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②評価調査者研修修了番号 
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③施設の情報 

施設名称:みちのくみどり学園 種別:児童養護施設 

代表者（職名）氏名:  園長 西山 秀則 定員・利用人数:  ８２名（暫定５９名） 

所在地:岩手県盛岡市上田字松屋敷１１番地１４ 

TEL:０１９－６６３－３１７１ 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３２年５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:               ２８名 非常勤職員:              １１ 名 

専門職員 

 

 

（専門職の名称:       名） 臨時児童指導員：１名 

園長：１名、看護師：１名 臨時看護師：１名 

家庭支援専門相談員：１名 臨時調理員：２名 

個別対応職員：１名 臨時保育士（宿直専門）：２名 

心理療法士：１名 臨時技術員（宿直専門）：５名 

児童指導員・保育士：１７名  

栄養士：１名、調理員：３名  

事務員：１名、技術員：１名  

施設・設備 

の概要 

（居室名・定員:８２名、  １４室） （設備等） 

男子：エルサレム（７）ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ（７） 男子食堂（ホール）相談室・面談室 

マニラ（７）ペキン（７） 子ども会室・かりんの広場 

   シドニー（２）ソウル（３） 女子食堂・談話室・女子宿直室 

   小規模グループケア（６） 静養室（ロサンゼルス） 

女子：ホノルル（７）カイロ（７） 園長室・職員室・男女別浴室 

   メルボルン（７） 男女別シャワー室・男女別トイレ 

   シンガポール（２） 鐘の館・心鐘伝承館・桜の杜ハウス 

男女混合（幼児室）：ワシントン（８） あそびの家（心理治療室） 

  

地域小規模児童養護施設（１２）  

 

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（学校・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。 

 

⑤施設・事業所の特徴的な取組（サービス内容） 

＜法人の基本理念にも掲げている「福祉と医療と教育」の三位一体の連携＞ 

医療系の児童養護施設として、法人で経営している医療施設もりおかこども病院の機能を生かし

病弱児等医療的なかかわりが必要な児童を積極的に受け入れている。また、近年増加している発達

障害を抱える児童・被虐待により発達や愛着に課題を抱える児童への対応では、精神科医への相談

ができる体制をとっている。 

 教育に関して、隣接する青松支援学校とは毎月開催している学校センター連絡会をはじめとし

て、進路指導連絡会・保健指導連絡会なども定期開催し、日々連携し病弱児や発達障害児・被虐待

児への細やかな支援が実施できている。また、その他の特別支援学校高等部との連絡会議や、個別

の支援会議・地域の小中学校との連絡会議・個別の支援会議を開催し具体的に連携している。 

＜地域社会とのつながり＞ 

 社会的養護が必要な児童に対して、施設では地域のみなさまの力をお借りして児童の自立のため

の支援を実施している。虚弱児施設時代からの地域とのつながりを継続し種市転住・カタクリ転

住・沢内ホームステイ・室根太鼓合宿・松園地域の夏祭りなどの活動を継続し様々な経験や地域の

みなさまのかかわりを通して子どもたちへの生きる力の醸成につなげている。 

＜家庭的養護への取り組み＞ 

 本館は大舎制に変わりはないが、家庭的養護推進計画にも挙げているように小規模化・家庭的養

護に向けて施設としてできる取り組みとして地域小規模児童養護施設の2カ所目を今年度4月から

松園地域に開所した。 

 

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 2 月 18 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 

○ 医療と連携した取組と家庭的養護を目指した地域小規模児童養護施設の運営 

児童の養育・支援に熱い思いを寄せ、基本理念として掲げた「子どもこそ原点」に則り、

また、「福祉と医療と教育」との連携による実践のもと、地域との係わりを大切にしながら、

養育・支援を行っている。特に、医療に関しては、同法人内のもりおかこども病院との連携

で、病弱児や被虐待により医療的対応が必要な児童を積極的に受け入れている。また、今日

的な課題である発達障がいを抱え、被虐待により発達や愛着に課題を抱えている子どもたち

については、精神科医による相談体制も図られ、効果的に連携を図りながら積極的に養育・

支援に取り組んでいる。また、子どもたちのために、より家庭的な施設運営を進めていこう

との考え方から、小規模化・家庭的養護を目指し、地域小規模児童養護施設として松園地域

に盛合ホームや石川ホームを開所し取り組んでいる。 

 



◇ 改善が求められる点 
○ 措置変更、地域・家庭移行等にあたっての養育・支援の継続性への配慮 

 施設や地域・家庭への移行にあたり、退所に向けた支援会議やケース検討会が支援学校や児童

相談所等をはじめとする要保護児童対策協議会等と連携して開催されている。しかし、養育・支

援の継続性に配慮した手順と引継ぎ文書は作成していない。「みちのくみどり学園養育支援」にお

いても退所後の支援については触れていない。現状は、施設を退所する時に、支援学校が中心と

なって、退所後の支援策を検討し、子どもや保護者等に対し、その内容を記載した文書が支援学

校から渡されている。学園としては担当者が口頭で本人に伝えているのみであることから、今後

の取組として「みちのくみどり学園養育支援」において、学園としての養育・支援の継続性の考

え方を明記し、継続支援のための体制や仕組みの構築が求められる。 

 

⑧第三者評価結果に対する事業者のコメント 

創設理念「子どもこそ原点」を前提に、法人の中長期の経営計画に児童養護施設みちのくみ

どり学園として、「家庭的養護推進計画」を盛り込み策定に取り掛かっている。子どもたちの

ために家庭的な支援ができる、養育・支援を柱に全面改築をめざし、財政状況や人材育成とい

った課題を受け止めていきたい。 

今回の第三者評価報告を真摯に受け止め、施設運営の質の向上にむけた、改善点の話し合いが

必要だと考えている。そして小規模ケアへの経営理念を明確にし、チームとしての組織的なケア

が必要であり、アドミッションケアからリービングケア、アフターケアまでの一貫した「みちの

くみどり学園養育指針」を明確に整備していきたい。 

今まで以上に研修や、感染症予防についてもマニュアルを整備し、子どもたちに安心・安全な

生活を提供し、大舎から家庭的な養育を営むため職員が一体的となった施設経営を目指していき

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。 
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　第三者評価結果【児童養護施設　みちのくみどり学園】

評価対象I　養育・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。
　平成24年度からの福祉サービス第三者評価受審を契機に、その後、全職員がサービス内容や経営環境等改善のため毎年チェック
し、課題や問題点を明らかにしてきたところである。しかし、課題や問題点に対する理事会での協議内容等や課題解決・改善に向けた
具体的な検討について職員へ周知した取組が求められる。

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。

　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
　経営や養育・支援に関する、中・長期の事業計画または中・長期の収支計画のどちらかを策定していない。
　現段階では、理念や基本方針が策定され、その実現に向けて家庭的養護推進計画を中・長期計画と位置づけて各種取組を展開して
いるところではあるが、中・長期計画が未策定であるため、法人としての収支計画を含めた計画の検討、早期策定が求められる。

評価者コメント1
　法人・施設の理念、基本方針が明文化されているが、内容や周知が十分ではない。
　社会福祉法人岩手愛児会は、「子どもこそ原点」を理念に掲げ、福祉・医療・教育との連携による 善の療育と養育を目指している。
基本方針には、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、社会に開かれ、子ども達のために働きがいの
ある施設づくりを目指している。これらについて、子どもたちへの説明や法人全体による保護者会での説明が行われているほか、学園
だより、ホームページへの掲載、職員会議・研修会での説明等実施している。しかし、子どもたちに、より理解されやすい資料やパンフ
レットの作成など工夫した取組が十分ではないこと。また、保護者会での保護者の出席率は50％程度であることから、周知フォローが
十分でないこと。さらに、基本方針を職員が申し送り時に読み合わせるなど工夫も期待される。

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把握されているが、分析が十分ではない。
　小規模化し家庭的養護を目指して、平成26年に「みちのくみどり学園の家庭的養護にむけての施設整備計画」が策定されている。子
どもの推移・利用率を把握し、施設経営を考慮しながら今後の利用について考慮されているが、十分ではない。そのため、今日的な子
どもをとりまく環境や課題、養育・支援ニーズ、潜在的に支援を必要とする子どもに関するデータ、そして現在の施設経営をとりまく環
境・経営状況データ、抱えている課題などを踏まえて、施設としてのあるべき姿に向けた分析が求められる。これら取組が、中・長期計
画策定の貴重なベースになる。

　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。
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　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-４　養育・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　養育・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
　養育・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。
　自立支援計画表の作成、アセスメント会議、さらに第三者評価を受審している。養育・支援に係わる課題が示された際には、組織的に
対処方法などについて検討を行い、改善の取組が行われている。地域小規模（松園地区の石川ホームや盛合ホーム）では、管理職が
出席して月１回、定例のホーム会議が行われ、養育・支援の内容評価を実施している。

　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。
　評価結果から明確化した課題に対して、施設として職員参画のもとに課題改善に向けて取組んでいるが、平成26年度に自己評価し
た課題に対して、改善に取り組んでいる項目もあるが未実施の項目もあるほか、課題や改善策を総合的にまとめるまでに至っていな
い。職員参画のもとに、総合的に課題を集約し改善策をまとめた改善実施計画の策定・推進や定期的な評価・分析・見直しが求められ
る。

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いるが、内容が十分でない。
　収支計画を踏まえた法人としての中・長期計画の策定に向けて職員参画のもとに検討中であり、早期策定が期待されているところで
ある。また、策定後は中・長期計画の着実な推進を目指して、単年度の事業計画の策定・推進が求められる。

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。
　職員参画のもとに施設としての事業計画を策定し、実施状況の把握や見直しも行われ、評価にもとづいて毎年事業計画の見直し・策
定が行われている。しかし、会議や研修会の場において周知するなど全職員への周知のための更なる取組が求められる。

　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るが、内容の理解を促すための取組が十分ではない。
　事業計画の内容について、子どもたちにはオリエンテーションの場において、また、保護者には春と秋の年2回の保護者会において資
料により説明しているが、子どもたちに理解されやすい資料の工夫が不足していることや、保護者会出席率が50％程度であるため、周
知と理解を促すための更なる工夫が求められる。

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、理解されるよう積極的に取り組んでいる。
　年度初めには職員に対して役割や責任、経営方針などについて話しているほか、出席した会議や学園だよりにも、適宜、表明してい
る。また、施設長が表明した内容などについて、会議に出席できなかった職員には、出席した職員からの口頭による報告や会議録で周
知に努めている。
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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。
　全国や県段階の施設長対象の諸会議・研修会等に積極的に園長が参加している。参加した会議・研修では、内容により全職員に対
して口頭や資料等で報告している。また、職員が遵守すべき法令等の周知のために、会議開催時等に全国社会福祉協議会、全国児童
養護施設協議会が策定した倫理綱領の読み上げの取組も行っている。

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　養育・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、養育・支援の質の向上に意欲をもち、施設としての取組に指導力を発揮しているが、十分ではない。
　養育・支援の質の向上のために職員の教育・研修は重要と考え、職員参画による研修委員会を設置し、活動方針や研修体系を定め
ている。また、平成27年7月からは正規職員はもとより臨時職員やパート職員も対象に園長面談（職員は事前に、業務内容、チーム・仲
間、将来展望について様式に記載し提出している）も行っている。しかし、職員の意見を反映するための具体的な取組や、職員への「見
える化」への取組が求められる。

　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。
　経営改善や業務の実効性向上のため、人事、労務、財務等を踏まえ分析を行っているほか、職員参画のもとに各種委員会（学園整
備検討・運営準備・研修・給食・施設内改善・ヒヤリハット・後援会活動・苦情解決第三者・健康学習・業務概要編集・防災安全・人権擁
護・ケース検討）を設置し、指導力も発揮している。しかし、理念や基本方針の実現に向けて、人材確保や人員配置、働きやすい環境
整備への更なる取組が求められる。

　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。

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。
　就業状況や園長との面談等を通じて職員の意向の把握等にもとづく労務管理に関する責任体制を明確にしている。また、職員の心
身の健康や安全確保に努め、内容を職員に周知している。ワークライフバランスに配慮して保健衛生委員会も設置されている。しかし、
職員の有給休暇取得状況や、時間外労働等についてデータとして把握しているが、それらをもとに課題改善の仕組みが弱いため、今
後、検討が求められる。

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
　施設が目標とする養育・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るが、それにも
とづいた取組が十分ではない。
　研修委員会において活動方針や研修体系を定め、施設として人材確保・育成や 低基準の中で職員配置を行っているところである
が、より業務の専門化、多様化、多忙化している中での職員配置は困難性が見られる。中・長期計画策定に向けて検討中であるため、
有資格者の確保を視野に入れた計画的な職員配置や具体的な人材確保等を含めた計画策定が望まれる。

　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
　総合的な人事管理に関する取組が十分ではない。
　人事基準に関する事項は諸規程に定められ、さらに園長面談等（職員は事前に、業務内容、チーム・仲間、将来展望について様式に
記載し提出している）により、職員意向・意見の把握を通じて、評価・分析等にもとづき人事管理されている。しかし、「期待する職員像」
が明確化されておらず、一定の人事基準による職員専門性や職務遂行能力、職務に関する成果や貢献度の評価など十分ではないた
め、今後は、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の仕組みづくりに向けた段階的取組に期待した
い。
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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るが、十分ではない。
　研修委員会が中心となり、感染症などテーマ別の研修は基本的に毎月1回、全員研修は毎年2回実施している。また、個別面談を通
じて職員個々の目標も設定されている。しかし、施設として「期待する職員像」の明確化や、職員の目標に対する進捗状況の把握・分
析・見直し、年度末の目標達成度の確認等、目標管理のための仕組みが求められる。

評価者コメント20
　実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、効果的なプログラムを用意する等、積極的な取組を実施
している。
　実習生受け入れマニュアルを作成している。マニュアルには、受入れの意義、実習指導責任者や指導者を明記した受け入れ体制、実
習の受入と開始、事前訪問及びオリエンテーション、実習プログラム等を明記し、全ての学生を積極的に受け入れている。また、岩手県
立大学が主催する実習教育研修会に参加している。

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を公表しているが、方法や内容が十分ではない。
　ホームページの活用で、理念や基本方針、養育・支援内容、事業計画等について運営の透明性を目的に情報公開している。施設周
囲の松屋敷地区や西松園地区では施設の広報誌等が回覧されている。しかし、ホームページへの新情報の入力はしばらく途絶えてい
たため、本年6月から追加・更新に取組み始めている。

　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。
　職員の教育・研修充実のために研修委員会を設置し、「新任職員研修制度について」「新任職員研修の概要」「研修体系（直接処遇職
員・直接処遇職員以外）」「研修体系の枠組み」「職場研修年間スケジュール」などが策定され、岩手県児童養護施設協議会や東北ブ
ロック研修への参加、全体研修なども行っている。また、研修には宿直専門員も参加している。今後は、基本方針や計画の中に「期待
する職員像」の明示とともに、教育・研修に参加する職員のフォロー体制の更なる工夫が望まれる。

　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ているが、参加等が十分ではない。
　個別職員の専門資格の取得状況等を把握している。内部研修の一環で階層別・職種別・テーマ別研修を実施し、臨時職員も研修に
参加している。また、各種外部研修にも職員を派遣している。しかし、職員の習熟度に配慮した個別的なOJTを実施しているが、日常の
業務におわれ十分な時間が確保できていない。また、外部研修に安心して参加できるよう送り出す立場の職場環境の配慮・工夫も求
められる。

II-２-(4)　実習生等の養育・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　実習生等の養育・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。
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　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。

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。
　「ボランティアの受け入れについて」を平成27年4月に作成し、それに基づきボランティアを受け入れ、ボランティア登録等も行ってい
る。しかし、「ボランティアの受け入れについて」は、学生ボランティアの場合の受け入れについて記載しているものであり、学生以外の
受け入れを含めたマニュアルの見直しが必要である。

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
　子どもによりよい養育・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ているが、その関係
機関等との連携が十分ではない。
　関係機関・団体・個人連絡先リストを作成し、福祉総合相談センターとの業務連絡会議や東松園小学校との連絡会など教育・支援に
必要な機関・団体との連携や連絡先を把握している。退園後の支援のためのアフターケアとして、支援会議なども実施しているが、施
設としての定期的な退園者の動向確認などの検討が求められる。

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。

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が、十分ではない。
　ホームページや広報誌等を活用して透明性の高い経営・運営に努めている。また、法人として社会保険労務士事務所と業務委託契
約を結び、専門的指導を得ている。しかし、施設における内部監査の定期的な実施や、職員全体への周知などの取組が望まれる。

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。
　地域活動・交流を通して子どもを育てていこうとの考え方で、地域との係わりを大切に捉えながら、様々な取組や参加が積極的に行
われている。特に、地域交流としては種市、西和賀、松園地区があるが、種市との交流は施設と町レベルの交流実践を行っている。ま
た、物品貸し出し、地域講演会も実施している。町内会活動としては、朝掃除、夏祭りなどがあり、子ども消防隊、子育てのための講演
等も行っている。さらに、地域の柔道教室も実施しているほか、ライオンズクラブやロータリークラブとの交流など積極的である。

　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。

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。
　毎年、地域に参加を呼び掛けて大収穫祭の開催や、平成26年には本学園が主催し、教職員等を対象として松園地区公民館において
ブレインジム（脳と心と体のエクササイズ）をテーマとした講演会を開催している。しかし、施設の専門性や特性を生かした地域住民の
生活に役立つ取組は十分とは言えない。継続的な相談事業や研修事業への取組が望まれる。また、食糧等備蓄や器具機材貸し出し
で地域に貢献できるような取組を中・長期計画に盛り込むなど検討が求められる。

　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ているが、これにもとづく公益的な事業・活動が十分ではない。
　民生委員・児童委員との情報交換等交流は各所で行っているほか、それ以外の関係機関・団体とも会議や情報交換等を通じて、福
祉ニーズ把握に取り組んでいる。今後、施設の専門的機能を生かした相談事業などを通じての福祉ニーズ把握や、住民アンケートによ
る直接的なニーズ把握、把握したニーズに基づき法人・施設としての事業活動の検討・実施が期待される。
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　III-１-(1)-①　子どもを尊重した養育・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
　子どもを尊重した養育・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。
　「理念、基本方針、全国児童養護施設協議会倫理綱領、みちのくみどり学園養育支援について」で子どもを尊重した養育・支援の実
施について明示している。また、25年度、26年度に作成された個々の養育・支援の標準的な実施方法等にも反映されており、職員間で
倫理綱領の読み合わせを行っている。研修は今年度末に計画されているが、職員の子どもの尊重や基本的人権への配慮について、
職員向けの人権チェックリスト等の実施による定期的な状況の把握・評価等を行い、法人・施設で勉強会・研修を計画的に実施するこ
とが望まれる。

　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養育・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
養育・支援の実施が十分ではない。
　子どものプライバシー保護等の権利擁護に関する規程及び子どもの虐待防止等の権利擁護について、規程・マニュアル等が整備さ
れている。不適切な事案が発生した場合の対応方法等も明示されている。規程・マニュアル等にもとづいた養育・支援の実施の有無
は、日々の申し送りや業務日誌で確認されている。しかし、職員の理解や周知については、研修等をとおして行われているが、なおも継
続的取組を期待したい。また、子どもや保護者等にプライバシー保護と権利擁護に関する取組の周知については、特に保護者とのコン
タクトの制限等から十分とは言えない。一方、生活の場はカーテンやロッカーの設置やパイプベットから木製ベットへと交換するなど、子
どものプライバシーに配慮した工夫が行われている。

III-１-(2)　養育・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養育・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　適切な養育・支援の実施

III-１　子ども本位の養育・支援

III-１-(1)　子どもを尊重する姿勢が明示されている。

評価者コメント30
　子どもや保護者等が養育・支援を利用するために必要な情報を提供しているが、十分ではない。
　理念や基本方針、養育・支援の内容や施設の特性等をわかりやすく紹介した資料が用意されている。子どもに対しては入所前、入所
後に資料等を使ってわかりやすく説明し、自己決定ができるようにしているが、被虐待児の場合家庭とのコンタクトが制限されることが
多く、保護者への説明は十分とは言えない。見学の希望者は随時受け入れている。なお、紹介資料等の内容については、他者からの
意見を聴取するなど、定期的な見直しを期待したい。

　III-１-(2)-②　療育・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
　養育・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説明を行っているが、十分で
はない。
　養育・支援の開始においての説明は、子どもには「みちのく・みどり学園入園のしおり」を使っている。しおりは文字を大きくし、ルビを
振り子どもに分かりやすいように工夫されている。また、子どもの状況においてパワーポイント（パソコンで作成した資料）を使って説明
している。一方保護者への説明には、措置に至る経緯から困難な場合が多く、必要 低限の同意書等の確認にとどまっている。今後
の取組として意思決定が困難な子どもや保護者等への配慮について、ルール化と子どもが自己決定できるような取組が求められる。

　III-１-(2)-③　措置変更や地域・家庭への移行等にあたり養育・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
　養育・支援の内容や措置変更、地域・家庭への移行等にあたり養育・支援の継続性に配慮しているが、十分ではない。
　施設や地域・家庭への移行にあたり、退所に向けた支援会議やケース検討会が支援学校や児童相談所等をはじめとする要保護児
童対策協議会等と連携して開催されている。しかし、養育・支援の継続性に配慮した手順と引継ぎ文書は作成していない。「みちのくみ
どり学園養育支援」においても退所後の支援については触れていない。現状は、施設を退所する時に、支援学校が中心となって、退所
後の支援策を検討し、子どもや保護者等に対し、その内容を記載した文書が支援学校から渡されている。学園としては担当者が口頭で
本人に伝えているのみであることから、今後の取組として「みちのくみどり学園養育支援」において、学園としての養育・支援の継続性
の考え方を明記し、継続支援のための体制や仕組みの構築が求められる。

28
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第三者評価結果

b

第三者評価結果

b

b

b

第三者評価結果

a

　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。
　子どもの満足に関する調査は、アンケート（年1回）や面接等による方法で行われている。その他子ども会総会や各自治会の役員会で
の子どもたちの意見が生かされている。取組の一例として、「スキー行事を学年制限から希望者による参加型への変更が、よりスムー
ズな活動につながった」などが挙げられる。しかし子どもの満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果を分析・検討し具体
的な改善策等を作成する仕組みは十分とは言えない。今後、子どもの満足を組織的に調査・把握し、養育・支援の質の向上に向けた、
更なる取組を期待したい。

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が、十分に機能していない。
　学園の苦情解決の仕組みは、みちのくみどり学園苦情受付システム及び苦情対応規程により実施されている。苦情解決のシステム
に関して子どもや保護者への周知を図っている。子どもには「いわてこどものけんりノート」でも説明している。また、日々の支援や苦情
意見箱の設置により、気軽に申し出しやすい工夫がされている。苦情内容は随時検討され、対応が難しいケースについての丁寧な説
明を含めて、子どもや保護者にフィードバックされている。苦情内容の受付から解決を図った記録の保管や解決結果等を施設内に掲示
し公表も行われている。しかし、ホームページや広報誌への公開は不十分と言える。今後、苦情解決委員会の開催を含め、苦情を把握
する仕組みや公表について、養育・支援の質的向上を図る視点から、積極的取組を期待したい。

　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-(3)　子どもの満足の向上に努めている。

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を整備されているが、そのことを子どもに伝えるための取組が
十分ではない。
　いわてこどもけんりノートやみちのくみどり学園生活のしおりで説明している。日常的相談は、子どもの相談内容に応じて、専門職ある
いは複数による対応など、柔軟に行われている。また、相談内容の秘密保持や職員間の共有の可否については、子どもの了解を前提
としている。今後、子どもが相談や意見を述べやすい環境への配慮と共に相談や意見を幅広く聴取する仕組みの構築が望まれる。

　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、施設的かつ迅速に対応していない。
　子どもたちからの相談対応や意見等への傾聴は日常的に行われている。ガラスや屋根の破損など、安全面に関わる要望について
は、迅速に対応されている。また、特定の職員に対して相談要請があれば、その職員の仕事をフォローアップして対応している。一方、
子どもたちからの相談や意見等は集約されるものの、その処理過程が見えにくく、養育・支援の質の向上につながりにくい面がある。今
後、マニュアル等の見直しを図りながら、組織的かつ効果的に取組まれるように期待したい。

III-１-(5)　安心・安全な養育・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・安全な養育・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、子どもの安心と安全を脅かす事例の収集と要因分析と対応策の検討・実施が適切に行われている。
　リスクマネジメントに係るマニュアル等も整備され、職員への周知も図られている。特にも、ヒヤリハットの取組をとおして、事故の未然
防止や職員の危機意識の高揚につなげている。月１回の委員会において事例（要因分析、予防対策）検討が行われ、職員会議にて共
有している。また、事例集等はいつでも閲覧できるようになっている。

33
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a

b

第三者評価結果

b

b

第三者評価結果

b

　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、取組を行っている。
　感染症の予防と発生時の対応マニュアル等が整備され、嘔吐物処理等の実技を含めた勉強会等が定期的に行われている。また、ケ
ジラミ・疥癬・水虫・ウイルス性のイボなど馴染みの少ない感染症発生時を想定した訓練も実施している。感染症対策については、衛生
委員会が中心的役割を担い全職員への周知に努めている。今後とも保健医療の専門職の指導・助言のもとに、マニュアル等の見直し
を図りながら、組織的かつ継続的な取組を期待したい。

　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。
　消防計画は法人として作成されており、訓練も合同で実施している。地震や火災を想定した避難誘導訓練は毎月実施され、総合訓練
は年2回（1回は消防署の指導による訓練）実施している。また、食料の備蓄も行われており、防災の日に新しい非常食と入れ替えるな
ど、子どもの生活に直結するものは用意されている。しかし、電池・ライト等どこに何を備えるか検討課題もある。東日本大震災の発生
時には、近隣の青松支援学校に避難しているが、地域と連携した訓練は実施されていない。特にも夜間における災害に備え、地域住
民（自治会等）や福祉関係団体等との連携した防災計画の整備が望まれる。

III-２　養育・支援の質の確保

III-２-(1)　養育・支援の標準的な実施方法が確立している。

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いるが、取組が十分ではない。
　自立支援計画策定の責任者を設置し、担当制をとっている。アセスメントシートは昨年導入されており、多少不慣れな面もあるが、有
効活用に努めている。個別の自立支援計画は、各部門の関係職員で構成されるアセスメント会議の検討を経て策定されている。また、
自立支援計画には児童相談所の援助方針を加味しながら、子どもや保護者の意向も反映し策定されている。なお、支援困難な子ども
の養育・支援については、各専門職種間の具体的な計画内容等も盛り込み積極的な対応に期待したい。

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

評価者コメント40
　養育・支援について、標準的な実施方法が文書化されているが、それにもとづいた養育・支援の実施が十分ではない。
　養育・支援について、「みちのくみどり学園養護支援について」、各種マニュアルの中に子どもの尊重、プライバシーの保護や権利擁
護に関わる姿勢等を明示し、標準的な実施方法が文書化されている。また、「平成27年度業務概要」により各専門職の実践方法等も示
されている。しかし、標準的な実施方法について職員への周知は、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、十分な取組とは言えない。多忙な業務の中ではあるが、今以上に周知するための工夫が望まれる。

　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、必要な見直しを施設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。
　「みちのくみどり学園養護支援について」、各種マニュアルは平成24年以降に策定されているが、十分な見直しが行われていない。ま
た「業務概要」については、各種会議等で見直しが行われ毎年作成されているが、各種マニュアル等との連動性や整合性が十分に図
られているとは言い難い。そのため、養護支援の基本的な捉え方を相互に整理するとともに、継続的に見直しを図りながら策定される
ことが求められる。

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。

38
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b

第三者評価結果

b

b

　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が、十分ではない。
　自立支援計画の見直し等はＰＤＣＡサイクルで行われ、職員会議にて周知を図っている。また、保護者の死亡、支援内容の変更、引っ
越し、入院、退学等の事由により、急遽支援計画を変更した場合は、朝の申し送りの際に周知されている。緊急時の見直しはＡＮＴ（虐
待対応チーム）会議等で対応している。なお、自立支援計画票の記入については、短期目標に対してどの程度達成されたか、どういう
支援をしてどう変容したかなど、次の支援の手立てにつながるよう工夫が望まれる。

III-２-(3)　養育・支援の実施の記録が適切に行われている。

　III-２-(3)-①　子どもに関する養育・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、生活状況、養育・支援状況等について、所定の様式にもとづいて記録されている。記録に関しては、現在紙媒体
から電子化への移行が進められている。現在、子どもの入院等に伴う資料などは、打ち直して提出している状況である。しかし、記録に
ついては、手書きや電子化を問わず、自立支援計画の評価・見直しなどの貴重な情報源となるものであるため、各専門職の記録が統
合された記録内容とみることが求められる。

　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。
　個人情報取り扱いマニュアルにもとづいて管理されている。情報管理の電子化に伴い、セキュリティ対策や外部講師による職員研修
が予定されている。また、新聞、テレビ等のマスコミ対応について本人・保護者の同意を得るなど万全を期している。一方、子どもや保
護者からの開示請求に対するルール、規程が求められる。情報開示の基本姿勢、開示範囲や子どもへの配慮等、個人情報保護と情
報開示の両面からの体制づくりが望まれる。

43
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第三者評価結果

Ａ① b

Ａ② b

第三者評価結果

Ａ③ b

第三者評価結果

Ａ④ a

Ａ-１-(1)-②　子どもの発達に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族の状
況について、子どもに適切に知らせている。

評価者コメント2
　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、フォローなど十分でない。
　子ども自身の生い立ちや家族の状況等の説明については、個別の状況に応じて慎重に対応している。子どもに事実を伝える際には、
保護者や児童相談所のほか、必要に応じて子どもの主治医等とも協議・検討を行い、本人の気持ちの動きなどを十分に考慮したうえ
で、丁寧な対応に努めている。なお、施設独自の「健康学習」を通じて、子ども達が発達段階に応じて性や生命の誕生などについて学
び、子ども達に対して一人ひとりが大切な存在であることを伝えるなどの取組が行われており、子ども自身が自らの生い立ちを振り返
り、家族との絆を考える契機ともなっているようである。こうした取組は、子ども達が家族との関係を再確認し、自尊感情や自己肯定感
を高めていくうえで、大変意義深いものと言える。今後、伝え方や内容などについて職員会議等で確認し、職員間で更に共有する取組
が期待される。

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3
　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。
　入所時に子どもの権利ノートにより説明を行うほか、子ども会総会等でも子どもの権利について説明している。また、子どもの権利に
関する職員研修を実施し、権利行使に関わる困難事案に際しては弁護士の指導・助言を得るなど、子どもの人権に配慮した養育・支援
に努めている。しかし、養育・支援の基本となる「みちのくみどり学園養育支援について」の中に、子どもへの権利説明の重要性や進め
方等に関する事項が明記されていない。このため、子どもへの権利説明の具体的を進め方等を職員間で再確認し、「みちのくみどり学
園養育支援について」に明確に位置づけるなどして、子どもが自らの権利を正しく理解するための取組をさらに充実してほしい。

Ａ-１-(3)　他者の尊重

Ａ-１ 子ども本位の養育・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、日々の養育・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養育・支援の実践について、施設運営に係る「養育会議」や個別のケース検討会議等において協議・
検討が行われ、職員間の共通理解が図られている。また、「全国児童養護施設協議会　倫理綱領」等の活用や職員研修を通じて、職
員一人ひとりが子どもの人権についての理解を深め、専門職としての倫理観を高めていく取組が進められている。一方で、日常の養
育・支援の基本指針となる現行の「みちのくみどり学園養育支援について」の内容は、やや抽象的で項目列挙に止まる面が見られるの
で、子どもの 善の利益を目指した養育・支援を具体的に実践していくうえで新人を含めた全職員にとって一層有意義、かつ活用しや
すい指針となるよう、その内容の改訂（内容充実）を検討してほしい。

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4
　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。
　大舎制の形態が残され、住環境面の制約が多く、加えて被虐待児や発達障がい等を有する子どもが増えていることもあり養育・支援
の困難性が高まっているが、子ども間のトラブルに際しては、個別化された対応がなされている。トラブルの解決を目指す際には、職員
は子ども間の関係性に十分に留意し、子ども達の相互協力・支え合いを活かすような養育・支援に心掛けられている。また、子ども会活
動や特色ある行事等を通じて、子ども達同士がお互いに話し合い、協力する体験が日常的に積み重ねられており、子ども達の共感性
や他者に対する思いやりを育むことにつながっている。

10



第三者評価結果

Ａ⑤ c

Ａ⑥ b

Ａ⑦ a

第三者評価結果

Ａ⑧ a

第三者評価結果

Ａ⑨ b

評価者コメント6
　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。
　ケース検討会やヒヤリハット報告等により、随時、職員のケース対応の振り返りと適切な対処方法の確認を行うなど、日頃から子ども
に対する不適切なかかわりの防止に努めている。また、CAP（子どものへの暴力防止）プログラムに関する職員研修等により、子どもへ
の暴力を防ぎ、子ども自身が暴力から自分を守るための啓発的活動も展開されている。ただし、職員による不適切なかかわりの事例の
収集・確認、及びそのような事例の子ども達への周知に係る取組はまだ不十分である。このため、今後、例えば職員のワーキングチー
ムを立上げるなどして不適切なかかわりの振り返りと具体的事例の取りまとめを行い、職員の日常実践の手掛かりとするとともに、子ど
も達にも周知していくことが望まれる。
　

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。

評価者コメント7
　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。
　「被措置児童等虐待防止及び被措置児童等虐待発生時対応マニュアル」を策定し、職員に周知徹底するとともに、万が一、問題事案
が発生した場合に備えて届出・通告等の対応体制を整えている。日頃から子どもと担当職員とのラポール形成に努め、その気持ちを丁
寧に受け止めながら、子どもからの訴え等により確認された問題に対しては、職員間の連携・協力の下で迅速で適切な対応が図られて
いる。子ども達に苦情解決の仕組みについて説明するとともに、苦情解決委員を直接子ども達に紹介する機会を設けている。

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8
　子どもの思想や信教の自由が保障されている。
　子どもの権利条約の資料（日本ユニセフ協会作成、子ども向けの抄訳版）を活用して思想や信教の自由について説明し、その自由を
保障している。なお、思想・信教の自由に係る困難事案が生じた際には、弁護士の指導・助言を得て慎重に対応を検討し、信教の自由
を損なわないかたちでのきめ細かな対応がなされており、施設として子ども達一人ひとりの思想・信教の自由を尊重する姿勢が認めら
れる。

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5
　体罰等を行わないための取組が十分ではない。
　「管理運営規程」、「職員行動規程」、「被措置児童等虐待防止及び被措置児童等虐待発生時対応マニュアル」などに体罰等の禁止
を明記しているほか、養育・支援の指針となる「みちのくみどり学園養育支援について」にも、子どもの気持ちの動き等を受け止め、体
罰等によらない適切な養育・支援のあり方が提示されている。また、被措置児童等虐待防止に係る職員研修の開催や個別のケース検
討会議で協議・検討、外部スーパーバイザー（大学教授）の指導・援助等により、日頃から職員個々の養育・支援スキルの向上に努め
ており、子ども達に対する体罰等によらない日常の養育・支援の徹底を図るなど、2年前の不祥事を教訓とした取組を進めている。

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。

Ａ-１-(6)　子どもの意向や主体性への配慮

Ａ-１-(6)-①　子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、そこから分離され
ることに伴う不安を理解し受けとめ、不安の解消を図っている。

評価者コメント9
　子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、そこから分離されることに伴う不安を理解し受けとめ、不安の解消を図っているが、十
分ではない。
　子どもの入所に当たっては、児童相談所とのケース引継ぎを十分に行い、子どもや保護者に対して「入園のしおり」等を活用して丁寧
に説明し、子どもの分離不安をやわらげ、新たな生活を円滑に始められるよう配慮している。ただし、「入所からの支援の流れ」の文書
の中で対応手順が示されているが、受入れに際しての子どもや保護者等への具体的関わりに関する配慮事項等の記載が不十分な面
がみられる。児童相談所からの一時保護委託が増えているとのことであり、今後、なお一層きめ細かな対応が求められると考えられる
ので、一時保護委託を含め、受け入れの際の子どもや保護者への対応手順や配慮事項等を職員間で改めて確認し、確認事項を「入
所からの支援の流れ」に追記するなどして、入所受入れ時を中心とした不安定な時期の子どもに対する養育・支援の充実につなげてほ
しい。
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Ａ⑩ a

第三者評価結果

Ａ⑪ a

Ａ⑫ b

第三者評価結果

Ａ⑬ b

Ａ⑭ a

Ａ-１-(7)-①　日々の暮らしや、余暇の過ごし方など健全な生活のあり方につい
て、子ども自身が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11
　日々の暮らしや余暇の過ごし方など健全な生活のあり方について、子ども自身が主体的に考え生活できるよう支援している。
　大舎制に伴う日常的な制約が残る中で、子ども達一人ひとりの年齢や希望、ニーズに応じて個別化された余暇支援が行われており、
各種の行事も工夫され、子ども達の参加を得ている。外出は事前申出を求め、年齢等に応じて本人と個別に話合いながら、計画的に
外出するようにしている。ゲーム機器は本人管理に委ね、個人ロッカーを設けている。テレビ視聴は小、中、高校生に分け、台数を増や
しているほか、子ども会室に書架が設置され、随時、自由な読書が可能となっている。新聞3紙を閲覧できるが、インターネット利用は、
子ども達にアンケートを行い、その結果を踏まえて、今後、閲覧できるよう準備を進めている。このほか、地域の塾や水泳教室等の利用
は、本人の希望に応じて柔軟に対応している。

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経済観念
が身につくよう支援している。

評価者コメント12
　子どもの発達段階に応じて、金銭の管理や使い方など経済観念が身につくよう支援しているが、十分ではない。
　子ども一人ひとりの状況に応じて個別に金銭の管理及び使用に関する支援が行われている。小遣いは就学前、小、中、高と年齢別
に毎月所定額が支給され、個人ごとの通帳及び小遣い帳で管理されている。施設内子ども会総会で小遣いの使い方等を話し合い、使
用上限は設けないものの、高額な場合は担当職員と相談することを確認している。グループケアに移行した高校生は自己管理が基本
となっている。児童手当は小遣いとは別に預金管理がなされており、子ども本人や保護者に開示報告するとともに、将来を見据えなが
ら、その使途について本人と相談している。なお、発達障がい等により金銭管理に困難を伴う児童が増えていると思われるので、一人
ひとりの性格特性や理解力等を踏まえた、よりきめ細かな支援に努め、本人の経済観念を育み、将来の自立につなげていくことが望ま
れる。

Ａ-１-(8)　継続性とアフターケア

Ａ-１-(8)-①　家庭復帰にあたって、子どもが家庭で安定した生活が送ることが
できるよう復帰後の支援を行っている。

Ａ-１-(6)-②　職員と子どもが共生の意識を持ち、子どもの意向を尊重しながら
生活全般について共に考え、生活改善に向けて積極的に取り組んでいる。

評価者コメント10
　職員と子どもが共生の意識を持ち、子どもの意向を尊重しながら生活全般について共に考え、生活改善に向けて積極的に取り組ん
でいる。
　日々の生活場面で担当職員が子ども一人ひとりの要望や訴えを受け止め、生活改善に向けた取組を進めている。特に、発達障がい
等によりコミュニケーション能力が不十分な子どもについては、その自己表現をサポートするなど、個々の状況に応じたきめ細かな対応
に努めている。食事に関する嗜好調査やインターネット利用に関するアンケート調査等も行われ、これらを通じて子ども達の意向を把握
し、養育・支援の内容の改善につなげている。
 

Ａ-１-(7)　主体性、自立性を尊重した日常生活

評価者コメント13
  家庭復帰にあたって、子どもが家庭で安定した生活が送ることができるよう復帰後の支援を行っているが、十分ではない。
　昨年度、発達障がいを有する子どもについて、学校等関係機関との連携のもとでペアレントトレーニングを実施するなどして家庭復帰
を実現した事例があり、家庭復帰を視野に入れた養育・支援の取組が行われている。ただし、アフターケア実施状況等は業務日誌で復
命し、関係者会議の内容等はメモとして残している現状もあり、記録の作成、保存を含めた家庭復帰及びアフタケアの取組の手順が必
ずしも明確なものとなっていない。また、養育部長が家庭支援専門相談員を兼務しており、その業務が広範にわたる中で、家庭支援専
門相談員として十分な活動が可能であるのか、懸念されるところであり、その専任化を含め、家庭復帰及びアフタケアの取組体制がさ
らに拡充されることを期待したい。

Ａ-１-(8)-②　できる限り公平な社会へのスタートが切れるように、措置継続や措
置延長を積極的に利用して継続して支援している。

評価者コメント14
　高校進学が困難な子どもや高校中退の子どもへの措置継続や高校卒業後の措置延長を積極的に利用して継続して支援している。
　知的障がいや発達障がい、健康面の問題等により自立支援が困難なケースが増えている中で、子ども達一人ひとりの状況に応じて
個別化された対応がなされている。困難ケースを中心に施設内部で組織的にケース検討が行なわれており、きちんとした見立てと対応
方針の策定を行ったうえで、児童相談所や市町村、学校、通院先医療機関等との緊密な連携のもとで、本人の自立に向けた適切な相
談援助活動の展開と必要な社会資源の活用が図られている。特に必要な場合には、施設側から関係機関に働きかけて関係者会議を
開催し、児童相談所との協議のもとで措置延長を行っている。
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Ａ⑮ b

第三者評価結果

Ａ⑯ a

Ａ⑰ b

Ａ⑱ b

Ａ⑲ b

　Ａ-２-(1)　養育・支援の基本

Ａ-２-(1)-①　子どもを理解し、子どもが表出する感情や言動をしっかり受け止め
ている。

評価者コメント16
　子どもを理解し、子どもが表出する感情や言動をしっかり受け止めている。
　虐待に伴う愛着障がいや発達障がい、さらには健康面の問題等により養育・支援に様々な困難を伴う子どもが増えている現況にある
ため、職員は子ども達一人ひとりの心身の状況や行動特性に配慮し、本人の気持ちや言動を受け止めながら日々の養育・支援に取り
組んでいる。子どもに生活上の問題等が生じた場合には、その状況や気持ちの動き、当面の対処方針や具体的支援の進め方等につ
いて的確な記録が作成され、併せて心理療法士によるアセスメント結果の活用も図られており、各職種が連携・協力しながら本人の気
持ちに寄り添うかたちでの対応がなされている。なお、幼児の養育・支援に当たって、「支援内容と職員仕事確認表」（Ａ3版一枚）が作
成されており、生活日課と子どもの動き（心理面を含めて）、職員の具体的支援の進め方等の要点が相互に関連付けられ、的確かつ簡
潔に整理されている。また、個々の子どもに対する配慮事項や効率的な業務手順等もよく吟味したかたちで記載され、現場実践に極め
て有用性が高い内容となっていることは特に評価される。

Ａ-２-(1)-②　基本的欲求の充足が、子どもと共に日常生活を構築することを通
してなされるよう養育・支援している。

評価者コメント17
  基本的欲求の充足が、子どもと共に日常生活を構築することを通してなされるよう養育・支援しているが、十分ではない。
　大舎制に伴う住環境面の制約や被虐待児の増加等により養育・支援の困難性が高まっている中で、年齢段階に応じて生活のきまり
等を子ども達と確認し合い、買い物外出等の個別活動の機会を設けるなどして、子ども達一人ひとりの希望やニーズを踏まえた養育・
支援が行われている。また、男子高校生は小規模グループケアで自主的生活を送っているほか、地域に2か所目の小規模児童養護施
設を設置するなど、子ども達に寄り添った家庭的養護の取組が推進されている。なお、本体の全面移転改築が具体化の方向にあるな
ど施設全体が大きな変革の時期を迎えており、全体の業務量が増加し、職員個々の日常業務もかなり繁忙化している状況がうかがわ
れる。このため、業務の見直しや職員体制の拡充を含め、今後の業務運営について職員間で引き続き十分な協議・検討を行い、日々
の養育・支援の一層の充実、改善につなげてほしい。

Ａ-２-(1)-③　子どもの力を信じて見守るという姿勢を大切にし、子どもが自ら判
断し行動することを保障している。

Ａ-１-(8)-③　子どもが安定した社会生活を送ることができるようリービングケア
と退所後の支援に積極的に取り組んでいる。

評価者コメント15
　子どもが安定した社会生活を送ることができるようリービングケアと退所後の支援を行っているが、十分でない。
　施設敷地内の独立家屋（「鐘の館」）を活用して自活訓練を行っているほか、高校生（男子）は小規模グループケアにより自主的生活
を基本として将来の自立、自活に備えるなど、個々のニーズに応じたリービングケアが行われている。法人内他施設と合同の退園児の
同窓会活動が現在は行われていないとのことであり、本施設単独での同窓会活動の再開を含めて、何らかの工夫が望まれる。一方、
昨年度から退園児の現況等調査に着手しており、今後の自立支援の取組の重要な手がかりとなると考えられ、その成果を期待した
い。なお、退園後のアフタケアに関する記録は施設入所時のケース記録とは別に編綴されているとのことだが、一貫性のある記録に基
づく職員間の情報共有と適切なケースマネジメントが不可欠と思われるので、記録のあり方を含めたアフタケアの具体的な進め方等に
ついて、さらに工夫、検討してほしい。

Ａ-２  養育・支援の質の確保

評価者コメント18
　子どもの力を信じて見守るという姿勢を大切にし、子どもが自ら判断し行動することを保障しているが、十分でない。
　子ども自身の希望や意向を受け止め、本人ができることは自ら取組めるよう職員による見守りや支援が行われている。子どもに問題
行動やつまづきが生じた場合には、内部で組織的なケース検討が行われ、一定の対応方針を見出したうえで、職員が連携して本人に
対する一貫性のある指導・援助を行い、必要なフォローも行っている。ただし、職員の業務の繁忙化等に伴い、日常の時間帯によって
は職員が子ども達への声掛けや励まし等を十分に行えないでいる状況が示唆される。このため、職員が子ども達と向きあえる時間を少
しでも増やせるよう業務体制や業務分担の工夫・改善の取組を今後も重ねてほしい。

Ａ-２-(1)-④　発達段階に応じた学びや遊びの場を保障している。

評価者コメント19
　発達段階に応じた学びや遊びの場を保障しているが、十分ではない。
　ここ数年、低年齢の幼児の受入れがなかったため、発達段階に応じた遊びの提供が不十分との課題認識があるものの、今年度に幼
児の新規受け入れが続いたことを踏まえ、幼児について個々の発達レベルに応じた個別的な養育・支援が行われている。就学期の子
ども達については、学校との緊密な連携のもとで地域の子ども会活動や地域行事に参加するとともに、本人の希望に応じて地域の塾
や水泳教室に通わせているほか、年長児のアルバイト体験等を支援している。また、知的障がいや健康面の問題等を有する子どもが
多く在園しているため、個々の状況に応じて特別支援学校や特別支援学級への通学を適切に支援している。なお、近隣地域を越えて、
遠隔の西和賀町でのホームステイや洋野町での転地養護を行っており、それぞれ関係先の幅広い支援・協力もとで特色ある養護実践
が行われ、子ども達の他者との関わりや生活経験を豊かにするための貴重な機会となっている。今後は、幼児の発育状況に応じたプ
ログラムの作成により、より幼児の養育・支援が充実するよう期待される。
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Ａ⑳ b

第三者評価結果

Ａ㉑ b

Ａ㉒ a

Ａ㉓ b

第三者評価結果

Ａ㉔ b

Ａ-２-(2)-①　食事は、団らんの場でもあり、おいしく楽しみながら食事ができる
よう工夫している。

評価者コメント21
　食事は、団らんの場でもあり、おいしく楽しみながら食事ができるよう工夫しているが、十分でない。
　給食部支援計画に沿い、し好調査や献立コンテストを実施し、子どもたちに食事に興味がもてるよう工夫している。また、職員が食事
を共にし、日常的に食事のマナーや偏食の支援を行っており、職員と子どものコミュ二ケーションの場として機能している。ただし、中高
生が多いことから、クラブ活動やアルバイトなどにより帰りが遅くなった子どもの事情に応じて、温かいものは温かく、冷たいものは冷た
くという食事をおいしく食べられるよう更なる配慮が望まれる。また、食堂のテーブルや椅子が、小、中、高校生と同一規格の物となって
おり、小学生は、低いもの等、子どもの体型に合った使いやすいものを用意するなどの工夫が望まれる。

Ａ-２-(2)-②　子どもの嗜好や健康状態に配慮した食事を提供している。

評価者コメント22
　子どもの嗜好や健康状態に配慮した食事を提供している。
　子どもの年齢、疾病の状態、食物アレルギーなど子どもの心身の状況、また体調など日々の健康状態に応じ、それらに配慮した食事
を提供している。また、献立に、し好調査（年一回）の結果をもとに、好きなおやつやリクエストメニューを取り入れるなど子どもたちの意
見が食事に反映されている。

Ａ-２-(2)-③　子どもの発達段階に応じて食習慣を身につけることができるよう食
育を推進している。

評価者コメント23
　子どもの発達段階に応じて食習慣を身につけることができるよう食育を推進しているが、十分でない。
　栄養士や職員が食事を共にし、日常的に食事のマナーや偏食の支援を行っており、無理なく食習慣が身につくよう工夫している。ま
た、自分のご飯茶碗や汁椀、箸を所有し、食器洗いや配膳が身に付くよう工夫している。食事の方法も屋外での食事、外食等を設ける
ことによって食事を楽しむ機会が取り入れられているが、大舎制ということもあり、買い物を手伝って材料の選び方を知る機会の設定等
までは至っていない。

Ａ-２-(1)-⑤　秩序ある生活を通して、基本的生活習慣を確立するとともに、社会
常識及び社会規範、様々な生活技術が習得できるよう養育・支援している。

評価者コメント20
　秩序ある生活を通して、基本的生活習慣を確立するとともに、社会常識及び社会規範、様々な生活技術が習得できるよう養育・支援
しているが、十分ではない。
　現状は小規模児童養護施設、施設本体のグループケアと大舎制が混在しているが、それぞれの場で子ども達一人ひとりが生活習慣
を確立し、社会規範や生活技術を習得できるよう日々の養育・支援が行われている。小規模児童養護施設では、より個別化された生活
が具現化されている。共同生活を送るうえでの課題や問題点が見出された際には、その内容を職員の側から子ども達にきちんとを説
明し、その意見を集約したうえで生活上のルール・確認事項等をとりまとめ、子ども達にフィードバックしながら相互理解と協調のもとで
秩序ある生活空間の形成が目指されている。大舎制の生活の場では、集団のルールと個々の希望、要求との間に種々調整が求めら
れ、様々に配慮、工夫を行いながら養育・支援が進められている状況がうかがわれる。今後、大舎制の中でも地域社会への積極的参
加を図る等、社会的ルールを習得する機会を設ける工夫の継続を期待したい。

Ａ-２-(２)　食生活

Ａ-２-(３)　衣生活

Ａ-２-(3)-①　衣類が十分に確保され、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24
　衣類が十分に確保されているが、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な支援は十分ではない。
　衣類購入は、小、中学生は担当職員と高校生は自分自身で、与えられた被服費内で購入できる機会が確保されている。季節やTPO
に合わせた着衣の支援を行っているが、中高生になると学校のジャージでいることが多く、小学生は個人差はあるが、足りない衣類は
寄附に頼っているところがある。身だしなみとして、高校生は、制服のアイロンかけなど習慣化されるような支援も望まれる。
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第三者評価結果

Ａ㉕ b

Ａ㉖ c

第三者評価結果

Ａ㉗ b

Ａ㉘ a

第三者評価結果

Ａ㉙ b

第三者評価結果

Ａ㉚ b

Ａ-２-(4)-②　子ども一人一人の居場所が確保され、安全、安心を感じる場所と
なるようにしている。

評価者コメント26
　子ども一人ひとりの居場所が確保されていない。
　大舎制の施設で小集団の空間確保は難しい状況にある。1室に平均6人が生活しており、各自の空間を確保するためにベットスペー
スにカーテンを引いて個人の空間を確保しており、安全、安心な居場所としての工夫に努めているが、長年同じ状態が続いており、子
どもが安心していられる場所となるよう改善が望まれる。

Ａ-２-(５)　健康と安全

Ａ-２-(5)-①　発達段階に応じ、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27
　発達段階に応じ、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。
　日常的に手洗いやうがいの習慣が身に付くように支援しており、感染症予防に対応している。理美容は、保健衛生費内で月2回床屋
が来園し行われている。入浴は、週3回（風呂は病院と共用）行われ、必要に応じてシャワーが利用できるようになっている。洗濯は、中
高生は、自動洗濯機を利用し、ハンガーで乾かすよう支援が行われている。風呂場や洗濯室等施設内外における危険箇所等も見ら
れ、死角箇所になりかねないので、子どもの発達段階に応じて、危険な物・場所・行為から身を守るための支援を行い事故防止に努め
て欲しい。

Ａ-２-(5)-②　医療機関と連携して一人ひとりの子どもに対する心身の健康を管
理するとともに、必要がある場合は適切に対応している。

Ａ-２-(4)　住生活

Ａ-２-(4)-①　居室等施設全体がきれいに整美されている。

評価者コメント25
　居室等施設全体がきれいに整美されているが、十分ではない。
　築38年経過した建物、設備で施設全体の床や壁が老朽化している中、食堂や廊下等共用スペースは掃除されているが、子どもの生
活の場として安全性や温かみのある環境に欠けている。建物内に破損個所があったり、幼児室のテーブルが壊れたままになっており、
速やかな修繕が望まれる。古い環境が当たり前になってしまわないよう職員の工夫・改善意識に期待したい。また、掃除や整理整頓が
身についていない子どもたちに対して、発達段階や子どもの状況に応じて日常的に居室等の整理整頓や掃除等の習慣が身につくよう
に支援することが望まれる。

評価者コメント30
　でき得る限り他児との共有の物をなくし、個人所有とするようにしているが、十分ではない。
　衣類、食器やシャンプー等個人の好みを反映し、身につけるもの、日常的に使用するものは、個人所有とし、自己領域の確保に努め
ている。しかし、子どものタンスやロッカーの収納スペースが狭く、鍵のかかるロッカーを準備し、管理できる工夫がなされているが、個
人のスペースに余裕を持たせた自己領域の確保には検討が望まれる。

評価者コメント28
　一人ひとりの子どもに対する心身の健康を管理するとともに、必要がある場合は適切に対応している。
　小児科、歯科の病院が隣接しており、何かあればすぐに受診できる環境にある。また、地域の病院と連携しており、身体的な健康だけ
でなく、児童精神科等の心理・情緒面での健康に配慮した支援が行われている。

Ａ-２-(６)　性に関する教育

Ａ-２-(6)-①　子どもの年齢・発達段階に応じて、他者の性を尊重する心を育て
るよう、性についての正しい知識を得る機会を設けている。

評価者コメント29
　他者の性を尊重する心を育てるよう、性についての正しい知識を得る機会を設けているが、十分ではない。
　健康学習方針のもと中高生向けには、盛岡東署生活安全課による健康学習や小学生には、CAP子どもワークショップを年一回開催
し、いのちの教育の一環として性教育が行われている。必要に応じて外部講師を招く等して、性教育のあり方について学習会などを職
員や子どもに対して実施している。今後は、年齢、発達段階に応じたカリキュラムを準備しながら健康学習の取組を継続し、自分の
『生』に自信を持ちにくい子どもたちに「性」についての正しい知識、関心が持てるよう支援していただきたい。

Ａ-２-(７)　自己領域の確保

Ａ-２-(7)-①　でき得る限り他児との共有の物をなくし、個人所有とするようにして
いる。
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Ａ㉛ c

第三者評価結果

Ａ㉜ b

Ａ㉝ b

Ａ㉞ b

第三者評価結果

Ａ㉟ b

第三者評価結果

Ａ㊱ a

Ａ-２-(7)-②　成長の記録（アルバム）が整理され、成長の過程を振り返ることが
できるようにしている。

評価者コメント31
　成長の記録（アルバム等）が整理されていない。
　行事毎の写真は、パソコンに保存され、保管されたままとなっている。子どもが成長の過程をたどることは、子どもにとって自らの命を
肯定するきっかけにつながるので、可能なかぎり、子ども一人ひとりの成長の記録（アルバム等）の整理に努めて欲しい。

Ａ-２-(8)　行動上の問題及び問題状況への対応

Ａ-２-(8)-①　子どもが暴力・不適応行動などの行動上の問題に対して、適切に
対応している。

評価者コメント32
　子どもの行動上の問題に対応しているが、問題状況の対応は十分でない。
　子どもが問題行動をとった時の対応について、問題行動の発生状況から、聞き取り、処理、事故報告として個別経過記録に記してあ
るが、マニュアル化が望まれる。児童相談所との連携はもちろんのこと、加害児童、被害児童への心理ケアや再発防止に向けての体
制整備が求められる。また、問題行動に適切に対応する職員の援助技術が取得できるよう研修の充実が望まれる。

評価者コメント35
　心理的なケアが必要な子どもに対して心理的な支援を行っているが、十分ではない。
　心理的な支援を必要とする子どもについては、心理療法士を配置して、被虐待児を中心に児童相談所と協議をし心理的な支援を行っ
ている。また、必要に応じて他の医療機関の児童精神科等に通院し、心理的ケアの確保に努めている。しかし、心理支援プログラムが
施設全体の中に有効に組み込まれておらず、職員間での共通理解が望まれる。

Ａ-２-(10)　学習・進学支援、進路支援等

Ａ-２-(10)-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
　学習環境の整備を行い学力に応じた学習支援を行っている。
　障がいを持つ子どものために、、特別支援学校等への通学を支援し、学力に応じた学習支援を行っている。また、一人ひとりの必要に
応じて、学習ボランティアや地域の学習塾等を活用する機会を提供し個別的な学習支援が行われている。施設は、本人の希望に即し
た進路支援を行っているものの、学力不足等による中退者も出ている。そのため、今後の更なる取組として、施設としての学習支援に
対する基本的な考え方やガイドライン等の策定とともに、専任の学習支援員の配置も検討されたい。

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
全体で取り組んでいる。

評価者コメント33
　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で取り組んでいるが、十分でない。
　「安心、安全に生活するためのルール」を策定するとともに「いわて子どもの権利ノート」を活用して、施設全体で人権に対する子ども
の意識を育むよう支援が行われており、子ども間での暴力やいじめが発覚した場合については、施設長が中心になり、全職員が一丸と
なって対応している。しかし、予防策や、発生した場合の対応策が不備で、施設長や職員の役割等の体制整備が望まれる。

Ａ-２-(8)-③　虐待を受けた子ども等、保護者からの強引な引き取りの可能性が
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34
　保護者等からの強引な引き取りの可能性がある場合、施設内で子どもの安全が確保されるように努めているが、十分ではない。
　保護者からの強引な引き取りの可能性がある場合、児童相談所と連携しながら、職員に周知し対応している。しかし、具体的な職員
の役割分担や児童相談所、警察等への通報方法等について整備されていないため、施設として統一した緊急時対応マニュアル等の整
備が望まれる。

Ａ-２-(9)　心理的ケア

Ａ-２-(9)-①　心理的ケアが必要な子どもに対して心理的な支援を行っている。
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Ａ㊲ a

Ａ㊳ a

第三者評価結果

Ａ㊴ a

第三者評価結果

Ａ㊵ b

第三者評価結果

Ａ㊶ b

Ａ-２-(10)-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
　子どもが進路の自己決定をできるように支援している。
　子どもの進路にあたっては、親、学校、児童相談所と連携して取組み、公立高校、私立高校、特別支援学校高等部に通学している。
進路決定後の失敗した際のフォローアップや対応も行っている。高校卒業後も進学を希望する子どものために、資金面、生活面など、
進学の実現に向けて情報の提供を行い、子どもが自己決定できるよう努めている。

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40
　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。
　家庭支援専門相談員を中心に児童相談所等の関係機関と密接に協議し連携に努めながら、子どもの家庭復帰に向けて家族支援の
取組を行っている。しかし、親子生活訓練や家族療法事業などは実施されておらず、今後、家族との関係の継続、修復、養育力の向上
などの支援にも力を入れていただきたい。

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。

評価者コメント41
　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。
　施設長が、スーパーバイザーとなり、いつでも相談できる体制を確立している。被虐待児童、病状管理の必要な児童を多く抱えてお
り、職員が問題を抱え込み、バーンアウトしたり、被措置児童等虐待が起きないよう、権利擁護や人材育成の面から施設長がスーパー
バイザーとなりスーパービジョンを行っている。しかし、今後の体制づくりに向けては、基幹的職員の位置づけを明確にし、より効果的な
スーパービジョンの体制づくりが望まれる。

Ａ-２-(10)-③　職場実習や職場体験、アルバイト等の機会を通して、社会経験
の拡大に取り組んでいる。

評価者コメント38
　職場実習や職場体験、アルバイト等の機会を通して、社会経験の拡大に取り組んでいる。
　職場実習、体験については、学校と連携して取組んでいる。施設としては、協力アルバイト先を確保しており、アルバイトの機会を通し
て社会経験の拡大に取り組んでいる。また、施設生活で取得できる資格取得の奨励を行っている。今後も、社会自立に役立てるような
社会経験の拡大と継続を勧めたい。

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。

評価者コメント39
　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。
　施設の相談窓口および支援方針について家族に説明し、家族と施設、児童相談所が子どもの成長を考えることを伝え、家族と信頼関
係を構築できるよう努めている。また、家庭支援専門相談員が、家族関係調整、相談に取組み、子どもに関係する学校、地域、施設等
の行事予定や情報を家族に随時知らせ、必要に応じて保護者等にも行事への参加や協力を得ている。

Ａ-２-(12)　親子関係の再構築支援
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