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２ 運 営 方 針

一般的・常識的な「日常」が、入所世帯の「日常」とは限らないということを念頭に置き、表面的な見方ではなく、慎重に、隠れた問題を見つめ、根本的な解決を目指し
た、思いやりに満ちた関わりを心がけることで、母子が本当の意味での元気をとりもどせるよう努める。

３ 主な事業内容
（１）施設整備事業

（１）施設整備計画
①居室修繕
1,000千円
②給湯器取替
350千円
③居室照明取替
100千円

（１）施設整備実績
①居室修繕
②給湯器取替
③居室照明取替
④キューピクル筐体修繕及び周囲舗装
⑤除雪機購入（車体カバー付）
⑥インターホン更新工事
⑦内線電話交換工事（事務室）
⑧物置設置及び既設移設工事

（２）事業活動

（２）事業活動
◎母親支援事業
・あったまろうDAY

（２）事業活動
◎母親支援事業
・家族の夕食のひと時を、ごちそうを提供することで、心通わせあたたまる時間を設けた。記
念日などにリクエストする家庭が多かった。子どもと職員が盛り付けをし、居室で家族写真を
撮り思い出の１枚とし母子関係構築の一助となった。
・毎月1回×12ヶ月 一食１００円で２品を提供し、家事負担を軽減することに繋がった。８割
以上の家庭が利用された。
・毎月第4日曜日１０時～１６時、年間通して実施した。母親のリフレッシュの時間を提供し子
育ての負担軽減に繋がった。また園児さんの様子を確認するで、虐待防止にもなった。
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事 業 計 画
事 業 実 績
１ 基 本 方 針 児童福祉法の「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるように努めなければならない」「すべての児童はひとしくその生活を保障され、
愛護されなければならない」の規定にのっとり、唯一母子で入所できる児童福祉施設として、児童の心身共に健全な育成を母と共に目指して、様々な事情で困難な環
境に陥っている母子が、生活力と、精神力を取り戻し、自信をもって、力強く地域で自立していけるように支援する。

・惣菜DAY
・リフレッシュ保育保育

８８８千円
０千円
３２千円
７５３千円
８０８千円
２９２千円
２８６千円
４４３千円

◎児童支援事業
・学童保育

◎児童支援事業
・春休み・夏休み・冬休みを中心に実施した。午前９時～午後２時まで児童を１階共有スペー
スで保育し、学習支援や各種行事を通して、協力することや対人関係を学ぶ場を提供した。
午後２時～午後６時までは見守り保育をし、児童の安全確保と信頼関係構築につながった。

・すずらん教室

・低学年と高学年に分かれて、和み庵にて学習支援を行った。提供したドリルや宿題に取り
組む姿があり学習定着に繋がった。外部講師（アルバイト）を雇い職員は児童送迎と見守り
を行った。

・おやつ提供

・毎月1回実施した。手作りのおやつを提供することで、児童も楽しみに帰ってくるようになっ
た。また給食の無い日には軽食を提供する等柔軟な提供をした。

◎施設環境事業
・ブルインファーム

◎施設環境事業
・季節の野菜を栽培し、入所者様へ提供した。行事食の食材として野菜を使うこともできた。
学童保育中は当番制で水やり等も行った。入所者様と一緒に収穫することもあった。
・施設内外の環境維持に努めた。また退所家庭より花の苗を頂くこともあり、お花を通してア
フターフォローをすることにもつながった。コスモスプロジェクトによる黄色いコスモスの苗作
りも行った。

・花いっぱい運動

◎地域連携密着事業
・ブルーインター版ネウボラミニ

・つながるプロジェクト

・ブルーインター広報室

４ 安全管理・衛生
管理

◎地域連携密着事業
・専門職（臨床心理士・社会福祉士）を相談窓口にし、他施設を訪問し当施設を知っていた
だくよう努めた。地域の、ひとり親家庭、DV被害者、生活困窮者等の相談窓口として、社会
的資源の一つである当施設を活用していただくための相談業務は定着できなかったことが
課題となった。
・Boooの活動を通して各保育園や児童センターを訪ね、施設理解や母子支援の紹介を行っ
た。また、そうめん流し等では学校の先生や近隣の児童にも参加していただいた。コスモス
プロジェクトともからめて、こどもたちと、地域に花の苗を配ったり、草取りをした。 点滅信号
のところのお地蔵様周辺の管理にも気を付け、通行される方にお花を楽しんでいただけるよ
うにした。地域の方から使ってくださいと、お花の苗をいただくこともあった。
・教育委員会、学校、保育園等へ向けた、施設説明を目的とした訪問伺い文書の作成と、
Boooのポスター作成を行い、施設の理解と周知を図った。

・入所時と年に2回母子の健康診断を嘱託医により実施する。
・年に2回母子の尿検査等実施する。
・手作りおやつや惣菜ディなどの事業のため、職員も検便を実施する。
・職員の健康診断を年1回実施する。

・施設の義務として、管理簿に基づき、受診の徹底を図った。
・声掛けを繰り返し、回収日までに提出をしてもらった。
・調理業務に携わる職員全員を対象に毎月実施した。
・職員の健康診断に基づき、産業医へ健康相談を行い職員へ返した。
・安全点検監理分担表に基づき、各担当職員が各担当課所の点検を実施する。 ・安全点検管理分担表に基づき、点検を実施した。
・月に２回点検を実施した。年に1回の遊具安全点検も５月に実施した。
・大型遊具の点検を実施する。

５ 防災・火災、救助 ・消防設備の定期点検
体制
・隣接する施設との合同緊急避難訓練の実施
・施設の避難訓練は月1回の実施を徹底

・9月と2月に消防用設備等（特殊消防用設備等）点検を実施した。うち1回は消防署へ提出
した。
・役割分担の確認を行う中で、ブルーインターは自施設の役割以外には、他施設から避難さ
れた方の見守りを行う事とした。
・避難訓練は消火訓練も含め、毎月実施した。不審者対応の訓練の際には、実際に避難放
送を流して警報ボタンを押し警備会社と連携した訓練を行った。消防署にも指導を受けなが
ら避難訓練も実施したが、母親の参加率が低いことが課題となる。

６ 職員の資質の向 ・外部研修への積極参加
上と研修
・法人内部研修への参加
・施設内のOJT・職員研修の実施

・資格取得の取組を行う。
７ 各種団体との連 ・法人や施設行事を通じて積極的に地域と交流
携と地域交流

・地域の中にある関連機関との連携

・県外・県内問わず、必要に応じ施設長も含む職員を積極的に派遣した。
・経理研修・労務管理研修・階層別研修等すべて参加した。.
・資料有り、無しのケース検討会を月に１回ずつ実施し、支援について全員で実践につなが
るプランを作成した。児童入所養護施設間での交流研修に参加し、他施設で1日勤務研修さ
せていただいた。
・母子支援会議・子担当会議に臨床心理士と基幹的職員が同席することでバイズできる体
制作りをしている。
・1名社会福祉士の国家取得を目指して勉強中。
・福祉の里夏祭り、秋の文化祭に参加。施設行事には、近郊の地域の方、学校の先生をご
招待した。
・お世話になっている町内のご家庭に、お餅を配ったり、パンフレットを届けて交流を図った。
・DVネットワーク会議に参加し、警察等も交えて事例の検討をおこなったり制度の理解を深
めた。児童相談所と病院と施設等でも要保護児童対策協議会で連携することが出来た。
・保育園・各学校行事へ参加した。
・市役所、児童相談所、地域連携室等とも協議する機会を多く持てた。
・保育園・各学校と定期的に情報交換を行った。
・学童保育の行事の一環として、子ども達と一緒に地域のゴミ拾いを行った。

季節・年間行事
施設名： 母子生活支援施設 ブルーインター

実施月

行事計画

【母親支援事業】【母子支援事業】【児童支援事
業】【施設環境事業】の実施・・・年間通して随時
平成29年
実施
母との会・総会
4月
及び創立記念を祝う会・春休み学童保育・昼食
提供

行事実績
各種事業の実施【あったまろうDAY・惣菜DAY・リ
フレッシュ保育・BI喫茶・親子塾・DKT＆セカンドス
テップ・学童保育・すずらん教室・おやつ提供・ブ
ルインファーム・花いっぱい運動】 母との会（25
日）・花見遠足（6日）・総会及び創立記念を祝う会
（10日）

5月

各種事業の実施・リフレッシュ保育・乳幼児親子 各種事業の実施・子どもクラブ（8日）乳幼児あじ
さいスタンプ（22日）
遠足・子どもクラブ

6月

各種事業の実施・ちまき作り・母との会・土に親 各種事業の実施・土に親しむ会（25日）・子どもク
ラブ（4日）・ちまき作り（4日）・母との会（6日）
しむ会

7月

各種事業の実施・七夕そーめん流し大会（28日）・
各種事業の実施・七夕（そーめん流し）・合同昼 夏休み学童保育【始まりの会・プール（26日）・冷
食会（施設間交流）・夏休み学童保育・バス遠 たいおやつ（27日）・映画館（29日）・昼食提供（毎
週火木）】災害訓練心肺蘇生法（4日）・母との会
足・自転車交通安全教室
（21日）

8月

各種事業の実施・盆前大掃除（10日）・母との会（21
日）・地域交流福祉会夏祭り（20日）・乳幼児親子行
事（28日）・夏休み学童保育【魚とり（1日）・防災セン
各種事業の実施・盆前大掃除・母との会・夏休 ター見学（2日）・虫取り（3日）・ふれあい動物園と龍
み学童保育・地域交流福祉会夏祭り・乳幼児親 鳳閣遠足（5日）・宿題チェック（5日）・工作（8・9日）・
水鉄砲大会（17日）・宿題頑張るディ（25日）・未来中
子行事
心プールとバイキング遠足（26日）・お菓子パーティ
（29日）・セカンドステップ（毎日)・昼食提供（毎週火
木）・新学期準備大会（29日）他】

9月

各種事業の実施・親子遠足(18日）・子どもクラブ
各種事業の実施・保育園児おやつ作り・秋の一
（3日）備品点検（居室の点検随時）母との会（26
斉清掃・備品点検
日）

10月

各種事業の実施・母との会・秋の親子遠足・乳
幼児親子行事・ハッピーハロウィン

11月

各種事業の実施・クリーン活動・地域交流福祉 各種事業の実施・子どもクラブ（5日）・土に親しむ会（6
日）
会文化祭・土に親しむ会

12月

各種事業の実施・クリスマス会（18日）・餅つき大
会（28日）・冬休み学童保育【始まりの会（26日）・
各種事業の実施・クリスマス会・餅つき大会・年
凧つくり（27日）・ホットケーキ作り（29日）・GOGO
末大掃除・母との会
社塾（17日）・大掃除（30日）・セカンドステップ（毎
日）・昼食提供（毎週火木）】

各種事業の実施・ハッピーハロウィン（31日）・子
どもクラブ（1日）

各種事業の実施・冬休み学童【初詣（4日）・出前
平成30年 各種事業の実施・備品点検・冬休み学童保育・ かにっこ館（6日）・昼食提供（毎週火木）・宿題
チェック（毎週木）・正月遊び（5日）・セカンドステッ
1月
とんど祭り
プ【（毎日）】・星空観察会（20日）

2月

3月

各種事業の実施・豆まき大会・雪遊び・母との
会・乳幼児親子行事

各種事業の実施・豆まき大会（3日）・子どもクラブ
（船上山雪遊び4日）・母との会（1日）

各種事業の実施・星空観察会・卒園お別れ遠
足・春休み学童保育

各種事業の実施・卒園お別れ遠足（わらべ館26
日）・春休み学童保育【始まりの会（27日）・カレー
作り（28日）・ちょボラ散歩（29日）焼肉パーティ
（30日）・セカンドステップ（毎日）】子どもクラブ【送
別会4日】

