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① 第三者評価機関名 

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 

 

②評価調査者研修修了番号 

SK15123 

 

② 施設の情報 

名称：山口県立育成学校 種別：児童自立支援施設 

代表者氏名：施設長 蔵本 満敦 定員（利用人数）： １２名（１１名） 

所在地：〒７５３－０１２４ 山口市大内氷上７丁目５番１号                     

TEL：０８３－９２７－０３０４ ホームページ： 

【施設の概要】 

 開設年月日 明治４５年 

 経営法人・設置主体（法人名等）：山口県 

 職員数 常勤職員：      ２３名 非常勤職員      １０名 

 専門職員 校長          １名 栄養士         １名 

主幹          １名 指導課長        １名 

総務課長        １名 児童自立支援専門員   ９名 

総務課主任       １名 臨時生活支援員     ６名 

保健師         １名 運転士         １名 

施設・設備 

の概要 

（居室数）        室 （設備等） 

  

 

④理念・基本方針 

１）子どもの人権を守り、「最善の利益」を考えた支援 

２）子どもをかけがいのない存在として大切にし、愛情に満ちた一貫性のある支援 

３）子ども一人ひとりが主体者となるよう施学一体の支援 

４）子どもは地域・社会で育つという認識に立った環境づくり 

 

⑤施設の特徴的な取組 

なぜ非行に至ったか、そうせざるを得なかったかという目で子ども達を見ると、これ

までの人間関係の貧しさに思い当たります。 

当施設では、家庭的な温もりを大切にし、対話を重視する取組みに重点を置いていま

す。苦情解決制度、到達度評価（子ども達自身による評価についての面談）、担当職員

との外出などをその一環として位置づけており、また、生活のさまざまな場面において

できるだけ子ども達に選択肢を示す工夫をしています。 



⑥第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 平成２９年６月３０日（契約日） ～ 

平成３０年３月２９日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期） ２回（平成２６年度） 

 

⑦総評 

◇特に評価の高い点 

入所児童の日常生活上の要望を丁寧にくみ取り具体的に叶える取組の積み重ねは、入所

児童自身が日常生活の中で主体性を発揮しながら生活の満足度を高め、より良い自立に

向かうための大切な支援です。これを限られた人員体制の中で実践する背景には、職員

の相互理解と協力や、現場職員としての経験を持つ校長のリーダーシップが発揮されて

いると考えられ、その取組姿勢は高く評価できるものでした。また、小舎制を維持しな

がら、職員２人態勢で子どもたちに関わっておられ、「枠のある生活」の中にも子ども

の意見をできるだけ取り入れようとしておられる点は評価できます。 

 

◇改善を求められる点 

地域の福祉ニーズを把握して公益的な取組を実施するマンパワーが確保できない状

況にあることを、今後検討していただきたい課題としました。施設が必要と考える職員

数が充足しているとは言えない体制の中で、入所児童への充実した支援に加えて地域に

向けた公益的な取組を実施するには、より一層の創意工夫が必要になるかと思います。

働きやすい職場づくりとのバランスを考慮しつつ、少しずつ進めていかれるよう期待し

ています。また、心理的ケアにおいて、非常勤の職員で対応されており、厳しい状況で

すので、できる範囲で充実させることを望みます。 

 

⑧第三者評価結果に対する施設のコメント 

自己評価の過程を通じて、自らの業務を振り返ることができました。新任職員にとっ

ては、児童自立支援施設のあり方や、業務マニュアルについて学ぶ良い機会となったと

思います。 

前回の評価から３年間で事業を見直し、改善できた点もありました。 

今回の評価結果も職員全体に周知し、次年度以降の事業計画に反映させたいと思って

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） 

 第三評価結果（児童自立支援施設） 

※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 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。 a・b・c 

<コメント> 

理念や理念を支える基本的な考え方が明文化されており、業務概要やパンフレット、校内掲

示により周知が図られていることから評価した。 

 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

「平成２７年度育成学校の経営の方向性（中長期ビジョン）」において、平成２７・２８

年度については、運営体制及び施設経営の観点から分析されている。また、平成２９年度は

達成状況の見直しを行うことが定められており年度内に実施の予定とのことであった。 

加えて、校長とのヒアリングにおいて、最近の入所児童像の変化について把握し、対応

を工夫していることが確認できたことなどから評価した。 

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。 a・b・c 

<コメント> 

校長とのヒアリングにおいて、経営課題については年度当初に確認し、校長により取組

の方向性が示されていることが確認できた。また、入所児童のニーズを把握し、２寮体制

から３寮体制に変更するなど、具体的な取組が進められていることなどから評価した。 

 

 



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。 

a・b・c 

<コメント> 

「平成２７年度育成学校の経営の方向性（中長期ビジョン）」において、長期・中期・短期

目標が示されていることから評価した。 

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・b・c 

<コメント> 

「平成２７年度育成学校の経営の方向性（中長期ビジョン）」において示された重点的な

取組事項が「平成２９年度業務概要」の経営方針に反映されていることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

「平成２９年度業務概要」及び年間行事計画等は、職員参加のもと作成されており、配布

により周知されていることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

年間行事計画を掲示して入所児童に周知し、保護者には広報誌や電話等により年間の

事業内容について周知して理解を得るとともに、行事等への参加を促していることなど

から評価した。 

 

Ⅰ-４ 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 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・b・c 

<コメント> 

３ヶ月ごとに全職種が参加する支援計画会を開催し、支援内容の評価・分析と計画の立案

に取り組んでいる。また、その内容について児童相談所と共有しながら支援の質の向上に

努めていることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

評価結果について分析して改善を計画し、児童相談所を交えて取り組んでいることから

評価した。 



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。 

a・b・c 

<コメント> 

校長の具体的な取組については、「平成２９年度業務概要」の経営方針において示されて

いる。また、校長とのヒアリングにおいて、職員会議や関係機関との会議等の場で、施設運営の

方針について明確に示し、理解を得るよう取り組まれていることが確認できたことから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

校長とのヒアリングにおいて、遵守すべき法令等について正しく把握し、職員会議の中

で周知するなど理解を得るために取り組まれていることが確認できたことから評価した。 

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 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。 

a・b・c 

<コメント> 

校長は、実践現場の経験を生かしてスーパーバイザーとして支援計画会に参加し、現場

職員と同様の勤務にも参加するなど、経営管理のみならず入所児童への支援についても

指導力を発揮していることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

支援の質や業務の効率化に向けて職員の勤務シフトを改善するなど、実践現場経験者と

しての強みを生かして、積極的に取り組まれていることから評価した。 

 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

公立であるため人材確保については、県人事課に要望する対応となることから、施設単

位で具体的に計画して実施することそのものが困難な現状において、施設としての取組を

評価するのは苦しいところであるが、現在、施設が必要と考える人員数が十分確保できて

いるとは言えない状態とのことから、取組が十分とは言えないと評価した。 



15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・b・c 

<コメント> 

県の人事基準に沿って総合的な人事管理が行われている。期待される職員像については、書

面で明確にされており、職員に周知されていることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

職員が月に１度は土日の休日を確保できるよう配慮するなど働きやすい職場づくりに 

努めているが、少人数による交代制であり取組には限界がある。公立であり、人員体制の

改善について施設単独で取り組むことが困難であることは考慮するものの、職員個々の 

ワークライフバランスに配慮した職場づくりができているとは言えないことから評価した。 

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。 a・b・c 

<コメント> 

施設としての「期待される職員像」は明確であるものの、県人事課の決定による定期的

な人事異動が想定されることから、職員自身が、施設での将来的な目標を設定することが

難しい側面があるとのことであった。職員一人ひとりの育成に向けた目標管理が施設単位

で十分に行われているとまでは言えないことから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

施設としての方針に基づいて研修計画が立案されており、予定通りに実施されていることか

ら評価した。 

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。 a・b・c 

<コメント> 

外部研修の参加においては、職員各自のスキルや希望が考慮されており、復命研修を実施し

て職員全体のスキルアップにつなげるなど、工夫した取組がなされている。施設としては新

人職員に対するＯＪＴが確立していないところが今後の課題とのことで、現在は教育・研修が

十分に行われているとまでは言えないと評価した。 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の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・b・c 

<コメント> 

社会福祉士養成課程や教職課程の実習生を積極的に受け入れ、実習実施計画書に基づいて積

極的に取り組んでいることから評価した。 

 

 

 

 



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・b・c 

<コメント> 

ホームページは開設していないが、広報誌「育成だより」に第三者評価の受審結果や苦情の

内容と対応の結果等を掲載し、県内の中学校等へ配信している。施設単位で可能な取組を積

極的に行っていることから評価した。 

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・b・c 

<コメント> 

内部監査（会計管理局）、外部監査（公認会計士）による監査が定期的に行われており、

財務に関する日常的な事務手続はダブルチェックを行うなど、健全な内部牽制体制が構築

されていることから評価した。 

 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

運動会やバーベキュー大会などに地域の方を招き、交流を広げるための取組がなされてい

る。また、職員が自治会の集会に参加して、施設に対する地域住民の理解につながるよう努力

していることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

ボランティアの受け入れにおいては、活動申込書により登録を受け付け、受け入れマニュア

ルに基づいて、入所児童の個人情報保護に理解を得るよう働きかけるなど、受け入れ体制

が確立されている。また、整備した体制の中で、定期的な受け入れ実績もあることから、

積極的な取組がなされていると評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

施設内の職員会議のみならず、児童相談所や原籍校との定期会議を設け、必要時に連絡

を取るなど、外部機関との連携に積極的に取り組んでいる。自己評価では地域とのネット

ワークが今後の課題とあるが、これに関しては、入所児童に対して他のサービス種別とは

異なる配慮も必要となることを勘案し、実情を踏まえた取組としては適切であると評価した。 



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・b・c 

<コメント> 

地域住民に体育館やグラウンドを貸し出すなど、施設の機能を地域に開放している。災害時

の役割については、市の立案する計画に基づいて対応する体制となっていることから評価した。 

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・b・c 

<コメント> 

施設が必要と考える人員数が充足しているとは言えない体制の中で、地域の福祉ニーズ

を把握し、公益的な取組を実施する余裕が持てないとのことであった。今後の課題である

と評価した。 

 

評価対象Ⅲ 適切な支援の実施 

Ⅲ-１ 子ども本位の支援 

 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。 

a・b・c 

<コメント> 

子どもの人権を守り、尊重する姿勢を理念に掲げている。また、虐待防止や権利擁護を

テーマとした研修を実施するなど、施設内の共通認識づくりに取り組んでいることから評

価した。 

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

支援提供が行われている。 

a・b・c 

<コメント> 

プライバシーポリシーを策定して施設の説明資料に掲載しているほか、入所児童の寮内

にも掲示し、周知に努めている。また、寮生活を送る児童の入浴方法や居室の環境整備に

おいてもプライバシーの保護に向けた取組がなされていることから評価した。 

Ⅲ-１-(２) 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支援選択に必要な情報

を積極的に提供している。 

a・b・c 

<コメント> 

施設での生活が分かる基本的な資料として「育成学校のくらし」が作成されているほか、昨

年度はパンフレットを施設の特性や支援の内容がわかるものに更新している。また、施設

の見学の希望者には柔軟に対応していることなどを、支援の選択に必要な情報の提供に努め

ていると評価した。 

 

 



31 Ⅲ-１-(２)-② 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。 

a・b・c 

<コメント> 

今年度から同意書を整備され、施設での支援に関する説明と同意については、児童相談

所と連携して慎重に対応している。また、支援の開始時は「育成学校のくらし」を用いて

規則や生活の流れについて分かりやすく説明するよう努めている。さらに、入所開始時か

ら２泊３日は個別寮にて職員が寝食を共にし、生活に慣れるための支援を行っていること

などから評価した。 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 措置変更や地域・家庭への移行等にあたり支援の 

継続性に配慮した対応を行っている。 

a・b・c 

<コメント> 

退所後の電話・面会等によるフォローアップを実施しており、その内容が記録されてい

ることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

校長との面談や外部委員による面談等、入所児童の意向をくみ取る機会を設けている。また、

日常のコミュニケーションでは児童が要望を伝えやすい関係づくりを意識して取り組み、

要望のあった小遣いの導入や外出支援などを実現し、入所児童の満足の向上に努めている。

一方、入所児童の満足に関する調査の担当部署や検討するための会議、子ども会などが未

整備で、今後の課題であることから評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

苦情解決要領が整備されており、苦情解決窓口については入所児童が理解しやすいよう

校内や寮にポスターを掲示している。苦情への対応については、改善点を「育成だより」

に記載して周知し、対応等の記録も適切に保管されていることから、苦情解決の仕組みが

確立しており実際に機能していると評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

担当職員との個別面談や校長との面談の機会を設けて、相談の機会と相談する相手を選

択できる体制を整備しており、入所児童は苦情解決要領に係るポスターの掲示により意見

を述べる機会が確保されていることを理解している。相談するスペースについては、相談

室や寮職員室等を活用しているほか、入所児童と個別に会話するタイミングを活用して対

応するなど工夫されていることから評価した。 

 

 



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。 

a・b・c 

<コメント> 

組織的に対応するためのマニュアルが整備されており、校長との面談や外部委員による面談

等、入所児童の意向をくみ取る機会を設けている。また、日常のコミュニケーションでは児

童が要望を伝えやすい関係づくりを意識して取り組んでいること、実際に苦情だけでなく

要望についても具体的に実現している実績があることから評価した。 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な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。 

a・b・c 

<コメント> 

リスクマネジメントに関するマニュアルが整備されており、事故発生時には再発防止策

を検討しているが、安全確保策の定期評価や見直しは行われておらず、取組が十分とまで

は言えないと評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

感染症予防策と発生時の対応に関するマニュアルが整備されており、季節ごとに流行の

兆しのある感染症の予防については、施設内で研修が実施されている。また、保健師が寮

に出向いて衛生状態を指導していることなどを評価した。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

災害発生時の対応マニュアルが整備されており、避難訓練計画書に基づいて月ごとに

様々な災害を想定した避難訓練が実施されるなど、積極的な取組がなされている。また備

蓄品については数日分を確保しており、更に充実させるために整備を進めていることなど

を評価した。 

 

Ⅲ-２ 支援の質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する支援の標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する支援について標準的な実施方法が文書化

され支援が提供されている。 

a・b・c 

<コメント> 

提供する支援について標準的な実施方法が文書化されておらず、今後の課題であると評価し

た。 

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。 

a・b・c 

<コメント> 

入所児童の評価方法については、平成２７年度に見直しを行っている。また、自立支援計

画については３か月ごとの会議で見直しを行っているが、標準的な実施方法の検証と見直しに



ついては定期的に実施しておらず、今後の課題であると評価した。 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより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支援実施計画を

適切に策定している。 

a・b・c 

<コメント> 

児童相談所のアセスメントをベースに、施設での生活を踏まえて再アセスメントを行ってい

ることや、入所児童のニーズについては「入所目的」の形で入所児童自身に確認している

ことから、個別的な自立支援計画を適切に策定しているものと評価した。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に支援実施計画の評価・見直しを行っている。 a・b・c 

<コメント> 

自立支援計画の評価や見直しが、支援計画会の中で３か月ごとに行われていることや、

自立支援計画を緊急に変更する場合は、特別指導により対応することが仕組みとして整備

されていることから評価した。 

Ⅲ-２-(３) 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。 

a・b・c 

<コメント> 

記録は毎日行われ、職員が寮毎に設置されたパソコンで確認できるようネットワーク化

されている。また、月ごとに印刷して、管理職についても確認できるよう工夫されている 

ことから職員間で共有化されていると評価した。 

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。 a・b・c 

<コメント> 

個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーに記載し、入所児童やその保護者

に説明している。また、記録の管理は県の規程に基づいており、記録の管理者（主幹）も

設置されていることから評価した。 

 

内容評価基準（41 項目） 

※「共通評価基準評価対象Ⅲ 適切な支援の実施」の付加項目 

 

Ａ-１ 子ども本位の支援 

 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、日々の支援において実

践している。 

a・b・c  

<コメント> 

一人ひとりの入所児童が抱える問題や課題に対し、組織規制に基づき、柔軟かつ最善の

利益になるよう努力されている。個別での対応にはできる限り意向を尊重して関わって

いるが、ルールが多いため規制がかかることもあり、今後の課題であると評価した。 



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。 

a・b・c  

<コメント> 

職員同士で個々の情報把握と家庭環境に応じて行うようにしている。また、母子手帳を

見ながら生い立ちについて自然な形で入所児童と話をする等、機会をとらえてできること

から取り組んでいる。しかし、入所期間が短いなどの理由からできないこともあり、入所

当初から一人ひとりどのように進めていくかなどの方針の関係者間での共有が望まれると

評価した。 

Ａ③ Ａ-１-(１)-③ 特別支援日課など子どもの行動などの制限については、

子どもの安全の確保等のために、他に取るべき方法が

ない場合であって子どもの最善の利益になる場合に

のみ、適切に実施している。 

a・b・c  

<コメント> 

特別支援日課についてのマニュアルが作成されており、画一的にならないよう検証も行

われている。入所当初は受け入れることが難しい入所児童も次第に理解し、適切に実施さ

れていることが確認できた。今後は定期的な検証が望まれると評価した。 

Ａ-１-(２）権利についての説明 

Ａ④ 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。 

a・b・c  

<コメント> 

入所児童に「育成学校のくらし」や「権利ノート」を使って説明している。今後は、職員や

入所児童に権利の学習をする機会が求められると評価した。 

Ａ-１-(３) 他者の尊重  

Ａ⑤ 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。 

a・b・c 

<コメント> 

地域交流として地域の方と一緒に自治会活動、運動会、しめ縄づくりをする等に取り組

んでいるが、入所児童が少ないこともあり、相互の交流は少ないことから評価した。 

Ａ-１-(４）被措置児童等虐待対応 

Ａ⑥ 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。 

a・c 

<コメント> 

職員は研修を通して学ぶ機会があり、職員の意識醸成やマニュアルの整備ができている

ことから評価した。 

Ａ⑦ Ａ-１-(４)-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。 

a・b・c  

<コメント> 

常に職員が２名勤務する体制を取っており、不適切な行為につながらないように努力して

いる。今後は、さらに未然の防止につながるよう、ヒヤリハット事例などを通して検証を

されることを期待して評価した。 



Ａ⑧ Ａ-１-(４)-③ 被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅

速かつ誠実に対応している。 

a・b・c  

<コメント> 

マニュアルを整備されており、年１回の研修機会を設けて新任職員は必ず参加すること

となっている。入所児童への周知を進める必要があることから、今後の課題と評価した。 

Ａ-１-(５) 思想や信教の自由の保障 

Ａ⑨ 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。 

a・b・c 

<コメント> 

施設の方針として、保障する考えであることが確認できたことから評価した。 

Ａ-１-(６) 子どもの意向や主体性への配慮 

Ａ⑩ Ａ-１-(６)-① 施設が行う支援について事前に説明し、子どもが 

主体的に選択（自己決定）できるよう支援している。 

a・b・c  

<コメント> 

「育成学校のくらし」によって、施設での支援がどのように行われるかを説明している。

さらに、自分のことを自分で考えて自己決定できる方向につなげるため、入所児童の発達

に沿って、適切に情報提供をされることを期待して評価した。 

Ａ⑪ Ａ-１-(６)-② 子ども自身が自分たちの生活全般について自主的

に考える活動を推進し、施設における生活改善や自立

する力の伸長に向けて積極的に取り組んでいる。 

a・b・c 

<コメント> 

日常生活において、特に休日の過ごし方について入所児童の意見を取り入れている。ま

た、行事などを通して自主性を育てる取組もしている。入所児童の意見を導入した後の経

過を観察し、さらに発展されることを期待して評価した。 

Ａ-１-(７) 主体性、自律性を尊重した日常生活 

Ａ⑫ Ａ-１-(７)-① 日常生活のあり方について、子ども自身が自分たち

の課題として主体的に考えるよう支援している。 

a・b・c 

<コメント> 

職員の対応や枠のある生活で、入所児童は守られている感覚を取り戻している姿が見られた。

これからは、さらに子どもたちが自分たちの生活として主体的に考えられるように職員が

関わる工夫が求められることから評価した。 

Ａ⑬ 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。 

a・b・c  

<コメント> 

職員と一緒に買い物に出かけ、お小遣いを使う機会を設けており評価できる。社会で生活

するうえで経済観念は非常に大切であり、消費者教育や被害に合わないためのソーシャル

スキルトレーニングをできる範囲で進める必要があり、今後の課題であると評価した。 

 

 

 



Ａ-１-(８) 継続性とアフターケア 

Ａ⑭ Ａ-１-(８)-① 家庭引取りにあたって、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・b・c  

<コメント> 

児童相談所と連携をとりながら、通信や訪問による支援を行っているが、遠距離のケー

スは訪問も頻繁にはできず、支援の方法にさらなる工夫を要するため、今後の課題と評価

した。 

Ａ⑮ Ａ-１-(８)-② 子どもが安定した社会生活を送ることができる 

よう通信、訪問、通所などにより、退所後の支援を

行っている。 

a・b・c  

<コメント> 

通信や訪問による退所後の支援を行っているが、通所支援を視野に入れたケースはない

ことから評価した。 

 

Ａ-２ 支援の質の確保 
Ａ-２-(１) 支援の基本 

Ａ⑯ Ａ-２-(１)-① 子どもを理解・尊重し、その思い・ニーズをくみ  

取りながら、子どもの発達段階や課題に考慮した上で、

子どもと職員との信頼関係の構築を目指している。 

a・b・c  

<コメント> 

小集団での養育や継続した個別担当制で入所児童と関わっていることから、入所児童一人

ひとりと向き合っており、入所児童と職員との関係性は大切にされている。職員が個別に

関わるからこそ、今後はばらつきが起こらないようにすることが求められることから評価

した。 

Ａ⑰ Ａ-２-(１)-② 子どものニーズをみたすことのできる日常的で 

良質な生活を営みつつ、職員がモデルとなることで、

子どもの協調性を養い、社会的ルールを尊重する 

気持ちを育てている。 

a・b・c 

<コメント> 

「育成学校のくらし」にルールや約束が書かれており、それに沿っての生活はできて

いるが、一般社会のルールの中での生活ではないので、社会性を培う取組が望まれること

から評価した。 

Ａ⑱ Ａ-２-(１)-③ 集団生活の安定性を確保しながら、施設全体が愛情

と理解のある雰囲気に包まれ、子どもが愛され大切

にされていると感じられるような家庭的・福祉的 

アプローチを行っている。 

a・b・c 

<コメント> 

小集団での生活で、入所児童一人ひとりに自分のコップが準備されており、個を大切に

していることが評価できる。また、個別のかかわりを大切にされ、入所児童の強みに目を

向けた支援を進めている。この支援を継続し、今後は、入所児童同士の影響があることに

さらに注目することが求められることから評価した。 



Ａ⑲ Ａ-２-(１)-④ 発達段階に応じて食事、睡眠、排泄、服装、掃除等

の基本的生活習慣や生活技術が習得できるよう支援

している。 

a・b・c 

<コメント> 

日々リズムのある生活が送られており、発達段階に応じた基本的生活習慣が身に着く

よう支援されていることから評価した。 

Ａ⑳ Ａ-２-(１)-⑤ 多くの生活体験を積む中で、子どもがその問題や事態

の自主的な解決等を通して、子どもの健全な自己の成長

や問題解決能力を形成できるように支援している。 

a・b・c  

<コメント> 

休日は特に、自由時間に入所児童が自発的に活動できるように支援されている。規制の

ある中での生活ではあるが、できる限り施設外へ出る機会を増やし外とのつながりが持て

るようにされている。さらに他者との協働などを経験する機会を設けることで、自己成長

につながると考えられることから評価した。 

Ａ㉑ Ａ-２-(１)-⑥ 子どもの行動上の問題を改善するために、自ら行った

加害行為などと向き合う取組を通して自身の加害性・

被害性の改善や被害者への責任を果たす人間性を形成

できるように支援している。 

a・b・c  

<コメント> 

加害行為を行った場合には、「児童の行動上の問題にかかわる処遇についての基本的な考え」

に沿って支援を行っている。個別指導を通して、効果の検証を行うシステムを作っている。

また、被害の視点からのケアを大切にして取り組んでいる。入所児童自身がその問題の原因

や背景について考え自分と向き合い、自己責任感を高めていけることを期待して評価した。 

Ａ-２-(２) 食生活  

Ａ㉒ Ａ-２-(２)-① 団らんの場として和やかな雰囲気の中で、食事を 

おいしく楽しく食べられるよう工夫し、子どもの嗜好

や栄養管理にも十分な配慮を行っている。 

a・b・c 

<コメント> 

入所児童は、陶器の食器や自分のコップを使っており、暖かい雰囲気である。おいしい

食事とともに和やかに会話している食事風景がある。 

Ａ㉓ Ａ-２-(２)-② 子どもの生活時間にあわせた食事時間の設定を 

含め、子どもの発達段階に応じた食習慣の習得など

食育を適切に行っている。 

a・b・c 

<コメント> 

入所児童たちの主体的な生活が送られている。自分で釣った魚を調理したり、お菓子づくり

にチャレンジしたりしている。また、食事の準備や片づけも行っていることから評価した。 

 

 

 

 



Ａ-２-(３) 衣生活 

Ａ㉔ Ａ-２-(３)-① 衣服は清潔で、体に合い、季節に合ったものを提供し、

衣習慣を習得できるよう支援している。 

 

a・b・c  

<コメント> 

季節に応じた衣類が準備されており、私服を着る機会もある。衣類の繕いは職員がする

ことが多いが、アイロンがけは入所児童が取り組むこともある。今後は、自分でボタンを

つけるなどの繕い物ができるように支援されることを期待して評価した。 

Ａ-２-(４) 住生活 

Ａ㉕ Ａ-２-(４)-① 居室等施設全体が、子どもの居場所となるように、

安全性、快適さ、あたたかさなどに配慮したものに

している。 

a・b・c  

<コメント> 

できる限り個室で過ごせるようにし、他の入所児童が勝手に部屋に入ることがないよう

にしている。中庭などに花を植えるなどすると、生活に潤いが出ることが期待できること

から評価した。 

Ａ-２-(５) 健康と安全 

Ａ㉖ 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。 

a・b・c  

<コメント> 

入所児童の健康について職員が毎日、健康観察簿を用いて観察している。今後は、危険個所

について、入所児童と共に確認し把握すると自分で自分を守ることにつながるため、その

ような取組が望まれることから評価した。 

Ａ㉗ 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、異常がある場合は

適切に対応している。 

a・b・c 

<コメント> 

保健師を配置しており、入所児童の健康管理が適切にされている。特に医療機関にかかって

いるケースが多く、服薬管理等の配慮がきめ細かくされていることから評価した。 

Ａ-２-(６) 性に関する教育 

Ａ㉘ Ａ-２-(６)-① 子どもの年齢・発達段階に応じて、異性を尊重する

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・b・c  

<コメント> 

性に関するプロジェクトチームを作り、助産師の協力のもと、入所児童の課題に合わせ

た性教育を実施している。今後、継続的で発展的な取組みがなされることが望まれること

から評価した。 

 

 

 



Ａ-２-(７) 行動上の問題及び問題状況への対応 

Ａ㉙ Ａ-２-(７)-① 子どもに暴力、不適応行動、無断外出などの行動上

の問題があった場合には、関係のある子どもも含めて

適切に対応している。 

a・b・c 

<コメント> 

無断外出における職員の対応マニュアルを整備し、対応している。関係機関とも定期的

に検討する場を設け、支援している。また、自傷行為につながる起因に対しても配慮がな

されている。入所児童とともになぜ発生したのか等、メカニズムを分析していくことで、

以後の生活に役立てることを今後の課題として評価した。 

Ａ㉚ Ａ-２-(７)-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徹底している。 

a・b・c  

<コメント> 

職員の勤務体制を２名とし、問題が起こりにくい環境にしている。障害の特性から入所

児童同士の摩擦にも配慮されている。暴力防止のプログラムを取り入れる等の支援の展開

が図られるとさらに問題の軽減が徹底されることから評価した。 

Ａ㉛ Ａ-２-(７)-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、施設内で安全が確保されるよう

努めている。 

a・b・c  

<コメント> 

児童相談所と定期的に話し合いを持ち対応している。強引な引き取りに特化したマニュアル

はないが、緊急対応基準に沿って対応している。緊急時の職員体制づくりに努めることに

ついて、今後の課題として評価した。 

Ａ-２-(８) 心理的ケア  

Ａ㉜ Ａ-２-(８)-① 被虐待児など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。 

a・b・c 

<コメント> 

心理療法担当職員が非常勤であるため十分なケアができない状況であり、記録のみでの

共有となっている。できる範囲での充実を図る必要があることから評価した。 

Ａ-２-(９) 学習・進学支援、進路支援等 

Ａ㉝ Ａ-２-(９)-① 学習環境の整備を行い、個々の学力等に応じた学習

支援を行っている。 

a・b・c  

<コメント> 

学習支援の学生ボランティアを導入されている。しかしながら、特定の寮のみとなって

いるようであり、今後は、受け入れを増やし、継続的に受け入れることで、学習環境のさ

らなる充実が望まれることから評価した。 

Ａ㉞ Ａ-２-(９)-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。 

a・b・c  

<コメント> 

進路に関しては、学校や保護者を交えて話をして入所児童が自己決定できるよう取り組

んでいる。大人が持っている多方面の情報を子どもに伝えることで、さらに子どもの利益

につながるよう図られることを今後の課題として評価した。 



Ａ㉟ Ａ-２-(９)-③ 作業支援、職場実習や職場体験等の機会を通して、

豊かな人間性や職業観の育成に取り組んでいる。 

a・b・c  

<コメント> 

職場体験は分校主体で、２日間実施されている。また、敷地内の畑で作物を育てており、

自然の中での情操教育に取り組んでいる。今後は、ソーシャルスキルトレーニングや退所

した児童による講話の場を計画的に設けること等を期待して評価した。 

Ａ㊱ Ａ-２-(９)-④ 施設と学校との親密な連携のもとに子どもに対して

学校教育を保障している。 

a・b・c 

<コメント> 

学校教員と施設職員が同じ事務室内におり、常に連携が取れている。職員朝礼、職員会議

も合同で行っている。学期ごとに入所児童の原籍校との連携も図られていることから評価した。 

Ａ㊲ Ａ-２-(９)-⑤ スポーツ活動や文化活動を通して心身の育成を 

図るとともに、忍耐力、責任感、協調性、達成感   

などを養うように支援している。 

a・b・c 

<コメント> 

入所児童が少ない中、工夫しながらできるスポーツをし、外部のボランティアの活用を

しながら月１回お菓子づくりや消臭剤づくりなどの文化活動も行っていることから評価した。 

Ａ-２-(１０) 通所による支援 

Ａ㊳ Ａ-２-(１０)-① 地域の子どもの通所による支援を行っている。 a・b・Na 

<コメント> 

通所支援は実施していない。 

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。 

a・b・c  

<コメント> 

児童自立支援専門員と主幹が中心に相談対応をしている。家族との信頼関係に努めてい

るが、専任の家庭支援専門相談員がおらず、寮での生活支援の傍ら行うことになるため、

十分な時間が割けない状況であることから評価した。 

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。 

a・b・c  

<コメント> 

家族関係が希薄にならないように、入所して落ち着いてきたら帰省をしながら親子関係

の再構築につなげている。保護者の仕事の都合などにより面会や帰省が施設側の思惑どお

りに進まなかったり、勤務の都合で保護者来校時に担当職員が会えないなどの状況がある

ことから評価した。 

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。 

a・b・c  

<コメント> 

校長、主幹、指導課長がスーパーバイザーを担っている。主には、グループスーパー   

ビジョンを行っていることが確認できたが、今後は、体制確立が期待されることから評価した。 


