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児童養護施設とは

◆児童福祉法第41条より

児童養護施設は、保護者のない児童（乳児を除く、ただし、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には、乳児を含む。
以下この条において同じ。）、虐待されている児童その他環境上養護を要
する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した児童に対する相
談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

◆児童養護施設の数
全国 609施設 約3万人（H28.1０現在）

東京都 64施設 約3千人（H30.6現在）



入所児童について

•概ね2歳から18歳までの子ども。

•法改正で乳児院との年齢区別が弾力化されたこと、ま
た措置延長により、現在は0歳児から20歳までの措置
が認められている。

対象

•虐待を受けてきた子ども→83.5％
（うち、ネグレクトが64.5％と一番多い）

•親が精神疾患を抱えているケース→50％
【調布学園 H29年度】

入所

理由



児童養護施設の現状

要保護児童の

増加

•要保護児童の増加

•東京都の,民間児童
養護施設の年度末
の入所率は96.5％

•H29年度は定員以
上の入所も求めら
れた

•現時点で高齢児の
一時保護所は満員

家庭的養護の

推進

•GH・小規模グ
ループケアが都内
施設の定員の約7
割

•⇔一方で、施設を
小規模化すること
での課題も表出

早期家庭復帰の

推進

•早期家庭復帰を目
指す流れ

•短期入所の割合が
半数を占める状況

•調布学園の平均在
園年数：4.4年
（H29年度）



児童養護施設の課題（１）

①様々な困難を抱えた子どもたち
情緒的な問題 ： 34.5％

反社会的行為 ： 18.4％

非社会的行為 ： 25.9％

精神・発達的問題 ： 26.8％ （H24.6 育成支援課調査）

②親への対応の複雑化
保護者が全くいない子どもほとんどいない

精神疾患を持つ保護者、アルコール依存症、若年出産、

モンスターペアレント・・・



児童養護施設の課題（２）

③職員の少なさ・定着性のなさ
配置基準：国の定めた職員配置の最低基準

都加算：東京都は独自で配置の加算

＊都加算については、一部廃止になってしまい、30名施設では職員増はなし

＊小規模化を目指す際 複数体制確保には最低３：１以上 必要

変遷 配置
例 30人定員の場合の職員数

国 都加算

S51年～ 6：1 5人 6人

H23年～ 5.5：1 5.45人 6人

H27年～ 4：1 7.5人 7.5人



資料１ 東京都児童養護施設勤続年数

平均勤続年数：6.03年（H26.1 児童部会 調査）



児童養護施設の課題（３）

④早期に迫られる自立

＊ここ数年で東京都内の児童養護施設の進学率は上がってきているが、それでも

40％近い格差がある

＊施設退所者の高卒の正規雇用：男性:56.6％ 女性:33.9％（H30年度 現況調査）

大学等進学率 就職率

国
（H30年 学校基本調査）

79.7％ 17.6％

東京都
（H30年学校基本調査）

83.4％ 6.5％

東京都児童養護施設
（H30年 育成支援課調査）

44.3％ 47.8％



児童養護施設の課題（４）



社会福祉法人 六踏園
施設概要

◆社会福祉法人 六踏園

調布学園

第二調布学園

品川景徳学園

◆施設の特徴

同敷地内に二施設

中舎制（現在小舎制ユニットに改築中）

男女縦割り

児童会活動を中心に

幼児型グループホーム

地域との関わりを重視



施設形態と児童構成

【施設形態】

◆調布学園（63名）

現在改築中

学童寮（小学生～高校生）：13名×3寮

幼児寮 ：6名×1寮

グループホーム：6名×3寮

◆第二調布学園（57名）改築し新寮舎に！

二ユニット制学童寮

：（6+7）計13名×3寮

グループホーム：6名×3寮

【児童構成】

男児 女児 計

幼児 6名 11名 17名

小学生 23名 19名 42名

中学生 13名 14名 27名

高校生 15名 12名 27名

計 57名 56名 113名

11

H30年3月1日現在



日課 月～金曜日 土、日曜日、祝日

6:45
7:05
7:15

8:05
8:30
9:00
9:30
10:30
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30

起床・洗面
食事準備
朝食
登校準備・掃除
石原小・調布中登校時間
どんぐり保育登園時間
保恵幼稚園登園時間
打ち合わせ
どんぐり保育2歳児降園時間
保恵幼稚園午前保育降園時間
昼食
どんぐり保育3歳児以上降園時間
保恵幼稚園降園時間
おやつ（小学生は下校後宿題）
幼児入浴

7:30
8:00

13:00

起床・洗面
朝食
作業

打ち合わせ

☆夏季時間（4～9月）

17:30
18:00

19:00
～21:00
～22:00
～23:00

夕食準備
夕食
入浴（随時）
中学生 学習
幼児・小学生就寝
中学生就寝
高校生就寝

17:50 夕食準備
18:20 夕食

子どもたちの
毎日の生活



調布学園が大切にしている事

①職員全員が一人一人の子どもを

みていくという意識

担当職員だけでなく、事務員も調理員も

「直接処遇職員」である

②働き続けられる職場づくり

職員が長く働き続けることの意義

卒園して何年たっても、知っている職員がいるように



施設で働く様々な専門職

児童

ケア

ワーカー

調理員

事務員

心理

看護師

精神科医

FSW

自立支援

里親支援



児童養護施設における支援
児童養護施設とは、子ども達の「お家」です

自立支援

自立支援計画書の

方針に基づいて

支援をしていく

自立支援は生まれた

時から始まっている

日常支援

日常的な支援が

全ての基盤

ケアワークの中で

ソーシャルワークの

視点を持つことが重要

家庭支援・進学就労支援

支援の基本は

ケアワーカー

必要の応じて、FSW

里親支援・自立支援等

他の専門職と協業



子どもの特徴①

• 被虐児が多い→心に傷を抱えている子ども達

• 感情（特に怒り）のコントロールが苦手

• 言葉での表現が苦手で暴力的

• 力関係で人間関係をはかってしまう

• 負け・非を認められない

• 自傷的

• 投げやりな態度



子どもの特徴②

• 誰にでもベタベタする

• 全く愛着を示さない

• 積み重ならない（ように感じる）関係性

• 自分に自信がなく、劣等感を抱えている

• 勉強が苦手→学校不適応、不登校気味

• 発達障害を抱えている

• 精神障害を抱えている



調布学園の日常①

☆食事作りのお手伝い☆

調布学園の各GHでは、食事作りも寮
舎担当職員が担っています。食材選び
から調理までを子ども達の目に見える
ところで一緒に取り組むことで、より
家庭的な生活に近づいていると考えて
います。

日曜日の朝食づくりは中高生が輪番
制で担い、卒園後も視野に入れながら、
お味噌汁や煮物等を作ってくれます。
そんな中高生の姿を見ている小学生も、
「何か手伝うことある？」「これやり
たい！」と積極的にお手伝いをしてく
れます！



調布学園の日常②

☆宿題の光景☆

学年や学校はそれぞれですが、
高学年の子が低学年の子に漢字
の読み方を教えてあげたり、中
高生が音読をきいてあげたり、
たまには喧嘩もしつつ毎日宿題
に取り組んでいます。苦手なこ
と、面倒くさいことから逃げず
に向き合えるように、職員もな
るべく時間をとって一人ひとり
丁寧に宿題を見てあげたいと
思っています。



調布学園の日常③

☆休日のおやつ選び☆

休日に、自分のおやつを選

んでいるある日の光景です。

値段を確認してから商品を

持ってレジに並び、お金を渡

したりお釣りをもらったりす

る…そういう買い物の経験を

大切にしています。



調布学園の日常④

☆お絵かきブーム！☆

男の子たちは特にポケモン
にハマっているようで、「上
手に描けたよ！」と自信作を
見せてくれますが、新しいポ
ケモンが多くて職員はついて
いけていません・・・(笑)

みんなに上手にできたもの
を見せたくて壁貼り大会に発
展することもあります。

寮舎の中で一番年下の男の
子も他の子たちに影響されて
お絵かきに挑戦！



四季の行事①
小学校入学 七五三

日々子ども達はグングンと成長してたくましく、綺麗になってい
きます☆

いつの間にか思春期に入って口数が減ったりも…



四季の行事②
盆踊り 七夕

盆踊りは、卒園生や地域の方々が
来てくださいます。
七夕は、園内の竹を切ってみんなで飾つけ
地域の方が竹をもらいに来ることも



四季の行事③
海水浴 キャンプ

夏になると同学年グループで泊りがけのレクに行きます。
海・山・川遊び、沢登り、キャンプ、ラフティング、大島めぐりなど。
子どもと大人が一緒に楽しむ経験を大切にしています！



四季の行事④
中３ 受験勉強＆面接合宿

夏の行事で唯一異色。中学３年生は受験を控えて大学生とマンツー
マンで学習。面接練習はNPO団体の方からレクチャーと反復練習。
意外や意外、終わる頃には「もっと勉強したい」なんて言葉も。



四季の行事⑤
おもちつき

年末にはお餅つき。幼児さんから高校生
まで皆でお餅をついて「いただきま
す！」地域の方にお配りした時期も。



四季の行事⑥
園内の運動会

子どもも大人も一緒にパン食いならぬオヤツ争奪競争！
他にも、靴飛ばし、綱引き、玉入れ、かけっこetc…



園内クラブ①
お笑い ダンス

調布学園には複数の園内クラブがあります。
子ども達の大舞台。練習を重ねて本番当日。控室や舞台袖でもソワソワ。
失敗しても成功しても、いつか何かの糧になるかな？



園内クラブ②
アウトドア

アウトドアクラブでは、火おこしや
川遊び、テントでの宿泊を通し、自然
と触れ合い子どもたちの余暇活動の充
実を図ることを目的として活動をして
います。

地域のお友達を呼んで一緒にご飯を
作ったり、講堂の中で秘密基地づくり
をしたり、テントに泊まったり、海や
川に遊びに行ったりしています。いつ
もと違う体験はドキドキわくわくしま
すよね！

今年の夏には、海チームと川チーム
に分かれて、釣りをしましたよ！ 初め
て釣りをする子、今回こそ大物を釣る
ぞ！と張り切る子。とっても楽しい時
間を過ごしましたよ。



ボランティア活動①
理容 手芸

長年、みんなの髪を切ってくれているサロンのみなさん。
調布市社会福祉協議会からご紹介のあった手芸のボランティア



ボランティア活動②
里山体験 化学実験

八王子の里山で自然体験。木の枝にハンモック
や手作りブランコで、ハイジ体験。
製薬会社の方が化学実験。食材でスライム作り
や不思議ボックス作り。PCの寄付も🖥



ボランティア活動③
フラダンス 職業テスト

ハワイアンズの本場の先生に地域の方と一緒に子どもも大人も練習
地域のお祭りで発表会！（市役所前）
NPOの方が将来自分には何が向いているのだろう？を専用シートを
使いながら一緒に考えてくれています。社会人ってどういう感じか
という話もしてくださったりも。人生の先輩から学ばせていただいています。



ボランティア活動④
バイオリン 英会話

興味を持った子・やってみたい子が
グングン成長。もしかして絶対音感！？
なんて子も。
どんな芽を咲かせてくれるのでしょう。



ボランティア活動⑤
芸人さん 素話

ベテラン、駆け出しのお笑い芸人さんがコミュニケーション講座
おとぎ話や昔話を定期的にお話ししてくださっています。
本当に多様な皆さんのお力を借りて、子ども達の可能性を広げてい
ただいています。



お！今どうしているの？
卒園生が遊びに来てくれます☆

在園中に嬉しいことも大変なことも
色々と運んでくれる子ども達。
卒園後赤ちゃんを見せに来てくれたり
フラッと会いに来てくれたり。



新旧の園舎をご紹介①
外観

左が旧園舎で右が新園舎にな
ります。

3階建てになりました！



新旧の園舎をご紹介②
リビング

子ども6人と職員一名計
7名なので、一つのテー
ブルを囲める人数にな

りました！

子ども13名と職員1～
2名で毎日食事をして

いました



新旧の園舎をご紹介③
お風呂

大きなお風呂から
家庭的な雰囲気に

♪



新旧の園舎をご紹介④
トイレ

3か所のトイレが連なってい
たのが、完全個室になりまし

た！



新旧の園舎をご紹介⑤
居室

2～3人部屋から、
夢の

一人部屋になりまし
た♪



地域交流棟って？
「繋げよう！地域の力～ちょこっと つどう 憩いの〝わ″～」

を目指して…

・敷地内に200名程度
が入れる地域交流棟を
建設予定

・地域食堂や各種居場
所事業等ができる場所
として貸し出すことを
検討しています☆

・防音設備も検討中！



さいごに

調布学園・第二調布学園は

いつでも施設見学、ボランティアさん

ご寄付、ご寄贈を募集させて頂いています♪

１１月～１２月でクラウドファンディングを

行い沢山のご支援も頂けました。

新しい園舎も是非見ていただければと思

いますのでお気軽にご連絡ください。

ツイッターやホームページもございますので

ご覧いただければ幸いです！

職員一同



ご清聴
ありがとうございました！

ＨＰ www.chofugakuen.com/

Twitter https://twitter.com/chofugakuen

Facebook
https://www.facebook.com/chofugakuen/

http://www.chofugakuen.com/
https://twitter.com/chofugakuen

