
（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> 

・法人の理念や基本方針を基に、支援プログラムに支援の基本理念として、 

１． 利用者の自己選択、自己決定を尊重する。 

２． 利用者の生活の質を向上させる。 

３． 利用者の人権擁護に努める。 

を掲げて基本方針と共に明文化しています。 

・職員に対しては、支援プログラムを配布し、会議を通して共有を図るようにしています。 

・入所時には家族に支援のための理念や基本方針を説明しています。しかし利用者に対しての周

知は十分とは言えず、利用者や関係者に対し周知が図られるようにホームページにも掲載する

等、わかり易く共有し易い工夫を期待します。  

 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> 

・法人の基本計画と共に、さくら市の障害福祉計画における福祉動向を参考に事業計画は策定さ

れています。策定された事業計画及び予算は、実施後に事業報告されていますが、計画項目と実

施項目をそれぞれ対比し達成状況がわかるような比較分析まではされていません。 

・計画に対する実施状況の把握及び予算・決算対比等、達成度がわかりやすいように、課題を具

体的に数値化する等、評価し易くすることを期待します。 

 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> 

・中長期計画は、法人の基本計画の中に事業所としての運営指針や推進すべき課題を明らかにし策

定されています。 

・単年度計画は収支を含め事業所としての事業計画を、施設毎に目的を設定し策定しています。し

かし、中長期計画との関連や具体的目標値は見え難く、また計画に対する実施状況についての把握

や評価も不十分と思われます。数値目標等にして成果が把握し易いように設定することや、設定し

た計画については、実績の評価及び計画を見直す仕組みを加味した計画が望まれます。全般的にＰ

ＤＣＡの管理の手法を意識した管理を期待します。 

・施設としての事業計画は、予算設定に関する内容として、目的、事業内容、実績及び効果、今後

の方向性、の説明がなされています。しかし策定に際し、組織的な取り組みは十分とはいえず、計

画内容の周知の点でも改善が求められます。特に中長期に関するビジョンとしての居住環境の改善

計画については、職員、利用者等に対して計画内容の周知及び理解を促す取り組みを期待します。 

 

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> 

・支援計画は、施設や実施部門としての課の段階で取り上げており、関係者間で議論され、まと

められています。とくに課段階では利用者一人ひとりについての詳細な計画があり、マニュアル

化されています。しかし、支援計画の策定にあたり質の向上に関する組織的なＰＤＣＡサイクル

にもとづく取り組みや意見の集約、共有化の体制に関しては、十分とは言えず、このことは自己

評価の結果や職員アンケートにも表れています。今後組織的な活動のもと職員の意見が十分に反

映されるように取り組むことを期待します。 

・障害児入所施設として、質の向上に関する課題を「今後の方向性」の項目の中に文書として表

しています。しかし、計画課題として実績と対比したり、評価すべき項目として明確にはされて

いません。 

・課の計画段階でも、支援プログラムとして、利用者への支援の内容、日課・週課、行事が計画

され、職員は職務分担に沿ってマニュアル化された日常業務、活動計画、各管理項目の支援内容

が定められています。しかし、施設としての質の向上に関する課題と支援プログラムにおける利

用者一人ひとりの課題との関係性や、計画された課題に対する実施状況及び実施結果の評価に関

する管理は十分でないと思われます。 

今後、継続的にサービスの質の向上を図るために、評価結果の把握や残された課題を明確化す

ることと、施設の懸案課題及び利用者一人ひとりに対する課題に対処するために、組織としての

新たな管理（ＰＤＣＡの管理）への取り組みを期待します。  

 



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、事業計画の中で実施すべき課題を明らかにし、規定等で運営組織を明確にすると共

に各職員の役割として事務分掌を定めています。今後運営に際しては、計画課題の周知や計画の

理解を促すために、計画段階での職員の参画等、組織としての取り組み方について工夫されるこ

とを期待します。 

・遵守すべき法や業務遂行に関する規程等ファイルは整備し管理されています。周知に関しては

関連資料や連絡文書を回覧する方法を取っています。 

・理念や基本方針の実現に向けた諸計画には、サービスの向上に関する取り組み課題が明らかに

されていますが、これら計画を組織的な関与のもと実行性および効果を高める為、以下の 3項目

に期待します。 

１．計画課題を実行管理出来る具体的な計画として策定すること。 

２．計画遂行のための役割及び責任の所在を明確にすること。 

３．ＰＤＣＡの管理方式に沿った取り組みをすること。 

・職員のスキルアップを図るための研修計画が立てられ、業務の改善や実効性を高めるために、

職員数の確保や適材配置に関する記述があります。しかし今後は、配置された人材を有効に活用

し、仕事の改善や効率化を図り業務の実効性を高める工夫への取り組みを期待します。 

 

 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> 

・必要な福祉人材の確保は、人員体制に関する基本的な考え方をもとに計画されています。また、

育成に関しては基本的な研修計画が立てられています。しかし人材の定着化に関する課題や新し

い人材確保には苦慮している現状が見られます。 

・人事管理は、法人の方針や基準により処遇が実施されています。職員の意向や意見は面談を通

して把握するようにしています。職員の教育・研修は、基本的な研修計画に基づき法人と事業所

が連携し実施しています。個人の履歴等は人事台帳をもとに法人によって管理されています。   

・事業所として必要な人事情報は、法人管理の情報を利用し、基本的な情報や職歴とともに研修

実績等も含め把握しています。しかし個人別の育成を考慮した研修計画等の管理は行われており

ません、今後、個人別の育成状況を把握し管理するとともに、評価の方法等個人の意欲向上のた

めの取り組みを期待します。 

・自己評価やアンケートには、個人の意向の反映や、職場環境の改善に関して、取り組むべきで

ある、との意見が見られます。面談の機会を増やしたり、話し合える雰囲気を高めることにより、

職員の目標管理の利用や意向を反映し、職場環境の整備等、職員の意欲の向上を図るための取り

組みを期待します。 

・研修計画は、研修体系に沿った職種別（専門知識技能）、階層別（新人～指導職）、基礎（経理、

処務、人事、施設運営）研修として計画され、実施月を定めて管理し易いように一覧表を作成し、

職員が参加出来る体制になっています。また、新任職員に対しては、職場でのＯＪＴが実施され

ています。今後さらに、職員一人ひとりに対して資質向上のための研修管理や目標管理を進めて、

個人育成への取り組みを期待します。 

・実習生の受け入れに関しては、基本姿勢を明らかにして受け入れ体制を整備しています。実習

の内容等は、学校側との契約をもとに実施し目的に沿った対応をしています。 

 

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> 

・ホームページ、パンフレット、広報紙などで情報公開しています。内容は「提供する福祉サー



ビス」が主で、法人と事業所の理念や基本方針、事業所単独の事業計画や財務等の情報が不足し

ていると思われます。今後は理念や基本方針、さまざまな計画とその報告などの情報公開内容が

充実し、社会・地域・利用者およびその家族等に提供されることを期待します。 

また、事業所のホームページから法人のページにリンクがされることを望みます。 

・県の監査、法人の内部監査、税理士による会計監査が定期的に行われ、適正な経営および運営

に向けての取り組みが行われています。今後さらに運営の透明性が進むことを期待します。 

 

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 

・地域交流として、事業所における「春のつどい」、「桜ふれあいの郷まつり」の実施、および、

さくら市の教育委員会や生涯学習課との連携事業など、地域貢献に努めています。しかし、利用

者は、地域の活動や行事に参加する機会や、イベント以外で地域との交流を持つことが少ないよ

うに思われます。 

・ボランティア等の受け入れに関してはボランティア取扱要領が作られていて、活用の仕組みが

出来ています。しかし、ボランティア登録者が増えるような積極的な取り組みが見られないので、

自治会、消防団、地域ボランティア団体等々へのＰＲを行い、登録者が増えることを期待します。 

・地域還元の取り組みとして体育館とグラウンドの貸し出しをしています。さらに今後は、災害

時における施設機能の解放・活用を検討する取り組みに期待します。 

 

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> 

・利用者を尊重する姿勢として、日常生活での支援を通して利用者の意向を汲み取る努力が見ら

れます。組織的にも相談援助課を軸にサービス向上の取り組みがなされています。さらに権利擁

護においても権利擁護委員会やリスクマネジメント委員会を通じて規定・マニュアルを基礎とし

た仕組みが整備されています。また、意見箱が設置されて利用者・職員のみならず家族や外部か

らも苦情、要望、意見などを受ける体制が出来ています。事業所内では、「利用者本位」を基本理

念として利用者との面接で意見・要望の聞き取りを行っています。また、権利擁護の内部研修や

各自レポート提出も実施しています。その他、県社協主催の虐待防止研修参加など事業所外の研

修参加も行われています。 

・安心、安全なサービスを提供するために、感染症対策や災害時へのマニュアルが整備され、研

修や訓練も定期的に実施されて利用者の安全に対して配慮が行き届いています。しかし、建物・

設備の面からは建具の不具合など、利用者の安全やプライバシーの保護に関する配慮が十分であ

るとは思われません。改良や修繕は建替を待たずに短期的、計画的に行われることを期待します。 

・虐待と疑われる事例などに対応する際、速やかに外部機関との連携が図れるようなマニュアル

の見直しが望まれます。また、権利擁護委員会での検討事例が発生した場合には権利擁護委員会

での検討結果を迅速に職員への周知と注意喚起が行われることを期待します。 

・利用者本位のサービス提供に関しては、日常の言葉遣いや利用者の思いを汲み取る観察などを



通じて、利用者本位の理念が全職員の身につくように取り組まれることを期待します。 

また、平成２８年度から施行される「障害者差別解消法」を視野に入れて、利用者の福祉サー

ビス提供への自己決定支援に時間をかけることや、利用者とその家族や関係者に対する説明の資

料に、ふりがなやイラストを入れたわかりやすい資料を作る等の工夫を期待します。 

 

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> 

・福祉サービスの内容や実施方法が標準化され、定期的な見直しが行われています。実施に際し

ては常に利用者の状態を記録しており、モニタリングや再アセスメントを行う際の基盤となって

います。なお今後、支援マニュアルの作成や見直しが行われる際は、利用者の意思決定支援の方

法や経過が記録されることを期待します。 

・書類の管理方法として記録類は鍵のかかるキャビネットに保管され、責任者の目の届くところ

に置かれています。個人情報保護規程などとあわせて記録の管理体制の仕組みが出来ています。

しかし、非常時における記録類の持ち出しなどの規定や電子データのセキュリティ対策も含めた

記録類等データの管理の方法については、一層の対策点検を期待します。 

・福祉サービスの情報共有の方法として、申し送り・回覧のほかに月 1回の職員会議があります。

しかし個々人との間の連携で情報の共有を補っている面がありますので、今後、会議での意見交

換の時間を多く取るなど、職員会議での情報共有の充実を期待します。 

 

 

 

 

 

 



（施設入所支援）障害児入所施設 

  

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 

・コミュニケーションの手段を確保するために個別支援計画や支援プログラムを作成して、利用

者一人ひとりの状況に合わせた関わり方が共有されています。「特に配慮を要する事項」には、

利用者の行動特徴を挙げ具体的な対応方法を記載した内容となっています。日課はボードで掲示

をしています。絵カードも活用して利用者に理解しやすいような工夫がされています。 

・支援方針は家族や児童相談所など関係者との話し合いが行われており、要因分析基本報告書の

作成もして見守り体制が確立されています。 

・支援プログラムに基づいて各利用者の行動や様子が記録されています。食事や買い物など外出

の機会を設けて利用者の社会性を高める取り組みがされています。 

・家族に向けて権利擁護に関する説明を行っています。成年後見制度を必要とする利用者に対し

て、家族が不在の場合は市長申し立ての手続きをしています。行政書士会などとの協力も得られ

ており、事業所では家庭裁判所への申請が出来るまでの支援を行っています。 

・契約の変更があった場合には書面で作成をしたあと、家族と話し合いをして同意が得られた時

点で署名をする取り組みをしています。 

 

 

 

 

 

 



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 

・食事は支援プログラムに利用者一人ひとりの支援内容が明示されており支援記録日誌等にも状

況が記録されています。嗜好調査が行われており献立にも反映しています。食事観察簿や検食簿

もまとめられており栄養士を中心に職員会議等の議題に出しながら検討されています。 

・食堂は利用者の介護度に合わせて席を決めており食事を摂る順番も決められています。学齢児

を先に食べてもらうなど日課に合わせた配慮もしています。 

・入浴方法は支援プログラムに記載されており、利用者に合わせた支援が行えるようになってい

ます。学齢児童は毎日入浴できる体制となっています。他の年齢の利用者は週３回としており、

汚れや失禁など状況に合わせて随時の対応も行っています。 

・排泄は支援プログラムで支援方法が記載されており自立に向けた内容となっています。トイレ

ットトレーニングも行われており身辺自立に向けた内容となっています。 

・衣類の購入は本人が着やすい服を選べるように助言をしています。また、買い物が難しい利用

者には支援員が本人の好みを配慮しながら購入しています。季節や場所などに合わせた衣服が着

られるよう助言をしています。 

・理美容は業者の方が２ヶ月に１度来所しています。本人や家族の希望によって地域の店を利用

することも自由に行われています。髪型のリクエストにも学生らしさを考えながら決定していま



す。 

・睡眠では居室は相部屋で３～４名が基本となっていますが、寝つきの悪い利用者には１人部屋

の利用を考慮して、本人や他の利用者の安眠への配慮をしています。 

・健康管理について、利用者それぞれ異なる主治医の元、主治医の細かい指示に従って、個別支

援を行っています。 

・服薬について、錠剤は分配された個別ケースの底の方に飲み忘れがないように、粒を紙に貼り

付け、薬を取り出しやすい工夫をしています。 

・余暇やレクリエーションについて、本人の希望を口頭等では確認しにくいので、職員が利用者

の表情や日常の様子を見ながら、希望を汲み取るようにしています。職員不足もあり、利用者の

希望を反映した余暇やレクリエーション活動が不十分とのことですが、必要に応じて社会資源を

生かす（登録ボランティアの活用）よう、前向きな取り組みを組織的に検討し実践することを期

待します。 

・外出に関しては、利用者の希望を判断することが難しいため、支援員や保護者の意向によって

計画され実施されることが多いようです。また、計画にない随時の外出は、職員の人手不足であ

まり行われていません。今後は、利用者の希望に合わせた外出に対応できるよう、地域のボラン

ティア等を活用する取り組みが行われることを期待します。外泊は、1 回 10 日間を目安として

いますが、家族の都合もあり、2泊 3日の外泊が多いです。長くても 3泊 4日にとどまっていま

す。外泊から戻る際には、利用者の家庭での様子を把握し、施設での生活に反映させるため、生

活状況を書いた紙を持参してもらうようにしています。 

・預り金については、施設利用者保護者会で立ち上げた NPOが利用者分を管理しているため、自

己管理体制の整備はありません。今後は、すべて同じ支援に統一するのではなく、個別支援を念

頭に自己管理できる利用者への配慮、取り組みを行うことを期待します。 

・新聞や雑誌の購読に関して、希望や要望があれば個別対応していますが、希望を訴えられない

利用者に対しても、希望を聞くための工夫を期待します。 

・嗜好品については、希望や要望に応じていますが、現在は希望する人がいないため、実施して

いません。 

・自治会について、利用者も重度であるため、自主性と意思が尊重されるような自治の仕組みは

ありません。 

・年 2 回広報誌を発行したり、「帰省中の記録」に家族からのコメント・要望記入欄を設け、家

族と連絡を取り合える工夫をしています。面会で来訪した家族には、職員が利用者の近況を口頭

で報告しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


