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－ そのいっぽ　みらいにつづく　ゆめのみち －－ そのいっぽ　みらいにつづく　ゆめのみち －
平成26年度「児童福祉週間」標語平成26年度「児童福祉週間」標語

　平成２５年５月２４日、TKP ガーデンシティ千葉において、千葉県健康福祉部、千葉市こども未来
部、千葉県児童相談所協議会、千葉県社会福祉協議会からご来賓をお迎えし、平成２５年度の総会及び
学習会が開催されました。総会では議事に先立ち、本協議会活動報告（スライド上映）、本協議会支援
団体各位（マラソン大会の企画と運営として、特定非営利活動法人次代の創造工房様、社会福祉法人江
寿会アゼリーグループ様、株式会社エスエル・カンパニー様。マラソン大会への御協賛として、株式会
社 ASPE 千葉ジェッツ様、株式会社 DMI 様、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社様、ビッグホリデー株
式会社様、僕と地球を繋ぐ森様、吉本興業株式会社様、有限会社ウエル様、公益社団法人千葉県社会福
祉事業共助会様。）への感謝状贈呈式、１０名の施設職員の永年勤続者表彰が行われました。
　議事においては、３カ所の児童家庭支援センターの入会が承認され、平成２４年度事業報告・決算、
及び平成２５年度事業計画・予算の承認がされ、議事はつつがなく終了しました。学習会では、「福祉
サービス第三者評価事業と施設生活等評価事業」と題し、淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科、稲垣美
加子教授より御講演をいただきました。二種類の評価事業の違いとそれぞれの特徴や活用方法につい
て、大変有意義なお話をうかがうことができました。
　さらに恒例の歓送迎会は、行政、児童相談所、社会福祉協議会、各施設において、平成２４年度に退
職・転出異動された方々への感謝の会として、また平成２５年度に新たに着任された方々との交流を深
めるために開催することができました。
　みなさまのご協力に感謝申し上げます。

　２０１３年１１月１７日、第１３回千児協こども文化祭が成田山信徒会館で開催されました。 
　千児協では年間を通して様々な行事が企画されますが、このこども文化祭は他にはない特徴を持って
います。それは子どもたちが企画から関わっていくということです。各施設から実行委員が集まり、会
議を重ねていきますが、そこには大人実行委員と子ども実行委員が集結します。大人と子どもが同じ会
議の場で議論をし、内容を詰めていきます。子どもたちの斬新なアイディアに驚かされることも多々あ
ります。会議に出席することが難しい施設もあるので、様々な議題は宿題として持ち帰り、それぞれの
施設で実行委員以外のこどもたちも一緒に考えます。そうして生まれたのがスローガン「４３ magic
～一瞬の輝き～」です。千児協の加盟施設が集まり、みんなでマジックを起こそう ‼︎ という子どもの
気持ちが込められました。
　当日は、展示とステージ発表があります。展示コーナーには、子どもたちの書いた書道や絵、作品が
展示されました。廊下には、各施設を紹介する新聞がずらり。意外と職員も他施設のことは知らないの
で、真剣に読み入ってしまいました。
　そして、メインのステージ。こども実行委員の楽しい司会とともに各施設の発表がありました。1 施
設から複数のグループが発表してくださるところもありました。ダンス、トーンチャイム、劇、バンド
など。内容は様々。幼児さんから高校生、そして職員まで大活躍でした。
　実行委員の子どもたちは、照明、音響、誘導等裏方でも大奮闘。普段の生活ではあまり見ることのな
い姿を見ることができました。
　参加者数の減少や実行委員不足など課題は山積みですが、こどもたちと共に準備ができる行事とし
て、このこども文化祭が継続されることを願っています。
　最後になりましたが、実行委員として準備にあたってくださった職員のみなさん、そして子どもたち
に感謝の言葉を送りたいと思います。ありがとうございました。

旭ヶ丘母子ホーム　石井  沙絵

平成２５年度総会及び学習会が開催されました

第１３回 千児協こども文化祭
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～輝く未来につながる子ども達の基盤づくりのために～

　ご存知の通り、平成２３年７月に「社会的養護の課題と将来像」が厚生労働省により取りまとめら
れ、「個別化」、「小規模化」、「地域化」をキーワードに、施設においては家庭的養護の推進のた
めの機能整備ならびに強化が指摘されました。
　私たち千葉県児童福祉施設協議会に集っている施設においても、これまでの子ども達への関わりか
ら施設養護における小規模グループによるケアや地域小規模児童養護施設などの家庭的養護の有効性
と推進の必要性を痛感していますが、それら機能強化においては各施設の財政的な側面に依拠するし
かなく県内の社会的養護全体にかかる基盤の脆弱性が益々懸念されます。このような状況に対して、
去る９月４日に千葉県・千葉市に対して平成２６年度児童福祉施設予算要望を行いました。紙面の関
係上、ここでは以下の要点にしぼりご報告いたしますが、皆様のご理解とご協力、ご支援をお願いい
たします。

  ①施設整備並びに機能強化のための資金について
　「施設整備を進めるため福祉医療機構借入金元金利息補給制度の復活あるいは、これに代わる新し
い補給金制度の創設」を要望しました。多くの児童福祉施設では老朽化により全面改築あるいは大規
模修繕等の施設整備が必要となっています。加えて、児童福祉施設最低基準の改定に伴い児童一人当
たりの居室面積が拡大されたことによる居室の整備、さらには被虐待児童や発達障害等により個別的
で専門的なケアが必要と児童のための心理療法室や相談室、さらには子ども達の健やかな育ちや将来
のためにその基盤となる親子関係を再度調整するための親子訓練室、ショートステイ専用室など様々
な機能を早急に整備する必要があります。しかしながら、現行の施設運営費・措置制度では財源に乏
しく、施設整備の計画が進まない現状があります。
　そこで平成１４年より中止されている施設整備を対象とした福祉医療機構から資金の借入における
元金および利息の補給制度の復活を県に要求しました。このことにより、現在計画中だけでなく財政
的な理由から断念している各児童福祉施設の施設整備と機能強化を促進させたいと考えています。

 ②千葉県・千葉市としての社会的養護の将来構想に向けて
　今日も各施設では子ども達と職員との暮らしが続いています。日々の暮らしが子ども達にとって安
心・安全な環境となることを目指しながら、時には当惑しつつも、子ども達のそばに寄り添い、彼ら
の人生を伴走しながら明るい未来のために我々は支援しています。これからもその暮らしが彼らに
とってより良いものとなるように私たち大人はさらなる準備を進めなくてはなりません。そのために
も、現状を早急に分析し千葉県・千葉市としての社会的養護の将来構想を明確にする必要があります。
またその際には、当事者である子ども達の代弁者として、千葉県児童福祉施設協議会のメンバーも加
えていただき、共に子ども達の輝く未来につながる基盤づくりを進めていきたいと考えています。

平成 26 年度児童福祉施設予算要望について
～輝く未来につながる子ども達の基盤づくりのために～
平成 26 年度児童福祉施設予算要望について
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　６月９日、木更津市の金田海岸にて第２３回母子生活支援施設交歓会が開かれ、千葉県内５施設が集まり、
潮干狩りを行いました。今回も夢まるファンド様にご支援いただき、楽しく行って来ることができました。
　これぞ潮干狩り日和というような晴天に恵まれて、広い潮干狩り会場に子どもたちは大はしゃぎ。熊手を片
手に一生懸命アサリを探していました。「あっ！！」と喜びの声が聞こえたと思ったら、実は貝殻だけでがっ
かりしていたり、「大きな貝を見つけた！！」と大喜びしたり、水遊びというよりも泥遊びに夢中の子どもた
ちもいました。そしてお母さんたちはそんな子どもたちの横で今日の夕飯にと必死にアサリを収穫していまし
た。驚くほどの大漁でした。

　今回も海の楽しさをたくさん感じることができる機会
となりました。アサリだけではなく、ヤドカリやカニな
どの発見もすることができ、母子で楽しそうに会話をし
ている姿はとても微笑ましかったです。帰りのバスで
は、「また行きたい！」「次はもっとたくさん取りた
い！」といった声があり、みんな大満足のようでした。
　このように今年も千葉県内の母子生活支援施設で集ま
ることができ、良い交流を持つことができました。そし
て、今回は場所も内容も変わりましたが、安全に終了す
ることができたことを嬉しく思います。ありがとうござ
いました。お疲れ様でした。

船橋市夏見母子ホーム　竹ノ内

第２３回母子生活支援施設交歓会
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平成２５年度協球技大会報告
　平成２５年度千児協球技大会が、８月１９日（月）に成田市大谷津球場、中台運動公園（体
育館）、北羽鳥多目的広場を会場に開催され、また２１日（水）には酒々井町運動公園にて
小学生ソフトボール大会も行われました。両日とも炎天下の中、最後まであきらめないでど
の競技も気温以上の熱戦を繰り広げていました。
　野球の部では、３チームによる総当たり戦で行われ、螢雪学園、富浦学園、生実学校が
参加しました。各施設、一勝一敗と実力はほぼ均衡。得失点差で富浦学園が優勝し螢雪学
園の連覇を阻止した形になりましたが、どの施設が優勝してもおかしくない素晴らしい激
闘でした。
　ソフトボールの部では、去年より多い６チームによるトーナメント戦で行われ、子山ホー
ムが見事に優勝し、準優勝かずさの里、３位滝郷学園という順位でした。
　また卓球の部では、参加人数が過去最多を更新する１７０人というさらに大規模な卓球大
会になりました。今年は団体戦に参加する施設も男女共に増え、男子の部では滝郷学園が頂
点に立ち、準優勝は生実学校、３位には旭ヶ丘母子ホームＡでした。
　女子の部では、決勝戦で同じ施設で戦うという圧倒的な強さを持った螢雪学園が優勝Ａ
チーム、準優勝Ｂチームと順に並び、３位に滝郷学園という順位でした。

　すっかり秋めいてきた今日この頃、関係者の皆様、球技大会お疲れ様でした。
　滝郷学園では、体育館で卓球の練習を行っていました。風の影響を受けないようにと窓を閉め
切って練習に取り組んでいたので、幸いにも猛暑続きであった夏の日差しを避ける事は出来まし
たが、サウナと化した体育館での練習は大人だけではなく子ども達にとっても、大変な日々だっ
たかと思います。しかしながら卓球への興味を持つ子が増え、練習時間が迫って来ると男女問わ
ず「早く練習しようよ」と言う元気な声が聞かれ、圧倒されると同時に私自身、嬉しくも感じて
いました。
　練習の成果を発揮出来て喜んでいる子、思うような結果が残せず悔しさを滲ませている子や
苦手な打ち方に挑戦出来た子と様々でしたが、それぞれが次に繋がる貴重な経験を得ていたよ

うです。
　最後になりましたが、このような機会を頂
きありがとうございました。今後ともよろし
くお願い致します。　

　　　　　　　　　　滝郷学園　釜屋亮介

卓　球
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平成２５年度協球技大会報告
　２１日に行われた小学生ソフトボールでも、富浦学園が連覇を阻止する形で優勝、準優勝に子
山ホーム、３位に螢雪学園という結果でした。
　そして、今大会も多くの方のご協力とご支援を頂きました。千葉ロッテマリーンズ今江選手か
ら今江賞、スポーツドリンクを頂き、株式会社ＡＳＰ E（千葉ジェッツ）様からは各施設にＴシャ
ツの寄贈を頂きました。
　また炎天下の中、快く審判を受けて頂きました船橋野球協会、千葉県ソフトボール協会、千葉県卓
球連盟、渋谷幕張教育学園幕張高等学校付属中学校卓球部、東京学館野球部の皆様には、早朝よりご
協力頂き心より感謝申し上げます。
それから、係員の方々にも事前の役員会より準備・運営に携わって頂き、係員の協力なくして成
り立たない大会だと改めて感じました。各施設から多くの係員を派遣して頂き、ありがとうござ
いました。
　最後に今大会も大きな怪我や事故等なく、無事に大会を終えることが出来たことをご報告させ
て頂きます。

野の花の家　遠藤　憲吾

　子山ホームの小学生はほとんどの子がソフトボールの練習をほぼ
一年通して行なっています。冬以外は平日の朝練習（登校前）もあ
り、生活リズムを作る事も目的とされており、練習の中でソフトの
技術はもちろんの事、挨拶・返事・我慢等を注意されながらも学ん
でいきます。近隣の市の大会にも出場し、試合の中で勝つ喜び負け
る事の悔しさを経験して日々育っています。
　そういった環境の中で育ってきた子達が多かった今年の中高生
チームは、普段は自分達の部活やバイトがあるため中々集まる事も練習も出来ないまま、夏の前と間に
野球とソフトボールの大会に二度出場しました。やはり練習が出来ていなかった事もあり、個々で活躍
する子はいるもののチームとしてのまとまりには欠けていて結果としてはついて来ず、今年三度目の大
会となった千児協球技大会では、少しずつではありますがソフトの感覚が戻ってきていた事もあり、の
びのびとソフトボールを楽しみながら行なってもらえるようこちらとしてはほぼ応援という形の声掛
けで支援し、その上で結果がついてきた事は子ども達にとっては凄く自信になった大会だったと感じま
した。決して楽に勝てた試合ではなく楽しみながらも延長戦になった試合もあり、その試合でも途中で

諦めたりする子がいなかったことは応援している側としても嬉し
く思い、普段の生活では中々見られない姿でしたので非常に嬉し
く思いました。卒園していく子にとってもやれば出来る！と感じ
てもらえれば、今後卒園し生活していく中で自信になり本人の糧
になればと思います。
　最後になりましたが大会を開催していただいた関係者の方々にこ
の場をお借りしてお礼申し上げます。誠にありがとうございました。

子山ホーム　和田　直樹

ソフトボール
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はぐくみの杜君津

児童養護施設　びっき

　２０１３年９月１日に君津市糠田にて県内では１８番目の児童養護施設として産声をあげ
ました。建物は敷地内に木造２階建ての家が６軒あり、それぞれの家に６～７名の子どもた
ちが暮らします。また、生活スペースのほかに、地域交流スペース、ＯＢＯＧ帰休棟、親子
宿泊棟などもあります。私たちは「尊ばれ、癒され、育まれる」の基本理念のもとに、子ど
もたち一人一人をかけがえのない存在とし
て尊び、安全で安心した生活を継続するこ
とで癒し、当たり前の家庭生活の営みを丁
寧できめこまやかに繰り返すことで生きる
力が育まれる場となることを目指します。
　親鳥がひなを羽で包みこむように、私た
ちも子どもたちをしっかりと育み、健やか
な成長ができるよう支援していきたいと思
います。

　はじめまして。
　平成２５年１０月１日、開所となり
ました、児童養護施設「びっき」と申
します。
　ちょっと変わった名前だと思われた方
がいらっしゃると思いますが、「びっき」
とは「かえる」のことです。子供たちは
やがて巣立ち、いつでも帰れる居場所が
あるんだよ !! 帰れる場所、居る場所、そ

んな思い、意味を込めて「びっき」いう名前に決めました。
　「おたまじゃくし」から「びっき」へと初めの一歩を子供達、職員とで歩み始めていき
ます。
　今後も沢山の皆様の御力を御貸し願いながら、初心を忘れず前に進んでいきたいと思って
おります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

社会福祉法人博和会　理事長　芳賀沼　博
児童養護施設　びっき　施設長　芳賀沼幸枝

新規施設紹介
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望みの門ピーターパンの家

子ども家庭支援センター「オレンジ」

児童家庭支援センター・こうのだい

　ＪＲ内房線上総湊駅から徒歩１分、２階建の一軒家が通称「ピーターパンの家」です。テー
マカラーは緑。子どもたちの健やかな成長を願って、電話・来所・家庭訪問に加えてメール
での相談もお受けします。また、１階のフリースペースは大きめのプレイルーム。どなたに
も自由に使っていただけます。お散歩途中に持参のお弁当で一休み。子どもたちが遊んでい
る間にママ友さんでガヤガヤ井戸端会議。気になることは相談員に気軽に相談。専門相談は
２階の相談室やプレイルームでゆっくり時間をかけて伺います。子どもも大人も一人一人を
大切にする、「子どもにまつわるよろず相談所」でありたいと願っています。近くにお越し
の際は是非のぞいてみてください。

　子ども家庭支援センター「オレンジ」は、ＮＰO法人子ども家庭サポートセンターちば（通
称オレンジの会）が母体となっています。主な活動として、里親支援とコモンセンス・ペア
レンティング（ＣＳＰ）の実践と普及を行っています。里親支援活動では、山菜採り、キャ
ンプ、キノコ狩り、クリスマス会、餅つき大会等の行事、研修会やサロンの開催等さまざま
な行事を企画運営しています。ＣＳＰでは、近隣市と連携して母親グループを開催していま
す。また、ＣＳＰの里親グループを開催しています。その他、親子を対象としたアート教室
と歌の教室を定期的に開催しています。スタッフは、所長（相談員兼務）、相談員２名、心
理担当職員１名、庶務１名の合計５名です。

　「児童家庭支援センター・こうのだい」は、本体施設である国府台母子ホームの一室を相
談室として平成２５年４月に開設しました。相談をするというのは、なかなか難しいもので
す。相談する場所に行く、電話をかけることにもエネルギーが要ります。いろいろな思いを
うまく話せない、なんて話したらいいんだろうと悩む方もいらっしゃいます。顔見知りの方
が普段と違う顔をしていらしたらこちらから声をかけてお茶を飲みながらお話しを伺った
り、自宅へ訪問をしたりしています。
　どなたでも気軽に立ち寄れる場所となれるように、地域のよろず相談所となれるようにと
思っています。

新規施設紹介
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　今年度も慌ただしく過ぎ、あっという間に年度末となりました。
　毎年の様に異常気象と言われ、今年度も豪雨や竜巻、大雪等
の自然災害が各地で続いています。
　こども達と安心して暮らせるよう、日頃からの訓
練や防災対策を十分に行い、
　地域の方々とも協力し合いながら、万全な体制で
備えていきたいと思います。

聖愛乳児園　久我　悦子

温かいご支援
ありがとうございます

　去る平成２5 年６月２１日、ほうゆうキッズホーム施設長の安齋和夫（あんざい  かずお）先
生がご逝去されました。
　安齋先生は千児協の制度施策委員の委員長や児童家庭支援センター部会長を歴任されるな
ど、本会の事業推進に深くご尽力いただきました。
　ここに先生の在りし日のお姿とそのご功績を偲び、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

訃　報

※尚、各行事毎への寄付は行事・企画委員会にお問い合わせください。

平成24年度寄付招待一覧表
№ 企　業　名 内容 分　類

1 ゴールドマンサックス サッカー観戦 招　待

2 千葉県文化振興財団 文化公演 招　待

3 セカンドハーベストジャパン 野菜・冷凍食品 寄　付

4 株式会社千葉ロッテマリーンズ 野球教室・施設訪問 招　待

5 煙火協会 花火 寄　付

6 ㈱キッズシティジャパン キッザニア東京 招　待

7 ㈱トータルシンク 観劇ご招待 招　待


