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【高鷲学園児童養護指針】
1、入所する子どもの施設生活に対する不安を軽くし、安心して生活できるよう配慮と努力をする。2、子どもの信
頼関係を基礎にしながら、その子ども自身の発達や個性の状況に応じた援助を行う。3、子どもが安心して生活でき
る環境を保障し、子ども同士が集団の中で育ちあう関係が出来るよう援助する。4、食文化を大切にし、子どもの成
長、発達、健康の維持に必要な栄養を確保するとともに、心が満たされるような温かい食生活をめざす。5、子ども
たちが文化的で快適な生活が送れるように、住環境の整備と美化、改善に向けて努力する。6、子どもが基礎学力を
しっかりと身につけ、自分にあった進路が見つけられるよう援助する。7、子どもの利益を第一に考え、保護者、家
族との関係の継続、改善、回復を図るための援助をする。8、施設を退所する子どもに、社会生活との準備期間とし
て必要に応じ個別的に援助する。9、子どもの権利擁護の視点に立った援助技術

 3歳～18歳までの施設でありことから幼児期から青年期までの子どもの成長・発達を支えている。法人として保育・障害・乳
児院も運営していることもあり、横断的な研修、職員交流が出来ている。年一度、子どもまつりを開催し、地域との交流や退
所したOBもお里帰りのようにして参加をしている。
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⑦総評

⑧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）

 高鷲学園は軍人遺児の育成を目的としてスタートして70年の歴史を持つ施設です。社会の矛盾から生み出された児童養護問
題を引き受け、①人間的な信頼関係を築く養護②子どもの様々な発達要求を満たす養護③社会的自立をめざす養護と3つの基
本方針とともに高鷲学園児童養護指針に基づき日々の養育に努力をしている。
　前回、第三者評価受審の際に、長く働き続けている職員が多い中でその蓄積が個々人の段階に留まっていることから例示集
やマニュアルにして職員全体で共有することを改善点として求められていました。そのことから、高鷲学園の「職員ハンド
ブック」を作成し、組織図、職務分掌、各年齢のプログラム等々のマニュアルを整備し、職員は共通して養育・業務に向かう
ことができるように改善を図っている。また、子どものアンケートでは前回同様、給食に対する高い評価が出ており、施設の
生活への安心感につながっている。さらに「職員が親身になって話を聞いてくれる」との回答が多く、職員への信頼関係の高
さが示されていた。一方「ここでのくらしではあなたのプライバシー（人に知られたくないことや自分の居場所）は守られて
いますか？」では「はい」の回答が多かったものの「いいえ」と答えた回答の中で「ノックされて着替えていたのでムリと
言ったのに同時に開けた」「ノックして返答を待たずに開けてくる職員がいる」など記述があった。子どもの権利について学
習などもしながら日々の養育をしているが子どもの視点からみた権利性について子どもとともに設置している自治会等で議論
しながら子どもが自ら主体的に又、快適に生活出来るよう一層の工夫を期待したい。
　新たな取り組みとして地域での里親開拓や小規模グループホームの拡大と社会的養護のニーズに積極的に対応していく姿勢
は評価できる。
専門職である心理士の役割や業務の内容について一定改善してきているが、引き続き、組織として業務の内容を明確化するこ
とと職員の合意形成を望む。また、新しく家族再統合の支援を継続的に進めていくために家庭支援相談員を配置しているが、
業務の内容を組織として明確にしていくことを期待したい。

 前回受審で至らぬ点や改善指導を頂いた点について、改善評価を頂いた点は職員の励みになりました。しかし、十分改善し
きれていない点、以前より評価が下がったりした部分では職員討議を重ね、今年度中の改善に向けて方針化していきたいと思
います。特に子どもや保護者との意思疎通、基本的事項の説明については児童養護という難しさもありますが、子どもと保護
者の人権を重んじ基本的説明と理解、同意を積み重ねていく仕組みを作り努力していきたいと思います。また、今回の受審で
は心理職の業務範囲は内容、他職種との連携等が大きな課題として指摘されました。この点を振り返りながら心理職以外の看
護師や里親支援員など専門職員等にも当てはめながらチーム力のある組織づくりを進めて参ります。その他全般的にa評価頂
いた部分でも実務的弱点、特に記録整備について改善すべき課題があることを自己評価作業を通して認識することができまし
た。以上の改善点や課題については費用面や職員力量のこともあり時間がかかるものもありますが、資金計画と職員育成計画
等を立て、丁寧に改善を積み上げていきたいと思います。今回の受審では管理職員の職責の重さを改めて痛感した次第です。
今後は管理職が責任をもって組織変容を進め職員の権利や健康、やりがい等にも配慮しながら子どもの人権を護りより良い発
達を支援して参ります。この度評価をして下さった委員の皆さまに感謝申し上げます。



（別紙）

第三者評価結果（児童養護施設）
共通評価基準（45項目）Ⅰ　養育・支援の基本方針と組織　
１　理念・基本方針

（１）理念、基本方針が確立・周知されている。
第三者

評価結果

①
1　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 b

【コメント】

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。
第三者

評価結果

① 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。

a

【コメント】

②
3　経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 a

【コメント】

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
第三者

評価結果

①
4　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。 a

【コメント】

②
5　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

【コメント】

① 6　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。

a

【コメント】

 法人施設長会議、児童養護部会会議、研修、大阪府社協児童養護部会、地域要保護児童対策協議会、河内地区児童
施設連絡協議会での学習会や研修等で児童養護の政策動向や施設運営課題、コストや利用率など財政課題、支援課
題等の情報を共有し、分析等の意見交換を行い児童養護施設の状況把握や事業方向性について検討を行っている。
中間期、年度末に事業総括を行い課題を発見し対策を講じている。

 毎月、収支報告を作成し課題を明らにし、法人財務部との協議も行っている。予算案、決算については職員会議で
全職員に周知し討議する時間を持っている。財政的な課題等は管理会議、企画会議で分析論議することも行ってお
り、年1回法人の内部監査、監査法人監査、2年に1回行政監査を受け点検分析を行っています。また支援については
企画会議、支援向上委員会、苦情解決委員会等で問題点と課題を整理し企画会議にて調整の上、経営課題の解決に
取り組んでいる。この点について、各種の資料で確認した。

 大阪府の社会的養護推進計画に基づいて施設における社会的養護推進計画を策定し、それに基づいて施設内小規模
グループケアの充実、地域小規模グループホームの開設を進めている。また新たに打ち出された「新しい社会的養
育ビジョン」に基づき、新たに一時保護事業の開設を予定している。さらに里親専門機関事業等の検討など施設推
進計画の改訂作業を進めている。長中期では50名定員に抑えながら養育支援実践の向上と経営の安定をめざす計画
づくりも進めている。

 毎月、収支報告を作成し課題を明らにし、法人財務部との協議も行っている。予算案、決算については職員会議で
全職員に周知し討議する時間を持っている。財政的な課題等は管理会議、企画会議で分析論議することも行ってお
り、年1回法人の内部監査、監査法人監査、2年に1回行政監査を受け点検分析を行っている。また支援については企
画会議、支援向上委員会、苦情解決委員会等で問題点と課題を整理し企画会議にて調整の上、経営課題の解決に取
り組んでいる。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

 事業計画については毎月の企画会議、職員会議等で進捗や課題整理を行い取り組みの評価を行っている。また、上
半期、年度末の年2回は臨時の職員会議や文書配布等を持って職員に周知を図っている。意見集約等を行い職員の理
解向上に努めている。

 日本国憲法と児童福祉法に基づく人権を大切にする法人綱領に基づいた事業計画、児童養護指針、援助計画、子ど
も向け資料のユアブック等を策定し、それに求められる企画会議、指針委員会、支援向上委員会、組織運営の仕組
みを設けて職員討議を重ねながら実践にあたっている。ユアブックを活用して子どもへの養育理念と基本方針は周
知しているが、保護者への周知の方法と徹底が求められる。



②
7　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

【コメント】

４　養育・支援の質の向上への組織的・計画的な取組

（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。
第三者

評価結果

① 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。

a

【コメント】

② 9　評価結果にもとづき施設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。

a

【コメント】

Ⅱ　施設の運営管理
１　施設長の責任とリーダーシップ

第三者
評価結果

① 10　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。

a

【コメント】

②
11　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。 a

【コメント】

① 12　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

【コメント】

（１）　施設長の責任が明確にされている。

 毎年の事業計画、当初予算説明を年度初めの全体職員会議で施設長の所信と合わせて報告している。施設長は施設
の理念と役割、経営方針と責務についてはホームページや広報誌、雑誌への寄稿等にて施設内外に表明している。
施設運営職務分掌及び非常事態における施設長の役割について諸規定や職務分掌組織図で明確化している。

 施設長を含む管理職は環境を含む幅広い法令等の遵守に関わる法人研修、行政等諸機関における会議、研修などに
参加し法令について理解し、遵守に努めている。利害関係者との関係においても組織内牽制によって適切さを担保
しいる。管理職員は法令遵守に係る事項については研修修了時及び随時の社会事情等に合わせ職員会議、企画会議
等で周知を図っている。

（２）　施設長のリーダーシップが発揮されている。

 施設長を含む管理職は前期と後期の年2回養育支援の内容を企画会議を中心に点検し、課題を整理している。その
結果について主任会議、フロア会議で周知し、また必要に応じて手順の見直しや研修計画の見直し、充実に努めて
いる。施設長を含む管理者は最新の児童養護の情報を収集し分析を日常的に行っている。月2回の定例管理会議、毎
日行う管理打合せ等で情報の共有を図り自己研鑽と専門性の向上に努めている。施設長は、各種会議においてリー
ダーシップを発揮しているが今後、養育内容と支援について質の向上に向けた指導力の発揮を期待する。

 保護者への事業計画は諸事情を勘案しながら事業計画書等書面及び口頭にて伝達している。子どもに対しては年度
初めの全体集会、フロア会議、自治会等で行っている。子どもや保護者に対する理解を高めるの資料作成と活用が
十分ではなく今後の課題となっている。

 年度総括、半期総括、月毎の振り返り等にてＰＤＣＡサイクルに基づく点検、修正を行っている。毎月のフロア会
議、各種委員会での検討を中心に企画会議で評価分析を行っている。フロア会議、職員会議で分析内容や方針等に
について周知徹底を図っている。年に1回に行われる法人内部監査に向けて、監査基準を理解して評価基準にもとづ
き施設運営、支援内容等の評価チェックを行っている。第三者評価について３年に一回受審し改善に努めている。

 年に1回行われる法人内部監査に合わせて監査基準と評価基準に基づき主に企画会議、主任会議で点検評価を行っ
ている。その結果を内部監査における改善課題に集約し、改善計画を作成、事業計画や月方針へ反映させ改善にあ
たっている。半期総括、月別振り返り作業の中で確認された点については随時方針変更を行い改善に努めている。



② 13　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。

a

【コメント】

２　福祉人材の確保・育成
第三者

評価結果

① 14　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。

a

【コメント】

②
15　総合的な人事管理が行われている。 b

【コメント】

① 16　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

【コメント】

①
17　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 a

【コメント】

② 18　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。

a

【コメント】

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

 職員の就業状況把握やメンタルを含む健康状況、働きやすい環境整備、ライフワークバランスへの課題、意見等に
ついて管理者会議、企画会議等定期的に確認作業を行うことに合わせ、法人レベルで進める健康対策委員会の取り
組み、さらには毎月定期的に行う労使懇談において問題点や対策について協議を行い改善の取り組みを行ってい
る。改善事項については施設・設備とあわせて費用を含めて検討している。現時点では次年度から全職員の4週8休
を保障できる体制づくりを実現するために必要な人員採用を進めている。職員の家庭状況に配慮しライフワークバ
ランスが実現するような取り組みを期待したい。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 法人レベルで実施する職員育成制度、研修計画にもとづき初任者・初級・中級・上級研修を行っている。また同制
度に基づく年度単位の目標を設定し個別面談、自己評価シート、管理職フィードバック面談等で確認、フォローを
行っている。管理職と一緒に面談を通じて職員が個人目標を設定する。職員の目標の達成状況について面談を通じ
て把握している。

 職員教育、研修計画については法人レベルでの「期待する職員像」を明記したキャリアパスに基づいた職員育成制
度・研修計画を基本にしながら施設独自でも研修計画を立て体制を組みながら進めている。研修計画については年1
回行われる法人内部監査及び年度末総括において、管理会議、主任会議、研修委員会等で評価確認、課題整理を行
い、職員会議にフィードバックし事業計画化の作業を進めている。

 施設長は毎月の財務報告書作成にあたり必ず財務分析を行い本部に報告している。その結果は管理会議及び企画会
議を通じて共有化し合わせて課題整理を行っている。その内容については方針修正等も含めて主任会議、フロア会
議、職員会議で周知し、職員の理解を促している。特に大きな事業方針、予算変更等については臨時会議を開催
し、職員の理解向上を図っている。業務改善については基本の会議で主にすすめているが、一時保護事業検討委員
会、地域小規模検討委員会など必要に応じて検討チームを設置し、施設長が中心になって会議を進めている。

（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。

 人材の確保については各施設での計画に基づき、法人全体としての採用委員会で人数や専門職など採用計画、方針
を策定している。その方針に基づいた就職説明会、学校訪問、実習などに取り組んでいる。また施設独自でも実習
学校や業界を通じて人材確保に関する情報収集に取り組んでいる。児童養護施設における看護職、心理職等専門職
員についても正規職員として積極的に採用し、組織体制の充実に努めている。

 法人理念、方針に基づいた職員キャリアパスに基づき「期待する職員像」を明確にし、採用基準についての基本事
項も就業規則等で規程している。職員の職務評価及び職員の希望、意見の集約、また将来の見通しに係る課題の共
有等については法人レベルで行っている職員育成制度に基づき、懇談シート、自己評価シート、管理者フィード
バック面談で計画的に年間を通じて行っている。人材育成についての仕組みは評価できるが、職員一人一人の将来
への見通しやあるべき職員の在り方について描くことができる総合的な仕組みを構築することを期待する。



③
19　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 a

【コメント】

① 20　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。

a

【コメント】

３　運営の透明性の確保
第三者

評価結果

①
21　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

【コメント】

② 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。

a

【コメント】

４　地域との交流、地域貢献
第三者

評価結果

①
23　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

【コメント】

② 24　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

【コメント】

 施設の基本理念、事業計画、報告、財務状況、苦情対応等については法人ホームページとそれにリンクした施設の
ホームページで公開している。また年度毎の冊子を作成し施設の透明性を確保している。苦情相談窓口、個人情報
管理規定、第3者評価受審票を玄関口に掲示し公開している。地域に対しては地域青少年育成協議会、福祉委員会等
に毎月定例的に出席参加し、施設の理念はもとより直近の取り組み等について報告し、地域の要望等についてもお
聞きする機会にしている。また施設の取り組みや寄付寄贈、地域住民との連携した事業等については広報誌にて周
知しています。

 施設における会計処理については法人共通の就業規則に基づき権限と責任、内部牽制を明確にしながら行い透明
性、確実性確保に努めている。年に1度と抜き打ち的に行われる監査法人監査において指導を受け、改善を行ってい
る。内部監査等で実施される財務チェックでは収支状況を予算対比的に確認し、改善が必要な事項について改善す
るようにしている。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

地域との関わり、連携協働等の関係構築については施設方針、事業計画に明記し積極的に取り組んでいる。地域の
青少年育成協議会に参加し、地域活動において積極的な役割を担っている。職員が積極的に参加する取り組みを
行っている。月1回の夜警巡回参加、地域の交差点に立つ見守り隊にも職員が積極的に参加し、地域とのコミュニ
ケーションに努めている。子どもたちの通院については主治医の関係があり固定化されているが症状によって柔軟
に対応している。日用品、玩具、書籍等については特に指定することもなく地域支援活用を促している。児童養護
施設の特性もあり、難しい面もあるが、学校の友人が施設内で遊びができるよう環境の整備をすすめることを期待
する。

ボランティアについては指針及びマニュアルを作成し、名簿登録、誓約書受領を経てオリエンテーションを行いな
がら積極的に受入れを行っている。またボランティアが活動にあたり職員が声掛けをするなど相談しやすい雰囲気
づくりに努めているが研修体制は十分ではない。地域の学校教育についてはＰＴＡ役員を積極的に担い、参観、清
掃、運動会等学校行事に計画的に参加している。職員との協議を経ながら求められる特性、実習課題、プログラム
を確認し計画的に進めている。指導者については法人レベルで行われる担当者会議、研修にてその指導性向上に努
めている。

 職員の教育、研修計画については法人レベルでの「期待する職員像」を明記したキャリアパスに基づいた職員育成
制度、研修計画を基本に、施設独自でも職員の希望、取り組みの必要性などから研修計画を立て進めている。研修
に関しては法人全体のもの、大阪府社会福祉協議会、同児童部会、河内ブロック児童施設連絡協議会で計画されて
いる研修計画についてはフロア会議、職員会議、連絡表等で周知し希望者を募り、必要な人の体制確保も行いなが
ら積極的な参加を進めている

（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。

 実習生教育、育成については指針及びマニュアルを作成し、学校との協議を経ながら求められる実習の特性、実習
課題、プログラムを確認し計画的に進めている。指導者については法人レベルで行われる担当者会議と実習指導者
研修で指導性向上に努めている。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



① 25　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。

a

【コメント】

①
26　施設が有する機能を地域に還元している。 b

【コメント】

② 27　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。

b

【コメント】

Ⅲ　適切な養育・支援の実施
１　子ども本位の養育・支援

（１）　子どもを尊重する姿勢が明示されている。
第三者

評価結果

① 28　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。

a

【コメント】

② 29　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。

b

【コメント】

① 30　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。

b

【コメント】

 地域青少年育成協議会、福祉委員会等に毎月定例的に出席参加し、施設の理念はもとより直近の取り組み等につい
て報告し、地域の要望等についてもお聞きする機会にし、そこでの要望を事業計画や方針に反映させるよう努めて
いる。地域における主導的な役割を発揮するため職員が積極的に参加する取り組みを行っている。月1回の夜警巡回
参加、地域の交差点に立つ見守り隊にも職員が参加し、地域とのコミュニケーションに努めて地域の要望や意見、
苦情も含めて情報収集、ニーズ把握するうよう努めているが、計画等での明示は十分ではない。

　高鷲学園児童養護指針に示している。 児童には、権利ノート・学園独自のゆあブックを作成し明示している。権
利ノートについては年間1回は読み合わせを行い、ユニットごとで話し合っている。CRC研修や、発達研修の実施お
よび、大阪府社協開催の人権研修等には、積極的に派遣して、子どもを尊重した養育について職員会議等で議論を
している。

 各個室の鍵をつけ、入室の前はノックすること意識付けている。児童養護指針や、虐待防止法、特定個人情報の取
り扱い等は法人規定集や、支援向上委員会等で規定している。ヒヤリハット、事故報告の義務付け及び苦情等につ
いては掲示している。子どもアンケートに「ドアのノックと同時に開けてくる。着替え途中だったのに」の意見が
出ていた。ヒヤリハットの事例集を作成するなど、一層子どもの権利擁護についてその対応について検討すること
を期待する。
（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。

入所時に施設のしおりや支援内容を保護者、児童にも説明をしている。保護者へは幼児の状況を伝える「幼児だよ
り」を毎月作成している。保護者への説明は児童相談所と相談しながら可能な限り受入れと直接説明を行っている
が、情報提供の内容について定期的な見直しを期待したい。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

 児童養護施設と言うことから子ども家庭センター、社会福祉協議会、幼稚園から高校までの学校、警察、消防、医
師会を含む要保護児童対策協議会に参加している、ボランティア団体、地域の育成協議会等の連携を明記し、可能
な範囲での情報共有を行ない、学習会、研修、地域行事等に積極的に参加している。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

 年に1回の子どもまつりをはじめ、駐車場対策における園庭一時開放や職員の地域行事の設営や警備などでの職員
派遣、行事参加、器材の無料貸し出し等を行い、積極的に地域支援活動を行っている。相談支援については事業と
して確立はしていないが、地域からの相談については職員が丁寧に対応している。施設の特性もあり、地域住民が
自由に参加できる活動はできていない。災害については高鷲学園が所在する自治体と契約し、福祉避難所として登
録を行っている。地域住民の自由参加は難しいが、地域には職員が積極的に参加し、街づくりに貢献している。保
育士や栄養士など専門職の特性を生かした地域の子育て中の保護者を対象にした日常的な地域子育て支援による地
域福祉の貢献を期待します。



② 31　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

【コメント】

③ 32　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。

a

【コメント】

（３）　子どもの満足の向上に努めている。
第三者

評価結果

① 33　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

【コメント】

①
34　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 a

【コメント】

② 35　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

【コメント】

③ 36　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

【コメント】

（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。
第三者

評価結果

① 37　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。

b

【コメント】

　一人の職員が子どもと話しに入ってもフロアーには、もう一人が見守れるように 常時2人以上の勤務体制に配慮
している。また、意見箱や自治会を通して子どもたちの意見を聞く仕組みをつくっており、苦情については、職員
全体で対応できるよう記録にして共通理解に努力をしている。また、法人本部にも報告し、保護者へも適切な対応
しながらフィードバックを行っている。

 意見箱の設置、子ども自治会の反映しながら子どもが意見を述べやすいよう努力をしている。意見などを聞く場合
は、相談室や、職員室などで、個別で話が聴ける空間を確保している。出された意見は、各フロアに掲示してい
る。保護者には、手紙で報告している。当評価機関が実施したアンケートには、「職員以外の人に相談すること
（子ども人権110番、チャイルドライン等）が出来ることを知ってますか」について「いいえ」と答えた子どもがか
なりいたことから、子どもへの一層の周知と共に分かりやすいリーフの作成を期待したい。

 相談意見等はケース記録には記載し、管理者、企画、主任会議、フロアー会議などで適宜対応し、自治会、フロア
ごとで答えを返している。組織的な対応マニュアルの作成と共に子どもへの説明についても検討を望みたい。

　高鷲学園職員ハンドブックを作成し、職員全体に配布している。 幼児については特にリスクマネジメントの研修
を受け、定期的に集約し、事故報告・事案報告の義務づけを行っている。今後、ヒヤリハットなどの具体的な事例
集を収集しながら定期的な見直しが望まれる。

 保護者への説明は直接的及び間接的に児童相談所と相談しながら説明を行っている。子どもへは個別的に丁寧な説
明に努めており、場合によっては保護者とともに説明をしているが、養育・支援の開始やその過程について子ども
や保護者の同意を書面で残すことを望む。

 家庭復帰については、児童相談所等と計画的に進めている。アフターケアとして、総主任及び主任、担当者が退園
後の生活状況の把握に努め、自活する子どもについては担当者が、定期に連絡を入れながら継続した支援に努力し
ている。

 意見箱・子どもの自治会を通して子どもの意見をまとめ、自治会、ﾌﾛｱｰ等でその意見を反映している。また食育に
ついては、自治会、フロアー会議で意見を聞いている。自治会や子どもから出された意見についてはそれぞれのフ
ロアーや職員会議、支援部会議で検討しながら具体的には、ベッドの購入、テレビ、ビデオの新規購入し改善に努
力をしている。また、外部の講師を招き、空手、ピアノなどのサークル活動の充実にも取り組み、大学と提携した
料理教室も実施しながら、子どもの希望に応える努力をしているが、子どもの意見を反映する定期的なアンケート
などの実施が望まれる。

（４）　子どもが意見等を述べやすい体制が確保されている。



② 38　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。

a

【コメント】

③ 39　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

【コメント】

２　養育・支援の質の確保

（１）　養育・支援の標準的な実施方法が確立している。
第三者

評価結果

① 40　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。

a

【コメント】

②
41　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。 a

【コメント】

①
42　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
いる。

b

【コメント】

②

43　定期的に自立支援計画の評価・見直しを行っている。 b

【コメント】

　自立支援計画は、フロア会議で共有し、年2回見直しをしている。専門職（心理士・家庭専門相談支援員・個別対
応職員等）とも意見交換しながら職員全体で共有している。 主任・総主任・副施設長・施設長と、チェックの仕組
みも明確にしている。今後、心理職の業務の内容や役割について職員全体で協議・合意が求められる。また、自立
支援計画の内容について家庭の状況や背景等客観的な記述が出来るよう形式の充実を望む。

　自立支援計画は、フロア会議で見直しを行い、また、 フロアごとで職員が長期的目標と、短期的目標を児童相談
所等とも連携し作成している。 自立支援計画の見直しの際、子どもの意向や意見などを反映するシステムについて
一層明確にしていく事を期待したい。

 看護師を中心に感染症対応マニュアルを作成し、見直しを行っている。 看護師は毎朝投薬チェックを義務付け、
未投薬のないように働きかけ、各フロアに説明し感染症セット（消毒液・スリッパ等）も準備している。感染症の
対策は、現場職員が管理者に報告し速やかに対応している。インフルエンザなどの感染状況は子どもが通う学校か
らの情報のみであることから、大阪府や羽曳野市へ当学園に対しても情報を流すシステムの施設として要請するこ
とを期待したい。

 避難訓練を月1回実施している。また、消防署立会いのもと避難訓練、消防訓練も実施している。災害時には、行
政と、高鷲学園とで福祉避難所の協定を結んでいる。養育支援の継続については、避難場所の確保をはじめ、子ど
も・職員の安否確認などのマニュアルの作成が望まれる。

 児童養護指針に基づいて文章化しており、実施方法の共有を図っている。外部研修に参加することを積極的に働き
かけ、個別スキルの向上も含め、職員会議で研修報告をしながら職員全体に周知している。フロアー会議、職員会
議でその実施内容等については確認している。

 児童福祉施設援助指針にもとづいて支援を行い、 自立支援計画は上半期、下半期で各フロアーで検証しながら、
支援者の合同会議及び、企画会議で見直しを行なっている。また、自治会を通して子どもの意見を聞き、自立支援
計画に反映している。

（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。



① 44　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
員間で共有化さている。

a

【コメント】

②
45　子どもに関する記録の管理体制が確立している。 a

【コメント】

 


内容評価基準（41項目）Ａ－１　子ども本位の養育・支援

（１）　子どもの尊重と最善の利益の考慮
第三者

評価結果

①
A1　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

【コメント】

② A2　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。

a

【コメント】

①
A3　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。

a

【コメント】

① A4　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

【コメント】

（３）　他者の尊重

 小集団での食事作り、外食や外出の時間を確保している。サークル活動や野外行事を通して、協調性や思いやりの
気持ちを育めるよう援助している。担当制を実施しているが、勤務状況のなかで子どもと継続的にかかわることが
困難な状況もあり、職員ヒアリングでは外出などもっと増やしたいとの希望が出されていた。子どもとの継続的な
信頼関係を築くための体制づくりが求められる。

（３）　養育・支援の実施の記録が適切に行われている。

　子どもの日常の記録、状況や特記事項などパソコンを各フロアー（給食部）に２台づつ設置し「共有フォルダ」
で情報を共有している。行事、保護者、児童相談所、学校関係の記録なども職員全体（職種問わず）回覧できるよ
うにしており、グループホームも同様に高鷲学園にアクセスでき、すべて共有する仕組みができている。

 記録管理責任者は各フロア主任が行い、個人情報の取り扱い（マイナンバー）については、事務所で管理を行って
いる。。パソコン内で共有フォルダを作成して、日常の記録、引継ぎを行い、情報を共有する仕組みをつくってい
る。個人情報等の書類は、職員が必ず記録し保存しており、記録管理責任者を、各フロア主任が行い、個人情報の
取り扱い（マイナンバー）については、事務所での管理を行っている。

 高鷲学園児童養護指針を基本に養育・支援を実施している。各フロア会議に総主任が出席してこどもの意見と現状
を出し合い、課題を検討している。総主任・主任会議で集約しながら全フロア、職員会議などでフィードバックし
ている。月1回ケース会議も実施しているが不登校の子どももいる中で学校の教師などへの働きかけもしながら組織
的な検討の見直しが望まれる。

 CW（ケースワーカー）と相談し、保護者に承諾を得ながら、小3からは全児童対象に生い立ちの話しをしている。
担当職員や幼児期を知っている職員と年齢に応じて伝え方についても内容を精査しながらCWから入所時に入所理由
を伝えてもらっている。学校関係とも連携をし、共有を図る努力をしている。

（２）　権利についての説明

 入所時に権利ノートの説明と、年に１回の権利ノートの読み合わせを実施している。また、権利ノートについて
は、子どもが、いつでも見れるように自己管理している。また、学園版の権利ノート（ゆあブック）も活用しなが
ら、子ども自身が権利について理解できるような学習会などにも取り組んでいる。



① A5　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

【コメント】

②
A6　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

【コメント】

③ A7　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

【コメント】

①
A8　子どもや保護者等の思想や信教の自由を保障している。 a

【コメント】

① A9　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

【コメント】

② A10　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。

a

【コメント】

① A11　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。

a

【コメント】

 保護者にもしおりを渡し施設の説明をしながら施設の見学も実施しているている。また、一時保護所にいる場合
は、面会に行き施設の概要を説明している。ケースワーカーと相談の上、前校の教員等の面会を実施しているが、
子どもとの対応や理解を深めていくために心理職の専門性を一層生かすことを期待したい。

　月１回、子どもの自治会を開催して日課やルールの見直しを行っている。中学生以上は個室でのプライバシーの
確保に努力している。また、ドアに「植物に水をやってください」など貼り付け、子どもが意見を出しやすい状況
を保障している。余暇についてはサークル活動（空手・ピアノ・料理・ダンス）など子どもの意見を反映しながら
充実に努めている。

（７）　主体性、自律性を尊重した日常生活

 子どもの自治会やフロアごとでそれぞれ子どもと共に部屋の装飾など工夫して取り組んでいる。高校生はアルバイ
トで得た報酬は自ら管理している。余暇活動の希望を取り入れながら、行事は高鷲こどもまつりや、校区こどもま
つり、校区もちつき大会、空手教室など子どもが主体的に参加をしている。

（４）　被措置児童等虐待対応

 就業規則は財団のハンドブック、利用者等への対応要綱、高鷲学園版の虐待防止マニュアルに基づき支援向上委員
会（虐待防止委員会）で検討、日々の対応を話し合う場を設けている。不適切な対応が発覚した場合は報告義務を
遵守し、マニュアルに則って、施設長はじめ管理者及び主任が適切に対応している。

 子どものかかわり方については職員ハンドブックに処分の仕組みも含めて明記している。事案が発覚した場合は、
施設長及び財団本部への報告は義務になっている。問題になる事案があれば、支援向上委員会や職員会議等でその
内容等を確認している。

 虐待防止マニュアルに明記しており、 届出者・通告者の対応については、職員ハンドブックで規定している。法
人として第３者委員会を置いており、聞き取り等も含め対応できる体制となっている。子どもには自治会等で説明
している。

（５）　思想や信教の自由の保障

法人の綱領、高鷲学園児童養護指針に明記している。また、子どもの権利ノート等で説明をしている。他国籍の児
童についても受け入れを行っている。

（６）　こどもの意向や主体性への配慮



② A12　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。

a

【コメント】

① A13　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

【コメント】

② A14　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。

a

【コメント】

③ A15　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

【コメント】

Ａ－２　養育・支援の質の確保

（１）　養育・支援の基本
第三者

評価結果

① A16　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。

b

【コメント】

② A17　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。

a

【コメント】

　フロアごとの定例のケース会議や時々の課題（例えば不登校問題等）も、問題行動だけでなく、生い立ちや生育
の背景についても着目し、子どもの心の状況を理解し、子どもとの関係を構築しながら、問題解決に向け努力して
いる。心理士のフロア巡回も踏まえ、子どもの様子の共有が図られている。また必要とあれば、ドクターの意見も
参考にしながら、心理的課題の把握、対応にも努めている。入所児童の8割近い子どもが被虐待児童であることか
ら、心理職の専門性を積極的に発揮して、日々の養育支援の内容に生かしていくことを期待したい。

　担当制を実施し、担当職員と個別での外出、少人数での外食、夕食づくりなど、子どもに寄り添った養育を行っ
ている。子どもからの意見は、自治会、意見箱、直接担当職員への申し出等、多様な形態をとり、フロア全体で検
討し結果を子どもたちに返している。低年齢児童については、就寝前の時間を使って個別の時間を持ったり、不安
の高い子どもには、職員室の隣の静養室で寝かせる等、安心と居場所を感じさせる支援をしている。

 中高生は計画的にお小遣いが使えるようにしている。夕食・おやつ作りでは職員と一緒に買い物に行きながら社会
生活や経済的なことに繋がるよう援助している。児童手当は児童相談所によって使い方が異なるため、児童相談所
及び保護者と相談して決めている。

（８）　継続性とアフターケア

 家庭支援専門委員を軸に子どもと保護者の意思を尊重しながら、ケースワーカーと連携し家族再統合の検討カン
ファレンスを実施している。ドクターの意見も聞きながら措置解除後の、学校や、その他の福祉支援が受けられる
状況を確認し、本人の安心につながるよう保護者への説明と対面をしている。退所後のアフターケアを退園記録と
して残している。

 進学を希望する子どもで経済的に困難な子どもに対しては様々な社会的資源などを活用して希望が叶うよう努力し
ている。高校中退の子どもには転学や通信教育に幅を広げ、学習、生活の保障を行っている。就労希望の子どもに
ついては、慣れるまでの間の措置延期も行っている。高3卒業後においても自立に向けて措置継続を検討し措置延長
しながら自立への援助を積極的に行っている。

 退所後、行政機関や福祉等と連携が欠かせない子どもは継続して職員が連絡等の対応をしている。また、必要に応
じて、退所後の行政機関や福祉機関とのカンファレンスを定期的に持ちアフターケアを実施している。場合によっ
ては職員から一緒に食事に行こうと声掛けをしながら子どもの願いを受け止める努力をしている。しかし、退所後
のリービングケアの支援が十分ではない。今後一層、家庭支援相談員の役割の発揮を期待したい。



③ A18　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

【コメント】

④
A19　発達段階に応じた学びや遊びの場を保障している。 b

【コメント】

⑤ A20　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。

a

【コメント】

① A21　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。

a

【コメント】

②
A22　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

【コメント】

③ A23　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

【コメント】

　失敗することも権利と位置づけ、職員の見守りの中、子どもたちが主体的に行動できるよう支援している。職員
の経験や力量差による支援格差が生じないよう基本的支援の統一を図るため、CRC研修や自治会との話し合いの上
で、小、中、高生の〝生活のルール”を確認し、内容を提示している。問題解決にあたっても、職員と一緒に考え
る時間を確保している。成功体験を積み上げられるよう支援を行うと同時に、配置基準以上の職員配置や、どの時
間帯に職員数の確保が必要なのか等を、フロアの意見も踏まえ検討し、調整を行っている。

　幼稚園に就園させている。幼稚園に就園していない幼児の午前中のプログラムの充実に向け、高鷲保育園との連
携の中で充実、強化できないか検討中。月に１度のリズムとピアノ教室の実施、他にもボランティアと学びと遊び
の機会を設けたり、地域の行事にも参加している。学習図書については、自治会や子どもの要望に基づいて購入し
ている。各学校との連絡会を実施し、子どもの学びと遊びの情報交換を行っている。グランドには、サッカーゴー
ル、バスケットボールを設置、利用している。

　社会的自立に向けては、日々の支援の中で、施設、社会のルールを順守できるよう話している。中、高生は、
ソーシャルスキルを学ぶ機会や司法書士講座を受講している。生活の自立に向けては、子どもひとりひとりの目標
を、子ども自ら決めさせ、集団的には、自治会を通じ”生活のルール”を確立し、その実現に向けた支援が行われ
ている。職員の振る舞いが、大人の良い見本となるよう、挨拶、お礼など、当たり前のことを自然に振舞うように
するとともに、相手を尊重するという意味においても、言葉遣いに注意している。

（２）　食生活

　食育については、組織全体の共通理解になっており、この視点から業務が行われている。適時適温での食事提供
はもちろん、調理職員も子供と一緒に食事をとり、コミュニケーションを大切にしている。各フロアでキッチンを
設置しており、温めることが出来るよう電子レンジや冷蔵庫を配置してクラブ活動やアルバイトから帰園して来た
児童にも食事を適温で提供できる体制をとっている。

 複数のツールを使って、子どもたちの意見や嗜好状況を把握している。その内容をできるだけ早く献立に反映させ
るよう努力している。健康状態については、看護師と連携し相談しながら業務にあたっている。残食調査は、毎
食、施設全体の嗜好調査は、年1回行っている。病児、アレルギー対応についても、常に新しい情報を把握するよう
に努め、外部研修などにも参加しながら、知識を広げ対応にあたっている。

 献立表を各フロアに貼り出し、季節の食材やメニューに関するトピックスを子どもたちのわかりやすい内容で掲載
し、食に関する関心が広がるよう工夫している。また、調理職員が子どもたちと直接接する機会を多く持ち、会話
の中で、食育を行う時間も設けている。料理教室の拡大や、小規模グループホームの児童が、基本的な調理技術を
身につけたり、調理に対する喜びを感じられるような機会の拡大を望みたい。



① A24　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。

a

【コメント】

①
A25　居室等施設全体がきれいに整美されている。 b

【コメント】

② A26　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。

a

【コメント】

①
A27　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。

a

【コメント】

② A28　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

【コメント】

①
A29　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。

a

【コメント】
 課題であった性教育カリキュラムを作成し、性教育を実施している。被虐待児で特別な支援の必要なこどものつい
ては、子家Cの協力を得て、個別プログラムを作成、子ども家庭センター（子家C）や精神科医と連携のもと支援を
進めている。ＬＧＢＴの理解として、校区中学校の学習会に参加し、外部講師から話を聞く機会を設けた。性につ
いての理解を深めるため、個別の話しあいだけでなく、生活の中で出される声にも意識的に把握するように心がけ
ている。

（３）　衣生活

 衣服は、子ども自ら選択し購入している。中高生以上では、全てのフロアの統一した対応として、子どものみで購
入に出かけ、自己表現できるように改善された。突出した自己表現については、コーディネートの仕方など担当職
員がサポートし、TPOに合わせて社会勉強している。靴についても、同様である。タンスにも工夫して、前後2段構
造となっている。例えば、前には夏服を整理し、後ろには冬服を整理し、季節に合わせ前後の入れ替えを行ってい
る。

（４）　住生活

 園外の修繕や美化については、専門の業者に依頼し、きれいな環境を維持できている。園内の必要な修繕、備品等
については、各部署からの要請にすぐに対応している。居室内の整理整頓については、子どもの自主性、主体性を
待つところも多いが、きれいな環境を保ち、整理整頓、掃除等の習慣が身につくよう、更に担当職員と子どもたち
の話し合いが必要である。室内の装飾については、職員や自治会にも要望を求め、集約して検討することが必要で
ある。

 中高生は全員個室を使用しており、居室には鍵を設置、ノックを原則としている。小学生は2～3人で1室を使用、
居室の位置としては、職員室に近い所から低年齢児の居室としている。暗さを怖がる子どもには、消灯せず就寝す
る事を許可したり、不安の高い子どもは、職員室の隣で寝かせる等、施設全体が安心して過ごせる場所となるよ
う、一人ひとりに寄り添った支援を行っている。全館ユニット化を目指し、小規模グループでの養育を行ってい
る。
（５）　健康と安全

 健康状態の確認については、フロア職員が把握し、看護師にも報告することで情報の共有を図っている。生理につ
いても、いつナプキンを取りに来たか把握している。毎日の入浴を促し、清潔感を保つようにしている。必要に応
じ、職員と一緒に入浴することもある。月に1回の散髪代を保証し、奨励している。夜尿があっても、職員に伝えた
らいいこと、その後のシャワーも行うよう支援している。自己管理は難しいこどももいるが、粘り強く良い習慣が
つくよう努めている。

 子どもの健康状態の把握は、看護師のフロア巡回のさい、指導員とコミュニケーションをとっている。必要に応じ
個々に受診、服薬の説明も行っている。年に２回の児童健診を行っている。また、インフルエンザ予防接種の実施
を行っている。精神科ドクターとも連携を取り対応している。服薬や薬歴は、看護師が管理し、毎朝服薬のチェッ
クを行っている。各種感染症に対するマニュアル作成し、職員会議を利用して、マニュアルと対応についての学習
会を行っている。

（６）　性に関する教育



①
A30　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。

a

【コメント】

② A31　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

【コメント】

①
A32　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。

a

【コメント】

②
A33　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。

a

【コメント】

③ A34　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。

a

【コメント】

① A35　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

【コメント】
 心理的ケアが必要な子どもについては、子家Cセンターとも協議しながら心理相談受付表を作成し、心理士と子ど
もとで面談している。セラピー室も設置し、心理士が外部研修に参加しスーパービジョンを受けているが、今後、
児童施設における心理士の業務や役割について、心理士も含め、組織全体で十分に議論、確立することを期待した
い。

（７）　自己領域の確保

 視覚からわかる境界線と、感覚から理解する境界線を意識している。視覚からは、カラーテープや色分け、掲示に
より理解につなげている。感覚の物に対しては、寄り添い話をしていくことで理解を促している。自分のものには
名前を書いたり、マーク（印）を書くことを促している。自分のタンス、押入れ、机を保有している。

 全児童アルバムを購入し、写真を整理している。以前はアルバムの整理の仕方、進め方に職員間のばらつきがあっ
たが、子どもたちの生育保証という視点で論議を深め、統一した支援が行われるように改善された。生い立ちの整
理としても、ライフストーリーブックを小学3年生から支給し、年に1回生い立ちの話し合いを行うようにしてい
る。こどもの退所時にライフストリーブック・アルバムを渡すようにしている。

（８）　行動上の問題及び問題状況への対応

 在籍児童の約８割が被虐待児という環境のもと、子どもの暴力、不適切行為などについて、子どもの人格を否定せ
ず、子どもの生育の背景や歴史も踏まえ、子どもと話し合いを設けながら、組織的に解決方法を検討している。情
報の共有は、子家Cと常に行い対応にあたっている。職員のスキルについては、積極的な外部研修と虐待防止マニュ
アルの学習等、園内研修の充実を図っている。

 職員の振る舞いが大人の良い見本となるように、あいさつ、お礼、呼び方、言葉使い等当たり前のこととして自然
に振る舞うようにしている。総合勤務表の中で職員の配置の確認を行うとともに、状況に応じ弾力的な配置も行っ
ている。課題を持った子どもや入所間もない子どもについては、子家Cと連携を取り、定期的な面会の実施や、フロ
アでのケース会議で子どもの状況、支援内容を共有している。暴力事案が発生した場合、全体を集め、緊急自治会
を開催している。

 保護者からの要請については、話を聞く姿勢で臨み、要請が社会的常識の範疇を超えるものについては、緊急対応
している。個別対応表を作成しており、対保護者の対応を一覧にして、誰が見ても対応できるようにしている。強
引な保護者の対応は、必ず複数対応で行い、応援体制と状況の連絡を行えるようにしている。強引に施設内に入ろ
うとしても、一斉施錠できる電気錠となっている。

（９）　心理的ケア



①
A36　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。

a

【コメント】

② A37　「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

【コメント】

③ A38　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。

a

【コメント】

① A39　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

【コメント】

①
A40　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

【コメント】

① A41　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。

b

【コメント】

（１０）　学習・進学支援、進路支援等

 外部から学習塾を入れ実施している。中学生は、教師がﾎﾞﾗﾝﾃｲｱで毎週１回学習支援を行っている。学習支援員を3
名配置し、進路に向けた支援をしている。小学生については学習ボランティアによる援助も行っている。学校とも
連携をし、忘れ物があれば連絡をしてもらい対応している。障がいを持つ児童に対しては、学校、子家Cとカンファ
レンスを行い、必要に応じて支援学級入級を保護者に説明しする等支援を強めている。

（１３）　スーパービジョン体制

 基幹的職員と総主任が連携して役割を担っている。報告・相談の徹底と組織的に対応することをめざしている。
スーパービジョン研修にも参加している。園内では総主任が中心となり研修委員会を立ち上げ、初任者・2年目研修
などの研修を実施している。

 学校との連携も図りながら、進路選択については早い段階から子どもたちにインフォメーションしている。奨学金
の情報も担当職員を中心に子どもたちに伝え、職員と一緒に申請書の記入に努めている。大学進学の扉は開けたも
のの、経済的裏付けが不充分な現状である。公的援助の実現を目指し、施設から社会に発信していくことを望む。

 社会経験を積む為、積極的にアルバイトに行くよう働きかけている。（アルバイトの際のマニュアルあり）　支援
児も含め、職場体験や実習の機会を作り、また各種見舞金や寄付金を利用して、運転免許、介護ヘルパー、パソコ
ン資格等の習得を奨励している。ソーシャルスキルトレーニングの参加を実施したり、司法書士講座を開いてい
る。小中学生については、悪徳商法など社会でのトラブルについて学ぶ機会を設けている。

（１１）　施設と家族との信頼関係づくり

 幼児ブックとして毎月発行している「ちゅうりっぷだより」を保護者に郵送し、子どもたちの施設の生活や成長ぶ
りを定期的に伝える等、家族との信頼関係を築く努力をしている。保護者には施設の担当職員と主任・総主任がい
つでも相談できる窓口であるとして伝え、体制をとっている。外出・外泊・面会後は、こどもに話しを聞き、問題
のある場合は、児童相談所に報告、相談をしている。親や家庭がかかえる困難や課題の解決のため、関係機関との
連携の強化に家庭支援専門相談員の役割が重要であり、具体的な業務の明確化が望まれる。

（１２）　親子関係の再構築支援

 特に親子関係の再構築については、児童相談所との連携が不可欠だが、生活の場として日々子どもを見守り、家族
の悩みの相談を受けるというふたつの側面を持っている。家庭支援専門相談員がいるもとで施設として何が独自に
行えるかを協議検討することを期待したい。


