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１．子どもの貧困

　近年、子どもの貧困に注目が集まっている。子ど
もの貧困が深刻なこと、および、それゆえに注目が
集まる理由を、「親の貧困」と対比させて考えれ
ば、以下の2つを挙げることができる。
　１） 子ども本人はまったく関与しないにもかかわら

ず、その意味でまったく責任がないにもかか
わらず、（親の）貧困に由来する各種の「困
難」「不利」を受身的、一方的に引き受けざ
るを得ないこと。

　２） 現在の子どもだけでなくその後の世代にまで
貧困とそれがもたらす「困難」「不利」が継承
されていく可能性が高いこと。

　これら2つの理由から子どもの貧困はより深刻な
ものといえる。ではどのように対応すべきなのであろ
うか。実は、子どもの貧困は学力だけでなく、各種
社会的スキルやコミュニケーション能力を含めて不
利な状況をもたらすが、それに対して、子ども自身
に即してどのような対応策を講じるべきかについて
はこれまであまり議論されてこなかったといえる。こ
れまでの貧困研究は確かにマクロ的に貧困の実
態を明らかにし、また、その要因についての多くの
知見を蓄積しつつある。しかし、第1に、「親の貧
困」と区別される「子どもの貧困」の特性の解明は
いまだ不十分であり、第2に、現場（学校、福祉施
設、地域）でそれにミクロ的にどのように対応すべ
きかという問題についてはあまり深められていない。
「子どもの貧困」をめぐって、マクロ的貧困研究とミ
クロの福祉・教育実践を繋ぐメゾ領域が未開拓で

あり、missing ringとなっている。言い換えればミ
クロの実践を導くガイドライン的な役割を果たす理
念と具体的手順が明確になっていない。そうした
missing ring を埋め、マクロとミクロを架橋するの
が「福祉・教育プログラム」ではないか。
　私たちは概略以上のような問題意識をもって、
科研費による研究（基盤研究（B）「貧困に対する
子どものコンピテンシーをはぐくむ福祉・教育プログ
ラム開発」、平成23～25年度、代表者：埋橋孝文）
を開始した。上で述べたこれまでの研究のあり方
への反省から、どうすれば親の貧困が子どもたち
に及ぼす影響・連鎖を断ち切ることができるかを
主として検討することを目的としている。
　科研費による研究のような、かなりの期間を費
やし、また、予算的裏付けがある場合は「自前の
データ」を得ることが可能であるし、それは必須とい
える。本研究では、そのことに鑑み、計4つのグルー
プがそれぞれ調査を実施した。それらは現在鋭意
集計、分析の真っただ中で、そのため全容をここで
紹介することができないのが残念である。当初はそ
の中の一つの班（D班、児童養護施設とその子ど
も）のインタビュー調査、分析結果を中心に本稿を
執筆する予定であったがそれは叶わず、やむなく、
以下では、これまでの全体研究会での議論のいく
つかを紹介するにとどまる。ご了解いただければ幸い
である。なお、付属資料として2011年度におこなった
香港と韓国でのインタビューの紹介を掲載した。
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　私たちがイメージする福祉・教育プログラムの一
つは、以下の引用文で示されている。
　例えば米国には「ノー・チャイルド・レフト・ビハイン
ド・アクト（落ちこぼれゼロ法）」がある。学校を評価
する際に、生徒の平均点ではなく、最低限の学力
ラインをクリアできない子どもの数を減らした実績で
評価して、予算を傾斜配分する。こうした方法で、
底辺層の子をより手厚く援助するよう、学校にイン
センティブをあたえるのも一案だ（阿部彩、朝日新
聞、2010年1月17日）。
　上のような取り組みは、子どもの貧困対策とも
関係し、教育行政と予算配分に具体化されている
ところに特徴がある。
　さらに、米のヘッドスタート、英のシュアスタート、韓
国のWEスタート・Dreamスタートなどは、反貧困の
より大規模なマクロ的なプロジェクトであるといえる。
　以上のような試みはあまり日本では知られてい
ないし、おこなわれてもいないが、近年、はるかに
予算規模は小さいものの、厚生労働省のセーフ
ティネット補助金ほかを用いて、足立区、相模原
市、釧路市をはじめ多くの自治体で、貧困の連鎖
を防ぐことを視野に収めて、保護世帯の子どもへ
の支援のプロジェクトが始まっている。それらは「中
3学習会」に代表されるような進学率の向上を目
標とした学習支援が大多数を占める。つまり、子ど
もの学習支援プログラムは、貧困家庭における高
校進学率の低さやドロップアウト率の高さなどの
データがあり、また、高校進学にむけた支援が貧困
緩和に有効という考えが関係者に共有されている
こともあり、自治体で積極的に取り組みやすい事
業になっている。

　ただし、こうした学習支援プログラムは、高校進
学という目的や学力向上ということとだけでなく、

「学校では、自分は出来ないやつで相手にされて
いなかった」、「親からは、向き合ってもらえていな
い」ということを感じるなかで、プログラムに参加す
ることで、「一緒に取り組める仲間ができる」、「信
頼できる他者・第三者・地域の人に出会う」、「自
分に向き合ってもらえる」、「自分を認めてもらえ
る」、その結果「自尊感情が出てくる」、という意味
での「居場所」としての機能が、大きいようにも思
われる。問題はこうした居場所としての機能が子ど
もたちにどのような影響を及ぼし、また、その影響を
どう測るのか、が明らかになっていないことである。
　ちなみに、資料として掲載した香港での取り組
みは、子どもの「屋外活動」に重点を置いている点
で、日本における学力向上を中心とする屋内の

「学習支援」とかなり趣を異にする。貧困のために
交通費を出せなくて出かけられないところに子ども
を連れていくことは、剥奪されている人生の機会、
行動と選択の幅を広げる意味をもつ。
　さらに留意しなければならないのは次の点であ
る。日本では明示的なプログラムは少ないものの、
現場には非言語化された形でのミクロの実践例が
あるのではないだろうか。それらの明示化・プログラ
ム作業化が必要なのではないか。日本の場合、

「反・子どもの貧困」の取り組みの蓄積はないよう
に思われるが、施設、学校、地域ではたとえ明示
的ではないものの非言語化された形での実践例
が存在するのではないか。それらを掘り起こし、明
示化、言語化し、最終的にはプログラム化していく
方向も重要である。 

2．福祉・教育プログラム開発とは？

３． 「子どもの貧困」とコンピテンシー

　私たちの問題意識を、具体的に示せば次のよう
なものである。
　１）「子どもの貧困」と「親の貧困」を区別するも

のは何か、両者の関係はどのように捉えられ
るべきか、両者を切り離して考え、対応するこ

とはできるか。
　２）「子どもの貧困」の中身はどのようなものか、

言い換えれば、貧困は子どもにどのような影
響を与えているのか、さらにそれは子どもの大人
期への移行期にどのような影響を与えるのか。
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　３）「子どもの貧困」とは、親の貧困が子どもに
及ぼしている影響（世帯の貧困）であるが、子
どもを中心に考えると、子どもの貧困体験は
子どもをとりまく諸環境、諸資源からの排除、
剥奪状態といえるのではないか。

　４）どうすれば「親の貧困」が子どもたちに及ぼ
す影響・連鎖を断ち切ることができるか、そも
そもそれは可能か。

　５）「（貧困状態にある）親の生活と子どもたちの
これからの生活とは別のもの」と想定すること
は可能か、また、子どもの自立期に「自分のこ
れからの生活は親の生活とは異なるものであ
ることを認識する」ことは必要であり、エンパ
ワーメントすることになるか。

　６）「子どもの貧困に抗う力」、つまり、苦境に立
ち向かえる能力をそもそも問題として立てるこ
とは妥当か、それは貧困家庭の子どもたちに
過重な負担、課題を与えることにならないか。
貧困は多くの困難と不利（リスク要因）を子ど
もに課す。そのリスク要因を少しでも軽減する
ことが先決ではないのか。あるいは親への働
きかけを優先すべきではないか。

　７）「子どもの貧困に抗う」ための事前の予防的
措置と事後の治療的措置のどちらを重視す
べきか。

　８）もし上の6）の問題の立て方が正しいとした
ら、子ども自身の貧困や困難、不利に対する
コンピテンシーをはぐくむような福祉・教育プ
ログラムを考えることができるのではないか。

　コンピテンシーという考え方について紹介してお
けば、以下のとおりである。
　コンピテンシーの一般的な理解としては「ある職
務や状況において、期待される業績を安定的・継
続的に達成している人材に、一貫して見られる行
動・態度・思考・判断・選択などにおける傾向や
特性」というものである。
　OECDの教育研究革新センターは、2003年、
キー・コンピテンシー概念の定義を試みた。
　コンピテンシーとは、高業績者の特性、スキル以
上のものとして態度（人との関係）、通常のスキル
と知識を除外したハイ・パフォーマーの特性のこと
であり、学力が重視される人事採用が裏切られる

などの反省から出発した概念である。OECDが提
起した3つのキー・コンピテンシーは、以下の3点で
ある。
　①自律的に行動する能力
　②社会的な異質の集団における交流能力
　③ 社会・文化的、技術的ツールを相互作用的

に活用する能力
　あるいは、折れない心（強さ、しなやかさなどの精
神的快復力、守る、逃げるなどのコーピングスキル）
といわれることもある（小塩真司）。
　前掲の問題意識の6）、8）に即していえば、私た
ちは、もちろん「高業績者のコンピテンシー」を問題
とするわけではない。子どもが貧困に負けない、い
わば底辺からの目線によるコンピテンシーを取り上
げることになる。わかりやすい表現を用いると、「ひ
どい扱いに対し、抵抗していける、尊厳ある主体と
なること」、「貧困に対処する能力、経済的貧困に
陥ってもサバイバルできる能力をもつこと」（伊田
広行）ということになる。そこでは、子ども自体をエン
パワメントするという視点が重要になってくる。

リスク要因 防御要因

１．近隣や学校を含む広範な環境の諸条件

１）教育や就労の機会が
非常に少ないこと、２）人
種差別、不公正、３）貧
困

１）教育、就労、成長、
ものごとを達成する機会が
多いこと、２）集団による
効力、３）思いやりのある
大人がいること

２．家族の諸条件

１）子どもへの不適切なか
かわり、２）両親間の葛
藤状態、３）親の精神障害、
４）厳しい養育態度

１）良好な親子関係、２）
効果的な育児

３．個人の心理社会的なリスク要因と生物学的なリスク要因

１）性別、２）遺伝的な
傾向を含む生物医学的な
問題

１）「扱いやすい」気質の
乳幼児であること、２）自
尊心、頑強性、３）規範
的な役割における対処能
力、自己効力感、４) 知能
が高いこと

出所）M・W・フレイザー編著、門永朋子・岩間伸之・山縣文
治訳『子どものリスクとレジリエンス−子どもの力を活かす援助』

（ミネルヴァ書房、2009年）p.55

表１　 児童期の深刻な社会問題に共通するリスク
要因と防御推進要因：生物学的マルチシス
テムの視座
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１） 香港でのインタビュー調査紹介
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対象団体 Boys & Girls Club in Hong Kong
(Ringo Chan , Jenni fer Li , Benson Poon , 
Carol Kim)
日時：2011年9月1日（木）
場所：BGCA Headquarter
調査目的：貧困家庭の子どもへどのような働きかけ
をおこなっているかの調査
調査者：埋橋孝文、矢野裕俊、室田信一
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Boys & Girls Club (BGCA) の概要
　Boy & Girls Club （以下、BGCAと略す）は
1936年設立の非政府組織である。主な財源は政
府からの補助金である（約7割）。香港市内に74の
サービスユニットがあり、登録会員数は約8万人で
職員は専任職員1100人強である。事業の対象年
齢は2歳から24歳（24歳以上もごく少数いる）で、
その使命は「子どもの成長に向けた「子どもに優し
い社会」の擁護（Advocate a Child Friendly 
Society for Children’s Growth）であり、モッ
トーは若者を育み、未来を創造する（Nurture the 
Young, Create the Future）」である。
　広く児童の健全育成を目標としている団体であ
るが、当団体の反貧困プログラムは下記の4つの
コンセプトをもっている。
　◦多面的剥奪の回避（multiple deprivation）
　◦自尊心の育成
　　（self-esteem: although I am poor, I am happy）
　◦将来への希望（future success）
　◦貧困の世代間連鎖の抑制
　　（reduce intergenerational transformation of poverty）
　また、目標としては子どもの保護因子（protective 
factors）の増進と危険因子（risk factors）の抑
制を掲げている。なお、活動の中心を放課後の屋
外プログラムに置いている理由は、「貧困家庭の
子どもは放課後プログラムへの参加率が低い」

「低い理由としては通常プログラムの参加費や交
通費が払えないから」であり、それらを補充すること
に努力しているとのことである。
　以下では、2つの「子どもの反貧困」プログラム
を紹介する。

 IMC サンデー・スクール 
　このプログラムは、政府と民間＝IMC（国際投
資会社）によるマッチングファンドにより2009年に
開始された。もともとは、オランダで1998年に始まっ
たプログラムであり、心理学者がIMCと協力して立
ち上げたものである。2009年には国連から表彰さ
れた。貧困のリスクにある児童にとって、なるべく早
い段階から介入する必要があるとの考えから、10
歳からプログラムに参加できるようになっている。
　香港では、2009年に開始され、初年度は44人
の児童が参加し、2010年は42人、今年は香港で
最も貧困な2つの地区で実施し、およそ80名が参
加している。この活動には、IMCのボランティアが
積極的に参加する。ボランティアは日本やインド、
ヨーロッパなど出身の外国人であり、児童にとって
英語を話す機会になる。貧困層の児童にとって英
語を話す機会は乏しいのである。
◆プログラムの目標
　児童の視野を広げる支援、児童の自尊心を高
める支援、児童の英語力を高める支援、児童が香
港での生活に慣れるような支援（プログラムに参
加する多くの児童は中国本国から移り住んできて
いる）
◆プログラムの内容
・教室の中で授業を受けるようなものではなく、児

童が楽しめるようなプログラムを提供。
・1年間のプログラム。26回開催。
・10歳から14歳の児童が対象で、1年間で終了。
・プログラム参加費は無料。
◆参加者の選考方法
　参加の条件：英語力のテストを実施。英語力が
ありすぎてもなさすぎてもいけない。
　また、書類審査と保護者面接もおこなう。参加
者の家庭はすべて低所得者で生活保護を受給し
ている。
◆Q & A
Q１：サンデー・スクールからドロップアウトする児童は

いるか？

　⇒過去に一人いたが、みんなプログラムを楽し
んでいる。

Q２：参加するための競争率はどれくらいのものか？

　⇒今年は120人ほどがプログラムに応募した。

４．資　　料
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かなり高い競争率（2倍～3倍）になっている。
Q３：プログラムにとっての困難や改善点は？

　⇒児童が英語を話そうとしないことがあり、ゲー
ムを用いるなど、モチベーションを高めるため
に試行錯誤している。プログラム中は基本的
に英語を用いるようにしている。スタッフも英
語以外で児童と会話することはほとんどな
い。児童の中で英語のレベルが異なることも、
困難な点である。IMCが豊富な資金を提供し
てくれるので、児童のモチベーションを高める
ことに役立っている。

Q４：マッチングファンドの比率は？

　⇒本来は1対1だが、実際のところIMCが多め
に出費している。また、IMCの職員が毎週日
曜日にボランティアとして関わってくれている。

Q５：BGCAでサンデー・スクールを担当している専任

職員は何名か？

　⇒2名のみ。その他に各プログラムにパートタイム
の英語の教師が1名いる。屋外授業のときに
はBGCAのほかのスタッフに手伝ってもらった
りする。IMC以外にも他の機関から参加する
ボランティアや、プログラム卒業生が参加して
手伝ってくれている。

Q ６：サンデー・スクールの職員はどのような役割をこ

なしているのか？

　⇒企画し、実行し、評価することである。2ヶ月に
一度、IMCの代表（運営委員）と定例会議を
開催し、報告をし、計画を立てている。

Q７：IMCは費用対効果についてどのような考えを持っ

ているのか？

　⇒IMCは投資会社なのでお金の管理には厳し
いし、定期的な報告を要求してくるが、全体と
しては非常に協力的である。たとえば、今年か
ら事業規模が2倍になったことで、さらなる協
力を検討している。

Q８：評価の方法としてはどのような方法を用いている

のか？

　⇒自己評価シートを用いている。
Q ９：サンデー・スクールにおける保護者の関わりはど

のようなものか？

　⇒保護者の関わりは重要である。昨年度は、保
護者も参加できるバーベキューを開催し、サン
デー・スクールについての説明をおこった。毎
週、保護者に対して手紙を送っている。定期

的にニュースレターも送付している。今年は、
保護者に対する子育てセミナーなども企画し
ている。

Q１０：学校外で提供されるプログラムが多いように思

うが、それにはどのような考えが？

　⇒児童は屋外で活動することが好き。また、多く
の児童は遠くへ移動するための交通費を出
すこともできないため（たとえばビクトリア・ピー
クを訪れたことがない児童がほとんどであ
る）、彼（女）らに新たな経験をしてもらうため
に屋外でのプログラムをおこなっている。

「貴重なもの発見（Treasure Trove）」
　これは、経済的な理由から夢をあきらめてしまう
児童の支援を募り、彼（女）の夢を叶えるというプ
ログラムである。たとえば、バイオリンを習いたいけど
お金がなくて習えない女の子に対して、スポンサー
を募り、彼女の夢を叶えてあげる。幼い年齢で夢を
あきらめてしまうのではなく、自分に自信を持てるよ
うに支援する。

＜まとめ＞
　香港は貧富の格差が大きい社会ではあるが、そ
れ故にというべきか、いわゆるソーシャルワークが
制度的にみて、また、スキルの水準的にみて、発展
している。そのソーシャルワークの一つの重要な社
会的資源がNPOの活動である。香港のNPOでは
活動の概要をプログラムにまとめ上げて、そのプロ
グラムの実施費用を企業や個人の寄付で賄うとい
う風土が根付いている。一般的な寄付で賄うので
はなく特定プログラムの提案に対する寄付という
形である。寄付する側もその方が目に見える形で
の活動となり、身近で、透明性が高いものとなる。
　今回のインタビューで特徴的であったのは、①
貧困家庭の子どもにターゲットを絞った活動が行
われていること、②その貧困家庭の子どもの手が
届かない遠くへ出かけての「屋外活動」に重点が
置かれていること、③費用面での企業や個人との
連携が活発に行われていること、福祉・教育の分
野に関わるプログラムが、企業や個人からの支援を
得るためにも精力的に開発されていること、である。
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２）韓国でのインタビュー調査紹介
　2011年11月22日から25日にかけて韓国を訪問
し、ソウルの児童養護施設と母子生活支援施設、
安山市WE‐Startマウル（村）、小学校（ビョルマ
ン初等学校）、梨花女子大学麻甫（マッポ）総合
社会福祉館、仁川市東部教育庁教育福祉優先
事業を訪問した。訪問目的は、貧困やその他の困
難、不利をかかえている子どもに対してどのような
働きがおこなわれているかを調査することであった

（調査者は埋橋孝文、矢野裕俊、劉眞福、山村りつ）。
　私たちの科研プロジェクトでは、子どもの貧困を
主たるテーマにしているが、併せて児童養護施設
に入所している子どもに代表されるような、さまざま
な困難と不利をかかえる子供たちに対する働きか
けについても取り上げている（D班）。今回のインタ
ビュー調査は、その一環として実施された。
　以下では、児童養護施設２ヵ所と母子生活支
援施設１ヵ所でのインタビューを紹介する。

常緑保育園（児童養護施設、11月22日）
　地域との関わりを重視している施設であり、①
パソコン講習を地域の人（子ども）に提供し、②老
人向け給食サービスもおこなっている。 
　80人が入所、2人が孤児、残りは離婚による。7
階建ての建物は、韓国の250の施設で唯一とのこ
とである。日本との違いは虐待ケースが少ないこと
である（80人中5人、日本は70 ～ 80％、ただし厚
労省調査2008年では53．4％）。18歳まで、ただし
大学進学の場合には引き続いてここにいることが
できる。虐待（肉体）と捨てられたという感情（精
神）は通ずるものがあるということが強調されてい
た。なお、韓国では被虐待児の（専門）施設は別
にあるとの情報もある。
　同施設には子どもの「自立生活館」がある（女
子のみ、30人）。マナーと性教育、料理、コンサー
ト、薬物・喫煙教育などをおこない、また、「家を建
てるための知識」なども教えている。「施設では保
護されているが出て行く時は無防備」ということを
政府に訴え、その結果、17年前からこのような施
設が設置されている（全国で12カ所、ソウルで3カ
所）。この自立生活館の予算措置は「政府+企業、
日本は政府支援のみだが韓国では施設がスポン
サーを開発」しているのが特徴である。入所してい
る子どもたちは忙しい（帰ってからテコンドー、塾、ボ

ランティアなど）、内にこもっていてはダメであるとの
ことであった。
　退所前の準備プログラムに関する私たちの質
問に対しては、以下のような回答であった。「経済
教育センター」（於・ヨイド）に他の施設の子どもたち
と一緒にこの施設からも参加する。月3時間で3日、
3カ月、こうした準 備を今 年から強 化している。
2009年からNOW STARTが開始された（ソウル
のみ）。WEスタート、DREAMスタートは施設には
関係ないが、9か所の施設、地域児童防止セン
ターで、生活保護受給世帯の子どもたちに塾の授
業を受けさせている。これは、他の地方から羨まし
がられている。これは民間の取り組みであるが、今
後「公」の取り組みも要請し、強化したいとのこと
であった。

信明保育園（児童養護施設、11月24日）
　社会福祉法人（キリスト教系）の児童養護施設
であり、1952年に設立されている。4歳～ 18歳未
満の児童が入所し、定員70人であり、現在61人
が入っている。自立生活館がある（常緑保育園と
同じ）。ここでもKUMONをやっている。3年ごとの
評価で、2007年A、2010年最優秀を獲得した。こ
こにはIQが低い子も来る（10％）とのことであった。
　予算は補助金10億ウォン、社会的サポート8500
万ウォン、法人から5000万ウォン（計12億ウォン）
で運営している。大学進学者はここでも入所を延
長できる。
　ケースマネジメントに努力し、初期適応に努力し
ていることが特徴である。また、退所する子どもの
担当が決められており、力を入れている。最近は
保護から退所のための準備に力点が移っており、
自立支援標準マニュアル（Ready Action）を活用
している。これは保健福祉部作成のマニュアルであ
る（6段階、260施設でこれに沿った指導を実施）。

ヨンラク母子院（母子生活支援施設、11月25日）
　ここは、教会関係団体が母体となって、韓国で
最初に設立された母子生活支援施設である。重
視しているのは、①キリスト教の愛、②家族の愛、
③自立志向の3点である。ちなみに母子生活支援
施設は全国で41、ソウルには6施設がある。現在
32世帯（昨日退所したので26世帯）が生活してい
る。
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　以前は離婚がほとんどであったが、近年は未婚
の母親が増えている。ここは未婚の母親を対象と
した独自のプログラムをもっていることもある。保育
所は6時までで、保育所から帰ってから付属保育
園があることが、シングルマザーにとって大きな魅力
となっている。
　ここでは施設の看板がないが、それはスティグマ
が無いように、マンション名を書いているとのことで
あった。3年ごとに評価では全国でトップの高い評
価を得ている。その賞金は職員のボーナスに充て
られている。以下、質疑応答を紹介しておく。
Q１：DVのケースの割合は？

　⇒離婚の場合がすべてである。DVで直接ここ
には入れるわけではない、DVはシェルターへ
入るケースが多い。

Q２：自立支援について？

　⇒韓国では入居年限は3年が限度で、2年延
長できるだけである。日本では長くいる傾向が
あるようだが、何年もいられるのはおかしいの
ではないか。日本では「公」が担当しているの
でズルズルと入所期間が長引く傾向にあるの
ではないか。

Q３：生活保護世帯の割合は？

　⇒生活保護世帯だけでなく、低所得の人 も々い
る、大体全員が就業しており（4人が無職）、
22世帯が働きながら生活保護を受給し、3世
帯が働いており、生活保護を受給していない。

Q ４：生活保護を離脱した時に生活水準が下がること

は？

　⇒韓国ではそれが一番問題になっている。
Q５：入所期間は？

　⇒日本の場合、子が18歳まで入れるということ
であるが、長すぎるのではないか。韓国では
一度施設を出ると同じ施設には入れないこと
になっている。

Q６：退所準備は？

　⇒特別にしていない。それは政府、地域の役割
である。6ヶ月後にどうしているかを聞くことくら
いである。就業支援プログラムを終えて来れ
るのでここでは提供していない。入った時から
ケースマネジメントで退所時のことを前提に織
り込んでやっている。

Q ７：塾へ行く子どもが多いなかでこの施設の子ども

にはどのような支援を？

　⇒こうした関心が高まっており、１．父母教育、２．
大学生ボランティア、３．芸術音楽教育、４．
KUMONを重視しているが、「これをやって成
果が上がっている」とはなかなか言えない状
況にある。

＜まとめ＞　
　2011年当時、ノ・ムヒョン政権時に打ち出された

「社会的投資戦略」と整合的なWE（Welfare & 
Education）スタートやDream スタートが継続中で
あった。前者は民間で後者は公的なプロジェクトと
いう違いがあるが、どちらも子どもの貧困の緩和・解
消（予防と治療の両側面をもつ）を目標としている。
　今回のインタビューで特徴的であったのは、以下
の点である。
　第1に、韓国の児童養護施設や母子生活支援
施設では、日本よりも、退所後の生活を見据えた
対応、取り組みが活発である。インタビューに応えて
くれた人々は日本の施設の訪問、見学を経験して
おり、そうした日韓の違いを認識していた。
　たとえば「自立生活館」では施設に在園しなが
ら、退所予定の児童がアパートを借りて自立生活
を体験する支援が受けられる。また、退所して一人
暮らしする児童に夕食を施設内でふるまう支援が
ある。施設では常に大勢で暮らしているので、一人
で生活することに慣れていない。退所した途端に、
環境の変化が一気に訪れるのはリスクが高い。
　先行調査から、「『独り』に耐えられない」「施設
生活が長いと、一人暮らしに慣れるまでが苦痛」と
いうことが明らかになっている。児童が、退所後も
他者に見守られながら（児童自身が他者に見守ら
れていると感じながら）失敗もできる環境が必要で
ある。段階的に移行できるような施設やプログラム
があればいいのではないか。
　第2に、上記の自立生活館の予算措置は政府
+企業である。「日本は政府支援のみだが韓国で
は施設がスポンサーを開発」しているのが特徴的
である。これは香港でも見られたことであるが、日本
でもこうした面の取り組みが強化されるべきではな
いか。


