
（別紙） 

第三評価結果 

※すべての評価細目（45項目）について、判断基準（a・b・

cの 3段階）に基づいた評価結果を表示する。 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記

述する。 

 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・ⓒ 

<コメント>法人の理念としてノーマリゼ―ションを中心に据え、「ノーマリゼ―ション共

和国」という標語やシンボルマークを制定している。しかし、法人理念としての位置づけ

が不明瞭で分かりにくい。 また、職員への周知の為の理念教育や、利用者への周知も十

分に行われていない。法人理念の在り方について法人内で意見を整理し、改めて職員や利

用者へ周知を行っていく等の取組を検討されたい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント> 経営状況に関する情報は施設から本部へ上げられ、その情報に基づいて法人

本部の経営会議等で把握・分析が行われている。しかし施設職員へのヒアリングでは、施

設が抱える課題についての情報収集が十分に行われていないという声が聞かれた。法人本

部と現場とのコミュニケーションを増やし、より多くの情報を収集していく仕組み作りが

望まれる。 

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・ⓑ・ｃ 

<コメント>法人本部で検討された経営課題は管理者を通じて施設職員に伝えられ、取り組

みが進められている。しかし経営課題についての詳しい議論の内容や数値に関する情報等

を職員に積極的に周知する事は行われていない。職員の経営に対する理解を深め、より実

効性のある取り組みを進めていく為にも、積極的に周知をしていくような運営体制作りを

期待したい。 

 

 



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・ⓒ 

<コメント>単年度計画はあるが、中・長期的なビジョンを明確にした計画は現在策定され

ていない。現在法人組織体制が大きく変わり、経営体制の見直しが行われているとの事な

ので、是非この機会に中・長期的なビジョンを明確にした計画の策定を検討されたい。 

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・ⓒ 

<コメント> 法人及び施設の単年度計画が策定されているが、中・長期計画が策定されて

いない為、中・長期的なビジョンを見据えた事業計画にはなっていない。中・長期計画を

策定し、それを踏まえた事業計画を策定していく事を検討されたい。 

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・ⓒ 

<コメント> 単年度の事業計画は策定されているものの、管理者以外の職員の参画がほと

んどなく、策定された計画についての周知もされていない為、組織的な策定がされている

とは言えない。職員が参画しての事業計画策定が望まれる。 

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・ⓒ 

<コメント> 現在利用者への周知は行われていない。今後の取り組みに期待したい。  

 

 

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・ⓑ・ｃ 

<コメント>今年度から「ケアの質検討会議」が実施され、職員から意見を募り、施設とし

て改善を行っていく仕組みがある。また、施設の運営会議や苦情解決委員会などの活動を

通じてサービスの質の向上を図っている。評価基準に基づいた施設の自己評価は未実施と

の事なので、今回の第三者評価受審を参考に自己評価の仕組みを入れる事などを検討され

たい。 

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・ⓑ・c 

<コメント>各委員会や会議で改善策が検討され、実施されている。しかし、課題の設定が

施設職員の気づきに頼っている点や改善策の評価が十分ではない等の課題がある。より



PDCAサイクルを意識した組織的な取り組みが望まれる。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント> 管理者は会議や朝礼等で自らの役割や責任を表明しているが、職務分掌表な

どで明文化するなどの取組は行っておらず、職員以外への周知等についても十分に行えて

いるとは言えない。明文化及び周知の取り組みを期待したい。また不在時の権限移譲等に

ついても改めて検討されたい。 

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・ⓑ・c 

<コメント>法人の法令順守規定が定められている他、法人本部から伝えられるものについ

ては職員への周知を行っている。また、管理者自らが研修講師となり、職員への研修を行

っている。課題は職員研修への参加率で、参加率自体は上昇してきているものの、全職員

が参加するまでには至っていないとの事。参加率を高め、より多くの職員が法令の理解を

深めていく事を期待したい。 

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。 

ⓐ・b・c 

<コメント>管理者は今年の 1月から現任に就き、毎日施設をラウンドして状況確認や指導

を行い、苦情や事故に対して主導的に関わるなどリーダーシップを発揮している。また、

職員アンケートやヒアリングでも、「意見を言いやすいリーダーである」「問題に対してす

ぐに動いてもらえる」等の意見が複数あり、リーダーとして信頼をされている様子が窺

え、評価できる。 

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。 

ⓐ・b・c 

<コメント>管理者は本部から配布される経営分析結果を元に施設運営会議等で職員に対し

て具体的な指示を出している他、内容を精査して委員会の統廃合をすすめるなど、業務の

改善を行っている。また会議以外の場でも職員と積極的にコミュニケーションを取ってい

て、職員からは「職場の風通しが良くなった」と評価されている。管理者の指導を職員が

受け入れている様子が窺え、指導力を発揮していると評価できる。 

  

 

 

 



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・ⓒ 

<コメント>現在、人材の確保・定着に関する具体的な計画は策定されていない。必要な人

員がどれだけいるのか、定着・育成させる為には何をどのようにするのか等の人材に関す

る課題や改善策について施設内で整理を行い、計画を策定する事を検討されたい。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・b・ⓒ 

<コメント>過去に人事考課が行われていたが、現在は行われていない。給与についても賃

金テーブルは定められて周知されているが、昇格基準や期待する職員像等は明らかにされ

ていない。個別の面談等も実施されていないとの事で、人事管理についての積極性はあま

り見られない。一人ひとりの職員を大事にしていく体制の充実が望まれる。 

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・ⓑ・c 

<コメント>時間外労働の多い職員については法人本部から施設にリストが配信され、管理

がされている。また有給休暇や育児休業の取得については取りづらい雰囲気はなく、実際

に取得率も高い。 しかし、個別面談が実施されていない為、職員個別の意向や就業状況

の把握がどれだけできているかについてはやや疑問が残る。現在、法人は職員アンケート

を実施しているとの事で、アンケート内容の分析やフィードバックが十分にされる事を期

待したい。 

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・ⓒ 

<コメント>本人の意向に合わせて外部の研修を紹介する事等は行われているが、職員一人

ひとりの目標設定は行われていない。また期待する職員像も明確にされていない。まずは

施設として「期待する職員像」を明らかにしていく事を検討されたい。 

 

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・ⓒ 

<コメント>年間の研修計画は策定されているが、研修実施のスケジュールが主になってい

て、目標や狙い等が含まれたものにはなっていない。研修スケジュールの他に、「期待す

る職員像」を定める他、資格の取得等についても盛り込んだ研修計画の策定を期待した

い。 

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・ⓑ・c 

<コメント>現在、職員の研修参加率を高める為に同じ研修を 3回行う等の取組を行ってい

て、実際に参加率も高まってきている。職員一人ひとりの参加状況の把握や、今以上の研

修時間の確保は今後の課題となっている。現在の取組を継続し、より研修機会を確保して



いくことを期待したい。 

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・ⓑ・c 

<コメント>看護師、学生の職場体験を中心として実習生の受け入れを行っている。実習生

受け入れ担当の職員がおり、その職員が主に事前の学校との打ち合わせ等も行っている。

しかし、組織としての実習生受け入れの規定やマニュアルといったものは策定されていな

い。より充実した専門職の育成を目指していく為の体制作りを期待したい。 

 

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・ⓑ・c 

 

<コメント>法人のウェブサイトがあり定款や現況報告書等の情報公開が行われている。サ

ービス内容については法人全体の施設・事業が網羅されているものの、それぞれ個別の情

報については少ない。法人の理念や事業内容、あるいは苦情と解決の為の取組等を発信

し、より組織運営の透明性を高めていく取組を期待したい。 

 

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。 

ⓐ・b・c 

<コメント>経理規定が定められている他、不定期に内部監査が行われ適正な運営がされて

いるかのチェックがある。また監査法人による外部監査の体制も敷かれ、公正さを高める

努力が行われており、評価できる。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>地域の行事に職員や利用者が積極的に参加している他、近隣の保育園との交流

の場も定期的に設けている。またボランティアの受け入れも行っている。しかし、地域交

流に関する方針や規定などの明文化はされていない。より交流を広げていく為に、今一度

施設の地域交流に関する基本的な考え方等について話し合いをするなどの取組に期待した

い。 

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・ⓑ・c 



<コメント>ボランティアの受け入れの規定やマニュアルは無いが、担当者が決められ対応

が行われている。ボランティアの内容については担当者がボランティアスタッフと相談し

て決めている。より組織的な対応をする為にも、マニュアルの策定などを期待したい。ま

た施設からのボランティアに関する情報発信の充実も期待したい。 

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・ⓑ・c 

<コメント>提携病院等については法人本部が作成したリストがある。また、老健協や社協

で行われる定期的な会議にも職員が出席し、連携に努めている。その他、保育園や学校と

も交流会や職場体験等の行事を通じて交流がある。業務に必要な社会資源はおおむね把握

されているものの、新しい社会資源の開拓をどう行っていくかについては明確な方針は決

められていない。今後の取り組みに期待したい。 

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。 

ⓐ・b・c 

<コメント>毎週 1回施設で介護予防教室を地域住民に向けて開催している。これが地域で

好評を博していて、多い時には 40名以上の参加があり、地域住民の憩いの場にもなって

いる。その他、施設外へ講師を派遣し、出張して介護予防教室を開催する事もある。忙し

い通常業務の合間を縫ってこれだけの地域貢献がされ、支持をされているのは素晴らしい

取組である。今後も継続される事を期待したい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>毎週開催される介護予防教室で地域住民の要望を聞くことはあるが、地域の福

祉ニーズを把握する組織的な取組にはなっておらず、介護予防教室以外の公益的事業は現

在の所行っていない。まずは地域住民との交流の中で地域の福祉ニーズを調査するような

取組に期待したい。 

 

 

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。 

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・ⓑ・c 

<コメント>「ケアワーカーの心得」という資料を用いて、入職時に倫理面についても研修

を行っている。また虐待防止マニュアルや排せつケアのマニュアルにも一部利用者を尊重

する姿勢についての記載があり、研修に用いられている。課題は職員の理解で、職員によ



って理解度にバラつきがある。自己評価等を通じて、職員の理解度を把握する取組などを

検討されたい。 

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・ⓑ・c 

<コメント>個人情報保護に関して職員、利用者両方と同意書を取り交わしている。その

他、虐待防止マニュアルや身体拘束など適正化指針等が定められ、サービス提供が行われ

ている。一方で職員がどの程度理解しているかを把握する取組がされていない為、職員へ

の浸透度は十分に把握されていない。職員の理解度を把握する取組に期待したい。また取

組についての利用者への発信も十分に行われていない為、今後の情報発信の充実にも期待

したい。 

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・ⓑ・c 

<コメント>法人ウェブサイトの他、施設パンフレットや広報誌を施設の相談窓口に置い

て、施設に来た方へ渡している。また見学についても対応を行っている。しかし、ウェブ

サイトに掲載されている情報が少なく、必要な情報が積極的に提供されているとは言えな

い。また、施設パンフレットも外部へ配布するなどの取組がされておらず、施設からの情

報発信についても十分とは言えない。今後の取り組みに期待したい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>入所時には契約書・重要事項説明書、入所のしおりなどを用いて詳しく説明を

行い、署名をもって理解をしたかどうかを確認している。また施設サービス計画書につい

ても変更の都度説明を行い、同意をとっている。個別に説明を行い、分かりやすく伝える

努力はされているが、利用者や職員の意見を取り入れ、定期的に説明資料の見直しをする

仕組みがあるとなお良い。 

 

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・ⓑ ・c 

<コメント>事業所の変更については特養に移るケースが多い。変更先から求められる情 

報についてはその都度提供をしている。家庭への移行については現在ほとんどケースが 

無く、今後の課題となっているとの事。在宅復帰率を高める取組と併せて、サービスの 

継続性に関するルールや体制を見直していく事を検討されたい。 

 

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・ⓒ 

<コメント>日々のサービスの中で利用者や家族からの要望や職員の観察により利用者の満

足度について情報を得ているが、アンケートの実施や満足度向上の為の委員会活動等の組

織的な取組はされていない。今回の第三者評価受審では利用者アンケートを実施したが、



これを参考にして継続的に利用者満足度を把握する取組がされる事に期待したい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>苦情解決の体制については重要事項説明書に明記され、利用者に伝えられてい

る。また、ポスターの掲示や意見箱の設置がされ、苦情が出しやすいように配慮がされて

いる。しかし苦情解決に関する詳しいルール等は決められておらず、職員によって対応に

バラつきがある事が課題となっている。現在苦情を組織的に解決する仕組み作りを委員会

で検討しているとの事で、その取組に期待したい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>入所のしおりに「どのようなことでもお気軽にご相談ください」と明記され、

相談を受ける事を利用者に周知している他、日々のサービスの中でもその都度相談受付が

されている。また相談の場は必要に応じて個室の相談室を用意し、プライバシーにも配慮

がされている。しかし、積極的な周知がされているとは言えない為、入所のしおりの内容

や掲示物、職員からの呼びかけ等について見直しを検討されたい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>利用者からの相談についてはなるべく早い解決を目指して動く事が意識されて

はいるが、受付から解決までのルールやマニュアル等が定められていない事もあり、職員

によって対応にバラつきがある。また相談内容に対する分析等も十分に行われていない。 

組織的な対応ができるよう、相談受付のルール作り等を検討されたい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>介護事故・苦情解決委員会が設置されていて、事故や苦情について分析がさ

れ、再発防止策が講じられている。ヒヤリハット事例の収集は現在行われていないが、法

人で書式を検討中との事。早期実施を期待したい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>感染症予防マニュアルが作成されている他、感染症・褥瘡対策委員会が設置さ

れ、予防策や対応策が検討されている。職員への啓発活動は行われているが、職員の理解

にはバラつきがあり、過去には職員の理解不足から感染症が発生してしまった事もあった

との事。如何に職員の理解を深めていくかが課題となっている。 

 



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・ⓑ・c 

<コメント>災害時のマニュアルが策定され、定期的な避難訓練の他、非常食等の災害用物

品も 3日分の準備がされている。また地域の二次避難所にも指定がされている。課題は職

員への周知で、如何に職員の理解を深めていくかが課題となっている。また地域との連携

についても今後の課題となっている。 

 

 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>現場業務についてのマニュアルがあり、外国人スタッフでも分かりやすいもの

が用意されている。また介護サービスについては法人が作成するマニュアルがあり、それ

を用いて職員に指導がされている。しかし、マニュアルに基づいてサービスを行っている

かを把握する仕組みが無い為、職員がどの程度マニュアルに沿ってサービスを行っている

かについては明確ではなく、職員によってサービスに違いが出ているという意見も現場か

らは聞かれた。職員のサービスについてチェックをするような仕組み作りを検討された

い。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>サービスを実施している中で、検討すべき課題が出た時にはその都度委員会や

職員会議で業務マニュアルの見直しが行われている。また、法人が作成するマニュアルも

不定期に見直しがされている。しかし、定期的に見直しが行われる仕組みがなく、やや受

け身の姿勢になっている様子がみられる。何かが起きた時に見直しをするのではなく、定

期的に見直しがされる仕組み作りに期待したい。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>アセスメントの書式が定められ、一定の手順でアセスメントが行われている。 

日々のサービスを通じて得られた情報の他、多職種による定期的なカンファレンスも実施

され、専門職の目線を取り入れて計画が策定されている。一方で現場職員からは利用者一

人ひとりのニーズに十分に応えられていない、という声も聞かれた。利用者ニーズと施設

が提供できるサービスのすり合わせが課題となっている。 

 



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。 

ⓐ・b・c 

<コメント>毎月のモニタリング、3ヵ月毎に多職種を交えた定期カンファレンスが実施さ

れ、計画については 6カ月毎に定期的に見直しがされる仕組みがあり、機能している。 

その他、緊急に対応が必要な事があればその都度対応がされ、適切に評価、見直しがされ

ていると評価できる。 

 

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・ⓑ・c 

<コメント>日々の生活記録は専用の書式に記入がされている。共有が必要な事項について

は申し送りノートで共有がされているが、フロアによっては申し送りノートが 4冊もある

など、情報の整理に苦労している様子が見られた。職員へのヒアリングでは、情報の共有

に漏れが出てしまう事が課題となっているという意見が聞かれた。職員の意識を高める等

の取組や情報共有システムの導入等の対策を検討されたい。 

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・ⓑ・c 

<コメント>法人内に記録文書の取り扱いについての規定があるが、職員への周知が十分に

行われていない事もあり、現場職員の判断に任されている事も多い。記録管理についての

職員の理解を深める取組を検討されたい。 

 


