仙台市児童相談所主催「里親サロン」に参加して

仙台市 児童養護施設等入所児童 就業支援・アフターケア事業 会報
2017 年 11 月 2 日、仙台市児童相談所で行われた「里親サロン」
に招かれ、
「仙台市児童養護施設等入所児童就業支援・アフターケア事
業」と自立支援金貸付事業について、以下のように説明をさせていた
だきました。
この事業を里親の皆さんに知っていただく良い機会となりました。
特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ

代表理事

小林純子

No.３
発行：仙台市児童養護施設等入所児童就業支援・アフターケア共同体
〒981-0954 仙台市青葉区川平 1-16-5 スカイハイツ 202 TEL 022-341-7062
発行日：2017 年 12 月 15 日
平成 28 年度に開始した「仙台市児童養護施設等入所児童就業支援・アフターケア事業」は、各機関・施設・団体

仙台市児童養護施設等入所児童就業支援・アフターケア事業を
里親の皆様に利用していただくには
１．基本方針
里親に委託されているお子さんたちは、家庭の中で養育されているため、里親が養育についての問題
を抱えたときは、児童相談所や、子育てに関する一般相談窓口、里親会などにご相談をお願いします。
ただし、何らかの事情で措置解除が早まる場合や、解除が近づいても進路が定まらない場合は、児童相
談所を通じて当事業共同体にご連絡をいただき、共に考えていきます。この場合は、できるだけ早い段
階でご相談ください。
２．里親家庭に対するソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）及び就労支援について
現在児童養護施設で実施しているようなＳＳＴや就労支援を里子対象に実施することは可能です。そ
の際は、里親会や児童相談所、仙台市担当課などと連携し、内容や講師選定、募集などを行っていきた
いと考えています。
３．アフターケアについて
委託解除になる際に、里子に対して、ぜひこの事業を知らせてください。自立後も里親を頼るお子さ
んたちがほとんどと思われますが、法的なトラブルなどに巻き込まれた場合など、里親の手に余るよう
な案件については、ぜひ相談してください。

の御協力をいただき、以下のように事業を進めることができました。厚く御礼申し上げます。
平成 29 年度は、自立援助ホーム入所児童や里親委託児童も対象に含めて、事業を進めていく予定です。

「仙台市児童養護施設等入所児童就業支援・アフターケア事業」
概要と平成 28 年度実施状況
１．事業の目的
児童養護施設等入所児童が将来経済的に自立した生活を営めるよう、就業支援、退所後のアフターフォロ
ー体制を構築し、社会的自立に向けた支援を行う。
２．事業の対象者
・仙台市所管の児童養護施設等の入所児童及び退所者。
・仙台市による里親委託児童及び里親の養育から自立した方。
※年齢はおおむね中学生から 25 歳位まで。
３．事業主体 仙台市
仙台市児童養護施設等入所児童就業支援・アフターケア共同体
・一般社団法人パーソナルサポートセンター
・特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ
４．事業概要と平成 28 年度の実績（詳細は次頁参照、仙台市 HＰにも掲載あり）
（１）施設等入所児童に対する就業支援
①ソーシャルスキルトレーニング（以下 SST）の実施
・仙台市内児童養護施設 4 施設を対象とし、入所児童に対してＳＳＴを実施した。
・全 20 回実施 のべ 78 名参加（うち中学生 22 名 高校生 53 名 その他 3 名）
・プレ企画 計 5 回実施
のべ 47 名参加
※プレ企画とは、当事業対象者の中学生となる前の小学生も含めた事業

参考情報 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業について（宮城県ＨＰより）
対象者の要件に該当する、児童養護施設の退所者または里親委託解除者が、生活支援費や家賃支援
費、資格取得支援費等を無利子で貸し付けを受けることが出来ます。詳細は下記お問い合わせ先にお
願いします。

②職場見学・体験の実施
・事業の趣旨を理解し入所児童を受け入れていただいた 6 事業所において見学や体験を行った。
・全 11 回実施 のべ 19 名参加（うち中学生 14 名 高校生 3 名 小学生 2 名）
（２）施設等を退所した児童に対するアフターケア

お問い合わせ・詳細について

①失業した者への実践的就職支援による再就職支援（平成 28 年度は相談のみ）

社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付担当
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3 丁目 7 番 4 号
ＴＥＬ：022-399-8844 ＦＡＸ：022-261-9555
宮城県社会福祉協議会ホームページ http://www.miyagi-sfk.net/news/node_17386

②電話相談

０２２－３４１－７０６２

③来所相談

④退所者の交流サロン（事務局内和室をサロンとして開放）
⑤退所者交流会（平成 28 年度は退所予定の児童を対象として実施）
⑥情報提供（事務所内に情報ラックを設置し、来所者にパンフレット等を提供）

返還の免除を受けることが出来る場合もありますので、御相談ください。

（３）相談事業

・施設入所児童からの相談 5 件

（４）会報発行

2 回発行

・他団体・個人からの相談 23 件

３．職場見学・体験

平成 28 年度～平成 29 年度（4 月～10 月）実施状況
1．ソーシャルスキルトレーニング
テーマ・講師

対象施設

生活習慣「ＳＮＳ・インターネット」
子どもリーガルサポートチーム（CLT）代表

弁護士 花島伸行

合計参加数

丘の家子どもホーム
小百合園
仙台天使園
ラ・サール・ホーム

41 名

職業・金銭教育「業種・職種の紹介」「生活費・家計管理の仕方」
一般社団法人パーソナルサポートセンター 平井知則
一般社団法人プレーワーカーズ 塩田大介
NPO 法人 チャイルドラインみやぎ 小林純子
生活習慣・社会人としての生活「健康管理・食生活」
金銭教育「生活費・家計管理の仕方」「社会保険・税金」
一般社団法人パーソナルサポートセンター 平井知則
一般社団法人プレーワーカーズ 塩田大介
ＮＰＯ法人チャイルドラインみやぎ
小林純子
職業教育・生活習慣 「ビジネスマナー」
一般社団法人パーソナルサポートセンター 今野智子
プレ企画「プレーカーと遊ぼう！」
一般社団法人プレーワーカーズ
廣川 和紀・塩田大介
生活習慣「デートＤＶと幸せな男女交際」
「性のこと・妊娠から出産まで」
職業教育「社会人としての生活・飲酒・喫煙」
子どもリーガルサポートチーム（CLT）代表

小百合園
ラ・サール・ホーム

企業名
株式会社コージーライフ
社会福祉法人やまと未来福祉会
公立学校共済組合仙台宿泊所
社会福祉法人太陽の丘福祉会
株式会社 ＡＺＯＴＨ
株式会社 アオバヤ
社会福祉法人まほろば

18 名

合計参加数
11 名
1名
5名
5名
8名
4名
2名
36 名

ソーシャルスキルトレーニングや職場見学・体験を実施しての児童や施設職員の感想
参加児童より（抜粋）
丘の家子どもホーム
小百合園
ラ・サール・ホーム

ホテルの裏側まで全部見学することができて楽しかった。お菓子を作るのが
好きなので、厨房に興味があった。ウェディングドレスの部屋も見られてよ
かった。
（ホテル白萩見学者）

9名

小百合園
ラ・サール・ホーム

5名

ラ・サール・ホーム
小百合園

47 名

丘の家子どもホーム
小百合園

11 名

もともと服飾に興味があり、特に将来はデザインの仕事をしたいと考えているた
め、今回の見学・体験はとてもためになった。T シャツを自分で染めたのが楽しか
った。（AZOTH 見学者）

手を使う作業をすることが好きなので、リフォームという仕事に興味があっ
た。ふだんはなかなか見学できないところを見学できて、とても面白かった。
（コージーライフ見学者）

施設職員より

弁護士 花島伸行

退所が近づいた子どもたちの中には
「施設を出た後、どこに相談すれば良
いだろう」と話す子どももいるため、
今回の事業のような相談窓口が出来た
ことは有難い。

生活習慣「性のこと・妊娠から出産まで」
小百合園

12 名

小百合園

15 名

ＮＰＯ法人ハーティ仙台 代表 八幡悦子
職業教育「様々な業種・職種についての理解」
「やりたいこと探し・職業選択について」

見学・体験先
仙台市内のアパート・マンション・ビル等
特別養護老人ホーム抱優館八乙女
ホテル白萩
仙台ローズガーデン
同左
同左
特別養護老人ホームまほろばの里 向山
合計

職場体験や見学は、子どもたち
が楽しかったと言っていた。

ＮＰＯ法人チャイルドラインみやぎ 代表理事 小林純子
自己表現方法の取得 「太鼓をたたいてみよう！」
民族歌舞団ほうねん座
「様々な業種・職種についての理解」
一般社団法人パーソナルサポートセンター 児島亨
白鳥勝巳
荒井仁

宮城野区文化センター

小百合園
ラ・サール・ホーム
合計

２．アフターケアについて

4名
職業については卒業間近にならないと話し合う
ことも少ないため、職業観やどのような仕事が
あるのかということを教えてやってほしい。

17 名
179 名

ＳＳＴの際に使用した資料がわか
りやすくて良かった。
施設内で話を
する時の参考にしたい。
就労支援に関するお話は、
そのまま児童に情報提供
できるのでありがたい。

昨年度に引き続き、施設を退所した方が集まれる場所を開設しています。
今年度は、施設を 3 月に退所した方を対象に、5 月 28 日に公立学校共済組
合仙台宿泊所ホテル白萩において、テーブルマナー学習を兼ねた交流会を実施
しました。2 名の参加があり、食事をしながら、ホテルの方からマナーについ
て教えていただきました。仕事のことや近況について、いろいろ話し合うこと
もできました。

学習すべきことは様々
あるが、職員だけでは難
しいこともあるので何
度でも来てほしい。

コラム 就労についての相談窓口など※詳しくは厚生労働省、宮城県、ハローワーク等の HP をご覧ください。
名前
仙台新卒応援
ハローワーク
みやぎジョブカフェ
仙台わかもの
ハローワーク
おしごとアドバイザー

内容
高校・短大･専門学校・大学等の学生さんや、これらの学校を卒業後に未就
職の方の就職を支援するハローワークです。仕事探しに関する相談や、模
擬面接等も実施しています。☎022－726－8055
就職のための様々な支援を行っています。☎022-264-4510
正規雇用を目指す若年者対象に仕事に関する相談を受け付けています。
☎022－207－6800
電話とメールで悩みや質問を相談出来るサービスです。フリーダイヤルな
ので、無料です。

連絡先
仙台市青葉区中央
1－2－3
仙台マークワン
12F
仙台市青葉区榴岡
4 － 2 － 3 MT
ビル５F

☎0120-987745

