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平成３０年度 事業計画

1 事業環境
1－1 少子高齢化と労働力人口の減少
（1）人口及び生産年齢人口の推移
少子高齢化の進行により、我が国の総人口は 2008 年をピークに減少に転じており、生産年齢人口も 1995 年をピ
ークに減少に転じている。2015 年の国勢調査における人口速報集計では、我が国の総人口は 1 億 2,711 万人であり、
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5 年に 1 回の国勢調査ベースでは調査開始以来、初めての減少となった。国立社会保障・人口問題研究所の将来推
計（出生中位（死亡中位）推計）によると、総人口は 2030 年には 1 億 1,662 万人、2060 年には 8,674 万人（2010 年人
口の 32.3％減）にまで減少すると見込まれており、生産年齢人口は 2030 年には 6,773 万人、2060 年には 4,418 万
人（同 45.9％減）にまで減少すると見込まれている（図表 1-1-1）。
図表 1-1-1 我が国の人口構造の変化

（2）深刻な高齢化
また、高齢化率（総人口に占める高齢人口（65 歳以上）の割合）は、2015 年に 26.7％と過去最高となっている（総
務省「人口推計」（2015 年 10 月 1 日現在））。高齢化率の推移について諸外国と比較してみると、我が国の高齢化率
が最高水準であるのみならず、群を抜いて高いことが分かる（図表 1-1-2）。さらに、2025 年には、我が国全体で高
齢化率が 3 割を超え、2050 年には 4 割弱にまで達するなど、世界で類を見ない超高齢社会を迎えると推計されて
いる。
図表 1-1-2 我が国及び諸外国における高齢化率の推移
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（http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h27/hakusho/h28/html/n1111000.html からの抜粋引用）

1－2 我が国の福祉人材確保対策
(1) 福祉人材確保対策の方向性
少子・高齢社会の進展等により、ますます国民の福祉サービスに対する需要の増大・多様化が見込まれ、また、利
用者本位の質の高い福祉サービスの提供が求められることから、サービス提供の根幹である福祉人材の養成・確
保が極めて重要である。量的な確保のみならず質的な向上に重点を置いた対策を推進している。
(2) 新人材確保指針は、次の５つの視点から、人材確保のために講ずべき措置を整理している。
労働環境の整備の推進
就職期の若年層から魅力ある仕事として評価・選択されるようにし、さらに
は従事者の定着の促進を図る
キャリアアップの仕組み 増大する福祉・介護ニーズに的確に対応し、質の高いサービスを確保する観
の構築
点から、従事者の資質の向上を図る
福祉・介護サービスの周 国民が、福祉・介護サービスの仕事が今後の少子高齢社会を支える働きが
知・理解
いのある仕事であること等について理解し、福祉・介護サービス分野への国
民の積極的な参入・参画が促進されるため
潜在的有資格者等の参 介護福祉士や社会福祉士等の有資格者等を有効に活用するため、潜在的
入の促進
有資格者等の掘り起こし等を行う
多様な人材の参入・参画 福祉・介護サービス分野において、新たな人材として期待される、他分野で
の促進
活躍している人材、高齢者等
（http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h27/hakusho/h28/html/n1111000.html から抜粋引用）
平成 27 年 2 月 25 日社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会がまとめた「2025 年に向けた介護人材
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の確保」によれば、介護人材確保の具体的な方策として、若者、障害者、他業界からの参入促進、労働環境・処遇の
改善（キャリアパスの整備や業務負担の軽減等）、介護人材の資質の向上を地域の実情に応じて、総合的・計画的に
進める必要があるとしている。

2 人財育成こそ社会福祉法人開拓の使命
2－1 国の福祉人材（介護人材）の確保策からの独立
当法人において介護人材の不足は生じているが、その解決にあたり、国の福祉人材確保対策に期待するだけで
はなく、法人独自の方策を行う。
2－2 人手不足の原因は内部にある
人手不足の原因は、外部に求めることはやめる。何らかの原因によって人手不足が生じているのではなく、その
原因は法人内部にあると考える。もちろん現場で働く職員一人ひとりに原因があるのではない。職員の強みを活
かして成果に結びつけるのは、マネジメントの役割であるからである。
徹底した人財育成（人生の質の向上）環境を目指す。社会福祉法人開拓の使命は、介護・保育・養護・支援の提供に
あるのではなくむしろ、これらの諸事業に従事する職員の育成にこそあると定義する。職員の育成は、法人内に留
まらず、地域の人々、子どもを含めた広い範囲での人財育成につながらなければならない。今や、単に「自組織の
人財育成に取り組む」という姿勢では不十分な時代である。であるからそのようなレベルに留まると人財を惹きつ
ける魅力が生まれず、結果として人手不足になるのである。
法人職員は、先輩が後輩をいかに育てるか、という視点に留まっていてはならない。
2－3 短時間正職員制度の導入
政府は「働き方改革実行計画」を平成 29 年３月に定めた。この計画の中で、柔軟な働き方がしやすい環境整備と
いう項目が挙げられている。時間や空間の制約にとらわれることなく働くことができるテレワーク、副業や兼業、
インターネットを通じた仕事の仲介事業であるクラウドソーシング（インターネットの普及により社外の「不特定多数」
の人にそのような業務を外注するというケース。特定の人々に作業を委託するアウトソーシングと対比される）を
労働者の健康確保に留意しつつ普及促進を図ると説明されている。
多様な働き方は、多様な生き方を保証するものである。従来の週 40 時間労働を正職員とし、それに満たない職
員をパート職員とする区分は廃止する。すべての職員を「正職員」として迎えるものとする。
兼職や副業は禁止するのではなくむしろ推奨する。
3 社会福祉法人職員のあるべき姿と成長を見守る仕組み作り
3－1 介護・保育・支援の質の保証は、職員の人間性の向上による
介護・保育・養護・支援の仕事は、楽で安易で責任が少ないものなどでは決してない。むしろ、世間から悪評を受け
る 3Ｋである。事実、きつい、危険、きたないことこの上ないのである。この状況をきれい、格好いい、給料高い、健康
になる、感謝される、の 5Ｋに言葉を換えても意味がない。社会福祉法人開拓の職員は、3Ｋであるからこそ、そこに
価値と意義を見出すのである。国・県の処遇改善手当が地域によって異なることから、手当の金額が高い地域に移
りたいと望む職員がいると聞くが、受け取る給料の金額で職場を選択する職員が、それで引き寄せられていくなら
ば、それにつられない職員こそ人間性を磨き高めていく資質があるといえる。
子どもを授かるのは神様の思し召しである。健康な子どもならほしい、障害者なら要らない、という考え方は、子
どもを自分の所有物と考えているようなものである。森信三は『人生論としての読書論』致知出版社 2011 の中で、
職業即天職論について次のように述べている。「職業こそはわれわれ人間が、「生」をこの地上に享けた意義を実
現するために不可避の道であり、真の直道だという倫理感の確立であって、かような意味での職業即天職観が、
国民の一人一人の身につき、体に根を下ろすことが大切だと思うのである」(p245)、「現実的には日々従事してい
る自己の職業によって支えられていながら、しかも自分の天分はそこにはなくて、何処か他の場所にあるかのよう
な、一種の観念的な錯覚ないしは妄想から、終生ついに脱し得ないとしたら、世にこれほどの悲惨事が他にあるで
あろうか」(p247)、「人はこのように自分が現在従事しつつある職業をもって、己が天賦の使命を発揮し実現せん
がために、「天」より与えられたものと考える時、われわれは自己の職業のためには、あらゆる努力と研究を要する
ことを、骨髄に徹して知りうる」(p258)
今、従事している職務に真心を込めて真摯に取り組むとき、その仕事は天職なのである。社会福祉法人開拓の職
員は、天職に就いているからこそ、職務を通じて大きな「壁・困難」多く出会うことになる。しかしこの「壁・困難」へ
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の挑戦こそ人間性の成長になくてはならない。人生は行動の連続である。行動の結果得られるものは、自らのビジ
ョンにとって不可欠なもの（経験）であるからそこには失敗はない。失敗とは、挑戦から逃げて行動を避けることで
ある。経験を積み重ねるために挑戦を繰り返す勇気が必要である。よって、介護・保育・養護・支援の質の保証は、
「壁・困難」へ挑戦し続けることにある。そこには「うまくいかないこと」もまたたくさん生まれる。
3－2 職員の成長を見守る考え方
だからこそ、職員一人ひとりが経験をたくさん積むことが必要なのであり、「うまくいかないこと」を通じて成長
する場が存在しなければならない。
失敗を非難すること、失敗を避けさせることは、一見成果に結びつく親心と思われるが、実のところ挑戦から逃
れようとする行動（挑戦しないことだから、行動とは言えないが）を引き出してしまう。
これは、マネジメントとしてもっとも避けなければならない状態である。マネジメントにとって歓迎すべきは職員
の特性や成果を上げたスピードや完璧さではなく、努力して成し遂げたこと、こつこつと努力を続けている姿、失
敗から何かを学ぶ姿なのである。また職員の強みを活かして成果に結びつけるには、適材適所である。本人も気づ
かない強みを引き出すためには、本人がやりたいと思わない職務を経験させることもまたマネジメントの役割で
ある。
3－3 徳性こそ職員のあるべき姿
豊かな人生を生きる最も有効な秘訣は「与える」ことである。自分の持っている卓越した長所は他人に悦びを与
えるためにある。自分の役割は、自分の長所を活かした先に見えてくるから、豊かな人生とは自分の長所と役割と
がつながった人生のことである。誰かに何かを与えると「もっと多く誰かに何かを与える能力と機会」が必ず自分
に返ってくる。すなわち自分の役割が増すのである。
そして、他のために尽くし与え続けることは「感謝の心で恩に報いること」と理解している人を「徳がある人」と
いうのである。徳とは、報恩のことであり、人が追求すべき高い人間性の中心にある。そして徳がある生き方に挑
戦する行動の習慣を身につけることが、周囲をよりよい人間に導くために不可欠である。ただ徳があるからといっ
ても事業における短期的成果を保証するものではないから、それが事業の成果に貢献しないかに見えることがあ
ろう。だからこそ事業遂行能力と徳とを重層的に求める組織においては、人と人とが励まし合い、助け合う風土が
大切になる。
「人生において欲しいものを手に入れるためには、手に入れたいと思うものを与える側にならなければならない。
感動の多い人生を送りたければ、感動させてもらう側にいては、本当の感動の半分も手に入れたことにはならな
い。感動させる側になって初めて、真の感動を十二分に味わうことができるのだ。このことは感動に限った話では
ない。たとえば勇気を手に入れたければ、それをくれる人やものを探し求める側ではなく、人に勇気を与える側
に。何かを身につけたければ、それを教わる側ではなく、教える側に。人から認められたいのなら、認められるのを
待つ側ではなく、認める側に。そして、人から愛されたければ、愛されるのを期待する側ではなく、愛を与える側に
ならなければ、本当の意味で欲しているものを手に入れることはできないのだ。多くの者はそれらを、どうやって
手に入れるかということばかりを考えている。しかし、本当に手に入れたいものであればあるほど、どうやって人に
与えるかを考えなければならないのだ。」（喜多川泰『賢者の書』ディスカバー21 pp204-205)

4 法人本部の体制
4－1 会議及び委員会の実施支援
法人本部は、次の各会議、委員会の実施支援を行う。
(1) 法人リーダー会議
各事業所の上長で組織する。管理指標に基づく目標の進捗管理を行う。情報発信の企画・管理や
労働安全衛生管理を行う。（毎月）
(2) ハーモニー経営会議
平成 30 年度から事業内容を一部変える特養ハーモニーの経営改善を検討する。（毎月）
(3) キャリアデザイン委員会
法人職員の成長を見守る仕組み作り（研修等の企画を含む）を所管する。（毎月）
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(4) 権利擁護委員会
法人職員が緊張感をもって職務に従事し、同時に各事業の利用契約者、家族の思いを十分に受け
止める仕組み作りや法人外からの様々な提案を大いに活かすことを所管する。（隔月）
(5) 事業デザイン委員会
各事業所で実施する介護・保育・支援の内容検討を所管する。（毎月）
(6) 施設設備管理委員会
各事業所の施設設備の管理や中長期的な改修計画立案を所管する。（適時）
(7) 各事業所職員会議
法人リーダー会議での決定等の周知のほか、各事業所内のすべての職員の情報共有と目標達成に
向けての行動計画の立案、管理を行う。（毎月）
(8) 全職員会議
社会福祉法人開拓の全職員が一堂に会し，事業計画の共有をする。（年 2 回）
4－2 情報共有ツールの導入検討
各事業所間の情報共有は、法人リーダー会議で実施しているが、さらに綿密な意思確認等を円滑に行うために
「サイボウズ」（グループウエア）の導入、活用を行う。
4－3 法人本部の役割
常務理事の白井真理子のもと、すべての事務職員は協力して次の職務を所管する。
(1) 各事業所に共通する事務（人事、会計、庶務）。
(2) 評議員会、理事会の開催支援及びその記録の作成支援。
(3) 各会議、委員会の実施支援
(4) 介護・保育・支援の利用契約者やその家族、行政機関や地域の人々等との連絡や報告
これらの業務は、すべて各事業所の現場職員が成果を上げることを第一義に行うものとする。

第２章

特別養護老人ホームハーモニー、デイサービス
平成３０年度 事業計画

１ 基本理念
１）ハーモニー
平成２０年１０月１日地域密着型介護老人福祉施設として定員２９名(八街市指令第 313 の 2 事業所番号
1293500029)短期入所生活介護定員１８名(千葉県保指指令第 1487 号-34 事業所番号 1273500627)の指定を
受け、地域の中での福祉推進拠点の機能を発揮し、家族・地域・関係機関等との絆を強める事に尽力してきた。
更なる広域への発展を目指して平成３０年４月１日から入居定員４７名 (うち空床型短期 4 名)として運営してい
く。地域はもとより広くの皆様に選ばれる施設となれるよう運営に邁進する。
また、「親孝行すすめ隊」の理念の下、顧客一人ひとりの尊厳を高めるとともに、地域に広がる福祉文化の創
造を推進し、生活感と潤いのある施設づくりを目指す。
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２）デイサービス
顧客の心身の状態を的確に捉えてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来るよう「く
もん学習療法」「玩具療法」等を取り入れ、顧客の立場に立った機能的かつ喜びあふれる介護サービスを実施
する。

２ 目標値
特養
定員 47 名
うち≪空床利用≫ 定員 4 名
デイサービス
定員 １０名

利用者延利用者数
利用者延利用者数
利用者延利用者数

15,695 名 稼働率 100%
1,400 名 稼働率 95%
2,040 名 稼働率 80%

３ 職員体制
区

分

施設長(管理者)
副施設長(副管理者)

特養ハーモニー(短期入所兼)

デイサービス笑顔の教室

1名

1 名(特養と兼務)

1 名(生活相談員兼)

1 名(特養と兼務)

医 師

1名

1 名(特養と兼務)

看護職員

３名以上

2 名(特養と兼務)

生活相談員

1名

1名

機能訓練指導員

1名

2 名(看護職員と兼務)

支援専門員

1名

栄 養 士

1名

事 務 員

2名

介護職員
調 理 員

2 名(特養と兼務)

17 名以上

2名

6名

４ 職員研修計画
高齢者虐待防止

非常災害時対応

熱中症予防

食中毒予防

事故発生・再発防止

感染症予防

褥瘡予防

安全衛生

腰痛予防

身体拘束廃止

エルダー・メンター制度

うち外部研修
・千葉県エルダー・メンター制度普及啓発講習会
・千葉県高齢者権利擁護・身体拘束廃止研修受講については、現在基礎課程修了者 10 名、
専門課程修了者 5 名、実践課程修了者 1 名である。
平成３０年度の受講については、千葉県からの通知をもって随時参加申込を行う。

５ 入居ユニット計画
① 目標
・入居者様が日々安心して生活が出来るよう様々な面から支援する。
② 方針
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・職員一人一人がいつも笑顔で対応でき、やるべきことを的確に判断する。
③ 具体的な計画
・入居者様が穏やかに安らぎのある日々を送っていただけるよう、職員一人一人がいつも笑顔で対応す
る。
・ユニットケアに求められている、プライバシーの保護やお一人お一人に合った生活をして頂けるよう
配慮していく。
・イベント等では楽しんで頂きメリハリをつけていく。
④ 生活面の計画
(生活について)
・環境整備を図り、明るく安らげるフロア作りを心がける。
(食事について)
・楽しく落ち着いて召し上がって頂けるように良好な環境を整備するとともに、手洗い・消毒等の衛生面に
日々配慮する。
・お一人お一人に合った食事形態に気を配るとともに、食事量・水分摂取量や
体重の増減にも十分配慮する。
(入浴について)
・1 週間に 2 回以上の入浴を、その方に合った形で提供する。
・お身体に異常・異変がないか全身状態の観察に努め、気付いた場合には連携を図りながら速やかに報告
する。
(排泄について)
・プライバシー保護に努め、一人ひとりの排泄パターンを把握し、日々快適に過ごせるよう定時交換を行
う。また定時・希望時のトイレ誘導を行う。
⑤ 健康管理
・顧客の健康状態の細やかな観察と体調不良・熱発等の異常の早期発見に努める
・健康維持にも気を配り問題のある時は速やかに報告を行い早めの対応に努める。
・気がかりな点は早めに、嘱託医に報告・相談する。
⑥ 機能訓練
・日々の健康維持のため、歩行・移乗・立位保持・マッサージ等の訓練を行う。
・リハビリの一環として体操等を通じて、手指や足、口腔の運動も行う。
⑦ 年間行事計画
特養ハーモニー
デイサービス
4月
花見
花見
体力測定
5月

7月

ホーム喫茶
母の日イベント
あじさい見学
防災訓練
七夕交流会

8月

明朗夏祭り見学

9月
10 月

敬老会
防災訓練
秋祭り

11 月

菊花展見学

12 月

クリスマス会

6月

母の日イベント
体力測定
あじさい見学
父の日イベント
防災訓練
体力測定
七夕交流会
体力測定
明朗夏祭り見学
体力測定
敬老会
運営推進会議
防災訓練 体力測定
秋祭り
体力測定
菊花展見学
体力測定
クリスマス会

父の日イベント
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1月

新年会

2月

節分祭

3月

ひな祭り会
防災訓練

体力測定
新年会
体力測定
節分祭
体力測定
ひな祭り会 体力測定
防災訓練
運営推進会議

6 デイサービス事業計画
① 目標
・新規顧客の獲得に努め平均稼働率の向上を目指す。
フロア全体の環境整備に努め、皆様が笑顔で楽しく過ごして頂けるように配慮する。
② 方針
・顧客が「楽しく、安心できる」時間を送れるよう配慮したサービスの提供に努める。
③ 具体的な計画
・「笑顔あふれるデイ」として更なるレクリエーション等の充実に努める。
・「報告・連絡・相談」の徹底を図り、職員間のコミュニケーションを充実させ、必要な情報の共有化に努め
る。
④ 健康管理
・手洗い・うがいの徹底とバイタルチェックを必ず行い、健康状態の把握に努める。
・異常がある時は速やかにご家族、関係各所に報告していく。
⑤ 機能訓練
・個別リハビリ、集団リハビリを更に充実させる。
・顧客の機能に合わせたマシントレーニングを行いＡＤＬ・ＱＯＬの向上を目指す。

第３章 開拓介護支援ステーション

平成３０年度 事業計画

１ 基本方針等
１）基本方針
「親孝行すすめ隊」の理念の下、お客様にとって最善で最良の介護福祉サービスを提供できるよう、医
療・家庭・行政等との連携プレーを根底に置いて、ケア・マネジメントを実施する。
２）お客様確保
営業地域を広げる等新規利用者年間２０名確保を目指します。
３）名称変更
「開拓介護支援ステーション」から（仮称）「開拓ケアマネセンター」と
役員会等準備が整い次第、ケアマネを直接的に訴えて、利用者拡大に努める。
４）体制充実
介護支援専門員２名体制を目指す。
２ 実施する事業内容等
１名体制現状 定員 ３９名
２名体制の場合 定員７８名
３ 職員体制
管理者
介護支援専門員

２４時間体制（携帯等の対応を含める）

１名
２名（管理者兼務１名、非常勤１名））
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第４章 八街かいたく保育園

平成３０年度 事業計画書

1 八街かいたく保育園の使命
八街かいたく保育園は「世のため人のために尽くす子どもと親を育てる」をモットーに子どもへの保育（養
護と教育）とともに親・家族へも目と心を注ぐ。すべての保育プログラムは、単に親に代わる保育サービスで
はなく、家庭（家族）・地域の親たちや高齢者、青少年たちまで含めた地域コミュニティづくりにその基礎を置
く。子どもの保育は直接的な人づくりであるからである。これによって、50 年後、100 年後、30 世紀の日本、世
界に暮らす人々を幸せにするために挑戦することを八街かいたく保育園の使命とする。

２ 基本方針
平成 29 年 3 月に告示された「保育所保育指針」を受けて、園の包括的な基本方針書「全体的な計画」とそ
れに基づく「指導計画（幼児教育計画）」「健康・安全・食育計画」「子育て支援計画」をもとに評価と継続的改
善をすすめるカリキュラムマネジメント体制を作ること、各職員の長所と資質を活かした保育を展開するため
の「職員キャリアデザイン計画（研修計画）」を明確にして実施することを今年度の重点方針とする。もとより
「子どもの生命の保持および情緒の安定を図る」養護と「子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展
開されるための発達の援助」である教育について、それぞれのねらい及び内容を具体的、的確に把握し、地
域資源を積極的に活用した創作活動や日常的な高齢者、障害児・者などとのふれあい活動等、養護と教育の
一体的な保育を推進し、かつ、それらの評価・改善を図るという従来の方針は維持する。
少子高齢化が進む中、子どもの数の減少は社会の趨勢である。中長期的に見れば、待機児童解消という政
策課題に惑わされず、保育所としての社会的使命を認識して、八街の保育事業の拠点として地域になくては
ならない期待に応える役割を果たす。
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3 保育の方針
（１） 子どもの生命の保持及び情緒の安定とともに養護と教育を一体的に進める。
（２） 子どもの育みたい資質・能力、乳幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を目指して幼児教育
機関としての機能を果たす。
（３） 子どもの健康、食育、安全とともに災害への備えを推進する。
（４） 地域の保護者等に対する子育て支援を充実させる。
（５） 以上の方針は、全体的な計画に基づき目標を明確にした上で評価・継続的改善を進める
カリキュラムマネジメント体制を構築する。

4 実施する事業内容
（１） 事業所所在地 ： 〒289-1103 千葉県八街市八街に６６-４ 定員１１１名

（２）事業
① 通常保育
「指導計画（幼児教育計画）」「健康・安全・食育計画」「子育て支援計画」をもとに評価
と継続的改善をすすめるカリキュラムマネジメント体制のもと保育支援をする。季節行事と
日本の文化に触れる機会を充実させる。
また、乳児保育事業・産休明け保育事業を合わせて実施する。
② 延長保育
家庭の事情に合わせた、通常保育時間外の保育支援をする。
③ 一時保育
家庭の事情に合わせ、子育てが困難な場合に一時的な保育支援をする。
④ 日曜保育
家庭の事情に合わせ、日祝日の保育支援をする。（平成 30 年度より）
⑤ 地域子育て支援センター「絵本とお庭」
地域子育て支援センター事業を実施する。基本事業として、乳幼児及びその保護者が相互
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の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う。
地域の他の支援センターにはない強みとして、絵本と園庭での遊びに重点を置く。
（３）事業実施上の留意点
① 保育園の全体的な計画から導かれるカリキュラム編成
指導計画（幼児教育計画）の作成、個別計画策定へ向けた体制準備
②「指導計画（幼児教育計画）」「健康・安全・食育計画」「子育て支援計画」をもとに評価
と継続的改善をすすめるカリキュラムマネジメント体制
担任会議、給食（離乳食）会議のほか、各種行事等に関する委員会等の編成と実施
③ 災害時対策を含めた健康及び安全への取り組み
防災訓練（月例、引渡し訓練）、防災教育、関係マニュアルの整備
④ 保護者会活動との連携を強めた保護者・地域との連携した子育て支援の充実
本部役員会（月例）、奉仕作業（年２回）、リサイクル活動（年 6 回）、運動会協力（10/13）、
保護者交流活動（9/29 2/23 3/22（謝恩会））、保護者会活動の記録 定時総会（2/23）
この他、保護者会と園との連携強化のための体制編成
⑤ 職員の資質・専門性の向上と園全体の保育力向上とを目的とした研修等の充実
法人全職員会議（4/7 1/12）
職員研修（5/12 7/14 8/18 9/8 11/10 2/2 3/9）
キャリアパスに基づく養成研修派遣、他事業所の視察研修
全国保育協議会、全国保育士会等主催研修会への派遣 及びこれらの伝達研修
⑥ 情報発信
保護者との連携強化と情報共有を図るために、園だより、クラス通信、園長通信を定期的に
発行する。またメール配信ツール「マチコミ」を活用する。ホームページを適時更新する。

5 職員体制
園 長

１名

主任保育士
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１名

副主任保育士（リーダー）２名

保 育 士

１５名以上

栄養士（リーダー）１名

調理員

２名（非常勤含む）

看護師

嘱託医

１名

１名

支援センター保育士

２名

事務員（リーダー） １名

6 事業計画の推進に向けて（事業実施上の留意点との関連）
（１）地域（八街市）の保育の拠点になる
保育園の使命は、子育てではなく、子育て支援に置くべきである。
古来、子育ての機能は親ではなく地域社会が担ってきた。少子高齢化（下図参照）により、現状の推計によ
るならば、子育ての対象となる子どもの数は 2000 年と比較して 2050 年には半減する。
このまま「子育て」を事業とするに留まっていては、保育園に求める社会のニーズが半減する事態に対処
することはできない。そこで、子育てをする親と地域社会に視点をシフトしなければならない。保育士もまた
その役割をいわば「子育て支援士」にシフトしなければ、社会に対する使命が十分に果たせなくなる。
そのため、八街市の保育事業の拠点としての役割を自覚してその責任を果たす。
図表 1-2-1-6 日本の人口推移

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112120.html

（出典）総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）:出生中位・死亡中位推
計」（各年 10 月 1 日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」

p://www15.plala.or.jp/simplelife/syoushika.htm
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平成 30 年度からの保育所保育指針の改定は、(1)乳児・１歳以上３歳未満児の保育に関する記載の充実、
(2)保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ、(3)子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健
康及び安全の記載の見直し、(4)保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性、(5)職員の資質・専門
性の向上 という 5 つである。
この改定と八街かいたく保育園の使命に基づいて、保育園の全体的な計画を立案し、またこの職場で働く
職員のキャリアを保障するために「かいたく保育計画デザイン委員会」を組織する。
親や地域社会の子育ての役割は何か、の一つは、喜多川泰『君が来た場所』にある（後記）。
八街かいたく保育園が、このメッセージを伝えるには、八街かいたく保育園でなければできない方法（すな
わち園の強みを活かすこと）を通じて行う。このことを追求するのが「かいたく保育計画デザイン委員会」の
役割である。
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出典 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-SeisakutoukatsukanSanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0_1.pdf
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（２）職員の資質、専門性を獲得する目的とその方法
専門性に基づいた保育上の判断は、全ての保育士が、自らの責任で行う。
自らの責任とは、単独で進める（あるいは上司の判断に委ねる＝単独の上司の判断）ということに留まる
ものではない。自らの判断に至ったプロセス（複数の選択肢の中から適時に一つに絞った経緯）を上司・同僚
と共有する（そのために担任会議等を定例で実施する）なかで、選択肢の幅を広げる努力を継続する姿勢
が、「責任を果たす」本来の意味である。
対人サービスは、個別性が求められるから、一つの成功事例をもって安易に水平展開させることはできな
い。このことにより、対人サービスの現場では、いわゆる「失敗（ニーズをとらえ損なうこと）」がつきものであ
る。
しかしながら、行動実践がもたらすものは、成功か失敗かではない。全てが必要不可欠な「経験」である。
経験から学ぶものは、成功しかない。
失敗があるとすれば、行動を抑制して経験を積み重ねる挑戦から逃げる姿勢である。
失敗を恐れて、挑戦する姿勢を奪うことは、保育・教育ではないし、職員の人財育成でもない。
失敗を恐れて、他人の意志決定に依存し続けることもまたプロとしては失格と言わざるを得ない。

保育現場での行動実践においては、成功か失敗かの判断を持ちこんではならない。想定したとおりの成果
が得られなくても、それを失敗ととらえて、その原因を探り始めるのではなく、「行動実践の目的は何か」（こ
れが全体的な計画で示される）をしっかりと見据えて、その上で、その目的に向かう手段としての行動を変え
る工夫を続けるのである。そのために「保育カンファレンス」を実施する。この実施体制は、担任会議等で検討
する。
このことは、職員に留まらず、子どもにも当てはまる。子どもも経験から学ばなければならないし、その保
障が保育・教育の計画の中に盛り込まれ、その上で実践されなければならない。
保護者に対してもまた、同様である。
判断のための選択肢の幅を広げる機会が「研修」の役割である。したがって、研修の機会保障が人財育成
の意味である。
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管理者の役割は、人財育成にある。
人財育成（職員研修）は、職員個別の状態に応じて実施されなければならない。集合研修とともに個別研修
を実施する。個別研修は、職員個々の学びの意欲の方向性と、八街かいたく保育園の経営理念との整合をと
る中で、主体性を尊重して（学びたいという意思表示に基づいて）実施する。
そのために「キャリアデザイン委員会」を組織する。
喜多川泰 『きみが来た場所』 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン Kindle 版より

「ほとんどすべての人が複数の使命を持っている。でも、そのうちの一つはみんな同じ使命だ」
「すべての子供は、大人に自分の使命に気づかせるという使命を持っている」
「もちろん世の中には、子供は大人に自分の使命に気づかせるために生まれてくるということを知らない
大人も多い。子供は大人が立派に育ててあげなければならないと思っているんだ。ところが、本当は反対
だ。大人は子供からたくさんのことを学び、育ててもらっている」
「大人が子供に？」
「そうさ。すべての子供は素晴らしい才能を持って生まれてくる。大人になっても、自分の才能を開花させ
ることができない子供が多いのは、周りの大人がその才能を奪うからだ。そして子供の持つ素晴らしさを
奪って、自分のようにつまらない大人にすることを教育だと思っている。」
「子供の笑顔を見ろ。子供の寝顔を見ろ。目の前にいる小さな命を守るために、今自分に何ができるのか
考えてみろ。この子が幸せに生きていくために自分が何をしなければならないのか真剣に考えてみろ。探
そうとしなくても、自分の人生でやらなければならないことが見えてくる。そうして見えてくるものがある
ならば、迷うことはない。そこには君にしかできない世界が広がっている。自分を信じて、その世界をひた
すら歩み続けるがいい」
「自分を信じる……」
「ああ、そうだ。君が見た、私たちの過去はあることの証明になっている」
「あること……？」
「そう。 人間は誰かのために生きているんだ」
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「誰かのために生きている……」
「人間は、人間だけがと言った方がいいかもしれない、人が喜ぶ姿を見て自分も幸せを感じることができ
る。」
「今の子供たちは、自分のほしいものを手に入れ続けるのが幸せだと教えられて育つ。しかし、その先に待
っているものは幸せではない。なぜなら、人間は自分が誰かから必要とされていると感じ て初めて幸せ
を感じることができる存在だからだ」
「すべては出会いによって実現されていく。自分が何をするかよりも、誰と出会うかだ。そしてその出会い
は、自分が今できることを精一杯やっていく中で自然とやってくる。同じ志を持ったもの 同士は惹かれ合
って出会うことになっているんだ。そして、そうやって出会ったもの同士が同じ方向を向くとき、１＋１は２で
はなくなる。場合によっては 10 になることだってある。」
「新しい命は、お前に何かを教えてくれるために、お前を親として選んで生まれてきてくれる。つまり、お前
にはまだ自分が気づいていない自分の使命があるということじゃ。その新しい命と出会わなければ気づ
くことができない使命がな。秀ちゃん。わしらはお前のことをよく知っておる。自分では気づいていないか
もしれないが、お前の子供たちの将来だけじゃない。多くの子供たちの将来がお前の人生にかかっている。
もちろんお前だけじゃない。世の中の多くの大人が自分の使命に気づくかどうかにかかっておる。そのため
には、子供たちからよく学ぶことじゃ。」
「家族が一人増えると、育てるのにお金が余計にかかると思われているだろ。うちみたいに共働きだった
家は、働き手も一人減るから、子供が生まれることで収入が半分近くに落ち込むことだってあり得る。で
も、『だから、人生でやりたいことができなくなった』『だから、いろんなことを我慢してお前を育てた』とは
言いたくない。むしろ、『お前が生まれてきてくれたから、今の俺がある』 『お前が生まれてきてくれたか
ら、自分の好きなことをやる人生になった』と、将来子供に言ってやれるような生き方をするのが親の役割
だと思う。新しい命の誕生をそういうきっかけにしないと親としてかっこわるいと俺は思っている。そのた
めにも、家族が一人増えるたびに、新しい何かに挑戦しないとな」
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第５章 児童発達支援センター銀河鉄道

平成３０年度 事業計画

１．理念及び事業所運営方針
社会福祉法人開拓の「これからの日本を変える、今からそのための保育・療育をする、それを私がする」という保
育・療育に対する完全自責感を根底に、児童発達支援センター銀河鉄道（以下「銀河鉄道」という。）の運営方針を
定める。
（公財）ＪＫＡ競輪公益補助金で建設された銀河鉄道は、「雨ニモマケズ」「銀河鉄道の夜」などに見られる宮沢賢
治の子どもたちの心を道しるべに、人としての生き方を子どもたちから学び、その子どもたちから力を得て果敢な
行動を実践する、というこころ根を基底に誕生した。
銀河鉄道は、専門的な発達支援・療育サービスの提供を通じて、子どものみならず、家庭、地域をも対象に
「世のため人のために、与え尽くすこころを育むこと」を基本理念とする。

２．発達支援（療育）の方針
銀河鉄道は、子どもの歩く、しゃべる、読み・書き・計算を大切にしつつ、生きる力のベースとなる
「生活活力」「愛着形成」「自己肯定感」を大切に育み、適切な親子関係を支援することを目的とする。
利用される子どものニーズは、平成２９年度の実践を踏まえて、以下のとおりと整理する。
・共働き家庭で発達支援（療育）の必要性が高い子どもたち。
・障害特性により親子関係を築くことに難しさを抱えている子どもたち。
・保護者の国籍による言語・文化の違いから親子関係を築くことに難しさを抱えている子ども、保護者たち。
・幼稚園、保育園への通園が困難であり、特に専門的な発達支援（療育）を求めている子どもたち。
・保護者の事情により市立の簡易マザーズホームへの通園が困難であり、特に専門的な発達支援（療育）を求
めている子ども、保護者たち。
・通常保育の中での人間関係に自信が持てない保護者。
これらのことからも比較的障害が重い子どもの需要が高くなることが予想される。
そして、銀河鉄道では、子どもの歩く、しゃべる、読み・書き・計算を大切にしつつ、生きる力のベースとなる「生
活活力」「愛着形成」「自己肯定感」を大切に育み、適切な親子関係を支援するため、以下の発達支援（療育）の方
針を定める。
１）楽しい療育・あそびを活かす
・子どもの好きなこと・興味のあることを見つける、広げる。
・子どもが遊びたくなる環境をつくる。
・保育者が誘いやすい環境をつくる。
・遊びの中に含まれる発達への効果を考える。
・保育者が楽しむ。
２）わかる環境
・スケジュール・内容・動線など子ども目線に立ってわかる環境、方法を考える。
・子どもが自分で片付ける・準備できる・達成感が持てる環境を考える。
・子どもに伝わる・わかる方法を探る、考える。
３）つなげる意識
・言葉と名前・動き・様子を意識的につなげる。つなげやすい環境を考える。
・わかる環境を前提にし、マッチングできる。
・仲間を意識的につなげる。人への関心、コミュニケーションを広げる環境を考える。
言葉と動き、ルール、写真と写真、実物と写真・絵図、写真・絵図と動き、先生と自分、友だちと自分などつな
げる。
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４）柔軟な発想
・いろいろな方法に柔軟に挑戦する。１～３を達成できると思う方法は勇気を持ってどんどん取り入れる。やりに
くかったら変える。
・同じ取り組みでも見方を変えて発達年齢に合わせた対応を考える。

３．発達支援（療育）の内容
銀河鉄道では、利用する子どもの発達状況を的確に把握し、子どもの心身の特性に応じて、日常生活に必要な基
本的生活習慣の習得を援助するとともに、個別および集団の療育を通じて、社会生活に適応できるように支援す
る。
すなわち、発達状況の気づきの段階から継続的な支援を行い、将来の子どもの発達・成長の姿を見通しながら、
日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、今、どのような支援が必要かという視点を持ち、子どもの自尊心や主
体性を育てつつ発達上の課題の達成をめざす。
また、子ども及び保護者の意見や人格を尊重し、常にサービスを利用する側の立場に立ってサービスを提供する。
そのために、子どもや保護者の多様なニーズに応えられる柔軟な利用形態（毎日通園・間隔を空けた通園、母子
通園・単独通園、併行通園）とする。
銀河鉄道では、児童福祉法に規定された以下の事業を通じて、発達支援（療育）を提供する。
①児童発達支援事業（定員 20 名）
家族の意向や子どもの状況をふまえ、児童発達支援管理責任者及び保育士、児童指導員は、臨床発達心理士
と連携し個別支援計画を作成する。個別支援計画に基づいて保育士等を中心により良い発達を促す専門的支
援を提供する。
②保育所等訪問支援事業
保育士及び児童指導員を中心に保育園・幼稚園などに通い、発達支援を必要とする子どもが集団に適応する
ための適切かつ効果的な支援等の実践と保育園・幼稚園などの保育士等の職員に対する支援を実践する。
③相談支援事業（サービス利用にあたっての計画相談では市内相談支援事業所と連携を図る）
保育士及び児童指導員等が保護者から子どもの成長や子育てなどの相談支援を提供する。
④千葉県障害児等療育等支援事業
保育士及び児童指導員等が保護者から子どもの成長や子育てなどの相談支援を提供する。

４．職員体制
駅長

１名

児童発達支援管理責任者 １名（兼務）

保育士 ７名（内非常勤４名）

児童指導員

嘱託医 １名（非常勤）

栄養士

１名（兼務）

事務員 １名（兼務）

看護師

１名（兼務）

５．発達支援（療育）の目標値
平成３０年度の目標値として、以下を設定する。
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５名（内非常勤４名）

①月間平均利用率 100％（１日あたり 20 名）の達成
②月間報酬 400 万円超の達成
③相談支援事業の充実（ぽっぽや教室を含む）
・相談支援事業（保育所等訪問指導及び千葉県障害児等療育等支援事業）の実施体制を整える
④平成３１年３月に（仮称）放課後等デイサービス銀河鉄道の開設を追求する

６．発達支援（療育）の計画
１）クラス編成
様々な課題のある子どもたちに的確な発達支援（療育）を提供するために、発達課題に応じた療育目的別のクラ
ス編成とする。
平成３０年度から新たに肢体不自由児に対する重点的な療育を提供するためのどんぐりぐみを新設する。
①ひまわりぐみ
就学や並行通園を目指すクラスとして、人への意識を高める。人と楽しく関わり、集団の中で役立つことを意
識できるようにする。
②ちゅうりっぷぐみ
重点的な療育を提供するクラスとして、動き・言葉・視覚支援教材でつなげる。人と楽しく関わり、銀河鉄道を安
心できる大好きな居場所にする。
③どんぐりぐみ（肢体不自由児）
重点的な療育を提供するクラスを新設し、体と心の成長を大切に育む。人と楽しく関わり、銀河鉄道を安心でき
る居場所にする。
２）外部専門家を活用した発達支援（療育）
①認定ムーブメント教育・療法士による月２回のムーブメント教育・療育（全身を使ったダイナミックな療法）を継
続する。
②臨床発達心理士による月２回のたんぽぽ教室（子どもの発達段階に合わせた個別の発達支援・療育）を継続す
る（１日４名）。
③理学療法士による月１回の訪問指導（座位や歩行の安定等を図るための理学療法）を継続する。
④専門講師による月１回のクラシックバレエ教室を継続する。
⑤平成３０年度新たに専門講師による月１回のリトミック教室を開始する。
３）保護者支援
①保育士による月１回のぽっぽや教室にて、銀河鉄道を利用していない子どもや保護者も対象に、 あそびを
通じた子どもとの関わり、子育ての個別相談を継続する。
②児童発達支援管理責任者および保育士による保護者面談（６ヶ月に１回の子どもの発達状況の報告および個
別支援計画の意見交換）を継続する。
③保護者に発達支援（療育）の内容を理解いただくために、年２回の保護者参観（クラス別）を継続する。
④保護者とお子さまとの遊びを通じた楽しい思い出作りのために、年１回の親子運動会、クリスマス会を継続する。
⑤保護者とお子さまとの戸外での楽しい思い出作りのために年１回の親子遠足を継続する。
⑥平成３０年度新たに併行通園のお子さまの成長と保護者を支えるために、月１回（土曜日）の優先利用日を設定
する。
４）教育・研修の計画
発達支援（療育）の質の向上を目指し、平成３０年度の教育・研修を以下のとおり計画する。
①全体（原則全員）
・児童発達支援センター視察研修（海外研修を含む）
・事業所会議内の研修
（４月・障害福祉制度及び報酬改定、５月・個別療育研究、
６月・児童発達支援ガイドライン、７月・権利擁護・虐待防止、
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８月・自閉症の理解、９月・個別療育研究、10 月・吐しゃ物処理、
11 月タイヤチェーン装着、12 月・TEACCH の理解、１月・個別療育研究、
２月・知的障害の理解、３月・次年度事業計画）
②個別（個人及び都度選定）
・児童発達支援センター職員交換研修（６月中予定３日間）
・児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員の養成
・八街市地域自立支援協議会のこども部会の研修会への派遣
・千葉県通園施設協議会の研修会への派遣

５）情報発信
発達支援（療育）の普及啓発および利用定員を充足させるために、保護者や関係機関等に対する広報活動を積
極的に行う。広報は、毎月発行する「銀河鉄道だより」に加えて、ホームページやSNS（FB）、パンフレット等の有効性
を見直すとともに、利用・見学等のユーザーインターフェイスを改善にする。
また、平成３０年度新たに保護者との情報共有ツールの導入を追求する。
６）主な行事及び会議・研修の計画
具体的な月・日ごとの発達支援（療育）は、月・週案を別途作成する。また、月１回の理学療法士訪問指導の指導
日は後日指定する。
区分

行

事

会 議・研 修

02 日 お花見おでかけ／身体測定

14 日 事業所会議（障害福祉制度及び報酬改定）

10 日 たんぽぽ教室
４月

13 日 ムーブメント教育・療法
14 日 ぽっぽや教室
18 日 リトミック教室（試行）
20 日 ムーブメント教育・療法
23 日 たんぽぽ教室
25 日 防災避難訓練
07 日 たんぽぽ教室／身体測定

19 日 事業所会議（個別療育研究）

10 日 ムーブメント教育・療法（２回目保留）
５月

11 日 母の日イベント
19 日 ぽっぽや教室（ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾌｧｲﾙ書こう会）
22 日 たんぽぽ教室
23 日 防災避難訓練（火災・消防署員立会い）
25 日 親子遠足

６月

04 日 身体測定

16 日 事業所会議（児童発達支援ガイドライン）

08 日 ムーブメント教育・療法／内科検診

未定 児童発達支援センター職員交換研修

11 日 たんぽぽ教室

未定 全職員個別面談

12 日 巡回歯科診療（ビーバー号）
15 日 父の日イベント
21 日 ムーブメント教育・療法
23 日 ぽっぽや教室
26 日 たんぽぽ教室
27 日 防災避難訓練（竜巻および突風）
02 日 身体測定

21 日 事業所会議（権利擁護・虐待防止）

05 日 ムーブメント教育・療法／保護者参観

未定 児童発達支援管理責任者及び相談支援専
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７月

06 日 七夕の日の集い

門員の養成研修

09 日 たんぽぽ教室
20 日 ムーブメント教育・療法／保護者参観
21 日 ぽっぽや教室
24 日 たんぽぽ教室
25 日 防災避難訓練（火災）
27～28 日 お泊り保育（年長）
03 日 ムーブメント教育・療法

18 日 事業所会議（自閉症の理解）

06 日 たんぽぽ教室／身体測定
８月

10 日 夏季保育（～16 日）給食なし
16 日 ムーブメント教育・療法
18 日 ぽっぽや教室
22 日 防災避難訓練（竜巻および突風）
28 日 たんぽぽ教室
01 日 やちまたふくしフェスタ 2018

９月

15 日 事業所会議（個別療育研究）

03 日 身体測定
06 日 ムーブメント教育・療法
10 日 たんぽぽ教室
15 日 ぽっぽや教室（ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾌｧｲﾙ書こう会）
25 日 たんぽぽ教室
26 日 防災避難訓練（火災）
28 日 ムーブメント教育・療法
01 日 身体測定

20 日 事業所会議（吐瀉物処理）

04 日 ムーブメント教育・療法
10 月

09 日 たんぽぽ教室
12 日 ファミリー運動会
20 日 ぽっぽや教室
22 日 たんぽぽ教室
25 日 防災避難訓練（非常災害）
26 日 ムーブメント教育・療法／収穫祭
31 日 ハロウィン

11 月

05 日 身体測定

17 日 事業所会議（タイヤチェーン装着）

07 日 内科検診

未定 児童発達支援センター視察研修

08 日 ムーブメント教育・療法
12 日 たんぽぽ教室
15 日 ムーブメント教育・療法
17 日 ぽっぽや教室
27 日 たんぽぽ教室
28 日 防災避難訓練（火災）
03 日 身体測定

08 日 事業所会議（TEACCH の理解）

06 日 ムーブメント教育・療法
12 月

08 日 ぽっぽや教室
10 日 たんぽぽ教室
21 日 ファミリークリスマス会
25 日 たんぽぽ教室
26 日 ムーブメント教育・療法／防災避難訓練（火災）
28 日 年内最終日
04 日 年明け療育開始

19 日 事業所会議（個別療育研究）

07 日 たんぽぽ教室／身体測定
１月

10 日 ムーブメント教育・療法
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18 日 ムーブメント教育・療法
19 日 ぽっぽや教室（ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾌｧｲﾙ書こう会）
22 日 たんぽぽ教室
23 日 防災避難訓練（地震）

２月

01 日 節分豆まき会

23 日 事業所会議（知的障害の理解）

04 日 身体測定

未定 個別面談

07 日 保護者参観
08 日 ムーブメント教育・療法
12 日 たんぽぽ教室
14 日 ムーブメント教育・療法
15 日 保護者参観
23 日 ぽっぽや教室
25 日 たんぽぽ教室
27 日 防災避難訓練（地震）
01 日 ひな祭り会

16 日 事業所会議（次年度事業計画）

04 日 身体測定
３月

07 日 ムーブメント教育・療法
11 日 たんぽぽ教室
16 日 ぽっぽや教室
18 日 たんぽぽ教室
22 日 ムーブメント教育・療法
27 日 防災避難訓練（火災・消防署員立会い）
29 日 卒園式・お楽しみ会

７）主な療育プログラム
項

目

発達診断の
保護者との協働

取 り 組 み 内容
専門医の診断が肝要ですが、保護者の相談時に銀河鉄道職員が持てる
DENVERⅡ発達判定法ライセンス等を活用して、一緒に考えます。
① DENVERⅡ発達判定法
この判定法は子どもの異常を早期に発見する一次スクリーニングです。記
録票・判定用具と予備判定票を用い客観的にグラヒックします。この結果
等をもって、嘱託医の向後先生の専門診断をお勧めします。
②MEPA-R ムーブメント教育・療法プログラムアセスメント
子供の発達を「運動・感覚（姿勢、移動、技巧）
」
「言語（受容言語、表出
言語）
」
「社会性（対人関係）
」の３分野６領域にわたりチェックします。
子供の運動技能、身体技能、身体意識や心理的諸技能が今どこまで発達し
ているかを把握して養育の手掛かりを得ようと試みてます。
ⅰ 芽生えの発見。
まだ出来ていないけれど、興味を持っていることややろ
うとしていることを見つける。
ⅱ ストレングス（強み）の発見。
３分野の得意な分野や突出している部分に注目して、苦手な分野を引
き上げる方法を具体的に探求する。
こられはムーブメントプログラムに役立つだけではなく、子どもたちの
良いところを発見することが出来、生活や療育場面に活かすことが出来ま
す。
子どもの得意なところや芽生えを探すことは、前向きな思考構築につな
がるとともに、子どもと保護者の強い結びつきにつながります。
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また、子ども一人ひとりのことを複数（先生や保護者）で理解するきっ
かけにもなります。

ムーブメント教育・療法

スペースマット、プレーバンド、ムーブメントスカーフ、パラシュート等、カラ
フルで特徴の異なる遊具を使用し「こころ・からだ・あたま」に働きかけてい
ます。

たんぽぽ教室
（個別支援教室）

子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れあいや言葉がけを行
う。また、子どもの気持ちを受容し、共感しながら、継続的な信頼関係を築い
ていく。個室にて、一人ひとりの成長に合わせたマンツーマン支援を行って
います。

どんぐり教室
(肢体不自由児支援教室）

一人ひとりの子どもの発達や障害の特性について理解し、成人後の社会
生活に向けた発達の過程に応じて、個別又は集団において可能な限り体験
的な活動を通して経験を広げる支援を行っています。
特に、移動能力ことに歩行能力は豊富な生活体験の基礎であるととも
に、精神発達促進の重要な条件の一つと言われているので、子どもの個人
差に十分配慮し、興味や関心をもって、進んで身体を動かそうとしたり、表
現したりするような療育専門遊具などの環境を整えています。

運動サーキットケア

トランポリン、巧緻台、鉄棒などを使ったり、組み合わせたりして運動能力
を高めています。

食育・お花づくりケア

読み聞かせ

水遊びケア

交流保育

楽しい雰囲気の中で給食を食べることで好き嫌いを無くします。
また、子どもたちが育てた果樹や収穫した野菜を食べることにより、食べ
物への関心を深めています。

色々な絵本や童話を読み聞かせすることを通じて、想像を膨らませたり、
たくさんの言葉にであったりすることにより、コミュニケーション能力を高
めています。

屋外プールやサイクルハウス屋内温水プールを活用し、水遊びを通じた
情緒の安定や心体機能の発達を促しています。

八街かいたく保育園等の子どもたちとの交流の中で、園庭でおもいっき
り体を動かして遊ぶことや障がい者・高齢者施設との交流等で社会経験を
広げ、相互の理解を深めています。
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園外活動ケア

子どものみならず保護者と一緒に銀河鉄道バスを利用した園外活動等
色々な体験を通じて、社会性を養っています。（さんぶの森公園や八街市中
央公園でのどんぐり拾いや障がい者・高齢者施設との交流等）

第６章 乳児院イーハトーブ
１ 設置の趣旨

平成３０年度 事業計画

事業開始日 平成２９年５月１日

1) 児童福祉法第３７条による位置付け
乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合は、幼児を含む。）を
入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うために設置する。
２） 設立の目指すもの

子どもたちへの温かい「養護サービス」提供はもとより、親も含めた地域まで拡げた「育てること」の
実践や「総合的な養護支援」の実践などの法人の持つ福祉育成力を一層活用して、少子化や核家族化
の進行、地域のつながりの希薄化など、家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている中、保
護者のいない子どもや被虐待児といった家庭環境上養護を必要とする子どもの尊厳確保とその時期
の発達に応じた精神的・情緒的な安定確保など、子どもの豊かな発達を支援するために、乳児院・イー
ハトーブ（定員１５名）は、社会的使命を果敢に果たすものである。
また、八街かいたく保育園の内藤晃園長の「虐待の定義を法律（障害者虐待防止法）で定められた５
つの類型に留まることなく、虐待とは、手間暇かけることを惜しむこと」との 定義付けに触発され、私
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たちの果敢な行動実践によってこそ虐待のない社会づくりが実現出来るとの強い思いで、手間暇を惜
しまず時間を沢山掛けてイーハトーブの運営を図り子どもの豊かな発達を目指したい。
特に、これらのことによって、私たちは、５０年後、１００年後、３０世紀の日本、世界に暮らす人々を幸せ
にするために、今できることに挑戦する「これからの日本を変える、今からそのための擁護を実践する、
それを私達一人ひとりがする」という明確で強固な意識を持ち、子どもたちにも、親たちにも、そして地
域社会に対しても、自分自身の言葉と行動で語り示しながら果敢で手間暇を惜しみなく掛けた実践活
動に邁進するものである。

２ 事業の種類・定員
①乳 児 院
１５名（児童福祉法３５条④）
②病後児保育事業・キュア ６名（児童福祉法第６条の３③、同第 34 条の 18））
③子育て短期支援事業
６名児童福祉法第６条の３⑬）、同第３４条の 9）
④里親支援機関事業・新規受託

３ 施設名
イーハトーブ
４ 施設の所在地
〒289-1103 千葉県八街市八街に６９－３

５ 建物その他設備の規模及び構造
（１） 土地

（２） 建物

４筆 合計２，４５４㎡
八街市八街字大清水に６９－３ 雑種地（１，０５３㎡）（建物敷地）
八街市八街字大清水に５２－４ 雑種地（ ８５７㎡）（建物敷地）
八街市八街字大清水に５２－３ 雑種地（ ３５６㎡）（進入路）
八街市八街字大清水に５２－５ 雑種地（ １８８㎡）（進入路）
八街市八街に６９－３
鉄骨造２階建 ７８１．80 ㎡ （１F５３４．64 ㎡、２F２４７．16 ㎡）

（３） 設備
ア） 非常災害時等に万全を期すため、全館にスプリンクラー設備の完備
イ）災害時の誘導サインの充実完備
ウ）危険防止のため、ほふく室等のコーナー部分の面取りを実施
エ）室内吊り遊具の落下防止のため、強化施工の徹底実施
オ）全館に冷暖房設備を施す他、ほふく室、寝室等に床暖房完備設備
カ）ほふく室等のガラス戸は強化ガラス等を施工実施
キ）乳児院専用の屋外遊戯場の完備

６ 養育理念及び運営方針
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１） 養育理念
（１）イーハトーブは、法や児童憲章等に基づいて、保護者のいない乳児及び児童（以下「乳児等」という）、
虐待されている乳児等、その他環境上養護を要する乳児等を入所等させて、明るくて衛生的な環境に
おいて、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の養育指導により、ここで生活する子どもたちが、
いつでも、いつまででも絶対的により良く生きられ・生き抜いていける「子どもの最善の利益の追求」
と「その権利の擁護の援助」を保障した養育を果敢に実践する。
（２）イーハトーブは、法や児童憲章等に基づいて、乳児院イーハトーブは、すべての子どもを社会全体で
育むという社会的養護の理念のもと、小規模グループケアや担当養育制などの「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る「個別化養育」によって、子どもの未来の人生の基礎づ
くりに資する愛着関係や基本的な信頼関係の形成を目指した養育を果敢に実践するとともに、児童福
祉司等と連携して、家庭機能の支援・補完・再生などの家庭支援に積極果敢に取り組むものとする。
（３） イーハトーブは、社会的養護の地域の拠点として、家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支
援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て 支援などの専門的な地
域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能の充実を図り、地域社会への奉仕と社会貢献等
に積極果敢に取り組むものとする。

２） 具体的な運営方針
（１）養育・支援の基本
① 子どものこころに寄り添いながら、子どもとの愛着関係を育む。
② 子どもの遊びや食、生活体験に配慮し、豊かな生活を保障する。
③ 子どもの発達を支援する環境を整える。
（２）食生活
① 乳幼児に対して適切な授乳を行う。
② 離乳食を進めるに際して十分な配慮を行う。
③ 食事がおいしく楽しく食べられるよう工夫する。
④ 栄養管理に十分な注意を払う。
（３）衣生活
① 気候や場面、発達に応じた清潔な衣類を提供し、適切な衣類管理を行う。
（４）睡眠環境等
① 乳幼児が十分な睡眠をとれるように工夫する。
② 快適な睡眠環境を整えるように工夫する。
③ 快適な入浴・沐浴ができるようにする。
（５）発達段階に応じた支援
① 乳幼児が排せつへの意識を持てるように工夫する。
② 発達段階に応じて乳幼児が楽しく遊べるように工夫する。
（６）健康と安全
① 一人ひとりの乳幼児の健康を管理し、異常がある場合には適切に対応する。
② 病・虚弱児等の健康管理について、日常で適切な対応策をとる。
③ 感染症などへの予防策を講じる。
（７）心理的ケア
① 乳幼児と保護者に必要な心理的支援を行う。
（８）継続性とアフターケア
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① 措置変更または受入れに当たり、継続性に配慮した対応を行う。
② 家庭引き取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活が送ることができるよう家庭復帰の支援を
行う。
③ 子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後の支援を行う。
（９）家族とのつながり
① 児童相談所と連携し、子どもと家族との関係調整を図ったり、家族からの相談に応じる体制づくりを
行う。
② 子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積極的に行う。
（１０）家族に対する支援
① 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組む。
（１１）アセスメントの実施と自立支援計画の策定
① 子どもの心身の状況や生活状況等を正確に把握するため、
手順を定めてアセスメントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示する。
② アセスメントに基づいて子ども一人ひとりの自立支援計画を策定するための
体制を確立し、実際に機能させる。
③ 自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価と計画の見直しを行う手順を
施設として定め、実施する。
（１２）子どもの養育・支援に関する適切な記録
① 子ども一人ひとりの養育・支援の実施状況を適切に記録する。
② 子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確立し、
適切に管理を行う。
③ 子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取り組みを行う。
（１３）権利擁護・子どもの尊重と最善の利益の考慮
① 子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つための
取組みを行う。
② 社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、
日々の養育・支援において実践する。
③ 子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等整備し、職員に周知する
取組みを行う。
（１４）権利擁護・保護者の意向への配慮
① 保護者の意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の
改善に向けた取組みを行う。
（１５）権利擁護・入所時の説明等
① 保護者等に対して、養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、情報提供する。
② 入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約束ごとについて
保護者等にわかりやすく説明する。
（１６）権利擁護・保護者が意見や苦情を述べやすい環境
① 保護者が相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる
環境を整備し、保護者に伝えるための取組みを行う。
② 苦情解決の仕組みを確立し、保護者に周知する取組みを行うとともに、苦情解決の仕組みを機能さ
せる。
③ 保護者からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。
（１７）権利擁護・被措置児童等虐待対応
① いかなる場合においても体罰等や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう徹底する。
② 子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組む。
③ 被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し迅速かつ誠実に対応する。
（１８）事故防止と安全対策
① 事故・感染症の発生などの緊急時の子どもの安全確保のために、施設として体制を整備し、
機能させる。
② 災害時に対する子どもの安全確保のための取組みを行う。
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③ 子どもの安全を脅かす事例を施設として収集し、要因分析と対応策の検討を行い、
子どもの安全確保のためのリスクを把握し、対策を実施する。
（１９）関係機関等の連携
① 施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所などの関係機関・
関係団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共有する。
② 児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、
具体的な課題や事例検討を行う。
（２０）地域との交流
① 子どもと地域の交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを行う。
② 施設が有する機能を、地域に開放・提供する取組みを積極的に行う。
③ ボランティアの受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整備する。
（２１）地域支援
① 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組みを積極的に行う。
② 地域の福祉ニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育ての支援事業や活動を行う。
（２２）職員の資質向上
① 施設として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。
② 職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づいた
具体的な取組みを行う。
③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次期の研修計画に反映させる。
④ スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人ひとりの援助技術の向上を支援する。

７ 避難訓練計画
日 程
月

時刻

4

10:30

5

6

10:00

10:30

7

10:30

8

10:30

9

10

10:30

15:30

内 容

ね
子ども

設定内容

火
災

火
災
火
災

給
食
室

給
食
室
給
食
室

養

避難訓練について知
る

ら

い
育

者

火災の通知後は養育者の指示をよく聞き、一緒に速やかに避
難場所に避難する。消火班は消火器設置場所を点検し、初期消
火の訓練を行う。
非常ベルが鳴ることを予告しておく。避難後も養育者の指示を

ベルの音に慣れる

よく聞くよう知らせる。消火班は消火器設置場所を点検し、初
期消火の訓練を行う。
ベルの音に慣れ、養育者の指示を聞いて行動するよう言葉を

ベルの音に慣れる

かける。
消火班は消火器設置場所を点検し、初期消火の訓練を行なう。

地

避難訓練について知

事前に地震時の避難方法を知らせておく。保育者の指示をよく

震

る

聞いて一緒に従うよう促す。

地
震
火
災
火
災

夜
間
想
定

地震時の避難方法に
ついて知る

調
乳
室

指示をよく聞いて行動

調
乳
室

指示をよく聞いて煙の

する

地震の大きさにより避難方法が異なることを知らせ、養育者の
指示をよく聞き、一緒に行動するよう促す。
夜間の少人数での対応の確認。
出火場所により避難経路が変わることを養育者間で確認し合
い、子どもたちにも知らせる。消火班は初期消火の訓練を的確
に行なう。

避け方を知る

煙を吸わないよう姿勢を低くしながら非難することを知らせ
る。消火班は消火器設置場所を点検し、初期消火の訓練を行な
う。
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15:30

1

15:30
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15:30
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指示をよく聞いて避難 通報があると即座に机の下に隠れて、落下物を避けることを

15:30 震 地

15:30

地

夜
間
想
定

方法を守る

知らせる

指示をよく聞いて避難 通報があると即座に机の下に隠れて、落下物を避けることを
方法を守る。

知らせる。夜間の少人数での対応を確認。

地

指示に従い落ち着い

避難ベルが鳴ったら、次の指示をよく聞くよう促す。

震

て避難する

震

火
災

火
災

事
務
所

緊急時に落ち着いた

夜
間
想
定

緊急時に落ち着いた

態度で行動する

緊急事態が発生した場合、場所・活動内容にかかわらず指示に
従い、落ち着いて避難する。
消火班は消火器設置場所を点検し、初期消火の訓練を行う。

態度で行動する

緊急事態が発生した場合、場所・活動内容にかかわらず指示に
従い、落ち着いて避難する。夜間の少人数での対応確認。
消火班は消火器設置場所を点検し、初期消火の訓練を行う。

非常ベルを鳴らした後、「地域の皆さまにお知らせいたします。ただ今のベルは、避難訓練の実施によるものです」と放
送すること。
その後「良い子の皆さんにお知らせいたします」と言ってから、以下のように火災または地震など、目的に応じた放送を
する。
【火災】…「ただ今から避難訓練を行ないます。○○から出火しました。マミーの指示に従って園庭赤ポールに避難してく
ださい」
【地震】…「ただ今から避難訓練を行ないます。地震が発生しました。揺れが収まるまでマミーの指示に従ってください」
「揺れが収まりました。速やかに園庭赤ポールに避難してください」
【操作手順】赤いボタン→火災→放送する場所→通常の一斉放送→チャイム→マイク→復旧
実施上の留意点（実施写真添付）
①非常ベルと指示を聞き分ける。
②子どもに不安や恐怖感を与えないよう落ち着き働きかける（点呼）。
③緊急連絡表を持ち、風向きなどを考慮し避難経路を経て指定場所に誘導する。
④火元を点検する。
⑤災害原因に応じて扉を開閉する。
⑥避難誘導後、人員点呼をして施設長に報告する

８ 組織

組織図
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養育・個別支援

保育士・看護師・
児童指導員・
養育補助員

医師

看護師

心理職員
主任
里親支援員
家庭支援員

栄養士

調理員

事務員

宿直管理員

施設長

業務推進
地域交流等

委員会

９ 職員
施設長（常勤１名）

個別対応職員（常勤１名）

児童指導員（常勤１名以上、非常勤１名以上）

家庭支援専門相談員（常勤１名）

医師（非常勤１名）

栄養士（常勤１名）

看護師（常勤２名以上、非常勤１名以上）

調理員（常勤・非常勤２名以上）

保育士（常勤９名以上、非常勤１名以上）

事務員（常勤１名）

里親支援専門相談員（常勤１名）

管理宿直員（非常勤１名以上）

心理療法担当職員（非常勤１名以上）

養育補助員（非常勤１名以上）

１０ 研修

人材育成計画
【この計画は、社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国乳児福祉協議会が、
平成２７年３月策定した「改訂 乳児院の研修体系―小規模化にも対応
するための人材育成指針―」を基底において策定している。】

はじめに
先達の全社協・全国乳児福祉協議会等のご指導をいただき、研鑽に努めてまいります。
今日、子どもや家族の抱えた課題は深刻で、乳児院イーハトーブとして、その対応には、
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乳児の発育状況を精査できる専門性、日々の養育における個別的かつ専門的な養育技術の向上、関わりの難しい
保護者への対応、家族から寄せられる相談への適切な対応、他関係機関との協働におけるソーシャルワーク技術の
向上、里親支援における専門性の向上等図っていくために、職員誰もが、高度の専門的知識と技術を遺憾なく発揮
することが、必要不可欠であるとの強い認識の中で、全国乳児福祉協議会の「改訂・乳児院の研修体系（平成２７年
３月）」（以下「研修体系」という）を踏まえて、人材育成の体系や道筋をとらえて、どのような専門性を磨き、かつ、
会得し、果敢に社会的使命を遂行する人材育成を図るため、ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴ、ＳＤＳなどの適宜な研修形態を積極的
に取り入れ、かつ、全国乳児福祉協議会が認定する人材養成に邁進するために、本計画を策定した。
なお、「研修体系」Ｐ３９、９全国・地域・施設の研修役割分担の下に、全国・地域レベル研修への積極的な参加はもと
より、施設として行う研修については、施設長が関係職員の参画の中で、責任をもって企画・立案し、施設の研修体
系化を図り、特に、「研修体系」Ｐ４１、１０．ＯＪＴの充実～ＯＪＴの中心となるＳＶ体制とケースカンファレンス～の下、この
充実が図れる人材養成を喫緊の最重要課題として、最善の努力を傾注する。
本計画を関係の皆様のご指導ご支援をいただき、確実な実践を行っていくものとする。

１． 求められる専門性

（「研修体系」Ｐ２）

現在、乳児院職員に求められる専門性は、以下のとおりである。
・現状に甘んじず、ケースから学び、自身の人間性と専門性を育み続ける姿勢の獲得、
および後進の職員を育てるために必要な価値観・知識・技術
・子どもの権利擁護を踏まえた養育を実践するための知識・技術
・社会的養護を中心に関連する領域の基盤となる法制度の理解
・個々の乳幼児が抱えた課題の回復と健全な発育・発達を保障できる養育環境と
手立てを提供するために必要な価値観・知識・技術
・小規模グループケアを担い、健康的かつ個々の子どものニーズに即した家庭的養育を
提供できる養育者として必要な価値観・知識・技術
・多分野協働チームの一員として自らの専門領域(保育・看護・心理・ソーシャルワーク・
栄養等)の役割を理解しチームに貢献するための価値観・知識・技術
・児童の保護者を支援するために必要な価値観・知識・技術
・地域社会と関わりを持つ養育者として必要な価値観・社会性

２．人材育成のレベルの目標

（「研修体系」Ｐ３）

（１）レベル１・就任前（入職前の研修期間中、または実習生等）
・社会的養護の現状と乳児院の役割を知る
・社会的養護に関する制度や法律について学ぶ
・スーパーバイズ（以下、「ＳＶ」という）を受けることの意義を知り、専門職として育つ場であることを
認識する
・健康的で基本的な生活のスキルと社会性を身につけ、実行できる
・子どもの権利擁護について理解しており、子どもに接することができる
・子どもへの情緒的応答性や共感的理解など養育の基本的態度を身につけて子どもと接することができる
・チームアプローチについて理解し、チームの一員として役割を担うことができる
・乳児院と関係する機関や資源について知る
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（２）レベル２初任職員（入職１年目から３年目までの職員）
・乳児院の人材育成体系を理解し、「学んでいこう」との姿勢を身につけ、ＳＶを受けながら養育を行う
・積極的に会議や研修等に参加し、意見を述べることができる
・子どもの権利擁護の理念を理解し、それにの則った養育ができる
・社会的養護に関する制度や法律について理解し、それに則った養育ができる
・子どもの事故防止のための視点を理解し、具体的な対応をとることができる
・乳幼児の疾病や障害を理解し、医療との連携のもと適切な保育看護ができる
・乳幼児の基本的な発達と生活のあり方を理解し、適切な養育を行うことがきできる
・乳幼児の行動記録を適切に残すなど、情報の共有を図ることができる
・中堅以上の職員の指導のもと、アセスメントの適切な実施と自立支援計画の策定に関与する
・他職種チームのなかで、他職種の役割を認識するとともに、自らの専門的役割が認識できる
・保護者に適切に対応し、必要な情報を伝えるとともに、保護者のニーズを受けとめ、
子どもの養育に反映することができる
・社会人としての適切な行動がとれる
・里親制度について、現状と課題を理解する

（３）レベル３中堅職員（入職４年目から６年目前の職員）
・自らを振り返り、さらなる向上のために積極的に学ぼうとする
・様々な場面で初任者の手本となり、助言、指導をするとともに自らもＳＶを受ける
・乳幼児の代弁者としての役割を理解し、乳幼児の権利擁護に則った適切な行動をとることができる
・子どもの事故防止のための視点を理解し、日々の養育を見直すことができる
・乳幼児の身体的発育と心的発達について専門的に理解する
・個別的な対応を重視し、アセスメントを適切に行った上で自立支援計画の策定に取り組め、
それに則った支援が展開できる
・小規模グループでのケアを適切に担えると同時に、その質的改善を常に検討することができる
・発達障害を含め乳幼児の疾病や障害をより専門的に理解し、医療との連携のもと適切な保育看護ができる
・保護者のニーズを受けとめ、子どもの養育に反映するとともに、家族に対する支援を検討することができる
・他職種チームの中で、自らの専門性を生かすことができる
・施設の改善やチームワークの向上に貢献する
・児童相談所や保健・医療機関等関連機関について理解し、適切に連携する
・地域住民や地域の機関と積極的に交流し、信頼を得ることができる
・里親、里子への支援を行う

（４）レベル４上級職員・チーム責任者（入職７年目以上の職員）
・職員集団のリーダーとして、職員から信頼を得ることができる
・自身のさらなる向上を目指すとともに、全ての職員の人材育成を図っていくための体制や
手立てを整備、改善していく。個々の職員の育成計画や研修計画に関わり、助言や指導をする
・スーパーバイザーとしての力量を高めると同時に、施設内のＳＶやカンファレンスが
適切に実施されるよう体制や手立てを整備、改善していく
・自己研鑽を積極的に行い、有用な情報や知見を発信するなどして、
施設の専門性の向上に努める
・乳幼児の権利擁護の視点から、かつ関連する法制度を理解しそれに則って、施設の養育、環境、体制等を
見直し、改善を図る
・子どもの事故防止等危機管理の認識を深め、施設の養育、環境、体制等の見直し改善を図る
34

・乳幼児の身体的発育や心的発達をさらに深く学ぶとともに、障害や疾病、虐待の心身への影響等についても
知見を深め、施設の養育における質的向上を図る
・アセスメントを行う力をさらに向上させるとともに、他の職員の自立支援計画の策定について助言、指導をす
る
・自立支援計画をもとに適切にケアが行われているか、自分が担当するチーム（ユニットなど）内の
ケース進行管理を行う
・保護者の相談等に適切に応じ、家族への支援を中心となって検討し、支援をより良い展開へと導くことが
できると同時に、保護者の相談体制や支援体制等の質的改善に努める
・自らの専門分野を乳児院の実践に統合し、施設の発展に貢献する
・乳児院職員としての手本となり、内外に対して乳幼児の支援から学んだ知見を発信できる
・職員のチームワークの向上のためにリーダーシップを発揮することができる
・関係機関との連携を密にし、必要な調整を行う
・地域住民や地域機関との連携を密にし、必要な調整を行う
・里親を支援し、マッチングから里親里子間の関係調整、里親委託後のフォローアップまでの
体制を整え、その質的向上をリードする

（５）レベル５基幹的職員
（入職７年目以上の職員で県の基幹的職員認定研修を修了した職員）
・施設の指導的立場として、施設職員から信頼され、全職員のモデルとなれるよう努める
・自身の資質と専門性のさらなる向上を目指すとともに、全ての職員の人材育成を図っていくための体制や
手立ての整備、改善をリードする。個々の職員の育成計画や研修計画について助言、指導を行う、
と共に施設内の人材育成のあり方についての見直し、改善をリードする
・スーパーバイザーとしての力量を高めると同時に、施設内のＳＶやカンファレンスが適切に実施されるよう体
制や手立ての整備、改善をリードする
・関連する法律の改正や制度の改正について、常に注意、把握し、施設運営に反映させる
・自己研鑽を積極的に行い、自らが講師となるなどして有用な情報や知見を発信するなど、施設の専門性の
向上に努めることができる
・乳幼児の権利擁護の視点から、かつ関連する法制度を理解しそれに則って、施設の養育、環境、体制等の
見直し、改善をリードすることができる
・子どもの事故防止等危機管理の認識を深め、施設の養育、環境、体制等の見直し、改善をリードすることがで
きる
・乳幼児の身体的発育や心的発達をさらに深く学ぶとともに、障害や疾病、虐待の心身への影響等についても
知見を深め、施設の養育における質的向上をリードすることができる
・アセスメントを行う力をさらに向上させるとともに、自立支援計画の策定について監督し、
必要な助言、指導ができる
・自立支援計画をもとに適切にケアが行われているか、全てのケースの進行管理を監督する
・保護者の相談体制や支援体制等の質的改善をリードする
・乳児院職員としての手本となり、内外に対して乳幼児の支援から学んだ知見を発信できる
・職員チームの状態を常に把握し、良好にチームが機能するよう、体制や手立てを講じる中心となる
・業務の改善や、必要なシステムの構築など、施設の向上を常に心がける
・児童相談所や保健・医療機関等といった関係機関との連携を密にし、必要な調整を行う中心となる
・地域住民や地域機関から信頼され、地域の活動に貢献できる
・里親支援について、マッチングから里親里子間の関係調整、里親委託後のフォローアップまでの体制を
整え、その質的向上をリードする
・乳児院から見える社会的課題について、外部に向け発信できる
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（６）施設長
・運営管理、人事管理、危機管理（事故等の予防、早期対応）の責任を担う
・乳児院の社会的意義と課題について理解を深め、社会に貢献できる施設となるよう職員の意識づけを行う
・児童福祉法をはじめ、関連する法律や制度について理解し、かつ法律の改正や制度の改正について、
常に注意、把握し、施設運営に反映するよう監督、指導を行う
・人材育成の必要性を認識し、職員を育てるための基盤整備（乳児院の研修体系の周知、育成文化の醸成、
ＳＶ体制、施設内研修の実施、外部研修への職員の派遣等）を監督する
・人材確保に関して、乳児院の意義や魅力を社会にアピールし、職員の雇用の促進を図る
・乳幼児の権利擁護と保護者のニーズを総合し、施設環境の質的向上（養育環境、職員の意識、
子どもへの接し方などの適切化）を図っていけるよう監督、指導を行う
・周産期の子どもの心身の発達、疾病や障害、虐待等の心身への影響などについて充分に理解を深め、
ケースの進行管理に積極的に加わり、子どもの回復と育ちに責任を持つ
・子どもの養育について、個別的対応を重視し、アセスメントを適切に行った上で自立支援計画を策定し、
それに則った支援が展開できるよう監督、指導を行う
・チームアプローチを基本とし、良好なチームワークが維持できるよう監督、指導を行う
・小規模ケアが適切に運営できるよう監督、責任を担う。特に職員の孤立化、極度の職員の疲弊、
独断的な養育、被措置児童虐待などに陥らないよう、ＳＶ体制やサポート体制を整えるなどして、
安心、安全に子どもが暮らせる環境を構築すること
・保護者への対応、支援に責任を持ち、苦情や意見等に適切に対応すること
・児童相談所や保健・医療機関等、関係する機関や資源と積極的に関わり、乳児院の実践のサポートを
得られるよう関係を築く中心となる
・地域住民や地域機関との良好な関係を築き、乳児院の必要性や乳児の発達支援等に関する理解を促す
・地域の虐待防止活動、子育て支援活動に積極的に貢献する
・施設が把握した乳児院入所児の養育等からみる地域の福祉課題について、
法人（または県行政等）へ的確に報告するとともに、その課題の解決を図る
・施設の財務状況について的確に把握し、必要に応じて法人（または県行政等）に予算措置等の提言を行う
・施設の理念や方針等を職員へ継承する
・里親支援について、里親と乳児院との信頼関係構築に貢献し、適切な支援ができるよう監督、指導を行う
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３ 人材育成の９つの領域と目指すもの
（「研修体系」）Ｐ９）
グループケアを念頭において、各レベルにおいて多岐にわたる知識や技術を身につけておく
９つの領域とその内容は以下のとおりであり、研修プログラム樹立の柱とする。

①育ち・育てること（人材育成の基盤）
・自身の役割を自覚し、子どもと家族を適切に支援するために、資質と専門性の向上を図り続ける
・日々の実践から学び、ケースから学ぶ姿勢を重視する
・ＳＶの意義を理解し、ＳＶを受ける
・後進に対してＳＶを行う
・人材育成を重視する施設の文化を醸成する
・人材育成に必要な体制作りに努める
・日本の社会的養護の質的向上に貢献する
・保育、保健、障害福祉など関連する領域での子ども福祉の向上に貢献する
・地域の子育て支援の向上に貢献する

②資質と倫理
・自身の健康管理
・基本的な教養と社会性（マナー）
・日本の健全な子育て文化を施設内で重視し展開する
・健全な生活を営む養育者として機能し、全ての養育者の模範となる
・所属する施設の理念を理解し、実践する
・倫理規定を順守し、実践を行う
・自らの実践をオープンにし、記録、報告、相談、話し合いができる
・救急対応と事故防止等、緊急時の対応
・地域社会から信頼されるよう努める

③子どもの権利擁護
・子どもの最善の利益を理解し、実践に反映させる
・多様性を尊重し差別や偏見から子どもを守る
・虐待、搾取、いじめなど不当な扱いの防止
・貧困の影響から子どもを守る
・子どもにとって不適切な対応、環境、場面等を把握し、その改善に努める
・個人情報保護の正しい理解に則って適切に情報を扱う
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・その他の権利侵害から子どもを守る

④専門的知識
・社会的養護を中心に福祉全般と関連する諸領域のその基盤となる法制度について学ぶ
・健全な生活の営みに関する必要な知識や知見を学ぶ
・身体的発育に関して学ぶ
・心的発達に関して学ぶ
・アタッチメントに関して学ぶ
・身体疾患に関して学ぶ
・精神疾患に関して学ぶ
・アセスメントに関する知識や知見について学ぶ
・養育スキルに関する知識や知見について学ぶ
・家族に関する理論や知見について学ぶ
・里親に関する理論や知見について学ぶ

⑤専門的な養育技術
・共感、肯定的評価など基本的な支援技術の習得
・愛着形成や信頼関係の構築を基盤とする
・個別的ケアと家庭的養育について理解し、実践する
・小規模グループケアの利点とリスクを理解し、健全な小規模グループケアのあり方を追求する
・健康的な生活を営み、日々その向上に努める
・急激な経過をたどる病気への救急対応
・食育の意義を理解し実践する
・ケースのアセスメントを行い、その質的向上を図る
・アセスメントに基づいて自立支援計画を策定し、個々の子どもに適した養育の手立てや環境を提供すること
・カンファレンスの意義を理解し、より適切な支援を見出していくよう努める
・人生の連続性を保障するための手立てを提供する
・子どものニーズに合わせて、治療教育的技法を活用する

⑥チームアプローチと小規模ケア
・チームアプローチを理解しチームの一員として機能する
・職員同士のサポート体制を理解し、互いに支え合う姿勢を磨く
・情報の共有化やアセスメントの共有化を図り、さらにはこれらの共有化について
より効果的な手立てを探求する
・小規模ケアによる職員の孤立や抱え込みの防止のための手立てを講じ、
さらにより良い手立てを見出すことに努める
・緊急時（災害、事故、子どもの病気など）のチーム体制の構築とそれに基づく対応の徹底を図る
・小規模グループ同士の連携、および本体施設機能との連携を図り、その質的向上に努める
・職員のメンタルヘルスに配慮し、必要な手立てを講じる
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⑦保護者支援
・保護者対応について基本的な姿勢を身につけ、さらにより適切なあり方を検討していく
・面接技法、電話相談の基本を身につけ、さらにより適切なあり方を検討していく
・家族の抱えたリスク要因の理解に努め、その改善のための手立てを検討し、
必要な機関との連携のもと実践する
・保護者のアセスメントを行い、家族支援の具体的な手立てを検討し、必要な機関との連携のもと支援を行う
・精神疾患について理解を深め、適切な対応ができるよう努める
・母子関係の改善を目指した手立てをアセスメントに基づいて行う
・家庭復帰が適切に実施されるようアセスメントを行い、児童相談所や関係機関と
綿密な協議を行いながら進めていく

⑧他機関連携
・児童相談所との連携の充実、強化
・医療機関との連携の充実、強化
・要保護児童対策地域協議会との連携の充実、強化
・保健センターや子育て支援機関等、地域の機関の役割を理解して、連携を図る
・子どもの家族の支援に役立つ地域の資源を発掘し、連携を図る

⑨里親支援
・里親制度を理解し、その質的向上に貢献する
・里親支援を行い、その充実に努める
・里親と子どもの関係調整を行い、その質的向上を図っていく

４ レベルに応じた領域の目指す実践内容
（「研修体系」Ｐ１５）

レベル１ ： 就任前
グループケア実践を図る乳児院イーハトーブの実習生や、入職前の研修期間中は、
下記の内容について学ぶ機会を設け、乳児院入職後につながる研修とする。
なお、短い期間の実習や研修等の場合、学校等との連携のうえ、事前学習として「改訂新版 乳児院養育指針」等
を紹介し事前学習を促すものとする。

① 育ち・育てること
・日本の児童福祉の概況と社会的養護の役割を知る
・乳児院の役割と現状について理解する
・専門性と人材育成の大切さを理解する
・ＳＶを受けることの意義を理解する
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② 資質と倫理
・心身の健康について理解し、自分自身の健康管理ができる
・基本的な生活を営むためのスキル（食事、洗濯、掃除、その他）の習得
・基本的な社会的スキル（接遇など）の習得
・日本の子育て文化の理解と継承

③ 子どもの権利擁護
・子どもの権利擁護について理解する
・子どもに対する不当な扱いについて理解する
・守秘義務と必要な情報の共有について理解する

④ 専門的知識
・児童福祉法、児童虐待防止法、その他児童福祉と社会的養護に関連する法制度について学ぶ
・児童虐待の現状と家族の状況について学ぶ
・衣食住等暮らしを豊かにするための知識や知見を学ぶ
・乳幼児の身体的健康と身体的発育について学ぶ
・乳幼児の心的発達の理論を学ぶ
・乳幼児期以降の子どもの育ちについて学ぶ
・虐待等不適切な養育の心身への影響について学ぶ
・発達障害、愛着障害などの子どもの精神障害について学ぶ

⑤ 専門的な養育技術
・子どもの育ちに必要な基本的な生活の営みについて理解する
・子どもの状態像を総合的に捉える視点を身につける
・共感的理解や肯定的に子どもを見つめる姿勢など養育の基本的視点を理解する

⑥ チームアプローチと小規模ケア
・チームアプローチについて理解する
・乳児院に携わる専門職について理解する

⑦ 保護者支援
・家族に対する基本的な対応を学ぶ

⑧ 他機関連携
・児童相談所を中心に社会的養護と連携する機関について理解する

⑨ 里親支援
・里親制度について理解する

◆レベル２ ： 初任職員
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グループケア実施の乳児院イーハトーブに入職後１～３年目の初任者が、職員として子どもの命を守り発達を保
障する養育を支える基礎として、下記の内容を研修プログラムの柱とし、習得を効率的かつ的確にできるよう実施
する。

① 育ち・育てること
・乳児院における自身の専門性の意味と役割を理解する
・乳児院の人材育成体系を理解し、それに則った研修実践を開始する
・自身の研修計画をＳＶに相談しながら設定し、実践する
・ＳＶを通して自らの実践の質的向上を図る姿勢を身につける
・カンファレンスの意義を理解し、主体的に検討に加わる
・ケースから学ぶ姿勢を身につける

② 資質と倫理
・心身の健康について理解し、自分自身と子どもの健康管理ができる
・施設の理念および倫理規定を周知し、それを踏まえた実践を行う
・基本的な生活を営むためのスキル（食事、洗濯、掃除、その他）の習得
・基本的な社会的スキル（接遇など）の習得
・日本の子育て文化の理解と継承
・自らの実践をオープンにし、相談できる
・適切な記録と報告のあり方の習得
・防災、救急等、緊急時対応の基本的な知識と技術の習得

③ 子どもの権利擁護
・子どもの権利擁護について理解し、実践に反映させる
・人種、性別、育ちの背景など多様性を理解、尊重する姿勢を身につける
・体罰、放置、虐待など子どもへの不当な扱いについて理解を深め、その防止に取り組む
・子どもの貧困について理解する
・個人情報保護について正しく理解し、実践する

④ 専門的知識
・児童福祉法、児童虐待防止法、その他児童福祉と社会的養護に関連する法制度について学ぶ
・児童虐待の現状と家族の状況について学ぶ
・衣食住等暮らしを豊かにするための知識や知見を学ぶ
・乳幼児の身体的健康と身体的発育について学ぶ
・乳幼児の心的発達の理論を学ぶ
・乳幼児期以降の子どもの育ちについて学ぶ
・虐待等不適切な養育の心身への影響について学ぶ
・発達障害、愛着障害などの子どもの精神障害について学ぶ
【ＦＳＷ】
・ソーシャルワークの基本について学ぶ
・家族に関する理論や知見を学ぶ
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【看護職】
・病虚弱児や感染症の予防について学ぶ
【栄養士】
・食育について学ぶ
・家庭的養護と栄養指導、管理について学ぶ
【心理職】
・乳幼児の身体的発達について
・病虚弱児について
・乳幼児の発達検査について学ぶ
・アセスメントの基本を学ぶ
・虐待がもたらす心身への影響について学ぶ

⑤ 専門的な養育技術
・基本的な生活の営みについてＳＶを受けながら身につける
・基本的な乳幼児の養育のあり方についてＳＶを受けながら身につける
・家庭的養育と個別的支援の意義を理解する
・一時保護、入所退所に至るケースの流れを理解する
・関わりながらの行動観察の視点を習得し、子どもの症状等を含めた全体像の把握に努める
・アセスメントの重要性を理解し、スーパーバイザーに相談しながら自立支援計画を作成する
・カンファレンスの意義を理解し、主体的に検討に加わる
・カンファレンスやＳＶを通して子どもの理解を深め、実践に反映させる
・ケースに関する記録、報告を適切に行う
・子どもへの不当な扱いについて理解し防止に取り組む
・子どもの危機的状況（混乱、解離状況、生理的危険など）への即時的対応や予防について理解し実践する
・急激な経過をたどる病気への救急対応に関する基本的な技術を獲得する
・安全で安心できる環境の設定について、ＳＶに相談しながら実践する
【看護職】
・病虚弱児への対応について、役割を担う
・施設における乳幼児の健康管理を行う
・施設における感染症の予防について、役割を担う
・急激な経過をたどる病気への救命措置について学び、役割を担う
【心理職】
・乳幼児の日々の生活の様子を把握し、個々の子どもの理解を深める
・生活臨床の意義を理解し、実践に活かす
・アセスメントと自立支援計画の策定に協力する

⑥ チームアプローチと小規模ケア
・チームアプローチについて理解し、チームの一員としての自覚と役割を認識する
・職員同士が支え合って日々の実践が成り立つことを理解し、支え合いの姿勢を磨く
・情報共有の重要性を理解し、記録、連絡、報告を適切に行う
・施設に所属する他の専門分野の役割を理解し、協働をはかる
・危機管理マニュアルの理解
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⑦ 保護者支援
・家族に対する基本的な対応ができるようＳＶを受けながら身につける
・ＳＶを受けながら家族との協力関係の構築をはかる
【ＦＳＷ】
・家族のアセスメントについて基本を学び、実践する
・家族への支援について乳児院の役割を理解し、実践する
・精神疾患について理解し、実践に活かす
・家族の抱えたリスク要因について理解を深め、その改善の手立てを検討する
【ＦＳＷ・心理職】
・家族面接、電話相談の基本を習得し、スーパーバイザーに相談しながら実践する
【心理職】
・親子関係調整の手立てについて、ＳＶを受けながら実践する

⑧ 他機関連携
・児童相談所の役割について理解し、協働をはかる
・医療機関や保健センターなど、関係する地域の機関について理解する
・地域の子育て支援の現状について周知する
・要保護児童対策地域協議会の役割を理解する
【ＦＳＷ】
・児童相談所との連携
・要保護児童対策地域協議会との連携
【看護職】
・医療機関との連携
・保健センターとの連携

⑨ 里親支援
・里親制度について学び、家庭養育と家庭的養育について理解を深める
・里親家庭の現状と課題について理解する
【里親支援専門相談員】
・里親支援における施設の役割を理解する

◆レベル３ ： 中堅職員
グループケアを実施している乳児院イーハトーブに入職後４～６年目の中堅職員へは、グループ内での日頃の
養育をはじめ緊急対応等について、中心となって実践できるよう必要な次の内容が、効率的かつ的確に習得でき
る研修プログラムで実施する。

① 育ち・育てること
・専門性の向上を図り続ける姿勢を継続し、後進のモデルとなるよう努める
・ＳＶを受けると同時に、新任職員にＳＶを行う
・カンファレンスに積極的に参加し、ケースから学ぶ
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・自身の研修計画をＳＶに相談しながら設定し、実践する
・文献や論文等から積極的に学び実践に役立てる
・研修等で学んだ理論や知見を他の職員に伝える

② 資質と倫理
・倫理規定の周知と徹底
・より良い暮らしのための知恵と技術のさらなる習得に努める
・健全な生活を営む養育者として新任職員のモデルとなる
・より適切な記録や報告ができる
・援助の内容やその根拠（アセスメント）について説明できる
・支援実践の中で自らの姿勢を振り返り、資質の向上を図る
・防災、救急等緊急時の対応を徹底し、新任職員をリードする

③ 子どもの権利擁護
・子どもの権利擁護の推進、多様性の尊重、子どもへの不当な扱いからの子どもを守ること
・子どもの権利擁護を生活のあらゆる場面で展開し、新任職員のモデルとなる
・子どもにとって不適切な対応、環境、場面等を把握し、スーパーバイザーに相談しながらその改善を図る
・個人情報保護について理解を深め、情報を適切に扱う
・保護者の意見や第三者評価者等の意見を尊重し、実践に活かす

④ 専門的知識
・児童福祉法、児童虐待防止法、その他児童福祉と社会的養護に関連する制度についてより深く理解する
・制度改正、通知、関連する行政報告等について周知する
・安全で安心のある暮し、及び心身の回復に向けた支援に必要な情報や知識を積極的に学ぶ
・子どもの問題に関する社会学的な理論や知見を学ぶ
・家族の病理と抱えた課題について学ぶ
・精神疾患について学ぶ
・心理学的理論や知見について、特に下の内容について理解を深める
―認知言語発達
―乳幼児期の心的発達、愛着形成、愛着障害
―分離体験、喪失体験の影響と人生の連続性の保障
―心的外傷ストレス障害とその回復について
―不適切なモデルや刺激への曝露による影響と回復について
―その他
【ＦＳＷ】
・施設におけるソーシャルワーク
【看護職】
・病虚弱児へのより専門的な理解
・様々な身体的疾患へのより専門的な理解
・子どもの精神疾患についての理解
【心理職】
・治療的アプローチについて
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⑤ 専門的な養育技術
・子どもの状態像の把握について、その質的向上を図る
・小規模グループにおける養育を、ＳＶを受けながら担う
・家庭的養育と個別的支援の質的向上を図る
・カンファレンスやＳＶを通して子どもの理解を深める
・アセスメントをより適切に行い、スーパーバイザーや専門職の助言を得ながら
自立支援計画を主体的に策定する
・入所前からアフターフォローまで、随時支援方針を見直し、スーパーバイザーと相談しながら適切化を図る
・子どもの心身の危機的状況への即時的対応や予防についてより適切なあり方を
スーパーバイザーとともに検討する
・措置変更等に伴う子どもの喪失体験を理解する
・急激な経過をたどる病気に関する理解と、救急対応の実践
【栄養士】
・食育の理解を深めて実践を展開し、他種職員をリードする
【心理職】
・アセスメント力を向上させ、他種職員のアセスメントをリードする
・適切なコンサルテーションを行う
【看護職】
・急激な経過をたどる病気の救急対応に関する実践指導

⑥ チームアプローチと小規模ケア
・チームアプローチの質的向上に貢献し、職員同士が支え合う文化を醸成する
・記録、連絡、報告が適切に行われるよう自らがモデルとなって新任職員を指導する
・職員の孤立、抱え込み、競争、対立、派閥化などチームアプローチを損なう要件を理解し、
ＳＶに相談しながら自分自身を点検し、職員チームに対してもその予防と改善に努める
・小規模ユニットの職員の孤立や抱え込みの防止に努め、その予防のための手立てを探求する
・危機管理マニュアルの理解と実践

⑦ 保護者支援
・家族のアセスメントについて、ＳＶを受けながら実践し、自立支援計画を作成する
・面会や面談のあり方等ＳＶを受けながら行う
・家族への支援を、児童相談所等他の機関と連携して展開する
・親子関係の維持と改善に向けた調整についてＳＶを受けながら支援する
【ＦＳＷ・心理職】
・保護者支援のため多分野協働を図る
・子育てのスキル習得等の治療教育的技法の検討と実施
・親子関係修復に向けた治療教育的アプローチについて学ぶ

⑧ 他機関連携
・児童相談所とのより良い協働のあり方をスーパーバイザーやＦＳＷに相談しながら検討し、実践する
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・医療機関や保健センターとの連携について、スーパーバイザーや看護職に相談しながら
ケースに応じた協働を図る
・子どもが居住していた、またこれから居住する市区町村の要保護児童対策地域協議会との協働について、
スーパーバイザーやＦＳＷに相談しながらケースに応じた協働を図る

⑨ 里親支援
・里親支援専門相談員とともに、里親、里子への支援を行う
【里親支援専門相談員】
・里親と子どもとのマッチングのあり方について理解を深め、実践する
・里親と子どもとの関係性を育むための支援について理解を深め実践する
【心理職】【ＦＳＷ】
・里親と子どもとのマッチングのあり方について理解を深め、里親支援専門相談員とともに実践する
・里親と子どもとの関係性を育むための支援について理解を深め、実践する

◆レベル４ ： 上級職員
グループケア実施の乳児院イーハトーブ乳児院に入職後７年目以上の上級職員は、リーダー的役割を発揮し、各
ユニットの連携強化と緊急時にユニットはもとより施設全体の対応体制の 構築の中心となる推進役の知識等を効
率的かつ的確に習得する研修プログラムで実践する。

① 育ち・育てること
・専門性のさらなる向上に努め、施設の模範となる
・乳児院の役割を遂行するための知識や技術を学べる体制を、基幹的職員とともに整備する
・施設内の人材育成に関与し、基幹的職員とともに施設の研修体系を構築する
・後進の年間研修計画策定に協力する
・自身の研修計画を立て、実行する
・ＳＶを行うとともにＳＶを受け、実践を行う
・ケースカンファレンスをリードする
・ケースから学ぼうとする職員意識や施設内文化の醸成に、中心となって貢献する
・ＳＶ体制の構築やケースカンファレンスの体制等、ＯＪＴが活発に展開できるよう
施設の体制等を基幹的職員とともに整備する
・実践で得た知見やエビデンスを整理分析し、発信する
・地域ブロックの研修委員会に積極的に加わり、地域の人材育成、研修計画、研修の実施に貢献する

② 資質と倫理
・倫理規定を順守すると同時に、基幹的職員とともに必要な改善に努める
・施設の職員や子ども、および地域社会に信頼され、価値ある職員として認められるよう努める
・身体的健康と人格的な成長に努め、職員や地域の養育者のモデルとなるよう努める

③ 子どもの権利擁護
・子どもの権利擁護の推進、多様性の尊重
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・子どもへの不当な扱いからの子どもを守る
・人権擁護を生活のあらゆる場面で展開し、全ての職員のモデルとなる
・子どものニーズをくみ取り、施設全体で話し合いながら、子どもの最善の利益に資する手立てを検討する
・子どもにとって不適切な対応、環境、刺激等を把握し、その改善をリードする
・子どもの人権擁護と社会的養護充実のための啓発活動に努める

④ 専門的知識
・児童福祉法、児童虐待防止法、その他児童福祉と社会的養護に関連する制度について
より深く理解し、職員に伝える
・制度改正、通知、関連する行政報告について把握し、施設職員に伝える
・安全で安心のある暮し、回復と育ちを促す生活環境を提供するための
最新の情報や知識を積極的に学び、職員に伝える
・アセスメントに必要な理論や知見を学び職員に分かりやすく伝える
・最新の理論や知見について積極的に学び、職員に分かりやすく伝える
・実践や事例を踏まえて、既存の理論や知見を検証する

⑤ 専門的な養育技術
・行動観察、家族歴、心理検査等、情報の持つ意味と把握のありかたについてＳＶを行う
・小規模グループにおける養育を、ＳＶを受けながら担う
・小規模グループを担う職員にＳＶを行う
・家庭的養育と個別的支援の質的向上を図っていく
・入所前からアフターフォローまで、適宜に必要な手立てを検討しＳＶを行い、また、自らもＳＶを受ける
・アセスメントをより適切に行い、自立支援計画策定についてＳＶを行い、また、自らもＳＶを受ける
・子どもの心身の危機的状況への即時的対応や予防についてより適切なあり方を検討し、ＳＶを行う
・急激な経過をたどる病気に関する救急対応の実践と新任職員への指導
・人生の連続性の保障について、より適切なあり方を検討しＳＶを行う
・措置変更等に伴う子どもの喪失感を理解し適切な手立てを講じる
・施設の養育実践についての評価を積極的に行う
【心理職】
・ケースのアセスメント力とコンサルテーション力のさらなる向上を図り、実践に活かす
・施設全体の治療的展開と心理治療の位置づけについて明確にし、実践する
【看護職】
・急激な経過をたどる病気に関する救急対応についての職員への周知、訓練の実施や指導

⑥ チームアプローチと小規模ケア
・チームアプローチが機能するための体制の充実を、スーパーバイザーとともに図る
・職員の孤立、抱え込み、競争、対立、派閥化などの状況に気づき、
スーパーバイザーに相談しながらその改善を図る
・小規模ユニットの職員の孤立や抱え込みの防止に努める
・職員同士が支え合う施設文化の醸成について基幹的職員とともにリードする
・情報共有のシステムの整備と管理について基幹的職員とともに責任を担う
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・職員のメンタルヘルスに気を配り、スーパーバイザーに相談しながら適切な対応を図る
・危機管理マニュアルにそった対応と、必要に応じた見直しの検討
【心理職】
・職員のメンタルヘルスのサポート
・集団力動を把握、分析し、不適切な関係性等の修正に向けた手立てを検討する
・個々の職員の持つチームへの影響についての振り返りができるよう協力する

⑦ 保護者支援
・家族との協力関係がとれるような体制をＦＳＷや基幹的職員等とともに整え、常にその改善をリードする
・家族のアセスメントについて、基幹的職員、ＦＳＷ、心理職とともにリードし、中堅職員へのＳＶを行う
・ＦＳＷとともに家族との協力関係が継続できるようＳＶを行う
・基幹的職員、ＦＳＷとともに、家族の抱えたリスク低減に向け、関係機関と協働して支援を行う
・家族からの相談対応について、基幹的職員、ＦＳＷ、心理職と協力しながらＳＶを行う
・家族再統合について、基幹的職員、担当職員、ＦＳＷ、心理職とともに、
児童相談所とリスクアセスメントを踏まえた検討を行い、支援につなげる
・家族からの苦情等について適宜対応できる体制作りを構築し、
基幹的職員とともに中心となってその対応を行う
【ＦＳＷ】
・家族面接の質的向上を図る
・精神科医等医療機関との連携充実を図る
【心理】
・家族の力動や家族成員の心理的課題等について、さらにアセスメント力を向上させる

⑧ 他機関連携
・児童相談所とのより良い協働に向けてＦＳＷとともに施設をリードする
・医療機関や保健センターとの協働について、看護職やＦＳＷとともに施設をリードする
・子どもが居住していた、またこれから居住する市区町村の要保護児童対策地域協議会との協働の充実につ
いてＦＳＷとともにリードする
・心理職やＦＳＷとともに必要な機関との合同のカンファレンスを行い、アセスメントを深め、共有を図る
・職員の心身の健康と人格的成長に寄与するために有益な外部の資源を発掘し、
基幹職員とともに連携を図る
【ＦＳＷ】
・児童相談所との連携強化を図る
・要保護児童対策地域協議会との連携強化を図る
・ケースのニーズを踏まえた社会資源の発掘
【看護職】
・医療機関や保健センター等との連携強化を図る
【心理職】
・必要な機関との合同のカンファレンスの実施について貢献する
【心理】【ＦＳＷ】
・調査、研究、相談ができる大学や研究機関と協働を図る
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⑨ 里親支援
・里親支援専門相談員、基幹職員とともに、里親支援を有効に展開するための体制を整える
【心理職】【ＦＳＷ】
・里親と子どもとのマッチングのあり方についてさらに理解を深め、
里親支援専門相談員とともに実践する
・里親と子どもとの関係性を育むための支援についてさらに理解を深め、実践する

◆レベル５ ： 基幹的職員
基幹的職員は、直接養育に関わる職員に養育等に関する理念を伝え、その模範になるような役割があり、施設
内養育に対する関わりのみならず、関係機関や地域との調和と関係を施設長とともに検討し進める役割があるの
で、その専門性等の知識等が効率的かつ的確に習得できる研修プログラムで実践する。

① 育ち・育てること
・専門性のさらなる向上に努め、施設の模範となる
・施設内の人材育成に関与し、施設の研修体系の策定をリードする
・個々の職員の年間研修計画の策定をリードする
・ＳＶを行うと同時にＳＶを受けながら、実践を行う
・カンファレンスをリードし、ケースから学ぶ風土を構築する
・ＳＶ体制の構築やカンファレンス体制等ＯＪＴが活発に展開できるよう施設の体制等を整備する
・実践で得た知見やエビデンスを整理、分析し、発信する
・地域ブロックの研修委員会に積極的に加わり、地域の人材育成、研修計画、
研修の実施に貢献する

② 資質と倫理
・倫理規定の順守と規定の質的改善を図る
・施設の職員や子ども、および地域社会に信頼され、価値ある職員として認められるよう努める
・身体的健康と人格的な成長に努め、子どもと職員や地域の養育者のモデルとなるよう努める
・職員の心身の健康と人格的成長に寄与し、勤務体制等の適切化を常に図っていく
・職員の資質向上を図るために、自治体や政府に必要な提案等を発信する

③ 子どもの権利擁護
・子どもの権利擁護の推進を施設内外で展開する
・多様性を尊重する施設文化の醸成に努める
・虐待、搾取、体罰など、大人からの不当な扱いの根絶に努める
・その他の不適切な対応、環境、刺激等の改善や除去に努める
・社会的養護に関わる体制改善に向けた制度改正への提言に努める
・子どもの人権擁護と社会的養護充実のための啓発活動に努める
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④ 専門的知識
・制度改正、通知、関連する行政報告について把握し、職員に伝える
・最新の理論や知見を積極的に学ぼうとする施設文化の構築や体制整備を行う
・より専門的な理論や知見を学び、職員に分かりやすく伝える
・実践や事例を踏まえて、既存の理論や知見を検証する

⑤ 専門的な養育技術
・行動観察、家族歴心理検査等、情報の持つ意味と把握のありかたについてＳＶを行う
・小規模ユニットにおける養育を、ＳＶを受けながら担う
・小規模ユニットを担う職員にＳＶを行う
・家庭的養育と個別的支援の質的向上を図っていく
・入所前（一時保護）からアフターフォローまで、各段階で必要な手立てを検討しＳＶを行う
・アセスメントをより適切に行い、自立支援計画策定についてＳＶを行う
・子どもの心身の危機的状況への即時的対応や予防についてより適切なあり方を探求し、ＳＶを行う
・急激な経過をたどる病気に関する救急対応に関する振り返りの機会を作り、
その改善や技術の向上を図る
・育ちの連続性を保障するための手立てについて、より適切なあり方を探求し、ＳＶを行う
・措置変更等に伴う子どもの喪失体験を理解し適切な手立てを講じる
・施設の養育実践についての評価を行う中心となる

⑥ チームアプローチと小規模ケア
・チームアプローチが機能するための体制の充実を図る
・職員の孤立、抱え込み、競争、対立、派閥化などの状況に気づき、その改善を図る
・小規模ユニットの職員の孤立や抱え込みの防止に努める
・職員同士が支え合う施設文化の構築をリードする
・情報共有のシステムの整備と管理について責任を担う
・職員のメンタルヘルスに気を配り、施設長や専門職に相談しながら適切な対応を図る
・緊急時対応のチーム体制や対応のマニュアル等を見直し、改善する

⑦ 保護者支援
・家族との協力関係がとれるよう、施設の体制を整え、常にその改善をリードする
・家族のアセスメントがより適切になるよう、施設の体制を整える
・家族支援のありかたについてＳＶを行う
・担当職員、上級職員、ＦＳＷ、心理職とともに、家族再統合について児童相談所と
リスクアセスメントを踏まえた検討をリードする
・家族からの苦情等について適宜対応できる体制作りを構築し、中心となってその対応を行う

⑧ 他機関連携
・児童相談所とのより良い協働がはかれるよう体制を整え、常にその改善をリードする
・医療機関や保健センターとの協働がより充実するようリードし、連携する職員を支える
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・子どもが居住していた、またこれから居住する市区町村の要保護児童対策地域協議会との協働の充実を支
える
・必要な機関との合同のカンファレンスが行いやすい体制を整え、常にその改善を図る
・職員の心身の健康と人格的成長に寄与するために有益な外部の資源を発掘し、連携を図る
・機関的職員同士のネットワークを地域レベル、国レベルで構築し、連携を図る
・調査、研究、相談ができる大学や研究機関と協働を図る

⑨ 里親支援
・里親支援専門相談員、上級職員等とともに、里親支援を有効に展開するための体制を整える

◆施設長
施設長は、施設の運営管理、人事管理、危機管理（事故等の予防、早期対応）の責任を担い、施設（および法人）の
理念を充分に理解したうえ、リーダーシップを発揮して、職員との丁寧な意見交換や協議においても職員の参画す
る創造的な意識を育てて、養育の方針等を広く決定し、運営するものである。
特に、施設長は、自身の見識を広げ資質を高めることはもとより、職員の人材育成を使命として取り組む大きな
責任があり、本研修計画で設定した領域について、職員が取り組みやすくなるよう環境や体制を整えていくこと
を、最大の命題として取り組むものとする。

① 育ち・育てること
・人材育成の重要性について職員に周知する
・施設内の人材育成が促進され、施設の研修体系の策定がなされるよう監督、指導する
・個々の職員の年間研修計画の策定を監督、指導する
・ＳＶ体制の構築やカンファレンス体制等ＯＪＴが活発に展開できるよう施設の体制等を整備する
・職員が主体的に学ぶ姿勢を後押しする
・人材確保に関して、乳児院の意義や魅力を社会にアピールし、職員の雇用の促進を図る
・地域の人材育成、研修計画、研修の実施に貢献する

② 資質と倫理
・乳児院の社会的意義と課題について理解を深め、社会に貢献できる施設となるよう職員の意識づけを行う
・倫理規定の質的改善を図る
・施設の理念や方針等を職員へ継承する
・施設の職員や子ども、および地域社会に信頼されるよう努める
・施設が把握した乳児院入所児の養育等からみる地域の福祉課題について、
法人（または県行政等）へ的確に報告するとともに、その課題の解決を図る
・身体的健康と人格的な成長に努め、子どもと職員や地域の養育者のモデルとなる
・職員の資質向上に責任を持つ
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・職員の資質向上を図るための、施策提言を行う
・施設の財務状況について的確に把握し、必要に応じて法人（または県行政等）に予算措置等の提言を行う

③ 子どもの権利擁護
・子どもの権利擁護の推進を施設内外で展開する
・多様性を尊重する施設文化の醸成に努める
・虐待、搾取、体罰など、大人からの不当な扱いの根絶に努める
・その他の不適切な対応、環境、刺激等の改善や除去に努める
・社会的養護に関わる体制改善に向けた制度改正への提言を行う
・子どもの人権擁護と社会的養護充実のための啓発活動を行う

④ 専門的知識
・周産期の子どもの心身の発達、疾病や障害、虐待等の心身への影響などについての知見や理論を習得する
・制度改正、通知、関連する行政報告について把握し、職員に伝える
・最新の理論や知見を積極的に学ぼうとする施設文化の構築や体制整備を行う
・より専門的な理論や知見について施設として積極的に取り入れることに努める

⑤ 専門的な養育技術
・児童福祉法をはじめ、関連する法律や制度について理解し、かつ法律の改正や制度の改正について、
常に注意、把握し、施設運営に反映するよう取り組む
・家庭的養育と個別的支援の質的向上を図っていく
・アセスメントが適切に行われるよう、記録、申し送り、ケースカンファレンスの進行管理などの体制を
整え、その充実を図る
・子どもの心身の危機的状況や病気などの緊急時などに対して職員が適切に対応できるよう体制や手立てを
構築する
・措置変更等に伴う子どもの喪失体験を理解し、育ちの連続性について適切な手立てを講じるよう
監督、指導する
・施設の養育実践についての評価を積極的に行うよう監督、指導する

⑥ チームアプローチと小規模ケア
・職員チームが良好に機能するための体制の充実を図る
・小規模グループの職員の孤立や抱え込みの防止に努める
・職員同士が支え合う施設文化を醸成する
・情報共有のシステムの整備と管理について責任を担う
・職員のメンタルヘルスに気を配り、適切な対応を図る
・緊急時対応のチーム体制や対応のマニュアル等を見直し、改善する

⑦ 保護者支援
・家族との協力関係がとれるよう施設の体制を整える
・家族のアセスメントがより適切になるよう、施設の体制を整える
・家庭への帰省や家庭復帰の際のリスクアセスメントを重視し、
適切に行われるよう監督、指導する
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・保護者への対応、支援に責任を持ち、苦情や意見等に適切に対応する

⑧ 他機関連携
・児童相談所や保健・医療機関等、関係する機関や資源と積極的に関わり、
乳児院の実践のサポートを得られるよう関係を築く中心となる
・地域住民や地域機関との良好な関係を築き、乳児院の必要性や
乳児の発達支援等に関する理解を促す
・地域の虐待防止活動、子育て支援活動に積極的に貢献する
・職員の心身の健康と人格的成長に寄与するために有益な外部の資源を発掘し、
連携を図る
・施設長同士のネットワークを地域レベル、国レベルで構築し、連携を図る
・調査、研究、相談ができる大学や研究機関と協働を図る

⑨ 里親支援
・里親支援について、里親と乳児院との信頼関係構築に貢献し、
適切な支援ができるよう監督、指導を行う

５ 職種別の研修
（「研修体系」Ｐ45、Ｐ64）
「研修体系」で示された推進目標等に沿って、確実に実践する。

①保育士・児童指導員・看護師、
②家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員、
③心理職、
④栄養士・調理師、
⑤施設長

６ 職員の育成・支援の方法
1.

法人の理念並びに乳児院設立理念・運営方針を共有するように、研修会や日々の業務の中で、当乳児
院の経営に関わる者、養育業務に関わる者すべてが努める。

2.

特に、その場限りの養育時間を無事に過ごすことが、職員の勤めであるなどと考えている職員（この
ことこそがこれまでのスタンダードであり、その養育業務さえ奥は深いし、毎日がチャレンジであること
は当然であるが…）が「これからの日本を変える、今からそのための養育をする、それを私がする」とい
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う意識を持ち、子どもたちにも、親たちにも、地域社会に対しても、自分自身の言葉と行動で語り示しな
がら果敢で手間暇を惜しみなく掛けた実践活動に邁進出来るように職員を 育成する。
3.

また、子どもたちが未来において、どこに居ても光り輝け、かつ、「世のため・人のために尽くす」内面的
な強さを持った心豊かな人間として活躍出来るよう、常に乳児院「イーハトーブ」の顧客は誰なのかを自
問しながら、その顧客のために、手間暇を惜しみなく掛けた養育に邁進出来るように職員を育成する。

4.

児童福祉法に基づいて、保護者のいない乳児等、虐待されている乳児等、その他環境上養護を要する
乳児等を入所させて、明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の養
育指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように、国の乳児院運営方針を踏まえて養育に
万全を期して運営していくので職員の育成については、最重要課題の一つとして取り組んでいく。

5.

特に、子どもは社会の宝物という共通認識の下、乳児院「イーハトーブ」の子どもたちが生き抜いてい
く育ちのために同世代の子どもたちなどとの日常的な共鳴関係づくりの重要性をしっかりと見据えて、
手間暇を惜しみなく時間を掛けて実践する職員としての養育指導力づくりのために、「乳児院イーハトー
ブ・人材育成計画」基づいて、識見豊かな講師陣を迎えて実施する。

6.

なお、前項３の「乳児院イーハトーブ・人材育成計画」は拡大性と継続性をもって、乳児院職員をはじめ
法人全職員の受講はもとより地域関係機関職員の受講希望者へ門戸を開放するなどの地域貢献にも努
めていく。

7.

また、乳児院「イーハトーブ」の運営規程第２５条では、「全国規模等で行われる研究会、研修会、現任研
修等は、予算、日程を考慮し、年間の研修計画案に沿って参加者の決定を行う。２・出張した職員は、職員
会議での報告を行うものとする。３・参加希望多数の場合は、施設長、主任が調整するものとする。」と定
め、職員育成に努めていく。

8.

職員のメンタルヘルスのための取り組みは、問題や症状が深刻になる前に、できるだけ早くその異常
を見出して初期対応を開始することにあるので、日常的に朝礼等における看護職員の職員へもメディカ
ルチェック等を実施すると共に、定期的に臨床心理士等の講師からの外部の力を借りた事例研修を行い、
職員を育成していく。

9.

心の病の予防については、過重なストレス負担を回避するために、ストレスの元とうまく向き合い、乗り
越えるコツをつかみ仕事を進めることなどにあるので、自分の抱えている問題や困難がどのようなもの
なのかを見つめ、より適切な対処方法を考えることが出来るようになるために、日常の仕事の中での気
づきをまとめる会議等の充実を図り、職場環境の改善等に努め、職員を育成していく。

10.

特に、毎日の生活の中で、お互いに明るくあいさつする、清潔を醸し出すために惜しみなく汗をかく、
ゴミが落ちていたら率先して拾うなどの「あたり前」のことを率先する実践活動は、外部研修では会得
出来ない。なお、乳児院「イーハトーブ」における施設整備の創意工夫⑯に「乳児院全館のそこ此処にお
いて、（利用者等が）気軽に職員に相談等出来るよう、相談簡易コーナーの設置を図る。」とし、職員が利
用者と家族等とのより良い関係づくりへのカウンセリングやコンサルテーションを実践することを前提と
したものがあり、職員が自分自身との向き合いが上手にできることによって、このより適切な対処方法の
カウンセリングやコンサルテーションが実現出来るもので、日々の生活の中でこそ、その力が会得できる
よう研修等を充実させて、職員を育成していく。

11.

一方、仕事や人間関係において様々なことで悩んだり不安になったりすることは、誰にでも起きるあ
たり前のことで、悩んだり不安になることは決して悪いことではなく、悩みながら人間としての成長が図
れるとの考え方が、職場に醸成されるように、ひとりだけに仕事を任せるのではなく、どんな仕事でも職
員で分け合っていくことの実践（職員同士の寄り添いの実践）が、不可欠である。そのために、職場内で
協力し合い、励まし合う関係づくりを強力に、かつ、計画的に進め、職員を育成していく。
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12.

特に、当法人で実践している「人づくりセミナー」（二人一組になり互いに自分のこれまでの人生の背
景や未来の希望などについて、時間を掛けてとことん語り合い、あなたのことを自分が一番知っている
という仲間づくりを目的としているそこからは、自分は誰のために仕事をしているのか、共に働く仲間の
ために勉強し、自分の能力を周りの中で直接的に発揮し、職場の仲間たちのために懸命に尽くしていく
などのこの持ち得たこころ根の先に、ストレスフリーや日常的な切磋琢磨があふれる職場風土が、確実
に生まれて来ている。）を乳児院「イーハトーブ」においても定期的に開催して、職員を育成していく。

13.

子どもたちの心を道しるべ・道案内・灯にして、私たちは生き方を学び、子どもたちや職場の仲間たちか
らも力をいただいて、手間暇を惜しみなく掛けた果敢な行動を実践するもので、その実践する職員のメ
ンタルヘルス確立に向けた取り組みも最重要課題の一つと位置付けて、職員の育成に邁進する。

第７章 介護予防サイクルハウス

平成３０年度 事業計画

１． 設置理念
（公財）ＪＫＡの競輪公益補助事業として建設設置された【介護予防サイクルハウス】は、社会福祉法人開拓
の公益事業として位置付けの中で地域貢献並びに地域振興に寄与するものである。
特に、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならず自立した日常生活を営むことができるよう
支援することはもとより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを総合的に支援し、生活の
質（ＱＯＬ）の向上を目指して【介護予防サイクルハウス】を設置した。
また、【介護予防サイクルハウス】は高齢者のみにサービスを提供するものではなく、高齢者を支える家族・
仲間・地域のすべての皆様への健康プログラムのサービス提供もその目的としている。
２． 施設の名称及び所在地
介護予防スポーツ施設：サイクルハウス
千葉県八街市八街に６６番地２(JR 八街駅東方 1Km）
３． 事業の効果等
【介護予防サイクルハウス】は、要介護高齢者施策、介護予防特定高齢者施策、予防給付などの各種介
護事業との連携を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならず自立した日常生活を
営むことができるよう支援することはもとより、支えるすべての一人ひとりの生きがいや自己実現の
ための取り組みを総合的に支援し、高齢者の生活の質（ＱＯＬ）の向上をめざしている。
４． 運営目標等
１） 平成２８年１２月から社会福祉法人光明会「就職するなら明朗塾」が進める就労支援の一環として、
介護予防スポーツジム運営を委託している。今年度も明るい笑顔による環境づくりの中で、
利用者１日５０人、年間２８０日１４，０００人の利活用を目指していく。
２） 一人ひとりにあったプログラムの探求創設と提供
① エアロウォーク
② エアロジョグ
③ エアロステップ
④ ヒップホップ
⑤ 健康ファイティング
⑥ ソフトバレエ
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⑦ カルチャーダンス
⑧ ジャズダンス
⑨ バランストレーニング
⑩ ヨガ・気功
⑪ リラクゼーション
３） 介護予防実践トレーナーの養成講座の開設
人は、教えられる側より、教える側に立った方が、より主体的に行動すると言われている。そこで、
【自分の頭で考え、自分の足で歩いて行く「行動的市民」になることを欲した】市民が、「介護予防実践
トレーナー」のライセンスを手にし、教える側として福祉充実の担い手になっていただくことが、日常
的な普段着のままの支え体制が溢れる「光り輝く」まちにつながると考えるので、 「介護予防実践ト
レーナー」の養成を行う。
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