
（別紙）
評価細目の第三者評価結果

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、基本方針が確立されている。
Ⅰ-１-(1)-① 理念が明文化されている。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅰ-１-(1)-② 理念に基づく基本方針が明文化されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(2) 理念や基本方針が周知されている。
Ⅰ-１-(2)-① 理念や基本方針が職員に周知されている。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅰ-１-(2)-② 理念や基本方針が利用者等に周知されて
いる。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・法人の「基本理念」としてパンフレットに明文化し記載されている。内容的にも自宅で介護
を受ける事が困難な方等、個人の尊重や利用者から信頼されるべくサービスの質の向上に具体
的に表現されている。基本方針についても「基本マニュアル」に明文化され職員に十分な周知
を図っている。家族にもパンフレットが配布され家族会総会では、説明を行っている。

Ⅰ-２ 計画の策定
第三者評価結果

Ⅰ-２-(1) 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 中・長期計画が策定されている。 ○ａ・ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(2) 計画が適切に策定されている。
Ⅰ-２-(2)-① 事業計画の策定が組織的に行われている。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅰ-２-(2)-② 事業計画が職員に周知されている。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅰ-２-(2)-③ 事業計画が利用者に周知されている。 ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

・福祉サービスの充実、課題解決を目指して中、長期計画が策定され、達成目標も明確に明文
化されている。又事業計画についても、同様に年度事に策定され、これらの計画については
「全体研修会」「家族会総会」で職員や利用者家族にも説明を行ない周知が図られている。



Ⅰ-３ 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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ

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・ｂ・ｃ
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・ｂ・ｃ

評価所見

・管理者は、自らの役割と責任について会議等で職員に表明し周知を図っている。法令遵守を
理解するための取組みは施設内で研修を開催している。更に経営や業務の効率化と改善に向け
た取組みは、公認会計士からの分析の報告を受け、改善を図っている。今後更に福祉サービス
の現状について定期的に評価分析し記録化を期待したい。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅱ-１ 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・○ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅱ-１-(1)-③ 外部監査が実施されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・経営改善すべき課題については、全体会議で職員の意見を聞き、明文化する等の取り組み
で対応している。経営全体については外部監査を実施し、専門家による指導、助言のもとに
行なわれている。ISO 認証取得もその十分なる根拠と言える。



Ⅱ-２ 人材の確保・養成
第三者評価結果

Ⅱ-２-(1) 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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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。 ａ・○ｂ・ｃ

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。 ａ・○ｂ・ｃ
Ⅱ-２-(2)-② 福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。 ○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。
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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(4) 実習生の受け入れが適切に行われている。
Ⅱ-２-(4)-① 実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にした
体制を整備し、積極的な取組みをしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・組織の基本方針及び各計画に沿って必要な人材や人員体制に具体的プランが確立され人事管
理がなされている。ただし人事考課や職員の就業状況や意向を必要あれば改善する仕組みの構
築に期待したい。また職員の教育・研修に関しては、スキルチャートを作成し、個人目標を設
け個人のスキルを高める努力を図っている。研修計画を作成し、それに基づき実習生の育成に
取り組んでいる。

Ⅱ-３ 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）の対応など利用
者の安全確保のための体制が整備されている。 ○ａ・ｂ・ｃ
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みを行
なっている。 ○ａ・ｂ・ｃ
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・ｂ・ｃ

評価所見

・利用者の安全確保のために、統括する部署が設置され、リスクの種類別に発生時の対応マニ
ュアルが整備され、各部署毎に、職員が確認することを義務づけサイン等で、周知の確認も行
なわれている。また、利用者の安全を脅かす事例の収集についても、ヒヤリハット報告書や事
故報告書等を基に事故防止委員会において、事故防止対策を検討し安全を図っている。



Ⅱ-４ 地域との交流と連携
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 利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 ａ・○ｂ・ｃ
Ⅱ-４-(1)-② 事業所が有する機能を地域に還元している。 ａ・○ｂ・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・○ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。
Ⅱ-４-(2)-① 必要な社会資源を明確にしている。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅱ-４-(2)-② 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り組みを行っている。
Ⅱ-４-(3)-① 地域の福祉ニーズを把握している。 ａ・○ｂ・ｃ
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。 ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

・地域との関わり方について、基本的な考え方を基本マニュアルに文書化し、利用者が地域活
動に参加しやすい体制を整えている。介護に関する相談支援事業は行政と連携して地域に向け
て情報提供が行なわれている。ボランティア受け入れについても、マニュアルにそって受け入
れがなされている。地域の社会資源についても有効に活用されているが、関係機関との連携や
地域社会の福祉ニーズの把握と地域全体の課題の取組みについても検討を期待したい。

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。
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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(2) 利用者満足の向上に努めている。
Ⅲ-１-(2)-① 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備している。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅲ-１-(2)-② 利用者満足の向上に向けた取り組みを行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(3) 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・ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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・ｂ・ｃ



評価所見

・一人ひとりの利用者を尊重したサービス提供の基本姿勢は、理念や基本方針に明示され、各
職員間においても学習会や研修会が開かれ、虐待・身体拘束についても各委員会を設けるなど
共通理解が図られている。利用者に対するプラｲバシー保護に関する規定マニュアルが整備され
研修会も開催されている。

利用者（家族）満足度調査を定期的に実施し、その結果についてサービス向上委員会で検討
し見直しを行い、家族会総会においても意見交換を行なっている。また、意見箱が新館・旧館
共に設置され、契約時に相談窓口について適切な説明がなされている。苦情解決の体制は整備
され手順も定められており、第三者委員も明示され、アンケート利用で意見を吸い上げ、申し
出があった内容については公表して、周知がなされている。

Ⅲ-２ サービスの質の確保
第三者評価結果

Ⅲ-２-(1) 質の向上に向けた取り組み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。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ⅲ-２-(1)-② 評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を明
確にしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(2) 個々のサービスの標準的な実施方法が確立している。
Ⅲ-２-(2)-① 個々の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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(3) 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。 ○ａ・ｂ・ｃ
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
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・ｂ・ｃ

評価所見

・サービスの自己評価について第三者評価基準並びに ISO 審査等組織として取り組み、評価結
果に基づき分析・検討されている。また、明らかになった課題について、内部監査を実施し、
改善策や提案につなげている。
個々のサービスについて業務手順の実施方法等の基本マニュアルや各種マニュアルが文書化さ
れ、更に、24 時間シートを用い、共有化が図られている。実施内容について適切に記録され、
記録内容の情報保護については、マニュアルにより記録の規定が定められており、管理体制も
適正である。



Ⅲ-３ 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・ｂ・ｃ
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・ｂ・ｃ

Ⅲ-３-(2) 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。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・利用希望者については、施設ホームページやパンフレットを活用して情報が提供されてい
る。サービスの開始にあたり、利用者情報の収集や意向に関するヒヤリングを行い、円滑に入
所生活が送れるよう配慮するとともにサービス内容や料金については、重要事項説明書等に基
づいて説明し、書面により同意を得ている。サービスの継続性についても介護支援専門員等が
窓口となり他機関との連絡調整等サービスの継続性が配慮されている。

Ⅲ-４ サービス実施計画の策定
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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-４-(2) 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 サービス実施計画を適切に策定している。 ○ａ・ｂ・ｃ
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。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・介護支援専門員を中心にサービス担当者会議において、アセスメントを行い利用者一人ひと
りのニーズを引き出し、個別援助計画が作成され、モニタリングも定期的に実施され、記録も
きめ細かく適切になされている。
また、サービス実施計画の評価や見直しについては、基本マニュアルをもとにサービス担当者
会議で定期的または随時に評価と見直しが行なわれている。



（特別養護老人ホーム）

Ａ-１ 利用者の尊重
第三者評価結果

Ａ-１-(1) 終末期ケア
Ａ-１-(1)-① 終末期ケアに対応している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-１-(2) 認知症支援
Ａ-１-(2)-① 認知症高齢者への支援に取り組んでいる。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ａ-１-(2)-② 認知症高齢者のための少人数の環境づくりに取り組ん
でいる。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-１-(3) 身体拘束廃止への取り組み
Ａ-１-(3)身体拘束廃止への取組を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-１-(4) 権利侵害の防止
Ａ-１-(4)-① 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）や成
年後見制度の活用を推進している。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・施設入所時に看取りに関する指針の説明があり、終末期のターミナルケアの勉強会を実施
し、全職員で終末期ケアに取り組んでいる。また、認知症高齢者の支援については、マニュア
ルに基づき研修記録が作成され、認知症の改善ケア及び、身体拘束廃止のための取り組みを行
っている。

また、成年後見制度を活用されている利用者もいる。全職員が介護ケアマニュアルに基づい
て支援を行っている。

Ａ-２ 日常生活支援
第三者評価結果

Ａ-２-(1) 入浴
Ａ-２-(1)-① 入浴は、利用者の状態に応じて柔軟に実施できる仕組
みがある。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ａ-２-(1)-② 浴室・脱衣場等の環境は適切である。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(2) 排泄
Ａ-２-(2)-① 排泄介助の手順が確立し、排泄の自立のための支援が
なされている。 ○ａ・ｂ・ｃ
Ａ-２-(2)-② 排泄環境は適切である。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(3) 食事
Ａ-２-(3)-① 食事は利用者の要望や状態に応じて選択できるよう対
応している。 ａ・○ｂ・ｃ
Ａ-２-(3)-② 美味しく楽しい食事のための調査検討がなされてい
る。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(4) 健康管理
Ａ-２-(4)-① 利用者の健康を維持するための支援をしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(5) 衣服
Ａ-２-(5)-① 衣服の着替えと選択について支援している。 ａ・○ｂ・ｃ

Ａ-２-(6) 居室・生活環境
Ａ-２-(6)-① 居室についてその人の生活習慣を尊重した雰囲気づく
りを支援している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(7) 寝たきり・褥瘡予防
Ａ-２-(7)-① 寝たきり・褥瘡予防対策を実施している。 ○ａ・ｂ・ｃ



Ａ-２-(8) 口腔ケア
Ａ-２-(8)-① 口腔ケア対策を実施している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(9) 機能訓練
Ａ-２-(9)-① 機能訓練を計画的に行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(10) 趣味・生きがい
Ａ-２-(10)-① 利用者それぞれの趣味・生きがいを反映させる場面を
作っている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ａ-２-(11) 自立支援
Ａ-２-(11)-① 自立支援に積極的に取り組んでいる。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(12) 家族との連携
Ａ-２-(12)-① 家族との連携・交流を適切に支援している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(13) 外出・外泊
Ａ-２-(13)-① 利用者の外出・外泊を適切に支援している。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・入浴は利用者一人ひとりの状態に応じて柔軟に対応している。浴室・脱衣場の環境も利用者
のプライバシー保護等環境が整備されている。排泄は排泄の介助マニュアルを基本に支援して
おり、トイレの環境はトイレの毎日の清掃・汚れた場合の直ちの対応が行き届いており、トイ
レの臭いもなく環境は快適である。食事を美味しく楽しく取るために嗜好調査を実施し、その
結果を給食委員会にて検討して献立に反映されている。

利用者の健康管理については、バイタルチェックを毎日行い記録化され、嘱託医の住診も週
二回あり、利用者の健康を維持する支援に取り組んでいる。

居室は新館がユニットケアを実施しており、居室内は利用者の意向に沿った絵や飾りつけが
あり居室環境は快適である。褥瘡予防については褥瘡マニュアルを基に対応している。口腔ケ
アについては、口腔マニュアルや口腔ケア講習会に参加し、参加した職員より他の職員に周知
し共有が図られている。機能訓練については、個別機能訓練計画に基づきその人に合った指導
訓練を実施している。

利用者の趣味や生きがいについては、レクリエーション計画書を基に取り組んでいる。
利用者の自立支援については、利用者の自立に向けた意欲や意思を尊重して取り組んでいる。
家族との連携や交流は家族会を通じて連携が図られているが、施設がさらに家族や地域社会の
理解や啓発を図るうえにおいて、広報紙等の作成・発行の取り組みに期待する。

Ａ-３ リスク管理・安全の確保
第三者評価結果

Ａ-３-(1) 介護事故対策
Ａ-３-(1)-① 介護事故への対応に配慮している。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

・介護事故発生時のマニュアルが整備されており、研修等により全職員が迅速な対応がとれる
ようになっている。損害賠償責任保険にも加入している。


