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鎌ホの子どもたちは、平成１５年３月竣工の新園舎のゆとりのあるマンショ

ン風の８つの家でそれぞれの生活を力強く営んでおります。

旧園舎は昭和４０年竣工でしたが、大きな一棟の建物でも、中は９つの家のア

パート風なものでした。その施設設備は、今となっては時代遅れのものでしたが、

アパート形式は、当時としては画期的なものでした。鎌倉保育園から鎌倉児童

ホームへの小規模グループケア（ユニットケア）の展開は、建物的には、アパー
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トからマンションへの進展でした。

ところで、国は今年度予算で｢小規模グループケアの推進」を打ち出しました。

最近の手厚いケアを要する児童に対しては、できる限り家庭的な環境の中で、職

員との個別的な関係を重視したきめ細かなケアが求められるとし、既存の施設に

おけるケア単位の小規模化を図り、これに対応した職員を配置するというもので

す。

具体的には、小規模なグループによるケアを行なう施設整備として、日常生活
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に必要な児童の居室、台所、食堂、浴室及び便所等のすべてがあるとともに、専

用の出入り口があることが望ましいとのことでありまして、１施設１か所に職員

１人を増員するというものです。

この条件を満たすのに多くの施設がご苦労されている中、当園は冒頭で｢マン

ション風の８つの家」と書きましたように、１施設１ヵ所ではなく、８つの家す

べてを対象にして職員８人の増員をしていただきたいところです。そうなれば、

学童のみの家の職員配置を２人から３人にできるからです ２人配置では 週の
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学童のみの家の職員配置を２人から３人にできるからです。２人配置では、週の

内、４日は１人勤務です。

とはいえ、この『明日へ』でもご覧いただけるとおり、鎌倉児童ホームは前進

第４号
社会福祉法人 聖音会 

 〒２４８－００１７ 

  神奈川県鎌倉市佐助１－６－６ 

  電話           ０４６７－２２－０４２４ 

  ＦＡＸ          ０４６７－２２－１７６６ 

 平成１６年７月１５日発行 

児童養護施設鎌倉児童ホーム 

（発行責任者 園長大久保稔）  

第３号 

鎌ホの子どもたちは、平成１５年３月竣工の新園舎のゆとりのあるマンショ

ン風の８つの家でそれぞれの生活を力強く営んでおります。

旧園舎は昭和４０年竣工でしたが、大きな一棟の建物でも、中は９つの家のア

パート風なものでした。その施設設備は、今となっては時代遅れのものでしたが、

アパート形式は、当時としては画期的なものでした。鎌倉保育園から鎌倉児童

ホームへの小規模グループケア（ユニットケア）の展開は、建物的には、アパー

トからマンションへの進展でした。

ところで、国は今年度予算で｢小規模グループケアの推進」を打ち出しました。

最近の手厚いケアを要する児童に対しては、できる限り家庭的な環境の中で、職

員との個別的な関係を重視したきめ細かなケアが求められるとし、既存の施設に

おけるケア単位の小規模化を図り、これに対応した職員を配置するというもので

す。

具体的には、小規模なグループによるケアを行なう施設整備として、日常生活

に必要な児童の居室、台所、食堂、浴室及び便所等のすべてがあるとともに、専

用の出入り口があることが望ましいとのことでありまして、１施設１か所に職員

１人を増員するというものです。

この条件を満たすのに多くの施設がご苦労されている中、当園は冒頭で｢マン

ション風の８つの家」と書きましたように、１施設１ヵ所ではなく、８つの家す

べてを対象にして職員８人の増員をしていただきたいところです。そうなれば、

学童のみの家の職員配置を２人から３人にできるからです。２人配置では、週の

内、４日は１人勤務です。

とはいえ、この『明日へ』でもご覧いただけるとおり、鎌倉児童ホームは前進

第４号



昨 年 年

き ご

の

で

間
一

と と

昨 年 年

き ご

の

で

間
一

と

夏期転住
去年の夏季転住は、今までの夏期転住をふり返り、心機一転し

てもう一度「自然と触れ合う」というテーマを重視しました。

夏季転住は普段と違った生活ができる機会です。自然にかこま

れて、クーラーがなくて暑かったり、虫がたくさんいすぎて嫌

だったり、電気やガスがなくて不便であったりという経験を通し

て 今の生活がどれだけ恵まれたものなのか 少しふり返ってみ
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心機一転ということで、従来と違った場所で、一泊にて行ない

ました。「小田原市いこいの森」というキャンプ場で、初日は高

校生も幼稚園も一緒になってドッチボールやバーベキュー、キャ

ンプファイヤーなど自然とのふれあい。二日目は希望によってグ

ループに分かれ「釣り」「探検」「ナイトハイク」「箱根５区

走」「海水浴」「サバイバルゲ ム」「わんぱくランド」などで
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今までの夏期転住は、園全体として動いていましたが、年齢差が大きい事から

それぞれの年齢層のやりたい事を充分に汲む事ができなかったり、全体で動くの

で大きな枠でしか活動できないなど、色々な制限がありました。この改善方法と

今年は「サマートライ」

去年の夏季転住は、今までの夏期転住をふり返り、心機一転し

てもう一度「自然と触れ合う」というテーマを重視しました。

夏季転住は普段と違った生活ができる機会です。自然にかこま

れて、クーラーがなくて暑かったり、虫がたくさんいすぎて嫌

だったり、電気やガスがなくて不便であったりという経験を通し

て、今の生活がどれだけ恵まれたものなのか、少しふり返ってみ

るいい機会になればと考えました。

心機一転ということで、従来と違った場所で、一泊にて行ない

ました。「小田原市いこいの森」というキャンプ場で、初日は高

校生も幼稚園も一緒になってドッチボールやバーベキュー、キャ

ンプファイヤーなど自然とのふれあい。二日目は希望によってグ

ループに分かれ「釣り」「探検」「ナイトハイク」「箱根５区

走」「海水浴」「サバイバルゲーム」「わんぱくランド」などで

思いっきり遊びました。子どもたちは朝4時から虫取りをしたり、

と

昨 年 年

き ご

の

で

間
一

と

夏期転住

今までの夏期転住は、園全体として動いていましたが、年齢差が大きい事から

それぞれの年齢層のやりたい事を充分に汲む事ができなかったり、全体で動くの

で大きな枠でしか活動できないなど、色々な制限がありました。この改善方法と
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毎日、子どもと関わる中で「こんな関わりをしたら喜ぶんじゃないか」「こんな

ことを一緒にやってみたいな」と感じる事が多いのですが、それを実行する場が

とても限られているのが現状です。今回、ほんのきっかけには過ぎませんが、心

の片隅にある「やってみたい」を実現する機会を目指します。

この夏、子どもたちに「何かに挑戦したり、試してみたりする」という気持ち
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夏祭り
２００２年度は仮園舎の手狭さから中断しておりましたが、新しい園舎が建ったこと

もあり、２００３年はまったく新しい気持ちで企画いたしました｡
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んによる、勝村道場が始まりました。２階講堂にて週２回、水曜日の１６時からはレ
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ング教室は鎌ホの子達だけなんですけど、いずれは地域の子達も呼んで指導したい。

施設の中に格闘技道場があって地域の子達が集まってくる、そういう状況を作りたい。
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が充実した時間を過ごしています。
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センター棟３階にある二つの宿泊室
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2階の講堂は、雨の日の子ども

の遊び場やクリスマス会･卒園式

等行事の舞台として使われていま
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仮園舎跡地が、２００３年から「子ど

も農園」として生まれ変わりました。本

田さんの御尽力を得て、昨年はたくさん

の大地の恵をいただきました
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今年度の取り組み・・・
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近年 個々の子どもたちのニーズや発達に対し 個別近年、個々の子どもたちのニーズや発達に対し、個別

に対応することが必要になってきました。多くの子ど

もたちが心のケアを必要とし、より特定の大人との愛

着関係の再形成や、信頼関係を築いていくことが重要

になってきています。

しかし職員の配置基準の基本は昭和５１年から変わ

らず、実質的には1人の大人が10人前後の子どもたちを

みるという厳しい状況です 職員の数が決定的に足り
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【みんなでステキな鎌ホを作れ！】
２００３年１１月に、『このホームの在り方・自分を問う』鎌ホモッ
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をとりました。そして多くの職員からの回答をまとめ、過去の振り返りを

経て、鎌ホモットーを作り出しました。

このモットーを踏まえ、子どもも大人もお互いを思いやって、毎日生活

を積み重ねています。もちろんこのモットーも絶対ではないので、常に新

しいものを考えつつ、時代のニーズに合った養護をしていきたいと考えて
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５、 課題に対してしっかり議論し、人間関係に悪影響させない。

６、 抽象的批判のみせずに、生産的なアイディア・改善案を出す。

７、 子どもとの関係性を重視し、ルール等共に作る意識を持つ。
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２００３年１１月に、『このホームの在り方・自分を問う』鎌ホモッ

トーアンケートを実施しました。「５年後10年後、どんな鎌ホの姿がステ

キだろう」「それには、今自分は何をすればいいのだろう？」などの質問

に、２００３年度から導入したパソコンを使ってアンケートに答える方式

をとりました。そして多くの職員からの回答をまとめ、過去の振り返りを

経て、鎌ホモットーを作り出しました。

このモットーを踏まえ、子どもも大人もお互いを思いやって、毎日生活

を積み重ねています。もちろんこのモットーも絶対ではないので、常に新

しいものを考えつつ、時代のニーズに合った養護をしていきたいと考えて

います。

鎌 ホ モ ッ ト ー

１、 みんなの為になるべく明るく元気につとめる。

２、 ステキな自己実現に向け目標・夢を持つ。

３、 温故知新・チャレンジスピリッツを大切にする。

４、 お互いの良さ・違い・経験を認め尊重し合う。

５、 課題に対してしっかり議論し、人間関係に悪影響させない。

６、 抽象的批判のみせずに、生産的なアイディア・改善案を出す。

７、 子どもとの関係性を重視し、ルール等共に作る意識を持つ。

８、 子どもが癒される場・目標を持って成長できる場となるよう

援助。

９、 適切なケアをするために、日々専門性（特に予防）を高める。

１０、ケアの標準化と個別化、裁量と責任の意味を理解する。

１１、社会的ニーズを理解し、職員チームとして役割と連携を大切に
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でも、それが人が暮らしている証拠。たくさんの子ども達と、ここに集った大人達が、

ここで共に生活している証だと思うのです。「汚れたらまたきれいにすればいい」と

おっしゃってくれるたくさんのボランティアさんにも協力していただいています。隅々
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