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要旨

　北欧福祉国家として充実した地域子育て支援体制を整備しているフィンランドは、近年日本でも注

目を集めている。筆者は 1 年間の海外特別研究期間に、フィンランド国立タンペレ大学の客員研究員

として児童保護制度の国際比較研究で知られているタルヤ・ポソ教授の下、日本とフィンランドの児

童保護制度の比較研究を行った。

　海外特別研究期間中はタルヤ・ポソ先生から丁寧な個別指導を受けることができた他、児童福祉施

設やネウボラ、特別養子縁組を行った里親・里子へのインタビューを実施できた他、英語および日本

語での研究報告の機会や、様々な研究会に参加する機会を得ることができた。

　児童保護関連法については日本の法律はフィンランドに比べて、支援を提供する側と支援を受ける

側の立場と責任について不明確な点が多い。特に、子どもの地位と権利の保障について改善が必要で

ある。また、支援の期限などについても日本の法制度は不明確である。

　対児童人口数で比較すると虐待通告はフィンランドが2.5倍、一時保護は1.5倍、被措置児童数は14

倍であることが判明した。これは、フィンランドの児童虐待が日本より多いというよりも、ネウボラ

などの地域子育て支援施策によって要保護児童の早期発見と早期対応が充実している結果と考えられ

る。この点を明確化するための質的研究が今後の課題となった。

　総人口と児童人口がほぼ同等の首都ヘルシンキと政令指定都市・静岡市を比較すると日本の児童福

祉ソーシャルワーカーの配置は日本は25％程度に留まっていることがわかった。さらに、フィンラン

ドでは市単位に児童の措置機能を持った「児童福祉事務所」が設置されている。

　日本も市町村の児童福祉対応をさらに充実させ、児童相談所設置市を増やす必要があり、また

NPO等との連携可能性も視野に入れる必要があると考えられる。

　今後は法制度比較や数量面での実態比較にとどまらず、質的な側面からも日本とフィンランドの比

較研究を進めていきたい。また、2019年度中に学んだ国際比較研究の方法を応用し、他の国の児童保

護法および制度や実態との比較研究にも取り組んでいきたい。
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1 　研究の目的・方法

1 - 1 　研究の目的

　「2017年お母さんにやさしい国ランキング」（セーブ・ザ・チルドレン）において第 1 位となる等、フィ

ンランドは育児がしやすい国として知られている。また、周産期からスタートするフィンランドの子

育て支援施策である「ネウボラ」は日本における地域子育て支援施策のモデルとして取り入れられつ

つある。さらに2017年 1 月から2018年12月にかけて、フィンランドでは200名を無作為抽出した「ベー

シックインカム」の社会実験が実施されており、新しい社会保障制度の世界的なモデルとなることが

期待されている。

　このようなフィンランドにおいても社会的養護を必要とする子どもと家族は存在しており、2011年

の国連子どもの権利委員会による総括所見では、里親よりも施設養護への措置件数が増加している傾

向について懸念が表明されている。

　世界に先立って地域子育て支援施策を充実させているフィンランドにおいて、やはり社会的養護、

特に施設養護が必要とされる背景には何があるのか、地域子育て支援を充実させても必要とされる児

童保護施策はどのようなものか、そして新しい社会保障制度であるベーシックインカムは地域子育て

支援や児童保護・社会的養護にどのようなインパクトを与えるのか。これらのテーマについて考察す

ることにより、今後の日本の児童福祉システムを改善するための示唆を得ることが、本研究の目的で

ある。

1 - 2 　研究計画・方法

　研究計画とその方法は以下の通りであった。

1 ）首都ヘルシンキ市に次ぐ第 2 の都市圏であるタンペレ市に在するフィンランド国立タンペレ大学

に客員研究員として籍を置いた。そしてタンペレ大学を拠点としながら、フィンランドの児童福祉・

社会的養護に関する調査研究を実施した。

2 ）The European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and 

Adolescents（EUSARF）の委員等を歴任しておられるタンペレ大学タルヤ・ポソ（Tarja Pösö）教

授の下で、フィンランドの児童福祉・社会的養護の現状と課題について学んだ。

3 ）必要に応じて、ヨーロッパの児童福祉施設や研究機関についても調査を行った。

2 　研究の経過

2 - 1 　通年の指導状況

　丸 1 年間にわたり、ほぼ 1 ～ 2 週に 1 度の割合で指導教授であるタルヤ・ポソ教授に約90分ほどの

時間をいただき、個別指導を受けることができた。

　筆者は当初の研究目的のひとつとして「フィンランドのベーシックインカム社会実験が地域子育て

支援や児童保護・社会的養護に与えるインパクトについて分析する」という課題も挙げていた。しか

し、フィンランドでのベーシックインカム社会実験に関しては特に就労の促進という観点に焦点が当
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てられており、要保護児童とその家族に対する支援の観点から評価するのは難しいのではないかとい

う助言をタルヤ・ポソ教授から受けることとなった。また、異なる文化背景を持つ 2 国の国際比較研

究を行うことは非常に難しい作業であり、まずは主たるテーマに関する研究に専念したほうが良いと

いう助言を受け、「日本とフィンランドの児童保護制度を中心とした国際比較研究」に専念すること

とした。

　また、タルヤ・ポソ教授の研究チームの構成メンバーであるヨハンナ・コルピネン（Johanna 

Korpinen）先生およびロシ・エンロース（Rosi Enroos）先生には、新進気鋭の研究者の観点から筆

者の研究テーマについて助言をいただき、また意見交換する時間をいただくことができた。

　さらに、タルヤ・ポソ教授の研究仲間であり、日本の研究者と共にネウボラの研究を行っているエ

イヤ・パービライネン（Eija Paavilainen）先生からも、折に触れて指導をいただく機会を設けてい

ただき、フィンランドのネウボラの実情について学ぶ機会を得た。

2 - 2 　フィールド調査

　事前に倫理審査を受審したり、インタビューガイドを作成した正式なフィールド調査は今後の課題

となった。研究期間中に実施したものはフィンランドおよびヨーロッパの児童福祉の現場を理解する

ためのフィールド調査となったが、フィンランドやヨーロッパの実情を理解する土台となる実りある

ものとなった。

1 ）2019年 4 月25日（木）／ 8月16日（月）　Touhula　Kaleva　Daycare　Center見学および保育

体験

　タンペレ大学最寄りのTouhula　Kaleva　Daycare　Centerにて見学および保育体験を行った。 2

回とも、朝の会の際に手遊び「はじまるよ」のフィンランド語バージョンを作成し子ども達と楽しん

だ。また、フィンランド語による簡単な自己紹介と日本文化紹介のスライドを準備し、異文化交流を

行った。

　希望する子どもには簡易な朝食が提供されている等、今後の日本でも応用可能な様々な発見があっ

た。また、保育内容としてはフィンランドで流行しているアイスホッケーを室内で楽しむ姿や、季節

の行事を取り入れた保育がなされている様子を学ぶことができた。

2 ）2019年 5 月 3 日（金）　Kuusikon Perhetukikeskus（クーシッコ・ファミリーサポートセンター）

訪問

　本施設は日本で言う児童養護施設であり、同意のある措置の際に活用される児童福祉施設である。

12～18歳の子どもを対象とした施設であり、措置期間は 3 ～ 4 か月と比較的短期間である。 7 名の子

どもが生活しており、 6 名の社会福祉学の学士号を持つ指導員、 2 名の看護師、そして管理職と寮舎

のSV、調理師と清掃員で運営されており、コンパクトな構成になっていた。

　倫理審査等の申請をしていなかったため、寮舎内は見学することができなかったが、家庭的で落ち

着いた雰囲気の中で生活できるように工夫がされているとのことであった。
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3 ）2019年 5 月 6 日（月）　Lielahden Neuvola（リエラハデン・ネウボラ）訪問

　Lielahatikeskus（リエラハティセンター）というショッピングモールを兼ねた多機能施設の中に存

在するネウボラを訪問し、ネウボラナースから話を聞くことができた。

　ネウボラは、周産期から就学前までの地域子育て支援を担う、小規模の保健所兼地域子育て支援セ

ンターである。よほど強い希望がない限りは、ネウボラナース（保健師もしくは助産師）は異動をせ

ず、ケースの家族の担当者であり続けるとのことであった。インタビューに応じてくださったネウボ

ラナースの方は、ひとつの家族を 3 世代に渡って子育て支援をしてきているケースもお持ちであると

のことであった。

　また、「福祉ネウボラ」という制度があり、要保護児童とその家族については措置権限を持つ市の

児童福祉事務所等と連携しながら、支援を実施しているとのことであった。この点は日本版のネウボ

ラに関わる関係者にもあまり知られていない事実であると考えられる。日本における地域子育て支援

にあたっても、市町村の児童福祉担当部署との有機的な連携をさらに強化する必要があると筆者は感

じた。

4 ）2019年 6 月24日（月）　British Library（大英図書館）およびThe Tavistock and Portman訪問

　大英図書館ではタンペレ大学図書館で入手できなかった文献を閲覧した。その後、ジグムント・フ

ロイトが創設したタヴィストック研究所を起源とするThe Tavistock and Portmanを訪問し、また

The Tavistock and Portmanにて心理職としてのスーパーバイズを受けているスクールカウンセラー

の御園生直美先生（早稲田大学社会的養育研究所客員次席研究員）にインタビューを行った。

　御園生先生からは、日本とヨーロッパの児童福祉制度の違いや、イギリスで学んだことや実践した

ことを還元するために行っている児童福祉や要保護児童とその家族の心理的支援に関する研究につい

てご教示いただくことができた。

　フロイト博物館は休館日だったために訪問できなかったが、ジグムント・フロイトを経てアンナ・

フロイトへと至る精神分析や社会的養護下の子どもの心理的支援の原点のひとつを訪問することがで

き、良い学びの機会となった。

5 ）2019年 9 月21日（土）　国際養子縁組を行った家族へのインタビュー

　日本におけるフィンランド社会福祉法制度研究の第一人者である東洋大学国際学部国際地域学科の

藪長千乃先生に仲介いただき、タイ人の子どもと特別養子縁組したフィンランド人のご夫婦とタイ人

の息子さんにインタビューすることができた。

　戦後日本でも積極的に国際養子縁組をしていた児童相談所で児童福祉司をしておられた先輩にイン

タビューした経験が筆者にはあったが、国際養子縁組後の日本側からのフォローに課題を感じていた。

　しかし、この機会にインタビューさせていただいた家族は、非常に愛情深く子どもに接しておられ、

子どもは大学進学に備えて受験勉強中である等、国際養子縁組のデメリットをまったく感じない強固

な家族的結合の様子を学ぶことができた。

　グローバル化が進む中で、改めて日本における国際養子縁組についても学び直す必要性を感じさせ

られる機会となった。
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6 ）2019年11月15日（月）　タンペレ応用科学大学にてネウボラナースの養成課程を担当する教員に

インタビュー

　国立タンペレ応用科学大学（Tampereen Korkeakouluyhteisö）では、看護師、保健師、助産師の

養成を行っている。

　エイヤ・パービライネン先生の計らいで、タンペレ大学の客員研究員としてエイヤ先生の元でネウ

ボラの効果測定研究を実施している京都橘大学の神﨑光子先生と共にタンペレ応用科学大学における

看護師、保健師、助産師の養成課程、特にネウボラナースの養成に関する工夫などについて伺った。

　日本の保健師、助産師養成ではまだ取り入れが十分でない、いわゆる社会福祉援助技術の範疇に入

る面接技術や特に生活面でのアセスメント、そして他機関との連携についても学ぶ機会を設けている

とのことであった。養成段階からの教育的土台が、しっかりとした地域子育て支援につながっている

ことを実感することができた。

7 ）2019年11月21日（木）　サーミ人の生活等に関するインタビュー

　フィンランド北部ラップランドの街イナリを訪問してサーミ文化の博物館Siidaを見学した。また、

Siidaの敷地内にあるサーミの伝統的なコテージを活用した学童保育を見学させていただき、支援員

にインタビューすることができた。さらに、トナカイを飼う昔ながらのサーミ人の生活を受け継ぐ家

族のお宅を訪問し、インタビューを行った。

　サーミ人はフィンランド、ノルウェー、スウェーデン、ロシアに跨る地域に暮らしており、サーミ

語という言語と独自の生活文化を保持している。映画『サーミの血』にも描かれているように、差別

の対象になってきた歴史があり、独自の文化を保持しつつ権利を守っていくことが課題となっている。

　学校ではフィンランド語とスウェーデン語のみならずサーミ語の講義の時間も設けられているとの

ことで、新しい世代に伝統文化と民族のアイデンティティを伝えるための工夫がなされている様子を

学ぶことができた。

　2020年 3 月にはタンペレ市児童福祉事務所の児童福祉ソーシャルワーカーにインタビューを実施す

る予定で調整を進めていたが、新型コロナの感染拡大のために、延期となった。

2 - 3 　研究会等への参加

1）2019年 4月25日（木）　タンペレ大学社会科学部ソーシャルワークコースのスタッフミーティング

　ソーシャルワークコースのスタッフミーティングに参加させていただき、 1 年間お世話になる挨拶

と共に、コース会議の様子を学ばせていただいた。教務上の課題について議論もされていたが、コー

ス教員の研究成果を報告する時間も設けられており、研究にも重点が置かれている様子を学ぶことが

できた。

2 ）2019年 6 月 6 日（木）　研究会「Consent and objection in child welfare decision-making（児童

福祉の意思決定における同意と異議申し立て）」への参加と研究中間発表

　指導教授タルヤ・ポソ先生が主宰する研究会「Consent and objection in child welfare decision-
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making（児童福祉の意思決定における同意と異議申し立て）研究会」において、まずは日本の現状

について報告する機会を得た。「The Era of Child Abuse in Japan： Focus on the busyness of the 

Child Guidance Center」というタイトルで、31枚分のスライドを作成し、日本の児童福祉の歴史、

児童虐待時代の日本の児童福祉の現状、日本の児童相談所の役割、日本の児童相談所と市町村児童相

談部署との関係、日本の児童相談所と社会的養護の今後の課題について英語で報告した。

　また、日本の児童相談所の多忙な状況を理解してもらうために、NHKのドキュメンタリー『48時

間の約束』（埼玉県中央児童相談所の児童虐待対応チームの様子を追った映像資料）にオリジナルの

英訳を付して、上映した。

　様々な観点から議論がなされたが、厚生労働省の英語サイトが使用している英訳では海外に日本の

児童相談所や社会的養護の実態が伝わりづらいこと、言語の壁があり海外の研究者が日本の児童福祉

を対象としづらいために国際比較研究の対象となりづらく、いわゆる「ガラパゴス化」しやすい状況

にあること、措置権限を持つ都道府県および政令市レベルの児童相談所と措置権限のない市町村とい

う二重構造システムそのものが事態を混乱させやすいことなどが話し合われ、以後に続く研究課題を

意識することに繋がる実りある発表となった。

3 ）2019年 9 月11日（木）　研究会「Exploring the intersection between the "Glocal" and social 

work」

　日本から松尾加奈先生（淑徳大学）、大和三重先生（関西学院大学）、和気純子先生（東京都立大学）、

Viktor Virag先生（長崎国際大学）がタンペレ大学に来学され、日本における宗教福祉観、外国人の

福祉労働者問題、東日本大震災後の被災地支援の状況、今後のグローバルソーシャルワークの望まし

い方向性について報告がなされた。また、それを受けてタンペレ大学ソーシャルワークコースの教員

とのディスカッションが行われた。

　社会福祉に関する幅広い分野の日本人研究者が様々な視点からフィンランドの研究者と議論を交わ

す様子を学ばせていただき、両国の社会福祉の実情についての認識を深めることができる機会となっ

た。

4 ）2019年10月11日（金）　研究会「Recent Social Research on Basic Income」

　Roosa Eriksson（タンペレ大学）、Veera Jokipalo（タンペレ大学）、Ville-Veikko Pulkka（タンペ

レ大学）というベーシックインカムに関する気鋭の研究者の報告を聞くことができた。また、フィン

ランドにおけるベーシックインカム研究の重鎮であるPertti Koistinen先生と対話をし、フィンラン

ドにおけるベーシックインカムの社会実験が受給者の労働意欲促進という観点に偏って評価されるに

至る経緯などを学ぶことができた。

　日本ではNHKニュースのコンパクトなドキュメンタリーなどにおいて、フィンランドのベーシッ

クインカムの社会実験がひとり親家庭に対する支援の側面でも成果が出ているという報道がなされて

いた。しかし、研究を行うにあたっては、プライバシーの関係で社会実験における受給者を辿ること

などが困難であることなども知ることができた。年度当初にタルヤ・ポソ先生からベーシックインカ

ムよりも児童保護の国際比較研究に重点を置くようにと助言された意味を再確認する機会となった。
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5 ）2019年10月 5 日（土）～ 3月15日（日）　在外日本人研究者の会

　タンペレ大学はタンペレ応用科学大学との経営統合を2019年 1 月から開始したとのことで、その混

乱の影響もあり、客員研究員に対するサポートは十分とは言えなかった。特に、例年実施されていた

という各国からの在外研究員の会合が開催されなかった。

　そのような中で、相互にネットワークを伸ばしていき、2019年度には私を含め 4 名の日本人客員研

究員がタンペレ大学にいることが分かってきた。

　その中の中心的存在であった杉本卓先生（青山学院大学・教育学）のお声かけで、神﨑光子先生（京

都橘大学・看護学）、淡路佳昌（大東文化大学・教育学）、そして筆者が参集し、定期的に情報交換と

研究進捗状況報告の会合を行うこととなった。

　それぞれ研究の対象やアプローチは異なるものの、関心が共通する面やそれぞれの研究報告の中に

は参考になる内容も多く、非常に有意義な集まりとなった。

　「在外日本人研究者の会」は、10月21日、 1 月11日、 2 月20日、 3 月15日にも実施された。また、

2 月20日の研究会では筆者の中間報告に上垣内伸子先生（十文字学園女子大学）、向井美穂先生（十

文字学園女子大学）に参加いただき、貴重な助言をいただくことができた。

6 ）2020年 2 月10日（月）　研究会「Consent and objection in child welfare decision-making（児童

福祉の意思決定における同意と異議申し立て）」にて研究成果報告

　指導教授タルヤ・ポソ先生が主宰する研究会において2019年 6 月 6 日に続く研究報告をさせていた

だくこととなった。本研究報告に付したスライドのプロトタイプの報告となったが、特に外国人研究

者による日本の児童福祉に関する先行研究の報告に時間を多く割く形となってしまい、バランスの良

い報告とはならなかった。

　英語での報告にあたっては、読み上げ原稿のネイティブチェックをはじめ、入念な準備が必要であ

ることを痛感させられる結果となった。

7 ）2020年 3月11日（水）　タンペレ大学社会科学部ソーシャルワークコースのスタッフミーティング

　タンペレ大学客員研究員としての 1 年間を総括する発表をさせていただいた。

　基礎レベルの国際比較研究報告に終始したが、今後国際比較研究の成果を海外の学会で発表するた

めの練習や、プレゼン資料を元に論文化するための土台作りを行う機会となった。

4 　研究の結果

　前章「 2 - 3 　研究会等への参加」の「 7 ）2020年 3 月11日（水）　タンペレ大学社会科学部ソーシャ

ルワークコースのスタッフミーティング」で発表したプレゼンテーション資料は次頁以降の通りである。



446

ライフデザイン学研究　第16号　（2020）



447

鈴木：児童福祉制度の国際比較に関する基礎的研究



448

ライフデザイン学研究　第16号　（2020）



449

鈴木：児童福祉制度の国際比較に関する基礎的研究



450

ライフデザイン学研究　第16号　（2020）

A com
parison regarding the num

ber of C
hild w

elfare social w
orkers

・H
elsinki city: The total population is about 600,000.

(The child population is about 100,000.)
→

 156 child w
elfare social w

orkers are w
orking in C

W
O

s.

・Shizuoka C
ity (governm

ent-ordinance-designated city; w
hich has the authority 

for out-of-hom
e placem

ents) in Japan: The total population is about 600,000 
(child population of about 100,000) @

 31.12.2019
→

 23 child w
elfare social w

orkers (including section m
anager and foster parents support 

staff)  in C
G

C
 and 12 social w

orkers  in Social W
elfare O

ffices (including persons 
w

ithout child w
elfare specialities)

◆
The num

ber of Shizuoka city’s child w
elfare social w

orker is only 22.4%
 of 

H
elsinki city’s.

<As a reference>
・The Standards of Japan (From

 “C
hild G

uidance C
enter M

anagem
ent G

uidelines” (revised on 
Septem

ber 2016))
→

 C
hild w

elfare social w
orkers are assigned to at least one person per 40,000 people. O

ne or m
ore 

child psychologists are assigned to tw
o child social w

orkers.

In‐take
・
Consultation

・
N
otification

・
Referral

・
Via

interview
・
Via 

telephone
・
Via 

docum
ent

Conference 
to assess to 
receive the 
case or not 
(Decided

by
the

chiefof 
CG

C)

M
edical 

assessm
ent

Psychological 
assessm

ent
Decidisi

on 
m
aking

confere
nce 

(CW
A 12‐2)

Investigation
Conducted by a 
Social w

orker
(CW

A 12‐2)

Tem
porary 

sheltered
(CW

A 33)

O
ther types 

of 
assessm

ent

Sociological 
assessm

ent

Behavioral 
assessm

ent

Prefectural Council
for Child W

elfare
(CW

A27‐1)

Determ
i

nation of 
Support 
content
(Decided by 
the chief of 

CG
C)

Support 
policy 
m
aking 

confere
nce

Provision of Support
(O
ngoing support to 

children, parents, related 
organizations, etc.)

Term
ination and/or 

Change of Support
(Conference for Receiving, 
Decision, Support policy)

O
pinion

inquiry
O

pinion 
statem

ent 

R
eport results

/ 
R

econsideration of Support policy

Protection / 
O

bservation / 
G

uidance

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



451

鈴木：児童福祉制度の国際比較に関する基礎的研究



452

ライフデザイン学研究　第16号　（2020）



453

鈴木：児童福祉制度の国際比較に関する基礎的研究



454

ライフデザイン学研究　第16号　（2020）



455

鈴木：児童福祉制度の国際比較に関する基礎的研究



456

ライフデザイン学研究　第16号　（2020）

5 　研究の今後の課題

　現在、本報告資料を元に、日本語と英語での研究論文を執筆中である。関心のある方は、そちらの

出版をお待ちいただきたい。

　要点のみをまとめると、まず児童保護関連法に関しては、フィンランドの児童保護法では支援を提

供する側と支援を受ける側の立場と責任が法的に明確化されていた。日本法では、この点に加えて、

特に子どもの地位と権利の保障をさらに進めるための改善が必要であることが理解できた。また、支

援の期限などについても日本の法制度は明確化が必要な点が少なくないことがわかった。

　対児童人口数で比較すると虐待通告はフィンランドが2.5倍、一時保護は1.5倍、被措置児童数は14

倍であることが判明した。これは、フィンランドの児童虐待が日本より多いというよりも、ネウボラ

などの地域子育て支援施策によって要保護児童の早期発見と早期対応が充実している結果ではないか

と筆者は考えている。この点を明確化するための質的研究が今後の課題となった。

　総人口と児童人口がほぼ同等の首都ヘルシンキと政令指定都市・静岡市を比較すると日本の児童福

祉ソーシャルワーカーの配置は日本はフィンランドの25％程度であることがわかった。さらに、フィ

ンランドでは市単位に児童の措置機能を持った「児童福祉事務所」が設置されている。

　したがって、日本も市町村の児童福祉対応をさらに充実させ、児童相談所設置市を増やす必要があ

ることが分かった。またNPO等との連携可能性も視野に入れる必要があると考えられる。

　今後は法制度比較や数量面での実態比較にとどまらず、質的な側面からも日本とフィンランドの比

較研究を進めていきたい。また、2019年度中に学んだ国際比較研究の方法を応用し、他の国の児童保

護法制度や実態との比較研究にも取り組んでいきたい。

6 　謝辞

　まずは、 1 年間、貴重な時間を割いて英語コミュニケーション力も十分とは言えない筆者を忍耐強

く指導してくださったタンペレ大学社会科学部タルヤ・ポソ先生、そしてヨハンナ・コルピネン先生、

ロシ・エンロース先生、エイヤ・パービライネン先生に感謝の意を表したい。

　また、タンペレ大学セルフアクセスセンターのダルヤ・クレメンティエバ先生、ディアンフイ・フー

先生には、研究に関する英語面のサポートで継続的にお世話になった。

　タンペレ大学日本人客員研究員として知り合った杉本卓先生、神﨑光子先生、淡路佳昌先生からは、

初めての長期海外生活に戸惑う筆者に様々な助言を与えていただいた。

　タンペレ大学の日本人大学院生である工藤沙季さん、津田桃子さん、山本みゆ紀さんには、タンペ

レ大学で研究を進めるにあたっての助言や日本人としてフィンランドで生活する実感などを教えてい

ただいた。

　タンペレ大学に隣接するムーミン美術館館員の常世田美喜子先生には、渡航直後にお声かけいただ

き、フィンランドでの生活をスタートさせるうえでの様々な助言をいただくことができた。

　タンペレ大学社会科学部にて客員研究員を経験された大阪商業大学の佐々木尚之先生、タンペレ大

学大学院にて博士号を取得された新名正弥先生には、渡航前から渡航中に至るまで様々な助言をいた
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だくことができた。特に、新名正弥先生はタルヤ・ポソ先生の同窓生でもあったとのことで、新名先

生との関係はタンペレ大学の先生がたにポジティブな影響を与えてくれた。

　東洋大学国際学部国際地域学科の藪長千乃先生からは研究面での助言のみならず、様々なご配慮を

いただくことができた。

　タンペレ市在住でフィンランドにおける子育て経験を著作として出版しておられる藤井ニエメラみ

どり先生、ペトリ・ニエメラ先生には渡航前、渡航後に相談に乗っていただくことができた。

　徳永祥子先生（立命館大学衣笠総合研究機構）、マット・フラー先生（東洋大学イングリッシュ・

サポート・サービス）は、英語で研究を進めるうえでの伴走者として、英語力が不十分な筆者をサポー

トし続けてくれた。

　最後に 1 年間の海外特別研究期間を認め、温かく送り出してくださった東洋大学ライフデザイン学

部の先生がた、そして何よりも子ども支援学専攻の先生がたに記して感謝を表したい。

　筆者の人生の中でかけがえのない学びができた貴重な 1 年となりました。
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Abstract
　Finland is known as one of the Nordic welfare states and has been attracting attention in Japan 
over the recent years for its well-developed community childcare support systems. As a visiting 
researcher to the University of Tampere in Finland, I conducted a comparative study of the child 
protection systems in Japan and Finland under the supervision of Professor Tarja Pösö, who is 
known for her international comparative studies of child protection systems.
　During the overseas research period, I was able to receive thorough individual guidance from 
Professor Tarja Pösö and conducted interviews with child welfare facilities including, Neuvola, and 
foster parents and foster children who had been adopted. Furthermore, I had the opportunity to 
present my research in English and Japanese and participated in various research meetings.
　The main findings of my research were as follows； first of all, compared with the Finnish 
legislation, the Japanese child protection legislation is unclear in many respects regarding the 
positions and responsibilities of those who provide support and those who receive support.
　In particular, the status of children and the guarantee of their rights needs to be improved in 
Japan. In addition, Japan's legal system must clearly stipulate the time frame required for 
providing child support.
　In terms of the number of children in relation to the population, Finland has 2.5 times more child 
abuse case reports, 1.5 times more children in temporary protection, and 14 times more children in 
out-of-home placements than that of Japan. 
　This is thought to be the result of an enhanced early detection system and an early response to 
children in need of protection through community childcare support measures such as Neuvola； 
rather than more child abuse cases in Finland compared to Japan.
　Qualitative research to clarify this point is an issue that will be researched in the future
　Comparing Helsinki city, the capital city of Finland, where the total population and the child 
population are almost equal to Shizuoka city, an ordinance-designated city in Japan, it was found 
that the number of Shizuoka city’s child welfare social workers is only 22.4％ of Helsinki city’s.
　Furthermore, in Finland, Child Welfare Offices at the city level have the authority to implement 
out-of-home placements for children.
　In Japan, it is necessary to further improve the child welfare services provided by municipalities 
and to increase the number of cities with Child Guidance Centers （Child Welfare Offices）, in 
addition, it is also necessary to consider the possibility of cooperating with NPOs.
　In the future, I would like to promote comparative research between Japan and Finland, not 
only in terms of the comparison of both legal systems and quantitative studies of child welfare 
conditions, but also in terms of the qualitative aspects.

Keywords：  child protection system, child abuse measures, Japan, Finland, international 
comparative study
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