
 

（別紙） 

第三者評価結果 

 評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織                           

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-1-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 a・b・c 

<評価所見> 

 法人理念として「住む」、「働く」、「遊ぶ」の基本方針 3原則は、事業計画・パンフレット・

広報誌等に記載されている。職員には、年度当初の職員会議や内部研修の際に説明され、改め

て周知・徹底が図られている。新任職員には、入職前後に行われる 5日間の研修のプログラム

に盛り込まれており、理事長または事務局長により説明し周知されている。保護者には、年 1

回開催される総会時に事業計画を配布・説明がなされている。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分

析されている。 

a・b・c 

3 Ⅰ-２-（１）-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 a・b・c 

<評価所見> 

 理事長は、県社会福祉法人経営者協議会長や全国単位の団体の委員等を務め、各種研修会に

参加し、社会福祉事業全体の動向についての情報収集とその把握・分析を行っている。それら

の情報等は、月 1回開催される各事業所長が出席する法人連絡会で情報の共有が図られてい

る。その内容と併せ、事業所収支状況（1ヶ月毎）は、月 1回開催される職員会議で伝達されて

いる。 

 経営状況や改善すべき課題についての法人中長期計画（5ヶ年）が策定されており、それに基

づいた新規事業や事業内容の変更がなされている。平成 26年度までの中長期計画が終了したた

め、今年度新たな計画策定作業が進められている。 

 近隣市町村とは、施設の空き状況等について定期的に情報交換を行うとともに、利用者の高

齢化によるサービス変更についても計画的に検討がなされている。 

 

  



Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されてい

る。 

a・b・c 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 a・b・c 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織

的に行われ、職員が理解している。 

a・b・c 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 a・b・c 

<評価所見> 

 法人中長期計画（5ヶ年）が策定されており、それに基づいた単年度事業計画が策定されてい

る。事業計画には、「基本方針」、「今年度目標」、「年間行事」、「各障害福祉サービス」、「事業所

内研修」、「保健衛生」、「防災訓練計画」、「職務分掌」の項目が記載された具体的な内容となっ

ている。 

 事業計画策定に当たっては、各行事終了後の反省会と 2月に各部署でのモニタリングを実施

することにより職員の意見を集約し、各課長から施設長に提出され、次年度の計画に反映され

ている。 

 保護者には、年 1回の総会時に説明されているが、利用者には施設内の掲示する方法に留ま

っている。より分かりやすく説明するための資料作成等は行っておらず、それらの工夫を期待

する。 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(１)-① 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ

れ、機能している。 

a・b・c 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確に

し、計画的な改善策を実施している。 

a・b・c 

<評価所見> 

 毎年 2月に行われる各部署でのモニタリングにおいて、福祉サービスの内容について評価を

行い、その結果を課長から管理者に文書で提出されている。管理者は、この内容について分

析・整理し、法人連絡会議の議題として挙げられ、課題の改善やその対応方法等について協

議、見直しがなされている。これらの手順や実施方法は組織的に行われているが、PDCAサイク

ルや評価基準等は明確には定められておらず、より具体的な体制整備を期待する。 

 支援に関わるマニュアル等は、法人共通と事業所独自のものが作成されている。法人共通の

マニュアル等は、月 1回各事業所担当者による見直し会議を開催し、サービスの質の向上を図

っている。事業所独自のマニュアルは、必要に応じ職員会議等で見直しがなされている。 

 

 



評価対象Ⅱ 組織の運営管理                                   

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(１) 管理者の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解

を図っている。 

a・b・c 

11 Ⅱ-１-(１)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行って

いる。 

a・b・c 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導

力を発揮している。 

a・b・c 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮

している。 

a・b・c 

<評価所見> 

 管理者は、事業計画に「職務分掌」を記載するとともに、年度当初の職員会議において自らの

役割と責任について職員に説明し、その理解を図っている。その他、年 2回の個別面談と年度末

の人事評価面談を実施の際にも説明されている。有事における管理者の役割は、「防災対策マニュ

アル」、「防災行動マニュアル」、「災害時行動マニュアル」に記載され、明確化されている。 

 法人で実施する全職員を対象とした研修会（年 1回）、職員会議の際に管理者が説明し、遵守

する法令等の理解を図っている。基本方針や組織体制の整備等を規定した「業務管理体制規

程」、「法令順守に関する留意事項」が作成され、法令順守体制の整備されている。法人の諸規

定、マニュアルは、一覧が策定されており、いつでも職員が確認できるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が

確立し、取組が実施されている。 

a・b・c 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・b・c 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくり

に取組んでいる。 

a・b・c 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 a・b・c 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、

教育・研修が実施されている。 

a・b・c 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 a・b・c 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成に

ついて体制を整備し、積極的な取組をしている。 

a・b・c 

<評価所見> 

 法人中長期計画（5 ヶ年）には、必要な福祉人材や人材体制の具体的な計画が示されている。

また、職員心得 10ヶ条を定め、期待される職員像が示されている。人事評価制度を導入し、その

目的、手順、基準、方法等が「人事評価規定」で明確にされており、職員にも周知されている。 

 福利厚生センターへの加入、同法人経営のクリニック受診割引（職員は 1割負担）の福利厚

生の取り組みを行い、職員が働きやすい職場環境つくりに努めている。管理者は、1ヶ月毎の職

員の有給取得状況を把握し、特定の職員に負担がかからないよう配慮されている。 

 「全職員研修」を含め、その目的や具体的内容等を定めた全 7階層（非常勤及びパート職員

も含む）の職員研修体系及び「求められる職員像（キャリアパス）」を整備し、職員の質の向上

が図られている。また、各職員の研修受講、資格取得状況等は一覧が作成されている。 

 「実習生受入マニュアル」を作成され、目的、内容、担当、受入の流れ等が記載されており、

適切な体制が整えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われてい

る。 

a・b・c 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が

行われている。 

a・b・c 

<評価所見> 

 法人ホームページ、広報誌並びに全国社会福祉法人経営者協議会会員法人情報公開ホームペ

ージに、「資金収支決算書」「事業活動計算書」等の情報が適切に公開されている。 

 法人監事による定期的な監査は実施されているが、公認会計士等による外部監査の実施を期

待する。 

 

 

  



Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 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。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行ってい

る。 

a・b・c 

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の受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・b・c 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関

係機関等との連携が適切に行われている。 

a・b・c 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。 a・b・c 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行わ

れている。 

a・b・c 

<評価所見> 

 地域との関係については、事業計画の中に「地域貢献活動」の考え方と活動（地域清掃活

動）や地域行事（夏祭り、運動会等）への参加が具体的に記載され、積極的な取り組みがなさ

れている。また、「ボランティア受入マニュアル」を作成されているが、ボランティアに対する

事前研修は行っておらず、今後の取り組みを期待する。 

 近隣市町の関係機関・団体の機能や連絡方法の一覧を作成し、職員間の情報共有化を図ると

ともに、管内事業所連絡会や管内相談支援センターとの合同会議・ケース会議に参加し、定期

的な連携が図られている。 

 地域の福祉向上の取り組みとしては、現行制度の公的支援をすぐに利用できない方を対象

に、短期宿泊、日中の場所を提供する「地域支援対応室」を併設する複合施設内に設置し、地

域住民の方々へ事業所機能の開放・提供がなされている。また、その複合施設が設置している

「運営推進委員会」に管理者が委員として参画し、その他、自治会会議への参加、民生委員か

らの聴き取り等により地域の福祉ニーズの把握に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施                              

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

 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。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解

をもつための取組を行っている。 

a・b・c 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉

サービス提供が行われている。 

a・b・c 

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積

極的に提供している。 

a・b・c 

31  Ⅲ-１-(２)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりや

すく説明している。 

a・b・c 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉

サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 

a・b・c 

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を

行っている。 

a・b・c 

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 a・b・c 

35 Ⅲ-１-(４)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者

等に周知している。 

a・b・c 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対

応している。 

a・b・c 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマ

ネジメント体制が構築されている。 

a・b・c 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のため

の体制を整備し、取組を行っている。 

a・b・c 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的

に行っている。 

a・b・c 

<評価所見> 

 「職員倫理規程」及び「職員倫理規定に基づく行動指針」が作成され、利用者を尊重した基

本姿勢や利用者や家族への支援や対応方法が具体的に定められている。これらは、職員会議や

職員研修の場で確認され、プライバシー保護、権利擁護に関しての意識の向上と周知徹底が図

られている。 

 サービス利用希望者には、ホームページやパンフレットによる情報提供の他、必ず見学、体

験利用をしていただくこととしている。サービス開始・変更時には、フリガナや平仮名を使い

利用者が分かりやすいよう工夫し、少しでも自己決定ができるよう対応している。 

 利用者からの意見や要望は、担当職員により普段の関わりの時と直接職員が利用者から聴き



取りを行い、随時、対応されている。 

 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取り組みとしては、「入浴事故」、「怪

我」、「感染症」、「防災」、「交通事故」、「行方不明」のマニュアルと併せ、法人として「緊急連

絡網」、「大規模災害時防災マニュアル」、「BCPマニュアル」、「行方不明利用者捜索時の連絡体

制」、「集団感染拡大する恐れがある場合についてのマニュアル」が作成され、ありとあらゆる

場面を想定して、対応できるよう体制が整えられている。常日頃より「事故報告」「ヒヤリハッ

ト報告」を収集し、年 2回程度法人連絡会議の場で、その改善策、再発防止策等について協

議・検討されている。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書

化され福祉サービスが提供されている。 

a・b・c 

41 Ⅲ-２-(１)-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・b・c 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施計画

を適切に策定している。 

a・b・c 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行って

いる。 

a・b・c 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行

われ、職員間で共有化さている。 

a・b・c 

45 Ⅲ-２-(３)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 a・b・c 

<評価所見> 

 支援マニュアルは、「起床時」から「就寝」までと、「整理整頓」を含む 11種類が整備されて

いる。各マニュアルは、統一された様式及び項目が設定され、職員が一定の水準、内容により

標準的な実施方法で支援できるよう工夫がなされている。その他、マニュアルによっては、フ

ローチャートを使い、利用者の ADLの状態に対応できるような工夫もされている。 

 福祉サービス実施計画策定に当たっては、フェイスシート作成から個別支援計画の終了まで

がフローチャートで示された「サービス提供プロセス」が作成され、それぞれの時点での実施

すべき内容と留意点が記載され、適切に策定されるよう工夫がなされている。 

 サービス実施状況の記録は、月締めでファイリングし、管理職には回覧、一般職員はいつで

も見られるようにし、情報の共有化を図っている。また、記録内容や書き方等について、職員

で差異が生じないよう管理者・課長による OJTが随時、実施されている。 

 

 

 



（施設入所支援） 

 

Ａ-１ 利用者の尊重 

 第三者評価結果 

Ａ-１-(1) 利用者の尊重  

 Ａ-１-(1)-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。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-１-(1)-② 利用者の主体的な活動を尊重している。 ａ・ｂ・ｃ 

 Ａ-１-(1)-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。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-１-(1)-④ 利用者のエンパワメントの理念にもとづくプログラム 

がある。 
ａ・ｂ・ｃ 

 

Ａ-１-(2) 権利擁護  

 Ａ-１-(2)-① 成年後見制度や日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護

事業)の活用を推進している。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-１-(3) 契約内容変更  

 Ａ-１-（３）-① 契約内容変更等の手続きは適正に行われている。 ａ・ｂ・ｃ 

 

  評価所見 

 各利用者には、担当職員が配置され日常の支援を通じて、利用者の性格や特性を把握し、その

人にあったコミュニケーションの方法に努めている。具体的な方法や手順を示した「コミュニケ

ーションマニュアル」が作成され、ジェスチャーや絵、画像の活用や発語が困難な利用者の見立

てによる意思の把握が行われている。それと併せ、支援会議やミーティング等を開催し、利用者

個々の状況に合った支援の体制作り検討・整備するとともに、普段の日中活動の中での買物やお

菓子作り等の調理活動、個別又は小グループでの外食・外出等社会資源を活用し、社会性を養え

るプログラムが随時行われている。 

 成年後見制度等の活用は、6/30 人という状況であり、関係団体が開催する研修会への参加を

呼びかけ、活用及び理解を図っている。 

 契約内容変更時には、変更部分の説明を利用者及び保護者等に行い、同意を得るとともに適切

に記録されている。 

 



Ａ-２ 日常生活支援 

 第三者評価結果 

Ａ-２-(1) 食事  

 Ａ-２-(1)-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・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(1)-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。 
ａ・ｂ・ｃ 

 Ａ-２-(1)-③ 喫食環境（食事時間を含む）に配慮している。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(2) 入浴  

 Ａ-２-(2)-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。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(2)-② 入浴は、利用者の希望に沿って行われている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(2)-③ 浴室・脱衣場等の環境は適切である。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(3) 排泄  

 Ａ-２-(3)-① 排泄介助は快適に行われている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(3)-② トイレは清潔で快適である。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(4) 衣服  

 Ａ-２-(4)-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。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(4)-② 衣類の着替え時の支援や汚れに気づいた時の対応は適切

である。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(5) 理容・美容  

 Ａ-２-(5)-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・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(5)-② 理髪店や美容院の利用について配慮している。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(6) 睡眠  

 Ａ-２-(6)-① 安眠できるように配慮している。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(7) 健康管理  

 Ａ-２-(7)-① 日常の健康管理は適切である。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(7)-② 必要な時、迅速かつ適切な医療が受けられる。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(7)-③ 内服薬・外用薬等の扱いは確実に行われている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(8) 余暇・レクレーション  

 Ａ-２-(8)-① 余暇・レクレーションは、利用者の希望に沿って行われて

いる。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(9) 外出・外泊  

 Ａ-２-(9)-① 外出は利用者の希望に応じて行われている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(9)-② 外泊は利用者の希望に応じるよう配慮されている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(10) 所持金・預かり金の管理等  

 Ａ-２-(10)-① 預かり金について、適切な管理体制が作られている。 ａ・ｂ・ｃ 



Ａ-２-(10)-② 新聞・雑誌の購読やテレビ等は利用者の意志や希望に沿

って利用できる。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(10)-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、利用者の意志や希望が尊重されている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(13) 自治組織  

 Ａ-２-(13)-① 利用者の自主性と意思が尊重されるような自治のため

の仕組みがある。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(14) 家族との連携  

 Ａ-２-(14)-① 家族との連携・交流を適切に支援している。 ａ・ｂ・ｃ 

 

 

 

  評価所見 

 日常生活支援に関わる各種マニュアル等（「起床時支援」、「入浴」、「着替え支援」、「排泄支援」、

「洗顔支援」、「歯磨き支援」、「食事支援」、「服薬支援」、「移動支援」、「整容支援」、「就寝支援」、

「整理整頓支援」、「預り金管理要綱」）が整備されている。これらマニュアル等に従い、利用者

の要望に応じた基本的な支援はもちろんのこと、利用者個々の状況に合わせた柔軟な対応がな

されている。具体的には、「食事の選択制の導入」、「食事及び入浴時の余裕を持たせた時間設定・

時間外対応」、「排泄記録によるトイレへの誘導・排泄調整」、「オゾン水を利用したトイレ環境対

策」、「衣類購入時の相談及び修繕」、「髪形や染色希望相談対応及び店舗希望対応」等の対応がな

されている。 

 健康管理体制は「健康管理票」が整備され、バイタルチェックや服薬管理、定期健診等の実施

により適切に対応されている。同法人のクリニックが隣接しており、緊急時に速やかに医療が受

けられる体制が整備されている。 

 余暇・レクリエーションは、職員と利用者が相談の上、1 週間のスケジュールである「週案」

が作成されている。これは、買物、外食、レクリエーション、外泊等を個人又は小グループで選

択できるように目的別に作成されたものであり、利用者の希望に沿った内容となっている。 

 所持金・預り金等の管理は、基本的に自己選択・自己管理が可能となっており、それに伴う安

全管理やルールを設け、利用者の希望を尊重した対応がなされている。具体的には、「個人での

新聞購読契約」、「居室でのテレビの設置」、「喫煙」が可能となっている。利用者自治会は組織さ

れておらず、保護者との連携・交流の場は、年 1 回の総会とイベントのお知らせ配付のみであ

り、より積極的な取り組みを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


