
 
 

 
 

乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden Infant Death 

Syndrome）とは、何の予兆や既住歴もないまま乳幼児に

死をもたらす疾患で、日本では年間 150 人前後の乳幼児

がこの病気で死亡しています。これは１年に生まれた乳幼

児の約 6,500 人に 1 人の割合です。その大半が

満の乳児期に起きていますが、原因については

の事故によるものとは異なり、脳における「呼吸循環調節

機能不全」が考えられているものの、単一の原因で起こる

かどうかの点も含めて未だに不明です。 

その一方で、疾患発症関連因子についての研究の結果、

保育園や認定こども園では、以下の点に留意することで

発症の危険性を低くできるとされていますが、これらは赤

ちゃんのいるご家庭でも参考になるものと思われます。

なお、以下の１～３の、うつぶせ寝、人工乳、タバコ

は３大リスク要因とされていますから、特に要注意です

 

１．赤ちゃんを寝かせるときは、必ず仰向け寝

（うつ伏せ寝をさせない）。 

２．できるだけ母乳で育てる。 

３．妊娠中の方や赤ちゃんの 

周囲で、タバコを吸わない。 

４．枕を使わない（体が沈むよう

な柔らかい布団には寝かせな

い）。 

５．ベッド・布団の周囲の環境を整備する。

６．定期的かつ確実にしっかりと観察・記録

７．入園時に発達段階テスト（ガーゼ・タオルテスト）

をする。（反射能力があるかどうかを診断する。）

８．朝の決まった時間に検温し、体調を把握

９．体温調節機能が未熟なため暖め過ぎない

１０．過食にならないように気をつける。

１１．家族、とりわけ、

健康状態を把握する。

１２．ＳＩＤＳや、その

て、保護者にも理解を求める

１３．保育者は、心肺蘇生法

呼吸法を身につけておく。

 

この他にも、添い寝の際には赤ちゃんとの距離に十分

気をつけること、入園直後など環境が変わった

意すること、部屋を暗くしたり静かにしすぎて眠りを深く

しないこと等が、SIDS 発生リスクの

軽減につながるとされています。 

神様から授かったかけがえのない

命です。ちょっとした心構えや工夫で、

悲劇の発生リスクを低下させること

ができることを胸に刻み、保育・育児

にあたっていきたいものですね。 
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 １）新岡保夫氏の辞職により

新たな理事と評議員が就任
 

これまで 16 年にわたって

評議員を務めていただいた新岡保夫氏

れました。これに伴い、去る

同じく理事会で新評議員を
 

新理事 

工 藤 浩 二 氏  

 社会福祉法人徳誠福祉会事務次長

前 福祉サポートサービス事務局長

57 歳（日大卒） 
 

 新評議員 

 澤 田   学 氏 

  三好保育所長 

  五所川原市保育連合会理事

  43 歳（北里大卒） 
 

２）第 83 回東奥児童美術展に多数入賞
 

県内で最も古い歴史のある子どもたちの美術展

『東奥児童美術展』ですが、今年度は「ひろた」と「かな

ぎ」の２園から多数の子どもたちが入賞を果たしました。

中でも「かなぎ」は、最優秀賞にあたる推奨

ど、入賞者が続出する快進撃

受賞したみなさん、おめでとうございます。
 

【図画の部】 

準特選 とのさき かりん

 入 選 はるき いちた   

     おさり みう   

     あさり めい    

 佳 作 おおさわ さき   

よねや たいよう

     つだ とうま    

     つしま こうが   
 

【版画の部】 

推 奨 ≪五所川原市長賞

のみや きよか  
 

 準特選 よねや たいよう

 佳 作 くどう こうだい

ふじた ことは  
 

３）五所川原市社会福祉大会で和太鼓を披露
 

 11 月 7 日（土）にオルテンシアで開催される「五所川

原市社会福祉大会」のオープニングアトラクションとして、

みどりの風こども園ひろたの

ことになりました。ひろたは

てお遊戯会をオルテンシア大ホールで開催

あって、その予行としても有効な機会となりそうです。

を防ぐ 
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ひろたは 11 月 28 日（土）に、初め

お遊戯会をオルテンシア大ホールで開催することも

あって、その予行としても有効な機会となりそうです。 
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＊Cherish

発行

・お知らせ 

法人シンボルマーク・コンセプト

太陽は

温かな

たちが

ています

未来を

笑顔になる

シンボルマークには

第３号の TOPIX 
 社会福祉法人あおもり愛育会『中・長期経営

計画』について 
 

 五所川原市立市浦アトム保育園民営化先 

への応募について 
 

 新規で、公益事業を開始へ 

 系列４園の近況、近未来 

 【子育てルポ】乳幼児突然死症候群の防止に

向けてのポイント 

 その他の話題 

Cherish 「愛情をもって大事に育てる」の意味【英：チェリッシュ

発行                           

法人シンボルマーク・コンセプト 

は保護者・地域・園を表し、その 

かな日差し（愛情）の下で、子ども 

たちが生き生きと過ごす様子を表現し 

ています。また、大地に立つ子どもが 

を見通す先には、地域社会全体が 

になる幸せな未来（四つ葉のクローバー）がある…

シンボルマークにはそんな想いが込められています。 

長期経営 

に 

チェリッシュ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更なる地域貢献を目指す 

社会福祉法人あおもり
 
１０月に入り、稲刈りやリンゴもぎの作業にますます大

忙しの津軽の秋。岩木の山も少しずつ赤く彩りはじめ、い

よいよ秋の深まりが感じられる今日この頃です。子どもた

ちのご家族や地域の関係者のみなさまにはお変わりなく

お過ごしのことと拝察します。 

社会福祉法人あおもり愛育会は、7 月

今年度第２回評議員会・理事会を、9 月

同第３回評議員会・理事会を開催し、「第

経営計画」及び平成 28 年度から新たに取り組む重要案件

について審議し、全議案が可決承認されました。（内容に

ついては、次頁をご覧ください。） 

当会は、子ども・子育て支援を軸とする従来の認可保育

所・認定こども園の経営の充実に加え、法人の経営理念で

もある『地域社会の幸福の実現に寄与する』こと、すなわ

ち地域貢献に向けて全力でまい進して参ります。

社会福祉法人は社会の公器です。決して経営者や関係職

員の私物ではあってはなりません。地域に役に立ち、利用

者やその家族に喜ばれてこそ、私たち法人及び施設の役職

員が「生かされる」ものと信じます。 

今後とも、私ども社会福祉法人あおもり愛育会に、

らぬご理解とご支援を賜りますよう、よろしく

上げます。 

     理事長 渡邊建道 〒037-0024 五所川原市

Tel 0173-34-8833 Fax
e-mail ss338875@mist.ocn.ne.jp URL http://www.a
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あおもり愛育会 

１０月に入り、稲刈りやリンゴもぎの作業にますます大

忙しの津軽の秋。岩木の山も少しずつ赤く彩りはじめ、い

よいよ秋の深まりが感じられる今日この頃です。子どもた

ちのご家族や地域の関係者のみなさまにはお変わりなく

月 25 日（土）に、

月 25 日（金）に、

同第３回評議員会・理事会を開催し、「第 3 次 中・長期

年度から新たに取り組む重要案件

可決承認されました。（内容に

子ども・子育て支援を軸とする従来の認可保育

所・認定こども園の経営の充実に加え、法人の経営理念で

もある『地域社会の幸福の実現に寄与する』こと、すなわ

ち地域貢献に向けて全力でまい進して参ります。 

社会福祉法人は社会の公器です。決して経営者や関係職

員の私物ではあってはなりません。地域に役に立ち、利用

者やその家族に喜ばれてこそ、私たち法人及び施設の役職

 

今後とも、私ども社会福祉法人あおもり愛育会に、変わ
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社会福祉法人あおもり愛育会 

各施設の５年先を展望しています。
 

●社会福祉法人あおもり愛育会【抜粋】

法人は、Ⅰ 理事会・評議員会機能の適正化、Ⅱ

理システムの再構築、Ⅲ 利用者本位サービスの醸成・実

現、Ⅳ 公正かつ透明性のある経営、Ⅴ 経営基盤の強化・

事業の整理統合の５つの柱に、１６の具体的取組事項を

げています。主なものとしては、 

③ 新・評議員制度の設置【新規】 

⑥ 職員の給与体系の見直し【充実】 

⑫ 財務諸表の公開方法の見直し【新規】

⑬ たていし・なるさわ両園の

合併化【新規】

⑭ 市浦アトム保育園の民営化

受諾・経営【新規

⑮ みどりの風こども園ひろた

移転改築【新規

⑯ 地域公益活動等、新規事業

の模索【新規】

などですが、平成３２年度までの達成に向けて取り組んで

参ります。 
 

●各施設【抜粋】 

４施設共通 

⑧ 幼稚園免許の更新・取得促進【新規】

⑨ 体系的な園内外研修の実施【充実】 

⑩ 総合的な「キャリアパス制度」の導入

みどりの風こども園ひろた 

⑲ 園舎の改築（土地取得を含む）【新規

㉑ 街なかカフェ・親子サロン事業の開始検討

㉒ 職員駐車場の確保【継続】 

みどりの風こども園かなぎ 

⑲ 園舎大規模修繕（屋根の塗装等）【新規

㉑ オンリー１経営戦略の策定・実行【新規

㉒ 工夫ある園庭環境の創造と活用【継続

たていし愛児園・なるさわ保育園 

㉖ 両園の合併・認定こども園化の推進【

㉘ 新規の地域貢献事業の模索【新規】 

等々です。いずれも予算を伴うものですので、計画的かつ

着実に進めて参りたいと考えます。 
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園児を募集しています♪ 

  １号認定子ども   みどりの風こども園ひろた

  １～３号認定子ども みどりの風こども園かなぎ

２・３号認定子ども たていし愛児園 

同     なるさわ保育園 

保育職員も募集しています♪ 

  フルタイマーまたはパートタイマー 若干名

各園とも経験は問いません。時間等は応相談

 

 ならびに 
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いずれも予算を伴うものですので、計画的かつ

 
 

五所川原市立市浦アトム保育園の民営化

先法人の公募に、唯一当会が応募
 

来春から民営化される市浦アトム保育園の移管先法人

に応募した法人は「当会のみ

同園は、旧市浦村に唯一設置されている乳幼児の保育施

設で、現在３０名余りの子どもたちが、

も個性的・機能的な園舎・園庭

ています。 

当会は、同園を認定こども園に移行させつつ

育て支援拠点事業の取り組みと合わせ

乳幼児が利用可能な施設を目指

リットを活かして施設間の連携や協働が可能なことなど

をアピールしつつ応募した次第です。なお、

同園の園長を務めてこられ、

務めていただいた長利友子氏を迎える予定

今後、選考委員

会による書類審査、

経営施設の視察、

理事長・園長予定

者との面接を経て、

１２月の市議会で

最終的に民営化が

決定する方向です。 

 

 

平成 28 年度より、
福祉サービス第三者評価機関事業

 

当会は来年度より「公益事業」として、福祉サービス第

三者評価機関としての事業の開始に向けて手続きに入る

ことになりました。 

福祉サービス第三者評価とは、

はじめ、老人ホームや障害者支援施設等の福祉施設・事業

のサービスの質の現状がどのような水準であるかを、書類

やアンケート、訪問による聞

き取り調査などからＡ，Ｂ，

Ｃの３段階で評価し、結果を

職員や利用者、更にはホーム

ページ等で広く社会に公表す

ることにより、更なる福祉サ

ービスの質の向上と、サービ

スの選択に際しての情報の提供に資することを目的

した事業です。 

当会はこの事業の評価機関名を、

サポート』とし、県内の大学教授や社協関係者、保育関

係者の協力を得ながら、当面は保育所と認定こども園のみ

を対象に評価調査・公表を進めていく予定です。

長期経営計画 TOPIX 2 民営化

公益事業

みどりの風こども園ひろた  

みどりの風こども園かなぎ 

 

 

若干名 

各園とも経験は問いません。時間等は応相談 
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五所川原市立市浦アトム保育園の民営化 

先法人の公募に、唯一当会が応募。 

来春から民営化される市浦アトム保育園の移管先法人

当会のみ」という結果になりました。 

旧市浦村に唯一設置されている乳幼児の保育施

現在３０名余りの子どもたちが、木造ながらもとて

・園庭で、元気いっぱいに過ごし

認定こども園に移行させつつ、地域子

育て支援拠点事業の取り組みと合わせて、地区内の全ての

乳幼児が利用可能な施設を目指すこと、法人のスケールメ

リットを活かして施設間の連携や協働が可能なことなど

をアピールしつつ応募した次第です。なお、園長には長年

同園の園長を務めてこられ、その後、広田保育園の園長も

長利友子氏を迎える予定です。 

より、 
福祉サービス第三者評価機関事業 を 

開始の予定です。 

当会は来年度より「公益事業」として、福祉サービス第

三者評価機関としての事業の開始に向けて手続きに入る

祉サービス第三者評価とは、保育園や認定こども園を

老人ホームや障害者支援施設等の福祉施設・事業

のサービスの質の現状がどのような水準であるかを、書類

やアンケート、訪問による聞

Ａ，Ｂ，

し、結果を

職員や利用者、更にはホーム

公表す

福祉サ

サービ

スの選択に際しての情報の提供に資することを目的と

当会はこの事業の評価機関名を、『あおもり保育みらい

とし、県内の大学教授や社協関係者、保育関

係者の協力を得ながら、当面は保育所と認定こども園のみ

公表を進めていく予定です。 
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TOPIX 

経営再建当初からシンボル的に屋根に描かれたトトロ

の絵。広田団地のオアシス的存在を目指しています。
 

平成２９～３０年度の移転改築
想から計画進行段階へと移

とした更なる新規
される「子ども・子育て支援」の拠点を目指します。

昭和５２年開設。リンゴ畑や水田に囲まれた緑あふれ

る環境で、心豊かで優しい子どもを育み続け４０年。
 

子どもたちの減少が進む中にありながらも、限られた

保育者の創意工夫あふれる確かな保育を提供してい

ます

して、幼保連携型認定こども園に移行予定

民営化に応募 

公益事業を開始へ 

 

園 長 渡邊建道 

所在地 五所川原市みどり町 3-93-1 

定 員 １４０名 

職 員 ３２名 

事 業 地域子育て支援拠点事業（ひろば型） 

休日・延長・学童・一時・障害児保育 

園 長 渡邊ルミ子（兼務） 

所在地 鰺ヶ沢町建石町字島田 124-3 

定 員 ２０名 

職 員 ７名 

事 業 学童・一時・障害児保育 

 

 

TOPIX 4 系列４園の近況

経営再建当初からシンボル的に屋根に描かれたトトロ

の絵。広田団地のオアシス的存在を目指しています。

平成２９～３０年度の移転改築に向け、いよいよ構

想から計画進行段階へと移ります。今後は子どもを軸
とした更なる新規事業を進め、五所川原地域に必要と

される「子ども・子育て支援」の拠点を目指します。

昭和５２年開設。リンゴ畑や水田に囲まれた緑あふれ

る環境で、心豊かで優しい子どもを育み続け４０年。

子どもたちの減少が進む中にありながらも、限られた

保育者の創意工夫あふれる確かな保育を提供してい

ます。来春から ≪みどりの風こども園あゆみ≫ と

して、幼保連携型認定こども園に移行予定です。

 

 

 

 

 

園 長 濱谷伊利子 

所在地 五所川原市金木町川倉七夕野

定 員 １２０名 

職 員 ２３名 

事 業 地域子育て支援拠点事業（ひろば型）

 休日・延長・学童・一時・

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

園 長 渡邊ルミ子（兼務） 

所在地 鰺ヶ沢町北浮田町字外馬屋 33

定 員 ３０名 

職 員 ８名 

事 業 一時・障害児保育 

 

 
 

 

 

近況、近未来 

経営再建当初からシンボル的に屋根に描かれたトトロ

の絵。広田団地のオアシス的存在を目指しています。 

に向け、いよいよ構

子どもを軸
を進め、五所川原地域に必要と

される「子ども・子育て支援」の拠点を目指します。 

平成２２年春、市立金木保育所から「金木保育園」へ

と民営化。広大な旧川倉小学校の校舎・敷地を活用。
 

地域の少子化により園児は減少傾向にありますが、今

年度から始めた「街なか散歩」を通じて、地域との絆

をより一層深めます。広大な園庭を有効活用した新
規事業も模索中です。 

昭和５２年開設。リンゴ畑や水田に囲まれた緑あふれ

る環境で、心豊かで優しい子どもを育み続け４０年。 

子どもたちの減少が進む中にありながらも、限られた

保育者の創意工夫あふれる確かな保育を提供してい

と

です。 

町立鳴沢保育所の民営化を受けて、平成１９年開設。

鳴沢公民館、鰺ヶ沢警察署鳴沢駐在所、鳴沢駅に至近。
 
地域内には他園の送迎バスが出入りするなどして、

年々園児が減り続けています。そのため

の歴史を閉じ、たていし愛児園と合併
の風こども園あゆみ≫ として生まれ変わります。

五所川原市金木町川倉七夕野 84-66 

（ひろば型） 

・障害児保育 

33-1 

平成２２年春、市立金木保育所から「金木保育園」へ

と民営化。広大な旧川倉小学校の校舎・敷地を活用。 

地域の少子化により園児は減少傾向にありますが、今

年度から始めた「街なか散歩」を通じて、地域との絆

広大な園庭を有効活用した新

町立鳴沢保育所の民営化を受けて、平成１９年開設。

鳴沢公民館、鰺ヶ沢警察署鳴沢駐在所、鳴沢駅に至近。 

地域内には他園の送迎バスが出入りするなどして、

年々園児が減り続けています。そのため来春で９年間
の歴史を閉じ、たていし愛児園と合併し ≪みどり

として生まれ変わります。 


