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今後の日本における里親制度推進の条件

一カリフォルニア州における家族再統合サービスとの比較を通して－

本村真（地域福祉学）

はじめに

従来より里親に関しては、日本の児童養護問題への対応において十分活用

されておらず、それは日本人の国民性や家族観を主たる原因としているとい

う指摘が多く見られる。しかし、他国の状況と比較した場合に、国民性等の

要因以外に、児童福祉制度自体の中にそのような状況が生じている大きな原

因があり、その制度上の問題点を改善することで、国民性が大きく変化する

ことがなくても、今まで以上に里親を積極的に活用することが可能になるの

ではないかと思える。

本論では、米国カリフォルニア州の児童虐待を中心とする児童養護問題へ

の対策である家族再統合サービスにおける里親制度活用方法と日本の状況を

比較することで、今後日本で今まで以上に里親を活用していくことが可能な

のかどうか、もし可能であるとするならばどのような条件が必要になってく

るのかに関して考察していきたいと思う。

1．日本の里親制度活用の「不十分さ」の意味するもの

里親に関する文献においては、「里親制度の活用が不十分」等の表現が多

くみられる（網野武博他，1998)。ここでは、このような日本における里親

制度の活用が不十分な状態とはいったいどのような事態を指しているのかに

関して、まず児童養護問題への援助において里親制度はどのように活用が可

能なのかをみていき、その上で米国カリフォルニア州との比較を通して日本
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における里親制度活用の実態がどのような面で不十分なのかをみていきたい。

（１）児童養護問題への援助形態と里親制度の活用方法

まず、児童養護問題への対応としてとられる４つの援助形態を、児童にとっ

て最も望まれると考えられる順にみていきたい。

実親が何らかの理由により自らの家庭において児童を養育することに問題

が生じた場合に生じる児童養護問題に対して、まず目指されるべき最も望ま

しい第１番目の援助形態は、児童を家庭から引き離すことなく実親や周りの

環境に対して何らかの援助を行うことで問題解決が図られることである。し

かし、児童虐待など児童を家庭にそのまま残すことが児童の安全を脅かすよ

うな場合もあり、そのような時に望まれる第２番目の援助形態は、児童をや

むを得ず一時的に家庭とは別の場所に移し児童の安全を確保した上で、実親

や周りの環境に働きかけることで状況の改善をもたらし、児童が実親のもと

に家庭復帰できるような働きかけがなされることである。様々な事情により、

最終的に児童が実親のもとに戻ることが不可能な場合にとられる第３番目の

援助形態として、親族による養育や養子縁組が行われる。この第３番目の援

助形態は、理想的には第１あるいは第２番目の援助形態を通して状況が改善

され、実親との永続的な関係の中で児童が成長していくことが望まれるのだ

が、それが不可能な場合にその代替として、親族による養育や養子縁組制度

を用い、児童が永続的で安定した養育者との関係を確保できるようにするた

めのものである。以上の３つの援助形態を用いることができない場合の最終

的な援助形態として、児童の長期的な里親への委託や長期的な施設入所がな

される。

次に、以上４つの援助形態の中で里親がどのように活用されるのかについ

てであるが、まず第２番目の児童を一時的に家庭とは別の場所に移す場合に

おける活用、つまり、親やその周りの環境が改善されるまでの間、家庭復帰

までの期間一時的に児童を養育する1）一時的代替家庭としての活用がある。
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加えて第３番目の養子縁組制度の場合に、児童と養子を望んでいる者との適

性を図ることも目的として含んだ、２）養子縁組を前提とした活用があり、

第４番目の援助形態における3）長期的代替家庭としての活用を合わせ、主

にこの３種類の方法で里親制度は活用されると考えられる。

児童の成長にとっては特定の養育者との永続的で安定した関係が不可欠で

あるという考えを前提にした場合、先のような援助形態の優先順位付けがな

されるが、どの順位の援助方法を児童養護問題に対する施策の中心に据える

のかに関しては国により違いがみられ、その基本姿勢により里親の活用方法

及びその割合が異なってくる。

（２）米国カリフォルニア州との比較による日本の里親制度の特徴

日本の里親制度活用の特徴の概要をまず述べ、後にその特徴を細かくみて

いくことにしたい。

日本における特徴の第一としては、児童を家庭から引き離した上での援助

において、里親を活用する割合が低いということである。先述の児童養護問

題への援助形態においては、第１の援助形態、つまり、児童を家庭から引き

離すことなく実親や周りの環境に対して何らかの援助を行うことで問題解決

を図る援助形態以外は、すべて児童を実親家庭から引き離した上で援助を行

うことになる（以下、家庭外援助と記述)。この家庭外援助において児童を

委託する先として、他の欧米諸国においては親族への里親も含めた里親への

措置が中心であるのに対して、日本では児童養護施設等の施設への措置が中

心となっているのである。

第二の特徴としては、この家庭外援助における里親委託において、前節の

里親活用の分類で２番目の養子縁組を前提とした活用が中心になっていると

いうことがあげられる(1)。1997年に行われた全国の児童相談所に対する調査

分析においても以下のように述べられている。「わが国の里親制度が抱える

特徴を反映し、里親委託が解除される理由として、養子縁組が極めて高い割
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合でみられることは、これまでの全国調査などからも常に明らかにされてき

た。今回の結果も、言うまでもなくそれと符号している｡」（網野武博他１

１９９８，pl92）この、いわば養子縁組を前提とした里親制度活用方法自体は、

日本に独特の活用方法というわけではなく、アメリカにおいても親戚に養子

縁組をしてもらうための処遇の一つとして復活している（ジューン・ソブン，

1998,ｐｌｌＯ)。これが日本の特徴の一つとなるのは、里親活用全体に占める

この養子縁組を前提とした活用の割合が高いことである。逆にいえば、一時

的代替家庭としての里親活用や長期的代替家庭としての里親活用が少ないと

いうことである。このことが、第一の特徴である、家庭外援助全体に占める

里親委託の低さにもつながっているのである。

以下において、この二つの特徴について、日本の現状と米国カリフォルニ

ア州の現状とを比較することで、さらに詳しくみていくことにする。

まず第一の特徴についてである。1998年度に日本全国の児童相談所におい

て扱われた養護相談は36,371件であり、その処理件数の内訳をみると、面接

指導が22,835件（助言指導16,083件、継続指導6,138件、他機関あっせん614

件)、児童福祉司指導が928件、児童福祉施設措置が9434件、里親委託が662

件、その他が2,512件となっている（厚生大臣官房統計情報部編，2000,pp

306-307より)。この分類からすると家庭外援助は児童福祉施設措置（9,434

件）と里親委託（662件）であり、合計10,096件、その割合は児童福祉施設

93.4％、里親委託6.6％となる。

この新規措置において示される特徴は、同様に継続中の措憧全体において

も見られる。表１は、児童養護関係施設入所（乳児院・児童養護施設への入

所、以下、施設入所と記述）措置数及び里親委託数の合計を家庭外援助措置

数として、各年度毎にそれぞれへ措置されていた児童数及びその全体に占め

る割合を示したものである。1990年に施設入所は90.9％、里親委託は9.1％、

1995年にはそれぞれ92.3％と7.7％、1998年93.5％と6.5％となっており、新

規及び継続措置を合わせた場合でも、里親委託が家庭外援助措置全体におい
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て１割に満たない状況であり、最近の傾向としては里親委託の割合は減少し

続けている。

表１児童養護問題に対する家庭外援助措置数及びその割合

『平成１０年度社会福祉施設等調査報告』p45及び『国民の福祉の動向1999年』
p､122,『国民の福祉の動向1997年」pl30をもとに作成

また、養子縁組を前提とした里親活用が多いということに関してであるが、

平成10年度に里親委託から措置解除あるいは措置変更をされた児童は、総数

で756人であるが、その内訳を割合の高い順にみると、養子縁組386％（292

人)、保護の必要がなくなり帰宅23.9％（181人)、児童福祉施設に入所11.2

％（85人)、就職9.3％（70人）満年8.3％（63人）となり、養子縁組となり措

置解除された場合が最も多くなっている（厚生大臣官房統計情報部編、2000、

p､357)。これを児童相談所の職員の意識からみると、全国の児童相談所への

調査における「里親委託解除・措置変更時点に関して、過去の事例に関して

最も割合が高かったと思われる１位から５位までの順位づけ」で１位と解答

されたものは、養子縁組が83.1％と８割を超えており、「措置解除の時点で、

児童の自立や家庭復帰よりも、養子縁組へと移行する事例が非常に多いとい

う我が国の特徴が明瞭にみられた」（網野武博他、1998、pl84）とされてい

る。

次に米国カリフォルニア州の里親制度活用の状況をみていきたい。

まず、家庭外援助における里親への措臘状況であるが、カリフォルニア州

－４７－

1985年 1990年 1995年 1996年 1997年 1998年

家庭外援助措置数 37,043 33,028 30,684 30,891 30,853 32,879

割合 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

施設入所数 33,721 30,02228,307128,656 28,698 30,747

割合 9Ｌ０％ 90.9％ 92.3％ 92.8％ 93.0％ 93.5％

里親委託数 3,322 3,006 2,377 2,235 2,155 2,132

割合 9.0％ 9.1％ 7.7％ 7.2％ 7.0％ 6.5％
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において児童を家庭から引き離す家庭外援助における措憧先としては、親族

里親、非親族里親、里親機関、グループホーム、その他（郡の一時保護所、

小規模ファミリーホーム、医療施設等）がある。1997年に新規措置としてこ

の家庭外援助に措置された児童は全体で29,226人であるが、その内訳は親族

里親委託が37.0％（10,823人)、非親族里親委託が35.9％（10,481人)、里親

機関委託が11.7％（3,419人)、グループホームが6.3％（1,831人)、その他が

9.1％（2,672人）であった（Needell，Webster，Cuccaro-Alamin，＆

Armijql998，ｐ､13)。これを施設入所（グループホーム、その他）と里親

委託（親族、非親族、里親機関）に分類しなおしてみると、施設入所15.4％

(4,305人)、里親委託84.6％（24,723人）となる。

同様に継続中の措置全体に関してみてみると、1997年において家庭外援助

にある児童は全体で102,224人であるが、そのうち親族里親委託が47.7％

(48,726人)、非親族里親委託が296％（30,247人)、里親機関委託が12.3％

(12,602人)、グループホームが7.7％（7,900人)、その他が2.7％（2,749人）

である（Needell，Webster,Cuccaro-AIamin，＆Armijo，1998,ｐ37)。こ

れを施設入所（グループホーム、その他）と里親委託（親族、非親族、里親

機関）に分類しなおしてみると、施設入所10.4％（10,649人)、里親委託89.6

％（91,575人）となる。

この数字を日本の状況と比較すると、日本の特徴としての新規措置及び措

置全体ともに家庭外援助における施設入所の割合の高さ、逆にいえば里親委

託割合の低さが明らかになる。カリフォルニア州においては家庭外援助にお

ける措置先として、親族里親を含めて新規措置で8.5割、措置全体では９割

が里親が活用されているという状況であるのに対して、日本におけるその割

合は新規、措置全体ともに１割に満たないのある｡(2)

次に、カリフォルニア州における最初に里親へ措置されてから４年後の措

置状況をみることで、里親がどのような形で活用されているのかについてみ

ることにする。表２は1993年に家庭外援助措置された児童の４年後の措置状
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況を示したものであるが、親族里親に委託されていた児童の3.8％（429人）

が養子縁組（里親のもとへなのかどうかは不明）されており、非親族里親委

託においては104％（966人)、里親機関においては4.2％（78人）が養子縁

組されている。このように、里親委託後に養子縁組された児童は４～10％で

あるのに対し、実現家庭への再統合が成功したケースは、親族里親に委託さ

れていた児童の54.7％（612人)、非親族里親においては56.6％（5,275人)、

里親機関においては55.3％（1,037人）となっている。また、４年後も里親委

託が継続しているケースは、親族里親の場合31.4％（3,478人)、非親族里親

においては、21.0％（1,961人)、里親機関においては30.5％（572人）となっ

ている（NeedellⅢWebster,Cuccaro-Alamin1＆Armijo，1998.p､87)。

調査方法が同一でないので単純に先ほどの日本の調査結果との比較はでき

ないが、カリフォルニア州の状況においては、少なくとも日本のように養子

縁組を前提とした里親委託が主たるものではなく、割合としては実親家庭へ

の家庭復帰（再統合）を目指す一時的代替家庭としての活用が最も多いとい

うことがわかる。

以上、日本とカリフォルニア州の状況を比較してみと、日本の里親制度の

第一の特徴である家庭外援助における里親活用の割合の低さの原因は、第二

の特徴である養子縁組を前提とした里親活用が中心であることと関連してい

るといえる。つまり、里親のそれ以外の活用方法である一時的代替家庭とし

ての活用や、長期的代替家庭としての活用が不十分で数的に少ないことが、

家庭外援助における里親活用の割合が低くなる原因の一つとなっているので

ある。

今後日本の里親制度を推進するためには、現状では不十分であるこれら２

種類の里親の活用方法を充実させていくことが考えられるが、本論では、一

時的代替家庭としての里親活用に焦点を絞り、そのような里親活用が日本よ

りも高い割合で行われているカリフォルニア州の状況を次章において述べ、

里親制度推進の条件について考えていきたい。なお、長期的代替家庭として

－４９－
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の里親活用に関しては、次章で述べるようにカリフォルニア州においては児

童への永続的で安定した養育環境の提供という面から低い評価であり(3)、様々

な検討課題を含んでいるので本論では取り上げないことにする。

表21993年に家庭外養育措置された児童の４年後の措置状況

Needell，Webster，Cuccaro-Alamin，＆Armijo,1998,p87より作成

2．カリフォルニア州における里親制度活用の実態

この章では、まず第１節でカリフォルニア州における児童養護問題への対

応の全体的な概要についてふれ、第２節において本論のテーマである家庭復

帰を前提とした里親活用と深い関わりのある家族再統合サービスの成功要因

についてみていくが、その前に、カリフォルニア州において児童養護問題の

中心となる児童虐待及びネグレクトの状況についてふれたい。児童虐待とネ

グレクトはカリフォルニア州及び米国全土において年々増加している深刻な

－５０－

親族里親 非親族里親 里親機関 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ｜その他 全体

実親家庭への再統合，6,124
割合 547％

5,275
56.6％

lⅢ037
55.3％

1,186
49.7％

639

63.7％

14,261
55.3％

養子縁組

割合

429

３８％

７８

，鰯’４２％
8６

3.6％

6０

6.0％

1,619
6.3％

法定後見人

割合

530

４７％

131

1.4％

1０

０５％

1２

0.5％

７

0.7％

690

2.7％

年齢等による措置解除

割合

102

0.9％

219

２４％

4９

26％

100

4.2％

1８

１８％

488

１９％

その他

割合

535

4.8％

764

8.2％

128５１５

6.8％’ 216％

9３

9.3％

2,035
7.9％

継続中

割合
3,478
31.1％ 鵬

572

30.5％

486

20.4％

186

18.5％

6,683
25.9％

合計

割合
11,199
100.0％

9,317
100.0％

1,875
1000％

2,386
100.0％

1,004
100.0％

25,780
1000％
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問題であり、1980年以来カリフォルニア州においては、児童のそれらに関す

る通報と、その結果としての家庭外における養育を受ける児童の数は劇的に

増加している。1985年から1989年の間における児童虐待及びネグレクトの通

報は70％増加したが、1989年以来はなだらかな増加となっている。1994年に

は664’000件の児童の不適切な養育に関する通報があったが、1996年には約

707,000件になった。

実際に生じている不適切な養育は通報の件数よりも多いと考えられる。し

かし、一人の児童に対して複数の通報が行われることもあるので、過去20年

間にわたる通報件数の増加が、実際の虐待やネグレクトを受けていた児童の

数の増加によるものなのか、－人の子どもに対し行われる通報件数の増加に

よるものなのかははっきりとはわからない。いずれにせよ、その児童人口に

占める割合において、カリフォルニア州は最も通報件数が多く、そして家庭

外養育を受けている児童の数も米国において最も多い州の一つである

(Brooks，Webster，Berrick，＆Barth，1999,ｐ６)。このような深刻な児

童虐待問題への家庭外援助における中心的サービスとして里親制度は活用さ

れている。

（１）カリフォルニア州における児童養護問題への対応の概要

この児童虐待及びネグレクトを中心とする児童養護問題に対して、カリフォ

ルニア州においては、１）緊急対応（EmergencyResponse)、２）家族保持

(FamilyMaintenance)、３）家族再統合（FamilyReunification)、４）永

続的な措置（PermanentPlacement）の４部局を柱として対応している。

ここではまずそのそれぞれの概要及び最近の動向に関してみていく。

１）緊急対応（EmergencyResponse）サービス

カリフォルニア州では児童福祉サービスへの照会は児童虐待やネグレクト

に関する通報から始まるので、その通報を受けるために州の法律は郡の児童

－５１－



琉球大学法文学部紀要人間科学第７号2001年３月

福祉機関に対して24時間体制の緊急対応システムを確保するように求めてい

る。児童に対する不適切な養育の通報を受けると、児童がその家庭において

安全でいられるのかどうかに関する短時間における判断が求められる。この

段階において、郡の児童福祉ワーカー（通常screenerと呼ばれる）は電話

での通報者に対する調査を通して、実際にワーカーが出向く実地調査が必要

なのかどうかを決定する。その際州全体に適応される初期調査判断表があり、

州全体における画一性を保つようにしている。

通報はその深刻度により、即時対応（24時間以内）か中間対応（３日以内)、

あるいは深刻度が低いということで１０日間以内の対応かのいずれかに割り振

られる。調査期間中に児童福祉ワーカーは、子ども、親あるいは保護者、そ

の他の親類に会い、不適切な養育の危険度のレベルを判定する。その結果ケー

スは、終結、親の同意のもとでのサービス提供、もしくは児童を裁判所監護

下に付すための訴状提出のいずれかの流れになる。訴状が提出された場合裁

判所は、児童に対する家庭外措置が必要かどうかを判断するために児童の監

護権に関する聴聞会（jurisdictionalhearing）を開き、訴状に記されている

児童虐等が行われたのかどうかを判断する。

たいていの児童虐待及びネグレクトのケースは初期のインテーク後に終結

となる。1995年において、約690,000人の児童がERサービスを受けたが、そ

れらの内、９１％が初期のインテークサービスが提供された後に終結となった。

これらのケースの終結理由は、児童福祉ワーカーが以下の判断を下したこと

による。1．直接ソーシャルワーカーが出向く調査の必要はない（例、電話

調査段階での振るい落とし）（34％)、２．直接ソーシャルワーカーが出向い

た実地調査実施後、サービスは必要ないと判断された（43％)、３．追加のＥ

Ｒサービス（例、危機介入、カウンセリング、親の教育、移送援助）を提供

した後に、ケースを終結することができた（15％)。このような状況に対し

て、「このような多くの振るい落としをしていたのでは、予防サービスを提

供していることにはならない」とする意見と、「最も深刻な児童や家族を見
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つけ出すためには、このような幅広いアプローチが必要」という意見がある。

(Brooks，Webster］Berrick，＆Barth，1999,ｐ､9)。

以上のような緊急対応サービスの結果、1995年には虐待及びネグレクト通

報全体の内、約24％（約164,000件）において虐待及びネグレクトが確認さ

れた。これらのケースの内、約35,000件（21％）は家族保持サービスに照介

され、約25,200件（１５％）は児童が家庭から引き離され家庭外養育に措置さ

れた上で、家族再統合サービスあるいは永続的な措置計画サービスが提供さ

れた（Brooks，Webster，Berrick，＆Barth，1999,ｐ・１０)。

２）家族保持（FamilyMaintenance）サービス

家族保持サービスでは児童の家庭での生活を維持した状態で、児童および

その家族に対して支援サービスを提供する。先章で述べた第１番目の援助形

態である。通常これらのサービスは親あるいは養育者を対象としており、カ

ウンセリングやぺアレンティング・クラス、一時的なケアサービス（respite

care)、短期在宅ケアサービスなどの提供がなされる。過去10年間における

動向をみると、カリフォルニア州において家族保持サービスを受ける家族の

割合は減ってきている。1987年には児童福祉サービスを受けた31％のケース

がこのサービスを受けていたが、1995年には21％となった。この理由として

は、10年前なら家族保持サービスを受けていたであろう児童や家族が、今は

全くサービスを受けていないか、あるいは子どもが家庭外養育に措置さ

れているのではないかということが考えられている（BrookaWebster，

Berrick，＆Barth，1999,ｐ・１０)。

この家族保持サービスの割合は今後更に減少していく可能性がある。１９９７

年に養子縁組及び安全な家族に関する法律（PL105-89）が制定されたから

である。この法律により児童の安全が児童福祉サービスシステムにおいて最

優先されるものであり、家族の保持あるいは再統合を行わなければならない

という圧力によってその安全が脅かされることがあってはならないという事
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が明確にされた。この法律はまた、子どもを家庭外養育から連れ戻すことを

望む家族に対する再統合サービスに用いる期間をさらに限定するように定め

ている。この新しい連邦法では、郡の児童福祉の現場で働くソーシャルワー

カーは、最高12ヶ月以内で児童とその親を再統合するための適切な働きかけ

を行うことが求められている。もし、サービスが提供されて12ヶ月経っても

その親が子どもの養育を行えないようなら、裁判所及び児童福祉機関によっ

て養子縁組や法定後見人を含む永続的な措置がすすめられる。またカリフォ

ルニア州では、それより１年早く通過したＡＢ１５２４によって、幼い児童の

発達に必要な条件を考慮して、３歳以下の乳幼児の場合、永続的措置への移

行に必要な期間をさらに短く６ヶ月以内としている（Brooks，Webster，

Berrick，＆Barth，1999,ｐ３)。

３）家族再統合（FamilyReunification）サービス

家族再統合サービスは児童を一時的に家庭外養育に措置しながら家族に支

援サービスを提供し、先章で述べた第２番目の援助形態にあたり、児童や親

あるいは養育者を対象とし、典型的にはカウンセリング、ペアレンティング・

クラス、そして家事技能教育（teachinghomemakingskills）等を含む。

法律によって再統合サービスも期間が12ヶ月に限定されており、最高は18ヶ

月までの延長が可能である。

このサービスでは一時的に児童を家庭から引き離すわけであるが、カリフォ

ルニア州ではすでにみたようにその場合の児童の一時的委託先として、１．

親族里親、２．非親族による里親家庭、３．里親機関（FFA：FosterFamily

Agencycare)、４．グループホームの４つがある（Brooks，Webster，

Berrick，＆Barth，1999,ｐ､11)。

親族による養育を行う親族里親の場合、州による里親認定を受ける必要は

なく、児童の血縁者を含む家庭が里親になり児童の一時的養育を行う。１９９２

年以来、親族里親に委託措置される児童の方が、非親族里親へ措置される件
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数よりも多い状況が続いており、親族里親の全家庭外養育に占める割合は、

1990年の43％から1996年には47％へと増加している。逆に、非親族里親家庭

への措置は同じ期間に43％から30％へと大きく減少している（Brooka

Webster，Berrick，＆Barth，1999,ｐ18)。これにはいくつかの要因がある

が、まず連邦の法律の制定において親族を資源としてみなす考え方が大きく

なったことがあげられる。連邦法（P.Ｌ96-272）では、家庭外養育を受ける

児童が最も制限が少なく、そして最も家庭的な環境に措圃されるよう求めて

いる。親族による養育は子どもを親から引き離した後も、拡大家族との絆の

中での生活を継続させることになるので、この法律の目的を果たす良い実践

となる。過去においてワーカーは、任意の非公式の形で児童を親族の下に委

託することを働きかけたが、最近では公式の形で親族による里親を活用する

ようになった。親族による養育の長所（児童が自分の「家族」の中に居続け

ることを可能にし、コミュニティで児童や家族を支えることを促進し、「里

子」になることにより児童が受けるかもしれないスティグマを減らすことが

できる等）により、親族を社会資源とみなすようになっているのである。ま

た、このような親族里親に対する考え方の変化と同時に、非親族の里親にな

る人の数が減ってきているということも大きな要因として含まれる。郡に登

録される里親家庭が家庭外養育の措置件数の増加に見合うだけ増えないので

ある（Brooks，Webster，Berrick，＆BarthⅢ1999,ｐｌ９)。

非親族による里親家庭は里親になるための免許を持ち、最高6名までの里

子に対して特別の養育を与える。先述したようにその登録数が増加しないこ

ともあり、ここ数年は措置される割合が減少してきてはいるが、それでも家

庭外養育全体に占める割合は現在でも30％前後を占めている。

里親機関（FFA）は里親活動運営の認定を受けた民間の非営利団体によ

る機関で、元々は児童が主として入所の治療施設から家庭へ戻る事を支援す

るプログラムとして発達したものである。この機関は通常の里親家庭に支払

われるよりも多くの里親支給を受け、このことにより通常よりも高い給与で
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里親を雇い、特別のトレーニングを与え、児童に対するより専門的な支援サー

ビスを提供する。このような「治療的里親」措置は、より制限の多い施設入

所サービスに変わる家庭的なサービスとして考えられていたが、最近の調査

では通常の里親家庭の代用として、この里親機関がしばしば用いられている

ということが示されている。1996年までの過去8年間で、州全体の児童に対

する家庭外養育措置件数に占める里親機関への措置の割合は、３％から13％

へと増加しており、里親へ措置された児童のおおよそ３分の１が里親機関へ

の措置である郡もある（Brooks，Webster,Berrick，＆Barth，1999,ｐｌ９)。

グループホームは児童に対して24時間の非医療サービスと保護監督を提供

するが、通常は深刻な情緒的・行動的な問題をもつ児童の入所が多くなるこ

とから、より拘束性の高い状況となる。グループホームへ措置された児童は

1996年で９％を占め、1990年より２６％増加している（Brooks，Webster，

Berrick，＆Barth，1999,ｐ11,18)。

４）永続的な措置（PermanentPlacement）サービス

永続的な措置サービスとは、援助開始から12～18ヶ月間で児童が実親のも

とで生活することが不可能と判断された場合に提供されるサービスで、先章

で述べた第３番目の援助形態にあたる。このサービスがケースの目標とみな

されるようになった場合、郡のソーシャルワーカーは最初に、児童が養子縁

組されるべきかどうかを検討しなければならない。それが難しい場合の選択

肢として法定後見人や里親委託やグループホームなど、それまでの家庭外養

育の継続が検討される。

まず養子縁組についてであるが、カリフォルニア州では児童福祉システム

によって養子縁組される児童はほとんどの場合、公的養子縁組機関あるいは

民間の認定養子縁組機関のどちらかを通して養子縁組されることになる。こ

の場合、実親は親権を裁判所によって終結されているか、あるいは親権を養

子縁組機関に譲渡しているかしている。公的養子縁組機関と民間のそれとの
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間に法律上役割の違いがあるわけではないが、それぞれの機関を通して養子

になる児童の間には違いがはっきりと見えるようになってきており、民間機

関はそのほとんどが健康な新生児で、実親が自分の意志で親権を譲渡した子

どもを措置する傾向が強くなってきている（Brooks，Webster，Berrick，＆

Barth，1999,ｐｌｌ)。

次に法定後見人についてである。養子縁組が児童にとって実行可能ではな

い場合に、郡のソーシャルワーカーは児童を法定後見人に措置する事を考慮

しなければならない。法律上も実践的にも、法定後見人は養子縁組が実行不

可能な場合の第２の策として考えられ、多くの場合永続的な措置を考える上

で無視されることになる。法定後見人は、実親が通常行う児童に関する決定

をする賞任と権限をもつが、児童の経済面に対する義務は法律上謀されない。

更に、児童が法律上家庭の一員となる養子縁組とは異なり、実親の児童に対

する親権は終結されることはなく、よって、児童と実親との公的・法律的つ

ながりはそのまま残る。実親の申し立てで、法定後見人が終結されることも

あるし、児童が成人に達すると自動的に終結される。

法定後見人が永続的なサービスとしてふさわしくないとみなされるのには

いくつかの要因がある。まず経済面での支援に関してであり、例えば、養子

家庭の親が養子縁組支援プログラムによる経済上の助成金が利用できたり、

里親が里子養育のための費用が保障されている状況とは異なり、法定後見人

が経済的支援を受けることができるのは特定の状況に限定され、通常、親族

が法定後見人になった場合にはその助成金を受ける資格は無い。さらに、法

定後見人制度を利用するようになると、児童はそれまで児童福祉システムに

おいて提供されていたサービスを受ける資格がなくなる。

以上の不利な点にもかかわらず、法定後見人はある状況においては有望な

選択肢としてみられることがある。例えば、実親との関係を維持しながら、

親族の－人がその家庭で子どもの安全を保障する目的で法定後見人となるこ

とができる。また、養育者が長期里親よりも法定後見人を選択した場合のほ
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うが、子どもはより強く「ずっとここに居ることが出来るのだ」という気持

ちをもつようになるだろうし、担当のケースワーカーの存在によって子ども

が感じる「いつまた侵入されるかわからない」という気持ちを減らすことも

期待できる。あるいは、子どもに対する思い入れが弱いけれども、養子縁組

のために親権を譲渡することを拒む親に対しては、法定後見人の場合は先述

のように親権の部分的譲渡であるので親の同意が得やすくなる（Brooks，

Webster，Berrick，＆Barth，1999,1,.12)。

最後にそれまでの家庭外養育への継続措置であるが、先章で述べた第４番

目の援助形態にあたるこの措置は、カリフォルニア州において最終的な選択

肢であるとされる。この措置は、最初の措置から通常18ヶ月以内に開かれる

聴聞会において決定され、それまでの委託先に継続して措極延長を行うこと

になる。カリフォルニア州においてこの措置は、非親族里親による養育にあ

る児童に対してよりも、親族里親にある児童に対して多く適用される

(Brooks，Webster，Berrick，＆Barth，1999,ｐｌ２‐１３)。表２にも示され

ているように、1993年に新規措置された児童の４年後の措置状況において、

当初と同じ措置にある児童は全体で6,683人であるが、そのうちの52.0％（3,

478人）が親族里親への継続措憧である（NeedelLWebster，Cuccaro‐

Alamin,＆Armijo，1998,ｐ87)。

（２）カリフォルニア州における家族再統合サービス成功の要因

Berrickらはカリフォルニア州Alameda郡の家族再統合サービス措置を

受けた児童に関して調査を行っている（Berrick，Brodowski，Frame，

Goldberg，1997)。この調査は、抽出された101のケースに対する質問紙に

よる調査と、実際にサービスを受けている18人のクライエント及び11人のこ

のサービスを担当するソーシャルワーカーへの聞き取り調査によりなりたっ

ている。ここでは、その調査結果によって明らかになった家族再統合が成功

した要因に関する調査結果のうち、特に里親制度活用と関連のある部分につ
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いてみていき、次章における今後の日本における里親制度活用をすすめる上

で必要となってくる条件の考察につなげたいと思う。なお、ここでの調査に

おける家族再統合の成功とは、ただ単に家庭外援助にあった児童が措置解除

され実親のもとへ家庭復帰することを意味するのではなく、その家族再統合

後一定期間を経ても児童福祉サービスへ再措置されずに実親のもとで安定し

た生活を過ごせることを意味している。

家族再統合は一時的に児童を家庭外に措置しながら、何らかの実親へのサー

ビスを提供する中で児童の実親家庭への再統合をはかるものであるが、すで

に述べたようにカリフォルニア州ではその場合に児童の大部分が里親委託と

なる。つまり、児童を里親委託し児童にとっての適切な養育環境を確保した

上で、実親に対してカウンセリングやぺアレンティング・クラス等のサービ

スを提供し、児童の実親家庭への再統合をはかるのである。その再統合が成

功するための要因に関して、ここでは実親が受けるサービスの種類、家族再

統合過程における里親の役割、担当ソーシャルワーカーと実親との関係につ

いてみていくことにする。

まず、家族再統合措置期間中に受けるサービスについてであるが、その数

は平均5.6個で、それらのうち最も頻繁に用いられるものはケースマネージ

メント（89%)、カウンセリング（68%)、薬物・アルコール依存への治療サー

ビス（60%)、移送サービス（55%)、家族再統合／家族保持サービス（44%）

であった。また、再統合後児童が家庭復帰した後にも平均4.6個のサービス

を受け、ケースマネージメント（72%)、家族保持サービス（70％)、カウン

セリング（53%)、薬物治療（39%)、金銭手当（39%）が主たるものとなる。

調査結果からは、家族再統合後に受けるサービスの数が多ければ多いほど、

再措置されやすくなることがあきらかになった。これは、抱えている問題が

多く深刻なほど、受けるサービスも増えるためと考えられている（Berrick，

Brodowski，Frame,GoldbergⅢ1997,ｐｐ４３‐４４)。いずれにせよ、日本と

比較した場合に提供されるサービスの種類は非常に多いといえる。ただし、

－５９－



琉球大学法文学部紀要人間科学第７号2001年３月

すべてのサービスが効果的であると評価されているわけではない。実際にサー

ビスを受けているクライエントヘの聞き取り調査によると、そのほとんどが

セラピーやその他の心理学的援助が自分達の変化に役立つことはなかったと

している。またソーシャルワーカーへの聞き取り調査においても、自分が紹

介しているセラピーやカウンセリング、薬物治療プログラムに関する実際上

の効果に関する情報はないと感じているという回答が多く見られた

(Berrick，Brodowski，Frame1Goldberg，1997,ｐｐ55,64)。

ペアレンティング・クラスに関しては意見が分かれるが、基本的には肯定

的な評価であり、自分達と同じ人種的、民族的背景をもつ者によって教えら

れる必要がるという点で意見が一致した。最初は不満を持っていたとするも

のも数名いたが、クラスから多くのことが学べるし、特に子どもが戻ってき

た時には役立つと思っている。加えて家族再統合初期段階での、すでに家族

再統合が成功した親による指導も提案されている。以前クライエントであっ

たそのような親は役割モデルになるし、「再統合を妨げる多くの障害にもか

かわらずうまくやり遂げることが出来るのだ」とサービスを受けている親が

信じられるよう支持することができるという意見であった（Berrick

Brodowski，Frame，Goldberg，1997,ｐ､４３－５６)。

Lewisは、家族再統合が成功するためにはクライエントの生活技能の向上

や行動変容とともに、生活上実益があるサービス（食料や衣服、家具、昼間

の保育サービス、住宅手当等の支給）が必要であると提案しているが、今回

の調査でソーシャルワーカーの意見もこれを支持している。ワーカーの判断

で用いることのできる費用が更に必要であり（現状は２００－４００ドル)、家事

一般（請求書への支払い、税金、時間の用い方、家の掃除等を含む）を教育

するサービス、児童保育や児童の－時預かり、心理学的診断、追加住宅手当

等も家族再統合サービスにおいて有効とする意見がみられた（Berrick，

Brodowski，Frame，Goldberg1l997，ｐ３，６４)。

次に、家族再統合過程における里親の役割である。家族再統合を成功させ
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る上で実親と児童との愛着関係を継続することが非常に重要であるとされ、

この実親と児童の愛着関係が育まれるように支持していく上で里親は重要な

役割を担うという回答が聞き取り調査によって示されている。多くの実親が、

里親が自分達に心を開いてくれて、ルールや役割に対して寛容な態度をとっ

てくれることが家族再統合へ向けての支持として望ましいと感じていた。里

親が自分の子どもを養子縁組したいと思っているのではないかという恐れや、

子どもに関する情報がだんだんと減ってくる時に絶望感を感じたとする母親

も少なくなく、里親がそのような実親の不安を理解し実親に対して心理的な

支援を与え、拡大家族といえるような関係になったときには、再統合のチャ

ンスが広がるとされる。ワーカーの意見としても、定期的な実親の児童への

面会を支援し、自分の役割を援助者として考えている里親が、家族再統合の

ために大きな貢献を果たすと考えている。それとは逆に、自分の役割は子ど

もをしつけなおすことであると考え、家族の再統合過程において実親とまっ

たくかかわる必要がないと考えている里親のもとでは問題が生じてくるとさ

れる（Berrick，Brodowski，Frame，Goldberg，1997,ｐ５３‐54,65)。

最後に、実親とソーシャルワーカーとの関係であるが、家族再統合サービ

スにおいてソーシャルワーカーの役割は非常に重要であるとされる。ケース

が終結するまでの間に、ワーカーが月平均何回クライエントとかかわりをもっ

たか（電話連絡を含む）に関しては、再措置されなかったケースでは月平均

9回､されたケースでは７回であった（Berrick，BrodowskLFramep

Goldberg，1997,ｐ44)。すでに述べたように、家族再統合がうまく行われる

上では、実親の提供されるサービスへの積極的な参加や、里親委託されてい

る児童のもとへの定期的な訪問による、愛着関係の形成が重要となるが、そ

のような行為を実親が継続するためには担当ソーシャルワーカーへの信頼と

ワーカーからの励ましが必要となる、という回答が示されている。そして、

そのためにソーシャルワーカーに必要とされることとしては、クライエント

に対する尊敬を示すことと、児童の家庭復帰までの過程及び実親に期待され
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ている変化に関してはっきりと伝えることがあげられている。また、「自分

の子どもが家庭から引き離されたという措置が正しかった」と感じている程

度に関係なく、すべての聞き取り調査に参加した実親が、子どもが引き離さ

れることがどんなに心の痛手となるのかに関してソーシャルワーカーに訴え

たいと願っていた。このことは、家族再統合サービスに携わるソーシャルワー

カーのみでなく、すべてのソーシャルワーカーにとって必要なことであると

される。また、以上のようなワーカーの役割を達成するための条件としては、

ワーカーの担当ケース数を少なくする必要があるということが示されている。

実際、担当する家族に必要なサービスを提供したり、実親と信頼関係を作っ

ていくための十分な時間があると感じていたワーカー程、より効果的に仕事

を行っていくことができていた。担当するケースや書類上の仕事が多すぎる

場合には、いくら有能なワーカーであってもその仕事の質が低下する可能性

が高いとされている（Berrick，Brodowski，Frame，Goldberg，1997,ｐ44

-66)。

３．日本における一時的代替家庭としての里親制度推進の条件

（１）一時的代替家庭としての里親活用が少ない原因

日本における里親制度推進の条件を考える上で、まず、カリフォルニア州

との比較によりみえてくる、日本において一時的代替家庭としての里親活用

が少ない原因についてみていきたい。ここでは、児童相談所のソーシャルワー

カーの職務内容や担当ケース数の要因、家族再統合サービス等の家庭復帰へ

向けてのサービスの要因、そして親族里親の活用といった里親制度自体の要

因をとりあげていく。

まず、児童相談所のワーカーの職務内容及び担当ケース数についてである。

先章において、カリフォルニア州の児童虐待を中心とする児童養護問題への

対応の全体的な概要について述べたが、カリフォルニア州ではその４つの住
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である1）緊急対応（EmergencyResponse)、２）家族保持（FamilyMain

tenance)、３）家族再統合（FamilyReunification)、４）永続的な措置

(PermanentPlacement）のそれぞれにおいて、専属のワーカーを雇ってい

る。つまり、緊急対応サービス部署のワーカーは、通報から初期段階の措置

決定までがその職務であり、家族再統合サービス部署のワーカーは、ケース

の家族再統合サービスが決定した後の援助を中心に行うことになる。家族再

統合サービス成功の要因におけるワーカーの役割として、家族再統合がうま

くいったケースにおいてワーカーは月平均９回実親との連絡をとっていたが、

里親への支援も含めて、このように職務が限定され、担当ケース数がある程

度限られていてはじめてそのような援助は可能になる。

日本の現状ではカリフォルニア州の４部門ほぼすべてを－人のワーカーで

行わなければならない。カリフォルニア州のような専門分業制度にも問題が

ないわけではなく、それぞれの部署のワーカーの機能や優先課題、基本理念

が異なることによって生じるサービスの非連続性が、ワーカーとクライエン

ト双方に問題をもたらすという指摘もあり（Berrick，Brodowski，Frame1

Goldberg,1997,p,66)、現状の日本の形態が一概にマイナス面だけであると

は言えないが、大きな問題の一つは、－人のワーカーが担当するケース数の

多さである。多い人になると100人を超える子どもを担当する場合もみられ

るとされるが（中原康博，1996,ｐ､31)、緊急対応から児童の処遇にいたるま

で、ワーカーの１つのケースに費やすことができる時間が日本の場合非常に

限られている。児童の家庭外援助が決定した後、一時的代替家庭として里親

を活用するためには、家庭復帰を目指して実親や里親への援助を継続してい

くことが必要になるが、現状ではカリフォルニア州で行われているような－

つのケースに平均月９回も連絡をとるといった援助を行えるだけの時間的余

裕がワーカーにはない。結果として、児童の安全が確保され、その後の対応

をまかせることができる児童養護施設への措置が選択される(4)。その意味で

は養子縁組も、それが実行されればワーカーの継続的援助は基本的に行わず
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にすみ、児童の状況が養子縁組可能である場合の養子縁組前提の里親委託が

多いという状況も、このような児童相談所ワーカーの体制が大きな原因となっ

ていると考えられる。

この担当ケース数の多さということ以外に、ワーカーの専門性の違いも里

親活用に影響を及ぼしていると考えられる。カリフォルニア州においては、

児童福祉分野のワーカーの大部分は修士レベルの資格を持っていると報告さ

れている（Berrick，Brodowski，Frame，Goldberg，1997,ｐ６０)。それに

対して日本では、1995年度において、全国175ヶ所の児童相談所の児童福祉

司1,317人の内、福祉職で採用されている人の割合は45％（593人）で、全員

が福祉職の自治体は、大阪府、神奈川県などの８県と横浜市であり、その他

は一般職の公務員等が児童福祉司として任用されている（高橋重宏，1997,

p２６－２７）状況とされる。家庭外援助においては、実親が望んでいないにも

かかわらず家庭外援助が決定される状況も多く、それでも継続して実親との

関係を保ち支援していくには専門的な援助技術が非常に重要となる。日本の

場合、福祉職での採用もその多くは学部卒レベルと考えられ、大部分が修士

レベルの資格を持っているカリフォルニア州と比較した場合、ワーカーの専

門性が十分でないことの一時的代替家庭としての里親活用への影響は大きい

と考えられる。

次に、家庭復帰へ向けてのサービスの要因についてみていく。カリフォル

ニア州においては家族再統合措置期間中に実親が受けるサービスは平均5.6

個であったが、日本においては児童の家庭外援助決定以降に実親が児童の家

庭復帰のために受ける公的援助は、担当ワーカーとの面接以外はほとんど提

供されない。一部のケースで、その地域の民生委員や親戚等のボランティア

の支援が担当ワーカーの働きかけで可能になる場合もあるであろうが、カリ

フォルニア州のように公的費用を用いてのペアレンティング・クラス等、実

親の養育態度に変化が生じることを目的とする専門的サービスは、制度とし

ては整備されていないのが現状である。カリフォルニア州での一時的代替家
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庭としての里親活用は、一時的に児童を家庭から引き離した後に、何らかの

公的サービスによって実親が変化するであろうことを前提として行われてい

る。しかし、日本の現状では、引き離した後はワーカーと実親との面接のみ

が主たる公的サービスとなり、しかも、その実施が非常に難しいことはすで

に述べた通りである。その結果、公的サービス以外の要因により実親が変化

する可能性に期待する部分も大きくなり、「一時的」という期間を限定した

援助方法は難しくなってくる。

次に、親族里親の活用についてである。1997年にカリフォルニア州におい

て里親措置されていた児童91,575人に占める親族里親の占める割合は53.2％

であり、これは家庭外援助にあった児童全体（102,224人）に占める割合に

おいても47.7％であった（NeedelLWebster，Cuccaro-Alamin，＆

Armijo,1998,ｐ､37)。また、４年後の措置状況を示した表２の「実親家庭へ

の再統合」がなされた里親委託を、一時的代替家庭としての里親活用とみな

した場合、親族里親、非親族里親、里親機関の３種類の里親措置全体

(12,436人）に占める親族里親の占める割合は49.2%である。このようにカリ

フォルニア州においては家庭外援助全体においても、一時的代替家庭として

の里親活用においても、親族への里親委託は大きな割合を占めるものである。

これは法律の変化により親族を社会資源とみなすようになったり、非親族の

里親になる人の数が減ってきているという要因により1990年代に入り顕著に

なってきた特徴であることと、カリフォルニア州においても過去においては、

ワーカーは任意の非公式の形でしか親族への里親委託は活用できなかったこ

とは、すでに２章において述べた。

日本の現状では、公的な里親委託先として当該児童が三親等以内になる親

族は特別な事情がない限り認められていないし、その規定は1948年に厚生省

より出された通達「里親等家庭養育の運営に関して」以来、変更はなされて

いない(5)。

カリフォルニア州では、登録される里親家庭が家庭外養育の措置件数の増
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加に見合うだけ増えないという状況への対応も含めて、法律の改正を行いな

がら里親活用を拡大してきている。親族里親を認めるのかどうかに関しては、

親族扶養義務等の民法上の問題や、それを施行することの親子関係や親族関

係への影響を考える必要もあり、日本において実施が望ましいのかどうかの

判断はすぐにはできないが、少なくとも一時的代替家庭としての里親活用の

数の差に関していえば、カリフォルニア州と同様に一時的代替家庭となる里

親数の不足という問題を抱える日本において、親族里親が認められていない

ことの影響は大きいのではないだろうか。

また、里親数の不足という問題は英国でも同様にみられるとされ

(Sellick，ｃ,1998,p､304)、そうなると、行政が特に働きかけなくても適切な

里親が自然に必要な数だけ集まる「国民性」を持つ国は少なく、必要な里親

を確保するための政策の有無やその内容が、里親登録数や活用状況に影響を

与えているのではないか、と考えられる。

（２）一時的代替家庭としての里親制度活用推進の条件

以上みてきた、日本において一時的代替家庭としての里親活用が不十分な

原因の改善が、活用を推進する条件につながってくる。

まず第一は、児童相談所のワーカーの増員及び専門性の確保であり、それ

を通して、ワーカーが一つのケースに費やすことができる時間を増やし、継

続して実親及び里親への支援を十分に行えるようにすることである。この点

に関しては、すでにこれまでの里親に関する調査においても指摘されている

ところである（網野武博他，1998,庄司順一他，1998)。これまでみてきた

ように里親の「一時的」代替家庭としての活用は、短期間で実親に変化が生

じるための継続的な援助が実施されることが大前提であり、そのためのチー

ムの一員として里親が活用される。現状ではワーカーがそれを実施できる体

制になっていないのは明らかであり、その改善が一時的代替家庭としての里

親活用を推進する上で最も重要となる。
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第二に、家庭復帰へ向けてのサービスの増加であり、特に公的サービスの

一部としてのペアレンティング・クラスの実施が有効と考えられる。カリフォ

ルニア州の調査に参加した実親達が指摘しているように、そのクラスにおい

て、過去にサービスを受け児童の家庭復帰が達成された実親を招いて、その

体験を語ってもらうというプログラムを含めることも、児童の家庭復帰へ向

けて実親の意欲を高めるために有効だと考えられる。また、ペアレンティン

グ・クラスの内容を、より自助グループ的な交流が起こるように工夫するこ

とも大切であろう。筆者自身もカリフォルニア州サンノゼ市において、子育

てを行っている日本人向けのペアレンティング・クラスを手伝わせてもらっ

た経験を持つが、子どもの発達や親のストレスマネージメント等の講義部分

よりも、休憩時間の親同士の交流の方がより重要であると感じた。お互いに

生活上の不安や不満を言い合うこと自体がストレスの発散につながるようで

あったし、そのような交流を通して、クラス時間外でのお互いの支援にもつ

ながっていた。

第三に、一時的代替家庭としての里親数を十分に確保するための方策であ

るが、上記２点の改善が行われれば、親族里親の導入といった大きな変更を

行わなくても、これまで以上に募集活動が積極的に行えるようになり、一時

的代替家庭として児童を委託できる里親数は増加すると思える。これまでは、

まず児童相談所内で里親募集業務を行う人員が確保されていない場合が多かっ

たのではないか。また募集を行う上での説明においても、家庭復帰へ向けて

のサービスを行うワーカーの活動やペアレンティング・クラス等の実親支援

サービスが十分でない状況であったため、「一時的」の説明も暖昧にしかで

きなかったであろうし、加えて、ワーカーの担当ケース数の多さから、ワー

カーによる里親支援も十分に行えない状況では、里親に過重の負担がかかり、

里親に期待される役割が過重になるということから、人材の確保がいっそう

難しくなっていたのではないか。児童相談所に里親専門の職員が配置され里

親募集に関しても十分な時間を用いることができ、実親をサポートする公的
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サービスも今まで以上に行われるようになり、募集の時に一時的代替家庭と

しての里親の役割及びその支援が明確に示されるようになれば、必要な里親

数の確保に近づいていくと考えられる。

まとめ

カリフォルニア州において実施されている家族再統合サービスとの比較を

通して、日本における里親制度活用を推進する条件について考察したが、現

状で一時的代替家庭としての里親が十分活用されない原因になっている制度

面の不十分さは、里親制度活用だけの問題ではなく、児童養護対策全体にお

ける家庭復帰へ向けての施策の不十分さともつながってくる。日本では家庭

外援助において里親よりも施設委託が多くなされているが、その場合でも児

童を家庭から引き離していることにかわりはなく、施設に入所している児童

の実親に対して、本来なら十分な家庭復帰へ向けての公的サービスがなされ、

早期の家庭復帰が図られるべきであろう。児童には永続的な養育者との関係

が必要であること、児童にとって最も望まれる養育者は実親であること、そ

して児童にとって最善となる援助を行う義務が国にはあること、以上の点に

関して日本ではまだ合意ができていないのであろうか。

従来、里親制度が十分活用されない原因としての「国民性」は主として家

族観などをさしていた。本論では制度面に注目してその原因を考察したのだ

が、これまでも里親活用に限らず、様々な面から現行の児童福祉制度の不十

分さは指摘されてきている。それにもかかわらず、同一の制度が容認され続

け、大きな改善に向けての動きが生じない背景には、米国とは異なる制度に

対する国民性があると考えられる。その意味での「国民性」ならば、確かに

国民性が現状をもたらしている最も大きな原因といえるのかもしれない。
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註

(1)日本における養子制度と里親制度との関係については、以下のように説

明されている。

「養子制度は、もともと家業や家名の後継ぎを得るための制度として、

社会的養護を必要とする児童への施策とは別に発展してきた。明治時代に

入って行われてきた施設の院外委託がもっぱら実親のいない乳幼児を対象

としてなされ、その委託先が実子に恵まれない家庭であったことから、里

親委託が養子縁組のために利用されるようになったと考えられる。このよ

うな歴史的経緯から、やがて児童との養子縁組を希望する家庭を里親認定

し、養子縁組手続きが終了するまでの期間を里親として養育するようになっ

た。そこから『里親は年齢の低い児童を預かり、その子を養子にするか、

あるいはその子自身が社会的に自立できるようになるまでの長期間預かり

育てる』というイメージが強くなっていると考えられる｡」（北川清一，

2000,pl84）

(2)米国以外においても同様の傾向がみられる。イギリスにおいては、養護

問題への援助における児童福祉施設、特に児童入所施設の利用割合は顕著

に減少しており、地方公共団体が運営する児童ホーム（Children0s

Home）に入所している児童は1985年には14,794人であったものが、１９９５

年には約6,000人となり、その社会的養護全体に占める割合は、1985年の

２１%から1995年には12％と半減している。それとは対照的に、里親委託さ

れている児童の社会的養護全体に占める割合は1995年において65％（約

32,000人）にまで増加している（Sellick，０，１９９８，ｐ,302)。この場合施

設入所と里親委託が家庭外援助になるが、1995年におけるその全体

（38,000人）に占める割合をみると、施設入所15.8％（約6’０００人)、里親委

託84.2％（約32,000人）となる。

スウェーデンにおいては、1997年12月31日時点において家庭外援助にあ
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る児童全体の約25％が施設入所、約75％が里親委託であったとされる

（Anderson，Ｇ・’1999,ｐ254)。

(3)日本においても、里親への長期委託は公的機関が定期的に介入すること

等から結果的に児童の不安・不信感を高め、里親家庭への帰属感を損ない

やすく、児童のパーマネンスの保障という観点から検討する必要があると

いう指摘がみられる（櫻井奈津子，1997,ｐ､25)。

(4)児童養護施設に措置された後の状況を示す以下の記述からも、日本の児

童相談所で働くワーカーのこのような状況が示されている。「伝統的には、

被虐待児が児童相談所で保護されると児童養護施設に措圃される。その後

は、児童養護施設が子どものケアを担当し、多くの場合担当の児童福祉司

との関係は希薄になっていた。そして、その後は児童養護施設がその子ど

ものケアに全責任を持ってきた場合が多い｡」（高橋重宏，1997,ｐ､26）

(5)この厚生次官通達「里親等家庭養育の運営に関して」は、昭和62年に厚

生省次官通知「里親等家庭教育の運営について」および厚生省児童家庭局

長通知「里親等家庭運営要綱の実施について」の公布によって廃止される

まで40年にわたって基本的改正を加えられることはなく、また、この新し

い通知における運用上の改正においても、親族に関する規定に変更はなかっ

た。（松本武子、1991、pp37-38）
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