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社会福祉法人みどり自由学園

平成30年 3月発行

編集者中野智行
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著書ご挨拶 理事長堀川 清

昨年も多くの児童虐待の二ユースがながれ、残念ながら死に至ったケースも相当数ありま した。

記事を読むと涙がながれますが、「ひどい親だな」と読み捨ててしまいがちです。私たち自身にまだ

まだ子育てが個人や家庭の問題であるとの気持ちが強く、社会のみんなが取り組まねばならぬ問題

であるとの認識が身についていないように思います。

児童養護施設みどり自由学園は直接要保護児童の養育に携わるだけでなく、児童相談所や地元自

治体およびボランティアの人々と協力して、 緊急時の児童の保護、 里親支援、児童のシ ョー トステ

イ、そして地元児童の集いの場提供など幅広く社会的養護の一端を担っています。

今年は地元住民の方々のご協力を得て松阪地区に地域小規模児童養護施設 「美鈴の家」を開設し

ます。定員6名のささやかな施設ですが、児童養護に対する更なるご理解を進め、周辺の里親活動の

支援及び地域の社会的養護の推進に役立つ拠点として発展することを願っています。

今年も、創立68年目を迎えるみどり自由学園の活動への、皆様のご理解とご支援をお願い申し上

げます。

みどり自由学園の近況 施設長中野智行

平成29年度は三重県内の児童養護施設で初めての委託一時保護専用ユニットみらいを開所し運営

を始めました。当初、一時保護の利用がなくてどうなっていく んだろうと心配していた5月の連休明

けにようやく委託がありました。以後順調に受け入れがあり、様々なケースを通じて一時保護につ

いてたくさんのことを勉強させていただきました。

昨年8月には新しい社会的養育ビジョンが示され、児童養護施設にも更なる多機能化、高機能化が

求められています。平成30年度には都道府県推進計画の見直しも予定され、三重県内の社会的養護

が変革していきます。そんな中でみどり自由学園は地域小規模児童養護施設美鈴の家を開所します。

津、松阪それぞれの地域で児童養護施設が地域の児童福祉の拠点となるように、今までにない大き

な取り組みに対して職員一問、若い力を結集して精 杯取り組んでまいります。

.一時保護室みらいの現況について 瀬戸咲代

平成29年 4月にみどり自由学園本園 新館 1階に開設しJたしました

「一時保護室 みらし¥Jです。毎年一時保護委託が増加しております。

ユニットの中に一時保護委託児童も混合で生活しておりましたが、措置

入所児童も一時保護児童もお互いの安心・安定を保障することの必要性

を感じ、平成29年より一時保護委託事業を分けることにしました。 時

保護室みらいは、 4人定員の女子ユニットであり、小規模ユニットの生

活の中で観察・アセスメン卜ができることが特徴です。また、 就学前の

幼児さんであれば男児も引き受けております。なるべく家庭に近づける生活を提供することを大切

にしており、ユニットで食事を作っており

ます。また、小学生以上のお子さんには学

習・運動・工作の時間を平日は提供してい

ます。入所児童に関しては、 児童相談所の

一時保護所同様に行動診断所見等の観察所

見をフィー ドJ¥ックしており、処遇方針の

一助になればlと思っております。

-・.・. .・.11.‘ . ・・ ・・・・.、-
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.本園のユニット紹介
なでし之
なでしこグループは中学生 2名、高校生 4名の計

6名の中高女子ユニットです。一人ずつに居室か用
意されており、居室で落ち着いて過ごす事が出来ま
す。また、リビングにてみんなでわいわいテレビを見
たり、テスト前にはみんなで勉強に取り組んでいる
姿も見られます。それぞれが勉強や部活、塾や習い
事に励んで。います。中高生グループなので自主性を
大切にしています。児童の意見から、ここはこうし
たい、ではそのためにどうしたら良いかなどみんなで
話し合って決める事も大切な経験だと思し¥定期的
に子ども会議を実施しています。
配膳の準備や掃除なども自ら手伝ってくれ、とて

も助かっています。日用品や服などの買い物に一緒
に行ったりして、物の値段や買い物の仕方などの知
識を身につけていければと思っています。中高生で
すので出来る事の幅も増えていきます。少しずつ自
立に近づいていくのでたくさんのことを経験してほ
しいと思っています。

ちゅーりつδi
ちゅ一りつぶグjレープは小学二年生女児一人、一

年生一人、幼稚園年長組男児一人、未生園児の五
人で構成されています。

幼稚園児、未就園児がいるため主に基本的な生
活習慣の目立に取り組んで』います。お箸や茶碗の正
しい持ち方や食事時の姿勢、入浴方法、排油、歯磨
き・手洗いなどの衛生、着脱など、子どもとの関わり
の中で身につけていってほしいと思っています。子
どもにとってはちょっとうるさく感じるかもしれませ
んが、この先に本人のためになるよう繰り返し言葉
がけしています。いつか分かってくれる日がくるはず
です (笑)

子どもたちの楽しみもたくさんあります。香は夢
くじら公園で体し1っぱい動かして、夏は流水プル
で大はしゃぎ、紅葉の秋は色づいた木々の中での/¥ー
ベキュ一、ふれあうことができる動物園で餌やり体
験。子どもたちの意見を聞きながら自分たちで出か
ける場所を決めています。寒い時期でもありますが、
年度末のグループ外出は何処へ出かけましょう。今
からワクワクしているようです。

@〆・.J..

Smile ..・・..・・・・.・・.

来年度の進学、入園、進級に向けて期待を持ちな
がら学習意欲も高まってきました。下校前に居残り
学習、学園でNPO法人の先生による学習支援、下校
後の宿題にも頑張っている様子が伝わってきます。
年度末に近づくにつれグループも落ち着いてきて

おり、この一年で全員の成長を感じとることができ
ました。さらなる成長を願って子ども共々職員も成
長して支援に頑張っていきたいと思っています。

コスモス
コスモスグループは中学生 1名、小学生 2名の女

児グループです。児童の数が少なく、落ち着いた雰
囲気の中で子ども一人ひとりに合わせた生活支援
を行っています。みんな外遊びが大好きで、リレ一、
鬼こlっこ、一輪車など、毎日のように園庭を思いっ
きり走り回り遊んでいます。また、子ども自身の
「やりたい !Jとし1う気持ちに応え、小学生の 2人
は今年度からスイミングやダンスといった習い事を
始めました。最初は泳げなかった児童がクロールを
泳げるようになっていたり、また地域のお祭りのス
テージでは堂々とキレのあるダンスを披露してくれ
たりと、私たち職員も子ども達の成長を日々嬉しく
感じながら見守っています。

ときに喧嘩もありますが、お互いを気に掛け、年
長児が年下児童の勉強を見てくれたり、年少児が
上手に年上 2人に甘えたりとこちらがほっこりする
場面もたくさん見られます。少人数ではあるものの、
毎日笑いのたえない賑やかなグループです。

ひまわり
小学生・中学生・高校生男子 7名のグループです。

ただ一人の小学生は、大きい児童から刺激を受け、
計画性をもって物事に取り組むことが出来つつあり
ます。

また、大きい児童達は思春期の男児ということも
あり、各々葛藤を抱えていますが、それを乗り越え
ようと登校して行く後姿を見送り、また、慣れない
バイトに精を出し自立に向けて頑張っている姿を見
守りながら、大変なこともありますが、社会に出て
行く準備が整うよう職員の奮闘が続いております。
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分園のユニット紹介
巽の家
美の家は本園のすぐそばの一軒家に小学生4人、

中学生1人の女子児童5人で生活しています。外
で遊ぶのが大好きでどんなに暑い日でも寒い日
でも、元気に外へ出かけていき鬼ごっこやド ッジ
ボール、なわとび、自転車などで毎日楽し く遊ん
でいます。雨の日でも将棋や人形遊び、遊び方を
自分達で考えるなど工夫して楽しんでいるよう
です。また勉強にも意欲的に取り組んでlおり、そ
れぞれ思い描く夢があるようでそれに向かつて
頑張っています。

また夏にはキャンプに行ったり、 動物園、水族
館等色々な所へ出かけたりもしています。
全員仲がよく、笑いの絶えない毎日を過ごしてい
ます。

恵の家(地域IJ¥規膜児童書護施設)
たんぽぽグループは元気一杯の小学生男児 6

人のグループです。遊びに食事もちろん勉強と、
何をするにも精一杯やっています。歳の近い男の
子同士ぶつかり合う事もありますが大好きなお
やつを食べたらすぐ仲直りします!スポーツ活
動にも力をいれており、野球にスイミジグなど毎
日頑張っています。職員、 パー トさん、子どもた
ちと食卓を囲み毎日ワイワイ楽しく食事をして
います。
毎年楽しい行事がたくさんあり、夏は海でキャ

ンプをしたり、みんな大好きな水族館や動物園へ
行ったりもします。

また、地域小規模のユニットですので地域の中
で生活をともにさせていただいています。こl近所
さんとの挨拶やゴミ出し、 回覧板を回すなど¥本
体施設では今までなかったことも体験するよう
になりました。地域の方々に温かく見守っていた
だきながら成長ができていること、本当にありが
たく思っています。これからも三筋地区の避難所
委員や地域行事などに参加し、地域に根ざした活
動を続けていきたいと思います。

みA1c手、一生懸命、じよフずl乙作晶を作コていまef。

Smile ----・.・・・・.・・.

新任職員紹介

笠船戚宍:尊い命は10月10日38週で未熟な赤ちゃ

んが母親から分離されオギl ヤ~と誕生。完全依

存が親と赤ちゃんの紳が深まり「こころの土台」

が形成する。 両親から得ることができず、子ど

もの権利において家庭が最も自然な生育環境で

あるが様々な理由で子どもへの虐待、更に子ど

もの命まで奪っている昨今。「子どもを主人公」

にした多様な「育ちの場」をいかに確保してい

くかを職員全員の知識と知恵を生かしてより良

い対応方法を生み出していきたい。

IJ¥ rUII擾実:学園で働かせて頂き、早一年が経と

うとしています。子ども達との関わりの中で、

悩むことがたく さんありますが、先輩方の子ど

も達の関わり方を見て学び、また、先輩方の丁

寧なア ドバイスを頂くことで勉強しています。

まだまだ未熟者ですが、元気と笑顔を忘れず、

子ども達を楽しませていきたいです。いつか先

輩方のような頼りあるお姉さんになることが目

標です。みどり自由学園ファミリ ーの一員とし

て今後も頑張っていきます。

岸雷澄 :みどり 自由学園で働かせていただき一

年が経ちます。先輩方の関わ り方やア ドバイス

を吸収しながら日々勉強しています。 子どもた

ちとの関わりで悩むことや大変なこ ともありま

したが、反対に嬉しいことや楽しいこともあり

ました。少しずつ余裕が出来てきたので、自分

のグル プだけでなく他の子ども達との関わり

丸増やしていくことが今の目標です。まだ未熟

者ですが、これからも先輩方を見習いながら子

ども達と一緒に成長していきたいです。

関口知子 :入職し、早半年が過ぎま した。子育

てを経験しているものの、家庭的支援の難しさ

を感じています。 今の自分に足りないところは、

子どもたちを自立へ導いていく力。思い悩む日々

ですが、先輩職員を規範とし、多くの学びがあ

ります。自分に出来ること は限られますが、子

ども達が心豊かに成長していけるように精一杯

頑張っていきたいと思います。

-・.・. .・・ Ia、.・ ・・ ・・E・. 、...... 
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.財務諸表

平成28年度の法人の経営状況(総括表)

資産の部

当年度末

流動資産 71.158，227 
預金 48，991，514 
事業来収金 16，998，126 
末比E金
来収補助金 4，631，600 
前払金 400，227 
仮払金 136，760 

百定資産 456，039，538 
|基本財産 325，701，777 

土翠，物也
48，859，862 
276，841，915 

|与の抽出回宮宙産 130337，761 
構築物 5，147，676 
重酒運掛具 2，712，394 
器具及び備品 7，029，644 
建設仮勘定

ソフトウ工ア l3，752 

退与職の給抽付出靖司|守当資宙産産
9，082，946 

106351，349 
l資産の部ム十 527，197，765 

寄付者御芳名、寄贈者御芳名

(平成29年度)

乙部三筋自治会様

幸平悠史様

野原みどり様

福浦ひとみ様

樋廻千尋様

中川恵美様

村井美代様

三栄会様

力ヤパシステムマシナリ一様

日本基督教団阿漕教会様

梅田祐行様

津カントリー様

公益財団SHG財団様

公益財団SBI子ども希望財団様

益川和子様

NPO法人夢シート様

松菱百貨庖様

日立製作所親切会中部支部様

キング観光サウザン卜津庖様

国際ソロプチミスト 三重アイリス 様

ビルメンテナンス協会様

赤塚植物園様

榊原みずすまし会中尾兼隆様

楽天CSR 様

力 プスジャパンフードドライブ様

ドクタ一平津様

三重県共同募金会様

CBCころんちゃん募金様

0...・.J..

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

前年度末 増減

69，275，580 1，882，647 |流動負債

25，258，500 23，733，014 事業未払金。 16，998，126 1年以内返済予定設備資金借入金

43，758，137 '43，758，137 未払費用。 4，631，600 預り金

258，943 141，284 職員預り金。 136，760 
仮宮与受金引当舎

416，140，936 39，898，602 宣定負債

267，463，316 58，238.461 設備貰金借入金

8，859，862 40，000，000 
長退期隠給運付宮資引金当借金入金

258，603，454 18，238，461 
148，677，620 18339，859 |負債の部合計

4，594，565 553，111 
828，270 1，884，124 基本金

6，320，420 709，224 国庫補助金等特別積立金。 。その他の積立金

68，752 ，55，000 
次(期う繰ち越当期活動活動増減増差減額害額)9，191，876 108，930 

127，673，737 21，322388 |純資産の部合計

485，416，516 41，781，249 負債及び純資産の部合計

:読売新聞伊藤様

j上宮寺様

; (欄チュチュアンナ様

(株)ユナイト三重様

朝日屋様

(槻 日本外食システム開発岡田様

吉田真希子様

黒川十兵衛様

プロジェクト品川様

サティスホーム様

フィリップモリス合同会社様

水谷忠明様

河合卓子様

日本鏡餅組合様 ・
井村屋様

観樹院様

フードビジネス経営研究会様

附竹屋様

日本出版販売 (槻様

ぎゅうとら様

パンビの会様

Needs corporation (株)様

欄前川農産様

全国シャンメリー協同組合様

稲葉ふみ様

丸亀産業株)様

ショクブン (槻 4菜
石 倉 様

デラクルーズロリータ様

永井玲子様

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位円)一 一 ・.，
負債の部

当年度末 前年度末 増減

17，472，042 17，062，127 409，915 
4，804，242 4，464，441 339，801 
2，660，000 2，660，000 。

2，701，601 2，701，601 
36，085 '36，085 。 。

7，800 。 7，800 
10，000，000 7，200，000 2.800，000 
17，062，946 19，831，876 2.768.930 
7，980，000 10，640，000 2，660，000 。
9，082，946 9，191，876 ー108，930
34，534，988 36，894，003 2359，015 

純資産の部

36，988，050 36，988，050 。
91，238，026 78，102，951 13，135，075 
106，351，349 127，673，737 ，21，322，388 
258，085352 205，757，775 52，327，577 
31，005，189 33，023，124 2，017，935 
492.662.777 448522.513 44，140，264 
527，197，765 485，416，516 41，781，249 

詳しくは、みどり自由学園のホーム
ページにて情報公開しております。

原口信三様

百五銀行様

力マス様

特定非営利活動法人

フード)¥ンク三重様

野田様

赤川様

西口茂様

ワ力ヤナギ様

田川様

坂口様

匿名様多数

(掲載は順不同)

社会福祉法人みどり自由学園は、

地域の皆様のご厚志・ご寄付に

より運営を支えて頂いておりま

す。誠にありがとうございます。

今後とも、何卒よろしくお願い

致します。 みどり自由学園

社会福祉法人みどり自由学園

干514-0016
三重県津市乙部33-5
TEL:059-226-3022 
FAX:059-223-3830 
e-mail・

midori-jiyuu@bronze.ocn.ne.jp 
公式HP

http://www.midori-jiyu.or.jp 
公式blog・

http://s.ameblo.jp/midori-jiγuu 


