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1．はじめに

現代の子どもの生活と児童養護施設の抱える限界

日本大学法学部　助教　山　村　り　つ

特集3

　本稿は、本特集で記述されているのと同様の、

2013年5月～ 8月にかけて行われた児童養護施

設でのインタビュー調査を通じて、同調査にインタ

ビュアーとして参加した筆者が、本調査の本来の

目的とは少し逸れたものであるが、インタビューを通

じて感じた重要と思われる点について述べるもの

である。

　インタビューのなかからみえてきたのは、「貧困に

抗うコンピテンシー」形成において、児童養護施設

の体制やその置かれた環境を背景として生まれる

課題があるという点である。具体的には、①職員

体制からくる限界、②施設の地理的要件、③現代

の子どもの生活と制度の乖離という3つの課題が

あることが推察された。

　児童養護施設で生活する子どもたちのケアに

ついて目を向けるとき、ともすれば子どもたちと施

設職員との間の対人的なかかわりに視点が向き

がちである。しかし、ここにあげた3つの点に基づく

課題は、子どもや施設職員の個々の要素やその

間のかかわりというよりも、児童養護施設の位置

づけや運営形態といったメゾレベルに関わるもの

であり、また彼らの努力によって乗り越えることが難

しいものである。その意味でいえば、児童養護施設

に係る政策体系や施設運営における修正や調整

を求めるものであり、本研究の中心的課題である

「貧困に抗うコンピテンシー」そのものではない。つ

まり、ここで挙げる議論は、インタビュー調査の本来

の視座とは異なる視点からとらえたものである。

　また、もちろん、これらメゾレベルの課題が改善さ

れれば児童養護施設で生活する子どもたちの未

来が劇的に変わるというものではない。子どもたち

との直接的なかかわりを通じたケアや彼らの社会

的環境の調整を図ることの方が、児童養護施設

で生活する子どもたちの退所後の生活を豊かで

安定したものとするためには、おそらく重要だといえ

るだろう。

　しかしながら、同時に、現実の児童養護施設で

の生活や支援にはさまざまな要素が影響を与え、

必ずしも子どもたちや施設職員の努力や資質だけ

で語ることのできない部分もある。ここにあげた課

題は、児童養護施設における支援にとってみれば

周辺的な課題としての側面ももちつつ、同時に上

記のような施設での生活や支援、そして彼らの成

長に必要以上の困難をもたらすものだといえる。本

稿では、児童養護施設で生活しそこから自立して

いくことを求められる子どもたちが抱える困難の一

部として、そのような課題に目を向けていきたい。
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（1） 職員体制のもたらす影響

　社会的養護を受ける子どもたちの自立と退所

後の生活のために重要な要素として、施設でのケ

アを通じた子どもの個別的ケアがある。子どもたち

が自立し、自らの生活と将来について建設的に捉

え、前向きな態度をもつためには、子どもの自己肯

定感や自己効力感を育てることが重要となる（川

上2011）。そして、個別的ケア、すなわち個別化

は、その自己肯定感や効力感を高めるために重要

とされる。それは、子どもたちは有力な他者からの

ソーシャルサポートによって自己肯定感を高めると

され（藤田2006）、そのようなサポートは集団をひと

くくりにしたような関わりからは得ることができない

からである。

　つまり、子どもは「かけがえのない大事な存在」と

して扱われ、認められることで自己肯定感や効力

感を獲得し、高めていくことができる。この、相手を

「かけがえのない存在」として接するということが、

個別化に他ならない。

　大勢の同年代の子どもたちが一緒に集団生活

をするという児童養護施設の特徴は、一見すると

個別化とは対極の様相をみせる。それだけに、そ

のような環境のなかで一人ひとりの子どもたちに

個別的な対応をするには困難がある。集団生活を

維持するためにはさまざまな規則があることは避け

られないことであり、個人よりも集団が優先されるよ

うな状況が起こることは容易に想像できる。

　そのような生活のなかでは、おそらく施設職員と

子どもとの1対1のかかわりやコミュニケーションを通

じて、いかに個別化を図るかということが重要と

なってくる。なぜなら、特別な個人として他者から

扱われることは、自らへの承認を認識する機会だ

からである。

　特に児童養護施設で育つ子どもたちは、他の

子どもたちと同様の機会が得られない体験を通じ

て、社会的承認を（されているという感覚を）十分

に受けられないことが考えられる。さらに、家庭で生

活していれば獲得しうる家族からの承認も、同様

に得ることが難しくなっていく。そこで児童養護施

設において重要なのが、子どもたちを個別的に扱

うということになる。性別や年齢、その他の属性に

よって一括りにされるのではなく、他とは違う人格

としてきちんと扱われることで、それを他者からの

承認や肯定として子どもたちは受け取っていくの

である。

　「個別化」はソーシャルワークの原則の一つでも

あり、もちろん現在の児童養護施設での支援にお

いても（個別化という言葉を用いているかどうか別

として）、少なからずその必要性が認識されている

といえる。施設という家庭とは物理的にも異質な

空間において、家庭と同じ状況を作り出すことは

容易ではないが、少なくとも親が子どもに接するよ

うに、1人の職員対子どもたちではなく1対1で向き

合うことを通して、子どもに大切にされているという

感覚を持たせることを目指していく。子どもの発達

という点からみれば、そのような経験を通じて自己

肯定感や効力感を高めていくことができれば、そ

れは精神的な自立からそのほかの自立につながる

一端となると考えることができる。

　個別化の重要性は、児童養護施設でも認識さ

れ、2008年の児童福祉法の改正では、個別ケア

と施設の小規模化の推奨が謳われている。現在

では、実際にそのような取り組みを具体的に行っ

ている施設などもある。個別化は、単に他の子ども

がいない状況で子どもと二人だけになることではな

い。複数の子どもたちがいるなかでも、かける言葉

や態度、子どもに向ける価値判断によって個別化

をすることは可能である。その意味でいえば、必ず

しも職員の数の不足だけが問題となるとはいえな

い。

　しかしながら、一方で児童養護施設の職員配

置基準については、長い間の議論や批判がある

のも事実である（岡本2000）。現在、児童養護施

設の小規模化が叫ばれ、実際に進められている

が、それが実現していない施設も多い。筆者が訪

ねた施設も、いずれも比較的規模の大きな施設ば

2．施設体制からくる課題
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かり（定員50人から最大90人）であった。ある施設

では小規模化の前段階としてユニット制を採って

いたが、1ユニットは10人以上の子どもで組まれ1、

やはり施設での集団生活という印象がぬぐえな

かった。

　すでに述べたように、児童養護施設の職員配

置基準については多くの批判があり、家庭での養

育に比べ、一人ひとりの子どもの個別的なニーズ

に十分に対応できないことが、（特に大規模な）児

童養護施設の養育の問題とも指摘される。欧米な

どを中心に施設ケアに対する里親ケアの優位性

が指摘され、実際に社会的養護の大部分を里親

ケアが占めるような状況があるのも、この点が施設

ケアの短所であることが認識されているためである

（橋本・明柴2014）。

　

（2） 施設の地理的要件と支援

　児童養護施設は、現在ではさまざまな立地に設

置されている。本研究のインタビューでも大都市圏

10箇所、地方中枢拠点都市圏7箇所、地方中心・

中小都市圏6箇所となっている。筆者はこのうち、

大都市の1箇所、地方都市2箇所、地方中・小都

市5箇所のインタビューに同行した。

　このなかで、地方中・小都市に所在する施設

は、いずれも最寄りの駅から距離があり、その間を

つなぐ公共交通機関も十分ではなく、タクシーの

利用や施設からの出迎えが必要であった。

　子どもたちの退所後の生活に影響を与える要因

を尋ねるなかで、このような地理的要因は次のよう

に語られた。一つは、退所後の就職先が施設の近

くでは限られてしまうという指摘である。この「近く

にない」という表現は、具体的な距離に基づくもの

ではなく、「県外」あるいは「馴染みの無い」「異な

る生活圏である」地域という感覚的なものであり、

それが問題となるのは、その距離感によって子ども

たちが不安を感じ、結果的に条件の悪い近隣で

の就職を選んだり、仕事を辞めて戻ってきてしまっ

たりすることがあるという。また、施設側のアフターケ

アも難しくなることも、この地理的要件と関連して語

られた。

　この選択肢の限定は、退所時だけでなく、高校

選択の際にも影響する。最寄り駅から数kmの距

離があり、周辺に住宅もまばらな土地に建つある

施設では、そこから通える範囲に高校が数箇所し

かなく、中学校での成績によってほぼ自動的に行

き先が決まってしまうという。

　また、筆者がインタビューに赴いた施設では、い

ずれも高校時のアルバイトを将来の就職に向けた

一つの準備として肯定的に捉えていたが、このよう

な施設では、高校選択と同様の理由でアルバイト

先も限られてしまう。その結果、アルバイトをすること

を諦めてしまう子どももいる。このことは、就職や進

学の際に児童養護施設の子どもたちが直面する

自らの選択肢の少なさに、それよりも早い段階で

直面してしまうことになり、将来に向けた期待を喪

失させてしまうことになるとも考えられる。

　地理的要件の点で、もう1点、インタビューのなか

で語られたのは、施設がある地域自体が進学率も

低く、親の失業率や低所得の割合が高い地域で

あるという指摘である。そのため、児童養護施設の

子どもたちが通う学校の他の子どもたちも、将来へ

の希望的観測がなく、進学や就職について前向き

に考えることができない。彼らとの友人関係を通じ

て、児童養護施設の子どもたちもその影響を受け

てしまうのだという。

　そこまでになると、事は児童養護施設の問題で

はなく、その地域全体が抱える子どもの貧困の問

題となってくる。いずれにしても、このような地理的

要件によって起こる子どもたちへの影響は、施設

職員の努力だけでは取り払うことが難しいものであ

る。かといって、施設の移転も現実的ではない。ま

た、見方を変えれば、そのような地域のなかで家庭

で暮らす子どもたちも存在しており、地理的に恵ま

れた地域と比べれば多くの機会を失っているの

は、家庭の子どもたちも同じである。

　しかしながら、だからといってこの点を無視し、子

１  社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ（2012 年 11 月）である『児童養護施設等の小規模化
及び家庭的養護の推進のために』では児童養護施設の将来像として掲げられた小規模児童養護施設の基準を 6 人以下と
している。
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どもたちにこの厳しい状況を負わせることを正当化

する理由にはならないだろう。特に、いわゆる「辺

鄙な」地域にある施設は、歴史的にも古く、「施

設」というだけで敬遠された時代に余儀なくされて

その地に設置されてきたことも推測できる。現在は

住宅街のなかに建っている施設でも、住宅街のな

かに施設が建てられたのではなく、施設があったと

ころに後から住宅が広がってきたのであって、当初

は何もないところだったという話が聞かれた。そのよ

うな点も加味すれば、児童養護施設の立地条件

に対する何らかの配慮、少なくとも都市部の地理

的要件の恵まれた施設と同様の基準で支援の水

準を求めたり、彼らの支援を評価したりするような

ことは避けなければならないだろう。

　

（3） 現代の「子どもの自立」との乖離

　3つ目に着目するのは、児童養護施設の子ども

たちに求められる「自立」と、現代の子どもたちが

一般的に迎える「自立」との乖離である。インタ

ビューのなかでこのことを明確に指摘したのは1施

設のみであったが、現在の児童養護施設の子ども

たちが抱える困難の土台ともいえるこの点につい

て確認しておく必要があるだろう。

　ここでいう両者における「自立」の乖離とは、す

なわち、児童養護施設の子どもたちが課せられる

「高校卒業と同時に自立する」という目標が、現代

のわが国の子どもたちの一般的な状況と大きくか

け離れているという点である。

　文部科学省による「学校基本調査」によれば、

25年度の数値で、高校卒業者の就職率は17.0%

である。一方で、大学等進学率は53.2%で専修学

校（専門課程）進学率の17.0%を加えれば、7割

の子どもたちが高校卒業後に何らかの形で進学を

している2（文部科学省『学校基本調査―平成25

年度（確定値）結果の概要―』より）。もちろん、そ

のすべてが親の援助を受けているとは限らない

が、現実的に考えて、学費や生活費における親か

らの経済的その他の援助を受けている場合が多

いと考えられるだろう。

　児童養護施設でも高等教育への進学の可能

性を最初から除外しているわけではない。むしろ、

近年では進路の選択肢の一つとして大学進学も

積極的に捉えられている。しかし、実際にその数は

全体の進学率と比べてはるかに低く、大学進学率

で12.3%、専修学校等で10.3%とされる（厚生労

働省『社会的養護の現況について（参考資料）』

より）。また、進学した場合でも、そのための経済的

負担を自ら負担しなければならない。あるいは、そ

の工面の目途がたたなければ、大学進学自体を

諦めなければならない場合もあるだろう。

　現代の子どもたちが置かれている教育環境を考

えれば、大学に進学するためには高校の選択の

時点である程度の見通しが必要である。そのため

には、中学の時点からの心構えや準備も必要と

なってくるだろう。

　このように、児童養護施設で育つ子どもたちに

とって大学は狭き門であり、多くは就職という形で

社会に出て自立することが求められる。さらに注意

が必要な点は、仮にここで大学進学がかなったと

しても、それは児童養護施設の子どもたちにとって

はやはり退所と自立という一つのゴールが突き付

けられるという点である。

　児童養護施設に子どもがとどまることのできる期

限は、これまで原則的に18歳になった年の3月ま

でであり、同時に就学していることが条件となっ

た。そのため、高校を卒業した時点で、子どもたち

は施設を離れることを余儀なくされてきた。近年で

は、必要な場合には、20歳まで措置を延長するこ

とも可能となり、また児童養護施設独自の取り組

みによってその後も一時的あるいは継続的に施設

内で暮らせる場合もでてきている。2012年に出さ

れた児童養護施設運営指針（厚生労働省）では、

「子どもの最善の利益や発達状況をかんがみて、

必要がある場合には18歳を超えても対応していく

ことが望ましい」と示されている。しかし、それはあく

までも必要な場合の特例であり、多くの場合でど

２  ただし、就職しつつ進学した者は、大学等進学者と就職者の双方にカウントされている。また、海外の大学へ進学した者は、
いずれでもない「左記以外の者」にカウントされる。
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の子どもにも退所しなければならないタイミングが

訪れるといえる。

　卒業のようなライフイベントを一つの契機として

自立が促されることは、特に児童養護施設の子ど

もたちに限ったことではない。おそらく現代社会に

生きるすべての人々にとって、学校から社会へ、自

分の育った家庭から自分で築く家庭へと移るタイミ

ングが、自立の一つの契機となるといえる。しかし、

その他の多くの子どもたちにとってそれは必ずしも

完全な自立ではなく、精神的あるいは経済的にも

親への依存を多分に残した上での、過渡的な世

代である。社会の大半子どもたちが高校卒業後を

完全な自立のタイミングとせず、少しずつ自立して

いくことが許される社会状況のなかで、児童養護

施設の子どもだけが高校卒業と同時に自立するこ

とを求められる状況が、果たして妥当なのだろう

か。

　このような他の子どもたちに許されること、すなわ

ち時間をかけて自立していくことが、自分たちには

許されないという事実に直面することも、子どもた

ちにとっては自らの可能性の限界に直面し、前向

きな姿勢を失わせる一つの要因ではないだろう

か。周囲の友人たちにとって卒業＝自立では必ず

しもない状況のなかで、自分だけがその重荷を課さ

れる重圧を、児童養護施設の子どもたちはどのよ

うに受け止めていけばよいのだろうか。

　かつて、児童養護施設の子どもたちには高校

進学も認められない時代があった。しかし、時代の

変化のなかで、現在では高校進学は一般的とな

り、大学への進学も可能な限り選択肢に加えてい

くことが示されている（厚生労働省『児童養護施

設運営方針』より）。現代の子どもたちの生活のあ

りように即して、時には「児童」（児童福祉法では

満18歳に満たない者）を対象とするという児童養

護施設の根本的な枠組みも、見直される段階がき

ているのではないだろうか。

　今回の調査研究の中心となっている研究課題

における「貧困に抗うコンピテンシー」は、必ずしも

それが直接的に「自立」を意味するものではない

し、その必要もない。貧困のなかで生活する子ども

たちが、その負の影響を持ち越さずに大人になっ

ていくためにはどのような「特性」が鍵となるのか、

それを探ることがこの研究課題であり、「自立して

いる」ことがその鍵となるのかも検討すべき課題に

含まれていえる。

　一方で、調査を行った児童養護施設での生活

は、いわゆるモノの、それも量の不足の程度におい

ては、かならずしも貧困状態にあるとはいえないだ

ろう。しかし、そこで生活する子どもたちの入所の理

由には、少なからず親の低所得や生活水準の低

さがあり、また彼らは児童養護施設での生活でモ

ノの量というよりは質の不足や機会の不足に直面

し、やはり貧困の影響を受けて育っているというこ

とができる。そして、その児童養護施設退所後の

生活を左右する要因を探ることは、やはり「貧困に

3．むすびにかえて

抗うコンピテンシー」に通じるものであるといえる。

　しかしながら、児童養護施設で育つ子どもたち

のその後の生活を左右する要因として、彼らの特

性ではなく施設体制の抱える課題の影響が大きい

ことも、調査のなかから垣間見えてきた。

　厚生労働省は児童養護施設運営方針のなか

で、高校卒業を機に児童養護施設を出る子どもた

ちの進路について、大学等の高等教育への進学

を支援することを掲げている（同資料）。制度上

は、大学進学後も施設に残ることができることに

なっているが、しかしそれはあくまでも特例であり、

また施設の設備等の課題もあって実際にはそのよ

うな状況はほとんどみられない。退所後の進路とし

て大学に念頭を置いた支援を入所中から行って

いくということだけで、施設を出ざるを得ない状況

に変わりはない。

　大学進学にはさまざまな困難があり、もちろん学

費の捻出なども大きな課題ではある。しかし、児童

養護施設に住み続けることができれば、少なくとも
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