


第 4章 施設退所者支援の実践事例 (平成 18年度～平成 22年度 )

年 齢 20歳 性  男可 男 退所年月 平成 20年 3月

在所期間 1年 10ヶ 月 最終学歴 中卒 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

父親のネグレク トと行方不明を主訴 として中学 2年生時に入所した。他の親族 とは疎遠

であり、中学卒業後の進路を決めていく中で本人からは就職の希望が出ていた。

入所前の生活環境からかエネルギーに乏しく、独特な性格で不登校傾向にもあつた。施設

からは高校進学を勧めたが、勉強をしたくないという消極的な理由から中学卒業後の進路

に就職を選択 した。就職先は見つかつたが中卒であり住居のついた就職先ではなかった。

保護者である祖父との折 り合いも悪く、就職後の生活拠″点がないことから、自立ができる

まで施設で措置延長 して生活をさせたが、就職先である食品製造工場でも朝起きられず無

断欠勤したり、同僚とうまく関われない等の課題をクリアできず退職 した。その後の半年

間も施設で生活 しながらアルバイ トなどを行い、救護施設等の利用についても検討を繰 り

返した。 しかし、半年間で貯めた貯金もほとんどなく、再度措置延長をかけるか協議をす

る中で、本人より「祖父宅にて生活をしたい」という希望が出たため、家庭引き取 りとな

った。 しかしほんの数 日後には施設の先輩を頼って上京 してしまった。

現在も当時担当した職員には電話で相談が来る関係を継続 している。

年 齢 20歳 ″性 月U 男 退所年月 平成 19年 3月

在所期間 13年 最終学歴 中卒 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

母親の精神疾患のため乳児院に入所 し、その後措置変更で児童養護施設へ入所 した。軽度

の知的障害があったため、中卒後の進路に職業副練校を選択 して退所 した。職業訓僚校在

校中の帰省先が無いため、長期休みの際には施設が受け入れする形をとり帰省させた。

職業副|1練校在校中に身体の変調を訴えていたため、帰省時に職員が付き添つて受診すると、

悪性腫場が発見され即時入院・治療が開始された。親族は本人の病状を理角年・支援するこ

とができなかったため、関係機関への連絡・入院中の看病・手続き等の全てを施設職員が

行った。入院中に職業訓練校を卒業 した形 となり措置が切れてしまったが、手術・入院治

療中の半年間の医療費についてはほとんどが控除され、本人への負担は少なかった。 しか

し、身の回りの生活品等については本人の貯金から退院後に清算するという形で職員が立

て替えを行った。入所中に担当していた職員が勤務時間後や休 日を使って本人のもとを頻

繁に訪れ、職員の方が体調を崩 して入院してしまったというエピソー ドもあつた。

退院後にも週 1度の通院があり、体調もまだ万全ではなかったため、寮内の一室を本人に

貸 し与え、更に半年間の療養を行った。以前在籍 していた司|1練校の協力も得ながら、就職

先と転居先を探 し、入院より約 1年後に自立を果たした。就職後 しばらくは施設職員の定

期的な訪間を継続 して行った。
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年 齢 20歳 性  別 女 退所年月 平成 21年 3月

在所期間 3年 6ヶ 月 最終学歴 高卒 現在の居住地 県内

【支援の具体的内容】

高校卒業後に就職したが、精神不安定等の理由により出社できなくなり引きこもつてし

まった。一旦施設へ連れもどし、生活指導等を行いながら施設の一部を貸し出して生活さ

せ、施設から通勤させたが、 loヵ 月ほどで退職してしまった。

その後は生活支援施設へ移り、精神科受診をしながらの生活を始めた。生活保護を受けな

がら就労ヨ|1練 を続け、1年半を経て自立に向けてアパー トを借りて 1人での生活を始めた。

現在も施設職員からの助言などを継続し、就労訂練モ)続 けている。

年 齢 18歳 性 月U 男 退所年月 平成 21年 4月

在所期間 2年 10ヶ 月 最終学歴 中卒 現在の居住地 県外

【支援の具体的内容】

実母からの虐待で中学 1年生時に入所した。情緒的な安定感に欠け他罰的な傾向が強かっ

た。感情的になると、果れる 。物を壊す 。飛び出すなどの行動があった。中卒までに実母

との関係改善に至らず、知的能力は高いが学習意欲が低かった為高校受験に失敗し、市外

の飲食店に住み込み就職 した。卒業時には母親 と交流が持てるようになつてお り、就職後

は雇用主からも「仕事の覚えが早い」と評価を受けていた。 しかし翌年になり、遅亥Jをす

るなど勤務態度に問題が出始めた。職場の先輩との トラブルで暴力をふるい、雇用主から

叱責されるも、自身の行動を正当化 し、反発的な態度で感情的になり飛び出してしまった。

母親 と施設へ連絡が入 り、職員が市内の別の卒園生の所へ探 しに行 くと本人がいた。話を

しようと試みるが逃げてしまい、自分の職場の寮に戻つたところで母親が発見した。雇用

主からは解雇 されることになり、母親は自宅のあるA県に本人を連れて帰つた。 しかしそ

こでも再就職するが、朝は起きない、雨が降ると仕事を休むなどし、母親 とも日論から暴

力を振るうようになってしまったため、母親は本人を置いていなくってしまい、本人とも

現在は連絡が取れない状況になっている。

年 齢 21歳 性  男可 男 退所年月 平成 21年 3月

在所期間 15年 7ヶ 月 最終学歴 局 牛 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

入所中からてんかんの治療を行っており、現在もS市医療センターに通院治療している。

就職先で勤務中に発作が起きて救急車で搬送された。その際の病院との対応を施設が全て

行った。その後は処方されたてんかん薬の服用について、定期的に本人へ確認し、連絡を

とつている。
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年 齢 20歳 性 丹j 女 退所年月 平成 20年 3月

在所期間 10年 最終学歴 中卒 現在の居住地 県外

【支援の具体的内容】

実父・継母からの虐待 (ネ グレクト)で幼稚園年長時に入所した。当時から人との信頼関

係を結ぶことが難しく、友人関係でのトラブルが多かった。高校 2年生の時に友人との ト

ラブルで不登校となり退学した。入所当時から保護者との関わりが薄く、保護者の人格的

な問題もあつて支援の期待が持てず、担当職員が求職活動を支援し、本人が希望するエス

テ関係の求人を探し出した。しかし実習をさせてもらったが不適応を起こしてしまった。

その後ハローワークを通じて I市のホテルに就職した。本人にとっての人間関係は「助け

合う関係Jと いうより「利用しあう関係」という感覚で、自分にとって役に立たないと判

断した相手のことは切り捨ててしまう傾向が強く、他1罰傾向の強さは異性関係においても

見られた。施設職員に対しても助言を求めてくることもあったが、自分の言動を否定され

ることを妹った。その後はホテルを退職し、「収入が多いから」という理由でキャバクラ

に勤めた。その際にも職員が反対すると、「私には夢がある。長く勤める気はないしそん

な馬鹿 じゃない。」と言い、聞く耳を持たなかった。その後はしばらくしてキャバクラを

辞めてエステの仕事を始めたと言つていた。

現在も何かと問題にぶつかると相談の連絡をしてきたり、施設のある地域で地震があった

際には真っ先に「大丈夫 ?」 、と心配してくれるような関係を維持 している。

年 齢 20歳 ″性 男可 男 退所年月 平成 19年 3月

在所期間 1年 最終学歴 中卒 現在の居住地 不 明

【支援の具体的内容】

中学 2年生まで知的障害児施設で生活 してきたが、本人の夢 (プロボクサー)を叶えるた

めに施設 と学校で協力 し、中学 3年生時より児童養護施設に措置変更となつた。担任教師

も市内のボクシングジムに送迎する等手厚 く関わってくれた。住込み就職が出来るボクシ

ングジムを訪問し、ハローワークで仕事を探 しながら宿泊してのジム体験を繰 り返 した。

中卒での仕事の紹介はなかったが、中学卒業に合わせてボクシングジムヘ入門し、ジムに

住み込みしながらジム会長の日利きで土木系の会社に勤められることになっていた。 しか

し入門直後より、ジムワーク・仕事等は一切行わず、地元の非行少年と無免許でスクータ

ーを運転する等の不良行為を繰 り返 したため、ジム会長も面作Jを見きれなくなり、施設ヘ

引き取 りの依頼があつた。児童相談所 と調整の上で施設職員が現地へ本人を連れ戻 しに行

き、児相で一時保護 した。
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年 齢 21歳 性  月U 女 退所年月 平成 21年 3月

在所期間 15年 9ヶ 月 最終学歴 専門学校 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

高卒後本人の希望により県立の専門学校に入学した。しかし家族からの支援がなかった

ため、入学金や授業料等の支ryAぃの問題があった。施設で土・日曜日の調理の仕事を手伝

いながら授業料等を納めた。また、施設から近くの駅まで送迎し、交通費の負担を軽減し

た。

年 齢 19歳 性  月U 女 退所年月 平成 23年 3月

在所期間 11年 最終学歴 向 牛 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

高校卒業後に社員寮のある会社へ住み込み就職 した。 3月 ・ 4月 前半には頻繁に生活の中

の小さい相談事などの電話があった。 4月 ・ 5月 に元担当者から最近の様子を聞く電話を

入れた際には元気であるとの回答だったが、6月 に本人から電話があり体調不良で4Slれ た

とのことだった。す ぐに担当職員が現地へ向かい病院の受診に付き添った。原因は栄養が

偏つているとい うものであった。本人曰く「お金を節約するため」 とのことだったが、食

事を 1日 2食 しか食べずに過ごしていたことがわかった。

退寮に向けて調理実習・体験、栄養指導等について重フ点的に行ってきたが、現実生活では

実行されていなかった。担当が急返会いに行ったことで事の重大性を理解でき、その後は

これからの生活プランを担当と一緒に考えた。また、金銭の使用方法、栄養面等の体調管

理について再指導 した。迷惑をかけてしまった会社 との調整も施設が間に入つて行い、復

帰後の環境を調整 した。その後 しばらくは施設へ週 1度程度のペースで電話があったが、

それ以降は安定してくると電話も少なくなっていった。

現在も継続して月 1度程度の電話を行い状態確認を行つている。また、行事等で施設へ顔

を見せた際にも話 しを聞くなど、状態を確認 している。

年  齢 20歳 性  月U 男 退所年月 平成 18年 3月

在所期間 3年 最終学歴 中卒 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

中学卒業後に就職したが 1年程で就職先を辞めてしまった。転職先を本人と探したが、見

つかるまでに約 3ヶ 月かかった。住居に関しては転職先の親方と話をつけ、会社でアパー

トを借 り上げそこに入居する形をとってもらった。家賃等は収入を得たうえで差し引くと

いうことにして施設が会社と調整をした。当面の生活費については本人の貯金と施設の立

て替えで凌いだ。
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年 齢 20歳 性  月咽 女 退所年月 平成 23年 3月

在所期間 11年 最終学歴 向 牛 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

高校卒業後にアパー トを借 りて就職 自立したが、半年ほどで就職先を辞めてしまった。親

族等には受け入れ先が無く、アパー ト契約で貯金も全くなかったため、収入がなくなると

すぐに出なくてはならない状態にあつた。再就職の意欲もないため自身では行動できなか

つた。元担当職員が児相・祖母・里親等と調整 し、アパー ト契約の継続ができるように再

就職のための指導とハローワーク等への付き添いを行った。祖母からの支援でアパー ト生

活を続ける事ができ、その後は新 しい就職先も決まって現在も続けているが、施設退所時

には「そのうちなんとかなる」といった廿い考えがあり、現実に直面できていなかった。

本人自身、仕事を辞めた事でようやく現実的にアパー トに住めなくなるということが実感

でき、「初めてとても困つたJと 言 う話しがあつた。職員の支援をもとに再就職し、それか

らは意識に変化を持ち、自身の状態を自党 して生活するように心がけはじめ、その後は生

活が安定している。

年 齢 19歳 性  別 男 退所年月 平成 20年 3月

在所期間 13年 2ヶ 月 最終学歴 中卒 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

中学卒業後に住み込み就職をした。その後 3ヵ 月ほどして就職先から「本人が寮から出て

行つてしまった。おそらく自宅に帰ってしまったと思われる。」と施設に電話があった。

元担当職員が家庭訪問して本人の説得に当たった。理由は「寮の中で先輩に怒られるから。

とのことだった。怒られた理由は出勤時間になっても本人が起床 しないことが原因であっ

た。 2時間ほど説得し本人を職場へ連れて行き、訪寸罪させて一旦は復帰させた。

それから約 1年後、本人の父親が施設に来所し「本人に携帯電話を持たせたが、使用料

が高額になっていて困つている。職場へ行って今すぐ本児 と会わせろ 1」 と訴えてきた。

職員が職場へ連絡すると、本人は仕事の現場が遠方であった為、連絡が取れない状態であ

つた。すると父親は 「職場へ (本人が)今すぐ静岡に戻つてくるよう言え !給料を前払い

させろ !」 とものすごい剣幕で訴えてきた。職員が父親を落ち着かせ とにかく本人が出張

から戻つてくるのを待つよう伝えた。約 3時間ほどして父親は帰って行つたが、その後は

3日 間ほど続けて施設に来所し、本人の職場に対する愚痴を 1時間ほど話 していく日が続

いた。結局本人が出張から戻ると父親がその職場を辞めさせてしまった。
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年 齢 20歳 J性 月U 男 退所年月 平成 18年 3月

在所期間 5年 最終学歴 中卒 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

中学校卒業後に自動車部品製造会社に就職したが、 1年半で退職してしまった。施設職員

が一緒に転職先をハローワーク・知人等、約半年ほどかけて本人とともに探した。知人の

会社社長の不動産を紹介され、アパー トに入居した。保証人については、施設職員から不動

産会社・大家さんへ事情を説明し、現在の家族構成のままでの了角牢を取り付けた。生活費

については、本人の貯金と施設の立て替えで当面を竣いだ。

年  齢 18歳 性  別 男 退所年月 平成 20年 3月

在所期間 4年 10ヶ 月 最終学歴 中卒 現在の居住地 県 内

【支援の具体的内容】

中学卒業後に就職 して 1年が経過 した頃、本人が施設に相談のため来所した。内容は彼女

を妊娠 させてしまい、彼女の保護者が 「中絶費用を払えJと 言ってきて困つている。 「費

用を半分出すJと 伝えたが納得 してくれないとのことだった。その数 日後、相手 (彼女)

の保護者から施設に電話があり、 「今から施設に行くので、話を聞かせてほしい。」との

ことで来所した。職員が対応して 1時間ほど話をした。その後は保護者からの連絡はない

約 2か月後本人が再び相談のため来所 した。 「仕事を辞めた。理由は寮で先輩に暴力を

振るわれるから。さらに頭を丸刈 りにされた。 とりあえず今は友人宅に身を寄せている。

とのことだった。暴力や丸刈 りにされたのは出勤時間になっても本人が起床 してこなかっ

た日が何 日も続いたからのようであった。元担当職員が対応 し、とりあえず早く次の仕事

を見つけて収入を得るよう約 1時間の面接指導をした。数 日後、就職先の方が本人の荷物

を施設に届けて下さり施設で預かった。約 2週間後本人 と新 しい就職先の方が車で来所 し

て本人の荷物を持って行ったが、数か月後警察から施設に電話があり、「無免許で原付を

運転 していたため逮捕 した。本人は未成年で保護者不在のため身柄引き渡 しができなので

以前入所 していた施設の職員に迎えに来てほしい。」との内容だった。元担当職員が警祭

へ行き本人の身柄引き渡 しに対応 した。

その後も約 2年で新 しい職場を辞めてしまい、現在の生活は混迷を深めている。
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年 齢 19歳 性  月町 女 退所年月 平成 22年 3月

在所期間 14年 9ヶ 月 最終学歴 高校卒 現在の居住地 不 明

【支援の具体的内容】

高校卒業後に就職 し、 3月 81日 に職場へ入寮した。 しかし4月 25日 に会社から「本人

が体調不良で3日 程休んだ為寮を確認 しに行ったが不在だった。本人の携帯に連絡をした

ところ、施設で休んでいると言 うことであったため、施設で確認 してほしい。Jと いう依

頼の電話があった。施設からも本人に連絡をしてすぐに職場の寮に帰るよう指導した。そ

の後の 5月 29日 、再度会社から「本人が最近職場へと出勤 していない。全く連絡も取れ

ない状態」との電話があつた。 「本人のことで話をしたいので来て欲 しい」とのことでも

あつたため、職員が職場へ赴いた。本人の気持ちを聞き今後どうするのかを話 し合った。

「頑張る !」 と言 う発言があつたため、職員と一緒に頭を下げてお願いをした。 しかしそ

の 3日 後には再度会社から連絡があり、 「もう無理です」とのことだった。寮からも出て

行くように言われてしまった。

その後は伯母宅へ行くことになったが、再就職も決まらずその後消″自、不明となった。

年 齢 23歳 性  男U 男 退所年月 平成 19年 3月

在所期間 1年 最終学歴 向 牛 現在の居住地 県 外

【支援の具体的内容】

高校 2年生の夏頃より無気力な状態になりはじめ、学年末の段階で高校中退を希望した。

通っている学校が遠かったこともあったため、負担を軽減するよう高校 3年生へ進級する

際に近隣の施設へ措置変更した。高校卒業後に従業員寮がある企業に就職 して会社との4

キロの距離を自転車で通い始めた。 9月 頃になり出社していない状況が増えたことで会社

から連絡があり、職員が会社へ出向いた。先輩と金銭面の トラブル (貸 したお金を返さな

い)で亀裂が入つたり、就業時以外は会社の目の前にあるパチンコ屋に入 り浸った り、寮

の室内にゲーム機を置いて就寝を顧みずにゲームに熱中している状況にあつた。その結果

10月 で退職 となった。新 しい職場が見つかるまでは寮に住まわせてもらうことを施設か

ら会社にお願いし、了解をもらつた。

その後は週 1回の頻度で職員が出向き職探 しに明け暮れるが、本人は危機意識が薄かった。

年明け 1月 に人材派遣会社に就職が決まり、寮付きの会社に派遣された。本人からは 「仕

事を辞めなければボーナスや保険、有休などしっか りあった。残念なことをした。」との

話があった。

現在も継続 して元職員が連絡をとり支援 している。
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(平成 18年度以前 )

年齢 31歳 性 月j 女 退所年月 平成 8年 3月

在所期間 10年 lヶ 月 最終学歴 中卒 現在の居住地 県内

【支援の具体的内蓉】

母子家庭で妹 と共に託児所に置き去 りにされ、そのまま母行方不明のため入所した。親

族 との交流はなく身寄 りがない。本人の希望もあり進学せず紡績会社に就職 したが、赴任

日の夕方に会社から無断外出して施設に戻つてしまい退社 した。その後医院の住み込みで

看護助手を希望して赴任するも、 3日 で部屋の押し入れに閉じこもったまま出社せず退社

した。その後友人の母の紹介で建設会社の寮に入るが、また数 日で出社拒否 して退社 した。

この間、赴任するたびに職員が毎 日のように出向いて生活の世話をし、退社になる度に施

設に連れ帰って生活をさせ、本人の意思を確認 しながら次の進路を探 していたが、出ては

戻 りの繰 り返 しの中、本人も甘えや慣れが強くなり、生活が乱れることにより他の児童か

ら算定をかうようになった。同年 8月 に高校中退し住み込み就職を探していた同学年女子

と共に水産会社に就職が決まった。同学年女児が一緒であったためとりあえず仕事は順調

であったが、職場内で異性関係の問題や金銭問題を起こし、その都度職員が出向いて対応

した。1年足 らずで友人宅に転がり込みそのまま退社 した。数年後に結婚 して母 となった本

人と再会 した際には、 「あの頃は寂しくて仕方なかった」との話 しがあつた。

年齢 26歳 性  月可 女 退所年月 平成 16年 3月

在所期間 15年 最終学歴 高卒 現在の居住地 県内

出生直後に字L児院に入所 しその後児童養護施設に措置変更となった。私立高校卒業後に就

職自立した。実母は未婚で本人を出産 したが統合失調症を患ってお り、また養育意志がな

いため施設 とは全く関係を持たなかった。本人は就職後に職場の人間関係から精神状態が

悪くなり退職 した。その後施設職員の支援で旅館のパー ト職員として働き始めた。 しかし

情緒的に不安定で、注意を受けると相手に乱暴な態度や威嚇するような言動をとり、少 し

時間が経つと何事もなかったようにケロッとしているなど対応に困っているとの相談が施

設に入つた。結局 3ヶ 月程度で退職することになり、担当職員の支援でアパー トを借 りて

対応 した。アパー トに入居 してからも職員が継続的に関わっていたが、精神的不安定さは

益々ひどくなり市の障害福祉課に相談する。医師の診断を仰 ぐため精神科を受診 して入院

した。診断結果は 「人格障害型統合失調症J。 退院後は障害年金を受給しながら職親の所

へ住み込みで仕事を始めた。 しかし服薬を怠る中で幻聴に見舞われ飛び降りを図り、腰骨

と足を骨折 して入院。 リハビリ終了後に精神科入院に切 り替えた。結局仕事は解雇されて

しまった。施設職員で入退院手続きや引つ越 し援助など継続的に関わつているが、未だに

入退院を繰 り返 している。保護者の支援を得 られない中、公的機関、精神科の病院の相談

員と連携 しつつ支援していくしかない状態である。
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施設退所者支援実践事例の集計表

分類
平成 18年度～平成 22年度

(16人中)

平成 18年度以前

(2人中)

男性 10人 0人

女性 6人 2人

小  計 16人 2人

中卒 9人 1人

向 牛 6人 1人

専門学校卒 1人 0ノ、

小 計 16人 2人

県 内 12人 2メ、

県外 2人 0ノ、

不 明 2人 0メ、

小  計 16人 2人

具体的支援内容 件数

施設の一部を開放 して生活 させる 4

中卒後から自立までの措置延長 1

訓1練校の帰省先の受け入れ 1

医療関係 (入院時の看病・手続き等 ) 4

退職後の支援 4

会社解雇後の対応 (連れ戻 し・投索 ) 4

就職活動の支援指導 4

アパー ト契約・ハローワーク等への付添い 5

施設の調理業務へ雇用 1

電話等での継続的現況確認 3

生活指導全般 11

生活費等の立替 3

身元の引き受け 1

継続 した訪問 3

※複数回答を含む
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支援の実践事例についてのまとめと考察

中卒・高卒を問わず、施設退所者たちの社会への適応はとても困難であつた。

過去 5年間の実践事例に多く見受けられたものは、施設退所者が就職先の会社を退職 した

後の生活支援や就業支援を施設職員が懸命に行なっているという実態である。 トラブルを

起こした会社 との間で調整役の役割を果たし、捜索・連れ戻 し '生活指導・再就職の支援

(ハ ローワークヘの同伴等)。 新たな住居等の手配・契約、病院の付き添い、更には施設か

ら生活費の立替や、施設の一部を開放 して生活をさせるなど、その具体的な支援内容は緊

急性を持つ リアルなものが多い。

施設で生活をしている間は、職員から様々な支援を受けることができる。 しかし児童は

退所 して初めて社会の様々な困難に直面 していくこととなり、支援のタイ ミングの難 しさ

と大切さを実感させ られた。退所者たちからの SOSのサインを我々がより早く、どのよう

に気付き、どのように関わっていくことができるのかがポイン トである。 どの事例も退所

者たちの生活の困難が見受けられるが、多くは施設職員が介入 したことで具体的支援がで

きたケースである。 しかし、その支援は職員個人の働きに止まっている場合が多い。アフ

ターケアをより確かなものにするためには、施設 (組織)と して支援・応援できる体制が

必要である。

一方で、今後も退所 していく児童との関わりをより充実していくために、入所の時から日カ

の生活の中で、児童たちとの信頼関係を作ることの必要性を痛感 した。
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