームの活動は，1960年以後，内容的にみて地域社会のニーズ

が少なくなり，その結果地域ニーズを再び調査する必要に迫られた。

　現在のセンターの設立は，1970年代に，その地域の人々の指導を受けた調査に基づいて

いる。

　その当時，約ユO，　000人がその地域の家庭に生活していた。そして，人口の70％近くが

ホワイト・カラーで大部分が若い核家族であった。

　そうした若い核家族に対して．どのようなニーズがあるのか，又施設として福祉サー

ビスは何が出来るのか，といったことから事業内容で紹介するような活動が発展してき

た。
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2．財政・運営内容

　マーシー会の修道尼たちは，資金の大部分を土地開発業者に売った土地の収入から

の投資による利益を基としている。ニューサウス・ウェルズ州政府は，教師の給料や親

の払う金やファミリー・デイ・ケアーic助成を与えているが，一方，全体の活動を支え

ていく資金は寄付金や募金活動から得られている。

　17名から成る理事会で，メンバーは次のとおりである。

　01名のマーシーファミリ・ライフセンターのメンバー（たいていは施設長）

　Ol名のマーシー会の修道尼からの代表（修道尼会長あるいは代表）

　014名のさまざまの専門家（法律家，経済学者，医師）からの代表

　01名のシドニーの教会管区からの代表（シドニーの大司教より指名される。）

3．事業内容（5つの部門に分かれている）

｛1）ファミリー・サービス部

　　ファミリー・サービス部は，個人や家族へのカウンセリング及び福祉活動を行う。

　カウンセリング・チームは完全に訓練された心理学者，ソーシャルワーカーの専門

　家から成っている。

　　福祉活動としての主な仕事は，社会の人々の世話をしたり，生活を支えるのを助

　けたりする。

　　たとえば，成人一人一週間につき，20A＄を最大限3週間提供している。これは．

　緊急融資課を通して行っている。子どもには無料で融資される。この緊急融資は，

　子どものある家庭，子どものある単親，独身者，夫婦に行われる。又，親と子ども

　を離しておく必要のあるときは子どもをホームに置いておき．その親達が融資を受

　けたり，仕事を見つけたり，失業保険を受けたりするのを助け，その人が裁判所へ

　行く場合には一緒について行ったり，家庭生活に関する事実上すべての点について

　のアドバイスを与えている。

　成人教育への協力

　　ファミリーサービス部の活動において、成人教育への協力者が社会での危機回避

　のため特別な技能をその人々に身につけさせるように定められている。その課程は，

　コミュニケーション，自覚，グループダイナミックスを通して行われる。（社会の

　一員としての意識を目さ’めさせる。）

　　成人教育の協力者は，常にボランティア協会と連絡をとり，多くの情報を提供し，

　ボランティァの訓練の器具も提供する。この成人教育分野において，センターは，
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　　地域の人々やセンターのスタッフにセミナーや研究集会を開く。これらの会は，家

　族全体へのかかわり合いなどに関する分野にっいて，専門家を呼んで行われる。

　｛2）WAITARAチルドレンセンターとサービス

　　　チルドレン・センターは次の4つに分れている。

　①Long　Day　Care＝就学前教育で，親が働いている幼い子どもたちの世話

　　②Anc皿ary　Care　Programmes　＝補助的介護

　　　1）Before　and　After　School　Care一登校前，下校後の世話（1時間1A＄）

　　　2）Occasional　Care一母親が歯医者に行ったり，買物をしたり，個人的な用事に

　　　　出かける時などに随時預る。（A．M．9－PM．3　0～5才1時間1A＄）

　　　3）Vacationa1　Care一休暇中のプログラムで、働いている親の隼長の子どもを預

　　　　る（5～15才　1日3A＄）

　　③Family　Day　Care＝子どもの世話が出きる環境にある人と，永久に，あるいは一

　　定期間子どもの世話をしてもらいたい人のなかだちをする。世話をする人は，面

　　接や家庭環境の評価，オリエンテーションの課題を通して選ばれる。彼（女）ら

　　は，就学前の4人までの子どもを自宅で世話をする。

　　④lnterchange＝障害児のための一時的な介護をする活動である。その世話は「ホス

　　　ト・ファミリー」の家で行われ，そのホストは，障害児の世話をする準備となる

　　オリエンテーションに参加している。このプログラムは，州政府により資金が与

　　えられる。この活動は，障害児の親，兄弟に休息を与え，その子を外に出すなど

　　の機会を与えるのに役立っている。

　①と②は，施設内にて子どもたちの世話をするもので，③と④は主1ζセンターの外で

世話をするプログラムと言える。③と④にっいては「フォスター（世話をする）」家庭を

見つけることにより始まり，一定の基準（つまり，地理的条件と同じように社会的，経

済的条件をあわせようとすること）にあう子どもたちを世話する。

　t3｝国際障害年1981企画“Hand　in　Hand”

　　　障害児への認識，理解，差別のない待遇を増進させる為，聖ジョセブ大学とマー

　　シー・ファミリー・ライフ・センターとの協力により，資金集めを行い障害児と健

　　常者との余暇活動を発展させた。（4万1000ドル集った）

　（4）ボランティア協会

　　　ボランティア協会は，マーシー・ファミリー・ライフ・センターの中にある。

　　ボランティアは，センター活動のいずれかに割りあてられ，そこで最底6カ月は

　　同じところにとどまることになる。

　　　ボランティア協会は，基本的には，センターの既定の活動の支えとなる活動を行
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　う。それぞれの人が，それぞれの場所で活動できる時間を通して一定の水準まで世

　話が得られる。

　　教育課では，ボランティアのためのあるいはボランティアをとうしての継続的計

　画や新しい活動や訓練計画を提供する。センターの活動を公聴会やポランティァに

　関する文書の配布をとうして地域に知らせることを行っている。

15［管理部

　　この部は，センターの主な方針決定とその実行に責任を持ち財政，経理，福祉厚

　生，維持管理を行う。

（6［募金と宣伝

　　募金宣伝部は，さまざまな活動の資金を集める。つまり，センターの活動の宣伝，

　センターの意識向上のための文書の配布を行い，募金計画のための寄託を取り扱う。

研修所感

　MERCY　FtM－Y　UFE　CENTREにおいても設立当初は，我々の児童福祉施設と同じ

ように孤児収容施設として初めたのであるが援助を必要としているのは孤児だけでなく，

もっと広い範囲に亘って援助を必要としている子ども達がいるのではということで，少

しづっ施設内処遇から地域福祉活動へと発展し，ユ970年代には福祉ニード調査に基づい

て一様の収容をやめ，児童を含めた家族援助サービスを主に行う施設へと発展してきた

のである。

　”地域社会の中で自立できるよう援助を与えること”ということで，家を失った家族

には一時的に家を提供し，生活費がない家庭にはお金を，といった方法で，又は，家庭

生活に関する細かなすべての点についてのアドバイスを与えたり，法律に関することな

どより具体的にファミリー・サービスをするようになってきたのである。

　こうしたファミリー・ライフ・センターの活動をみていると我々の施設においても，一人

の子どもをとりまく多くの問題は，収容という方法によらず，入所前にその地域の中で

どうにかできなかったのか，又家庭復帰していく地域での受け入れは充分であるのか，

といった不安を抱かせることが多い中で，施設が地域福祉センターとしての役割を持ち，

機能しているファミリー・ライフ・センターの活動を知るにつけ関心させられるばかり

である。

　福祉の専門機関である施設は，そこに専門家集団を擁し有効的で効率的な設備を備え

ていながら，それらの社会資源は地域住民に充分解放されていないように思われる。施

設の社会化が叫ばれていながら，社会状況の変化，対象者の意識の変化など福祉ニーズ

の質，量の変化は施設に対し旧来の枠内では対処しきれない状況をつくりだしているの
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である。地域社会に施設の機能を還元するζとによって地域住民，入所者のニーズに応

じていくことがこれから求められていく施設のあり方だと思う。

　常に社会ニーズに目を向け，変化するそれらの問題に対し，有効な方策を構ずること

は社会福祉活動の根元のはたらきであることはいうまでもないが，その意味において施

設の社会化とは福祉施設の基本特性である。こうしたことから，福祉ニードに対してど

のように，どれだけ答えていけるのか，ということを私自身及び私どもの施設で考えて

いきたいと思う。
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　　　第　　6　　章

施設養護の課題にむけて

　　　　　　　講師　　吉　沢　英　子

　　　　　　　　　（東洋大学教授）





，

1、民間施設の立場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　既に第2章．第3章，第4章でそれぞれの視野からの課題あるいは将来展望にふれて

いるので，ζ．の章では今後の課題にむけて若干述べてみたいと思う。

　わが国では，昭和22年の児童福祉法制定以後．最低基準の改正は多少の手なおしをして

きたが，ニードの多様化した今日の課題に対応するにあたっては，非常に慎重すぎて柔軟

性さを欠いているといえるのではないか。その点，オーストラリアのビクトリア州におい

ては，私の目からは，非常に大胆な行政対応が目にっいた。今回のファミリー・グループ

・ ホームへの切替えも「子どもにとって，最善」という判断にもとついて．公民のコンセ

ンサスが得られれば，その措置体系の組みなおしに踏み切っている。その背景には，民間

の先駆性に対する行政の信頼が根についているといえよう。勿論，同じオーストラリァで

も州によって多少の差はあるが，行政の民間への信頼と同時に，民間のプライドというか，

独自性ともいおうか，非常に明確にそして力強く，実験的な試行をする姿勢があるともい

えよう。っまり公民の両者の努力の実りといった感が強く窺えるのである。但し施設の財

源は，それほど豊かに公費が得られているわけではない。理事たちの実質的協力による財

源確保がなされている。一概には断言できないが，形式的な理事の多いわが国の状況に比

して，理事ひとりひとりが，積極的に動いているといった感じであった。

　われわれを　セント・ジョーンズ・ホームの理事たちが，それぞれの自宅に招待してく

れたり．ホームでのわれわれに対するプログラムの中にも参加していた。「わが国の施設の

理事たちが，外国人の実習受入れにこんなに協力はしてくれない」と羨しさと嘆きにも似

た声が同行した施設職員からあったのが印象的であった。このようなセント・ジョーンズ

・ ホームにみる公民の協働関係と，理事者の活力には感激を新たにさせられた。しかし，

ビクトリア州のすべての施設（民間の）がこのように運営されているかといえば，見学し

た範囲であるが，格差もみられるわけである。いわば，セント・ジョーンズ・ホームが，

その先駆的，実験的機能を果しているといえよう。日本流にいえば，大舎制から小舎制に

移行し，それも地域の中に分散していくファミリー・グループ・ホームへの移行は明らか

であり，予防的な働きかけの方向をたどっていることも事実である。民間施設の果す役割

として，わが国でも古くから言われている先駆性，開拓性，実験性柔軟性等々の実質的動

きを現在もなお，いきいきと果していることがうかがえた。さらに施設の存在する周辺地

域内のニーズの開拓，予防はケア・サービスの多角性，地域内諸団体（民間）への協力と，

施設の能力を拡大させる方法をとりつつ，非常に積極的姿勢にもとついての実力を発揮し

ている。いわば民間主導型の典型といえよう。
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2．施設養護の背景と予防的ケア・サービス

　前述したごとき民間施設のおかれている，それも先導的機能を果している状況をふまえ

てセント・ジョーンズ・ホームでの施設養護を中心として施設養護のあり方にふれてみた

いo

　第1図に示すように，対象児童，養護施設を核とする視点から考察してみると，児童と

その親，家族とは一連の統合された処遇が考えられている。

　　　　　　　　　　　　　　第1図　ケア・サービス関連図

門
ケ

ア 専門的ケア

サービス

在宅ケア

サービス

　コッティジにしても．ホステルにしても，そこに生活する児童と親との関係は，週末な

どに必らずコンタクトをとって，最も早い時期に家庭の条件が整えば戻すということに徹

している。そのために積極的に，施設のもっリソース・ユニット（専門家集団であり，い

わばスーパーバイザーの集団とでもいえよう）のベテランが，ハウス・ペアレンツや直接

処遇職員と連絡をとりながら，親に対する調整，家族関係の回復，家庭の機能促進へのア

プローチをしている。

　わが国の施設では，その必要が叫ばれっっも，担当の保母，指導員，あるいは施設長が

その専務の上にしなければならない状況であるが，セント・ジョーンズ・ホームは．その

職員集団が，処遇職員その他に配置されており，さらに予防的サービスとして地域社会へ

の働きかけは，コッティジ．ユ；ット，ホステルの職員とは別に，センターとしての建物

と専門家による人的配置がなされている。児童の直接処遇から家族への働きかけ，地域社

会との交流など，いわば現在の課題である「施設の社会化」といわれている内容を，何で
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もこなさなければならないわが国の施設職員とは，大分状況が異なっている。第1図での

専門的ケア・サービスが，このリソース・ユニット及びケア・フォースの機能となり，在

宅ケア・サービスには．予防的な意味の家事援助，住宅相談及びそれにもとつく住宅提供

への架橋的機能を果し，知的レベルの低い住民への教育，職業指導，生活保護（早期に対

応する所得保障）緊急一時保護などが用意されている。このような対応は，図にみる予防

的サービスの成果をあげ，外国の福祉促進サービス（いわば，レクリエーション，情報提

供，情報を活用する能力を培うなど）への礎となっていくわけである。

　これらについては，セント・ジョーンズ・ホームのE園長及びケア・フォースの責任者は，

胸を張って．要養護児の減少，児童の問題は施設に入所する事前に回復させ．家庭生活の

崩壊をまぬがれて，子どもにとって，最善の状況を創り出すことに成功していると語って

いた。この実績にもとついた施設養護への姿勢には，羨しいほどの自負をもっていた。

　わが国の施設養護への実態に浸りきっているわれわれは．ハウス・マザーの素人性や，

日常記録のあっさりさなど，細かいところが気になって，その施設幹部及び専門家たちの

自信に満ちた説明に，疑義を感じたりもしたのである。実績に裏付けられた施設養護の理

念の確固としたものは，何といっても処遇上重要な条件である。それが，オーストラリア

の場合は行政の柔軟性を導き出しているといえよう。

　児童養護の理念に対する公民のコンセンサスがあることによって，相互信頼と，その理

念にもとついた大胆な行政施策の実現も可能となるのである。

　（1）児童は，第一に家庭で両親のもとで養育させること。（通園ケアの対応も含めて）

　｛21次には，出来るだけ家庭の雰囲気を大切にし，里親委託を考える。それも可能な限

　　り短期間にとどめ，その間に児童の家庭へのアプローチをし，児童の復帰をめざす。

　　（数週間～数ケ月一一　2ケ年という段階を考慮している）

　③　第3段階として，はじめて施設収容ケアに踏み切る。その施設ケアも2ケ年を目安

　　に児童及び家庭，学校，地域内の諸資源を活用して復帰させるように，リソース・ユ

　　ニットの職員が中心となって努力する。

　その第3段階の施設ケアも，前章で詳細に紹介してあるようic，家庭の雰囲気を大切に

し，情緒的安定を強調し，親の養育態度の変容をはかることにより，福祉財政の効率化が

はかられる。その財政的余裕を施設ケアにまで陥らぬようなケァ・フォースの事業に注入

すべきであるという明確な態度を示している。その為に機能する専門職員の配置を鋭意実

施しているのである。したがって，ホーム及びケア・フォースの政府補助金の90％は人件

費に充当している。

　とくにホステルと呼ばれるホームでは．　（12・3才～17・18才の児童）椙当，重度の情

緒障害児が多く，専門的なプログラムが要求されている。養護技術の高度な専門性が必要
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とされ，ホステルでの職員は，大学又は大学院でソーシャル・ワークを専攻した背景をも

っている。いわば治療・教育的アプローチがなされている。私のしばし滞在したホステル

は，教職にある教師（非常勤，週2回午後3時以後学習指導を中心としている）と，大学

でケースワーク，グループワークを専攻した職員が配置されており，ゲームなどレクリエ

ー ション素材を媒介としての処遇を行っている。小集団の相互関係を活用し．児童の行動

上のチェックを行ない，　「待っ」ことを重視した対応をしている。このホステルは子ども

5人，職員（非常勤職員をふくめて）5人と，数的には1対1の対応ということになるが，そ

れは，昼間の一定の時間帯である。短期間に，じっくり取組み．それぞれの児童なりのニ

ー ズの充足と，問題解決をはかり，ホーム退所後の社会適応．対人関係過程をこなす能力

を身にっけさせることをねらいとしている。

3．処遇職員をめぐって

　前述したところであるが，職員といっても諸々の状況で，ハウス・マザーは別に資格条

件はなく，子ども好きで，施設側の条件を了解して所定の研修，実習期間を受け，なおマ

ザーとしての意志の確認が2～3回にわたり，園長および，リソース・ユニットの担当職員

によってなされ採用される。採用されるとその妻が24時間勤務のセント・ジョーンズ・ホ

ー ムの職員となって，家族ぐるみ，地域のホームに居住し、最初は2人～3人の子どもか

ら除々に増員して7～8人までにする。夫は自分の職業にはげみ，帰宅後にはなおボラン

ティアの立場でわが子とホームの子どもと共に生活するわけである。それに週3日程度の

補助員が．各コッティジに通ってくる仕組みになっている。

　ホステルの場合は，前述したごとく，ソーシャル・ワークおよび教育の専門教育を受け

た職員が常時ローテーションを組んで勤務している。リソース・ユ；ットの職員は，いわ

ばスーパーバイザーであり．経験も積み，必要な機会に必要なアドバイス，援助を行って

いる。その他，研修，ケース・スタディなどの指導者としての立場である。リソース・ユ

ニットの職員は研究室をそれぞれにもっており．必要回答も用意され，面接室もある。ケ

ー スワーク，グルーアワーク，教育，心理などの分野毎の担当が明確になされている。

　ケア・フォースの職員も同じ程度の職員配eaicなっているが，センターでの地域住民，

とくに母親のための職業指導をしており，日常的に洋裁や，料理などの講習プログラムが

用意されている。その講師には，非鴬勤職員があたったり，ボランティアの活用がなされ

ている。いわば，スーパーバイザー．ソーシャル・ワーカーは専門家で，ハウス・マザー

っまり直接処遇職員はセミ専門家といえるかもしれない（研修と経験を経ている故に）。

一応2年更新の契約となっている。わが国の保母，児童指導員はハウス・マザーに位置づ

けられる側面と，ソーシャル・ワーカー（ホステルの人的配置）としての側面とを．あわ
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せもっているといえるであろう。

，

■

専門家集団
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医
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精
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科
医

・スーパービジョン機能

・企画立案機能

・連絡調整機能

・情報収集，提供機能

・相談機能

・研究，研修機能

　　　　　　etc

※

・ソーシャル・ワーカー

（三；二；ニワ＋）

・教師

・カウンセラー

　　（セラピスト）

専
門
的
ケ
ア

※

・ハウス・マザー

・補助者

　
　
ケ
ア

日
常
生
活

｝

・児童の発達に応じた対応

　（教育的，治療的に）

・日常生活技術の体得

・地域の住民との交流

・家族（親）への対応

　　　　　　　　etc

　セント・ジョーンズ・ホームでは，この専門家集団と，中間的専門家，そしてセミ専門

家（ハウス・マザー）をはっきり区別した上で，相互作用の効果的展開をはかるシステムが

考えられている。すなわちその立場を明確にすることによって，それにふさわしい人的配

置をすることの重要さを実際に教えられた思いであった。

　これらは，国によっても．その施設の成り立ち，施設機能の果し方によっても異りが大

幅に出てくることになろう。

　冒頭に述べたように，施設養護及び予防的機能を果す為には公民の協働関係を実質的に

推進させていくことに尽きるのではないだろうか。

　加えて，公民の協働事業推進過程では，職員の専門性の方向付け，養成，研修システム

をはかり，長期展望の上で，適正配置していかなければならない。地域を地盤として，地

域に根づいた予防的ケアに至る中で，類似施設問，住民と住民との関係づくりを強化して

一 125一



いく手だてを何らかの形で，創り出していく力量が職員に問われ，より一層の専門性，施

設の独自性が求められるであろう。

1

セント・ジョーンズ・ホーム庭での研修風景
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団 員 名 簿

氏　　　名 所属先・役職名・住所・電話番号

団　長
いい　　　だ　　　　　　すすむ

飯　田　　　進
堀川愛生園　園長・常務理事

〒979－6ユ福島県東白川郡棚倉町丸内94TELO2473－3－2739

講　師
よし　　ざわ　　えい　　こ

吉　澤　英　子
東洋大学　社会学部　教授

〒U2東京都文京区白山5－28－20　　　TEL　O3－945－7481

講　師
おぎ　　す　　たか　　　お

荻　須　隆　雄
厚生省　児童家庭局　育成課　厚生技官

〒100東京都千代田区霞ケ関1－2－2　　TEL　O3－501－4782

第1班 さい　　とう　　まさ　　とL

斎　藤正利
桜ケ丘学園・児童指導員

〒048－23北海道余市郡仁木町銀山2－247TEL　O1353－3－5024

かん　二　けん　じ
神　　　賢　　　　　次

日本児童育成園・児童指導員

〒502岐阜県岐阜市長良森町1－11　　TELO582－31－1387

ど　　ばし　　みず　　お

土　橋　端　男
青島学園・主任指導員

〒889－22宮崎県宮崎市大字折生迫179　TELO985－65－1230

は」　　もと　　い　き　ζ

橋　本　弄希子
泉ケ丘学院・院長代理

〒593大阪府堺市平井482　　　　　　TELO722－78－0374

第2班 たけ　　い　　みつ　　あき

武　井　光　秋

黒松内つくし園・児童指導員

〒048－01北海道寿都郡黒松内町字黒松内562－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELO1367－2－3033

隠し　　　　　　やす　　お

星　　　康　夫
福島愛育園・主任児童指導員

〒960福島県福島市田沢つつじが森16　TELO245－49－0596

やま　　もと　　　　　のほる

山　本　　　昇
獅子吼園・主事

〒297千葉県茂原市小林546　　　　　TELO4752－2－2397
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氏　　　名 所属先・役職名・住所・電話番号

お右　　うち　　み　　⇔き

大　内　美　雪
聖ヨハネ学園・児童指導員

〒569大阪府高槻市宮之川原2－9－1　　TELO726－87－0541

第3班 の　　　ろ　　　　　　つとむ

野　呂　　　勉
小松島子どもの家・主任指導員

，〒983宮城県仙台市小松島新堤7－1　　TELO222－71－4670

神愛ホーム・児童指導員
まつ　　かわ　　　　　　ひろし

松　川　　　広 〒350－04埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷676

TELO4929－4－0040

くわ　　しま　　とく　　のぶ 讃岐学園・児童指導員
桑　島　徳　信

〒761－03香川県高松市前田西町956　TELO878－47－5171

陽清学園・主任指導員
きた　　ばやし　Oで　　ひろ

北　林　英　博 〒018－34秋田県北秋田郡鷹巣町七日市字家向46－1

TELO1866－6－2104

た　　　αか　　　ム　み　こ 峰山乳児院付設幼児寮・主任保母
田　中　富美子

〒627京都府中郡峰山町室27　　　　TELO7726－2－1642

きた　　むら　　ぷん　　　じ 日本児童手当協会・総務部長
事務局 北　村　文　治

〒106東京都港区西麻布4－16－13　　　TELO3－498－459］

さご　　だ　　かつ　　ひζ 財団法人　資生堂社会福祉事業財団　事務局次長
迫　田　勝　彦

〒104東京都中央区銀座7－5－5　　　　TEL　O3－572－3749

お　　　の　　　　　　まもる
明治航空サービス株式会社　取締役営業第二部部長

添乗員 小　野　　　鎮 〒101東京都千代田区内神田1－7－4晃永ビル

TELO3－295－5331

あ　く　つ　　ヨさ　　のり

阿久津　正　憲 明治航空サービス株式会社　営業第三部
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編　集　後　記

◇ようやく，オーストラリア研修の報告書をまとめることができました。この作成にあた

っては，研修中からその編集内容を全団員で検討し，そのうえで，帰国後6名の編集委員

が具体的な作業を行いました。

　今年度は，基本的には個人レポートの形はとらず，各班ごとのグループレポートとしま

した。そのため，第2～4章について，団員は，帰国後も内容確認のための自主的集りを

もち，これをまとめあげました。施設での多忙な生活から抜け出し，オーストラリアでの

二週間の研修を整理する貴重な作業でありました。

　これらは最終的には，編集班で調整を行いましたが，班ごとのレポートであるために．

各章間で重複がある場合も内容によって残すことにいたしました。

◇今回はハードスケジュールでしたが，机上の研修だけでなく，コッティジ等の子どもた

ちとともに食事をとったり，遊んだりした中で，その実情を肌で感じたことは大きな収穫

でありました。

　また．緊張した研修の中で，心なごむ思い出として，日曜日に広野をバスで飛ばし，コ

アラやカンガルーと遊んだこと，八時半の日没とともに陸に帰ってくるペンギン・パレー

ドを見たこと，夜には南半球でしか見られない南十字星（サザンクロス）をあおぎ，異国

の空気を満喫したこと等があります。また，この研修・編集を通して，全国にたくさんの

仲間が出来たことは大きな喜びです。

◇最後にこの研修に際して，私達メンバーが派遣された事を光栄に感じます。財団事務局

には多大な示唆と助言を頂きました。又講師の先生方には御指導のみならず，寄稿頂きま

した事に対し感謝の意を表します。又，編集の実務的運営につきましては全養協事務局の

方々CC多大なる御協力を頂きました事を，この紙面をお借りして得く御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜M・Y＞
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　　　　　　　　　昭和56年度資生堂児童福祉海外研修団報告書

昭和57年3月19日発行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　全国社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　養護施設協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒100　東京都千代田区霞ケ関3－3－4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL・03（581）－6501
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