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2021 年度 愛恵会乳児院 事業報告 

 

１．はじめに （概況） 

１． 事業の概況 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴って、これまで以上に職員一人ひとりが小まめな

手洗い、消毒に努めた。感染の標準予防策が徹底されたことによって、乳幼児が感染症全般

にかかりにくくなった。 

保護者と入所児童の面会後、保護者が新型コロナウイルス感染症陽性となり、当該児童が

濃厚接触者と判定され、当該児童の PCR検査を実施したところ陰性だった。都内乳児院の多

くが、新型コロナウイルス感染症により入所を停止したが、当院は幸いにも入所停止をする

事態にならなかった。 

 前年度は入所が多かったことから、今年度の暫定定員が 48 人から 50 人に増えた。今年

度は年末まで入所人数が少なくままに推移したものの、年度末は例年並みの入所人数にな

った。 

 今年度も、コロナ禍で子ども達の生活に制約がかかるなかで、様々な工夫をして養育に

取組んだ。小規模ユニットでの少人数での活動する事で、発達に合わせた遊びや好きな遊び、

興味ある遊びを楽しみ深めた。また、個別担当制を出来る限り行い、より一人ひとりの遊び

や興味ある事が十分できるよう努めた。 

 事務は、新たに給与システムや人事システムの導入により、従来は社労士など外部委託し

ていた事務処理の内部化を進めた。 

 中長期計画の中間年であり計画の見直しをおこない、グループホーム開設、フォスタリン

グ機関の受託などの目標を具体化した。 

 

２．収支 

 当年度は措置費において前年比 29百万円の増収であった。社会的養護従事者の 給与に

対する国の支援が拡大したことに加え、今まで申請していなかった病虚弱 児童等受入加

算を申請したことによる。この加算は、東京都のサービス推進費補 助金に反映するた

め、合わせて 24百万円の新規加算となった。事業活動収入全体 では 40百万円の増収で

あった。 

 支出面においては、職員の定期昇給等による増はあったものの、在籍人数が少 ないこ

とによる事業費の減少、前年度に行った大きな修繕（B棟外壁修繕工事）が当年度はなか

ったことなどにより事業支出は 10百万円の減であった。設備投資については、前年度は B

棟親子訓練室、心理室遮音工事等を行ったが、当年度はコロナ補助金を活用し、院舎内の

無線 LANのアクセスポイント工事と職員のパソコンの更新を行った。オンライン会議等に

大いに活用している。 

 損益面においても増収増益であった。今後は、設備及び職員の資質向上のための投資を

行っていくこととしたい。 
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2．入所児童、入所理由 

 

2021年度 新規入所理由（ケース数） 

入所 一時保護 

被虐待（ネグレクト） 4 9 

36.0% 

被虐待（ネグレクト） 11 26 

74.3% 被虐待（心理的） 2 被虐待（身体的） 10 

被虐待 （身体的） 3 被虐待（心理的） 5 

母の精神疾患 5 5 

20.0% 

母の精神疾患 3 5 

14.3% 母傷病 0 母傷病 2 

父母の知的障害 0 父母の精神疾患 0 

養育拒否 3 養育拒否 0 

受刑 0 受刑 0 

父母の別離による養育困難 0 父母別離による養育困難 0 

母未婚 5 次子出産 1 

経済的困窮 1 経済的困窮 1 

その他 2 その他・家庭状況 2 

合計 25  35 

 

 

各月初日在籍状況(措置停止数は措置入所数の再掲) 

  月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 月平均 在籍率 

措置入所 27 25 25 28 28 26 28 31 31 34 36 36  355 29.5  

措置停止 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.16  

一時保護 3 5 9  5  2  2  7 6  5  5  3  5  57  4.7  

 合計 30 30 34 33 30 28 35 37 46 39 39 41 422 35.1  

※算式特例６・人数が多い 10か月計算では、暫定定員 45人 

 

3．職員配置及び児童定員 

(1)職員配置 

施設長            １ 

事務員            ３ 

栄養士            １ 

家庭支援専門相談員      ３ 

個別対応職員         １ 

里親支援専門相談員      １ 

里親交流支援員        １ 

 

心理療法担当職員       １ 

治療指導担当職員       １ 

医療機関等連携強化担当職員  １ 

育児指導担当職員       １ 

新生児委託推進員       １ 

看護師・保育士      53＋非常勤 4 

医師（嘱託）         2 

用務職員       2人＋パート 5人 

     合計 80人（正規職員 71人、非常勤 4人、パート 5人） 
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(2)児童定員   定員 55人（暫定定員 50人） 

 

 もりホーム（幼児室１）   うみホーム（幼児室２） 

 

 

 

   ひよこホーム（乳児）   そらホーム（幼児室３） 

 

 

 

ぞうホーム（幼児４） 

 

 

   

 

 

4．運営について 

(1)運営 

各会議の内容、目的、位置づけ、参画する職員、さらに横断的な各種委員会・係、管轄の

範囲についても文書化し、目的、内容、管理範 囲、委員等がわかりやすく表示・文書化し

ている。会議や各種委員会の取り組みは、総括方針にまとめている。会議や委員会で 検討

された重要事項の資料は全職員に配布し、最終的に職員会議で全体の承認を得た上で決定・

実施している。 

施設全体の事業計画を策定し、それを踏まえて養育部門と相談部門ごと、および係・委員

会ごとに年間方針を定め、計画的に取り組んだ。そして中間で点検・評価し、年度末に取り

組み内容を総括して次年度方針を定め、文書化した。各部署および係・ 委員会ごとの年度

総括では、計画と取り組みが具体的に記載した。 

 朝の申し送り、夕方の引き継ぎには、専門職員、栄養士、医務職員、事務職員などの全職

種が参加し、各ホームの子どもの情報を共有した。また、ホワイトボードを使用し、当日の

予定、各ホームの病院受診や面会予定など全体の予定を確認できるようにした。ホーム会議、

運営会議、職員会議などの会議を開催して検討を行うなど情報共有の機会を充実させてい 

る。 

衛生委員会 

 2020 年度はパワハラ事案が起きたことで、実態調査や院外講師を招いての研修を実施し

た。2021 年度は、研修等は行っていないが、第三者評価の職員アンケートでは、継続した

対策を求める声があった。また 2022年度より、中小企業のハラスメント対策が義務化され

る。これらを踏まえ、院外講師を招いた研修を数年に一度実施し、講師を招いた研修を行わ

こあら 

6名 

ぱんだ 

5名 

いるか 

6名 

くじら 

5名 

おひさま 

6名 

にじ 

6名 

ちょうちょ 

6名 

Mei  

てんとうむし 

 6名 

4名 

ショートステイ 

ホームの職員体制 

 もりホーム   10人＋非常勤１ 

うみホーム   10人＋非常勤１ 

 ひよこホーム  14人＋非常勤 1人 

 そらホーム   10人＋非常勤 1人 

 ぞう室     8人（4人＋ショートステイ 4人） 
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ない年は動画による研修を行ったり、テキストを各部署に設置することとした。なお、動画

やテキストは 2020年度に院外講師を招いた企業が作成したものであり、既に購入済みであ

る。 

感染症対策委員会 

新型コロナウィルス感染症の予防対策について感染管理認定看護師と密に連絡を取

りながら、濃厚接触者と認定された子ども、同じホームの子どものそれぞれが濃厚接触

者の PCR検査が行われる前と後、陰性と陽性の場合の注意点を項目別に細かく解り易い

対応表を作りマニュアルに加えることが出来た。また、連絡組織図による連絡の流れ、

全ての指示系統の統括者、PCR検査への車の運転者等も対応者等の候補をあげ、いざと

いう時に混乱の無いように対応表に明記した。そして、必要な物品を購入し、各ホーム

2週間対応分を揃えてホーム毎に直ぐ持ち出せるよう解り易く B棟 3階スティッチの部

屋に収納した。今後、仮に濃厚接触者と認定された子どもが出ても、混乱無く対応出来

るような環境を整えることが出来た。 

事務 

今年度は、ショートステイの世田谷区、八王子市への受託拡大、来年度新規受託となる立

川児童相談所内におけるフォスタリング事業の始動に向けた準備室の開設など、事業規模・

事業領域の拡大が積極的に進む中、事務においては、職員の入れ替えがあったが引継ぎはス

ムーズに行われ混乱はなかった。また新たに給与システムや人事システムの導入により、従

来は社労士など外部委託していた事務処理の内部化を進めた。また郵便局における入出金

手数料の値上げや社会的なキャッシュレス化の流れを受け、従来は立替えの都度受け付け

ていた小口現金精算を、給与支払い時の一括精算と貸与ＩCカード利用の選択制とした。 

 

(2)自立支援計画・アセスメント 

 児童自立支援計画の策定は、作成マニュアルにより、手順が定められている。入所時の児

童相談所との話し合いや関係書類から必要な 情報を収集し、施設が定めた様式に則り、記

録した。自立支援計画票は子どもの養育担当職員、心理療法担当職員、家庭支援専門相談員

などによる「担当者会議」でアセスメントを行い、合議の上で策定している。支援の目標は、

短期目標を３カ月後を目途に定め、長期目 標は家庭の変化を考慮して１年単位で定めて、

必要に応じて変更している。保護者には、年度初めと面会が始まってから支援方針を説明し、

意向を確認した。 

「育成記録」と「あゆみ」（自立支援計画と記録を連動させて子どもの成長をまとめた）

を定期的に作成し、支援の評価と見直しを行っている。そのときの視点は食事、排泄、言語、

人とのかかわり、運動、その他であり、子ども一人ひとりの目標に応じた記録を作成した。

また、自立支援計画、あゆみ、月案などのほか、計画や支援の基盤となっている育児日誌に

ついて、それらの記録の一層の 充実を図り、職員間で統一した記載を行うことで、よりよ

い支援につながるように取り組みを進めた。 

心理職 

 以前参加した研修会の資料等を参考に作成したアセスメントシート（未完成）を用いて、

心理職間でのアセスメントの共有を数ケース試みた。乳児院でのアセスメントを考えてい

くにあたっては、心理職だけでなく他職種ともアセスメントを共有していく必要があるた
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め、今後他職種ともアセスメントについて考えていきたい。 

 遠城寺式発達検査は、児が 3 か月・6 か月・9 か月・1 歳 0 か月、以降半年ごと、および

入所 1か月以内に実施することとしている。実施後は所見を作成し、児の所属するホーム職

員にフィードバックした。 

新版 K式発達検査は、プレイセラピーを導入するケース、発達に気になる部分のあるケー

スについて実施している。今年度は 2 月末までに 7 名（9 件）新版 K 式発達検査を実施し

た。実施した分については、所見を作成してホームに報告した。 

 

5．養育について 

(1) 生活支援 

日常の子どもとのかかわりでは、職員自身が感じたこと、反省したこと、困ったことなど

を共有し、他の職員の意見や支援方法等を学び合い、よりよい養育につなげるための取り組

みを進めた。各ホームでは毎年総括を行い、年度方針、年間目標を掲げて支援に生かし、 乳

幼児それぞれの入所時記録、育成記録を作成した。支援のなかでは、乳幼児のプライバシー

や羞恥心にかかわる個人情報、尊厳にかかわる場面なども「意識すべきこと」として記録に

残し、事故・ヒヤリハット事例として受け止め、検討した。 

幼児室１ 

ユニットで過ごし少人数での活動をすることは、好きな遊びや興味ある遊びを十分に楽

しみ深めることができると実感した。養育者も少人数という事もあり、一人ひとりとじっく

り関わる事が出来、落ち着いた時間を過ごす事が出来た。 

コロナ禍の中で、日常的な外出を行う事が出来ず、社会経験があまりできずに終わってし

まった。緊急事態宣言が解除された後は、様子を見ながら人混みを避け、近所のスーパーマ

ーケットやコンビニエンスストアーへお買い物に行く事ができた。又、多摩動物園への院外

保育を含め出来る範囲での担当制を実施できたことで、関係性を深める事が出来た。 

幼児室２ 

ホーム、ユニット会議で個々の発達や特性を理解し、共通認識を持ち、新型コロナウィル

ス感染症過でも一人ひとりが安心して興味を持った様々な事を経験していける様、出来る

限り対応したことで、自信に繋がり個々の発達に繋がった。 

一人ひとりの気持ちに寄り添い受け止め、たくさんスキンシップをとる事で、たくさん笑

い、安心して全力で思いを表現し、のびのび楽しく過ごす事が出来た。 

幼児室３ 

一時保護児は情報が少ない中でも先ずは環境や人に慣れるよう無理なく少しずつ子ども

との距離感を縮めていった。子ども一人ひとりの様子観察と特徴を捉えながら気づいたこ

とを職員間で共有し、児の好きなことや安心できる事・方法を導き出すことができた。 

入所間もない子どもと一対一でのかかわりを多く持つことで、存分に遊んだり、スキンシ

ップをはかったり、入眠時の不安な時に寄り添ったり等、甘えに応えることができた。その

ため、早く環境に慣れることができ、子どもに安心して過ごしてもらうことができた。 

乳児室 

抱っこやおんぶなど、沢山スキンシップをとりながら、子ども一人ひとりの気持ちに寄り

添った養育を行う事が出来た。また、一人ひとりの思いに丁寧に関わる事で情緒も安定し、
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信頼関係・愛着関係を築く事が出来た。また、個々の成長発達を子どもと共に共感し合う事

で、色々な事に意欲的で表情豊かな子どもに育つ事が出来た。 

ミルク飲みの悪い子や入眠しても浅眠な子への対応は、活動を工夫したり、様々な対応方

法を細目に話し合いながらホーム全体での情報共有に努めた。 

 

(2) 遊び 

幼児室１ 

ユニットでの少人数での活動する事で、発達に合わせた遊びや好きな遊び、興味ある遊び

を楽しみ深める事が出来た。また、個別担当制を出来る限り行い、より一人ひとりの遊びや

興味ある事が十分できるよう努める事が出来た。 

遊びを通してお友達と関わり、遊ぶ楽しさを感じられるように仲立ちすることで、異年齢

児ならではの関わりを築くことが出来た。また、相手を思いやる優しい気持ちを育む事にも

繋げる事ができた。 

幼児室２ 

戸外遊びでは枯れ葉や雪等、自然に触れる機会をつくった。児も興味を抱き、自ら積極的

に触れ、自然の楽しさを味わいながら遊ぶことができた。 

チェーン落とし、積み木の玩具等、はじめは苦戦していた児も、養育者の遊び方を模倣し、

試行錯誤しつつ繰り返し挑戦していく中でできるようになった。笑顔が見られ、達成感や自

信へとつなげることができる経験となった。 

幼児室３ 

ユニットに分かれ少人数で遊ぶ事で、それぞれの月齢や発達、興味に合った玩具を提供す

る事が出来た。 

シール貼りやお絵描き等の机上遊びとして季節ごとに製作物を作る事で、より季節を身

近に感じ楽しむ事が出来た。また、段階を経た遊びを繰り返し行う事で、出来なかった事も

出来る様になり、集中してじっくり取り組む事ができた。 

天気の良い日には散歩に行き沢山身体を動かす事で体力がつき、低月齢児も散歩時に手

を繋ぎ自分で歩いて行き帰りが出来る様になった。また、アスレチック玩具で遊ぶ事で、身

体の使い方を理解する事が出来た。 

 

(3) 行事 

行事委員会 

【院外保育：バス 多摩動物公園】 

当日の流れを周知し共有していたことで、職員間でスムーズに話し合いができ、子どもた

ちのペースでゆっくり楽しむ事が出来た。コロナウイルス感染症の拡大により、事前予約や

入園時の QRコードの提示など複雑な動きもあったが、情報共有をしたことでスムーズに入

園することが出来た。 

帰院後には、会話の中で子どもたちから、「動物園行ったね」「ライオンバス乗ったね」

「ゾウさん大きかったね」等の声が聞かれ、子どもたちにとって印象的な体験となったと共

に実際に動物園で実物を見た事で、理解や認識を深めることが出来た。 

昨年度も大型バスに乗れた子も、今年度初めて乗った子も緊張や怖がるような姿はなく、
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和やかに車窓から見える景色を楽しむ事が出来、社会経験を積めた。 

幼児室１ 

初めてホーム全員で院外保育に行けた事で、大型バスでの移動や初めての慣れない場所

でも誰もが安心して楽しい時間を過ごす事が出来た。本や DVD で見る動物とは違う本物の

大きさや迫力を、担当養育者や友達と目前で充分楽しんで観察する事が出来た。 

また、担当養育者と 1対 1だった為、愛着の関係も深まり様々な社会体験が出来た。 

 

(4) 食育 

食の委員会 

 プランターでの野菜は、スナップエンドウ、ミニトマト、ミニきゅうり、パプリカと長い

時期にわたって楽しむことが出来たが、時期を逃し冬野菜は植えられなかった。 

ペットボトルでの苺、ミニトマトも大きく育ち実が出来たホーム、そこそこのホームと、

違いはあったがそれぞれ楽しんでもらう事が出来、食への興味に繋げることが出来た。 

コロナの状況や感染症の状況により、ホーム内調理のタイミングが難しかったが、合間を

縫ってそら豆やトウモロコシに触れ、ウサギりんごを食べたりと、全てのホームで体験して

もらう事が出来た。 

幼児室１ 

椅子を下げてしまう児に対して机や椅子の配置を工夫し環境を整えることで落ち着いて

食事をする姿が多く見られるようになった。エプロンを新しくしたことにより自ら好きな

エプロンの柄を選んでつける姿が見られ、嫌がらずに食事へ向かい楽しく食事を食べる時

間に繋がった。 

褒める声掛けを増やす事によって良い食べ方を真似する姿が見られ、少しずつではある

が遊び食べにならず楽しい食事の時間にする事ができた。絵本に出てきた食べ物の話をし、

育てたトマトやピーマンの収穫を実際に行う事で食への興味が広がった。 

幼児室２ 

食具の使い方や食事の際の姿勢等、都度正しいマナーを児と共に確認し、正しく美味しく

食べられるよう繰り返し声掛けを行なって来た。食具を投げる、椅子を下げる等望ましくな

い食事の態度を取ったり、おふざけを楽しんでしまったりすることもあるが、きちんと話を

すると児自身で気づき、マナーを守って食べることができている。 

励まし、できた事を喜び合いながら楽しく食事を進めてきことで、児同士で優しく励まし

の声掛けをしたり、できた事を褒め合ったりする姿が出てきている。 

個々に合わせた盛り付けの量を工夫したり、慌てず食べられるよう声かけや介助の仕方

を変えたりしたことで、詰め込み食べになってしまっていた子も、落ち着いて食べられるこ

とが多くなってきた。個々のペースを大切にしたことで、意欲的に食べる姿にも繋がった。 

 

(5) 治療的支援 

① 医療ケア 

看護委員会 

一時保護入所児やショートステイ利用児について、健康情報が正確に伝えられないことが

あり、入所してから発熱等の症状が治まったばかりと判明することも有った。 
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その子どもをきっかけにして院内で RS ウィルス感染症が発症したと考えられる。6 月下

旬から 7月上旬に掛けて、幼児室が罹患する事態になったが、乳児室は、実施した感染対策

により RSウィルス感染症の罹患予防ができた。 

感染症予防委員会 

冬の感染症流行時期には各ホーム会議で手洗い等標準予防策の徹底や養育者がウィルス

を持ち込むことの無いように呼び掛けることが出来た。また今年もインフルエンザの流行

等なく元気に過ごすことが出来ていた。 

 

② 心理ケア 

心理職 

ライフストーリーワーク 

 社会的養護下にある子どもは、自らの育ちを一貫したものと捉えづらかったり、施設や里

親宅にいる理由や自らの家族関係を誤って認識してしまったりすることがある。その結果、

自己肯定感の低下・精神的な不安定さ・問題行動などに繋がり、生きづらさに繋がる場合が

ある。ライフストーリーワークとは、自分の生い立ちや家族・支援者との関係を整理し、過

去－現在－未来を繋ぎ、前向きに生きていけるよう支援する取り組みである。乳児院に在籍

している子どもたちが今の時点で自分の生い立ち等を理解することは難しいが、“乳児院で

大切にされていた”と感じられるように、また将来自分について振り返るときのための準備

を今からしておくという考えで取り組んでいる。 

 主に里親交流ケースや養護施設への措置変更児について実施している。今年度 2 月末ま

でに実施したケースは 8 ケースであった。子どもと職員が一緒に写った写真を用いたアル

バムを児と一緒に作成したり、児相の担当心理司とも相談して、絵本を用いて児の実親につ

いてや生活の場が変わることの話をするなど、関係機関や職員とも連携しながら、子どもに

理解できると思われる範囲での取り組みを行った。養護施設への措置変更のケースで、FSW

を通して実親とやり取りをし、実親の意見をもとに絵本を作成したり、特別養子縁組のケー

スでは里父母と話をした上で、里父母の気持ちを盛り込んだページを組み込んだりしたケ

ースもあった。上記 8ケースは全て 2歳以上の児であったが、絵本は“自分の話”と理解し

ていたようであったり、アルバムも気に入って繰り返し見る様子があった。 

 

(6) 保護者支援 

家族との関係調整は、定期的または必要に応じて行った。家族の状況や入所後の経過につ

いては、家庭支援専門相談員を中心に児 童相談所と電話・メール等でこまめに情報交換し

ながら協議した。親子関係の再構築のため、入所時には可能な限り心理職が参加 し、希望

する保護者には心理職による心理面接を実施するなど、専門職と担当養育者が連携して子

どもと保護者の関係構築に取り組み、安定した関係となるよう配慮しつつ、面会、外出、一

時帰宅、行事等への参加も働きかけたが、現状はコロナ禍のために充分な取り組みができて

いない。 

家庭支援専門相談員 

年間通じて、面会交流、家庭訪問を実施しながら、保護者の生活環境の把握に努めること

が出来ている。保護者の心身の状況やそれぞれの特性、置かれている環境に配慮しながらや
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り取りを積み重ねており、困った時に相談できる関係性が保護者と相談員の間で築くこと

が出来ているケースも多い。保護者によっては関係構築や対応が難しいケースもあり、相談

員間でも相談、協議を行いながら、担当ケースを 1人で抱え込まないように工夫して対応し

た。 

必要に応じて、養育者に面会同席を依頼し、日常の様子を詳しく伝えてもらったり、食事

や入浴の介助等を実際に一緒に行ってもらっている。実際に子どもと関わっている立場の

養育者と直接話が出来ることで安心感が得られている保護者も多く、「また話したい」等の

要望を聞くこともある。 

面会交流がある保護者に対しては、交流時可能ならば、ホームの担当養育者と顔を合わせ

てもらうなどして、乳児院で育児相談ができることを知ってもらい、保護者の安心につなげ

た。また、保護者が子どものイメージを抱きやすいように、医務やホームから聞いた子ども

の様子を相談員から伝えるなどした。コロナ禍で面会の間隔が長くなってしまう場合など

は写真を送付したり、電話で話すなど継続的に支援した 

幼児室１ 

昨年度から続いているコロナ禍で行なう面会時間や外泊内容が、社会情勢に応じ変化し

ていく中で、どのように過ごしていくのかなど、家庭支援専門相談員とホーム職員との情報

交換が正しく行なえるよう励んだことで、直前の変更などにも対応することができた。 

面会時の様子を把握し、子どもに寄り添った対応を行なったことにより児の不安を軽減 

することができた。 

 

(7)環境整備 

幼児室１ 

使った玩具はすぐに消毒・洗濯を行ない、破損がないか日常的に確認し、劣化したものは

すぐに処分したことで、清潔で安全に使用することができた。また、怪我の発生や病気の感

染拡大を防ぐことができた。 

空気清浄機の清掃を 2 週間に１回程度行ない、食事用椅子をまとめて洗う機会を設けた

ことで、清潔な状態を継続して気持ち良く使用することができた。 

幼児室２ 

各ホームの意見をもとに係が話し合う場を設け、ホール用玩具の購入や来年度の定期購

読の絵本について決められたことで、子ども達の興味に添ったホール用玩具や大型絵本を

揃えることが出来た。 

興味のあるごっこ遊びを楽しめるようキッチン玩具を購入し、皆で遊ぶと個数が足りな

かったブロック玩具の補充が出来た。それにより、子ども達が満足して遊べるような充実し

た環境を整えることが出来た。 

細目な家電や環境の清掃、玩具の消毒・洗濯・点検・興味のない玩具を仕舞う等の整理整

頓を行うことで、子ども達が清潔で安全な環境で遊ぶことが出来ていた。 

 

6．リスクマネジメント・安全対策・事故防止 

(1) 予防の取組み 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴って、これまで以上に職員一人ひとりが小まめな
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手洗い、消毒に努めた。感染の標準予防策が徹底されたことによって、乳幼児が感染症全般

にかかりにくくなった 

幼児室１ 

受診が必要なケガが発生した際には、すみやかに話し合いの機会を設けて今までの対応

を振り返り、繰り返さないための対策をホーム全体で考えて実施することができた。 

居室内でプラスチック片などを発見した時には、すみやかに周知し、職員全員で捜索した

ことで、原因と思われるものを突き止めることができた。 

ホーム会議ではヒヤリハットやケガ報告書の内容を踏まえて話し合いを行ない、職員の

危険認識を高めることができた。また、事故防止チェックリストの結果を周知し、危険認識

に対する意識を高めることができた。 

幼児室２ 

コロナ渦で活動が制限されることも多かったが、常に子どもの状態観察を行い無理のな

い生活を心掛けたことで、発熱等の症状が見られても蔓延することは少なく、個々の状態に

合わせた養育を行なえていた。 

ホーム会議内などでヒヤリハットの活用をしたことで、危険個所を職員間で共有するこ

とが出来、大きな事故なく過ごす事が出来た。また衣類棚の鍵の設置の検討にも繋がった。 

個々の発達や特徴に合わせて、ユニットで散歩など活動を分けて過ごしたことで、一人ひ

とりが無理なく安心して活動することが出来た。 

事故予防委員会 

月毎の怪我・事故報告書・ヒヤリハットの集計を行ない、ホーム会議で要因と対策を検討

した。怪我・事故に関してはホーム内で速やかに原因・対策について検討されていた。 

事故予防委員会では、各ホームの怪我・事故報告書の集計報告をもとに、乳児院内での事

故・怪我の情報共有を行い、職員への情報共有を行い、事故予防に努めた。 

一人ひとりの子どもの特性と起こり得る事故や怪我について各ホームで話し合い、さら

にそれを委員会で共有したこと、また、報告書の集計結果を活用し、特に怪我が起こりやす

い時間帯や場所の認識を高めたことで、怪我や事故を未然に防ぐことにつながった。 

 

(2) 防災対策 

防災委員会 

感染症発症時の防災訓練方法の見直しにより、避難訓練はできずとも、避難方法のマニュ

アルに沿った人数確認は行うことができた。防災委員の声かけや、多くの人数が参加できる

ような配慮がされることにより、昨年度より訓練参加者を増やすことができた。 

現在、B棟に備蓄品の一部が保管されている。A棟 2階に備蓄品用の棚を作り、備蓄品の

一部を移動した。有事に避難場所と予定されるホール・会議室の近くに移動することができ

たことで、スムーズに備蓄品の使用が可能となった。 

「セコムメール送信マニュアル」を作成した。「セコムメール送信マニュアル」の作成に

より、スムーズにセコムメール送信が行われるようになった。 

 

(3) 事故対応 

保護者と入所児童の面会後、保護者が新型コロナウイルス感染症陽性となり、当該児童が
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濃厚接触者と判定された。当該児童の PCR検査を実施。保健所より、当該児が陰性だったと

連絡あった。健康観察期間としての隔離継続。発生後から健康観察期間を通じて、本児、全

入所児童、職員に健康上の変化なく隔離を解除した。 

 里親の宿泊体験中に渡した個別ファイルに、本来挿入すべきではない児童票のコピー及

び里親候補情報のコピーが綴じてあり、里親が閲覧した。今後は、里親へ書類の受け渡しの

際に受け渡す書類を職員 2名以上で全て確認する等の対策を講じた。 

 

7．ボランティア・実習生 

(1) ボランティア 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症流行のため、来院でのボランティア活動の受け入れ

は中止した。布団カバー、雑巾縫いの在宅でのボランティアはお願いをした。 

 

(2) 実習生 

受け入れについては、202１年 6 月から翌年 3 月まで、月に 3 人の受け入れで、計 2５校

から 2８名を受け入れる計画をした。６月から受け入れるため、５月から実習オリエンテー

ションを行なった。今年度も新型コロナウイルスの流行で、緊急事態宣言が続き、緊急事態

宣言解除後の 10月からに日程調整をしたが、日程が合わないため辞退される学校もあった。

1 月から再度新型コロナウイルスの感染者数が爆発的に増え、2 月～3 月の実習を中止する

ことになった。10月から１月の 4か月間で、計 14校から 14名の受け入れとなった。 

実習開始の約１か月前に実習前オリエンテーションを行い、「乳児院倫理綱領」「養育方

針」「職員構成」「日課」「提出書類」「心得」「所持品」についての説明を行った。今年

度は、月に３人受け入れたので、オリエンテーションの日を設定して月に１回で済むように

行った。オリエンテーションの内容は説明を多くし、安心して実習に臨めるようにした。今

年度は、１Fの子どもの生活の場の見学は、新型コロナウイルス感染症流行のためできなか

った。２Fのみの案内をし、１Fの案内ができないところに関しては、子どもの生活の様子

や、居室の写真を使って実習生の不安が軽減されるように丁寧に説明を行なった。また、乳

児院がどういうところかというが理解できていないように感じるという声が聞かれたので、

「乳児院の仕事 PRの DVD」を 12月からのオリエンテーションで見てもらうようにした。感

想を聞いたところイメージが付きやすいとのことだったので、来年度も DVD を使用してわ

かりやすい説明をしていきたい。 

 

8．人材確保及び育成・メンタルヘルス 

(1)人材確保・育成 

人材対策担当 

 昨年度同様、新型コロナウイルス感染症流行という状況であった。5月までは中途採用の

説明会を行ない、6 月から 2022 年度 4 月採用に向けて、説明会を行なった。説明会へは定

員を超えての参加申し込みがあり、日程を増やして説明会を行なった。中途の採用への申し

込みがあったときには、都度説明会を行ない、採用試験を行なった。10 月時点での職員の

充足はできていた。その後、採用者数が不足する状況となり、2次募集と 3次募集の計画を

立てた。説明会を設定した日に予定が合わないときには、別日を設定して行った。3次募集
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で、2022 年度 4 月に向けての採用者数は充足した。3 次募集の採用試験後は、2022 年度 6

月での退職や産休職員の枠の充足のため、採用についての問い合わせに対して個別に説明

会を行ない、採用試験を行なう予定になっている。年度末での退職者数が確定しなかったり、

フォスタリング機関の立ち上げの影響で専門職の不足が生じるなど、必要な採用者数がな

かなか確定しない状況で、年間を通して休みなく採用活動を行っていた印象である。 

新人育成係 

新任職員の気持ちに共感し、寄り添う声掛けを行ったことで、自身だけで抱え込むことな

く、前向きに仕事に取り組む姿が見られた。中途採用職員は社会人経験もある為か自分で考

え、最善案を試行錯誤して見つけていた印象が強いが、細目なコミュニケーションを心掛け

ていたため、日々の業務の分からない事は積極的に聞いてくれるようになった。 

新任職員を指導するにあたって出てきた疑問を職員間で共有し、その都度マニュアルを

確認した。その後ホーム内で周知したことで、統一してマニュアルに基づいた指導を行うこ

とができた。 

見習い中、ひとり立ち後に関わらず、夜勤を終える毎に不安な事はないか、疑問は残って

いないか等をじっくりと話したことで、新任職員の課題を明確にし、一緒に対応方法を考え、

次の夜勤に備える事が出来た。また、出来ている事、次回意識して欲しいこと等を解りやす

く伝えた事で向上心にも繋がった。 

 

(2)研修 

① 園内研修 

研修名・内容 講師 他 対象者 

ケース検討会 川畑友二 先生 養育職員・専門職 

ライフストーリーワーク 楢原真也 先生 昨年不参加の職員 

感染症認定看護師による研修 感染症認定看護師 新任職員を中心に 

大下先生による研修 大下 純 先生 養育職員・専門職 

 

② 外部研修 

新型コロナウイルス感染症の流行のため、研修はオンラインや動画配信が多かった。その

ため、参加はしやすい状況だったと思われるが、勤務の調整などがある為か、申し込みは一

部の職員からだけだった。昨年度までは、研修参加していない職員には声をかけていたが、

自ら興味を持って参加できるように、今年度は出来るだけ多くの研修の案内を回覧で知ら

せた。研修内容や勤続年数を考え、個々に声掛けすると参加は多い。職員自らが学びたい・

参加したいと思えるような方法を考えていきたい。 

 

(3) メンタルへルス 

衛生委員会 

職員間のコミュニケーションに関するキャンペーンとして、コミュニケーションについ

て考えさせられるような内容のポスターを作成して院内に掲示した。掲示後に効果測定の

ためのアンケートを実施したところ、全体的に好印象を抱いた職員が多いようであった。 
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(4)働き方の改善の取り組み 

月１回の「会議日」を設けて、従来は勤務後に残業で行っていた会議を日勤帯に実施する

ようにしたことで、職員の負担が軽減された。 

新型コロナ休暇、傷病時の休暇など、職員の体調に配慮した制度が活用された。 

パートの職員を採用して、養育が手薄になってしまう時間帯の要員を確保できるように

なった。常勤職員、パート職員のどちらも増えて、子どもとの個別の時間がこれまで以上に

つくれるようになった。 

パート職員を増やしたことで時間の確保がで、リモート研修等で好きな研修を選び、時間

内に受講することが可能になった。 

 

9．地域支援・地域連携・里親子支援 

(1)地域連携・地域支援 

近隣自治会、保育園などと災害協定を締結している。子どもが地域で生活するために必要

な情報は、地域のネットワーク会議に参加したり、自治体の総会からの情報を収集するなど

して、子 ども一人ひとりの状況に合わせて活用できるようにしている。 

施設内のスペースに地域の子育て家庭の交流の場「ＣｏＣｏ広場」を設置し、利用されて

いる。ショートステイ事業は、受託自治体を２カ所増やして利用につながり、さらに拡大を

検討している。 

 

(2)里親子支援 

里親支援 

交流は 2件だけではあったが、各里父母及び家族にも注意喚起を行うとともに、交流中は

外泊時も含めて体調チェック表の提出を依頼した。また、当該児においても外泊時の体調を

丁寧に把握するために、新しい体調チェック表を作成し、記入してもらった。 

いくつかの市で開催された養育体験発表会にスタッフとして参加した。また発表会が中

止になった市は展示会が開催されたので、スタッフとして参加した。月に１回程度、学生の

実習生に対して里親制度に関する説明をした。 

新生児委託 

新生児委託入所児は 6 ケースあったが、実母の途中撤回が 2 ケースあり、今年度は年間

を通して 4ケースの委託があった。 

関係機関と連携を取り、短期間での集中的な交流を実施した。交流中の里親に対しては、

適宜養育手技や心構え等を指導、助言をしながらアセスメント、フィードバックを行った。

また、関係機関へ交流状況等の情報提供も行った。 

長期外泊中は、定期的な訪問支援及び電話相談に加えて 1か月健診の付き添いや、家事育

児援助を行った。委託後も引き続き訪問支援及び電話相談を行い、委託中の児童及び里親の

状況を把握に努め、適切な養育が出来るよう支援を行った。 

 

10．他機関との連携 

里親支援専門相談員 
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里親支援専門相談員は地域で暮らす里親とその子どもの支援をするため、地域の里親会

との連携は不可欠である。さらに、家庭訪問を行っているケースについては、里親や委託さ

れている子どもに不安を与える事のないよう丁寧に行う。 

認定前研修や養育体験の受け入れなどは児童相談所やフォスタリング機関との連携を密

に行い、求められている研修を行うために乳児院が寄与できるように、里親支援専門相談員

を中心に協力体制を整える。 

家庭支援専門相談員 

当院に入所当初、例えば食事面において、通園していた保育園での除去食等の様子など、

詳しい情報を知りたい場合に、児相からの紹介を通じて当院の栄養士から保育園の栄養士

に連絡をして直接確認する場面があった。当該児童については除去食が多かったが、当院の

嘱託医と主治医の連携、嘱託医と医務・ホームで、観察や情報交換をしながら、本児が当院

の通常の食事を摂取できるまでに支援できた。 

退所する予定がある児童について、地域の三才児健診開始前に、会場で児相・市の保健師

と家族、乳児院相談員が顔合わせできるようにし、今後の協力関係が円滑に行くように図っ

た。施設移動、家庭引き取りケースについては、継続した支援ができるよう関係機関の個別

会議等に出席した。また、児相や子ども家庭支援センターと保護者、子どもとの面会は（コ

ロナ禍でも概ね）受け入れてきた。 

 

11．広報活動 

ホームページでは、乳児院について、理念・方針、生活の様子、地域支援、情報公開等が

検索できる。地域支援ではショートステイ、子育て広場、里親制度、関心ある人の窓口、専

門相談員の活動を紹介している。情報公開はＳＮＳ（ツイッター）、法人報告等で運営や活

動の情報を提供し、ＳＮＳは広報係が事業所の様子を発信している。また『愛恵会だより』

は行事や生活を写真で紹介し、玄関で入手できるパ ンフレット（施設・ショートステイ・

子育て広場等の案内）は、図柄と写真でサービス内容や関係機関とのつながりをわかりやす

く説明している。 

広報係 

昨年は広報誌の発行が、夏号と年度末号の 2回のみだったが、今年は間に冬号の発行を検

討したことで、計 3回広報誌を作成することができた。 

Twitterは投稿者に偏りが出ないよう、月毎に担当者を決めることができた。その月の担

当者は 1回以上投稿するようルールを設けたが、投稿を忘れてしまう月があったり、月に 1

回しか投稿できなかったりした。全体的に更新頻度が少なく、Twitterを有効活用できなか

った。マニュアルに沿って注意をしながら、Twitterを更新したことで、写真を投稿する際

はトラブルなく、入所児の写真付きの投稿を Twitterに載せることができた。 

広報誌の内容を会議毎に検討し、様々な内容を広報誌に載せることができた。子どもの様

子だけでなく、栄養士のおすすめメニューや専門職の仕事について等、他部署にも協力して

もらいながら記事を作成することができた。 

 

12．苦情解決・権利擁護 

基本方針に「権利擁護」を掲げ、研修には全職員が参加している。研修では事例を取り上
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げて「子どもの権利」への対応について話し合い、研修後は「振り返りチェックシート」を

記入し、自分の支援の課題を再確認している。全国乳児福祉協議会が作成した「より適切な 

かかわりをするためのチェックポイント」を利用し、職員は毎月セルフチェックを実施して、

これに対してリーダーが振り返りコメントをつけている。さらに、外部講師によるよりよい

養育のための研修など、児童分野の研究者を招き、定期的に養育についてスーパーバイズを

受けている。 

苦情解決のための第三者委員会を設置して年３回開催している。保護者には、入所時に苦

情解決制度を紹介し、玄関の掲示板に貼り出している。また「職員・児童への権利侵害等が

あった場合の相談先について」もわかりやすく図式化して掲示している。保護者からの意見

は苦情として受け、職員参加で検討し「苦情対応記録」に記載して職員間で共有している。

昨年度は外部講師を招いて「ハラスメント研修」に取り組んだ。この研修は継続的に実施す

る方向である 

 

13．中長期計画 

中長期計画は、2019～2023 年度までの 5 カ年計画とし、法人組織力の強化、事業の拡充な

どの５項目を掲げ、法人の取り組みと当事 業所の取り組み項目を明示している。中長期計

画を踏まえて具体的な単年度計画を策定し、地域社会に役立つ社会福祉法人・福祉施設 と

なるために、一層の多機能化・高機能化を進めるという方向性を定め、養育分野、リスク分

野、人材育成分野、地域との交流と支援等の分野ごとに計画化している。今年度は中間年で

あり計画の見直しをおこない、グループホーム開設、フォスタリング機関の受託などの目標

を具体化した。 

 暫定定員は、48名から 50名に増員した。 

 ショートステイは、今年度、町田市は定員が１名に減少したが、新たに世田谷区と八王子

市から受託して、定員は 3名になった。 

 また、立川児童相談所のフォスタリング機関を受託が決まり、2月から職員を配置して開

設準備を進めた。 

 

以上 


