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⼀般の⼈が抱く児童養護施設のイメージはいつ

までたっても変わりません。 

 今でも昔の「孤児院」のイメージは強く、「⼦ど

もの⾏動をルールで縛り、⾃由がない」という

誤った印象を持つ⼈は多い。確かに施設によっ

て差はありますが、実際は随分改善されていて、

世間の⼦どもたちとそれほど異なる⽣活はしてい

ないし、かわいそうな⽣活をしているわけでもない。

今の⼦どもたちの姿を、もっとみなさんに知って

ほしいのです。だから、基本的に取材は断りませ

ん。 

 

【B4S 林】多くの⼈に知ってもらうと同時に、外

部の⼒を受け⼊れ助けてもらうのがいいですね。

そしてみんなで⼀緒に考える。それは、⾥親家庭

も同じです。⾥親家庭も、問題を抱え込みがちで

すから。 

 

【武藤さん】社会的養護を必要とする⼦どもたち

の多くが虐待経験を持っていて、⼼に傷を持つ

⼦も多い。⼦どもの⽅も、養育者の⽅も、外部か

らサポートが⼊らないと、1対1だと煮詰まって悪

循環に陥ります。 

 

【B4S林】はい。今後は⾥親家庭の⼦どもたち

の⽀援にも⼒を⼊れていく予定です。武藤さん

がいらっしゃる施設は、業界の先陣を切って⾥

親家庭⽀援を進めていらっしゃるので、いろいろ

とアドバイスをいただいています。 

 

【武藤さん】⾥親家庭で特に弱いのが⾃⽴⽀援

です。東京都の施設には⾃⽴⽀援コーディネー

ターなどの専⾨職が配置されていますが、⾥親

家庭向けにはまだ配置されていません。孤⽴化

させないよう、ぜひ⽀援してほしいと思います。今

後10年くらいで、施設と⾥親の⽐率は半々くら

いになることが想定されていますし。 

 

【B4S林】⾥親さんたちへのサポートが、さらに求

められますね。 

 

◆児童養護施設も変化してきた 

 

【B4S林】武藤さんは、まだ児童養護施設の⼦

どもたちの最終学歴は中卒が⼀般的だった時

代に、「すべての⼦どもを⾼校に進学させよう」と

いう活動もされていました。常に改⾰の先頭に

⽴ってこられた印象です。 

 

【武藤さん】ずっと昔は、施設⻑を頂点としてその

下に職員、⼀番下に⼦どもたちというピラミッド

になっていて、「⼦どもたちは施設に『養っても

らっている』」という考えがありました。しかし本来

は、⼦どもたちが主⼈公で、施設⻑や職員は⼦

どもたちを⽀える存在であるべき。⼦どもたちの

意⾒が⽣活に取り⼊れられることが重要です。

そのために、⼦ども主体の運営に変えていかなく

てはなりません。 

 私は40年以上前から、全国児童養護問題研

究会（養問研）の活動に参加しているのですが、

そこで、こうした⺠主的な⼦ども中⼼の考え⽅を

学びました。 

 あとはね「結婚してからも⻑く続けられる職場

を⽬指そう」という活動もしていて、みんなで「結

婚するぞ！」とやってたんですよ。私も同じ施設

の職員同⼠で結婚しましたし（笑）

◆⼦どもたちの権利を守る「開かれた施設」に 

 

【B4S林】B4Sは2004年に創⽴し、翌年に、児

童養護施設から巣⽴つ⾼校⽣を対象としたソー

シャルスキルトレーニングプログラム「巣⽴ちプロ

ジェクト」を開始しました。武藤さんがいらっしゃる

⼆葉学園は、初年度からお申し込みをいただい

ています。 

 当 時はまだ閉 鎖 的な施 設が多く、外 部の

NPOからの働きかけに応えてくださる施設はま

れでした。なぜ、私たちB4Sのプログラムを活⽤

してくださったのでしょうか？ 

 

【武藤さん】当時は今と⽐較すると、⾃⽴⽀援や

アフターケアの制度が充分ではありませんでし

た。退所する⼦どもたちに対して、私を含めた職

員たちは「何かあったらいつでも相談しにおいで」

とは⾔うものの、いざ来てくれても⽬の前の⼦ど

もの対応に追われてゆっくり話も聞けないような

状況でした。しかし、⻑くこの仕事をやっていく中

で、⼦どもたちは園を出た後の⽅が⼤変だという

こともよくわかっていました。⾃分たちでできない

のであれば、地域やNPO、企業、卒園⽣たちな

どに助けてもらうしかありません。 

 そう考えていたところに、⾃⽴⽀援に特化した

B4Sからお話があり、すぐに申し込んだんです。 

 

【B4S林】私たちのようなNPOに対してオープン

なだけでなく、メディアの取材も積極的に受けて

いらっしゃるのは⾮常に珍しいと思います。 

 

【武藤さん】今から30年前ごろ、千葉県の恩寵

園事件をきっかけに、施設内の虐待が相次いで

明るみに出て問題になりました。私は当時、組合

の活動をしていた関係で、施設内虐待をなくす

活動をしていたのですが、さまざまな施設を⾒て

みると、問題がある施設ほど閉鎖的で、外部から

⼈を⼊れたがらないという傾向がありました。 

 閉鎖的だと施設内で問題が起きやすいんで

す。問題があっても、職員も⼦どもたちもそれが

当たり前になってしまい、おかしいと思わなくなり

ます。外部のいろいろな⼈に⼊ってもらい、おか

しいことは「おかしい」と⾔ってもらわなくてはなら

ない。そうやって、⼦どもたちの権利を保障できる

施設に変えていく必要があると思ったのです。 

 

【B4S林】しかし、施設について知らない⼈は多

いので、その都度丁寧に説明するのは⼤変です。 

 

【武藤さん】確かにそうですね。しかし、そうしてま

でも外部を巻き込まないといけない。そうしないと、

ブリッジフォースマイル（B4S）の創⽴初期を知る全国児童養護問題研究会会⻑の  
武藤素明さんと、B4S代表の林恵⼦が、児童養護の15年間を振り返りました。

B4Sが実施する、児童養護施設を巣⽴つ⼦どもたちのための「巣⽴ちプロジェクト」で、⾦銭管理について学ぶ⾼校⽣
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外から⾒てもわかりにくいので、⽀援が特に難し

いですね。 

 

【武藤さん】卒園・退園した⼦どもたちが⼀番困

るのは、孤独感などの⼼の⾯です。⼼の⽀えに

なる⼈をどう作るかは課題です。1つあればいい

わけではなく、地域を含めて重層的に作る必要

があるでしょうね。しかし、ただ制度を作るだけで

は解決しません。 

 

【B4S林】やはり、⼀番難しいところが課題として

残りましたね。 

 

【武藤さん】そうかもしれません。物質⾯、⾦銭⾯

は、ここ7、8年で随分改善しましたから。 

 

◆社会的養護をもっと⾝近なものに 

 

【B4S林】B4Sでは、社会的養護に対する関⼼

や理解を⾼める啓発活動にも⼒を⼊れてきまし

た。ここ15年で、社会の理解に変化は感じられ

ますか？ 

 

【武藤さん】メディアが社会的養護を取り上げる

ことも増えていますし、⾃ら発信する当事者の⽅

も増えていますね。昔から⽐べると随分進みまし

た。ただ、私からするとまだまだです。 

 もっと社会的養護が⾝近なものにならないと

いけない。児童養護施設を、「⼀部の特殊な⼈

たちのための施設」ではなく、「誰もが、困った時

にいつでも利⽤できる場所」にしたいんです。 

ちょっと親⼦関係に⾏き詰まった時や、親が病

気になった時などに、気軽に利⽤できる場所に

なるといい。すると、おのずから施設の役割や認

知度も変わってくると思います。 

 これから⾥親が増えると施設に空きが⽣じる

可能性もありますし、仮にグループホームに空き

ができれば、家族で⼊る「家族再⽣ホーム」みた

いにしてもいいと思います。 

 

【B4S林】それはいいですね！ これからのB4S

に期待することはありますか？ 

 

【武藤さん】今後は施設養護から⾥親を中⼼とし

た家庭養護に転換されていくと思います。B4S

ではこれまで⾃⽴⽀援をやってきているので、ま

ずはその経験を活かして、⾥親家庭の⼦どもた

ちの⾃⽴⽀援を進めてほしいです。 

 私たちの施設も創⽴120年を迎えました。当

時は、誰もが貧しくて⾷べ物も着るものもない⼤

【B4S林】「結婚するぞ！」なんて、おもしろいで

すね（笑） 

 

【武藤さん】当時は、職員が施設に住み込んで

24時間⼦どものために働くという職場も多かっ

たのです。でもそれでは、限られた⼈しか職員に

なれないし、続けられない。もっと多様な⼈が職

員になり、⻑く働ける職場を作るべきだと考えま

した。それで、「結婚してからも働ける児童養護施

設に」という運動をしたんです。 

 

【B4S林】昔に⽐べると、施設職員の⽅の多様

化も進みましたね。他業界から転職してくる⼈も

いらっしゃいます。 

 

【武藤さん】⼦育てには、多様な⼈が関わること

が必要だと思うんですよ。「⼥性だけ」「若い⼈だ

け」ではなく、幅広い年齢、いろんな経験を持っ

た⼈が関わった⽅が良いと思います。

◆⼆度と繰り返さないために 

 

【B4S林】2019年2⽉25⽇に、若草寮施設⻑

の⼤森信也さんが、若草寮出⾝の男性に刺殺

される事件が起きました。⼤森さんは、⻑く⾃⽴

⽀援にも熱⼼に取り組んでいらっしゃって、B4S

も創⽴当時から⼤変お世話になりました。 

 

【武藤さん】まだ僕も、彼の話をするとこみあげて

しまい、⾔葉に詰まってしまうんですよ……。ただ、

感傷に浸るだけでなく、こうした事件を⼆度と繰

り返さないために何が必要か、考えなくてはなら

ないと思います。 

 この事件は、⾮常に特異なケースではありまし

た。ただ、数は少ないかもしれないけれど、精神的

な疾病を抱えた⼈たちを⽀援する中では、本当

にひやっとすることってあるんです。不安定にな

ると、⾃分や⼈を攻撃しかねないという⼈はいる

のです。

【B4S林】退所後⽀援の難しさを表すケースで

もあったと思います。 

 

【武藤さん】どこまで、いつまで関わればいいのか。

特に、精神疾患を抱えていて、公的機関にも⾒

放されているようなケースでは、「退所から何⼗

年も経っているからもう知らない」というわけには

いきません。 

 私は、「児童養護では3層の⽀援が必要だ」と

よく⾔っているんです。「⼤学進学」は、費⽤⾯も

含めてかなり可能になってきました。「就職」は、

今は⼈⼿不⾜ということもあり、だいたい就職で

きるようになった。ただ、「障がいを持つ⼦どもの

⽀援」は、まだ不充分です。⾝体だけでなく、精

神⾯も含めた障がいを持つ⼦どもたちを、福祉

や医療に結び付けながら⽀援しなくてはなりませ

んが、そこはまだ弱いのです。 

 

【B4S林】精神⾯の問題や⼼のケアの課題は、

変な時代でしたが、今の⼦どもたちは、最も愛さ

れるべき対象の親から虐待されて⼊所する児童

が多く、もっとひどい状況に置かれているとも⾔

えます。創⽴時に思いをはせることで、今の社会

で何が必要とされているか、何をしなくてはならな

いかが⾒えてきます。時々初⼼に⽴ち返って考

えることが⼤切ですね。

⽂／ ⼤井明⼦  
撮影／ 掛⾕⽞⾄ 
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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

⽴の翌年に7⼈の⾼校⽣を迎えスタートし、2019年度は⾸都

圏と佐賀、熊本で開催。参加者は250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。アルバイトで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1時間 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。 

 希望する施設や⾥親家庭には、１冊1,100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「後も（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、スポー

ツ⼤会など、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「着付け隊」 のみなさまにご協⼒

いただき、2019年度は9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。退所者たちはアドレ

スやアカウント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、２年

間ペアを組み、⽉1回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

ーションをとります。退所者たちに対してより適切な対応がとれ

るよう、⾃⽴ナビゲーターとなるボランティアへは傾聴やコミュ

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希望を出し、そ

れを踏まえて決定しています。退所者の希望を尊重しながら、

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、「遠⽅で巣⽴ちセミナーに参加できない」

「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」などの要望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ました。 

 奨学⽣の募集とスピーチコンテストは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

スト終了後から卒業まで、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、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

お祝いパーティーを開催しています。 

 進学から卒業まで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
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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、児童養護施

設等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。

 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て就職する仕組みを構築しています。 

 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

実習後、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、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。 

 幅広く希望者を募集せず、実⼒があるのに⾯接が極端に苦

⼿だったり、社会的養護出⾝だと企業側に分かってもらわねば

ならない事情があるなど、特に⽀援が必要な求職者を対象とし

ています。⾯談や⾒学だけでも構わないので、求職者は多くの

企業を⾒て選択の幅を広げることができます。 

 就職後は、B4Sスタッフが1年以上にわたり企業・出⾝施

設と連携し、⾯接やケアを⾏い定着率アップを⽬指します。

 児童養護施設などの⼊所者や退所者が、気軽に⽴ち寄れ

る居場所をボランティアとともに運営しています。2012年に横

浜、2018年には佐賀に開設しました。 

 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）／佐賀県受託事業 

全６回の巣⽴ちセミナー終了後、巣⽴ち終了パーティーを開

催。みんなで⾷事をし、ボランティアによる「ネクタイの締め⽅

レッスン」「メイクレッスン」も⾏いました。

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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 退所者の多く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

めることも多いのです。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。 

 2020年3⽉時点で運営している「SHIP初台」、「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、施設職員に伴⾛する形で個別ケースに対

応しています。 

 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年⽣程度からの進路相談、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。 

 個別⽀援へつながる経路としては、職員から連絡が⼊る場

合と、退所者から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、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増えてきました。

 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軸での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、社会的養護の下にある⼦どもの背

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を⾏っています。 

 若⼿職員や、⼦どもに教えるにあたり、改めて学びたいベテ

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ため

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

ション⼿法を学ぶもの、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、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

【⼈材育成】⼦どもを⽀援する⼤⼈たちに向けたプログラム
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 「親御さんの許可は？」「親のサインをもらっ

て」「親に相談すればいいんじゃない？」―。親

はいて当たり前。頼れる存在なのが当たり前。そ

んな当たり前を前提として、⽇本の社会制度や

価値観はかたちづくられています。けれども現実

の社会には、親に頼れない⼦どもが多くいます。 

 現在は約45,000⼈の⼦どもが、児童養護施

設など社会的養護の下で暮らしています。保護

には⾄っていないけれど何らかの⽀援が必要な

〝予備軍〟はその数倍にのぼるともいわれます。

彼らの⼤半には親がいますが、虐待や貧困など

さまざまな理由で親に頼ることができません。そし

て、「親ありき」でかたちづくられたこの社会で、さ

まざまな壁にぶつかり、苦しんでいます。 

 彼らのために「親ありき⽇本」をこえよう。親に

頼れる⼦も頼れない⼦も、すべての⼦どもが健

やかに⽣きられる社会に変えていこう。そうした

思いで始まったブリッジフォースマイル（B4S）の

新しいプロジェクトが「コエール」です。 

 コエールの特徴は、①イルミネーター（光を照

らす若者）、②アクティビスト（⽀援活動家）、③

ソーシャルアクション（社会活動）という３つの

柱です。イルミネーターは、親を頼れない境遇で

育った若者⾃⾝が当事者としてスピーチするこ

とで、⼈知れず苦しんでいる多くの⼦どもたちに

光を当てます。当事者が前⾯に出ることにはリス

クもあり得るため、B4Sのスタッフや社会⼈ボラ

ンティアとともに慎重に準備します。アクティビス

トは、問題の解決に向けて具体的なアイデアを

持ち、実⾏している活動家としてプレゼンテー

ションを⾏います。そして、それらの問題提起を受

けて、実際に社会を変えていくのがソーシャルア

クションです。参加者による署名活動、寄付活

動、ボランティア参加などを通して仲間を増やし、

⾏動の輪を広げていきます。 

 

◆「まずは知ってほしい」７⼈の訴え 

 咋年7⽉の「コエール2019」に登場した7⼈

のイルミネーターのうち、ディーンとMajiのスピー

チは「親権者の同意」にかかわるものでした。 

 ディーンは児童養護施設を退所して⼤学に

進学。あるプログラムでドイツに⾏く機会を得まし

たが、パスポート取得で壁にぶつかりました。未

成年のパスポート取得には親権者など保護者

の同意が必要ですが、ディーンの親は「会ったら

何をされるかわからない」親です。出⾝施設やプ

ログラムの運営者にも同意を断られたため、パス

ポートセンターの責任者に相談しましたが、答え

は「わからない」。結局、⼤学の先⽣が同意のサ

インをしてくれてドイツ⾏きは実現しましたが、先

⽣の尽⼒がなければ、ディーンは右往左往した

まま貴重な学びの機会を逃すところでした。

 未成年のうちは、携帯電話やバイト、アパート

の契約など、何かにつけて「保護者の同意」が

必要とされます。施設にいる間は施設⻑が代理

をしてくれることが多いのですが、退所後はそれ

もできなくなります。いっそ親がいなければ、親戚

や弁護⼠などが後⾒⼈となって保護者の役割

を果たすことができますが、親がいる以上、親の

同意を当然のこととして求めるのが⽇本の社会

です。 

 しかし、施設で育った⼦どもたちの半数以上

は親からの虐待を経験しており、親は「いるけれ

ど頼れない」のです。そして何か問題が起きても、

親ありきの制度下ではどうしていいかが「わから

ない」。2022年には成⼈年齢が18歳に引き下

げられますが、それを待っていては、多くのディー

ンたちが放置され続けることになります。 

 Majiの場合は、予防接種でした。未成年のう

ちは予防接種にも保護者の同意が必要ですが、

施設で暮らしていたMajiは、親から予防接種の

同意を得られたことがありませんでした。中学⽣

だったMajiは⾼校受験に向けてインフルエンザ

の予防接種を希望しましたが、誰もが当たり前

のように受けるこの予防接種を、Majiだけが受

けられずにいたのです。厚⽣労働省は、予防接

種は施設⻑の同意で実施できるとしつつ、「可

能な限り保護者から⽂書による同意を得るよう

親ありき⽇本をこえる B4Sの新プロジェクト「Coyell (コエール）」 左の写真：総合司会の 
フリーアナウンサー町亞聖さん 
 
右の写真：スピーチ終了後 
イルミネーターたちへ会場から応援の光

当事者の声は社会を変える⼒になる。ソーシャルアクションを⽬的とした、新しいスピーチイベントが2019年始動しました。
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親ありき⽇本をこえる B4Sの新プロジェクト「Coyell (コエール）」 左の写真：総合司会の 
フリーアナウンサー町亞聖さん 
 
右の写真：スピーチ終了後 
イルミネーターたちへ会場から応援の光

当事者の声は社会を変える⼒になる。ソーシャルアクションを⽬的とした、新しいスピーチイベントが2019年始動しました。
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努める」ことも求めており、Majiの施設では保護

者の同意が得られない場合、予防接種は⾒

送っていました。 

 ⾝勝⼿な親に⼈⽣を左右され続けるのはもう

嫌だ。そう決意したMajiは親の親権喪失を裁判

所に申し⽴てて実現。後⾒⼈の同意を得て予

防接種を受け、⾼校に進学することができました

が、「あのころは本当に不安で、腹が⽴って仕⽅

なかった」そうです。 

 ほかの５⼈のイルミネーターも、それぞれに重

い体験を通して知った不条理を訴えました。施設

を退所後も職員との交流に⽀えられているいぐ

ぷーは、そうした⽀えが得られず、孤独に苦しん

でいる仲間の窮状を。しんちゃんは、学校にも家

庭にも居場所がない⼦どもたちのつらさを。あむ

は、⺟からの虐待が「しつけ」の名⽬で⾒過ごさ

れてきたことを。ゆーせーは、従兄弟からの性的

いじめを誰にも相談できなかった絶望感を。そし

てまなみは、⼗分な愛情を受けられずに育ち、⼈

を拒絶するようになってしまった⾃分の⽣きづら

さを語りました。 

 彼らが共通して訴えたのは、⾃分や⾃分と同

じような思いをしている⼦どもたちのことをまずは

知ってほしい、ということ。親に頼れない⼦どもが

ぶつかる不公平や不条理を多くの⼈に知っても

らうことで何かが変わると彼らは信じ、勇気を出し

てコエールの舞台に⽴ってくれたのです。 

 

◆全国調査へ、そして制度の改善へ 

 コエールに参加した⽅々の多くが、親を頼れ

ない⼦どもたちの問題について理解を深め、友

⼈や知⼈に問題を伝えて仲間を増やすなどのア

クションを起こしました。B4Sも、まずはディーンと

Majiが伝えてくれた「親権者の同意」問題に取

り組むことを決定。「親権者の同意が必要な場

⾯に児童養護施設がどう対応しているか」の実

態調査を⾏いました（調査対象は全国の児童

養護施設640件、有効回答数は83）。 

 その結果、⼊所中の児童の受ける医療⾏為

について、病気やケガでの医療機関受診は

69.9％が「(同意を)原則している」で、「原則し

ていない」はわずか4.8％でしたが、予防接種で

は「原則している」が39.8％で、「原則していな

い」が26.5％にのぼることなどがわかりました。

携帯電話やバイトの契約、学校への⼊学⼿続

きなどについては⼤半が「原則している」で、パス

ポートの取得など⾏政⼿続きについても⽐較的

多くが「原則している」でしたが、医療⾏為につ

いてはやはり同意のハードルが⾼いようです。 

 未成年の退所者については、医療⾏為のみ

ならず契約、教育、⾏政に関してもほぼすべての

項⽬で「原則していない」が⼊所中児童に⽐べ

て⼤きく増加。施設退所者が誰にも頼れない状

況が浮き彫りになりました。また、「施設⻑が同意

しても先⽅が認めてくれない」ケースもあることが

具体例として多く挙げられ、この問題が社会全

体の問題であることも明確になりました。 

 この調査結果は新聞などでも⼤きく取り上げ

られました。また、厚⽣労働省にもB4Sから調査

結果を報告。親を頼れない⼦どもたちの抱える

問題を認識してもらい、今後のさまざまな制度の

改善に期待を持つことができました。 

 

◆コエールでアクティビスト育成も 

 コエールは2020年も、7⽉4⽇に開催されま

す。昨年同様のプログラムに加えて、⾃分でも

何らかの活動をしてみたいと考えているアクティ

ビストの卵、つまり「ネオアクティビスト」を広く募

集し、アクティビストに育てていくという企画を準

備しています。イルミネーターや先輩アクティビス

トによる問題提起を受けて、実際にどんな活動

ができるかをB4Sとともに考え、具体的な活動に

つなげていくのです。 

 もちろん、当⽇のコエールに参加し話を聞くだ

けでも、ソーシャルアクションとしての⼤切な⼀歩

となります。親ありき⽇本をこえるため、⼦どもた

ちへの応援の輪を⼤きく広げていきましょう。 

              ⽂／ 原沢政恵

写真： 
コエールに登壇したイルミネーターたち 
 
 
本⽂内全ての写真 撮影／ ⼭村隆彦
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調査では、20∼60代の男⼥の6.3％が「⾥親

になってみたい」「どちらかというと⾥親になって

みたい」と回答し、潜在的な⾥親候補が相当数

いることをうかがわせました。⼀⽅、⾥親制度の

認知度については⼤半が「名前を聞いたことが

ある程度」。制度の詳細な内容を知っているの

は、「⾥親には⼦どもの⽣活費として養育費が

⽀給される」が1.9％、「養育費とは別に⾥親⼿

当が⽀給される」が1.2％で、現在⾥親になって

いない理由で最も多かったのが「経済的負担が

⼼配だから」の38.6％でした。経済的負担がさ

ほど⼤きくないことが知られれば、⾥親のなり⼿

は増える可能性があります。  

 ⾥親と⾥⼦のマッチングの難しさも課題のひ

とつです。現状では、⾥親に名乗りをあげる家庭

の相当数が養⼦縁組を念頭に乳児の委託を希

望していますが、⾥⼦側の多くには実親がおり、

養⼦縁組の成⽴は簡単ではありません。児童虐

待の広がりを受けて、⼦どもを完全に実親から

切り離す特別養⼦縁組が積極的に推進される

ことになりましたが、これには裁判所の審判が必

要です。現在の⽇本で強く求められているのは、

社会的養護の担い⼿としての養育⾥親の増加

であり、この点についての理解を深めていく必要

があります。 

 

◆⾥親家庭に頼れる〝伴⾛者〟を 

 ⾥親に対する⽀援体制の充実も、重要な課

題です。厚労省の調査（2020年）によれば、⾥

親に委託されている⼦どもの約４割、乳児院に

いる⼦どもの約４割、児童養護施設にいる⼦ど

もの約6.5割は、保護される前に虐待を受けた

経験があり、⼼⾝に傷を抱えています。児童養

護施設にいる⼦どもの３⼈に１⼈は発達障害

や知的障害など何らかの障害を持っているとい

う調査結果もあります。専⾨的知識を持たない

⾥親がこうした⼦どもたちを養育することにはさ

まざまな困難がつきまといますが、現在の⽀援体

制は万全とは⾔えません。 

 たとえば、⾥親が休息のために⾥⼦を⼀時的

に施設や他の⾥親に預けられる制度(レスパイト

ケア)がありますが、⾥親経験者によれば、実際

にこの制度が使えるのは冠婚葬祭の時くらいだ

といいます。それ以外で申請すると⾥⼦との関

係がうまくいっていないとみなされ、⼦どもを取り

上げられる不安があるというのです。育児をめぐ

る相談も、そうした不安からできにくいのが実情

のようです。結果として養育がうまくいかず、関係

解消に⾄ることで、⾥親・⾥⼦双⽅が傷つくケ

ースもあります。⼦どもたちが⾥親のもとで落ち

着いて⻑く暮らせるようにするためには、⾥親が

いつでも安⼼して悩みを相談でき、⼀緒になって

解決⽅法を探っていけるような存在が必要なの

です。 

 ブリッジフォースマイルはフォスタリング業務へ

の参⼊を図る⼀⽅、⺠間の⽴場から⾥親を⽀援

する活動も進める⽅針です。代表の林恵⼦は

「⾥親に必要なのは、⾥⼦を⼀緒に⾒てくれる

〝伴⾛者〟です」として、⾥親が気軽に相談で

きる窓⼝の創設や、⾥⼦が⼤学⽣ボランティア

の〝お兄さん・お姉さん〟と継続的に交流でき

る場づくりを⼿がけたいと語っています。 

 すべての⼦どもが健やかに育つことができる

よう、各⽅⾯での早急な取り組みが求められて

います。                

             ⽂／原沢政恵

 さまざまな事情で親と暮らせず、社会的養護

の下で育つ⼦どもは、現在約45,000⼈います。

そのうち約85％が児童養護施設などの施設で

暮らしており、⾥親やファミリーホームで暮らす⼦

どもは約6,800⼈と15％強にすぎません。こうし

た現状に対し、2016年に改正された児童福祉

法は、社会的養護を受ける⼦どもについても「家

庭と同様の環境における養育」を⾏う必要があ

ると明記。「施設養護」から⾥親などによる「家

庭養護」への転換が図られることになりました。 

 この⽅針に沿って厚⽣労働省は2017年に

「新しい社会的養護ビジョン」を策定。「愛着形

成に最も重要な時期である３歳未満について

は概ね５年以内に、それ以外の就学前の⼦ど

もについては概ね７ 年 以 内に⾥ 親 委 託 率

75％以上を実現。学童期以降は概ね10年以

内を⽬途に⾥親委託率50%以上を実現する」

などの意欲的な⽬標を設定しました。⾥親の開

拓・研修から⾥⼦とのマッチング、委託後の⽀

援まで包括的な⾥親⽀援業務（フォスタリング

業務）の実施体制整備を各都道府県・指定都

市に求めるガイドラインも2018年にまとまり、そ

れを受けた⾃治体レベルでの取り組みが始まっ

ています。 

 

◆社会的養護の担い⼿としての⾥親 

 各⾃治体は⾥親委託率上昇のための計画を

策定し、⺠間とも連携して実⾏段階に移りつつ

ありますが、⽬標実現のためにクリアしなくては

ならない課題は多くあります。ひとつは、⾥親制

度について社会の理解が進んでいないことです。 

⾥親には、養育⾥親、専⾨⾥親、養⼦縁組⾥

親、親族⾥親の４種類があります。養育⾥親は、

養⼦縁組を⽬的とせず、実親家庭への復帰また

は18歳で⾃⽴するまで⼦どもを預かり育てるも

のです。専⾨⾥親は養育⾥親のうち、児童虐待

などで⼼⾝に有害な影響を受けていたり、⾮⾏

や障害などの問題を抱えた⼦どもを預かるもの

で、専⾨的な研修を必要とします。養⼦縁組⾥

親は養⼦縁組によって親⼦となることを前提と

した⾥親で、親族⾥親は３親等以内の親族（祖

⽗⺟、叔⽗、叔⺟など）が⾥親となるものです。 

 現在⼦どもを委託されている⾥親の約８割が

養育⾥親で、この場合、児童の⽣活費や教育

費、医療費などの必要経費のほか、⾥親⼿当

（養育⾥親は⽉額86,000円、専⾨⾥親は同

137,000円）が⽀給されます。⽣活費などの必

要経費は養⼦縁組⾥親や親族⾥親にも⽀給さ

れます。 

 ですが、こうした制度の詳細を知っている⼈は

ごくわずかです。⽇本財団が2017年に⾏った

各⾃治体が包括的な⾥親⽀援体制づくり   
⽬標に向けクリアすべき課題は
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 アライアンス・バーンスタイン（以下、AB）は、50年以上前

に⽶国で誕⽣したグローバルな資産運⽤会社です。25の国・

地域、51都市に拠点を置き（2019年末時点）、世界中の投

資家・富裕層などのお客様に対し資産運⽤サービスを提供し

ています。 

 社⻑兼CEOのセス・バーンスタインは「責任ある企業である

ことと、責任ある投資家であることは、切り離せない」と述べて

いて、ABは⽇々社会貢献に積極的に取り組んでいます。 

 B4Sに対しては資産運⽤とは何をする業務なのかを知る体

験型学習や従業員との交流を通じて、学ぶ機会を提供してい

ます。将来のライフ・イベントに資⾦が⼀体いくら必要なのかを

考える機会を得ることで、⾃⾝のライフプランを考えるきっかけ

になれば嬉しいです。 

 学校とは異なり、社会に出ると回答がひとつではないことが

たくさんあります。疑問に対して多⽅⾯から⾃分で調べる習慣

があれば、間違った判断をする機会が減り、新しいチャレンジが

⽣まれます。ABのジョブプラクティスに参加し、そうした経験を

することで、疑問を持つ⼤切さもつかんで欲しいです。 

〈お話・写真中央〉阪⼝ 和⼦さん（代表取締役社⻑）

 株式会社セールスフォース・ドットコムは、クラウドアプリケー

ション及びクラウドプラットフォームの提供を事業としています。

また、ビジネスと社会貢献を統合した独⾃の『1-1-1 モデル』

に基づき、⼈々、テクノロジー、リソースの活⽤により、世界中

のコミュニティの向上に取り組んでいます。社員は、⾃らの関

⼼の⾼い社会課題の解決のために、様々なボランティア活動

に取り組んでおり、社員の⾃主的な活動として巣⽴ちプロジェ

クトへの⽀援を⾏いました。 

 巣⽴ちプロジェクトでは、ボランティアの⽅の事前研修会と

⾼校⽣が参加するセミナーの会場として、弊社のセミナールー

ムをご利⽤いただき、当⽇の会場ボランティアとして、合計40

⼈の社員も参加しました。巣⽴ちプロジェクトに参加した⾼校

⽣の表情が回を重ねるごとに柔らかくなり、ボランティアのみな

さんと⼀緒にセミナーに真剣に取り組んでいる様⼦を⾒て、⾼

校⽣にとって意義のある機会だと感じました。今後も⼀⼈でも

多くの社員が、B4Sの活動や社会貢献活動に参加し、コミュ

ニティの向上に取り組みたいと思います。 

〈写真左から〉ボランティア代表  

インドラ スサンティオさん、芥川 寛さん（お話）、⿑藤 恵さん

 千房株式会社は、お好み焼店を全国的に展開する飲⾷企

業です。たくさんの⽅に伝統の味 “お好み焼” の素晴らしさを

お伝えすべく励んでいます。経営理念のひとつである「共に咲

く喜び」には、⼀期⼀会を⼤切に向き合い、苦楽を互いに共有

して共に成⻑するという考え⽅が込められています。⼦どもたち

の就労体験⽀援を通して、私たちも成⻑できる理念に沿った

貴重な機会となっています。 

 最初は⼦どもたちも私たちも緊張していますが、業務に⼊る

と次第にうちとけ、素直に真⾯⽬に、そして明るく業務に向き

合うようになります。そんな⼦どもたちの姿に、この仕事の楽し

さを改めて教えられることが多いです。千房でのインターンシッ

プ体験を通じて、⽇常では感じ取ることのできない責任感や達

成感、仲間との共感やおもてなしの⼼などを体験し、仕事は楽

しいと感じたり、⾃信を持ってもらえたりしたらうれしいです。 

 社会にはいろいろな職業があります。新しい職業もどんどん

⽣まれています。⼦どもたちには、⾃分⾃⾝の好奇⼼と可能性

を信じてチャレンジしてもらいたいです。 

〈お話・写真右〉エリアマネージャー 河⽥ 勉さん 

〈写真左〉主任 ⼤内 律乃さん

 着付け隊は、「和装による盛装を希望していても、それを叶え

ることが難しい⼈々に盛装してもらう」という活動をしているボ

ランティア団体です。スタッフは、完全に無報酬で活動していま

すが、スキルも⼼意気も本物を⼼がけている点が⼤きな特徴。

「着せてあげる」のではなく、「着せさせてもらえる」という私たち

⾃⾝の⼼からの喜びを⼤切にしています。 

 成⼈のお祝いとしてB4S⽀援を決めたときに強く思ったこと

は、先に社会の成員となった者として、新成⼈の皆様がこれか

ら社会の⼀端を担っていくのを⼼から寿ぎたいということでした。 

 着付けもヘアメイクも、直接間近に触れ合いながら進めてい

くものです。そのプロセスの⼀つひとつが、新成⼈の皆様とス

タッフの共同作業としてわいわいと進められていきます。⼀⼈で

できることは限られているし、ささやかですが、その「⼀⼈」が集

まると、こんなに素敵な時間が⽣まれることを⾔葉でなく、肌で

感じてもらうことが⼤切だと思っています。そして、成⼈を記念し

て盛装することを、あきらめている⼦どもたちも多いと思います

が、あきらめなくてよいのだと伝えたいです。 

〈お話・下の写真中央〉桂 千佳⼦さん（代表）

アライアンス・バーンスタイン

株式会社セ-ルスフォ-ス･ドットコム

千房株式会社

着付け隊

ジョブプラクティスの開催でご協⼒いただいています

巣⽴ちプロジェクトへの会場提供などでご協⼒いただいています

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

退所者の成⼈のお祝いに着付けの機会を提供してくださっています
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と次第にうちとけ、素直に真⾯⽬に、そして明るく業務に向き

合うようになります。そんな⼦どもたちの姿に、この仕事の楽し

さを改めて教えられることが多いです。千房でのインターンシッ

プ体験を通じて、⽇常では感じ取ることのできない責任感や達

成感、仲間との共感やおもてなしの⼼などを体験し、仕事は楽

しいと感じたり、⾃信を持ってもらえたりしたらうれしいです。 

 社会にはいろいろな職業があります。新しい職業もどんどん

⽣まれています。⼦どもたちには、⾃分⾃⾝の好奇⼼と可能性

を信じてチャレンジしてもらいたいです。 

〈お話・写真右〉エリアマネージャー 河⽥ 勉さん 

〈写真左〉主任 ⼤内 律乃さん

 着付け隊は、「和装による盛装を希望していても、それを叶え

ることが難しい⼈々に盛装してもらう」という活動をしているボ

ランティア団体です。スタッフは、完全に無報酬で活動していま

すが、スキルも⼼意気も本物を⼼がけている点が⼤きな特徴。

「着せてあげる」のではなく、「着せさせてもらえる」という私たち

⾃⾝の⼼からの喜びを⼤切にしています。 

 成⼈のお祝いとしてB4S⽀援を決めたときに強く思ったこと

は、先に社会の成員となった者として、新成⼈の皆様がこれか

ら社会の⼀端を担っていくのを⼼から寿ぎたいということでした。 

 着付けもヘアメイクも、直接間近に触れ合いながら進めてい

くものです。そのプロセスの⼀つひとつが、新成⼈の皆様とス

タッフの共同作業としてわいわいと進められていきます。⼀⼈で

できることは限られているし、ささやかですが、その「⼀⼈」が集

まると、こんなに素敵な時間が⽣まれることを⾔葉でなく、肌で

感じてもらうことが⼤切だと思っています。そして、成⼈を記念し

て盛装することを、あきらめている⼦どもたちも多いと思います

が、あきらめなくてよいのだと伝えたいです。 

〈お話・下の写真中央〉桂 千佳⼦さん（代表）

アライアンス・バーンスタイン

株式会社セ-ルスフォ-ス･ドットコム

千房株式会社

着付け隊

ジョブプラクティスの開催でご協⼒いただいています

巣⽴ちプロジェクトへの会場提供などでご協⼒いただいています

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

退所者の成⼈のお祝いに着付けの機会を提供してくださっています
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