


第 5章 調査結 果の総括 と課題

≪調査の結果から≫

今回の調査は、直近の過去 5年間に退所した人 (101名 )カミ対象であったため、比較的連絡がとり易

く、施設とのや りとりができた人が多かったが、その一方で既に居場所が特定できない人 (16名 、16%)

もいて、生活状況の不安定さが想像できる。

調査結果から、私たちが気づかされたことや、今後に向けての課題が明らかになったと考える。私た

ちの 「気づきJと 、迫られている課題を以下に絞って掲げてみる。

した人たちは、施設職員を頼 りにしている

施設職員を支えにしている人が多く、施設を退所 して初めて一人で社会の中で生活をしたことにより、

改めて施設での生活を振 り返って感 じたことや分かったことなどが表現されている。

この結果は職員にとつて大いに励まされるものであるが、同時に入所中に、職員は何を意識 し、何を

目的に支援をするのか、再確認 させてくれるものでもある。

全体として、施設を退所 した途端に社会の厳 しさにさらされ、様々な葛藤を抱えて孤独や不安に押 し

つぶされそ うになりながらも、多くの退所者それぞれが、何とか踏ん張つて生きている姿が印象的であ

る。

家族 とい う資源が活用できない退所者にとって、施設 との関係を断つとい うことは、ただでさえ活用

しにくい社会資源を断つことにもなる。施設職員である私たちの存在は、退所者にとって、大きな社会

資源であることを自党したい。

2 所後の最初の 1年間が支援の最重要時期であり、退所後 3年間は特に見守 りが必

今回の調査により、退所後の最初の 1年が、いわば、「社会生活へのソフ トランディング」として、具

体的支援が最も必要な時期であることを教えられた。退所児童にとつて、新たな環境に国‖染み、新たな

人間関係を構築 していくことは、覚悟があってもたやすいことではない。調査の結果、施設を退所する

時の就職先は、中卒の児童で 1年以内に 57.2%、 3年以内に 100%全員が辞めている。高卒児童では同

じく施設退所時の仕事を継続 していない人のうち、約半数 50.1%の人が 1年以内で辞め、3年以内では

87.6%の 人が辞めている。それぞれに本人なりの理由はあるだろうが、仕事を辞めると即座に経済的な

困窮をきたし、経済的困窮は人間関係に支障をきたす要素を多く含んでいる。「経済的貧困」と「人間関

係の喪失」が重なった時、大きな危機に道遇する可能性が高くなる。

長い目で見れば、退所者に対する施設の姿勢は、「立ち入らず、立ち去らず」が原則だと考えるが、特

に退所後 1年とい う期間に限つては、素直に頼った り、好意を受け入れたりすることが困難な児童もい

るが、「断られてもあきらめず」の覚悟を持つた施設職員の積極的支援体市Jが必要である。

3. 入所中における職員 との信頼関係があってこそ退所後の支援に繋ぐことができる

児童は、施設入所に際しての納得のいかない経過や、年長者になるにつれ施設と一般家庭との格差を

実感することにより、当然のことながら、施設の日課やルール・役害Jな どから施設生活に疑問を持つこ

とが多い。施設で生活をしていることの意味づけや一定の納得がなければ、施設生活を苦痛に感 じ、そ
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れが施設への不満、職員との トラブルに原因になり、結果として退所後の支援もが難 しくなるという悪

循環に陥ることになる。インケアの充実こそが実 りあるアフターケアに繋がるのである。

一方で、虐待や発達障害などの様々なハンディを抱える入所児童が増え、職員 との信頼関係を作るこ

とが大変困難になっている現状もある。施設にいる自分を肯定的に捉えることができて初めて職員や仲

間との信頼関係ができていく。様々なアプローチの方法を学んだり、医学的な知見に学ぶことが必要で

あるが、後段で掲げる施設在所中の 「生い立ちの整理 (ラ イフス トーリーワーク)」 の必要性や、生活環

境の整備 (養育単位の小規模化など)、 さらに、子どもたちの意見表明権が尊重された施設運営などが課

題 として迫られている。

中における日々の暮 らしの中にこそ信頼関係を築く土台がある

職員 と児童、または児童同士のなにげない時間の共有は、 日々の暮 らしの中での積み重ねである。そ

して自分たちの場所であると感 じることのできる「いつもJを職員と子どもで作 り出していくことが施

設における日々の暮らしでもある。なじんだ世界の豊かな中身は、衣食住にまつわる具体的な積み重ね

に支えられている。掃除や洗濯をすること、料理を作ること、そして共に楽 しく食事をすること・ … 、

それは生活を形作っているひとこまひとこまの積み重ねである。そうした日々の積み重ねが、そばにい

るだけで安心できるという職員の存在になっていく。そして、その時間の共有を通 して思い出づくりが

なされ、ときにはそれが心のよりどころになつていくのであろう。

今回の調査で退所 した人たちの多くは、私たち施設職員を頼 りにしていることが分かった。そして人

と人を繋ぐ信頼関係の土台作 りは、日々の暮らしの中にこそあることを改めて確認 した。施設において

は、この 「守 られた時間」をいかに保障していくのかが課題である。「生活を流さない」ことを反勿 し、
「生活を組み立てる」役害Jを担 う職員は、その中身の検証が常に求められている。

い立ちの整理の重要

退所 した後も親や家族との関係の葛藤が多く見られる。本人が一生抱えていかなければならない課題

であるとしても、入所中にどれだけ真実を伝え、身近にいた職員が 「生い立ちの整理 (ラ イフス トー リ

ーワーク)」 ヤこ関わることができていたのか疑間が残る。「どんな親であったとしても、親戚でも会わせ

て欲 しいし、居場所がわかれば教えて欲 しかつた。」今回のこのような声を私たちは心の底から受け止め

る必要がある。断片的な記憶 しか持たない子どもたちは、自身の現在 と過去を折 りあわせ、未来へ繋ぐ

物語を作る必要がある。親や家族 と折 りあいをつけながら生きていくためには、「自分の家族のことを知

ること」「過去の人間関係について知ること」が必要である。勿論、年齢や時期、タイミングや伝え方に

は十分な配慮が必要であるが、親の現実を知 り、親への思いが変化するなかで、自己肯定感を取 り戻す

きつかけとなる。親を客観的に捉え、乗 り越えていくためにも、「子どもの権利Jと して入所中に取 り組

まなければならない重要な柱のひとつである。
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6 リー ビングケアの必要

「わからないことが多すぎる」と答えた人がいる。「料理の仕方J「銀行での手続き」など退所に向け

た リービングケアは、具体的な生活技術の獲得であり、そのために必要な体験は施設で最大限の配慮が

必要といえる。

しかし、具体的な知識や技術の獲得には職員 との信頼関係 という前提条件が整った上で意味をなすも

のであり、その上台が不安定な状況では、必要な知識や技術の学習であつても自立支援には繋がらない。

また、社会生活を営む上での現実的、具体的なスキルは、実際には社会に出てから学ぶこと、或いは

学ばざるを得ないことの方が圧作」的に多い。「困つた時J「分からない時」「迷った時Jに周囲の身近な人

に 「聞く」「教えてもらう」「助けてもらうJな ど、いわば「自らSOSを発する勇気と素直さ」を身につ

けることこそが最大のリービングケアであり、それはインケアにおける子どもの成長を推 し沢Jる 大きな

目安のひとつでもある。

7 活環境の整備の必要性―養育の小規模化と年長児童の養育のあり

「年上の子の機嫌を見ながら生活するのが妹だったJ「一人で居たくても無理や りに遊びに付き合わさ

れた」「個室が欲 しかった」・・・、これ らの回答には、様々な要因や背景が考えられるが、施設は自立

に向けた意識が育ちにくい環境 ともいえる。集団生活にあつても一定のプライバシーが確保できる環境

が求められている。これ らの改善のためにも、養育の小規模化の推進が必要であろう。

また 「規則が多いJ「 自由がない」という多くの声に応えるためにも特に年長児童の養育のあり方にも

並行 して取 り組むことが求められている。

8 学や専門学校を希望する児童への経済的支援の必要

現行の特別進学支度金だけでは、進学の道は極めて狭き門と言わざるを得ない。 さらに進学できたと

しても、今回の回答にもあつたように、各種の奨学金を借 り、アルバイ トに追われる日々が現状である。

アクシデン トが起これば、常に退学と隣り合わせの状況である。職員や入所中の子どもたちの夢であり

希望の存在であるにもかかわらず、個人の負担に任せすぎている現状がある。

一方で、大学や専門学校への道を職員や子どもが 「最初から諦めている」ことはないかを問い直す必

要がある。今回、インタビューに応じてくれた大学在学中の二人は、揃って「高校卒業後の進路について、

最初は大学進学など全く視野になかったが、施設職員からの大学進学の提案を受けて話 し合いを続けた

結果、厳しいことは承知の上で、大学進学を決意 した。Jと 述べている。勿論、上級学校への進学は、現

状においては職員と子どもの双方に相当な覚悟が必要であるが、あとに続くパイオニアを送 り出し、こ

の道を確かなものにするためには、施設職員は、大学や専門学校を視野に入れた積極的な進路指導が求

められている。

9. 人と緊がる力・SOSを発する力の

大変だったことや困難を感 じたときにどう対処 したかという質問に、「施設の職員に相談した」「友達に

相談した」「職場の同期に話すJな どの回答があり、多くの退所者は人間関係が一定維持できていること

が分かった。しかし、一部には 「相談する人がいなかった」「一人でなんとかするしかなかった」ために

仕事を辞め、さらには心身の変調をきたしている人、また心も体も傷つきながら危険と隣り合わせの仕
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事から抜け出せないでいる人もいた。

インケアにおける子どもたちとの様々な関わりは、究極的にはこの「人と繋がる力」の醸成にあると言

つても過言ではない。職場や地域で新 しい人間関係を築くための 「力」、そして本当に困つた時に「助け

て欲 しい」と周囲の人に助けを頼むことができる「力」、これこそが子どもたちに身に付けて欲 しい力で

ある。

依存 と自立 (自 律)は車の両輸である。自立 (自 律)の根底には 「大事にされた記憶」「大切にされた

体験」が必要である。言い換えれば「子どもの心の中に職員が住んでいるか」が問われる結果でもある。

10. 「自立支援担当職員」配置の必要

最後に、本調査をする中で、アフターケアを担当する専任の 「自立支援担当職員Jの必要性を特に感

じたので述べておく。

今回、各施設の職員はかって一緒に生活 した子 どもたちにアンケー トを送 り、返送 してもらい、それ

をもとに可能な限リー人ひとりに会いに行きインタビューを行った。

「ルールが多すぎる」「一人ひとりの気持ちをもつとよく聞いてあげてほしいJな ど施設に対する不満

や痛烈な批判もあったが、「先生たちも大変だったと思った」「施設に入所 しているときは不満もあった

が、今思 うといろいろ教えてもらえた。本当に楽 しかった」と答えてくれた人も多くいた。インタビュ

ーを行つた職員は、懸命に生き抜いている退所者たちの姿に触れたことで、自分たちの努力が決 して無

駄ではなかったことを確認する結果 となり、大いに励まされ、「気づきJを与えられた。そして同時に、

上記に掲げた通 りの多くの課題を突き付けられてきた。

特にアフターケアにおいては、2.に おいて掲げたように、退所後 1年～3年の期間が特に支援を必要と

されていることが明確になった。言い換えれば、この期間に 「頼 りにしている施設の職員」が退所者の

もとを訪ね、支援を続けることを惜 しまないことを伝えることは、施設と繋がっていることが確認でき

ることであり、退所者にとっては大いに励みとなり安心につながると考えられる。そしてそこから始ま

る退所者 との新たな関係の中における具体的な支援活動は、生活をしていく上での困難さや生きづ らさ

を抱えている人にとっては、大きな助け舟となる。施設は、この 「頼 りにしている施設の職員」が必要

に応 じてスピーディーに退所者のもとを訪ね、聴 くことからはじまる具体的な支援ができる体制を早急

に整えること (「 自立支援担当職員Jの配置)カミ必要である。
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施設長 松田正幸

≪報告書作成作業部会メンバー≫ ◎責任者

◎ ま き ば の 家 松田正幸

○ 誠信少年少女の家 渡井すみ子

ひ ま わ り 園 種田賢二

誠信少年少女の家  望月克仁

静 岡 ホ ー ム 池ヶ谷高志

春   風   寮  服部純也

す  み  れ  寮  柴田典子

○副責任者

≪連絡先・・・まきばの家 ≫

TEL 0538‐ 23‐ 0770

FAX 0538‐ 23‐0771

【あとカミき】
「自分たちの施設から送り出した子どもたちが、今は一体どんな生活をしているのだろうか」

このことは、日頃から大変気になっていたことでした。「社会的養護の充実の一環」としての今回

の実態調査は、そんな私たちの気持ちを具体的に確かめる絶好の機会となりました。

児童養護施設を退所した人たちの実態は、「声なき声Jと して、施設職員が時々代弁をしてきま

したが、今回は県養協の組織を挙げて、しっかりとその声を聴いてきました。そして、厳しい状

況にあつても懸命に生きている姿を見て、逆に職員が励まされたことが多くありました。

どうぞ、彼 ら/彼女らの率直な声を私たちと一緒に受け止めて下さい。「親はなくても (あ るい

は、親を頼ることができなくても)子は育つ」という社会的な仕組みをもつともつと充実させる

ために、私たちも気持ちを新たにして踏ん張って行きたいと思います。

作業部会メンバーを代表して 松田正幸

-65-


