
 

平成３０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30年４月１日 ～ 平成31年３月31日 

④指定期間 平成29年４月１日 ～ 令和３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 

H31.3.1現在 

内        訳 

小学生 中学生 高校生 

入所 24 23 1 0 

通所 6 2 4 0 

［平均初日在籍数］28.0             単位：人  

 

・年間入所者数は９名。 

家庭から６名、他児童養護施設からの措置変更３名、一時保

護委託等０名。 

・年間退所者数は６名。 

小学生家庭引き取り３名 

児童養護施設への措置変更３名 

児童心理治療施設への措置変更０名 

自立支援施設への措置変更０名 

養育里親への措置変更０名 

一時保護委託解除０名 

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った児童を、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････児童院の指定管理者として、平成25年4月から運営

を開始し、平成30年度末で6年間が経過しました。平成30年度

は、指定管理2期目の2年目として、大阪市の事業を継続すると

ともに法人の理念を取り入れて事業の拡充を図ってきました。 

 

入所児童の傾向････平成30年度は、入所部については現員23名

（内一時保護委託2名）、通所部については現員4名でのスタート

となりました。現在の子どもの生活集団は大舎制と小規模グル

ープケア１か所で生活をしています。 

 



 

【入所児童の概況】 

入所した児童は６名で、うち男児が５名、女児が１名でした。

退所は６名でした。 

 

【入所理由】 

「家族の状況」によるものが６名（100％）となっていますが、

児童個人を見ると、全ての児童に虐待の体験があり、かつ発達

障害・愛着障害(疑い含む)を持つ児童となっています。 

 

【入所児童の父母の状況】 

父母の年齢については、大きな特徴はありません。 

平成３０年度入所児童については、６名とも保護者の家庭・雇

用状況は不安定で、４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り、生活困窮をうかがわせました。 

 

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、養育の充実を図ります。また、学習指導

については、大阪市の学習指導員制度が廃止になったために、

コグトレや学習ドリルなどを活用した個別の学習指導を行いま

した。 

また研修委員会、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、研究と実践を行います。 

 

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して

いきます。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にア

ウトドア活動を積極的に実施していきます。 

 

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

共通認識します。 

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

活を指導します。 

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ます。 

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

基本に配慮します。 

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

なケアを行います。 

６）児童の家庭復帰等は、積極的に進めます。 

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

活環境調整を図ります。 



 

８）職員の資質向上の為、職員の研修を充実させます。特に派

遣研修や継続研修に留意します。 

９）児童の学習指導を推進します。 

10）養育の内容について、養育マニュアルを活用します。特に

新任職員の研修課題とします。 

 

② 職員配置状況  【 】は職員配置基準 ( )は臨時職員数 

合計【20】21（4）人  

内訳：施設長【1】1    事務員【1】2(1) 

児童指導員・保育士【8】8 

調理員等【4】4    栄養士【0】0  看護師【1】1(1) 

医 師【1】0(2) セラピスト【4】5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。 

 

【温水発生器関係（給湯設備）】 

 設備の経年劣化が進みまた耐用年数が過ぎており、真空式温 

水ﾋｰﾀｰ消火についての異常が認められたため、真空式温水ﾋｰﾀ

ｰﾊﾞｰﾅｰの部品の交換・修理の実施。 

【厨房関係】レンジの故障のため修理を実施 

【備品関係】乾燥機・ノートパソコンを修理。殺菌灯10個、防

災用のポータブル電源1点を購入。 

【非常用通報装置】 

点検年４回 点検結果：異状なし（5/2、8/3、11/2、2/4） 

【自動扉（建物東側２枚）】 

 点検年４回 点検結果：異状なし（5/18、8/6、11/9、2/13） 

【防犯カメラ】 

 点検年１回 点検結果：異状なし（10/1） 

 

③ 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 

小舎制と小規模グループホームを基本として、小舎制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。 

また、今年度よりアニマルセラピーの実施(毎月1回)を開始し

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４人 

毎週水曜日：サッカークラブ 参加児童11人 

月２～４回(土日)：美術部 参加児童８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５人 

施設外活動：ラグビークラブ 参加児童３人 

地域子ども会:ソフトボールクラブ 参加児童１名 



 

 

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。 

 
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   217,237,937円  

 寄付収入         478,680円  

 受取利息配当金収入 3,000円  

 その他収入      1,474,770円 

 合計219,194,387円 

    

支出： 人件費       158,321,203円  

 事業費          25,994,813円  

 事務費             22,358,639円  

 その他支出         1,474,770円  

 退職給付引当資産取崩収入 △721,818円  

 退職給付引当資産支出 1,262,784円  

    合計208,690,391円 

       

② 市費縮減に係る取組み

状況 

 

措置費施設であり、措置人員の増減によって収入及び支出が変

化する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 

・児童、保護者に関する個人情報及び業務に関わる情報は施設

からの持ち出しを禁止。公の会議等でやむを得ない時は、施

設長の許可を得ると共に持ち出し管理簿で管理。 

・ケース記録は鍵のかかるロッカーで保管。 

・業務用パソコンはパスワードで管理すると伴に業務用データ

ー機器の持ち出しは禁止。 

・個人情報の漏洩は、ありませんでした。 

 

機関誌の発行 

機関誌「clover（あわざ通信）」を春号、夏号、秋号、冬号の年



 

４回発行。 

 

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、問題解決に当たる。 

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。平成３０年度における苦情は、０件。 

 

 

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、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 

未就学児から小学生を中心に、子どもの目線に合わせて丁寧なケアを行っている点が評価でき

る。当該施設だけでなく、他の施設も入っている複合施設である中で、工夫した事業運営を実

施している。 

今後、立地を活用した事業運営や未就学児のケアをより一層充実させる等、児童院の特色を出

した運営についてもご考案いただきたい。 

 

 

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 

職員と児童で計画を立てて個別活動をするなど、子どもの

声を聴く姿勢を大切にしながら事業運営をしている点は非

常に評価できる。認知機能強化トレーニングの導入など、

様々な課題を持つ児童に対して工夫した学習サービスを取

り入れるなど、充実したケアを実践されている。 

Ａ 

③ 市費の縮減効果に対す

る評価 

措置費施設であり、措置人員の増減によって収入及び支出が変

化する中で、入所者へのケアにおいて質の向上を図りつつ、効

率的・安定的な施設運営に努めている。 

Ｂ 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 

積極的に行事参加しており、地域との交流や連携を深めて

いる。その参加にあたっては、子どもの意見を聞くという

姿勢も取り入れている点は評価できる。 

Ｂ 



 

④ 総合評価 

現在実施している児童及びその家族を巻き込んだきめ細か

い治療や養育については、今後も継続して実施していただ

きたい。 

今後はさらに、現在実施している事業運営についての課題

や期待（入・通所者数の減少傾向、市中心部にある施設と

しての在り方等）について、施設として能動的にＰＤＣＡ

を回し、自施設が行うべき事業展開の提案を積極的にされ

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 


