
平成28年度施設管理に対する評価シート 
 

◎基本情報 
 管理施設 

①施設名 大阪市立弘済みらい園、大阪市立弘済のぞみ園 

②指定管理者名 社会福祉法人 みおつくし福祉会 

③評価対象期間 平成28年４月１日 ～ 平成29年３月31日 

④指定期間 平成26年４月１日 ～ 平成34年３月31日 

⑤所管課・担当 こども青少年局子育て支援部こども家庭課（電話：06－6208－8032） 

 管理運営業務等の概要 

①業務概要 
児童福祉法第４１条に基づく児童養護施設及び第４３条の２に基づく

情緒障害児短期治療施設 

②利用状況の概要 

・［入所児童の年齢構成］（平成29年3月1日現在） 

みらい園在籍39名。高校生10名、中学生15名、小学生14名。 

のぞみ園在籍36名。高校生6名、中学生20名、小学生10名。 

・［平均初日在籍数］みらい園38.2名 のぞみ園34.3名（小数第2位四

捨五入） 

③施設の設置目的・目標

（成果指標） 

（弘済みらい園） 

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保

その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待さ

れている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを擁

護し、あわせて退所した者に対する相談その他自立のための援助を行

うことを目的とする。 

 

（弘済のぞみ園） 

 軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の

下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について

相談その他の援助を行うことを目的とする。 

 

◎管理運営の実施状況 
１ 施設の設置目的の達成及びサービスの向上 
①施設の管理運営状況（管理運営

方針・手法に沿った施設の維持

管理の状況、平等利用の確保、

職員の体制、危機管理・安全管

理業務等の実施状況） 

【管理運営方針】 

両園の持つ機能を有機的に活用し複合的に運営すると共に、社会的な

課題を担う施設として援助方法の確立を図り、治療･生活･教育･家族を

統合した児童の援助と自立支援を行なった。 

児童の身体と心理的な安全を守り大人との愛着関係の再形成をはかる

とともに、権利擁護及び援助と治療を主な概念として、治療・生活・

教育・家族を統合して児童の成長発達を促している。また、安全感・

安心感のある環境、感情の交流と心のつながり、心理治療、個別援助

をキーワードに自然空間を活かした療育的な支援を行っている。 

 

【職員の配置状況】 

（弘済みらい園） 

施設長１、副施設長１、主任１、副主任１、児童指導員６、保育士

８、心理士１、事務員１、栄養士１、調理員２、家庭支援相談員１、

個別対応職員１、里親支援専門相談１、小規模グループケア１、学習

支援員１を配置。 

 

 



（弘済のぞみ園） 

施設長１、副主任２、児童指導員６、保育士１０、心理士５、看護師

１、精神科医師１、事務員２、調理師２、栄養士１、調理員補助３、

家庭支援相談員１を配置 

 

【維持管理に係る事項（定期点検、緊急時対応等）】 

建築基準法に基づき、建築物・建築設備の定期点検、消防用整備点

検、自家用電気設備点検など、協定に基づき実施している。 

緊急時対応として、吹田消防署による救命救急講習や消防訓練、ま

た、弘済院、大阪市、当施設との安全確認会議を行い、緊急時の対応

について協議を行った。 

 

【関係機関との連携状況等】 

○大阪市子ども相談センター及び大阪市児童福祉施設連盟 

・子ども相談センターの児童担当職員（ＣＷ）と情報の共有と意思疎

通を図りながら、児童一人ひとりのケースについて検討会議を実施し

た。また児童の個別支援計画の見直しを行い、支援内容の充実を図っ

ている。 

・大阪市児童福祉施設連盟に加入しており、職員の資質向上のための

職員研修や児童健全育成活動に参加している。 

○学校関係 

・当該施設は本校が隣接し、当園児童だけが通う独立した大阪市立の

小中学校設置が成されている。学校においては、低学力、多動で過敏

な児童への対応、情緒的に不安定となる児童への対応、子ども同士の

トラブルや集団化等の授業妨害ともとれる状態の対応に苦慮してい

る。そのため、学校と施設とが日常的に情報を共有すると共に月に一

回定例会を持ち、綿密に連携している。また園の心理士が講師となり

学校の研修に参加したり、小中学生のケースカンファレンスには学校

教諭も出席したりするなど、子どもの特性理解のための工夫を施して

きた。 

○他の措置機関 

・大阪市社会福祉協議会、大阪府社会福祉協議会、吹田市社会福祉協

議会との連携を図り、支援・援助を行ってきた。 

②事業計画の実施状況（計画に沿

った事業実施、サービスの質、

利用促進のための取組みと効

果、利用者満足度の把握・反映

状況、自主事業等の実施状況） 

【家庭支援】 

基本的な児童の状態・保護者への想いを汲み取り、保護者の立場か

らも受け入れやすい対応のあり方を検討し担当指導員と担当心理士で

応対してきた。すべてのケースにおいてＳＶを配置、また、個々の家

庭像に応じたアプローチを検討する際、親子・子どものアセスメント

シートを作成し、心理士・精神科医・こども相談センター・学校関係

者・地域と連携した支援を推し進めてきた。 

 

【学校との連携】 

本来、児童養護施設の児童は地域の学校に通い、情緒障害児短期治

療施設においては施設内学級・地域の分校（分学級）に通うことがほ

とんどだが、当該施設は本校が隣接し、当園児童だけが通う独立した

大阪市立の小中学校設置が成されている。 

学校においては、低学力、多動で過敏な児童への対応、情緒的に不

安定となる児童への対応、子ども同士のトラブルや集団化等の授業妨



害ともとれる状態の対応に苦慮している。そのため、学校と施設とが

日常的に情報を共有すると共に月に一回定例会を持ち、学校での状態

や、園での生活状況を相談・話し合いを行いながら綿密に連携し、ま

た小中学生のケースカンファレンスには学校教諭も出席してきた。 

 

【性教育】 

様々な年齢の子どもたちが入所しており、その中には性的虐待の被

害を受けた子どもや知的なハンディを抱える子どもも少なからずい

る。とかく薄くなりがちな人権意識に対して、人間の尊厳や人権擁護

の大切さを日々繰り返し伝えながら、子どもたち一人ひとりが正しい

知識と性の感情コントロールができるよう、また、自立していく中で

性被害から逃れることができるように、外部から招いた講師によるＣ

ＡＰの講義を受けたり、施設内に性教育委員会を設置し恋愛の指導と

ともに子どもも職員も具体的な例を挙げて理解し易いよう実践的に取

り組んできた。 

 

【心理部門とセラピー】 

様々な課題を抱えた子どもが多数在籍しているが、背景に虐待体験

を持つ児童がほとんどである。被虐待児は、生活史全般にわたって、

他者との信頼関係を築けないまま加齢し例外なく心に傷を負ってい

る。 

のぞみ園では全員の子どもに、“セラピー”と呼ぶ個別心理療法の時

間を保障し、トラウマのケアを中心とした心理的援助を実施してき

た。またみらい園でも必要とされる児童を対象に同様の援助を実施し

てきた。心理療法は個別のセラピーだけでなく生活全般で実施され、

その他、対人援助技術（ＣＳＰ：コモンセンスペアレンティング）・グ

ループワーク（セカンドステップ、SSTなど）や心理教育プログラム

（性教育など）においても、その専門的知識を活かし児童の発達を促

がしている。これらの様々な活動が総合環境療法として働くことで、

将来自立した人間へと育ち巣立っていけるよう、また健全な家庭生活

を営めるような支援に向けて取り組んできている。 

 

【給食部門】 

施設の調理員によって調理された食事が児童に提供されている。集

団給食であるが、食事時の礼儀作法について時間を持ったり、園の畑

で収穫された野菜を食材としたり、各フロアにておやつ作りや食事会

なども日常かつ計画的に実施してきた。 

嗜好調査や生活の中での聞き取りなどで、児童の楽しみや希望が献

立に反映されるように心がけており、また、子どもたちの生活自立に

向けて、年長児童は調理実習をテーマ毎に企画し度々実施してきた。 

 

【児童クラブの取り組み】 

学校教育にクラブ活動が無いが、クラブ活動は基礎体力作りと共に

自己肯定感、社会性、自己コントロール力等の育成につながるので施

設職員が下校後の課外活動としてクラブ活動の指導をしている。小学

生男子はフットサルクラブ・小学生女子はソフトバレークラブ、中学

生男子は軟式野球部、中学生女子はバレーボールクラブと、各年齢に



見合ったクラブ活動を実施してきた。 

Ｈ２４年度より学校の協力により、野球部、バレー部には教諭も指

導に加わり、Ｈ２５年度よりバレー部に続き野球部も中体連への加盟

を果たしてきた。 

なお、大阪市児童福祉施設連盟のスポーツ大会の多くは、みらい園

のぞみ園のグランドと隣接する大阪市立弘済小中学校の運動場で開催

されている。 

 

【レクリエーション】 

施設企画の行事、子どもと職員の個別活動、大阪市児童福祉施設連

盟の活動、子ども会や地域主催の活動、招待行事など多方面にわたる

活動を実施。各フロアには年間活動費を予算化し職員と児童で計画か

つ即応的に活動が出来るよう運営してきた。 

昨年度に引き続き、サマーキャンプはこれまでの設備もメニューも

宿泊も、あらかじめ用意されていたキャンプから一歩先に進んだキャ

ンプへと、各フロア毎に小グループ単位で実施してきた。 

下見にも児童を連れていき、年長児童それぞれの企画と実施への参

画部分を大幅に増やしておこなった結果、小グループ活動の成果とし

ては幾分年長児童が活動をリードしてプログラムを進めようという意

識と動きが芽生え始めて来ている。 

今後は更にグループワークが僅かでも機能させるべく工夫を凝ら

し、個人も集団も行っている事が他人事でなく、それぞれがテーマを

持って活動しなければ達成できないようなプログラムを組み、ともに

成長し合える集団活動へと導いていく。 

③施設の有効利用（他施設との連

携状況、地域との連携状況、市

民・ＮＰＯとの協働状況等） 

ボランティアの受入、実習生の受入、地区こども会や運動会へ参加、

施設見学会実施、お祭りの開催など地域社会との交流を継続して実施

している。 

 

２ 市費の縮減効果（収支状況） 

①収入・支出状況 

［弘済みらい園］  
収益：措置費収益 202,977,477円 
その他の事業収益  15,166,960円 
経常経費寄付金収益 1,191,124円  

合計 219,335,561円 
 

費用：人件費   126,922,292円 
事業費       39,153,029円 
事務費       8,283,593円 
減価償却費       683,442円  
国庫補助金等 
 特別積立金取崩額  △32,000円  

合計 175,010,356円 
 
 

［弘済のぞみ園］  
収益：措置費収益 235,774,710円 
その他の事業収益  14,052,150円 
経常経費寄付金収益 1,108,724円   

合計 250,935,584円 
 

費用：人件費   163,803,700円 
事業費         39,787,697円 
事務費       10,212,021円 
減価償却費          1,014,344円  

合計 214,817,762円 



②市費縮減に係る取組み状

況 

市費縮減に直接つながる取組は特にないが、管理運営費の中で適切な

執行がされている。 

 

３ 社会的責任・市の施策との整合等 

環境への配慮、就職困難者の雇

用への取組み、個人情報保護に

関する取り組み等の実施状況 

研修等実施（人権研修、救命救急研修等）、個人情報の取り扱い等につ

いて取組んでいる。 

機関誌「こうさい便り」（春号、秋号、冬号）を年３回発行している。 

 

４ その他（点検等における要改善項目の対応状況、その他特筆すべき事項等） 

①評価項目概要 特になし 

②上記についての成果や望

まれる対応等 
特になし 

 

◎評価 
１ 所管所属による１次評価（太枠にＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの四段階で評価を記入） 

①施設の設置目的の達成及

びサービスの向上に対す

る評価 

・のぞみ、みらい両園とも高齢児童が多く在籍しており、処遇

面において、施設職員の負担が大変大きい中であっても、丁寧

かつ適切な養護が実践されている。 

・家庭支援については、すべてのケースにＳＶを配置するとと

もに、担当指導員・保育士・担当心理士と、各関係機関と連携

し確実な支援を行う体制を構築している。 

・心理療法について、指定管理者の持つ専門的知識を活用し取

り組みを実施した。 

・施設行事だけでなく地域主催の活動にも積極的に参加してい

る。施設行事においては、児童が自ら考え参画することができ

るよう工夫を凝らした取り組みを行っている。 

Ａ 

②市費の縮減効果に対する

評価 

指定管理者に支払う管理運営費は児童保護措置費であり、直接

的な市費の削減につながらないため、評価できず。なお、本市

の定める水準どおりの効果は得られている。 

Ｂ 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 
適切かつ良好である。 Ｂ 

④総合評価 

・のぞみ、みらい両園とも高齢児童が多く在籍しており、処遇

面において、施設職員の負担が大変大きい中であっても、丁寧

かつ適切な養護が実践されている。 

・児童養護施設と情緒障害児短期治療施設双方の養育・支援の

あり方を調和させながら独自の支援体制を構築しており、評価

できる。 

Ａ 

 

  



２ 外部専門家等の意見 

・児童養護施設と児童心理治療施設が併設された施設において、難しい運営の中で施設職員がスキルアップしなが

ら、ケアの質の向上に努められている。 

・性教育をはじめ、グループワーク等を取り入れた多角的な養育を実践されており、独自的でかつ専門的なノウハウ

をさらに深めていただきたい。 

・今後、小規模化の動きに関しても、市とも相談しながら、理想的なあり方を検討していってほしい。 

３ 所管所属最終評価（太枠にＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの四段階で評価を記入） 

①施設の設置目的の達成及

びサービスの向上に対す

る評価 

性教育ではグループワークなどで独自の取り組みを行ってい

る。その他にもセラピーによる個別心理療法をはじめ法人の持

つノウハウにより、高い水準で多角的な養育や治療、教育がな

されている。 

Ａ 

②市費の縮減効果に対する

評価 

指定管理者に支払う管理運営費は児童保護措置費であり、直接

的な市費の削減につながらないため、評価できず。なお、本市

の定める水準どおりの効果は得られている。 

Ｂ 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 

地域との交流や、関係諸機関と連携した活動をしており、今後

も継続して取り組んでもらいたい。 
Ｂ 

④総合評価 

処遇困難な児童の入所が多い中、職員及び法人のスキルにより

丁寧かつ適切な養育を実践されている点は大変評価できる。今

後も施設にある人的・質的資源を活用され、一層充実した支援

を期待したい。 

Ａ 

 

 Ｓ…事業計画又は本市の定める水準の想定を大幅に上回る効果が得られた 

Ａ…事業計画又は本市の定める水準で想定した以上の効果が得られた 

Ｂ…おおむね事業計画又は本市の定める水準どおりの効果が得られた 

Ｃ…事業計画又は本市の定める水準で想定した効果が得られていない 

 

※ 施設の管理運営に関して過失による事故や協定違反等による改善指示、指名停止措置（平

成25年４月から「参加停止措置」）などのペナルティを受けた場合は、当該項目と総合評価に

ついては原則としてＣとすること 

評価の基準 


