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制度の理解と活用で自立を後押し
日本の四季が、いつのまにやら二季となってしまったような感覚にとらわれる近頃の陽
気です。歳時記を紐解けば日本の美しい 5 月の季語がたくさん見れますが、なかでも「新
緑」「青葉」「若葉」「薫風」「五月晴れ」「新茶」「初鰹」などまだまだ「初夏」や「梅雨」
という緩衝帯あっての夏日や真夏日のはずが、30 度を超える日がすでに記録されるという
五月です。そんな中すでに 2 カ月がたってしまいましたが、育児院ではこの春に 4 名の退
所者がおりました。18 歳を迎え、児童福祉法に定められた措置入所期間が満了し、高校生
活を終えたからです。そのうちの 2 名の女子は、ともに就職を選び、それぞれの職場へと
旅立っていきました。男子 2 名のうち一人は自宅に戻り、来年の大学受験に備えて予備校
へ通う浪人生活を選択。もう一人は、県の自立支援事業の一環で専門学校へ進学し卒業ま
での間「希望の家」に居住させていただけることで、現在専門学校通学とアルバイトに励
んでいます。この男子の住まう「希望の家」という県の事業は、児童養護施設や自立援助
ホーム、母子生活支援施設など社会的養護で育ち、18 歳を迎え高等学校を卒業してさらに
進学をする子どもたちに、一般のアパートでの生活を始める様々なハンデに対して、学校
を終了するまでの間、低家賃と何か困った時に相談できる見守り体制を組み合わせ、県が
埼玉県社会福祉士会に委託した自立支援事業なのです。現在 2 か所計 7 名の子どもたちが
利用しています。さらに、県では社会的養護を巣立つ子どもたちに、埼玉県社会福祉協議
会が実施主体となって児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業を始めました。
三つの貸し付けがあり、生活費貸付、家賃貸付、資格取得貸付です。これらは、貸付後一
定条件を満たせば、貸し付け金が返還免除になるという画期的なものです。また、国は平
成 30 年から（例外として前倒しの形で平成 29 年度退所する子どもたちに対しても）日本
学生支援機構に、給付型の奨学金が新設されます。さらにさらに児童福祉法の対象は 18 歳
までですが、改正児童福祉法では自立援助ホームや児童養護施設入所児童の支援対象年齢
を 22 歳まで拡大することとしています。入所者の支援の必要性に応じた柔軟な運用が検討
されています。国も社会も社会的養護を必要とする子どもたちに、自立のための支援に手
を差し伸べつつある現状は、社会的養護に直接的関わるものとしては大いに勇気づけられ
ますし、さらなる支援策の拡大を子どもたちのために実現させていこうと思います。ただ、
いくら支援策が講じられても、大切なのは子どもたちと毎日関わり合い、様々な情報のや
り取りをする職員が国の動向や制度についてしっかりと勉強し、子どもたちの自立に関す
る必要な手立てを制度の活用を通して提供できるかにかかっています。それはとりもなお
さず、施設長がしっかりアンテナを張っているかとの裏返しではありますが。がんばらね
ば。
埼玉育児院

院長

柴山英士

第 9 回埼玉育児院 チャリティーコンサート
心をいやす名曲の調べ
第 9 回埼玉育児院チャリティーコンサートが開催される運びとなりました。
初夏の午後のひと時に、素敵なクラシック鑑賞はいかがでしょうか♪
日時：平成 29 年 7 月 1 日（土）

14：00～16：00（開場 13：15）

会場：川越市市民会館やまぶき会館ホール

電話 049-222-4678

入場料：2000 円
主催：児童養護施設

埼玉育児院後援会

後援：川越市・川越市教育委員会・川越市社会福祉協議会
[お問い合わせ]

埼玉育児院

電話：049-231-2107

出演者

メール：info@ikujiin.net

プロフィール

「里親さんになりたい
人」と「里親制度を知っ
ている人」を増やしたい!!

里親制度に関心のある方ならどなたでもご参加可能です。
日時：平成 29 年７月 29 日(土)
内容：①“里親”ってなぁに？

13:30～15:30
②里親さんの体験談

お申込み・問い合わせ：埼玉育児院
共催：児童養護施設

場所：児童養護施設

電話 049-231-2107

粟津

埼玉育児院・あいの実(日高市)・神愛ホーム(毛呂山町)

埼玉育児院

前・新 理事長のご挨拶
お世話になりました。
施設長 9 年、理事長 2 年、合計 11 年育児院でお世話になりました。
多くの方に支えられ何とかやって来られました。感謝でいっぱいです。
特にこれといった取柄もない私が決して短くない時間を育児院で過ごすことができたのは、ひとえに
育児院の子どもたち、職員の皆さん、後援会の皆さん、地域の皆さん、役員の皆さんのお支えのおかげ
です。
子どもたちは、抱えきれないほどの様々な困難を背負って育児院にやってきます。困難と向き合いな
がら暮らすには身近な職員の支えが必要です。子どもたちがいつも「感じている存在」でいてください。
「私はここにいるよ」とあらゆる伝達手段を使って常に発信してください。施設の文化になるまで発信
し続けてください。
育児院の特色は何と言っても「手作り感」です。特に、クリスマス会、お楽しみ会、激励会、チャリ
ティコンサートに顕著に出ています。この伝統は育児院の宝です。伝統は施設だけが作り上げるのでは
なく、地域全体の見守りの中で作り上がるものです。地域の皆さん、これまで以上に応援よろしくお願
いいたします。「文化と伝統」がよりよく育つよう心からお祈りいたします。ありがとうございました。
國分光雄
6 月 10 日 今までの感謝の気持ちを込め、
「國分さんを囲む会」を行いました。
元児童・元職員・現職員とその家族、総勢 50
人程が集まる盛大なパーティーになりました。

國分前理事長の退任を受けこの４月より理事長の大任を受けることになりました関本賢と申します。
私が、埼玉育児院と関わりを持つことになったのは國分前理事長が埼玉育児院院長に就任した時期とほ
ぼ同時期ですので、かれこれ 12 年になります。この間には児童虐待、子どもの貧困、貧困の連鎖とい
う言葉が大きなキーワードになり児童養護施設の担う役割もクローズアップされてきました。私たちは
ここで暮らす子どもたちの安心、安全を第一に全職員一丸となって子どもたちの生活を守ってゆきたい
と願っております。そして、卒院する子どもたちが卒院後も自立した生活ができるようにサポートして
ゆきたいとも思っています。
来年の１０月には児童養護施設とは別に母子生活支援施設を開設する予定ですが、こちらも児童福祉
法に基づく児童福祉施設です。母子施設を開設することによって、母子分離せずに母子を支援してゆく
という選択肢も可能になればと思います。
私自身はなはだ未熟ですが、できる限りの努力をしてゆく所存ですので皆様のご協力も併せてお願い
申し上げます。
関本賢

新任職員紹介
～こすもす弐・さくら～
Ｃブロックへ配属になりました、中野みなみ(なかの

みなみ)です！

食べることが大好きです！食べ物の中では 1 番ラーメンが好きで、
川越にあるラーメン屋さんのことなら何でも聞いてください☆
みなさんとたくさんお話ししたいと思っているので、気軽に話しか
けてくれると嬉しいです♪宜しくお願いします！

～こすもす壱・りんご～
はじめまして！今年度から皆さんと一緒に生活をさせていただ
く、増元伸悟(ますもと

しんご)です！増元のもとは『本』では

なく『元』です。
すごく重要です。覚えてもらえると、嬉しいです。
音楽を聞くことと体を動かすことが好きです。
もし見かけたら声をかけてください！宜しくお願いします！

～原田ホーム～
1 年間お休みを頂きまして、この度原田ホームへ配属となりました。
牧

伊知子(まき

いちこ)と申します！長野県出身で、『長野県』のも

のには無条件に反応する程、地元が大好きです！ちなみに有名な物は、
りんご・おやき・野沢菜・善光寺があります。料理初心者なのでいろん
な料理にチャレンジし、スマイルを忘れずに楽しくやっていきたいで
す。改めまして、どうぞ宜しくお願いします☆

みなさん、宜しくお願いします！

児童養護施設の食事、埼玉育児院の食育
昨年度に実施した第三者評価の結果を受け、食の大切さを痛感し、今年度は特に力を入
れていこうと日々努力をしています。
食育基本法の前文には「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けて
いくためには、何よりも「食」が重要である」こと。とりわけ「子どもたちに対する食育
は心身の成長及び人格の形成に大きく影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培
い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである」とあります。
児童養護施設における食事は入所している子ども達の健全な発育、発達及び健康の維持、
増進の基盤であると共に生活習慣及び望ましい食習慣の形成を図るなどその役割は極めて
大きいです。児童養護施設は子どもが成長し、生きていく場であることから、子どもに関
わるすべての人が子どもの心を作るという共通認識の下、子どもを支援していくことがと
ても大切です。
子どもを支援する気持ちが薄く、単に食事の提供や栄養管理に取り組むことは、本当の
意味での子どもの支援につながるものではありません。食生活は子どもの心と関係が深い
事から子どもの心の表れという観点を持ち、食生活を捉えていくことが必要です。
心を作るという共通認識を持ち、子どもの食事に対する目標を考えていくことが必要だ
と考えています。「食」が子どもの心を育てるという観点から考えると、「食」に関する項
目についても自立支援計画書に位置付け、全職員が参画することが必要であると考えます。
そのため、今年度より一人一人の自立支援計画書に食育の項目を設けました。また、今年
度より食育委員会を立ち上げました！埼玉育児院の食育の様々な取り組みに力を入れてい
こうと思います。

萬

☆埼玉育児院の食堂の掲示板
※第三者評価とは？
児童養護施設最低基準の改正（平成 23 年 9 月 1 日公布、平成 24 年 4 月 1 日施行）の
中で第三者評価が義務化されました。第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業
者に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上
に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。
埼玉育児院は平成 28 年度９月から３ヶ月にわたり、第三者評価を受審しました。
その詳しい結果は、インターネットで公表されており、育児院のホームページからも検索
できます。
埼玉育児院

検索

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：17 時～21 時 30 分まで「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
新年度となったこともあり、今年度ひまわりルームを担当する職員から一言メッセージ
をいただきました。ひまわりルームを利用する子どもたちが、少しでも楽しい時間を過ご
してもらえるよう、担当職員一同日々模索しながらも、子どもたちと過ごす時間を大切に
しています。
一人の時もありますが、三人以上

年齢に合った保育内容で、ぬり絵、工作、パ

になると、みんなで家族のように

ズル、レゴ等、一人でも多数でも楽しく過ご

楽しく夕方の時間が過ごせていま

せる環境を提供できるよう意識しています。

す。

みんな遊びに来てね。待ってます！

池本

遠藤

今年度より、ひまわり担当職員になり
ました、中田です。池本さん、遠藤さ
んに比べるとまだまだ未熟者ですが、
大先輩の後ろ姿を見ながら、子どもた
ちの「やってみたい。」という気持ちを
大事に、一緒に楽しい時間を過ごせた

ひまわり（ショート・トワイライト事業）
の送迎を担当しています。ドライバーの飯
田です。常に安全運転で思いやりのある運
転を心掛けています。よろしくお願いいた
します。

飯田

らと思っています。何卒、よろしくお
願いいたします。

中田

今年度は、これまでもひまわりルームを担当していた伊藤含め、池本、遠藤、飯田、中
田の 5 名の職員でひまわりルーム（ショート・トワイライト事業）を運営します。今後と
もこれまで同様にご支援ご協力をお願い申し上げます。また、ご興味がありましたら、是
非一度見学におこし下さい。

新聞から

Vol.５

昨年度から引き続き、育児院だよりの連載企画。
児童福祉や社会的養護に関する新聞記事に対
し、育児院の状況や課題などをお伝えします。

などがあります。
子どもの反応も様々です。
2 分の 1 成人式が近づくと学校に行き渋り欠席が増え
た子、提出が遅れていると先生からの連絡があり職員

今回は、

朝日新聞

が促しやっつけのように書いて終わらせた子、保護さ

平成 29 年５月 18 日

『2 分の１成人式
/将来の夢発表』

学校に浸透

掲載の記事。 れる前の実親への感謝を綴る子、一緒に生活する職員

親への感謝の手紙

家庭事情ある子へ配慮課題

内容：10 歳になったことを祝う「2 分の１成人式」
が学校の行事として定着しつつあります。親への「感
謝の言葉」の発表などが「感動する」と評価されて
いるようです。一方で、場合によっては子どもにと
ってつらい体験になることもあり、配慮を求める声
も出ています。
…小学 4 年生が対象…徐々に実施校が広まるにつれ
て「感謝」や「感動」の演出が強くなっていき、…
保護者の評価は高い。
≪2 分の１成人式の主なイベント≫
・親への感謝の手紙を読み上げる ・将来の夢や 10
歳の決意の発表

・親から子にメッセージを贈る

・子どもたちの合唱

・2 分の 1 成人証書の授与

こうした行事を苦にする子どももいる。(子どもに
無関心な継父と暮らすある子は)…親への感謝の作
文を書くように言われ、
「ウソをつくのは嫌だ」と感
じた。それでも周囲の目を気にして自分を押し殺し
て書いたが、読んだ担任は「感謝の気持ちがない。」
2 度書き直しを指導された。親からの文章…は書い
てもらえず、祖父に頼んだ。…複雑な家庭の子に配
慮しようとする教員もいるが、一度始めた行事を変
えるのは大変なようだ。

への感謝を綴る子など。
中には、この行事に合わせ、出身の乳児院を訪問し、
生い立ちを振り返る良い機会として取り組んだ子も
います。
過去を振り返りたくない、受け入れ難い子が多く生
活する施設としては、とても難しい行事ではあります。
実際、育児院の子どもが通う小学校は、施設で生活
する子どもの事情をよく理解され、とても柔軟に対応
して下さっていると感じております。職員も入学と同
時に配慮いただけるよう事前に相談しています。
昨年この 2 分の１成人式を含めた『生い立ちを扱う
授業』について、埼玉里母の会さんよりアンケートへ
の協力依頼を受けました。その結果が先日里親会の情
報誌に掲載されておりました。

施設と同じように

様々な事情を抱えて里親さんと生活している子は県
内に 250 人以上います。
子どもが通うその小学校と何十年もの付き合いが
あり、常に数十人が在籍している施設と小学校という
ような関係であれば、上記のようなご理解と柔軟な対
応もお願いしやすいですが、地域の中で点々と生活す
るそれぞれの里親さんが、一家庭としてこの行事に向
き合うには、悩みやご苦労も多く、荷が重すぎるよう
に感じました。

「家庭に事情がある子」が生活している児童養護施
設の立場として、この 2 分の 1 成人式に対する、世

時代の流れと共に、家族の在り方、子育ての在り方

間の皆様のお気持ちが気になっており、今回新聞に取

が多様化しています。社会的養護も大きな施設ではな

り上げられ、とても興味深く読まさせていただきまし

く、地域の中の小集団(地域小規模型児童養護施設)、

た。

もしくは里親委託の推進を計っています。

育児院の子どもが通う小学校でも、4 年生になると

教科書通りの「ふつうの家庭」ではない家庭が増え

2 分の 1 成人式があります。2 年生の時も自分の小さ

ています。いろいろな形の家庭、家族、生活が、学校

い頃のアルバム作成や手紙のやりとり、最近では親や

教育現場だけでなく社会全体で、当たり前のように共

小さい頃を知る大人の人にインタビューをする宿題

存し、尊重し合える社会になるとイイですね。

日

誌

4月
1 日：辞令式
3 日：B 花見レク
4 日：C 花見レク
5 日：経営者会議/GH 合同花見
6 日：霞小新 6 年準備登校
9 日：ひばり幼稚園入園式/日中保育
10 日：霞ヶ関中・霞ヶ関小/県立高校入学式
サポートクラブ総会/後援会役員会
12 日：部署別・アセスメント会議
施設長会総務委員会（院長）
13 日：ひばり幼稚園始業式/埼児研（望月・戸川）
14 日：埼児協人材確保対策委員会（院長）
15 日：里親認定前研修
みらいの森招待
19 日：子どもの暮らし実績報告書受領会
20 日：部署別・職会・アセスメント会議
霞小連絡会/山伝代議員会（院長）
25 日：委員会・部署別・アセスメント会議
26 日：研修報告会・部署別・アセスメント会議
施設長会（院長）
５月
1 日：のぞみ幼稚園遠足
6 日：育児院 BBQ
7 日：ローラーブレード
8 日：CCAP 説明会
10 日：部署別・アセスメント会議・経営者会議
県施設訪問（院長・基幹）・後援会役員会
11 日：里親 SW 連絡会（須藤）・要対協（新田）
埼児研（望月・戸川）
12 日：霞小 PTA 総会
13 日：川越 CS 野外礼拝・里親認定前研修
名細小 PTA 総会

14 日：積和フットサル招待
のぞみ幼稚園母の日礼拝
15 日：要対協（院長）
17 日：部署別・アセスメント・主任会議
19 日：山伝育成会会合（宮城）
20 日：霞ヶ関小運動会・サッカー招待
みらいの森招待・里親認定前研修
23 日：施設長会（院長）
24 日：部署別・職会・アセスメント会議
25 日：のぞみ幼稚園 BD 会
27 日：霞ヶ関中体育祭・県立支援学校体育祭・理事会
31 日：委員会・部署別・給食・処遇主任会議
6月
4 日：ローラーブレード
3 日：狭山市民生委員見学
チャリティーコンサート打ち合わせ
研修分科会・部署別・主任会議
10 日：養育里親基礎研修・國分さんを囲む会
13 日：チームリーダー研修 1 日目（廣野）
14 日：部署別・職会・養育会議
16 日：第 2 回 PTA 運営委員会
チームリーダー研修 2 日目（廣野）
17 日：グランドゴルフ講習会
おやじの会パトロール（戸川）
19 日：BCP 研修（戸川)
20 日：委員会・部署別・給食・処遇主任会議
21 日：子どもの特性にあった環境づくり研修
（萬・鈴木）
23 日：埼児研新任研修（増元・中野）
24 日：全国児童養護問題研究会全国大会（川内）
25 日：立教大学施設体験実習
26 日：子どもサポート委員会施設訪問
28 日：ケース会議・部署別
29 日：埼児研調理関係研修（斉藤）

いつもありがとうございます。・4～５月・

《寄付者》まいまいの会、セカンドハーベストジャパン、明治神宮崇敬会、オータ川島店、パンプキン
オータ狭山スロット館、浅見章、五十嵐舞、石原市平、市川滝美、井上依寧子、岡田里絵、金井静子
兼松恵子、杉田修一、高星清、長坂秋男、永田淑子、馬渡益子、遠藤千恵子、関本賢、井上輝基
株式会社 J’s Factory、エレキアゲイン実行委員会上野春夫、倉片清、託児グループさくらんぼ
ロッテリア店長高橋智志、
《学習ボランティア》石塚定次、松尾雄一（本園）、唐津輝夫、唐津明（ＧＨ松本）、山岸智也
《育児院だより発送》埼玉育児院サポートクラブ
《日中保育ボランティア》長内利克、山崎博子、桑原守弘・守恵
《遊びボランティア》齋藤香菜、池ヶ谷帆香
《スケート教室》森田夫妻、大竹拓己
（敬称略・順不同）
編集後記

今年度初めての育児院だよりです。前年度から、育児院だよりの内容をリニューアルしていこうと、広報委員が一丸となって頑
張ってきました。育児院だよりを通して、少しでも「埼玉育児院」のことを地域の皆さま、支援者の皆さまに知っていただくこと
を目標に、今年も突き進みたいと思います。 広報を考えて作成するのは、広報委員の職員ですが、読んでいただく皆さまからも
もっとこういう情報を知りたいということがあれば、ご意見・ご感想お聞かせいただければ幸いです。

