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 吉⽥胤希（かずき）さん、21歳。⼀⼈暮らしをはじめてまもな

く1年。現在は居酒屋でのアルバイトで⽣計を⽴てています。 

「今の仕事は気に⼊っています。最近、やっと貯⾦ができるよ

うになりました」とはにかみながら話してくれた胤希さん。ここに

だとり着くまでに、たくさんの⽀援者とともに⻑い道のりがあり

ました。彼が過ごした児童養護施設『東京家庭学校』と⾃⽴

援助ホーム『カリヨンとびらの家』を訪問し、今までの歩みを振

り返りました。 

 

◆⼩2で家庭復帰をするも、⾼1で再び、児童養護施設へ 

 東京家庭学校（東京都杉並区）は、1899年創設の児童

養護施設です。3階建ての建物の中に4つの独⽴した寮があ

るユニット制になっています。胤希さんは⾼校卒業までここで

過ごしました。「胤希は幼児の時に来て、⼩学２年⽣で家庭

復帰をしました。そして、⾼校⽣になって再びやって来た時は、

全⾝ねずみ⾊の服ばかり。フードをかぶって下を向き、じっと

座ったまま。⼈を寄せ付けないオーラを出していました」と話す

のは職員の徳丸さん。胤希さんは「とにかく誰とも話したくな

かった。グレー以外の服は絶対着たくなくて。勧められているう

ちに、少しずつ服の⾊が増えていきました」。 

 

◆「働く現場」をイメージできたインターンシップ 

 東京家庭学校では、⾼校⽣を対象に⽉1回独⾃の⾃⽴⽀

援プログラムを⾏っています。ブリッジフォースマイル（以下、B

4S）の就労体験インターンシップもそのなかに組み込まれて

いて、全員が夏休みに必ず１つ参加することになっていまし

た。胤希さんがはじめてB4Sのプログラムに触れたのは、幼稚

園で⾏われたインターンシップ。「⾃分からあまり話しかけなく

て済むので、気がラクでした。楽しく過ごせました」。 

 この後、胤希さんは介護施設などで2回、B4Sのインターン

シップに参加しますが、全⽇程参加したのは最初の幼稚園だ

けだったそうです。理由は「お年寄りは⾃分から話しかける必

要があったのに、何を話したらよいのかわからなかったから。３

回のインターンシップを通して、どのくらいの年齢の⼈と⼀緒

なら働けそうなのかが⾒えてきました」。 

 職員であり、⾃⽴⽀援コーディネーターの前⽥さんによると

「胤希にとって、最初の社会との接点だったと思います。幼稚

園での経験から、保育⼠になろうと進学を考えていた時期が

あり、まじめに勉強していたんですけどね。徐々に遅刻が増え、

出席⽇数が⾜りるか、進級できるか、卒業が危ない…と。結

局⾼校は4年通い、就職することになりました」。 

 将来働くことをイメージするために、東京家庭学校の⾼校

⽣は、アルバイトが必須です。胤希さんも近くのスーパーでア

ルバイトを始めました。「学校は単位制。朝から勤務できる⽇も

あったのに、起きられず、シフトは遅い時間にしてもらいました。

それでも寝坊で3時間遅刻し、怒られたこともあります。仕事は

商品の棚出しです。周りのスタッフさんたちやお客さんが声を

かけてくれるので、楽しかったです」(胤希さん）。 

「1回遅刻したらダメという雰囲気でなかったのが、ありがた

かったです。施設で⽣活していることは事前に伝えてありまし

た。独特の⼈懐っこさのおかげか、パートの⽅たちがかわい

がってくれ、卒業まで続けることができました」（前⽥さん）。 

 

◆⾃⽴への第⼀歩として、巣⽴ちプロジェクトへ参加 

 B4Sに東京家庭学校から胤希さんの個別⽀援の相談が

あったのは、2016年6⽉のこと。児童養護施設にいられるの

は原則18歳までですが、胤希さんは⾼校4年⽣。就学中のた

め、退所が猶予されていました。 

「僕は、このままが良かった。グダグダしていれば、ここにいられ

るのではないかと思っていた時期もありました。でも、同級⽣が

先に退所していくのを⾒て、“ああ、やっぱりいられないんだな”

と徐々に思うようになったかな」(胤希さん)。 

「私が宿直の時は、夜はたいてい⾼校⽣を集めて、これからど

うするのかを話し合っていました。まじめな話はほんの少しのこ

ともありましたが、それでも話したい時に話せる環境を作るの

は⼤事です。おかげでいろいろな話ができました」（徳丸さん）。 

「いつまでもここにいられるわけではないので、退所を2017年

3⽉と決めました。とはいえ、⽣活に不安があるので、受け⼊れ

特集 個別⽀援 
多くの⼤⼈がつながり続けることの⼤切さ
ブリッジフォースマイルが、児童養護施設と⾃⽴援助ホームと協⼒して⾏ってきた個別⽀援の⼀例をご紹介します
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てもらえる⾃⽴援助ホームを探すことにしました」

（前⽥さん）。 

 個別⽀援の担当となったB4Sスタッフは、胤

希さんをB4Sの「巣⽴ちプロジェクト」に誘いま

す。巣⽴ちプロジェクトは、⼀⼈暮らしに必要な

知識とスキルを学ぶセミナーで、毎⽉1回、半年

間開催されます。「6回とも参加した」と話す胤希

さんに対し、「初回は⼤変だったよね」と笑ったの

は徳丸さん。セミナー会場には着いたのに部屋

に⼊れず、4時間くらいロビーで「⼊る？ ⼊らな

い？」と葛藤を続けたのだそうです。「ドアを開け

たら、すでに⼈がたくさんいて、“あ、ダメ”と思っ

た。ワイワイとした雰囲気のなかに後から⼊るの

がイヤで、だから２回⽬からは⼀番乗りを⽬指し

て⾏くことにしました。⾃分が先にいて、後から⼈

が増えていくのは⼤丈夫なんです」（胤希さん）。 

 巣⽴ちプロジェクト参加と並⾏して、B4Sの個

別インターンシップ制度を活⽤した就職活動も

進みました。「⾃⽴援助ホームは家賃負担があり

ます。胤希の特性を考えると、仕事が決まってか

ら転居したほうがよいと考えていました。しかし、B

4Sからいろいろな就労先を紹介してもらったの

に、なかなか決まらず…。結局、退所期限ぎりぎ

りのタイミングで転居先近くのスーパーでのアル

バイトを決め、⾃⽴援助ホームに引っ越していき

ました」（前⽥さん）。

◆B4Sも含めた⽀援態勢へ 

 胤希さんが移り住んだのは、カリヨンとびらの

家（東京都国⽴市）という⾃⽴援助ホームです。

⾃⽴援助ホームには義務教育が修了した15歳

から20歳までの児童が⼊所し、⾃⽴を⽬指して

暮らしています。とびらの家は⼀軒家を改装し、リ

ビングとキッチン、バスなどの共⽤部分と、各⾃

の個室があり、定員は６名（男⼦のみ）。４名の

スタッフも全員男性です。 

 胤希さんが転居する直前に、東京家庭学校

ととびらの家の職員とB4Sスタッフが⼀堂に会

し、今後の⽀援について話し合われたことがあり

ました。このような連携は⾮常に珍しく、双⽅の

施設ともに、これまで例がないそうです。 

「胤希はステップアップする時が苦⼿。でもスタ

ートのところを少し伴⾛するとうまくいくタイプで

す。だから、新しい環境に移る時は⼿厚い⽀援を

したかったんです」（東京家庭学校：前⽥さん）。 

「住む場所が変わっても、⼤⼈の都合でこれまで

のつながりを切るべきではありません。本⼈が嫌

がるのなら別ですが、これまで⾒守ってきた⼤⼈

たちとこの先も関われたほうが本⼈のためにもい

いと思っています」（とびらの家：佐藤さん）。 

 B4Sにとっても、児童養護施設にいる間から、

⾃⽴援助ホームへ転居した後までも継続して⽀

援に関わるのは珍しいケースです。退所者と⽉

1回のペースで会って話を聞く「⾃⽴ナビ」をB4

Sスタッフが担当し、⾃⽴援助ホームを退居する

頃には正社員として就職できるようサポートする

ことになりました。 

 

◆⽬標は正社員。職業紹介「ライテミル」を活⽤ 

 胤希さんは、とびらの家で始まった新しい暮ら

しについて「通う先が学校からスーパーに変わっ

ただけ」と、⾄ってマイペース。「胤希君は最初か

ら⼈付き合いがうまかったです。⼊居したての⼈

が多く、なじみやすかったのもよかったのかもしれ

ないです」（とびらの家：⼤坂さん）。 

 話し合いのうえ、退居までの１年弱の⽬標は

「新しいアルバイトをがんばること」。そして、⼀⼈

暮らしを始めるころに「正社員になること」と設定

されます。ある⽇、胤希さんに正社員登⽤の話が

バイト先から持ち上がりました。半年ほどがん

ばった結果です。しかし胤希さんは「ずっと続ける

のはちょっと違う」と感じ、就職活動を本格的に

始めます。 

 東京都の⾃⽴⽀援ホームにはジョブ・トレー

ナーが配置されています。仕事探しはとびらの家

のジョブ・トレーナーである佐藤さんとB4Sスタッ

フが協⼒をしてあたりました。「胤希君の性格を

考えると、⼀般的な正社員を⽬指すのならB4S

のライテミルのような仕組みを使ったほうがよい

東京家庭学校にて（左の写真） 
左：前⽥ 由美⼦さん 
   （⾃⽴⽀援コーディネーター） 
中：吉⽥ 胤希さん 
右：徳丸 友美さん
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東京家庭学校にて（左の写真） 
左：前⽥ 由美⼦さん 
   （⾃⽴⽀援コーディネーター） 
中：吉⽥ 胤希さん 
右：徳丸 友美さん
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と判断しました」（佐藤さん）。 

 ライテミルとはB4Sの就労⽀援のひとつで、

企業で短期実習をして、その企業で働くイメージ

をもったうえで、マッチングを⾏うプログラムです。

胤希さんはライテミルを利⽤し、飲⾷店や清掃

会社などで実習を体験、システム開発会社から

内定を得ます。そして、2018年６⽉の本採⽤の

タイミングで⼀⼈暮らしを始めることになりました。 

 

◆仕事を辞め、背⽔の陣。そして、変化が 

 住まいは東京家庭学校ととびらの家の両⽅

に⾏きやすい場所を選び、⼀⼈暮らしが始まりま

した。しかししばらくすると、会社から「出社してい

ない」という連絡が両施設に⼊ります。連絡を受

けた徳丸さんは「朝、電話で起こすことにしました。

とてもきつそうだったので、“辞めたほうがいいの

では”と声をかけると、“いや、がんばる”と。そうい

うやりとりが2週間ほど続きました」。 

「静かな職場でパソコンをカタカタ打っているの

がきつかった。でも、いろんな⽅の⼿を借りて⾒

つけた仕事だから続けたい。今辞めたら履歴書

がマイナスになるのはマズイとも思った。B4Sス

タッフには “話をいくらでも聞くよ。でも最終決断

は⾃分でやろう”と⾔われました。ま、そうですよ

ね。最後は会社の⼈から “他の仕事を探したほ

うがいい”と⾔われて…。その⼀⾔で気持ちが楽

になり、辞める決断ができました」（胤希さん）。 

 仕事を辞めた胤希さん。どんな仕事をしたいの

か、B4Sスタッフと話し合い、接客業を中⼼に就

職活動を始めます。 

「お⾦が無くなり、このままでは⼀⼈暮らしは難し

いということに気づいたことで、受け⾝だったこ

れまでよりも主体的に考えられるようになったの

では？ 明らかに変わったよね」（佐藤さん）。 

 気持ちが変化した胤希さん。友⼈に紹介され

た居酒屋で即⽇採⽤となります。「週5⽇働いて

います。ドリンクを作ったり、料理を出したり、おす

すめの料理を説明したり。料理についてちょっと

した知識を話せるようになり、楽しいです。話しか

けるのは得意ではないですが、徐々に慣れてき

ました。⾼校の時はできなかったけど、やってみた

ら意外と⼤丈夫でした」（胤希さん）。 

 

◆⾃⽴⽀援は現在進⾏形。まだまだ続く 

 胤希さんいわく「給料を稼ぎ、⼀⼈暮らしを続

けられ、仕事もある程度任せてもらえるようになっ

た。いつか正社員を考えることがあるかもしれな

いが、今はこれがいいと思っています」とのこと。

続けて「最近、貯⾦をはじめました。毎⽉４万円

位。翌⽉までお⾦が残ったら、さらに欲しいものを

買うために貯⾦をしたいと考えています」。そんな

胤希さんを⾒て「意識の変化にびっくりしました」

と徳丸さん。⼀⼈暮らしを続けたいというのがモ

チベーションになったようです。 

 今までを振り返った胤希さん。「施設での暮ら

しは、⾃転⾞を漕いでいなくても、勝⼿に進んで

いく感じ。当時は⼀⽣懸命ペダルを漕いでいる

つもりだったけれど、実は⽢えさせてもらっていた

のだなと感じています」。 

「今までは胤希の周りにたくさんの⼤⼈がいて、

⼿をつなぎ彼を⽀えてきました。これからは彼が

ハブとなって周りの⼤⼈に必要なSOSを出し、

それを受け取った⼤⼈が彼を⽀える、そんな⽀援

になっていくのかなと思っています」（前⽥さん）。 

「B4Sスタッフが、⽣活の場を⽀える我々とは異

なる⽴場で話をしてくれるのはありがたかったで

す」（とびらの家：當⿇さん）。 

 胤希さんの⾃⽴⽀援は、現在進⾏形。彼を

ずっと⾒てきたB4Sスタッフは「傍から⾒たら『結

局バイト』と思われるかもしれないけれど、これま

で何年もの間、職員さんたちと⼀緒に彼の⼀歩

を⼀つひとつ⾒てきた私としては、今の⽣活を本

⼈が選択したことも、⼤切な⼀歩だと感じていま

す。これからも⼩さな⼀歩に気がつき⼀緒に喜

べる⽀援を続けたいです」と語っています。B4S

はこれからも彼の⾃⽴を⾒守ってまいります。 

 

           写真撮影／野本 哲⽮

カリヨンとびらの家にて（左の写真） 
左：吉⽥ 胤希さん 
中央：⼤坂 賢志さん 
右奥：佐藤 弘樹さん（ジョブ・トレーナー） 
右⼿前：當⿇ 主光さん
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 施設退所後の⾃⽴に備えるためのプログラムです。B4S創

設の翌年に7⼈の⾼校⽣を迎えスタートし、2018年度は⾸都

圏と佐賀で開催。参加者は140⼈を超えました。児童養護施

設の⼦どもたちは、⾼校卒業と同時に施設を出なくてはなりま

せん。多くの⼦どもが、頼れる⼤⼈もいないまま⼀⼈暮らしを余

儀なくされます。6回のセミナーでは、⼀⼈暮らしに必要な知識

とスキルを学びます。 

 セミナーには複数の施設から⾼校⽣が集まり、ほぼ同⼈数

の社会⼈ボランティアがサポートをします。知識を学ぶ場であ

ると同時に、初対⾯の⼈々と関係を築くことを学び、退所後に

つながる仲間を作る場にもなっています。また、コミュニケーショ

ンが苦⼿だったり、不安を抱える⾼校⽣には、毎回のセミナー

終了後、ボランティアが個別⾯談をするコッコサポート制度を

設けています。 

 退所後の資⾦のためにアルバイトをする⾼校⽣も少なくあり

ません。セミナーに参加する時間を作るのが⼤変な⾼校⽣の

ために、セミナー参加時間を時給1,000円で換算し、⽣活必

需品と交換できるポイントプレゼントの仕組みを取り⼊れてい

ます。

 『ひとり暮らしハンドブック 「巣⽴ちのための60のヒント 施

設から社会へ⽻ばたくあなたへ」』は、⼀⼈暮らしを始める⼦ど

もたちに対し、引っ越しの⼿続きや⾦銭・健康管理、社会に潜

む危険など、社会で⽣き抜くための知識とスキルを60項⽬にま

とめたハンドブックです。 

 巣⽴ちプロジェクトのセミナー参加者は、テキストとして利⽤

しています。セミナーで学んだ知識と『ひとり暮らしハンドブック』

は連動しているので、施設退所後も、『ひとり暮らしハンドブック』

が⼿元にあることで、困った状況に⾒舞われたときの対処に役

⽴ちます。 

 希望する児童養護施設には、１冊1,080円（税込）で提供

しています。「必要なことが⾮常によくまとめられている」「イラス

トが豊富で、⼦どもたちも⼿に取りやすい」と、⼀⼈に１冊持た

せる施設も増えており、地⽅から上京した退所者が、ハンドブッ

クを頼りにB4Sに連絡し、活動に参加した事例もありました。 

 60項⽬は、施設の⼦どもたちだけでなく、⼀⼈暮らしを始め

る若者すべてにとって必要な内容がまとめられています。ご購

⼊をご希望の⽅は、B4Sにお問い合わせください。

巣⽴ちプロジェクト

『ひとり暮らしハンドブック』

⾼校３年⽣のための⼀⼈暮らし準備セミナー

⼀⼈暮らしに必要な情報がつまった1冊
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 施設を退所した「アトモ」つながるためのプロジェクトです。隔

⽉程度で⾏われるイベントは、様々な年齢の退所者が集うアト

モ同窓会、バーベキュー、クリスマスパーティー、バスケットボー

ルなど、退所者が参加したくなる企画を⼯夫しています。新成

⼈のためには振袖撮影イベントを実施。振袖の提供、着付け、

ヘアメイクは外部団体“着物着付け隊”の皆さまにご協⼒いた

だき、2018年度は7⼈の撮影を⾏いました。 

 不定期で配信しているメールマガジン「アトメル」も、つなが

るための⼤事なツールです。イベントのお知らせや⽣活情報、

企業からの寄付品仲介などを配信します。退所者たちは携帯

のアドレスをよく変更しますが、変更後のアドレスを忘れずに連

絡してもらえるよう、楽しく役⽴つメールマガジンを⽬指していま

す。退所者たちの連絡先を把握するのは、孤⽴を防ぐ⼀つの

⼤事な要素となるからです。また、退所後20歳まで誕⽣⽉には、

ボランティアからのメッセージを添えたバースデーカードを送っ

ています。アトメルやバースデーカードは、B4Sからの「⾒守って

いるよ」というメッセージです。

 ⾃⽴ナビゲーターと呼ばれるボランティアと退所者が、1年

間ペアを組み、⽉1回のマンツーマンで⾯談を⾏うことで、孤⽴

を防ぐプログラムです。退所者は、施設を出るといきなり⼀⼈に

なってしまうため、トラブルや悩みに直⾯しても周囲に相談でき

ず、抱え込む場合が少なくありません。そんなとき、⼈⽣経験の

ある社会⼈ボランティアが寄り添い、問題解決の⼿助けをしま

す。巣⽴ちプロジェクトに参加した退所者の約3割がこのプロ

グラムに参加しています。 

 ⾯談は堅苦しいものではありません。⾷事やショッピングなど

で、⾃然な関係を築きます。仕事や趣味の話、ときには“恋バ

ナ”に話がはずむことも。メールや電話でも定期的にコミュニケ

ーションを取ります。ボランティアへは、退所者たちに対してより

適切な対応がとれるよう、傾聴やコミュニケーションなどを学ぶ

有料研修を義務づけています。マッチングは、退所者が巣⽴ち

セミナーでのボランティアの印象や、本プログラム説明時の紹

介⽂などを⾒たうえで出す希望を踏まえて決定しています。退

所者の希望を優先することで、相性の良いボランティアとの

マッチングを⼼がけています。

 B4Sでは、希望する施設に出向きワーク形式のセミナーを

⾏う「出張セミナー」と、複数の施設や⾥親家庭の⼦どもたち

が集まり、同じくワーク形式のセミナーを⾏う「集合型セミナー」

の2つを『⾃⽴⽀援セミナー』と称し、全国で実施しています。 

 出張セミナーは、「遠⽅で巣⽴ちプロジェクトに参加できない」

「施設で引きこもりがちな⼦どもにセミナーを受けさせたい」「⼀

⼈で外出するのが不安な⼦どもにもセミナーを受けてもらいた

い」などのニーズに応えられるのが⼤きなメリットです。 

 両セミナーとも「早い段階から⾃⽴に向けた意識をもっても

らいたい」という要望を受け、⾦銭教育、キャリア教育、コミュニ

ケーション、社会保障などのプログラムをベースに、施設のニー

ズに合わせ企画しています。  

 ⼦どもたちにとっては、単に⾃⽴に必要な知識を学ぶだけで

なく、外の⼤⼈と関わったり、外の⼤⼈にほめられたりする機会

にもなっています。セミナーの時間は2時間程度から、場合に

よっては終⽇にわたることもあります。また、いくつかの施設が

合同で⾏ったり、他のNPO団体の協⼒を得て実施することも

あり、様々なニーズに対応しています。

 進学者へ奨学⾦を給付し、卒業までの意欲をサポートする

プロジェクトです。給付条件は、スピーチコンテストで進学への

思いや夢を語ること。奨学⽣1⼈と3⼈のボランティアがチー

ムを組んで準備し、東京、横浜、福岡の3ヵ所でスピーチコンテ

ストを開催しました。⼤勢の前でのスピーチやたくさんの応援が、

達成感や⾃信につながり、多くの奨学⽣を送り出しています。 

 奨学⽣の募集は2017年をもって終了しましたが、進学中

の奨学⽣への⽀援は続いています。コンテスト終了後もボラン

ティアたちが「グランドカナエール」という伴⾛プログラムのもと、

定期⾯談を実施し、卒業まで⾒守っています。定期⾯談は、学

⽣⽣活のたわいない話で終わることもあれば、悩みごとや就職

活動の相談になることもあります。⼀⼈暮らしやアルバイト、学

業の両⽴に疲れて諦めそうな時、奨学⽣の⽬指す夢を知るボ

ランティアが励ますことで、再び⽬標を⾒直すきっかけになるよ

うにしています。3⽉には、卒業する奨学⽣に向けたお祝いパ

ーティーを開催しています。奨学⽣とボランティアが集まり、近

況報告などをしながら、卒業⽣を送り出します。 

 進学から卒業を果たす退所者のロールモデルを⼀⼈でも多

く輩出するために、全員が卒業するまで⾒守りは続きます。

アトモプロジェクト

⾃⽴ナビゲーション

⾃⽴⽀援セミナー

カナエール

退所後もつながって孤⽴を防ぐプログラム

退所後のマンツーマンサポート

⾃⽴に向けた意識づけを⾏う体験型セミナー

スピーチコンテストで資⾦と意欲を⽀援する奨学⾦プログラム
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 様々な企業の協⼒を得て、オフィスで1⽇仕事体験をするプ

ログラムです。 

 ⾃⽴の第⼀歩は「就職」ですが、そのためには早期に仕事

に対する関⼼や意欲を⾼める必要があります。しかし、施設で

暮らす⼦どもたちの⾝近にいる⼤⼈は、施設の職員や学校の

先⽣だけであることが多く、職業選択の際、狭い分野で職種を

選んでしまう傾向があります。   

 このため、「働くとはどういうことか？」「世の中にはどんな仕

事があるのか？」「どういう仕事が⾃分に向いているのか？」な

どがわからないまま、就職活動を迎える⼦どもたちが⼤半です。

その結果、未熟な就労観のまま就職先を選んでしまい、まもな

く離職してしまうケースも少なくありません。 

  ジョブプラクティスは中学⽣から参加できます。1⽇からの

体験なので⼤きな負担がなく、様々な企業・仕事を⾒ることが

可能です。企業のオフィスを訪問する、仕事を体験する、企業

で働く⼈たちと接する、そういった経験により、多くの仕事を知

り、将来の働くイメージを⾼める。それが、早い段階から、働くこ

とについてや就職先を考えることにつながります。

 春休み、夏休み、冬休みを利⽤し、様々な企業で2∼5⽇間

の就労体験インターンシップを⾏うプログラムで、主に児童養

護施設に案内をしています。⼦どもとともに個別の⽬標を設定

し、それをもとにインターン先と事前⾯談を⾏って、インターン

シップ中の課題やプログラム内容を組むのが特徴です。 

 2∼5⽇間の就労体験ですが、少⼈数での細やかな対応に

よって、「興味のある企業を知る」「その仕事に対する⾃⾝の

適性を知る」「仕事に必要なスキルを⾝につける」など、その時

の個々の⼦どもにあった⽬標設定ができます。 

 ジョブプラクティスと同様に、企業オフィスや⼯場などでの就

労体験を通して、⾃分の仕事の適性を確認し、就労イメージを

⾼めることを⽬的としていますが、数⽇間にわたるプログラムな

ので、仕事を体験するだけでなく、成⻑も期待できます。成⻑す

ることで「認められる」「任される」経験ができるのも、このプログ

ラムの⼤きな意義となっています。事前・事後⾯談にはB4Sス

タッフと施設職員が同席しますが、インターン終了後の⾯談で

は、⼦どもたちの成⻑に⽬を⾒張ることも少なくありません。 

 ジョブプラクティスと同様に中学⽣からの参加が可能なの

で、早い段階から就労観を育てる機会となります。

 B4Sの就労⽀援は、中学⽣・⾼校⽣から就労観を育てるプ

ログラムと並⾏し、職業紹介にも⼒を⼊れています。 

 施設の⼦どもたちの約7割が進学せず、就職をします。「寮

があるから」「学歴を問われないから」といった理由で就職先を

決め、未熟な就労観やコミュニケーション⼒の不⾜によって辞

めてしまう例も少なくありません。このようなミスマッチを防ぐた

めに、その⼦が興味をもちそうな企業を紹介、職場体験後に応

募や⾯接の段階を経る仕組みをもっています。 

 なかでも「ライテミル」は働いてみてからじっくり就職先を決め

ることができます。ライテミルでは、ビジネス研修・キャリアカウン

セリング・数社での短期企業実習を⾏い、働くイメージと知識を

得た上で企業へマッチングを⾏います。短期企業実習後、希

望があれば2∼3ヵ⽉の有償インターン就業が可能です。就業

を通じ、企業はその⼦の働く意欲や周りとうまくやっていけそう

かを、求職者は仕事が⾃分に合っているかや、職場の雰囲気

を⾒極めます。 

 就職後も、B4Sスタッフが企業・出⾝施設と連携を取り、ケ

アをすることで定着率アップを⽬指しています。

 児童養護施設などの⼊所者や退所者が、気軽に⽴ち寄れ

る居場所を社会⼈ボランティアとともに運営しています。横浜

に続き、2018年10⽉に佐賀にも開設しました。 

 居場所での過ごし⽅は、⽇々の雑談や悩みごとの相談、た

だテレビを⾒たりゲームをしたり、⼦どもたちの来所の⽬的も過

ごし⽅も様々です。スタッフ・ボランティアは⼀⼈ひとりの意向

を尊重し、たわいない話を通して、時にはそっと⾒守り、時には

アドバイスをしながら、継続的な⽀援を⾏っています。 

 

◆よこはまPort For（写真左）/ 横浜市受託事業 

300円で⼣⾷を⾷べることができます。みんなで⼀緒に料理を

作り、⾷事をすることで関係構築をしていきます。また、多様な

⼈に会える機会として、「プロのお話を聴く会」を毎⽉開催して

います。 

 

◆さが・こんね（写真右） 

佐賀県・18才の巣⽴ち応援事業受託 

年末に「OKAERI（おかえり）」イベントを開催。東京や福岡に

移り住んだ退所者3⼈が、久しぶりに顔を出してくれました。

ジョブプラクティス

就労体験インターンシップ

職業紹介

居場所事業（横浜、佐賀）

気軽に参加できる１⽇職業体験

仕事体験で成⻑と就労観を育むプログラム

少し働いてみてから応募を検討する就労⽀援プログラム

⼊所中も退所後も、気軽に⽴ち寄れる居場所
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気軽に参加できる１⽇職業体験
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⼊所中も退所後も、気軽に⽴ち寄れる居場所
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 退所者の約半数が⼀⼈暮らしを始めます。⼤⼈数での施設

⽣活からアパートでの⼀⼈暮らしはギャップが⼤きく、孤独感を

強めることも多いです。また、⽣活費のなかでも家賃の占める

割合は⾼く、経済的に厳しくなると家賃を滞納して消息を絶っ

てしまうこともあります。そのような若者を経済的、精神的にサ

ポートしたいとの思いから、シェアハウスを運営しています。 

 2012年にオープンした「SHIP初台」、2019年4⽉オープ

ンの「SHIP鷺沼」は、いずれも⼥性専⽤のシェアハウスです。

家賃は安価で、必要最低限の家電、家具は備え付けのため、

初期費⽤を抑えることができます。定員は6名で、「⼀般社会

⼈」と「⼤学などに進学中の施設等退所者」の半々が⼊居し

ています。⼀般社会⼈には、⽇々⼀緒に暮らし、施設等退所

者の学校や社会⽣活などのちょっとした困りごと、悩みごとを

聞きながら、彼⼥たちが安⼼して⽣活を送れるようなサポートと、

「働く⼥性としてのロールモデルを⺬す」という役割をボラン

ティアでお願いしています。また、毎⽉1回B4Sのスタッフも加

わり、⼊居者全員で⾷卓を囲んでお互いの近況や⽣活上の

課題を話し合うハウスミーティングを開催。卒業までに緩やか

に⾃⽴の準備を整えていけるよう⽀援しています。

 主に⾏政より事業を受託している東京都・横浜市・佐賀県

管轄の施設などから、中⾼⽣および退所者の就労や住宅⽀

援の相談を受け、⽀援主体の施設職員に伴⾛する形で個別

ケースに対応をしています。 

 早い段階の関わりとして中学3年⽣の⾼校受験⾯接対策

や、⾼校2年⽣くらいからの進路相談、⾼校3年⽣向けの就職

または進学に関する⾯接対策、場合によっては職業紹介も

⾏っています。また、職員と相談の結果、住宅探しを担うことも

あります。 

 退所者については個別⽀援へつながる経路として、職員か

ら連絡が⼊る場合と、B4Sスタッフへ直接連絡が⼊る場合が

あります。また、B4Sの⾃⽴⽀援プログラムへ参加した際に相

談があり、個別⽀援へとつながるケースもあります。どのケース

も特別な事情がない限りは出⾝施設の職員との連携をベース

に、⾏政や他団体のサービスも活⽤しつつ、場合によっては医

療へつないだり、弁護⼠と相談しながら進めたりしています。最

近は、他県から関東へ転居した退所者の⽀援や、児童養護施

設から⾃⽴援助ホームへ移った若者への継続⽀援なども⾏う

ようになってきています。

 ⼦どもたちにより良い⽀援を届けるべく、⼦どもに関わる⼤

⼈の⼈材育成にも⼒を⼊れています。2008年に始めたボラ

ンティア研修を、B4Sが活動で強化していく「つながり」と「キャ

リア」の2軸で⽀援⼒を⾼めるために、⼤幅に⾒直しを⾏い

2018年より新たな研修制度を開始しました。 

 ボランティア活動に参加する前に、参加する⾃⽴⽀援プロ

グラムごとに指定された研修を必ず受講してもらいます。安⼼・

安全に活動に参加してもらうため、⼦どもと関わる上でのリスク

やトラブル対策について知る講座、社会的養護のもとにある

⼦どもの背景と課題を学ぶ講座や、⾃分のコミュニケーション

の特性を知る講座、⽀援者としての⼼構えや、社会保障や奨

学⾦などの社会資源についての知識を得る講座など、⽬的に

沿って様々なテーマで実施しています。 

 B4Sボランティアが⻑く無理なく続けられるよう、ボランティ

アとして活動した時間に応じて付与されたポイントを、講座の

受講料として使⽤することができる仕組みを導⼊しています。 

 また、⼀部を除く講座は⼀般公開しており、⼦どもたちの理

解者を増やし、他団体の⽀援者の参加により新たなネットワー

ク作りのきっかけになっています。

 児童養護施設や児童相談所からの依頼に応じて、⼦ども

⽀援に携わる⼤⼈向けのセミナーも⾏っています。 

 若⼿職員や、⼦どもに教えるにあたり改めて⾒直したいベテ

ラン職員のためのビジネスマナー研修、⼦どものキャリア形成

に関する考え⽅や⼿法を学ぶ研修など、進学や就職を含めた

キャリア全般のセミナーを数多く⽤意しています。その他にも、

職員間のチームビルディングや連携のスキルを向上させる内

容のもの、児童と⼤⼈の双⽅に対して効果のあるコミュニケー

ション⼿法を学べるもの、⾃⼰理解を踏まえた⽀援⼒向上が

期待できるものなど、ニーズに合わせて幅広く実施しています。 

 児童養護施設と⾥親家庭にはそれぞれ全国ネットワークが

あり、そのような関連団体などによる研修機会はありますが、B

4Sだからこそできるセミナーを開発しています。 

 ⼦ども⽀援に活かしたい、職員の業務を効率化したい、社

会⼈として働き続けるうえで必要なスキルを得たい、福祉以外

の視点に触れてみたいなど、職員・⾥親の希望や意⾒に合わ

せ、多様な経歴をもつ講師陣がセミナー内容を作成しています。

基本的には有料ですが、⼀部地域については、内容により無

料で実施することができます。

スマイリングプロジェクト

個別⽀援

スキルアップ研修

施設職員・⾥親向けセミナー

退所者への住宅⽀援

中⾼⽣および退所者の個別ケース対応

⼦どもたちの理解者を増やし、より良い⽀援を届けるために

B4Sのノウハウを共有し、⾃⽴⽀援の底上げを図るために
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 ブリッジフォースマイル（以下、B4S）では、全国の児童養

護施設の退所者の進学や就労の状況、施設の⾃⽴⽀援の

現状などを把握し、⾃⽴⽀援の課題を明らかにするために、

2012年から継続的な調査を⾏っています。2018年度も全

国の児童養護施設にアンケートを⾏いました。その結果、児

童養護施設の退所者が⼤学や専⾨学校などに進む進学率

は、年々少しずつ上昇傾向にあったとはいえ、2017年までの

4年間は25％前後で⾜踏みしていました。それが、今回の調

査では30.1％と⼤きく上昇し、調査開始以来初めて30％を

超えました。⼀⽅、過去4年間は60％台後半だった就職率は

今回、63.3％へと低下しました（グラフ1）。 

 ⼦どもの貧困に対する社会的な関⼼が⾼まり、進学格差

による貧困の連鎖がメディアなどで取り上げられる機会が増

えるなか、返済が不要の給付型奨学⾦制度や⽣活資⾦の

新たな貸付制度が始まるなど、官⺠による様々な⽀援制度

の拡充が退所者の進路選択の幅を広げたものとみられます。 

 

 ◆奨学⾦の充実や家賃・⽣活費⽀援 

  進学者はほぼ全員が何らかの⽀援制度を利⽤ 

 ⽂部科学省による給付型奨学⾦制度は、たとえば⾮課税

世帯の者が私⽴⼤に⾃宅以外から通う場合1ヵ⽉4万円が

給付され、児童養護施設退所者には⼊学⾦も給付されます。

厚⽣労働省による⾃⽴⽀援資⾦貸付制度は、退所後に就

職の場合は家賃（東京都特別区で⽉5万3,700円）を2年

間、進学の場合は家賃に加え⽉5万円の⽣活費を卒業まで

貸し付けるもので、就業を5年間継続する（進学者は卒業後

1年以内に就職し、5年間就業する）と、返済が免除されます。 

 いずれも2017年度の⼀部先⾏実施を経て2018年度に

本格的にスタートした制度です（⾃⽴⽀援資⾦貸付制度の

実施主体は都道府県であり、導⼊状況は少しずつ異なりま

す）。このほか、有⼒⼤学が独⾃の奨学⾦制度を始めるなど、

⺠間の奨学⾦制度も充実してきています。アパートを借りる

際などに施設⻑などが退所者の⾝元保証⼈になる「施設に

よる契約保証」を促進する制度も拡充されてきています。

 これらの⽀援制度の利⽤状況を⾒ると、まったく利⽤して

いない退所者の割合は、2018年退所者では42.5％に過ぎ

ず、2014年退所者の59.2％と⽐べて⼤幅に少なくなってい

ます（グラフ2）。とりわけ進学者の場合、制度を利⽤していな

いのはわずか4.6％で、ほぼすべての退所者が何らかの⽀援

制度を利⽤しています（グラフ3）。これらの制度の拡充が、退

所者の進路選択の幅を広げたことは容易に想像できます。 

 進学者についてさらに詳しくみると、奨学⾦など各種の学

費⽀援制度の利⽤者は年々増加傾向にあり、2018年退所

者では84.8％に達しています。⾃⽴⽀援資⾦貸付について

も、2016年以前の退所者の利⽤率は15％程度でしたが、

2018年の退所者では38.4％へと、2倍以上に増えています。

内訳としては、措置延⻑、施設による契約保証で利⽤者が増

えています（グラフ3）。 

 

 ◆⾼い中退率に⾒られる退所者のリスク 

  個々の事情に寄り添った制度運⽤が必要 

 児童養護施設退所者の進学率が30.1％まで上昇したこ

とは喜ばしいことですが、⽂部科学省の調査によれば、2018

年3⽉の全⾼校卒業者の進学率は70.8％にのぼっており、

依然として⼤きな差があります。また、2014年3⽉∼2018年

3⽉の間に施設を退所し進学した625⼈のうち、すでに学校

を中退した⼈は103⼈と、16.5％にのぼります。2017年退

所者に限っても、進学から1年3ヵ⽉経過した時点で13.6％

が中退しています（グラフ4）。⽂部科学省の調査では、2012

年１年間の⼤学・短⼤・⾼等専⾨学校の中退率は2.7％で

した。調査の時期、対象が異なるため単純な⽐較はできませ

んが、施設退所者の中退率が⼀般に⽐べて⾮常に⾼いこと

は否定できません。 

 ⽀援制度が充実してきたとはいえ、学費や⽣活費のすべて

が⽀援でまかなえるわけではなく、多くがアルバイトで⾃らの⽣

活を⽀えながらの学⽣⽣活です。体調を崩すなどちょっとした

トラブルをきっかけに中退に追い込まれるケースは少なくない

のです。2014年に退所・進学し、その後中退した者の無職
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の割合は13.6％、施設が現況を把握できない

現況不明率は25.2％と、無事に卒業した場合

に⽐べて⼤幅に⾼くなっています（グラフ5）。 

 進学者への⾃⽴⽀援資⾦貸付は、正規の

修学年数（⼤学なら4年間）で卒業した後、5年

間就業することを前提とした制度で、途中で中

退や離職などをしてしまった場合は、返済が重

い負担として⼀気にのしかかってくるおそれがあ

ります。これらのコースを外れてしまった退所者

にこそ丁寧な⽀援が⽋かせません。なお、退所

後の⽀援制度については、⾃由記述欄でさま

ざまな意⾒が出されました。⾃治体が独⾃に退

所者⽀援を⾏う取り組みも広がる⼀⽅、「⾃治

体により活⽤できる制度や予算が⼤きく異なり、

⽀援の格差が⽣まれている」「（⽀援格差の拡

⼤は）⽀援者のモチベーション低下や無⼒感

につながる懸念がある」との指摘がありました。

引きこもり経験のある退所者において、5年間

の就労継続を前提とした⾃⽴⽀援資⾦貸付は

「継続して働くという約束はハードルが⾼い」と

の声もありました。こうした点は進学者、就労者

のどちらにも共通する問題です。状況に応じた

返済免除や猶予など、退所者の事情に寄り

添った制度運⽤となるよう改善が求められます。 

 

 ◆就労者は多くが早期離職 

  仕事と住まいの分離でリスク分散を 

 児童養護施設退所者の6割以上が⾼卒で

就労しており、彼らの就労状況を調べたのがグ

ラフ6です。2018年に退所し就労した317⼈

のうち、3ヵ⽉経過した時点で24⼈（7.6％）が

すでに離職（転職を含む）していました。離職率

は年の経過につれて増えており、就労から3年

3ヵ⽉経過した2015年退所者では44.7％、4

年3ヵ⽉経過した2014年退所者ではほぼ半

数の49.2％が最初の会社を離職していました。

厚⽣労働省の調査では、2014年の新規⾼卒

就労者の離職率は1年⽬までに19.4％、3年

⽬までに40.8％で、施設退所者の場合と⼤き

な差はなく、現代では退職は誰にとっても当たり

前のことになっているといえそうです。 

 しかし、家族のサポートを得ることが難しい施

設退所者の場合、蓄えが少なく家賃や⽣活費

の負担が⼤きいため、離職後に時間をかけて

次の仕事を探す余裕がなく、キャリア形成につ

ながりにくい仕事にとりあえず就かざるを得ない

ケースが多いと考えられます。安定した仕事に

就き、キャリアを形成していくためには、⾃⼒で

適切な就職先を⾒つける⼒を早くから養成して

いく必要があります。離職率の⾼さを考えると、

仕事と住まいの関係も重要になります。 

 2014年3⽉から2018年3⽉に施設を退所

した⼈のうち、退所直後に就職し、2018年6⽉

現在も就業中である⼈の住まいの状況を調べま

した（グラフ7）。2018年退所者のうち最も多い

38.6％が社員寮に住んでいます。退所後、年が

経つにつれて社員寮の割合は減り、⼀⼈暮らし

の割合が増えていきますが、2015年退所者で

もなお19.5％と、およそ5⼈に1⼈が社員寮に

住んでいます。社員寮の場合、離職と同時に寮

を出なくてはならなくなるため、仕事と住まいを同

時に失うリスクが⾼くなります。⾃⽴⽀援資⾦貸

付制度など、退所後の住宅⽀援制度が整って

きたなかでは、なるべく仕事と住まいを分離しリス

クを分散させるべきだといえるでしょう。 

 

 ◆施設による退所者⽀援には 

  ⼈員も予算も⾜りない 

 児童養護施設が退所者を⽀援するうえでボト

ルネック（阻害要因）になっているものについて

質問しました（グラフ8）。13の要因候補につい

て、あてはまるかどうかを尋ねたところ、「⽀援を

⾏う職員の数、時間の確保（が困難）」との選択

肢が「あてはまる」と回答した⼈が58.3％、「や

やあてはまる」が33.3％と、計91.6％が⼤きな

要因として考えていることがわかりました。「あて

はまる」と回答した⼈がそれに次いで多かったの

は、「⾏政の取り組み体制、予算」「（知的障害、

発達障害、精神障害など）⾃⽴困難な児童に

対する専⾨性を持つ⽀援者・機関」で、いずれも

8割以上が「あてはまる」または「ややあてはまる」

と回答しました。この質問に関する⾃由記述で

は、施設職員が通常業務に⼿⼀杯で退所者の

⽀援に⼿が回らない状況や、⽀援のための負

担が職員個⼈の持ち出しとなってしまっているこ

と、障害など難しい問題を抱えた⼦どもが増え、

対応が困難であることなど、悲鳴のような声が寄

せられました。 

 2004年の児童福祉法改正で、児童養護施
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実させていくためには、外部団体への委託なども

含め、施設の切実な声を活かした関係機関の連

携がますます重要になってくるといえるでしょう。 
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離職に伴うリスクをどう乗り越えるか。求められる関係機関の連携
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離職に伴うリスクをどう乗り越えるか。求められる関係機関の連携
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き、刑事事件、少年法など、弁護⼠が持つ知識

や経験が役⽴つ場⾯は幅広くあります。 

 「⺟親がDVの被害に遭っているが、親権がど

うなるか⼼配で離婚できないというケースでは、

親権についての⾒通しを説明できます。ある⼦ど

もの親は、⼤きな借⾦を抱えて苦しんでいたので、

『なぜ破産しないのか？』と担当職員に聞いたと

ころ、本⼈が判断できずにいるとのことでした。こ

のケースの場合、弁護⼠から、⼿続きの流れや

破産のメリットやデメリット、かかる費⽤や期間な

どの⾒通しを説明すれば、判断できるかもしれま

せん。担当している福祉職の⼈も、必ずしも裁判

⼿続きに詳しいわけではないので、こうした場合

に背中が押しにくいですが、弁護⼠がいればそ

れができるでしょう」（⽊村弁護⼠）。 

 ⽊村弁護⼠はまた、弁護⼠がいくつかの仕事

を肩代わりすることで、深刻な⼈⼿不⾜と過重

労働に陥っている児童相談所職員の、負荷を

軽減することにつながる可能性があると考えて

います。「⼦どもとの関係づくりや、家庭との調整

など、『職員でないとできない仕事』に集中しても

らえるようにできたら」というのです。 

 例えば、⼦どもを保護した場合の親への説明

も、弁護⼠が説明したほうがよい場合があるかも

しれません。「『⼦どもを取られた』と１時間怒鳴

り続ける親の対応をすると、福祉司さんが消耗し

てしまう。弁護⼠から法律や⼿続き、今後の⾒通

しを説明するほうがいいかもしれません。⼀⽅、同

じ１時間でも、しっかり親の話を聞くほうが、その

後の⼦どもや家庭のためによい場合は福祉司さ

んが対応すればいい」と話します。 

 そのためには、弁護⼠が現場に⼊り、経験を

積む必要もあると⽊村弁護⼠は指摘します。「児

童相談所の側も、弁護⼠を活⽤しながら、ケース

ワークで弁護⼠を『育てる』というつもりで接して

もらえれば。弁護⼠が現場にいれば、相談もしや

すくなり、事前にトラブルを回避することにもつな

がるはずです」と話しています。 

 

◆⼦どもの利益を守るために、⼤⼈がすべきこと 

 

 虐待などで居場所を失った⼦どもたちの緊急

避難先、⼦どもシェルターのさきがけとなった、カ

リヨン⼦どもセンター（東京都）では、すべての⼦

どもに担当の弁護⼠が付いています。カリヨンの

状況を⾒てきた⽊村弁護⼠は、「⼀時保護所で

も、⼦どもたち⼀⼈ひとりに弁護⼠を付けるとい

いのではないか」と語ります。 

 「⼀時保護所の⼦どもたちと話すと、『この⼦

はこれまでも⼤変だったし、これからも⼤変な⽣

活が待っているのだ』と痛感します。⼀時保護所

で弁護⼠が付けば、その後も継続的に、まわりと

調整しながらその⼦の利益を守ることができま

す」。 

 ⼦どもの⼈権条約には、「意⾒表明権」が書

かれていますが、「⼦どもの気持ちを汲み取り、そ

れをどうすれば表明できるか、どうしたら伝わるか

を考えるのは⼤⼈の役⽬。社会的養護の現場

に弁護⼠が加わることで、⼦どもを⽀えるチーム

が強化され、⼦どもの意⾒がより決定に反映さ

れやすくなれば」と⽊村弁護⼠は話しています。 

 

   2019年3、４⽉取材・⽂／⼤井 明⼦

 2018年3⽉に東京都⽬⿊区で、2019年1

⽉に千葉県野⽥市で、親の虐待で⼦どもが亡く

なる痛ましい事件が相次いで起きました。児童

虐待はDVや貧困など、多くの問題が絡み合っ

ており、複数の⾓度から取り組む必要があります

が、施策の１つに挙がっているのが、児童相談

所と弁護⼠の連携です。 

 

◆虐待増加で 

 増える児童相談所の法的権限⾏使 

 

 児童虐待に注⽬が集まるたびに、法律や制

度の不備、関係機関の連携不⾜、児童相談所

などの⼈⼿不⾜や、専⾨知識を持った⼈材の不

⾜などの問題点が挙がります。今年の国会でも、

児童相談所の体制強化などを盛り込んだ、児童

虐待防⽌法と児童福祉法の改正案が審議され

ています（2019年4⽉現在）。 

 児童相談所では、家に⽴ち⼊って調査したり、

親から離して⼦どもを保護したりという、法的権

限を⾏使することが増えています。また、親の離

婚、国籍や在留資格などが問題となることも増

え、法律に関する専⾨的な知識や経験が求めら

れています。このため2016年の児童福祉法改

正では、児童相談所に弁護⼠を配置することが

義務付けられました。ただ、常勤、⾮常勤の弁護

⼠配置だけでなく、弁護⼠事務所との相談契約

でもよいため、取り組みは各地で異なります。 

 2016年4⽉1⽇現在では、常勤の弁護⼠を

置く児 童 相 談 所の割 合は1.9 ％ 、⾮ 常 勤は

14.8％でしたが、2018年4⽉1⽇現在では常

勤が3.3％、⾮常勤が40.3％になっています。

現在審議されている児童福祉法改正案では、す

べての児童相談所で常勤か⾮常勤の弁護⼠を

配置することも検討されましたが、⼈材確保が難

しい地域もあるなどの理由で⾒送られました。 

 

◆「分業」を進め、現場の負担を軽減 

 

 ⼦どもの虐待防⽌センターの監事を務める⽊

村真実弁護⼠は、児童相談所への弁護⼠配置

の意義を強く感じている⼀⼈です。⽊村弁護⼠

は過去に、東京都⼋王⼦市の児童相談所の⾮

常勤弁護⼠を務めた経験があり、現在も東京・

多摩地域の⼀時保護所や児童相談所、児童

養護施設などとの連携を進めています。 

 現在、児童相談所における弁護⼠の主な「出

番」は、児童虐待などで⼦どもを児童福祉施設

に⼊れたり⾥親に委託するなどの措置の承認を

家庭裁判所に求める、児童福祉法28条の申し

⽴てです。しかし、現場では、離婚や破産の⼿続

 
弁護⼠の活⽤で、⼦どもを⽀えるチーム強化を
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 ザ・リッツ・カールトン東京は質の⾼いサービスやホスピタリ

ティを提供しているホテルです。また、ホテルのサービスやホス

ピタリティが提供される住居施設（レジデンス）も隣接していま

す。私たちの社会貢献活動は「コミュニティフットプリント」と呼

ばれ、すべての従業員が社会貢献活動に参加する意識をもつ

こと、また、組織としては従業員が社会貢献に対する意識をも

てるような環境を作ることが必要であると考えています。そのた

め、活動資⾦は会社では⽤意せず、従業員がバザーを開催し

て得たものを充てています。バザーは、レジデンスにお住まいの

⽅から不⽤品を提供していただき、従業員が購⼊するという形

式です。B4Sではジョブプラクティスを開催し、参加する⼦ども

たちと触れ合うなかで、徐々に積極的になっていく様⼦を⾒て、

サポートしたいという気持ちが強くなりました。職場で過ごす時

間は⼈⽣においてとても⻑く、私にとってスタッフは家族同様

の存在です。⼦どもたちには、ザ・リッツ・カールトン東京で温か

い時間を過ごしてもらい、職場でも家族のような仲間と出会え

るのだということも伝えたいです。 

〈お話・写真左〉レジデンス部⻑ ハンス・スタドラ―さん 

〈写真右〉⼈材開発部 HRコーディネーター ⼋⼗嶋 絵梨さん

 ロワール商会は、都内をメインに8店舗の美容室を展開。将

来の職業として美容師に興味がある⼦どもたちのために、毎

年インターンシップを実施しています。 

 もともと企業理念の1つに「社会貢献」があり、それがB4S

の活動に参加するきっかけとなりました。児童養護施設の⼦ど

もたちを受け⼊れるにあたり、最初はスタッフたちの間に「どん

な⼦どもが来るんだろう」「どう接すればよいのか」など多少の

不安がありました。しかし、実際接してみると、そんな⼼配はすぐ

に払拭されました。⼦どもたちも最初は緊張しているためか、な

かなか⾃分から話せないこともありますが、2∼3⽇経つとすっ

かり慣れ、スタッフたちの輪に溶け込んでいきます。コミュニケ

ーションが苦⼿な⼦どもが⾃分から進んで挨拶するようになっ

たり、さらに美容師をめざしたい気持ちが強まったり、前向きな

変化が⾒られるため、スタッフたちの喜びもひとしおです。⼦ど

もたちが笑顔で社会に出るきっかけ作りのために、今後も活動

を継続していきたいです。 

 

〈お話・写真右〉マネージャー ⽥中 是光さん 

〈写真左〉店⻑ 佐藤 憲枝さん

 サイボウズは、「チームワークあふれる社会を創る」を理念と

し情報共有ツールを開発・提供している会社です。また、社員

が社会貢献活動に取り組むことをサポートしてくれる会社でも

あります。B4Sでボランティアを始めたのがきっかけで、⾼校⽣

向けの巣⽴ちセミナーや振袖イベント、ボランティアの定例会

にオフィスを会場として提供しています。以前から当社の製品

をB4Sの広報チームで利⽤してくださっていたようです。 

 社⻑は、児童養護施設でボランティアをしていたそうでB4S

の寄付会員です。社内にある本をブックフォースマイルに出そ

うと声をかけてくれたので、社員に呼びかけ本を集め寄付させ

ていただきました。 

 B4Sの活動では⼦どもたち⼀⼈ひとりの素晴らしさを感じる

とともに⼦どもや若者を取り巻く環境の厳しさや社会課題につ

いて考えさせられています。今後も社会的養護下にいる⼦ども

や養護施設出⾝の若者が笑顔でいられるように応援し続けて

いきたいです。 

 

〈お話・写真〉社⻑室 渡辺 清美さん 

     （チーム応援プロジェクト、虐待防⽌プロジェクト）

 サイクリング・フォー・チャリティは、サイクリングを趣味とする

⼈が集まり⻑距離ライドにチャレンジし、応援してくださる⽅々

から寄付⾦をいただき、「⼦ども」と「教育」をテーマに取り組む

NPOやプログラムを⽀援している団体です。 

 B4Sの活動を通して、⼦どもたちのおかれている現状を知っ

たことをきっかけに、教育格差を少しでもなくしたいと思い、

2015年からこの活動に取り組んでいます。 

 サイクリングの途中で、⽀援している⼦どもたちと関わったり、

成⻑を⽬の当たりにするとよろこびを感じます。また、サイクリス

トとして参加したメンバーたちにとっても、⼦どもたちとのふれあ

いは、活動の趣旨を実感できるよい機会になっていると感じて

います。 

 どんな⼈にとっても社会に踏み出す時には勇気がいります。

新しい環境ではいくつもの壁にぶち当たることもあるでしょう。

でも、⼀⼈でがんばらなくてもいい。こんなことを、⾃転⾞の旅を

みんなで⼒を合わせて⾏っている私たちを通して伝えたいと

思っています。 

 

〈お話・写真〉代表 ⾼橋 陽介さん

ザ・リッツ・カールトン東京

ロワール商会株式会社

サイボウズ株式会社

サイクリング・フォー・チャリティ

ジョブプラクティスの開催や寄付でご⽀援いただいています

インターンシップ受け⼊れ先としてご協⼒いただいています

会場提供、古本の寄付など、様々なご⽀援・ご協⼒いただいています

⻑距離ライドで啓蒙活動、集めた寄付でご⽀援いただいています
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