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児童養護施設における児童の退所に関する取り組みの報告
－全国調査の結果概要と

自由記述回答の分析から－

特集3
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１　調査の概要

２　調査結果：選択回答

同志社大学大学院・社会学研究科社会福祉学専攻　宮田暢子・田中弘美1

　本稿で紹介する調査は、文部科学省科学研究
費「貧困に対する子どものコンピテンシーをはぐく
む福祉・教育プログラムの開発」の一環として行わ
れたものである。本調査は、貧困をはじめとした困
難に立ち向かう子どものコンピテンシーを育むとい
うプログラムの目標に近づくため、とりわけ不利や
困難を抱えていると考えられる児童養護施設の子
どもに焦点をあて、彼らの現状および退所後の生

活に向けた支援・取り組みについて明らかにする
ことを目的としている。以下では、最初に調査の概
要に触れた後、調査結果における選択回答の内
容を紹介する。それをふまえて、自由記述欄の分
析を行い、児童養護施設の重要な役割の一つで
ある児童の「自立に向けた準備」が、どういった内
容で、どの程度行われているのか、またどういった
ところに課題があるのかを探ってみたい。

（1）　調査方法
　全国児童養護施設協議会ホームページに記載
されていた全国の児童養護施設589カ所に対し、
自記式質問紙を送付し、自記式郵送調査法で実
施した。調査期間は2013年1月から3月である。

（2）　回収率
　調査票の回収数は213施設で、有効回収率は
36.2％であった。

（3）　調査内容
　質問紙は、主に4つの項目で構成されていた。
具体的には、 施設の概要、 児童の退所状況に
ついて、 退所に向けた取り組みについて、そして 
退所後の支援についてである。

（1）　施設の概要
（a） 施設の所在地

　回答を得た施設の所在地の分布について
は、地域における施設数の違いから多少の偏
りがみられるものの、全国各地の施設から一
定程度の回答を得ている。

1  本稿は基本的には2名の筆者による共同執筆である。ただし、文責は2節「調査結果：選択回答」は宮田が、3節「調査結果：
自由記述」は田中が担当した。

表 1-1　施設の所在地（N=213）
　施設の所在地域 度数 ％

北海道および東北 19 8.9
甲信越 16 7.5
関東 51 23.9
東海 27 12.7
近畿 29 13.6
中国および四国 29 13.6
九州および沖縄 42 19.7
合計 213 100.0
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（b） 施設の運営母体のタイプ
　回答を得たほぼ全ての施設（92.3%）は、
社会福祉法人のみによって運営されている。

（c） 児童の定員数
　回答を得た施設の児童定員数は、「31 ～
40人」と「41 ～ 50人」がもっとも多く、4割以
上を占める。また、「21 ～ 70人」の定員数の
間に約8割の回答施設が集まっている。この
結果は、全国の施設全体の児童定員数と比
較しても概ね同様の分布となっており2、今回
の回答施設は児童の定員数からみた場合、
平均的なサンプルであるといえる。

（2）　児童の退所状況3

（a） 過去5年間の退所児童数
　過去5年間に退所した児童の数は、「11～

20人」がもっとも多く約半数（48.8%）を占め
ている。その 次 に 多 い の は「0 ～ 10人」

（31.7%）である。

（b） 過去5年間の退所児童の進路
　過去5年間に退所した児童の進路は、就
職が進学を5倍以上も上回っている（中央
値）。国や地方自治体による進学支援4も制
度化されてきてはいるものの、依然として経済
的な事情や、児童自身の学力の問題などに
より、就職せざるをえない者が多い状況である
ことがうかがえる。また、「その他」の詳しい内
容は本調査では聞いていないが、進学にも
就職にも当てはまらない退所児童が平均して
14.1%も存在することは看過できない。

2  2011年時点における全国の児童定員数別の施設数（N=585）は、「21 ～ 30人」10.4%、「31 ～ 40人」15.7%、「41 ～ 50
人」21.2%、「51 ～ 60人」16.6%、「61 ～ 70人」12.1%で、76%の施設が「21 ～ 70人」の定員数に集まっている（厚生労働
省 2013）。

3 ここでいう「退所」とは、措置変更や家庭引取のためでなく高校卒業によって迎える退所および中学卒業後に進学をしないた
めに迎える退所を指す。
4 一例として「大学進学等自立生活支度費」がある。2006年に制度化され、2012年時点の支援金額は79,000円。親の経済
的援助が見込めない場合は、上記に特別基準189,510円が加算される（厚生労働省 2013）。

表 1-2　施設の運営母体のタイプ（N=208）

　施設の運営母体のタイプ 度数 ％

社会福祉法人のみ 192 92.3

社会福祉法人と地方自治体 6 2.9

それ以外 10 4.8

合計 208 100.0

表 1-3　児童の定員数（N=208）

児童の定員数 度数 ％

1 ～ 20 人 1 0.5
21 ～ 30 人 24 11.5
31 ～ 40 人 42 20.2
41 ～ 50 人 45 21.6
51 ～ 60 人 30 14.4
61 ～ 70 人 32 15.4
71 ～ 80 人 12 5.8
81 ～ 90 人 13 6.3
91 ～ 100 人 4 1.9
101 ～ 110 人 3 1.4
111 ～ 120 人 1 0.5
121 ～ 150 人 1 0.5

合計 208 100.0

表 2-1　過去 5 年間の退所児童数（N=205）

過去 5 年間の退所児童数 度数 ％

0 ～ 10 人 65 31.7

11 ～ 20 人 100 48.8

21 ～ 30 人 28 13.7

31 ～ 40 人 9 4.4

41 ～ 50 人 1 0.5

51 ～ 60 人 1 0.5

61 ～ 70 人 0 0.0

71 ～ 80 人 0 0.0

81 ～ 90 人 1 0.5

合計 205 100.0

表 2-2　過去 5 年間の退所児童の進路

過去 5 年間の
退所児童の進路

進学者 就職者 その他

有効回答施設数 198 192 191

全施設の平均値（％） 18.5 66.4  14.1 

全施設の中央値（％） 13.2 71.4 5.6 
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（3） 　児童の退所に向けた取り組みについて
（a） 退所に向けた支援を担当する職員の配置

　約6割の施設で、退所に向けた支援を担
当する職員が配置されている。これまでは、家
庭支援専門相談員（FSW）5が主に退所児
童に対する継続した相談援助の役割を担う
よう推進されてきたが、2011年に国は自立支
援とアフターケアの充実のため、今後、自立支
援担当職員の配置を整備していく方向性を
提示した6。このような動きのなかでの約6割と
いう結果は、この配置水準に留まらざるえない
何らかの要因があると推察される。近年、退
所に向けた支援・退所後の支援の重要性が
唱えられるなかで、職員配置がそれほど進ま
ない要因が検討される必要がある。

（b） 具 体的な退所後の生活やその希望につ
いて児童と話し始める時期

　「退所時期の1年以上前から話し始める」
という回答が38.2%でもっとも多く、次に多い
のが「退所時期の約6 ～ 12か月前から話し
始める」という回答で、30.4%である。つまり、
約7割の施設において、少なくとも退所時期
の6か月前から退所後の生活について児童と
の話し合いが始められている。
　谷口（2011）による先行研究では、「自立
支援の開始時期」について聞いており、約4
割の施設が「入所直後から」と回答している
が、本調査では「入所時から常に」と回答し
た施設はわずか5%程度であった。このような
相違が生じた要因として、谷口（2011）では

「自立支援」と大まかな括りで聞いているの

に対し、本調査では「具体的な退所」を視野
に入れて児童と話し合いを始める時期を厳
密に聞いたことが影響したと考えられる。

（c） 退 所に向けた計画の決定に児童は参加し
ていると思うか

　9割近くの施設が、「退所に向けた計画の
決定に児童が参加していると思う」と回答し
ている。この 点については、厚 生 労 働 省

（2011）「社会的養護の課題と将来像」で
も、子どもの権利擁護の推進として「子どもの
意見をくみ上げる仕組み」が必要であると述
べられており、そのような動向を反映した結果
であるともいえる。また、本調査では「参加して
いると思う」と回答した施設に対し、「参加の
場面と方法」に関して自由記述欄でさらに詳
しく聞いた（結果は後述する）。

5  家庭支援専門相談員（FSW）は、「乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化について」（平成16年4月28日付
雇児発第0428005号）にもとづいて配置されることとなったが、現在は「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理
療法担当職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について」（平成24年4月5日付雇児発
0405第11号）にもとづいてFSW等退所に向けた支援を担当する職員を配置することが求められている。

6 厚生労働省（2011）「社会的養護の課題と将来像」

表 3-2　具体的な退所後の生活や希望について
　　　　児童と話し始める時期（N=207）

具体的な退所後の生活や希望に
ついて児童と話し始める時期

度数 ％

退所時期の約 1 ～ 2 か月前から 8 3.9

退所時期の約 3 ～ 6 か月前から 30 14.5

退所時期の約 6 ～ 12 か月前から 63 30.4

退所時期の 1 年以上前から 79 38.2

入所時から常に 10 4.8

その他 17 8.2

合計 207 100.0

退所に向けた支援を

担当する職員の配置
度数 ％

配置している 122 58.9

配置していない 85 41.1

合計 207 100.0

表 3-1　退所に向けた支援を担当する職員の配置（N=207）
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（d） 退 所後の進路・住まい・生活などについて児
童の希望を確認する方法（複数回答）

　ほとんど全ての施設において「日々の生活
の中で聞き取る」という方法が実践されてい
る。言い換えれば、この方法を除いての確認
は考えられないということである。一方で、これ
に加えて特別な方法で確認している施設もあ
る。これより、「日々の生活の中で聞き取る」と
いうインフォーマルな形での確認だけでなく、そ
の他の複数の方法を併用した支援の必要性
が認識されていることがわかる。

（e） 退 所の際に、児童に対して児童自身のケー
スの開示（入所理由の説明等）を行う

　「児童によって異なる」と回答した施設が6
割以上ともっとも多いが、「原則行わない」と
回答した施設も約3割あり、施設の方針の相
違が表れている。また、「すべての児童に行
う」と「原則行わない」という正反対の方針が
混在していることも特徴の一つであるといえ
る。ケースの開示についても「行う」と回答した
施設に対して、それに関連する支援・取り組
み内容を自由記述欄で聞いた。詳細につい
ては、ここでの結果をふまえて後に述べること
とする。

（f） 施 設の業務として退所後の児童と連絡を
取っている方法（複数回答）

　施設の業務として行う連絡と、職員が個人
的に行う連絡との間で、連絡方法に大きな違
いはみられず、もっとも多い「電話」の次に

「メール」、そして「訪問」が続いている。しか
し、職員が個人的に行う連絡では、業務とし
て行う連絡に比べ「メール」が飛躍的に多く
なるという特徴がみられた。また、全体的にみ
て全ての連絡方法で「業務として」よりも「個
人的に」実施している数が多いことが示され
ており興味深い。この点については、退所し
た児童への支援を聞いた自由記述欄でも関
連した回答がみられたため、後に詳述したい。

（g） 施 設職員が個人的に退所後の児童と連
絡を取っている方法（複数回答）

図3-1 退所後の進路・住まい・生活などについて
　　　児童の希望を確認する方法（N=770）

図3-2 施設の業務として退所後の児童と連絡を
　　　取っている方法（N=458）　

退所計画決定への
児童の参加有無 度数 ％

思う 174 85.3
思わない 30 14.7

合計 204 100.0

表 3-3　 退所に向けた計画の決定に児童は参加して
いると思うか（N=204）

児童自身への
ケース開示 度数 ％

原則すべての
児童に行う 18 8.6

児童によって
異なる 130 62.2

原則行わない 61 29.2
合計 209 100.0

表 3-4　 児童に対して児童自身のケースの開示を
行う（N=209） 

図3-3 施設職員が個人的に退所後の児童と連絡
　　　を取っている方法（N=522）　



− 24 −

　 本 節 で は、テキストマイニングソフト（KH 
Coder7）を利用し、自由記述欄の分析をおこなっ
た結果を述べる。テキストマイニングの手法には、 
①多くの回答者によって重要であると考えられて
いる事柄を、使用されたワードの頻度などを通して
浮かび上がらせることができる、②分析者の意味
解釈における恣意性を極力小さくすることが可能
である、という大きく２つの利点がある。以下では、
自由記述欄に記載されたワードの頻度を上述のソ
フトを使って析出し、筆者がそれを構造化し分析し
た結果を述べる。なお、構造化および解釈の作業
は、各ワードがどのような文脈で用いられたか、
個々の回答用紙を参照しながら実施した。

（1）退所に向けた取り組みについて
（a） 退 所に向けた計画の決定に、児童はどの

ような場面あるいは方法で参加しているか
（第2節（3）-（ｃ）参照）

　ここでは、児童本人の意志や気持ちなど
「主体性」を表すワードが圧倒的に多くみられ
た（表1-1）。参加の方法についても、「話し合
う」「確認する」「聞く」などの結果が表すとお
り、決して職員が一方的に誘導するのではな
く、児童自身の発言を引き出す、あるいは一
緒に考えるといった計画決定が試みられてい
ることを示している（表1-2）。さらに、個々の
回答用紙を参照したところ、こういった計画は 
施設（職員）と児童の二者間で行われるケー
スと、 学校・児童相談所・家族を含む様々な
ネットワークの中で行われるケースがあることが
わかった。しかしながら、計画決定に児童がど
の程度参加するか（参加レベル）には、施設
によって差がみられる。例えば、施設のなかに
は「児童が自分で選択する・決定する（自己
決定）」ことを「参加」と捉えている施設もあっ
たが、多くの施設では、児童の「意志・意向を
確認する」ことが「参加」と捉えられていた。

（b）  児童に対して児童自身のケースの開示を行
う場合に気をつけていること、あるいは開示
に伴う支援や取り組み
　この項目は、「児童に対してケースの開示を
行っている（行うことがある）」と答えた回答者
に対して、関連する取り組みをさらに詳しく聞
いたものである（第２節（３）−（ｅ）参照）。高い
頻度で使用されたワードの構造化から、ケース
の開示に至るまでには複数の側面における
児童の状況が考慮されていることがわかる。
もっとも多くみられたのは、①児童本人の成
熟度（表1-3）、②開示における状況判断（表
1-4）に関連するワードである。例えば、①では
自らの置かれた状況を「受け止める」「理解

（する）」ことができる本人の精神的な成熟度
が開示の条件として認識されている。また、

「年齢」も重要な判断基準として捉えられて
いるが、一定の年齢に達すれば開示するとい
う画一的なものではなく、あくまでも本人の受
容能力をはかる基準の一つとして意識されて
いる。②では、開示の「内容」や「タイミング」な
どの判断に高い重要度が示されている。
　それだけでなく、 開示が児童に与えるイン
パクト（表1-5）を考慮する重要性を示す記述
もみられた。回答用紙を参照すると、開示が
本人に「マイナス（の影響）」を与えたり「不利
益」を被ったりすることがないよう、「慎重」に
判断・実行され、また開示後の「フォロー」体

３　調査結果：自由記述

7  KH Coder:テキストマイニングのためのソフトウェア。質問紙調査における自由記述項目から得られる日本語のテキストデータを
構造化する・相関関係を提示することによって分析を可能とするソフト。

表 1-1　 児童の主体性を強調するワードと
ワード出頻度

児童 45 意志 16
本人 40 意見 14
子ども 13 決定 14
自分 6 希望 13

意向 12
気持ち 5

表 1-2　計画決定への参加方法

話し合い 23 面談 11
話し合う 19 一緒 11
確認 16 参加 11
聞く 16
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制が重要であることが強調されている。その
他にも、開示にあたって、児童本人だけでなく

「家族（保護者）」の意思を確認するという施
設や、心理士やケースワーカーなどと相談・協
議しながら決定するという施設もあった。また、
開示内容に関しては「生い立ちの整理」とい
う表現が多く見られた（表1-6）。
　以上のことから、ケースの開示は、児童自身
のルーツやアイデンティティにかかわる非常に
重大な問題であり、彼らの現状やその後の人
生にとって、プラスにもマイナスにも大きなイン
パクトを与えうる事柄であるといえる。それゆ
え、開示の年齢や時期、内容などを標準化す
ることは不可能である。また、「開示前―開示
時−開示後」のすべての段階において一人
一人の個別の状況に沿った対応が必要であ
ることから、施設職員にとってもかなりの責任
や重圧が伴う業務であるといえるだろう。

（2）　児童の退所後の生活について
（a） 児 童養護施設を退所した児童にとって、

退所後の生活で課題となると思われる事柄
　退所後の生活における課題としてあげられ
たワードは主に、「仕事」に関する項目と「生
活」に関する項目の2つに構造化できる（表
2-1、表2-2）。これまでの研究でも論じられて
いるとおり（喜多ほか 2009）、とりわけ「就労
の継続」と「金銭管理」に関するワードがもっ
とも頻繁にみられた。また、表2-3のとおり、ネ
ガティブな状態を表すワードも多くみられ、その
なかでも「乏しい」「少ない」「不足」といった

ワードの頻度から、上のような課題には何らか
が欠如している状態が関係していることが示
唆された。
　そこで、回答用紙を確認したところ、これら
のワードは主に2つの文脈で使用されていた。
1つめは、児 童自身の社 会 的な「経 験」や

「常 識」が不 足し、2つめは、「相 談」や「支
援」といった社会的資源に関する欠乏状態
が表されていた（表2-4）。つまり、ここでは退
所後の生活で児童が直面する実際の課題

（仕事面・生活面）に加えて、それらの困難を
克服するにあたっての課題が語られているこ
とがわかる。具体的には、児童が困難に直面
した際に、 児童が自らそれに対処するための
経験が乏しく、対処スキルを十分に身につけ
ていないこと、そして 児童が1人で対処できな
い場合に支援する社会的資源が身近にない
ことが課題として認識されている。
　すなわち、退所後の円滑な生活のために
は、 児童が退所する前の段階（リービングケ
ア）で、児童本人の社会的対処スキルを高め
る支援が必要であるといえ、 退所後の段階

（アフターケア）では、 困った時に支えとなる
存在や身近に相談できる人・場所（社会的資
源）が必要と考えられているといえる。表 1-5　開示の

　　　　インパクト

フォロー 5
配慮 5
慎重 5
不利益 4
マイナス 3
悪影響 2
プラス 2

表 1-4　状況判断

状況 9
内容 7
タイミング 6
判断 6
時期 115

表 1-3　児童本人の
　　　　成熟度

理解 8
受け止める 5
年齢 5

表 1-6　その他

家族 11
生い立ち 8
整理 7

表 2-1　仕事に関するワードとワード出頻度

職場 10 就労 6
仕事 9 継続 7
就職 6 辞める 7

表 2-2　生活に関するワードとワード出頻度

生活 20 お金 8
住居 6 金銭 3
食事 6 管理 5

使い方 4
マナー 3

表 2-3　ネガティブなワード
　　 　とワード出頻度
困る 11

乏しい 7

トラブル 7

少ない 5

難しい 5

不足 5

表 2-4　社会的資源に関する
　　　ワードとワード出頻度
相談 16

支援 8

身近 4
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（3）　退所後の支援について
（a） 現 在行っている退所後の児童への支援

　退所後の児童への支援について高い頻
度で用いられたワードは、①「リーチの支援」と

（表3-1）、②「キャッチの支援」（表3-2）の大
きく２つに構造化することができる。①につい
ては、表3-1にみられるとおり、何らかの通信
手段をもちいて「連絡」する、あるいは直接

「訪問」するなど、施設側から退所した児童に
対する能動的な働きかけという意味で、ここで
は「リーチの支援」と名付けた。もっとも多くみ
られたのは、電話やメールによる状況確認、職
場や家庭を訪問するという行為である。また、
これらを総称して「アフターケア」と把握してい
る回答もあった。さらに、少数ではあるが「年賀
状を送る」や「誕生日に連絡する（カードを送
る）」といった回答もみられた。
　②については、①とは反対に退所した児童
からの相談などを施設側が受け入れ応答する
という意味で、ここでは「キャッチの支援」と名
付けた。これに関しては「相談」に「応じる」と
いう行為が圧倒的に多い。回答用紙を参照し
てより詳しくみてみると、「キャッチの支援」はさ
らに２つの行為に細分化することができる。つ
まり、１つは困ったときに「相談」できるという精
神的支えの役割であり、もう１つは「行事」「里
帰り」や「緊急時（離職時）」の受け入れなど、
物理的な場の提供の役割である8。
　以上から、児童養護施設の多くは退所した
児童に対して「リーチ」と「キャッチ」の双方向
の支援を行っていることが明らかになり、また
その行為についても単なる状況確認などにと
どまらず、多層的な支援を試みているといえる
だろう。そして、いわゆる「アフターケア」として
すでに広く認識されている支援を実施するこ
とが重要であるのは言うまでもないが、誕生日
の連絡など、なにげない日常的な行為を通し
てきめ細やかな支援を行っている施設がある
ことがわかった点は、本調査から得られた重
要な知見の一つであると考える。しかし、上で
も述べたとおり、退所後の児童との連絡につ
いては、職員が「個人的に」行っているものの
数が「施設の業務として」行っている数を上

回っていた（第2節（3）-（ｆ）・（ｇ）参照）。このことか
ら、現状においては「リーチの支援」は施設職員
の個人的な奮闘によって支えられている部分が
大きいという実態が、明白になったといえる。

（b） 退 所した児童への支援として、今は行って
いないが今後取り組みたい支援

　この項目について高い頻度でみられたワー
ドは、前述の①「リーチの支援」（表3-3）に加
えて、②「ネットワーク型の支援」（表3-4）と表
現することができる。①については、上でもみら
れた「連絡」「アフターケア」「訪問」といった
行為が重複して語られている。ここから考えら
れることは、退所後の児童に対する支援を現
在それほど行っていない施設が、今後「アフ
ターケア」を充実させたい（させていかなけれ
ばならない）と回答していることが反映されて
いるといえる。こういった回答を詳しくみると、そ
れが難しい理由として「人員不足」をあげてい
る施設が複数あった。さらに、現在も行っている
がより発展させたいという回答では、「職員が個
人的に行っているものを今後は施設の業務とし
て体制を整えていきたい」というものが目立った。
　②については、前述した「キャッチの支援」
と重複する内容もあるが、具体的に「同窓会」
や、気軽に「集まれる」「場所」「機会」の創造
がより重要視されていることがわかる。つまり、
退所した児童に対する理想的な支援体制と
して、施設（職員）と児童の二者間だけではな
く、退所者同士による網の目状のネットワークが
イメージされていることが考えられる。それゆえ、
ここでは「ネットワーク型の支援」と名付けた。こ
うした退所者同士のつながりを促進する支援
は、社会的養護に関する国の指針においても

「退所者等の自助グループの育成」という形
で示されている9。しかし、その反面、今回得た

8 もちろん、実際の支援行為のいずれが「精神的」でいずれが「物理的」であるかについて明確に線引きすることはできず、両
者は相互に連関している。
9 厚生労働省（2011）「社会的養護の課題と将来像」

表 3-1　リーチの支援
連絡 29
電話 15
アフターケア 12
訪問 12
確認 10
メール 7
呼びかける 6

表 3-2　キャッチの支援
相談 24
応じる 16
行事 8
受ける 5
受け入れ 3
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回答のなかには「退所者同士の関係が広がると
トラブル（金銭や保証人の問題など）が発生しや
すい」との指摘もみられた。
　以上から、退所した児童に対して今後取り
組みたい支援として、「リーチの支援」のさらな
る充実と体系化、そして「ネットワーク型の支
援」の促進の必要性が浮かび上がった。また、

「ネットワーク型の支援」については、ただ集ま
る機会が作られればよいものではなく、どうす

　本稿では、児童養護施設における「自立に向け
た準備」支援に関して行った質問紙調査の結果
を、選択回答と自由記述の2つの側面から分析し
た。これより、施設では児童が退所する前の段階

（リービングケア）と後の段階（アフターケア）の両方
において行われている支援と課題が多角的に浮
かび上がってきた。
　リービングケアについては、例えば、まず①退所
に向けた計画の決定の段階で、児童の主体性が
非常に重視されていた。特に児童のアイデンティ
ティや自己肯定感に深く関わる「ケースの開示」に
おいては、本人の成熟度や状況の判断、開示のイ
ンパクトの考慮や開示後のフォロー体制まで実に
多層的な配慮のうえ実践されていることが明らかに
なった。また、②児童本人の社会生活における生
活スキルを高める取り組みを実施または、実施を
検討している施設が多いことが明らかになった。
　そして、アフターケアについては、「リーチの支援」
と「キャッチの支援」という概念を用いて児童と施設

（職員）の双方向のベクトルを包括する支援が重
要であることが示された。この背景には、児童が退
所後に困った際、誰かに自分から頼っていける力、
つながりを求めていける力が弱いことが示唆され
た。そして施設（職員）は、そうした児童が存在する
状況を認識しており、退所児童が、困った際に物
理的にも心理的にも相談しやすい環境をつくりだ

すことの必要性を感じていることが明らかになった。
　こうした現状の中で「現在行っている取り組み」
や「今後取り組みたい支援」の結果にみられたとお
り、アフターケアの多くの部分を職員の個人的な奮闘
に依存する傾向がみられた。この背景には、児童養
護施設の人員不足や、地域における社会的資源の
不足などといった問題があることが指摘されていた。
　「一人一人の退所児童の人生に寄り添う」とい
う長期的で重圧のかかる支援を、施設およびその
職員らのみが担うことには限界がある。よって、退
所後の支援を個人の奮闘に委ねるのではなく、今
後は、例えば「リーチの支援」と「キャッチの支援」
を繋ぐコーディネーターのような機能を発揮する人
や場所、そして退所者のネットワークが本人らにポジ
ティブな影響を与えるよう支援する役割を担う人を
地域に配置するなど、既存の枠組みを越えた多種
多様で体系的な支援体制が求められているので
はないだろうか。そして、この支援体制の1つとして、
退所者同士の間で良い相乗効果を生んでいく「ネッ

トワーク」の構築は特に、焦眉の課題であるといえる。
　退所児童に対する支援のあり方そのものにおい
て、個人の自主性や自立の重要性がますます高め
られていくなかで、資源が不足したまま経済的自立
のみが強いられるという事態に陥らないためにも、
一つ一つの課題に真摯に向き合っていく姿勢が
問われている。
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お わ り に

［ 文　　献 ］

れば退所者同士の関係が良い方向に相乗
効果を生んでいくのかという点についても、同時
に考えられなければならないことが示された。

表 3-4　 ネットワーク型
の支援

場所 7
同窓会 6
集まれる 4
機会 4
集まり 3
イベント 2

表 3-3　リーチの支援
連絡 13
アフターケア 11
訪問 6


