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委員会ニュース （子どもの権利に関する委員会）

～少年とともに～～少年とともに～

　子どもの権利に関する委員会の選択型実務
修習の一環（児童福祉チーム担当）として、
平成28年10月12日、東京都清瀬市にある児童
養護施設「子供の家」・自立援助ホーム「あす
なろ荘」を訪問した。

社会的養護のもとで育つ
子どもたち1

　児童養護施設「子供の家」の施設長・早川
悟司氏より、社会的養護の現状や課題につい
てご講演いただいたので、その一部をご紹介
させていただきたい。早川氏は、自分の見解
は一般的な見解とは異なると留保されていた
が、実際に施設を運営されている経験だけで
なく、理論にも裏打ちされた説得力のあるお
話だった。
　社会的養護とは、子どもを守るべき保護者
が子どもを守ることが難しい状況になったと
きに、子どもを公の責任のもとで保護する仕
組みである。
　子どもの権利に関する条約第1条および第20
条を要約すると、18歳未満の全ての者を児童
といい、家庭による養護を受けることができ
ない児童は、国による特別の保護および援助
を受ける権利を有するものとされている。
　社会的養護は、措置制度により都道府県の
事業として行われており、財源は措置費（国
庫負担2分の1）である。

　厚生労働省は、社会保障審議会児童部会社
会的養護専門委員会において、社会的養護の
類型として自立援助ホームを「社会的養護」
に含めているが、補助金が交付されているに
せよ、自立援助ホームには措置費は支出され
ておらず、自立援助ホームについて国が前述
の社会的養護の責任を果たしているとは言い
難い。
　児童虐待防止法の施行（2000年）や通報ダ
イヤルの三桁化（189）により虐待通告は激増
しているが、児童相談所の職員や児童養護施
設等の受け皿は増加していないため、児童相
談所は通告を処理することに過大な労力を割
いており、被虐待児童を発見しても適切な社
会的養護を行うこともできず、本来の子ども
の保護に支障を来しているのが現状である。
子どもの養育を支えるためには、予防（地域
支援）と対策（子どものケア）が必要である
が、現在の国の政策では、虐待通告件数のみ
を増加させるだけで、適切な社会的養護を行
きわたらせることはできない。
　社会的養護の必要性が高まる背景として、
女性の貧困が挙げられる。離婚による母子家
庭において、父親から養育費の支払を受けて
いるのは約2割にすぎず（逆に約8割の父親は
支払っていない）、また約8割の母親は就業し
ているが、平均年収は約183万円にすぎない
（より低額の年収しかない母子家庭もある）。
日本は、働いているひとり親世帯の相対的貧
困率がOECD加盟国中最も高く、58％である
（2000年代中盤・2008年OECDの報告より）。
　社会的養護を受ける子どもが家庭において
何らかの虐待を受けていた事例は増加してお
り、厚生労働省の2013年2月の統計では児童養
護施設入所者の約60％の子どもが虐待を受け、
そのうち約64％がネグレクトを受けている。

馬場 和佳（52期）  ●Kazuyoshi Baba

社会的養護のもとで
育つ子どもたち

D13174_42-47.indd   42 17/02/08   17:49



43NIBEN Frontier●2017年3月号

～少年とともに～

　しかし、ネグレクトについては、その中身
を慎重に見極める必要がある。単親に対する
国の唯一の経済的支援である児童扶養手当に
は現状では厳しい所得制限があり、生活保護
費の基準額程度の収入があると給付されない
上、給付額も非常に低額である。
　そのため、若いシングルマザーが一生懸命
ダブルワークをして、子どもを寝かしつけて
から夜の仕事に出かけたが、子どもが夜中に
起きてしまい、母親を捜して街中を徘徊する、
という事例が起きている。このような場合に
も、母親にはネグレクトであるとして虐待親
のレッテルが貼られてしまう。
　こうした保護者の状況は、「単親」「低学歴」
「低所得」に加え、「社会的孤立」が特徴であ
る。母親が子どもをネグレクトしていると言
われてしまうのは、母親が社会からネグレク
トされているからである。このような保護者
に対して必要なのは、非難ではなく、肯定的
注目と支援である。「児童虐待」は親や特定の
個人の問題ではなく、社会の問題であること
が広く認識されるべきである。
　日本では、それを必要とする者に対して支
援を行っていないにもかかわらず、一般的な
ルートからドロップアウトすると自己責任論
が押し付けられる傾向が非常に強い。そのた
め、年齢を問わず、自活の手段を失うと、女
性の場合には性風俗やインフォーマルな性被
害（神待ち等）に遭うケースや、男性の場合
には一見してそれと分からないホームレス
（ネットカフェ難民等）に陥ってしまうケース
が非常に多い。しかも、このような状態に陥
った場合は、そこから抜け出すことが困難で
ある。
　現状の児童支援における課題の1つとして、
支援を必要とする児童は、学力が低い状態で
あるにもかかわらず、「家庭等における学習環
境の不備」→「一時保護による学校教育の停
止」→「施設入所に伴う転校と環境の激変」
という三重のハンディを背負っていることが
挙げられる。虐待のために児童を一時保護し
た場合、一時保護中は通学できず、しかも、
施設入所に伴って転校しなければならないた

め、従前とは異なる進度の授業を受けること
になり、友だちもいなくなる。適切な保護者
がいる場合、そのギャップを保護者が埋めて
やることができるが、施設入所した児童には
そのような保護者もいない。
　子育ては、「家庭」「学校」「地域」の三本柱
で行われるべきであるが、家庭が機能しない
のであれば、家庭の機能を学校や地域が補え
ばよいはずである。にもかかわらず、現状で
は、虐待によりダメージを受けている子ども
を、施設入所によって慣れ親しんだ学校や地
域からも引き剥がし、さらなるダメージを与
えている。
　本来は、虐待を受けている子どもに対して
学校や地域を離れずに済む支援策を講じるべ
きであるが、現状では、施設入所に至る前の
段階で、学校や地域の機能を充実させるよう
に努めることが必要である。
　今後の社会的養護の在り方について、厚生
労働省は、施設等の入所者数と里親等の保護
を受けている人数を比較して、里親制度を充
実強化するべきであるとしているが、里親制
度の充実強化自体はよいとしても、それが施
設等における養護の弱体化につながることは
絶対に阻止しなければならない。
　人口比で社会的養護を受けている児童の割
合を外国と比較すると、イギリス0.11％（2011
年）、ドイツ0.18％（2012年）、アメリカ0.12％
（2009年）に対し、日本は0.03％（2014年）に
すぎない。
　そもそも日本では子どもに対する社会的養
護に振り分けられている予算が少なすぎる。
少子化の時代に、母親を、子どもを大切にし
ない国に未来はない。

児童養護施設「子供の家」2
　同施設は、昭和24年に加藤屯氏により設立
され、昭和25年に養護施設認可を得て、昭和
33年に社会福祉法人「子供の家」が設立され
た。
　当初は幼児専門の施設であったが、受入対
象を拡大し、現在の定員は2歳～ 18歳の男女42
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名である。
　平成5年から小舎制養護（少人数のグループ
ケア）を開始しており、子どもたちは5人～ 6
人ずつのグループでケア職員の援助を受けな
がら日常生活を送っている。
　施設は一般家庭に近い2戸建のテラスハウス
のような構造で、最近内装リフォームが施さ
れ、清潔で快適である。庭には公園にあるよ
うな比較的大型の集合遊具も設置されている。
　厚生労働省は、小規模化等による家庭的養
護の推進を唱えているが、それにより職員の
心身の負担が増加し、職員が摩耗して潰れて
しまうという事態も生じていることから、同
施設では職員の待遇改善にも力を入れている
とのことである。
　日本の社会的養護は、歴史的に見て、民間
の篤志家・宗教家による実践が先行し、制度
がそれを後追いしてきたという特徴があり、
児童養護施設の運営者の間には、受け継いで
きた当該施設独自の運営を行う傾向が見られ
るようである。同施設においては、社会的養
護の内容や質にばらつきがあってはならない
という考え方で、子どもたちの最後の砦にな
るという気概のもと、訓練されたスタッフが
一丸となって適切な養育が行われるように努
力しているとのことであった。

自立援助ホーム「あすなろ荘」3
　同施設のホーム長、恒松大輔氏よりお話し
いただいた内容の一部をご紹介したい。
　自立援助ホームの歴史的な由来は、家庭に
も戻れず、住み込みでもうまくいかない子ど
もたちが、児童養護施設等の職員の名義を借
りて四畳半のアパートを共同で借り、みんな
が働きながら費用を出し合って共同生活を送
ったところにある。そのため、一般に、自立
援助ホームでは子どもにも寮費を負担する等
の一定の責任を生じることになっている。
　対象者は、15歳～ 19歳の男女で、本人が明
確に入所を希望していることが必要である。
同施設の現在の定員は原則として男女各3名で
ある。

　施設はほぼ一般家庭と同様と言ってもよい
一戸建てであるが、子どもの在宅の有無程度
が把握できるようにする一方で、自然な形で
子どもたちのプライバシーが守られるような
構造的な配慮が施されている。清掃・整理整
頓が行き届いており、清潔で快適である。
　同施設では、子どもには社会に飛び出す時
期を自分で判断する権利があると考えており、
個人差があるが、平均すると1年半くらいで
退寮している。また、同施設では、退寮後も
「何かあったら相談してくれる」関係を継続す
ることに努めている。
　恒松氏によれば、女子の退寮者から「生ま
れて初めて何の見返りも求めない大人に出会
った。」と言われたことがある、とのことで、
ほかの子どもたちも同様に思っているのでは
ないか、と言う。恒松氏の「普通の大人たち
は、子どもに見返りを求めないものなんだ、
と伝えたい。」という言葉が印象的だった。 

「子供の家」において、見学者一同
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　子どもの権利に関する委員会では、平成28
年11月11日（金）に、水府学院を訪問しまし
た。

少年院とは1
　少年院とは、ご存知のとおり、家庭裁判所
で保護処分を受けて送致された少年と、刑事
裁判で刑を言い渡され少年院に収容されるこ
とになった16歳未満の受刑者を収容し、それ
らの者に対して矯正教育その他の必要な処遇
を行う法務省管轄の施設です。なお、少年院
法は近時改正されており、平成27年6月1日よ
り新たに現行の少年院法が施行されています。
　少年院は、保護処分の執行か刑の執行か、
犯罪的傾向が進んでいるか、医療的な対応が
必要かどうかという基準によって、第1種から
第4種までの種類に分かれています。第1種少
年院は、旧少年院法下の初等少年院と中等少
年院を併せたものに、第2種は特別少年院に、
第3種は医療少年院におおむね相当します。第
4種少年院は、少年受刑者を収容するもので
す。
　

水府学院の沿革・概要2
　水府学院は、昭和22年に開庁しました。平
成24年に薬物非行の指導重点施設に指定され、
平成27年の現行少年院法施行後も薬物非行防
止指導の指導重点施設に指定されています。
JR常磐線友部駅からタクシーで15分ほどの場
所にあります。
　今回、当委員会では、特殊性の少ない少年
院を見学しようと考え、水府学院を選びまし
た。
　同院は、第1種少年院なので、「保護処分の
執行を受ける、心身に著しい障害がないおお

むね12歳以上23歳未満のもの」が収容対象者
で、矯正教育課程が「社会適応課程Ⅰ」に指
定されているため、「義務教育を終了した者の
うち、就労上、修学上、生活環境の調整上等、
社会適応上の問題がある者であって、他の課
程の類型には該当しないもの」が収容されて
います。その中でも、同院には、おおむね15
歳から17歳までの少年が収容されているとの
ことです。
　在院者は、近時40～50名程度で、定員に対
する収容率は、おおむね50％前後を維持して
いるということでしたが、長期的に見ると、
近年の少年事件の激減を反映してかなり下が
ってきています。

水府学院の処遇内容3
（1）在院者の処遇
　水府学院では、入院から出院までおおむね
11か月が標準教育期間とされています。この
期間の間に、在院者の段階に応じて各種の処
遇がされます。
　処遇内容の特徴としては、パソコンスキル
の検定や高卒認定試験の受験を推奨している
とのことです。資格のための勉強等は、自由
時間や休日に行うほか、例えば試験前等事情
によっては消灯時間の延長も認められている
とのことでした。また、広いグラウンドや、
夏場はプールも使用して、運動も比較的多く
取り入れているとのことでした。
（2）その他の役割
　水府学院は、在院者に対する一般的な処遇
のほかに、薬物非行防止指導の指導重点施設
としての役割も担っています。年に2回、東日
本の各種少年院から参加者が集まり、水府学
院で薬物乱用防止のプログラムが実施されて
いるそうです。もっとも、このプログラムに
は、保護処分の残期間や適性等の基準を満た
す少年しか参加できないため、実際には各回
の参加者は10名にも満たないことがほとんど
だということです。

武村 雄大（68期）  ●Yudai Takemura

水府学院訪問記
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見学の感想4
　今回、水府学院への訪問を希望したのは、
少年事件に携わるにあたり、保護処分として
選択され得る少年院での処遇について実際に
見聞しておきたいと思ったからでした。
　施設の雰囲気は、思ったほど物々しいもの
ではなく、例えるなら、事前に抱いていた刑
務所のようなイメージよりはむしろ、学校に
近いような印象でした。施設内に少年らの美
術作品などが展示してあったことも、そのよ
うに感じられた一因かもしれません。もっと
も、施設内で扉を通るたびにしっかりと施錠
されることや、集団で移動していた少年らが、
私語も笑顔も一切なく整然と行進していた様
子など、単なる学校ではないということを思
い出させるものもいくつもありましたが。
　見学に際しての説明や質疑の中で印象的だ
ったのは、面会や家族等に関するお話です。
少年らにとっては、家族等とのかかわりが最
も大切だと考えており、水府学院では面会の
ない時でも家族等に手紙を書くことを推奨し
ているというお話や、実際多くの少年が面会
を楽しみにしているというお話を聞き、その
通りだろうなと思う反面、入所する少年には

複雑な家庭環境で育ってきた者もおり、必ず
しも全員が家族等と親密に交流できるわけで
はないというお話もありました。水府学院に
は元付添人が面会に来ることはほとんどない
というお話とも合わせて、付添人として何が
できるのか、どこまでのことをするべきか、
改めて考えさせられました。
　このように、実際に少年院で日々少年と接
している職員の方から直接お話をうかがえた
ことは有意義でしたが、今回の施設見学にお
いてひときわ強く私の印象に残っているのは、
見学の際に少年院で見かけた少年たちが、は
っとするほど幼く見えたことでした。もちろ
ん、15歳から17歳までという少年の中でもど
ちらかというと幼い少年が在院しているから
ということもありますが、事件態様などから
見えてくる背伸びした少年像を、少年の実像
のようにとらえていたところがあったのかも
しれません。次に少年に会う時どう接したら
よいか、会っている少年の背景にどういう環
境があるのかなど、改めて問い直された気が
します。
　最後に、今回お世話になりました水府学院
の皆様にはこの場を借りて御礼申し上げます。
ありがとうございました。 
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