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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
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Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

実施時期: 2021年1⽉〜2021年12⽉
事業対象地域: 全国
事業対象者: 社会的養護施設職員 3万⼈

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 「社会的養護施設職員のための相談窓⼝」の運営
資⾦分配団体名: READYFOR株式会社
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈チャイボラ

事業実施概要

「社会的養護施設職員のための専⽤相談窓⼝」を設置し、職員が安⼼して働けるサポート体制の確⽴と持続的な離職率の低下を⽬指すことで、児童への⼗分な⽀援体制を作
る。
2020年1⽉から社会的養護に特化した唯⼀の相談窓⼝である「社会的養護施設職員のための相談窓⼝」を開設し、元・現役児童養護施設職員、施設⻑、弁護⼠、社労⼠、⼼理⼠
等で相談対応をしてきた。相談を受付後、相談窓⼝担当のメンバーが返信案を作成し、必要に応じて専⾨家に助⾔を仰いでいる。窓⼝に⽴つメンバーもチャットでの相談対応
は初⼼者であったが、少しずつ相談フローを確⽴し、窓⼝としての⾒解の基準も整備してきた。年度途中で、元児童養護施設職員を2名ジョインした。（4⽉に1⼈（有給職
員）、8⽉に1⼈（プロボノスタッフ）追加している。）
相談窓⼝では、紹介先・参照元は出来る限り公的な機関とし、予め窓⼝として出来る枠組みを伝える、複数の選択肢を提⽰するといった対応ルールも徐々に定まってきた。施
設のことを良く理解している仲間として寄り添いながら話を聞き、相談者の悩みを整理して、相談者と施設の⼦どもたちにとってより良い状態となることを⽬指している。

課題設定、事業設計に関する振り返り

コロナにより職員が疲弊していることから、予め想定していた通り、職員不⾜や業務量の多さ、児童対応により疲弊しているという悩みが寄せられた。職場環境や⼈間関係の
相談が多く、相談内容は多岐にわたった。相談者は忙しい中で窓⼝を利⽤しており、返信に時間がかかることも珍しくなく、配慮したメッセージを送りながら返信を待った。
中には、1度も返信なく終わるケースもあり、アクションを起こしていくほどの気⼒や体⼒が残っていない相談者もいた。職場で孤軍奮闘する職員を励ますことで、施設での仕
事を継続できている相談者もいる。気持ちが落ちた時に窓⼝に相談することで、再度⽴ち戻るための⼒を貸したり、新たな⽅法を⼀緒に探す単発的な関わりが主になるが、半
年ほどの期間を伴⾛型⽀援した相談もあった。
組織的な改善が必要な相談は、相談者だけでは太⼑打ちできない課題があり、今後社会的養護全体としての解決が求められる。業界として対応を強化すべき課題としては、⼈
材確保、労働時間など労働環境改善、管理的な関わりから個別ニーズに合わせたケアへの移⾏、⼦どもの権利に配慮した⽀援、対応困難児への⽀援、施設の⼩規模化・地域分
散化によって引き起こるハラスメント等の⾒つけにくい課題がある。そういった課題については、研修事業で改善を⾏っていくとともに、施設の中に⼊り込み、よりその施設
に沿った形での課題解決策を施設と共に探っていくことも徐々に始めている。⼦どもたちの安全が守られ安⼼した⽣活を送るためには、当法⼈が運営する「チャボナビ」の登
録施設を全国に拡⼤し職員を確保・定着させること、職員のスキルを向上させていくことを同時並⾏して⾏っていく必要性を再認識した。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

・相談窓⼝の認知をとる。
・相談窓⼝の使い⽅を知る。
・コロナによりストレスを抱え、疲労困憊の
状態にある⼈が相談できる。
・現状を改善できる⽅法を検討する。
・退職を阻⽌する。あるいは、相談者・⼦ど
もにとってより良い選択をする。

告知数
相談対応数

チャイボラ事業案内冊
⼦配布数 176冊
相談窓⼝案内カード配
布数 3万⼈分
相談窓⼝利⽤件数
461件
相談終結数 368件

冊⼦配布数 235冊
案内カード配布数
1149枚
相談窓⼝利⽤件数
64件
（登録件数69件）
相談終結数 60件

案内カード配布については全国施設への配布という計
画から研修参加者（希望者）に変更していることで、
結果配布数が⼤幅に少なくなっている。このような⼿
法に変更した理由としては⼤きく２つある。⼀つ⽬
は、施設内の環境が悪い施設ほど窓⼝の存在を施設⻑
が現場に落とさない可能性がある。（⾃分が現場職員
に訴えられることを恐れる）⼆つ⽬は、チャイボラの
ことを全く知らない施設からするといきなり告知が来
ても信⽤できず利⽤にいたらないというところにあ
る。研修内でチャイボラそのものや、窓⼝の⽬的、窓
⼝を担当するスタッフ等の概要説明、相談チャット画
⾯を⾒せて紹介することで利⽤のしやすさのアピール
や社会的養護の専⾨性の⾼さ、匿名利⽤などの安⼼感
を与えることはできた。カード配布の⽅針変更により
相談利⽤数は⽬標を⼤きく下回っているため、引き続
き周知を広げていきたい。⽬標値は配布数に対して
1.5％の利⽤数であるが、結果としては配布数に対して
5.5％の利⽤であるため、利⽤の割合としての数値は⾼
い。

・相談に⾄る状態を予防するため、あるいは
解決するための知識や⽅法を学ぶ。
・相談窓⼝の認知をとる。
・相談窓⼝の使い⽅知る。
・相談窓⼝があることを必要としている職員
に周知してもらう。

研修会申込数
研修会参加数

申込数 720名
参加数 500名

30名/1回×24回実施
想定（オンライン研修
では毎回3割程度の⽋
席あり）

申込数 1360名
参加数 1080名
平均参加⼈数 約39名
/1回×28回実施

相談窓⼝のプロモーションとして位置づけた窓⼝だ
が、想定以上にニーズが⾼く参加者数も順調に伸び
た。
背景としては①コロナ禍で、これまで実施されていた
オフラインでの研修の実施が軒並み無くなったため②
施設間交流の機会が減り、チャイボラの研修を通して
他施設の取り組みを知ることができたため③元施設職
員が企画することで、いつどの対象にどんな内容の研
修のニーズが⾼いかが予測できたことが⼤きいと考え
る。
⼦ども対応や障害の理解など、参加者が多く⾒込まれ
る内容を優先し設定したが、相談者層を意識した「メ
ンタルヘルス」等の内容を設定しても良かったのでは
という反省点がある。

事業実施以降に⽬標とする状況
全国の約3万⼈の社会的養護施設職員に、「社会的養護施設職員のための専⽤相談窓⼝」が認知・活⽤され、悩み・不安・孤⽴を抱えた職員や施設が抱える課題が解決される。
それにより、離職率が下がり、⼊所児童へのケアが充実する状態を⽬指す。



Ⅴ．活動

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

考察等

 相談窓⼝の案内カード送付や研修、広報などにより周知を⾏い、対象となる職員2500名以上に認知をとってきた。施設⻑・管理職や、リーダー層、新任職員まで幅広く活⽤
いただいた。管理職からは⼈材確保、労務管理に関する相談等があり、職員からは対応困難児への関わり⽅、⼦どもの権利侵害、職員間の連携等の相談などがあった。相談者
から「話を聞いてもらえて気持ちが楽になった」「引き続き頑張ろうと思う」「仕事を続ける上で相談窓⼝が⼼の⽀えになっている」など、仕事を継続する気持ちを取り戻す
働きかけもできた。時には、具体的な⽅法を共に考え、その中から相談者が⾃施設や⾃⾝に合う⽅法を選択している。相談者が⼊所児童へのケアの⽅法を新たに知ること、対
応の幅が広がることで、適切な関わりに繋がったと考える。
また、相談終結後のアンケートで97％が「また利⽤したい」と答えていることから、窓⼝の対応に対してある程度の満⾜や信頼を得られたと考える。施設外で相談できること
のニーズも寄せられた。相談の根本的課題である、職員の確保、育成、組織の運営といった問題には、施設を管轄する各都道府県の児童福祉主管課や国との連携が⽋かせな
い。

活動 進捗 概要

チャイボラ認知拡⼤冊⼦制作および発送

ほぼ計画通り

窓⼝を含む当法⼈の事業案内冊⼦を、東京都、神奈川県、千葉県、埼⽟県、群⾺県、新潟県、⼤阪府、熊本県の施設に、郵送や訪問、施
設⻑会への参加などにより直接届けている。郵送後、電話を⾏い、必要な施設には詳細の説明をした。チャボナビ（当法⼈の施設職員の
⼈材確保事業の⼀環として運営しているウェブサイト）への登録に繋がった施設も多数あり、登録時には相談窓⼝や研修の説明も⾏って
いる。掲載に⾄らなかった施設でも、冊⼦郵送時に同封した研修告知を⾒て、施設として研修に継続参加してくれているところもある。

LP制作 計画通り
相談窓⼝そのものでSEOの対策をとることが難しいので、LPを作成。これにより、相談をしようと考えている⽅が検索したときに上位表
記されるようになった。また、窓⼝についての概要もLPに記載しているので安⼼して利⽤していただけるようになった。（進捗報告書通
り）

施設職員向け研修

計画通り

⽉2〜3回のペースで計28回開催。参加申込者数は1360名を超え、多い回では150名近くなっている。職員には相談窓⼝の案内
と共にURLをメールで送付している。
他施設職員との交流を⽬的に参加する職員もいる。オンライン開催により全国の施設からの参加を可能にし、遠⽅の講師を呼
ぶことができたり、短時間のため忙しい業務の合間で気軽に参加できると好評。現場に即した内容でありアンケートの満⾜度
も⾼い。研修に参加する意欲がある職員が窓⼝の存在を知ることで、周囲への周知や相談先を予防的に把握できているという
ことが重要。

相談窓⼝カードの配布
遅延あり

相談窓⼝案内カードを作成し全国施設宛に郵送する⽅針から⼤きく変更あり、施設⻑・管理職向け、施設職員向け研修会の参加者で希望
した⽅にカードを郵送している。12⽉末時点で1149枚郵送配布。

相談対応

遅延あり

周知⽅法の変更により⽬標数に対する結果としては⼤きく未達。対応件数は64件だったが、相談者と毎⽇やりとりがあるケースや半年に
渡る⻑期の対応もあった。相談項⽬の割合は、職場環境26％、⼈間関係21％、⼈事労務10％、不正・違反8％、法律・制度8％、ハラスメ
ント5％、復職相談3％、経営相談2％、その他18％となっている。相談対応で、当法⼈で⾏う⼈材確保事業や研修に繋ぐ場合や相談窓⼝
に多く寄せられる課題を研修で扱うこともあった。これまで施設側が把握できていなかった潜在的な課題の収集、閉ざされた施設の実態
把握ができている。

相談窓⼝アプリの通知機能開発

計画通り

窓⼝開設当初は新規相談が来ても通知がなかったため、管理画⾯にログインして確認する必要があり、1⽇の中で朝、昼、⼣と時間を決め
て新着確認をしていたが、返信速度をあげるために通知機能の必要性を検討し開発することとなった。3営業⽇以内の返信は徹底できてい
る。また、相談者からの返信がないまま⼀定期間を経過した場合、1週間後のリマインド、2週間後クロージングというフローが確⽴し、
リマインドおよびクロージング通知機能も追加することで、窓⼝返信スケジュールが圧倒的に管理しやすくなった。

アドバイザー合同相談対応MTG

計画通り

毎⽉1回、専⾨家と窓⼝のメンバーでMTGを実施。研修内容の企画、振り返り、相談対応の情報共有や助⾔をいただく場となる。緊急的
な相談助⾔は各専⾨家に都度いただくが、事例によっては専⾨家同⼠で意⾒交換をしながら複数の視点でコメントをいただくこともあ
り、⽅向性の確認や窓⼝としてのスタンスを1年かけて築いてきた。専⾨家に関わる相談では、労務、施設運営、⼦どもの権利擁護に関わ
る相談などが寄せられており、相談に即した研修内容を管理職向けに実施したことで、⼈材定着や職場改善に役⽴つ内容を届けることが
できた。

アプリ及びLPアクセス解析及びSNS広
告 ほぼ計画通り

7⽉から10⽉にかけてSNS広告を実施し、解析を⾏った。施設職員向け研修会の集客を⽬的とした広告、相談窓⼝の案内の広告を掲載。
SNS広告は初の試みであり、今回実施したことでCPCの基準を得ることができた。基準をもとに、今後のSNS広告の施策を検討してい
く。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

・想定していなかった相談もあり、①社会的養護は代替養育であるということについての理解を促すこと、②⽣活に密接した仕事という施設独⾃の環境によってプライベート
空間で交わされるような会話も多い。それにより、相⼿の好意を勘違いしハラスメントに発展するなど、施設の⼩規模化・地域分散化によって相⼿との距離感が近くなりハラ
スメントが⽣じる懸念があることについて、改めて施設内で研修や教育が必要だと思われる。
・施設以外の児童相談所に関わる職員からの相談もあった。広義的には社会的養護に携わるが何をもって対象の「社会的養護施設職員」を線引きするかは未だ検討中。⼤阪府
においては障害児⼊所施設も⼀体となり会議をしているため、今後、児童養護施設や乳児院以外の職員が相談窓⼝の利⽤に繋がる可能性もあり、対応できる窓⼝担当や専⾨家
をジョインしていきたい。

課題を取り巻く変化

・1年⽬からの相談が相次ぎ、コロナによる業務過多で新⼈育成が追い付いていないことが伺えた。窓⼝で施設で⼿が回らない部分のサポートを⾏った。話を聞くことで「また
頑張れそう」と現場での継続が出来ている。再度悩んだ時にはリピーターとして利⽤もある。
 ・経済的な基盤が弱く、⾃⼰肯定感も低い、精神的に不調といったコロナの影響を受けやすい施設の⼦どもたちだからこそ起こり得る事象を把握。また、⼼⾝疲弊した職員が
全国にいる実態が把握できている。特有の課題として今後も相談が予測されるものは対応をパターン化していく。
 ・テレワークに関する相談もあり、コロナ禍で働き⽅に変化もみられた。以前からの課題である管理職がいないホームで勤務をする場合の労働管理の相談もあり、双⽅とも⾒
えない働き⽅に対する評価や管理という点で共通し今の時代で参考になる事例は多くあると感じる。
・経験年数や時期に共通する相談内容が⾒られ、年間通して傾向が明確に表れた。施設側に課題として伝えていくこと、施設の課題を国に提⾔し制度改⾰を促すことで職員の
確保と定着、そして、何より⼦どもたち⼀⼈ひとりが⼤切に育てられる世の中を実現していく。

東京都社会福祉協議会児童部会⼈材対策員会
⽉1回程度、施設担当者が集まる会議に出席し、⼤学や専⾨学校等への出張授業など⼈材確保事業を中⼼に連携を⾏っているが、離職を含む施設の現状や抱える課
題についても情報共有をしており、相談窓⼝での対応や研修企画に反映させている。

連携先 実施内容・結果



Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

補⾜説明
・1⽉25⽇に12⽉分の給与の⽀払いがあるため、その分の⾦額は含めていません。
12⽉に⽀払済みの業務委託費10万円も給与とまとめて資⾦移動させるため、上記の⾦額には含めていません。

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

4.報告書等

広報内容

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）

NHKニュース「シブ５時」、同番組webサイト
読売新聞
北⽇本新聞
⼭陰中央新聞
宮崎⽇⽇新聞
愛媛新聞
沖縄タイムス
⾼知新聞
徳島新聞
京都新聞
⽇本海新聞
福祉新聞
たまひよオンライン
介護・福祉の応援サイト「けあサポ」
JK RADIO〜TOKYO UNITED https://www.j-wave.co.jp/original/tokyounited/archives/eyes_on_the_future/2021/11/12-082053.html
⽇本テレビNEWS24 https://www.news24.jp/articles/2021/11/12/07973450.html
東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/146090
FNNプライムオンライン https://www.tokyo-np.co.jp/article/146090
朝⽇新聞⼣刊 https://www.asahi.com/articles/DA3S15144011.html
「サステナブル・ビジネス・マガジン」オルタナ https://www.alterna.co.jp/44167/
ニッポンンドットコム https://www.nippon.com/ja/people/c08307/?cx_recs_click=true

相談窓⼝LP制作 https://soudan.chaibora.org/
研修内容のグラフィックレコーディング（研修の振り返りや職場内での共有に利⽤され、SNSでの広報に活⽤した。）

無し

団体メンバーに配布し、可能な範囲で私物に貼ったりした。

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏っていますか。 はい ・団体HPに掲載している

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されています
か。

はい
・決算期の総会・理事会
・理事の選任のための総会・理事会

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい
・コンプライアンス規程に内部通報制度を構築している

⾃由記述

・広報として始めた研修だが、施設種別を超え、都道府県の垣根を超えた参加者が同じ場に集っている会はこれまでに例を⾒ない。全職員向けとして開催しているが、新任向け研修、乳児院職員を対象にした内容の研
修会など、対象を絞った研修も試⾏的に実施した。貴重な機会として、さらに活⽤できるよう企画を検討していく。
・⾏き詰った相談者に、窓⼝担当者が共感し、上⼿くいった事例の紹介や適切な機関を紹介することで新たな選択肢が開けている。窓⼝担当者間でもお互いの知識や経験をシェアしながら対応してきたが、職員同⼠の
横の繋がりやピアサポート的な関わり、施設の取り組みのシェアの重要性を感じている。講義型の研修だけでなく、座談会・交流会的な学習会を設定することで、職員の孤⽴感や⾏き詰まり感を解消していきたい。
・施設内虐待や⼦どもの権利侵害が疑われる相談、現⾏の国の⽅針に反する施設実態が相談として寄せられ、⽿を疑うような前時代的施設の実態を把握している。窓⼝としてはあくまでチャットのみで相談を受け付け
ているが、⼦どもの安全安⼼を守るために直接的な介⼊が必要ではないかと感じる相談もあった。直接施設に働きかける第三者機関が存在していない場合や、機関に繋がったとしても対応されずに終わってしまった
ケースもあるため、こういった案件については継続的に議論を⾏いたい。
・窓⼝担当者の⼆次受傷、⼆次的外傷性ストレスが懸念された。相談によっては、過去に担当していた⼦どもとの⾟い関わりや担当者⾃⾝が傷ついた場⾯を想起させるような内容もあったり、元施設職員であるがため
に相談者の⾟い状況を想像しやすく相談内容を読むだけでも気持ちが落ち込むことや無⼒感などもあった。今後、窓⼝担当として対応にあたるスタッフを増員していくときには、相談対応を⾏う上での⽀援者としての
留意点を確認する必要性がある。

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように改善されましたか。
・今まで内部管理が整備されていなかったため、本助成⾦をきっかけに整備することができた。
社員も内部の規定について考えるようになった。

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

内部監査 ・監事による内部監査

95.2%

95.6%
管理的経費 91.7%

事業費
直接事業費

執⾏率計画額
10,472,940

900,000
11,372,940

実績額
10,007,490

825,000
10,832,490合計


