詳細

評
評価対象Ⅰ
Ⅰ－１

価

細

目

の

第

三

者

結

果

理念・基本方針

Ⅰ－１－（１）

理念が明文化されている。

ａ

Ⅰ－１－（１）－②
化されている。

理念に基づく基本方針が明文

ａ

Ⅰ－１－（２）

コメント

理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ－１－（１）－①

理念、基本方針が周知されている。

Ⅰ－１－（２）－①
されている。

理念や基本方針が職員に周知

ａ

Ⅰ－１－（２）－②
周知されている。

理念や基本方針が利用者等に

ａ

事業計画の策定
第三者評価結果

Ⅰ－２－（１）

中・長期計画が策定されてい

ａ

Ⅰ－２－（１）－② 中・長期計画を踏まえた事業
計画が策定されている。

ｂ

Ⅰ－２－（２）

コメント

中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－２－（１）－①
る。

事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－２－（２）－①
われている。

事業計画の策定が組織的に行

ａ

Ⅰ－２－（２）－②
いる。

事業計画が職員に周知されて

ａ

Ⅰ－２－（２）－③
ている。

事業計画が利用者に周知され

ａ

Ⅰ－３

価

福祉サービスの基本方針と組織
第三者評価結果

Ⅰ－２

評

管理者の責任とリーダーシップ
第三者評価結果

Ⅰ－３－（１）

管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３－（１）－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。

ｂ

Ⅰ－３－（１）－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。

ｂ

Ⅰ－３－（２）

管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅰ－３－（２）－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

Ⅰ－３－（２）－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。

ａ

コメント

詳細

評価対象Ⅱ
Ⅱ－１

組織の運営管理
経営状況の把握
第三者評価結果

Ⅱ－１－（１）

経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ－１－（１）－① 事業経営をとりまく環境が的
確に把握されている。

a

Ⅱ－１－（１）－② 経営状況を分析して改善すべ
き課題を発見する取り組みを行っている。

ｂ

Ⅱ－１－（１）－③

ａ

Ⅱ－２

外部監査が実施されている。

人材の確保・養成
第三者評価結果

Ⅱ－２－（１）

ｂ

Ⅱ－２－（１）－② 人事考課が客観的な基準に基
づいて行われている。

ｂ

Ⅱ－２－（２）

職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（２）－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。

ｂ

Ⅱ－２－（２）－②
組んでいる。

ａ

Ⅱ－２－（３）

福利厚生事業に積極的に取り

職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（３）－① 職員の教育・研修に関する基
本姿勢が明示されている。

ｂ

Ⅱ－２－（３）－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
的な取り組みが行われている。

b

Ⅱ－２－（３）－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。

ｂ

Ⅱ－２－（４）

コメント

人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（１）－① 必要な人材に関する具体的な
プランが確立している。

実習生の受け入れが適切に行われている。

Ⅱ－２－（４）－① 実習生の受け入れと育成につ
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。
Ⅱ－３

コメント

ｃ

安全管理
第三者評価結果

Ⅱ－３－（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。

Ⅱ－３－（１）－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。

ａ

Ⅱ－３－（１）－② 災害時に対する利用者の安全
確保のための取組を行なっている。

ａ

Ⅱ－３－（１）－③ 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。

ａ

コメント

詳細

Ⅱ－４

地域との交流と連携
コメント

第三者評価結果

Ⅱ－４－（１）

地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（１）－①
大切にしている。

利用者と地域とのかかわりを

ａ

Ⅱ－４－（１）－②
還元している。

事業所が有する機能を地域に

ｃ

Ⅱ－４－（１）－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

Ⅱ－４－（２）

関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（２）－①
いる。

必要な社会資源を明確にして

ａ

Ⅱ－４－（２）－②
行われている。

関係機関等との連携が適切に

ａ

Ⅱ－４－（３）

地域の福祉向上のための取り組みを行っている。

Ⅱ－４－（３）－①
いる。

地域の福祉ニーズを把握して

ａ

Ⅱ－４－（３）－② 地域の福祉ニーズに基づく事
業・活動が行われている。

ｂ

評価対象Ⅲ
Ⅲ－１

適切な福祉サービスの実施
利用者本位の福祉サービス
コメント

第三者評価結果

Ⅲ－１－（１）

利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１－（１）－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もつための取り組みを行っ
ている。

Ⅲ－１－（１）－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。
Ⅲ－１－（２）

ｂ

プライバシー保護と個人情報保護が併記されたサービ
スマニュアルが策定されているが、両者の混同と思わ
れる表示となっている。只、職員はプライバシー保護
に関する基本的な知識や社会福祉事業に携わる者とし
ての姿勢・意識は十分に理解していると思われる。

利用者満足の向上に務めている。

Ⅲ－１－（２）－① 利用者満足の向上を意図した
仕組みを整備し、取組を行なっている。
Ⅲ－１－（３）

ａ

利用者を尊重したサービスの提供に関しては、理念や
基本方針、サービスマニュアル等に明示されており、
標準的な支援方法・身体拘束や虐待防止について、内
部研修等を通じ職員に周知徹底されている。

ａ

年一回、利用者の満足度調査が行われており、その中
から出た課題の改善検討がされている。又、利用者へ
の個別の相談面接や「利用者の会」を通して利用者の
要望等を直接聴取している。

利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ－１－（３）－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。

ａ

Ⅲ－１－（３）－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

Ⅲ－１－（３）－③ 利用者からの意見等に対して
迅速に対応している。

ａ

「みなさまの声」として投書箱が設置されており、利
用者への案内と共に分かり易い場所に掲示されてい
る。又、常時、利用者やご家族からの相談にも応じて
いる。
重要事項説明書に詳細に記載し、苦情解決責任者・苦
情受付担当者・第三者委員会の設置等を含めて説明し
ており、苦情受付～解決～苦情を申し出た利用者や家
族等へのフィードバックの仕組が整備されているが、
公表が必要と思われる苦情内容及び解決結果等の公表
はしていない。
「みなさまの声」設置要項や｢苦情解決に関する手引
き」に、意見や提案を受けた際の記録の方法や報告の
手順、対応策の検討等に付いて規定されており、見直
しもされている。又、提案者に対するフィードバック
もされ、内容によっては所内掲示もされている。

詳細

Ⅲ－２

サービスの質の確保
コメント

第三者評価結果

Ⅲ－２－（１）

質の向上に向けた組織的な取組が組織的に行われている。

Ⅲ－２－（１）－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。
Ⅲ－２－（１）－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て、改善策・改善実施
計画を立て実施している。
Ⅲ－２－（２）

ｂ

Ⅲ－２－（２）－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。

ａ

提供するサービスの標準的な実施方法に付いては、
サービスマニュアルに記載されており、日々起きる事
象の確認に付いてはケーススタディ時にされている。

ａ

１年間で確認されたサービスマニュアルに関する改訂
要案件に付き、次年度版の配布に合わせて改訂が行わ
れる仕組みになっている。

サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ－２－（３）－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。
Ⅲ－２－（３）－②
制が確立している。

ａ

利用者に関する記録の管理体

ａ

Ⅲ－２－（３）－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

Ⅲ－３

第三者評価や自己評価の評価結果はフィードバックさ
れており、それにより課題の明確化・共有化はされて
いる。課題の分析や改善策・改善実施計画の策定、実
施状況の評価・見直しは不充分と感じられる。

提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）－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。

Ⅲ－２－（３）

ａ

評価に関する担当者・担当部署が設置され、第三者評
価の受審（２回目）や年１回の評価基準に基づいた自
己評価は実施している。又、評価結果の分析・検討に
付いては法人として総括的に行っている。

利用者毎にアセスメント・フェイスシート・個別支援
計画・評価・見直し・日常支援記録の各様式が策定さ
れ、標準的な記載方法が決められ、記録されている。
文書管理規程に従い、利用者の記録の保管・保存・廃
棄等に関して管理されており、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情報開示規程や個
人情報保護規程も定められ、職員に対して教育や研修
も行われている。
日々の利用者帰宅後の打ち合わせやケース会議を通じ
て、職員間では利用者の状況等に関する情報共有が図
られており、利用者情報のネットワーク化もそれに寄
与している。

サービスの開始・継続
第三者評価結果

Ⅲ－３－（１）

サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ－３－（１）－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。

ａ

Ⅲ－３－（１）－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

Ⅲ－３－（２）

コメント
パンフレット等に施設の支援内容を分かり易く紹介し
ており、関係する福祉事務所や市支援課等に資料を配
置し、利用者に情報提供がされている。又、見学や体
験入所、一日利用等の希望が有れば、都度対応してい
る。
サービス開始時には契約書の取り交わしが行われ、重
要事項説明書等の資料に基づき、サービス内容や料金
等を分かり易く説明し、利用者や家族等の同意と捺印
を得ている。

サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

Ⅲ－３－（２）－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。

ｂ

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は作成していな
い。又、直接或いは生活支援センターを介してサービ
ス終了後も利用者や家族等の相談が稀に有るが、担当
者や窓口を知らせる文書等は準備していない。

詳細

Ⅲ－４

サービス実施計画の策定
コメント

第三者評価結果

Ⅲ－４－（１）

利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ－４－（１）－① 定められた手順に従ってアセ
スメントを行っている。
Ⅲ－４－（２）

ａ

利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－４－（２）－①
定している。

サービス実施計画を適切に策

Ⅲ－４－（２）－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。

評価対象Ⅳ
Ⅳ－１

入所時に定められた様式に従いアセスメントが行われ
ており、年一度の定期的見直しがされている。又、個
別支援計画も含め利用者のニーズが明示され、課題に
関してはカンファレンスにて情報の共有が図られてい
る。

ａ

サービス管理責任者を中心にサービス実施計画が策定
されており、利用者や家族等の意向や要望を織り込ん
だ個別支援計画が策定され、年２回の見直しにより状
況を定期的に確認する仕組みが構築されている。

ａ

就労移行支援は年４回、就労継続支援Ｂは年２回のモ
ニタリング・面談・個別支援計画の評価・見直しが行
われており、ケース会議により職員間の情報共有が図
られている。緊急的に変更事案が発生した場合は、都
度計画の改訂がされている。

適切な処遇の確保
サービスの実施
コメント

第三者評価結果

Ⅳ－１－（１）

個別支援計画または個別療育計画に基づいた適切な支援について。

Ⅳ－１－（１）－① 個別支援計画または個別療育
計画を適切に作成している。

ａ

Ⅳ－１－（１）－② 個別支援計画または個別療育
計画に基づいて、適切にサービスが提供されてい
る。
Ⅳ－１－（２）

ａ

個別支援計画は利用者や家族の意向・要望を尊重し、
又、利用者の障害の状態や能力に基づいて訓練内容や
活動内容が決められている。
必要に応じてモニタリングやケーススタディを行い、
サービスの実施方法に付いて職員間で検討する機会を
設けている。又、ネットワークを用いて職員間では情
報共有がされ、統一的な対応が図られている。

利用者の状態に合わせたサービスの実施について。

Ⅳ－１－（２）－① 食事に関しては、おいしく楽
しく食べられるよう工夫されている。
Ⅳ－１－（２）－② 入浴に関しては、利用者の希
望や事情を反映した支援を行っている。
Ⅳ－１－（２）－③ 排泄に関しては、利用者の状
態に合わせた支援を行っている。

ａ

管理栄養士の指示の下、栄養バランスを考慮した、
又、利用者の嗜好や献立の希望・季節感を取り入れた
食事が提供されており、利用者一人ひとりの嚥下状況
や咀嚼力に応じた給食を提供している。
入浴に関しては対応していない。

非該当
排泄に関しては利用者は全員自分で対応出来る。

非該当

Ⅳ－１－（２）－④ 整容その他に関しては、利用
者の状態に合わせた支援を行っている。

ａ

「日頃の生活、作業を見直そう」との趣旨で定期的に
「作業振り返り」が行われており、その一環として
「歯磨き・手洗い方法の確認」を月一回おこなってい
る。又、会社訪問を通じて整容や服装の重要性も利用
者に実感して貰っている。
（注）入所施設向けの着眼点は非該当

Ⅳ－１－（２）－⑤ 利用者の健康を維持するため
の支援を行っている。

ａ

利用者毎の状態に合わせた食事の対応、医療機関との
連携による健康診断や健康相談等の健康管理の他、体
操や散歩等、利用者が適度に体を動かす事が出来る様
な配慮を行っている。
（注）入所施設向けの着眼点は非該当

Ⅳ－１－（３）

利用者の自主性と家族との交流について。

Ⅳ－１－（３）－① 利用者の自主性を尊重し、主
体的に施設での生活が送れるような取り組みを行っ
ている。
Ⅳ－１－（３）－② 金銭管理その他利用者の財産
を管理するための支援を行っている。

ａ

「利用者の会」の運営を通し、利用者の自主性を尊重
し主体的に施設での生活が送れる様な取り組みを行っ
ている。又、その中から利用者の意向や要望を把握
し、支援の改善にも繋げている。
（注）入所施設向けの着眼点は非該当
金銭管理は行っていない。

非該当

詳細

Ⅳ－１－（３）－③ 利用者の自立（自律）に向け
た取り組みを行っている。

ａ

「日頃の生活、作業を見直そう」との趣旨で定期的に
「作業振り返り」が行われており、その一環として
「歯磨き・手洗い方法の確認」を月一回おこなってい
る。又、会社訪問を通じて整容や服装の重要性も利用
者に実感して貰っている。
（注）入所施設向けの着眼点は非該当

Ⅳ－１－（３）－④ 利用者の就労を支援するため
の取り組みを行っている。

ａ

就労支援事業所であるので、相談やアドバイスも含
め、全ての取組が利用者の就労を支援する為に行われ
ている。
年に一度の事業説明会の機会や家族からの相談の機会
等を通じ、家族との交流・連携を図っている。

Ⅳ－１－（３）－⑤
図っている。

施設と家族との交流・連携を

ａ

（注）入所施設向けの着眼点は非該当

