
第三者評価結果の公表事項（情緒障害児短期治療施設） 

①第三者評価機関名 

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会 

 

②評価調査者研修修了番号 

SK15008・S15004・S24006・S25124・S25125 

 

③施設の情報 

施設名称:ことりさわ学園 種別:情緒障害児短期治療施設 

代表者（職名）氏名: 園長 川島達夫 定員・利用人数:  ５０名（暫定３９名）  

所在地:岩手県盛岡市上田字松屋敷１１の２０ 

TEL:０１９-６６２-５２５７ ホームページ:http://www.aiji.or.jp/ 

【施設・事業所の概要】 

開設年月日:昭和６２年４月１日 

経営法人・設置主体（法人名・理事長名等）: 社会福祉法人岩手愛児会 会長 藤澤 昇 

職員数 常勤職員:２６名 非常勤職員:５名 

専門職員 

（専門職の名称:       名） 嘱託医（児童精神科）:１名 

施設長:１名 臨時技術員:３名（宿直専門） 

医師（小児科）:１名 講師:１名 

看護師:１名  

心理療法士:５名  

 

 

児童指導員・保育士:１２名（個別対

応・ＦＳＷ含む） 

 

栄養士:１名・調理員:４名  

事務員:１名（法人事務局兼務）  

施設・設備 

の概要 

（居室名・定員: １５室） （設備等） 

男子：シドニー（３） ブエノスアイレス（３）

アレキサンドリア（３）サンフランシスコ（３） 

マルセイユ（３）ロッテルダム（２）ハーグ（２）

アムステルダム（２） 

パソコン（２０：Ｎ接続可） 

エアコン（居室３）（厨房１）（配膳室１）

１階暖房（ホール：床暖）（居室：暖房）

２階暖房（各室：ストーブ） 

業務用乾燥機（２）洗濯機（６男女別）

調理実習室・造形室・談話室（男女別）

健康相談室・心理検査室・治療室（３）

相談室（２）・青春塾 

女子：イスタンブール（３） カルカツタ（３）

シンガポール（３）シャンハイ（３）プサン（２）

フィジー（２）ハワイ（２） 

 

④理念・基本方針 

基本理念 －子どもこそ原点－ 

 社会福祉法人岩手愛児会は、「子どもこそ原点」の思想のもと、どんな時代にも役職員一体とな

り、子どもの権利と意向を尊重し、その健全な心身育成のために「先駆的・開拓的・受容的」な姿

勢を貫き、子どもやその家族に対して「福祉と医療と教育」の三位一体の連携による最善の療育と

養育を提供します。 

 

基本方針 



【1】 真に子ども達のための施設（学園・病院）づくりをめざします。 

【2】 すべての子ども達が心身共に健やかに育ち、社会で自立できるような施設づくりをめざし

ます。 

【3】 社会と密接につながりながら、社会の中で開かれた施設づくりをめざします。 

【4】 職員が子ども達のために働きがいのある施設づくりをめざします。 

 

ことりさわ学園基本理念 －心の港論－ 

 心の不安、混乱状態から、もがき苦しみながらも必死に脱却しようとして学園を求めて来る子ど

も達のために、私達は先ず安らげる「避難港」を用意しなくてはならない。治療とか指導は、必要

ならばその後でも良い。とにかく子ども達に安らげる場所を与えよう。そのためには、子どもの総

てを受容することに徹しよう。家族の非難もしまい。家族のありのままを受容しよう。その避難港

でのしばしの安らぎの中で、やがて子ども達は自らの力を貯えて再び「心の避難港」から出発を準

備するはずである。どんな問題を持ち障害を抱えようが、成長しつづける子どもとは現状のまま自

己にとどまるものではない。子どもとはそういうものである。 

 

⑤施設・事業所の特徴的な取組（サービス内容） 

・青春塾（通所相談事業）  ・心の相談室（電話相談） 

・こどもの心身発達育成研究会 

・学校教育相談夏季研修会および冬季研修会 

・岩手県学校教育相談研究会および盛岡市学校教育相談事例研究会との連携 

・西和賀町や葛巻町との地域交流 

 

⑥第三者評価の受審状況 

評価実施期間 
平成 27 年 7 月 30 日（契約日） ～ 

平成 28 年 1 月 21 日（評価結果確定日）

受審回数（前回の受審時期）  5 回目（平成 24 年度） 

 

⑦総評 

◇ 特に評価の高い点 

○ 施設経営をとりまく環境と経営状況の把握・分析と地域の福祉ニーズに応えた対応 

 社会福祉法人及び情緒障害児短期治療施設を取り巻く外部環境の変化については、”社会保障審

議会報告書～社会福祉法人制度改革について～”、”児童心理治療施設実態調査”、”岩手県家庭的

養護推進計画”、”盛岡市不登校児童生徒対策委員会報告書”等により的確に動向を把握している。

また、法人・施設の内部環境として、資産及び負債の状況、借入金の返済、職員の採用、離職率、

給与制度の見直し、施設の改築等に関し、経営実績を基に検討する委員会を設置し、その状況が

的確に把握され、法人の経営計画検討委員会、施設の中長期計画会議で議論を行い分析がなされ

ている。この施設の特徴は、定員 50 人に対して暫定定員 39 名が適用され、直近の在籍児は 36

名であり、高校生以上の子どもが占める割合が 52.8％、中学生 41.7％と、小学生の入所が少ない

点である。入所児の多くは近接する特別支援学校に通学しており、教育保障を大切にする法人理

念を踏まえ、精神障がいを有する子どもや非行傾向の子どもの受け入れも行い、地域の福祉ニー

ズに十分に応えた対応となっている。 

◇ 改善が求められる点 

○ 中・長期の事業計画の策定 

 平成 13 年度に法人が経営健全化計画を策定し、長期（平成 14～38 年度）にわたる借入金返済



を軸に各施設の独立経営を目指してきた。計画は現在も生きているが、各施設の収支が安定する

ことと共に、理念と存在意義を共有した法人主導の経営が期待されるところだが、長期計画の見

直しが不十分なまま、職員や治療・支援に関するビジョンを描き切れていない。当施設では、長

期計画を受けて「学園中期事業計画」（平成 23～25 年度）を策定したが、その後、第三者評価と

自己評価を行ったものの、26 年度以降の中期事業計画の改定には至らなかった。施設長と幹部職

員は 25 年度までの中期事業計画を総括するまとめを行い、中期事業計画会議において、計画骨子

案が検討され、目標と実施計画を定めるとしている。 

⑧第三者評価結果に対する事業者のコメント 

現在、法人としての新たな中長期経営計画策定委員会を立ち上げ、策定に向けて準備を進めていま

す。それに合わせて、施設としても中長期ビジョンの策定が急務と考えています。評価の中でご指摘いた

だいた他の項目と合わせて、改善に努めて行きたいと考えています。特に、自立支援計画の専門職を含

めた実施状況の記録と職員間の共有化に関しましては、現在、業務・処遇日誌の記載等をパソコンで行

っておりますが、貼り付け等の方法を利用しているために将来的には新たなソフトの導入等を検討して行

かなければと考えています。また、体罰を行わない取り組みに関しましては、包括的対暴力防止プログラ

ム研修を受講させており、園内研修を含めて導入に向けて協議して参りたいと考えています。 

 なお、第二期の取り組み結果を踏まえ、第三期に向けた取り組みに対して考慮していただきたいことを

記載します。 

①評価項目が多く、細かすぎるため逆に自己評価作業に置いて判断に迷う事が多かった。また、

全情短においてその取り組みと評価結果について情報交換をすると、各県によって（評価機関に

よって）評価結果に差異（格差）がある様にも感じる。 

②職員の質やスキル向上、またはキャリアアップに向け各種研修に計画的に派遣をさせてあげた

いとも常々感じてはいるが、精神科への通院体制等々、日々の業務に追われており慢性的な人手

不足によりままならないのが現状である。また、児童心理治療施設として心理治療や心理アセス

メントの重要性を感じているが、同様に人手不足から日々の業務に追われ、心理治療や心理検査

の時間も十分に確保できない状況もある。看護師および家庭支援専門相談員等々の複数配置など

人員配置基準見直しも含め、さらなる法整備および制度改革を切に願っている。 

③現在、高校生が約半数を占めており、一番治療効果のある小学生が入所出来ない（待機待ち）

の状況になっている。また、その待機待ちケースの問題行動が大きくなり高校進学のタイミング

で措置されて来るなどの悪循環になっている。児相及び県とも措置の在り方について協議が必要

と感じている。 

④また、居住空間の改善に関しては、開設当初からの小学生基準の４人部屋に中高生は３人がギ

リギリであり、現在、個別遊戯治療室を１室、居室として潰している状況。虐待ケース（愛着に

課題を持つケース）や発達に障害を持つケースの集団生活では、治療構造的にも４０名で限界を

感じている。現在、県とも定員見直しの方向で話しあっているが、県の家庭的養護推進計画との

関係や虐待相談ケースの増加等もありなかなか進まない状況にある。 

⑤他種別の児童福祉施設では、退所予定の児童に対する各種支援金が多く見受けられるが、情短

施設を対象とした物が少ないように感じている。同じ児童福祉施設として大きな枠組みで経済的

な支援体制が必要と思う。 

 

※上記のような制度に絡む背景等、画一的な評価項目だけでは図りきれない部分もある為、施設

としての独自性も考慮した第三者評価に是非して頂きたい。 

⑨第三者評価結果 

 別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。  



（別紙）
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評価者コメント1
　法人・施設の理念、基本方針が適切に明文化されており、職員、子どもや保護者等への周知が図られている。
　ことりさわ学園を経営する社会福祉法人岩手愛児会は、小児病院、児童養護施設、病児保育所を経営する〝子どもこそ原点”
を基本理念とする法人である。その理念の内容は”子どもの権利と意向の尊重”、”健全な心身育成”、”先駆的、開拓的、受容的
姿勢”、”医療・福祉・教育の三位一体”、” 善の療育”を原点である子どもに向けるとしている。基本方針では、”真に子どもたち
のため”、”子どもたちが社会で自立できる”、”社会の中で開かれた施設”、”職員にとって働きがいのある施設”と掲げている。こ
とりさわ学園は、法人の理念、基本方針を土台とし、学園基本理念として”心の港”を掲げている。心の港とは、学園が子どもとそ
の家族にとって安らげる避難港になろうという決意を表している。治療や指導は後回しになったとしても、とにかく子どもたちに安ら
げる場所を用意することを第一優先とする考え方だ。子ども向けには分かりやすい言葉で法人の理念を表現した文書を作成し、
掲示しているほか、法人全体の子ども会、学園子ども自治会などで周知を図っている。子どもの保護者に対しては父母の会の活
動を通じて周知に取り組んでいる。職員への周知では年度当初の全体会議をはじめとして、パンフレット、ホームページ、法人事
業計画書、学園事業概要書など、様々な文書に理念等を記載し、周知に取り組んでいる。また、これらの文書等は外部に向けて
も公表、周知が図られている。
　法人及び施設の理念、基本方針は、子どもの人権や尊厳を守る姿勢を明確に表しているとともに、情緒に課題を抱える子ども
に対する治療と支援の指針となる”受容”、”心の避難港”といった姿勢を示しており、職員の行動規範としても適切といえる。

I-２　経営状況の把握

I-２-(1)　経営環境の変化等に適切に対応している。

　I-２-(1)-①　施設経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されてい
る。

評価者コメント2
　施設経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。
　社会福祉法人及び情緒障害児短期治療施設を取り巻く外部環境の変化については、”社会保障審議会報告書～社会福祉法人
制度改革について～”、”児童心理治療施設実態調査”、”岩手県家庭的養護推進計画”、”盛岡市不登校児童生徒対策委員会報
告書”等により的確に動向を把握している。また、法人・施設の内部環境として、資産及び負債の状況、借入金の返済、職員の採
用、離職率、給与制度の見直し、施設の改築等に関し、経営実績を基に検討する委員会を設置し、その状況が的確に把握され、
法人の経営計画検討委員会、施設の中長期計画会議で議論を行い分析がなされている。この施設の特徴は、定員50人に対して
暫定定員39名が適用され、直近の在籍児は36名であり、高校生以上の子どもが占める割合が52.8％、中学生41.7％と、小学生の
入所が少ない点である。入所児の多くは近接する特別支援学校に通学しており、教育保障を大切にする法人理念を踏まえ、精神
障がいを有する子どもや非行傾向の子どもの受け入れも行い、地域の福祉ニーズに十分に応えた対応となっている。

　I-１-(1)-②　経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。

　第三者評価結果【情緒障がい児短期治療施設　ことりさわ学園】

評価対象I　治療・支援の基本方針と組織

I-１　理念・基本方針

I-１-(1)　理念、基本方針が確立・周知されている。

　I-１-(1)-①　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

評価者コメント3
　経営環境と経営状況の把握・分析にもとづき、取組を進めているが十分でない。
　法人では、兄弟施設である児童養護施設の家庭的養護への移行と改築及び建設資金調達が大きな課題となっている。また、病
院経営収支の課題も顕在化する中、当施設は比較的安定的な運営が続いてきた。これらの課題は法人の経営計画検討委員会
で検討されている。一方、当施設については中長期計画会議において幹部職員による検討を行い、経営課題をまとめている。そ
の結果、25年度に女子用浴室を整備するなど、環境改善の取組を進めたことは大きな前進であった。しかし、経営層、幹部層の
検討が一般職層に報告され、治療と支援の実践との整合、統合を図る取組が十分でなく、経営課題を明確に自覚しつつも、法人
の中長期計画との整合を待つ態勢であり、終期を定めた目標の設定に至っていない。

1

2

3

1
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c

c

第三者評価結果

b

c

評価者コメント5
　単年度の計画は、中・長期計画を反映しておらず、内容も十分でない。
　単年度事業計画は、子どもに対する支援方法や各部門別の年間スケジュールなどをややマニュアル的な記述を含めて策定され
ている。一方、医療・看護や食事、環境衛生、設備改修等の項目を欠いており改善が必要だ。事業計画にマニュアル的な要素を
含むことは、業務対応の共有を図る狙いとしては理解できるが、標準的な実施方法、すなわちマニュアル集は、別途整理すべきで
あろう。また、達成目標が指標化されていないのは中期計画を欠いているからに他ならない。一方、定例会議や実習の受け入れ、
学校関係行事、主要行事は年間予定表に落とし込まれ、円滑な進捗管理ができるよう詳細な調整が図られている。事業報告書
は、事業計画の項目設定に基づく実施結果のまとめがなされているが、業務を振り返る資料としては、評価に関する記述が不足
といえる。自己評価や業務アンケートを実施しているのだから、子どもの治療・支援に関してどのような努力がなされ進展、成果が
あったかについて、評価結果を記述したい。毎年の自己評価や第三者評価結果のポイントを事業報告に記載する等の工夫が望
まれる。

I-３-(２)　事業計画が適切に策定されている。

　I-３-(2)-①　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に
行われ、職員が理解している。

評価者コメント6
　事業計画が職員等の参画のもとで策定されているが、実施状況の把握や評価・見直し、または、職員の理解が十分ではない。
　単年度事業計画は、職員参加の下、丁寧な策定プロセスによって策定されているが、中長期計画は、25年度に終期となった以
降、検討を続けているものの完成を見ていない。そのため単年度計画は、中長期の目標（ビジョン）の共通認識を欠いた状態で立
案されているといえる。単年度事業計画の策定プロセスは、次のとおりである。11月に評価基準に基づく自己評価のグループ評
価を行い、12月に評価を取りまとめ、1月の職員会議に周知・共有を図っている。1月には業務改善アンケートの集約や施設長に
よる職員個別面談を経て、3月の職員会議で事業計画案をまとめ、理事会承認を得る流れである。単年度事業計画は、翌年度当
初の職員会議で周知が図られ、浸透を図る取組を行っている。しかし、単年度事業計画は、目標の設定に欠けるところがあり、医
療・看護、食事、設備整備等の項目について検討結果が反映されていないことから、評価・見直し及び職員の理解が十分でない
状況がうかがえる。

　I-３-(2)-②　事業計画は、子どもや保護者等に周知され、理解を促している。

評価者コメント7
　事業計画を子どもや保護者等に周知していない。
　事業計画のうち、中長期計画は策定されていないことから、子どもや保護者等に配布、周知がなされていない。単年度事業計画
は、保護者向けには父母会、子ども向けには子ども会でその概要が配布、説明されているが、分かりやすい資料として工夫され
たものはなく、理解を促しているとは言い難い。子ども向けに施設の事業や取組を説明する資料としては、生活や治療支援に密
接したものを取り上げ、興味を持ってもらうことも大切だ。

　I-３-(1)-①　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

評価者コメント4
　経営や治療・支援に関する、中・長期の事業計画も中・長期の収支計画のどちらも策定していない。
　平成13年度に法人が経営健全化計画を策定し、長期（平成14～38年度）にわたる借入金返済を軸に各施設の独立経営を目指
してきた。計画は現在も生きているが、各施設の収支が安定することと共に、理念と存在意義を共有した法人主導の経営が期待
されるところだが、長期計画の見直しが不十分なまま、職員や治療・支援に関するビジョンを描き切れていない。当施設では、長
期計画を受けて「学園中期事業計画」（平成23～25年度）を策定したが、その後、第三者評価と自己評価を行ったものの、26年度
以降の中期事業計画の改定には至らなかった。施設長と幹部職員は25年度までの中期事業計画を総括するまとめを行い、中期
事業計画会議において、計画骨子案が検討され、目標と実施計画を定めるとしている。

　I-３-(1)-②　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

I-３　事業計画の策定

I-３-(1)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
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評価者コメント11
　施設長は、遵守すべき法令等を正しく理解するために積極的な取組を行っている。
　施設長は、児童福祉や社会福祉法人等の関係する県・全国・ブロック段階の各種会議・研修会への出席を通して専門分野の法
令等、施設経営や治療・支援に関する動向の把握に努め、必要な事項については職員会議等で報告・周知に取組んでいる。子ど
もの権利擁護については、子どもの聞き取り調査や園長面談を実施し、周知・遵守に努めており、今後も定期的に取組むことが望
まれる。社会福祉・児童福祉・権利条約・労働・防災・保健衛生等の関係法令や資料のリスト化を図っている。今後も引き続き見直
し・改訂を行い、有効に活用できるよう系統的に整備するよう図られたい。

評価対象II　組織の運営管理

II-１　施設長の責任とリーダーシップ

II-１-(1)　施設長の責任が明確にされている。

　II-１-(1)-①　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っ
ている。

評価者コメント10
　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、理解されるよう取り組んでいるが、十分ではない。
　施設長は、法人の理事並びに評議員として法人経営と学園の管理運営の任にあたっている。さらに専門分野の社会的役割とし
て県児童福祉施設協議会会長、全国情緒障害児短期治療施設協議会監事、同東北・北海道ブロック幹事や市特別支援教育
チーム委員等の任を果たしている。施設長は、年度当初の職員会議において、事業計画の基本方針及び組織・運営体制・業務分
担等の説明を通し、自らの役割と責任を明らかにしている。しかし業務分担表では、施設長及び各職員が所管する組織上の担当
を記してはいるが、施設の業務分掌（細目）は文書化されていない。また、職員についても副園長・部長・主任等の「施設運営管理
業務」の業務分担は記しているが、施設長不在時の権限委任等について明示されていない。これらは、施設運営の長い経験の中
で周知されていることと思われるが、施設長並びに職員個々の業務分掌（細目）の文書化を通して、施設長及び職員個々の役割
と責任をより明確にされるよう勧めたい。

　II-１-(1)-②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

I-４　治療・支援の質の向上への組織的・計画的な取組

I-４-(1)　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

　I-４-(1)-①　治療・支援の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能し
ている。

評価者コメント8
　治療・支援の質の向上に向けた取組が組織的に行われているが、十分に機能していない。
　ＰＤＣＡサイクルとは、課題解決や目標達成の水準、指標を定め、その達成状況を評価しつつ、人的、財政的、時間的資源の投
下を調整、見直しし、組織の成果、すなわち子どもの治療・支援の充実を図る取組である。現状では、中長期計画は未策定であ
り、治療・支援や職員採用、育成等に関する目標を欠く状態にある。毎年度の自己評価により単年度計画は、組織的に作成され
ているので、業務努力の方向性にブレやロスが生じないよう「何をいつまでに達成する」といった明確な意識共有を図っていく必要
がある。

　I-４-(1)-②　評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画
的な改善策を実施している。

評価者コメント9
　評価結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にしているが、改善策や改善実施計画を立て実施するまでには至って
いない。
　女子浴室の環境改善を実施するなど、治療・支援の質向上の取組を確認できた。一方、中長期計画の未策定により、単年度の
取組は努力目標の位置づけを脱していない。毎年の自己評価、職員アンケート、職員会議における計画のまとめなど、組織的な
体制の下で検討がなされているので、今後はその結果が中長期計画や単年度計画に反映されるよう、位置づけの弱い項目につ
いては、各計画への設定が望まれる。
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II-２-(2)　職員の就業状況に配慮がなされている。

　II-２-(2)-①　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り
組んでいる。

評価者コメント16
　職員の就業状況や意向を定期的に把握する仕組みはあるが、改善する仕組みの構築が十分ではない。
　労務管理については、副園長が所管し、職員の就業状況の把握に努めている。施設長は年1回、全職員の「業務改善アンケー
ト」を実施し、意見・提案等を集約し、勤務条件や職員体制等の現状や課題・改善方法を整理し、優先度の高いものから計画化・
改善に向け取組んでいる。職員の健康管理・職場環境の現状把握等は、法人の衛生委員会（法人事務長、産業医、看護師、各
職場の担当者で組織）を開催（月1回）し、課題と対応策を検討し職員への周知と改善に取組んでいる。しかしメンタルヘルスケア
に関する支援の仕組は未整備であり、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）や次世代育成支援対策法に基づく行動計画
の策定には至っていない。また、職員との定期的な個別面接の実施についても課題となっている。

II-２　福祉人材の確保・育成

II-２-(1)　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

　II-２-(1)-①　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立
し、取組が実施されている。

評価者コメント14
　施設が目標とする治療・支援の質を確保するため、必要な福祉人材や人員体制に関する具体的な計画が確立していない。
　学園の人材確保・育成に関する方針と計画は、先の中期事業計画（平成23～25年度）では明記されていたが、現時点では継続
する中長期計画は未策定であり、方針や計画は確立していない。ただし、単年度事業計画において運営方針の中に「心理療法士
を確保して心理治療支援の体制を整備する」こと、「人材育成のために職員研修の充実を図る」ことを掲げ一定の取組は進めてい
る。今後は、法人の経営計画策定委員会の設置（平成27年11月）を受けて、情緒障害児短期治療施設運営指針・第三者評価ガイ
ドライン等を踏まえた学園の人材確保・育成・人事管理等の総合的な中期計画策定へ反映するよう期待したい。

　II-２-(1)-②　総合的な人事管理が行われている。

評価者コメント15
　総合的な人事管理を実施していない。
　「期待する職員像」については明確にされていない。法人の理念・基本方針及び、学園の治療・援助・支援ガイドラインに示す「職
員基本姿勢」を踏まえ、職員が仕事を通じて成長していくうえで目標となる事項に集約し、簡潔で理解し易い表現とすることが望ま
れる。人事基準に該当する定めは、就業規則、給与規程に示す範囲であり、人事考課やキャリアパス等の仕組は未整備である。
次期中期計画の検討にあたっては、職員の採用・育成・活用・処遇・評価が連動するトータル人材マネジメントについても、課題に
据えるよう勧めたい。職員の意向・意見等の把握については、「業務改善アンケート」を実施しているが、人事や職員処遇等に関
する相談は、必要に応じて施設長が随時対応している。定期的な個別面談を設定するには至っていない。

II-１-(2)　施設長のリーダーシップが発揮されている。

　II-１-(2)-①　治療・支援の質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮し
ている。

評価者コメント12
　施設長は、治療・支援の質の向上に意欲をもち、施設としての取組に十分な指導力を発揮している。
　施設長は、学園事業計画の基本方針に「児童心理治療施設をめざした施設運営体制の構築に向けての整備を行う」ことを掲
げ、施設の治療・支援の質の向上を図るための取組に努めている。具体的には、第三者評価の定期的受審に取組み、これまで4
回受審を重ねている。平成26年度は職員4グループにより第三者評価基準を基に自己評価に取組み、評価の集約・まとめ、職員
会議での報告・確認の作業を行っている。さらに、年度末に全職員へ「業務改善のためのアンケート」を実施し、課題領域ごとの
「必要と考える改善点」と「改善のための具体的方法」について意見・提案を求める等、学園の治療・支援の質の現状・課題を把握
し、改善方策を職員と共に考える取組を進め、事業計画へ反映する取組を行っている。

　II-１-(2)-②　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮して
いる。

評価者コメント13
　施設長は、経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮しているが、十分ではない。
　施設長は、前項①のグループ作業や業務改善アンケートの集約結果をまとめ、<勤務体制、職員体制、福利厚生、施設整備、予
算、研修、治療・支援等>の項目に整理し、<園長所感>を付し、文書で職員へ報告・提示する取組を行っている。さらに施設長は課
題の優先度等を踏まえ、次年度計画・運営方針（案）を起草して年度末職員会議へ提案を行う等、施設長自らが主導し取組んで
いる。しかし、経営の改善や業務の実効性を高める取組について職員の主体的な参画を推進する体制（年1回のアンケートの他
に、定期的・継続的な分析・評価を行う仕組等）づくりが求められる。
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評価者コメント20
　実習生等の治療・支援に関わる専門職の研修・育成について体制を整備してはいるが、効果的な育成プログラムを用意されて
いないなど、積極的な取組には至っていない。
　実習受入れについては「規程」及び「実習生の受入について（お願い）」の文書により方針を明示している。また事前説明（要
旨）、情緒障害児チャイルド・ケアワークのオリエンテーション資料を準備している。昨年度は、大学院（臨床心理）・大学（ソーシャ
ルワーク、児童福祉）・専門学校（福祉・保育）等8校より24名の実習生を受入れている。実習指導者はフォローアップ研修を受講
し、施設内に介護福祉士・保育士・心理療法士・社会福祉士実習に対応する担当者会議を設置し、「実習マニュアル」について見
直し検討中である。各専門職種に配慮した基本プログラムの作成も含めて、受入れ実績に見合う整備を期待したい。

II-３　運営の透明性の確保

II-３-(1)　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　II-３-(1)-①　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

評価者コメント21
　施設の事業や財務等に関する情報について、適切に公開している。
　法人・施設の理念や基本方針、施設の概要紹介、治療・支援内容、事業計画・事業報告、経営状況等について、ホームページ
や事業概要書、広報誌（学園だより）、施設パンフレット等の媒体を活用し情報を公開している。利用児の家族会を定期開催（年6
回）し、子どもの治療・支援や生活、施設の事業について説明し、理解を深めるよう図っている。また地元地域の松園地区協議会
に参加し、地域行事や学園公開行事等の交流の機会を通して施設の存在意義や役割の理解・周知に努めている。

　II-２-(3)-②　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・
研修が実施されている。

評価者コメント18
　施設として職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定されているが、内容や教育・研修の実施が十分ではない。
　「期待する職員像」は明示されていないが、「事業概要」（平成27年度版）に<治療・支援の目標><職員の基本姿勢>を示し、さら
に事業計画の基本方針として「人材確保・育成のための職員研修の充実をはかる」ことを掲げ、当年度の研修実施計画を提示し
ている。具体的には、各職員は「職員研修実施要領」・「職員研修体系」・「職員研修実施規定」に則り、「個人別研修計画（シー
ト）」を作成し研修委員会へ提出⇒個別の研修（中期）計画及び年度実施（受講）計画を作成⇒派遣⇒復命・報告⇒評価のプロセ
スで取組むこととしている。個別の研修受講の自己評価と施設長評価は行っているが、施設として基本方針を踏まえた研修計画
の評価・見直しを定期的に行うまでには至っていない。

　II-２-(3)-③　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

評価者コメント19
　職員一人ひとりについて、教育・研修の機会が確保され、適切に教育・研修が実施されている。
　前項②に記した研修要領・規定により職員一人ひとりの研修計画を推進している。職員から「個別研修計画（シート）」=OJT.OＦ
F-JT.SDS（資格取得等）の中期的研修ニーズを記入、「職員研修個別票（研修履歴）」=勤続年数・現有資格・平成23年度以降の
研修受講履歴等の提出を求め、これを基に職員（臨時職員を含む）の「個別研修中期計画」（平成27年度～）、及び当年度の研修
実施計画を策定し、新任職員をはじめとする全職員が階層別・職種別・テーマ別研修等を受講するよう進めている。ライフステー
ジに沿った新任・中堅・管理者研修や専門研修への受講は職員個々の育成目標に配慮した実施計画となっている。

II-２-(4)　実習生等の治療・支援に関わる専門職の研修・育成が適切に行われてい
る。

　II-２-(4)-①　実習生等の治療・支援に関わる専門職の研修・育成について
体制を整備し、積極的な取組をしている。

II-２-(3)　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

　II-２-(3)-①　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

評価者コメント17
　職員一人ひとりの育成に向けた目標管理等が行われていない。
　「期待する職員像」については明確にされていない。また「業務改善アンケート」や「個人別研修計画」の策定を通して個々の目
標や意見の把握に取組んでいるが、目標管理と連動する仕組の構築には至っていない。

17

18

19

20

21
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a

第三者評価結果

a

b

第三者評価結果

a

評価者コメント24
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢が明示されているが、受入れについての体制が十分に整備されていない。
　基本姿勢については、事業運営方針に「ボランティアの協力を得て子どもの生活体験の拡大を図り自立支援に結びつけていく」
ことを明示している。また、「ボランティア受入に関する事項」により、ボランティアの種類を学習支援・グループワーク支援・行事運
営支援・余暇活動とし、留意事項や登録等について記している。しかし、ボランティア受入れ規程（又は要領）や受入れマニュア
ル、オリエンテーション資料等が未整備である。現状を踏まえて見直し、策定を望みたい。また、ボランティアの受入・活動参加状
況が一覧できるよう実績を記録し、事業報告・ホームページ等で公表されたい。

II-４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

　II-４-(2)-①　施設として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が
適切に行われている。

評価者コメント25
　子どもによりよい治療・支援を実施するために必要となる、関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に把握し、その関係機関
等との連携が適切に行われている。
　「各種関係機関・団体・個人連絡先リスト」を作成し、行政機関（児童相談所・県市担当課・教育委員会・家裁・警察・消防等）、社
会福祉協議会、ボランティア（団体・個人）、民生児童委員、児童福祉施設、病院、保育所、学校、その他協力者（個人・会社・商店
等）など、学園運営と子どもの支援にとって必要となる社会資源の連絡先を収録・整備し、職員間で情報共有している。子どもの
治療・支援の質の向上のために、子どもが通学する支援学校（小・中・高等部）とのケース会議や各児童相談所との業務連絡会
（学園・支援学校・児相）を定期的に開催する他、福祉・教育・行政等の関係者による研究会や研修会等への参加を通して関係
者・関係機関との日常的な連携・協働に努めている。

評価者コメント22
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。
　施設の会計・文書管理・契約・児童小遣い・物品等の総務・庶務に関する施設運営管理業務分担表を明示し、職員に周知してい
る。社会福祉法人審査基準に示す外部監査としては実施していないが、会計事務所と契約し、定期的（3カ月ごと）に会計管理体
制の整備・運用状況の点検監査を受け、会計監査等報告書による指摘・指導・助言により適正な経営・業務改善に取組んでい
る。

II-４　地域との交流、地域貢献

II-４-(1)　地域との関係が適切に確保されている。

　II-４-(1)-①　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

評価者コメント23
　子どもと地域との交流を広げるための地域への働きかけを積極的に行っている。
　法人の基本方針に「社会と密接につながりながら、社会の中で開かれた施設づくりをめざします」と考え方を明示している。さら
に学園の事業運営方針において「地域と共同した行事・事業に取り組み、社会体験の中で交流を深め子どもの自立支援を図る」
ことを掲げ、同性同年齢同士の小グループ活動を企画し、年間を通して子どもと地域との交流を広げる取組を行っている。地域も
地元盛岡・松園地区に限らず、葛巻町・西和賀町・一関市の団体や住民グループ等の協力を得て、<男子>キャンプ・太鼓合宿・町
民まつりや行事への太鼓出演、<女子>花苗植え・田植え・稲刈・太鼓合宿・太鼓出演、<小学生>野菜植え・サマーキャンプ・オリエ
ンテーリング・カレンダー版画制作、<その他>合宿・マラソン出場・わかさぎ釣り（等）、多彩な体験（交流・共同生活・自然・農作業
など）を積みあげ、仲間や地域との交流を深めている。この他、学園全体で1年の成果を発表する行事（学園公開、弁論大会）を毎
年継続開催し、子どもたちの学びと自立への経験の場をつくりあげ、学園の伝統的行事として定着していることも特筆される。

　II-４-(1)-②　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確
立している。

　II-３-(1)-②　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行わ
れている。22

23

24

25
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第三者評価結果

b

a

評価者コメント26
　施設が有する機能を、地域に開放・提供する取組を行っているが、十分ではない。
　学園の有する児童心理治療施設の機能を生かし、関係機関や関係者・地域と連携した取組を進めている。相談事業「心の相談
室（外来相談）」（昭和62年～）と家族療法事業「青春塾（通所）」（平成4～）の2事業については、学園の独自事業として継続的に
取組んでいる。また、平成3年に結成された「子どもの心身発達育成研究会」の事務局を担当し、研究会活動（通年）と学校教育相
談研修会（夏冬2回）開催等、福祉・教育・医療のネットワーク活動の核となる役割を果たしている。なお、災害時の地域における役
割に関しては、施設の特性や建物設備等の現状を踏まえ慎重な検討が必要であり、未確定である。法人内施設の共通の課題と
して方向付けが求められる。

　II-４-(3)-②　地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行われてい
る。

評価者コメント27
　地域の具体的な福祉ニーズを把握し、これにもとづく公益的な事業・活動を積極的に行っている。
　前項①に記した学園が独自に取組む相談事業・通所事業や研究会・研修会はじめ児童相談所・支援学校との連絡会・ケース会
議等を通してニーズの把握に努めている。「外来相談」では子育ての悩み、ひきこもり、虐待等の困難をかかえる子どもと家族の
支援を、「青春塾」ではひきこもりや不登校等の子どもへ心落ち着ける居場所を保証し、治療・支援に取組んでいる。この他に、法
人の公益事業「病児保育所」（平成10年～）も特記される。

II-４-(３)　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　II-４-(3)-①　施設が有する機能を地域に還元している。26

27

7



第三者評価結果

b

b

第三者評価結果

a

a

評価者コメント30
　子どもや保護者等が治療・支援を利用するために必要な情報を積極的に提供している。
　子どもの入所に当たっての手続きは「施設入所受入れマニュアル」を基に、入所前協議・入所時の面接等を実施している。子ど
も本人のインテーク面接及び保護者面接では、「入園のしおり」、「生活のしおり（日課編・権利編）」、学園紹介パンフレットを配布
し、説明している。中でも「日課編」「権利編」は、パワーポイント(パソコン)で作成した資料を使用し、子どもに分かりやすく工夫した
ものとなっている。

　III-１-(2)-②　治療・支援の開始・過程において子どもや保護者等にわかりや
すく説明している。

評価者コメント31
　治療・支援の開始・過程において同意を得るにあたり、施設が定める様式にもとづき子どもや保護者等にわかりやすく説明して
いる。
　前項①の「入所受入れマニュアル」に沿って、学園生活のオリエンテーション・インテーク面接・保護者面談を行い、治療・支援の
内容を説明し、初期方針や子ども自身の「がんばり目標」について確認できるよう取組んでいる。意思決定が困難な子どもに対し
ては、担当医とのケア会議を経て、当面の治療・支援方針を確認することにしている。困難を抱える保護者については、保護者の
主治医等の助言を参考に、十分配慮し、対応するよう取組んでいる。

　III-１-(1)-①　子どもを尊重した治療・支援の実施について共通の理解をもつ
ための取組を行っている。

評価者コメント28
　子どもを尊重した治療・支援の実施についての基本姿勢は明示されているが、施設内で共通の理解をもつための取組は行って
いない。
　子どもを尊重する基本姿勢は、法人の基本理念「子どもこそ原点」及び学園基本理念「心の港論」（開設にあたっての基本理念）
に明記している。職員倫理規程・行動指針及び、「学園治療・援助・支援ガイドライン」に<職員の基本姿勢（10項目）><治療及び自
立支援>を文書化し、学園の定めた規程の一つと位置付けている。これらの基本文書は「事業概要」（冊子）に収録し、年度当初の
職員会議で配布・説明しているが、定期的に施設内研修テーマに設定し、周知・理解を深める取組は十分とはいえない。勤務年
数の長い職員には「すでに承知のこと」であっても、新任職員も含め再学習を行い、定期的な状況把握や評価を実施するよう勧め
たい。

　III-１-(1)-②　子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した治療・支援
の実施が行われている。

評価者コメント29
　子どものプライバシー保護等の権利擁護に関する規程・マニュアル等を整備しているが、子どものプライバシーと権利擁護に配
慮した治療・支援の実施が十分ではない。
　「プライバシー保護マニュアル」及び　「プライバシー保護について（職員の姿勢）」を文書化し、職員への説明と周知に努めてい
る。子どもや保護者に対しては、「入園のしおり」や生活オリエンテーションで説明すると共に、自治会・家族会で学園の取組の周
知に努めている。施設設備面では、トイレや浴室・洗面所等の改善・増設等に取組んでいるが、開設（昭和62年）当時の小学生を
基準とする建物は、入所児の約50％超が高校生である現状において、プライバシー保護の面では快適な環境とは言い難く、学園
の将来構想の重要な課題となっている。不適切な事案発生時の対応について、「暴力行為発生・いじめ発生」の緊急対応マニュア
ルを作成しているが、厚労省の示す「施設運営指針」<4-（6）被措置児童虐待対応>を踏まえたマニュアルを策定するよう検討され
たい。

III-１-(2)　治療・支援の実施に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

　III-１-(2)-①　子どもや保護者等に対して治療・支援の利用に必要な情報を
積極的に提供している。

評価対象III　適切な治療・支援の実施

III-１　子ども本位の治療・支援

III-１-(1)　子どもを尊重する姿勢が明示されている。

28

29

30

31
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第三者評価結果

b

第三者評価結果

a

a

b

評価者コメント35
　子どもが相談したり意見を述べたい時に方法や相手を選択できる環境が整備され、そのことを子どもに伝えるための取組が行
われている。
　意見や不満・要望等の受付けについて、「生活のしおり」や掲示物を用いて説明している。相談は、前項①の苦情対応窓口や担
当者の他、子ども一人ひとりの個別担当職員（3～5名）を紹介し、自由に選べることを伝えている。また投書箱への投書による利
用方法も説明している。相談の場所は、相談室の他に子どもの状況やプライバシー環境を考慮し随時対応している。

　III-１-(4)-③　子どもからの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応し
ている。

評価者コメント36
　子どもからの相談や意見を把握しているが、組織的かつ迅速に対応していない。
　「苦情解決のしくみ」（体系図）は示されているが、「意見・相談・要望」に対応する手順は未整備である。「苦情解決」とは別の対
応手順を策定することが望まれる。あわせて苦情解決マニュアルについても、現状の取組に合わせて見直し、よりわかりやすいも
のに改訂されたい。

　III-１-(3)-①　子どもの満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っ
ている。

評価者コメント33
　子どもの満足を把握する仕組みを整備し、子どもの満足の結果を把握しているが、その向上に向けた取組が十分ではない。
　子どもの満足や意向を把握する取組は、毎月の定期面談の会話の中から把握する方法がとられている。さらに自治会活動（月
例のリーダー会議、月曜のつどい、木曜の活動日）、アンケート（スポーツ活動について、食事について）等があげられるが、子ど
もの満足や意向について集約・整理する等の文書化はされていない。保護者についても家族会（年6回）等の機会に把握した満
足・意向等のまとめ文書は確認できなかった。担当者がそれぞれに取組んでいる面談やアンケート、自治会・家族会等で把握した
満足・要望を集約し検討する仕組（担当者・検討会議等）を設置し、施設全体で子どもの満足の向上に向けて取組むように望みた
い。今年度実施した第三者評価の「利用児調査」を参考に、満足度や意向を把握する調査の定期実施も検討されたい。

III-１-(4)　子どもが意見等を述べやすい体制が確保されている。

　III-１-(4)-①　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

評価者コメント34
　苦情解決の仕組みが確立され子ども等に周知する取組が行われているとともに、苦情解決の仕組みが機能している。
　法人は「苦情対応規程」を定め、各施設に苦情解決体制を整備し、責任者（園長）、受付担当者（療育部長）、委員会（園長・副園
長他2名）、第三者委員（元学校長・元主任児童委員等3名）の体制を構築している。学園の「苦情解決のしくみ」について園内に掲
示すると共に自治会・家族会等で説明している。昨年度の苦情は意見箱で36件受付け、その内容と対応状況・結果を施設の事業
報告書に掲載し公表している。今年から、子どもに対する公表方法の見直しを行い、苦情を申し出た子ども等の個人情報に配慮
し、要点を整理した上で相談項目と対処内容を1カ月毎に報告（説明・掲示）する方法へ改め実施している。

　III-１-(4)-②　子どもが相談や意見を述べやすい環境を整備し、子ども等に
周知している。

　III-１-(2)-③　措置変更や地域・家庭への移行等にあたり治療・支援の継続
性に配慮した対応を行っている。

評価者コメント32
　治療・支援の内容や措置変更、地域・家庭への移行等にあたり治療・支援の継続性に配慮しているが、十分ではない。
　治療・支援を経て退所に至った場合の手順について「入所から退所、アフターまでのロードマップ」を作成し、子どもの治療・支援
の継続性に配慮した取組を進めている。退所時の引継ぎ文書として、ケース記録をもとに「退園時要約」を作成している。アフター
フォローは支援会議により、退園後1カ月以内に保護者・本人の状況把握（電話・家庭訪問）、3カ月以内に移行先の関係者との情
報交換会及び児童相談所業務連絡会での情報交換を行い、必要な支援のネットワークの継続に努めている。学園独自に退園後
も家庭環境調整や学校調整等のサポートが必要な子どもと家族に対しては、「青春塾」（家族療法事業）への通所による支援に取
組んでいる。なお、移行後の相談方法や担当者等については、個々の子どもに即し、その内容を記載した文書により提供するよう
望みたい。

III-１-(3)　子どもの満足の向上に努めている。

32

33

34

35

36
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第三者評価結果

b

b

b

第三者評価結果

b

b

　III-２-(1)-①　治療・支援について標準的な実施方法が文書化され治療・支
援が実施されている。

評価者コメント40
　治療・支援について、標準的な実施方法が文書化されているが、それにもとづいた治療・支援の実施が十分ではない。
　ことりさわ学園においては、「平成27年度事業概要」と各種マニュアルを治療・支援の標準的な実施方法の文書としている。「事
業概要」はⅠ施設の概要、Ⅱ開設にあたっての基本理念と治療・支援の目標、Ⅲ治療・援助・支援（ケア・ヘルプ・サポート)ガイド
ライン、Ⅳ平成27年度事業計画、Ⅴ平成26年度運営活動状況、Ⅵ統計資料、Ⅶ岩手県立盛岡青松支援学校の概要で構成されて
おり、治療・援助・支援ガイドラインを治療・支援の標準的な実施方法とし、その他各種マニュアルが文書化されている。しかしなが
ら、標準的な実施方法について職員へ周知徹底する仕組みや実施の確認は、朝の申し送りやケース会議、検討会により確認して
いるとのことであるが、十分とは言えない。研修や個別指導等による周知方策を具体化することが望まれる。

　III-２-(1)-②　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立してい
る。

評価者コメント41
　標準的な実施方法について定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できるよう仕組みを定めているが、検証・見直しが十
分ではない。
　学園の標準的な実施方法を記した「治療・援助・支援ガイドライン」は、年度末に職員の業務改善レポートを取りまとめ、事業概
要担当者会議により毎年見直しを図っている。しかし、子どもや保護者のアンケートは生かされていない。今後は、第三者評価基
準ガイドラインの項目を基に課題等を抽出した取組が有効な手段と考えられる。

　III-１-(5)-②　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための
体制を整備し、取組を行っている。

評価者コメント38
　感染症の予防策が講じられ、発生時等の緊急を要する子どもの安全確保について施設として体制を整備しているが、取組が十
分ではない。
　「感染症対応マニュアル」を定め、職員の衛生管理・園内の衛生管理、感染症（疾患別）の対応について記している。しかし、感
染症対策に関する責任と役割を明確にした管理体制や感染症対策を所管する委員会等の組織体制について、明示されていな
い。前項①のリスクマネジメント規程の安全委員会に準じた体制と活動内容等の明示が求められる。
　なお、マニュアル、規程、要領、その他確認文書など基本資料には、その作成時期（策定日・施行日・改訂日等）を必ず記入され
たい。後日、検証する上で必要である。

　III-１-(5)-③　災害時における子どもの安全確保のための取組を積極的に
行っている。

評価者コメント39
　地震、津波、豪雨、大雪等の災害に対して、子どもの安全確保のための取組を行っているが、十分ではない。
　「防災マニュアル」により、災害時の対応（行動基準）を定め、①災害時に行なうべきこと⇒②発生時に行なうべきこと⇒③避難後
の安全確保⇒④災害の情報収集⇒⑤被害状況のとりまとめ⇒⑥避難生活⇒⑦地域被災者の受入れ検討⇒事業継続を目指す
⇒⑨生活を再開する。等々、時系列で検討・対応すべき必要事項を挙げ、確認する体制を明記している。なお、子ども及び職員の
安否確認については、よりキメ細やかな手順・対策（例えば通学・通勤中、外出・一時帰宅中、登校中の学校との連絡方法、携帯
電話が不通になった場合等）の検討が必要である。年間計画で実施している防災訓練についても、火災以外の災害も想定し、マ
ニュアルの検証を含めた訓練を企画するよう検討されたい。

III-２　治療・支援の質の確保

III-２-(1)　治療・支援の標準的な実施方法が確立している。

III-１-(5)　安心・安全な治療・支援の実施のための組織的な取組が行われている。

　III-１-(5)-①　安心・安全な治療・支援の実施を目的とするリスクマネジメント
体制が構築されている。

評価者コメント37
　リスクマネジメント体制を構築しているが、子どもの安心と安全を脅かす事例の収集や要因分析と対応策の検討・実施が十分で
はない。
　リスクマネジメント実施規程を定め、施設長を責任者とする「施設安全委員会」を核に事故防止の方策検討、事故、ヒヤリ・ハット
の報告と対応、啓発・教育に取組む体制を整備している。想定されるリスクに対応するマニュアル（危機管理対応、服薬管理、暴
力・いじめ行為発覚時、無断外出・万引発覚時、性的問題発覚時、虐待対応など）を定め、職員参画による取組を進めている。
「規程」によると、施設安全委員会は概ね月1回の開催と定めているが、平成26年度は前・後期2回の開催に止まっている。また、
事故、ヒヤリ・ハット報告書をもとに対応策を検討しているものの、事例を集約し要因分析や対応策を提示するには至っていない。
さらに年間の取りまとめを事業報告書に収録する等、安全確保・事故防止のための研修素材として活用するよう工夫されたい。

37

38

39

40

41
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第三者評価結果

a

a

第三者評価結果

b

b　III-２-(3)-②　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

評価者コメント45
　子どもに関する記録の管理について規程が定められ管理が行われているが、十分ではない。
　文書規程や個人情報保護規程等により、子どもの記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規定を定めており、責任者も
設置している。入所時に個人情報の取扱いについて、子どもや保護者等に説明している。しかしながら記録の管理について個人
情報保護の観点から、職員に対し教育や研修は行われていない。今後法人が中心となった職員への研修や学習会の開催が望ま
れる。

評価者コメント42
　子ども一人ひとりの自立支援計画を策定するための体制が確立しており、取組を行っている。
　責任者は業務分担表によりケースの担当者となっている。入所時は児童相談所からの支援方針や入所前協議資料、家庭訪問
の実施を基にインテーク面接や経過報告を作成している。その資料を基に、担当者を中心に部門を横断したさまざまな職種の関
係職員（種別によっては施設以外の関係者も）が参加してケース検討会を実施し、「新入園児童観察記録・指導計画」により自立
支援計画が策定されている。策定手順は治療・援助・支援ガイドラインの他、「施設入所受け入れマニュアル」に明記されている。

　III-２-(2)-②　定期的に自立支援計画の評価・見直しを行っている。

評価者コメント43
　自立支援計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を施設として定めて実施している。
　自立支援計画の見直しについては、治療・援助・支援ガイドラインに明記されており、3カ月ごとに見直しを行っている。ケース検
討会議には関係職員や医師、学校、子どもの意向など明記し評価されている。治療・支援の実施の評価がなされ、課題等も明確
になっている。

III-２-(3)　治療・支援の実施の記録が適切に行われている。

　III-２-(3)-①　子どもに関する治療・支援の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化されている。

評価者コメント44
　子ども一人ひとりの自立支援計画の実施状況が記録されているが、職員間での共有化が十分ではない。
　子どもの身体状況や生活状況等は、業務日誌や経過観察、ケース記録等に記録されている。しかし、各専門職等により定めた
様式による記録の共有化は十分ではない。また、職員によって記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の作成や職
員への指導等の工夫も必要と思われる。周知についてはケース検討会や申し送り簿により共有化を図っているが、業務日誌や申
し送り簿からケース記録に転記する方法を取っているため、他の職員が開いているときには書き込みができず、使い勝手の悪い
システムになっている。今後、記録業務の効率化を図るためにもソフトの購入も含め改善が求められる。

III-２-(2)　適切なアセスメントにより自立支援計画が策定されている。

　III-２-(2)-①　アセスメントにもとづく個別的な自立支援計画を適切に策定し
てる。

42

43

44

45
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第三者評価結果

Ａ① b

Ａ② b

Ａ③ b

Ａ④ b

第三者評価結果

Ａ⑤ b
Ａ-１-(2)　権利についての説明

Ａ-１-(2)-①　子どもに対し、権利について正しく理解できるよう、わかりやすく
説明している。

評価者コメント5
　子どもに対し、権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説明しているが、十分ではない。
　子どもの権利意識を高めるための取組として、「いわてこどものけんりノート」を配布し、それを使って子どもの状態に応じて、権
利と義務・責任の関係について子どもが理解できるように説明している。また、年度当初にはパワーポイント（パソコン）で作成した
資料により権利の説明を行い、話し合う機会が持たれている。しかし、職員間での学習会がここ数年は実施されていないため、権
利のみではなく、義務・責任についての説明や定期的な学習の場を職員も含んだ取組が求められる。

Ａ-１-(1)-②　子どもが自らの課題を可能な限り認識し、施設が行う治療・支援
について納得し主体的に選択出切るように、事前に分かりやすく説明し支援し
ている。

評価者コメント2
　施設が行う治療・支援について事前に説明はしているが、子どもの理解・納得を十分得るまでに至っていない。
　治療効果を上げる取組として、施設の実施する治療・支援の意味や内容・方法について、入所時にインテーク面談を実施し治
療・支援の意味や内容・方法について説明している。事前説明のマニュアルはないが児童相談所と事前の打ち合わせをしなが
ら、必ず複数の職員で説明をするようにしている。説明は子どもが納得いくように丁寧に説明し、自分の課題（みんなと仲良く、毎
日学校へ、喧嘩をしない等）を確認するようにしている。しかし、定期的に立ち返り面接も実施しているが、子どもの理解・納得を得
るための仕組みや点検が求められる。

Ａ-１-(1)-③　子どもの発達段階に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家
族の状況等について、子どもに適切に知らせている。

評価者コメント3
　本人の出生や生い立ち、家族の状況等について、子どもに知らせているが、フォローなどが十分でない。
　可能な限り児童の父母の状況等の事実を伝えるようにしている。一つの事例として、児童相談所職員の参加のもとに子ども自
身の出生や生い立ち、家族の状況の説明をしていることが資料やヒアリングの中で確認できた。事実を伝えた後の経過記録や経
過については、ケース会議を行い記録している。伝え方や内容などについては事業概要に示しているが、職員間で共有する仕組
みや体制の整備が求められる。

Ａ-１-(1)-④　子どもの行動などの制限については、子どもの安全の確保等の
ために、他に取るべき方法がない場合であって子どもの 善の利益になる場
合にのみ、適切に実施している。

評価者コメント4
　子どもの行動などの制限については、他に取るべき方法がない場合であって子どもの 善の利益になる場合にのみ、実施して
いるが、マニュアルや検証が十分ではない。
　暴力行為の緊急対応については、クールダウン及び複数職員の対応を原則としており、行動制限も含む2次3次の対応にも配慮
している。しかし、マニュアルや事業概要には、行動を制限する具体的なケアやプライバシーの制約についての記載が見られない
ため、職員間での共有、子どもや保護者等への説明を含めた、マニュアルの整理が求められる。

Ａ-１  子ども本位の治療・支援

Ａ-１-(1)　子どもの尊重と 善の利益の考慮

Ａ-１-(1)-①　社会的養護が子どもの 善の利益を目指して行われることを職
員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践している。

評価者コメント1
　社会的養護が子どもの 善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、日々の治療・支援において実践している
が、十分ではない。
　子どもの 善の利益を目指した治療･支援を行うための取組として基本理念である『子どもこそ原点』において子どもの権利と意
向を尊重し・・・としている。日々の治療・支援内容は毎朝の申し送りとケース検討会（プチカンファレンス）を繰り返し実施しするこ
とにより共通理解を図っている。職員は交替勤務のため、1日2回（9：00～10：00、13：00～14：30）、宿直勤務者は13：15～22：00、
13：15～14：45で、業務日誌による申し送り（引き継ぎ）を実施している。管理者がスーパーバイザーとなりスーパービジョンを受け
られる環境を設定すると共に、6名のスーパーバイザーの配置や大学教授の助言も得ている。また、3カ月に一回、ケース研究会
を実施し振り返りと検証の機会としているが、特別な配慮を必要とする入所児が増えているため、個々の利用児の 善の利益を
職員間で共通して理解し、活かすための更なる仕組みや体制の整備が求められる。

12



第三者評価結果

Ａ⑥ a

第三者評価結果

Ａ⑦ c

Ａ⑧ b

Ａ⑨ b

第三者評価結果

Ａ⑩ a

第三者評価結果

Ａ⑪ a
評価者コメント11
　子ども自身が自主的に考える活動を推進し、施設における生活改善に向けて積極的に取り組んでいる。
　法人内で子ども会が組織され、子ども会の部屋も準備されている。当施設ではことりさわ自治会が組織され、毎週月曜日のこと
りさわ集い、毎週木曜日の自治会活動が行われている。自治会役員（5～6名）が中心になって、活動や行事の内容も自治会で決
めるようにしており、日常生活のルールや子ども同士の意見なども取り入れ活動している。必要に応じて職員が支援をしている。

評価者コメント9
　被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、対応しているが、十分ではない。
　ことりさわ学園被措置児童等虐待対応マニュアルは、岩手県被措置児童等虐待対応マニュアルを活用している。11月には、被
措置児童等虐待対応フォーラムに職員を参加させている。措置児童等虐待の届出・通告制度については、研修会などで職員に周
知している。しかし、子ども等には配布、説明、掲示はしていない。今後、職員や子ども等への被措置児童等虐待防止の周知とと
もに、被措置児童等虐待対応マニュアルの理解を含め、法人として施設内での検証の場の設置や迅速かつ誠実な対応をするた
めの体制整備・仕組みについての検討や研修体制が望まれる。

Ａ-１-(5)　思想や信教の自由の保障

Ａ-１-(5)-①　子どもや保護者の思想や信教の自由を保障している。

評価者コメント10
　子どもや保護者等の思想や信教の自由が保障されている。
　施設生活への支障や施設内での宗教活動を行わないなど、こどものけんりノート・生活のしおり等の遵守ができることを前提に
思想、信教の自由を保障している。

Ａ-１-(6)　子どもの意向や主体性への配慮

Ａ-１-(6)-①　子ども自身が生活全般について自主的に考える活動を推進し、
施設における生活改善に向けて積極的に取り組んでいる。

Ａ-１-(4)　被措置児童等虐待対応

Ａ-１-(4)-①　いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱めるような行
為を行わないよう徹底している。

評価者コメント7
　体罰等を行わないための取組が十分ではない。
　職員を対象とした体罰等の禁止規定は管理運営規程に明示している。新採用職員のオリエンテーションで説明を行っているが、
他の職員に対しては、日々の申し送り事項で確認し合い、子どもの暴力等に対しては、複数の職員で対応することを申し合わせ
ている。体罰を伴わない支援技術の研修を受講予定としているが、2年前の同一法人内の不祥事を教訓とした法人(施設)全体で
不適切な行為を行わないことを共有するための更なる取組が求められる。

Ａ-１-(4)-②　子どもに対する不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組ん
でいる。

評価者コメント8
　不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組んでいるが、十分ではない。
　施設として、密室・死角等の建物構造の改善が行われた。女子棟にトイレ、風呂場、洗面所、洗濯場を設置し、ハード面での整
備（女子棟内で全部できるよう）が行われた。早期発見等に向けては、特に女子への指導は複数でするなどの申し合わせは行っ
ているものの、不適切なかかわりの防止や支援技術を習得するための研修体制や仕組みは構築されていない。また、マニュアル
も策定されていないため、子どもや職員保護の観点からも早急な対応が望まれる。

Ａ-１-(4)-③　被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅速か
つ誠実に対応している。

Ａ-１-(3)　他者の尊重

Ａ-１-(3)-①　様々な生活体験や多くの人たちとのふれあいを通して、他者へ
の心づかいや他者の立場に配慮する心が育まれるよう支援している。

評価者コメント6
　子どもが個人の人格の尊厳を理解し、自他の権利を尊重し共生ができるよう支援している。
　被虐待の子どもとの信頼感を得るなど良好な人間関係を築くために、職員と子どもとが個別的にふれあう時間として1カ月に一
回各担当者（4～5名）との時間を設定すると共に、土日や誕生日に買い物、調理を一緒に行うなどして信頼関係を構築している。
また、個別面談も機会あるごとに実施している。さらに、同年齢の子どもとの関係、異年齢の子どもとの関係や子ども同士のトラブ
ル発生時には、職員が代弁者となりそれぞれに対応し、お互い自他権利を尊重して共生できる人間性を育成できるよう支援して
いる。
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第三者評価結果

Ａ⑫ a

Ａ⑬ a

第三者評価結果

Ａ⑭ a

Ａ⑮ b

Ａ⑯ b
評価者コメント16
　子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後の支援が行われているが、十分ではない。
　退所後の支援については支援学校が担っているところが大きく、連携により実施されており、退所後の状況把握は支援学校の
アフターケアの資料をもらっている。退所後、「私たちがサポーター」を活用している他施設の行事に参加を促し、近況を聞くなどの
取組が行われている。特に、家庭基盤が弱い児童、及び精神科経由の児童は特にアフターケアを大事にしており、児童精神科と
の関わりが重要な子どもが多いことから、施設としてアフターケアの体制や仕組みづくりが求められる。
　

Ａ-１-(8)　継続性とアフターケア

Ａ-１-(8)-①　子どもの状況に応じて退所後の社会生活を見通した見立てを行
い、支援している。

評価者コメント14
　子どもの状況に応じて退所後の生活を見通した見立てを行い、支援している。
　退所まじかの子どもに対し退所後を見据え、要保護児童対策地域協議会のケース検討会での検討結果を反映した自立支援計
画が作成されている。また、支援学校との連携による自立支援計画には、「私たちがサポーター」という資料により退所してからの
生活に向けた取組が記載されている。一人暮らしの訓練は法人内の自活訓練室を使用して行われている。

Ａ-１-(8)-②　家庭引取りに当たって、子どもが安定した生活が送ることができ
るように支援を行っている。

評価者コメント15
　家庭引取りに当たって、子どもが安定した生活が送ることができるように支援を行っているが、十分ではない。
　退所に当たって、本人の意向や家庭状況を踏まえ、児童相談所や支援学校、要保護児童対策地域協議会などの関係機関と協
議し、適切な退所時期、退所後の生活を検討している。しかし、家庭復帰後の子どもと家族の状況把握や支援などは支援学校に
頼るところが大きく、施設として退所に向けたプロセスの仕組みづくりが望まれる。

Ａ-１-(8)-③　子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後の支援を
行っている。

Ａ-１-(7)　主体性、自立性を尊重した日常生活

Ａ-１-(7)-①　日常生活のあり方について、子ども自身が自分たちの問題とし
て主体的に考え生活できるよう支援している。

評価者コメント12
　日常生活のあり方について、子ども自身が自分たちの問題として主体的に考えるよう支援している。
　自主的な活動の推進のため、利用者（子ども）アンケートの実施や法人内で子ども会を組織している。ことりさわ自治会において
は、日常生活のルールなどの取り決めを行い主体性を育てている。中高生の人数が増え学校や塾・部活が忙しくなり、園の行事
等による子ども一人一人の選択については、少なくなってきている。また、児童（自閉傾向等）の実態から、みんなと一緒に活動で
きない子どもも増えてきているが、女子のグループ活動や法人の牧草会弁論大会、若竹の会などは、子どもの主体性や自主性を
育てるための良い取組となっている。

Ａ-１-(7)-②　子どもの発達段階に応じて、金銭の管理や使い方など様々な生
活技術が身につくよう支援している。

評価者コメント13
　子どもの発達段階に応じて、金銭の管理や使い方など生活技術が身に付くよう支援している。
　計画的な小遣いの使用等、金銭の自己管理ができるよう支援する取組として手持ちでの現金の管理は、小100円中1000円高
3000円となっている。大きな買い物は中学生までは親や担当職員と一緒に経験している。高校生は、地域限定、特定の店を指定
し、お金をどう使ったか、レシートやおつりの確認をしている。また、自立を前提に地域での生活（アパートや会社の寮に住むケー
スも多くなっている）を見据え、生活技術の支援としてATMを利用したお金の引き出しや預入等の方法について、宿泊訓練等で体
験をさせている。
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第三者評価結果

Ａ⑰ b

Ａ⑱ b

Ａ⑲ a

Ａ⑳ a

第三者評価結果

Ａ㉑ a

Ａ㉒ b

Ａ-２-(2)-①　子どもと職員との間に信頼関係を構築し、常に子どもの発達段
階や課題に考慮した支援を行っている。

評価者コメント21
　子どもと職員の信頼関係を構築し、子どもの発達段階や課題に考慮した支援を行っている
　多様な課題を抱えた子どもが増える中で行事の見直しを行い、行事に追われていた時間を子どもとふれあう時間の確保に向け
ている。個別面談での時間の確保の他、子どもの担当・副担当・心理担当・家庭支援担当・個別支援担当者5人の職員が、相談を
受けたり個々に話し合う機会を確保し、個別の時間を持つなど信頼関係を構築する取組がなされている。

Ａ-２-(2)-②　子どもの協調性を養い、社会的ルールを尊重する気持ちを育て
ている。

評価者コメント22
　子どもの協調性を養い、社会的ルールを尊重する気持ちを育てているが、十分ではない。
　施設内のルールを「生活のしおり」を用いてＱ＆Ａ方式で分かりやすく示し、ルールに関して子どもたちが自ら「部屋ミーティング」
で話し合う場が設けられ、ルール化されたことを部屋に張り出している。マナー教室など行事ごとに「活動目標」を定め社会的ルー
ルを習得する機会を設けている。今後は、多様な課題を抱える子どもが増えている中でも公共交通機関の利用や外食体験など社
会的なルールを学ぶ場面をより多く設定し、個別の指導、支援により具体的に社会的ルールを学ぶ機会の確保が期待される。

評価者コメント18
　すべての子どもに対して心理治療を行っているが、十分ではない。
　被虐待児など心理的なケアを必要とする子どもに対する心理治療は、児童自立支援計画書に基づき実施されている。3カ月ごと
に開催されるケース検討会で、適切な方法や必要な治療内容が確認されている。しかし、保護者に対する心理治療を行なう際の
説明と同意に努めているとは言えない。また、特にも見直しにより心理治療が変更になった際の説明と同意に努める工夫が前項
①と同様に望まれる。

Ａ-２-(1)-③　カンアファレンスを必要に応じて実施している。

評価者コメント19
　カンファレンスを必要に応じて実施している。
　全ての子どもを対象とした情報交換が、毎日「業務日誌」をもとに朝と昼の申し送りで確認されている。入退院や進学時には児
童相談所、学校、医療機関の参加を得て話合いが行われている。また、2カ月に1回大学教授がスーパーバイザーとして参加する
仕組みが構築されている。

Ａ-２-(1)-④　医師による精神科的な治療が必要な子どもに対する適切な治療
を実施している。

評価者コメント20
　医師による精神科的な治療が必要な子どもに対する適切な治療を実施している。
　愛着に課題を抱え、併せて自閉症スペクトラム等の発達に課題を持つ子どもが多く、精神科的治療が必要な子どもに対して、直
接病院へ出向き支援会議を一人ひとり行い、医師との連携が図られるよう取組んでいる。重篤なケースで、入院決定が医師より
あった場合は保護者や児童相談所へ連絡を行い、適切な治療が受けられるように取り組んでいる。

Ａ-２-(２)　生活の中での支援

Ａ-２  治療・支援

Ａ-２-(1)　治療

Ａ-２-(1)-①　心理治療は、自立支援計画に基づき 子どもの課題の解決に向
けた心理治療の方針を策定している。

評価者コメント17
　自立支援計画に基づき、子どもの課題解決に向けた心理治療の方針の策定が十分ではない。
　児童自立支援計画書に「心理治療の経過」が記載され、治療を行うための子ども自身の課題を明記している。また、全ての子ど
もの計画の振り返りを行うため、ケース検討会が開催されている。しかし、心理治療の目的や目標を子どもや保護者へ伝え同意
を得る記録が不明確であるとともに、同意を得ることが難しい保護者に対する同意の手順の整備が望まれる。

Ａ-２-(1)-②　子どもに対して適切な心理治療を行っている。
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Ａ㉓ a

第三者評価結果

Ａ㉔ a

Ａ㉕ a

第三者評価結果

Ａ㉖ a

Ａ㉗ a

第三者評価結果

Ａ㉘ b
評価者コメント28
　居室等施設全体が生活の場として安全性や快適さに配慮されているが、十分ではない。
　男女隣り合わせの構造のトイレ・浴室・脱衣室・洗濯場を別々に改修したことは、トラブル防止の安全性の観点から評価できる。
しかし、高校生が半数を占める現状、個室への強い希望、プライバシーの保護等、年齢、子どもの障がい、特性、個性に合わせた
空間、生活機材、冷暖房設備等への対応が望まれる。

Ａ-２-(4)-①　衣服は清潔で、体に合い、季節に合ったものを提供している。

評価者コメント26
　衣服は清潔で、体に合い、季節に合ったものを提供している。
　生活のしおり（20ページ）の中に衣服の記載があり、基本的生活習慣の一つとして、指導している。入所時に衣装ケース2個分を
目安に準備され、毎日着替える衣類を確保している。担当職員が日々ケースの中身の入れ替えやサイズ等のチェックを行ってい
る。発達障がい等特別な配慮を必要とする子どもの中には、肌触りや靴下等に同じ物を着続けることなどのこだわりがあり、個別
に配慮がなされた指導が行われている。洗濯機（乾燥機）は男女各棟にそれぞれ整備され、物干し場も男女別になっている。使用
方法の注意点もあり、自己管理を基本として指導支援している。

Ａ-２-(4)-②　子どもが衣習慣を習得し、衣服を通じて適切に自己表現できるよ
うに支援している。

評価者コメント27
　子どもが衣習慣を習得し、衣服を通じて適切に自己表現できるように支援している。
　年間一万円の被服費の予算を2回に分け子どもたちが自分自身で選び購入できる機会を確保している。洗濯し干すスペースも
確保されており、アイロンも使用できる環境が整っている。特別な配慮を要する子ども（PDD,ADHD,LD等）が多くいる中で衣習慣を
さらに習得できる支援が特性個性に即して個別に行われている。

Ａ-２-(５)　住生活

Ａ-２-(5)-①　居室等施設全体を、生活の場として安全性や快適さに配慮した
ものにしている。

Ａ-２-(３)　食生活

Ａ-２-(3)-①　食事をおいしく楽しく食べられるよう工夫し、栄養管理にも十分な
配慮を行っている。

評価者コメント24
　食事をおいしく楽しく食べられるよう工夫し、栄養管理にも十分な配慮を行っている。
　食事アンケートを実施し、嗜好品等の結果について食堂に掲示している。現在はアレルギー等による配慮が必要な子どもはい
ないが、薬により食べることができない物（例えばグレープフルーツ、カフェインなど）は学校にも連絡し情報を共有している。多様
な課題を抱える子どもがいるため、陶器は壊れた時の怪我を考えると園全体では実施できないとし、個別的（小グループ）に調理
実習室で実施する場合は使用できる配慮がなされている。嫌いな物は分量を少な目にするなど偏食支援にも取り組んでいる。ま
た食事会を小グループで実施している。

Ａ-２-(3)-②　子どもの生活時間にあわせた食事時間の設定を含め、子どもの
発達段階に応じて食習慣を習得するための支援を適切に行っている。

評価者コメント25
　発達段階に応じて食習慣を習得するための支援を適切に行っている。
　畑で作った野菜を収穫し、一緒に作って食べるなど基本的な食習慣を身につける食育の工夫がされている。夕食時間は17時30
分からとなっているが、中高校生や部活動を行って帰ってくる子どもの時間に合わせた夕食の準備もされている。また、夕食時間
が早めのため夜食（おやつ：カレーパン、がんづき等、20時30分まで提供）の配慮もされている。誕生会や球技大会打ち上げなど
外食の機会も月平均2回ほど設けられ、施設外での体験もできる支援がなされている。

Ａ-２-(4)　衣生活

Ａ-２-(2)-③　多くの生活体験を積む中で、子どもの健全な自己の成長や問題
解決能力を形成できるように支援している。

評価者コメント23
　子どもの健全な自己の成長や問題解決能力を形成できるように支援している。
　多様な課題を抱えた子どもに様々な経験を積む機会として、「小グループ活動」が実施されている。プール・テニス・ピアノ・学習
塾・絵画教室と子どもの成長を援助する様々な体験が用意されている。発達に課題のある子どもに対して大きな集団では適応が
難しいことに配慮し、「小グループ活動」からの関係づくりを行う取組は評価できる。また、QOLの観点からも高く評価できる。
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Ａ㉙ b

第三者評価結果

Ａ㉚ b

Ａ㉛ a

第三者評価結果

Ａ㉜ b

第三者評価結果

Ａ㉝ b

Ａ㉞ b

Ａ-２-(8)-①　子どもが暴力・不適応行動などの行動上の問題があった場合に
は、適切に対応している。

評価者コメント33
　子どもに行動上の問題があった場合、対応しているが、十分ではない。
　子どもに暴力・不適応行動などの行動があった場合、業務日誌に記載され申し送りされ職員間で情報共有されている。また、心
理担当者より病院と連携し因果関係の分析に努めている。さらに、暴力的な子どもへの対応プログラムとしてCVPPP（包括的暴力
防止プログラム）研修を受け導入に向けての検討を行うため、研修委員による園内研修への取組を検討しているが、適切な支援
技術の習得には至っていない。

Ａ-２-(8)-②　施設内の子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないよう施設
全体に徹底している。

評価者コメント34
　子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないよう徹底しているが、十分でなない。
　子どもが躊躇なく相談でき、助けを求められる仕組みとして、勤務表を男女ペアの勤務体制にする工夫がなされている。また、施
設だけでは対応困難なケースについて児童相談所へ相談を行うことや、少年鑑別所と月1回心理相談体制ができている。しかし、
特別な配慮を要する子どもが多く、人権に対する意識について施設全体に徹底した取組がなされているとは言えない。今後、人
権侵害や自分や相手を守ることの意識化に向けた取組が求められる。

Ａ-２-(6)-②　医療機関と連携して一人一人の子どもに対する心身の健康を管
理するとともに、異常がある場合は適切に対応している。

評価者コメント31
　一人一人の子どもに対する心身の健康を管理するとともに、異常がある場合は適切に対応している。
　毎月の身体測定によりＢＭＩを把握し、発育・発達状態をチェックしている。薬の変更時は、業務日誌に記載され申し送り時に職
員への周知がされている。また、薬は服薬管理及び手順マニュアルに基づき事務所で管理され、看護師が一人ひとりセットしたも
のを勤務者が確認をし服薬を見守る体制により、記録に残されている。

Ａ-２-(７)　性に関する教育

Ａ-２-(7)-①　子どもの年齢・発達段階に応じて、性に関する治療・教育の機会
を設けている。

評価者コメント32
　性に関する治療・教育の機会を設けているが、十分ではない。
　看護師を中心に「健康教室」を女子児童を対象に小グループで開催し、振り返りアンケートで子どもの理解を把握する取組が行
われている。しかし、性被害や性加害を経験した子どもなど、個々の状況、課題に合わせたカリキュラムを用意するために、日ご
ろから職員の間でも性に関する治療・教育にあり方等を検討し、必要に応じて勉強会を行うなどの取組が望まれる。

Ａ-２-(8)　行動上の問題及び問題状況への対応

Ａ-２-(5)-②　発達段階に応じて居室等の整理整頓、掃除等の習慣が定着す
るよう支援している。

評価者コメント29
　発達段階に応じて居室等の整理整頓、掃除等の習慣が定着するよう支援しているが、十分ではない。
　共有スペースである静養室を男女別に分けるなど、子どもの意見を取り入れる工夫をしている。木曜日の自治会活動では食堂
や洗面所など共有スペースの掃除や壊れた箇所の修理作業をしやすくする準備をし、作業を見守る取組もなされている。しかし、
特別な配慮を要する子どもが多く、居室の整理整頓等を含めた生活の習慣化に向けた支援の取組が課題であり、今後の工夫が
期待される。

Ａ-２-(６)　健康と安全

Ａ-２-(6)-①　発達段階に応じて、身体の健康（清潔、病気、事故等）について
自己管理ができるよう支援している。

評価者コメント30
　発達段階に応じて、身体の健康について自己管理ができるよう支援しているが、十分ではない。
　排泄等の体調管理や夜尿について、施設独自のチェック表を準備し必要な子どもに記入する仕組みをとっている。入浴は毎日
を基本としているが、特別な配慮を要する子どもの拘りから入浴できない場合もあり、排泄状況も含め業務日誌に記録され、申し
送り時に職員で情報が共有されている。しかし、交通事故の防止や外出時の緊急対応など、自分を守るための具体的な方法につ
いて子どもたちと話合う独自の取組が求められる。
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Ａ㉟ a

第三者評価結果

Ａ㊱ a

Ａ㊲ a

Ａ㊳ a

第三者評価結果

Ａ㊴ 非該当

第三者評価結果

Ａ㊵ b
評価者コメント40
　施設は家族との信頼関係づくりに取り組んでいるが、家族からの相談に応じる体制は十分ではない。
　施設が家族との信頼関係を構築するため、保護者面談や家庭実習通信「家族の方へ」を発行している。しかし、家庭支援専門
相談員は配置されているものの児童指導員と兼務であり、組織上の位置づけや職務内容が明確とはいえない。また、個々の子ど
もの家庭担当は基本的にケース担当者となっているが、連絡や相談窓口の案内を明確にすることが求められる。

評価者コメント38
　子どもに対する生活・学習・進路等の支援は、学校との連携・協力に基づいて進められている。
　個々の子どもに対する生活支援、学習支援、進路支援について、学校と連絡帳のやり取りを日々行い学校の様子は業務日誌
や申し送りで職員間で情報共有されている。また、家庭復帰を目指し退所後の通学支援の仕組みとして、試験登校に加え、交流
及び共通学習を取り入れ、原籍校以外での体験ができる仕組みが整えられている。

Ａ-２-(10)　通所による支援

Ａ-２-(10)-①　施設の治療的機能である生活支援や心理的ケアなどにより、
通所による支援を行っている。

評価者コメント39

Ａ-２-(11)　施設と家族との信頼関係づくり

Ａ-２-(11)-①　施設は家族との信頼関係づくりに取り組み、家族からの相談に
応じる体制を確立している。

Ａ-２-(9)　学習支援、進路支援等

Ａ-２-(9)-①　学習環境の整備を行い、学力等に応じた学習支援を行ってい
る。

評価者コメント36
　それぞれの子どもに合った効果的な学習の機会を（学習環境の整備や学力に応じた学習支援など）を用意している。
　個々の子どもの学力、状況に合わせ、小学生は週間プログラムで15時30分からの30分間を勉強会とし、支援の時間を設けてい
る。また、学習ボランティアの協力を得るため、ボランティアの大学生に対して夕食を提供するなどの工夫を行いボランティアの確
保に努めている。さらに、子どもの学力を把握するため学校との連絡帳（小学生）・連絡一覧（中学生）の中で情報交換を行ないな
がら学習支援の参考にしている。

Ａ-２-(9)-②　「 善の利益」にかなった進路の自己決定ができるよう支援して
いる。

評価者コメント37
　子どもの進路について、進路の自己決定ができるように支援している。
　子どもの自己決定を確保するため、入所時から進路について相談・支援を行っている。また、生活保護家庭の子どもの進学に対
し、日本学生支援機構の奨学金制度や特待生制度を活用するなど経済的な支援の情報提供を行なっている。さらに、進路決定
後は学校が中心ではあるが学園と状況を共有し、家庭訪問や支援会議を開催しフォローアップを行っている。

Ａ-２-(9)-③　施設と学校との親密な連携のもとに子どもに対して学校教育を
保障している。

Ａ-２-(8)-③　保護者等からの強引な引取りなどの無理な要求や暴力的な行
動の可能性がある場合、施設内で安全が確保されるよう努めている。

評価者コメント35
　虐待を受けた子ども等が施設内で安全が確保されるように努めている。
　危機管理対応マニュアルにより、施設としての対応方針や手順、子どもの安全を確保する手立てを定めている。現在、保護者か
らの強引な引取りはないが、常習的に苦情がある保護者への対応については、クレーマー対応として危機管理対応マニュアルに
定められ、児童相談所や警察との連携によりその対応が図られている。
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第三者評価結果

Ａ㊶ b

第三者評価結果

Ａ㊷ b
評価者コメント42
　スーパービジョンの体制を確立し、職員の専門性や施設の組織力の向上に取り組んでいるが、十分ではない。
　担当職員からの相談で個別支援会議で検討できる場があるとともに、チームで支援する体制をとるため6名のスーパーバイザー
を配置している。しかし、職員の多忙な勤務体制や特別な配慮を要する児童を多く抱える中で、スーパーバイズ体制が十分機能
しているとは言えず、機能させるための仕組みづくりの検討が求められる。

Ａ-２-(12)　親子関係の再構築支援

Ａ-２-(12)-①　親子関係の再構築のために家族への支援に積極的に取り組ん
でいる。

評価者コメント41
　親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組んでいるが、十分ではない。
　学校と家庭とが直接接触する機会として年3回、担任・学園・保護者で面談(学校内で)を行っており、学校日程に合わない場合
は、保護者が来園する日程に合わせて学校より担当者が学園に来園する等の配慮がされている。また、面会・外出・一時帰宅の
際、外泊簿や外出カードに目的等を記載するとともに、自分の目標や外泊の目的も定め、家庭との調整も行われたうえで実施さ
れているが、親子関係の修復や保護者等の養育力の向上のためのプログラムはなく、子どもが早期に家庭復帰できる継続的な
仕組みが求められる。

Ａ-２-(13)　スーパービジョン体制

Ａ-２-(13)-①　スーパービジョンの体制を確立し、職員の専門性や施設の組織
力の向上に取り組んでいる。
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