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リスク管理の第一歩 

 

今夏は日本列島を記録的な猛暑と 50 年に一度、いや 100 年に一度の猛烈な豪雨や立て 

続けの台風と異常気象でした。さらに北海道を襲った地震、想定外にも想定しなくてはなら 

ない危機管理体制を求められているようです。翻って、子どもたちの安心と安全を確実に守 

ることは、私たち施設職員に課せられたミッションの中では最重要課題といえます。私たち 

の施設では月一回職員会議をします。報告事項、協議事項、確認事項、連絡事項と進めてい 

く中で、必ず前月からの一ヶ月の間にあった子どもたちのこと、施設内外で気づいたヒヤリ 

ハット・キラリグッドを報告してもらっています。「○○ちゃん、椅子の座り方が悪く落ち 

てしまい、頭を床にぶつけて泣いていました。」「○○さんが朝帰りをしています。」「〇〇さ 

んが、ヘアアイロンで軽いやけどをしました。」など、どのブロックからもひやりとしたこ 

と、はっとしたこと等が報告されます。同時に子どもたちの頑張りや心温まるキラリグッド 

の報告もあります。「〇○さんの中間の成績が学年全体で〇番でした。」「○○さんと○○君 

が自販機の前で戸惑っていたお年寄りに一緒に手伝ってあげてお釣りのお金をもらってき 

ていました。」「普段手伝いなんかしてくれない○○君が手伝ってくれました。」など、全職 

員からの拍手をしてもらっています。ハインリッヒの法則１：２９：３００、この３００の 

ヒヤリハットに日頃から対応を怠らないことが、リスク管理の最大の予防策になると考えて 

います。シアトルマリナーズのイチローのことばにこんなことばがあります。『何か特別な 

ことをするために特別な準備をするのではない。毎日の取り組むべきことをあたりまえに取 

り組んでいることこそ、特別なことが成し遂げられるのだ。』 これを私たちの仕事のリス 

ク管理に置き換えれば、まさに起こってはいけない重大事故に備えて何か特別な取り組みを 

考え実行するのではなく、普段経験する３００のヒヤリハットに対して、情報の共有と適切 

な対応を手を抜かずに、当たり前にやっていることこそ重大な事故を予防するのに最大の効 

果を発揮するのだといえるのでしょう。そういえば、先日ニュースで土木学会の試算では、 

南海トラフ巨大地震が起こった場合、20 年間で１４１０兆円の被害が出、日本は世界の最 

貧国になるだろうと伝えていました。今後 30 年間の間にこの地震が起きる確率は、７０ 

～８０％であることを思うと暗澹たる思いになります。ならば今できることは何か、どこ 

まで自分事としてそのリスクに対して準備をするかは、私たち一人ひとりに突き付けられて 

います。リスク管理の第一歩は、常に備えること、何か特別な準備をするというのではなく、 

コツコツと他人の命を預かるものとして、できる小さなことを当たり前に積み上げていくこ 

となのだと肝に命じたいと思います。9 月防災の月にちなんで。 

 

埼玉育児院 院長 柴山英士 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 今年も、埼玉育児院創立記念お楽しみ会を開催します。 

昨年は、台風直撃の中、たくさんの方々にご来場・お手

伝いいただき、感謝は尽きませんが、一生懸命準備してき

た子どもたち職員は『今年こそは!!』とリベンジに燃えて

います。 

 

いつもお世話になっている皆様に感謝の気持ちが少し

でも伝わるよう、今年も一生懸命準備中です!! 

日時： 平成 30 年 10 月 28 日(日) 

         11:30 スタート 雨天決行 

場所： 埼玉育児院 

内容： ＊お食事  

フランクフルト・焼きそば・焼き鳥・ジュース・キャラメル

ポップコーン・お菓子クジ など 

＊ゲーム  ＊抽選会 

＊ステージゲスト       など 盛りだくさん 

             予告なく内容を変更する場合があります。 

☆お願い☆・駐車場はありません。徒歩または自転車でお越しください。 

     ・模擬店の食べ物は、衛生上の問題で持ち帰りできませんので、

ご了承ください。 



 

 

 

 

 

第 10 回チャリティーコンサートは無事終了いたしました。 

 7 月 29 日当日は、直前に大きな台風が接近し、開催自体も危ぶまれ、また川越百万灯 

夏祭りの開催とも重なり、お帰りの道のりが長くなってしまった方もいらっしゃるかと思 

います。 

 そんな中、多くの方にご来場いただけたこと、心より感謝申し上げます。また、今年も 

ご尽力いただいた方々にも、重ね重ね感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

今年のチケットは 500 枚以上の売り上げがあり、当日のご寄付も例年

以上にいただきました。 

 このチャリティーコンサートの収益は、子どもたちの大学や専門学校等

への進学のために大切に使用いたします。たくさんのご支援ありがとうご

ざいました。 

調理部 

今年の夏は暑い!!冷蔵庫

も悲鳴をあげて、ついには

ファンが回らない!!故障

だ。中のアイスは溶けはじ

め、乳酸菌飲料は大丈夫?

心配のあまり院長に毒見?!

してもらい、ＯＫというこ

とで一安心無駄なく飲むこ

とができたとさ。 松岡 

Ｃブロック コスモス弐・さくら 

終戦記念日に埼玉県平和記念館

へ。私自身、戦争に興味があり、

子どもたちと一緒に学びたいなと

思い計画しました。戦争自体を知

らない子もいましたが、それぞれ

に何気ない日々の大切さを感じら

れたと思います。また来年もいっ

しょに行きたいです。   中野 

松本ホーム 

中高生が多い松本ホー

ムは、目的地のドラえも

んミュージアムだけを決

めて、現地集合にしまし

た。当日は、思い思いの

道のりで集まり、ＪＲや

私鉄を駆使しました。時

間より早かったり、遅く

なったり、いい経験にな

りました。    望月 

事務棟 

ご寄付で頂いたクワガタ・カブ

ト虫を事務棟で飼育中です。 

人生初!でもまだ触れません。

ひっくり返ってしまったら、お隣

の職員に戻してもらいます。勤務

2 日お休みに入ると心配で、御向

かいの職員にお世話してもらいま

す。近隣の力を借り、すくすく育

っています。かわいいヒラタクワ

ガタ・平田さんです。   松浦 

原田ホーム 

中２(絵が好き)、小６(六本木

が見たい)のメンズとルーブル

美術館展に行きました。職員と

は途中の駅で合流、そこまでは

2 人で来ました。ヒルズ＆テレ

ビ・ラジオ局に驚き、お洒落な

レストランで緊張のランチ、ゴ

ージャスな展示にワクワク。楽

しみました。 

           関本 

夏のできごと 2018 
Ｂブロックつばき・はなみずき 

平成最後の夏、綺麗な海で楽

しい思い出を作りたくて福井県

に行きました。透き通る海に魚

たちがたくさんいて、子どもた

ちも大喜びでした。海上アスレ

チックの体験をしたり船に乗っ

たりと、貴重な体験をすること

ができました。     高島 



 

次回も お楽しみに☆ 



 

   埼玉育児院には、地域小規模児童養護施設と言われるグループホームが 2 カ所あります。 

  埼玉育児院のグループホームの様子をお伝えします。 

 

 

 

 

 

～グループホームの良い所～ 

今回は、本園とグループホームの両方で働いたことのある職員にアンケートを取り、違いや特徴、い

い所、楽しい所などを紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 児童養護施設運営指針より 

子どもの生活の場をできるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの

育みを丁寧にきめ細かく進めていく「個別化」が必要である。 

できる限り小規模で家庭的な養育環境(小規模グループケア・グループホーム)の形態に変えていくことが

必要である。 

私が一番楽しいことは調理です。本園の調理師さ

ん、栄養士さんの大変さがよくわかります。本園で

はメニューが決められていて、できあがった食事を

頂くことがほとんど当たり前の生活をしてきまし

た。グループホームに入って調理の仕方を１から勉

強するようになり、私にとってはとても素敵な経験

をさせてもらってます。 

また、グループホームの児童数が 6 人なのがとて

もいい人数だと思います。本園の 8 人も６人になっ

ていけたらと思います。 

職員の勤務については早番、遅番になっているの

で体調がいいです。 

本園は食堂さんが作

るご飯がとても美味し

いです。グループホーム

はその日に応じて子ど

もと食事メニューを決

められます。子どもの人

数が少ないのでのんび

りと関わることが出来

ます。また近所の方や子

ども同士の友人との関

わりも沢山あります。 

＜地域小規模児童養護施設＞この言葉が、グ

ループホーム松本にも原田ホームにも正式

名称として先頭に付きます。字のごとく地域

での規模の小さい児童養護施設です。この

「地域での」という部分が大きな違いであ

り、子どもたちにとてもいい経験をさせてく

れています。ご近所の方がラジオ体操に付き

添ってくださったり、家庭菜園のおすそわけ

をくださったり、時には子どもたちの安全基

地と応援者になってくださっています。 

～エピソード～ 

子どもが大人とケンカにな

りプイッとお家を飛び出して

しまった時、必ず行く裏のお家

があります。 

グループホームでは常に大

人が１人で生活を見るので、大

人も少し時間と距離が必要だ

ったりします。そんな時は甘え

させてもらい、お互い落ち着い

た頃、お迎えに行っていまし

た。そんな時、ふと自分の子ど

も時代を思い出します。「おば

ちゃん、怒られた～」と逃げ込

んでいたなと。 

グループホームはのんびりして

います。買い出しと食事作りは大

変ですが、それ以外は自分たちの

ペースであまり時間に縛られるこ

となく過ごしています。土日に思

いつきでお弁当を作ってみんなで

公園に遊びに行ったこともありま

す。 

本園の強みは何と言っても、い

つも隣に仲間の職員がいるという

ところです。ちょっと話したい時

にいつでも誰かいるのは心強いで

す。 



 

子育て支援事業【ひまわりルーム】 
埼玉育児院では川越市から委託を受け、ショートステイ事業･トワイライトステイ事業を運営

しています。 

※ショートステイ：家庭で児童の養育が一時的に困難になった時,施設で宿泊を伴う養育,保護を

行ないます。 

※トワイライトステイ：17 時～21 時 30 分まで夜間の時間、お子さんをお預かりします。 

※開所日は月～金曜日です。土、日、祝日は行なっていません。 

 

 

ひまわりルーム職員からの一言 

7 月 30 日にひまわりルームに新しい仲間が加わったので皆様にご紹介します！！！ 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＯＮＤＡのフリードです！！！ 

これまでは、軽自動車での送迎がメインだったため、利用人数が多い時には２回

に分けて送迎を行わなければいけない時もありました。フリードがひまわりルーム

に来てからは、定員いっぱいになってもフリード１台で十分に送迎ができます。子

どもたちからも「ワー。車が広くなった！」と評価も上々で、ドライバーの方から

も運転しやすくなったと高評価です。これからも、子どもたちの安全安心を第一と

した快適な送迎となるように、フリードが大活躍してくれることと思います。そし

て、今まで子どもたちを安全に送り届けてくれていた、初代軽自動車にも心から感

謝を伝えたいです。 



新聞から VOL10 
児童福祉や社会的養護、子どもの養育に関す

る新聞記事に対し、埼玉育児院の状況や課題な

どをお伝えします。 

 

今回は、 

6 月に報道された、目黒女児虐待死事件につ

いて、1 つの新聞記事だけでなく、その後各所

から出された声明や有識者らの見解をご紹介

するとともに、児童福祉の現場・私たちの声を

お伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童養護施設の埼玉育児院も、意見をまとめ

てみました。 

児相については、やはり許容の範囲を越えた

相談件数がある状態は早急に改善が必要だと

いことに我々も同感です。また、土日の定休に

ももどかしさを感じます。土日・夜間は民間団

体と協力・連携できると安心です。 

 

また、児相が組織としてチームとして機能す

るかが、その地区の担当児相福祉司(ケースワー

カー)の力量にかかっていることも問題だと感

じます。ケースワーカーの「専門性」だけでな

く組織力・チーム力の強化も必要に感じます。 

 

 

日本弁護士連合会・全国知事会・日本社会福

祉士会、日本医療社会福祉協会、日本精神保

健福祉士、日本ソーシャルワーカー協会、日本

ソーシャルワーク教育学校連盟などは、それぞ

れ児童相談所(以下児相)間の連携・児相職員

の増員や医療・心理・弁護士等の専門職を置く

ことなど配置基準の見直し・児童福祉司の任用

資格などへの提言や声明を出しました。 

そして、政府は緊急総合対策を決定し、児相

への通告48時間以内に子どもの安否確認を徹

底すること、2022 年度までに児童福祉司を

2000 人増員、児童心理士や保健師などの専

門家を配置することを決めました。 

一方、ある有識者の見解は以下のような内容

です。 

児相については、素人でもトップに立てる、３

～5 年で異動になる今の行政の人事評価にメス

を入れない限り児相の専門性が上がらない。 

今後は児相が民間との連携も含め、継続的

に支援する仕組みをつくる必要がある。学校・保

育所・社会福祉法人など様々な人々が協働し、

地域で包括的に支える仕組み。社会福祉法人

が持つ経験や実績、技術、などのソフト機能を

活用してもらいたい。 



日 誌
 
7 月 
1 日：採用見学説明会 /雀幸園 40 周年行事 
２日：埼児協人材確保委員会(院長) 
3 日：埼児協総務委員会(院長) 
4 日：部署別/運営会議/院長基幹会議 
5 日：関東ブロック職員研修～6(院長・吉原) 
6 日：霞小一人一役 
7 日：霞中全校保護者会 
8 日：生活の聞き取り調査 
10 日：委員会/部署別/お楽しみ会実行委員会/院長

基幹会議/退所児童 AC 関連事業連絡会議 
11 日：チャリティーコンサート合同会議/施設長・

職員虐待防止研修会(院長・二本・関本・鈴
木・新田)/施設長会 

12 日：埼児研(川鍋)  
14 日：社会福祉士実習指導者講習会～15(新田) 
15 日：スケート教室/大町納涼祭 
16 日：原田 H 実習生～27 
17 日：部署別・職員会議/新任職員研修/院長基幹

会議 
18 日：事例検討会/部署別/勤務表係/給食会議/G

主任会議/院長基幹会議 
20 日：終業式/山伝代議員会/里親支援者情報交換

会(粟津) 
22 日：山伝夏の一斉清掃（院長）/地区ソフトボー

ル大会（戸川） 
23 日：コンパスナビ主催よしもとお笑いコミュニ

ケーション講座 
27 日：地区懇談会/自閉症支援トレーニン 2018in

埼玉（小松・山口） 
28 日：川越百万灯まつり～29/山伝納涼祭→雨天

中止 
29 日：後援会主催チャリティーコンサート 

８月 

1 日：B レク海水浴～3/Ａレク海水浴～2 

2 日：埼児協総務委員会(院長) 

3 日：Ｄブロック実習生～16/A ブロック実習生～15 

4 日：採用選考日/里親登録前研修～5 

５日：山伝集団回収（院長）/山伝自主防災会（戸川） 

6 日：子供の町一時保護見学(院長・廣野・新田) 

/みらいの森キャンプご招待～10 

7 日：埼児協人材確保委員会（院長） 

8 日：ＧＨ松本レクドラえもんミュージアム 

12 日：スケート教室 

13 日：壱の家プールレク/Ｃブロック BBQ レク/調

理部休み(昼～17 朝迄) 

14 日：栄養士・基幹昼食作り～15 

16 日：Ｄブロック BBQ レク 

18 日：りんごの家プールレク 

19 日：自治会防災訓練/NHK おかあさんといっしょ

スペシャルステージご招待 

22 日：霞中との連絡・見学会  

23 日：親善ソフトボール大会 

25 日：小江戸川越花火大会安比奈運動公園 

26 日：第 2 回採用見学説明会 

31 日：パイオニアサマーランドご招待 

9 月 

3 日：霞小・中始業式/消防用設備等点検 

4 日：給食開始/霞小引き渡し訓練 

5 日：の幼始業式 

6 日：部署別会議/運営会議/霞小との連絡会 

8 日：積和創心の会ファミリーボールご招待/みらいの

森ラフティングご招待 

9 日：スケート教室 

11 日：児童養護施設職員指導者研修～14(望月)/川越

児相管内里親連絡会(粟津) 

12 日：部署別会議/職員会議/チャリティーコンサー

ト反省会 

13 日：埼児研(川鍋)/埼児協人材確保委員会（院長）/

里親支援専門相談員連絡会(粟津)  

15 日：名細中体育祭/埼児協採用個別相談会(院長･松

浦)  

16 日：積和創心の会フットサルご招待 

19 日：委員会･部署別/給食会議･Ｇ主任会/勤務表係 

20 日；職員派遣事前オリ(松浦・小池)/フォスタリン

グ機関を学ぶ基礎講座～21(粟津) 

21 日：育成会（高島） 

22 日：名細小ふれあい祭り/理事会 

26 日：事例検討会・部署別/スマホ検討会 

30 日：第三回採用説明会  

 

 
いつもありがとうございます。 6/1～8/31 

 

《寄付者》真殿伸哉、増岡法子、高星清、まいまいの会、くらずみとみお、毎日新聞社、オータ川島店、オータ狭山パチンコ館 

     パールショップともえ川越店、宍戸綾実、新崎、山本、 

     NPO 法人川越子育てネットワーク本田倫江、元山クリニック元山猛、石井政恵、匿名 

     (株)J’s Factory、倉野謙二、倉片清、 

《学習ボランティア》石塚定次、萩原大貴（本園）、唐津明夫(GH 松本)   《ピアノボランティア》小名木千穂(GH 松本) 

《スケート教室》森田夫妻、大竹拓己   《日中保育ボランティア》長内利克、山崎博子、後藤純一・和美 

《生活ボランティア》飯田航 《育児院だより発送等》埼玉育児院サポートクラブ           （敬称略・順不同） 

 

編集後記 

 「暑い」「暑い」「危険だ」「災害級の暑さだ」と言っている間に夏が終わり、育児院は草たちに覆われてしまいました。大きな 

体調不良者もなく、とりあえずはホッとしています。 気づけばすぐそこまでお楽しみ会が迫っております。除草作業も大切な 

お楽しみ会の準備です。日々の生活に追われながら、職員一丸となって除草します。間に合うかな…。 


