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（相模原市児童相談所長）
（新横浜法律事務所 弁護士）
（さがみの里親会 副会長）
（相模原市就職支援センター長）

主担当

相模原市

概

高年齢児童の支援にあたり、里親宅での措置延長、就職支援センター、自立援助ホームと
の連携等を紹介しながら、真の自立について考える。

要

鳥谷 明氏

会

場

横浜市社会福祉センター

皆さん、おは

ようございます。

鳥谷氏

そのお隣が、相模原市さがみの里親会の鈴

木寛子さんでございます。

それでは、パネリスト
の皆さんを御紹介いたし

鈴木 寛子氏

鈴木です。
よろしくお願いいたします。

ます。
私の隣から、新横浜法
律事務所弁護士の髙橋温

鳥谷氏

そのお隣は、相模原市就職支援センターセ

ンター長の久保田啓仁さんでございます。

さんでございます。
久保田 啓仁氏
髙橋 温氏

髙橋です。よろしくお願いします。

久保田啓仁と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
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鳥谷氏

お三方とも相模原市、相模原市児童相談所

が日ごろから大変お世話になっている方々でござい
ます。どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、まず最初に新横浜法律事務所、髙橋先
生の方からお願いをしたいと思います。
髙橋先生は、弁護士として御活躍をされながら、

名までは入れる施設になっています。
新規利用者数、今までに何人入ってきたかという
ことなのですが、累計で 83 人です。27 年度、今年
度は９月末までの半年分ですが、毎年何人ずつ入っ
てきているかというのをここに書きました。
子どもシェルターというのは、一言で言うと、と

NPO 法人子どもセンターてんぽの理事・事務局長

りあえず行き場所がなくなった子どもたちが来ると

を務められておられます。そして、相模原市には社

ころです。家にいられない事情というのは人によっ

会福祉審議会の児童相談所措置部会、児童虐待検証

てばらばらなのですけれども、まず逃げてくる場所

部会の委員を務めていただいております。

です。そこで大きくなるまでずっと生活をする場所

第４分科会の資料ですけれども、冊子の 85 ペー

ではなくて、シェルターに来たらどこに行って次に

ジから 97 ページにまでになっております。お目通

生活をするかというのを一緒に考えるための場所な

しいただければと思います。

ので、一時的な避難場所です。なので、在所期間は

それでは、先生、よろしくお願いします。

基本的に入る子どもに説明するのは、２カ月ぐらい
で次のところを見つけて出ていこうねという説明か

髙橋氏

ただいま御紹介

いただきました弁護士の

ら始まります。
実際に２カ月で出られるお子さんもいますし、

髙橋温といいます。よろ

もっと早い子もいますし、ものすごい短い子だと２

しくお願いします。

日とか３日で出る子もいますが、もう一方で当然決

私のレジュメは 88 ペー

まらなければ２カ月たったから出なさいとは言わな

ジ か ら 91 ペ ー ジ ま で に

いので、３カ月目、４カ月目というふうになってい

なっていますが、今、御

きます。

紹介いただいたとおり、子どもセンターてんぽとい

では、どんなところに退所できるのかというのを

う NPO をやって、10 代後半の子どもの自立支援を

その次のグラフで書きました。このグラフの中身を

していますので、その活動の概要を最初の 20 分で

説明する前に、ぱっと見ていただいて、どう印象を

お話をさせていただこうと思っています。

持たれるかなのですけれども、すごくばらばらです

レジュメをご覧いただきながら話を聞いていただ
ければと思います。

ね。いろいろなところにちょっとずつ分かれている。
これが今の 10 代後半の子どもの自立支援の現状で

まず最初に、子どもセンターてんぽという NPO

あって、きちんとどこかに行けるルートがないとい

なのですけれども、大きく３つの活動をしています。

うことがはっきりしているわけです。こういう事情

１番目が子どもシェルターてんぽです。名前をつけ

だったらこういう場所ということがある程度ルート

るときにちょっと失敗して、子どもセンターてんぽ

がきちんと制度としてできていれば、こんなにばら

が子どもシェルターてんぽをやっているのですけれ

ばらにはならないし、こんなに同じような割合でば

ども、
とても分かりにくくなってしまったのですが、

らばらに分かれはしないのですけれども、そういう

この子どもシェルターてんぽというのがいわゆる子

社会資源がないということが、まさにこの退所先の

どもシェルターと言われているものです。

グラフを見ていただいて、視覚的に一番分かりやす

後で詳しく御説明しますが、対象年齢は中学を卒
業したぐらいから 20 歳未満と一応なっていますが、

いところかと思います。
そうは言っても、実際の今の児童福祉法の中で

実際に入所したお子さんで言うと、中学生が入って

10 代後半の子どもにとっての一番頼りになるツー

きたこともありますし、20 歳を超えた方が入って

ルは、自立援助ホームです。それがこの１番目に書

きたこともあります。

いてあります。15 人というふうに書いてあります。

開所したのが 2007 年４月。定員は男女６名です。
男子と女子の割合は決めていなくて、男女合計で６
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これはうちの（３）で書いてある活動、自立援助
ホームみずきの家というのをもう一箇所やっている
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のですけれども、ここの活動と重なるので後で御説

といって、子どもに担当の弁護士がつくのですけれ

明をしたいと思います。

ども、その弁護士がもとの家庭の保護者さんに会っ

その次に、病院３人というふうに書きました。３

て、子どもが何で逃げてきていたのか、帰るに当たっ

人のうち２人は妊婦さんで出産で産婦人科に行った

て本人はどういうことを要望しているのか。例えば

お子さんです。臨月までうちにいて、その後病院に

当たり前の話なのですけれども、たたかないでほし

入院して、直前１カ月は病院にいて出産して、２人

いとか、そういう当然のことを要求して、保護者の方

ともその後は母子生活支援施設に行っています。

もそれは努力しますというようなお話し合いがつい

その次、アパート、寮など 14 人と書きました。

た上で帰ってもらっているケースが６人です。

自立援助ホームの次に多いのですけれども、アパー

その次、住所不定１人。もうこれ以上シェルター

トでひとり暮らしを始めるか、住み込みで就職をし

にはいられないということを話し合いできちんと

て寮に入るかというパターンです。本当はあまりお

言って、次の行き先はある程度めどが立っていたの

勧めしないのだけれども、御本人がどうしてもそれ

ですけれども、そこに入るにはまだ時間があるとい

がいいというふうに選択する場合もありますし、も

うことで、ネットカフェに行きますといって出て

う就職先が決まっていて、住み込みで寮がついてい

いった子が１人です。実際にネットカフェに行っ

るからということで、それまでシェルターに逃げて

て、その後、しんどいと言って、風邪ひいたとか連

くるお子さんもいるので、このぐらいの割合になっ

絡がいろいろあったのですけれども、最終的には無

ています。ただ、最近はあまり多くないです。始め

事にその次に行くべき施設に何とかたどりついた子

たころにすごく割合が多かったところです。

です。

その次、児童福祉施設・里親７人というふうに書

あと、無断退所が９人です。無断退所９人という

きました。私の次にお話しいただく鈴木さんも里親

のは、今のネットカフェみたいにきちんと話し合っ

さんなのですけれども、なかなか年齢の高い子を受

てそこにしようという話ができないまま、夜寝ると

けていただける方が多くはないのだけれども、やは

きはいたのですけれども、朝起きたらいなくなって

り行ければ児童福祉施設とか里親さんに行ける子も

いたとか、アルバイトに行ったのだけれども、帰っ

いるので、そういう場合が７人いました。

てこなくなってしまったとかということが９人で

その次のその他施設 11 人というのは、一つは障

す。この９人も連絡がとれなくなった子はいなく

害の手帳を持っている方が障害のグループホームに

て、基本的にはその後連絡がとれて、黙って出てき

行くパターンと、もう一つは、女の子で女性のため

てごめんなさいとかという話から、どうしようかと

の支援施設、DV 女性が逃げた後に入るような施設

いって支援は続けてはいます。一応、退所の段階で

に行っているパターンと、大きく言うとその２パ

は無断退所ということで９人計上しています。これ

ターンでほぼ全部でそれが 11 人います。

がシェルターのものすごい概括的な話です。

その次が、親族などの別家庭８人と書きました。

２番目に、居場所のない子どもの電話相談事業を

例えば離婚している状態でお父さんに引き取られて

やっています。これは対象年齢の限定は特にしてい

いたけれども、そこで虐待されていたので、お母さ

ません。始めたのはシェルターを始めた次の年の

んに連絡をとってお母さんのところに行ったとか、

10 月からです。月・水・金の１時〜５時でやって

おじいちゃんおばあちゃんでもないのですけれど

いますが、当然この時間帯だけでは足りないので、

も、おじいちゃんおばあちゃんのきょうだいみたい

普通に電話がかかってくるものもできる限り相談に

な遠い親戚なのだけれども、事情を説明して頼み込

は乗っています。

んだら、うちに来ていいよと言ってくれて、そこに
行ったとか、そういうパターンです。
その次、
元家庭６と書きました。逃げてくる前に住
んでいたところに戻ったお子さんが６人です。この

相談件数が平成 20 年から始めて下の表のとおり
なのですが、27 年は８月末までの時点なので、現
状で言うと年間 150 〜 200 件の間ぐらいの相談が毎
年入ってきています。

場合も何も言わずに戻すということはないので、基

相談の多くはシェルターに入れるかどうかという

本的にはうちの場合は支援の中で子ども担当弁護士

問い合わせなのですけれども、そうではない相談も
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もちろんあって、今いる居場所にもういられなくな

自立支援に問題があると感じていただいている方が

るのだけれども、どうしたら良いのかということを

会場に来ていらっしゃるのだと思うのですが、少し

相談をされて、私たちが分かる限りでのアドバイス

共有化する意味で、我々がシェルターをどうして立

と、ただ言葉だけのアドバイスではなくて、できる

ち上げたのかということを整理しました。

だけ関係するところに直接つなぐという支援をして
います。

まず１番目に、法律上の課題というふうに書いて
います。児童相談所の一時保護所は18 歳未満が対

例えば児童相談所が受けられるのだとすると、児

象。これは今でも変わっていないので、児童相談所が

童相談所にかけてみなというだけではなくて、我々

子どもが逃げてきたいというふうに言ったときに

が聞き取った内容を児童相談所に連絡して、こうい

受け入れができるのは18 歳の誕生日の前の日まで。

うお子さんがいて、こういう話をしていて、そちら

法的にこれしかできないということになっている

で保護してもらえるのかということをある程度つな

ので、18 歳になっている子は逃げたいといっても行

いで、これから行くといっているので、よろしくお

き場がないという大問題があります。でも、20 歳ま

願いしますというようなところまでできるだけ丁寧

では本当に法的にそうかはともかくとして、親の方

につなぐことをやっています。

は俺の親権に服しているのだから、言うことを聞け

３つ目、自立援助ホームみずきの家というのを書

というふうに言ってくるわけです。だから帰ってこ

きました。これは対象年齢はシェルターと同じなの

いみたいなことを言われてしまうので、18 歳の誕生

ですが、中学卒業から 20 歳未満。始めたのが 2010

日から20 歳までの間は児童福祉と親権のはざまに

年の６月です。シェルターの３年後に始めました。

なっていて、自分で決められないのに逃げ場がない

始めた理由は、一言で言ってしまえばシェルター

という福祉的な対応がない。ここの部分の社会資源

に来た子が行き場所がないので、行き場所がないな

が乏しいということが大きな理由としてあります。

ら自分たちで作るしかないというのが半分の理由に

２つ目で、少年事件などの少年の帰住先と書きま

なっています。
残りの半分はもちろんシェルター経由でなくて

した。子どもが悪いことをして、裁判所に行って裁
判になって、裁判官が子どもの反省の様子を見て、

も、同じように 10 代後半の子どもで困っているの

もう一回家に帰って頑張ってみるかと思ったとき

で、そこを受けるということです。

に、親が受け入れてくれないと困るわけです。とこ

自立援助ホームの方は女子のみの受け入れで、定

ろが、親の方がもうあいつはいいから少年院に入れ

員６人の施設です。こちらの新規利用者数は表に書

てくださいみたいに、裁判所が帰って良いと言って

いたとおりなのですけれども、シェルターと全然数

いるのに親の方がむしろ少年院に入れてくれという

字が違って少ないですね。これは何でそうなのかと

ふうに言ってしまったりする場合があって、そうす

いうと、自立援助ホームというのは来たらそこで生

ると、子どもの帰る先がなくなってしまうという問

活をする施設です。基本的にはどんなに短いところ

題があります。

でも最低半年ぐらいはいたらと言いますが、長いお

それと、ここには書いていないのですけれども、

子さんだとうちのみずきでも３年ぐらいいた子もい

もう一つ社会的に需要が増えているのは、少年院に

るのです。例えば 16 歳とか 15 歳で入ってきて、20

行って、その後帰る場所がない。鳥谷さんが横でう

歳までは法律上いられますから、本人が望んでいれ

んうんと大きくうなずいていますが、相模原市でも

ばその間ずっといることができるので、１人の子ど

困ったケースもあったのですが、少年院から帰る場

もが入っている期間がとても長いのが自立援助ホー

所がなくて困っている子どもたちも非常にいて、そ

ムの特徴です。

ういう悪いことをしたということと、でも、どう立

つまり、入った子がずっといるので、新しく入っ

ち直るかは別の問題なはずなのですけれども、そこ

てくる子の人数が少なくて、表の数字がこういう数

の受け皿がなかなかないという問題が２つ目です。

字になっているということです。
２番でシェルター立ち上げの理由を書きました。
本日、この場に来ていただいている方は大きい子の
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３つ目で、児童相談所の一時保護所の課題という
書き方をしましたが、児童相談所は小さい子から受
け入れますので、下は下手すると２、３歳からいて、
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18 歳までが混合でわっと保護所の中にいますから、

るためのお金をためるというのが基本的な考え方の

どうしても大きい子で深刻に悩んでいる子がわいわ

ベースになっています。

いがやがやする中で深刻に悩めるかというと、なか

自立援助ホームもシェルターも１カ月３万円の

なかそこに行きたがらないという子も多いですし、

費用負担がありますということが原則になってい

もっと言うと、育てられてくる中でおまえそんなわ

るのですが、自立援助ホームはきっちり取るのが基

がままを言うと施設に入れるぞとか、児相に通告す

本なのですけれども、子どもが例えば働いて 10 万

るぞみたいに言っておどし文句として児童相談所が

とか 12 万とかお金を稼いできたとして、そこから

使われてきているお子さんも結構多くて、そういう

子どもは自立援助ホームに３万円を払います。３万

子どもたちにとっては施設とか児相ということ自体

円を払うと、家賃がかからなくて、食費がかからな

がアレルギーになっていて、そこには行きたくない

くて、水道代とか電気代がかからないので、１人で

ですとなるのです。

暮らすよりもお金の支出はすごく少なくて済むわ

うちは違うよと、うちは民間でやっている NPO

けです。その分を貯金に回しましょうということで

で普通のおうちでやっているからというふうに言う

頑張って貯金してもらって、多い子だと 100 万ぐら

と、ちょっと態度が軟化して、それで来られたりす

いためますし、少ない子でも 50 万以上ぐらいはた

ることもあります。

めないと最初のアパートの敷金とか礼金とか家具

この３つがシェルター立ち上げの主な理由になっ
ています。
その次、児童自立生活援助事業についてというの
を３番に書きましたが、ここは理屈の話なので飛ば
します。

とかがそろえられないので、50 〜 100 万ぐらいを
大体目標にしてお金をためて、その段階でアパート
を借りて外に出ていく。そういうことを目指してい
る施設です。
その次、親権者の態度というのを書きました。シェ

４番に行って、自立援助ホームとシェルターの違

ルターは逃げてくるところなので、親御さんの対応

いというのを一応まとめました。今、少し説明をし

は大きく言うと２つなのですけれども、だったら勝

ながらお話をしていたので、大体理解していただけ

手にしろと言ってくれるパターンが１つ。これは

ていると思うのですが、シェルターも自立援助ホー

ラッキーと言えばラッキーなのですが、それよりも

ムも法律的に言うと、児童福祉法の児童自立生活援

多いのは、何を勝手なことを言っているんだ、絶対

助事業という先ほど飛ばした３に書いてあるこの制

許さんと言って、探してやるとか見つけてやるとい

度を使っています。対象年齢も同じように中学卒業

う脅し文句が飛んでくることがとても多いので、緊

から 20 歳未満が基本になっています。

張状態が続いています。返せと言われることも結構

ただ、滞在期間が全然違う。先ほど御説明したと

多いです。

おりシェルターは２カ月ぐらい、自立援助ホームは

そこの時期を過ぎて、ある程度子ども担当弁護士

半年から１年ぐらいは最低いる。いる間に何をして

とか児童相談所とかが間に入って、自立援助ホーム

いるかということも全然違う。シェルターはどこで

に行く段階ではある程度整理されていて、同意され

生活するか、退所先を決めるということがシェル

ているとか、放置されているということが親権者の

ターに入った子どもにとって一番大事な問題になっ

態度の違いになっています。

ています。シェルターなので、基本的には外出は理

それが大きいので場所の秘匿という問題があっ

由がない限りはできないことが原則になっています

て、シェルターの場合は絶対に場所はばれないよう

し、必要があって外出する場合でも、病院に行くと

にしなくてはいけないというのが非常に大事な問題

かというときに子どもだけで行っておいでというこ

になっています。お隣さんとかにもうちはシェル

とは基本はしなくて、付き添いをしていくというこ

ターですとは説明しません。

とが原則になっています。

一方、自立援助ホームの方は子どもたちが普通に

自立援助ホームの方はどういう生活なのかという

働きに行けるところなので、地域に説明もしている

と、先ほど言った半年とか１年とか２年というのは

し、御近所に会えばおはようございますとか、こん

何をやる期間なのかというと、働いて自分で自立す

にちはとか挨拶をしながら、子どもたちも地域に溶
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け込んで生活をしていきます。

なっていなかったので、児童相談所が頑張って次の

どんな支援をしてきたのかというのをシェルター

行き先として児童福祉施設を探してくれて、ただ、見

と自立援助ホーム、これも書きました。これはこれ

つかるまでの最初は２カ月ぐらいで見つけますと児

で読んでいただくとして、イメージしてもらうため

相は言っていたのですけれども、実際に見つかるま

に１ケースずつ簡単に御説明すると、例えばシェル

で半年ぐらいかかったのです。約束が違うじゃない

ターに入ったケースで言うと、高校に入ったばかり

のと児童相談所に随分言ったのですが、しようがな

の段階で本人が学校に相談したのです。学校の養護

いということで、半年いて、次の児童福祉施設に移っ

の先生に相談をした。何を相談したかというと、お

ていって、その後無事に卒業したと聞いています。

母さんの再婚相手の男性から性的な被害を受けたと
いう相談をしました。

自立援助ホームの方のケースは、先ほど言ったよ
うな感じなのですけれども、これも具体的なケース

学校は、それは放っておけないということで児童

で一つ言うと、中学生ぐらいから親との不和なので

相談所に相談をしました。高校１年生だからまだ

す。お母さんの過干渉が基本にあって、本人も思春

18 歳未満なので、児童相談所が対応する年齢です。

期などは反発するので、反発すると余計力で押さえ

そこから児相はどうするかという話になるのです

ようとするということでものすごい不和になって、

が、
おうちに置いておけないので、分離をしたいので

中学生のときから何度か児童相談所に一時保護をさ

一時保護をしたいというふうになるわけです。一時

れているようなお子さんだったのですけれども、中

保護をすると一時保護所に入ることは当然できるの

学は何とか義務教育なので卒業した。その先行き場

ですけれども、
そこで問題が発生するのは、一時保護

がない。高校は本人も行く気がないというふうに

所から学校に行けるのかという問題が発生します。

なって、ではどうしようということになって、私は

今、神奈川だけでなくて、全国的に一時保護所か

働いて自立しますというふうに本人が言ったので、

ら高校に通って良いですよということが言えるとこ

では、自立援助ホームにおいでということで中学卒

ろはあまり多くなくて、その子のケースも一時保護

業して、一時保護所に数カ月いましたけれども、そ

所から高校に通うことはオーケーが出せないとなる

の後自立援助ホームに行きました。

わけです。でも、それでも逃げてきた方が良いよと

最初会ったときは、結構大人に対するハードルが

児童相談所は言います。大人の理屈としてはごもっ

高い子だったのですけれども、就職は一発で決めた

ともです。被害に遭うことの方が問題が大きいのだ

ところにその後ずっと何年も働いて、介護関係だっ

から、高校に行けなくなるかもしれないけれども、

たのですが、途中で資格も取って、職場の人もすご

逃げておいでというわけですけれども、当の本人で

く物分かりが良い人だったのですが、とても頑張っ

ある子どもにとっては、高校に行っているというこ

て、その後結婚して出産して、今、育休中だったり

とが彼女の生きている中での生きる原動力としては

するのですが、育休が終わったら職場に戻って良い

非常に大事な問題になっているので、そこを外して

よと言われています。

支援をしようとしてもなかなか支援に乗らないとい

みずきの家には３年ぐらいいたのです。彼女はも

う問題が出ます。それでシェルターはどうかという

のすごく長かったのですけれども、彼女の 10 代後

話になってきました。

半はみずきの家にいる状態で、仕事さえしていれば

先ほど言ったように、シェルターは原則外出は禁

自立援助ホームの場合は休みの日にデートに行くの

止なのだけれども、子どもシェルターてんぽの場合

もオーケーですし、遊びに行くのもオーケーなので、

はできるものは外出は認めていきたいという方向性

そういう普通のおうちで育つのと似たような生活を

でやっているので、親が追いかけてくるかとか、学

しながらお金をためて、アパートに出て、結婚して

校に押しかけてくるかとか、そういう見極めをいろ

という流れになりました。

いろした上でなのですけれども、この子のケースは

最後、支援に当たって大切にしていることという

学校に通っても良いよということを前提にして入所

のを３つ書いています。１番目、子ども自身の選択

してもらいました。

を尊重すると書きました。本当は高年齢児童だけで

そのケースは高校１年だったので、まだ18 歳に
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いく上で一番欠かせないのがここだと思います。大

明細が出ていないといって、それは多分雇っている

人が何が良いかということを言っていても、子ども

方もちゃんと申告していないんだよねという話をし

たちは当然動かないので、子どもが納得するものを

て、でも、聞いてみたらという話をしたのですけれ

支援していくしかない。それは単純にわがままを聞

ども、今の話を聞いて、「何やってるんだ」と言っ

くということとは違うと思うのですが、意見をきち

て怒ったら、それはそれで１つの大人の意見ではあ

んと言い合って、私たちはこう思うよということを

るかもしれないし、怒る人がいても良いと思うので

言った上で、本人が分かりました、ではそうします

す。社会全体の中では、それは生き方としてどうな

という場合と、でも一回これでやってみたい、だめ

のという意見が一方にあっても良いと思うのですけ

かもしれないけれども、やってみたいという場合が

れども、子どもの支援をするという立場で関わる僕

ありますけれども、本人が選んだものについて、我々

らは、それを怒っていてもしようがないので、では

は応援をしていく。では勝手にしろとは言わないの

何ができるのか。何を言ってあげられるのかという

で、それでやってみようと本人の選んだものを支援

ことをやっていくという、基本的にそういうスタン

していくということを大事にしています。

スで考えています。

２番目、
関係機関との連携・協力です。シェルター

以上です。

は特にそうですが、自立援助ホームも含めて、施設
の中だけではやり切れないことがとても多いので、
いろいろなところと連携していくことがとても大事
かなと思っています。

鳥谷氏

髙橋先生、ありがとうございました。

続きまして、相模原市さがみの里親会の鈴木寛子
さんから、お願いをしたいと思います。

３つ目、子どもが望む限り見捨てないというふう

鈴木さんは、実は私が現役の神奈川県の児童相談

に書きました。ここにも書いたのですけれども、こ

所の児童福祉司のときから大変お世話になった里親

れから自立していく子どもが大人と一緒にやってい

さんでございます。実際、私の担当ケースも何人もお

くのか、それとも大人なんて当てにしないといって

願いをいたしました。ありがとうございました。現在

見限って生きていくのか。10 代後半の子どもの自

も、養育里親として御活躍をいただいております。

立支援はまさにそこの問題だと思うのです。大人の

本当に高年齢のお子さんを何人も養育していただ

側の都合でおまえら来いよと言っていてもしようが

いていまして、委託解除後も子どもたちがただいま

ないので、子どもが大人と一緒にやっていこうとい

と言って鈴木さんのところに帰ってくるという様子

うことを選んでくれるようなことを考えていかな

です。そういう継続的な支援をしていただいている

いといけないのだろうなと思っています。なので、

方です。

SOS が出ると見捨てないということを大事にして

それでは、鈴木さん、よろしくお願いいたします。

います。
話がすごいそれてしまうのですけれども、ちょ

鈴木氏

さがみの里親会

うど３日ぐらい前に何年かぶりでシェルターの１

の鈴木です。並み居る先

年目にいた子が電話をかけてきたのですけれども、

生方の専門家の方の中

ちょっと話の内容を聞いたら皆さんドン引きするか

で、私は普通の里親です

もしれないのですが、マイナンバーが始まったよね

ので、とてもとても上手

といって電話をかけてきて、
「マイナンバーが始まっ

にお話もできませんし、

たから、私、税金取られちゃうのかな」という質問

どきどきする心臓の音も

なのです。

もっと大きくなると思いますけれども、少し優し

「今、何やってるの？」と聞いたら、２つ仕事を
しているんだと言って、１つはデリヘルで１つは

い気持ちで聞いていただけるとありがたいと思い
ます。

キャバクラだと言って、キャバクラは給料明細が出

私は平成２年に神奈川県の養育里親として認定さ

ているといって、給料明細が出ているのだったらそ

れ、登録されました。あれからもう 25 年ぐらい経

こは税金がかかるかもねといって、デリヘルは給料

つのですけれども、多くの子どもたちとの出会いが
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あって、
多くの楽しい経験をさせていただきました。

本児はある団体の中で暴力を受け、恐怖から逃げ出

今はそれぞれ自立して独立している実子が４人お

し、近くの児童相談所に助けを求め、一時保護され

りまして、今、両親の私たちの里親の活動を応援し
てくれています。
現在は、実子の年齢的にはずっと下になるのです

ました。
この子の住所地が相模原市であったため、その児
童相談所からこちらに相談があり、本市の一時保護

けれども、１人養子縁組をした子が 21 歳の男の子

所に移り、生活していました。一時保護されてから、

ですけれども、その子が一緒に暮らしております。

この子に話を聞いたところ、ある団体に突然連れ去

それから、３人の委託されている子どもがおりま

られたこと、ある団体の中で激しい暴力を受け、恐

して、高校２年生の女の子、中学２年生の男の子、

怖を覚えたこと。そして、そのことがトラウマとな

小学校６年生の女の子で、その３人の子どもたちと

り、家に帰ればまたそこに戻されるのではないかと、

一緒に暮らしております。みんな血がつながってい

自宅に戻ることをかたくなに拒否し、大人のことが

るわけではないのですけれども、本当にきょうだい

信じられなくてなっていました。

のようにとても仲がよくて、毎日にぎやかで元気に
過ごしております。
本日は、我が家にいた15 歳の時の委託された子ど
ものことについて少しお話ししたいと思います。
この子は措置延長を通じて高校、大学を受験し、

また、実親も以前の生活から家庭に戻すというこ
とをとても不安がり、拒否していたようです。
児童相談所の児童福祉司と児童心理司は時間をか
けながら、本児との面接を繰り返し、本児自身の心
が癒えるのを待ち、本児は家には戻されないことの

複数の大学に合格し、しばらく我が家から大学に通

確約が得られ、その安心感を確信したころから、よ

い、安心したところで大学近くに下宿をし、現在は

うやく次にどう進むかのことを考えられるように

大学３年生の立派な青年になったこの子のことにつ

なったそうです。

いてお話しします。
今でもよく我が家に遊びに来てくれて、周りの子
どもたちのよき相談相手、モデルになってくれてい
ます。昨日も遊びに来て、そのまま多分今、泊まっ
て、他の子たちを見てくれていると思います。

既に高校受験は終了し、今後の進路については改
めて検討することとなり、この子と話し合った結果、
１年遅れで高校を受験することになりました。
また、一時保護所での生活も長くなり、ずっとい
ることもできないので、次の生活の場をどうするか

この子のことで、他の子もそうですけれども、児

が問題となり、我が家に相談があり、何度か一時保

童相談所と協力しながら自立支援に取り組んできま

護所に会いに行き、我が家に遊びに来たり関係を

した。そこから見える課題と、真に子どもたちが自

とった後に一時保護所を退所し、我が家で生活する

立していくために何が必要か。それについて、皆さ

ことになりました。

んと考えてみたいと思います。
これからお話しする経過は、児童相談所からお聞
きした内容です。
この子が我が家に来たのは 15 歳の時です。大好

当初は我が家でも対面して話をすることができ
ず、また、視線を合わせようとせず、さまざまな不
自然な行動が見られました。例えば食事をするとき
も前を向いて食事をすることができず、横を向いて、

きだった母親を小学生の時に死別で突然失い、母親

体ごと横を向けながら食事をするとか、テレビを見

がいなくなったことでどうして良いか分からず、絶

るのもみんなよりも一番前の１メートルも離れない

望感を抱き、自分自身を見失い、この思いをどこに

ところで人と接しないようにして見るとか、洋服も

ぶつけたら良いかも分からずに、父親との葛藤から

まるで小学生のような服を着ているとか、野生児の

本児は家庭内で暴れたそうです。中学校からは学校

ような行動をするときもありました。

にも行かず、登校拒否という形になっていたようで

また、男の人、里父とか他の男性が少し注意をす

す。そうした状況に父親は手に負えなくなり、すが

ると、すぐ直立不動になり、はいとしか言わなくなっ

る思いである団体に本児を預けました。

てしまう。そんな感じでした。

本児にとってみれば、家から突然に、そして強引
に引き離され、
連れ去られてしまいました。さらに、
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しくない。何だろうこれは。本当にまずい。何でこ

れ、何度も警察から身柄付通告により児童相談所で

んなに下手なんだ」というのを毎日毎日聞かされま

一時保護、最終的には里親委託になり、何とか大学

した。それがいつの間にか気がつくと、にこにこ笑

に進学した高校３年生の女の子。以前、里親委託し

いながら「おいしいね、何でこんなにおいしいんだ

ていた知的な遅れがあり、その後知的障害者グルー

ろう」と言って、変わったのがとても不思議な感じ

プホームから福祉的就労をし、定期的に遊びに来て

がしましたけれども、そういう経過でした。全てに

いる成人男性。以前、里親委託していた女の子で、

反発しながら、徐々に我が家でも慣れて、１年遅れ

成人になり、頼る親族もおらず、結婚・妊娠し我が

での高校受験の準備も進めていきました。

家に里帰り出産してきた成人の女の子。また、母親

翌年は何とか高校に合格することができました。

の精神疾患から適切な養育が受けられず一時保護さ

通信制のサポート校なのですけれども、どうにか通

れ、里親委託となった高校３年生の女の子。この子

うことが出ました。里親宅での家族の一員としての

は卒業後、一旦就職をしましたけれども失敗、自立

普通の生活、児童福祉司、児童心理司との定期的な

援助ホームを利用しながら、実家のように我が家に

面接、合同ミーティングを繰り返す中でその子も心

帰宅していました。

も癒やされて、大人への信頼も高まってきたと思い
ます。

これ以外にもいろいろな子どもたちを見て、家庭
裁判所とか警察とかと関わった子どもたちもいまし

一度、この子が来て半年ぐらい経ったときでしょ

たけれども、18 歳以降も「ただいま」と言って帰っ

うか。今、６年生になっている子が小学校１年生に

てくる子どもたちはたくさんいます。何らかの形で

なるぐらいの時にやって来たのですけれども、来た

いろいろな関係をとることができるということは、

ばかりはどうしても荒れる部分があって、急に泣き

本当にありがたいことだと思っています。

出したり、大声を出したり、物を投げたりという時

そうした中で思うことは、こうした子どもたちが

もあったのですけれども、たまたま隣の部屋でその

たくさんいること。そして、子どもたちと関わった

子が大声で泣きわめいていた時に、本児が一生懸命

多くの方たちの善意によってその後の人生も支えら

なぐさめているという時があって、隣の部屋でその

れているということです。社会的に支える仕組み、

声が聞こえてきたのですけれども、
「もうここにい

その充実が絶対に必要だと思っています。

て良いんだよ、大丈夫だよ、ずっといられるんだ

そのための幾つかの提案をしたいと思います。１

よ、
大丈夫だよ」と一生懸命なぐさめているのです。

つは、児童福祉施設、里親宅での措置延長をより積

泣き声もどんどんトーンダウンしてきて静かになっ

極的に進めていただきたいと思います。相模原市児

て、子どもにとっても良かったと思うのですけれど

童相談所では、３年ほど前から里親宅での措置延長

も、私の方もこの子がここにいることを良しと考え

に積極的に取り組んでいただいています。多くの子

てくれているのだと思うと、本当にうれしく思いま

どもたちの進路の幅が広がり、将来への希望、夢が

した。

広がっています。これまでも措置延長してくれれば

また、父親との交流も始まり、自宅への外出、外

どれだけの子どもが救われたことか。措置延長は全

泊もできるまでになり、父子関係は徐々に改善され

国の児童相談所で積極的に進めていただきたいこと

ていきました。そして、この子は高校で 18 歳にな

だと思っています。

るので措置延長をしまして、その後、心理系の大学
を受験して、見事に複数の大学に合格しました。

２つ目は、18 歳を過ぎても進学も就職も簡単に
できない子どもがいるということです。アルバイト

そして、しばらく我が家から通っていましたが、

でも難しい状態の子もいます。多くは里親が１人で

現在は大学近くに下宿し、ひとり生活をしています。

悩み、どう対応して良いか苦悩しているのが現状で

今でも時々泊まりに来て、委託されている子どもた

す。そこに行き着くまでに当然児童相談所の支援は

ちの遊び相手、よき相談相手になってくれていると

ありますが、自立を支援してくれる多くの関係する

ても優しい立派な子です。

機関があること。そこと連携して取組ができること

この子以外でも、これまで多くの高年齢児童の委

がどれほど多くの里親を励ますことか。地域の中で

託を受けてきました。母子葛藤が激しく、家で暴

そうした支援していただける多くの関係機関と連携
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できることを願っています。そうした仕組みをもっ

齢のお子さんの就職について、子どもたちの特性等

ともっと全体化し、いろいろな地域で実践できると

に配慮しながら丁寧かつ柔軟に対応していただいて

よいと思っています。

おります。児童相談所が関わっているお子さんも積

３つ目は、18 歳以降 20 歳までの再措置を認めて
いただきたいと思います。18 歳という区切りの中
で措置延長しないと、継続した支援が受けられず、

極的に御相談をさせていただいて、支援をしていた
だいているところです。
それでは、
久保田さん、
よろしくお願いいたします。

さまざまなことにチャレンジすることもできず、措
置延長せずにチャレンジして失敗すると、それまで

久保田氏

の支援が継続できないという制度上の問題がありま

いいたします。

よろしくお願

す。特に高齢で委託されたお子さんはそれまで虐待

私、相模原市就職支援

を受けてきた子どもはそれが重ければ重いほど、大

センターの久保田と申し

人との関係を作り、私たちを信頼してくれるという

ます。

時間がとても足りない状態です。一度独立して、ど

レ ジ ュ メ は 94 ペ ー ジ

うにか仕事に就いたとしても、こういう時代ですか

になります。この内容に

ら失敗はとてもよくあると思います。そのときにも

沿って、お話をさせていただきます。

う一度チャンスを与えてほしい。もちろん相談に

まず、相模原市就職支援センターの設置から今に

乗っていただける機関とか、そこから暮らしていけ

至る経緯を御説明申し上げたいと思います。私はも

る機関は少しずつ多くなっていると思いますけれ

ともと民間人で、いわゆる人材業界の職業紹介をし

ども、今まで過ごした家庭に戻れるということは、

てきた者でございます。10 年前に職業安定法の改

どれほど子どもにとっても力になるかと思います。

正がございまして、自治体で職業紹介ができるよう

二十歳までの再措置を是非認めていただき、継続的

になりました。この職業紹介は福祉の施策を組み込

な支援が確保できるようにしていただきたいと思っ

むというのが要件で自治体における無料職業紹介事

ています。

業が可能になったという背景があります。

４つ目は、経済的な支援の充実を図っていただき

本市においては、いち早くその事業の展開に取組

たいと思います。学力的な力もあり、大学などに進

みまして、平成 16 年の改正後、17 年７月には無料

学したい子どもたちがいます。でも、経済的な支援

職業紹介事業所の開設を始めております。

が足りないばかりに断念せざるを得ない事例とか、

当然、民間企業の者ですので、３年ごとにプロポー

途中で断念した事例もあります。また、里親の中に

ザル、プレゼンテーションがあります。福祉施策に

は経済的に個人的に支援をして、子どもたちを支え

対してどのように事業を展開していくかということ

ている人たち、先輩もいっぱいいます。さまざまな

にもを御評価をいただきながら、10 年目を迎えさ

機関の奨学金や減免措置などにより、より進学を促

せていただいております。

進することにはなってきていますが、まだまだ十分

24 年度からは生活保護受給者の方、25 年度から

ではありません。現在、うちにもそういう子を抱え

は生活困窮者の方も含めまして、就労準備事業を一

ております。

体的に組み込みながら職業紹介事業を展開しており

児童虐待の連鎖を断つためにも、優秀な人材に投
資することはとても有効で、大事なことだと思って
います。

ます。
就職支援センターの対象者は、２番にざっと記載
のある通りです。若年者としてニート、フリーター、

以上です。ありがとうございました。

発達障害、転職者、父子家庭を含むひとり親家庭、
女性、生活保護受給者、高年齢者、障害者等です。

鳥谷氏

鈴木さん、どうもありがとうございました。

続きまして、相模原市就職支援センター長の久保
田啓仁さんからお願いをいたします。
久保田さんは、就職を支援する立場から大きい年
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テータスというか、属性が変わるというか、いろいろ

て、それが怒られる理由にはならないはずです。私

な行政の支援がございますが、年齢や状況によって

もそうでしたが、俗に言うブッチと言われる行為で

支援の制度や窓口がばらばらになります。ただ、経済

す。バイトを始めたけれども、すぐやめちゃうみた

的な出口、
入り口とも申しますが、就業については切

いなのは誰もが経験することで、それがだめなのか

り離すことができないものになっております。その

といったらだめではない。そういう経験をして、あ

ため本市においては、施策ごとに就業支援を行うの

のとき嫌だったからやめたけれども、今回もやめる、

ではなくて、経済局がしっかりと皆様の社会参加の

けれども前の方がましだったというところが結構な

お手伝いができるようにということで、対象者を制

ポイントです。嫌なことがいっぱいあると、その中

限せずにこのように職業紹介を展開しております。

でも嫌なことの順位づけがされていって、あれより

例えば若年層のひきこもりの方がお仕事についた

こっちが向いているというネガティブな発想ではあ

ときに、初めて短期の２日とか３日のお仕事ができ

るのですが、そういった出来事を常にポジティブに

たといったとき、それで終わりではないのです。そ

捉えて、就業支援を行っております。

の次に頑張ることといったら、アルバイトでもう

こういう経緯でも、ハローワークさんの求人を活

ちょっと長いお仕事として、２カ月、３カ月。その

用させていただくことがあるのですが、児童相談所

次は派遣でも良いです。１年間頑張れるかどうかと

からお受けする相談については、とにかく住居であ

いう自信を積み上げていくということが実践では非

るとか、生活課題、今までの経緯を含めて課題が顕

常に大事なものになっております。ここまで関わっ

著です。未成年ですから、企業さんに紹介するにし

てやっと正社員に応募していく。自信がついてくる

てもどういった状況で今なのということがとても興

ということです。10 年やらせていただいて、７年

味をお持ちになります。興味というのは、ただの興

かけて生活保護の世帯のひきこもりの子どもから、

味本位ではなく、これからどのように支援をしてい

正社員になったという方もいらっしゃいます。この

けば良いかという見込みを一緒に立ててもらうこと

ように長期視点というものを非常に重視しておりま

が目的です。個人情報は御本人の了解を得て、全面

す。企業さんに対しても職業紹介をするだけではな

的に公開しているということになります。

く、
就業後フォロー、いわゆるその方がキャリアアッ

これは何も児童相談所の子どもたちだけではなく

プをして、生活をより高めていく選択肢を一緒に考

て、母子家庭の方についてもそうですし、生活保護

えていけるような関わりをしております。

の方についてもそうです。状況が分かっていないと

よくある質問が、ハローワークさんとの違いは何

企業さんも急に欠勤が続いたときに、ただやめるの

なのかということです。ハローワークさんはハロー

ね、というふうに終わるのか、一回市就職支援セン

ワークさんで強みがございます。それは求人数の多

ターにお電話をいただいて、その方が今、どういう

さです。御本人が求人を選択できるようになったと

状況に陥っているのかということを一緒に就業後

きには、思い切り適性に向かって選択していただけ

フォローとして考えていける機会になるかによって

れば良いのですが、出発地点といたしましては、ど

結果が大きく違います。信頼関係とは情報を共有し

ちらの方向に動いて良いか分からないので、そもそ

ていくことと考えておりますので、本当に大切なこ

もハローワークさんの検索機の前に座った切り、そ

とです。

の先に進めない方もいます。そのときに適性という

ハローワーク組織の体制上、なかなか難しいとい

ものは経験値からでてくるものなのですから、私ど

うのが現実だと思っております。このような違いを

もが長期的な支援を視野に入れて就労支援を始めま

認識して、ハローワークさんの強みと、私ども市就

す。何もやっていないひきこもりの子が、この子が

職支援センターの強みを活かしながら、ハローワー

何に向いているのというのは誰も分からないので

クさんからのご紹介を受けることもございますし、

す。やってみなくては分からないということがあり

私どもが同席させて頂いてハローワークさんにお

ますので、
いろいろなことをやってもらいます。“や

仕事のご紹介をお願いすることもあるという状況

めたことは失敗ではない”と伝えています。児童相

です。

談所の子にもよく言うのですが、３日、４日でやめ

４番目の高年齢児童の自立支援と連携といたしま
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しては、とにかく御本人の主体性というのが大事で

います。日常生活自立で一番課題になるのは、18

す。その前に私どもは職業紹介としての仲介ですか

歳から 20 歳の場合、まず住居です。たまたま寮つ

ら、御本人の等身大をそのままお伝えする必要があ

きの求人で上手くいった子も１年頑張ってやめます

ります。いわゆる精神力の課題を含めてひきこもっ

といったときに、いきなり住居がなくなる…。この

ていたこと、今まで培ってきたこと、生活能力、そ

ときも企業さんと散々大騒ぎするわけですが、本人

して伸びしろとよばれるものと思うのですが、生活

がどうしてもやめたいということで、突発的に夜に

能力で特に長けていたところから職業能力に派生し

飛び出すということもありました。今日中に寮を出

ていけるような具体的なエピソードを積み上げる必

るというやりとりになって、次の日から連絡先がな

要がある方もいます。このような場合は、平成 27

くなったり、夜 10 時過ぎていた時には、企業さん

年４月に施行された生活困窮者自立支援法の活用を

もこんな夜に飛び出していったら補導されるぞとい

視野に入れます。97 ページには本市の生活困窮者

う御心配はいただいたのですが、結局役所に戻って

自立支援法制度のチラシと就労準備事業の御案内を

くることも想定していますので、一回はそういう目

参考資料としてつけさせていただいています。自立

に遭うのも、世の中の厳しさだと考えて、もう出て

といったものはどこから必要なのか。精神的な自立

いきなさいという対応をしたこともあります。この

なのか、生活能力なのか。それを各個人、自立支援

ケースは想定通り、次の日役所で会うことになり、

に当てはめながらプログラムを個別に構築して支援

ただの「おはよう」だったのですが、その後は生活

を実施しております。いわゆる伴走型と言われたり、

支援課の職員さんと児童相談所の職員さんとお話し

パーソナルサポート型とも言われたりしますが、こ

して、本人が自立援助ホームに行くのか、無料低額

の機関に行ってねという髙橋弁護士さんがさっき

宿泊所といった元ホームレスの方たちを交えた就労

おっしゃっていたように、行ってねという支援、案

支援を受けるのか選択肢を提案したところ、自分は

内するだけでは行けないというのが多分現実です。

仕事を１年間やってきたし、児童相談所でなくても

特に児童相談所から御連絡いただいた方は伴走して

自立ができるというので、無料低額宿泊所を選ん

いくというのが非常に大事なことです。役所内の事

で、結構な目に遭いながら支援を続けている子もい

務手続は 10 代にとっては、とてもハードルの高い

ます。

もので、どこの窓口に行って何の目的で何をやった

この経緯のように、ひたすら関係を続けていくと

ら良いのかさっぱり分からないのです。これも社会

いうことがどれだけ大事かということを常に考えま

勉強の一つです。私は、問題なく生きてきましたけ

す。私どもは職業紹介ですから、年齢制限というも

れども、親にくっついていって、こういうことを役

のがございません。生活保護法、生活困窮者自立支

所の窓口はやっているのだなとか理解してきたはず

援法も年齢制限はありません。高齢児童を他の制度

なので、これらも経験の一つとしています。

であっても、継続時にどこまでの支援を継続できる

他にもあります。例えばドトールなどにちょっと

かが課題です。

出先で行きますと、コーヒーを初めて飲むとか、コー

先ほど御案内した自立支援事業の中で、連絡先確

ヒーをどういうふうに飲むか分からないし、注文の

保ということで携帯の貸し出し等も行っております

仕方が分からないです。こういうこともあるのだな

が、制御がきかないのでいろいろなことがあります。

ということを日々一緒に活動しています。ある子は

とにかく実績というものを積んでということで、い

口ではすごくしっかりしていることを言うけれど

ろいろ支援はしているのですが、なかなか私の思う

も、実際に社会に出たときにどこまで適用できるか

ようにいきません。それは当たり前のこととして、

を見極めるために、とにかく一緒に活動し必要に応

なるほどこんな行動をとるのか！と一緒に学んでい

じた就労支援の伴走というのを弊社の自立支援相談

るという状況です。

窓口のメンバーと市就職支援センターのメンバーに
は日頃から徹底しております。

社会生活自立については、自己肯定感を高めてい
ただけるような活動を日々行っております。相模原

５番目の、就労準備事業についてです。日常生活

市は JAXA がございます。これらのイベントに出

自立、社会生活自立、経済的自立と３段階に分けて

ていってかき氷を売る。全然 JAXA とは関係ない
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のですが、一応“ギャラクシーかき氷”といってい
ろいろな色の蜜をまぜこぜにして、ただグレーにな

だきました。
彼女から高校生のときの就労体験の話を聞きまし

るだけなのですが、それを完売させるということで、

た。「担当の者」という方が就労体験の窓口を担当

達成感を得る機会になったりします。プレミアム商

していたということで、多分それは人事の課長さん

品券がありましたけれども、自分たちが購入するわ

や総務の社員さんだったと検討がつきました。経営

けですが、実は売っているのも自分たちという訓練

陣からみたお仕事はどういうことなのか、というお

する現場を役所にどのようにご提供していただける

話を聞けることにより、自立への意識が高まるので

かということにも繋がりますが、たくさんの地域の

はなかろうかと考え、複数の社長さんみずから就労

皆さんのご支援やご協力を前提とする事業の連携が

体験をお願いしました。

必要だとかと考えております。
経済的自立については、例えば、私どもはレジュ

たまたま彼女はバイトで貯めたお金で車の免許を
取得中だったので、社長さんのベンツに乗せてもら

メに書かせていただいた以外に保育士等人材確保推

う、立入り禁止区域に入れてもらうなどから入って、

進事業という保育士を確保する事業を女性再就職の

高校生の就労体験とは違うことを経験してもらいま

活性化に向け、待機児童ゼロになっても保育環境の

した。車に興味を持っており、私もちょっとだけ派

向上を目指し実施しております。それに照らし合わ

手な車に乗っているので、それを見せるなど、いろ

せて、実際に高年齢児童の男子に、保育士になって

いろ刺激をして意欲喚起としました。最終的には自

園長になってみたい？と質問すると、笑えるくらい

立した女性になりたいという希望を企業さんに御自

軽々しく、なる！なる！と答えます。まず私立保育

身で伝えることができました。複数の就労体験先で

園長会の園長先生に御相談等を申し上げて、現場の

求人をいただけたことで、本人の選択肢も広がりま

お話を聞かせて頂こうかとか…、本人の意欲かある

した。

のであれば、高卒の認定を取るところからなので、

今もその就業が続いている状況です。これは関係

保育士さんのお仕事としてはまだ最短で４年とか先

者の連携があってのことだと感じます。企業さんと

になりますが、18、19 歳です。頑張って 24、25 歳、

自立援助ホーム、児童相談所、養護施設の職員さん

これからでもまだまだ全然いけるのだという話をし

が顔合わせしていただいています、何かあれば企業

たりします。保育士になるかどうかは別して、まず

さんも私のところに連絡がくるようになっておりま

一歩目として本人がこれから勉強をやり直したいと

す。これからも末永く就労支援もやっていきたいと

いうことであれば、そういう支援もやっていきたい

考えております。彼女の成功がこの次に続くのだと

と考えております。経済的な支援が事業としてどこ

いうことはご本人にも伝えてあり、「それは分かっ

までできるかというのも、一緒に検討していきます。

ている」と言ってくれていますので、一緒に頑張っ

生活困窮者自立支援制度、生活保護制度という
バックアップがついての状況ではございますが、こ
のように違う課との連携も非常に重視しています。

ていきたいと思っております。
ちょっとお時間過ぎて申し訳ございません。あり
がとうございます。

６番目の事例紹介は、発表させていただく内容な
ので最もきれいな事例を書かせていただいていま

鳥谷氏

久保田さん、ありがとうございました。

す。出所したとか出頭したとか、そういう事例には

今、事例でお話をさせていただいたお子さんは、

触れていません。市内の IT 企業さんに就職した 18

児童養護施設にいるときから高校３年生になって、

歳の女の子のお話です。御本人は過小評価だっただ

高校卒業した後どうしようかという話を子どもとし

けで、いろいろ細かいお話を聞いていると、職業能

ていまして、ひとり暮らしはまだ心配だという話

力の期待値もあるといった状況で、見きわめも順調

だったので、自立援助ホームを使いましょうという

でした。そして、住居について課題がございました

話をし、就職はどうしようかというところから、そ

が、昨年度、本市ではじめてできた自立援助ホーム

の時点から久保田さんのところに御相談をさせてい

から通えるというのを前提にして、就労準備事業の

ただいて、具体的に就職先も含めて調整をさせてい

中の就労体験を活用して、社長さんに対応していた

ただいて、今、彼女が自立援助ホームから就労につ
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ながっていて、立派に生活をしてくれているという

たり前なことなのだけれども、社会にとってそれが

ことです。

本当に当たり前のこととして受けとめてもらえてい

久保田さんはこういうキャラですので、子どもた
ちもたじたじで、面倒見ていただいてありがとうご
ざいます。すごく助かっています。

るのかというところがあります。
久保田さんのお話にあったとおり、高校を卒業し
て就職をしようと思えば、その時点で当然 18 歳の

それでは、ここで５分間ほど休憩をとりたいと思

誕生日は経過していますから、必然的に 18 歳を超

います。この後、髙橋先生の方からお三方の話を踏

えた時点から支援が始まることになるわけです。昔

まえた総合的な提言をしていただきたいというふう

は 15 歳で中学を卒業して、集団で就職をしてとい

に思っております。

う時代がかつてあったということはあるので、そう

それでは、今、11 時 10 分ですので、15 分から再
開したいと思います。よろしくお願いします。

いう時代であれば 18 歳まで支援をすることで就職
後の一定期間の支援はできたのかもしれないのです
が、現在、我が国、日本の高校進学率は 97% を超

後半
鳥谷氏

それでは、時間になりましたので再開をし

たいと思います。
再開に当たって、お手元にオレンジ色のバッグが
あります。これは相模原市独自の啓発グッズでござ
います。
今年作ったできたてほやほやでございます。

えています。そうすると、社会に出るための支援が
本当に必要になってくるのは 17 歳とか 18 歳、そこ
からがむしろ支援の対象になっていて、それをどう
にかしなければいけないということを本当に社会全
体が共有化していくということが１つ目としてとて
も大事ではないかと思っています。
いろいろ調べてきたのですけれども、１つ、昭

その中にマスクとティッシュとボールペンが入って

和 63 年の児童養護施設入所児童のうち中学校卒業

おります。これはここに来られた方だけにお配りし

後就職する児童に対する措置の継続等についてとい

ているものでございますので、御利用いただければ

うものが出ています。この通知を見ると、近年の社

と思います。

会の高学歴化に伴い、中学校を卒業して就職する児

ちょっと宣伝をさせていただきました。

童を取り巻く社会環境はますます厳しくなっている

それでは、髙橋先生、鈴木里親さん、就職支援セ

というところから文章が始まっていて、だから、中

ンターの久保田センター長の方からそれぞれのお立

学を卒業した後の児童についても一定期間入所措置

場からお話をいただきました。そうしたお三方の話

を継続し、自立の促進を図るようにしてくださいと

を踏まえて、髙橋先生の方から総合的な提案、提言

書いてあるのです。つまり、昭和 63 年のときには、

をお願いできればと思います。

中学卒業したら措置が切られるというのはおかしい

それでは、髙橋先生、よろしくお願いいたします。

ではないかといって、厚生労働省が通知を出してい
たのですけれども、それから時代が過ぎていって、

髙橋氏

私の方にというふうに振っていただいたの

現在、文部科学省の統計によると、平成 26 年の大

ですが、実はそんな私がまとめるなんていうのはお

学、短大への進学率は 53.8%。専門学校への進学率

こがましいのですけれども、鈴木さんの方で里親さ

は 17%。高校卒業して就職する就職率が 17.5%。３

んの立場としてお話しいただいたこと、就職支援セ

つの分類に入らないお子さんもいるので今言った数

ンターの立場で久保田さんの方からお話しいただい

字を足しても 100 にはならないのですけれども、時

たこと。一番最初に私の方で自立援助ホームと子ど

代が変わって、高校に 97% が行き、今言ったよう

もシェルターの立場でお話をさせていただいたこ

に大学・短大等に 53.8% で専門学校へ 17% ですか

と。聞いていただいて共通点が幾つか感じていただ

ら、両方あわせればこの２つだけでも 70% を超え

けたのだと思います。

ている時代になってきている。この中で、先ほど言っ

１つ目としましては、３人の話に共通していたの

た 63 年通知というのはもう古くなっていて、実際

は、18 歳という年齢の問題があります。18 歳を超

にもその後平成 23 年に別の通知が出されて、18 歳

えても支援が必要であるという私たちにとっては当

を超えた子どもに対する措置延長をもっと積極的に

88

第４分科会

活用しましょうというふうになってきているわけで

ルターの立ち上げのときの話で、18 歳と 20 歳で親

す。ここを社会としてどういうふうに理解していく

権と児童福祉のはざまだという話をしたのですけれ

かということだと思います。

ども、一方で皆さんも御存じのとおり、今、成人年

厚生労働省は平成 23 年に通知は出しています。

齢を下げるかという話になっているわけです。成人

ただ、それは十分に現実に使えているかというと使

年齢が 18 歳になったら、今、３人が話したケース

えていない。使えていないのは誰が悪いのか。児童

は解決してハッピーエンドが迎えられるのかといっ

相談所が悪いわけでもないし、児童養護施設が悪い

たら、そうではないですね。明らかに法律がどこを

わけでもないし、積極的に活用しましょうと言って

成人にしようとも、困っている子は困っていて、自

いるけれども、現実にそこにどういう制度があるの

立のために援助が必要なことは変わっていない。そ

か、どういうお金がつくのか。そういうものがない

うすると、成人が 20 歳だから 20 歳までというふう

と、先ほどの鈴木さんのお話のように里親さんが自

に支援をしていること自体に合理性があるのかとい

腹を切って子どもを大学に行かせなくてはいけない

うことは、僕らはもう一度考え直さなくてはいけな

のかという話になってしまうわけです。そういう自

いのだと思います。

己犠牲を社会として求めるのかといったら、それは

平成 21 年に成立して、平成 22 年から施行されて

やはりおかしいわけで、措置延長が必要だというの

いる法律に子ども・若者育成支援推進法という法律

だったら、その措置延長の部分に対する具体的な予

があります。御存じの方も多いと思うのですけれど

算措置等をきちんとつけていかないとまずいのでは

も、この法律は法律そのものには対象年齢は書いて

ないかということが大きな問題としてあるかなと思

いないのですが、これに関連する大綱の中で対象年

います。

齢はゼロ歳から 39 歳と書いてあるわけです。子ど

18 歳を超えていくということの関係でもう一つ、

も・若者育成支援推進法で 39 歳まで対象にします

これは鈴木さんの提案の中にもあったのですけれど

といっているわけですから、自立支援の対象は 20

も、再措置の問題があります。措置延長というのは、

歳で切れないということは別の法律の中では明らか

18 歳までに措置をされている子どもは 18 歳とか 19

になっているということなのです。

歳のときにも措置を延長できるという考え方なの

そうすると、児童福祉法の中でやるのか、今言っ

で、もともと 18 歳以前に措置をされていた子が対象

たような別の法律を使うのか、そういうことはとも

になるという考え方です。他方で、一度何らかの理

かくとして、自立支援をしていく上で 20 歳で切ら

由で、里親さんや児童養護施設の判断で 18 歳で退所

なくてはいけないという時代ではなくて、そこはも

になって措置が打ち切られた場合や、18 歳になった

う一度考え直していくことが必要な時代に入ったの

ときには措置延長をかけていたけれども、例えば１

ではないかと思っています。

年延長して、そこで無事に一回退所にしましょうと

２つ目の共通点として感じていただいたと思うの

いって措置を切ってしまった場合には、その後何か

ですけれども、それぞれの場面でみんな個別支援を

失敗をしても、その時点では措置や委託の対象にな

その子と向き合いながらしっかりやっていくという

らないというのが問題としてあります。

ことが出てきています。これはもちろん年齢が小さ

そこでもう一回措置とか委託がかけられるように

い子だってきちんと向き合っていくべき必要性は高

してほしいというのが先ほどの鈴木さんの提案に

いと思うのですが、特に年齢が大きくなっていて、

あった再措置という話なのですけれども、18 歳以

本人がいろいろな葛藤とか悩みを抱えている世代の

上でも援助が必要なのだということが制度上あるに

支援をしていく上で、これが正しいとかこうしなさ

も関わらず、でも、その制度を使えるのは 18 歳よ

いとただ言っているだけではできなくて、久保田さ

り前からずっと使っていた人だけだよという考え方

んのおっしゃられる伴走型、僕の言葉で言えばパー

に制度的な矛盾を感じるというところです。

ソナルサポート、そういう考え方で一人に対しても

もうちょっと話が広がりますが、そもそも 20 歳

のすごくエネルギーをかけていくということが自立

で切ることに合理性はあるのかということが、もう

支援を成功させていく上での鍵になることだと思っ

一つの大きな問題となってきます。僕の最初のシェ

ています。お金がついて制度ができて、あとはこれ
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を使いなさいということではなくて、一緒に悩んだ

のですけれども、それにも居場所の確保だとか、足

り、一緒にどれを使うか考えたり、それで後戻りに

りない部分のお金を生活保護ということではなく

つき合ったり、そういうことをやっていくという人

て、別の形で直接支援をしていくような制度ができ

の存在、人をつけていくことがとても大事だと思っ

てくると良いかなというふうに思いました。

ています。

以上です。

10 代後半で課題が顕在化してきた子どもたちの
多くは、それまでの成長過程で困ったときに、適切
な支援を受けてきた経験がないのです。ネグレクト
をされてきたり、逆にものすごく過干渉をされてき

鳥谷氏

髙橋先生、ありがとうございました。

髙橋先生の方から総合的な提案、提言をいただき
ました。

たり、適切な距離で適切に応援をしてもらったこと

それでは、最後に私の方から御紹介をしたい方が

がないので、大人に相談してもろくなことがないと

いらっしゃいます。相模原市は高年齢児童の自立支

いう体験を山ほどしていますから、そこを何とか解

援についても一生懸命力を入れて取り組んでいると

決をしていかないと、自立にたどり着かないだろう

ころでございますが、里親さんへの委託についても

と思います。

も市を挙げて取り組んでいるところです。10 月３日

あと、３つ目の問題として、自立支援に対する直

の土曜日に里親制度の普及啓発と里親さんのお仲間

接給付をしていくということが制度として必要な時

を増やしていこうということで、里親講座を開催し

期だろうと思います。分かりやすいのが高等教育の

ました。今年は茨城県高萩市の元市長さんでいらっ

問題、大学とか専門学校の学費の問題だと思うので

しゃいました草間吉夫氏をお呼びして御講演をいた

すけれども、諸外国の例で言うと、学費がとても安

だきました。草間先生は、乳児院に生後３日から預

い国、もしくは学費が高いけれども、貸し付けでは

けられ、その後児童養護施設で育ち、その後大学に

なくて給付で奨学金がもらえる国がほとんどで、学

進まれて、松下政経塾から高萩市の市長さんを２期

費が高くて給付型の奨学金がない国というのは実は

お務めになった方でございます。
『ひとりぼっちの

日本ぐらいなのです。そういう意味で言うと、非常

私が市長になった！』という本が出ておりますので、

に子どもに厳しい国になっています。子どもの貧困

興味がある方はお読みいただければと思います。

という言葉もマスコミにもやっと登場するように

その草間さんのお知り合いの方でございます。本

なってきましたが、１つとても分かりやすいのは、

日、来ていただいておりますのでご紹介いたします。

外国の教育制度と比べてみると、今言ったように学

島袋孝博さんでございます。

費が高くてもらえない、貸しますよ、返してくださ
いとなっているのがすごく分かりやすいところかと
思っています。
就職支援というのは、我々自立援助ホームとか
シェルターでもやるのですけれども、これも久保田

島袋 孝博氏

こんにちは。島袋孝博といいます。

先月、鳥谷所長といろいろお話しする機会があり
まして、本日、こういう機会があるということでこ
ちらの方に参りました。

さんのお話にあったように、働くか働かないかの２

私は児童養護施設の出身者で、草間さんは生後３

択で選べと言われても、いきなり週５日がっつり働

日からなのですけれども、私は中学校１年から高校

けない子も当然いるのです。でも、そういう子はも

３年生まで、大阪の施設で社会的養護に救われ、会

うだめな子なの、それは生活保護なの、障害者とし

社に入ってもう 30 年近くになります。

て障害者雇用しかないのというと、本当はそうでは

草間さんと知り合っていろいろ話をする中で、私

ないはずで、やってみることが広がっていく可能性

は草間さんとはちょっと違った感じで施設の経験あ

はいっぱいあると思うのですけれども、今、そこを

るいは一時保護所での経験、社会に出てからの経験

制度上何も保障するものがないところがすごく気に

というものがありますので、そういった話を施設に

なっています。

行って話をしたり、あるいはいろいろな方にそのと

少なくとも、自立に必要な一定期間は多様な働き
方を認めてあげるようなことができれば良いと思う
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に基づいて話をしております。
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詳しくはインターネット等で「児童養護施設出身
者」とか、あるいは「タイガーマスク基金さんのイ
ンタビュー」に答えていますので、ご覧いただけれ
ばと思います。
どうぞよろしくお願いします。

てもらいたいと思い、今月の 19 日に研修会として、
職員と子どもたちにお話をしていただきます。
多くの人たちに、今子どもたちが置かれている状
況を少しでも正確に理解していただき、私たち大人
ができることを一つ一つ確実に取り組んでいくこと
がとても大事だなと思っております。いろいろな形

鳥谷氏

ありがとうございました。

実は、里親講座の後に懇親会があり、島袋さんと
いろいろお話をさせていただきました。島袋さんが
経験されてこられた話を児童相談所の若い職員に、

でいろんなことにチャレンジをしていきたいと思っ
ております。
以上をもちまして、本分科会を終了させていただ
きます。

又一時保護所の高年齢児童の子どもたちに是非聞い

91

