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東京・調布市子ども・若者ソーシャルワーカー●

調布市子ども・若者ソーシャルワーカーとして

まざまな状態の子どもの人権が保障されよう

援を」ということでした。義務教育の間は、

としています。けれどそれは反面、現実にお

教育委員会が中心となり、相談の窓口も用意

いては子どもをめぐる差別や貧困などの困難

されています。また、18歳までは、子ども

が増していることを示してもいました。

家庭支援センターや児童相談所という窓口が

こうした10余年の動きのなかで、私は、

あります。

教育に深く関わる福祉職として、微力ながら

しかし、高校に行くあたりからは、ぐっと

も教育と福祉をつないでいこうとしていまし

地域の窓口としては手薄になります。高校や

た。相談してくれた方をはじめとして、先生

大学生活での挫折や、生活上の困難がたくさ

方や行政の方、地域で子どもたちのことを見

んあるはずです。若くして親になった人たち

国や都の教育と福祉のなかでさまざまな動き

守ってくれている方々などとのつながりが広

や、養護施設を卒園した若者たちが相談でき

がありました。

がりました。長い関わりがあった子どもたち

る場所も不十分でした。そのような心配や願

東京都調布市は人口約23万人。私鉄の駅

1995年から、スクールカウンセラー（SC）

の、変化・成長を驚きとともに感じることも

いが寄り集まり、子ども・若者支援事業が始

が９つ。公立小学校中学校合わせて28校、

が学校に配置されるようになり、それ以降、

できました。けれど、そうした喜びとともに、

まったのです。子どもから若者への連続面を

都立高校が３校、特別支援学校が２校、児童

徐々にさまざまな職種が学校の内と外とで連

ずっと気になっていたのは中学を卒業してい

大切にした支援なのだということを忘れない

養護施設が２つあります。

携して困難を抱える子どもや家庭について考

く子どもたちのことでした。

ためにも、そして「教育と福祉との協働」を

市でスクールソーシャルワーカー（SSW）

え合うことになりました。たとえば「不登

事業が導入された2008年から、私は教育セ

校」
「虐待」と一口で言っても、それぞれに複

ンターなどから学校に派遣される派遣型

雑な事情があります。当事者を含めて協力し

SSWを務めました。そして、2015年から調

合い、なるべく多角的に問題をとらえられる

布市で始まった「子ども・若者総合支援事業

ようにしていくことが大切だと考えられてき

（ここあ）」に少しずつ軸足を移し、2019年４

月からは
〈子ども・若者ソーシャルワーカー、

ました。
2004年に児童福祉法改正が行われた際に

相談支援コーディネーター〉として調布市総

は、要保護児童対策地域協議会が規定されま

合福祉センターにある「ここあ」に勤務して

した。家庭におけるさまざまな養育上の問

います。

題、特に「虐待」を地域の問題として取り組

（ ここからあしたへあるいていく）
「ここあ」

は、相談・学習支援・居場所の機能をもって
います。学習支援ではボランティアの大学生

むことが必要とされたのです。
2006年には、学校教育法のなかに「特別
支援教育」が位置付けられました。

がマンツーマンで勉強をみています。現在は

また2008年以降急激に、貧困が社会問題

90名ほどの登録者（中学生）、学生ボランティ

になっていきました。不登校も虐待も、その

アも100名近く登録をしてくれています。居

根底に生活における貧困な状態があることが

場所にはさまざまな背景をもった若者たちが

多いのは現場にいる私たちの実感でした。そ

通ってきています。相談窓口には、中学や高

してようやく〈子どもの貧困〉に光が当てら

校での学校への行きづらさ、高校卒業後の就

れ、2013年に「子どもの貧困対策の推進に

労問題、ひきこもりがちな若者の相談などが

関する法律」が制定されました。

寄せられています。

教育と福祉の協働・教育に関わる福祉職
私がSSWをしていた10余年とその前後で
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が一番望んでいたことは、「切れ目のない支
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2013年 に は「 障 害 者 差 別 解 消 法 」 が、
2016年には「教育機会確保法」が成立。そし
て2020年４月、親による体罰禁止を盛り込
んだ改正児童福祉法が施行されました。

義務教育に続く切れ目のない支援を
子ども・若者総合支援事業に多くの人たち

集

学校と福祉の協働と模索

2004年の児童福祉法の改正から16年、さ

特

ソーシャルワークがつなぐ
地域の人々と学校

明確にするためにも、
「子ども・若者」
を肩書
のなかに入れてもらいました。
子ども・若者総合支援事業を後ろ支えする

表 ● 調布市子ども・若者支援地域ネットワーク（子若ネットワーク）
国及び地方公共団体の機関
・東京都多摩児童相談所

その他の団体 ＊特定非営利活動法人
・社会福祉法人調布市社会福祉協議会

・東京都多摩府中保健所

調布市子ども・若者総合支援事業（ここあ）

・調布市子ども生活部子ども家庭課

調布市こころの健康支援センター

・調布市子ども生活部児童青少年課
・調布市福祉健康部生活福祉課
・調布市福祉健康部障害福祉課

地域福祉コーディネーター
・社会福祉法人調布市社会福祉事業団
（調布市子ども家庭支援センターすこやか）

・調布市福祉健康部子ども発達センター

・調布市民生児童委員協議会

・調布市教育委員会教育部指導室

・調布保護司会

教育支援係
調布市公立中学校長会

・認定特定非営利活動法人 育て上げネット
（ちょうふ若者サポートステーション）

・警視庁調布警察署

＊ちょうふこどもネット（調布市青少年ステーション）

・府中公共職業安定所

＊青少年の居場所Kiitos
＊調布心身障害児・者親の会
＊ちょうふ子育てネットワーク・ちょこネット
・一般社団法人 とちぎ青少年自立援助センター
（調布センターたけのこ）
・若者の再出発を支えるネット

資料：「ちょうふ 子ども・若者支援MAP」（2018年、調布市子ども生活部児童青少年課発行）をもとに筆者作成
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1505973456120/ﬁles/hyoshi.pdf
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〈追記〉

です（表参照）。
ワーク（子若ネットワーク）」

費などは、初回は子若ネットワークのなかの

「調布こども宅食プロジェクト」
では、たく

ここでの特徴は、官民合わせた機関やグ

民間の団体が寄付しましたが、今後は多くの

さんの寄付が集まりました。最終的には約

ループが一緒になっていることでしょう。こ

人たちに寄付を募り、なるべく多くの家庭に

90世帯に合計4回、食とお手紙を届けること

のネットワークのなかでは守秘義務が守られ

届けようとしています（ポスター参照）。

ができました。学校での給食も始まったこと

ているので、対象となる子ども・若者に関し

それは食という重要な命の糧と、「ひとり

ての情報が共有できます。今までは個人情報

じゃない。困ったら声をかけて」というメッ

という壁に阻まれていた連携がスムーズにで

セージを送り届けることになります。それを

「ここあ」
での学習支援も居場所も、工夫し

きるようになりました。この連携を最大限活

単に民間サイドの動きにせず、行政の人たち

ながら始まっています。
「 もう始まってます

かし、それをもっと拡げながら、今までは手

にも一緒に動いてもらうことで、孤立してし

か？」と開所を楽しみにしてくれる若者から

薄だった若者支援のほうを豊かに展開してい

まいそうな家庭の情報をより多く把握するこ

の電話、家での人間関係が煮詰まりSOSの電

くための一員になっていこう、そう思いなが

とができました。

話、さまざまなことがありました。そして

ら１年が経とうとしていました。

一斉休校への危機感・食の支援へ
そんなとき、今回の新型コロナウイルスの
ことがもち上がりました。調布市でも全校休

のなかに「それは危ない」という言葉が渦巻

か、
「学校に行きたくない」
という相談の電話

増して、声をかけあうことの範囲が拡がり、

が入ってきています。

学校に、見守り、給食、という大きな要素

いていたのです。学校では子どもたちが先生

「調布こども宅食プロジェクト」への応援を呼びかける民間団体「若者の
再出発を支えるネット」のポスター

があると書きました。けれど、SSWとして

や職員の方々に日々見守られています。家庭

を守りたい、心配な家庭を孤立させないよう

常日頃思っていたのは、子どもたちがそこで

で苦しい思いをしている子どもや、もしかし

に、そんな思いがあふれた会議でした。

学び合い、自身の視野を広げ、将来へのさま
ざまな可能性を見出す場としての学校の大切

たら虐待になりそうな家庭の子どもたちが家

それからすでに１か月半経っています。状

庭から離れて過ごせて、ようすを見守っても

況はますます深刻になっていて、いつ学校が

さでした。どんなに家庭状況が苦しくても、

らっている場所。それがなくなり、家庭にだ

再開できるのかは、まったく見通しが立ちま

その子自身がそこから羽ばたける翼、生き延

けしか居場所がなくなるなんて。そして、こ

せん。見守られている場所としての学校。そ

びるための翼を得られる場所としての学校。

の状況下、経済的なダメージも重なり、家庭

してその学校には大切な給食があります。そ

そしてその学校は地域のまんなかにあって、

でのDVが急激に深刻化することへの恐怖が

の給食だけが頼みの綱、という家庭もありま

多くの人たちのまなざしや手助けで支えられ

走ったのでした。
「なんとか子どもたちの居場

す。そのことへの心配も募りました。

ている場所。

所を確保してもらえないか、子ども家庭支援

そんななか、「調布市子ども食堂ネット

それを子どもたちが実感して生きていけた

センターの立場から要請してもらいたい」と

ワーク」が運営する「こどもフードパントリー

らどんなにしあわせなことでしょうか。改め

訴えました。

調布」という取り組みが始まりました。社会

て学校という場を大切な場所としてみんなが

福祉協議会の地域福祉コーディネーターが動

考え合えたらなあ、と思います。

休校が決まった次の週に、急きょ、子若
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クの存在は大きかったと思います。以前より

しあわせの翼を──学校という場の意味

ども家庭支援センターに電話をしました。頭

今回のことで、よりいっそうのネットワー
クの広がりと深まりを感じた反面、子どもた
ちや若者たちの声があまりにも聴き取られて
いないことに一番のもどかしさを感じている
ところです。

（6月27日記）

あらまき・りか
調布市子ども・若者ソーシャルワーカー・
相談支援コーディネーター、都留文科大学
非常勤講師、教育科学研究会常任委員。

そしてソーシャルワーカーとして、この事

ネットワークの会議が開かれました。そのと

き、さまざまな人たちをつなぎ合わせて、

きはすでに他の市ではなかなか人が集まって

フードバンクなどからの食材を４月の初めに

態のただなかも、そして収束した後も、学校

の会議はできないでいるような時期でした。

数回、食料品を手渡す会が行われました。そ

を支える地域づくり、子どもたち、若者たち

しかし、その会議には官民合わせて20名く

してそれを拡大する形で、「調布こども宅食

のしあわせを願う人たちのネットワークづく

らいの人が集まり、現状の共有や課題の共有

プロジェクト」として、さまざまな相談機関

りをていねいに紡いでいきたいと思っていま

ができました。なんとかみんなで子どもたち

との連携で家庭にレトルトやフリーズドライ

す。
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す。

徐々に学校が通常通りの登校になってくるな

にアプローチしやすくもなっています。

校、という方針が出された日、思わず私は子

もあり、いったん寄付のほうは終了していま

この取り組みに関しても、子若ネットワー

安心感が生まれています。福祉関係者が学校

集

の食品を送る取り組みも始まりました。郵送

特

のは、「調布市子ども・若者支援地域ネット

（2020年4月20日脱稿）
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