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大森施設長を悼む
少々年を取ってきたせいか、腰痛が出てきたこともあって、最近通勤はバイクか車を使用して
います。その日はいつも通り仕事を終え、車に乗り込み、運転を始めていつもは聞き流している
カーラジオの音に敏感に反応せざろう得ない情報が耳に飛び込んできました。「東京都渋谷区にあ
る児童養護施設の職員が、・・・病院に搬送されましたが亡くなりました。」私の頭の中では、渋
谷区にある児童養護施設といえばあそことあそこの施設だなと、東京に長く勤めていた私にとっ
てすぐに施設の名前が浮かびました。その時はまだ第一報で詳しいことは何一つわかりませんで
した。家に帰り、テレビでニュースを見てもはっきりとしたことはわかりません。しかし、翌日
の報道で驚愕の事実が伝えられました。亡くなられたのは施設長の大森信也さんで、私も一緒に
研究会活動をするなど面識のある方でした。気さくでありながら筋が一本通った好青年だったこと
を思い出します。全国児童養護問題研究会の東京支部で、私が長らく事務局長を担っていたころ、
私とは 20 も年が違いますので大いに遠慮があったのだと思いますが、児童養護施設の子どもたち
に対する愛情あふれる思いが、その言動から感じられる人でした。よく勉強され、次第に研究会で
の大会や研修会などに発表者や講師として立つなど、私も大いに注目しておりました。3 年前には、
施設長に抜擢され、東京の児童部会施設長会でも、今後の児童部会を背負って立つ人と目されてい
た方でした。刺した元入所していた男性は、
「施設に恨みがあった。」
「誰でもよかった。」と供述し
ているとのこと。先日お通夜が執り行われた際に、参列された知り合いの多くの方が、「こんなこ
とになるなんて。児童養護施設におけるアフターケアの在り方について、どうしていけばよいの
か。」と頭を抱え込む今回の出来事でした。児童福祉法の第四十一条 は、「・・・あわせて退所し
た者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。」と、児童養護
施設の目的に退所後のアフターケアを加えています。年々高齢児の入所が増加している現状からし
て、合わせて退所後に家庭に帰れない退所児童の動向から、ますますアフターケアの重要度は増し
ています。児童養護施設は、年々困難を増す児童の入所が増え、そのケアに全力を注ぐ必要が求め
られています。同時に、退所後の子どもたちへの支援にも手を差し伸べていかなければならない現
場の過酷な状況を思う時、大森施設長の死にどんな意味を籠められるのか戸惑ってばかりはいられ
ないと思います。新しい養育ビジョンのもと、子どもの最善の利益を求めて社会的養護を今後どの
ように発展させていけばよいのか、まさにこれからもっともっと日本の子どもたちのために働いて
ほしかった人でした。ご冥福をお祈りしますとともに残された若草寮の子どもたちと職員の皆さん
に、一日も早い平穏な日常を取り戻せますよう埼玉の地からお祈り申し上げます。

埼玉育児院

院長
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今年度はクリスマスの時期に胃腸炎、年明にインフルエンザの感染症が院内で流行
してしまいました。
毎年、クリスマスには多くの方々が子どもたちにプレゼントを渡してくださったり、
イベントを催してくださったりと、子どもたちもその時期を心待ちにしているのですが、
感染症対策として、断腸の思いで中止や内容を変更させていただきました。
大変申し訳ございませんでした。

2018 年 12 月にご寄付等を頂いた方

敬称略・順不同

いつもありがとうございます。
(株)プレナス
柄澤 則夫
日本鏡餅組合
いせはらクリニック 金井静子
真殿 伸哉
木藤 文雄
佐々木 ツヤ
神崎 博之
毎日新聞社秘書室
西村 達樹
イーリャ・ブランカ
ロッテリア川越アトレ店 高橋店長
第一生命保険労働組合
株式会社 ゴルフ・ドゥ
株式会社 三菱 UFJ 銀行
壇原 宏光
埼玉県食鳥組合
パイオニア労働組合川越支部
Oak キャピタル株式会社 竹井博康
毎日新聞東京社会事業団
中俣 一夫
鈴木 雅博
七尾 宏輝

長谷川 裕
三井住友海上埼玉西支店有志御一同
梅沢 幸子 晃
鈴木 和枝
合資会社オザ 尾崎隆文 山本修治
日本スタンゲ(株)
齋藤 明
(宗)延命寺 幡宥栄
鈴廣かまぼこ(株)
霞ヶ関カンツリー倶楽部
川越のおばあちゃん
矢作 隆
医療法人新生会霞ヶ関南病院
有限会社アイワプランニング
川越小江戸ロータリークラブ
發地 金一郎
福)川越市社会福祉協議会
吉田 辰郎
倉片 清
関本 賢
医療法人元山クリニック元山猛
全陶展 埼玉支部

なによりも、児童の健康が第一です。
次年度は、より一層気を引き締めて
まずは予防に努めてまいります。

旅立つきみへ
今年、育児院を巣立つ児童が 4 人います。小さい頃から育児院で生活してきた
児童も多く、彼女たちの旅立ちには、職員も胸を熱くしています。
それぞれのお家の職員からのメッセージです。

いよいよ育児院を退所する施設生活の中
で、楽しかった事、嬉しかった事、悲しかっ
た事、寂しかった事、辛かった事、様々な思
いがあったかと思います。様々な経験を経
て、巣⽴つ時来ました。
私自身、入職して早 14 年が経ちます。巣
⽴っていく多くの⼦どもたちを⾒てきまし
た。どの⼦も⼼配や不安を抱えながらの退
所だったと記憶しています。この先、自分
の⼒で生きていくことになります。直接的
に支えてくれる大人はすぐ近くにはもうい
ません。自分で考え、自分で判断し、自分で
動いていかねばなりません。何か⾏き詰っ
た時には施設に連絡ください。解決できる
かどうかは分かりませんが、共に考えて寄
り添うことはできます。
退所する皆様にとっては、今後は新たな
出会いの機会が増えるかと思います。
相田みつをさんの作品をお借りすると
『その時の出逢いが人生を根底から変える
ことがある よき出逢いを』とあります。
そして「出逢いそして感動、人間を動かし
人間を変えてゆくものはむずかしい理論や
理屈じゃ〜ないんだなあ。感動が人間を動
かし出逢いが人間を変えてゆくんだなあ。
」
と説明しています。
これまでの人生を振り返ってみて「よき
出逢い」はあったでしょうか︖私自身振り
返ると「よき出逢い」は何度かありました。
人生を根底から変える事はなかったです
が、今ある私自身を形成していく上でのよ
き出逢いでもありました。
そして退所していく皆様との出逢いは、私
にとってはかけがえのない出逢いでもあり
ました。よき出逢いをありがとうございま
した。人生はいよいよこれからがおもしろ
い時です。これから、皆様に「よき出逢い」
があることを願っています。
広野

いよいよ卒院の時ですね︕どんな⽇々を
過ごしてきましたか︖楽しい、つらい、う
れしい、悲しい・・・。さまざまな思いや
気持ちとともに⽇々を過ごしてきたかと
思います。少しだけ人生の先輩から言わせ
てもらうと、楽しかったことなどプラスな
ことはもちろん、つらかったことなどのマ
イナスなことも、そのひとつひとつが、今
につながっていて、これから先、⻑い人生
の中で自身のパワーになったり、踏ん張る
きっかけになったり、エネルギーになるこ
とばかりだったなと思います。
これから先、みなさんが歩んでいく人生
のほうが⻑いです。忘れてほしくないの
は一人じゃないということ。頼るときは
頼って、助けが必要なときにはヘルプを
出してください。ここからがスター
ト︕︕出会いを大切に、一度きりしかな
い自分の人生を思いっきり楽しみながら
歩んでいってください。応援していま
す︕︕
鈴⽊

卒院おめでとうございます︕
一歩一歩を大切に、
何事でも楽しんで挑戦を︕
応援しています︕がんばれ︕

萬

「とにかくたくさんの楽しいことをしよう︕」
なんか楽しいことないかな〜と思うことはだ
れにでもありますが、何をしたらいいか思い浮
かばないときもありますよね。
私からは、楽しいことに挑戦するきっかけを皆
さんに送ります。
楽しいことの１２のヒント
・人と出会う ・人と関わる ・競争する
・刺激を求める ・好奇⼼を満たす ・癒す
・達成する ・創造する ・発散する
・獲得する ・認められる ・恋をする
もちろん楽しいことだけでは生きてはいけま
せんが、気持ちが豊かでハッピーであることが
大切です。皆さんの幸せを祈っています。小池

今回は

この春、卒園・卒業し、次の新しい世界へ踏み出す

子どもたちに聞きました。
『今の気持ち』
幼稚園入園

小学校入学

高校卒業
＆
大学進学
就職

小学校卒業
＆
中学校 入学

中学校卒業
＆
高校 入学

埼玉育児院には、地域小規模型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。
育児院のグループホームの様子をお伝えします。
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。

グループホーム合同のレクに行ってきました！！！
松本ホームと原田ホーム合同で新潟県の苗場プリンススキー場に行きました。スキーとスノーボード
好きな方を選んで滑りました。初めてスノーボードに挑戦する子や何年かぶりに滑る子もいましたが、
みんなで楽しく滑ることができました。
地域小規模施設同士での合同レクは初めての試みでした。スキーをしたいという希望が同じで、一緒
に行った方が経費が安く済むということで合同レクを計画しました。また、将来的に家庭を持つと経験
するかもしれない家と家との交流を体験するという目的を達成することができました。実際行ってみて
子ども達が互いに相手を思いやる行動をとったり、気遣いが出来たりなど合同で行ったからこその子ど
もの姿を見ることができました。何よりも子ども、職員、全員が楽しく行くことが出来たのが一番良か
ったと思います。
～職員の感想～
～子どもの感想～

他のお家の大人や子供と関わる機会が

スノーボードをしました。

少ないので、今回合同で行ったことでい

皆で行けて楽しかったで

い経験になったと思います。限られた予

す。また行きたいです。

算の中で楽しく行くことができました。

いくじさんの会開催しました。
前号でお知らせした、卒院生が集う「いくじさんの会」。
参加者の日程が合わず、予定を組み直し、2 月 17 日に
行い、4 人の元児童が参加してくれました。
今年成人を迎えた子の感想です。
≪久しぶりにみんなの元気な顔が見れてとても楽しかったです！職員さんも変わ
らずで、就職決まったこと報告したらすごい喜んでくれて応援してくれました！ま
た来年も参加したいです！何年経っても変わらず年 1 回でもみんなに会いたいと思
いました！また 1 年後に！≫

新聞から VOL12

は、課題とされている児童相談所の専門性を向

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、育児院の状況や課題などを

新しい便利なアイテムを、便利に使いこなし、
上手に付き合っていく必要があります。

お伝えします。
今回は、平成 31 年 1 月 21 日

上させていくことはできません。

福祉新聞

育児院では、何かの不都合や課題に対し、新

『児童虐待保護判断に AI』

しくマニュアルやシステムをつくることは多
くありますが、それが、その通りにうまく運用

三重県は、虐待が疑われる児童の一時保護の
必要性を判断するため、ＡＩ（人工知能）を搭載し

できずに、気付いたらもとの課題が解決できて
いないままのことが結構あります。
「あれ、あの

たタブレット端末を来年度から、試験的に導入す
る。現場での迅速な判断や職員の負担軽減に期

時マニュアル作ってなかったっけ？」と、いう
曖昧な記憶で、眠ったままのマニュアルがあち

待できるという。…略…県は、2014 年度から、一

らこちらに散らかっているような気がします。
上手く使いこなせないことが多いです。

時保護の必要性を判断するための県独自のリスク
アセスメントシートを導入しており、17 年度までに
対応した約 5000 件分の情報をＡＩに反映させる。
虐待の疑いがある家庭を訪問した際、「首から
下に傷があるかどうか」など、端末にシートと同じ評
価項目を入力。これまで蓄積してきた県の児童虐
待データをもとにＡＩが分析し、虐待の再発の可能
性などを数値で示す。さらに、端末で体の傷を撮
影することも可能で、写真を児相に送りけがの状
態を瞬時に共有できるメリットがある。
将来的にはＡＩが虐待による傷かどうかを判断で
きる可能性もあるという。
県の子育て支援課の担当者は効果に期待を示
しつつも、「一時保護の判断をＡＩに丸投げするの
ではなく、あくまでも判断材料の一つとして活用す
る。最終判断はこれまで通り各児相で行う。」と強
調している。
「児童福祉にもいよいよ来たか。」という初
見の感想です。
昨年からの児童虐待を巡る事件と現状を考
えると、納得の流れかもしれません。
また、家庭訪問等で実際の子どもと家庭の様
子を見聞きした人間、その報告を受けた人間の
判断でなく、人工知能による数値化された客観
的な評価があれば、威圧的な態度に対峙する際
も、強い味方になることが期待できます。
もちろん、記事内の担当者もおっしゃってい
るように、ＡＩにすべてを丸投げしてしまって

また、1 つのマニュアルや指標等ができると、
それにすべての判断を委ね、自らよく観察し、
考え、判断する必要がなくなり上記と同様に、
専門性が向上しないということがあります。
今は、様々な専門職が配置になり、昨年度か
ら育児院でも看護師が職員チームに加わりま
した。
子どもからの体調不良の訴えがあったとき、
すぐに看護師に報告相談できる環境は対応す
る職員にとっては安心です。しかしまずは、子
ども一人ひとりと丁寧に向き合い、些細なその
子の変化をキャッチすることが 1 番大切です。
そのうえで、看護師や専門職との連携が望まれ
ます。
児童の体調不良・体の痛みの訴えはよくあり
ますが、単に症状の表出だけではないことも多
く、それには子どもたちからのメッセージが含
まれています。
「話を聞いてもらいたい」「気持ちがつぶれそ
う」「不安でどうしたらいいのか分からない」
「もっと構ってよ!!」…など、言葉にできない子
どもたちの気持ちは、通院しても処方薬や湿布
などではどうにもなりません。時間が解決する
でもなく、そんな子どもたちの気持ちに我々職
員が応えていくしかありません。
職員それぞれが自分に課せられた専門性を
人工知能に負けないよう、向上させていかなけ
ればなりません。

日

誌

12 月
1 日：サッカーご招待/おやじの会/文教大学実習生
Ａブロック
2 日：採用見学会/里親制度普及講座/杵っ子の会慰
問お餅つき
5 日：委員会・部署別/主任面談/合同会議
7 日：霞小一人一役/第 3 回里親支援 SW 連絡会(粟
津)/性教協研修～9(中野）
9 日：スケート教室
12 日：院内研修性教育委員会/部署別/給食会議/Ｇ
主任会/合同会議/熊谷・所沢児相措置後調査
15 日：みらいの森ご招待/りんご家 TDL レク
16 日：里親登録前実習
18 日：部署別/職会/合同会議
19 日：川越児相推進委員会(粟津)
21 日：終業式/川越教会Ｘｍａｓ会/埼児協人材確
保委員会(院長)
23 日：SV 研修（渡邉・基幹）
26 日：山伝防犯パトロール（院長）
1月
1 日：D ブロック初詣
3 日：A ブロック初詣
5 日：C ブロック初詣/小宮山泰子さん
「新春の集い」
（院長）
6 日：コスモス壱新潟レク/スケート教室
7 日：司法書士勉強会
8 日：A ブロックディズニーレク
10 日：部署別/運営/霞小との連絡会/埼児研
12 日：評議員会・理事会
15 日：和泉短大実習生Ｂブロック
16 日：部署別/職会/合同会議/子どもの虹の研修(二
本)/人材確保チラシ作成会議/埼児研派遣研修(松
浦)/東京家政大学実習生Ｄブロック
17 日：人材確保委員会（院長）
21 日：施設長会マネージメント研修（院長）/児童

いつもありがとうございます。

福祉施設指導者研修(萬）
23 日：委員会・部署別/給食会議/G 主任会
24 日：埼児協サポート委員会報告(院長)
25 日：育成会役員会(高島)
28 日：中堅フォローアップ研修～29（鈴木
29 日：施設長会
30 日：事例検討/部署別/合同会議/SV 研修(院長･
統括･基幹)/桜美林大学実習生Ｃブロック
31 日：埼児研フォローアップ研修(中野・増元)
2月
1 日：経営者会議/聖徳大学短大実習生Ａブロック
4 日：所沢児相里親研修会(粟津)/関ブロ運営管理者
研修(院長)
7 日：里親支援 SW 連絡会(粟津)
8 日：霞小一人一役
9 日：音楽ワークショップ/埼玉子どもを虐待から
守る会公開セミナー(戸川)
10 日：スケート教室
11 日：音楽ワークショップ
12 日：埼児協総務委員会(院長)
13 日：部署別/職会/養育会議/合同会議
14 日：埼児研(川鍋)
15 日：川越児相管内施設連絡会(粟津)
16 日：育成会歓送迎会/サッカー御招待
17 日：いくじさんの会
18 日：施設長会/サポートクラブ
20 日：委員会/部署別/給食/G 主任会/合同会議/
川越措置後調査/Ｄ子ども会議/山伝代議員会(院長)
21 日：アタッチメント研修(高田)
22 日：埼児研新任研修
26 日：山村学園短大実習生Ｄブロック
27 日：総括①(B・D・院長・統括・栄養士)/部署
別/合同会議/ＳＶ研修(院長･統括･基幹）
28 日：川口短大実習生Ｂブロック/埼玉学園大学Ａ
ブロック

1/1～２/28

《寄付者》パンプキン、J‘ｓFactory、まいまいの会、オータ狭山スロット館、パールショップともえ川越店、
オータ川島店、埼玉りそな銀行、川野直紀・貴子、橋本正彦、明治安田生命川越営業所、山本晴美、
三上敏男、霞ヶ関カンツリー倶楽部、井手正子、大泉ベテル教会、株式会社ゴルフ・ドゥ、川越教会
緑野教会
《学習ボランティア》石塚定次、萩原大貴 《ピアノボランティア》小名木千穂 《生活ボランティア》飯田 航
《スケート教室》森田夫妻、大竹拓己、皆さま
《音楽ワークショップ》リズム・ミーツ・ピープル
《日中保育ボランティア》長内利克、後藤純一・和美、渡辺佳英・泉
（敬称略・順不同）
《院内美化・育児院だより発送等》埼玉育児院サポートクラブ
☆萩原さん

ありがとう☆

学校の先生志望の萩原さん。大学
卒業までの 1 年間、育児院でほぼ毎
週ボランティアをしてくださいまし
た。萩原さんの先生としてのご活躍
を応援します!!

萩原さんから一言いただきました!!
育児院で 1 年間、本当にお世話になりまし
た。初めはうまくやっていけるか不安を抱え
ながら過ごしていました。しかし、いつしか
育児院に来ることが楽しくなり、心の支えに
なっていました。ありがとうございました。

