
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

◇改善を求められる点

１．誤薬ゼロをめざして取り組み、目標を達成した。
　誤薬は人的ミスがほとんどといわれて、昨年度発生した３件の誤薬について、リスクマ
ネジメント委員会で検討した結果、対応策としてマニュアルに沿って服薬時の名前の確認
から与薬チェツク表での最終確認までを確実に実施するとともに、朝・昼・晩の薬袋を色
分けするなどの工夫をして、調査時点で誤薬ゼロを達成している。

２．個別支援計画の作成・見直しが組織的に行われ、支援経過記録が整備されている。
　個別支援計画を組織として6か月に1回以上評価及び見直しする体制がとられている。約1
か月の期間を定めて、その間に利用者や家族の意見を聴取し、関係職員が参加して計画が
作成されている。また、支援経過記録は個別支援計画に則した記録となっており、定期的
に決裁が得られている。

１．日常生活支援に関するマニュアルの整備が求められる。
　事故対策やリスクマネジメント等の管理運営面におけるマニュアルは整備されている
が、日常生活支援における食事や入浴、排せつ等のマニュアルの整備が不十分である。標
準的な日常生活支援のマニュアルの作成を急ぐとともにマニュアルに基づく研修が望まれ
る。

２．地域への貢献に期待したい。
　地域との交流は各種祭りやスポーツ大会等を通して行われているが、地域の拠点施設と
して地域住民が施設に求めているニーズを把握し、相談や講演会等を計画するなど地域貢
献に一歩踏み出すことに期待したい。

３．利用者を尊重する姿勢がうかがえる。
　職員行動規範でプライバシー保護が謳われ、職員は行動規範に沿った利用者支援に努め
ている。利用者の意見やアンケート調査の結果を尊重してレクリェーションを増やした
り、献立に利用者の要望を取り入れる工夫がされている。聞き取り調査で食事の満足度が
９５％と高いことからも評価できる。さらに、整髪やカットは全利用者が地域のなじみの
理・美容室を利用し、行くことを楽しみにしており、利用者の意向に沿った支援が行われ
ている。

福祉サービス第三者評価結果

特定非営利活動法人
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３．自己評価の実施と施設内研修の充実及び研修記録の整備が望まれる。
　サービスの質の確保について法人として自己評価を実施する仕組みは確立されている
が、施設として自己評価が実施されていない。自己評価を実施し課題を明確にして、内容
の共有化を図る為の職場内研修（ＯＪＴ）の強化と研修実施記録（報告書、資料の整備）
の整備が望まれる。
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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

別紙

　児童・大人の利用者併設の障害者支援施設として第三者評価を受審させていただきまし
た。
　今回の評価結果を謙虚に受け止めながら、利用者の安心・快適な生活を支援し福祉サー
ビスの質の向上に努め、また地域からも信頼される施設を目指して取り組んでいきたいと
思います。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価

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

　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

理念や基本方針は、新人職員研修で周
知を図ると共に、年度初めの全体職務会
で施設長から説明されている。
理念や基本方針の周知を目的とした具
体的な実践テーマを設定した会議等や
周知状況確認のための継続的な取組が
望まれる。

理念や基本方針はホームページ上に掲
載され玄関近くに掲示して、利用者等が
確認できる状況にある。
障害を持つ利用者への周知方法を工夫
し、利用者の会や家族会等で理念や基
本方針を説明すると共に周知状況を確
認する取組が望まれる。

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。

理念や基本方針を利用者等に配布していない。

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。

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。

ｂ

　　①理念や基本方針が職員に周知されている

ａ

ｂ

ｃ

理念は、利用者の主体性を尊重し、エンパワメントの理念に基づいた援助を行う
という障害者福祉の基本的な考え方を踏まえている。

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。

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

　　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。

障害を持つ利用者に対する周知の方法に工夫や配慮をしている。

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。

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

経営理念に沿って基本方針が明文化さ
れ、職員倫理綱領や職員行動基準が作
成されている。経営理念との整合性も確
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上に掲載されてい
る。経営理念から実施する福祉サービス
の内容や特性をふまえた法人の使命や
目指す方向を読み取ることができ、障害
者福祉の基本的な考え方は事業所の運
営方針に明文化されている。

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。

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。

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。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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 ｂ

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

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もふまえて策定
されている。各計画は目標を設定し、評
価可能な計画となっており、課長会議を
経て課会議で進捗状況が確認されてい
る。

事業計画は、施設アンケートの結果をふ
まえて課長会議で策定され、実施状況も
把握されている。
年度途中にあっても評価・見直しできる
手順等を整備し、一連の過程への職員
の参画が望まれる。

法人として中・長期計画（５ヶ年計画）お
よび経営計画推進プログラムが作成され
ている。課題毎に目標を明確にしてサー
ビスの質の向上に向けて取り組まれ、現
在、新たな中・長期計画を策定中であ
る。
必要に応じた中・長期計画の見直しが望
まれる。

一連の過程が一部の職員だけで行われていない。

　　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

中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。

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。

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。

ｃ

ｂ

ａ

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。

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。

事業計画は、単なる「行動計画」になっていない。

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 各計画が、職員等の参画のもとで策定されていない

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

4



【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

8 c

9 ｃ

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

管理者は、県内外の施設長会議や法人
の経営対策監会議に参加し、遵守すべ
き法令等を把握している。
遵守すべき法令等のリスト作成および職
員への周知の取組が望まれる。

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
事業計画は利用者等に配布されていな
い。各計画のわかりやすい資料を作成
し、利用者会等で、理解しやすいように
説明されることに期待したい。

管理者の役割と責任は事務分掌に記載
され、会議や広報紙等で表明している。
有事の場合は事故対策委員会等の委員
長としての役割と責任が明確化されてい
る。

事業計画は年度当初に管理者から説明
されているが、配布はされていない。各
計画の進捗状況は課長会議で検討し、
職務会、課会議で報告され職員に周知し
ている。
職員への配布と、より理解しやすいよう
な工夫が求められる。

ａ

ｃ 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

　　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

ａ 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。

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。

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､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。

各計画を利用者等に配布していない。

　　②事業計画が職員に周知されている

ｂ
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

職員に対して、事業計画の進捗状況を報告・確認し、継続的な取組を行ってい
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。

　　②事業計画が利用者等に周知されている

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

ａ

ｃ

事業計画を配布し、会議や研修において説明している。

事業計画をわかりやすく説明し、職員も参画している（意識を高める）ことが理
解しやすいような工夫を行っている。

各計画を職員に配布していない

ａ
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

(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 ａ

管理者は年２回の面接で職員の意見等
を聴取している。職員の提案で倫理綱領
の研修も実施されている。利用者の要望
が多い食事について、給食委員会でアン
ケート結果を検討し、児童が学校に行っ
ている時の昼食は大人中心の献立とし、
夕食は児童の好みに合わせたメニュー
に工夫している。管理者は各種委員会に
委員長として参加しており、サービスの
質の向上について指導力を発揮してい
る。

経営状況は課長会議で毎月分析検討さ
れている。施設の新築を機に太陽光発
電を導入したり、法人の一括購入を利用
した物資購入等で経営改善に取り組ん
でいる。職員の意見で児童の登下校時
にあわせた勤務体制の改善を図る等、
指導力を発揮している。

社会福祉事業全体の動向は県内外の施
設長会議や法人の経営対策監会議等で
把握している。事業所が位置する地域で
の福祉サービスのニーズ等は施設長が
地域の障害者施設連絡会議の会長とし
て会議に参加し、情報を得ている。把握
されたニーズ等は事業計画に反映され、
グループホームの建設が法人の中・長
期計画の推進プログラムに位置づけら
れている。

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。

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。

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。

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。

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

ｃ 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。

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。

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

Ⅱ　組織の運営管理

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。

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。

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

　　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。

　　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
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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

人事考課制度の導入について、中・長期
計画の中で示されているが、導入には
至っていない。

経営状況の月次実績報告等を課長会議
で検証している。月次報告は職務会で報
告し周知され、事業計画に反映されてい
る。法人の一括購入を利用した物資購入
等で経費節減につなげている。

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の点検が実施さ
れ、法人独自の監査も毎年実施されてい
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の
人事管理は法人本部で決定されるた
め、有資格者の配置や人員体制につい
て事業所の具体的なプランは作成されて
いない。
事業所独自の具体的なプラン作成が望
まれる。

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。

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。

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。

ｂ 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

ｃ 外部監査を実施していない

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。

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。

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。

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

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

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
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

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

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

ａ
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項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

(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

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。

出退勤システム（タイムカード）を導入し、
職員の就業状況のデータは定期的に把
握されている。管理者による職員面接が
年２回実施され、職員の意向等も把握さ
れている。
分析した結果の改善策を検討する仕組
みを構築するとともに、職員がメンタル面
の相談もできるような専門家の確保が望
まれる。

法人の中・長期計画に教育・研修に関す
る方針が記載されている。階層別研修、
職能研修、特別研修と各研修毎に組織
が職員に求める基本姿勢や専門技術等
が明示されている。

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。

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が、十分ではない。

ｃ 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がある。
インフルエンザの予防接種等も実施し、
退職手当は福祉医療機構の共済制度に
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。

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 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

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
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

ｂ
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

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。

　　①職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている

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が、十分ではな
い

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

8



【障害者・児施設版】
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　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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

実習生の受入れは管理課長と生活支援
員が担当し、実習生受入れに関するマ
ニュアルが整備されている。保育士資格
取得のための実習生等を受け入れ、プ
ログラムは学校で準備されている。
実習指導者の養成が望まれる。

　職員一人ひとりについての技術水準や
資格取得状況等は把握されている。
　個別の教育・研修計画を策定し、計画
に基づいた教育・研修の実施が望まれ
る。

　研修計画は毎年作成され、研修を終了
した職員の研修報告書は提出されてい
る。
　職員が研修内容を発表する場を設け、
研修成果の評価・分析を行い、その結果
を次の計画に反映させ、研修内容等の
見直しにつなげることが望まれる。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

ｃ

　　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。

ｂ

ｂ 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

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。

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

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。

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

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。

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

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

　　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

ａ 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
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　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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 ｂ

管理者はリスクマネジメント委員会の委
員長で、委員会要綱に責任や役割が明
確にされている。会議の結果は担当の管
理課長を中心に課会議での具体的な実
施方法が話し合われている。事故や感
染症等種類別にマニュアルが作成され、
管理体制が整備されている。

事故やヒヤリ・ハットは集計・分析され、リ
スクマネジメント委員会で検討されてい
る。
安全確保のための研修は行われている
が、感染症についての研修の実施はな
い。感染症について年２回以上の研修の
実施および新人研修への位置づけと、
安全確保策の評価・見直しが望まれる。

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

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

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。

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

ａ

ｃ

　　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。

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。

　　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。

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。

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。

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。

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。

　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。

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。

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。

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

消防署と連携し、避難誘導の自主訓練
が毎月実施され、火災時の対応体制や
安否確認の方法は訓練等で職員に周知
されている。年１回は自治会や地域住
民、業者も参加して「地域防災連絡会
議」が行われ、自治会とは協定書を取り
交わす準備ができている。年２回防火設
備委託業者による設備点検を実施し対
策を講じており、備蓄は災害時献立と食
品が３日分準備されている。
地震や津波等の自然災害時の安否確認
の方法等も含めた対応体制を定め、職
員に周知することが望まれる。

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。

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。
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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 ｃ

地域との連携、交流に対する基本的な
姿勢、考え方は理念や基本方針に明示
されている。毎年、みやこ福祉まつりで
作品の販売を行っている。ハーリーには
職員とともにチームとして参加したり、宮
古島トライアスロンでは施設周辺の沿道
の美化を行うなど地域との交流が図られ
ている。地域の社会資源の情報は、玄関
前や食堂に張られ提供されている。

事業所内に「児童家庭支援センターはり
みず」を開設して児童やその家族等に対
する相談支援活動を行っている。広報
誌、パンフレット等が利用者の家族や他
施設等へ配布されている。
今後は広報誌等の配布先の拡大と事業
所の専門的な知識やノウハウを生かして
地域に還元する取り組みが望まれる。

ボランティア受け入れに対する体制が整
備されていないので、体制の確立とマ
ニュアル等の作成が望まれる。

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。

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

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積極的に行っている

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

ボランティアに対して必要な研修を行っている。

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

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、施設で行っている活動等を説明した印刷物や広
報誌等を配布している。

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。

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。

ｂ

ａ

ｃ

ａ

　　①利用者と地域との関わりを大切にしている

ｃ
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

(2)関係機関との連携が確保されている

31 ｂ

32 　　②関係機関等との連携が適切に行われている ａ

(3)地域福祉向上のための取り組みを行っている

33 ａ

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

関係機関との連携に必要な地域の団体
等の社会資源の把握がされている。
今後は利用者の状況にあった対応がで
きる関係機関、団体等の社会資源リスト
の作成が望まれる。

障害者３施設連絡協議会や社協、宮古
厚生園との連絡会を定期的に開催し情
報交換を図っている。防災について自治
会、業者、団地住民等と連携を取りなが
ら取り組んでいる。また、就労支援Ｂ型
継続事業開始にあたり市と連携がとられ
ている。

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

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。

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

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行っていない

ａ

地域の福祉ニーズの把握は、組織的に
対応できる体制があり、市、３障害者施
設連絡協議会、支援学校等との連携で
把握している。また、民生委員等との会
議へ出向き情報交換の中で把握してい
る。併設している「児童家庭支援セン
ター」の相談の中で具体的なニーズが把
握されている。

地域の福祉ニーズに基づいた事業として
障害者就労支援Ｂ型継続事業が実施さ
れている。グループホーム建設を法人の
中・長期計画の推進プログラムで位置づ
けされている。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。

　　①地域の福祉ニーズを把握している

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

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。

関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保していない

ｃ

ｃ

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料を作成してい
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。

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

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。

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。

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

ａ

　　①必要な社会資源を明確にしている
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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

身体拘束や虐待防止について職員に周知徹底している。

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。

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。

ａ

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。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

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

利用者尊重の姿勢は、理念や基本方
針、職員倫理綱領、職員行動基準に明
示されている。利用者尊重及び人権につ
いての研修は年度初めに「職業と倫理」
が実施されている。身体拘束や虐待防
止についても重要事項説明書や契約書
に明示され、職員には職場内研修を通し
て周知が図られている。
今後は入浴、排せつ等の日常生活支援
に関するマニュアルの整備が望まれる。

利用者のプライバシー保護について社
会福祉事業に携わる者としての姿勢、意
識について研修が行われている。
今後は、マニュアルの作成とそれに基づ
いたサービスの提供が望まれる。

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

ｃ

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。

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。

13



【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

(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

利用者が意見を述べやすい環境の整備
は、重要事項説明書等に明記され、交付
されるとともに施設内に掲示されている。
また、相談室が設置され意見を述べやす
いように配慮がされている。意見箱に投
かんされた意見を課会議で検討し、サー
ビスに反映した実績がある。、

利用者満足度調査として、嗜好及び残食
調査を年２回実施している。また、利用
者についてはアンケート調査を実施し、
保護者会には施設長等が出席して情報
を収集し、利用者満足の向上に努めてい
る。嗜好調査からの要望を献立に取り入
れた実績がある。
今後は利用者参画のもとでの検討会議
の設置を期待したい。

意見が出た場合の担当窓口として管理
課長が配置されている。また、第三者委
員も文書に明示されているとともに分か
りやすい場所に掲示している。
出された意見は利用者へ口頭で説明が
行われているが、今後は意見の処理経
過を公表することに期待したい。

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。

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。

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

ｃ 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。

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。

　　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

ａ 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。

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

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。

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

　　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
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

40 　　③利用者からの意見等に対して迅速に対応している ａ

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 ｂ

42 ｃ

サービス提供について、自己評価が実
施されていない。毎年自己評価を行い、
職員参加のもと集計・分析し、課題を明
確にして改善に取り組むとともに必要に
応じた見直しが望まれる。

ｃ

サービスの質の確保について、「サービ
ス評価事業実施要綱」に基づき担当部
署等が設置されている。
今年度は第三者評価も受審されている
が、定められた実施要綱にもとづき自己
評価の実施が望まれる。

利用者からの意見は「苦情への対応に
関する実施要綱」に基づき処理され、検
討委員会へ報告される仕組みになって
いる。要綱の見直しも行われている。今
年あった意見は、検討されレクリエーショ
ンを増やしサービスの改善が図られてい
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 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

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

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。

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。

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。

ｃ

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。

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

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

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
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

(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 ｃ

(3)サービス実施の記録が適切に行われている

45 ａ

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

事故対策等、管理体制に関するマニュア
ルは整備されているが、日常生活支援
のマニュアルは確認できなかった。
今後は日常生活支援マニアュルの整備
が望まれる。

マニュアル作成後は、見直しに関する時
期やその方法を定めるとともに利用者や
職員の意見が反映される仕組みの確立
が望まれる。

利用者援助支援経過記録はシステム化
され１カ月単位となっている。個別支援
計画の「支援目標に沿った支援」につい
てモニタリング、評価が行われ決裁が得
られている。

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

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

　　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。

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。

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

ｃ

ｂ

16



【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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 ｂ

ホームページは法人本部で作成され施
設が紹介されている。事業所を紹介する
パンフレット等は写真や絵等を駆使し分
かりやすい内容となっている。見学等の
受け入れも実施している。
今後は、周知を図るため行政、公民館等
の公共施設へのパンフレット等の配布を
期待したい。

記録の管理体制は文書取扱規程で文書
取扱主任が設置され責任者として明示さ
れている。また、文書の保管や廃棄等に
ついても規程で定められている。利用者
等からの情報開示の請求があった場合
の取り扱いも利用契約書に明示されてい
る。
今後は個人情報保護法や情報開示につ
いての職員研修が望まれる。

利用者の状況に関する情報はネットワー
クシステムが整備され共有化が図られて
いる。また、部門を横断した職員で構成
される支援会議、課会議等を定期的に
開催して情報の共有に努めている。

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、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。

ｂ

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

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。

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。

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。

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。

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。

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

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
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【障害者・児施設版】

項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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

サービスを終了した後も利用者や家族が
いつでも相談できるよう、担当者が事務
分掌に明記されている。
退所後の相談できる担当者や電話番号
等を記載した文書の交付や継続性のあ
る対応についてのマニュアルの整備が
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。

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

重要事項説明書や利用契約書は分かり
やすい言葉を使い、文字を大きくし、表
形式にする等理解しやすい工夫がなさ
れている。開始時に利用者や家族に説
明し、同意を得て書面が交付されてい
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

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。

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

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

　　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
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項　　　　　　目 評価
　　　　判　断　基　準　（ａ・ｂ・c）

　　　　□　評　価　の　着　眼　点

評価所見

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

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

アセスメント、個別支援計画、モニタリン
グはシステムとして統一された様式で作
成されている。個別支援計画書の策定
は利用契約書に定期的な見直しの時期
と方法が明記されている。利用者のニー
ズが把握され、関係職員参加のもと、
ケース会議でアセスメントに関する協議
がなされている。

利用契約書に個別支援計画書策定の総
責任者が明示されている。個別支援計
画書作成は関係職員の参加及び利用者
や家族の意見を聴取しサービス実施計
画書が作成されている。

個別支援計画書は６カ月に１回、評価及
び見直しされることとなっている。施設一
斉に１カ月の期間を設けて計画的にモニ
タリングを行い評価見直しが行われてい
る。また、随時見直しも実施されている。

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

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。

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 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

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。

　　①サービス実施計画を適切に策定している

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

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。

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。

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

ａ 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

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。
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項　　　　　　目 評価

(1)利用者の尊重

54 ａ

55 ｂ

56 ａ

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

行事や利用者の活動を支援する職員
は、職員間の合議で役割分担されてい
る。利用者自治会の定例会が毎月開催
されているが、管理者等の参加は少な
い。
今後は自治会等への管理者の参加と、
施設外の知人等と交流できる支援が求
められる。

日常生活の見守り等の迅速な対応につ
いて、契約書や重要事項説明書に事業
所の方針が明記され、ケース会議等で
確認されている。モニタリングや個別支
援計画見直しの際に、利用者や家族と
話し合われている。職員の対応や施設
整備等については課会議で検討され、
支援体制が整備されている。

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。

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）

ｂ

ａ

ｂ

ｃ

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。

　　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

ａ 見守りと支援の体制が整備されている

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

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確保の手段は、個別
支援計画が策定され、定期的なモニタリ
ングを実施して計画書の見直しに反映し
ている。意思伝達が困難な利用者には
実物を見せて説明したり、利用者の独自
の表現や単語から読みとる支援に心掛
けている。

　　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

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。
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項　　　　　　目 評価

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

57 ａ

(1)食事

58 ｂ

59 ｂ

嗜好及び残食調査要綱に基づき、調査
が年２回実施され、利用者の好みが献
立に反映されている。旬の食材の使用
や盛り付けが工夫されているが、食卓に
嗜好品等は用意されていない。温冷配
膳車が配置され、適温の食事が提供さ
れている。食堂に献立表が掲示され利
用者に周知されている。
年２回の給食検討会議に利用者の参加
が望まれる。

平成２４年度事業計画（就労継続支援Ｂ
型事業）で社会適応能力を高めるため、
買い物等の学習プログラムが用意され
ている。施設外社会資源の活用として、
清掃作業を受託し就労継続支援をして
いる。事業所内には苦情解決や第三者
委員名入りのポスターが掲示され、権利
擁護等について情報が提供されている。

栄養ケアマネジメント要綱が整備され、
糖尿病等の食事量や形態が個別支援計
画に明記されている。
食事介助等の支援方法に関するマニュ
アルの整備が望まれる。

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

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。

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。

　　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。

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 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

食卓には複数の調味料・香辛料が用意されている。

　　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

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。

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。

ｃ

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 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 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

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

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
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項　　　　　　目 評価

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

60 ｂ

(2)入浴

61 ｂ

62 ａ

63 a

浴室等の設備に関しては課会議で提案
する機会がある。脱衣室は夏場は扇風
機、冬場はヒーターを使用している。
脱衣室の整容の場所は、プライバシー保
護のための配慮が望まれる。

食堂の整備等についての意見は課会議
や給食検討会議で提案する機会があ
る。食事時間は通学や作業に出る利用
者がいるため４０分～５０分内で一斉に
取る仕組みになっている。

一人ひとりの介助方法等は個別支援計
画に明記されており、個別の手順書によ
り実施され、実施結果はチェックリストと
支援経過記録に記載されている。
安全やプライバシーの保護等を含めたマ
ニュアルの整備が望まれる。

利用者は毎日入浴している。入浴時間
は作業後や学校からの帰宅後、汗をか
いた時等と自由に入浴が行われている。

　　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

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。

ｃ

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

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

ｂ

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

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

環境は適切ではない

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。

ｂ

　　②入浴は、利用者の希望に沿って行われている

　　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
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項　　　　　　目 評価

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

(3)排泄

64 c

65 　　②トイレは清潔で快適である a

(4)衣服

66 ａ

排泄支援を要する利用者は、個別支援
計画に明記され、個別の手順書により実
施されており、実施結果はチェックリスト
と支援経過記録に記載されている。
安全確保、プライバシー保護、排泄用具
の使用方法等を含めた排泄に関するマ
ニュアルの整備が望まれる。

トイレは廊下から見えない構造となって
いる。トイレの改善等については課会議
で提案する機会があるが、定期的な改
善会議は開催されていない。清掃は毎
日職員と利用者が一緒に行い、汚れたら
直ちに清掃するようになっている。トイレ
内の冷暖房設備はなく、冬場の便座シー
トの使用を検討中である。

利用者は自分で好みの衣服を選び着用
している。衣服を自分で購入する利用者
もいるが、職員と一緒に選んだり、利用
者の希望を聞き職員が購入する等の支
援をしている。職員は新聞の折り込みチ
ラシ等で情報を提供したり相談に応じて
いる。

　　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 　－

介助は快適に行われていない

ａ

ｃ

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。

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。

　　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

衣服は利用者の意思で選択している。

ａ

採光・照明等は適切である。

冷暖房設備がある。

衣服の選択については、必要があれば相談に応じている。

利用者の個性や好みを尊重した支援を行っている

換気や適切な薬品使用等の防臭対策がなされている。

清掃は毎日行われ、汚れた場合は直ちに対応している。

ｂ

清潔で快適であるａ

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

　－

ｃ 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。

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。
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項　　　　　　目 評価

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

67 ｂ

(5)理容・美容

68 ａ

69 ａ

(6)睡眠

70 c

利用者は作業着、通学着、部屋着とそれ
ぞれ自由に着替えている。
汚れや破損が生じた場合は職員が対処
しているが、その対応に関するマニュア
ルの整備が望まれる。

利用者全員が、施設外の馴染みの理・
美容室を利用し、自分の好みの髪型にし
ている。必要に応じて職員は相談に応じ
ているが、情報は主にテレビや雑誌等か
ら得ている。利用者は月１回の整髪を楽
しみにしている。

　－

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

　－

ｃ 配慮していない

ｃ

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

理・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。意思表示が困難
な利用者の希望等を理・美容室に説明
する支援もしている。

夜間の個別支援は支援経過記録に記載
されている。寝具類は利用者の好みの
私物が認められ、ぬいぐるみの枕等が使
用されている。
ベッド周辺の明かりや音及び不眠者の
同室者への個別の配慮がなされてなく、
それらに関するマニュアルの整備が望ま
れる。

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

　　②理髪店や美容院の利用について配慮している

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。

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

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。

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。

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

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ａ

　　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

　　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

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。

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。

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。
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項　　　　　　目 評価

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

(7)健康管理

71 ａ

72 ａ

73 ａ

「感染症対策」、「新型インフルエンザ対
策」、「骨折予防」等の健康管理マニュア
ルが整備され、看護記録には個別の健
康状態が記載されている。月３回内科、
月１回精神科と歯科の嘱託医による定
期受診があり、歯科医師による口腔ケア
の指導助言も行われている。

「救急対応マニュアル」、「救急車要請マ
ニュアル」、「緊急通報連絡網」等が整備
されている。緊急時には迅速かつ適切な
対応ができるよう、嘱託医との連携が図
られている。

服薬内容は利用者個々の看護記録に処
方箋、服薬内容が記載されている。個別
の薬箱と、薬の写真や効能等が記入さ
れたファイルを準備し、介護職員に服薬
内容が周知され、家族へも内容が報告さ
れている。朝昼夕の薬袋の色分けや服
薬時の呼称確認、飲み込みから与薬後
の確認まで与薬マニュアルに沿って実施
されている。薬は施錠して管理され、今
年４月から調査時点まで誤薬事故はな
い。

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。

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。

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。

　　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。

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

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

　－

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

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

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 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

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。

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。
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項　　　　　　目 評価

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

(8)余暇・レクリェーション

74 ａ

(9)外出・外泊

75 ｂ

76 ｂ

利用者の要望は投書箱や日頃の会話か
ら把握している。地元新聞で地域の行事
等の情報を紹介し、職員と一緒に祭り等
に参加している。
社会資源やボランティア等を積極的に活
用し、余暇・レクリエーションの強化に期
待したい。

外泊は家族との調整によって実施されて
いる。外泊についてのルール化はなく、
帰宅中の緊急時の連絡方法等はその都
度口頭で話し合っている。

　土、日曜の外出は、届け出により行わ
れているが、外出についてのルールの
明文化はない。帰園時間については外
出届け用紙のなかで明記され、外出時
において職員との再確認で出かけてい
る。
　外出時は安全確保のために連絡先を
記入した手帳を持参している。イベント等
の地域の情報は地元新聞やポスターで
紹介している。

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。

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。

ｃ

ｃ

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

利用者の希望に応じて行われている

　　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

ｂ

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。

ａ

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。

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

　　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

　　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。

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。

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
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項　　　　　　目 評価

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

(10)所持金・預かり金の管理等

77 ｂ

78 ａ

79 ａ

地元新聞を含む４社の新聞を施設で提
供しているが、雑誌や漫画等は個人の
好みで購入している。共有の大型テレビ
が２カ所の畳間（居間）に学童・成人用と
設置されている。数人の利用者はテレビ
やラジオを所有し、居室で自由に視聴し
余暇を過ごしている。

「利用者預かり金等取り扱い要領」が作
成され、３ヶ月に１回利用者や家族に報
告されている。
施設内での現金持参は認められておら
ず、金銭の自己管理に向けての学習等
の支援体制の整備が望まれる。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。

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

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。

ｂ 　－

ｃ

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

　　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。

　　①預かり金について、適切な管理体制が作られている

施設の方針として、屋外の所定の場所で
喫煙をすることが規程に明記されてい
る。喫煙者が現在一人おり、たばこの管
理は職員が行い、本人との約束で１日に
１０本まで喫煙が認められている。看護
師や職員から個別に喫煙の害について
の情報が提供されている。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。

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 　－

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。
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