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評価結果概要

①第三者評価機関名

②事業者情報

③総評

◇特に評価の高い点

① 第2期中・長期計画及び事業計画の策定にあたって評価・見直しがされている。

　第2期(平成25年度～29年度）中・長期計画が策定され、それに基づいた年度計画も作成されて
いる。計画策定に当たっては第1期計画の目標毎に評価・分析後見直しされ、新規事業の追加や
職員研修事業等の強化を計画し、収支計画についても第1期計画の集計・分析した上で2期目の収
支計画が策定されている。

　
② 個別支援計画に基づいた自立支援を実施し支援経過記録が工夫されている。

　アセスメントは年2回実施し多職種による協議が実施され個別支援計画が作成されている。個
別支援計画に基づいた日常生活支援（排泄、入浴、健康管理）が実施され、内容は個別ファイル
に記録され、1か月分を要約し文書化し、状況把握がしやすい工夫がされている。評価・見直し
も実施され、緊急に変更する場合の仕組みも整備し、計画及び記録の職員間での確認や共有が図
られている。

③ 施設独自で作業指導員（農園芸専門員）を配置し利用者の日中活動に野菜栽培を実施して
いる。

　事業計画として施設独自に農業専門員を配置して、利用者が本格的に農作業に従事し季節の野
菜類を栽培し、従事している利用者は農作業に誇りをもっている。収穫物は施設内に無人販売
コーナーを設置し、地域の人に提供している。馴染みの地域の方は、直に畑に来て求めるなど地
域に定着している。さらに、農業専門員は施設の行事等には来訪者に対して花木栽培の指導をす
るなど好評を得ている。

那覇市首里石嶺町４－４３９

福祉サービス第三者評価結果

特定非営利活動法人　介護と福祉の調査機関おきなわ
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評価結果概要

④第三者評価結果に対する事業者のコメント

⑤各評価項目にかかる第三者評価結果

　今回、第３者評価を受審することで、支援マニュアルにおけるプライバシー保護の視点と配慮
が足りなかったことや事故防止対策の更なる取組み、職員の研修計画の改善など、明確となった
改善すべき事項に関しては、改善への検討・取組みをすすめ、利用者本位のサービスの質の向上
に努めます。

◇改善を求められる点

① 標準的な実施方法（マニュアル）へのプライバシー保護の明示等が求められる。

　生活支援マニュアルが策定され職員に配布し・会議において説明されているが、マニュアルに
利用者の尊重やプライバシー保護の姿勢の明文化及び実習生受け入れについて、基本姿勢も含め
たマニュアルの整備が求められる。

② 事故防止対策に関する更なる取り組みが期待される。

　事故防止取り組みは、リスクマネジメント実施要綱や感染症対策要綱を作成し、事故・ヒヤリ
ハットも報告書が作成されている。リスクマネジメント委員会を毎月開催し要因分析と予防対策
を検討し、危険予知訓練や施設危険度点検表を活用しリスク対策に取り組んでいる。このような
取り組みにもかかわらず同様な事故が再発している。安全対策の仕組みの点検、要因分析の適切
性、周知などの更なる検討を期待する。

③ 職員一人ひとりの資質の向上のための研修計画が求められる。

　法人の第２期中・長期計画で人材に対する姿勢として、人材育成をめざし、職員教育の充実を
掲げている。初任者研修、中堅研修、専門研修、指導者養成研修等専門的、体系的に研修プログ
ラムを企画し、職員の資質の向上に取り組まれている。職員間の格差を是正し、利用者支援にお
いて成果が期待できるよう一人ひとりの力量に合わせた研修計画の策定が求められる。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

１　理念・基本方針

(1)理念、基本方針が確立されている。

1 　　①理念が明文化されている。 ａ

2 　　②理念に基づく基本方針が明文化されている。 ａ

(2)理念や基本方針が周知されている。

3 ｂ

4 ｂ

評価

理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。

理念や基本方針をわかりやすく説明した資料を作成する等、より理解しやすいよう
な工夫を行っている。

理念から、法人が実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた法人の使命や目指
す方向、考え方を読み取ることができる。

基本方針が文書(事業計画等の法人・施設内文書や広報誌、パンフレット等)に記載
されている。

経営理念に基づいて基本方針が明文化
され、中・長期計画等に記載されている。
職員倫理綱領や職員行動基準が作成さ
れ、経営理念とも整合性が確保され、具
体的な内容となっている。

法人の理念を明文化しており、法人の使命・役割を反映している。

法人の理念を明文化しているが、法人の使命・役割の反映が十分ではない。

法人の理念を明文化していない。

法人の経営理念が明文化され、中・長期
計画やホームページに掲載されている。
理念から実施する福祉サービスの内容
や法人の使命、目指す方向性を読み取
ることができる。

法人の理念に基づく基本方針を明文化しており、その内容が適切である。

法人の理念に基づく基本方針を明文化しているが、その内容が十分ではない。

法人の理念に基づく基本方針を明文化していない。

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

ｃ

　　②理念や基本方針が利用者等に周知されている。

理念や基本方針を、利用者会や家族会等で資料をもとに説明している。

理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。

理念や基本方針を利用者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を
行っている。ａ

ｂ

基本方針は、法人の理念との整合性が確保されている。

基本方針は、職員の行動規範となるよう具体的な内容となっている。

理念や基本方針を会議や研修において説明している。

ａ

ｂ

　　①理念や基本方針が職員に周知されている。

理念や基本方針の周知を目的とした実践テーマを設定して、会議等における討議の
上で実行している。

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

ａ

ａ

ｂ

ｃ

理念が文書(事業計画等の法人・事業所内文書や広報誌、パンフレット等)に記載さ
れている。

ｂ

理念や基本方針を利用者等に配布していない。

ｃ

ｃ

理念や基本方針を職員に配付するとともに、十分な理解を促すための取組を行って
いる。

理念や基本方針を職員に配付しているが、理解を促すための取組が十分ではない。

理念や基本方針を職員に配付していない。

理念や基本方針を利用者等に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではな
い。

経営理念や基本方針、倫理綱領、職員
行動基準、業務マニュアル等が職員に配
布されている。新任職員研修及び倫理研
修も実施され、全体職務会等においても
説明されている。朝の申し送り時には輪
読し周知に取り組んでいる。会議等で実
践テーマを設定し討議されることが望ま
れる。

理念や基本方針は施設内に掲示され、
ホームページに掲載されている。家族会
において事業計画も含めて説明されてい
る。利用者等に対しては、周知状況の継
続的な取り組みが望まれる。

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

２　事業計画の策定

(1)中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

5 　　①中・長期計画が策定されている。 ａ

6 　　②中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。 ａ

(2)事業計画が適切に策定されている。

7 ｂ

ｃ
経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期計画も中・長期の収支計画のどち
らも策定していない。

ａ
経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期計画及び中・長期の収支計画を策
定している。

ｂ
経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期計画または中・長期の収支計画の
どちらかを策定していない。

評価の結果に基づいて各計画の見直しを行っている。

理念や基本方針の実現に向けた目標(ビジョン)を明確にしている。

ｂ
各計画が、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
しが組織的に行われていない。

ｃ

実施する福祉サービスの内容や、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成等の
現状分析を行い、課題や問題点を明らかにしている。

ｃ

ａ

事業計画には、中・長期計画の内容を反映した各年度における事業内容が具体的に
示されている。

事業計画は、実行可能かどうか、数値目標等を設定することによって実施状況の評
価を行えるかどうかについて配慮がなされている。

中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。

ａ

中・長期計画は、課題や問題点の解決に向けた具体的な内容になっている。

中・長期計画に基づく取組を行っている。

各年度の事業計画は、中・長期計画の内容及び中・長期の収支計画の内容を反映し
て策定されている。

各年度の事業計画は、中・長期計画の内容または中・長期の収支計画の内容のどち
らかのみを反映させている。

各年度の事業計画は、中・長期計画の内容も中・長期の収支計画の内容も反映して
いない。

　　①事業計画の策定が組織的に行われている。

年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定められた時期、手順に
基づいて事業計画の実施状況の把握、評価を行っている。

各計画が、職員等の参画のもとで策定されるとともに、実施状況の把握や評価・見
直しが組織的に行われている。

各計画が、職員等の参画のもとで策定されていない。

事業計画は、単なる「行動計画」になっていない。

ｂ

一連の過程が一部の職員だけで行われていない。

今年度は、中・長期計画として第2期経営
計画（25年度～29年度）が策定され、経
営理念、基本方針の実現に向けた経営
目標が明確にされている。中・長期計画
の策定にあたっては、1期目計画の目標
ごとに問題点や課題を明らかにし、見直
しを行い、新規事業が追加され、収支計
画も策定されている。

事業計画は、中・長期計画（第２期経営
計画）の経営目標項目及び収支計画を
踏まえて、事業内容は具体的に示され、
数値目標も設定し、実行可能な計画とし
て策定されている。

事業計画は、前年度の結果を踏まえ、事
業計画案を作成して職員に提示してい
る。計画は職員の意見を反映させ、運営
会議で決定し、職務会議で報告してい
る。年度中途での事業計画の評価、見直
しが望まれる。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

8 a

9 ａ

３　管理者の責任とリーダーシップ

(1)管理者の責任が明確にされている。

10 　　①管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。 ａ

11 ｂ

各計画を職員に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではない。

ｃ

事業計画をわかりやすく説明した資料を作成する等によって、より理解しやすいよ
うな工夫を行っている。

管理者は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守すべき法令等を把握し、
リスト化する等の取組を行っている。

管理者は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的な
取組を行っている。

各計画を職員に配布していない。

管理者は､法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加している。

管理者は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、理解されるよう積極的に
取り組んでいる。

各計画を利用者等に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではない。

　　②事業計画が利用者等に周知されている。

各計画を利用者等に配布していない。

各計画を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。

各計画を利用者会や家族会等で資料をもとに説明している。

利用者あるいは家族向けに各計画をわかりやすく説明した資料を作成する等によっ
て、より理解しやすいような工夫を行っている。

各計画の進捗状況を確認し、継続的な取組を行っている。

平常時のみならず、有事（災害、事故等）における管理者の役割と責任について、
明確化されている。

　　②遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みを行っている。

管理者は、自らの役割と責任について、組織の広報誌等に掲載して表明している。

管理者は、自らの役割と責任について、文書化するとともに、会議や研修において
表明している。

管理者自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するために積極的な取り組みを行って
いる。

管理者は、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。

ａ

ｃ

事業計画を会議や研修において説明している。

　　②事業計画が職員に周知されている。

ａ

ａ

ｂ

ｃ

ｂ

ａ

管理者は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにしていない。

ｂ
管理者自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みを行っているが、
十分ではない。

ｃ 管理者自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みは行っていない。

管理者は、沖縄県心身障害者施設協議
会や法人の経営対策監会議及び知的障
害者施設長研修に参加し、遵守すべき法
令等を把握している。職員に対して障害
者虐待防止法や権利擁護等遵守すべき
法令等の研修を実施し周知に努めてい
る。遵守すべき法令等の一覧表の作成
が望まれる。

管理者の役割と責任は、運営規程や事
務分掌に記載され、初任者研修や法人
設立40周年記念誌で挨拶を掲載し表明
している。有事の場合は、リスクマネジメ
ント実施要綱で推進体制の責任者として
明確に位置づけられている。

事業計画は、わかりやすい要約版の資
料を作成、配布するとともに、家族会で管
理者が説明して理解を促すための取り組
みを行っている。利用者への説明も期待
したい。

事業計画は、わかりやすい要約版を作成
し職務会議で配布、説明されている。各
計画の進捗状況は、運営会議で検討し、
継続的な取り組みを行っている。

各計画を利用者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行ってい
る。

ｂ
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

(2)管理者のリーダーシップが発揮されている。

12 ａ

13 ａ

１　経営状況の把握

(1)経営環境の変化等に適切に対応している。

14 　　①事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。 ｂ

　　①質の向上に意欲を持ちその取り組みに指導力を発揮している。

ａ
管理者は、実施する福祉サービスの質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十
分な指導力を発揮している。

ｂ
管理者は、実施する福祉サービスの質の向上に意欲を持ち､組織としての取組に指
導力を発揮しているが、十分ではない。

管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の意見を取り込むための具体的
な取組を行っている。

ｃ
管理者は、実施する福祉サービスの質の向上に関する組織の取組について指導力を
発揮していない。

管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けて、人事、労務、財務等の面から分析
を行っている。

管理者は、上記について、組織内に同様の意識を形成するための取組を行ってい
る。

ｃ
管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みについて指導力を発揮して
いない。

ｂ
管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導力を発揮している
が、十分ではない。

ｃ

Ⅱ　組織の運営管理

管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人事配置、職員の働きやすい環
境整備等、具体的に取り組んでいる。

管理者は、経営や業務の効率化や改善のために組織内に具体的な体制を構築し、自
らもその活動に積極的に参画している。

把握された情報やデータが、中・長期計画や各年度の事業計画に反映されている。

事業経営をとりまく環境を把握するための取り組みを行っていない。

福祉サービスのニーズ、潜在的利用者に関するデータ等を収集している。

利用者数・利用者像等について、事業所が位置する地域での特徴・変化等を把握し
ている。

社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握している。

ａ 事業経営をとりまく環境を的確に把握するための取り組みを積極的に行っている。

ｂ
事業経営をとりまく環境を的確に把握するための取り組みを行っているが、十分で
はない。

ａ
管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに十分な指導力を発揮して
いる。

管理者は、実施する福祉サービスの質の現状について定期的、継続的に評価・分析
を行っている。

　　②経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導力を発揮している。

管理者は、福祉サービスの質に関する課題を把握し、改善のための具体的な取組を
明示して指導力を発揮している。

管理者は、福祉サービスの質の向上について組織内に具体的な体制を構築し、自ら
もその活動に積極的に参画している。

法人の方針として、サービスの質の自己
評価と倫理綱領に基づく自己評価をそれ
ぞれ毎年実施し、集計、分析を行い課題
を把握し、改善に向けて具体的な取り組
みを行っている。改善事例として、浴室の
クーラー設置がある。サービスの質の向
上の検討は、運営会議で実施し、管理者
が招集し積極的に関わっている。

経営状況は、財務等の分析がされた月
次報告を、運営会議や職務会議で報告
することで、意識形成し経営の効率化に
取り組んでいる。年に３～４回法人として
経営対策監会議を開催し検討されてい
る。職員は年２回の面接があり、管理者
は職員の意向を把握する手段としてい
る。人事、労務関係については、法人事
務局が取り扱い人事異動希望は職員か
ら自己申告され、管理者の意見も反映さ
れる仕組みになっている。

社会福祉事業全体の動向は、施設長会
議や法人事務局からの情報誌で把握し
ている。事業所が位置する地域の潜在的
福祉ニーズは中・長期計画（第２期経営
計画）に反映され、平成25年度は相談支
援事業の導入、平成26年度以降に就労
継続支援B型事業が計画されている。地
域での利用者像等の把握が望まれる。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

15 ａ

16 　　③外部監査が実施されている。 ｂ

２　人材の確保・養成

(1)人事管理の体制が整備されている。

17 　　①必要な人材に関する具体的なプランが確立している。 ｂ

18 　　②人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。 ｃ

ｃ 経営状況を分析して課題を発見する取り組みを行っていない。

　　②経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を
　　　行っている。

経営状況を分析して課題を発見する取り組みを行っているが、改善に向けた取り組
みを行っていない

定期的にサービスのコスト分析やサービス利用者の推移、利用率等の分析を行って
いる。

外部監査を実施しており、その結果に基づいた経営改善を実施している。ａ

外部監査を実施しているが、その結果に基づいた経営改善が十分ではない。

経営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取り組みを行ってい
る。

ｂ 定期的な人事考課を実施しているが、客観的な基準に基づいて行われていない。

社会福祉士や介護福祉士等の有資格職員の配置等、必要な人材や人員体制について
具体的なプランがある。

プランに基づいた人事管理が実施されている。

ａ

ａ
組織が目標とする福祉サービスの質を確保するための、必要な人材や人員体制に関
する具体的なプランが確立しており、それに基づいた人事管理が実施されている。

改善に向けた取組が、中・長期計画や各年度の事業計画に反映されている。

ｃ
組織が目標とする福祉サービスの質を確保するための、必要な人材や人員体制に関
する具体的なプランが確立していない。

外部監査の結果や、公認会計士等による指導や指摘事項に基づいて、経営改善を実
施している。

公認会計士、税理士その他会計に関する専門家が行う会計管理体制の整備状況の指
導・助言・点検等を受けることによって経営改善を実施している。

ｂ

経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。

ｃ 外部監査を実施していない。

ａ 客観的な基準に基づき、定期的な人事考課を実施している。

必要な人材や人員体制に関する基本的な考え方や、人事管理に関する方針が確立し
ている。

ｂ
組織が目標とする福祉サービスの質を確保するための、必要な人材や人員体制に関
する具体的なプランが確立しているが、それに基づいた人事管理が十分ではない。

ｃ 定期的な人事考課を実施していない。

人事考課の目的や効果を正しく理解している。

効果基準を職員に明確に示すことや、結果の職員へのフィードバック等の具体的な
方策によって客観性や透明性の確保が図られている。

経営状況をコスト分析し、月次報告を運
営会議、職務会議で職員に説明し周知さ
れ、事業計画に反映されている。電気、
水道料の節減に取り組んでいる。

外部監査は実施されていないが、法人本
部で会計管理体制により点検が実施さ
れ、経営改善が行われている。

人事管理の方針は、中・長期計画に明記
されている。必要な人材や人員体制等は
法人事務局で決定されるため、有資格者
の配置等について、施設独自の具体的
なプランの作成が望まれる。

ｂ

人事考課は実施されていない。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

(2)職員の就業状況に配慮がなされている。

19 ｂ

20 b

(3)職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

21 a

ｃ

現在実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえて、基本方針や中・長期計画
の中に、組織が職員に求める専門技術や専門資格を明示している。

組織が目指す福祉サービスを実施するために、基本方針や中・長期計画の中に、組
織が職員に求める基本的姿勢や意識を明示している。

組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されていない。

組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されているが、十分ではな
い。

分析した結果について、改善策を検討する仕組みがある。

組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。

ｂ

職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施している。

　　①職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。

職員の希望の聴取等をもとに、福利厚生センターへの加入等、相互的な福利厚生事
業を実施している。

職員の有給休暇の消化率や時間外労働のデータを、定期的にチェックしている。

定期的に職員との個別面接の機会を設ける等、職員が相談しやすいような組織内の
工夫をしている。

希望があれば職員が相談できるように、カウンセラーや専門家を確保している。

把握した職員の意向・意見や就業状況チェックの結果を、分析・検討する担当者や
担当部署等を設置している。

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
が十分でない。

ｃ 職員の就業状況や意向を把握する仕組みがない。

　　①職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善
　　　 する仕組みが構築されている。

ａ

ｂ

改善策については、人材や人員体制に関する具体的なプランに反映し実行してい
る。

　　②職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り組んでいる。

ａ

ａ

ｂ

第2期経営計画の「人材に対する姿勢」の
項目で、良質の福祉サービスを提供する
人材育成を目指し、職員教育の充実を掲
げている。体系的な研修プログラムの構
築として、専門職別、指導者養成研修等
が位置付けられている。

職員の有給休暇の消化率等の就業状況
のデータは定期的に把握され、分析・検
討を管理者自身が実施している。管理者
は、年２回の職員面接を実施し、職員の
意向が把握されている。職員が相談でき
るカウンセラー等専門家の確保が望まれ
る。

職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施していない。

職員の福利厚生は、福利厚生センターに
加入して、保養所等の利用補助や記念
品等の配布がある。健康診断等を実施
し、退職金制度として全国社会福祉事業
団共済会に加入している。事業所内に職
員の悩み相談窓口の設置が望まれる。

職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善する仕組みが構築され
ている。

職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施しているが、十分ではない。

ｃ

職員の悩み相談窓口を組織内に設置し、解決に向けた体制が整備されている。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

22 ｂ

23 ｂ

(4)実習生の受け入れが適切に行われている。

24 ｂ

職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定されているが、
計画に基づいた具体的な取組が十分に行われていない。

　　③定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。

研修成果の評価が定期的に行われているが、次の研修計画に反映されていない。

ａ

職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定されている。

ｂ

研修を終了した職員が、研修内容を発表する機会を設けている。

研修を終了した職員は、報告レポートを作成している。

ｃ 職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定されていない

研修成果の評価が定期的に行われていない。

研修成果の評価が定期的に行われるとともに、次の研修計画に反映されている。

ｂ

評価・分析された結果を次の研修計画に反映している。

報告レポートや発表、当該職員の研修後の業務等によって、研修成果に関する評
価・分析を行っている。

個別の職員の技術水準、知識、専門資格の必要性などを把握している。

策定された教育・研修計画に基づき、実際に計画に従った教育・研修が実施されて
いる。

ｃ

評価・分析された結果に基づいて、研修内容やカリキュラムの見直しを行ってい
る。

ａ

ｃ

実習指導者に対する研修を実施している。

実習内容全般を計画的に学べるようなプログラムを用意している。

学校側と、実習内容について連携してプログラムを整備するとともに、実習期間中
においても継続的な連携を維持していくための工夫を行っている。

実習生の受入れと育成について基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、効果的な
プログラムを用意する等、積極的な取組を実施している。

ａ
職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され、計画に基
づいた具体的な取組が行われている。

　　②個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定
　　　され計画に基づいて具体的な取組が行われている。

　　①実習生の受入れと育成について基本的な姿勢を明確に
　　　した体制を整備し、積極的な取組をしている。

実習生の受入れと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等、積極的な取組には至っていない。ｂ

実習生の受入れと育成について体制を整備しておらず、実習生を受け入れていな
い。

実習生の受入に関する基本姿勢を明文化している。

実習生の受入れについて、受入れについての連絡窓口、事前説明、オリエンテー
ションの実施方法等の項目が記載されたマニュアルが整備されている。

社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の種別に配慮したプログラムを用意し
ている。

受入れにあたっては、学校との覚書を取り交わす等によって、実習における責任体
制を明確にしている。

職員は研修後に復命書を提出し、職務会
等で研修内容を報告している。研修成果
に関する評価、分析等の実施及び研修
計画への反映が望まれる。

職員が有する資格等の詳細は法人事務
局で管理され、施設内組織図に提供する
サービスについて有資格を明記してい
る。研修は、職員の有資格、経験年数、
それぞれの専門分野の受講資格等に基
づき参加している。職員一人ひとりの教
育研修計画の策定及び計画に基づいた
研修実施が望まれる。

年度始めに学校側の「施設実習受け入
れ」依頼を受け、施設側は実習期間や時
間、担当者等を明示して受け入れを回答
している。施設側のプログラムをもとに実
施され、実習日誌や評価表、出勤簿で報
告し、学校側との3者面談も実施してい
る。保育等の各種プログラムを用意して
受入に備えている。実習生受入れの基本
姿勢の明文化やマニュアル及び実習指
導者研修の受講が望まれる。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

３　安全管理

(1)利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。

25 ａ

26 ｂ

27 ａ

利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、全職員に周知されている。

地震、津波、大雪などの災害に対して、利用者の安全確保のための取組を積極的に
行っている。

立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な対策を講じている。

　②災害時に対する利用者の安全確保のための取組を
　　行っている。

職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行っている。

事故防止対策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評価・見直し
を行っている。

暴風雨時対策要綱で対策会議や会議の
任務、業務の停止等を明記し、災害時の
対応体制は自衛消防隊組織表で明示し
ている。災害時等の安否確認体制も整え
ている。消防署協力の下総合訓練や夜
間帯の自主訓練を２回実施し、防災設備
等の点検は業者によって実施されてい
る。災害時等の備蓄で食糧等を備えてい
るが、備蓄品リストの整備が望まれる。

ａ

収集した事例について、職員の参画のもとで発生要因を分析し、未然防止策を検討
している。

ｂ
利用者の安全を脅かす事例を組織として収集しているが、要因分析と対応策の検討
が十分ではない。

利用者の安全を脅かす事例の収集を、その仕組みを整備した上で実施している。

　　②利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。

事故発生対応マニュアル等を作成し職員に周知している。

災害時の対応体制が決められている。

地震、津波、大雪などの災害に対して、利用者の安全確保のための取組を行ってい
ない。

地元の消防署、警察、自治会などと連携するなど工夫して訓練を実施している。

ｂ
地震、津波、大雪などの災害に対して、利用者の安全確保のための取組を行ってい
るが、十分ではない。

食料や備品類などの備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備している。

ｃ

管理者は利用者の安全確保の取組について、リーダーシップを発揮している。

検討会には、現場の職員が参加している。

利用者の安全確保に関する担当者・担当部署を設置している。

担当者等を中心にして、定期的に安全確保に関する検討会を開催している。

リスクの種類別に、責任と役割を明確にした管理体制が整備されている。

ｃ
事故、感染症の発生時などの緊急時に、利用者の安全確保のために、組織として体
制を整備していない。

ａ
事故、感染症の発生時などの緊急時に、利用者の安全確保のために、組織として体
制を整備し機能している。

ｂ
事故、感染症の発生時などの緊急時に、利用者の安全確保のために、組織として体
制を整備しているが、十分に機能していない。

　　①緊急時(事故、感染症の発生時など)における利用者の
　　　安全確保のための体制が整備されている。

利用者の安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い実
行している。ａ

ｃ 利用者の安全を脅かす事例を組織として収集していない。

リスクマネジメント実施要綱が策定され、
目的、実施内容、実施体制、リスクマネジ
メント委員会等を明確にしている。委員長
は園長、リスクマネジャーを管理課長と
し、概ね毎月1回開催している。感染症対
策要綱では、園長を委員長として管理体
制を整備している。事故発生防止のため
の基本方針、介護事故発生時の対応に
関する基本方針をマニュアルとして整備
し職員に周知している。

リスクマネジメント会議を毎月1回開催し、
ヒヤリハットや食中毒等について検討して
いる。危険予知訓練の研修を実施し施設
危険度点検表を活用し改善に取組んで
いる。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

４　地域との交流と連携

(1)地域との関係が適切に確保されている。

28 ａ

29 　　②事業所が有する機能を地域に還元している。 ｂ

30 ｂ

施設で開催する研修等を地域住民に参
加を呼び掛けている。地域住民の健康増
進や食中毒、インフルエンザ等感染防止
衛生管理の研修には、自治会の協力に
より住民の参加を得ている。施設の広報
誌「学園だより」を発行し、家族や地域自
治会等へ配布しているが、住民向け相談
支援事業は準備中である。

ボランティア受け入については事業計画
で基本姿勢を明示し、その中でボランティ
アの育成も明記されている。対応マニュ
アルも作成されている。ボランティアに対
する研修等が望まれる。

地域との関わり方について基本的な考え方を文書化している。

利用者が地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職員やボランティアが援助
を行う体制が整っている。

　　①利用者と地域との関わりを大切にしている

利用者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ない。

利用者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。

ｃ

ｃ

ａ

ｂ

ｂ

介護や保育等について、専門的な技術講習会や研修会、地域住民の生活に役立つ講
演会等を開催して、地域へ参加を呼びかけている。

ａ

ｃ ボランティア受入に対する基本姿勢が明示されていない。

ボランティア受入に関する基本姿勢を明文化している。

ボランティア受入について、登録手続き、ボランティアの配置、事前説明等に関す
る項目が記載されたマニュアルを整備している。

地域へ向けて、理念や基本方針、事業所で行っている活動等を説明した印刷物や広
報誌等を配布している。

介護相談・育児相談窓口、障害者やその家族等に対する相談支援事業、子育て支援
サークル等、地域ニーズに応じ住民が自由に参加できる多様な支援活動を行ってい
る。

施設が有する機能を、地域に開放・提供する取り組みを行っているが、十分ではな
い。

施設が有する機能を、地域に開放・提供する取り組みを行っていない。

　　③ボランティア受け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
ボランティア受入に対する基本姿勢が明示されており、受入についての体制が整備
されている。

ｂ

ボランティアに対して必要な研修を行っている。

ボランティア受入に対する基本姿勢は明示されているが、受入についての体制が十
分に整備されていない。

施設が有する機能を、地域に開放・提供する取り組みを積極的に行っている。

事業所や利用者への理解を得るために、地域の人々と利用者との交流の機会を定期
的に設けている。

利用者の買い物や通院等日常的な活動についても、定型的でなく個々の利用者の
ニーズに応じて、地域における社会資源を利用するよう推奨している。

活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等で利用者に提供してい
る。

利用者と地域との交流を広げるための地域への働きかけを積極的に行っている。
地域との交流は、事業計画の「社会、地
域との関係の継続」の項目で基本的姿勢
を明確にし、ボランティアの積極的活用が
明示されている。地域マップや講演のチ
ラシ等は、掲示し周知を図っている。地域
福祉祭りへの参加時にはボランティアの
支援を受け、逆に施設行事の時に地域
住民の相談を受ける等、交流の機会を
持っている。利用者は個別に地域の理・
美容室の利用、近隣店舗での買い物、外
食等社会資源を利用し地域との関わりを
大切にしている。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

(2)関係機関との連携が確保されている。

31 ａ

32 　　②関係機関等との連携が適切に行われている。 ｂ

(3)地域福祉向上のための取り組みを行っている

33 ｂ

34 　　②地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。 ａ

　　①必要な社会資源を明確にしている。

ａ

事業所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能や連絡方
法を体系的に明示しているが、その情報が職員間で共有されていない。

関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保し、具体的な課題や事例検討を行って
いる。

個々の利用者の状況に対応できる社会資源を明示し、当該地域の関係機関・団体に
ついて、その機関・団体との連携の必要性を含めたリストや資源を作成している。

職員会議で説明する等職員間で情報の共有化が図られている。

関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保していない。

事業所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能や連絡方
法を体系的に明示していない。

ｂ
関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保しているが、具体的な課題や事例検討
は行っていない。

ｂ

ａ

ｃ

事業所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能や連絡方
法を体系的に明示し、その情報が職員間で共有されている。

ｃ 把握した福祉ニーズに基づいた、事業・活動の計画がない。

関係機関・団体との連携に基づき、具体的な福祉ニーズの把握に努めている。

把握した福祉ニーズに基づいた事業・活動の計画があり、実施されている。

ｂ 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るが、十分ではない。

ｂ 把握した福祉ニーズに基づいた事業・活動の計画があるが、実施されていない。

把握した福祉ニーズに基づいて実施した具体的な事業・活動がある。

把握した福祉ニーズに基づいた具体的な事業・活動を、中・長期計画や事業計画の
中に明示している。

ｃ 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。

　　①地域の福祉ニーズを把握している。

ａ

ｃ

地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を積極的に行っている。ａ

関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。

地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて協働して具体的な取組
を積極的に行っている。

民生委員・児童委員等との定期的な会議を開催する等によって、具体的な福祉ニー
ズの把握に努めている。

地域住民に対する相談事業を実施すること等を通じて、具体的な福祉ニーズの把握
に努めている。

関係機関、団体との連携により福祉ニー
ズの把握に努めている。民生委員・児童
委員や地域住民との連携による福祉ニー
ズの把握も望まれる。

関係機関や行政からの福祉ニーズとし
て、「相談支援事業所開設」の要望があ
り、事業計画で年度毎に「基本構想策定」
「施設整備事業開始」等を明示し準備中
となっている。

必要な社会資源は、事業所リスト等も揃
え、事業計画等と合わせて職務会等で説
明し共有している。

沖縄県心身障害者施設協議会の企画調
査委員会が年2～3回、必要に応じて開会
され、園長が委員として参加し、障害者
支援施設が抱えている課題や意見を提
案している。地域の関係機関・団体の共
通の問題に対して具体的な取り組みが望
まれる。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

１　利用者本位の福祉サービス

(1)利用者を尊重する姿勢が明示されている。

35 ｂ

36 ｂ

ｃ 利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備していない。

利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備しているが、職員に
周知する取組が十分でない。ｂ

利用者尊重や基本的人権への配慮について、組織で勉強会・研修を実施している。

利用者を尊重したサービス提供に関する基本姿勢が、個々のサービスの標準的な実
施方法等に反映されている。

ａ

身体拘束や虐待防止について職員に周知徹底している。

理念や基本方針で「利用者の人権を尊重
し、安全、安心、快適なサービス」の実施
を明示し、職員に対し倫理綱領の自己評
価を実施し、倫理委員会で総括してい
る。身体拘束や虐待防止についても「権
利擁護の為の業務点検表」等を活用し、
体罰防止等への周知を図っているが、
サービスの標準的な実施方法（マニュア
ル）に利用者尊重の明記が望まれる。

利用者のプライバシー保護について、福
祉現場における接遇マナー等の職場内
研修の実施、トイレ入り口の目隠しカーテ
ンの設置等に取組んでいる。サービスを
実施するに当たり基本となる規程やマ
ニュアル等へのプライバシー保護の明示
等の取組みが望まれる。

ｂ
利用者を尊重したサービス提供についての基本姿勢は明示されているが、組織内で
共通の理解を持つための取組は行っていない。

ｃ 利用者を尊重したサービス提供についての基本姿勢が明示されていない。

　　①利用者を尊重したサービス提供について共通の理解を
　　　 持つための取組を行っている。

利用者のプライバシー保護に関する基本的知識、社会福祉事業に携わる者としての
姿勢・意識、利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等について、職
員に研修を実施している。

規程・マニュアル等に基づいたサービスが実施されている。

利用者のプライバシー保護について、規程・マニュアル等の整備や、施設・設備面
での工夫等、組織として具体的に取り組んでいる。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

ａ
利用者を尊重したサービス提供についての基本姿勢が明示され、組織内で共通の理
解を持つための取組が行われている。

利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周知する
ための取組を行っている。

　　②利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等
　　　 を整備している。

理念や基本方針に、利用者を尊重した福祉サービスの実施について明示している。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

(2)利用者満足の向上に努めている。

37 ｂ

(3)利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

38 ａ

39 　　②苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。 ｂ

　　①利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。

相談や意見を述べやすいようなスペースに配慮している。

分析・検討の結果に基づいて具体的な改善を行っている。

ａ
利用者が相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境が整
備され、そのことを利用者に伝えるための取組が行われている。

ｂ
利用者が相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境が整
備されているが、そのことを利用者に伝えるための取組が十分ではない。

苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第三者委員の設
置)を整備している。

苦情を受けつけて解決を図った記録が適切に保管されている。

苦情の検討内容や対応策を、利用者や家族等に必ずフィードバックしている。

苦情を申し出た利用者や家族等に配慮した上で、苦情内容及び解決結果等を公表し
ている。

利用者が相談したり意見を述べたい時に、相談方法や相談相手を選択できない。

利用者や家族等に、その文書を配布したり、わかりやすい場所に掲示している。

利用者が、複数の相談方法や相談相手の中から自由に選べることを、わかりやすく
説明した文書を作成している。

ｃ

ｃ

利用者満足を把握する仕組みを整備し、利用者満足の結果を踏まえて、その向上に
向けた取組を行っている。

ｂ
利用者満足を把握する仕組みを整備し、利用者満足の結果を把握しているが、その
向上に向けた取組が十分ではない。

　　①利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取組を
　　　行っている。

利用者満足を把握する目的で、利用者への個別の相談面接や聴取、利用者懇談会を
定期的に行っている。

ａ

苦情解決の仕組みが確立していない。

ｃ 利用者満足を把握するための仕組みが整備されていない。

利用者満足に関する調査を定期的に行っている。

利用者満足を把握する目的で、利用者会や家族会等に出席している。

利用者満足に関する調査の担当者・担当部署の設置や、把握した結果を分析・検討
するために、利用者参画のもとで検討会議の設置等が行われている。

ａ
苦情解決の仕組みが確立され利用者等に周知する取組が行われているとともに、苦
情解決の仕組みが機能している。

ｂ
苦情解決の仕組みが確立され利用者等に周知する取組が行われているが、十分に機
能していない。

苦情解決の仕組みを説明した資料を利用者等に配布、説明しているとともに、わか
りやすく説明した掲示物を掲示している。

利用者や家族に対して、苦情記入カードの配布や匿名アンケート実施など利用者や
家族が苦情を申し出やすい工夫を行っている。

利用者や家族を対象に年1回「満足度調
査アンケート」を実施し、集計・分析は管
理課長が行っている。父母会総会に園長
や管理課長が参加して意見等を把握す
るとともに、２か月に１回、利用者とユンタ
ク会も取り組まれている。利用者参画に
よる検討会議の設置が望まれる。

利用者への相談方法等の説明は、重要
事項説明書で相談援助窓口担当者や第
三者委員名を明示し、家族等への配布と
施設内への掲示で周知している。相談場
所として、会議室や居室を活用している。

「福祉サービスに係わる苦情への対応に
関する実施要綱」で、苦情責任者や苦情
受付担当者、第三者委員を明示してい
る。投書箱や利用者や家族等には重要
事項説明書を配布して苦情解決の仕組
みの周知を図っている。利用者や家族か
らの申し立てには、発生の理由や今後の
対策等を記録し、家族へ送付しているが
解決結果等の施設内での公表も望まれ
る。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

40 　　③利用者からの意見等に対して迅速に対応している。 ｂ

２　サービスの質の確保

(1)質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている

41 ａ

42 ｂ

ｂ

利用者からの意見等に対する対応マニュアルを整備していない。

利用者からの意見等に対する対応マニュアルを整備しているが、迅速に対応してい
ない。

ｃ
サービス内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備
されていない。

対応マニュアルの定期的な見直しを行っている。

対応マニュアルに沿った取組がなされており、意見や提案のあった利用者には、検
討に時間がかかる場合も状況を速やかに報告している。

ａ

ｃ

　　②評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を
　　　 明確にし、改善策・改善実施計画を立て実施している。

ｂ
評価結果を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしているが、改善策や改
善実施計画を立て実施するまでは至っていない。

評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもとで改善策や改善実施計
画を策定する仕組みがある。

改善策や改善実施計画の実施状況の評価を実施するとともに、必要に応じて計画の
見直しを行っている。

職員間で課題の共有化が図られている。

評価結果を分析・検討する場が、組織として定められ実行されている。

定められた評価基準に基づいて、年に１回以上自己評価を行うとともに、第三者評
価等を定期的に受審している。

評価に関する担当者・担当部署が設置されている。

職員の参画により評価結果の分析を行っている。

分析した結果やそれに基づく課題が文書化されている。

評価結果を分析し、明確になった組織として取り組むべき課題について、改善策や
改善実施計画を立て実施している。

評価結果を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしていない。

ａ 利用者からの意見等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応している。

サービス内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備
され機能している。

　　①サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。

意見や提案を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等について規定し
たマニュアルを整備している。

ｂ
サービス内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備
されているが、十分に機能していない。

意見等を福祉サービスの改善に反映している。

ａ 施設は、法人による倫理要綱自己評価と
施設におけるサービス自己評価を毎年実
施している。自己評価担当者及び部署
は、管理課で管理課長となっている。自
己評価は第1段階として、現場職員で実
施し、第2段階では、職員の自己評価をも
とに、管理職や主任等も参加し、検討・分
析する体制となっている。第三者評価
は、今回が初めての受審である。

利用者の意見等に対応するマニュアルが
整備されている。利用者からの意見は、
居室へ入る際のノックや声かけ、家族と
の連絡事項の行違い等のサービスの改
善に反映している。対応マニュアルの定
期的な見直しが望まれる。

評価の分析は、現場主任やサービス担
当責任者等が参加して行い、自己評価結
果総括表として取り組むべき課題を文書
化している。サービス自己評価会議や申
し送り時等において、職員間で課題の共
有化を図っている。必要に応じて改善策
や改善計画の見直しが望まれる。

ｃ
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

(2)提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

43 ｂ

44 ａ

(3)サービス実施の記録が適切に行われている。

45 ａ

ｃ

ｂ

ａ

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。

ｃ
標準的な実施方法について、組織的な検証・見直しの仕組みを定めず、定期的な検
証をしていない。

利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が記録されていない。

利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が適切に記録されている。

標準的な実施方法には、利用者尊重やプライバシー保護の姿勢が明示されている。

標準的な実施方法に基づいて実施されているかどうかを確認する仕組みがある。

提供するサービスについて、標準的な実施方法が文書化されていない。

提供するサービスについて、標準的な実施方法が文書化され、それに基づいたサー
ビスが実施されている。

サービスの標準的な実施方法の見直しに関する時期やその方法が組織で定められて
いる。

提供するサービスについて、標準的な実施方法が文書化されているが、それに基づ
いたサービスの実施が十分ではない。

見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案が反映されるような仕組みに
なっている。

　　①利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に
　　　 行われている。

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、仕組みに従って検証・見直しを行っている。

サービス実施計画に基づくサービスが実施されていることを記録により確認するこ
とができる。

ｃ

ａ

　　①提供するサービスについて標準的な実施方法が文書
　　　 化されサービスが提供されている。

ｂ

ａ

記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の作成や職員
への指導などの工夫をしている。

ｂ
利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が記録されているが、十分ではな
い。

サービス実施計画に基づき、食事に関す
るサービス等が記入され、さらに、担当者
が毎月の実施状況をまとめている。記録
方法は、職場内研修等で確認し、差異の
ないよう工夫している。

サービスの標準的な実施方法（マニュア
ル）については、生活支援マニュアルを
職員に配布している。与薬についての研
修を実施し周知している。生活支援マ
ニュアル等には、利用者尊重やプライバ
シー保護の姿勢を明示するとともに、マ
ニュアルに基づいたサービスが実施され
ていることを確認する仕組みが望まれ
る。

マニュアルの見直しについては、与薬に
関するマニュアルをリスクマネジメント会
議において、全職員の参加で行われてい
る。マニュアルの見直しに関する時期や
その方法について、組織で定め定期的に
実施することが望まれる。

標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職員に周知徹底するため
の方策を講じている。

　　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。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

46 　　②利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ｂ

47 　　③利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。 ａ

３　サービスの開始・継続

(1)サービス提供の開始が適切に行われている。

48 ａ

ｃ

ｂ

利用者に関する記録管理について規定が定められていない。

ａ

ｂ
利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組が行われている
が、十分ではない。

ｃ
利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組が行われていな
い。

理念や、実施する福祉サービスの内容を紹介した資料を、公共施設等多数の人が手
にすることができる場所においている。

ａ

記録管理の責任者が設置されている。

ａ
利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組が行われてい
る。

記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、職員に対し教育や研修が
行われている。

利用者の記録の保管、保存、廃棄に関する規程等を定めている。

職員は、個人情報保護法を理解し、遵守している。

インターネットを利用して、組織を紹介したホームページを作成し公開している。

組織を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような
内容にしている。

見学、体験入所、一日利用等の希望に対応している。

利用者に関する記録管理について規定が定められ管理が行われているが、十分では
ない。

ｂ

組織における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な情報が的確に届くよう
な仕組みが整備されている。

情報共有を目的として、ケアカンファレンスの定期的な開催等、部門横断での取組
がなされている。

利用希望者がサービスを選択するために必要な情報を積極的に提供している。

　　①利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している

パソコンのネットワークシステムを利用して、事業所内で情報を共有する仕組みを
作っている。

ｃ 利用希望者がサービスを選択するために必要な情報を提供していない。

利用者に関する記録管理について規定が定められ、適切に管理が行われている。

利用者や家族等から情報の開示を求められた場合に関する規程を定めている。

利用希望者がサービスを選択するために必要な情報を提供しているが、十分ではな
い。

組織における情報の共有化は、毎日の
申し送りや会議録を各自で確認しチエッ
クする仕組みとなっている。カンファレン
スの定期的な開催等は、個別支援計画
策定会議で栄養士や看護師、主任、担当
職員等が参加し実施されている。施設内
の情報の共有は、パソコンネットワーク支
援システムが構築されている。

記録の管理体制は、文書規定に責任者
として庶務担当職員が設定され、施設長
が任命することになっている。利用者の
記録の保管、保存、廃棄に関する規定も
定められている。重要事項説明書に情報
の開示について明記され、個人情報保護
法は、自己評価から90%の職員が理解し
遵守しているとの結果となっている。記録
の管理についての研修等が望まれる。

施設の情報の提供はホームページで公
開されている。園便りは、家族や法人事
務局、第三者委員、近隣施設に送ってい
る。理念や福祉サービスを紹介したパン
フレットは、銀行に置かれており、在宅の
人が見学に訪れたり、施設での体験を受
け入れることもある。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

49 　　②サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。 ａ

(2)サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

50 ｂ

ｃ

　　①事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービス
　　　 の継続性に配慮した対応を行っている。

説明にあたっては、利用者や家族等が理解しやすいような工夫や配慮（例えば日常
生活自立支援事業の活用）を行っている。

ｃ

ａ
サービス開始の同意を得るにあたり、組織が定める様式に基づき利用者や家族等に
わかりやすく説明を行っている。

サービス開始の同意を得るにあたり、組織が定める様式に基づき利用者や家族等に
説明を行っていない。

ｂ

サービス開始時には、サービスの内容や料金等について、利用者や家族等の同意を
得た上でその内容を書面で残している。

サービス開始の同意を得るにあたり、組織が定める様式に基づき利用者や家族等に
説明を行っているが、十分ではない。

サービス終了した後も、組織として利用者や家族等が相談できるように担当者や窓
口を設置している。

他の事業所や地域・家庭への移行にあたり、サービスの継続性に配慮した手順と引
継ぎ文書を定めている。

サービス開始時に、サービス内容や料金等が具体的に記載された重要事項説明書等
の資料を用意して、利用者に説明している。

サービスの内容や施設の変更、地域・家庭への移行等にあたりサービスの継続性に
配慮していない。

サービスの内容や施設の変更、地域・家庭への移行等にあたりサービスの継続性に
配慮している。

利用契約が必要な場合は、必ず契約書を取り交わしている。

重要事項説明書等の資料や契約書の内容は、利用者にもわかりやすいように工夫し
ている。

ａ

ｂ
サービスの内容や施設の変更、地域・家庭への移行等にあたりサービスの継続性に
配慮しているが、十分ではない。

サービス開始時には、本人と家族にパン
フレットでわかりやすく説明するとともに、
施設見学も合わせて行っている。重要事
項説明書は文字も大きく、読みやすいよ
う工夫されている。契約書も取り交わさ
れ、さらに、料金表も作成し個別に説明さ
れている。

利用者が入院したり、他施設へ移行の場
合は、情報提供書によって引き継ぎ文書
としている。サービス終了後の家族等の
相談窓口及び担当者の設置や相談方法
等について、記載された文書作成が望ま
れる。

サービス終了時に、利用者や家族等に対し、その後の相談方法や担当者について説
明を行い、その内容を記載した文書を渡している。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　評　価　の　着　眼　点　　□

評価所見

４　サービス実施計画の策定

(1)利用者のアセスメントが行われている。

51 ａ

(2)利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

52 ａ

53 　　②定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行っている。 ａ

　　①サービス実施計画を適切に策定している。

見直しによって変更したサービス実施計画の内容を、関係職員に周知する手順を定
めて実施している。

サービス実施計画を緊急に変更する場合の仕組みを整備している。

サービス実施計画の見直しについて、見直しを行う時期、検討会議の参加職員、利
用者の意向把握と同意を得るための手順等、組織的な仕組みを定めて実施してい
る。

ｂ

ｃ 利用者一人ひとりのサービス実施計画策定のための体制が確立していない。

ａ

ａ
利用者一人ひとりのサービス実施計画策定のための体制が確立しており、実際に機
能している。

利用者の身体状況や生活状況等を正確に把握しており、定められた手順に従って
サービス実施上の解決すべき課題（ニーズ）を具体的に明示している。

　　①定められた手順に従ってアセスメントを行っている。

ｂ
利用者の身体状況や生活状況等を正確に把握しているが、定められた手順に従って
サービス実施上の解決すべき課題（ニーズ）を十分には明示していない。

ｃ
利用者の身体状況や生活状況等を正確に把握しておらず、定められた手順に従って
サービス実施上の解決すべき課題（ニーズ）を明示していない。

アセスメントの定期的見直しの時期と手順を定めている。

利用者の身体状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様式によって把握し記録
している。

利用者一人ひとりのサービス実施計画策定のための体制が確立しているが、十分に
機能していない。

部門を横断したさまざまな職種の関係職員（種別によっては組織以外の関係者も）
が参加して、アセスメントに関する協議を実施している。

サービス実施計画は、半年毎に見直しが
されており、個別支援計画の作成手順等
において、必要時に変更見直しの仕組み
が整備されている。見直し後は、台帳や
記録書ファイル、個別支援記録綴りに整
理され、職員間で確認及び共有を図って
いる。

サービス実施計画どおりにサービスが行われていることを確認する仕組みが構築さ
れるとともに、機能している。

利用者一人ひとりの具体的なニーズが明示されている。

ａ
サービス実施計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組
織として定めて実施している。

サービス実施計画策定の責任者を設置している。

サービス実施計画を策定するための部門を横断したさまざまな職種による関係職員
（種別によっては組織以外の関係者も）の合議、利用者の意向把握と同意を含んだ
手順を定めて実施している。

ｂ
サービス実施計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組
織として定めて実施しているが、十分ではない。

ｃ
サービス実施計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組
織として定めて実施していない。

運営規程において、サービス担当責任者
が設置され、個別支援計画の手順に記
載されている。個別支援計画策定会議録
に参加者や詳細が記入されている。個別
支援計画に基づいた支援内容は、寮日
誌や個別ファイルに記入され、さらに、担
当支援員は、１か月分毎に状況をまとめ
て文書化している。

アセスメントは、統一した様式によって作
成され、利用者のニーズも明示されてい
る。作成手順に沿って担当職員が中心と
なり、年２回アセスメントを実施している。
アセスメントの協議は、サービス担当責
任者や看護師、栄養士、担当支援員等
が参加し、個別支援計画策定会議で協
議されている。参加職員は、事前に一定
様式でコメントを準備し会議に望んてい
る。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

(1)利用者の尊重

54 ａ

55 ｂ

56 ａ

自力で行う行為による生活と活動の範囲が広がるように、職員の対応や施設の整備
は常に検討されている。

意思伝達に制限のある人の場合、担当職員・ソーシャルワーカー・臨床心理士等の
連携により、その人の意思や希望をできるだけ正しく理解しようと努力している。

　　③利用者の自力で行う日常生活上の行為に対する見守りと
　　　 支援の体制が整備されている。

利用者が自力で行う日常生活上の行為は見守りの姿勢を保ち、必要な時には迅速に
支援するという方針を会議等で確認している。

利用者による自治会ないし利用者の会等がある。

見守りと支援の体制が十分ではない。

利用者の主体的な活動が尊重されている。

自治会等は、施設運営の責任者と、定期的に、及び必要な場合に随時協議する機会
をもっている。

コミュニケーションに関するサービス実
施計画が策定され、ボディーランゲージ
や手話、筆談、ボードを利用し、利用者
に適した方法を検討し支援している。手
話のできる利用者においては、本人の
手話の様子を写真及び文字化し共有を
図っている。必要に応じて利用者の代弁
者として、家族からも情報を得ている。

　　①コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫が
　　　 なされている。

　　②利用者の主体的な活動を尊重している。

Ａ－１　利用者の尊重

利用者の主体的な活動を支援するための職員が決められている。

利用者の主体的な活動については、その意向を尊重しながら、その発展を促すよう
に側面的な支援を行っている。

利用者が、施設外の障害者や知人等と自由に交流できるように様々な便宜を図って
いる。

利用者のコミュニケーション能力を高めるため、サービス実施計画や支援計画を策
定し実行している。

利用者の主体的な活動の尊重が十分ではない。

ｃ

ａ 見守りと支援の体制が整備されている。

利用者の主体的な活動が尊重されていない。

見守りと支援の体制が整備されていない。

自力で行っているときでも、介助が必要だと判断しなければならない場合がある
が、その判断については、あらかじめ利用者（及び必要に応じて家族等）と十分な
話し合いが行われている。

ｂ

ａ

ｂ

ｃ

ｃ コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫がなされていない。

必要性や要望に基づいて、コミュニケーションの取れる知人、代弁者、手話通訳者
等を受け入れている。

意思伝達に制限のある人の場合、日常的な関わり合いを通じて、その人固有のコ
ミュニケーション手段やサインの発見と確認に心掛けている。

意思伝達に制限のある人の場合、個別のコミュニケーション手段の検討とそれに基
づく支援がなされている。（コミュニケーション機器の用意を含む）

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

利用者の主体的な活動として、農作物
等の無人販売やダンボール、空き缶等
のリサイクルを側面的に支援している。
近隣施設の知人や元職員に会いに出か
けることもある。女性利用者は、週末に
好きなおやつを買って食べる楽しみとし
ている。主体的な活動を支援するための
担当職員を決めることが望まれる。

見守りと支援体制の方針は、必要時に
は申し送り後に随時で会議を行うことに
なっている。リスクを伴う利用者は、状態
により車いす使用や介助を行うことにつ
いて、本人や家族に話している。リスク
マネジメント会議で、トイレについて検討
し、手すりや背もたれ等、車いす使用者
が使いやすいよう改修を行っている。

ａ コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫がなされている。

ｂ コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫が十分ではない。

評価
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項　　　　　　目

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価

57 ｂ

(1)食事

58 ａ

59 ｂ

利用者のエンパワメントの理念に基づくプログラムがある。

　　④利用者のエンパワメントの理念に基づくプログラムがある。

利用者自身が人権意識を高められるように、情報や資料の提供を行っている。

利用者のエンパワメントの理念に基づくプログラムが十分ではない。

ｃ

食事が美味しく、楽しく食べられるように工夫をしている。

サービス実施計画に基づいた食事サービスが用意されていない。

ａ

社会生活力を高めるために、障害の理解や調理・洗濯・買い物・交通機関利用等に
ついての学習・訓練プログラムが用意されている。

施設外の社会資源について、十分な情報が提供され、そのための学習や体験の機会
が設けられている。

利用者のエンパワメントの理念に基づくプログラムがない。

ｃ

ａ

献立及び食材について、その情報は予め利用者に提供されている。

食卓には複数の調味料・香辛料が用意されている。

食事介助にあたり、せかせて食べさせることがないよう、利用者の様子を良くみな
がら介助や支援を行っている。

　　②食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本として美味し
       く、楽しく食べられるように工夫されている。

ｃ

ｂ

献立・食材に季節感があり、盛り付けや食器にも工夫している。

食事サービスの検討会議等には利用者も参加している。

定期的に嗜好調査を行い、その結果を献立に反映している。

ｂ 食事が美味しく、楽しく食べられるような工夫が十分ではない。

ｂ

利用者の体調や身体状況により、必要に応じて個別の食事を用意している。

サービス実施計画に基づいた食事サービスの用意が十分ではない。

　　①サービス実施計画に基づいた食事サービスが用意され
       ている。

Ａ－２　日常生活支援

必要に応じて、自己表現の技能や話し方について支援している。

ａ サービス実施計画に基づいた食事サービスが用意されている。

食事の介助等、支援方法に関してマニュアルが用意されている。

サービス実施計画等において、①栄養量、②食事形態、③水分補給、④介助の方法
等利用者の状態に応じた留意点や支援の内容が明示されている。

適温の食事を提供している。

食事が美味しく、楽しく食べられるような工夫をしていない。

社会資源の情報として、地域の福祉マッ
プや祭り等のポスターが携示され、外出
等の体験の機会としている。話し方技能
の一つとして、個別的に話す際の声の
強弱について伝えている。人権意識に
関するポスターを掲示する等、利用者に
向けて権利意識啓発の学習会も実施し
ている。利用者のエンパワメントの理念
に基づくプログラムが望まれる。

サービス実施計画や栄養ケアマネジメン
トにおいて、食事形態や介助等の内容
が明示されている。食事の介助等の食
事支援マニュアルが用意されている。利
用者が歯が痛い等の体調不良の場合
は、ご飯をお粥に変更する等、食事形態
を随時に変更し提供している。

栄養ケアマメジメントが実施され、利用
者の嗜好を把握し、ハンバーグやカ
レー、スパゲティー等、利用者の好きな
洋食を献立に取り入れている。今年の９
月より利用者が検討会議に参加するこ
とで、食事に関する要望を把握する機会
としている。食堂と厨房が隣接し適温の
食事が提供される環境にある。各棟に
献立表が携示されている。食事介助や
自力での食事を見守り、せかすことなく
支援している。利用者の状況から調味
料等はテーブルに置いていない。夏は
ゴーヤー等の食材を取り入れているが、
食材の説明や盛り付け等、利用者が季
節感を感じてもらえる工夫が望まれる。
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項　　　　　　目

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価

60 ａ

(2)入浴

61 ｂ

62 ａ

63 ａ

　　①入浴は、利用者の障害程度や介助方法など個人的事情
       に配慮している。

ｂ

　　②入浴は、利用者の希望に沿って行われている。

ｂ 　－

脱衣場の冷暖房設備は、気候や利用者の身体状態に応じて調整できる。

浴室や脱衣場は、プライバシーを保護する構造・設備上の工夫や保護する環境を確
保するための工夫が行われている。

環境は適切ではない。

ｃ

喫食環境の配慮が十分ではない。

　　③喫食環境（食事時間を含む）に配慮している。

入浴の介助や支援・助言業務は、所定の様式により記録されている。

食堂の設備や雰囲気について定期的に検討会議を開き、必要に応じて改善を図って
いる。

食事は、利用者全員が一斉に摂るのではなく、幅のある時間帯の中で個人が好む時
間に摂ることができる。

喫食環境に配慮していない。

ａ 喫食環境に配慮している。

安全やプライバシーの保護を含めて、入浴介助や支援・助言方法についてマニュア
ルが用意されている。

ｃ

環境は適切である。

浴室・脱衣場の設備や入浴器具の設置等については、検討会議を持っている。

ｃ

ａ

利用者の障害程度や介助方法など個人的事情に配慮していない。

入浴の時間帯や週間回数について、利用者との話し合いで決めている。

ｃ

設定された時間のほかに、失禁や汗をかいた場合等必要に応じて入浴が可能であ
る。

利用者の希望に沿って行われているが、十分ではない。

利用者の希望に沿って行われていない。

ａ

ｂ

利用者の希望に沿って行われている。

一人ひとりの健康状態や留意事項について、サービス実施計画や個別チェックリス
ト等を利用している。

喫食環境について、検討会議で話し合
われ、食堂の一角の備品を移動し、利
用者の食事コーナーとすることで、ス
ムーズに食事が摂れるようになった利用
者がいる。食事時間は30分となっている
が、必要に応じて取り置きや早出し、１
時間程かけてゆっくりと見守る等、本人
に合わせている。

　　③浴室・脱衣場等の環境は適切である。

ａ 利用者の障害程度や介助方法など個人的事情に配慮している。

ｂ 利用者の障害程度や介助方法など個人的事情の配慮が十分ではない。

浴室や脱衣場の整備等に関する検討
は、リスクマネジメント委員会で行われ
ており、転倒防止のために手すりの設置
が行われた。脱衣場は冷暖房設備が完
備している。集団浴場になっており、浴
室や脱衣場には、プライバシー保護が
望まれる。

入浴の介助方法は、個別支援計画に明
記されており、実施結果はチェックリスト
と支援経過台帳に記載され、毎月評価さ
れている。同性介助で支援が行われて
いる。マニュアルにはプライバシーを含
めた内容の整備が望まれる。

入浴は週３回を基本としているが、作業
後や毎日入浴を希望する利用者は、希
望に応じ入浴が行われている。
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項　　　　　　目

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価

(3)排泄

64 ａ

65 　　②トイレは清潔で快適である。 ａ

(4)衣服

66 ａ

清潔かつ快適ではない。

プライバシーに配慮したトイレの構造・設備になっている。

身体状況に応じた設備や補助具の配備を含めて、トイレ環境の点検・改善のための
検討を定期的に行っている。

利用者の個性や好みを尊重した支援が十分ではない。

ｃ 利用者の個性や好みを尊重した支援を行っていない。

利用者の個性や好みを尊重した支援を行っている。

衣服の購入の際には、必要があれば職員が相談、情報提供、買い物支援等に応じて
いる。

清掃は毎日行われ、汚れた場合は直ちに対応している。

衣服の選択については、必要があれば相談に応じている。

換気や適切な薬品使用等の防臭対策がなされている。

清潔で快適である。ａ

　－

ｃ

ｂ

採光・照明等は適切である。

冷暖房設備がある。

ａ

衣服は利用者の意思で選択している。

　　①利用者の個性や好みを尊重し、衣服の選択について支援
       している。

ｂ

排泄用具（おむつ、移動式便器、集尿器、採尿器、ストマ用具等）の使用方法につ
いて、衛生や防臭を考慮したマニュアルが用意されている。

排泄介助の結果は所定の様式により記録されている。

排泄介助のマニュアル（安全、プライバシー、便意・尿意・失禁への対応を含む）
が用意されている。

排泄介助に際して、利用者の健康状態や注意事項について、サービス実施計画や個
別チェックリスト等を活用している。

介助は快適に行われていない。

ａ

ｃ

　　①排泄介助は快適に行われている。

介助は快適に行われている。

ｂ 　－ 排泄に関しては、個別支援計画に明記
し、実施結果は排便チェック表と支援経
過台帳に記載され、毎月評価が行われ
ている。排泄介助に関して、プライバ
シー保護、排泄用具の使用方法等を含
めた内容のマニュアルの整備が望まれ
る。

トイレの改善等については、リスクマネ
ジメント委員会で提案する機会があるが
提案事項は少ない。清掃は毎朝職員と
利用者が一緒に行い、汚れに気付いた
時は職員が清掃している。トイレ内は採
光は保たれているが冷暖房設備はな
い。トイレの出入口は、ビニールカーテン
を使用している。芳香剤が設置され業者
が定期的に交換している。

利用者は自分で好みの衣服を選び着用
し、必要があれば相談にも応じている。
利用者の半数程は、職員と一緒に自分
の好みの衣服を購入している。
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項　　　　　　目

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価

67 ａ

(5)理容・美容

68 ｂ

69 ａ

(6)睡眠

70 ｃ

衣類の着替え時の支援や汚れに気付いた時の対応は適切に行われている。

ｂ

利用者の個性や好みを尊重した支援を行っている。

不眠等により同室者に影響を及ぼす場合、一時的に他の部屋を使用することができ
る。

寝室やベッド周辺の光や音について、利用者の希望や状況に応じた適切な配慮がな
されている。

夜間就寝中の利用者に対するサービスについては、体位交換やおむつ交換、さらに
は睡眠リズムの乱れや不眠者への対応等を含むマニュアルが用意されている。

寝具は、利用者の好みに基づいて用意され、又は私物利用も認められている。

　　①利用者の個性や好みを尊重し、選択について支援している。

ａ

ａ

ａ

介助に頼らず自ら着替えをしたいという希望のある利用者に対しては、その意思を
尊重して対応している。

髪型や化粧の仕方等は利用者の意思で決めている。

汚れや破損が生じた場合に、速やかに対処するための業務手順が用意されている。

衣類の着替え時の支援や汚れに気付いた時の対応は適宜行われているが、十分では
ない。

配慮している。

職員は、必要があれば、整髪や化粧を手伝ったり、又は相談に応じたりしている。

　　②衣服の着替え時の支援や汚れに気がついた時の対応は
       適切である。

夜間に行われた個別支援は、所定の様式で記録されている。

利用者が着替えを希望した場合、特別な場合（強いこだわり等）を除き、その意思
を尊重している。

　　②理髪店や美容院の利用について配慮している。

ｃ

ｂ

衣類の着替え時の支援や汚れに気付いた時の対応が適切に行われていない。

利用者の個性や好みを尊重した支援が十分ではない。

ｃ 利用者の個性や好みを尊重した支援を行っていない。

施設外の馴染みの３か所の美容室の利
用については、職員が予約や送迎を
行っている。意思表示の困難な利用者
については、本人の希望等を職員が説
明し支援している。

夜間の個別支援は、支援経過台帳に記
載されている。寝具は、施設で準備され
ているが、私物の持ち込みも認められて
いる。不眠者は空き部屋等で対応してい
るが、夜間の介助や不眠者の対応に関
するマニュアルの整備が望まれる。

ｃ

ｃ 配慮していない。

ｂ

地域の理髪店や美容院の利用について、必要に応じて職員の送迎や同行などの支援
を行っている。

配慮している。

　　①安眠できるように配慮している。

配慮していない。

利用する理髪店や美容院に対しては、理解と協力を得られるよう、必要に応じて職
員が連絡・調整を行っている。

ｂ

理容・美容に関する資料や情報を用意している。

ａ

　－

　－

衣服の着替えは、　利用者の意思が尊
重され、自由に着替えている。着脱の介
助を要する利用者は、個別支援計画書
に明記され支援されている。汚れや破損
が生じた場合は、マニュアルに添って職
員が対応している。

髪型は、一人ひとりの好みに合わせて
カットや髪染めをしており、女性は半数
が近隣の３か所の美容室を利用してい
るが、男性は殆ど職員が散髪をしてい
る。女性で毎日化粧をする利用者もいる
が、殆どの利用者は行事や外出時に職
員が化粧の支援をしている。理容や美
容、ファション等に関する資料等の提供
が望まれる。
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項　　　　　　目

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価

(7)健康管理

71 ａ

72 ａ

73 ｃ

薬物の取り違え・服用拒否や服用忘れ・重複服用等、薬物使用に誤りがあった場合
の対応について、マニュアルが用意されている。

必要な時に、迅速かつ適切な医療が受けられる体制は整備されていない。

ａ

　　③内服薬・外用薬等の扱いは確実に行われている。

ｂ

利用者（及び必要に応じて家族等）並びに担当職員は、薬の目的・性質・効果・副
作用・注意事項等について、適切な情報を得ている。

一人ひとりの利用者に使用される薬物の管理（保管から服用・使用確認に至るま
で）について、マニュアルが用意されている。

ｃ 確実に行われていない。

必要時に、迅速かつ適切な医療が受けられる体制は整備されているが、取り組みが
十分ではない。

ｃ

　－

利用者の健康管理マニュアルが用意されている。

適切ではない。

　　②必要な時、迅速かつ適切な医療が受けられる。

健康の維持・増進のため、日常生活の中に取り入れるプログラムが用意されてい
る。

ｃ

内服・外用薬の使用状況は、所定の様式に従って記録されている。

ａ 適切である。

　　①日常の健康管理は適切である。

ｂ 　－

利用者の健康管理票が整備されている。

ａ 必要時に、迅速かつ適切な医療が受けられる体制が整備されている。

確実に行われている。

健康面に変調があった場合の対応の手順は、マニュアルとして用意されている。

地域内に協力的な医療機関（診療所又は病院、概ね20分以内でアクセスできる診療
所又は病院）を確保している。

確保している医療機関では、迅速かつ適切な医療が受けられるように、日常的な連
携を図っている。

ｂ

歯科医師又は歯科衛生士により、歯磨き、歯磨き介助、歯肉マッサージ等の方法や
その他の口腔衛生について、定期的に指導を受けている。

与薬マニュアルには、薬のセット手順、
誤薬発見時の手順、与薬支援の手順、
与薬後の確認手順が明記されている。
薬の内容は綴りにまとめられており、服
薬内容は日に３回チェック表で確認され
ている。誤薬予防として職員にアンケー
トを実施し、マニュアルの見直も行われ
ているが、飲まし忘れ等の事故が発生し
ているので、対応の検討が望まれる。

医師又は看護師による健康相談を受けることができる。

利用者（及び必要に応じその家族等）の承諾を得て、インフルエンザ等の予防接種
を行っている。

医師又は看護師が、利用者（及び必要に応じて家族等）に対して健康面の説明を定
期的に行っている。

平素から協力病院との連携を取ってお
り、迅速かつ適切な対応ができるよう仕
組みが構築されている。夜間の緊急時
対応マニュアルは整備されているが、昼
間の緊急時対応マニュアルの整備も期
待したい。

利用者の健康管理は、感染症対策等の
マニュアルが整備され、個別の健康管
理の状況は、看護師がカルテに記載し
ている。受診状況は看護日誌や個別支
援経過台帳にも記録されている。毎回の
投薬チェック表、朝の申し送り等で状態
を確認している。健康診断やインフルエ
ンザ予防接種支援が行われている。家
族へは利用者に状況変化があった際
に、健康管理状態の報告や健康相談が
行われている。健康維持と歩行訓練を
兼ねて、日頃から散歩やウォーキングを
設定し、健康管理に努めている。

25



【障害者・児施設版】

項　　　　　　目

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価

(8)余暇・レクリェーション

74 ｂ

(9)外出・外泊

75 ｂ

76 ｂ

ｂ 余暇・レクリエーションは利用者の希望が反映されているが、十分ではない。

ｃ 余暇・レクリエーションは利用者の希望が反映されていない。

　　①外出は利用者の希望に応じて行われている。

地域の社会資源を積極的に活用している。

ａ 余暇・レクリエーションは利用者の希望が反映され、希望に沿って行われている。

利用者自身が主体的に企画・立案するように、職員は側面的な支援をしている。

話し合いやアンケート等を通じて、利用者の意向を把握している。

利用者には、余暇やレクリェーションに関する情報を提供している。

　　①余暇・レクリェーションは、利用者の希望に沿って行われて
　　　 いる。

施設側の都合で決めるのではなく、利用者及び家族の立場に立って、担当職員がそ
の調整を行うようにしている。

　　②外泊は利用者の希望に応じるよう配慮されている。

盆や正月の外泊は、強制したり、利用者や家族の事情を考慮せずに要請するような
ことはしていない。

利用者の代表や自治会等と話し合って、利用者主体のルールを設けている。

外出に伴う安全確保や不測の事態に備えて、利用者に必要な学習を行うとともに、
連絡先を明示したカード等を準備し、利用している。

利用者の希望に応じて行われている。

利用者の希望に応じて行われていない。

ａ

ｂ 利用者の希望に応じて行われているが、十分ではない。

ｃ

ｂ

ａ

ｃ

利用者の希望に応じて行われている。

利用者の希望に応じて行われていない。

利用者の代表や自治会等と話し合って、外出についてのルールを設けている。

必要な時には、職員・ガイドヘルパー・地域のボランティア等、いずれかの人から
の介助や支援・助言を受けられる体制が整っている。

余暇・レクリェーションは、日頃の会話か
ら利用者の意向を聞き、ドライブや買い
物に出かけることもある。行事等は職員
が決定している。友愛スポーツ大会や遠
足等には、ボランティアの協力を得てい
る。レクリェーション等の関心のあるイベ
ント等はボードで紹介している。企画立
案等については、利用者参画の検討が
望まれる。

利用者の希望に応じて行われているが、十分ではない。

地域のガイドマップやイベント等の情報を普段から収集するよう努め、利用者に提
供している。

必要に応じて、外部から協力者（ボランティア）を受け入れている。

外泊は家族との調整によって実施され
ている。毎月帰宅し外泊をする利用者も
いるが、年間全く外泊がない利用者が
半数程いる。盆、正月の帰省は家族の
事情を優先し実施している。外泊につい
てのルールの明文化が望まれる。

外出の目的は買い物が多く、ほとんど職
員が支援している。地域の情報のガイド
マップ等が掲示されている。外出時の不
測の事態に備え、近隣施設への協力依
頼や衣服の裾に連絡先を記入してい
る。外出についてのルールの明文化が
望まれる。
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項　　　　　　目

福祉サービス第三者評価結果（内容評価項目）

評価所見　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価

(10)所持金・預かり金の管理等

77 ｂ

78 ａ

79 ｃ

利用者の意思や希望に十分応じていない。

新聞・雑誌やテレビ等の共同利用の方法について、利用者間の話し合いで決められ
ている。

テレビやラジオ等を個人で所有できるように便宜を図っている。

酒やたばこの害については、利用者が正しい認識を持てるよう、利用者全員に情報
提供を行った上で、飲酒・喫煙が認められている。

利用者の代表や自治会等と話し合ってルールを設けている。

　　③嗜好品（酒、たばこ等）については、健康上の影響等に
       留意した上で、利用者の意思や希望が尊重されている。

ｃ 利用者の意思や希望に十分応じていない。

ａ 利用者の意思や希望が尊重されている。

ｂ 　－

具体的な場面では、自治会や利用者全員と協議して、場所・時間・方法（喫煙場
所、飲酒場所・時間、一気呑みの禁止等）に様々な配慮を行っている。

飲酒は、クリスマス会等の行事で希望が
あれば、職員の見守りでビールを飲むこ
ともある。喫煙は、施設の方針として禁
止となっている。喫煙や飲酒についての
ルールの策定及び弊害についての正し
い認識がもてるよう情報提供が望まれ
る。

地元新聞２社を施設で提供している。共
有のテレビが食堂と居間に設置されて
いる。居室にテレビやラジオを所有して
いる利用者もいる。新聞や雑誌の個人
の購入は自由であり、毎月雑誌を購入し
ている利用者もいる。テレビ等の共同視
聴についての話し合いが望まれる。

　　①預かり金について、適切な管理体制が作られている。

　　②新聞・雑誌の購読やテレビ等は利用者の意思や希望に沿
       って利用できる。

新聞・雑誌を個人で購買できる。

利用者の預かり金については、その取り扱い規約を定め、責任の所在を明確にして
いる。

自己管理に支援を必要とする人には、小遣い帳を活用するなどして、自己管理に向
けた学習を支援している。

金銭管理技能を含む経済的な対応能力を高めるための学習プログラムが用意されて
いる。

ａ 利用者の意思や希望が尊重されている。

ｂ 　－

ｃ

ｃ 管理体制が整備されていない。

金銭等の自己管理ができるように配慮されている。

ａ 適切な管理体制が整備され、確実な取り組みが行われている。

ｂ 管理体制が整備されているが、取り組みが十分ではない。

自己管理ができる人には、金銭等を保管する場所と設備を提供している。

「施設利用者預かり金管理要綱」が策定
され、預金通帳、年金証書は主任が、印
鑑は管理課長が保管している。施設長
には毎月の金銭出納台帳報告で報告
し、家族には３か月に１回残高報告が行
われている。一部の利用者は、小遣い
帳の記入等自己管理に向けた支援を
行っている。対応能力を高めるための学
習プログラムの整備が望まれる。
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