
 

平成２９年度施設管理に対する評価シート 
◎基本情報 
 管理施設 

①施設人 大阪市立児童院 

②指定管理者人 社会福祉法人 聖家族の家 

③評価対象期間 平成29年４月１日 ～ 平成30年３月31日 

④指定期間 平成29年４月１日 ～ 平成33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４３条の２に基づく児童心理治療施設 

② 利用状況の概要 

［入所児童の年齢構成］ 

 在籍 

H30.3.1現在 

内        訳 

小学生 中学生 高校生 

入所 27 27 0 0 

通所 6 2 4 0 

［平均初日在籍数］28.0             単位：人  

 

・新規入所者数は３人（内通所０人）。 

家庭から０人、他児童養護施設からの措置変更３人、一時保護

委託等０人。 

・年間退所者数は８人（内通所２人）。 

小学生家庭引き取り１人 

児童養護施設への措置変更３人 

児童心理治療施への措置変更２人 

自立支援施設への措置変更０人 

養育里親への措置変更０人 

一時保護委託解除０人 

③施設の設置目的・目標

（成果指標） 

家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により

社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、

又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要

な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、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） 

① 管理運営方針 
運営理念････平成２５年度より児童院の指定管理者として、そ

の運営を行った。昨年には、児童福祉法の改正があり、平成２

９年度から情緒障害児短期治療施設という人称が児童心理治療

施設へと変更になり、社会的にもますます専門的な心理治療が

求められ、職員一同の一層の協力のもと事業を進める。 

 

入所児童の傾向････平成２９年度は、入所暫定定員３２人、通

所暫定員９人(入所定員４０人、通所定員１０人)で始まり、現

在は大舎制の集団と小規模グループケア１か所で生活をしてい

る。 



 

【入所児童の概況】 

入所した児童は3人で、うち男児が2人、女児が1人。3人とも児

童養護施設からの措置変更。退所は6人。 

 

【入所理由】 

「家族の状況」によるものが3人（１００％）となっているが、

児童個人を見ると、全ての児童が虐待の体験、かつ発達障害・

愛着障害(疑い含む)を持つ児童である。 

 

【入所児童の父母の状況】 

父母の年齢については、大きな特長はない。 

平成２９年度入所児童については、3人とも保護者の家庭・雇用

状況は不安定で、2家庭で生活保護受給者であり残る1家庭は職

業が不明状態であった。 

 

学習及び研修の基本理念････大阪市の養育を発展させるととも

に、聖家族の家で培った養育のノウハウを活かし、養育の充実

を図る。また、公文や学習ドリルなどを活用した個別の学習指

導を行う。研修委員会、職員会、性問題委員会、小規模グルー

プケア検討委員会、食育会議などの組織を活用し、児童院の課

題を抽出して、研究と実践を行う。 

 

生活援助の基本理念････生活指導については、基本的生活習慣

の確立、自己表現･自己決定の尊重、対人関係の改善、社会性の

向上を図るため実施する。また、自然に親しみ、遊びや集団活

動を通じて体の調整能力や運動能力を向上し、感性豊かで柔ら

かな心が育つようアウトドア活動の積極的実施を目指す。 

 

職員理念････ 

１）児童の人権を擁護するという姿勢・処遇実践を職員一同で共通認

識する。 

２）長期に在籍する児童については、自立を目標とする日常生活を指

導する。 

３）施設環境、施設運営の場が常に「安心できる生活の場」とする養

育理念を職員間で定着する様に努める。 

４）日常処遇の中では、児童に自己決定の機会を与えることを基本に

配慮する。 

５）日常の生活指導には処遇計画を立案するなどして、個別的なケア

を行う。 

６）児童の家庭復帰等は、積極的に進める。 

７）在籍児童と保護者との家族関係が希薄にならないよう意図的な調

整に務め、家族全体に対して心理治療をすすめ、生活環境調整を図

る。 

８）職員の資質向上の為、職員の研修を充実させ、特に派遣研修や継

続研修に留意する。 

９）児童の学習指導を推進する。 

10）養育の内容について、養育マニュアルを活用する。特に新任職員

の研修課題とする。 

 

 



 

② 職員配置状況  【 】は職員配置基準 ( )は臨時職員数 
合計【22】27人  

内訳：施設長【1】1    事務員【1】2(1) 

児童指導員・保育士【8】12 

調理員等【4】3    栄養士【0】1  看護師【1】1(1) 

医 師【1】0(2) セラピスト【5】7を配置。 

 

③維持管理に関する事項 

建築基準法に基づく建築物・建築設備の定期点検、消防用設備

点検、自家用電気設備点検、ボイラー設備保守点検など、協定

に基づき阿波座センタービル指定管理会社にて実施。 

【空調設備関係】 

空調設備の改修工事を実施。 

工事期間：平成29年11月17日～平成30年3月30日 

【温水発生器関係（給湯設備）】 

機器の電装部品３か所が故障、新規部品に交換済み。 

主要給水配管に水漏れを発見、パッキン等の部品を交換済み。 

設備の経年劣化が進みまた耐用年数が過ぎているので、計画的

な修繕・更新対応が必要。 

【その他修繕】 

大浴場・タイルひび割れ箇所の補修工事を実施。 

【厨房関係】 

給湯器等に設置しているガス警報器の交換を実施 

【備品関係】 

特になし。 

【非常用通報装置】 

点検年４回 点検結果：異状なし（5/2、8/11、11/10、2/5） 

【自動扉（建物東側２枚）】 

点検年４回 点検結果：異状なし（5/8、8/9、11/2、2/16） 

【防犯カメラ】 

点検年１回 点検結果：異状なし（9/22） 

 

④関係機関との連携状況 

措置機関の大阪市こども相談センターと連携し、援助の方向性

について日常的に担当ケースワーカーやセラピストと相談･協議

することで、情報の共有と意思の疎通を図ってきた。また、半

年に１回、精神科医・こども相談センター・学校等関係機関を

交えてケースカンファレンスを計画的に実施。 
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） 

○運営状況生活･指導援助 

大舎制と小規模グループホームを基本として、大舎制４グルー

プ（１グループ８～１０人程度）小規模グループケア（５～７

人）に区分して実施。 

児童院においては、複数の職員が複数の児童を担当する「グル

ープ制」を導入し、「グループ制」の長所を活かしつつ、個人担

当制を導入している。 

① 家庭支援 
院内においては家族療法事業を実施し、児童院の心理治療機能



 

を活用し、家族全体に対する心理療法(保護者へのカウンセリン

グ、家族合同面接、親子遊戯治療)を行うことにより家族機能の

回復及び生活環境調整を行ってきた。 

また、家庭訪問を行い家庭復帰へ向けた生活環境調整や児童の

自立支援に向けた調整を引き続き進める。 

 

② 学校との連携 
児童院内に大阪市立明治小学校分校が設置されており、学校教

員と協働を進め、生活と治療と教育の共働作業によって、総合

環境療法を継続して進める。 

 

③ 性教育 
基本的に小学生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た

ちが在籍している。子どもたち一人ひとりが正しい知識と性の

コントロールができるよう職員が指導していくと共に、子ども

たちが自立していく中で性被害から自己防衛できるよう施設内

に性問題委員会を設置し、性教育を継続して取り組んできた。 

 

④ 心理部門とセラピー 
入所児童、通所児童及び保護者を対象に心理治療を実施し、問

題を引き起こす原因の多くが家族環境にあることから心理療法

の対象は子どものみにとどまらず家族も対象とした。 

近年入所が増加している「被虐待児童」や「発達障害児」の理

解と処遇上の配慮については、児童院の持つノウハウを継承

し、学習を進めてきた。 

法人内心理職員グループとして交流することで大学教授からの

スーパーバイズ体制の強化を図ってきた。 

 

⑤ 給食部門 
児童の給食について、調理職員・栄養士・生活指導担当職員等

をメンバーとして，給食に関する会議を月１回程度開催した。

また、栄養士や調理員が児童と一緒に調理、食事を共にするな

どの食育活動を継続して実施した。 

 

⑥ 児童クラブの取り組み 
毎週火曜日：演劇部 参加児童６人 

毎週水曜日：サッカークラブ 参加児童９人 

月２～４回(土日)：お絵かきサークル 参加児童５人 

月１回：工作クラブ 参加児童５人 

毎週金曜日：ロードレースクラブ 参加児童６人 

６～９月：ソフトバレーボールクラブ 参加児童９人 

施設外活動：ラグビークラブ 参加児童３人 

 

⑦ レクリエーション 聖家族の家企画の行事、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、招待行事など高学年グループ３３回、低学年グ



 

ループ２４回の活動を実施。各グループには年間活動費を予算

化し職員と児童で計画的に活動が出来るように運営してきた。 
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、実習生の受入を実施。 

地域社会との交流として 

①広教地域連合町会との交流②防災対策として避難訓練と消火

訓練の実施③近隣への会場の提供④各区要保護児童対策地域協

議会等への参加・協力。 

２ 市費の縮減効果（収支状況） 

① 収入・支出状況 

収入： 措置費収入   241,800,998円  

 寄付収入                 60,870円  

 受取利息配当金収入     3,000円  

 その他収入     1,498,460円  

合計 243,363,328円 

    

支出： 人件費            145,989,728円  

 事業費             30,752,151円  

 事務費             25,357,155円  

 その他支出      1,498,460円  

 退職給付引当資産取崩収入   △897,390円  

 退職給付引当資産支出  1,255,040円  

 人件費積立金支出   

 施設整備等積立金支出   

 拠点区分間繰入金支出 30,000,000円  

合計 233,955,144円 

    

     差額9,408,184円 

②市費縮減に係る取組み状

況 

市費縮減に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 

個人情報の取り扱い、苦情解決について、機関誌の発行（年４

回）等について継続して実施している。 

苦情解決について 

日々の児童とのミーティングや児童会で、子どもの要望や意見

を把握するとともに、苦情申出窓口の掲示（苦情解決責任者・

第三者委員など）し、問題解決に当たった。 

苦情解決第三者委員会は利用者等の申し出があれば、随時開催

するが平成２９年度における苦情は、０件だった。 

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 

・施設内において家族療法事業を実施し、家族全体に対す

る心理療法を行うことにより家族機能の回復及び生活環境

調整に取り組んでいる。 

・施設内に性問題委員会を設置し、性教育に継続して取り

組んでいる。 

・レクリエーションについて、法人が運営する他の施設と

の合同行事なども実施し、また、地域とも積極的に交流を

行っている。 

・大阪市の事業所が複数入るビル内の施設であり、ビルの

管理運営面で適切に協力いただいている。 

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 

・防災対策に力を入れており、施設の防災訓練・避難訓

練、ビル全体の訓練などを実施している。 

・ボランティアや実習生の受入を継続的に実施している。 

Ｂ 

④総合評価 

・施設内で小規模グループケアを１か所設置し、指定管理

者が持つノウハウを活かした家庭的養護の環境作りに取り

組んでおり、評価できる。 

・都市部の大規模ビル内の施設という他の児童福祉施設と

は異なる環境であり、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。 

Ａ 

２ 外部専門家等の意見 

・施設や設備等の面で大阪市・施設それぞれが独自に受け持つべき部分について存在して 

いるが、現在求められている児童福祉施設の機能に対して、適切に運営出来る様、検討し事業 

を進めていただきたい。 

・指定管理施設ではあるが、専門性を持つ法人として委任をしているのであるから、今後どの 

ように子どもたちの生活を豊かに保障し、展開していくかのビジョンやそのための資源の確保 

も求められると考える。 

・児童心理治療施設として通所での対応ができる施設は貴重である。また将来的に、就学前の

通所、ショートステイ、トワイライトステイ（夜間養護等事業）なども検討していただきた

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 

家族療法事業やセラピーなど、法人の持つノウハウを活かした

ケアを実施している。さらに併設する小学校と連携し、生活と

治療、教育の面からきめ細かくフォローされており、また性教

育に関しても継続して取り組み職員の方々の努力が伺える 

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 

積極的に行事参加をしており、地域との交流や連携を深めてい

る。 
Ｂ 



 

④総合評価 

都市部の複合施設という児童福祉施設としては難しい環境の中

で、法人の持つノウハウと職員の能力を活かしたきめ細かい養

護が実践されており、今後も継続した治療・養育を期待した

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、指人停止措置（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 


