
 

第三者評価結果の公表事項(児童養護施設) 

 

①第三者評価機関名 

株式会社東京リーガルマインド 岡山支社 

 

②評価調査者研修修了番号 

S15142、H1301043 

 

③施設の情報 

名称：津山二葉園 種別：児童養護施設 

代表者氏名：施設長 吉村 惣子 定員（利用人数）：５０（７）名 

所在地：岡山県津山市林田１６９５－３                        

TEL：０８６８－２４－１２００ ホームページ： 

http://www.saikanosato.or.jp/futaba_news.html 

【施設の概要】 

 開設年月日：大正１０年４月１日設立 

 経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人 菜花の里 

 職員数 常勤職員：       ９名 非常勤職員：      ０名 

 専門職員 （専門職の名称）    ３名  

家庭支援専門相談員 年長児特別指導員 

個別対応職員  

 施設・設備

の概要 

（居室数）１６室 （設備等） 

  

 

④理念・基本方針 

法人理念：すべての人にあたたかく 

基本方針：自分のことは自分でできる人 

     強く明るくたくましく生活力のある人 

     社会に迷惑をかけない人 

 

⑤施設の特徴的な取組 

・津山市子育て短期支援事業（ショートスティ）の積極的な受入れ 

・音楽、ダンス等の情操教育の充実 

・個々に合った学習指導、英語教育の実施 

・小規模化に向け、職員のスキルアップを視野に入れ、全職員一丸となって食事を作っ

ている。 

 

別添１３ 



⑥第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

平成２９年７月５日（契約日） ～ 

平成３０年７月２６日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）      １回（平成２６年度） 

 

⑦総評 

◇特に評価の高い点 

＜養育・支援＞ 

・子どもの数が７名と少人数の為、一人ひとりに対して密な支援が出来ている。 

・自立支援計画表に掲げられた支援目標を毎月評価し、見直しも行っている。 

・元音楽教諭を雇用し、音楽とリズムを学び、表現力を伸ばし、情緒豊かな育成を図っ

ている。 

・学力向上を図る為、職員が個別指導を行ったり、法人の職員が勉強を見てくれたりし

ている。 

 

＜食事＞ 

・現在専属の栄養士は不在だが、管理栄養士の資格を持つ施設長の指導の下、子どもの

成長に合わせた栄養バランスや見た目の良い食事を提供している。 

・朝食はバイキングを取り入れ、盛り付けの見本を置き、自分で選ぶことの大切さや自

分の適量を考えられるようにしている。 

・夕食は一汁三菜を基本とし、配膳の見本を掲示し、正しい配膳を学ばせている。 

・食事マナーの習得に向け、茶碗や箸の持ち方、ナイフやフォークの使い方を指導して

いる。 

・行事食を取り入れ、四季折々の伝統行事を一緒に学んでいる。さらに季節の食材につ

いても話をしている。 

 

＜高齢者・障がい児との交流＞ 

・毎年、子ども達が考えたメニューを作り、ケアハウス北辰の高齢者を接待し交流を深

めている。 

・障がい児とも一緒に、プール遊びや運動会をしている。 

・法人全体で行う夏祭りやクリスマス会、もちつき大会では、色々な方達と触れ合う機

会となっている。 

 

◇改善を求められる点 

・以前は施設が有する機能を、地域に開放・提供する取り組みをしていたが、現在は市

が主体となって実施している為、施設では行わなくなった。専門性を生かし、地域貢献

に努めることに期待を寄せる。 

・職員の人数も少なく、職員の評価は評価表を用いずその都度行っている。今回第三者

評価を受審し、評価表を作成した。次回からは、評価表に基づいた人事管理に期待を寄

せる。 



 

⑧第三者評価結果に対する施設のコメント 

前回いただいたアドバイスを今回の評価につなげることができたと思います。 

そして、地域との交流、パンフレットについてアドバイスをいただきありがとうござい

ました。今後の施設経営に生かしていきたいと思います。 

 

 

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） 

 第三者評価結果（児童養護施設） 

※すべての評価細目（共通評価基準 45 項目・内容評価基準

41項目）について、判断基準（a・b・cの 3段階）に基づ

いた評価結果を表示する。 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記

述する。 

 

共通評価基準（45項目） 

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 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-(１) 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 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。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

理念が事業所入口に掲げられとても目を引く。それは、職員の手作りによるタペストリーで

温かみもある。理念、基本方針はパンフレットやホームページに掲載されている。年度当初、

職員に事業報告を伝える際にも再度理念を基に、児童福祉の考えを述べている。子どもには

折に触れて説明をしている。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-(１) 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

今年度から社会福祉協議会の評議員に選任され、地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把

握している。各種団体に所属し、支援のニーズの把握に努めている。ここ数年、ショートス

テイの利用はあるが、新たな入所者がおらず利用率の分析までには至っていない。 

3 Ⅰ-２-(１)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

法人本部が中心となって、制度改正や医療・福祉を取り巻く状況を踏まえながら、経営環境

に関する現状分析を行っている。職員には経営課題を伝え、職員も節電や備品の使い方等で

とても協力してくれている。 

 

 



Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

中・長期事業計画と収支計画は策定されている。中・長期事業計画は、基本方針の実現に向

けた目標を明確にしている。また、課題の解決・改善に向けた内容となっている。 

5 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。 

a・ⓑ・c 

<コメント> 

事業計画は、中・長期の事業計画の内容を反映した支援目標が示され、小規模化に向けた取

り組み内容となっている。しかし、数値目標は掲げられていなかった為、ｂ評価とした。 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

事業計画は、年度が終了する１月か２月頃に、職員から意見を聞き策定している。さらに、

前年度の評価結果に基づいて計画を見直している。毎年４月１日に職員会議を開き、事業報

告を行い、職員への周知を図っている。 

7 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

事業計画の子どもの支援に関する内容を、口頭だったり、絵や図を使ったりして、解りやす

く説明をしている。保護者には面会時などに伝えている。 

 

Ⅰ-４ 養育・支援の質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結果 

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。 

8 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

日々職員と話し合い、養育・支援の質の向上に努めている。自立支援計画は毎月評価し、施

設長からのコメントもあり、見直されている。自己評価は、職員参加で毎年実施している。 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を

明確にし、計画的な改善策を実施している。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

養育・支援の内容について組織的に評価し、評価結果に基づいて出た課題を翌年の事業計画

にも掲げている。 

 



 

評価対象Ⅱ 施設の運営管理 

Ⅱ-１ 施設長の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(１) 施設長の責任が明確にされている。 

10 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

施設長は、自らの役割と責任を管理規程で明文化している。非常時災害対策計画の役割分担

表にも、不在時の権限委任等を明記している。またホームページにも自らの役割を表明して

いる。 

11 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

法令遵守について、内部研修を実施している。施設長は外部研修にも参加し、遵守すべき法

令等を十分理解している。外部からの相談等の内容によっては、行政に相談をしている。 

Ⅱ-１-(２) 施設長のリーダーシップが発揮されている。 

12 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

施設長は、養育・支援の質の向上に意欲をもち、十分な指導力を発揮している。課題が発生

すれば、その都度職員の意見を聞きながら、対応をしている。また、施設長は養育・支援の

質の現状について職員が記録した「自立支援計画」等を毎月評価している。 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を

発揮している。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

宿直専門員を雇い、職員の夜間勤務の負担を減らしている。また、コストの効率化を視野に

入れて運営に取組んでいる。本体施設の小規模グループホームケアの実施に向け、職員の育

成にも努めている。 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

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。 

14 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

中・長期計画にも人材育成を掲げている。看護師資格や教員免許保有者を雇い入れ、子ども

一人ひとりのニーズに合った支援に努めている。事業計画の支援内容に掲げる「食育」にさ

らに力を入れたいと考え、栄養士の採用活動を行っている。基幹的職員の配置に向け、職員



に研修へ参加してもらっている。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・ⓑ・c 

<コメント> 

基本方針に基づき「期待する職員像等」を明確にして雇い入れている。職員の専門性や職務

遂行能力、職務に関する成果や貢献度等を評価しているが、明確な評価基準は作成されてい

ない。今回第三者評価を受審し、早速人事評価表を作成していた。今後は、この人事評価表

に基づき、評価の実施に期待を寄せる。 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

職員の就業状況や意向の把握等に基づいたシフトが作成されている。年度初日の職員会議で、

どの時期に休暇を希望するかを確認し、平等に休暇が取れるようにしている。定期的な個別

面談は実施していないが、日頃からコミュニケーションを図り、職員の悩みを聞く機会を設

けている。 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 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。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

期待する職員像を中・長期計画に掲げ、人材育成に取組んでいる。目標達成度の確認につい

ては、改めて面談を実施はしていないが、都度進捗状況を確認している。 

18 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

事業計画に職員の資質向上の基本方針を掲げ、研修計画も策定している。また、有資格者に

よる内部研修を実施し、資質向上に努めている。 

19 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

専門技術や専門資格の研修計画を策定し、職員へ参加を促している。また、外部から研修の

案内があれば、職員に希望を聞き、参加の意思を確認している。 

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。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の養育・支援に関わる専門職の教育・育成に

ついて体制を整備し、積極的な取組をしている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

実習生受入規程を基に、担当者が学校等と連携を図りながら実習を行っている。学校と相談

しながら、実習生の課題に沿った支援をしている。オリエンテーションでは、パワーポイン

トを使って施設紹介を行い、事業所が実施する養育・支援についての理解を深める取り組み

をしている。 

 

 



Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

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。 

21 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。 

a・ⓑ・c 

<コメント> 

パンフレットを、児童館や子育て支援センター等に設置している。法人全体の事業計画や事

業報告は、ホームページで公開されているが、事業所単体の内容はここ数年更新されていな

い。 

22 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。 

a・ⓑ・c 

<コメント> 

施設における事務、経理、取引等に関するルールが明確にされ職員へ周知をしている。内部

監査は実施されているが、外部監査は行われていない。 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

毎年、津山東高等学校で開催される「お涼み会」に子どもと職員が招待されている。また、

町内の祭りにも参加し、職員はだんじりを引っ張り、子どもは山車に乗せてもらっている。

法人全体でのクリスマス会や夏祭りなど、他事業所との交流が盛んである。 

24 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

ボランティア受入規程で、受入れに対する基本姿勢を明文化している。元入居者の同級生が

施設を訪問してくれ、クリスマスプレゼントを贈りたいとの申し出があった時も、施設の方

針を伝え、過度な贈り物にならない様にお願いしている。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

津山市の人権委員会やアフターケア委員会等の会議に参加している。会議の内容を職員にも

伝え、情報の共有を図っている。中学校のＰＴＡ常任委員にも就任し、プール当番や交通当

番も担当している。学校の行事にも職員が参加し、行事の手伝いもしている。 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 施設が有する機能を地域に還元している。 a・ⓑ・c 



<コメント> 

年１回、施設長と職員は地元大学へ講演に行き、児童養護施設の紹介をしている。施設機能

の開放等を通じ、地域に開かれた施設づくりを、中・長期計画にも掲げているが、なかなか

実現に至っていない。今後は施設のスペースを活用し、地域住民との交流を図ることに期待

を寄せる。 

27 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。 

a・ⓑ・c 

<コメント> 

子育てに対する相談窓口を設置し、相談に応じている。企業からの育児支援も行っている。 

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 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(１) 子どもを尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 子どもを尊重した養育・支援提供について共通の理解

をもつための取組を行っている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもを尊重した養育・支援実施に関する「職員倫理規定」を策定し、スタッフルームにも

置き、職員への理解を深めている。子どもの基本的人権を守るため、安心して穏かに暮らせ

る場所の提供に努めている。 

29 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・支援提供が行われている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

「権利擁護規程」をスタッフルームに置き、職員に周知するための取り組みを行っている。

子どもには全員個室が与えられている。外から居室内の様子が見えないよう、ロールカーテ

ンを取り付けている。子どもにも、何かあった時は、施設や児童相談所の人に相談すれば、

守ってもらえることを教えている。 

Ⅲ-１-(２) 養育・支援の提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 子どもや保護者等に対して養育・支援選択に必要な情

報を積極的に提供している。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

施設を紹介する資料は、簡単な言葉や絵を使用し、解り易い内容となっている。ショートス

テイ利用者は、必ず見学をしてもらい、施設内の様子を確認してから利用してもらっている

が、施設入所の場合は、ほとんど措置入所の為、事前見学がない。 

31 Ⅲ-１-(２)-② 養育・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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

児童相談所が、事前に子どもや保護者等に、施設の養育・支援の内容に関する説明をしてく

れている。支援開始時には、施設の担当者が解りやすく説明をしている。さらに、今住んで

いる子ども達からも日々の生活の流れを聞いている。 



32 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

家庭支援専門員が中心となり、施設を退所した後も継続的な支援に努めている。退所した子

どもを行事に招待している。クリスマスに一年分の撮りためた写真を子ども達に渡し、自分

でアルバムに追加している。引継ぎの手順は決めている。 

Ⅲ-１-(３) 子どもの満足の向上に努めている。 

33 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

毎月児童会が実施され、事前に意見箱に意見や要望を入れてもらっている。施設長と職員が

出席し、子どもの意見を聞いている。児童会で出た意見や要望はその場で話し合いが行われ、

結論も記録されている。 

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。 

34 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

苦情解決の流れを説明した掲示物を掲示している。玄関に鍵付きの苦情箱を設置し、月に１

回開けているが、今まで一度も苦情が入ったことがない。 

35 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

入所時に、意見を述べたりする際の方法や相手について説明をしている。さらに相談は、施

設の職員、自分のまわりの大人、児童相談所の人等、言いやすい人に話せば良いとも教えて

いる。保護者等には、文書の配布は行っていないが、面会時に「何かあったら言って下さい」

と伝えている。 

36 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

施設長や職員は児童会に参加し、出た意見や要望はその場で話し合いを行い、対応をしてい

る。子どもは決裁権が施設長にある事を十分理解した上で、要望を直接施設長に伝えに来る。

その内容を職員間で話し合い、検討をしている。 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な養育・支援の提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な養育・支援の提供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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

リスクマネジメント実施規程をスタッフルームに置き、職員に周知を図っている。ヒヤリハ

ット報告書を全職員に確認してもらい、対応策を会議で話し合っている。 

38 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。 

ⓐ・b・c 



<コメント> 

看護師資格保有者が講師となり、毎月子どもと職員に感染症講座を実施してくれている。不

参加の職員には後日伝達をしている。感染症対策マニュアルも作成され、職員に周知・徹底

を図っている。 

39 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組

織的に行っている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

災害時の対応体制を明確に決めている。部活の先生の連絡先も教えてもらい、緊急連絡簿に

記載をしている。食料や備品類等の備蓄リストも作成し管理者も決め、在庫管理をしている。 

 

Ⅲ-２ 養育・支援の質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する養育・支援の標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する養育・支援について標準的な実施方法が文書 

化され養育・支援が提供されている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

基本方針を基に、養育・支援についての実施方法を事業計画にも掲げている。養育・支援に

ついての共通理解を深める為、こまめに話し合いを行っている。 

41 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

標準的な支援方法は決まっているが、子どもの年齢や生活歴に応じて、個々に検証をしてい

る。毎月、自立支援計画を評価し、見直しを行っている。 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより養育・支援実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別的な養育・支援実施計画

を適切に策定している。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

入所時に、一人ひとりの情報を収集し、ケース会議で話し合い、計画を立て、子どもに説明

し実行をしている。自立支援計画は、子どもの意向を吸い上げ、策定をしている。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に養育・支援実施計画の評価・見直しを行って

いる。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

自立支援計画の見直しについて、見直しを行う時期、子どもの意向把握と同意を得るための

手順等、組織的な仕組みを定めて実施している。毎月実施状況の評価を行い、５月と１１月

の年２回新しく作成し直している。 

Ⅲ-２-(３) 養育・支援実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 子どもに関する養育・支援実施状況の記録が適切に行

われ、職員間で共有化さている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 



子どもの身体状況や生活状況等を把握しながら、実施状況が適切に記録されている。毎朝引

継ぎも行われるが、何かあればその都度話し合いをしている。 

45 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。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもの記録はパソコン上で管理されている。職員は個々にパスワードが配布され、職位に

応じて見られる情報も制限をしている。紙媒体は、鍵付きのロッカーに保管されている。 

 

 

内容評価基準（41項目） 

※「共通評価基準評価対象Ⅲ 適切な養育・支援の実施」の付加項目 

 

Ａ-１ 子ども本位の養育・支援 

 

 第三者評価結果 

Ａ-１-(１) 子どもの尊重と最善の利益の考慮 

Ａ① Ａ-１-(１)-① 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・c 

<コメント> 

常に受容的な態度で接しながら、養育者として伝えるべきメッセージはきちんと伝え、子ど

もの状況に応じて適切な対応をしている。子どもの背景によって最善の利益が違うため、個々

に合わせた養育・支援を実施している。 

Ａ② Ａ-１-(１)-② 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、家族の状況について、子どもに適切に知らせている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもの生い立ちについては、子どもの発達段階等に応じて、適切に事実を伝えるように努

めている。伝えるタイミングや内容については、慎重に行っている。 

Ａ-１-(２）権利についての説明 

Ａ③ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

入所した時に説明するファイルの中に、「子どもの権利」について書かれた内容を最初のペー

ジに綴じ、年齢に応じた説明をしている。権利について理解を深めさせたいと思った時は、

権利について書かれた絵本を読んでいる。 

Ａ-１-(３) 他者の尊重  

Ａ④ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 



老人施設へのボランティア、障害児との交流を通じて、思いやりの心をもって接せられるよ

うに支援をしている。子ども同士で口げんかをした時は、それぞれの言い分をじっくり聞い

た後、「自分が同じことを言われたらどう思う」と相手の立場で物事が考えられるように指導

をしている。 

Ａ-１-(４）被措置児童等虐待対応 

Ａ⑤ 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。 

ⓐ・c 

<コメント> 

「職員倫理規程」に体罰・虐待の禁止を明記し、体罰等を行わないように徹底をしている。

職員には、岡山県児童養護施設等協議会が作成した「被措置児童等虐待対応の手引き」を必

ず確認するように伝えている。尚、講習は全職員が受講している。 

Ａ⑥ 

 

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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

夜間の人員は規定上１名だが、男女の２人体制としている。施設長は職員に、子どもに対し

て不適切な関わりにならないよう事こまかく指導をしている。 

Ａ⑦ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

被措置児童等虐待の届出、通告の対応マニュアルを整備し、いつでも活用できるようにして

いる。 

Ａ-１-(５) 思想や信教の自由の保障 

Ａ⑧ Ａ-１-(５)-① 子どもや保護者等の思想や信教の自由を保障してい

る。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

事業所は、思想や信教について一切関与していない。しかし、保護者等の思想・信教によっ

てその子どもの権利が損なわれないよう配慮はしている。 

Ａ-１-(６) 子どもの意向や主体性への配慮 

Ａ⑨ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもが入所する時は、温かく迎える準備をし、安心できる場の提供に努めている。児童相

談所から入所希望の子どもの相談があれば事前に子どもの状況を聞き、担当職員と居室を決

めている。 

Ａ⑩ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

児童会に職員も参加し、その都度子どもの意見を尊重しながら、生活日課や生活プログラム



を変更している。 

Ａ-１-(７) 主体性、自律性を尊重した日常生活 

Ａ⑪ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもが希望する部活に加入させ、練習試合等があれば送り迎えをしている。ＳＮＳを使っ

て友人との連絡事項を行う必要がある子どもには、スマートフォンを貸し出している。子ど

もの年齢に合わせて、好きなテレビを見られる時間帯を決めている。 

Ａ⑫ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもの年齢に応じて小遣いの額を決め、お小遣い帳を個々につけさせている。児童手当等

については、子どもの目的に合わせて適切に貯金をしている。退所の１年前からは、自分で

管理できるように指導をしている。 

Ａ-１-(８) 継続性とアフターケア 

Ａ⑬ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

家庭復帰が可能か否かは、本人と保護者等の意向を踏まえながら、施設で十分に検討し、児

童相談所との協議を行っている。家庭支援専門員は、連絡表に記録し、状況の把握に努めて

いる。 

Ａ⑭ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

高校卒業後に進学した子どもが、不安定な生活が予想される場合は、措置延長を児童相談所

にお願いし、対応をしている。措置延長の期間は、学校生活を支援するなど、自立への道筋

をつけていく取り組みを行っている。 

Ａ⑮ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

法人が経営するデイサービス施設を借りて「擬似一人暮らし体験」を実施している。職員と

一緒に一泊して、自炊や風呂の使い方等を学んでいる。退所後の支援も積極的に行い、子ど

もも何かあれば連絡をしてくる。 

  

 

Ａ-２ 養育・支援の質の確保 

 

Ａ-２-(１) 養育・支援の基本 

Ａ⑯ 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 ⓐ・b・c 



かり受け止めている。 

<コメント> 

子どもの数が少ないため、一人ひとりの子どもとじっくり向き合う支援が行えている。子ど

もが表出する感情や言動のみを取り上げるのではなく、その子どもの背景や理由を含めて、

理解するように努めている。 

Ａ⑰ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

一人ひとりに愛情を注ぐことが出来、手厚い支援が行えている。個別対応職員が一定の裁量

権を有し、個々の子どもの状況に応じて柔軟に対応できる体制となっている。 

Ａ⑱ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもの力を信じ、必要以上の指示や制止をしないように努めている。一人ひとりの性格や

力量を把握し、励ましや感謝の言葉かけを通して自信を持たせる様な関わり方をしている。

学校での見守りは、先生にも協力要請をしている。 

Ａ⑲ 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。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

テレビ等で行事の情報を知れば、子どもに声を掛け、行きたいと希望すれば一緒に出掛けて

いる。手芸・音楽・ダンスを充実させ、子どもの創造力・自信・向上心等を身につけられる

ように日々取り組んでいる。看護学校に通っている子どもには、ｉＰａｄを貸し出し、勉強

に役立てている。 

Ａ⑳ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

地域へ赴き、外部の人達と関わる事で、社会生活を営む上での必要なルールをその都度教え

ている。幼児や低学年の子には基本的生活習慣を身につけさせるため、わかりやすい掲示物

を貼る等の工夫をしている。 

Ａ-２-(２) 食生活  

Ａ㉑ 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。  

ⓐ・b・c 

<コメント> 

帰宅時間の遅い子どものために、汁物等が保温できるポットを購入し、温かい物は温かい状

態で提供をしている。法人全体で行うクリスマス会では、高齢者等と一緒に食事を楽しんで

いる。 

Ａ㉒ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

毎月、嗜好調査のアンケートを実施し、献立を立てる際の参考にしている。栄養管理ソフト



を使用し、カロリー計算を行い、栄養摂取量を把握している。朝食で足りない栄養素を夕食

のメニューに付け加えている。 

Ａ㉓ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

夕食は一汁三菜を基本とし、配膳の見本を掲示し、正しい配膳を指導をしている。幼児や低

学年の子には、配膳の絵が書かれたランチョンマットを作成している。食べた食器は、自分

で洗ってから厨房に返却するように指導している。給食委員会では、季節の食材や行事食に

ついて話をしている。ナイフとフォークを使用する献立も取り入れている。 

Ａ-２-(３) 衣生活 

Ａ㉔ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

服のコーディネートが苦手な子どもには、何パターンもの組み合わせを撮った写真の中から、

選ばせている。週に１回は靴を洗い、清潔保持に努めている。中学生以上は、自分の服は自

分で洗濯している。ゼッケンやボタン付け等も自分達でできるように指導をしている。 

Ａ-２-(４) 住生活 

Ａ㉕ Ａ-２-(４)-① 居室等施設全体がきれいに整美されている。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

食堂は開放的で、窓からの眺めは良く景色が見渡せ、季節の花が飾られている。朝と夕方に

子どもと一緒に共有スペースを掃除している。年末大掃除の風習を大事にし、自転車も綺麗

に磨いている。職員手作りのトイレットペーパーのフォルダーは、子どもが好きなアニメの

キャラクターの布で作っている。 

Ａ㉖ Ａ-２-(４)-② 子ども一人ひとり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・c 

<コメント> 

全員個室を提供し、自分らしい部屋作りをしている。子ども達は自由に、部屋の模様替えも

している。年少児の居室は、宿直室の真向にし、子どもが安全・安心をひとめで感じられる

ように配慮している。 

Ａ-２-(５) 健康と安全 

Ａ㉗ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

職員が、手洗いの習慣が身につくように指導している。毎月散髪も行い、こだわりの髪型に

している子どももいる。週に一度シーツを洗い、チェック表でも管理をしている。通園や通

学時に、交通ルールを教えている。 

Ａ㉘ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

毎月、身長と体重を計測し、健康状態を把握している。看護師資格保有者が職員に居るので、



何かあればその職員に相談している。体調不良の際は市販薬を飲まさず病院へ連れて行き、

処方された薬で対処をしている。 

Ａ-２-(６) 性に関する教育 

Ａ㉙ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

性に対する外部研修を受講した職員が、他の職員へ伝達している。年齢に応じて、勉強会で

知識を教えているが、個別にも話をしている。 

Ａ-２-(７) 自己領域の確保  

Ａ㉚ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

全員個室が与えられている為、自分の物は居室に置いている。食器等は、一緒に買い物に連

れて行き、子どもに選んでもらっている。 

Ａ㉛ Ａ-２-(７)-② 成長の記録（アルバム等）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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

毎年クリスマスに、１年分の撮りためた写真を贈り、アルバムには自分で整理をしている。

子どもが施設を退所する時には、アルバムや卒業証書等を手渡している。 

Ａ-２-(８) 行動上の問題及び問題状況への対応 

Ａ㉜ Ａ-２-(８)-① 子どもの暴力・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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

子どもの問題行動についてはバックボーンの理解を深め、子どもが訴えたい真実の把握に努

めている。また、児童相談所との協議も行い対応をしている。 

Ａ㉝ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

日頃から他人に対する配慮の気持ちや接し方を職員が模範となって示し、子どもへ説明をし

ている。入所間もない子どもは、児童相談所と連携を図りながら個別援助を行っている。 

Ａ㉞ Ａ-２-(８)-③ 虐待を受けた子ども等、保護者等からの強引な引取り

の可能性がある場合、子どもの安全が確保されるよう努めている。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

保護者等からの強引な引取りがある場合は、子どもの思いを確認し、児童相談所と適宜連絡

を取るようにしている。引き取られる可能性がある時は、段階に応じて対応できるよう、職

員間で話し合いをしている。 

Ａ-２-(９) 心理的ケア  

Ａ㉟ 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。 

ⓐ・b・c 



<コメント> 

心理相談員を配置していない為、心理的ケアが必要な場合は、児童相談所の心理相談員に来

所してもらい、相談をしている。 

Ａ-２-(１０) 学習・進学支援、進路支援等 

Ａ㊱ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

基礎学力の習得に向け、学習指導を行っている。子どもの居室に職員が訪れ個別指導をした

り、一室にて皆で勉強をしたり等、子どもの状況に合わせて指導をしている。専門知識の勉

強を、法人職員が教えてくれている。低学年の子は、職員が忘れ物や提出物の確認をしてい

る。 

Ａ㊲ Ａ-２-(１０)-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・c 

<コメント> 

子どもが希望する進路先に進めるよう、自立支援計画にも掲げ、全職員が一丸となって支援

に努めている。子どもが大学等の進学を希望した時は、奨学金を調べ手続きをしている。高

校卒業後に進学した子どもが家族の支援が得られない場合は、措置延長ができるよう児童相

談所に働きかけをしている。 

Ａ㊳ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

将来進学を希望する子どもには、高校入学してからアルバイトが行えるよう支援をしている。

学校の先生と協力しながら、資格取得を目指している。 

Ａ-２-(１１) 施設と家族との信頼関係づくり 

Ａ㊴ 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。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

家族との信頼関係づくりに努めている。母親の勤め先へ度々出向き、顔馴染みの関係づくり

を図っている。子どもが未成年後見人と一緒に食事へ出掛け帰った後、様子を尋ねている。 

Ａ-２-(１２) 親子関係の再構築支援 

Ａ㊵ Ａ-２-(１２)-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・c 

<コメント> 

家庭支援専門相談員が中心となり、親子関係の再構築等に向け取り組んでいる。児童相談所

と密接に連携を図りながら、家族支援を行っている。 

Ａ-２-(１３) スーパービジョン体制  

Ａ㊶ Ａ-２-(１３)-① スーパービジョンの体制を確立し、施設の組織力の

向上に取り組んでいる。 

ⓐ・b・c 

<コメント> 

施設長や主任がスーパーバイザーとして、職員を指導している。各々が有する知識を持って



勉強会も実施し、支援技術の向上に努めている。施設長も法人に所属する専門家によるスー

パービジョンを受けている。 

    


