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東京育成園の基本理念と事業 

 

「子ども中心主義」 

 

当園の理念は、聖書の次の聖句が土台となっています。 

「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、 

わたしにしてくれたことなのである。」(マタイ福音書 25章 40節)  

当園は、このイエス・キリストの言
ことば

を基本とし、最も小さい者のひとりである子ども達の健

全育成を使命としています。 

当園の事業の理念は、この聖書の言
ことば

に従い、加えて「児童権利条約」、「児童福祉法」、「児童

憲章」の理念に立脚し、常に当園の事業遂行の際にこれらの理念を基に、具現化に努め、職員

ひとり一人の働きの中心となるようにと考えています。理念が常に心にとどまるためにそれぞ

れの理念をまとめて「子ども中心主義」の言葉に表しております。 

当園の事業の目的は子ども達の幸せを創造するためにあります。そのためには常に、子ども

の想いや言葉にできない願いを受け止め、事業が「子どもの最善の利益」になることに努め、

子どもとその家族の幸せが実現できるように願い取り組んでおります。 

このために、つねに専門性を高めることに努め、自己改革(イノベーション:innovation)を怠

らず、神様から委ねられた子ども達の健全育成のために事業を発展させて行きます。 

さらに「子ども中心主義」の具現化のために、次の三原則を明確にして取り組んでおりま

す。 

原則１：子どもの福祉を護る。 

原則２：専門性の向上に努める。 

原則３：職員が意欲的に活躍できる環境を整える。 

当園の事業はこの 3原則を基本にしています。つまり、原則 1を実現するためには、はじ

めに原則 3の職員の処遇向上に常に務め、報酬の改善、労働基準法順守の努力を行い、ワー

ク・ライフ・バランスを実現することにより、原則 2の職員が専門性向上に意欲的に取り組

む環境が整い、子どもの最善の利益を視点においた実践をする事が出来、原則 1の子どもの

福祉の実現が出来ると考えています。 

今日の日本の社会情勢の変化や児童福祉のニーズ変化により、これからの児童養護施設は大

きく変わることが求められています。これは、家庭生活にめぐまれない子どもたちの単なる居

住を提供する施設としてだけでなく、子どもと家族の支援、里子・里親支援、地域のこども子

育て支援を行うなど専門機能を発展させ、さらに多機能化した施設として地域住民のニーズに

対応できる施設運営が求められています。こうしたニーズの変化に着実に対応するために、

2002年 4月 1日に第１期５か年計画「Project21（Rebirth Children`s Home Tokyo Ikuseien 21」

をスタートさせ 21世紀型児童養護施設の形成に努めております。 

当法人の事業は次の通りです。 



 

 

 

1.第一種社会福祉事業 

（1) 児童養護施設東京育成園の運営（定員 53名） 

① 本体施設 定員 35名 

     

  

 

②地域小規模型児童養護施設（国型グループホーム）ヒソップホーム 定員 6名   

③地域小規模型児童養護施設（国型グループホーム）マナの家    定員 6名  

④施設分園型グループホーム（都型グループホーム）さくらホーム  定員 4名   

⑤地域小規模型児童養護施設（国型グループホーム）凪の家     定員 6名   

 

２.第二種社会福祉事業 

（1）オリービア保育園の運営 

定員：60名 

（2）オリービア保育園一時預かり事業（ほっとステイぽっぽ）の運営 

定員：7名 

 

 

 

 

３．地域における公益的な取組 

（1） 世田谷区フォスタリング業務委託：「フォスターホームサポートセンター“ともがき”」 

  ① 普及啓発：リクルート事業 

  ② 里親研修・トレーニング事業 

（2） こども・子育て研究所の運営 

 

 

 

 

 

 



 

 

法人の運営の柱「第４期5カ年事業計画21 New Project21」 

[第１期：2002 年 4 月 1 日、第 2 期：2009 年 4 月 1 日、第 3 期：2014 年 4 月 1 日、第 4 期 2019 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日] 

 

この 5 カ年事業計画は、２１世紀型児童養護施設をめざすものとして、2002 年 4 月 1 日に

第１期５か年計画「Project21（Rebirth Children`s Home Tokyo Ikuseien 21）」としてスタート

し第 4 期事業計画まで進められて来ました。第４期５か年事業計画は、2019 年 4 月 1 日より

はじまり、2021年（令和３年）度は第 4期事業計画の３年目として各目標の達成に取り組みま

した。 

５か年事業計画の目標達成を図るために「プロジェクト２１推進委員会」を、理事長(統括園

長)を推進委員長とし、副理事長（財務担当理事 FD: Financial Director）、児童養護施設園長、

副園長、統括主任、主任、副主任、フォスターホームサポートセンター“ともがき”副センター

長により構成され、計画の遂行、評価、課題等の検討やマネジメントを合議によって推進して

行きました。 

また、同じようにオリービア保育園においても「プロジェクト２１推進委員会」を、理事長、

副理事長（財務担当理事；FD)、園長、副園長・主任保育士、副主任保育士、その他必要に応

じた職員を加えて行われ、それぞれの基本目標を着実に達成して行きました。 

今年度は昨年度に続き、児童養護部、保育部において新型コロナウイルス禍に振り回された

年度でした。そうした中で昨年度に引き続きさまざまな工夫をして子どもたちの生活の充実を

図りました。また、感染予防には徹底した取り組みを行いましたが、一部、児童養護施設、保

育園の職員、子どもたちに感染が発生しました。その都度、適切な対応を行い大きな事態に至

ることはありませんでした。 

 

１．第４期５カ年計画プロジェクト 21の基本目標 

第４期５カ年計画は、2019 年 4月１日から 2024 年 3月 31日までの新たな計画として以下

の基本目標で行っています。 

［児童養護施設 東京育成園・第４期期５カ年計画基本目標] 

Ⅰ 基本理念の具現化の継続  

Ⅱ 子どもの生活環境の向上 

Ⅲ 子どもの学力向上の取り組み 

Ⅳ 施設の専門機能強化の推進 

Ⅴ 職員の専門性の向上 

Ⅵ 職員福利厚生の向上 

Ⅶ 経営安定化の確立と向上 

Ⅷ 地域福祉文化の推進 

Ⅸ 海外子ども福祉の支援  

 [オリービア保育園・第４期期５カ年計画基本目標] 



 

 

Ⅰ 基本理念の具現化の継続  

Ⅱ 保育理念の具現化 

Ⅲ 保育内容の活性化と充実 

Ⅳ 年間行事の充実と発展 

Ⅴ 組織、運営の向上を図る各種会議、研究会 

Ⅵ 職員の専門性向上 

Ⅶ 職員福利厚生の向上 

Ⅷ 経営安定化の確立、向上 

Ⅸ 地域福祉文化の推進 

 

  



 

 

子ども子育て研究所の働き（地域における公益的な取組の実施） 

当法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、

こども・子育て研究所を設置し次の事業を実施しました。 

事業の内容 事業の目的 実施状況 

地域の子ども

のための事業 

 

地域住民の参加や協働の場 

を創出することを通じて、地域住

民相互のつながりの強化を図る。

地域のボランティアと定期的に

打ち合わせを行い、地域の子ども

達を対象とした事業を実施する。 

・地域ボランティアとの月 1回の打合せ

会の開催 

・地域の子どものための事業 

「いごクラブ」月 1回 

「アニメ上映会」年 1回 

コロナ対策のため、すべて未実施とな

りました。 

一人暮らしの

方々のための

事業 

園に隣接する地域の一人暮らし

の方を対象に配食サービスを試

行しました。 

配食事業の実施状況 

週 3回(金、土、日）の夕食の 

配食を 1家庭に対し実施 

（12/11以降は中止） 

地域ボランテ

ィアの育成の

ための事業 

地域住民・学生のボランティア育

成により、将来的な地域の支援の

充実に努めました。 

地域ボランティア受入状況 

ボランティア登録人数：92人 

ボランティア活動日数：72日 

ボランティア延べ人数：117人 

地域の災害時

に備えた福祉

支援体制づく

り 

世田谷区と防災協定を締結し、災

害時の児童の受け入れと、一時避

難場所の提供を受託しています。 

地域の災害時に備えた支援体制

づくりや関係機関とのネットワ

ーク構築に努めました。 

地域防災訓練の実施 

 10月 30日（土） 駒沢小学校にて 

 世田谷区上馬西町会、世田谷区上馬北

部町会と合同で開催 

地域福祉ニー

ズの集約 

既存の社会福祉制度等では対応

が困難な地域ニーズを把握し、地

域の関係機関との連携や役割分

担を図りながら新たなニーズに

対応することに努めました。 

地域の福祉団体による福祉ニーズの共

有（世田谷区社協主催）  

3 月 11 日（コロナ対策のためオンラ

イン開催）  

 

相談事業 地域の方々の子育て支援としての

各種相談事業の実施 

準備中 

 

 

 

 



 

 

法人の実施事業の概要 

（１）第一種社会福祉事業 

児童養護施設 東京育成園（定員 53名） 

（2）第二種社会福祉事業 

認可保育所   オリービア保育園（定員 60名） 

一時預かり事業 オリービア保育園ほっとステイぽっぽ（定員 7名）   

（3）公益事業 

フォスターホームサポートセンター「ともがき」（フォスタリング事業） 

（4）地域における公益的な取組 

東育こども・子育て研究所の運営 

 

役員の状況 

社会福祉法人東京育成園 理事（7名）監事（2名）評議員（8名） 

 

理事会・評議員会の開催 

開催日 回 議案 

6月 3日 

書面決議 

第 221回

理事会 

第１号議案 

第２号議案 

第３号議案  

第４号議案 

第５号議案 

第６号議案 

第 7号議案 

第８号議案 

令和２年度事業報告 

令和２年度決算 

寄贈された土地建物 

令和 3年度補正予算 

評議員会の開催 

理事、監事の候補者 

オリービア保育園苦情解決制度要綱の改定 

グループホームの新設 

6月 19日 第 222回

理事会 

第１号議案 

第２号議案 

第３号議案 

理事長の選定 

給与規程の改定 

理事長専決事項の報告 

9月 5日 

書面決議 

第 223回

理事会 

第１号議案 

第２号議案 

第３号議案 

中規模修繕と入札の実施 

経理規程の改定 

管理規程の改定 

9月 25日 

書面決議 

第 224回

理事会 

第１号議案 中規模修繕と入札指名業者 

10月 29日 第 225回 

理事会 

第１号議案 

第２号議案 

中規模修繕の入札と落札業者との契約の締結 

理事長専決事項の報告 



 

 

1月 22日 

書面決議 

第 226回 

理事会 

第１号議案 グループホームの増設と定員の変更 

3月 22日 第 227回 

理事会 

第１号議案 

第２号議案 

第３号議案  

第４号議案 

第５号議案 

第６号議案 

第 7号議案 

 

令和 4年度事業計画 

令和 4年度予算 

令和 3年度補正予算 

苦情解決第三者委員の委嘱 

役員賠償責任保険 

諸規程の改定 

理事長専決事項の報告 

6月 19日 

 

第 169 回

評議員会 

第１号議案 

第２号議案 

第３号議案 

令和２年度事業報告 

令和２年度決算 

理事、監事の選任 

 

 

監査の実施 

実施日 監査名称 監査対象 監査実施機関 指摘事項 

6月 

1日 

内部経理監査 法人本部、児童養護施設東京

育成園、オリービア保育園 

内部監査人  適正に経理が執

行されている 

6月 

2日 

法人監事監査 法人本部、児童養護施設東京

育成園、オリービア保育園 

当法人監事  適正に事業が執

行されている 

11月 

18日 

児童養護施設

指導監査 

児童養護施設東京育成園 世田谷区保育

担当部保育認

定調整課指導

担当 

適正に事業が執

行されている 

 

 

 

 

 

 



 

 

福祉サービス第三者評価の結果 

(1)児童養護施設 東京育成園の評価 

評価機関名称 株式会社 IMSジャパン   

評価実施期間 令和 3年 9月 21日～令和 4年 1月 18日 

【特に良いと思う点】  

家庭学習の充実や園内塾の実施、学習ボランティアの活用等で学力向上を図り、子どもに自

信を持たせ自己肯定感が高まるよう支援しています 

自信を持たせ自己肯定感を高める支援の一つとして、中位以上の成績を収められるように学

力向上に取り組んでいます。担当職員を中心に、毎日の家庭学習の充実を図るほか、学習ボ

ランティアを活用し、一対一の指導を受けています。さらに、教育の経歴をもつ指導者を招

き、園内塾として、そろばん塾、算数教室、個別学習室を実施しています。外部の塾に通う

子どももいます。こうした取り組みの継続で、進路選択の幅が広がり、志望校に合格したり、

珠算検定の上位級を取得する子どももおり、生活場面においても、自信を深めている様子が

見られます。 

インターンシップを通じて意欲ある人材の採用に取り組み、ワーク・ライフ・バランスなど

働きやすい職場づくりにも励んでいます 

園では、高い向上心を持った職員の採用を最重要課題としています。そのためにインターン

シップを運用し、実習生などから意欲ある人材が就職につながるように取り組んでいます。

今年度、将来を見据えて採用数を増やす計画を立て、無事達成できています。また、ワーク・

ライフ・バランスの実現など、職員が働きやすい職場づくりにも積極的に取り組んでいます。

超過勤務の削減に向けて、業務内容の整理と申請方法の見直しをしています。7 日間連続休

暇制度（1年目の職員は 5日間）の取得も推進しており、職員全員の希望を叶えるように努

めています。 

自立支援計画に基づき一人一人の児童支援報告を作成し、職員会議で支援のあり方を検討

し、計画に沿った支援を実現させています 

個別の自立支援計画書作成に伴い、児童支援報告を作成し職員会議で発表しています。職員

間で情報を共有し合い、支援のあり方を検討しています。児童支援報告は、支援目標（P）・

内容（D）・結果（C）・今後の支援内容（A）に分けて、自立支援計画の実施状況を記入で

きるようになっており、職員会議の中で全ての子どもの報告が順次なされています。職員は

児童支援報告の PDCA の流れを意識しながら養育を行い、子どもへの対応のスキルアップ

を図るとともに、支援の進捗状況を話し合うことで、計画に沿った支援を実現させています。 

 

 

 

 



 

 

【さらなる改善が望まれる点】 

支援の充実と会議の効率的運営の両立を図るために、より一層の工夫を重ねていくことが

期待されます 

園では、職員会議においてケース検討を実施しており、園全体で子どもの状況や課題を掌

握して、適切な支援が実施できるようにしています。ケアワーク部門、ケースワーク部

門、心理治療部門など、各職種が専門性に基づいて検討を加えることで、支援の質向上に

必要不可欠な仕組みになっています。一方で、子どもへの支援や他の業務との兼ね合いか

ら、会議を効率的に運営していくことが課題となっています。会議資料の事前共有や、議

事運営の効率化など、より一層の工夫を重ねて、支援の充実と会議の効率的運営の両立を

図っていくことが期待されます。 

すべての子どもがホーム会で自分の意見を出して話し合えるよう、会議の意義を伝えたり

雰囲気作りをおこなうなどの工夫が望まれます 

子どもホーム会議を学期ごとや、新たに子どもが入園したときなどに開催し、子ども同士

で話し合い、互いの状況や年齢にも配慮しながら、生活ルールや余暇の過ごし方などを決

めています。職員は、子ども一人一人から意見を聞き、発言が苦手な子どもの考えも引き

出すようにしていますが、今回調査では、「ホーム会で自分の意見を出して話し合えてい

ますか」の質問に対して、「はい」の回答割合が昨年度と比べて低下しています。子ども

が安心して何でも発言できるように、会議の意義を伝えたり雰囲気作りを行うなどの工夫

が望まれます。 

中高生は自らの目標について理解を深めていますが、幼児や小学校低学年に対しても理解

が進むような取り組みが期待されます 

利用者調査の「サービス内容や計画に関する職員の説明は分かりやすいか」の問いでは、

90％弱の中高生が「はい」と答えており、「自立チェックリスト」の活用や、ケースカン

ファレンスに同席する子どももいるなど、意識が高まっています。一方で、幼児や小学校

低学年は 30％程度にとどまっています。年齢が低い子どものニーズは日常の会話から常に

聞き取り反映させていますが、さらなる工夫が期待されます。例えば、幼児や小学校低学

年にも理解できるような簡潔でわかりやすい文書を作成し、職員と一緒に記入するなどの

試みが考えられます。 

 

 

 

 

 



 

 

(2)オリービア保育園の評価 

評価機関名称 特定非営利活動法人ほいくオーアールジー    

評価実施期間 令和 3年 5月 21日～令和 3年 11月 12日 

№ 特に良いと思う点  

1 

タイトル 
課題に対して明確な実施手順や仕組み、根拠、到達目標等を示すことで、

園全体が統一した方向性のもとで取り組めるようになっている。 

内容 

開園当初から毎年度連続して第三者評価を実施しており、「子ども中心主

義」の保育について保護者アンケート では高い満足度を維持し続けてい

る。その中でも常に改善課題を抽出する努力を行い、継続的に質の向上を

図る意識がある。本年度は新園長を迎え、管理者層が新しい体制でのスタ

ートとなっているが、前年度末から既に課題の抽出に取り組んでおり、組

織体制の強化・再構築を柱に進められている。職員向けに独自資料も作成

し、到達目標や取り組みの根拠等も示した上で個別面談を行う等、職員の

理解と納得の上で取り組みが行われている。 

2 

タイトル 
基本理念の具現化の継続を掲げており、その考え方が確実に実践に結び付

くよう仕組みを整えている。 

内容 

中長期計画プロジェクト２１には、基本理念の具現化の継続を筆頭に保育

理念の具現化、保育内容の活性化と充実等の９項目が示され、その一つひ

とつに具体的な到達目標と推進体制が明示されている。これをベースに年

間事業計画のもとで、園として取り組むべき課題として落とし込んでい

る。これにより、キリスト教保育を基盤とする園の保育について職員全体

で再検証を行い、年間カリキュラムや月案を通して確実に実践に結び付く

ようにしている。また、週案や行事計画、食育計画等、より具体的な取り

組みに関する各種の計画との整合性も確認している。 

3 

タイトル 
家庭的で安心・安全な空間づくりに取り組み、子ども主体の生活環境が確

保されている。 

内容 

園の保育目標には、家庭的な雰囲気のもとで子ども一人ひとりを大切にす

るといった表現が盛り込まれており、室内環境は子どもが遊びに真剣に取

り組み、集中して遊ぶことができる時間や空間が確保されている。職員は

常に環境設定や遊具・教材の準備、活動内容等について学ぶ機会を持って

おり、行事内容も全面的に見直す等、その時々の子どもの様子等を踏まえ

て常に改善を図っている。また、専門の講師による音楽遊びや絵画造形の

活動も取り入れ、表現力や想像力が豊かに育っていくよう配慮している。 

 

 

 



 

 

№ さらなる改善が望まれる点 

1 

タイトル 地域との関係を強化することを課題としている。 

内容 

ほっとステイ事業（一時保育）や保育所体験等の地域子育て支援事業に取

り組んでおり、地域関係機関との連携も行われている。しかしながら、地

域内での直接的な関係構築については、同地に移転してまだ６年目という

ことで、十分ではないと感じている。本年度と昨年度はコロナ禍で活動自

体に制約も多くなっているが、今後の状況を見極めながら地域に向けた活

動を充実させ、地域内でのプレゼンスを高めることを課題にしている。 

2 

タイトル 
組織の中での役割を理解して、職員が主体的に行動できるよう働きかけを

続けるとしている。 

内容 

職員集団が組織として機能するよう体制強化に取り組んでおり、様々な改

革に着手している。これにより職員個々の組織内での位置づけや役割、責

任等が明確化し、働きやすさについて職員自身の実感も得られている。 

園としては、更に取り組みを進め、職員が自らの考えで役割を見出し、主

体的な行動や提案につながることを期待している。 

3 

タイトル 会議の在り方については改善の余地があると考えている。 

内容 

職員会議やプロジェクト会議等の様々な会議が設定され、年間計画のもと

で開催されている。本年度は組織体制の強化と再構築を行ったこともあ

り、会議の位置づけ等も明確になっている。今後は一つひとつの会議の内

容や進行方法、会議間のつながり等を更に検証し、より効果的に機能する

ようにしていきたいと考えている。 

 

  



 

 

松島奨学金の支給 

児童養護施設退園児童、または在園児童への進学自立と、職員の専門性向上を支援する目的

の支給において、令和3年度は、当園出身者5名の進学自立の支援として松島奨学金を支給し

ました。 

 

情報の開示 

情報開示の方法 

当園の定款、法人現況報告、事業報告書、決算

書、福祉サービス第三者評価結果、都サービス推

進費関係書類を、当園のホームページに掲載し、

当園本館ロビー等でも閲覧できるようにしていま

す。地域住民や一般市民に積極的に情報を開示

し、経営の透明性の確保に努めました。 

 

 

 

子育て研究所の設置（地域における公益的な取組の実施） 

当法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、

こども・子育て研究所を設置し事業を実施しました。 

 

  



 

 

第一種社会福祉事業 児童養護施設東京育成園 

 

子ども権利擁護の取り組み 

 

苦情解決第三者委員会の開催      

今年度も引き続き 3名の方に第三者委員を委嘱し、児童および保護者等からの苦情に適切か

つ早急な対応を心がけ、児童の人権擁護、児童の健全育成のためのより良い環境作りに努めま

した。今年度は新型コロナウイルス感染症への懸念から、委員の皆様には園行事への参加を呼

びかけませんでした。 

第一回委員会   

 中止 

第二回委員会  開催日 12月 9日 

審議内容 

・在園児童の状況報告      ・入退園状況、進路の状況報告 

・子どもたちの生活状況について ・第三者評価の結果 

・苦情への対応について ・来年度の新規事業について 

夕食入り  

行事参加 

 行事への招待は行わなかった 

 

 

福祉サービス第三者評価の受審 

評価機関名称 株式会社 IMSジャパン   

評価実施期間 令和 3年 9月 21日～令和 4年 1月 18日 

今年度も第三者評価を受審しました。組織に対する調査・職員調査と、利用者調査として児童

それぞれへの聞き取り調査が行われました。評価結果詳細は「東京福祉ナビゲーション」ホー

ムページで公表されています。 

 

第三者評価の分析 

 例年通り、前年度（令和 2年度）に実施した第三者評価から利用者調査の分析を行いました。

特にアンケート調査で子どもの満足度に変化が見られた項目や、満足度の低い項目について分

析を行いました。 

 

全養協 権利擁護チェックリストの実施 

 今年度も全職員を対象に全国児童養護施設協議会による「児童養護施設における人権擁護の

ためのチェックリスト」を実施いたしました。 



 

 

居室ケアワーク部門の取り組み  

 

今年度は、昨年度と同様に本園 5ホーム、グループホーム 4ホームの小舎の生活を中心

に、家庭的養護を実践し、子ども達の健全育成に努めました。 

全職員が、毎日の生活の中で、子ども一人ひとりの尊厳を尊重し、家族から離れて生活せざ

るを得ない子ども達の心に寄り添い、子ども達が自信を回復し、希望を持って生きていけるよ

うに支援しました。コロナ禍ではありましたが、可能な限り地域の学校等教育機関との連携も

密にとり、子ども達と地域社会との関係構築に努めました。 

小舎の支援は、ホーム長を中心に、チーム間連携を基本にしながら、それぞれのホームの違

いを尊重したホーム運営を心掛けてきました。その一方で、ホーム内、各ホーム長同士が

OJTを通じて密に情報共有を図り、各担当職員の価値観に偏りがないよう、また子ども達へ

の援助内容に格差が生じることがないよう努め、今年度も昨年度と同様に下記のことを園全体

で意図的に取り組みました。 

ホーム担当者が生活支援を基盤にしつつ、子ども達の家族関係に関しては FSWが、精神面

に関しては心理部門が、栄養面に関しては調理部門が、それぞれの専門性を生かしてサポート

し、管理部門が総体をコーディネートする組織体制を意識化しました。 

また、昨年度と同様にコロナ禍における集団生活において、感染予防を徹底すると共にいか

に子ども達へのストレス軽減を図るかを園全体で協議し、子ども達の意見も取り入れながら、

可能な限り、行事（ガーデンパーティ、クリスマス）やホーム生活に楽しみを持たせたホーム

運営を心掛けて参りました。 

また、ケアワークの主任・副主任体制は定着しており、ホーム運営への助言やホーム内では

対応しきれない課題を抱えた子どもへの指導を多面的に実施しました。方針や進路決定には管

理職や専門職の意見を取り入れつつ、協議によって方針決定がなされるよう組織化し、各小舎

の運営を側面から支援しました。 

夜の時間帯や子ども達の学校が休みとなる日祭日には、心理職や FSWも加わり、複数の職

員が勤務し、出来る限り子ども達の希望にそった支援が提供できる体制を組みました。複数の

職員がいることで、子ども達に丁寧な支援の提供ができたこと、生活の中で、問題が発生して

も大きくならずに対応できたこと、何より事故に繋がる事案を多数の目で気づき、未然に防げ

たことが今年度も子ども達の安全、安心、安定した生活を守る要因になったと思われます。 

中高生に対しては、コロナ禍ではありましたが、小舎の支援に加えて、「自立」をテーマに

中学生・高校生それぞれグループワークを行いました。高校生同士・職員との座談会を実施

し、仲間同士で違った価値観を討論し合い自己覚知への促しや自己実現に向けた成長の機会と

捉えて支援しました。 

今年度の進学・社会自立対象児童は 2名おり、大学への進学が 1名、就職が 1名決定して

おります。 

 



 

 

令和3年度 児童養護施設東京育成園月別在籍実績（初日在籍） 

定員：53人  平均在籍数： 48人（90％）    

令和 4年 3月 1日時点  平均年齢 11.2歳   平均在籍年数 4.9年 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 平均（人） 

愛の家 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 5.9 

鳩の家 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5.1 

百合の家 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.0 

葡萄の家 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5.7 

希望の家 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5.2 

ヒソップホ

ーム 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5.1 

さくら 

ホーム 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4.1 

マナの家 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5.8 

凪の家 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 4 5 4.7 

合計 42 43 45 45 47 48 48 50 52 51 52 53  

在籍率％ 79 81 84 84 88 90 90 94 98 96 98 100 90％ 

一時保護 1 1 1  2 2 2 2     計 6人 

児童数計 43 44 46 45 49 50 50 52 52 51 52 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

子ども集団への支援 園全体行事・季節行事 

 

七夕                         

実施日 7月 7日 

目的 五節句のひとつでもある七夕祭りを子ども達に伝承する。 

プログラム 

・笹・短冊を 9 ホームに配布し、各ホームで飾りつけを行いました。また七

夕のポスターを作成し、七夕のお話などを紹介しました。例年、本館玄関

に大きな笹と短冊を用意し、ボランティアの方や来園した方にもお願い事

を書いていただくようにしていますが、昨年度に引き続き、今年度もコロ

ナ禍であったため、職員や本館を訪れた子どもたちに彩ってもらいました。 

・当日は七夕メニューを子どもたちと共に作り、七夕の日を楽しむことがで

きました。あいにくの曇り空で夜空の星を見ることはできませんでしたが、

七夕の絵本の読み聞かせや動画の鑑賞などを通して七夕を感じ、理解を深

めることができました。 

・七夕終了後には、各ホーム、各部署にアンケートを依頼し、集計を行いま

した。 

 

 

 

  

 

 

行事食            ホームに飾られた笹 

 

夏のプール                        

実施予定日 7月 22日 ～ 8月 26日 

目的 夏休み中の子ども達の余暇活動、体力強化 

プログラム 

今年度のプールは、密を避けるため、各ホームで時間や曜日を区切り、

コロナ感染防止と安全管理を徹底した上で実施致しました。限られた活動

となりましたが、大きな事故もなく子ども達は伸び伸びとプールを楽しむ

ことが出来ました。 

幼児キャンプ                      

実施日 10月 10日 

目的 幼児集団のグループワークを形成し、みんなで楽しい思い出を共有する



 

 

ことを目的としました。 

プログラム 

今年度も新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、デイキャンプにて実施

しました。趣向を凝らし園内の招待行事である「さつま芋掘り」を並行し

て行うことで、特別感のあるデイキャンプとすることができました。収穫

したばかりのさつま芋を焼き芋にして食べる、バーベキューをする、ライ

トスタンドを作るなど、非日常的体験をすることができ、子どもたちも満

足し、良い思い出とすることができました。 

参加児童数 7名 

 

 

韓国児童養護施設との交流プログラム     

実施日 10月 31日 

実施方法 国際オンライン交流会 

プログラム 

新型コロナウイルスの影響で今年度はオンラインで交流を行った。日本の児 

童養護施設の子ども 9名と韓国の児童養護施設の子ども 6名が参加した。交 

流では、自己紹介やゲーム、話し合いを通して互いの文化に触れて、知るこ 

とで互いの文化を理解する機会となった。 

 

小学生キャンプ                     

実施日 
11月 27日、11月 28日(6年生を対象とした宿泊プログラム) 

12月 4日(2～5年生を対象とした園内でのデイキャンプ)   

行先 東京育成園館山「海の家」 京育成園グラウンド 

参加児童数 
6名（6年生宿泊キャンプ） 

15名(2～5年生デイキャンプ) 

プログラム 

＜6年生宿泊キャンプ＞ 

魚釣り、貝殻拾い、BBQ、入浴施設の利用、フェリー乗船 

＜2～5年生デイキャンプ＞ 

BBQ、レクリエーション 

内容 

＜6年生宿泊キャンプ＞ 

コロナ禍であったこともあり、縮小規模のキャンプとせざる終えなくなった。

その中でも小学生生活最後の思い出作りとして、6年生のみでの宿泊プログラム

を行った。子どもたちにとって同学年の繋がりを強化するプログラムとなった。

またプログラム内容については子どもたちとも相談をし、魚釣りやフェリー乗

船など初めての経験を多く取り入れた。子どもたちからも「楽しかった」と感想

を聞くことができた。 



 

 

＜2～5年生デイキャンプ＞ 

コロナ禍であったこともあり、昨年に引き続き園内でのデイプログラムとな

った。子どもたちにとっては久しぶりの園行事ということもあり、楽しもうとい

う姿勢が伝わるプログラムとなった。子どもたちみんなで遊ぶことを意識し、全

員で取り組むことのできるゲームなどを多く取り入れた。 

短い時間であったがこれまで交流の無かった児童同士の交流の場になった。 

 

お月見                    

実施日 9月 21日（火） 

目的 日本の伝統行事・風習を知り、子どもと共に楽しむ。 

プログラム 

・お月見について解説したポスターやすすきを配布し、子どもたちと一緒に

お月見を楽しみながら、一年の収穫に感謝しました。 

・月見団子は子どもたちと一緒に作り、綺麗なお月様を眺めながら秋の食材

やお団子をいただきました。 

・当日の夕食では松茸ごはんや秋のけんちん汁など、美味しい行事食をいた

だきました。子どもたちと食材への感謝を持つとともに、お月見行事を楽

しむことができました。 

・ウサギの被りものを作ってホームで写真を撮る等して楽しむことができま

した。 

 

 

幼児祝福式                      

実施日 目的 プログラム・内容 対象児童数 

11月 14日 ・子どもの健

全な成長を共

に喜び、祝福

するため（日

本伝統継承） 

・成長の記録

として想い出

の写真撮影を

するため 

・対象となる子ども 3 名の着付け、写真

撮影を実施しました。 

・保護者との写真撮影を行い、保護者や職

員と一緒にお祝いの食事をいただきま

した。 

・聖堂での写真撮影は、今年度よりプロの

カメラマンの石田さんにお願いしまし

た。 

・コロナ感染予防のため、参加するホーム

を限定し、幼児祝福式を行いました。参

加した児童、職員皆で 3 名の成長を祝

福することができました。 

7歳女子 2名 

5歳男子 1名 

参加外来者 

着付けボランティ

ア 

写真撮影ボランテ

ィア    

 



 

 

クリスマスページェント礼拝            

実施日 12月 25日      

目的 
日頃当園を支援して下さる近隣住民、ボランティア、幼稚園、学校教諭、

協力者の方々をお招きし、共にキリストのご降誕を祝う礼拝を捧げること 

プログラム 

・今年度もコロナ禍のためお客様を招待しての礼拝は実施できませんでし

た。しかし職員、子どもそれぞれが役割を担い、イエスキリストの生誕

劇を通して、園内のみでの礼拝を実施しました。 

・参加者全員でクリスマス献金を募り、犬の里親支援活動を行っている 

NPO法人「キドックス」に献金しました。 

参加者 0名 

 

園内ガーデンパーティー 年末お楽しみ餅つき大会 

実施日 12月 28日 

目的 

コロナウイルスの感染拡大の影響で夏休みにガーデンパーティーを実施でき

なかったため、コロナ禍でも頑張っている子ども達に少しでも楽しい時間を提

供できるように企画しました。 

年納めの最後の行事として、全児童、全職員で餅つきを行うこと、また、日

本の伝統行事を重んじ、子ども達に伝えることを目的としています。 

プログラ

ム 

・感染予防の観点から、地域・関係者・支援者を招待せず、例年実施している

餅つきとの合同企画として実施致しました。 

・密にならないよう、グループを三つに分けて餅つきやゲームコーナーを楽し

みました。 

・コロナ感染防止を徹底した上でお餅つきを開催いたしました。 

・お楽しみコーナーには、「射的」「輪投げ」「魚釣り」を用意し、年少児から

年長児まで皆が楽しめるよう工夫しました。支援者の方々からご寄付として

いただいた玩具類を景品として使わせて頂きました。 

来場者数 0名 （職員・子どものみで実施） 

 

新年の集い                     

実施日 1月 1日 

目的 

年末年始に、未帰宅児童を対象に、「元旦に家族で食卓を囲み、お節料理を食

べ、百人一首や羽根つきを楽しむ」という日本らしいお正月の過ごしを子ど

も達に伝承することを第 1 の目的としました。また、職員も一緒に遊び、楽

しい時間を共有することで、家に帰れない子ども達の淋しい気持ちを軽減で

きるように努めました。 



 

 

プログラム 

大晦日、元旦を楽しめるように未帰宅児童を同年齢グループに分けて大晦日

の夜を過ごしました。元旦には調理スタッフが準備してくれた美味しいおせ

ち料理やお雑煮を食べ、園長先生から一人ひとりお年玉を受け取りました。

百人一首大会や羽根つき大会も盛り上がり、良い形で新年を迎えることがで

きました。 

 

鏡開き                  

実施日 1月 11日 

目的 

日本の伝統行事である鏡開きを行い、心身の健康を願いました。ま

た、子ども達が日本の伝統的な年中行事を身近に感じてもらうことを目

的として行いました。 

プログラム 

事前に「鏡開き」の意味を伝えるポスターを作成して知らせました。 

昨年度に続き、お餅つきから鏡開きまでの流れをカレンダーにして載せ、

鏡もちを飾るのに良い日、悪い日などもイラスト付きで分かりやすくし、

子ども達がより深く理解できるよう努めました。 

当日は調理スタッフが手作りしたぜんざいと栗を配布し、食育の意味も

込めて今年度も漬物を配布しました。大きな栗は人気で、ぜんざいも漬物

も喜んでもらうことができました。また、飾ったお餅を開いて食べる事を

知らない子どもがいたため、食の知識の習得としても良い場となりました。 

 

節分                       

実施日 2月 3日 

目的 日々の健康と幸せを願う日本の伝統行事を体験する。 

プログラム 

・コロナ禍の情勢を鑑み、年男・年女（子ども 4名、職員 8名）が福の神と

して各ホームを回ることは控え、ホームごとに豆まきや行事食を楽しみま

した。子どもたちの間では、例年通り年男・年女が各ホームに回って豆を

まくのが節分だという印象が強く残っていたようで、寂しがる様子もみら

れましたが、折り紙での飾りつけや恵方巻などの行事食を通して節分への

理解を深めることができました。 

・事前に節分が人々の日々の健康と幸せを願うために行われてきた伝統的な

行事であることを書いたポスターを配布しました。節分クイズを記載し、

楽しみながら節分のことを知ることができました。 

・また、鬼のお面を各ホームに配布し、各ホームでお面作りをしてもらいま

した。当日は、心の中の鬼（直したい所）を書いたお面に向かって、心の

鬼を追い出せるように願いながら、豆まきをしました。また、歳の数だけ

豆を食べました。 



 

 

・他施設で年少児が豆をのどに詰まらせた事例があったことを受けて、消費

者庁より 5歳以下は豆を食べることを控えるよう、ホームページを通じた

注意喚起がありました。主任や管理栄養士と相談し、当園では分かりやす

く「未就学児は豆を食べないこと」として、代わりにラムネを配布しまし

た。 

 

ひなまつり                  

実施日 3月 3日 

目的 楽しみながら日本の行事を知る機会とし、ひな祭りのお祝いをする。 

プログラム 

・事前準備として小学 5年生、6年生の女児を対象に、本館 2階お座敷にひ

な人形を飾り、招待状の作成を行いました。また、各ホームにひな祭りの由

来や、ひな祭りに関するクイズを記載したポスターを配付しました。 

・当日はコロナウイルス感染拡大の防止のため、昨年度と同様、お座敷のひ

な人形を楽しんだ後、各ホームでひなあられや桜餅をいただきました。例年

のように茶道ボランティアの子どもたちにお茶を点ててもらうことはできま

せんでしたが、桃の花を見ながら各ホームでひな祭りを楽しむことができま

した。 

・夕食は「カップ寿司、沢煮椀、鶏肉のカレー焼き、菜の花と生ハムのマリ

ネ」等の行事食を子ども達と一緒に作り、ひな祭りのお祝いをしました。 

 

インターン生・ボランティア感謝会          

実施日 令和 3年 3月 6日 ＜子どもチャレンジ発表会との合同開催＞ 

目的 今年度で活動を終えられるインターン生、ボランティアさんを対象に、こ

れまでのご支援に対し、感謝の気持ちをお伝えする機会として会を開催しま

した。子ども達にも協力してもらい、文集や手作りのプレゼントを用意して

お渡ししました。また、子どもチャレンジ発表会にも参加して頂き、コロナ

禍で中々実現できなかった園行事に参加して頂く機会にもなりました。 

プログラム インターン生・ボランティア感謝会の企画運営 

・記念品と感謝状の贈呈 

・記念文集の作成と贈呈 

 

子どもチャレンジ発表会           

実施日 3月 6日 

目的 

昨今のコロナ禍の生活で他者と関わる機会が少なかった中、知らなかった

一面（特技等）を発表することでお互いの頑張りを認め合う機会とするため

子どもチャレンジ発表会を計画しました。感染予防の観点からオンラインで



 

 

実施したことで、子ども達の安全を守りながらお互いを知る時間となりまし

た。 

プログラム ・園内グループ、子ども達による発表 ・展示品発表 

 

激励会                          

実施日 3月 25日 

目的 

例年は全児童と全職員が聖堂に集まり子ども達の一年間の成果を皆で

祝います。また、退園する子ども、退職する職員を紹介し、皆で門出を祝

う行事です。 

今年度はコロナ感染予防の観点から、聖堂には集合せず、リモート形式

で各ホームから参加致しました。 

プログラム 

 

 

①4月から進学入学する子どもの紹介 

②皆勤で通学した子どもの紹介 ③表彰された子どもの紹介 

④退園する子どもの紹介 ⑤退職する職員の紹介 

 

ホーム外出記録 

 

愛の家 ホーム外出 

実施日 行先・宿泊先 プログラム 

3月 

12～13日 
館山海の家 

年度末で退園する児童の強い希望もあり、ホーム全員での

最後の思い出作りとして、館山海の家に行きました。初め

て海の家に泊まる子どもも多く、皆で楽しい時間を過ごす

ことができました。特に、東京では見られない綺麗な星空

に感動したり、広い海を見て大喜びする子どもたちの姿が

印象的でした。 

 

鳩の家 ホーム外出 

実施日 行先・宿泊

先 

プログラム 

3月 25日 

-26日 

館山海の家 グループワークの一環として、春休みを利用し 1泊 2日で 

千葉県館山市「海の家」へ外出致しました。 

子ども達にとって久しぶりのホーム外出となり、皆で仲良く過

ごすことができ、とても楽しいホーム外出となりました。 

 



 

 

百合の家 ホーム外出 

実施日 行先・宿泊先 プログラム 

3月 21日 スポッチャ 

焼肉キング 

子ども達念願のスポッチャと焼肉食べ放題に行きまし

た。久しぶりにホームの皆との外出や外食を通して、時間を

共有することで、ホームメンバーと交流を深めることがで

き、良い思い出を作ることができました。 

 

 

葡萄の家 ホーム外出 

実施日 プログラム 

3月 28日 「1年のお疲れ様会」と題してホームパーティーをしました。子どもたちの

リクエストに応え、バーベキュー、ゲーム大会、DVD鑑賞会をして楽しみま

した。 

 

希望の家 ホーム外出 

実施日 行先・宿泊先 プログラム 

3月 19～20日 館山 

海の家 

1日目はお寿司を食べてから温泉に行き、夜は遅くまで

ゲームするなどして過ごしました。2日目はピザを窯で

焼き、バーベキューをしてお腹いっぱいになりました。

途中で磯遊びにも行き、たくさんの思い出を作りまし

た。 

 

ヒソップホーム ホーム外出 

 

さくらホーム ホーム外出 

実施日 行先・宿泊先 プログラム 

3月 26日 

東京ジョイポリス、

THE OVEN アクア

シティお台場 

 

3 年ぶりに皆でホーム外出をすることができた。ジョイ

ポリスでは、ゲームやアトラクションを楽しみ、夕食は

バイキングを堪能した。子どもも職員もよい思い出とな

った。 

実施日 行先・宿泊先 プログラム 

3月 24日 ヒソップホーム コロナ禍でホーム外出に行けないため、子どもたち

の希望でホームにてブッフェ形式のパーティーを

行い、楽しみました。退園児童や異動職員との楽し

い思い出作りをしました。 



 

 

マナの家 ホームプログラム 

実施日 プログラム 

３月 25日 
年度末で退園となる 2名を皆で送り出すために、子ども達の希望に沿

い、焼肉食べ放題の外食を行いました。 

 

凪の家 ホーム外出 

実施日 行先・宿泊先 プログラム 

3月 26日 凪の家 一年間の頑張りを労い、子どもたちのリクエストに応え

てホームパーティー、ゲーム大会をしました。パーティ

ーの最後には、1年間の思い出の写真をスライドショー

にし、鑑賞しました。昨年度退園した男児も来訪し、楽

しい時間を過ごすことができました。 

 

 

 

その他の日常生活支援  

予防接種基金による予防接種実施状況   

今年度も、予防接種基金から子ども達が接種を行いました。 

平成 31年度より、措置費予防接種費加算が導入され、予防接種法に規定する予防接種に関

しては措置費にて支弁しました。今年度より、流行性耳下腺炎の予防接種費用も措置費支弁の

対象となりました。接種状況の分からない子どもについては、嘱託医と相談し、接種計画を作

成して順次接種しました。また、医師と相談の上、子宮頸がん予防ワクチンについても順次接

種を開始しました。 

 

感染症・インフルエンザ対策   

各ホーム玄関先には、1年を通して、次亜塩素酸水（微酸性水）、アルコール殺菌液を常備

し、感染予防に努めるとともに、感染症が流行する時期には、園内のネットを活用して職員へ

の予防意識を高める働きかけをしました。また、手洗いマニュアルポスターを各ホームに配布

し、子ども達と一緒に確認しながら感染予防を行いました。その結果、今年度も感染する児

童、職員共に少なく、予防の成果が出ていました。 

職員対象に下記の園内研修、子ども全員に下記の日程で、予防接種を実施しました。 

※新型コロナウイルス感染症対策については別頁にまとめて記載しました。 

＜感染症予防・対応研修＞ 

実施日 内容 講師 

6月 15日 おう吐物処理OJT 二年目職員 



 

 

＜感染症予防対策＞ 

実施日  内 容 

通年 
各ホームに手洗いマニュアルの配布 

次亜塩素酸水（微酸性水）、アルコール消毒液の設置 

11月 5日 第 1回インフルエンザ予防接種実施 

12月 10日 第 2回インフルエンザ予防接種実施 

 

子どもの健康状況       

今年度も、年 2回、子ども達の健康状態の把握を行いました。前期は、幼稚園・学校での検

診結果を確認、後期はインフルエンザの予防接種を兼ねて、嘱託医が来園し、検診を実施し、

気になる結果が見られる子どもについては、助言指導を受けました。喘息、アレルギー傾向を

持つ子どもについては、嘱託医と相談しながら、通院治療を継続し、日常の生活支援の中では、

意図的に、環境整備や子どもたちの体力作りに力を入れました。食物アレルギーがある子ども

に関しては、園の栄養士と連携し、嘱託医の助言を受けながら、除去等の対応をしました。新

たに入園してきた子どもについては、小児科での健診とともに、近隣の歯科医に受診し、口腔

ケアも心がけました。今年度も、大きな病気やけがをする子ども少なく、概ね健康に過ごすこ

とができました。 

 

寝具の整備の実施状況                    

今年度も、ふとん店に布団の点検、交換を依頼しました。全ホーム、全子どもの寝具を点検

し、必要に応じて、買い替えを実施しました。夜尿のある子どもの寝具は丸洗いできる敷布団

を導入し、洗い替えが出来るよう 2 セットずつ用意し、清潔を保てるようにしました。また、

交換の必要がある布団については、加工綿素材を増やした布団への買い替えを実施しました。

子ども達が毎日温かいぬくもりに包まれて、気持ちよく眠れるように努めました。 

 

子どもの自転車配布の状況        

・今年度も子ども一人ひとりに自転車を整備して提供しました。自転車が必要な子ども全員に

年齢や体格に合った自転車を提供することが出来ました。 

・自転車部品の老朽化に伴い、部品の修理、交換、廃棄を行いました。 

・月 1回各ホーム担当の子どもの自転車設備安全チェックを行い、子どもが安心・安全な自

転車に乗れるよう努めました。大きな事故等もなく、子どもが安全に自転車に乗ることがで

きました。 

・幼児用の園内共用自転車、三輪車、一輪車の整備を行いました。 

 



 

 

子どもの細菌検査の実施状況                   

区分 実施日 実施機関 検査項目・内容 受診者数 

細菌検査 年 4回 
東京食品技

術研究所 

一般検査（赤痢菌・サルモネラ・

パラチフスＡ菌・チフス菌） 
子ども全員 

 

 

ハンドベル部の活動状況    

今年度は発表会に向けて、月に 2、3回程度の練習を行いました。子どもたちと話し合いなが

ら、現在の子ども達の希望やレベルに合うように選曲し、意欲的に取り組めるよう工夫しまし

た。練習は賑やかで楽しい雰囲気で積極的に取り組み、子ども同士が互いに教え合う姿も見ら

れました。みんなで一つの曲を完成させる中で、協調性が育まれました。例年鑑賞していた外

部のハンドベルコンサートは今年度も新型コロナウイルスの影響で中止になり、鑑賞できませ

んでした。今年度は発表会が実施されたため、3年ぶりに練習の成果を披露することができ、

達成感を得ることができました。 

 

ギター部                           

令和 3年は新型コロナウイスル感染拡大の影響を受け、月 1回、聖堂を活用し練習を行った。

年度後半は感染状況が悪化した為、月 1回の活動は出来なかったが、個別での練習を重ね、発

表会での発表は素晴らしい演奏をすることができた。 

異文化交流     

今年度も韓国語講座を月に 1・2回開講し異文化に触れ、学ぶ機会を持った。プリントやアイ

ドルの動画、ドラマ、韓国の料理教室等を活用して日常会話や韓国の文化に触れて、理解でき

るような機会を設けた。色々な学びから韓国への理解も深めることができた。さらに、文化の

違いに触れることで韓国だけではなく、異文化に対する価値観が広がった。 

 

写真管理            

・子どもたちの成長の記録や行事の記録のために写真撮影をしました。 

・現在はデジタルカメラが各ホームに 1台ずつありますが、個人情報保護の観点から事務室で

一括管理し、必要なときには管理台帳に記入の上、持ち出して使用しています。 

同じく個人情報保護の観点から職員個人所有のカメラや携帯電話による子どもの撮影は禁止

しています。 

・幼児祝福式では、カメラボランティアに協力を依頼し、撮影をお願いしました。 

・写真は年に数回現像して子どもたちそれぞれのアルバムに保管しました。 



 

 

 

宗教教育プログラム  

夕拝                 

活動の全般の状況 

毎月第 1、3日曜日に夕礼拝を守っています。 

教会の牧師先生に礼拝のメッセージをお願いしています。 

現在は 7割弱の子どもが出席しています。 

 

学校生活・学習の支援 

 

学習支援事業の充実 

子ども達の基礎学力の向上・社会で生きるための力を育てることを目的に基金を財源とし、

小学校 2年～5年を対象にした「園内珠算塾」、小学校 5・6年生グループを対象とした「園内

算数教室」、さらに学力が著しく遅れている中高生を対象とした「園内個別学習室」を実施して

います。 

 「園内珠算塾」について、珠算には講師が子ども個々の特徴、習熟度を的確に捉え、習熟度

に合わせて昇級テストを用いながら子どものやる気と理解力を伸ばして下さっています。今年

度、商工会議所の珠算検定に挑戦し、中学生が初段に合格致しました。 

「園内学習塾」については、専門の塾講師に協力を仰ぎ、子ども達の基礎学力向上を図って

参りました。 

学力向上によって、子ども達の生活場面でも自信を深めている様子が伺えており、今後も継

続していきたいと考えております。 

 

 

園内珠算塾            

実施曜日・時間 毎週火曜日・16時―17時、17時―18時（2グループ） 

対象学年・人数 小学 3年～中学 2年（10名） 

 

 

IST園内算数教室/ IST園内個別学習室 

 

実施曜日・時間 
小学 5・6年園内算数教室：毎週金曜日 

園内個別学習塾：火(ZOOM)・水・金曜日 

対象学年・人数 

小学校：5年・6年（４名・５名） 

中学校：1年(２名)・2年(２名) 

高校：1年(1名)・2年(１名)・高 3(1名) 



 

 

地域小学校教諭との連携              

実施日 10月 1日・10月 4日・12月 21日 

テーマ 

目的 

地域小学校の先生方に対して児童養護施設東京育成園の養護理念や方針を理

解してもらい、協力体制を作ること、各児童への共通理解と連携した支援を

深めること。 

参加教諭数 29名 

内容・成果 今年度は、当園の児童が通っている 3つの小学校との交流会を実施しまし

た。コロナ禍などの日程の都合上、同時開催はできませんでしたが、3回と

も充実したものとなりました。 

2年ぶりの開催となったこと、教員の入れ替わりが多かったこともあり、

改めて児童養護施設の概要などを説明し、理解してもらいました。先生方か

らの質問も多く、児童理解についてお互いに共有することができました。 

 

中学校の先生方との交流会           

実施日 令和 3年 10月 13日 

テーマ 

目的 

地域中学校の先生方と児童養護施設東京育成園の相互理解と協力体制作

り、各児童への共通理解と連携した支援を深めることを目的とします。 

内容・成果 コロナ禍ではありましたが、中学校の先生方も入れ替わりが多かったこ

となどから、交流会実施の必要性について中学校側と確認し、感染防止対

策を徹底した上で実施しました。当日は「東京育成園で生活する児童への

理解」「個人情報の取り扱いについて」をテーマに取り上げ、中学校の先生

方に東京育成園について理解を深めていただく機会となりました。 

 

小学校PTA校外委員会活動        

活動全般の

状況 

定期的に行われる常置委員会や運営する活動に出席し、各地区の郊外委員

と連携して「地域の絆で防犯と子どもの安全を高めよう」をテーマに話し

合いを行っています。 

世田谷区の交通安全教室の参加や校外パトロール・馬出しを班ごとに行

い、その調整などを地域の保護者の方々と行っています。 

実施日 常置委員会はコロナ感染予防のため、実施は年 2回。 

馬出し・パトロールは当番制で実施。 

集団登校はコロナ感染予防のため、中止。 

 

 

 



 

 

ボランティアとの連携 

 

学習ボランティアによる学習支援     

水曜学習ボランティア      

・水曜日の学習ボランティアとして、学習院大学、慶応義塾大学の方々に子どもの学習を支援

していただきました。 

・活動は水曜日の 19～20時で、子どもとマンツーマンで学習指導をしていただきました。 

・新型コロナウイルスの影響（以下、コロナ禍）で 9 日ほどしか活動ができませんでしたが、

活動後の反省会を時間短縮して行い、子どもへの理解を深めていただきました。また、今年

度は新規で 3名の学生が活動してくれました。 

・年度末に、活動を終了される方を対象とした「ボランティア・インターン生感謝会」を実施

しました。記念品や文集を子ども達と作成し、ボランティアの方に感謝の気持ちを伝えるこ

とができました。 

 

グループ名称 活動日 
登録人数 

(人) 

年間活動日数 

（日） 

延べ人数 

(人) 

学習院大学 水曜日 5 9 19 

慶応義塾大学大学 水曜日 2 9 7 

 

火曜学習ボランティア             

活動日・時間 ・例年、毎週火曜日の 19時から 20時で担当の子どもと 1対 1で個別

学習支援の活動を実施しています。 

・昨年度から対面での活動ができていなかった為、活動再開を目指し

て水曜学習ボランティアと連携を取りながら学習ボランティア活動

における感染症対策を講じました。各大学の学生さんの意向も丁寧

に確認し、令和 3年 11月に活動再開が実現しました。 

・しかし、令和 4年 1月に再びコロナ禍となり、大学側の課外活動禁

止や園内での受け入れが難しい状況から、再び活動休止となってし

まいました。 

活動内容 ・恵泉女学園大学、慶應義塾大学、駒澤大学の学生有志による活動を

行っています。定期的に電話連絡をして状況確認を行いました。 

・令和 3年度は 4名の学生が火曜学習ボランティアに所属していまし

た。年間を通して、定期的にボランティアさんへ電話連絡を実施し、

状況確認を行いました。また、昨年度から引き続き、担当児童とボ

ランティアさんの繋がりが途切れないように、手紙にて文通をする

取り組みを行いました。 



 

 

・年度末で活動を終える 2 名のボランティアさんには、ボランティア

感謝会の招待状を送付し、子どもとの終結作業の機会を設けること

ができました。出席できなかった方にも記念品と感謝状、文集を送

付しています。 

 

       

 

その他のボランティアとの連携による支援 

 

 

ボランティアの受け入れ状況（全体）   

今年度もコロナウイルスの感染拡大に伴い、ボランティアさん、子ども達双方の感染防止を

最優先とし、緊急事態宣言発令期間中はボランティア活動を中止としました。緊急事態宣言が

解除された時期についても、ボランティアさんの所属する大学や職場のガイドラインに従って

いただき、園からも活動時の感染対策を書面にまとめてボランティアさんに説明をしたうえ

で、活動を進めてきました。活動回数、人数は例年と比較すると少ないものではありました

が、活動休止中もご連絡を下さるボランティアさんもいらっしゃるなど、多くのボランティア

さんの存在によって支えられていること改めて感じることができました。 

 

令和 3年度 ボランティア活動状況 

ボランティア内容 活動人数 活動日数 延べ人数 

生活ボランティア 3 7 7 

学習ボランティア    

火曜 4 9 20 

水曜 11 9 39 

個人 5 19 19 

カンナの会（繕い物） 4 3 12 

幼児ボランティア    

カンナの会 10 1 2 

たんぽぽの会 10 1 1 

グループ名称 活動日 
登録人数 

(人) 

年間活動日数 

（日） 

延べ人数 

(人) 

恵泉女学園大学 火曜日 1 6 6 

慶應義塾大学 火曜日 2（休止 1） 8 8 

駒澤大学 火曜日 1 8 8 



 

 

ぶどうの会 8 0 0 

チュチュの会 9 1 1 

美容ボランティア    

園内 4 3 5 

SPEA 4 9 9 

LOOP 4 14 14 

Schnipp Schnapp 1 6 6 

開発くん（全体） 1 0 0 

ロボット部 1 0 0 

   夏休み自由研究 1 0 0 

ピアノ 2 1 2 

ダンス 1 0 0 

茶道 1 0 0 

着付け 1 1 1 

写真撮影（七五三） 1 1 1 

生け花 1 0 0 

園内美化 12 3 5 

合計 92（人） 72（日） 117(人) 

 

 

企業・NPO団体等ボランティア受け入れ状況     

 今年度はコロナウイルス感染拡大の影響もあり、YMCAプログラムには参加できませんで

した。年度末に東京中央新ロータリークラブの皆様より、自立を控えた子どもたちにエールを

送る機会を持ちたいとのお話を頂き、オンラインではありましたが、交流の機会を持つことが

できました。 

 

ボランティア交流会の実施           

実施日 未実施 

目的 

 

 

 

ボランティア活動をしていただいている方々をお招きし、当園の理解を深め

ていただくこと、ボランティアの方同士が活動内容や子どものことを語り合う

機会として例年実施していますが、今年度もコロナウイルス感染拡大防止の観

点から、実施を見送ることとなりました。 

 

 



 

 

繕い物ボランティア（カンナの会）               

今年度も新型コロナウイルスの感染状況を見ながらの状況であったため、数回の活動になっ

てしまいました。そのような中でもクリスマスページェント礼拝で使用する衣装の制作、手直

し、子ども達の生活に必要な衣服の繕い物、布巾、ズボンの裾上げ等をして頂きました。時間

内に終わらない際には持ち帰ってくださり、後日届けていただきました。・子どもの声が聞こえ

る環境での活動を通して、子ども達を身近に感じていただくことができた。 

活動日（曜日） 
年間活動日数

（日） 
延べ人数(人) 

第 3金曜日（10月,11月）、第 2金曜日（12月） 3日間 11人 

 

幼児ボランティア     

・今年度の該当児童は男児 1名でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で幼児ボランテ

ィアについても実施出来ない状況が続きました。情勢を鑑みながら 7月の 4日間活動して

いただきましたが、緊急事態宣言の発令により予定していた活動も中止する形となりまし

た。また、例年「幼児ボランティア感謝会」を行っておりましたが、今年度はコロナ感染予

防のため中止とし、子どもたちによる手作りのプレゼントを送付させていただきました。 

・年度の始めには皆様に活動のご意向を確認致しました。今後の活動をご辞退したいとの相談

を承った場合には、皆様のご意向を第一に考え、感謝状と子どもたちが作成した手作りのメ

ッセージカードをお送りさせていただきました。 

グループ名称 
活動日 

（曜日） 

登録人数 

(人) 

年間活動日数 

（日） 

延べ人数 

(人) 

たんぽぽの会 火 10 1 1 

ぶどうの会 木 8  0 0 

カンナの会 金 10 2 2 

チュチュの会 
火 

※今年度は（木） 
9 1 1 

 

 



 

 

園内整備ボランティア  

・今年度はコロナウイルスの状況に併せて、調整を行いました。調整した日程がコロナウイル

スの状況によって中止になることもありましたが、活動できた際は感染防止に留意しながら、

ボランティアの方と子ども達も楽しく作業することができました。 

・活動日 7/3 11/6 12/11 

 

理容・美容ボランティア 

来園されてのボランティア 理・美容師さんに来園して頂き、子ども達の髪をカットして

頂きました。幼児から中学生を対象に活動を行いました。 

美容院でのボランティア 3 つの店舗でカットサービスをしていただきました。 

 

    

写真撮影       

令和３年度は美容ボランティアとしても活動いただいている方に七五三の撮影にご協力いた

だきました。子どもたちの良い表情を捉え、写していただいた写真は、子どもたちの成長を記

す、貴重な想い出の記録となっています。 

                                    

科学プログラム「開発くん」「ロボット工作」  

今年年度は、新型コロナウイルス感染拡大禍（以下、コロナ禍）の影響を受けて、ロボット

部（PCを使ったプログラミングのゲームの作成）や、園内の全児童を対象とした全体実験（子

どもの興味に合わせた様々な実験や工作を通し、科学に触れる機会）、夏季休業中に小学生を中

心とした自由研究のお手伝いについては、実施することができませんでした。 

 

ピアノ教室    

お二人の先生方のご協力により、9 名の子どもたちのピアノレッスンをして頂く予定でした

が、コロナ禍の状況により活動は実現出来ませんでした。レッスンは受けられませんでしたが、

年度後半に実施したこどもチャレンジ発表会では、2 名の子どもから発表の希望が挙がり、園

内での発表を実施することが出来ました。子どもが相談して弾きたい曲を選択し、ホーム内で

それぞれが練習を行い、発表会では連弾で演奏を行いました。活動は実施出来ませんでしたが、

今までに先生方に教えて頂いたことが実になり、自身の力となっていることを子どもたちが実

感できた良い機会となりました。 

 

茶道教室      

本館 2階の日本間を利用し、毎月第 3土曜に活動をしています。指導はカンナの会のボラ

ンティアさんにご指導をお願いしています。 

裏千家で学校作法に基づいて日本古来の薄茶を楽しみながら礼儀作法を身につけています。経



 

 

験年数に多少差はあるものの、基本的な作法から新たな作法まで丁寧にご指導を頂き、子ども

同士でも教え合いながら、限られた時間の中で 1人 1人が成長することができました。また今

年度はコロナ禍により活動が制限される中、3 密を避け、室内の消毒・換気を徹底し、講師と

1対 1の形式でお稽古を実施しました。コロナの影響により 1月の初釜は中止となりました。 

 

生け花教室                      

例年月 1回の頻度で、先生より生け花の基本や嗜みを教わっていますが、今年度はコロナ禍

のため活動は実施しませんでした。 

  

ダンス教室        

園外から先生をお招きし、月に 1度のダンスレッスンを行う予定としていましたが、新型

コロナウイルスの感染拡大の影響により、今年度は先生をお招きした活動は行うことができま

せんでした。 

その中で先生と児童の繋がりを継続する一環として暑中見舞いや年賀状送付の取り組みを子

ども達と一緒に行いました。その結果子ども達からは「早くレッスンを再開させたい」「先生

に会いたい」等の想いが寄せられました。 

           

社会的自立に向けての支援 

 

新高校 1年生オリエンテーション  

実施日 テーマ・目的 内容 

4月 1日 高校生としての自覚をもった

園生活への意識付け 

・園での生活（高校生に期待すること） 

・携帯電話の約束 

・アルバイトの約束 

参加児童数 3人 

担当職員 園長、統括主任、主任、副主任 

高校生プログラム担当 

 

自立訓練         

テーマ・目的・内容 

・自立に向けた取り組みとして、高校生を対象に、園内の自立学習棟で一人暮らしを体験する

宿泊プログラムを実施しました。 

（学期に 1回程度。期間は 3日～6日間程度） 

・自立訓練が初めての経験となる高 1生は、1回目は 2人 1組で実施しました。2回目は 1回

目の取り組みを踏まえて 1人ずつ実施しました。 

・各児童の予定や体調を担当職員と共有し、考慮しながら日程や回数を設定しました。 



 

 

 

高校生プログラム     

 

奨学金オリエンテーション 

実施日 5/4  対象 高校 2、3年生 

 

①「自立までのスケジュール」の提示と説明 

②奨学金制度の説明、自立に向けて考えていくこと、準備していくことの説明を行いました。 

 

 

 

高校生プログラム学習会・座談会  

実施日 10/24、12/11、1/10、2/23、3/29 

令和 3年度は、スマートフォンや SNSの普及により増加している、子ども達が巻き込まれ

やすい事件・事故をテーマに取り上げて学習会を開催しました。SNSの利便性と危険性につ

いて、実際に起きた事件や事故を例にあげて、危険性についての理解を深め、子ども達が自分

の身を自分で守ることができるようになるように取り組みを行いました。 

例年とは違った取り組みとしては、令和 4年度より成年年齢が 18歳へ引き下げになること

を受け、成年年齢が引き下げによって「できるようになること」について学ぶ機会を持ちまし

・自立訓練実施後には前期、後期 1回ずつ振り返りを行い、各児童の課題を明確にした上で、

日常生活の中で取り組める、自立に向けた目標の設定を行いました。 

参加児童数 10名（男 4・女 6） 

個人 期間 

高 1男子 8/9～8/11、11/24～11/26 

高 1男子 8/9～8/11、12/14～12/16 

高 1女子 7/27～7/29、11/29～12/1 

高 1女子 7/27～7/29、1/5～1/7 

高 2女子 
7/19～ 7/23、 11/8～11/12、

12/20～12/22 

高 2女子  8/4～8/8、11/14～11/17 

高２女子 12/20～12/22 

高 2男子  7/12～7/16、1/15～1/19 

高 3男子  8/2～8/7、12/4～12/9 

高 3女子  3/13～3/18 

 合計 19回 



 

 

た。また、「できるようになることで起こりうるリスク」についても具体例を挙げながら説明

を行い、子ども達に理解を深めてもらいました。 

その他、日常の園生活における子ども達の悩みや疑問を子ども達同士で話し合う座談会の機

会を持ちました。他者の考えを聞くことで、新たな価値観の獲得や、視野を広がるきっかけと

なりました。 

年度末の三月には、就職・進学が決まった高校 3年生による「進路報告会」を実施しまし

た。3年生に進路決定までの取り組みや苦労した点などについて、これから進路決定に向け取

り組んでいくことになる高校 1、2年生に向けて話をしてもらいました。1、2年生から多くの

質問が出る等、1、2年生にとって良い機会となりました。 

 

 

自立支援プログラム                

実施日 対象児童 実施団体 内容・成果 

10/17.18 

2/20 

3/6 

 

高 3： 

女子 1名 

男児 1名 

ライツオン

チルドレン 

 

例年、対面で行われているパソコン講習会です

が、新型コロナウイルスの感染予防のため、オ

ンラインでの講習となり、2名が参加しまし

た。学業や仕事に使用することを前提とした基

礎講座を行っていただき、それぞれ基礎的な知

識が身に付きました。講座終了後には講習会で

使用したノートパソコンを頂きました。 

 高３： 

女子 1名 

エンジェル

サポート 

例年、対面で行われている自立に向けたプログ

ラムついては、新型コロナウイルスの影響でオ

ンラインでの研修となり１名が参加しました。

受講したい科目を選べることから、自分自身の

自立に必要な知識を得られる科目を選択し、学

ぶことが出来ました。 

 高２： 

女子 1名 

KIDS 例年行われていたプログラムは新型コロナウイ

ルスの影響で２年間実施されておりませんでし

たが、今年度は語学研修をオンライン対応に変

えるなどして観光地での外国人旅行者への案内

をするプログラムが再開されました。１名が参

加し、外国人への観光案内を行い、良い学びの

場となりました。 

 

 

 



 

 

中学生プログラム          

実施日 テーマ 内容・成果 

7月 22日 ・児童（13

名）と職員の

顔合わせ 

・テーマ発表 

・職員が設定した今年度の年間計画と目標を発表した。全

体のテーマを「自分を知ろう」とし、プログラムを通し

て 4 つの力(知る力、聞く力、考える力、発信力)を身に

つけて欲しいと伝えた。 

10月 19日 ・コロナウイル

ス、SNSの危

険性について

の学習会 

・コロナウイルスについて学び考える中で、人それぞれ考

えていることが異なることを知り、気を引き締める機会

となった。 

・一人一台学習用タブレットが持つようになり、子ども達

がアカウントを作るなど心配な点が多く見られたため、

SNSにまつわる事例を紹介し、使用方法の確認と個人情

報の取り扱いがいかに大事かと学んだ。 

12月 12日 ・インターネッ

トと個人情報

についての学

習会 

・自身の個人情報はもちろん、他者の個人情報も流出しな

いよう注意喚起を行った。 

・インターネットは便利なものであると共に、危険性につ

いても理解を深めることができた。 

1月 23日 ・自分の得意不

得意について

考える 

・職員が作成した自己 PR カードに取り組み、得意と不得

意が、生活場面でどのように影響されているか、ペアに

なって話し合った。 

3月 5日 ・1年間の振り

返り 

・受験生からの

アドバイス 

・受験を終えた中 3 生から受験を控えている子ども達へ助

言をしてもらった。子どもから、「職員はどのように進路

選択をしてきたのか」と質問が出るなど、皆真面目に話

を聞いていた。 

・今年度もコロナウイルスの影響を受け、ボランティア体

験や宿泊プログラムの実施は行えなかった。 

 

招待     

 

例年、多くの個人、団体から様々なご招待をして頂いておりますが、今年度も新型コロナウ

イルの感染拡大予防の観点から年度前半は、ほとんど招待行事への参加は実現しませんでし

た。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が緩やかになったことを受け、年度後半は、少し

ずつではありますが、招待行事を実現することができました。 

世田谷区子ども家庭課様からの自然体験教室（サツマイモ堀り、小松菜摘み）については、

感染予防の徹底と少人数での参加とし、実施することが出来ました。また、8月にはニチレイ

フーズ様よりオンライン工場見学のご招待を頂きました。オンラインならではの通常、立ち入



 

 

ることのできない工場内部を見学することができ、子どもたちから大好評でした。東京中央新

ロータリークラブ様からはクリスマスコンサートのご招待を頂き、本物に触れる機会となりま

した。。 

実施日 招待者(順不同) 招待行事内容 人数 

8月 24日 ニチレイフーズ様 オンライン工場見学 8名 

10月 10日 世田谷区様（子ども家庭課） さつま芋堀り 16名 

12月 3日 東京中央新ロータリークラブ様 クリスマスコンサート 12名 

1月 24日 世田谷区様（子ども家庭課） 小松菜収穫 12名 

 

 

ケースワーク推進部門の取り組み 

 

子ども家族再統合の支援                  

 

家庭復帰児童の状況 

令和 3年度  

家庭復帰児童の状況 

退園児童     12名（平均在園期間 4.6年）  

家庭復帰児童   6名（50％・平均在園期間 2.5年） 

 令和 3年度の家庭復帰児童は 6名でした。 

 今年度も、昨年度同様コロナウイルス感染症の感染予防のため、親子の交流頻度や交流方法、

交流の内容に制限を設けざるを得ない状況でしたが、緊急事態宣言が解除された期間には、こ

れまで通りの家族との面会交流や児童福祉司との面接など家庭復帰に向けた取り組みを実施す

ることができるようになりました。 

親子関係の再構築を図ると同時に家族の課題解決に取り組んだ結果、6 名の子どもたちが家

庭復帰することになりました。 

 

退園児童の支援（アフターケア）        

自立支援担当職員が 1名配置され、「インケア中の自立支援」「退園後のアフターケア」に

重点を置き、社会的自立の促進を図ってきました。 

当園では、独自の取り組みとして、FSWとのチームの中で、ケース分担を行い、ケースワー

カーとしての支援も行いました。 

 

「インケア中の自立支援」として主に高 3生の進路に対し、担当者と連携し、自立に向けた

計画作成・進捗状況管理と資源の情報提供を行いました。今年度は 1名が大学進学、1名が就

職希望であったため、それぞれの担当者と連携し、進路に応じた支援を行いました。大学進学



 

 

希望者には、資金計画を中心に児童・担当者と共に奨学金の申請や進学校の選定を行いまし

た。就職希望者については、担当者・学校・支援機関と連携し、就職採用までのステップの段

階を踏んで支援しました。 

 

退園児童の支援は「子ども家族再統合後の支援」「退園児の社会自立」「退園児の上級学校生活

支援」の 3つに分けられ、それぞれの課題やニーズにあった支援を行いました。 

 

世田谷区「フェアスタート事業」 

事業の開始に伴い、世田谷区子ども・若者部若者支援課との連携を密に行いました。28年度よ

り、児童養護施設退所者向けに「せたがやフェアスタート事業」として「住宅支援・給付型奨

学金・居場所事業」を世田谷区が開始しました。 

 

① 住宅支援 

地域の中で安定した生活基盤を提供することを主たる目的として、低廉な住宅負担金（使用

料１万円）により入居することの出来る住宅の提供を開始しました。シルバーピア（高齢者向

け借り上げ住宅）内の旧管理人室住居を、男女それぞれ１棟ずつ提供頂きました。 

令和 3年度は社会自立した 1名、進学自立した 3名が利用を開始し、自立支援担当職員や元

担当職員による月 1回の家庭訪問を実施し、生活状況・就労状況について見守りを行いました。 

 

② 給付型奨学金 

 フェアスタート事業発足時から大学等に進学・通学する資金の一部を給付する返済義務のな

い奨学金として、一律月３万円の給付が開始されましたが、令和 2年度より国の制度で学費

の免除が行われるにあたり、その他制度を活用した上での学費の不足分の全額給付が開始され

ました。令和 3年度には学費の不足分だけでなく教材費や交通費に関しても支給が開始さ

れ、当園では令和 3年度 3名が利用しました。また、令和 4年度進学希望者のうち 1名が申

請を行いました。 

③ 居場所支援 

 地域の中で見守られ、安心して過ごせる居場所の提供として継続されましたが、新型コロナ

ウイルスの影響で規模を縮小して実施されていました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「こどものための柴基金」による住宅支援事業 

  

児童養護施設等からの自立における住居の課題に対し、低廉な住

宅負担金（使用料 2万円）で世田谷区内にあるマンションに入居で

きる支援事業が提供されています。3室が用意されており、当園から

1名、他施設から 1名が利用しています。 

 

自立支援コーディネーターは、上記の支援や退園児童の状況を把握

し、ケース全体の進行管理（マネジメント）を行いました。 

また前年度からの継続で、園独自の取り組みとして、退園児童（自立・家庭復帰それぞれ）を

追跡し、時系列に起きてくる問題を整理・統計化する作業と、退園後再措置となった児童の分

析（アフターケア体制や課題の分析）を行いました。これらの結果は、インケアからアフター

ケアにおける支援に活用できるように、今後も継続して行います。 

 

 

 

里親制度推進部門の取り組み 

 

世田谷区委託事業 フォスタリング（里親包括支援）事業 

フォスターホームサポートセンター ともがき 

 令和 2年 4月から世田谷区よりフォスタリング事業を受託し、東京育成園（以下：当園）の

理念である「子ども中心主義」を基盤に、家庭養護を推進し多くの社会的養護下の子ども達が、

生活環境の急激な変化にさらされず人生の連続性を保てるような社会をつくることを目的とし

て事業運営を行いました。2 年目を迎え、コロナ禍ではありましたが、情勢に合わせた事業計

画を行い、また事業実施にあたり世田谷区や世田谷区児童相談所と緊密な相談・連携を行えた

ことで、1 年目よりさらに発展し、安定した事業を展開することができました。各事業につい

ての実績は以下の通りです。 

1.普及啓発・リクルート事業 

昨年度開設した専用ホームページや、継続実施してきたイベントを基盤に、さらなる発展を

目指し事業を展開しました。 

昨年度開設した専用ホームページは、各種広告施策などを通し、月間 2,000 人近くの閲覧者

を得られるまで成長しました。毎月の問い合わせ件数も、ほとんどがホームページからの問い

合わせでした。各種イベントについても、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しつつ、区

内数か所で開催したことで、会場近くの区民の参加を得ることが出来ました。 

これらの施策を通し、新規相談受付件数は 76件と、昨年度の 93件には及びませんでしたが、

問い合わせからインテーク面接に進んだ件数が 30件（問い合わせ件数のうち約 40％）であり、



 

 

昨年度の 35％（93件中 36件）を上回る結果となりました。また、養育家庭を希望する問い合

わせが 38件と、問い合わせの半数でした。これらの結果から、問い合わせの総数が減少したも

のの、より登録に進む可能性が高い家庭、社会的養護に理解があり養育家庭を希望する家庭へ

普及啓発のメッセージが届いていると考えられます。 

また、問い合わせを受けた里親希望者のアセスメントを充実させ、より社会的養護の理解を

深め里親登録に進んでいただけるよう、インテーク面接の実施方法の改定を検討し、令和 4年

度より開始することとしました。 

さらに、より地域に根差した普及啓発を実施できるよう、区内社会福祉協議会との連携体制

構築を目指し、連携した事業実施の検討を開始しました。 

次年度は引き続き上記施策を充実させ、普及啓発活動を広げていきます。他、具体的な内容

については以下の通りです。 

 

 

（１）里親新規登録・更新手続き等 

①新規相談受付件数 76件 

①-１相談経路内訳 Tel 来所 web※ 

 34件 1件 41件 

 

※サイト（SETA-OYA）のメールフォームからの問い合わ

せ。 

①-2里親種別内訳 養育家庭 養子縁組里親 親族里親 検討中 他 

 38件 28件 0件 9件 1件 

  

②インテーク面接：30件 ③新規里親家庭調査同行：19件 

④更新時家庭調査同行：18件  

⑤実習同行：認定前研修 24件（日数）、更新時研修施設見学 3件（日数） 
      

 

⑥実習／見学調整 

 １）認定前研修施設実習 

   区内の児童養護施設である東京育成園、福音寮と実習受け入れに関する調整を実施。年

間 25家庭（50名）、のべ 49日の実習を行うことができました。 

 ２）登録更新時研修施設見学 

 東京育成園、福音寮との調整 年間 3回、合計 14家庭参加。 

 

⑦新規相談に対する対応 

  新規相談者に対し、以下の取り組みを実施しました。 

  ・制度の詳細説明希望を受け、本体施設で面接／制度説明 



 

 

  ・要件に該当するかあいまいなケースに関する世田谷区との確認／協議の後ご本人への返

答と相談対応（親族同意・収入要件等） 

  ・インテークで扱う内容として「制度の説明」「相談者の動機や理解」「社会的養護の理解

促進」など様々なテーマがあり、従来通りインテーク面接を 1 回実施するだけでは十分

なアセスメントが出来ていませんでした。そのため、インテーク実施にあたり、事前の電

話等で聞き取った内容を基にしたフォスタリングチーム内のミーティングを持った上で

面接することとしました。また、インテーク面接は最低 2回とし、2回目までに相談者に

検討してもらいたい内容を宿題として投げかけ、相談者の理解を深める取り組みを行う

こととしました。併せ、フォスタリングチーム内でもインテーク後のミーティングを行

い、2回目の面接に向けた準備を実施し、相談者が里親登録に向かう過程で充実したアセ

スメントを行えるよう改定を行いました。令和 4年度より本格実施します。 

 

⑧問い合わせあった（接点を持った）家庭への定期連絡 

 一度接点を持ち、その後連絡が途絶えた新規相談者に対し、里親カフェ等のイベントを案内

し、登録に向けたフォローアップを行いました。イベントへの参加に繋がり、里親登録に関

する疑問や不安を聞き取り対応することができました。 

 

（２）里親の新規開拓・普及啓発などに関する取組 

①オンラインでの普及啓発施策 

１）フォスタリング機関の専用サイト運用 

   令和 2年 8月に開設した「世田谷の里親相談室 SETA-OYA」を引き続き運用しま

した。ホームページに設置した里親登録に関する問い合わせのメールフォームは、問い

合わせのハードルを下げることに寄与しており、今年度はメールフォームからの問い合

わせが電話の問い合わせを上回る結果となりました。 

   月間の閲覧者数は平均で 1,790件、最高では 2,148件獲得した月がありました。里親

家庭へのインタビュー記事が最もよく読まれており、サイト訪問者の関心が高いことが

うかがえました。 

  

世田谷の里親相談室 SETA-OYA 問い合わせフォーム 

 



 

 

２）SNSでの情報発信 

  ・「世田谷の里親相談室 SETA-OYA」 SNSアカウントの開設  

   協力NPOと連携しながら、SNS（Twitter、Facebook、Instagram）で情報発信がで

きるよう、コンテンツの検討を行いアカウントの開設を行いました。令和 4年度よ

り各種媒体で広告出稿予定。 

・世田谷区の SNSアカウントとの連携 

 サイト公開時や更新時、普及啓発イベント実施の際に世田谷区のTwitter、Facebook

アカウントより情報の発信を依頼しました。里親月間においては、週に 1回各アカ

ウントより情報発信を依頼。イベントの集客に繋がるなど、情報拡散を行うことが出

来ました。 

・協力NPO Living In Peace (以下 LIP)SNSアカウントの活用・連携 

LIP管理運営のソーシャルメディアアカウント（Facebookフォロワー数：4,283

人、Twitterフォロワー数：1,657人）でサイト更新情報等を都度発信しました。社

会貢献、子ども福祉に関心のある様々な方々に取り組みをアピールできました。 

また、「世田谷の里親相談室 SETA-OYA」の SNSアカウント（Twitter、

Facebook、Instagram）開設に向けての運用方法や広告の検討を連携しながら行いま

した。 

 

３）制度説明会(映画上映会) 

   オンライン映画上映会「ガーナの児童労働から考える日本の困難な状況にある子ども

たち～子どものためにわたしができること～」 7/31実施 

   参加者 10名。昨年度から連続しての参加者がいました。 

コロナ禍により対面での大規模な制度説明会実施が難しい状況であったため、社会課

題に関する映画上映サイト cinemo（https://www.cinemo.info/）のオンライン上映サ

ービスを活用し、映画上映を行ったうえで里親制度の説明会を開催しました。 

子どもに関する社会課題に関する映画を上映し集客することで、同じように子どもに

関する社会課題である社会的養護に関心を持ってもらうことを目的としました。映画は

ガーナの児童労働に関する内容としました。参加者からは「国内の子どもの課題にも目

を向ける必要がある」といった声などを得られ、里親制度にも興味を持っていただくこ

とが出来ました。 

 

４）LINEでの情報発信 

今年度より、「世田谷の里親相談室 SETA-OYA」の LNEアカウントを開設。LINE

公式アカウントの審査を通過し、公式アカウントとしての運用を 6月より開始しました。

https://www.cinemo.info/


 

 

イベント情報に加え、区内の里親に里子との生活や、里親登録までのお考えなどの話を伺

い「里親子のショートストーリー」として編集し、月 2回程度、定期的に配信しました。

アカウントの登録者数は 3/31時点で 146人でした。令和 4年度も継続して実施し、さら

に友達登録後のストーリー配信内容の改善、友達登録者のネクストアクション（登録の問

い合わせ）に繋がる導線を意識した配信を行います。 

  

LINE 公式アカウント 配信イメージ 

 

 ５）動画のHP掲載 

   令和 2 年度に制作した里親制度普及啓発動画を専用サイト「世田谷の里親相談室 

SETA-OYA」トップページへ掲載しました。 

 

 ６）Google広告 

    Googleの非営利団体向けサービス「GoogleAdGrants」を活用し、Google検索時に表

示される広告運用を開始。地域の最小単位である東京 23 区内をターゲット地域として

設定し、各種キーワード（「里親、里子」など）に対応する広告を 2月末より出稿。広告

の表示回数は 5,000 回弱、そこからのホームページへのアクセスは 3 月の１月間で 400

件近く獲得し、クリック率は一般的に 5％で好調のところ、現状では 8.7％で推移してい

ます。令和 4年度も広告出稿を継続します。 

 

②地域等での普及啓発施策 

１）大学に対する制度説明の取り組み 

 ・12/18 大正大学 社会福祉士実習代替のための講義 里親制度について 

 ・1/25  昭和女子大学 人間社会学部 福祉社会学科・初等教育学科 「地域福祉の理論と

方法Ⅰ/地域福祉論」内の講義 里親制度／フォスタリング機関事業や地域における普及

啓発活動について 

 

２）制度説明等 

 ・10/20 地域子育て支援コーディネーター研修 里親制度について 

・1/20  子育て支援者養成研修 世田谷区の子育て事情 里親制度について 



 

 

・2/14  上馬地区住民学習会 社会的養護について 

 

３）制作物 

 ・印刷物 

冊子／チラシ／ポスターの制作 

アドバイザー、協力 NPO と連携し各種制作しました。印刷は区内の障碍者の就労移行支

援事業所に依頼し、区内各所へ配布するとともに、インテーク等の制度説明の際は制作し

た世田谷区独自の冊子を使用しています。 

 

配布実績 

配布先名称 ポスター チラシ 冊子 

出張所・まちづくりセンター（28か所） 28 280 280 

地域振興課 5 50 50 

健康づくり課 5 50 50 

市民活動生涯現役推進課 1 5 7 

若者支援担当課 1 1 1 

保育課 1 5 8 

児童課 1 5 6 

子ども育成推進課 1 5 6 

子ども家庭課 1 5 5 

子ども家庭支援センター 5 50 50 

子ども・子育て総合センター 1 10 10 

世田谷区児童相談所 5 100 100 

児童館（26か所） 26 26 26 

一時保護所 1 1 1 

図書館（21か所） 21 210 210 

 
 

冊子 チラシ 



 

 

区立保育園（46園※分園含む） 46 460 460 

区立幼稚園（8園） 8 80 80 

生活福祉担当課 0 1 1 

世田谷保健所健康推進課 0 1 1 

保健福祉課 5 50 0 

障害保険福祉課課 1 10 0 

教育相談・支援課 1 10 0 

がやがや館 1 10 0 

発達障害相談・療育センター（げんき） 1 10 0 

区民会館（7か所） 7 70 0 

区民センター（13か所） 13 130 0 

各児相の親担当 0 0 15 

区立小学校（51校） 0 0 51 

区立中学校（29校） 0 0 29 

都立高等学校（9校） 0 0 9 

うめとぴあ 1 10 0 

せたがやトラストまちづくり 1 0 0 

福音寮 1 10 10 

つぼみの寮 1 10 10 

バディチーム 1 1 1 

せたがや子育てネット 1 1 1 

私立幼稚園(認定子ども園含む）（約 60園） 60 600 600 

認証保育所（44園） 44 44 44 

保育室（7か所） 7 7 7 

おでかけひろば（子育てステーション含む）（42か所） 42 420 420 

自立援助ホーム（3か所） 0 3 3 

保育ママ（10名） 0 10 10 

民生・児童委員協議会委員（620名） 0 660 660 

公益社団法人世田谷区幼稚園協会 0 0 13 

せたがやボランティア協会（5か所） 5 25 0 

リクルーター連絡会 0 20 20 

合計 350 3456 3255 

 

 



 

 

 

 

 

 ４）イベント 

 ・世田谷区役所でのパネル展示 

  1/31～2/10、区役所内にて展示。同時に冊子、チラシの配布。 

 ・里親カフェ 

6/19  第 1回 里親 1名(養育家庭)からの体験談と参加者との懇談。ファミリーサポ

ート援助会員メルマガ／過去の問い合わせ家庭へ周知。夫婦 2組４名

参加。 

11/20  第 2回 「共働き編」として実施し、夫婦共働きで養育家庭として子どもを養

育する里親 2名からの体験発表。サイトや世田谷ボランティア協会HP

等で広報。8名参加。 

1/30  第 3回 「実子がいる家庭編」として実施し、実子がいる中で養育家庭登録

し、里子と生活する里親 2名からの体験発表。「コミュニティカフェ

ななつのこ」を会場にして実施。会場近隣に在住の区民の参加が多かっ

た。6名参加。 

・養育体験発表会 

 コロナ禍のため中止。写真展を代替イベントとして開催しました。 

・写真展「365日のさとおやこ」 

「写真と言葉でつむぐプロジェクト フォスター」の協力を得て、里親家庭を被写体にし

た写真展を 10/22（金）～10/25（月）の計 4日間、区内 2か所で開催しました。また、

区内の里親家庭からお預かりした「家族の想い出の品や写真」をエピソードと共に展示し

たり、里親家庭の話が聞けるトークイベントを同時開催しました。会場の雰囲気づくりや

「想い出の品や写真」の展示について、来場者から高評価を得られました。４日間で計

87名が来場され、うち 1件は新規登録の問い合わせに繋がりました。 

 

 

写真展の様子① 写真展の様子② 



 

 

・社会福祉協議会、ＮＰＯ法人バディチームとの連携による普及啓発 

 特に 50～60代の子育てが一段落し社会貢献に関心のある層をターゲットとした普及啓発

を区内で実施するため、ターゲットとなる区民と接点が多いと考えられる世田谷区各地域

の社会福祉協議会に連携の依頼調整を行い、各地域の所長と打ち合わせを実施しました。

打ち合わせにおいては、世田谷区内で里親子支援を行ってるNPO法人バディチームにも

同行を依頼し、社会福祉協議会が区民と接点を持つ事業（地区サポーター、ファミリーサ

ポート援助会員等）、バディチームが接点を持つ事業（育児家事援助者、食支援事業

等）、そして里親登録が、三者それぞれの取り組みの中で多くの区民の目に触れる体制作

りの相談を行いました。令和 4年度に向け具体的な連携提案を行います。 

 

2.研修・トレーニング事業 

 子ども達が里親家庭で安心して生活を開始／継続できるよう、里親家庭の基礎的な養育力醸

成、その力の向上と課題別の対応力の獲得を目指し、研修内容の企画運営を行いました。コロ

ナ禍で会場に集合して研修を開催することに困難を生じる情勢でしたが、世田谷区と連携をと

り、感染症対策を講じたり、講義をオンライン化したり等の対応を行い、参加者がいなかった

研修を除くすべての研修を中止することなく開催することができました。認定前研修施設実習

は、東京都の施設実習調整が難航している中、区内 2施設（当園、福音寮）の協力を得てすべ

ての研修参加者において実施調整を行うことができたことは大きな成果です。また、里親家庭

の個別トレーニングにおいては、地域機関を活用したトレーニングメニューを充実させること

ができた他、新たに開始したオレンジプログラムなど、個別のニーズに合わせた各種トレーニ

ングを実施し、様々な里親家庭へアプローチすることが出来ました。令和 4年度も引き続き各

種トレーニングを実施しつつ、新たなトレーニングメニューも企画し、さらに里親子の安定し

た生活に寄与していきます。その他、今年度の詳細な研修開催実績等は以下の通りです。 

（1）研修開催実績 

 ①登録、受託に関する研修 

研修名 回数 日時 参加人数 

認定前研修 

第 1回 5/24,25 8名 

第 2回 9/10,11 24名 

第 3回 1/15,16 18名 

登録更新時研修 

第 1回 4/23 12名 

第 2回 8/3 20名 

第 3回 12/5 32名 

登録後研修 

第 1回 6/13 10名 

第 2回 10/20 9名 

第 3回 1/28 5名 

受託後研修 第 1回 11/23 7名 



 

 

第 2回 中止 対象者無 

乳児委託研修 

第 1回 
座学 7/2,3 

演習 7/11,25 

21名 

21名 

第 2回 
座学 2/7,8 

演習 2/13,20 

37名 

34名 

専門養育家庭更新時研修 第 1回 12/17 1名 

    

②フォローアップ研修 

回／日時 テーマ 参加人数 

第 1回 

5/30 

①インターネット・ゲーム依存と日常生活上の対応 7名 

②子どもと性 7名 

③大人も子どもも安心できるコミュニケーション 8名 

第 2回 

7/16 

①発達障害：合理的配慮、環境調整など 4名 

②特性に応じた学習支援 3名 

第 3回 

11/15 

①交流から委託の流れ 9名 

②病気と対処法、食事 8名 

第 4回 

3/5 

①アタッチメントの基本    11名 

②アタッチメントに基づく子どもへの対応  11名 

③事実告知（養育、養子）、ライフストーリーワーク  15名 

 

③オレンジプログラム ※全て同じ家庭が参加の連続プログラム 

回／日時 テーマ 参加人数 

第 1回 9/2 ①わかりやすく伝える 3名 

第 2回 9/18 ②上手に誉める・上手に叱る／説明と練習 3名 

第 3回 10/2 ③イライラを減らす／トラブルへの対処法 2名 

第 4回 11/6 ④まとめ 3名 

 

  

研修の様子 演習 

 



 

 

（2）トレーニング実績 

①未委託家庭へのトレーニング面接・電話 

   未委託家庭に面接/電話し、それぞれの状況やニーズ、受託するうえでの不安等を聞き取

り、適切な研修や実習案内を実施。 

   特に新規登録家庭には、すぐに交流となった 2 家庭以外の全家庭へ面接（18 家庭）/電

話（2 家庭）にてニーズ聴取を行いました。実施にあたっては、事前に「里親別トレーニ

ング訪問計画表」に基づき、チームで里親家庭ごとのアセスメントを行い、面接で着目す

るポイントや今後の支援の方向性について話し合いました。実際の面接では「新規里親さ

んのための準備シート」を用いて里親さんの希望や準備していること、不安なこと、これ

からやってみたいこと等について聴き取り、ニーズを聴取し、実習や研修の紹介を行うだ

けでなく、里親家庭へのアセスメントを深める機会としました。 

   訪問後、実習を希望した 7 家庭の実習を調整しました。2 家庭は保育園、1 家庭はおで

かけひろば、1家庭は自立援助ホーム、3家庭は乳児院での見学実習を実施しました。ニー

ズに応じて多様な体験を提供することができ、見学後に実施したアンケートや振り返りの

電話でも、学びが深まったと好評でした。5 家庭については令和 4 年度に向けて調整中で

す。 

その他、研修を勧めた家庭は、3 家庭が未委託家庭向けフォローアップ研修を受講。障

害児養育支援について知りたいと希望した 2家庭に対しては、ともがきが収集した障害児

養育支援に関する情報を紹介し、障害児の受け入れについて考える機会を提供したほか、

実子がいる中での里子の受け入れに悩む家庭に対して、実子のいる先輩里親がゲストの里

親カフェを紹介したところ、1 名が参加するなど、柔軟に家庭ごとのニーズに沿った学び

を提供できました。 

 

②里親家庭のニーズに合わせた研修受講促し（電話での案内） 

各家庭の状況に合った研修を案内するため、電話での個別連絡を実施。 以下の通り、

各研修に対し対象となる家庭を選定し案内を行いました。 

  ・ネットゲーム依存、性教育に関する研修：思春期年齢児童養育中の養育家庭 

・オレンジプログラム：幼児～小学生養育中の養育家庭、養子縁組里親 

・アタッチメントに関する研修：養育中、交流中の養育家庭、養子縁組里親 

・未委託家庭向け研修：未委託の養育家庭、養子縁組里親 

年間で合計 27 件案内することができました。電話が不通の場合にも、可能な限り伝言

に研修案内を残した結果、案内を通じて研修に関心を持つ家庭が多くいました。 

連絡をした中から、ネットゲーム依存、性教育に関する研修は 1家庭、オレンジプログ

ラムは 1家庭、アタッチメントに関する研修は 3家庭、未委託家庭向け研修については 6

家庭申し込みがありました。研修受講後のアンケートでも、関心を持っていたテーマにつ

いて学べ、今後に活かせると高評価を得られました。オレンジプログラムについては、児



 

 

童相談所や里親支援専門相談員それぞれの関わりの中で里親家庭への受講促し連絡を依頼

したところ、その紹介を通じて 2家庭が研修に参加しました。 

また、研修案内の際に都合がつかず研修に参加できない家庭から希望があり、５家庭へ

研修資料のみを送付。その後、３家庭とは電話にて振り返りを実施。資料のみではわかり

にくさもあったとのことでしたが、「新たな知識を得られ、もっと学ぶ必要があると考える

機会となった、参考になった」との声を得られました。 

 

③地域関係機関の見学実習 

里親家庭のニーズに応じ、子どもと実際にふれあう機会や地域子育て支援機関を見学す

る機会の提供を目的とし、保育園、おでかけひろば、乳児院、自立援助ホームへの見学実

習を実施しました。コロナ禍のため、各施設見学実習のみとなったので、令和 4年度はコ

ロナ禍の情勢を見つつ、子どもと直接関わる機会の提供を検討します。 

 

１）保育園 

小さい子どもと接する機会を希望する家庭に向けて調整。コロナ禍のため、昨年度に引

き続き見学実習としました。区立保育園での実施も検討していましたが、受け入れ施設と

希望里親家庭の日程が合わず、実施できず、昨年度に引き続き当法人保育園（オリービア

保育園）での見学実習を 2回企画しました。 

合計 2家庭の養子縁組里親、２家庭の二重登録里親が参加。フォスタリング機関職員も

同行し、子どもの様子を見学し、保育園長からの説明を聞きました。昨年度に引き続いて

の開催であり、より丁寧に説明を受け、質疑応答も活発に行われました。終了後はアンケ

ートと電話にて振り返りを実施。各年齢での子どもの様子や子どもを尊重した関わりの重

要性や子どもの生活リズムなどについて理解が深められる機会となり、高評価を得られま

した。 

 

２）おでかけひろば 

おでかけひろばの見学を希望する養子縁組里親 1家庭に対して、社会福祉法人福音寮の

運営するぽっぽちゃんひろば見学を実施しまし。フォスタリング機関職員も同行し、実際

の様子を見学し、説明を受けました。アンケートや振り返りの電話では、おでかけひろば

の雰囲気を味わい、実際に児童を受託した際に利用するイメージを持つことができたと高

評価でした。 

 

３）乳児院 

乳児院見学を希望する養子縁組里親 3家庭に対して、カリタスの園つぼみの寮乳児院に

て乳児院見学を実施した。コロナ禍のため、乳児と関わることはできませんでしたが、フ

ォスタリング機関職員も同行して施設見学を行い、チーム養育体制において世田谷区を担



 

 

当する同乳児院の里親支援専門相談員から乳児院に関する説明を受けました。参加家庭か

らは「乳児院での生活がみられてよかった」と高評価で、食育やコロナ禍での限られた社

会経験の子ども達の育ちに関心を示す方もいました。 

その他、5家庭乳児院見学を希望しており、令和 4年度中に実施できるよう調整中。 

 

４）自立援助ホーム 

思春期の養育について関心がある養育家庭のニーズを受け、区内の自立援助ホームであ

る「憩いの家」見学を調整。フォスタリング機関職員も同行し、養育家庭 1家庭が憩いの

家職員の話を聴き、高齢児の養育についての学びを深めました。子どもへの対応等につい

て詳しく説明を受け、質問も多くしていました。アンケート、振り返りの電話では、思春

期の子どもたちをサポートするうえでの心のケアの重要性も印象に残ったと話していまし

た。 

その後、高齢児養育中の養育家庭に声を掛け、2回目の自立援助ホーム見学を企画。2家

庭参加予定でしたが、急遽里親都合でキャンセルとなり、2回目も養育家庭 1家庭が参加。

里親さんの悩みに応えるかたちで 1時間程度お話を伺いました。アンケート、振り返りの

電話では、子どもとの関わるうえでの姿勢等について学ぶ機会となったとの声が聞かれま

した。 

 

５）児童館 

小学生との関わりを希望する 1 家庭の二重登録里親と実施に向けて日程調整を行って

いましたが、里親の健康状態の悪化により、中止。 

 

④不調経験家庭へのトレーニング 

   不調経験家庭の状況を確認し、訪問や面接等でニーズを聴取し、適切な研修や実習を案

内することを目的とし、対象となる３家庭について児童相談所へ状況確認を行いました。

不調経験家庭は大きな傷付きを経験しているため、引き続き児童相談所と協議し慎重に令

和４年度の対応を検討します。 

 

⑤オレンジプログラム 

   親子関係を良くし、子育てのストレスを軽減させることを目的として、子どもへの「言

葉かけ」や「行動への対処の仕方」をデモンストレーションやロールプレイなどで体験的

に学ぶプログラムである「オレンジプログラム」をフォローアップ研修の１つとして導入。

1 回 2 時間、4 回連続のプログラムでしたが、関係機関の協力も得ながら受講促しを行っ

たところ、養育中の養育家庭 2 家庭 2 名、養子縁組里親 1 家庭 1 名の 3 家庭 3 名が参加

し、実施できました。参加者からは自分の子どもへの関わり方に関する気づきがあったこ

とや、生活の中に活かしていきたいとの声が多く、有意義な学びの機会となった様子でし



 

 

た。終了後には各家庭への訪問によるフォローアップも実施し、オレンジプログラムでの

学びを生活に取り入れている様子が確認できました。 

 

⑥先輩養子縁組里親のお話を聴く会 

   養子縁組里親が先輩の体験談を聴く機会が少ないことから、新たに「先輩養子縁組里親

のお話を聴く会」を企画し、2 回開催しました。未委託養子縁組里親へ電話にて参加促し

を行い、15家庭へ直接案内でき、繋がらない場合にも可能な限り留守電に残した結果、コ

ロナ禍のため直前キャンセルがありつつも、第 1回は 4家庭 6名、第 2回は 5家庭 8名が

参加しました。アンケートや振り返りの電話では「交流での大変さも当たり前と思って接

したい」、「周囲への相談や共有をしていきたい」等とあがり、養育イメージが広がり、有

意義な機会となった様子です。 

 

⑦障害児養育支援に関する情報の提供 

   未委託家庭への面接の中で２家庭から、障害児を受託した際の養育支援に関して学びた

いとのニーズがあがったため、障害に関する基礎的な情報と、区内障害児養育支援に関す

る情報を集め、2 家庭への紹介を実施しました。区内にさまざまなサポートが整っている

ことに驚いた様子であり、安心感が増したとの感想を得られました。 

  令和 4年度はより多くの里親家庭に同情報を紹介できるよう、フォローアップ研修の中

に障害児養育に関する科目を設け、区内支援機関の職員を講師としています。 

 

⑧里親アセスメント用セルフチェックリストの作成 

 里親家庭と共に、自身の養育にあたってのスキルや考え方を可視化するツールとして、

セルフチェックリストの作成を行った。作成にあたっては、児童相談所や里親支援専門相

談員などの関係機関職員のみならず、区内の里親である、東京養育家庭の会日だまり支部

の役員さんにも「里親養育において大切なこと」について聴取し、それに基づいてセルフ

チェックリストに盛り込むカテゴリーの整理を行いました。 

  年間を通して、整理したカテゴリーを質問に落とし込む作業を行いました。令和 4年度

には実用化を見込んで準備中。 

 

⑨ともがきライブラリー 

   養育に役立つ書籍を貸し出すことで、里親家庭の養育力向上を図ることを目的とし、令

和 3年 3月より 109冊の蔵書にて「ともがきライブラリー」を開始。書籍の選定にあたっ

ては、児童相談所や里親支援専門相談員などの関係機関職員のみならず、区内の里親家庭

からも希望書籍を募りました。中には家庭で所蔵していた書籍を寄付してくださる里親家

庭も複数いました。 

   3 月は開始したばかりであったため、1 家庭 1 冊の貸出でした。令和 4 年度は利用者が



 

 

増えるよう、積極的に働きかけていきます。 

 

⑩里親用ＬＩＮＥアカウントの開設と運用 

   世田谷区内の既登録里親への研修案内や情報提供を目的とし、里親 LINEアカウントを

開設し、運用を開始しました。各研修の概要と申し込みフォームをメッセージとして配信

することで、研修を確認した里親家庭がそのまま LINEで申し込み手続きをできるように

しました。その他、普及啓発イベントの実施報告や「ともがきライブラリー」の実施日程

を配信しました。 

令和 4年度も引き続き運用し、ともがきライブラリーの活用につながるよう書籍紹介を

定期的に配信することや、子育てや生活に役立つ情報として、子どもの緊急時に対応可能

な医療機関や、児童相談所等の夜間の相談先の紹介、区内子育て支援機関で受けられるサ

ポートについて等の情報配信を計画しています。 

 

⑪世田谷区養子縁組里親サロン 

 世田谷区内で養親同士のつながりを作る場が欲しいというニーズを受け、世田谷区養子

縁組里親サロンの実施について検討しました。区内関係機関をゲストとして話題提供をも

らう回、子ども同士で遊ぶ機会を設ける回など、世田谷区ならではの内容を企画していま

したが、運営主体や事業の位置づけの関係で開催は保留となりました。令和４年度中の実

施を検討します。 

 

⑫受託時トレーニングプランの検討 

 里親子の安定した生活開始と継続に寄与するため、受託するタイミングで社会的養護の

子どもへの理解を深め、かつ子どもとの関わり方を学べるトレーニングの検討を行いまし

た。 

 里子とのマッチング以降で、「不適切な養育環境やトラウマの影響」「アタッチメント」

等、里親が安心して子どもを家庭に迎え入れることが出来る知識やスキルに繋がる教材動

画を配信することをトレーニングとして計画準備を行いました。令和 4年度中に開始でき

るよう調整します。 

 

⑬トレーニング面接等実績数 

  上記トレーニングの取り組みについて、面接（訪問、来所）、電話等の実績、また実習等の

実施人数は以下の通りです。 

面接 電話 実施人数 

32回 110回 30名 

 

 



 

 

（3） 里子・里親への支援                   

平成 25年度より里親支援専門相談員が 1名配置され、「里親委託の推進」「地域の里親支

援」「里親制度の普及・啓発活動」の 3点を中心に、里子・里親支援に取り組みました。特に

平成 30年からは「チーム養育体制」が実施され、里親も子どもを育てるためのチームの一員

として位置づけ、各機関と連携し地域で養育していくことが重視されました。それに伴い、地

域の里親支援における施設の役割が変化し、生活支援において重要な位置づけとなりました。 

 

① 里親委託の推進 

里親委託が考えられる子どもについて、職員会議での児童支援報告の際に、支援状況の見直

しとともに検討を行いました。今年度、養子縁組里親委託候補児童が 1名いたため、担当

ホームと連携をしながら委託先選定においての進捗確認や委託先選定の参考になるよう写真

送付などを実施しました。昨年度養育家庭委託となった児童については、コロナ禍でアフタ

ーケアを計画通り実施できなかったため、児童相談所と連携しながら、アフターケア期間を

延長し、今年度も電話連絡や家庭訪問にて状況把握に努めました。 

 

②地域の里親支援 

世田谷区児童相談所管内にお住まいの里親さんを対象とした地域支援を実施しました。「チ

ーム養育体制」の実施に伴い、複数の担当家庭を持ち、家庭訪問を中心に生活支援を行いま

した。支援にあたっては世田谷区児童相談所、児童養護施設福音寮、乳児院つぼみの寮と連

携しています。 

 

1）担当家庭への支援 

今年度は 10家庭 16名の里子を担当し、半年に 1回以上実施する「定期巡回訪問」を中心

に相談援助を行いました。訪問後は報告書を作成し、世田谷区児童相談所へ送付しまし

た。今年度もコロナ禍であったため、情勢や里親の希望に応じて、電話での状況確認を行

うことで里親家庭の状況把握に努め、月に 1回世田谷区児童相談所、里親支援機関、施設

で実施される「チーム養育実務者連絡会」にて支援の進捗や方針の確認を行いました。今

年度は新たに２ケースの新規委託児童を担当することとなった為、委託後半年間は重点的

（月 1回程度）に家庭訪問を実施する「新規委託フォローアップ訪問」が始まりました。

里親との面接の中で困りごとを聞くとともに、施設での一般的な対応方法を伝え、できる

ことを一緒に考える対応をすることで、徐々に新規里親との関係を築くことができまし

た。不登校、引きこもりなどの課題が表出している家庭については、関係機関と連携しな

がら、地域に密着した形で里親子の支援を行うことができ、大きな一歩となりました。年

度後半には自立に向けた動きもあり、里子と一緒に資金計画や自立の計画を考え、サポー

トを行いました。 

 



 

 

新規委託フォローアップ訪問 定期巡回訪問 チーム養育実務者連絡会 

11件 24件 12回 

 

2）里親さんとの交流 

日だまり支部（世田谷児童相談所管内里親会支部）の里親サロンへの出席、里親委託等推

進委員会への参加をし、里親さんとの相互交流、情報交換をする中で、ニーズの発掘、支

援の開拓を図りました。 

 ・東京養育家庭の会山キャンプ参加 

 東京養育家庭の会の主催する山キャンプに例年参加しておりましたが、今年度もコロ

ナ禍のため中止となり、参加できませんでした。 

 

③里親制度の普及・啓発  

今年度も当園で受託しているフォスタリング事業による普及・啓発活動にチームの一員とし

て参加しました。里親制度の周知や里親の登録数の増加、子どもとのより良いマッチング等

を目標にフォスタリング機関、児童相談所と連携し、普及啓発の取り組みを行いました。 

 

 

 

6.食生活支援推進部門の取り組み         

(1)食事摂取基準量（令和3年度目標量・年間平均量・充足率） 

エネル 

ギー 

たんぱ

く質 

脂質 鉄 カルシ

ウム 

ビタミ

ンＡ 

ビタミ

ンＢ1 

ビタミ

ンＢ2 

ビタミ

ンＣ 

2106 

Kcal 

79.0 

g 

70.0 

g 

10.0 

㎎ 

732 

mg 

621 

㎎ 

1.12 

㎎ 

1.26 

㎎ 

82 

㎎ 

2058 83.5 64.9 10.1 691 500 1.23 1.36 111 

98% 106% 93% 101% 94% 81% 110% 108% 135% 

 

(2)食糧構成（令和元年度） 

穀類 芋類 砂糖類 油脂類 豆類 魚介類 肉類 

260g 59g 9g 14g 36g 106g 89g 

卵類 乳類 

野菜 

きのこ類 

海藻類 

果物類 
   

37g 280g 357g 91g 
   

 



 

 

(3)嗜好調査 

目的        ・生活場面の中で子ども達の嗜好を聞き取り、生の声を聞く事で献立作成に活

かす。 

・上記で聞けない細かい内容や、普段頻繁に顔を合わせることのできない年長

児やグループホームの子ども達の嗜好も把握するため、紙面による調査も行う

（6月）。 

調査内容 ① 普段出ている献立についての感想や、好きな食べ物、嫌いな食べ物を質問

し、嗜好の把握を行った。 

② 好きな食べ物、嫌いな食べ物の他、食材についての質問を行い、子ども達

の食への興味関心の把握を行った。 

調査結果 ① 子ども達の好き嫌いの傾向や、嫌いな理由も具体的に聞くことが出来まし

た。また、子ども達とのコミュニケーションを図る中で、栄養士・調理ス

タッフを身近に感じてくれるようになりました。その結果献立に対する意

見や食に対する質問などをよく話してもらえるようになり、子ども達の意

見を反映した献立作成を行うことが出来ました。 

② 子ども達の嗜好や食への興味関心をデータとして取り、子ども達や職員に

結果を知らせ全体の傾向を共有しました。 

 

(4) 調理室で子どもと一緒に作る行事 

目的 
自立や家庭復帰へ向けた子どもが、生活の基礎となる食に関する知識・技術を獲

得し、自立、家庭復帰後の子ども達の生活を安定させるため 

実施日 3月 16日（水）10：00～13：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事名 高校 3年生料理教室 

献立名 

ロールパン 

卵のふわふわスープ 

ラザニア 

ポテトチップスサラダ 

参加数 2名 

実
施
結
果 

2 名とも基本的な調理技術も備わっていた

ため、今回の料理教室では子どもの作りた

いものの希望を聞きメニューを決定した。

希望は園の定番メニューであり、調理技術

を伝えるだけではなく、園での思い出話も

しながら、楽しい料理教室となった。 



 

 

(5)職員向け料理教室 

目
的 

 

・ ケアワーカーができるだけ負担にならずに調理でき、子どもと関わるケアの

ひとつとして余裕を持って行えるように支援する。 

・ ケアワーカーが調理技術を学び・習得し、自立前の子ども達に正しく指導で

きるように繋げる。 

             

実施日 献立 指導内容 
参加 

職員数 

4月 14日 炊き込みご飯、すまし汁 

魚の煮付け〈付〉ごぼう 

酢の物、卵焼き、炒め煮 

・朝食で作る定番の献立の調理の

ポイントを伝えた。 

2名 

4月 21日 炊き込みご飯、すまし汁 

魚の煮付け〈付〉ごぼう 

酢の物、卵焼き、炒め煮 

・朝食で作る定番の献立の調理の

ポイントを伝えた。 

2名 

4月 28日 炊き込みご飯、すまし汁 

魚の煮付け〈付〉ごぼう 

酢の物、卵焼き、炒め煮 

・朝食で作る定番の献立の調理の

ポイントを伝えた。 

3名 

5月 26日 グリンピースご飯、 

余り野菜で作るスープ 

サーモンのとろとろポテト焼き 

イカのマリネ 

〈その他〉 

梅シロップの作り方 

包丁とぎの方法 

・旬の食材を使った調理方法（梅シ

ロップ、グリンピースごはん）を伝

えた。 

・育成園の人気の魚料理と、洋風

副菜の調理方法を伝えた。 

・包丁の研ぎ方について伝えた。 

3名 

6月 30日 切干大根とハムの炊き込みご飯 

余り野菜で作るお吸い物 

鯵と夏野菜の南蛮漬け 

・魚のおろし方、片付けの方法等を

伝えた。 

・時短に繋がる「オーブン活用法

（揚げ焼き）」を伝えた。 

・炊き込みご飯の上手な炊き方と

切り干し大根の活用法を伝えた。 

4名 



 

 

10月 27日 ごはん 

切干大根のお吸い物 

鯖の味噌煮 

おからの五目炒り  

・圧力鍋の正しい使い方を伝えた。 

・切り干し大根の活用法を伝えた。 

2名 

11月 24日 菜飯 

天ぷら盛り合わせ〈付〉天つゆ 

野菜の昆布茶漬け 

・天ぷらの揚げ方のポイントを伝

えた。 

・盛り付けのポイントを伝えた。 

・簡単に作れる副菜の調理法を伝

えた。 

2名 

実施結果 職員向け料理教室は毎回好評であり、職員が普段疑問に思っていること

や、ちょっとしたコツなどを教えることが出来る良い場となっています。ま

た、調理スタッフ自身も子ども達の食事の様子や嗜好等を職員から直接聞く

事ができ、情報交換の場ともなっています。 

 

(6) 食環境 衛生・整理整頓チェック 

目的  標準的な片付け・掃除方を示し、望ましい食環境を維持させる。また、

子ども達に日々の生活の中で自然に衛生感覚等を身に付けてもらう。 

実施内容 ・キッチンチェックの定期的な実施 

・職員会議での結果の講評と課題の共有化 

（点数制、チャート図の活用） 

・キッチンチェックから出てきた課題への対応 

実施回数 ・キッチンチェック  各ホーム 2回/年 

改善された点、

良かった点 

全ホーム、掃除のポイントを理解しそれを維持できていました。更に、

各ホームの良い点や気を付ける点を園全体で共有化することにより、相

乗効果が得られました。どのホームも高得点の結果となっており、子ど

も達の生活環境に良い影響を与えています。 

次年度課題 引き続き現在保たれている衛生状況や食器等の食環境を維持する。 

 

(7)ホーム調理 

ホーム調理とは、献立作成、買い物、調理までをホームで全て行ってもらう事です。ホー

ムでの食事作りは、子どもと食を結びつける良い機会となります。また、ホーム調理は全体

献立では実現しにくい子どもの希望や、その日の状況に応じた食事を用意することが出来る

ので、生活自体がより自然なものとなり、家庭的な雰囲気を作っています。ホーム調理は、

月曜日の昼食から木曜日の朝食までとなっています。このホーム調理をきっかけに子どもた

ちが食事作りに参加する機会が増え、食への関心が向上しました。 



 

 

目的 ・自立を目的とした調理技術の習得 

・買い物に行くことで、経済観念を養う 

・連続した日程により、自然な生活の流れのなかでの食事内容、栄養学的な献立

の組みあわせや食事の流れを学ぶ 

・料理を作る楽しみ、作ってもらうことへの感謝の心を育てる 

・ケアワーカーが食事の流れや献立の組み合わせを理解し、子どもに伝えつつ作

ることで自然な食育・自立支援に繋げる 

実施日（本園） 毎週月曜日・火曜日・水曜日・木曜日（週 9食） 
 

 

(8)グループホームの食材バランス、食生活、食事指導 

4 ホームともに食材バランスをとても良く意識できています。また、子どもの希望を取り

入れることで関係を深めるなど、食生活がケアに繋がる支援となっていました。食事の流れ

も良く意識していて、洋食の多い外食の後などは、それを補う献立を入れることが自然に行

われていました。 

また、子ども達には料理をしたい時に作れる環境があり、自立支援や食育にも多く活用さ

れていました。 

栄養士・調理スタッフとしては、グループホームの食事は本園からは見えにくいこともあ

り、食事記録や、職員との会話の中で状況を把握するように努め、食事支援に役立てました。 

 

(9)行事食の実施状況 

日本の行事や食文化を伝える機会であると同時に、食事は楽しいものと子ども達に感 

じてほしいという考えから、見た目や味にも配慮しています。 

実施日 行事名 献立名 

1 5月 5日 こどもの日 ハンバーガー、菓子パン、ジュリアンスープ、 

かぶとパイ〈付〉マッシュポテト 

練乳いちごミルクゼリー、柏餅 

2 7月 7日 七夕 牛肉ぶっかけそうめん、かぼちゃとクリームチーズ

の春巻き〈付〉サラダ菜・トマト、枝豆 

七夕ゼリー 



 

 

3 9月 21日 お月見 鶏ごぼうごはん、かぼちゃ白玉の月見汁、 

魚の味噌漬け焼き〈付〉おろし・トマト 

ひじきとほうれん草のお浸し、里芋の煮物 

串団子（みたらし・あんこ） 

4 9月 23日 秋分の日 おはぎ（材料配布。ホームで子どもとケアワーカーが

作る。） 

5 10月 1日 お月見 松茸ごはん、秋のけんちん汁、もち米シューマイ、白

菜の漬物、串団子  

6 11月 14日 七五三 ちらし寿司、お吸い物、ささみのコーンフレーク揚げ

〈付〉サラダ菜、春雨の酢の物、フルーツゼリー 

    

こどもの日            七夕             七五三 

7 12月 24日 クリスマスイブ ご飯、ビーフストロガノフ、サラダ、ケーキ 

8 12月 25日 クリスマス シャンメリー、ジュース、カナッペ、スモークサーモ

ンのマリネ、じゃがいものポタージュ、ほうれん草の

パスタ、トマトソースのパスタ、シーフードパイピ

ザ、ローストチキン〈付〉野菜とポテト、クリスマス

のパン、果物 

9 12月 28日 もちつき おもち（あんこ、きなこ、からみ、納豆） 

10 1月 1日 新年の集い 雑煮、伊達巻卵、炊き合わせ、松前漬けなどのお節料

理 

11 1月 7日 七草粥 食材配布（ホームでケアワーカーが朝食に作る） 

12 1月 11日 鏡開き 栗ぜんざい、漬物 

13 2月 3日 節分 恵方巻き、だぶ、鰯のかば焼き〈付〉トマト 

白菜漬け、プリン 

14 3月 3日 ひな祭り ひな祭りカップ寿司、沢煮椀、鶏肉のカレー焼き〈付〉

ポテト、菜の花と生ハムのマリネ、いちご、桜餅 

15 3月 21日 春分の日 ぼたもち（材料配布。ホームで子どもとケアワーカー

が作る。） 



 

 

     

 

 

    クリスマス            節分            ひな祭り 

 

 

 (10)誕生日メニュー・お誕生日カード実施状況 

・事前に食べたいメニューを第 3希望まで聞いておき、当日の献立に入れています。出来るだ

け第 1希望に添えるようにしています。 

・栄養士・調理スタッフより、お誕生日カードを食事と一緒に渡しています。私達もその子の

ために作っているという意識を持つことと、またその子にも私達が思いを持って作っていると

いうことを感じてもらうために実施しています。 

・会ったときにおいしかったという報告を伝えてくれる子や、手紙をくれる子もおり、私達に

とってもやりがいになっています。 

  



 

 

 

 

地域福祉推進部門の取り組み   

例年、地域住民のボランティアの方々と協力し、当園 3階ホールや 2階会議室を活用し、

園の子ども達と地域の方々が相互に交流できるような行事を実施しています。その他にも、

地域の方々の活動への会場貸出や、子育てニーズに応えるための活動として子育て講演会

を実施しています。令和 3 年度はコロナウイルス感染拡大防止のため、会場の貸出やイベ

ントの開催は全て中止となりました。 

 

職員の資質とモチベーションの向上 

 

(1) 派遣研修（指定）            

期日 研修会名 主催 

12月 1-2日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 3年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

12月 1-2日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 4年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

12月 1-2日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 5年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 10-11日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 3年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 10-11日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 3年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 10-11日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 3年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

10月 27-28日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 3年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 25-26日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 9年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 10-11日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 10年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

10月 27-28日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 11年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 27-28日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 12年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 



 

 

11月 25-26日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 13年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 25-26日 福祉職員キャリアパス対応生涯

研修令和 14年度初任者研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

1月 20日 令和 3 年度里親養育包括支援機

関職員研修 

山田コンサルティンググループ

株式会社教育研究事業本部 

8月 31日-9月 1日 第 32 回家庭養育機能支援子育

てワークショップ 

日本キリスト教児童福祉連盟 

8月 31日-9月 1日 第 32 回家庭養育機能支援子育

てワークショップ 

日本キリスト教児童福祉連盟 

4月 10-11日 STT（ソーシャルスキルトレー

ニング・社会的スキル訓練） 

講習会 

NPO 法人地域生活支援ネットワ

ークケアサポート 

6月 5,6,12日 子どもへの虐待防止のための基

礎講座 2021 

NPO 法人 CAP センター・

JAPAN 

①12月 7日 

②2月 20日 

①デート DV を理解し、未然に

防ぐために～教育現場での予防

啓発 

②（希望）ファンクショナルタッ

チと子育ての感性 

～子どもの多様な心を理解する

ために～ 

①東京ウィメンズプラザ 

②日本精神衛生学会 

①１月１８日 

②(視聴期間)3 月７

日～14日 

① 第 9回中堅職員研修会「キリ

スト教児童福祉施設のビジョン

とミッション」 

②令和３年度全国児童養護施設

中堅職員研修会 

①日本キリスト教児童福祉連盟 

②社会福祉法人 全国社会福祉

協議会 全国児童養護施設協議

会 

①6月 5,6,12日 

②(視聴期間)3 月７

日～14日 

①子どもへの虐待防止のための

基礎講座 2021 

②令和３年度全国児童養護施設

中堅職員研修会 

①NPO 法人 CAP センター・

JAPAN 

②社会福祉法人 全国社会福祉

協議会 全国児童養護施設協議

会 

1.9月 8日 

2.1月 12日 

2021年度児童部会中堅職員研修

会 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

①１月２９日 

②(視聴期間)3 月７

①インターネット依存・ゲーム

障害の基礎と臨床 

①公益財団法人明治安田こころ

の健康財団 



 

 

日～14日 ～明日から活かせるインターネ

ット依存・ゲーム障害臨床のエ

ッセンス～ 

②令和３年度全国児童養護施設

中堅職員研修会 

②社会福祉法人 全国社会福祉

協議会 全国児童養護施設協議

会 

9月 18日‐ 

3月 12日 

全 8回 

 フォスタリングソーシャルワ

ークのための協働関係構築講座 

 日本福祉大学 

NPO法人キーアセット 

2月 12日 基本から学ぶ発達障害（神経発

達症）～病気？個性？どちらも

違います～ 

公益財団法人明治安田こころの

健康財団 

2月 14-15日 令和 3 年度里親養育包括支援機

関職員研修 

山田コンサルティンググループ

株式会社教育研究事業本部 

1.9月 27日 

2.1月 19日 

2021年度児童部会中堅職員研修

会 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

12月 17日 配偶者暴力（DV）と子供～児童

虐待との関係～ 

東京ウィメンズプラザ 

①12月 14日 

②12月 21日 

 ①（希望）発達障害の子どもた

ちの理解と対応 

②チームケアを円滑にすすめる

ためのコミュニケーション  

①②社会福祉法人東京都社会福

祉協議会東京都福祉人材センタ

ー 

10月 4日 チームリーダーとスーパービジ

ョン 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

12月 2日 性暴力被害者の適切な支援のた

めに 

東京ウィメンズプラザ 

9月30日-12月4日 

 

施設職員研修「ぱおの体験研修」 東京都児童相談センター治療指

導課 

1月 19、26日  支援力を高めるチームづくり

～リーダーとして開かれたチー

ムつくりをめざす～ 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

3月 17日 喪失をめぐって 社会福祉法人横浜博萌会子ども

の虹情報研修センター 

（前期） 5月 22日 

（後期） 11月27日 

SBI 子ども財団児童養護施設職

員研修 

東日本第 17回後期 

公益財団法人 SBI 子ども希望財

団 

9月 9日 2021年度児童養護施設指導者研 社会福祉法人横浜博萌会子ども



 

 

修 の虹情報研修センター 

1月 12日 予定 部下・後輩を育てるコーチ

ング 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

3月 1日 良質な支援のためのストレスマ

ネジメント～心身ともに良好な

チームづくりをめざす～ 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

①10月 1日 

②3月 4日 

①事例と法から学ぶ子ども支援 

②子ども中心の支援を実現する

ための支援者支援 

①東京都社会福祉協議会児童部

門専門職員委員会 

家庭支援専門相談員グループ 

②社会福祉法人東京都社会福祉

協議会東京都福祉人材センター 

①5月 21日 

②2月 25日 

①SBI ブロック別児童養護施設

職員リーダー研修（関東・甲信

越・静岡ブロック） 

②子どもの関係性に着目したチ

ームケア  

①公益財団法人 SBI 子ども希望

財団 

②社会福祉法人東京都社会福祉

協議会東京都福祉人材センター 

11月 22日  社会的養護を必要とする子ど

もたちへの家族理解の必要性と

ファミリーソーシャルワークの

展開 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

11月 2日 里親養育支援のあり方とその課

題 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

10月 12-13日 社会福祉士実習指導者講習会 学校法人仁館学園 専門学校高

崎福祉医療カレッジ 

（視聴期間）2月 18

日～3月 10日 

令和 3 年度ファミリーソーシャ

ルワーク研修会 

社会福祉法人全国社会福祉協議

会中央福祉学院 

（視聴期間）9月 17

日～9月 30日 

第 88 回思春期保健セミナーコ

ース I（eラーニング） 

一般社団法人日本家族計画協会 

2月 7日 安全・安心な施設運営 

～リーダーとして日常のリスク

管理能力を高めることをめざす

～ 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

（視聴期間）2月 18

日～3月 10日 

令和 3 年度ファミリーソーシャ

ルワーク研修会 

社会福祉法人全国社会福祉協議

会中央福祉学院 

2月 14日 児童養護施設における専門的対

応とは～子どもと施設の危機を

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 



 

 

乗り越えるために～ 

1.10月 22日 

2.1月 28日 

令和 3 年度東京都自立支援強化

事業の実施に伴う 

自立支援担当職員新任研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会児童部会 

8 月 22 日‐2 月 19

日 

全 11回 

フォスタリング・ソーシャルワ

ーク専門職講座 

 立命館大学 

（視聴期間）9月 27

日～11月 12日 

令和 3 年度財務マネジメント初

級研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

（視聴期間）9月 27

日～11月 12日 

令和 3 年度財務マネジメント初

級研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

①（視聴期間）9月

27日～11月 12日 

②12月 8日 

③（視聴期間）～3月

31日 

①令和 3 年度財務マネジメント

初級研修 

②児童部会初期会新任職員会 

③社会福祉法人・施設会計実務

研修 基礎 決算 

①社会福祉法人東京都社会福祉

協議会東京都福祉人材センター 

②社会福祉法人東京都社会福祉

協議会書記会 

③社会福祉法人東京都社会福祉

協議会 

①（視聴期間）9月

27日～11月 12日 

②（視聴期間）～3月

31日 

①児童部会初期会新任職員会 

②社会福祉法人・施設会計実務

研修 基礎 決算 

①社会福祉法人東京都社会福祉

協議会書記会 

②社会福祉法人東京都社会福祉

協議会 

①11月 15日 

②3月 23日 

①（希望）子どもの精神疾患の基

礎知識と養育環境 

②発達臨床（神経発達症）と小児

期逆境体験への介入をつなぐ 

①社会福祉法人東京都社会福祉

協議会東京都福祉人材センター 

②公益財団法人明治安田こころ

の健康財団 

6月 20日 

7月 10日 

（希望）アタッチメントの理解

と臨床応用ーASI-Jを用いて 

アタッチメント・スタイル面接・

日本版トレーニングコース 1 

ASI-J研究会 

（視聴期間）9月 27

日～11月 12日 

令和 3 年度財務マネジメント初

級研修 

社会福祉法人東京都社会福祉協

議会東京都福祉人材センター 

10月 27日 第 74 回全国児童養護施設長研

究協議会 

社会福祉法人 全国社会福祉協議

会 

全国児童養護施設協議会 新潟

県児童養護施設協議会 

 



 

 

(2) 派遣研修（希望）           

上記表のとおり、令和 3年度は 4名より希望研修の申請があり派遣を行いました。 

 

(3) OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング） 

園全体のOJTプログラムとして、「サービスの質の向上を目指し、園内における職員 

相互の専門性を学びあう場」として、今年度も若手職員(１～3年目)、中堅職員(４～６年目)、

ホーム長・副ホーム長の３グループでOJTを実施しました。 

 

【若手職員グループ 全 7回】 

 若手職員グループについては、前年度の反省や若手職員のアンケートをもとに以下のテーマ

に沿ってOJTを実施しました。以下のテーマ以外にも、先輩職員が指導する「嘔吐物処理実践

OJT」も実施しました。 

 テーマ 

第一回 新任職員に期待すること・三年度事業計画 

第二回 実習生・インターン生対応について 

第三回 災害時の防災食について 

第四回 東京育成園の行事・職務について 

第五回 心理治療部門の働きについて 

第六回 中高生対応について 

第七回 年度の振り返り 

 

【中堅職員グループ 全５回】 

 中堅職員グループについては、「学び合い」を今年度のキーワードに小グループに分けて各自

の実践に基づいたテーマ学習形式で進めました。テーマ決めに当たっては、今後ホーム運営の

中心になっていくに当たり、求められるものとは何か、求められるものに対して足りていない

ものは何か、どのような学びが必要かを考えながら中堅職員グループ全員で意見を出し合いま

した。その中で 4つのテーマ＜①プレゼンテーション力・②ケースワーク力・③ホーム運営力・

④年齢に応じた支援＞に絞り、職員を 4グループに分け、各小グループでテーマごとに学びを

深め、年度後半のOJTで発表する形式としました。小グループ内では「進行役、日程等スケジ

ュール管理役、プレゼンテーション役」と役割分業し、自身が普段苦手とする役割を担い、グ

ループ学習を行いました。テーマごとの学びの成果を全体共有する事だけでなく、小グループ

内での役割遂行を体験的に学ぶことを目的としました。 

 小グループごとに工夫し、書籍の情報をまとめたり、職員へヒアリング調査したりと様々な

方法で学びを深め、発表では学んだことだけでなく、グループワークの進め方についても整理

してプレゼンテーションしました。学びを通し、中堅職員としての役割を再認識したとの意見

や、生活支援のチーム単位でも同様の意識で役割遂行できる世にしていきたいという意見が挙



 

 

がりました。 

 

【ホーム長・副ホーム長グループ】 

 ホーム長グループについては今年度も、共にホームを支え、将来のホーム長になっていく副

ホーム長と合同でのOJTを実施しました。初回のOJTでは千葉理事長より「東京育成園の理

念」や「児童養護施設の運営・支援の在り方」について学ぶ機会を設けました。また、円滑な

ホーム運営を行う為には何が必要かと悩むホーム長や副ホーム長も多かったため、外部講師を

招き、ファシリテーション研修も実施しました。研修の内容は、すぐに日常のホーム運営支援

にも活用でき好評を得ることができました。 

 下記の表に記載された 3回だけでなく、ホーム長・副ホーム長OJTは、支援の中で課題が表

出した際などを機会と捉え、短時間でも集まって話をする場を持ちました。各ホームでの取り

組みや考えを共有することで、園全体の支援の底上げを図ることができました。 

第 1回 

5月 13日 

・東京育成園の理念 

・児童養護施設の運営・支援の在り方 

第 2回 

7月 13日 

・実習生・インターン生への指導 

第 3回 

9月 21日 

・ファシリテーション研修 

 

【インターンOJT】 

インターン職員に対しての OJT はコロナ禍ということもあり、インターン職員が集まって

のOJTの実施は一回となりました。このOJTについては令和 4年度からの採用が決まってい

るインターン職員を対象に実施し、新任向けオリエンテーションとしても位置付けて実施しま

した。千葉理事長をはじめ、若手職員にも参加してもらい、入職までに取り組んでほしいこと、

社会人としての意識付けなどを行いました。 

集合型のOJTは一回でしたが、インターン職員には、活動の際に担当職員との振り返りの時

間を必ず設けることで、育成を進めることができました。 

 

 

 

(4) 園内研修           

「職員として身につけていなくてはならないこと、すぐに実践で役立つ内容」をテーマに専門

の講師を招いて研修会を実施しました。 

実施日 テーマ 目的 講師 
参加 

職員 

6月 29日 救命講習 日常生活支援や、キャンプやプールな 世田谷消防 19名 



 

 

7月 6日 どの屋外プログラムの中で、子どもた

ちが病気や怪我を負った際の応急救命

の知識・技術を身に付けることを目的

としました。 

また、AEDの使用方法についても学

び、緊急時に誰でも対応できるように

なることを目的としました。 

署警防課救

護係 

10月 12日 児童養護施

設における

性教育 

子どもたちの生活支援を行う場では性

教育が必須となります。個々を尊重した

支援を行うためには、知識を身に付ける

ことが必要です。権利擁護の観点から

も、性教育や子どもたちを取り巻く性に

関する環境、状況等を改めて学び、個別

ニーズに即した支援を行えるようにす

ることを目的としました。 

NPO 法人

ピルコン理

事長  

染谷明日香

氏 

51名 

11月 16日 

 

 

 

 

 

 

 

子 ど も の

MBT(メン

タライゼー

ションに基

づく療法) 

子どもたちは、その背景や育ってきた環

境から、自己や他者の感情、心理状態に

適切に気づき対応することを苦手とし

ています。「自己と他者の心理状態に注

意を向けること」であるメンタライジン

グとその発達について学び、職員が実践

できるようになることを目的としまし

た。 

駒木野病院

心理科 

菊池裕義氏 

46名 

1月 18日 

 

 

 

成年年齢の

引下げ等の

改正～変わ

ることと変

わらないこ

と～ 

成年年齢の引き下げに伴い、法律などで

変わることと変わらないことを学び、施

設職員としてどのように子ども達に対

応していくことが求められるのかを知

る機会とすることを目的としました。 

くれたけ法

律事務所  

池田  清貴

氏 

62名 

  

救命講習             成年年齢の引き下げ等の改正  



 

 

 

(5) スーパービジョン           

全般の状況 職員の専門職としての資質の向上を更に図ることを目的に、スーパービ

ジョンが実施されました。 

またコロナ禍での実施方法として、感染予防対策の徹底のため今年度も

オンラインで実施しました。 

取組内容 ホーム担当職員のチームごとによるスーパービジョンのみの実施と 

なりました。「管理的」「教育的」「支持的」の 3つの機能を発揮し、スーパ

ーバイジーに対し、自己啓発を促しました。 

また個人スーパービジョンの実施はありませんでしたが、ユニット形式

ではあっても実際は１人で受けることが多かったです。そこでの内容はホ

ームで共有出来ているため、ユニットの役割も担えており、また１人で受

けることで個人スーパービジョンの役割も兼ねることができていたと考

えられます。 

実施日 5/24、6/28、7/19、9/13、10/18、11/22、12/13、1/17（全 8回） 

 

 

 

 

(6) ワークショップ研究会活動 

 

第4期ワークショップ活動中間報告会      

 

目的 当園は「専門性向上」の具現化として、平成 23 年度よりワークショ

ップ（小研究会）を立ち上げた。 

今年度は第 4期 2年目の取り組みとなった。11月、12月には園内で

活動中間報告会を行った。2月には日本児童養護実践学会に研究の中間

報告を全 10 グループが行った。また研究活動に対しスーパーバイザー

から助言を随時頂いた。 

実施日 令和 3年 11月 4日 12月 9日   

会場 本館 3階 聖堂 

プログラム 研究方法報告 

①働きやすい職場作りの研究 

②効果的な学習支援方法とその活用 ～子どものより主体的な学 

びを支援するために～ 



 

 

③家族再統合支援 ～ケアワークの立場から～ 

④地域のニーズに応じた東京育成園の役割 

⑤当園におけるヒヤリハットの分析と対策 

⑥児童養護施設における自立を見据えた食育支援 

⑦子どもの育ちをつなぐライフストーリーワーク 

⑧児童養護施設におけるリービングケアの考察～高校生の支援に 

注目して～ 

⑨児童養護施設における感覚統合支援 

⑩SST（ソーシャルスキルトレーニング） 

 

 

 

 

 

各グループの研究 

活動中間報告会では以下の内容を確認しました。 

①働きやすい職場づくり ～「ストレスケア」と「やりがい」の満足度向上を目指して～ 

研究目的 

第三期の研究結果、当園における ES調査で満足度と重要度が低かった「やりがい」「メンタ

ルケア・ストレスケア」の要因。 

研究意義 

・やりがいの満足度を高めることで、各職員の意欲が向上し、働きやすい職場環境に繋げる。 

・バーンアウトによる離職率を下げることで、職員の心理的安定と子どもたちの生活の安定

を寄与する。 

研究方法 

・「やりがい」と「メンタルケア」について職員へのアンケート調査の実施。 

・アンケート内容の分析。 

二年目の取り組み内容・結果 

「やりがい」「メンタルケア・ストレスケア」「超過勤務」「宿直勤務時の睡眠時間」につ

いてアンケート調査より数字的な結果を出した。 

その結果から見えてきた課題より①有休が取得できない理由、②睡眠時間を削って業務にあ

たっている内容、③超過勤務削減のために園の制度として支障になっているものの具体例を

2回目のアンケート調査で深め、働きやすい職場作りを目指して改善案を模索する。 

 

②効果的な学習支援方法とその活用～子どものより主体的な学びを支援するために～ 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 



 

 

・子どもの特性に応じた効果的な学習支援法 

・日々の学習・生活が子どもの今後の進路選択、将来に繋がっていること 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

・子どもへの学習支援に対し職員が具体的にどんな場面で負担感や困り感を覚えるのか、

職員はどんな方法・工夫で解決しているのか等を調査する。その後研究を重ねていく中で、

具体策を職員に示すことで職員の負担軽減に繋げられると考えたため。また、子どもへ効

果的な学習支援を行うことで、子どもの自己肯定感や学習意欲向上、子どもの勉強への負

担感、困り感軽減にも繋げられると考えたため。 

・子ども達は学習に加え、日々の生活が自身の今後の進路選択、将来に繋がっているという

自覚が乏しいように思える。学習や日々の生活が自身の進路・将来の可能性を広げるとい

うことを職員・子どもに示すことで、学習意欲向上・生活の送り方の変化に繋げられると考

えたため。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

・学習支援法をまとめたハンドブックを職員に作成・配布・実践してもらうことで職員（特

に若手職員）が日々抱えている学習支援への悩み、負担の軽減を図り、最終的には子どもの

勉強への負担感、困り感軽減に繋げる。 

・文献研究を行い、学習や日々の生活が子どもの進路・将来の可能性を広げることを職員に

共有し、職員・子どもの学習に対する意識の変化、子どものより良い進学・進路支援に役立

てる。 

研究方法 

アンケート調査の実施 

二年目の取り組み内容・結果 

・第 3期の取り組み内容と積み残し課題を振り返り、4期の学習支援の定義を「学習を教え

ること、学力を上げるための取り組みに加え、子どもが主体的に将来について考えられる

よう支援すること」を共有した。 

・第３期の研究結果において多くの職員が学習支援への負担感や困り感を抱いていること

が判明した。3期の研究結果を深め、子どもへの学習支援に対し職員が具体的にどんな場面

で負担感や困り感を覚えるのか、職員はどんな方法・工夫で解決しているのか等を調査す

るためにアンケート調査を実施し、以下の内容がわかった。 

①どの年代の職員も８割以上の職員が学習支援において何等かの困り感を抱えており、園

全体で学習支援への課題を感じていることが判明した。 

②小学生児童は、学習への消極的態度が大きな課題として挙がり、その要因として『子ども

の持つ特性』『成育歴』『学習意欲の喪失』等が要因として考えられた。 

③中学生児童は、中学生特有の『思春期』『定期試験の導入』『受験』等の要素が加わった。

周囲と比較することが多くなることで、児童によっては勉強意欲が下がり、学習への消極

的態度に繋がってしまうことが推察された。 



 

 

④高校生児童に関しては 1～6 年目の職員を中心に職員の学習支援への困り感についての

記述が多かった。1～6年目職員は子どもとの年齢が近いため関わり方に悩むことが多く、

経験も浅いため学習支援法に困難を覚えていることが推察された。一方、ベテラン職員か

らは子どもとの関わりや学習支援法についての意見は少なく、『子どもの特性』『学習の積

み重ねの無さ』等の子ども視点が多く挙げられた。高校生児童と年齢が離れ、経験も積んで

いるため関係性では悩むことが少なくなり、子どもの課題に着目できるのではないかと推

察された。 

 

③家族再統合支援 ～ケアワークによる家庭復帰のための支援～ 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 

・家庭復帰に向けて、ケアワーカーに必要な援助技術を明らかにする。 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

・生活の中で、家族の話を扱う時に困り感があったため。 

・家族再統合に向けて、ケアワーカーにできる支援の幅を広げたいため。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

日常生活を通して子どもと家族の話をする中で、子どもの特性や年齢に応じた選択肢（援

助技術や支援方法）を増やしたい。 

研究方法 

・当園でファミリーソーシャルワーカーが稼働した平成 21年度以降、3年以内で家庭復帰

したケースを対象とし、児童や家族への支援の内容、関係機関の取り組みについて分析す

る。 

① 子ども支援記録から対象ケースの記録（日常生活支援の中で家族の話が扱われている

場面）を抽出し、場面ごとに「子どもの気持ち（家族への想い）」と、それに寄り添う

「職員の支援」を明確にする。 

② 考察しやすくするため、①で抽出した「職員の支援」をカテゴリー化する。 

③ 入園から家庭復帰に至るまでの子どもの気持ちと職員の支援を、時系列で整理・図式

化する。支援のプロセスをまとめるなかで、取り組みと結果を結び付け関係性を明らかに

するとともに、ケアワーカーとして必要な支援の再確認をする。 

二年目の取り組み内容・結果 

①ワークショップが始まってから 3期までの取り組み内容と積み残し課題を振り返り、4期

の研究のポイントをメンバー全員で共有した。 

②子ども支援記録から、過去の日常支援記録において家族の話題を扱った場面を抽出した。

キーワードを「父、母、祖父母、きょうだい、家、親、家族」に限定し、専用の用紙に記

録した。 

③抽出データから職員の支援を抜粋し、その支援一つひとつの意図や目的を話し合う。 

さらに、類似する支援内容ごとにタイトル付けしてカテゴリー化する予定。 



 

 

④家庭復帰にあたって揺れ動く子どもの気持ちと、それに寄り添う職員の支援を時系列で

整理して図式化することで、支援のプロセスをまとめていく予定。 

 

④地域における児童養護施設の役割 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 

東京育成園が地域に対して担う役割を明らかにする。 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

厚生労働省運営指針に示されている役割を具体的に実現するため、施設ができることを明

確にしたいため。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

・現在、育成園で行われている地域の取り組みの評価 

・育成園で取り組める新たな地域活動の開拓 

研究方法（二年目の取り組み内容・結果） 

・アンケート調査（小学校/中学校/児童館）・インタビュー調査（社会福祉協議会） 

・訪問調査（子ども食堂/プレーパーク） 

・児童養護施設に求められる地域での役割の洗い出し 

・世田谷区で求められるニーズの整理 

・他施設の取り組み内容の調査 

・世田谷区の子育て支援サービスの調査 

調査結果の分析と考察を実施予定 

 

当園におけるヒヤリハットの分析と対策 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 

 当園のヒヤリハットの報告が現場の働きにどのように効果を発揮しているか研究する。 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

 職員のヒヤリハットへの意識を向上させ、子どもの安心安全な生活を守るため。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

 本研究を日々の支援に活かすことで、ヒヤリハット報告の質の向上。重大な事故の予防。

新任職員や実習生に対しても、注意すべき事柄を具体的に示すことで、支援の質の向上を

目指す。 

研究方法 

 文献研究、ヒヤリハット報告書の分析、子どもの支援記録システムからの分析 

 二年目の取り組み内容・結果 

 ・「ヒヤリハット報告」から 2013年～2019年の過去 7年分のヒヤリハットの抽出と分析

をおこなった。また当園の児童の支援記録システムからワード検索「危険」「注意」「指摘」

「声掛け」「危ない」「怪我」「指導」の７つのワードを用いて、報告されていないヒヤリハ



 

 

ットに該当する事象の抽出を実施した。 

 ・これまで報告されていなかったヒヤリハットに該当する事象の抽出件数は 7年間で 679

件という結果となり、「ヒヤリハット報告」に上がっているものを含めると過去 7年分のヒ

ヤリハット件数は全 1041件という結果となった。 

 

 

⑥児童養護施設における自立を見据えた食育支援 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 

児童養護施設で生活する子どもたちが、自立・家庭復帰後に安定した食生活を送るため

に必要な知識・技術を習得する手段や方法を見出す。 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

食事は知育・徳育・体育の基礎となるものであり、子ども達の心と体の健康を維持するた

めに大切なものである。しかし、当園で生活する子ども達は健全な食生活を家庭で経験し

ていない子どもも少なくなく、職員が食育の重要性を再認識し、食事を通して子ども達の

健全な発育を促すことは重要である。 

その中でも、児童養護施設で生活する子どもたちは、退園後一人で生活をしなくてはな

らない子も多く、退園後の生活を見据えた調理技術や栄養知識の習得に対する支援が必要

とされる。そのために、職員が食育の重要性を再認識し、食事を通して子ども達の健全な発

育を促す支援に役立たせること、そして退園後に安定した食生活を送るために必要な知識・

技術を習得する手段や方法を見出すために研究を行う。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

・当園職員の食育に関する知識、嗜好の幅を広げ、子どものこれまでの家庭生活の中で体得

できなかった「食」に関する知識と「食」を選択する力を様々な経験を通じて子どもたちに

提供し、健全な食生活を実践できるよう普段の生活支援に還元する。 

研究方法 

・アンケート結果の分析、課題の抽出 

・先行研究の分析 

・自立訓練の食事日誌の分析 

 二年目の取り組み内容・結果 

 先行研究を通じ、食育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

いくために大切なことであるが、児童養護施設で過ごす子ども達は入所時、通常幼少期に

形成されているべきである食育の基礎が形成されていない傾向にあることが分かった。児

童養護施設での支援を通じて、これらを形成していくためには、「心と体の健康を確保」「安

全・安心な食事を確保」「豊かな食体験の確保」「食生活の自立の支援」を通じて、食への興

味関心を高め、自立への自信や、その後生涯にわたり「豊かな食生活を営み心身共に健康な

生活を送る」ことが出来るよう支援をしていくことが大切であると明らかとなった。 



 

 

また、当園では、児童養護施設最低基準などに基づき、食事の提供に関しても事業計画

や、年代に合せた食生活・食事計画を立てた上で、食事の提供を行っている。 

 上記の計画の基、食事提供を行っている当園職員に対してのアンケートを行った結果、

子どもと一緒に調理をする、調理技術を子ども達に伝えるなど、自立に対しても見据え、職

員は様々な工夫をしていることなどが明らかとなった。日々の食事が充実しており、食事

を提供される経験が多いことは安心感に繋がっていると考えられる。しかしその一方で、

子ども自身の主体性に欠ける可能性も考えられる。その結果、子どもが食への知識や技術

の定着を実感しているのか、自立後の生活に活かされているか結果として現れていない可

能性が高いため、今後、実態調査を実施していきたい。 

 

⑦東京育成園におけるライフストーリーワーク実践の分析 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 

子どもが児童養護施設に措置されるまで様々に生活場所や養育者が変化し、空白の時間

が生じてしまう場合もある。見通しのつかない不安な生活に目的を持ち、自分の人生を肯

定的に捉えて生きるためにも生い立ちを振り返る“子どもの育ちをつなぐ援助”が必要とさ

れる。本研究は現在当園で実施されている家族等の成育歴に携わる関わりについて、根拠

に基づいた援助技術として方法論を体系化することを目的とする。 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

・子どもが自身の成育歴を知りたい時、取り組み方法に困り感を感じている職員が多く、子

どもの権利について留意しながら対応する必要もあるため。 

・家族の話や成育歴を扱う際に当園がこれまで実践してきた支援方法を整理し、方法論を

まとめる必要があると感じたため。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

・子どもたちがライフストーリーワークを通して、自分自身のことをかけがえのない大切

な存在であると感じられることで、あるがままの生活と今の自身の境遇を受け入れなが

ら未来に向かって力強く生きていくことを支援したい。 

・その際に、新任からベテランに関わらず、専門的な技術を活用し日常的にライフストーリ

ーワークを実施できるように、援助技術を取り組みやすい形で提示していく。 

研究方法 

①文献研究（ライフストーリーワーク、子どもの権利） 

②当園の事例を抽出・検討・分析を行う。 

二年目の取り組み内容・結果 

①文献から歴史を学び、研究グループ内でＬＳＷの定義を定めた。 

ＬＳＷを実施することによって、子どもが過去と今の状況を理解・納得し未来に生きる力

を得ることや、アイデンティティの形成促進、自己理解が他者理解へ展開するなどの有用

性が示されていることが分かった。先行研究を参考に、本研究では当園におけるＬＳＷを



 

 

定義付けた。 

②アンケートから見えてきたこと 

2021年 10月末に当園のケアワーカーとケースワーカー、心理職員、調理部門の計 57名に

アンケート調査を実施した。「ＬＳＷの実践は、当園の子どもの中で誰を対象とすると想定

していますか？」との設問に対しては、「全員の子どもに必要」86％、「特定の子どもに必

要」6％、「わからない」8％という結果となった。一方で、ＬＳＷの内容について問うと、

「知っている」が 25％、「知らない」が 75％であった。「知らない」の回答が多い結果とな

った。以上の結果から、ほとんどの職員がＬＳＷ実施の必要性を感じていることが分かっ

た。しかし、ＬＳＷの内容や意義などについては知識が浅く、当園でＬＳＷに該当する活動

が行われていても、それを職員がＬＳＷであると意識していないと、他職員や子どもへ物

語を繋ぐ機会を失くしてしまう可能性があると考察できた。 

 

⑧児童養護施設におけるリービングケアの考察～高校生の支援に注目して～ 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 

・自立に向けた効果的な支援方法 

・充実したアフターケアに繋がる児童と職員との関係性 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

・当園でも、自立や家庭復帰に向けた取り組みやプログラムは実施しているが、子どもの課

題や特性によりアフターケアが充分にできないケースがある。より良いアフターケアに

は在園中の支援が重要であり、他施設で有効な取り組みを調査する意義があるため。 

・退園後に「困ったときに相談ができる」関係性の構築のために、在園中に効果的だった関

わりやプログラムについて分析する必要があるため。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか）  

・充実したアフターケアや子どもの自立支援に活用していく。 

研究方法 

他施設の自立支援コーディネーター・自立支援担当職員に対し、アンケート調査を行う 

二年目の取り組み内容・結果 

東京都福祉保健局による、「東京都における児童養護施設等退所者の実態調査報告書」から、

退所者に対する施設内支援の中で検討されるべき課題を抽出し、自立支援コーディネータ

ー及び自立支援担当職員に対するアンケートを作成した。その後、東京都内の児童養護施

設にアンケートを送付し、郵送またはインターネット上での回答を受け付けた。その結果、

38施設から回答が得られ、データの集計を行った。 

 データからは、外部機関の利用の有効性、成育歴の重要性や子どもの課題の大きさゆえ

の難しさ、集団プログラムの実施有無の差、アフターケアにおける住居支援や資金援助の

不足などが明らかとなった。 

 



 

 

⑨児童養護施設における感覚統合支援 

研究目的（何を明らかにしたい） 

生活支援の中で活用できる、感覚統合に基づいた子どもの捉え方や支援技術の体系化を目

指す。 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

子どもの「気になる行動」を、感覚統合の視点で見ていくと、それぞれにきちんと理由があ

ることがわかる。具体的な診断名はつかないが、「気になる行動」が多い子どももおり、「な

ぜその行動をしてしまうのか」という疑問が積み重なることで、職員の支援の行き詰まり、

負担感に繋がってしまうこともある。 

児童養護施設の特性である生活支援の中で、感覚統合の視点を持って子どもを理解するこ

とは、職員の支援の手助けとなり、子どもの支援に還元することで、子どもの躓きの改善の

サポートに繋がると考える。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

子どもの理解を深め、個々に合った効果的な支援を行うことで、子どもの二次障害を防ぎ、

自己肯定感を育むことに繋げる。 

二年目の研究方法 

①文献研究（感覚統合についての知識や先行研究について把握する。） 

②当園職員向けのアンケートを実施し、子どもの傾向を把握する。 

③必要に応じて、関係機関への訪問調査を行う。 

二年目の取り組み内容・結果 

①文献研究を行い、感覚統合が子どもの行動に与える影響や、感覚統合に課題が生じる要

因について調査した。感覚統合支援を活かして子どもの傷つきや特性に対して効果的なア

プローチを行うことで、子どもの生きづらさを軽減・自己肯定感を向上していくことを本

研究の意義とした。 

②当園児童の感覚統合についての傾向を把握するためのアンケートを実施。子どもたちの

タイプを把握した。その中で、同じタイプでも、子どもごとに傾向が異なることや、職員の

アセスメントとのずれもあることがわかった。そのため、今後はタイプ別の支援方法を検

討すると同時に、子ども一人一人に合わせた支援方法を検討していくこととなった。 

③訪問調査は、新型コロナウイルスの影響があり、また、文献研究を重ねることが出来たこ

とから、行わなかった。 

 

⑩SST（ソーシャルスキルトレーニング） 

研究目的（何を明らかにしたいのか） 

子どもの課題に応じた有効的な SSTの提示 

研究理由（なぜ明らかにしたいのか） 

・場面理解や対人コミュニケーション（他者理解等）に課題を抱えている子どもが多くいる



 

 

ため。 

・感情理解が乏しく、自身の気持ちを表現することが苦手な児童がいるため。 

児童養護施設で暮らし、上記の課題を抱える児童の支援について有効的な支援方法を見

出していきたいため。 

研究意義（どう研究成果を活かしていきたいのか） 

・職員自身が SSTに関する知識やスキルを持つことで、子どもたちへ還元する。 

・職員が児童の対応に困惑している現状から、少しでも有効的な対応方法を提示すること

で職員の日々の支援に還元できるようにする。 

・児童が、小・中・高や自立後に集団生活の中で対人関係に対する課題が顕著にみられるこ

とが多いため、研究や実践を行う中で子ども達が自身の特性に向き合い、自己覚知を行

う。また、課題とどのように向き合い、対処していくのか職員と一緒に考える機会とす

る。 

研究方法 

・職員向けのアンケートを実施。結果を分析し、課題を整理する。 

・有効的な SSTを作成するため、先行研究の収集と検討を行う。 

二年目の取り組み内容・結果 

・生活の中で見られる児童の課題把握を行うため、職員向けにアンケート調査を実施した。

尚、集団生活に必要なコミュニケーション能力を養うことを目的としているため、対象年

齢を幼児～小学生に絞った。項目は以下の三つ。①児童間のやり取りでよくあるトラブル

の事例②児童間のトラブルで職員が対応に困った事③児童と職員間のやり取りで困った事

例 

・アンケート結果をカテゴリー別に分類し、多く語られた事例や研究の目的に適切な事例

を選別した。①お礼を伝える。②言葉で気持ちを伝えること。③相手の気持ちを理解するこ

と。④場面の切り替えをすること。⑤ルールを守ること。⑥物の貸し借りの 6 項目に分類

した。共通して見られた児童の課題は、①この言動をとると、どのような結果になるのか想

像するのが苦手。②相手の気持ちの推察が苦手であることと分析できた。その後、支援ニー

ズが高く、SST に活用できる項目を選定した結果、お礼や物の貸し借りなど基本的なやり

取りを身に付けることを目標とし、先行研究や書籍を参考に当グループ独自の絵本を作成

した。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

その他の事業 

 

児童養護実践学会発表(第4期の活動中間報告) 

今年度も一般社団法人日本児童養護実践学会は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ZOOM

を活用したオンライン開催となりました。発表内容については以下の通り。 

目的 当園での研究を日本児童養護実践学会にて発表する。様々な意見を聞くことで、

子どもたちへの支援の質の向上に繋げる。 

実施日 令和 4年 2月 28日 

会場 東京育成園(ZOOMにて開催)  

一般社団法人日本児童養護実践学会 総会・第 14回研究大会 

当園からの研究発表タイトルと発表職員 

①児童養護施設におけるリービングケアの考察～高校生の支援に注目して～ 

②効果的な学習支援方法とその活用 

-子どものより主体的な学びを支援するために- 

③SST（ソーシャルスキルトレーニング） 

－日常生活支援における SSTの方法の模索－ 

④児童養護施設におけるヒヤリハットについての研究 

⑤児童養護施設における感覚統合支援 

⑥働きやすい職場づくり 

～「ストレスケア」と「やりがい」の満足度向上を目指して～ 

⑦地域における児童養護施設の役割－東京育成園がA地区に担う役割－ 

⑧家族再統合支援に関する中間報告 

－ケアワーカーによる家庭復帰のための支援－ 

⑨東京育成園におけるライフストーリーワーク実践の分析 

⑩児童養護施設における自立を見据えた食育支援 

－自立する退園児童に対する支援を中心として－ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

福祉人材の養成  

 

① 実習生の受入れ          

今年度も、東京育成園独自の実習カリキュラムを元に、実習生の指導を行いました。また各

教育機関と巡回指導等で連携を取りながら、次代の人材育成に寄与しました。 

大学名 人数 実習期間 実習日数 

ルーテル学院大学 1人 5.6.7月 30日間 

明治学院大学 2人 5.6.7月 46日間 

大正大学 2人 6.7月 24日間 

上智大学 1人 6.7月 30日間 

大妻女子大学 1人 6月 12日間 

東京家政大学 1人 6月 12日間 

東京都市大学 1人 6月 11日間 

昭和女子大学 2人 8.9月 46日間 

目白大学 1人 8.9月 24日間 

日本社会事業大学 2人 9.10月 46日間 

法政大学 2人 8.9月 

 

月 

46日間 

東洋大学 3人 8.9.2月 47日間 

東洋英和女学院 1人 8月 12日間 

立教大学 1人 10.11月 23日間 

聖学院大学 2人 10.11月 48日間 

田園調布大学 1人 10.11月 24日間 

白梅学園大学 1人 11月 12日間 

白百合女子大学 10人 5.6.7.2月 110日間 

日本女子大学 1人 2月 12日間 

共立女子大学 1人 2月 11日間 

玉川大学 1人 2.3月 11日間 

計      21大学 38名 のべ 637日 

 

② インターン制度の活用                  

将来性のある新職員を採用するために、当園で実習した学生を中心に優秀な学生を有給のイン

ターン生として採用しました。4年生の中から、11名を新規職員として採用することで人材確

保につなげることができました。 

大学名 学年 人数 

ルーテル学院大学 4年生 1人 

上智大学 4年生 1人 

目白大学 4年生 2人 

昭和女子大学 4年生 1人 



 

 

田園調布大学 4年生 1人 

共立女子大学 4年生 1人 

法政大学 4年生 1人 

白百合女子大学 4年生 2人 

立教大学 4年生 1人 

日本社会事業大学 4年生 1人 

東洋大学 4年生 1人 

ルーテル学院大学 3年生 1人 

東京家政大学 3年生 1人 

大妻女子大学 3年生 1人 

昭和女子大学 3年生 2人 

目白大学 3年生 1人 

日本社会事業大学 3年生 1人 

聖学院大学 3年生 1人 

明治学院大学 3年生 1人 

合計 22人 

 

災害防止の取り組みの状況      

活動の全般の状況 

職員、子ども共に訓練を経験することによって、常に防災に対する意識を持ち、どのような

状況になっても対応ができるようにすることを目的としています。 

実施日 
避難誘

導訓練 

消火 

訓練 

通報 

訓練 

地震 

訓練 

図上 

訓練 

夜間 

訓練 
その他 

4月 28日 ○ ○ ○ ○    

5月 13日 ○ ○ ○  ○   

6月 22日 ○ ○ ○ 
 

  

オリービア保育園とコド

モの園幼稚園との 3園合

同防災訓練 

7月 15日 ○ ○ ○ ○   災害伝言ダイヤル訓練 

8月 30日 ○ ○ ○     

9月 11日 ○ ○ ○   ○  

10月 30日 ○ ○ ○ ○   地域防災訓練 

11月 9日 〇 〇 〇 ○   
 

12月 19日 ○ ○ ○ ○    

1月 22日 ○ ○ ○ ○   炊き出し訓練 



 

 

2月 23日 ○ ○ ○    
 

3月 27日 ○ ○ ○ ○    

   

 

 

 職員健康診断及び健康管理の状況               

区分 実施日（期間） 実施機関 検査項目・内容 受診者数 

定 期 健

康診断 

 

春（4月～6月） 

（34歳以下） 

秋（11月～3月） 

（夜勤勤務者） 

財団法人  

駒沢健康管

理センター 

身長・体重・視力・血圧・聴力・

診察・胸部Ｘ線・尿検査・血液検

査（貧血・肝機能・腎機能・脂

質・血糖）便潜血・心電図 

春 44名 

 

秋 43名 

生 活 習

慣 病 予

防健診 

 

年一回 

（4月～6月） 

（35歳以上） 

財団法人  

駒沢健康管

理センター 

身長・体重・視力・血圧・聴力・

診察・胸部Ｘ線・胃部Ｘ線・尿検

査・血液検査（貧血・肝機能・腎

機能・脂質・血糖）便潜血・心電

図・腹囲 

19名 

細 菌 検

査 

調理、児童担当、

心理担当：月 1回 

園長、財務、事務：

年 4回 

東京食品技

術研究所 

一般検査（赤痢菌・サルモネラ・

パラチフスＡ菌・チフス菌）Ｏ

157検査 

85名 

イ ン フ

ル エ ン

ザ対策 

11月・12月 いなみ小児

科 

予防接種 

（嘱託医より接種希望者） 

18名 

新 型 コ

ロ ナ 対

策 

毎日 

 

 

職員 手洗い・うがい・消毒・加湿・歯

磨き・咳エチケット・マスク着

用・光触媒抗ウィルス剤のコー

ティング・パーテーション設置・

換気等の励行・出勤時の検温の

実施・情報提供など 

全職員 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 衛生委員会                                  

毎月、衛生委員会を開き、6月にストレスチェックを実施しました。インフォメーションに

て健康情報の提供に努めました。 

月 日 内       容 

4月 6日 コロナ感染症状況・予防・コロナワクチン接種について 

春の健康診断開始 

5月 11日 世田谷区による児童養護施設等を対象としたコロナ感染のスクリーニン

グ検査（PCR検査）について 

6月 16日 コロナワクチン接種・スクリーニング検査（PCR検査）実施について 労

災報告（チャドクガによる皮膚炎） 

健康相談 1名（電話）、春の健康診断 結果確認 

6月 17日～  

7月 1日 

ストレスチェック受診期間 

7月 13日 コロナワクチン接種他光触媒抗ウィルス剤のコーティングについて 

労災報告（児童指導員 料理中包丁で小指切創） 

感染報告（職員 サルモネラ菌感染）、健康相談 4名 

8月 10日 ストレスチェック集団分析報告、コロナワクチン接種他について 

健康相談 3名、健康診断結果 産業医からの意見徴収 

9月 14日 コロナ感染およびワクチン接種状況報告 

健康相談 1名、健康診断結果 産業医からの意見徴収  

定期健康診断結果報告書に産業医の署名 

10月 12日 インフルエンザおよびコロナ感染対策について 

秋の健康診断 11/1開始、 健康相談 1名 

11月 16日 インフルエンザおよびコロナ感染症対策について 

健康相談 1名、秋の健康診断 結果確認  

12月 14日 感染症（感染性胃腸炎・コロナ対策）対策について 

健康相談  

1月 11日 新型コロナ変異株であるオミクロン株について、健康相談 1名 

2月 8日 新型コロナ感染状況について、職員健康診断結果確認 

3月 8日 新型コロナ感染状況報告・メンタルヘルスについて 

 

 

 

 

 

 



 

 

ストレスチェックの結果分析 

6～7月に職員個々人を対象にストレスチェックを実施しました。その結果について、園全体

の傾向を見るため、集団分析を行いました。 

結果としては、総合健康リスク：77（全国平均＝100）であり、全国平均より 23低いため、

東京育成園における健康リスクは低いと言えます。 

仕事量－仕事のコントロールに関しては全国平均レベルですが、上司・同僚の支援における

ポイントが高いため、健康リスクを軽減できている状態が読み取れました。 

 

 

施設管理実施状況                     

項目 実施日 実施回数 実施内容 備考 

調理室グリストラッ

プ清掃 

4月 22日 

7月 29日 

10月 13日 

1月 27日 

年 4回 調理室祖集器油汚

泥清掃 

㈱ジュノン 

害虫予防駆除 7月 24日 年 1回 害虫ねずみ侵入予

防 

ニートクリエーショ

ン 

電気工作物定期検査 4月 20日 

 

年 1回 電気工作物保守点

検・検査 

井口電気管理事務所 

電気保守管理点検       月 1回       12回     電気工作物保守点

検・検査 

井口電気管理事務所 

（本園）自動火災報

知設備・非常通報設

備他消防用設備等

（特殊消防用設備

等）点検 

9月 6日 

3月 3日 

年 2回 自動火災報知設

備・消防通報・防

災設備点検及び修

理 

カワカミ消防設備 

(ヒソップホーム)消

防用設備等点検  

6月 7日 

12月 14日 

年 2回 特定小規模施設自

動火災報知設備他

点検 

カワカミ消防設備 



 

 

(さくらホーム) 消防

用設備等点検 

6月 7日 

12月 14日 

年 2回 特定小規模施設自

動火災報知設備他

点検 

カワカミ消防設備 

(マナの家) 消防用設

備等点検 

9月 6日 

3月 3日 

年 2回 特定小規模施設自

動火災報知設備他

点検 

カワカミ消防設備 

(凪の家) 消防用設備

等点検 

9月 6日 

３月 3日 

年 2回 特定小規模施設自

動火災報知設備他

点検 

カワカミ消防設備 

防火設備定期検査 7月 13日 年 1回 建築基準法に基づ

く検査 

㈱シミズ・ビルライ

フケア 

消防用設備等自主点

検 

随時 随時 巡視・防災訓練 職員 

エレベーター保守点

検 

月 1回 12回 点検・調整・遠隔

点検 

三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉサー

ビス・セコム 

エレベーター定期検

査 

1月 12日 年 1回 点検・調整・修理・

建築基準法による

点検 

三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉサー

ビス・セコム 

コンピュータ保守点

検 

故障時・随

時 

故障時・随

時 

保守点検・修理 関彰商事㈱ 

コピー機器保守 故障時・随

時 

故障時・随

時 

保守点検・修理 関彰商事㈱ 

建築設備定期検査(本

館・鳩の家・希望の家) 

7月 13日 年 1回 建築基準法に基づ

く検査 

㈱シミズ・ビルライ

フケア 

建物設備自主点検 毎日 毎日 職場巡視・修理点

検 

職員 

110番通報装置点検 6月 23日 

9月 21日 

12月 22日 

3月 9日 

年 4回 保守点検 テルウエル東日本 

ＡＥＤ点検 月 1回 12回 保守点検 セコム 

遊具点検 月 1回 12回 保守点検 職員 



 

 

車輛整備・車検 車検・定期

点検・故障

時 

使用・故

障・定期 

車検・修理・整備 東京トヨペット 

 

園内従事者会の活動    

活動の全般の状況 職員間の親睦を深めるための活動を行いました。 

実施日 企画名 実施内容 

4月～11月 園内従事者会通

信（計 6回）発行 

コロナウイルス感染拡大防止のため、職員同士の親睦

を深める機会を設けることができなかった。そのため

職員同士の相互理解やコミュニケーションの一助とな

るよう、職員紹介等を記事にした園内従事者会通信を

発行した。 

12月 9日 

 

クイズ大会＆セ

レクト弁当企画 

（昼食時開催） 

コロナウイルス感染拡大防止対策を行い、職員同士の

交流を深めるためにクイズ大会を実施した。クイズの

内容は新任職員にまつわるものとし、新任職員への理

解を深めるきっかけとした。 

昼食は 3種類のお弁当から選択出来る「セレクト弁当」

とし、いつもと異なる雰囲気で楽しい時間を共有する

ことが出来た。 

12月 28日 園内福引大会 職員の日頃の慰労を込めたお楽しみ企画として、園内

福引大会を実施した。 

 

(東社協児童部会従事者会運営委員会            

活動の全般の状

況 

・園を代表し、毎月行われる東京都児童部会従事者会運営委員会に参加

しました。 

・今年度はコロナ禍のため、対面で会場に集まることはなく、通年オン

ラインで行いました。 

・所属する調査研究部としての活動と運営委員の活動を行いました。 

・調査研究部では「児童養護施設・自立援助ホームで働く新任職員の困

り感とメンタルヘルスケアについて」の調査研究を行いました。 

・運営委員の活動では児童養護に関わる情勢について情報を共有しまし

た。また、毎月テーマを変えて行われる学習会にも参加しました。 

活動日 4月 19日・5月 17日・6月 14日・7月 12日・8月 16日・9月 13日・

10月 18日・11月 15日・12月 13日・1月 17日・2月 14日・3月 14

日（全 12回） 

 



 

 

 東社協児童部会従事者会2・3ブロック会          

活動の全般の

状況 

東社協児童部会保育士指導員会 2.3ブロックの定例会（zoom）に参加し

ました。今年度は「統合失調症、双極性障害を抱える保護者への対応」につ

いての研修会を実施しました。講師の先生には参加者の質問に多く答えて

頂き、とても良い研修になりました。また、1～3年目の職員を対象に新任

交流会を実施しました。他施設の新任同士で悩みを共有したり、施設同士

の違いを認め合ったりするなど、様々な意見交換ができ、貴重な場となり

ました。毎年恒例となっております、サッカー教室は今年度も、新型コロ

ナウイルスの影響もあり、中止となりました。 

来年度も他施設と連携しながら職員のスキルの向上を目的とした研修を

行ってまいります。 

 

 

国際精神里親運動（チャイルド・ファンド・ジャパン）への参加状況 

活動の全般の

状況 

フィリピンの 2名の子どもに総額 98,000円の奨学金を送付しています。

クリスマス、誕生日など、イベント時のメッセージカードのやり取り、機関

紙、奨学生の成長記録を職員間で共有、閲覧することで奨学生の子ども 2名

と交流を図っています。 

活動内容 

クリスマスカード、イースターカード、誕生日カードを奨学生の子ども 2 名に送付しまし

た。それに加え、CFJ機関紙、奨学生からの手紙や奨学生の成長記録を職員で閲覧すること、

フィリピンやネパールへの募金活動への協力を行いました。 

奨学生のロバート、マイケルから育成園職員へ宛てた手紙 

 

 

 

 

 



 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 令和 2年度も新型コロナウイルス感染症は子どもたちの生活に大きな影響を与えました。当

園はこの 1年を通して以下のように取組みました。 

 

1 基本方針 

 国や都の方針に従い、プロジェクト 21委員会にて基本方針を検討しました。 

 

2 令和 3年度の緊急事態宣言等期間について 

    ～4月 11日 経過措置 

4月 12日～4月 24日 まんえん防止等重点措置 

4月 25日～6月 20日 緊急事態宣言 

6月 21日～7月 11日 まんえん防止等重点措置 

7月 12日～9月 30日 緊急事態宣言 

10月 1日～10月 30日 経過措置期間 

 特に上記期間は国や都の指針に則り、感染予防に十分に配慮しながら子どもたちの生活を見

守りました。一方で大変な長期間にわたり制限がある生活が続いている懸念から、子どもたち

の豊かな成長と発達を支えるため、年度後半より徐々に可能な形式で行事等を実施しました。 

 

3 感染の状況について 

 児童と職員の感染がありました。ただ、発症しても大きく重症化することはありませんでし

た。また陽性が確認された児童と職員は速やかに生活空間を分けて対応したため、感染が大き

く広がることもなく収束しました。高校生 2名がホテル療養を利用しました。 

 

4 検査環境 

 児童と職員の PCR検査については、世田谷区が実施している社会的検査を活用しました。 

 世田谷区などから抗原検査キットが提供されたため大いに活用しました。 

 

5 感染拡大予防のため、管理等内の設備・備品類に光触媒コーティングを施工しました。 

 

6 ご支援 

 3年度もこうした環境にある子どもたちのために多くのご支援を頂きました。 


