
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 児童福祉法の改正について             恒松 大輔 

 

  

 ５月下旬に児童福祉法が改正されました。今回の改正で都２３区に児相が

設置できるようになったり、さまざま改正がされたりしました。その中の一つ

に自立援助ホームの制度に関する改正が行われました。児童福祉法は何年

かに一度改正されておりますが、ここ何回かの改正において、自立援助ホー

ムの必要性はどんどん高まってきていると感じています。 

 

 今までの改正で一番大きいのは１８歳までを保護の対象としている児童福

祉法において１８歳から２０歳未満までも保護の対象になったことだと思いま

す。そして今回の児童福祉法改正によって、ついに２０歳以降も保護の対象と

なりました。20 歳という区切りではなく支援ができることは以前ではあたり

まえにやってきたことではありますが、それを制度として認められたという

ことはとても大きなことだと思いました。 

 

 しかし手放しで喜べるようなものではありませんでした。２０歳以降でも保

護の対象となるには条件がついています。それは「２０歳未満で入居してい

る青年で大学等に進学している者」が２２歳の年度末までを上限で卒業等す

るまでと対象者が限定されているのです。 

 

 今までも一つ屋根の下に就業している者と進学している者が同居すると

いうことはありましたが、どちらも同じ条件のもとで支援を行ってきました。  

ところが今回は片方が２０歳の誕生日前日で保護の対象から外れる一方で、

進学していると２２歳までいられるという風に差ができてしまうことになりま

す。 

  

 これまでも１８歳未満であるにも関わらず、児童養護施設に入所ができず、

自立援助ホームに来た子にも同じことが言えていました。同じ年齢の同じよ

うな体験をしてきたにも関わらず、一方は食事も衣服も小遣いも保障されて

いる、一方は全て自分でやらなければならない。 



 

 

  

 また大学等進学を目指している子に対して児童養護施設の子ども達に出

る民間の助成金や国や都から出る補助金が同じ年齢にも関わらず自立援助

ホームの子どもたちには保障されていません。 

 

 その差が１８歳から２２歳まで延びてしまったのです。 

 運営面で考えれば、大学生を受け入れることはその枠を長ければ４年間

確保できるわけですから安定した運営が可能かもしれません。しかし大学に

行ける人達は当然それなりにいろいろなことができる人達です。本当に居場

所がない子どもが助けを求めても受け入れられなくなるという懸念もあり

ます。 

  

 全国自立援助ホーム協議会の調査では全国で退所した子の１割が「２０歳

となったため」の退所でした。２０歳でたとえ安定していなくても自立せざる

を得ない人がいる中で、一部の人だけが２２歳までいられることに矛盾を感

じます。 

  

 もちろん大学等に進学している人達でも家庭などの後ろ盾がない以上、

学校を続けることも難しいでしょうし、そういう青年たちを支援することには

大賛成です。そういうところに自立援助ホームが活用されることも当然であ

るとも思います。 

  

 だからこそ誰でもが平等にその権利を持たせてほしいと思っています。改

正は今回で終わりではないでしょう。進学した者だけとはいえ２０歳という壁

が突破された今、それ以外の青年たちの保護年齢の引き上げも少しでも早く

突破されると信じています。 

 
 

 

 

 

 



    

   卒園生インタビュー                金昡廷 
 

 

金：今回は貴重なお時間いただき、ありがとうございます。 

  まず、自己紹介をお願いします。  

 

F さん：F です。19 歳です。ファミレスの厨房で働いています。あすな

ろ荘（以後あ荘）には去年の 4 月から今年の 4 月まで 1 年間、いまし

た。仕事の方は一年間同じところで働いていて今も同じ場所で勤務して

います。今度会社が決まったので、転職します。 

 

金：転職、おめでとう。はじめにあ荘を知ったきっかけを教えてください。 

 

F さん：前にいた施設（シェルター）で家に帰れない子がいっぱいいる中

で、一人暮らしを始めるという子たちがいたので、それに習ってではな

いですけど、私も家に帰れるような状況ではなかったので、一人暮らし

をしようと。そのための準備ができる施設に行こうということで婦人保

護相談員の人や児相の人が協力してくれてそこで紹介してもらったの

があ荘でした。 

 

金：見学の時の印象は？ 

 

F さん：一番初めに印象に残ったのがやっぱり自分のことは自分でやるっ

ていうので、個人個人の責任感はちゃんと持つべきところなんだなって

いう印象を受けました。 

   

  後は画期的だなって。3 万が寮費、5 万が自立資金、これが後々自立

した後に 5 万というのが、このあたりの家賃になって 3 万というのが

自分の生活費になるわけだから。今ここでちゃんと収められていれば、

自立した後もその分のお金は必ず払うことになってるんだから生活は

できる。なるほど！と。 

 

  そういう風に必ず、稼がなきゃならなくてその分はちゃんと納めなき

ゃいけないという癖がついているのであれば、何も苦労することはない

し。毎月合計 8 万円払ったうえで残ったお金がお小遣いになっている

わけだから。 



   

     

F さん：今一人暮らししててそのループは変わってないから。見学の時か

ら聞いていたことがこういうことなんだ～なるほどね～と納得する部

分がありました。 

 

金：社会に出て一人暮らしをする上での最低限のルールを利用契約書に盛

り込ませたのが、役に立っているわけですね。 

 

F さん：そうですね。後は食器とか洗濯とか自分でやってねというのは前

の施設にいた頃から何も変わってなかったけど、まあ、一人暮らしした

ら全部当たり前だからなって。 

 

金：利用契約書を見て一つ一つ納得して入所を決めたということですね。 

 

F さん：ちゃんと理由があってルールを作っていると理解できたから。自

分の中で腑に落ちないわけじゃなかったし、すとんと。 

 

金：入ってみてどうでしたか。 

 

F さん：にぎやかだな～って。見学の時から思ってたけど、賑やかだなっ

て。見学に来た当初、元々いた子で二人いて歌ってたんですよ。リビン

グで踊ったり歌ったりと。入ったら楽しかったですね。歳が近いという

こともやっぱり嬉しかったし、なじめない訳じゃなかったし、むしろ仲

良いし、今でもちょこちょこ連絡取れるぐらいなんで。本当によかった

なと思ってます。 

 

金：今度良かったと思ったことは？と質問しようとしたけど、もう既にま

とめて言ってくれた感じですね。(笑) 

 

F さん：（笑）良かったと思うことはいっぱいありますね。いた時から感

謝の気持ちは大きかったけど、職員の人もいつも面白いし、いろんな話

できるし、病院とかついてきてくれたりとかはやっぱり心強かったなっ

て思いますね。 

   

   

 



F さん：なんかあった時に話聞いてくれたりとか、後何気ない話とかで全

然、何でも話せる感じだったし、ご飯美味しいし、他の掃除だったり職

員の人がいつもやってもらってたし、なんか気が楽だった。その頃に居

た寮生のメンバーとかも楽しかったし、よく夜にでかけたなー。 

 

金：散歩ね。毎日だったよね。（笑） 

 

F さん：私は実家に居たら出来ない体験だったと思う。ある意味青春だっ

たかも。 

 

金：生活してみてちょっと困ることとかここは不満だなと思うことはあり   

 ましたか。 

 

F さん：ルールに関しては納得していたから。不満に思ったりするものも

今思えば、珍しいくらいないんだよね。（笑）生活してて本当何も。 

  オープンルーム的なものが月に 2 回あるとか聞いていたけど、全然

なかったなっていうくらい？ 

 

金：F さんは綺麗にしていたから。わかっていたからわざわざやる必要は   

 なかったかな。今のお仕事は？ 

 

F さん：ファミレスの厨房クッキングの方。 

 

金：どうですか。あ荘に来て初めてお仕事をしたんですよね？ 

 

F さん：その当時はとりあえず、働かせてもらえれば、なんでもよかった

っていうのは一つあったにはあったかな。仕事に関しては初めてのこと

ばかりでドキドキでした。できるかなという不安もあったし。 

 

金：慣れるまでどれくらいかかった？ 

 

F さん：1 ヵ月くらいかかったかな。ほぼ毎日入っていたし、今もだけど。

他の人よりも成長は早かったかもと思う。ランチの時間帯だったんで、

周りにいるのが全員お母様方。同年代がいなかったのが…。 

   

   

 



F さん：ディナーになってからちょこちょこ出てきたけど。優しいお母様

方にサポートされ、女性が多い職場だったから居やすかったかもしれな

い。いろいろ聞けたし。 

 

金：転職をしようと思ったきっかけは？ 

 

F さん：あそこで社員になるのはきついなと思っていた。アルバイトでい

いって思った。身体的にもきつくなってきて手荒れがさらにひどくなっ

てきてそれも一つかもしれない。 

 

金：転職の準備とかは全部自分で？ 

 

F さん：自分で。インターネットで探してみてエントリーして面接をして。

新しい職種に挑戦してみたいなと思いましたね。 

 

金：将来にやってみたいことはありますか。 

 

F さん：夢とかじゃないけど、国内旅行に行ってみたいなって。なんかも

う自然がいっぱいあるところがいいな。温泉？温泉がいいなー。体休ま

せてってなっている。健康ランドでもいい。 

 

金：行こうよ。○○温泉。 

 

F さん：いいね！行きたい！休みの日に。家はユニットバスだから浸かれ

ないなって。近くに銭湯あるからたまに行ってる。心、体、休めたいっ

すね。 

 

金：今、一番の楽しみは何ですか。 

 

F さん：友人に会うことかな。ちょこちょこ遊びにきてくれるし、友人に

子どもが生まれたりとかしてるから顔見に行ったりとか最近楽しみで

すね。もうおばさんの目線ですよ。 

 

 

  

 

 



金：F さんが卒園生の立場でインタビューを受けてるんですけど、今の寮

生に伝えたい言葉はありますか？ 

 

F さん：今ここに居る間にここの人達にはめちゃくちゃ頼っといた方がい

いと思う。なんだかんだと言って外に出た後もやっぱり顔見せたり頼っ

たりしているけど、なんか今の内にいろいろ話したりとか頼っといた方

が出た後に気が楽な気がする。 気軽に顔出せたりできるんじゃないか

なって。 

  結局 1 人でやっていかなきゃならないけど、でもやっぱり外の協力

っていうのは必要だから。大人と子ども境界線じゃないけど、子どもっ

ちゃ子どもだし、もっと頼っていいと思うし、頼れるだけいっぱい頼っ

ちゃえみたいな。 

 

金：なるほど。私達は F さんに頼られているんですね。もっとしっかりし

ないと。(笑) 

 親と何らかの理由で離れて生活しなくちゃいけない、もしかしたら今

も辛い思いをしながら生きている人もいると思う、そういう人達にメッ

セージがあれば。 

 

F さん：私の場合は治療してなんとかトラウマ状況的なものからは脱した

というかな。それまでは治療受ける前とかこっちに来る前とかは相当荒

れていたらしいから。 

   

  そこまで自覚はないけど、荒れた時には休息は必要だなと思うし、ま

あ、そうだな。話せる人っていうのはなかなかいないけど、話した方が

楽になる時はあるかな。 

   

  悩んだ時とか思いつめた時とか自分の体験談になるけど、やはり頭に

ぐるぐると考え始めたら話すよりも何かものに書き込むんだったな。自

分の中だけでぐるぐる溜め込むよりは何かしら外に出した方が整理は

つくし、少し落ち着くかな。   

   

  後は聞いてもらえる人がいるという安心感もあるから誰かに話すこ

とも手だと思うし、ちょっと辛くなったら他の人に頼るじゃないけど、

寄りかかってもいいと思うよってことかな。 

  

 



F さん：相当だったからね。ノート 2 冊終わったからね。状況的に話せな

かったからその結果が 2 冊になりました。 

 

金：溜め込むんじゃなくて吐きだせたということだよね。 

 

F さん：そう。吐き出せた結果です。あと、自分の場合には支えてくれる

人がめちゃくちゃいたというのが一つかな。 

  結局実家出るきっかけになったのも友人だったし、その時の友人達が

いたから今くらいまで回復できたし、家出ようとか一人暮らししようと

か就職しようとかという決断にも至れたんだろうなと思っている。 

 

金：支えがあったからこそ、自分の力で何かやってみようという思いにま

で辿りついたんだよね。 

 

F さん：頼っても意味がないと思っても誰かしら理解ある人に出会えれば、

いいんだろうけどな。私なんかは心開きすぎたのかな。いろんな人に。

だから支えてくれる人がいんのかな～って思うけど。 

 

金：F さんが素直に自分を出してくれたから周りの人もそれに素直に応え

られたと思うよ。頼ってくれるから私達ももっとこうしようと素直に相

談できたし、真っ直ぐ届いたと思う。 

  今日は本当に忙しい時間割いてもらい、ありがとうございました。 
 

F さん：こちらこそ、ありがとうございました。 

 

F さんとは通院治療中、様々な場所にデートにでかけました。治療のプログラムが終わ

る最後のセッションの日には頑張ったご褒美で一緒に観覧車に乗ろうねと約束をして実

際に実現できた時にはよくここまで頑張れたねと目頭が熱くなったことを思い出しま

す。私達はただFさんのそばにいただけです。Fさん自身が治療中、感じた様々な感情と

向き合い、それを乗り越えた時の喜びを一緒に分かち合わせてくれたこと、心から本当

にありがとうと感謝しています。これからも応援させてください。 

 

 



     寮生近況                  福本啓介 

 

 初春号で近況を報告した二人の寮生は、現在アパート自立して新生活を

送っています。7月 1日現在、4名の寮生をご紹介します。 

 

Hさん  
 毎週水曜日、宿直スタッフの P さんと一緒にお菓子作りをしている Hさん。ある

日 P さんと一緒にシュークリームを作りました。P さんの作ったシュー生地は何度

やっても膨らみません。それを受けて H さんは「私がやるよ」と代わりにシュー生

地作りに取り掛かります。ガスオーブンの中でシュー生地は膨らみ始め、きれいな

形のふんわりとしたシュークリームが出来あがりました。寮生、スタッフ一同、毎

週お菓子を楽しみにしているので、これからも宜しくお願いします。 

 

I君 
 ５月に入所した I 君。仕事が塗装業のため、朝早く起きて出勤、仕事に通っていま

す。６月、ソウルからの宿泊研修生さんがあすなろ荘に来た時のエピソードです。

夕飯の味噌汁を研修生さんに作っていただきました。食卓では言葉の壁のせいか、

やや緊張した空気が流れる中、味噌汁を一口飲んだ I 君。「おいしいっすね」と言っ

て味噌汁をおかわり。研修生さんに向かって親指をぐっと立て、笑顔で「おいしい

サイン」を出していました。研修生さんも異国の地で初めて作った味噌汁を褒めら

れて、ホッとした表情をしていました。 

 

J君   
 ６月に入所した J 君。趣味はバスケットボールで、プレイするのも観戦も大好き

です。ソウル宿泊研修生さんがあすなろ荘に来た初日、皆と一緒にチーズクラッカ

ー作りです。J 君はスマホで調べたレシピを読んだり、皆と交代でボールの中の生

地をかき混ぜたり、生地の成型を行いました。スマホの LINE通訳を使って、ソウル

の研修生さんに細やかな気遣いをしながら、コミュニケーションを図っていた J 君

の姿が印象的でした。研修生さんも、わからないことを J 君が丁寧に教えてくれた

ので助かりました、とお礼を言っていましたよ。 
 

Uさん 
 6 月に入所したUさん。東京都の中、新大久保だけは位置を正確に当てられるほ

ど、韓国好きな 17 歳のおしゃれ女子です。6 月下旬に入所したばかりですが、す

でに仕事を見つけて働き始め、掛け持ちのためにいくつかの面接も控えています。

何事にも積極的で今時に珍しい「当たって砕けよ」の根性を持つ U さん。最近はワ

ンプレート朝食にはまり、たまにどんでもない組み合わせもありますが、自作のワ

ンプレート朝食を楽しんでいる様子が微笑ましいです。 

 

 



平成 27年度 決算報告 

 

◎事業活動による支出 

 ＜収入＞ 補助金事業収入  ２４，１１９，７０６円 

      寮費    １，４５１，３００円 

      補導委託費     ３３８，０１０円 

      寄付金      ８５４，３０４円 

      その他の収入     ６７３，０８２円 

      合計   ２７，４３６，４０２円 ① 

  

 ＜支出＞ 人件費   ２６，５６０，７３９円 

      事業費    ２，１１５，６３５円 

      事務費        １，３８９，８７８円 

      その他の支出     ２４８，４００円 

      合計   ３０，３１４，６５２円 ② 

 

 ＜事業活動収支差額(①-②)＞ △２，８７８，２５０円 ③ 

 

◎その他の活動による支出 

 ＜収入＞ 施設整備等補助金  １，９３１，３７２円 

      合計        １，９３１，７７２円 ④ 

  

 ＜支出＞ 固定資産取得(車両)  ２，３３５，０００円 

      合計    ２，３３５，０００円 ⑤ 

  

 ＜その他の活動による収支差額(④-⑤)＞   △４０４，０００円 ⑥ 

 

 

◎当期収支差額計合計（③+⑥） △３，２８２，２５０円 

 

※当期末の赤字につきましては、法人の収益事業より繰り入れました。 

 

 



ご支援ありがとうございます（2015.10.1～2016.3.31） 

 

＜寄附金（後援会費・ゆずりは基金含）＞ 

井上裕子様、上瀧 大様、松本良保様、中根広子様、加藤雅子様、小笠原秀明様 

石黒信二様、矢田永子様、瀬戸まゆ子様、清水芳子様、伊部恭子様、内田節子様 

柳瀬千代子様、柏原和明様・珠理様、中村牧子様、平原真樹子様 

＜寄贈品＞ 

坂井摂子様（お米)、大竹澄男様（お米)、佐藤恵子様（食品)、佐久和子様（お米)

セカンドハーベスト（食品) 、工藤ルリ子様（お米)、門司一徹様（カード) 

関野哲子様（つくね串)、濱中克比古様（お米）、㈱オオタケ（カレンダー） 

平野浩子様（チョコレート)、駒井順子様（トースター）、竹林伴明様（フィギア―)

李和順様（食品)、松本良保様（カレンダー)、フィリップモリスジャパン㈱（カレ

ンダー、クリスマスケーキ） 

 

 三菱電機(株)様のご支援を受けてあす

なろ荘で車を購入しました。現在計画中

の事業や寮生の引っ越し等、幅広く活用

させていただきます。 
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