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生長の家神の国寮

生長の家神の国寮

「職場改善宣言」

私たち生長の家神の国寮の職員は、未来ある子どもたちのため、「凡事徹底」
の精神で職場改善にあたることを宣言します。

１，挨拶（礼儀）
社会生活を営むうえで挨拶（礼儀）の必要性を再認識し、職員間のみならず、
関係機関や来所した方へも挨拶（礼儀）を徹底して行います。また、子どもた
ちにも挨拶（礼儀）の大切さを教え、常に相手をおもいやる心を育みます。

２，環境整備
子どもたちが生活する場所は基より、職場内外の整理、整頓、掃除を心がけ
ます。修繕が必要な場合には速やかに管理者に報告するなど、担当ホームに限
らず常に施設内の環境整備を意識しながら業務を行います。

３，地域とのつながり
地域での子育て・見守り活動に積極的に参加します。全職員が子どもたちの
通う学校は基より、自治会・お祭り・スポーツ活動・塾・アルバイト先まで施
設児童が関わりのある地域とのつながりを大切にしながら、子どもたちの支援
を行います。

４，プラス１
仕事（業務 作業 職務）を行う上で、常にプラス１を意識します。通常の
仕事の他に自分が周囲の人や物に対しても良い働きができるように自己改革
に勤めます。その為の努力は惜しみません。
例）・相手をおもいやる心 ・職場をおもいやる心 ・将来の自分への投資
・将来の職場への投資・・・など
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概要
1．生長の家神の国寮設立の経緯と沿革

（１）公益財団法人生長の家社会事業団及び生長の家神の国寮設立の経緯
生長の家創始者 谷口雅春先生は、大東亜戦争敗戦後の日本の惨状を憂い、日本復興のための社
会貢献活動をする目的で生長の家社会事業団を設立されました。谷口雅春先生は設立に際して
『生
命の實相』の著作権等を基本財産として寄付され、昭和 20 年 11 月 14 日付けで東京都知事に対
して、設立発起人代表として財団法人生長の家社会事業団の設立を申請し、昭和 21 年 1 月 8 日
に設立を許可されました。
生長の家の児童福祉事業は、戦争で家も身寄りも失った戦災孤児達を、港区赤坂にあった花嫁
学校の「家庭光明寮」に収容して養護・養育した「生長の家神の国寮」事業がその始まりです。
その後、昭和 23 年６月１日に「生長の家神の国寮」は児童福祉法に基づく養護施設として認可
され、建物の老朽化に伴い昭和 41 年 8 月 1 日に国立市富士見台に移転して、現在に至っていま
す。

（２）公益財団法人生長の家社会事業団の目的及び事業
この法人は、創立者谷口雅春の日本救国・世界救済の宗教的信念に基づき、諸種の社会事情に
よって生じた要保護児童の収容及び生活指導並びに宗教的情操教育による児童の育成その他児童
又は青少年の健全な育成を行うとともに、世界各国の宗教聖典等の収集、調査研究、編纂、保存、
公開、各国語翻訳、著作権保護及び出版物の刊行普及等により、国際相互理解の促進、信教の自
由の尊重及び社会文化の振興を図り、その他社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るための文
化科学的研究の振興普及に寄与し、並びにこの法人の目的・事業に協賛する本邦及び世界各国団
体との親善提携を促進し、もって社会厚生事業並びに社会文化事業の発展強化を図ることを目的
とする。
（
『公益財団法人生長の家社会事業団定款』より抜粋）

（３）生長の家神の国寮の基本方針
○ 生長の家神の国寮は、児童福祉法に基づく民間児童養護施設として、児童の権利擁護と福祉
の増進を図り、地域福祉とりわけ児童福祉の発展に努める。
○ 生長の家神の国寮は、創始者谷口雅春先生の児童教育の理念である「子供の神性・仏性を礼
拝」する「生命の教育」にのっとり、児童ひとりひとりを大切にする「人間尊重の精神」で養
護・養育に全力を尽くす。
○

職員は、愛情と信頼と受容的雰囲気の中で、児童の個性・適性を尊重し、児童が安心して自

立する心、他を思いやる心、感謝する心を豊かに育て、家庭への復帰、社会生活への出発が円
滑に行えるよう養育に努める。
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沿革史（児童養護施設生長の家神の国寮の歴史）
昭和２０年９月 創立者谷口雅春先生のご指示で戦災孤児を港区赤坂の旧家庭光明寮に収容。
昭和２１年１月 財団法人生長の家社会事業団が設立認可され、初代理事長に谷口雅春先生、
理事に谷口輝子先生、寮母に三田栄美就任。児童定員 30 名。
昭和２３年４月 藤原安子（旧姓森）寮母に就任。
昭和２３年５月 谷口清超先生第二代目理事長に就任。
昭和２３年６月 児童福祉法による養護施設生長の家神の国寮の認可を得る。
昭和２３年８月 秋田重季第三代理事長に就任、寮長を兼任。
昭和３０年１月 清都理之第四代理事長に就任、奥田寛寮長に就任。
昭和３１年１月 片岡直子寮母に就任。
昭和３１年３月 生長の家神の国寮の増築を行い、児童定員 50 名になる。
昭和３２年２月 清都理門第五代理事長に就任。
昭和３３年３月 清都理之第六代理事長に再任。
昭和４１年８月 財団法人本部及び養護施設生長の家神の国寮を国立市富士見台に新築移転。
昭和４２年３月 中神学寮長に就任。
昭和４４年４月 天皇陛下より「神の国寮」に対し御下賜金を賜る。
昭和５０年 12 月 国井主友寮長に就任。
昭和５４年７月 半田大定第七代理事長に就任。
昭和５９年７月 竹下玲児寮長に就任。
昭和６２年７月 生長の家神の国寮施設のサンルーム増改築。
昭和６３年４月 江守大定（旧姓半田）寮長に就任。
平成 元年４月 生長の家神の国寮施設のサンルーム増改築。
平成 ２年６月 生長の家神の国寮施設の鉄筋３階建て別棟新築。
平成 ３年６月 生長の家神の国寮施設の食堂を拡張し調理員休憩室を新設。
平成 ４年４月 水谷正寮長に就任。
平成 ４年 12 月 吉田武利第八理事長に就任。
平成 ７年１月 安積友成第九理事長に就任。
平成 ８年４月 隣接する生長の家国立道場(借用)を、施設補完設備として活用。
平成１０年１月 松下昭第十代理事長に就任。
平成１２年 11 月 松下昭寮長に就任。
平成１７年４月 国立市谷保にグループホーム「プラムフィールド」開設。(国型)
平成１８年４月 国分寺市東元町にグループホーム「欅の家」開設。(都型)
平成１９年３月 立川市富士見町にグループホーム「さくらんぼの家」開設。(都型)
平成２１年３月 府中市北山町にグループホーム「ひまわりの家」開設。(国型)
平成２２年４月 本園にて小規模グループケア事業の開始。児童定員 52 名になる。
平成２４年４月 内閣総理大臣より公益財団法人に認定。
平成２４年６月 新本体施設が竣工する。
平成２６年３月 久保文剛第十一代理事長に就任。荒地光泰寮長に就任。
平成２７年４月 既存建屋一階を改修し、みんなの広場「こすもす」の運用を開始する。
平成２９年４月 國弘昭義寮長に就任。
3

２．児童養護施設生長の家神の国寮の基本理念
＜基本理念＞
◎ 子どもの「最善の幸せ」のために、寄り添い、支援します
◎ 子どもに宿る天分を信じて、「讃嘆の言葉」で引き出します
◎ 子どもに「年中行事」を通して日本の伝統文化を伝えます
＜めざすべき施設像＞
生長の家神の国寮は、子どもも職員も笑顔はじける〝幸せ感いっぱいの施設〟をめざ
します。具体的には、
① いかなる措置理由によって入所してきた子どもでも、行き届いたインケア・
アフターケアを通して必ず幸せな人生を創造できるんだ！という信念のもと、
子どもたちに「生きる自信と勇気」を培ってあげられる施設でありたい！
② 職員同士が支え合い、讃え合い、認め合い、子どもに寄り添い、子どもとと
もに生長し、いつも幸せな笑顔いっぱいの職員のいる施設でありたい！
この二つは、コインの裏表でありましょう。子どもの幸せな人生は、幸せな職員の満
面の笑顔からしか生まれないと信じるからです。
「人間は幸福になるために生まれてきた！」ー生長の家神の国寮の職員は、いかなる
環境に育った子どもが措置入所されてこようとも、この信念で子どもたちを受け止め、
抱きしめ、受け入れ、愛することを誓います。心をひとつに、子どもたちが「この世に
生まれてきてよかった！」と感謝できるような「幸福感」を与えることができる養護養
育に全力で取り組む所存です。

＜基本理念の説明＞
◎子どもの「最善の幸せ」のために、寄り添い、支援します
私たちは、『児童憲章』の前文に示された「児童は人として尊ばれる」「児童は社会
の一員として重んぜられる」「児童はよい環境の中で育てられる」という言葉の重たさ
を心に刻み、専門職としての誇りをもって養護・養育にあたります。それは、日常の
生活をともにする「養育」と「援助」の中で、何気ない日々の２４時間の生活そのも
の（衣食住）を、子どもたちに安堵感を与えるような質のよいものにしていく不断の
努力に他なりません。
〝安心すれば、安定する〟〝安定すれば、前を向ける〟
被虐等、さまざまな事情によって施設入所を余儀なくされた子どもたちにとって、
「生活」を通してのかかわりの全てが、子どもの心身の成長、こころの癒しと生長に
直結します。子どもの人格形成に不可欠の「安心感」と「信頼感」を持てるよう、私
たちは安心の生活と信頼できる人間関係の回復に全力を尽くします。

◎子どもに宿る天分を信じて、「讃嘆の言葉」で引き出します
私たちは、創立者谷口雅春先生の提唱されれた教育理念である「生命の教育」を実
践します。具体的には、子どもに宿る〝天分〟（〝神性・仏性〟）を礼拝し、長所を
認め、長所を伸ばす「褒める教育」の実践です。そのために、私たちは「和顔・愛語
・讃嘆」を実践します。
〝いつも言っている言葉が信念となり、信念が人生となる〟
明るい笑顔（和顔）と花びらがふりそそぐような善き言葉（愛語）と讃嘆によって、
子どもに宿る〝神性・仏性〟を引き出すことを日々の養育の中で実践します。

◎子どもに「年中行事」を通して、日本の伝統文化を伝えます
私たちは、日本の長い歴史に培われてきたよき伝統・文化を大切にし、後世に継承
することをめざします。具体的には、年中行事を通して日本の家庭のイメージを子ど
もたちに伝え、将来、よき家庭人となるよう導きます。さらに、社会の一員として、
ボランティアや地域行事等にも積極的に参加し、「愛他のこころ」を涵養します。
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3．児童養護施設の環境
（１）所在地・環境
１．生長の家神の国寮本体施設

※自己所有

所 在 地

東京都国立市富士見台２−３９−１

敷地面積

１２８５．９４㎡

建

物 【既存建屋】
構

造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根２階建

床面積：１階２８６．１１㎡、２階２６６．１４㎡
【本体施設】
構

造：鉄筋コンクリート作陸屋根３階建

床面積：１階４７３．１０㎡、２階３８９．２６㎡、３階３８９．２６㎡
構

成

一階には事務スペース、会議室、応接室、医務室、及びセラピールームが
あり、自立訓練室二箇所を備えている。二階には「ひだまり」「枇杷の家」
の二ホームを、三階には「太陽の家」
「みつばちの家」の二ホームを設けて
おり、それぞれ定員６〜８名の小規模グループケア事業を展開している。

２．プラムフィールド

※賃借 （地域小規模型グループホーム）

所 在 地

東京都国立市谷保

契約面積

１３６．７４㎡

構

鉄筋ＡＬＣ地上２階

造

３．欅（けやき）の家

※賃借 （施設分園型グループホーム）

所 在 地

東京都立川市羽衣町

契約面積

１６１．６６㎡

構

木造２階建

造

４．さくらんぼの家 ※自己所有 （施設分園型グループホーム）
所 在 地

東京都立川市富士見町

敷地面積

約２００．００㎡

建

１４２．９４㎡

物

５．ひまわりの家 ※賃借

（地域小規模型グループホーム）

所 在 地

東京都府中市北山町

契約面積

１１３．０５㎡

構

木造２階建

造

６．常勤職員構成（令和２年４月見込み）
正副施設長・・・・・・・・・・・ ３名
事務員・・・・・・・・・・・・・ ２名
児童指導員・保育士等・・・・・・３８名
管理栄養士・・・・・・・・・・・ １名
心理職・・・・・・・・・・・・・ ５名（非常勤４名含む）
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４．令和２年度 施設運営方針
生長の家神の国寮は、国の認可を受けた公益財団法人生長の家社会事業団が児童福祉法に基づ
き運営する児童養護施設であり、社会の公器としてその責務を果たしています。
創設者谷口雅春先生は、７４年前、焼け野原となった東京・赤坂の地で戦災孤児をはじめ多く
の児童を愛育されました。私たちは、その愛深いお心を忘れることなく、いかなる子どもも受け
入れて見放さないとの〝変わることのない信念〟をもって日々の生活支援に取り組みます。
また同時に、ケアニーズの高い入所児童が増え、施設の高機能化、地域化、多様化が求められ
る中、私達自身も日々生長し〝変わっていく〟ことが求められています。そのような〝改革の時
代〟において、私達は、子どもの最善の幸せのために、以下の施設運営方針を掲げて日々の養護
養育に取り組みます。

１．令和２年度運営方針
＜基本方針＞
児童養護施設に求められる３つの機能の強化充実と「新体制」の実現をめざして
○ 児童養護施設が大切に育んできた子どもと大人（養育者）の日々の営みである「個別養
育機能」を充実強化する。その基盤となって支えるのが「支援拠点機能」であり、施設の
組織マネジメント、人財育成、〝働き方改革〟（ケアワークの質の向上と職員の心身の健
康に配慮した勤怠管理・シフト作り・メンタルヘルス）を推進する。さらに、高度な養育
技能を身につけた施設職員による地域の要保護・要支援家庭・児童等への支援である「地
域支援機能」の強化充実に取り組む。
○ 令和３年度にスタートする「新体制」（双子ホームの完成、本体施設定員３０名・地域
小規模児童養護施設定員１８名、看護師・医療的ケア職員の新規配置等々）の実現に向け、
職員一丸となって取り組む。

(１) 「個別的養育機能」の強化充実をめざして
ー職員は高度な養育技能を身につけた養育のプロ集団となる！
①

②
③

「全職員ケアワーカー宣言」ー施設全体でONE TEAMとなって養育支援を行う。
全ての職員が、それぞれの職域の専門性を高めるとともに、子どもに寄り添う「ケアワ
ーカー」としての養育技能を磨き、職域を超えて生活支援を行う。
各ホームでホーム長を中心に「チームケア」を実践する。
（養育方針の共有と養育者を孤立させない「チームケア」）
ホーム長・ホーム職員（養育者）を支える組織体制を構築する。
（ホームのケアワーカーに寄り添う重層的ケア体制）

(２) 「支援拠点機能」の強化充実をめざして
ー施設マネジメント、人財育成、働き方改革の推進
①

「施設マネジメント」の推進
・組織体制の整備：指示系統の明確化と「報告･連絡･相談」の徹底
・高機能化：ケアニーズの高い児童の進捗状況を短期的に速やかに確認する「ドクターを
含めたケースカンファレンス」を毎月開催し、アセスメント力を高めるシス
テムを構築する。
② 「人財育成」（人財の確保・育成・定着）の推進
・人財の確保：年間を通じた職員募集の実施
・人財の育成：組織的・計画的な研修計画の策定と実施
・人財の定着：職員の個別的育成計画の策定と待遇改善
③ 「働き方改革」の推進
・ケアワークの質の向上と職員の心身の健康に配慮した「勤怠管理」と「シフト作り」
・施設における「メンタルヘルス」実施のためのプログラムの策定
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(３) 「地域支援機能」の強化充実をめざして
ー施設職員による地域の要保護・要支援家庭・児童等への支援
① 施設が地域・社会で担うべき「地域子育て支援事業」の意義を全職員が共有し､365日24
時間、児童の養育支援にあたっている施設職員（養育のプロ）として､地域の子育て支援
の各種ニーズに応えていく。
② 国立市からの委託事業である「ショートステイ事業」（宿泊型・日帰り型）の継続発展
をめざし、「要支援ショートステイ」の実施に向けた準備に取り組む。
③ 里親家庭への訪問支援や里親の研修受け入れ等の里親支援事業を継続発展させていく。

＜運営方針＞
① 組織・施設運営
○ 法令や児童福祉のニーズに基づいて、業務の適正化および標準化を図る。
※「個別養育機能」の充実強化をめざし、本園GH統括主任の下、本園の４ホームを担当
する副主任と４つのグループホームを担当する副主任を配置し、各ホーム長と協働して
児童支援の標準化を進める
○ 施設の理念、方針を明確にし、全職員がこれを尊重する。
※理念・方針の共有・深化をめざし、職員一人一人が施設理念・方針を自らの言葉で語る
ことができるための「理念研修」を実施する。
○ 第三者評価・東京都指導検査の評価結果を共有し、これに基づいて運営改善を行なう。
○ 職員採用方針・計画を策定し、人材の確保・定着・育成を図る。
〇 全職員が施設の代表として、礼節をもって関係機関、団体、地域住民等と関わる。
② 高機能化
○ ケアニーズの高い児童の進捗状況を短期的に確認する「ケースカンファレンス」を毎月開
催する。
※本園ＧＨ統括主任の下、ケースワーク担当副主任が「ケースカンファレンス」の実務を
担当し、児童精神科医、治療指導担当職員、個別対応職員、当該ホームの担当職員、そ
の他関係職員を構成メンバーとする。
※「ケースカンファレンス」において決定された治療方針に基づいて、児童精神科医、心
理士、その他職域が介入し、治療的養育を推進する。
○ 本園４ホームの機能強化をめざし、本園担当副主任の下、「個別対応職員」を本園支援員
として配置する。
③ 権利擁護
○ 常に子どもの最善の利益を考慮し、子どもの意見を踏まえた養育・支援を行なう。
○ 施設内外の研修等を通じて全職員が人権感覚を磨き、日常の支援を点検する。
○ 第三者委員の配置をはじめとする苦情解決のシステムや『子どもの権利ノート』の活用等
により、子ども自身が意見を表明しやすい環境をつくる。
〇 「人権擁護チェックリスト」を用いて、施設内の取り組みを点検・改善する。
④ 生活支援
○ 子どもの安全・安心を第一義とし、暴力のない施設を実現する。
※暴力によらないコミュニケーションを児童が習得するための支援を行う。そのため、
本年度、セカンドステップ・CAP等の実施に向けた準備として職員を対象にした研修を実
施する。
○ 常に清潔・安全・快適な生活環境を整え、生活の質を高める。
※管理栄養士がケアワーカーと連携して「食」の充実を図る。
○ チームケアを推進し、子どもと職員集団の信頼関係に基づいた養育・支援を確立する。
⑤ 自立支援
○ 子どもの「強み(ｽﾄﾛﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ)」に着目し、「強み(ｽﾄﾛﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ)」を認め伸ばす支援を
めざすとともに、日々の生活の中で自己選択・自己決定を可能な限り尊重する。
※自立支援計画書に各児童の「強み(ｽﾄﾛﾝｸﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ)」を盛り込む。
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○ 子どもの意向を踏まえた「自立支援計画書」の策定により、子ども自身と職員が展望を共
有する。
○ 「職業指導員」は「自立支援CO」と協働・連携してキャリア支援を行う。
※キャリア支援の一環として、本年度も寮内の畑作りを継続して行う。
※外部機関と協働して、
児童一人一人の特性を知る機会を提供するような取り組みを行う。
○ 家庭復帰・養育家庭委託が適当とされる場合を除き、高校卒業を最低限度として入所支援
を継続する。更に、高校卒業後も必要に応じて措置延長を活用する。

⑥ 退所後の相談・援助
○ 施設退所後の孤立の防止を第一義に、全ての退所者を対象に相談・援助の体制を整える
ことをめざす。これについては、入所中から全児童に対して説明を行なう。
※社会的養護自立支援事業の継続と退所後の相談援助の取り組みを強化する。
○ 退所後の援助計画や援助記録、アフターケア実施状況等を用いて、可能な限り退所者の
生活状況の把握・共有・可視化に努める。
○ 「自立支援に関する施設としての考え方の柱」作りに着手し、「アフターケア実施要項」
にそって必要な相談・援助を実施することをめざす。これらはそれぞれのニーズにそって、
必要な社会資源と退所者をつなぐことを第一義とする。
⑦ 家族支援
○ 家庭復帰が望めるか否かにかかわらず、子どもの安全が保てる限りにおいて家族との関係
を最大限に尊重し、手紙や電話等の通信、面会、外出、一時帰宅、学校行事への参加等、
交流の機会を確保する。
※ケアワーカーは家庭支援専門相談員との協働で保護者の状況を把握し、児童や関係機関
と調整を行う。
※新たに児童・家族向けに施設生活や決まりが分かるパンフレットを作成する。
○ 家庭復帰に向けては家庭の養育環境の改善に向けた支援を他機関と連携して行い、措置事
由の再発をはじめとするリスクへの対応を充分に検討する。
○ 家族との関係について、子どもが適切な理解を得られるように必要な支援や説明を行な
う。交流が途絶えた場合も、その理由について子どもに責任がないことも含めて説明し、
フレンドホーム・個別交流ボランティア等の活用を含めて代替支援を検討する。
⑧ 地域・里親支援
○ 国立市の子どもショートステイ事業（宿泊型・日帰り型）を引き続き受託する。
○ 「要支援ショートステイ」実施をめざし、本年度、地域子育て支援部門に心理士を配置す
る。
○ 児童の通園通学している幼稚園・小学校・中学校との連絡会を定期的に開催する。
○ 地域の行政・福祉・教育機関等との協働関係を構築し、地域の子育て支援ニーズを把握す
る。
※国立市の要保護児童地域対策協議会に引き続き参画する。
○ 施設が地域・社会で担うべき役割を明確にし、全職員共有の下で実践する。
※「子育てひろば」「地域食堂・おいしい時間」を引き続き開催する。
○ 里親支援専門相談員を配置し、関係機関と連携しながら里親支援の業務を行う。
⑨ 人材育成
○ 職員個々の強みが活かされ、長く働き続けることがきる職場環境をつくる。
○ 施設内研修をはじめ、職員個々の目標に沿った施設全体の研修計画を立案する。
○ 施設内で、「新人研修」「チューター会議」「ホーム長研修」の三層の研修を実施し、そ
れぞれのスキルアップと意識の向上につなげる。
○ 個別の職員の目標や施設からの役割・期待に沿って、施設内外の役割を担うとともに、計
画的に研修等へ参加する。
○ 各職員の職歴・職種・経験を活かしたOJTや学び合いの仕組みを整備する。
⑩ 機関等連携
○ 学校・児童相談所・子ども家庭支援センター等の関係機関とは適切に情報を共有し、児童
支援に関わる協働関係を構築する。
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※学校や児童相談所とは適切に情報を共有し、意思疎通の場を充分に確保する。
〇 ケアワーカーは関係職員と協働して関係機関との連携を図る。
○ 全国児童養護施設協議会や東京都社会福祉協議会児童部会をはじめとする業界関連組織
の活動に積極的に関与・協力し、全体的な運営水準の向上に貢献する。

⑪ 社会啓発
○ 実習生やボランティア等の積極的な受け入れを通じて、開かれた施設運営を行なう。
○ 地域や関係機関（研究機関や報道機関を含む）からの問い合わせには、児童のプライバシ
ー保護をはじめ必要な配慮を行なった上で適正に対応する。
○ ホームページの活用、サポートペアレント等の支援者拡大の活動、各種学習会への積極的
な参加等によって、社会的養護への理解を広める。

２．令和２年度の重点課題
本年度の事業計画の重点課題として、以下の３点を掲げます。

①

令和３年度「新体制」確立のため、人財の「確保」「育成」「定着」に全力で取り組む

私たちは、令和３年度に「新体制」をスタートさせる。具体的には、①「双子ホーム」の運
営開始、②地域小規模児童養護施設(国型ＧＨ)３ホーム体制の確立、③各ＧＨの職員数４名体
制の実現、④本体施設定員３０名体制、⑤看護師・医療的ケア職員の新規配置による機能強化
の推進。
そのためには、職員の増員が急務であり、｢年間を通じての職員確保｣に総力をあげて取り組
む。また、本年度も、｢チューター制度｣を活用し、職員が一致団結して｢施設理念｣を共有し｢生
長の家神の国寮｣の職員としての誇りをもって、ケアワーカーとしての専門性を更に高めていき
たい。〝育てる人を育てる〟ことこそ人財育成の要であり、新規採用した人財への手厚いアプ
ローチを日常的に行いながら、施設全体で更なる人財の「確保」「育成」「定着」に取り組む。

②

子どもへの生活支援の質の向上のための「働き方改革」の推進

生長の家神の国寮の掲げる職員の理想像は、「情熱(Ｐassion)」と「使命(Ｍission)をもっ
て「行動(Ａction)できる人物。
こうした職員像を実現するため、私たちは専門性を高めるとともに、OJT、OFF-JT、SDSの目
標を設定して、ケアワーカーとして子どもへの生活支援の質を高めていく必要がある。そのた
めに、｢ケアワークの質の向上｣と｢職員の心身の健康増進｣をめざして、｢働き方改革｣を更に推
進する。具体的には、｢かぶり勤務｣による職員の孤立化の防止と相互研鑽の機会を増やすこと、
｢職員個々の心身の健康に配慮したシフト作り｣による働きやすい健康的な明るい職場作りをめ
ざすことが肝要である。とりわけ、本園・ＧＨともに経験豊富な副主任・主事を配置してホー
ム長の相談を受けるとともに､勤務表作成の統括責任者に松本副施設長を任じ、ホーム長と連
携して勤怠管理を行いながら、職員の心身の健康に配慮したシフト作りを実現する。

③

施設の「高機能化」「地域化」に向けた具体的取り組みと〝チームアプローチ〟の促進

｢高機能化｣の具体策として、ケアニーズの高い児童の進捗状況を短期的に確認する「ケース
カンファレンス」を毎月開催する。本園･ＧＨ統括主任、ケースワーク担当副主任のもと、児童
精神科医、治療指導担当職員、個別対応職員、当該ホーム担当職員等を構成メンバーとして協
議を重ね、決定された治療方針に基づいてケアワーカー、心理士、その他職域が協働して治療
的養育を推進する。また、今後、「フォスタリング機関」の設置の検討や里親への支援要請が
増えることを見越して、「里親支援専門相談員」を「地域子育て支援担当副主任」に任じ、更
に、地域の要支援家庭・児童の増加に対応する「要支援ショートステイ」の準備として、地域
子育て支援部門に心理士を配置する。
更に、施設として〝チームアプローチ〟の促進に取り組む。とりわけ、職員間の情報共有と
協働、「報告・連絡・相談」の徹底である。そのために、何より大切にしたいことは、職員同
士の「和顔」「愛語」「讃嘆」の実践である。笑顔（和顔）で挨拶を交わし、相手を活かし尊
重する明るいプラス言葉（愛語）が語られ、互いのストロング・ポイントを認めて褒める（讃
嘆）！お互いを認め合い、支え合い、讃え合い、尊敬し合う、そんな〝笑顔溢れる神の国寮〟
を創出しよう！
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５．東京都社会福祉協議会児童部会への参加

令和２年度も東京都社会福祉協議会児童部会に積極的に参画する。江戸っ子杯スポーツ
大会の企画・運営、各種研修の企画・運営、児童養護が直面する課題について調査・実践
研究、行政への制度提言、情報交換等、様々な活動の企画・運営に参加をし、社会的養護
事業の発展と向上に寄与するとともに自己研鑽の機会ともする。また、当施設の代表とし
て参加し、他施設の状況や取り組みを学び、当施設の機能向上のために役立てる。具体的
な活動については、以下の通りである。
● 施設長会並びに従事者会運営委員会への参加
① 児童部会主催の施設長会並びに従事者運営委員会への出席
② 総務部、研修部、調査研究部、制度政策推進部のいずれかに所属し、各部の目的や
方針に沿って活動を行う。主な活動内容については以下の通り。
※総務部：江戸っ子杯スポーツ大会や児童部会の行事等の企画・運営を行う
※研修部：新任研修、中堅研修、基幹的職員研修等、各種研修の企画・運営を行う
※調査研究部：児童養護が直面する課題について調査・研究を行う
※制度政策推進部：児童養護の現場の意見を集め、制度や情勢の学習をしながら行
政への予算提言等を行う。
● 職能別会への職員参加
保育士指導員会並びに書記会・給食研究会の各会に職員を派遣し、行政からの情報や情
勢を把握し日常業務に反映させ施設サービスのクオリティーを担保する。行政との緊密
な協働や、同一職種間における連携や実践研究を行い社会的養護事業の発展向上に寄与
する。
● 児童養護施設問題検討委員会設置の各種委員会に参加をする事によって政策提言を始
め、行政機関との緊密な協働により社会的養護事業の発展向上に寄与する。また自己研
鑽の機会として活用し、当施設の機能向上のために役立てる。
《令和元年度参加実績委員会》
・里親制度支援委員会
・グループホーム制度委員会
・子育て支援事業委員会
・リービングケア委員会
・自立支援コーディネーターグループ
・専門職委員会
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児童部会組織図
【施設長会】

【従事者会】
運営委員会

幹事会

【職能別会】
保育士・指導員会
書記会
給食研究会

【特別委員会】

里親制度支援委員会

苦情処理委員会

グループホーム制度委員会

児童養護施設問題検討委員会

子育て支援事業委員会

子どもの権利擁護委員会

自立支援コーディネーター委員会

自立援助ホーム分科会

専門職委員会

ＦＳＷグループ
ジョブ・トレーナーグループ

心理職グループ
看護師懇談会
人材対策委員会
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研修部

調査研究部

制度政策推進部

施設長委員会

総務部

部会総会

部会委員会

施設長

Ⅱ．運営管理

公益財団法人
生長の家社会事業団

１．公益目的事業の概要
（事業体系図）

公１健全育成事業

公２精神文化振興事業

児童養護施設
生長の家神の国寮

ショートステイ
ホーム・おひさま

子育て広場
子育て相談

欅の家

枇杷の家

さくらんぼの家

太陽の家

ひまわりの家

みつばちの家
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里親支援

一般閲覧・著作物の紹介

ひだまり

児童福祉法に規定する
「子育て短期支援事業」

谷口雅春先生
記念図書資料館

書籍・映像・音源等の収集保全

ﾌﾟﾗﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

本体施設

地域子育て
支援事業

谷口雅春先生報恩全国練成会

グループホーム

第二種
社会福祉事業

各種法人行事の開催

第一種
社会福祉事業

谷口雅春先生
報恩全国練成道場

2．組織体系図
【公２ 精神文化振興事業】
谷口雅春先生報恩全国練成道場

法人本部

評議員会

理事長
副理事長
事務長

理事会

谷口雅春先生記念図書資料館

監事

【公１ 健全育成事業】
児童養護施設生長の家神の国寮
施設長
副施設長 (働き方改革担当)
副施設長（地域化担当）

地域子育て支援部門主任

児童支援部門主任

副主任
副主任
副主任
(地域子育て支援担当) (施設安全管理担当) (ケースワーク担当)
ショートステイ
ホーム「おひさま」
里親支援
子育て広場
子育て相談

防火管理者
食育・営繕担当

自立支援
計画書
作成ﾁｰﾑ
ケースカンフ
ァレンス
児童精神科医
治療指導担当
心理療法担当

副主任
(本園担当)

事務部門主任

副主任
(ＧＨ担当)

副主任

本園支援員

ＧＨ支援員

事務

【本園３階】
太陽の家
みつばちの家

【国型GH(双子ホーム)】
ひまわりの家
さくらんぼの家

会計

【本園２階】
枇杷の家
ひだまり

【国型ＧＨ】
プラムフィールド
【小規模GC地域型ホーム】
欅の家
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総務

令和三年度

スタート新体制
プラムフィールド
国型ＧＨ

みつばちの家
児童数５〜７名

枇杷の家

児童数６名
職員数４名

太陽の家
本園

児童定員２４名

児童数５〜７名

欅の家

児童数５〜７名

児童数６名
職員数４名

小規模ＧＣ地域型ホーム

ひだまり
児童数５〜７名

さくらんぼの家

事務所

国型ＧＨ

双子ホーム

施設長：副施設長：事務長・事務主事：基幹的職員：FSW2名：CO2
名：心理療法：治療指導：栄養士：里専員：個別対応：ＧＨ支援2名
子育て支援： ＋新規配置 看護師・医療的ケア職員

ひまわりの家
国型ＧＨ

地域支援部門

生長の家神の国寮本体施設定員
本園２４名＋小規模ＧＣ地域型６名＝３０名

総定員
４８名

国型ＧＨ（地域小規模児童養護施設）６名×３名＝１８名
14

児童数６名
職員数４名

児童数６名
職員数４名

おひさま

子 ど も は 神 が 育 て 給 う

