
（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． 利用者の人権擁護に努める。 

２． 利用者の自己選択、自己決定を尊重する。 

３． 利用者の生活の質が向上するよう努める 

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

把握や評価も十分とは思われません。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ＰＤＣＡ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各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。 

・各課の計画は、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を実施

するように定められています。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ＰＤ

ＣＡサイクルにもとづく取り組みや意見の集約・評価、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、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も期待します。 

 

 

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 

・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い

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、職場環境の整備や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、更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

ています。今後は理念や基本方針、さまざまな計画や報告など、情報公開の内容を充実し、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。今後更に運営面に関する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 

<評価所見> 

・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、

ボランティア団体等への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中心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設置するなど、利用者を守る仕組

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を行い、職員から各自レポート

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。個人情報保護規程等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等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、協会規定を踏まえ、現状に即した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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（生活介護） 生活支援施設 

  

 

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 

・個別支援計画や支援プログラムを作成して利用者の状況に合わせたコミュニケーション手段を

確保するための支援の共有をしています。「配慮を要する行動」の記載もあり、より具体的な関

わり方となっています。支援方針は意思の確認が困難な利用者に対しても家族を中心に話し合い

が行われており、サービス等利用計画や個別支援計画を作成しながら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。 

・家族に向けた権利擁護に関する説明を行っています。成年後見制度の利用は行政書士会などと

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)-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-(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-(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)-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-（11）通所支援  

 Ａ-２-(11)-① 利用者の個人事情に配慮した通所支援を行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

Ａ-２-（12）更衣室  

 Ａ-２-(12)-① 更衣室等の環境は適切である。 
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、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

れて栄養士を中心に職員会議等の議題として検討されています。食堂は利用者の介護度に合わせ

て席を決めており食事が円滑に摂れる体制となっています。 

・支援プログラムは、入浴方法や排泄方法で利用者に合わせた支援が行えるようになっています。

出来ることは自分で行えるような取り組みがされています。 

・衣服は利用者の好みを把握しながら季節や場面に合わせられるよう職員が助言をしながら決め

ています。また、衣類の汚れがある場合は取り替える促しをしており、シャワーなども利用して

身体の汚れも洗い流すようにし常に清潔に心がけています。 

・健康管理について、定期的な訪問診療が行われています。薬の管理は看護師を中心に支援員が

管理しています。誤薬防止のため、2名体制で服薬前チェックも行っています。一部の利用者に

ついては、外用薬使用記録も整備されています。 

・余暇、レクリエーションについて、利用者自身が主体的に企画・立案できる状況ではないため、

利用者の希望を聞いて職員が内容を検討しています。また、施設で実施している「春・秋」の行

事で販売等を担当してくれるボランティアはいますが、日常的に利用者支援を担当してくれる方

が少ないため、利用者の希望に沿った個別支援対応が不十分と思われます。利用者の希望を反映

し、充実した余暇やレクリエーション活動を行えるよう、必要に応じて社会資源を生かし、登録

ボランティアを活用した体制が整備されることを望みます。 

・外出に関して、外出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。 

・金銭管理は施設利用者保護者会で立ち上げた NPO法人で管理しているため、金銭管理を個別的

に支援する体制は整備されていません。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。 

・嗜好品については、利用者の健康状態を考慮し希望や要望に応じています。 

・通所支援に関しては現在該当者がいないため必要な支援や訓練は行っていません。 

・自治の仕組みについては、利用者の自主性と意思が尊重されるような体制はありません。 

・家族との連携、交流を支援するため、H27年の正月には、本人の写真と担当職員のコメントを

記載した年賀状を作成し家族に郵送する取り組みを行いました。通常の近況は、担当職員が２ヶ

月に１度電話連絡で報告するようにしています。しかし実行は不十分でもあります。「課だより」

は年４回発行し家族が来訪した時に担当職員が手渡ししています。合せて、利用者の近況を口頭

で伝えています。 

 

 



Ａ-３ 授産事業 

Ａ-３-(1) 授産事業  

 Ａ-３-(1)-① 授産事業の活動メニュ-は希望や特性に応じて選択でき

るよう努めている。 
ａ・ｂ・○ｃ  

 Ａ-３-(1)-② 利用者の状況に合わせた作業支援を行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

 Ａ-３-(1)-③ 作業環境の整備に努めている。 
ａ・ｂ・○ｃ  

 

  評価所見 

・授産事業に関して、利用者が重度であるため授産事業は行っておらず、作業環境も特別な整備

はありません。利用者の希望や個性に合わせた軽作業（造形活動：ちぎり絵、塗り絵、張り絵、

折り紙）を行っています。 

 

Ａ-４ リスク管理等 

Ａ-４-(1) 作業事故対策  

 Ａ-４-(1)-① 作業事故への対応に配慮している。 
ａ・ｂ・○ｃ  

 

  評価所見 

・リスク管理について、事故対応についての整備は不十分と思われます。しかし、事業所全体と

して報告される、アクシデント報告書があるので、その報告書をもとに軽作業に参加している利

用者に対しては、危険予知に関すること等、今後の利用者への対応をよく検討し、全職員に周知

徹底される体制の整備を期待します。 

 

 


