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 近年、養護施設出身者の自助グループがいくつか発足し、マスコミをにぎわしています。それはそれ

で、喜ばしいことだと思います。 

 １０年前、Edward は「がんばれ！養護施設出身者」というサイトを立ち上げ、社会でつぶれていく施

設出身者を応援してきました。私生活でも、養護施設で学習ボランティアをしたり、卒園した子どもた

ちの自立支援活動をしてきました。また、千葉県の児童養護施設「恩寵園」などの施設内虐待の問題に

も取り組み、恩寵園ＨＰを作り、裁判の支援や恩寵園卒園生の支援活動を行ってきました。これは、「施

設内虐待を許さない会」として継続して行っています。 

 その活動の中で、現在、高荻市長である草間氏と出会い、「施設出身者を支援するＮＰＯ」を作ろう

と計画を立てました。月一回、東京駅の喫茶店で会合し、半年かけ、ＮＰＯを立ち上げる準備にかかり

ました。施設出身者に団体の連絡先や趣旨を伝えるためにも、養護施設に協力を依頼しました。ところ

が、「Edward が参加しているのでは協力出来ない」と施設側からいわれ、Edward は身を引き、草間氏を

中心に計画を勧めることになりました。その後、ＮＰＯを立ち上げたという話も聞かず、いつしか立ち

消えになりました。施設の反対により失敗したことは、いまでも忸怩たる思いがあります。 

その意味で、東京の「日向ぼっこ」をはじめ、この「なごやかサポートみらい」の発足など、各地に

施設出身者の自助グループが出来るのは、大変嬉しく思っています。養護施設で育った人たちの声を上

げる動きをつぶさせないように、頑張って欲しいと思っています。 

しかし、その活動の方向性についての懸念もあります。地域で生活し、仕事をしながら子育てをして

いる施設育ちの先輩として、いくつか伝えさせていただきたいと思います。 

 

 養護施設の子も里親家庭の子も、ひとくくりにするのは乱暴である  

ここ数年、養護施設だけでなく、里親家庭も

含めて、社会的養護というくくり方をするよう

になりました。そして、その時流に乗ったのか、

施設出身者の自助グループへの参加呼びかけが、

里親家庭で育った方にまで広げられています。 

里親家庭でたった１人の子どもとして育てら

れた子どもと、養護施設の集団養育のなかで集

団の一員として育った子どもとでは、自ずから

抱える課題も違ってきます。 

里親家庭の子どもは、１８歳の措置解除後も

里親家庭にいて、そこから大学などに進学する

子も少なくありません。里親手当を貯め、大学

の進学費用に充てる里親の話も事欠きません。

里親家庭では、高校に進学するのが当たり前で

あるため、高校進学率の話は出てきません。大

学や専門学校への進学も、かなりの里親家庭で

は、行かせています。さらに、大学や専門学校

を出た後、結婚まで居続けたり、自立しても、

実家として帰ってきます。 

結婚する際にも、実親がいない場合は、里親

が親として結婚式に出ます。小さい頃から、里

親の親族とのつきあいがある家も少なくありま

せん。 

片や、養護施設に長期入所した方は、実親と

の関係も薄く、親戚づきあいもなく、１人で社

会での自立を迫られます。自分の側の親・親族

が不明で、１人で結婚式をあげた方もいます。 

平成 19 年度の高校進学率が 97.7％であり、高

卒後の大学等への進学率は 51.2%、専修学校専門

課程への進学率は 16.8％という現実の中で、養

護施設の子どもたちは未だに中卒・高卒で社会

に出る子がほとんどです。社会へのスタート時

点で格差が決定づけられているなかで、このよ

うな自助グループに参加出来るのは、ある意味

で限られた施設育ちのエリートのみとなりかね

ません。 

 養護施設の子どもたちには「里親家庭で育つ権利」があることを知らせて欲しい  

日本政府が 1994 年（平成６年）に批准した「子

どもの権利条約」第 20 条には、「家庭環境を奪

われた児童又は児童自身の最善の利益にかんが

みその家庭環境にとどまることが認められない

児童は、国が与える特別の保護及び援助を受け

る権利を有する」とあり、さらに、国の与える

代替的監護として、「特に、里親委託、イスラム

法のカファーラ、養子縁組」と、里親委託を先

頭に持ってくるとともに、「特に」と強調してい

ます。そして、施設収容を「必要な場合」のみ

としています。 

しかし、平成 19年 3 月現在、社会的養護の児
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童総数 36,326 人のうち、里親委託児 3,424 人

(9.4%)、児童養護施設入所児 29,889 人(82.3%)、

乳児院入所児 3,013 人(8.3%)と、日本は要養護

児童の 90.6％が施設に入所する「施設大国」で

す。 

子どもの権利条約第 20 条で定める「子どもの

家庭で暮らす権利」が守られていない日本の現

状は、国連子どもの権利委員会からも憂慮され、

改善勧告が出されています。 

また、子どもの権利条約第 12 条では、「自己

に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手

続において、国内法の手続規則に合致する方法

により直接に又は代理人若しくは適当な団体を

通じて聴取される機会を与えられる」とあり、

子どもの意見表明権を保障しています。 

子ども自身が、「施設ではなく里親家庭に行き

たい」と意見表明することも保障されています。 

養護施設の子どもも里親家庭の子どもも同じ

社会的養護とくくるのであれば、養護施設の子

どもたちにも「施設ではなく里親家庭で育つ権

利」があり、その希望を表明する権利があるこ

とを伝えて欲しいです。 

もちろん、里親家庭の子どもが希望すれば、

養護施設に行くことも同じです。 

 養護施設だけで育つことにより負わされる問題  

Edward は、子ども時代の全てを養護施設だけ

で育つことは不幸なことであり、行政の不作為

により社会的ハンデを負わされるシステムネグ

レクトであると思っています。 

モデルとなる「温かい幸せな家庭」のイメージ

もなく、反面教師としての機能不全家庭も知り

ません。人間はイメージにないものを作ること

は出来ません。生まれて初めての家庭が結婚家

庭であり、それも里子として迎えられるのでは

なく、大人としてイメージにもない家庭を作る

ことを求められます。平等扱いを求められる集

団生活しか知らないのに、家庭で家族だけを特

別扱いすることを求められます。結婚したら、

家庭人としての即戦力を求められているにもか

かわらず、それに応えることができず、離婚さ

れる施設育ちもいます。 

人間関係のスキルがありません。近所づきあい

や職場の人間関係は、いきなり覚えるものでは

なく、小さい頃からの日々の生活の中で、親を

通して大人とのつきあい方を覚えていきます。 

養護施設だけで育つと、親だけではなく、すべ

ての親戚関係から切り離されます。日々の生活

の中で培われる親戚づきあいもなく、養護施設

を出た後は、一人で生きていくことになります。

養護施設への長期入所により作られた「孤立」

といえます。 

 家庭育ちは「子を持って知る親の恩」、施設育ちは「子を持って知る捨てられていた自分」  

Edward に子どもが生まれたとき、物珍しさも

あって懸命に子育てをしました。「男の育児」と

いうキーワードがない時代に、主体的に子育て

をしました。しかし、子どもを可愛がれば可愛

がるほど、子ども時代に可愛がられなかった自

分の過去が浮き彫りにされ、自分の子どもへの

嫉妬や怒りが生じました。愛されたことがない

のに、子どもを愛さなければならない。この不

条理さを克服するには、正しい育ちの知識とと

もに、自分が間違った環境で育ったことを認識

し、過去の育ちを整理する必要があります。 

子育ては、自分が養育者からどのように育てら

れていたかの再確認でもあります。 

ある家庭で育った方は、「子育ての時に親から

のギフトボックスが開く」と表現しています。

大変な子育ての中で、自分がいかに親から愛さ

れて育っていたのかを実感するといいます。 

しかし、施設育ちのギフトボックスは空っぽで

あり、捨てられ誰からも愛されなかった自分を

思い知らされるものになります。子育てが、苦

痛以外の何ものでもなくなります。 

せめて、里親家庭でたったひとりの子どもとし

て大切に育てられていれば、ギフトボックスが

空ということはないでしょう。 

 養護施設で育った自分を肯定しても、子どもが養護施設で育つことを肯定してはいけない  

養護施設で育った人は、施設で育った自分を肯

定しようとします。集団の中で、職員や上級生

からのいじめや暴力、性暴力にさらされ、地域

からも偏見や差別に晒されていた環境を、自分

だけを頼りに生き抜いた事は、大いに誇り、自

信を持っていいでしょう。 

Edward は、養護施設は子どもの戦場であると

思っています。特に大舎施設や職員が暴力を見

過ごす施設では、子どもは自分１人の力で生き

ざるを得ません。耐えられない子は、心を閉ざ

したり、病んだり、なかには自殺する子もいま

す。これらの暴力がない運のいい施設でも、た

った１人の子どもとして大切にされた実感が持

てないまま、施設を出て行くことになります。 

そして、養護施設で育った自分を肯定するあま

り、養護施設を否定されると、自分まで否定さ

れた感覚に陥ります。施設で育った自分を肯定

しすぎると、自分の子どもが施設を施設に入れ
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ることへの抵抗感が無くなります。 

虐待の世代間連鎖と同じように、養護施設で育

った方の子や孫が養護施設に入る施設入所の世

代間連鎖も珍しくありません。 

 養護施設出身者の自助グループは、養護施設の存続に利用される危険性がある  

養護施設の自助グループは、方向性を間違える

と、養護施設に利用される危険性があります。 

養護施設は、「施設の実家機能」と称した予算

要求を行っています。本来、自立とは日々の生

活の中で自立に必要な社会的スキル、家庭の知

識などを身につけていくものです。養護施設だ

けで育つということは、機能不全なまま社会に

出て行く事です。 

子どもたちに必要なのは自立支援と称した追

加プログラムではなく、家庭の中で身につけて

いく生活の知識と人間関係のスキルです。 

０～１８歳まで乳児院・養護施設で育つと、施

設に支払われる税金は、最大で一億一千万円に

もなります。これだけのお金が自分に使われた

という実感がある施設出身者はいるのでしょう

か。誰のために使われたお金なのでしょうか。 

養護施設の数は少子化に伴い減少していまし

たが、平成９年の 526 施設から増加に転じ、平

成 19 年には 560 施設となり、10 年間で 34 施設

増えています。養護施設の経営の安定のために

は、定員数の子どもが必要であり、定員に満た

なければ、里親に行くべき子どもまで施設に入

れることになります。 

子どもは、乳児院や児童養護施設の定員を満た

すために生まれてきたのではありません。 

たった１人のかけがえのない子どもとして、家

庭で大切に育てられるために生まれてきたので

す。 

養護施設で育つ子どもを再生産する方向では

なく、養護施設で育つ子どもが少なくなる方向

への活動が必要です。 

しかし、養護施設に拠点を置いた活動では、そ

の養護施設への気兼ねから、忌憚のない発信を

することが出来ません。 

アフターケアに理解があり、積極的に推進して

いる養護施設という、施設イメージの宣伝に利

用される危険性があります。養護施設から招待

され、旅費を支給され、講師謝礼をもらう活動

には、自ずから限界が生じます。 

真に、養護施設の子どもたちの幸せのための活

動をするのであれば、時には養護施設から嫌わ

れる活動や言動も必要となるでしょう。 

誰のための活動なのか、よく考えて欲しいです。 

 

 個人情報の露出には細心の注意を払うこと  

近年、施設出身者であることをカミングアウトす

る人が増えています。今日のゲストである草間高荻

市長、ボクサーの坂本博之さん、歌手の川嶋あいさ

ん、女子ボクサーのライカさんなど、それなりに地

位を確立し、カミングアウトしています。 

しかし、政治家やスポーツ界、芸能界に進むのな

ら別ですが、目的も野心もなくカミングアウトする

のは危険です。 

結婚して、子どもが生まれれば、子どもを介した

地域社会での付き合いが始まります。近所づきあい

や地域での生活を知らない施設出身者は、自身の個

人情報の管理に無頓着なところがあります。 

カミングアウトしても、本人はすっきりするかも

知れませんが、子どもが幼稚園や小学校でトラブル

を起こしたとき、他の親からの批判や差別の対象と

なりかねません。 

小学校の教員となったある施設出身者は、クラス

の子どもに出自を伝えていましたが、クラスが荒れ

たときに、その原因が施設での育ちにあると親たち

からのいわれのない批判をうけ、ノイローゼになり

学校を辞めました。 

この社会には、里親家庭の子どもへの差別偏見も

少なくありませんが、養護施設で育った人への偏見

差別はより多いと自覚し、個人情報の露出には注意

して欲しいです。親が施設で育ったことなど、子ど

もには何の関係も無いことです。 

 施設入所中の児童票等の個人情報が施設側に恣意的に扱われる危険性  

ここ 10 年ほど、養護施設で虐待を受けた方が、

施設内虐待に対する損害賠償請求訴訟を裁判所

に提訴するようになりました。しかし、訴訟に

おいては、卒園生たちの施設入所時代の非行な

どの不適切行動の証拠として、施設側から児童

票が提出されています。 

児童の個人情報、それも、重大な秘匿すべき個

人情報であるにも関わらず、当該児童への承諾

もなく、施設側の証拠として一方的に裁判に提

出されているのが現状です。 

「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5

月 30 日法律第 57 号)」が制定され、個人情報の

取扱いには一定の制限がかかるようになりまし

た。養護施設を運営する社会福祉法人も適用さ

れるものであり、なんびとであっても、本人や

保護者の同意も無く、児童の個人情報を使うこ

とを禁止しています。 
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 施設入所の過去情報は一定期間で抹消されます  

里親家庭や養子縁組家庭、児童養護施設の出身

者など、社会的養護の児童が成人し、自身の出自

を調べるために過去の資料を求めても、廃棄され

ていたり、保存年限が過ぎたなどの理由により、

開示を拒否されることがあります。乳幼児期に里

親委託や施設入所した状況、当時の親や親戚関係

などの情報などは、過去の児童記録でしか調べる

ことが出来ません。 

たとえば東京都では、措置関係の公文書の保存

年限は７年であり、措置解除後７年で、児童票や

施設入所の理由、実親や親戚の情報などが全て抹

消されます。公立の養護施設は、児童相談所とお

なじ扱いとなります。民間の養護施設によっては、

古い記録であっても保存してあるところもある

ようですが、建て替えなどより廃棄する場合もあ

ります。 

自らの出自を知る権利は、全ての人にあります。

施設を出た後、結婚し、子どもが生まれるときに、

実親の情報を知りたいと思っても、記録が全て廃

棄され、手がかりが全くないという方もいます。 

養護施設を出る際に児童記録を整理して本人

に渡すなり、たとえば保存期間を措置解除後 20

年以上とするなりして、子どもの過去や出自を知

る権利を保障する必要があります。 

現時点では、「個人情報保護法」で定める「本

人情報開示請求」により、文書が廃棄される前に

過去の情報を取得しておく必要があるでしょう。 

ちなみに、イギリスなど児童福祉先進国では、

社会的養護の当事者の記録は、本人が死ぬまで保

存することになっています。さらに、実親探しを

する際には、カウンセリングを受けることを法律

で義務づけ、関係機関が協力をして失われた過去

を取り戻すことを社会全体で協力しています。 

 

 親が育てられない子どもたちは、幸せになる権利があります  

子ども時代は人生の根っこです。根っこを深く

広くのばすことが出来れば、大きな木となって、

その後の人生に大きく枝を広げ、葉を繁らせ、た

くさんの花を咲かせ、豊かな実りある人生を送る

ことが出来ます。根っこがしっかりしていれば、

多少の嵐にも耐えることができます。 

地域に根をはり、自分の居場所を作り、家族を

持って、子どもと共に地域の交わりの中で生きて

いく。そして、地域のなかで年を取り、死んでい

く。これが、人生の幸せなのだと思います。 

しかし、根っこをのばすことが出来ず、社会に

出ても根無し草となり、地域に定着する場所もな

く、漂い続ける施設出身者も少なくありません。

家庭や人生のイメージがないため、人生の設計を

することができず、その場限りの人生を送る人も

います。 

人生８０年の時代です。養護施設で育った子ど

もは、１８歳で措置解除されたあと、実に６２年

間の人生を 1人で生きなければなりません。 

措置解除後、どんな人生を送るのか、イメージ

できる施設出身者はどれだけいるのでしょうか。

Edward も、養護施設を出た後、３０歳を過ぎた

後の自分の人生が見えませんでした。 

「３０歳を超えたら死ぬのかな…」と漠然と思

っていました。 

家庭では、年々年取っていく親、先に死んでい

く祖父母などを通し

て、人生には終わりが

あり、いつかは親とな

って子育てをする自

分をイメージするこ

とができます。自分の

ライフイメージを持てないことが、養護施設の大

きな問題です。 

近年、家庭虐待で入ってくる子どもが増えまし

た。しかし、虐待した親の整理が出来なければ、

施設によって救われたとばかりに、養護施設を必

要以上に持ち上げ、実親家庭への怒りと里親家庭

を混同し、「子どもたちを里親家庭へ」という流

れに、積極的・消極的に反対をしかねません。 

そのような未整理の家庭への否定観を持った

方は、養護施設を出て、結婚して家庭を持ったと

き、どのような子育てをするのでしょうか。 

最後に、養護施設で育った方達に聞きたいです。 

もし、親が育てられない子ども時代をやり直

すことが出来たら、どこで育ちたいでしょうか。 

いじめや暴力・性暴力はないが集団の一員とし

て育つ養護施設でしょうか。 

たった１人の子どもとして大切にされる里親

家庭でしょうか。 

養護施設にいる子どもたち、未来の親が育てら

れない子どもたちに、私たち、かつての養護施設

で育ったものは、どんな養育環境を望むのでしょ

うか。 

親が育てられない子どもは、どのように育つの

が幸せなのでしょうか。施設出身者一人一人に問

いかけたいです。 

そして、養護施設の子どもたちの声なき声を 

伝えるものは誰でしょうか。 

「なごやかサポートみらい」発足に寄せて 

2008 年 9 月 21 日 Edward 

http://yogo-shisetsu.info 
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