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岩手県福祉サービス第三者評価の結果 

①第三者評価機関名 

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会 

②評価調査者研修終了番号 

SK15155・S15085・S24293・S24294・S25125・S25126 

③施設の情報 

施設名称:岩手県立杜陵学園 種別:児童自立支援施設 

代表者（職名）氏名: 園長 菅野 啄也 定員・利用人数:  45（暫定 13） 名 

所在地:岩手県盛岡市厨川二丁目 3－1 

TEL:019－641－3365 ホ ー ム ペ ー ジ : 

http://www.pref.iwate.jp/iryou/kikan/toryou

/index.html 

【施設・事業所の概要】 

開設年月日:昭和 23 年 4 月 1日 

経営法人・設置主体（法人名・理事長名等）: 岩手県 知事 達増 拓也 

職員数 常勤職員: １２  名 非常勤職員: ２２  名 

専門職員 

施設長：       １名 家庭支援専門相談員：  １名 

児童自立支援専門員：１０名 嘱託医：        ２名 

職業指導員：     １名（兼務） 栄養士：        １名 

個別対応職員：    １名（兼務） 調理師：        ０名（委託）

児童生活支援員：   ０名  

  

  

  

施設・設備 

の概要 

居室・定員４名:１２室 暖房 

居室・定員３名：３室 暖房 

  

  

  

④理念・基本方針 

○ 理念（学園訓） 

自立自尊（自立：自分で良く考えて、自分の力で物事をやっていくこと。自尊：人間として

自分の誇りを失わないように、自分の行いをつつしみ、自分を大切にしていくこと。）

○ 基本方針 

児童福祉法に基づき、子どもの健全な発達・成長のための「最善の利益の確保」など子ども

の権利擁護を基本として、子どもが抱えている問題性の改善・回復や発達課題の達成・克服な

ど、一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な指導、教育を行い、保護者、学校、関係機関及

び地域社会の協力を得ながら、健全な社会の一員として自立できるよう支援する。 

⑤施設・事業所の特徴的な取組（サービス内容） 



⑥第三者評価の受審状況 

評価実施期間 
平成 27 年 11 月 2 日（契約日） ～ 

平成 28 年 3 月 10 日（評価結果確定日）

受審回数（前回の受審時期）  2 回目（平成 24 年度） 

⑦総評 

◇ 特に評価の高い点 

○ 子どもの発達段階に応じた食習慣の習得や自立に向けた食育の実施 

 食に関する指導目標が、「食育の長期目標」「食育の中期目標」「指導上の留意点」の内容で整備

されている。生活時程表に沿って、基本的生活習慣の確立を目指した取組は徹底している。食事

の準備、片付けなど、当番・係を決めて各自責任を持って行っている。年 2 回の調理実習と年 8

回の調理体験を通じて、自立的な「食」に対する関心を高める＝食育による支援を実施している。

◇ 改善が求められる点 

○ 中・長期計画の策定及び福祉人材の育成と確保 

 平成 27 年度にいわて子どもプランが改定され、岩手県子ども・子育て支援事業計画において県

内の社会的養護体制の方向性が示されているが、児童自立支援施設についての記述が見られない。

施設においては、現状と課題を明らかにしており、理念や基本方針の実現に向けたビジョン（目

ざすもの）は明確にされているので、県との協議を深め、施設としての中長期計画の策定に期待

したい。 

 また、施設が目標とする支援の質を確保するため、必要な福祉人材の確保が必要である。施設

としては、「杜陵学園の現状と課題」「生活指導補助員の勤務区分の新設及び任用人数の増員要求

について」をまとめ、必要な人材の配置や専門職の雇用について、一定の方向性を示しながら取

り組まれているが、人材確保に課題が見られる。専門的・個別的支援が必要な利用児が増える中

で、子どもや家族の特性やニーズに対応できるよう、施設の目的の達成や機能の維持のために必

要な人員体制、専門職の育成について、計画的なビジョンを持ち、それを内外に示していくこと

が望まれる。特に、医療的ケアが必要な利用児が増えている現状から、心理職や看護師の専任配

置が求められる。さらに、施設職員の平均在職期間は 1年 5ヵ月と短期間で異動するなど、施設

運営上の課題を抱えている。児童自立支援施設の実情に沿って、より専門的な人材の定着に向け

て、計画的・継続的な取組が求められる。 

⑧第三者評価結果に対する事業者のコメント 

子どもの発達段階に応じた食習慣の習得や自立に向けた食育について特に高い評価をいただ

いたところですが、今後も運営理念としている学園訓「自立自尊」を職員、子ども共通の目標として

掲げ、一人ひとりの子どもの状況に応じた自立に向けて更に努力して参ります。 

また、課題とされた中・長期計画の策定及び福祉人材の育成と確保については、県立施設である

ことから、県主管課等と中・長期的計画の策定の検討を行うとともに、必要な人材の配置や育成につ

いても人事担当課への要望や協議を行い、その実現に向けて努力して参ります。 

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。  

○ 枠のある生活：①空間的な枠組み、②時間的な枠組み 

○ 支援の三本柱：①生活指導、②学習指導、③作業指導・スポーツ 

○ 安心、安全な生活：全国の児童自立支援施設で唯一「安全委員会」を設置 

○ 退園後、原則 1年間のアフターケアの実施 
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　第三者評価結果【児童自立支援施設　岩手県立杜陵学園】

評価対象I　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。
　「杜陵学園の現状と課題」について現状と課題の分析を行っており、課題を明らかにしている。県の子ども子育て支援課に「杜陵
学園の現状と課題」や「生活指導補助員の勤務区分の新設及び任用人数の増員要求について」の説明資料をつくり、職員の専門
性の向上と職員体制の確保、施設運営に必要な予算の確保について問題点を明らかにし、取組を進めている。また、利用児童の
状況変化に対応するため職員体制の充実を図るよう、毎年度、本庁に対して増員を要望しており、所管の保健福祉部の理解は得
ているものの実現までには至っていない。

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
　経営や支援に関する、中・長期の事業計画も中・長期の収支計画のどちらも策定していない。
　事業計画は、単年度のものであり、中・長期の計画は策定されていない。県立施設であり、県の施策を基盤としているため、学園
独自の計画は作成されていないが、現状と課題や問題点の把握ができており、理念や基本方針の実現に向けたビジョン（杜陵学
園は何を目指すのか）が明確にされているので、県との協議を深め、施設としての中・長期計画の策定に期待したい。

評価者コメント1
　岩手県・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。
　理念（学園訓）は、昭和51年に福沢諭吉の「独立自尊」を根底に「自立自尊」と定めて以来、園内に掲示したり、パンフレットに記
載し周知が図られている。入園式では児童が読み上げて意識付けを図っており、継続的な取組が行われている。基本方針は、社
会的養護の基本理念である①子どもの 善の利益のためにと②各関係機関の連携のもと社会全体で子どもを育むの二つの基本
方針が掲げられ、職員の行動規範となっている。業務方針に明示し、ホームページに掲載し、広く県民に知らせるとともに年度初め
には、転入職員（学園・学校職員）に対して、研修会を実施し周知が図られている。しかし、岩手県として、児童自立支援施設の社
会的養護体制の明確化が求められる。

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。
　県の社会的養護に関するプランについての策定の動向や内容把握はされているものの分析まではできていない。平成27年3月
にいわて子どもプランが改定され、岩手県子ども・子育て支援事業計画において、県内の社会的養護体制の方向性が示されてい
るが、児童自立支援施設についての明記はされていない。社会的養護の動向や福祉ニーズの動向、子どもの状況変化は、施設長
研修や児童相談所等の関係機関との情報交換により把握はされているが、児童自立支援施設の施策の具体的な分析が十分に
行われておらず、将来の基本的な方向性の取組までに至っていない。今後、施設の運営や経営状況の分析を行い、方向性につい
て県等と協議しながら取り組んでいくことが望まれる。

　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。
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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　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　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
　支援の質の向上に向けた取組が組織的に行われているが、十分に機能していない。
  社会的養護関係施設においては、平成24年度からは、毎年度の自己評価と3年ごとの第三者評価受審が義務づけられ、24年度
は第三者評価、25年度、26年度は、自己評価を実施しており、評価結果を活用して、施設の課題が明確になっているが、改善への
取組までに至っていない。今後は、自己評価、第三者評価の結果やそれに基づく課題を文書化し、改善に向けて計画的に取り組
む体制づくりが求められる。

　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ない。
　前回の第三者評価結果や3回の自己評価結果の課題は示されているが、取り組むべき課題の整理に至っていない。課題の改善
に向けて、職員参画のもと組織的な取組が求められる。評価結果を活用し、子どものニーズに合わせて計画的な改善の取組が望
まれ、単年度で解決できないものは、施設としての中長期計画で段階的に解決に向けて取り組んでいくことが望まれる。

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おらず、内容も十分でない。
　中・長期計画は策定されていないが、単年度の事業計画は、業務方針として策定されている。主要課題を明確にし、達成レベル、
達成手段・方法、担当者を明確にしており、実施状況の評価が行える内容となっている。今後、施設としての中・長期計画を策定
し、その内容が反映された単年度の事業計画が求められる。

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。
　事業計画である業務方針は、組織のプロフィール、年度の業務運営方針が職員参画のもと策定されており、項目、達成レベル・
目標、達成手段・方法、担当者を明確にしている。また、支援の柱である生活指導、学習指導、作業指導についても年度末の反省
にもとづいて、翌年度の事業計画を策定しており、杜陵学園、北杜分校・分教室合同職員会議で周知しているが、職員の理解する
ための更なる工夫が求められる。

　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ない。
　子どもに事業計画の内容を配付、説明はされていない。理念や基本方針について、子どもの年齢に配慮した分かりやすい文章
表現等の資料作成が望まれる。児童が参加する行事については、内容を分かりやすく説明した資料を作成するなど、子どもが理
解しやすいような工夫を行っている。特別なケアを必要とする子どもが増えており、一律に事業計画や行事を掲示、説明するには
課題があり、子どもの状態像や個別性に配慮しながら周知し理解を促している。
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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。
　児童自立支援施設新任施設長研修、全国児童自立支援施設長会議等に参加し、社会的養護関係法令等を十分理解し、職員協
議会等において伝講している。また、コンプライアンス研修を受講し、職員への法令遵守の徹底に努めている。今年度から始まった
フロンガス使用機器の点検や情報セキュリティ関係、マイナンバー取り扱いについての法令等を正しく把握しており、広く職員に周
知している。

II-１-(2)　施設長のリーダーシップが発揮されている。

　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。

評価者コメント12
　施設長は、実施する支援の質の向上に意欲をもち、施設としての取組に十分な指導力を発揮している。
　施設長は、施設の現状と課題を把握し、県に人員要求をしたり、子どもの行動上の問題に対し、関係機関と連携を図りながら自
ら助言を行ったり、専門家を呼んで学習会を開催し、課題解決に向けて指導力を発揮している。また、職員のメンタルヘルスケアの
重要度に対応し、メンタルヘルス研修会を開催するなど職場環境の改善にも努め、管理者として指導力を発揮している。

　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。
　施設長は、「杜陵学園の現状と課題」、「生活補助員の勤務区分の新設及び任用人数の増員要求について」をまとめ、人員配置
の課題を分析し、県に要求している。また、人事評価等を踏まえ、業務の実効性の向上を目指している。しかし、職員全体で効果
的な事業運営を目指す取組までには至っておらず、今後組織内に業務改善の具体的な体制を構築するなどし、より指導力が発揮
できる体制づくりの取組に期待したい。

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、理解されるよう取り組んでいるが、十分ではない。
　施設長は、広報誌「杜陵だより」や新年度のスタートにあたり職員協議会において自らの役割と責任について表明し、職員の規範
となっている。施設長は、福祉行政、児童相談所等を経験し、社会的養護に関する豊富な知識と経験を有している。平成18年、19
年度に本園に在職しており、26年度からは管理職として、管理、運営に意欲を持って取り組んでいる。子どもたちへの支援の難しさ
を感じながらも子どもの自立支援に向けて信念を持って取り組んでいる。今後は、県等との協議を深め、施設としての中・長期計画
の中に経営・管理に関する方針と取組を含めた策定に期待したい。

　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　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。
　「杜陵学園の現状と課題」「生活指導補助員の勤務区分の新設及び任用人数の増員要求について」をまとめ、必要な人材の配置
や専門職の雇用について、施設として一定の方向性を示しながら取り組んでいるが、人材確保に課題が見られる。今後は、更に変
わりゆく子どもや家族のニーズに合わせ、施設の目的の達成や機能の維持のために必要な人員体制、専門職の育成について、計
画的なビジョンを持ち、それを内外に示していくことが望まれる。児童自立支援施設の実情に沿った、より専門的な人材育成につい
て、県等との協議による取組が求められる。
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b

b
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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。
　岩手県の例規に、勤務時間や休暇、福利厚生などが明記されており、岩手県職員としての人事管理体制、充実した職員処遇や
職員のメンタルヘルス体制も整備されている。勤務時間に係る月次処理票や健康管理システムにより、職員の休暇の取得状況、
時間外労働、健康状態を定期的に把握し、必要な措置も講じられている。しかし、体制としては整備されているが、人員不足のため
十分な福利厚生の活用ができない状況にある。人事管理の体制整備に関しては、社会福祉士等の有資格者の配置や専門職の配
置など人員体制が整えられているが、兼務発令や専門職の非正規職員の採用で過重労働となっており、専門機能が十分発揮でき
ていない。

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。
　新人事評価制度や若手職員育成プログラムが導入され、上司と部下での面接を通じて、目標課題を達成したり、内部、外部研修
やOJTによって職員一人一人の質の向上に努めている。職員は、岩手県の福祉専門職員として採用され、他の福祉関係機関や児
童相談所等で人事交流が行われ専門性を有した職員が配置されている。しかし、施設運営に必要な人材の確保や専門職の雇用
について課題を抱えており、正職員の平均在職年数は1年5か月と定着しない状況が見られ、計画的な人材育成が望まれる。

　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。
　岩手県新人事評価制度、管理職による人事考課や定期的な職員面接の体制も整備されており、総合的な人事管理が行われ、
処遇に結びついている。また、人事異動についても、定期人事異動方針や人事異動実施要領に基づき実施されている。しかし、施
設運営に必要な人材の確保や専門職の雇用について問題を抱えている。また、正職員の平均在職年数は1年5か月と職場に定着
しないことが課題であり、定着に向けた具体的な対策の検討が求められる。

　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。
　岩手県職員としての研修は、県の定める職員の教育、研修方針に基づいて、計画的に行われている。施設においては、杜陵学
園研修実施要領に基づき、年間の研修計画が立てられ、年12回の園内研修や県外研修計画が策定され、研修内容や参加者、研
修講師が明確になっている。新任職員については、国立施設での研修に派遣し専門性の向上が図られているが、職員の在職年数
が短いため、長期的な人材育成が出来ていない。

　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。
　職員一人ひとりの教育や研修は、職員の職務や必要とする知識・技術水準に応じた、年間の研修計画が作成され、実施されて
いる。正職員は、県職員としての職員研修ガイド（能力開発研修基本計画、保健福祉部研修実施計画）により研修が計画的に行わ
れている。階層別研修、職種別研修の機会も確保されている。今後、県として、児童自立支援施設の社会的養護体制を明確化し、
それを基に施設としての中長期計画に専門性に配慮した教育・研修計画が示され、その中で一人ひとりの取組の充実が期待され
る。
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評価者コメント20
　実習生等の支援に関わる専門職の研修・育成について体制を整備してはいるが、効果的な育成プログラムが用意されていない
など、積極的な取組には至っていない。
　岩手県立大学社会福祉士実習指導者講習会に職員を受講させ、ソーシャルワーク現場実習の受け入れ体制を整備し、県立大
学や他大学から実習生を受入れている。しかし、実習プログラムが整備されておらず、実習生の受入れの都度、学校との協議の上
プログラムを作成し取り組んでいる。今後は、実習プログラムを整備する等、社会福祉に携わる専門職の教育・育成のための実習
先として積極的な体制づくりに期待したい。

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。
　ホームページや広報誌「杜陵だより」、パンフレットにより、施設の事業の内容が公開されている。しかし、施設周辺の環境や住民
の変化に対応し、地域へ向けて、理念や基本方針、施設で行っている活動等を説明した印刷物や広報誌等を配布するなどして理
解を促すための地域啓発や情報発信の取組が不十分であり、今後、施設の存在意義や役割を明確にしていく取組が望まれる。

　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。

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。

　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。

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。
　盛岡地区BBSボランティアの受入要項を作成し、BBSボランティアを受入れている。受入れ事前研修会を行い、受入れに関する
基本姿勢を説明している。しかし、その他のボランティアの受入は実施されておらず、今後、ボランティア等の受入れに対する基本
姿勢を明確にし、体制を整備していくことが望まれる。

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。
　岩手県事務委任及び代決専決規則により適正に運営されている。県の機関として、会計規則等により、事務、経理、取引等が行
われている。また、内部点検や監査委員による監査により定期的に内容が確認されている。児童福祉施設の運営については、児
童福祉法に基づく監査が行なわれ、施設運営の評価を受けている。

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行っているが、十分ではない。
　枠のある生活の中で、町内清掃作業、クリーン作戦、地域交流夏祭りに子どもと職員が参加し地域との交流を行っている。また、
総合防災訓練や学習発表会には、地域の関係者の参加をいただいている。施設が現在地に移転して、50年が経過しており、地域
の中の施設として地域住民から認識されている反面、一方では新興住宅地として住民の入れ替えがあり、施設や子どもへの理解
を得るためのより積極的な啓発活動も必要となっており、今後その取組が期待される。

　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。
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b
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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、その関係機関等との
連携が適切に行われている。
　児童相談所や関係機関との連携体制を整えており、子どもの出身地域に合わせて必要な関係機関と連携しながら、子どもへの
支援に努めている。前籍校や地域に戻すことを原則としており、関係機関や家庭と連携を図りながら適切に取り組まれている。

II-４-(３)　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　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。
　有事の際の避難場所、避難施設の指定を受け、災害時の地域における役割等について確認がなされている。施設の専門性や特
性を活かし、民生児童委員協議会からの講演講師依頼や児童養護施設の視察見学を受入れるなど地域の福祉のニーズに応えて
いる。平成27年度盛岡市きれいなまち推進事業協力者表彰を受賞し、地域の活性化やまちづくりに貢献している。体育館の貸出し
や物品の貸出しは行なっているが、施設の性格上、地域住民が施設に自由に参加できる支援活動には課題が多い。

　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するための取組を行っていない。
　少年保護関係機関等との連絡協議会や地区の児童青少年健全育成座談会に参加し、福祉ニーズの把握に努めているが、それ
らのニーズ対応や課題解決に向けて、積極的な事業の展開までに至っていない。今後は、非行問題等の専門施設として、地域住
民や関係機関に対して啓発活動を行うとともに、職員が持つ専門性や施設の機能等を子育てに悩んでいる保護者や教育関係者
に還元するためのより一層の取組に期待したい。
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　III-１-(1)-①　子どもを尊重した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。
　基本方針に「 善の利益の確保」として子どもの権利擁護を掲げ、併せて「杜陵学園は何を目指すのか」の「職員の対応」や「職
員の心構え」で子どもを尊重した職員の姿勢について示されている。これらについては、転入職員研修や年度開始時の職員協議
会、合同職員会議において、黒石野中学校北杜分校・緑が丘小学校分教室の教職員も含めて周知されている。特にも施設内にお
ける暴力の発生を予防及び早期対応するために、児童自立支援施設としては全国唯一の設置となる安全委員会の機能強化に向
けた検討を進め、入所児童の安心安全を保障している。しかし、支援の標準的な実施方法を示す「施設職員の動き」において子ど
もを尊重した姿勢に関する記述は不十分であり、個々の支援のなかで基本的人権への配慮を共有化する仕組みの構築が望まれ
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ない。
　子どもの権利擁護に関しては、　基本方針や「杜陵学園は何を目指すのか」の「職員の対応」、「職員の心構え」に示されている
が、プライバシー保護に関する規程・マニュアルは整備されていない。発達障がいによる衝動性や性逸脱行動等の問題行動のあ
る児童の入所が増えている中で、子ども間のかかわりにおいて「被害者を出さない」ことを 優先し、空間的・時間的に「枠のある
生活」を支援の基本としている。そうした中で、個々の子どものプライバシー保護には相当の制約を設けざるを得ないという認識を
職員間で共有している。児童自立支援施設の特質上困難な課題ではあるが、今後、子どもの権利擁護の観点から可能な限りプラ
イバシー保護（「枠のある生活」の中でのプライバシーのあり方を協議の上）を進めるための取組が望まれる。

III-１-(2)　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　適切な支援の実施

III-１　子ども本位の支援

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支援を利用するために必要な情報を積極的に提供している。
　入所予定の子どもや保護者に対しては事前に見学をしてもらい、リーフレット・「入園にあたって」・「杜陵学園での生活について」
を渡しながら説明、情報提供を行っている。その際、入所予定の子どもには入所するにあたって3つの目標を決めてもらい、学園生
活の意味を考えてもらっている。見学にあたっては、園長、園長補佐、総括（上席児童自立支援専門員）、黒石野中学校北杜分校・
緑が丘小学校北杜分教室副校長が対応する体制を取っている。

　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。

評価者コメント31
　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。
　支援の開始にあたっては、事前の見学を通じて子どもおよび保護者に対して同意を求め、可能な限り自己決定を促す対応をし、
保護者から同意を得る手続きも取っている。しかし、発達障がい等により、コミュニケーションの困難性が高い子どもも入所すること
があり、必ずしも支援の開始段階で子ども本人の理解や納得を得たうえで支援が開始されない場合もあるが、児童相談所等専門
機関での職務経験のある職員が多く、注意深く行動観察することで、できる限り早い段階で子どもが施設生活になじむように配慮さ
れている。
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　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ための仕組みが整備されていない。
　暴力の未然防止および発生時の早期対応を目的として、安全委員会による園内暴力についての聞き取り調査は組織的に実施さ
れているものの、入所している子どもに対する満足度の調査が行われていない。これは、満足度調査を行うことで、そこで得られた
意見や要望に対し十分に対応できる状況にない場合の両者間の信頼関係を損なうリスクを回避するため、内部で検討した上で、あ
えてそうした取組は行っていない、との説明である。しかし、本評価項目では、単に子どもから出される個々の意見、要望等に対応
するということを求めているのではなく、専門的な相談・支援を適切に実施することで、組織的として子どもの精神的・心理的な安定
を保障し、職員や施設に対する信頼感を醸成することにより、結果として福祉サービスの質の向上につなげることを目的としている
ものである。満足度向上に向けた取組も、形式的に満足度調査を実施することにとどまらず、意図的な子どもへの個別の聴取、子
ども会等における意見聴取等それぞれの施設の特性を踏まえた方法で実施することが求められる。これらを踏まえ、今後、学園と
して、子どもの満足度向上に向けた取組について、どのような目標を設定し、それに対してどのようにアプローチする方法が良いの
か、職員の参画を得ながら改めて検討することが望まれる。

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。

　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していない。
　「岩手県立杜陵学園苦情解決実施要領」を定め、入所時に子どもおよび保護者に対し、苦情解決の仕組みについて説明、苦情
受付箱を設置し、随時苦情を受け付ける体制を取っている。しかし、実際には平成17年11月を 後に10年以上苦情が出されてい
ない状況となっている。この要因として、本人からの苦情や要望については、安全委員会の取組による個別の聞き取り調査または
日常的な支援場面において把握したうえで対応していることによるものと考えられる。しかし、安全委員会による取組と苦情解決の
取組は明確に分けるべきものであり、また、苦情解決委員会についても、定期開催されていないことから、実態に合わせて要領が
平成26年1月に改正されている。ただし、その仕組みが確立し機能しているとはいえないため、法制度に基づいた運用が必須であ
る。

　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-(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。

評価者コメント32
　支援の内容や措置変更、地域・家庭への移行等にあたり支援の継続性に配慮しているが、十分ではない。
　「杜陵学園児童自立支援要綱」に基づき、「成長の記録（生活評価）」により評価した内容を段階別プログラムに照らし、それが第4
段階に達した時点で支援方針会議を開催、児童相談所との連携・協議を経て個別の退園後支援計画を作成、子ども・保護者への
説明および同意を得たうえで退園、その後原則1年間のアフターケアを行うという一連の退園支援を実施している。アフターケアに
ついては、家庭支援専門相談員と子どもの担当職員が実施している。しかし、これらの支援について子どもや保護者に対して文書
で明示しているわけではない。県立施設である性質上、数年で職員の異動があることから、必ずしも退園後の支援の継続性が、子
どもや保護者との信頼関係のうえで確保されているとはいえない状況がある。

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が整備され、そのことを子どもに伝えるための取組が行わ
れている。
　安全委員会の取組として、子ども全員に対し、個別に相談・意見を述べる機会を保障している。その際、十分な時間の確保と会
議室や図書室、生徒指導室等プライバシーに配慮された個室における空間の確保がなされている。また、日課の業間時間でも担
当職員に限らず、子どもが職員を選んで相談できることも、入園時に書面及び口頭にて説明・周知されており、場合によっては授業
に優先して対応する等、相談しやすい環境が整備されている。また、直接話しづらい相談や意見については、担当職員と交わされ
る日記も一つの有効な方法となっている。

　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、組織的かつ迅速に対応していない。
　子どもからの相談や意見に対しては、記録票に記録され、園長、園長補佐、総括によって対応を協議し、処遇検討会議開催の要
否を判断、随時職員室内にて職員間で共有を図るとともに寮指導連絡会議において全体で把握する手順となっているが、これにつ
いての手順書・マニュアルは整備されていない。安全委員会の取組による聞き取り調査、日々の支援場面における相談受付には
積極的に取組まれているものの、これらの内容を分析し、全体としての支援の質の向上につなげる仕組みは十分とはいえない。
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第三者評価結果

b

a

a

第三者評価結果

b

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。
　食中毒、インフルエンザ（新型含む）、ノロウィルス等の感染症に関する予防・初期対応・事後対応についてはマニュアル化され、
年間保健指導計画に基づき、子どもに対してミニレクチャーを行うこと等も含め、適切に対応されている。また、これらに関する外部
研修にも計画的に職員を派遣し、職員全体に報告され、共有化が図られている。併せて、各種感染症対策マニュアルは、事務分
担による担当職員を中心に定期的に見直しがなされている。

　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。

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組織的に行っている。
　県本庁が策定する「岩手県災害時業務継続計画」の趣旨に則り、平成27年9月に「岩手県杜陵学園災害時業務継続計画」を策定
し、非常時の業務指針を明示している。また、消防計画および「災害発生時の対応マニュアル」において災害時の対応体制、備蓄
物の管理、初期対応等が定められ、これらに基づいた避難訓練を毎月、総合防災訓練を年2回実施し、緊急時に備えている。総合
防災訓練には、町内会に働きかけ、地域住民の参加も促している。

III-２　支援の質の確保

III-２-(1)　支援の標準的な実施方法が確立している。

III-１-(5)　安心・安全な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ているが、子どもの安心と安全を脅かす事例の収集や要因分析と対応策の検討・実施が十分で
はない。
　問題行動の発生にあっては、「杜陵学園問題行動発生後の対応にかかるフローチャート図」に則り、迅速かつ組織的に対応する
仕組みが整備されている。しかし、この対応の状況についての記録は標準的な形式によって整備されていない。併せて、アクシデ
ント・レポートおよびインシデント・レポートの収集がなされておらず、再発防止に向けた検証・分析・対策の取組が十分とはいえな
い状況にある。暴力行為の発生に関しては安全委員会で積極的かつ丁寧に対応なされているが、その仕組みにおいてすべての
事故やリスクに対応できるわけではなく、今後は施設としてのリスクを広く捉え、一つひとつの対応について職員参画のもと対策が
講じられることが望まれる。

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

評価者コメント40
　支援について、標準的な実施方法が文書化されているが、それにもとづいた支援の実施が十分ではない。
　子どもの生活日課に合わせた支援の標準的な実施方法について、「施設職員の動き」として示され、また、男女各寮におけるきま
りを定め、それに基づいて支援されている。しかし、それら標準的な実施方法について規定する文書の中に、子どもの権利擁護や
プライバシーの保護、見守る姿勢についての記載は不十分である。入所する子どもの特性から、個別的な配慮や個々の状況に応
じた柔軟な支援が求められる一方で、子どもの社会的自立を促しつつ権利をどのように保障していくか、職員の個人的な判断に委
ねることでリスクを増大させる要素を持つことを全体として再確認し、それらを標準的な実施方法のなかで共有化することが求めら
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、必要な見直しを組織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。
　標準的な実施方法について、入所する子どもの実態、子どもからの意見も参考にしながら毎年度末、さらに、毎月実施される寮
指導連絡会議にて協議・検討のうえ必要に応じて見直しがなされている。しかし、これら標準的な実施方法の検証・見直しに関する
手順を示した文書は整備されておらず、また、個々の支援の内容に反映されるよう明示されているわけではなく、これらについて明
確に規定する方法について検討が望まれる。
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第三者評価結果

b

b

第三者評価結果

b

b

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。
　「杜陵学園児童自立支援要綱」および「自立支援計画票記載要領」に則り、個々の子どもに対する自立支援計画票が作成されて
いるが、支援開始時におけるアセスメントについては、「児童相談所援助指針票」を活用するにとどまり、施設としてのアセスメント
の手順が示されていない。自立支援計画のモニタリングについては「成長の記録」に基づく評価・見直しがなされている。支援方針
を導くアセスメントの手順について標準化し、個々の子どもに対する支援のバラツキを防ぎ、 適な支援を提供する仕組みの構築
が求められる。

　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。
　自立支援計画の評価・見直しについては、「杜陵学園児童自立支援要綱」および「自立支援計画票記載要領」に則り、定期的か
つ組織的に実施されている。モニタリングは毎月、分校・分教室の教職員も参加する支援方針会議にて計画的に実施され、その計
画はネットワークで全職員に共有化が図られている。しかし、これら自立支援計画の評価・見直しにあたり、自立支援計画の内容
が標準的な実施方法に反映される仕組みについて明示されているわけではなく、これらについて明確に規定する方法についての
検討が望まれる。

III-２-(3)　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。
　子ども一人ひとりに標準的に整備される記録は、自立支援計画票のほか、経過総括票、個別生活記録票、金銭出納票がある。
これらは子ども一人ひとりに作成される個別ファイルに綴じられている。記録に関する職員研修は計画的に行われているわけでは
なく、着任した時点で前任者の記録を見て各自で習得することに委ねられている。そこで不足する部分については上司職員のOJT
にて対応されるが、現実的には記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じている状況もあり、効果的な指導・研修の工夫が
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。

　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。
　子どもに関する記録の管理については、地方公務員法はじめ「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」、個人情報保護条
例等関連法制度の遵守について採用時に研修を受け、さらにコンプライアンスについて職員協議会のなかで確認されているが、新
任職員以外の職員に対する研修は十分とはいえない。子ども一人ひとりの入所から退園までの記録は個別ファイルに綴じられ、鍵
付のキャビネットにて保管され、外部機関との連携における諸会議にて使用の場合、持ち出しについて園長の許可を得ることを徹
底している。USB等電子媒体については、いかなる場合でも外部に持ち出さないことがルール化されている。ただし、個人情報の取
扱いに関する子どもへの説明は行われていない。
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第三者評価結果

Ａ① b

Ａ② b

Ａ③ b

第三者評価結果

Ａ④ c

第三者評価結果

Ａ⑤ b

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。

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はない。
　子どもに聞かれたら、わかる範囲で正確に伝えるようにしている。しかし、複雑な事情があり、いつ、誰が、どこで、どのように、子
どもに伝え、伝えた後のフォローをどうするのか明確な取組はできていない。子どものライフヒストリーに踏み込んで聞き取り、資料
を集め、どのような方法で残していくか、児童相談所等と協議している。また、職員の人事異動などでフォローできない体制上の課
題もあり現在検討中である。

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
善の利益になる場合にのみ、適切に実施している。

評価者コメン3
　子どもの行動などの制限については、他に取るべき方法がない場合であっても子どもの 善の利益になる場合にのみ実施して
いるが、マニュアルや検証が、十分ではない。
　「特別支援日課」については、施設の定めた問題行動への措置実施要領に基づきを行うこととしている。「特別支援日課」までの
流れは、①問題の発生→②処遇検討会議（措置の判断と安全委員会への勧告の有無）→③措置の決定（方法・内容）と安全委員
会（審議・措置勧告）→④処遇検討会議による措置の実施→⑤処遇検討会議（措置の解除）→⑥措置解除・安全委員会への報告
としている。措置の子どもには、「個別支援計画票」を作成し、「個別生活記録票」に実施内容等を記録することとしている。今後、
措置実施要領の中に、安全委員会の明示や苦情解決制度の位置づけを明確にするとともに、「個別支援計画票」と「自立支援計
画」の関係性についても明確化しておくことが求められる。

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。

Ａ-１ 子ども本位の支援

　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、日々の支援において実践しているが、十分
ではない。
　日々の子どもたちの生活の様子は、「個別生活記録票」に日中と寮生活（夜間含む）に分けて記載されている。朝礼や引継ぎ会
議で確認したり、回覧する。また、毎日の出来事、子どもの行動面の様子等を報告し合い、情報を共有している。毎月1回、支援方
針会議で一人一人の子どもの①自立支援計画と②成長の記録（段階別プログラム）を評価し、見直しするなどして策定している。
年2回、児童相談所とカンファレンスを実施し情報を共有しながら、子ども一人一人の支援に反映するよう取り組んでいる。しかし、
子ども一人一人の問題や課題を解決するための人的配置が不十分で「 善の利益を目指した」支援体制となっていない。早急に
整備することが望まれる。

評価者コメント4
　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ない。
　現状では、子どもの個々の状態や入所している子ども全体の状況から、「権利」や「義務」について理解できる状態ではないと考え
ており、具体的な取組ができない実情である。職員は、子ども達に「権利」や「義務」をどのように説明したらよいのか、そうした場や
機会を設定できず困惑している。児童自立支援施設として、多くの課題を抱えた子どもであるからこそ、子どもの権利条約を踏まえ
た基本的な施設の権利の考え方を明文化することが望まれる。

Ａ-１-(3)　他者の尊重

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5
　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が、十分ではない。
　町内清掃（泥上げ、空き缶拾い等）、夏祭り参加、各種行事参加など可能な限りイベントに参加する取組をしている。個別的な企
画では「映画館へ行って見たい映画を見る」などを実施した。職員との個別的な時間は「自習」や「自由時間」など限られている。ま
た、通院付き添いは、担当職員と行くことが多く、子どもにとっては「ふれあう」貴重な時間となっている。こうした時間や場面を多く
作りたいが、職員数が少ないために、個別的支援は取りにくい状況である。職員と子どもが良好な人間関係を深められるように、ふ
れあう機会の確保に向けた更なる工夫が望まれる。
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第三者評価結果

Ａ⑥ c

Ａ⑦ b

Ａ⑧ c

第三者評価結果

Ａ⑨ b

第三者評価結果

Ａ⑩ b

評価者コメント6
　体罰等を行わないための取組が十分ではない。
　県職員としての心構えに体罰禁止の規定があり、それを準用している。子どもの突発的な暴力行為に、どう対処するか。その際、
職員の身をどう守るか、手を出さずに、どう興奮を鎮めて対処していったらよいか。こうした視点から学習会を開催したり議論を積
み重ねている。また、包括的暴力防止プログラム講習会に参加した職員が中心になって研修会を実施している。しかし、体罰等を
伴わない支援技術の習得を図るため、基本的な対応マニュアルの作成が求められる。

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。

評価者コメント7
　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。
　「包括的暴力防止プログラム講習会」に参加した職員が中心となり研修会を実施し、支援技術の習得のための努力をしている。し
かし、不適切なかかわりについて、具体的な事例を示し、職員間で議論や意見を出し合う環境や子ども達に周知する取組が不十
分である。不適切なかかわりを発見した場合、必ず施設長等に報告するなどの手順書がなく、再発防止を徹底するための検討や
対応策についても記録されたものがない。職員として、子ども達に対して不適切なかかわりをしていないか、職員同士はどうなの
か、子ども達同士はどうなのか、具体的な事例を出し議論し合える環境づくりからの取組が望まれる。

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8
　被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備していない。
　被措置児童等虐待対応マニュアル（岩手県）を資料に研修会を開催している。しかし、施設として、虐待対応マニュアルが整備さ
れていない。フローチャート的なものは確認できたが、役割分担を含む、誰にもわかり易く明文化された手順書の整備が急務であ
る。

Ａ-１-(5)　思想や信教の自由の保障

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。

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9
　子どもや保護者の思想や信教の自由は保障しようと努めているが十分ではない。
　子どもや保護者に思想や信教の制限や強要等はしていない。今後、子どもや保護者に配布する入園のしおり（案内）等に、思想
や信教の自由は保障されていることを、明確に施設の方針として記載するなどの検討が望まれる。

Ａ-１-(6)　子どもの意向や主体性への配慮

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。

評価者コメント10
　施設の行う支援について事前に説明しているが、子どもが主体的に選択できるような支援が十分ではない。
　入所前には必ず、本人と保護者に見学してもらい説明している。その際、説明を受けたという確認署名をいただいている。子ども
の理解のもとで入所を決定することを原則としている。しかし、こうした手順を明文化したマニュアル等がないので整備が望まれる。
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Ａ⑪ b

第三者評価結果

Ａ⑫ b

Ａ⑬ b

第三者評価結果

Ａ⑭ b

Ａ⑮ b

評価者コメント11
　子ども自身が自主的に考える活動の推進に努め、施設における生活改善や自立する力の伸長に取り組んでいるが、十分ではな
い。
　毎日、17:15～17:25の夕べの会の時間に、今日の出来事を発表したり、職員から話しをしている。自治会はない。当施設は、伝統
的に「家庭」の意識を強くもって運営されてきたため、自治会的なものは馴染まないと考えている。従って、子ども同士の話し合いは
設定しておらず、夕べの会では、職員が守るべき目標を守れたかなどを確認する場としている。子どもの要望は聞いてはいるが、
取り入れられることは少なく、職員側で決め、子ども達と一緒に実行・実施していく方針で進めている。今後、施設の特性上「枠のあ
る生活」との間で調整の難しさも理解できるが、子どもの自立する力の伸長を目的とし、子どもの声を聞き取り入れていくための検
討に期待したい。

Ａ-１-(7)　主体性、自律性を尊重した日常生活

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。

評価者コメント12
　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が、十分ではない。
　クリスマス会の企画や希望する映画を見る鑑賞会の実施など、可能な範囲で自主選択ができる機会をつくるよう心がけている。
個別的な支援、しかも１対１でないとできない困難事案も抱える状況の中で、子ども同士で話し合って決め、実施していくことは難し
い実情であることは理解されるため、職員増を含む適正な職員配置を期待したい。しかし、このような課題を抱えているとしても、現
状において職員が子ども達の趣味や興味を引き出し、同時に子ども達の発達・成長の可能性を信じ、子ども自ら課題を見出した際
には積極的に支援していく職員姿勢と自立支援体制の工夫が望まれる。

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
や生活技術が身につくよう支援している。

評価者コメント13
　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や生活技術が身につくよう支援しているが、十分ではない。
　小遣は月1人1,000円であり、この範囲内であれば自分の考えで使うことができる。「おでかけグループワーク」を編成し、近くのコ
ンビニ等で、職員が引率して買い物をしている。1回の買い物で1,000円を使い切る子ども、2回に分けて1,000円を使う子どもなど、
計画的な小遣銭の使い方を支援している。子どもにとって、外出や買い物は、楽しみの1つではあるが制限が強く、ソーシャルスキ
ルトレーニングに結びつかない実情がある。今後、年齢や発達段階に沿った、金銭管理のプログラムを構築することが望まれる。

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-１-(8)　継続性とアフターケア

Ａ-１-(8)-①　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。

評価者コメント14
　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が、十分ではな
い。
　退所後の支援計画については全員分作成している。実際には、本人や家族の希望に応じて支援、実施している。また、児童相談
所と相談・協議することが多く、支援を希望しない場合は、実施できない実情もある。しかし、退所の具体的な手順書やフロー
チャートが見られない。また、退所に向けてリービングケアの充実が求められているためマニュアル等の作成と退所後の職員の役
割分担など、現状を踏まえた支援体制の整備が望まれる。

Ａ-１-(8)-②　子どもが安定した社会生活や家庭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。

評価者コメント15
　退所した子どもの自立の支援等のための通信、訪問、通所による支援をまだ行っていないが、実施するための体制構築に向けて
準備を進めている。
　通所している子どもが1人いるほか、里親宅への訪問（平成26年度実績）等を実施している。原則1年間、アフターケア実施基準に
基づき行っている。また、誕生日カードや年賀状の発送などを行っている。家庭支援専門員が非常勤で配置され、中心的に活動し
可能な支援を実施している。①退園支援計画票②退園児童指導結果報告書③指導経過票などの様式を確認したが、退所者の状
況把握やアフターケア等の実施、支援された記録の整理、保管について、今後も継続的に活用されていくよう体制の整備が望まれ
る。
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第三者評価結果

Ａ⑯ b

Ａ⑰ b

Ａ⑱ b

Ａ⑲ b

Ａ⑳ b

　Ａ-２-(1)　支援の基本

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。

評価者コメント16
　子どもと職員の信頼関係を構築し、子どもの発達段階や課題に考慮した支援を行っているが、十分ではない。
　個別的な配慮や医療的ケアの必要な児童の増加等により、子どもの気持ちを理解、尊重するため受容的、支持的なかかわりが
できないでいる。職員は、子どもの発達段階や課題に対して理解をもっているにも関わらず、子どもの暴力行為などの問題行動の
対応に追われ、個別対応の時間が十分に確保できていない。結果として、子どもと職員が共感できる場面が少なく、日々の日課に
追われ、子どもとの信頼関係を構築するゆとりもない実情である。早急に、支援職員を増やして対処することが 良の解決策では
あるが、学校教職員との協力関係も良好であるため、子どもに関わる学校教職員・施設スタッフの全職員で①施設の主体は子ども
達であること、②支援の基本は何か、などをテーマに検討しながら取組の再構築が望まれる。

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。

評価者コメント17
　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が、十分ではない。
　町内清掃活動の参加、グループワーク等の取組を実施している。社会的ルールの学びや地域社会との接点は大切であると考え
ているが、機会や回数が少ない。職員は、子ども達が集中でき、人の話を聞ける時間は15分位と考えており、伝えたい内容等にポ
イントを絞って説明することに気配りしている。本来は1対1での個別的な支援が大切だと考えているが、職員数の不足や子ども達
の状態像から、常に限定した対応しかできない実情がある。したがって、協調性の育成や社会的ルールを身につける支援の方法
には更なる工夫が求められる。

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-２  支援の質の確保

評価者コメント18
　集団生活の安定性を確保しながら、家庭的・福祉的なアプローチを行っているが、十分ではない。
　男子寮は1部屋（5人定員）に1名又は2名入居し、できるだけ個別的なかかわりで、集団生活が身につくよう支援している。それで
も、無断外出や暴力行為等に至る行動があった場合は、ルールを理解させていくために、 小限の会話とアプローチ、制限を加え
て、集団の中で生活日課が当たり前にできるよう目標を立てて支援している。女子寮の利用は2名と少なく、個別的な支援による安
定的な生活の中で、家庭的・福祉的アプローチを目指しており、この取組が男子寮でも行えるよう更なる工夫が期待される。

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。

評価者コメント19
　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が、十分ではな
い。
　生活時程表の中に居室清掃の時間が設定されており、毎月、第一又は第二水曜日に、職員と一緒に居室内の整理・整頓、掃除
等を実施することで習慣の定着化を図っている。また、毎週水曜日には、子ども自身が居室の清掃状況を自己評価している。睡眠
は、日課を守り、規則正しい生活をするためにも 重要だと考えている。洗濯は、肌着や下着類は自分で洗うよう指導し、上着、ズ
ボン類は、洗濯担当の職員がまとめて洗濯をしている。その際、洗濯物を出す方法、分類などの手順、ルール等を子どもにわかる
ように表示している。発達障がいの子どもは、それらの掲示物（イラストや絵も）を見て判断、理解することができ、情緒的にも落ち
着くようになっている。自由度の少ない施設生活のであるが、個々の児童のアセスメントを基に基本的生活習慣の支援課題を整理
し一層の取組が望まれる。

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。

評価者コメント20
　子どもの健全な自己の成長や問題解決力を形成できるように支援しているが、十分ではない。
　町内清掃、クリーン作戦、各種行事参加、子ども達の関心の高い昆虫の飼育、ギター演奏など実施し、多様な経験を積むことが
大切だと考えている。しかし、制限のある取組が多く、成長期にある子ども達にもかかわらず、経験する回数も少なく、十分な社会
体験になっていない。今後の課題である「僕のクライシスプラン」（自分の気持ちが危険かな・ピンチかなと思ったときに、自分がす
ること・周りにしてほしいこと・周りにしてほしくないことを文書化したもの）の取組も実施したが、施設全体の取組になっていない。子
ども達が問題解決力を身につけて伸び伸び成長できる環境になく、具体的な方法もなく職員集団が混迷していることも窺われる。
今後も職員が一体となり、子どもの問題解決能力等の 形成に向けた支援を期待したい。
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Ａ㉑ b

第三者評価結果

Ａ㉒ a

Ａ㉓ a

第三者評価結果

Ａ㉔ b

第三者評価結果

Ａ㉕ b

評価者コメント21
　子ども自身の加害性・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が、十分ではない。
　加害行為のあった子どもには、問題行動への措置実施要領に基づき「特別日課」の対応を行っている。基本は生活支援＝生活
指導である。「個別支援実施計画」を作成し、問題行動の振り返り、反省などを行い、再発防止に努めている。それらは児童自立支
援施設の果たすべき役割・任務として重要なことであると考えるが、当事者の子ども達が加害行為と向き合い、加害性・被害性の
改善を図り、被害者への責任を果たす人間性の形成の支援のために、現場で活かせる有効かつ効果的な対応策や支援方法に苦
慮している現状も見られる。そのため、スーパービジョンの視点から、安全委員会のメンバーや苦情解決における第三者委員等の
有効活用について検討することも考えられる。また、自己責任の理解については、「権利」との関係性から検討することが期待され
る。

Ａ-２-(２)　食生活

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。

評価者コメント22
　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払っている。
　栄養士は1名配置（非常勤）。年2回、給食担当会議を開催。外食は年2回程度、他に家族と一緒に月1回程度の外食をしている子
どももいる。アレルギー体質や好き嫌いなど嗜好調査の聞き取りは、入所前に行っている。施設では、毎日子どもの残食等の確認
もしているが、半分以上は必ず摂取するように申し合わせ、確認し、健康管理に努めている。子ども達と一緒に調理する機会もあ
るが、成果や出来栄えを期待しないで、ごく自然に、当たり前に調理し、提供すると、子ども達が喜んで、満足してくれることが多
い。食にかかる取組は重要と考えている。

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。

評価者コメント23
　子どもの生活時間に合わせた食事の時間の設定を含め、子どもの発達段階に応じた食習慣の習得や自立に向けた食育を適切
に行っている。
　食に関する指導目標が、「食育の長期目標」「食育の中期目標」「指導上の留意点」の内容で整備されている。生活時程表に沿っ
て、基本的生活習慣の確立を目指した取組は徹底している。食事の準備、片付けなど、当番・係を決めて各自責任を持って行って
いる。年2回の調理実習と年8回の調理体験を通じて、自立的な「食」に対する関心を高める＝食育による支援を実施している。

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-２-(３)　衣生活

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。

評価者コメント24
　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。
　ジャージ（赤）2枚、外出用ジャージ（青）1枚、パジャマ、アンダーウェアなど、施設内に居る間は、私服を着ることはない。（退所時
に着て帰宅する）従って、TPOは馴染まず、現状では実施していない。枠のある生活を基本とする中で、子どもの権利条約の視点
を踏まえた、衣類の提供について検討することが望まれる。

Ａ-２-(4)　住生活

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。

評価者コメント25
　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されているが、十分ではない。
　入所児童が少ないために個室（5名定員の居室に1名又は2名）を提供し、居住スペースは確保されている。入浴は毎日でき、必
要に応じて日中でもシャワー浴は可能である。ただし、隠れた場所で、子ども同士のいじめ、暴力行為がないように、常に職員が脱
衣場付近に立ち合い、見守っている。快適性よりも安全性が重視されている。また、冬の暖房は整備されているが、夏の冷房等の
設備はなく、暑い日はアイスノンやうちわ等を貸し出している。扇風機は、不安定時には、危険な道具となることから利用していな
い。
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第三者評価結果

Ａ㉖ b

Ａ㉗ b

第三者評価結果

Ａ㉘ c

第三者評価結果

Ａ㉙ b

Ａ㉚ b

Ａ㉛ c

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、病気等）や安全について自
己管理ができるよう支援している。

評価者コメント26
　発達段階に応じ、身体の健康や安全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。
　学校の養護教諭が年間の保健指導計画を立案している。子どもに、視覚的にも解り易いようにイラストや絵を交えて作成し、表
示・掲示している。子どもが自己管理しているか、どうかチェックするように指導している。施設内に理容室があり、月1回、外部から
理容師が来所して散髪を実施している。髭剃りや爪切りなどは職員が管理し、必要に応じて職員が対応している。危険度の高いも
の（農業用の鍬や鎌などの道具）は、必ずチェックし、用途以外は使用しないように繰り返し、徹底した指導を行っている。自由度の
少ない施設生活であるが、個々の児童のアセスメントを基に自己管理の支援課題を整理し取り組むことが望まれる。
　

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。

評価者コメント27
　一人ひとりの子どもに対する心身の健康を管理し異常がある場合は対応しているが、十分ではない。
　日中は、学校の養護教諭との連携・協力ができている。現在、服薬中の子どもは3分の2以上となり、ほとんどの子どもが医療ケ
アが必要な状況である。看護師の配置はないため、病院への付き添い、薬の管理等は支援職員が行っている。特に服薬の確認・
チェックは確実に行う必要があり、常に2名の職員で役割分担をしている。①薬BOXを保管・管理する係②食事後に、きちんと服用
したかを確認する係。他に誤飲などないように注意している。今後、看護師が配置されていない状況で、医療が必要と思われる際
の職員の対応手順等を整備し、標準化することが求められる。また、発達障がいや被虐待児童の精神科的なケアが常態化してい
る状況で、看護師の配置は重大な課題とされる。

Ａ-２-(６)　性に関する教育

評価書のコメント30
　子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないよう徹底しているが、十分ではない。
　子どもの担当職員が、月1回個別に聞き取り調査を実施している。聞き取った結果は集約し、対応しているが、子どもへのフィード
バックはない。子ども同士の関係性の育成が希薄であり、現状では、隠れた場所で発生するいじめ、暴力行為等が見られる状況の
ため、その対応に追われている。今後は、対応マニュアルの検討や子どもたちと一緒に権利について具体的事例を基に考える場
の設定が期待される。

Ａ-２-(7)-③　虐待を受けた子ども等、保護者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。

評価者コメント31
　虐待を受けた子ども等が施設内で安全が確保されるような取組を行っていない。
　保護者からの強引な引取りの事例があり、対応方法を検討しているが、施設全体のものとなっていない。施設としての対応マニュ
アルが求められる。

Ａ-２-(6)-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。

評価者コメント28
　性についての正しい知識を得る機会を設けていない。
　主に職員向けに、外部講師等の協力を得て、新しい情報を得たり、学習会等を実施しているが、施設全体のものとなっていない。
性教育カリキュラム、性加害児童への支援プログラムも作成されていないため、「異性を尊重し思いやりの心を育てる」ことからの
検討が望まれる。

Ａ-２-(７)　行動上の問題に対しての対応

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。

評価者コメント29
　子どもに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対応しているが、十分ではない。
　暴力や不適応行為など行動上の問題行動のあった子どもに対して「特別日課」等で対応している。しかし、同時に複数の問題行
動の事案が発生した場合、どのように対応するのか、関係ある子どもも含めてどう対応するのか、検討すべき課題である。また、問
題となる行動を観察し、記録するとともに、子ども本人からの訴えを聞き、多角的に検証して原因を分析したうえで、適切に対応策
を検討していくような取組も求められ、施設全体で対応する仕組みづくりの再検討が望まれる。

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
全体に徹底している。
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第三者評価結果

Ａ㉜ c

第三者評価結果

Ａ㉝ a

Ａ㉞ b

Ａ㉟ b

Ａ㊱ a

Ａ㊲ b

Ａ-２-(8)　心理的ケア

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。

評価者コメント32
　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ない。
　心理的なケアが必要な子どもには、児童相談所の児童心理司の協力やいわて子どものケアセンターの協力を得る取組を進めて
いるが、試行段階である。発達障がいや被虐待児童の精神科的なケアが常態化している状況で、専任の心理療法担当職員の配
置は重大な課題とされる。

評価者コメント35
　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が、十分ではない。
　施設では週2回作業指導を実施、農作業や施設内外の環境整備を中心に行っている。中学2年生の時に、学校教育の一環で、福
祉的就労事業所や一般事業所等で職業実習を行っている。学校、児童相談所、ハローワーク、事業所等、関係機関との調整を図
りながら実施しているが、積極的な取組とはなっていない。

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。 （学校教育が実施されている場合）

評価者コメント36
　生活・学習・進路等の支援が、学校との連携・協力に基づいて行われている。
　前籍校との会議は年1回だが、子どもの成長を見てもらいながら、状況の変化など、情報交換して双方に確認し合う機会として実
施している。特に、子どもが、出身地で高校受験を迎える際には、前籍校の協力は不可欠であると考えている。学校と施設との関
係は良好である。

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。

評価者コメント37
　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、達成感など養うように支援している
が、十分ではない。
　野球、バレーボール、バトミントン、卓球、スキー（教室）、水泳（園内にプールがある）、バスケット、サッカーなど、四季に応じて活
動は積極的である。外部から招待があれば、子ども達の状況をみながら、参加するように努めている。また、文化的な活動も盛ん
であるが、主体性を尊重した継続性と更なる取組の工夫の検討が期待される。

Ａ-２-(9)　学習支援、進路支援、作業支援等

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。

評価者コメント33
　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。
　入所児童の学校教育の保障は、盛岡市立黒石野中学校北杜分校・盛岡市立緑が丘小学校北杜分教室を整備し実施している。
知的障がいと情緒障がいを併せ持つ子どもが多く、特別支援学級に4名、普通学級へ1名が通学している。休日及び夜の自習時に
学習支援を行っている。学習ボランティアや学習塾は利用していないが、職員の他に、夜間生活補助員（大学生）も参加して学習指
導をしている。

Ａ-２-(9)-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34
　子どもの進路について、進路の自己決定ができるように支援しているが、十分ではない。
　小学校の場合、学校の担当教員と出身地の中学校の教員と連絡・協力し合い、子どもの希望を聞きながら、 善の利益を考え、
退所後どうするのか、進めている。常に児童相談所との連携・協議も行っている。一人一人の退所時期が異なるので、「自立支援
計画票」や「成長の記録」とリンクしないことがあり、あくまでも本人中心に、個別の支援をしていくことを基本としている。子どもの進
路については、学校と施設が連携・協力し合い良好な関係で支援をしているため、相互の連携の内容を取り入れた進路支援カリ
キュラム等による取組が期待される。

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。
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第三者評価結果

Ａ㊳ 非該当

第三者評価結果

Ａ㊴ b

第三者評価結果

Ａ㊵ b

第三者評価結果

Ａ㊶ b

Ａ-２-(10)　通所による支援

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。

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。
　子どもの担当職員が中心となって、家庭訪問、諸連絡、面会、許可外出、一時帰省等を通じ、家族・保護者との良好な関係維持
や修復に努めている。特に、「保護者等の養育力の向上」の課題については、社会的にも重要なことで、早急な取組が必要である
と考える。しかし、日々の業務が子ども達中心で、多忙である担当職員に、その役割を任せ、依存し続ける体制では、当該職員の
責任の重圧感と負担感が大きくなると危惧される。今後は、児童相談所等と連携・協力して保護者や家族の養育力を育む支援プロ
グラム等を作成、整備して取り組むことが望まれる。

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、職員の専門性の向上や施設
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、職員の専門性の向上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。
　職員は県職員であり、職員の事務分担表も事務的・管理的な色彩が強く感じられる。現場の支援職員＝ケアワーカーが子どもの
対応に困った場合、的確に助言・指導、または支持的なアドバイスができるような体制となっていない。県の福祉行政職として採用
され、専門性の高い能力のある職員が配置されているが、スーパービジョンの体制となっていない。今後はスーパービジョンの研
修を受け、熟知したスーパーバイザーを配置するなど、早急に体制の整備が望まれる。

Ａ-２-(10)-①　地域の子どもの通所による支援を行っている。

評価者コメント38

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んでいるが、家族からの相談に応じる体制は、十分ではない。
　家庭支援専門相談員（ファミリーワーカー・非常勤）が配置されている。子どもの家庭復帰やアフターケアのために相談窓口とな
り、中心的に活動している。しかし、家族の側から、相談を含めて接触を拒否することもある。入所して1ヵ月間、外出や面会はでき
ない規則である。その後に、行動上の問題がなければ、許可申請を受けて面会や外出ができるようになる。その際、児童相談所に
事前報告するようになっている。相談体制は整備されてきているが、家族との信頼関係づくりのために、子どもの担当職員と家庭
支援専門相談員との更なる連携・協力が望まれる。

Ａ-２-(12)　親子関係の再構築支援

18


	27　杜陵学園　公表
	27　杜陵学園　公表②

