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特定非営利活動法人　介護と福祉の調査機関おきなわ

名　　　称：

種　　　別：

定　　　員：

所　在　地：　　　

T　 E　 L ：

中・長期計画並びに年度の事業計画が策定され実行されている。

法人として中・長期計画及びそれに伴う推進プログラムが今年度を最終年度とし５
年の期間で策定されている。計画は経営目標としてサービスの質の向上、法人の社
会機能の強化、財政基盤の安定化、人事管理等６項目を掲げ、推進プログラムは項
目毎に具体的内容を挙げて５カ年の計画が明示されている。計画に基づき今年児童
養護施設の新園舎が竣工している。計画の執行管理は、各施設長による経営対策監
会議や４半期毎に実績会議等で行われている。来年度から始まる次期計画の策定中
である。年度の事業計画も経営目標に沿って策定され、養護施設として独自に入所
児童の処遇について１２項目を追加策定され実施されている。

子どもの意向の尊重

日ごろの子どもとの会話から子どもの意向を受け止め、男子寮、女子寮それぞれに
職員による寮会議で検討し、養護課会議に挙げる仕組みがある。「目玉焼きが食べ
たい」との一人の子どもの声を吸い上げ検討し、毎週日曜日の朝食を各寮の職員と
一緒に子ども達が自炊をするまでになったり、外出時のお小遣いの金額の申告制、
アルバイトをしている高校生は施設の行事がある時も強制せず本人の意思を尊重す
るなど、施設として子どもの意向を尊重する姿勢に努めていることは評価できる。

平成２４年　９　月　２５　日（火）～　１０月　２６日（金）

施設長氏名：
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◇改善が求められる点

⑤第三者評価結果に対する施設のコメント

⑥第三者評価結果（別紙）

養育・支援に関するマニュアルの明文化が望まれる。

事故対策マニュアル等管理体制に関するマニュアルは数件整備されているが、一定
水準以上の養育・支援を提供するための「アセスメント手順」「食生活」「住生
活」「家族支援」等児童養護施設としての支援内容の日常生活支援マニュアルの早
急な整備が望まれる。

地域支援の取り組みが求められる。

地域との交流は、地域の祭りや行事としてのジョイフルデーへの参加や地域マラソ
ンの沿道ステーションでの参加による応援等地域の人との交流の場となるなど確保
されているが、施設が有する専門性を活かした地域の子育てを支援する事業とし
て、研修の実施や子育て相談やショートステイ等子育て支援の地域支援が求められ
る。

自立支援計画および記録の整備が望まれる。

児童相談所からの総合アセスメント情報を使用して、自立支援計画書は担当児童指
導員、心理療法士、個別対応職員等多職種間でケース会議を開催し策定し、半年ご
とに見直しもされている。自立支援計画書は、領域ごとの具体的な支援目標は設定
されているので、その支援内容・方法の明示及び評価手法の検討並びに支援実施記
録の整備が望まれる。

　第三者評価を踏まえて、児童の支援で重要なマニュアル（手順書）の整備が不十
分な点や、自立支援計画に於いて領域ごとの支援目標は設定されているが支援方法
が明確に示されていなかった事は真摯に受け止め、早急に改善を行い児童のよりよ
い支援に努めていきたい。
　また、施設の専門性を活かした地域子育て支援事業の取り組みが出来なかった事
は反省し法人の経営方針でも示されている地域社会の一員として地域と共生し、協
働に務め地域に密着した福祉事業を展開していけるように努めます。
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（別紙）

第三者評価結果（児童養護施設）

１　養育・支援

（１）養育・支援の基本
第三者

評価結果

1
① 子どもの存在そのものを認め、子どもが表出する感情や言動をしっか

り受け止め、子どもを理解している。
b

2
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。
b

3
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。
b

4 ④ 発達段階に応じた学びや遊びの場を保障している。 b

5
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。

b

（１）養育・支援の基本

①　職員は日頃から子どもたちへの声かけや表情を見ながら子どもの状態を理解するよう努
めているが、新園舎建設後は定員枠が10人増え、職員の異動等で新任職員の配置も多い。入
所間もない子どもたちの慣れない状況もあり、落ち着かない様子が調査時に見受けられた。
時折、職員は大声で注意すこともあるが、子どもたちを見守りながら、ほめたり励ましの声
かけを行う等、子どもの表出する感情や言動を受止め理解しようとする態度が認められる
が、なお一層の取り組みを期待したい。

②　子どもたちの基本的欲求の充足については、担当職員を中心に子どもの気持ちをゆっく
り聴き、個別に触れ合う機会を意識して持つようにしている。子どものアンケートで「相談
が出来」「理解してもらっている」との回答がある。職員は日常生活の中で、施設のルール
を踏まえながら柔軟に支援している。子どもたちの課題等はケース会議で検討し、決定内容
は全職員で共有し対応している。職員の自己評価結果に「一人ひとりの基本的欲求の受止め
や把握は十分ではない」との意見もある。

③　施設は大舎制で、現在女子寮19人・男子寮18人の子どもたちを、朝の忙しい時間帯は宿
直明けと早出の2人の職員で男女それぞれに援助する体制をとっている。子どもたちは日課と
して入浴後の洗濯や食堂のモップ掛け等掃除当番制を実施しているが、アルバイト等で遅く
帰宅する子どもたちは翌朝洗濯する等、子どもたちの判断も尊重している。

④　子どもたちとの日頃の会話の中から菓子作り、トランプ、ゲームをしたい等のニーズを
聴き、把握している。休日は児童センターを利用することもあるが、地域の資源等の活用は
少ない。幼稚園児が２人おり、個別の絵本やおもちゃも準備されているが、発達段階に応じ
た学びや遊び等の道具が少ない状況であった。施設内での保育は、幼児の週間プログラムで
養育・支援が実施されている。新園舎は図書室等が設置されたが、屋内外での遊び場や遊具
等は少ない状況であり、発達段階に応じた学びや遊び場の保障が望まれる。

⑤　職員は行動規範に基づいて子どもたちに対応し、施設生活や社会生活で守るべきルール
等については、子どもと職員間での話し合いの場で決めている。例えば、掃除や給食当番を
決めたり、これまでは午後９時消灯であったが、「部活でテレビを視聴する機会がない」と
の子どもたちの意見で木曜日までは午後９時消灯、金・土曜日は午後１０時まで延長と決め
ている。また、登下校時の交通ルールを子どもたちと再確認したり、今回初めて自主的に地
域マラソンのボランティアとして参加している。今後も社会的ルールを習得する機会として
強化し取り組まれることが望まれる。
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（２）食生活
第三者

評価結果

6
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。
b

7 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。 a

8
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。
b

9 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。 b

10
② 子どもの衣習慣を習得し、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。
a

11 ① 居室等施設全体がきれいに整美されている。 b

12
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。
b

（２）食生活について

①　食事は朝食6時30分、昼食12時、夕食18時となっており、厨房から配膳庫で運ばれ、給食
当番の子どもたちがセラミックの食器に盛りつけしている。アルバイト等で遅く帰る子ども
たちの食事は、保温庫や冷蔵庫で保存し電子レンジで対応している。栄養士は併設の障害
児・者施設と兼務で両施設の献立を作成し、調理されている。また、観月会や誕生会等で食
事を楽しむ機会を設けている。食事は子どもたちの楽しみの一つである観点から、今後も子
どもたちのニーズに配慮し養護施設の独自メニューも検討する等、更なる工夫を期待した
い。

②　献立は、カロリー計算し栄養バランスに配慮されたメニューとなっている、エビやイカ
等にアレルギーのある子どもには、除去食や代替食を準備する等配慮している。定期的に年
２回嗜好・食事調査を実施し、その結果から「美味しくない」との意見にはリクエスト献立
表を作成し、子どもたちの好きなメニューを夕食に取り入れている。さらに、「自分たちで
食事を作ること」について聞いた結果、殆どの子どもが取り組みたいとの意向であったた
め、今年１０月から毎週日曜日の朝食は職員と一緒に自炊を実施している。子どもたちは朝
６時３０分から起き、好きな卵やウインナー、ポーク等を皆で調理し、楽しみなひとときと
なっている取り組みがされている。

③　食材は業者に発注するため子どもが購入する機会はないが、夏休みや休日のおやつは、
ドーナツやサーターアンダギーを子どもと一緒に作ることもある。きのこや芋等の食材で
「きのこカレー」や「さつま芋レモン煮」等の季節の料理が提供されている。野菜嫌いな子
どもが多く、日頃から食べるよう指導されているが付き合わせのトマトやレタス等を相変わ
らず残す子が多い、偏食の指導や食事マナー習得の機会作りを提供する等の工夫が望まれ
る。献立表はリビングに掲示されているが見えづらい状況であり、掲示方法の工夫を期待し
たい。

（３）衣生活について

①　学校から帰園後入浴し、その後小学２年以上は各自で洗濯をしている。衣服は清潔で体
や季節にあった好みのものが提供されているが、衣類のほつれやほころび等は、洗濯物たた
みをする際に職員が随時行っているが、靴洗いは週に１回本人で洗うよう声かけしている
が、洗う子は少ない状況にある。調査当日も汚れた靴が玄関の靴箱に置かれている場面が見
られた。

②　衣服は、年２回（５月、１１月）季節に合わせて本人の好みの服を施設の予算で購入し
たり、必要に応じて個別に衣類を購入し十分に揃えている。収納タンスへの片付けは各自で
行えるよう支援し、小さい子は職員が一緒に整理整頓を行っている。自分の衣類のアイロン
かけをして自己管理する女の子もいる。

（３）衣生活

（４）住生活
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（５） 健康と安全
第三者

評価結果

13
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。
b

14
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。
a

15
① 子どもの年齢・発達段階に応じて、異性を尊重し思いやりの心を育て

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。
b

（４）住生活について

①　今年３月に新園舎に移転し中庭や玄関周辺の植栽は少ない状況であるが、今年の夏、中
庭でスイカを栽培した実績がある。共用空間や各居室は冷房設備や机、収納タンスも整備さ
れている。居室や共用空間の掃除を子どもたちで分担し、なるべく各自で行えるよう支援し
ている。住環境を清潔に保つことは健康面及び衛生面からも大切なことであり、玄関入口や
共用空間等の掃除は週末に行うとされいるが、訪問当日は玄関入口や靴箱の汚れが目立ち掃
除が行き届いていないことが伺えた。職員の自己評価でも掃除が不十分であるとの認識があ
る。子どもが掃除等の習慣を身につけるよう支援すると共に、職員や子どもたちで出来る範
囲の再検討および短時間清掃専任等による取り組みの検討も期待される。

②　施設は４０名定員で男子寮と女子寮に分かれ、幼稚園児までは男女一緒に女子寮の職員
の目の届きやすい畳敷きの４人部屋となっている。居室は２人部屋で勉強机も各自設置され
ているが、個人が家庭的なくつろげる空間確保としては乏しい状況である。共用空間や居室
は掲示物や飾り物は少なめであるが、女子寮の一部の部屋はベッド回りにぬいぐるみがあ
り、壁にはポスターが飾られている部屋もある。リビング等の共用空間は、子どもたちの発
達段階に応じた掲示を工夫する等、家庭的な癒しの場としての役割も望まれる。

（６）性に関する教育について

①　性教育は２年前に婦人科医を講師に招いて学習会を実施しているが、その後、施設主催
の学習会は行われてない。毎年、中・高校生を対象に「宮古フェスタ」が開催され、職員と
共に出かけ、思春期を対象とした催し物を見学することで学習の場としている。施設内では
年齢に応じた性教育のカリキュラムもなく、正しい性知識を得る機会が殆どない状況であ
る。年齢に応じたカリキュラムを作成すると共に、異性を尊重し思いやる心及び正しい知識
を学ぶ機会が望まれる。

（６） 性に関する教育

（５）健康と安全について

①　職員は毎日の申し送り時に子どもたちの睡眠や食事摂取、排せつ状況等を共有し、夜尿
がある場合は布団を干す等、清潔保持に留意している。子どもたちは帰園後、午後４時から
シャワー浴が可能で、洗面や整髪等、発達に応じて一人で行えるよう支援されている。病気
や事故等についても自己管理できるよう支援の強化を期待したい。
職員は、施設内外の危険個所や危険物を把握し、洗剤等に幼児の手が届かないよう安全面に
配慮している。通学路で２年前に事故があり、通学路の見直しや交通ルール等についても日
ごろから子どもたちと確認し合っている。

②　健康管理は、隣接する障害施設との兼務で看護師が配置され、精神科及び内科の嘱託医
により毎月定期的に診察が実施され、子どもたちの健康状態等を積極的に管理している。毎
年協力医療機関と契約書を交わし体制整備がされている。急患対応や感染症対策マニュアル
が作成され、リスクマネジメント委員会等の会議等で知識を深め予防等観察支援を行ってい
る。服薬はプライバシーに配慮し職員でさりげなく対応している。
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（７） 自己領域の確保
第三者

評価結果

16 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。

b

17 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。

c

18
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

的に考えるよう支援している
b

19 ② 主体的に余暇を過ごすことができるよう支援している。 b

20
③ 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。
b

（８）自主性、自律性を尊重した日常生活について、

（７）自己領域の確保について、

①　タオルは全て個人専用で、女子の場合、小遣いで個人所有の洗顔石鹸を購入している子
どもがいる。シャンプー等の日用品は施設で購入し共用ではあるが、子どもたちの意見を聞
いて商品を選んでいる。お茶碗や箸も共用である。居室には個人のロッカーやタンスが設置
されている。紛失物対策として衣類の見えない部分に名前を書いているが、イラストマーク
等、字の読めない子への配慮はされていない。子どもたちの持ち物の紛失が見られるが対策
はこれからである。食器や日用品等子どもの好みに応じて個々に提供されることが望まれ
る。

②　個人記録としてのアルバムは、写真を紛失するとの理由で子どもの手元にはなく、職員
が一括して保管し、子どもが施設を退所する時に写真等の綴りを手渡している。また、写真
は行事等の集団写真が主で、子ども本人の成長の記録としての写真ではないとの説明であっ
たが、調査当日はアルバムの確認が出来ない状況であった。特に幼児の頃から施設で養育さ
れている子どもにとって、写真は大切な成長の記録となるため、節目節目に一人ひとりの写
真を撮り、成長の記録としてのアルバムの整理が望まれる。

①日常生活のあり方として子供たちは自分たちの問題として、掃除や給食当番を決めたり、
これまでの午後９時消灯を、「部活でテレビを視聴する機会がない」との子どもたちの意見
で木曜日までは午後９時消灯、金・土曜日は午後１０時まで延長と決めて子供たちの意見が
尊重されている。高校生でアルバイトをしている子どもには、アルバイトを優先し施設の行
事等への参加の選択や遅く帰宅する子どもたちは翌朝洗濯する等、子どもたちの自律性も尊
重している。一方で子どもたちのゆとりある生活を確保する目的で、学校行事の学芸会や運
動会等がある２月や６月、９月は施設内の行事を入れないよう配慮し、施設の行事等の企画
や運営は職員が行い、子どもたちへ参加を促している面もあり、子供たちが主体的に考えら
れるよう行事の企画等に参画できるような支援も望まれる。

②　余暇の過ごし方として、休日は自由に過ごせるようになっており、休日の外出時間は
小・中・高、各々の門限が決められ、自由に外出できる。学校の部活も自由に選べ男子は野
球部に入っている子が多い。施設内でボール遊び等を行ったり、個人のゲーム機で決められ
た時間を楽しむことが出来る。さらに、施設内のホールや学習室は男女自由な交流が可能で
あるが、男子寮、女子寮への互いの出入りは禁止されている。図書室に出版物が準備され、
職員室カウンターに毎朝新聞が置かれ、子どもは自由に読むことができる。テレビは決めら
れた時間を自由に視聴している。地域のサークル活動等への参加は少なく、施設の予算の都
合上、子どもたちの習い事については事例がない。生活文化の異なる子供たちが活動出来る
ような配慮を期待したい。

③　経済観念については、金銭の自己管理や一定の生活費での生活プログラムは実施してい
ないが、買い物等、金銭感覚を身につける目的で平成２３年度より文字が書ける子どもを対
象に各自の小遣い帳を導入している。家族からもらったお金や施設支給金、アルバイト収入
を事務所で管理し、毎月２回各自から提出された小遣い支出申告書に基づいて、通常は５千
円を限度として現金を手渡し、週末の午後は衣類や好きな菓子等の買い物に出かけている。
買い物後は、各自で小遣い帳にレシートを添付し、使用した商品名及び金額や残額を記入し
ている。お小遣いの記録を自ら行うことで、金銭感覚の改善効果が見られている。退所を見
すえ一定の生活費での生活プログラムによる実施が望まれる。

（８）主体性、自律性を尊重した日常生活
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（９） 学習・進学支援、進路支援等
第三者

評価結果

21 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。 b

22
② 「最善の利益」にかなった進路の自己決定ができるよう支援してい

る。
b

23
③ 職場実習や職場体験等の機会を通して、社会経験の拡大に取り組んで

いる。
b

（９）学習・進学・進路支援等

①　図書室や学習室が完備され、居室には各自の学習机が設置されている。小学生は図書室
で、中学生は別の部屋で決められた学習時間に個別対応職員や学習指導担当者を中心に宿題
や基礎学力の支援に努めている。声掛けして宿題支援等をしているが個別に確認することが
できず、忘れ物や宿題未提出の子どももいる。学習支援は施設職員だけに留まらずボラン
ティアの協力を得る等、更なる個別支援の充実も期待したい。

②　進路決定については、中学や高校卒業前の子どもの担当に経験豊かな職員を配置し、中
学校に入る頃から本人と話し合い、希望を踏まえて学校や親、関係者と話し合って対応し自
己決定ができるよう支援している。昨年初めて奨学金を活用して、一人が大学進学している
が、今後のさらなる支援を期待したい。

③　高校卒業後、多くの子どもは就職しているが、現在は就労しながら施設入所継続の子ど
もの事例はない。高校三年生になると卒業後の進路に伴い、車の免許（二輪車は認めていな
い）等の資格取得を積極的に勧めている。そのため殆どの子どもが高校入学後はアルバイト
を行っている。就職先の開拓や職場実習等は学校に任せており、施設は職場実習の実施規定
はなく、職場実習等の実績もない。今後は職場実習の実施規定を作成し、積極的な職場開拓
や社会経験の拡大及び事業所との連携が望まれる。
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（１０） 行動上の問題及び問題状況への対応
第三者

評価結果

24
① 子どもが暴力・不適応行動などの問題行動をとった場合に、行動上の

問題及び問題状況に適切に対応している。
b

25
② 施設内で子ども間の暴力、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。
b

26
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。
b

27 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。 b

（１０）行動上の問題及び問題状況への対応

（１１） 心理的ケア

①　心理療法士が配置され心理支援プログラムも１５人策定されているが、心理療法士は今
年４月からの勤務で経験も浅いことから体制はこれからである。支援内容は心理業務日誌に
記載されているが、保育士や児童指導員等との情報の共有が不十分である。今後は、県立病
院の臨床心理士と連携していく予定であるとの説明があることから、施設の職員と情報共有
を行うと共に、心理的ケアの必要な子どもへの更なる実践的支援のための職員研修を期待し
たい。

①　今年から措置定員も増え、子どもたちが施設に慣れていないこともあり、特に男の子ど
もたちは食事中もワイワイガヤガヤと言い合う姿も見られ、職員が注意する場面も見受けら
れた。子供の問題行動に対して適切な援助技術で支援できるよう職員の研修が望まれる。
事故発生時の通報連絡要綱により、無断外出時の問題解決のため、警察等による対応も依頼
して連携している。さらに、子ども間で問題行動があった場合、他の居室に入らないよう注
意した上で、担当職員や心理療法士等で個別に話しを聴いたり、リビングでの見守りや学校
に担当職員が毎日出向き、本人の様子を見守る等の対応を行っている。今後は、施設が双方
の子どもたちの癒しの場になるような配慮が望まれる。

②施設内での問題発生予防として、職員の勤務体制の改善や地域の保健所、行政、関係機関
等で毎月、教育相談等連絡協会会議の開催が実施され連携が図られている。居室は２人部屋
で居室の割り振りは、兄弟や高校生は同室にしたり、子ども間の関係性にも配慮している。
日々の生活面や授業参観等を通し、担当職員を中心に個別に子どもたちの相談等に応じてい
る。朝の子どもたちをきめ細かく支援する目的で、早出の出勤時間を１時間早めて７時３０
分に変更し積極的に対応している。また、必要に応じて心理療法士や児童相談所と連携した
り、いじめ等が生じた場合はケース会議で全職員が適切に対応できる体制をとっている。

③　保護者からの強引な引き取りについても、入所児童の保護者等への対応については、児
童相談所からの指示で行うようにしている。緊急時には警察への協力依頼ができるよう連携
を図っているが、家族の強引な引き取りの可能性がある場合の対応について、職員間での周
知はされていない。今後は、対応マニュアルを作成し職員間で周知徹底が望まれる。

（１１）心理ケアについて
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（１２） 養育の継続性とアフターケア
第三者

評価結果

28 ① 措置変更又は受入れに当たり継続性に配慮した対応を行っている。 b

29
② 家庭引き取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活が送ることが

できるよう家庭復帰後の支援を行っている。
b

30
③ 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。
b

31
④ 子どもが安定した社会生活を送ることができるよう退所後の支援に積

極的に取り組んでいる。
b

（１２） 養育の継続性とアフターケア

①　措置変更や受入れは、ケース会議を開催し措置機関や行政機関と協議後、措置変更や再
受入れを行った実績がある。他の施設へ措置変更となった子どもに手紙を送ったことがある
が、措置変更における手順や引継ぎ文書、育ちの記録等は作成されていない状況である。今
後は、養育の継続性に配慮した対応の手順の整備が望まれる。

②　家庭引取りに当たっては、ケース会議や児童相談所、学校等と協議して子どもの意向を
尊重しながら退所時期を検討し対応している。退所後も子どもや保護者が相談できるよう担
当窓口を口頭で伝えている。今後は、退所後の子どもの記録の整備や家庭復帰後の子ども等
の支援について関係機関で役割を明確にすることが望まれる。

③　高校卒業後、殆どの子どもたちは就職し社会へ旅立っているが、卒業前に栄養士による
調理実習を、沖縄独特のメニュー等も含め、栄養面に配慮し実施している。特別支援学校卒
業後、家の事情で家庭復帰ができず、一人暮らしを支援するには準備が整っていない状況の
中、措置機関や関係行政機関と連携し、措置延長を利用して就労生活の支援を行っている事
例がある。尚、措置継続の事例はない。

④　退所後の子ども本人からの連絡や就労先から問合せ等の電話はあるが、退所後の状況把
握や記録はない。施設は離島に位置し、退所後は島外で居住することが多いこともあり、退
所後の子どもたちの交流の機会やアフターケアは実施されていない。今後は、退所後の子ど
もたちの状況把握や定期的な交流の機会作り、アフターケアが望まれる。
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２　家族への支援
（１）　家族とのつながり　

第三者
評価結果

32
① 児童相談所や家族の住む市町村と連携し、子どもと家族との関係調整

を図ったり、家族からの相談に応じる体制づくりを行っている。
b

33
② 子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積

極的に行っている。
b

34
① 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。
b

（２）　家族に対する支援

（１）家族とのつながり

①　家族との関係調整は児童相談所の方針に基づき、連携を取りながら主任である家庭支援
専門相談員が中心となって行っている。保護者に対しての情報提供は、運動会や三者面談等
の学校行事の連絡等は必要に応じて直接電話で伝えている。

②子どもと家族の関係づくりのために、 面会や外出、一時帰宅、外泊等を実施した後は家
庭支援専門相談員が主体になって子どもから、持ち物や家での状況、家族との関わりについ
て把握するように努めている。しかし、保護者からは外出や一時帰宅時の子どもの様子につ
いて情報は得にくい状況にある。特に被虐待児については児童相談所と十分な連携を行いな
がら、子どもの気持ちを最優先に考え、家族との再構築の支援がされている。今後は、ケー
ス会議への保護者の参加や面会等についての規程の策定が望まれる。

（２）家族に対する支援

①　親子関係の再構築については、子供への影響を重要視した上で、家庭支援専門相談員と
担当職員が家庭訪問を行い、家族と話し合いを行うことで情報を把握し、慎重に親子関係の
再構築に取り組んでいる。家族との関わりは、初めは手紙でのやり取りを実施し、次に面会
の開始時間や話し合う時間を決め施設内で実施し、家族が決められた時間等条件を守ること
が出来た場合は、子どもの一時帰宅等を目標として家庭復帰調整計画票を作成し、週末帰
宅、月２回の１週間～１０日をかけての帰宅、１か月間の帰宅等と段階的に取り組んで行く
方法がとられているが、現在１か月間の帰宅に取り組んでいる段階の事例がある。保護者に
対し親子が一緒に暮らすための生活スキルのアドバイス等の支援は行われていないので、家
庭復帰を目指す保護者に対する支援が期待される。
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３　自立支援計画、記録

（１）　アセスメントの実施と自立支援計画の策定　
第三者

評価結果

35
① 子どもの心身の状況や、生活状況を把握するため、手順を定めてアセ

スメントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示している。
b

36
② アセスメントに基づいて子ども一人一人の自立支援計画を策定するた

めの体制を確立し、実際に機能させている。
b

37
③ 自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価と計画の

見直しを行う手順を施設として定め、実施している。
b

38
①

子ども一人一人の養育・支援の実施状況を適切に記録している。 b

39
② 子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管

理体制を確立し、適切に管理を行っている。
b

40
③ 子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体

的な取組を行っている。
b

（１）アセスメントの実施と自立支援計画の策定

①　アセスメントは児童相談所からの総合アセスメント情報を使用している。施設としての
独自のアセスメントや定期的見直しの時期等、実施の手順方法は特に定められておらず取り
組みが期待される。

②　自立支援計画策定の責任者は主任で家庭支援専門員とされている。自立支援計画は担当
児童指導員、心理療法士、家庭支援専門相談員、個別対応職員等、多職種間によるケース会
議を開催して担当職員がまとめて策定されているが、合議による手順の策定が望まれる。施
設で使用している自立支援計画書は領域ごとの具体的な支援目標は設定されているが、目標
達成のため具体的な支援内容・方法が明示されていない。更に評価手法が職員に理解されて
いない部分があり、自立支援計画書の作成および評価手法の職員への徹底した周知指導が望
まれる。策定された自立支援計画書は児童相談所に提出することでの支援情報の共有および
支援目標は子どもに説明し、合意と納得を得る取り組みが期待される。

③　自立支援計画書は養育や支援の実施状況の振り返りの機会として、６か月ごとに見直し
が行われている。見直しに関する手順を定めての取り組みを期待したい。

（２）子どもの養育・支援に関する適切な記録

①　日々の養育・支援の実施状況は寮日誌に記録し、個人のケース記録は特別な要件がある
時だけ記録され、自立支援計画書の支援状況としての記録内容は確認できない状況であっ
た。さらに、寮日誌や育成記録の内容は子どもの日頃の生活場面から見られる注意事項や課
題等の記録が主となっているが、子どもの長所や頑張り等の評価できる場面ついての記録も
求められているので、職員に対しての統一した記録方法の周知や検討が望まれる。

②　子どもや保護者についての記録は、法人の文書取扱規定に基づき保存と廃棄が管理され
ている。個人情報保護及び開示については、職員倫理要領、職員行動規範に謳われている。
記録が保管されている職員室は関係者以外の立ち入り禁止の表示がされている。

③　子ども等に関する日頃の情報の共有については、管理課長以下の職員が参加し毎朝の朝
礼で情報が伝えられている。情報共有の目的でケース会議が定期的に開催され、多職種の参
加で実施されている。情報が的確に職員に届くような仕組みの整備が期待される。

（２）　子どもの養育・支援に関する適切な記録　
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４　権利擁護

（１）　子どもの尊重と最善の利益の考慮
第三者

評価結果

41
① 子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で

共通の理解を持つための取組を行っている。
b

42
② 社会的養護が子どもの最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。
b

43
③ 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。
b

44
④ 子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職

員に周知するための取組を行っている。
c

45 ⑤ 子どもや保護者の思想や信教の自由を保障している。 a

46
① 子どもの意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえ

て、養育・支援の内容の改善に向けた取組を行っている。
b

47
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む。
a

（２）　子どもの意向への配慮　　

（１）子どもの尊重と最善の利益の考慮

①②　法人の理念、基本方針に利用者の尊重が明示されているが、児童養護施設として子ど
もの最善の利益についての、具体的な手法等に関する基本姿勢の明示が望まれる。職員は
日々の支援が子どもたちの最善の利益になっているかについて、半年ごとに行われる自立支
援計画書作成時及び評価・見直し時に振り返りの機会としている。個々の養育支援のマニュ
アルの策定並びに基本的人権への配慮についての勉強会・研修の実施が望まれる。

③　子どもの出生や生い立ちについては、担当職員が主体となって慎重に対応しているが、
伝え方や内容について職員間で共有することが望まれる。

④　居室のドアの小窓をポスターで覆い、居室への職員の出入りや洗濯物干し場の配慮等プ
ライバシーへの配慮に努めている。浴室や更衣室は数人が同時に使用できる状況で、脱衣場
と浴室のドアは透明ガラスとなっており、プライバシーへの配慮について早急な取り組みが
望まれる。子どものプライバシー保護に関するマニュアルの整備や基本的人権への配慮に関
する勉強会や研修会の開催並びに被措置児童等虐待防止についての周知徹底等が望まれる。

（２）子どもの意向への配慮

①　「希望の声」として投書箱の設置や、施設サービスアンケート調査や年２回嗜好・食事
調査等実施、職員との日頃の会話を通して子どもたちの意向を把握する機会となっている。
把握した子どもの意向は毎月行われる寮会議や職員会議で伝達し検討している。ある子ども
の日常会話で「目玉焼きが食べたい」との意向を聴き寮会議で伝えられた結果、毎週日曜日
に朝食づくりをするなど、内容改善に取り組んでいる。子どもの意向を把握するため、子ど
もや保護者に対して懇談会を定期的に取り組まれることを期待したい。

②　子どもの基本的人権について「権利ノート」の説明を全職員と子どもたちが参加して年
１回実施し、その後生活全般について意見交換を行い、子どもたちからの意見、疑問点、意
向等に答え、生活改善に向けて取り組んでいる。
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（３）　入所時の説明等
第三者

評価結果

48
① 子どもや保護者等に対して、養育・支援の内容を正しく理解できるよ

うな工夫を行い、情報の提供を行っている。
b

49
② 入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約

束ごとについて子どもや保護者等にわかりやすく説明している。
c

50
③ 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。
b

51 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。

b

52
①

子どもが相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を
選択できる環境を整備し、子どもに伝えるための取組を行っている。

b

53
② 苦情解決の仕組みを確立し、子どもや保護者等に周知する取組を行う

とともに、苦情解決の仕組みを機能させている。
b

54
③ 子ども等からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速

に対応している。
b

55
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。
a

56
② 子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止

と早期発見に取り組んでいる。
b

57
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。
b

58
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。
b

（６）　被措置児童等虐待対応

（３）入所時の説明等

①　施設の情報は事業団のホームページやパンフレットで得る事ができ、見学にも対応して
いる。施設の様子がわかる印刷物も作成されている。

②　入所時の説明は、施設が離島に所在するため、児童相談所で入所決定された時点で児童
相談所の担当職員から説明を行ってもらっており、児童養護施設についての具体的資料やマ
ニュアルに沿った説明は行われていない。

③　入所当日は施設での約束事等の説明は主任である家庭支援専門相談員が行い、その日の
割り当て職員が部屋や身の回り品の準備を行い、その後は、子どもと関わりを多くもち、寄
り添う事を主体に支援し、２カ月後に担当職員を決め対応している。

（４）　権利についての説明　

（５）　子どもが意見や苦情を述べやすい環境　

（７）　他者の尊重

（４）権利についての説明

①　子どもの権利ノートの学習会を毎年実施し男女・小学生以下と中学生以上の４グループ
に分かれて年齢に配慮した説明を行っている。権利ノートの勉強会後の意見交換会で、子ど
も達の意見、疑問、要望等に対して、管理者は丁寧に答え改善に取り組んでいる。職員間で
子どもの権利についての定期的な学習会の開催および子どもに対して随時養育の中で説明す
ることが望まれる。
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５　事故防止と安全対策
第三者

評価結果

59
① 事故、感染症の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織

として体制を整備し、機能させている。
a

60 ② 災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行っている。 b

61

③ 子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策を
行い、子どもの安全確保のためにリスクを把握し対策を実施してい
る。

b

(1)事故防止と安全対策

①　組織として施設長を責任者として、リスクマネジメント委員会等を毎月安全確保のため
に開催している。感染症、急病、不審者の侵入等のマニュアルが作成され、子どもの安全確
保のための管理体制が整備されている。

②　災害時に対する取り組みとして、消防訓練は毎月実施され、防火設備の点検が年２回実
施されている。自治会や地域住民等が参加して年１回「地域防災連絡会議」が行われ、自治
会との協定書の準備がされている。地震、津波等の非常災害時の安否確認の方法等も含めた
マニュアルの策定が望まれる。

③　リスクマネジメント委員会は毎月開催し研修も実施され、感染症や急病等のマニュアル
は作成されている。事故防止策の実施状況等の定期的な評価・見直しが望まれる。

（６）被措置児童等虐待対応

①②　職員に対して就業規則や倫理綱領で体罰等の禁止について明記され、施設における体
罰等を行わないための具体的取り組みや内部研修等を実施している。不適切なかかわりの防
止を徹底するため、ケース会議等で議題に出して啓発に努めている。話し合いの場面におい
ては、不適切なかかわりを伴わないように、第三者が見える場所で、職員が２人体制で対応
するよう会議の中で注意し指導されている。

③　虐待の届出・通告があった場合の届出者が、不利益を受けることのない仕組みが就労規
則に謳われている。通告制度についての対応マニュアルの整備が望まれる。

（７）他者への尊重

①　職員は担当制をとって子どもと個別に触れあう時間を確保している。子ども達は階下の
障害者施設の利用者や幼いこども達と休日にふれあう機会がある。さらに食事の場面では幼
い子どもたちへのお替わり等を手伝うなど、同席した調査員へのお替わりや下膳への気配
り、さらに、幼稚園児の入浴を小学生が手伝う等他者への心遣いが育まれている場面が確認
できた。平成２４年度は新園舎の建設や引っ越し、措置定員の増加による環境変化のあるな
かで、子ども達が落ち着かない状況にあり、職員に対して子どもたちとの話し合いや職場研
修（ＯＪＴ）の充実強化の検討が望まれる。

（１）事故防止と安全対策

（５）子どもが意見や苦情を述べやすい環境

①②　「希望の声」としての投書箱の設置や、第三者委員等の名前を表示し相談方法や相談
相手の選択ができるしくみが整備され掲示されている。相談方法や相手を選択しやすい文書
の作成および配布を期待したい。なお、投書箱「希望の声」の活用が少ない状況にあり、低
年齢児も投書しやすい高さや設置場所等の検討が望まれる。苦情への検討内容のフィード
バックおよび解決結果の公表が望まれる。

③　意見や苦情に対応するマニュアルの整備が望まれる。
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６　関係機関連携・地域支援
（１）　関係機関等の連携　

第三者
評価結果

62

① 施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、
児童相談所など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、
その情報を職員間で共有している。

b

63
② 児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機

会を確保し、具体的な取組や事例検討を行っている。
a

64
③ 幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校など子どもが通う学校

と連携を密にしている。
b

65
① 子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働き

かけを行っている。
b

66
② 施設が有する機能を地域に開放・提供する取組を積極的に行ってい

る。
c

67
③ ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての

体制を整備している。
b

68
① 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を積極的に行ってい

る。
b

69
② 地域の福祉ニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支

援する事業や活動を行っている。
b

（３）地域支援

①②　福祉ニーズの把握は民生委員等との会議への参加や同施設内に今年度開設された児童
家庭支援センターを窓口として情報が把握され、８月以降に３人の児童を受け入れた実績が
ある。施設機能を生かした地域の子育て支援としての里親支援等の取り組みに期待したい。

（２）　地域との交流　　

（３）　地域支援　

（１）関係機関等との連携

①　連携の必要な社会資源として、児童相談所や県の措置機関等明確にされ、関係機関との
連絡窓口は、主任で家庭支援専門相談員が主体となっている。情報の共有については「課会
議」や「寮会議」で説明している。関係機関のリストや資料の作成が求められる。

②　施設が離島に所在するという地域環境もあり、児童相談所等とはその都度の会議等は実
施されないが、施設窓口担当者を家庭支援専門相談員（主任）として、子供の状況変化に応
じて電話での連携が密に行われている。さらに、年に２回定期的に児童相談所と連携の会議
が確保され、児童の処遇も含め具体的な検討がされている。県宮古教育事務所主催の関係団
体による教育相談等連絡協議会の会議が毎月実施され職員（家庭支援専門相談員、心理療法
士）が参加し関係機関と連携し、持ちまわりで具体的な事例検討等も行われている。

③　子供の通う学校へは、ＰＴＡへの参加、保護者への学校行事等の連絡、学校での子供の
様子等の把握は必要に応じて担当職員が主体となって連携している。施設の援助方針や学校
の指導方針を確認する場の設定が望まれる。

（２）地域との交流

①　子供たちは、地域の祭りや行事としてのジョイフルデーへの参加や施設の近くに地域マ
ラソンの沿道ステーションが設置され、今年初めて施設の職員と多くの子どもたちがボラン
ティアとして自主的に参加し、応援や地域の人との交流の場となり、今後も継続していきた
いとの意向であった。活用できる地域情報の提供や地域の人々との交流会の開催、学校の友
人等が遊びに来やすい環境作り等子供の地域との交流を広げることを目的とした取り組みを
期待したい。

②③　施設の行事等にボランティアの参加はあるが、施設の有する機能としての育児支援や
研修会等を地域に向けて取り組みは殆ど行われていない状況である。ボランティア受け入れ
に対する基本姿勢や受け容れのマニュアル等の整備および地域への開放・専門的機能の提供
等の積極的な取り組みが望まれる。
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７　職員の資質向上
第三者

評価結果

70 ① 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 a

71
② 職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され

計画に基づいて具体的な取組が行われている。
b

72
③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画

に反映させている。
b

73
④ スーパービジョンの体制を確立し、施設全体として職員一人一人の援

助技術の向上を支援している。
b

（１）職員の資質の向上

（１）職員の資質の向上

①　職員の資質向上のための教育研修に関する基本姿勢を法人の中・長期計画に明記し、法
人として階層別研修・職能研修・特別研修等体系的、段階的に研修計画され実施されてお
り、法人全体の職員研修については充実し、参加職員は受講後の研修報告書も提出されてい
る。

②③　施設としての内部研修計画も作成され実施されているが、児童養護施設における技術
や知識等専門的な研修内容の充実強化の取り組みが望まれる。さらに、職員一人ひとりの技
術水準や資格取得状況は把握されているが、研修計画は作成されていない。特に今年度は新
任職員が多いこともあり、職員個人別の研修計画の策定並びに研修内容の共有化や研修成果
の評価・見直しを、次年度の研修計画に反映させる事が望まれる。

④　スーパービジョンの体制は、施設長と管理課長による面接を年２回実施している。特に
今年度は措置定員１０名の増員や児童家庭支援センターの新設もあり、ベテラン職員の異動
や新任職員の採用が多く、新任職員に対しては管理課長が毎月話を聞く機会を設けて、職員
が一人で問題を抱え込まないように対応している。日常的な子どもへの養護・支援について
の疑問点等は「寮会議」や「ケース会議」等での確認や先輩職員に確認するなど、先輩から
課長に上げていく流れが出来ており、相談できる体制は確立している。
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８　施設の運営
（１）　運営理念、基本方針の確立と周知　

第三者
評価結果

74
① 法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割が反映さ

れている。
b

75
② 法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針が明文化され

ている。
b

76
③ 運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すた

めの取組を行っている。
b

77
④ 運営理念や基本方針を子どもや保護者等に配布するとともに、十分な

理解を促すための取組を行っている。
c

78
① 施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画が策定

されている。
b

79
② 各年度の事業計画は、中・長期計画の内容を反映して策定されてい

る。
b

80
③ 事業計画を、職員等の参画のもとで策定されるとともに、実施状況の

把握や評価・見直しが組織的に行われている。
b

81
④ 事業計画を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を

行っている。
b

82
⑤ 事業計画を子ども等に配布するとともに、十分な理解を促すための取

組を行っている。
c

（２）　中・長期的なビジョンと計画の策定　　

（１）運営理念や基本方針の確立と周知

①②③④　法人の理念や基本方針、倫理綱領は明文化され、法人のホームページにも掲載さ
れている。職員の行動規範は施設として作成され、施設内に掲示されている。職員に対して
は年２回説明会を持ち周知に努めている。児童養護施設運営指針を踏まえ、子どもの権利擁
護や家庭的養護の推進の視点が盛り込まれ、児童養護施設として関係者が理解しやすい、施
設独自の方向や考え方が反映された理念や基本方針の作成が望まれる。さらに、職員や子ど
も等に対して理念や基本方針の資料の配布や説明が望まれる。

（２）中・長期的なビジョンと計画の策定

①　中・長期計画および推進プログラムが５年期間で策定され、今年度は計画に基づき施設
の新園舎が竣工している。現在次年度からスタートする中・長期計画の策定中であり、社会
的養護の養育・支援の実現に向けた将来像や目標の設定、さらに、施設の小規模化と地域分
散化によるグループホームやファミリーホームの計画策定や地域支援の拠点機能を強化する
体制充実の計画が望まれる。

②　施設の事業計画は中・長期計画に基づく内容となっており、職員参画で策定されてい
る。事業計画の実績報告は行われているが、見直しの実態が確認出来ない状況であった。

③④⑤　職員については職員会議等で説明され、計画の進捗状況は経営の月次実績報告で確
認し、継続的な取り組みを行っているが、子ども等に対して事業計画等の配布説明および事
業計画の年度中途の見直しや事業実績に基づいた見直しが望まれる。
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（３）　施設長の責任とリーダーシップ　　
第三者

評価結果

83

① 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏
打ちされた信念と組織内での信頼をもとにリーダーシップを発揮して
いる。

a

84
② 施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、

組織全体をリードしている。
b

85
③ 施設長は、養育・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に

十分な指導力を発揮している。
a

86
④ 施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を

発揮している。
b

87
①

施設運営をとりまく環境を的確に把握するための取組を行っている。 b

88
② 運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を

行っている。
b

89
③ 外部監査（外部の専門家による監査）を実施し、その結果に基づいた

運営改善が実施されている。
b

（４）　経営状況の把握　　

（３）施設長の責任とリーダーシップ

①　施設長は児童養護施設（定員４０人）と障害者支援施設（定員４２人）の管理を兼務し
ているが、事務分掌規程で責任と役割が明文化されている。さらに、会議や広報誌で表明し
ている。有事の場合は事故対策委員会の委員長として役割と責任が明確化されている。

②　全国養護施設協議会主催の研修参加等県内外の施設長会議や法人経営対策監会議に参加
し遵守すべき法令等の情報を収集し、月１回の全体職務会で伝達しているが、関係法令を職
員が理解しやすいよう一覧にするなど資料の作成が望まれる。

③④　質の向上については、組織内に給食検討委員会等を組織し、施設サービスアンケート
調査や月１回のケース支援会議、職務会等で職員の意見や課題を把握し、改善のための具体
的な取り組みを行っている。たとえば、食事は養護施設と障害者施設の調理を作っており、
昼食は障害者支援施設の大人を主体にした献立として、夕食を児童向けの献立に工夫するな
ど、施設長は各種委員会の委員長としてサービスの質の向上に指導力を発揮している。

（４）経営状況の把握

①　施設運営を取り巻く環境としての社会的養護の動向は、県内外の施設長会議や養護施設
情報誌等で把握し、地域の特徴やニーズは、子供たちが通学する学級の増減や同施設内に併
設する児童家庭支援センターの情報で把握している。把握した情報を中・長期計画や事業計
画に反映させることが期待される。

②　運営状況については、経営の月次実績報告で分析を行い、課長会議で検証し、全体職務
会で職員に周知している。新施設になり太陽光ソーラー設備を利用して節電の対策や法人の
一括購入を利用して経費節減に努めている。

③　外部監査は実施されていないが、法人本部において会計管理の点検が実施され、法人独
自の監査は毎年実施されている。
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（５）　人事管理の体制整備　　　
第三者

評価結果

90

① 施設が目標とする養育・支援の質を確保するため、必要な人材や人員
体制に関する具体的なプランが確立しており、それに基づいた人事管
理が実施されている。

b

91 ② 客観的な基準に基づき、定期的な人事考課が行われている。 c

92
③ 職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善に取り組

む仕組みが構築されている。
b

93
④ 職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を

積極的に行っている。
b

94
①

実習生の受入れと育成について、基本的な姿勢を明確にした体制を整
備し、効果的なプログラムを用意する等積極的な取組をしている。

b

（６）　実習生の受入れ　

（５）人事管理の体制整備

①　人事管理は、法人本部が実施する体制となっており、職員の配置や採用等は法人本部が
決定しているが、施設長は人事については意見や要望を堤出している。今年４月から施設定
員が３０人から４０人に増員になったことにより、男子寮、女子寮それぞれに当直が配置さ
れ、学習指導担当職員の配置も実現しているが、施設においても人事管理のための具体的な
プラン作成が望まれる。

②　人事考課制度については、法人の中・長期計画に謳われているが、実施には至っていな
い。

③　職員の有給休暇の消化率等就業状況は定期的に把握され、管理課長が把握する仕組みと
なっているが、検討・分析し改善するまでには至っていない。職員の意向等は、施設長、管
理課長による年２回定期的な面接が実施され、新任職員に対しては毎月管理課長による相談
が実施され、困難な事例の抱え込みの防止等の対策がされているが、職員が相談しやすいカ
ウンセラー等専門職との連携が望まれる。

④　職員の福利厚生等については、福利厚生センターへ加入し保養所の利用補助等がある。
退職手当は福祉医療機構の共済制度へ加入している。健康診断、インフルフルエンザの予防
接種等も実施されているが、組織内外に相談窓口を確保するなど、職員のメンタルヘルスへ
の配慮が望まれる。

（６）実習生の受け入れ

①　実習生の受け入れは、方針が明文化され、「実習生の心得」としてマニュアルが整備さ
れ、守秘義務の同意書も徴されている。保育士実習のためのプログラムは学校から準備され
ているが、実習責任者に対する研修の実施や実習内容全般が学べるプログラム等の策定が望
まれる。
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（７）　標準的な実施方法の確立　　
第三者

評価結果

95
① 養育・支援について標準的な実施方法を文書化し、職員が共通の認識

を持って行っている。
c

96
② 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全

体で実施できるよう仕組みを定め、検証・見直しを行っている。
b

97
① 施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定

期的に評価を行う体制を整備し、機能させている。
b

98
② 評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善

策や改善実施計画を立て実施している。
b

（７）標準的な実施方法の確立

①②　標準的な実施方法については、管理体制に関する事故対策マニュアル等数件は整備さ
れており、見直しもされている。一定の水準以上の養育・支援の提供を実施するため「食生
活」「学習・進路」「家族支援」などの内容の日常生活支援マニュアルの早急な明文化が望
まれる。なお、マニュアルの見直しの際は、職員や子ども等の意見や提案が反映される仕組
みが期待される。

（８）評価と改善の取組

①②　施設運営等の評価を行う体制（倫理委員会で実施）は整備され、自己評価は法人で決
められた児童養護施設適用の内容（子どもの権利擁護、サービス内容、サービス実施体制）
で実施され、集計・分析も取り組まれている。課題を明確にし改善策や時期は表示されてい
るが、実施するまでには至っていない。

（８）　評価と改善の取組　　
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