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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。

単年度計画は策定されているが、中・長期計画をもとにしたものではない。単年度計画
には、人数目標や支援目標、職員育成や環境整備等が記載されている。「中長期計画策
定委員会」が組織されることにより、中・長期計画に基づいた単年度計画の作成を期待
したい。

評価細目の第三者評価結果
※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

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

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。

法人理念は玄関に掲示され、ウェブサイトや広報誌等配布物に明記され、周知が図られ
ている。基本方針を毎年策定し、事業計画に掲載しているが職員の理解に課題がある。
今後、理念はもとより、基本方針の職員への周知への取組を期待したい。

Ⅰ-２-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

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。

経営状況は法人が把握し、管理者は自立支援協議会に参加して伊賀市の利用者の動向等
を把握している。管理者やサービス管理責任者等は経営に関しての関心が強いのは窺え
るが、把握や分析した書類等の作成が望まれる。

Ⅰ-２-(1)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めて
いる。

経営課題を明確にした事業計画書は、サービス管理責任者が中心となり職員も交えて作
成している。作成した事業計画書は管理者が承認し、職員へ周知しているが、パート職
員全員にも周知できるような取組に期待したい。

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

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。

現在、中・長期計画の策定はされていないが、今年度「中長期計画策定委員会」を組織
し、中・長期計画の策定の意義・目的・作り方の勉強会を実施することとなった。この
取組の成果を期待したい。
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事業者ハンドブックを毎年買い替え、随時内容を確認しながら適切な事業運営に努めて
いる。関係する法令等について勉強会を行い、遵守すべき法令等の理解に努めている。
理解が不十分と感じている職員も見受けられるため、さらなる改善に期待したい。

目標評価シートを作成し、個別面談を行うことで個々の職員の質の向上に向けた取組は
あるが、組織としての自己評価は今回の第三者評価で初めて実施した状況である。今後
は自己評価を行うとともに、第三者評価を定期的に受審し、組織的に質の向上に向けた
取組に期待したい。

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。

今年度、中・長期計画の策定が課題として認識され「中長期計画策定委員会」を設置
し、活動を始めたところである。今後は定期的な自己評価から明確になった課題を、事
業計画等に盛り込み計画的に実施されることに期待したい。

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

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ-１-(1)-① 施設長は、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。

管理者の責任と役割は業務分担表に明示されている。また、職員会議時や採用時に業務
分担表を配布し、職員への周知を図っている。管理者が不在時にはサービス管理責任者
がその役割を担うことになっている。周知には努めているが、職員の一層の理解を求め
ることが必要と思われる。

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。

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

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。

単年度計画はサービス管理責任者が中心となって、職員全員の意見を集約して策定して
いる。現状、定期的に実施状況の評価や見直しが行われるということはないため、今
後、見直し・評価するための体制作りに期待したい。

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。

事業計画をウェブサイトや玄関に掲示し、利用者や家族に周知している。また、家族会
でも説明を行っている。利用者や家族へのわかりやすさと言う点では工夫の余地があ
る。

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。

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。
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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。

業務分担表の中にサービス管理責任者へのプロセス等が明示され、職員が確認できる仕
組みがある。法人内研修を月1回実施し、外部研修は計画的に参加している。研修計画
は研修プロジェクト委員会で検討見直しする仕組みがある。今後は、研修にパート職員
も参加できるよう検討されたい。

人員確保は事業所単位で随時募集している。業務に必要な資格は法人負担で取得支援を
している。具体的には初任者研修やサービス管理責任者資格受講等のための費用負担の
他、出勤日の調整を行っている。今後は、人材の確保や育成・定着等に関することを事
業計画に盛り込み、計画的に実施されることに期待したい。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

法人が期待する職員像は「利用者が良かったと思えるようになる」「伊賀昴会の職員が
すばらしいと言われるようになる」である。期待する職員像だけではなく、各階層ごと
に求める人物像を作成し、目標評価シートにて確認できる仕組み作りを行った。今後
は、職員への期待する職員像や求める人物像を浸透させる取組に期待したい。

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、働きやすい
職場づくりに取組んでいる。

管理者は、職員の働き方の意向を確認するなどの労務管理を担当している。健康診断を
1年に1回行い、健康状態の把握に努めている。個別面談の実施時に個々の目標を確認
するほか意向を聞いている。法人内に、相談窓口としてハラスメント窓口を設置してい
る。業務負担が偏っているとの意見が散見しているため、今後の改善に期待したい。

Ⅱ-２-(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

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。

法人として期待する職員像を明確にし、採用時に文書で配布し周知している。目標評価
シートで職員一人ひとりの目標が設定され、正職員は年２回、パート職員は年１回の面
談で進捗状況を確認しているが、職員一人ひとりの取組状況の把握・改善に向けての指
導がやや弱いため、評価者の育成等が望まれる。

Ⅱ-１-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

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。

サービスの質の向上のために研修プロジェクト委員会を立ち上げ、年間の研修計画を作
成している。また、外部研修への参加を促すために個別の研修計画を立てている。サー
ビス管理責任者や職員の意見を尊重し、意見を覆さないように心がけているとともに、
何でも「やってみればいい」と伝えるようにしているが、職員からの意見とのズレが見
られる。

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。

職員の働きやすい職場環境整備の一環として、サービス管理責任者補佐の立場を作るな
ど、業務の偏りを減らす取組を行った。有給休暇も希望があれば取得できるようにして
いるが、働きやすい職場環境整備において職員の要望とのズレが見られる。

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成

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。

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。
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ボランティアの受入れに関する規程等は作成されていない。中高生の職場体験の受入れ
は行っている。今後は、ボランティアの受入れ方針や配慮や注意事項などを盛り込ん
だ、受入れマニュアル等を整備することが望まれる。

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。

ウェブサイト等に法人の事業報告・事業計画・決算報告等が公開されている。苦情や相
談については理事会に報告されているが、公表はされていない。今後、苦情や相談に対
してどのように対応したかを公表する取組を検討し、より透明性のある事業運営が望ま
れる。

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。

事業所で扱う現金は小口現金と利用者の預り金であり、小口現金の支払いは伺い書を出
納係に提出、会計責任者が確認、管理者が決済するルールのもと行われている。また、
月に1回内部監査委員による監査を実施し、外部の税理士に相談できる体制がある。利
用者の預り金は金庫に保管し、特定の職員しか触ることができないようにし、担当の職
員が退職した場合は暗証番号を変更するなど、徹底した管理に努めている。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ-４-(1)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を
行っている。

地域との関わり方についての基本的な考え方を明示した文書はない。今年度初めて、利
用者と地域の方との交流の場を設ける具体的な取組として昴会祭りを開催した。来年度
は法人20周年ということもあり、地域との関わり方についての基本的な考えを中・長
期計画に反映させ、利用者と地域との交流が活性化することに期待したい。

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。

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。

法人内研修は月1回、外部研修も個々に計画を立て実施している。業務の形態や都合上
受講できない場合があるが、研修の受講を促すように取り組んでいる。今後は、短時間
パートの研修の機会の確保、研修後の復命書や議事録の回覧等による内容の周知等が望
まれる。

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。

Ⅱ-２-(4)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研
修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。

実習生の受入れに関する規程を作成している。年間30～40名の看護師の実習を受入れ
ており、看護学校からの依頼プログラムに基づいて実施している。実習生の研修・育成
についての明確なマニュアルは作成されていないため、今後作成と周知が望まれる。ま
た、看護師以外の専門職の実習の受入れに関しても実施を検討されたい。

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

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。
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今年度初めて昴会祭りを開催し、利用者や家族、地域住民等が交流する機会となった。
自立支援協議会や連絡協議会に参画し、市役所職員に精神福祉に関する研修や生活困窮
者のあずかり等で地域に貢献しているほか、地域住民等に向けた障害者（児）や生活困
窮者等の理解を深めるための講演会や研修会等の実施に協力している。

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。

自立支援協議会等に参加し、地域の福祉ニーズを把握している。伊賀市社協からの依頼
で生活困窮者の受入れを行ったことがある。短期入所・一時預かりのニーズがあること
は把握している。今後、障害者の高齢化が進むことが明白なので、障害者専用の高齢者
向け施設の運営を検討しているが、まだ具体化はされていない。

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。

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。

関係機関とは日頃から連携しているが、関係機関をわかりやすくリスト化したものは作
成されていない。医療機関や学校関係、相談支援センター等の関係機関をリスト化し、
職員がいつでも見られる場所に掲示し周知されると良い。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

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。

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。

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。

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

パンフレットは障害福祉課や支援センター、特定相談事業所等に設置し、来客者にも渡
している。パンフレットは写真を多く掲載し、作業内容がわかりやすいよう工夫されて
いる。支援センターを通して月に1～2名の見学があり、約8割が体験につながってい
る。今後はパンフレットに理念や基本方針を明示し、法人の思いを伝えるとなお良い。

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。

理念に「利用者の幸せ」を明示し、倫理規定の中で自立支援、権利擁護について記載し
ている。利用者の思いを必ず聞くことを日々の支援で心がけており、職員研修や職員会
議でも伝えている。レクの食事に行く際は、事前に4つのレストランのメニュー表をも
らい、選択できるようにするなど、利用者の自己決定を尊重している。

障害者用トイレにカーテンを設置したり、相談室を設置するなどプライバシーに配慮し
た設備を整えている。日々プライバシーや権利擁護を意識した支援に努めている様子は
窺えたが、今後はプライバシー保護に関する規程を整備し、職員に研修するなどより理
解を図られたい。

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。
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利用者会が不定期ではあるが開催されており、利用者の意見を聴く機会を設けている。
また、ご意見箱と苦情BOXを設置したり、モニタリング時の個別面談で事業所につい
て意見を聴いている。レク後のアンケートは実施しているが、サービスに関しての満足
度調査を年1回程度実施し、利用者会等を利用し利用者参画のもと検討し、改善に向け
た取組になることに期待したい。

苦情解決の体制を整備し、玄関に掲示したり、重要事項説明書で明示し説明している。
また、苦情箱を設置したり、事業所からご家族に手紙を書いたり電話をかけたりするな
ど、苦情を申し出しやすい工夫をしている。苦情があれば、サービス管理責任者から管
理者に報告され、内容によっては第三者委員にも報告され、解決後は、利用者やご家族
等にフィードバックし同意の捺印をもらい、理事会にも報告されている。以前、職員の
対応について苦情があった際、支援の仕方について研修を行う等、質の向上に向けた取
組が行われている。今後は、苦情内容や結果等について、公表する取組に期待したい。

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。

Ⅲ-１-(2)-③ 福祉施設・事業所等の変更にあたり福祉サー
ビスの継続性に配慮した対応を行っている。

利用契約書や重要事項説明書を使用して説明を行っているが、文字ではわかりにくいの
ではとの配慮から、就労継続支援Ａ型・Ｂ型・就労移行支援について図を作成したり、
写真入りのパンフレットを活用するなど、わかりやすく説明する工夫がみられる。変更
の際も利用者やご家族等に説明し、同意書をもらっている。意思決定が困難な利用者に
ついては、利用者それぞれに合わせた説明や配慮を心がけている。

事業所の変更の際は、フェイスシートを送ったり、変更先に訪問し利用者や障害につい
て伝えている。利用が終了する際には、その後の相談方法や担当について自事業所のみ
ならず利用者に合わせて必要とされる地域の関係機関について手書きで渡しており、継
続性に配慮した対応に努めている。

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。

Ⅲ-１-(3) 利用者満足の向上に努めている。

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。

重要事項説明書に第三者委員・障害福祉課・運営適正化委員会を明示し、説明してい
る。支援の際は担当を決めず、その場にいる職員に相談してもらえるよう伝えており、
利用者がいつでも相談できるよう配慮している。また、ご意見箱を設置したり、プライ
バシーに配慮した面談室を利用するなど、相談しやすい環境を整えている。

11月より相談や意見を受けて面談した際、面談記録シートを作成している。相談や意
見があれば、終礼時に対応方法を検討し、利用者にもフィードバックし掲示している
が、今後は、対応マニュアルを作成し、相談や意見を受けた際の記録方法、報告の手順
等を全職員に周知し、より組織的かつ迅速に対応できる取組に期待したい。

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。

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。

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。

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。
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危機管理規程を作成しているが見直しがされていない。また、ヒヤリハットの収集が行
われていない。職員の危機管理意識を高めるためにも、ヒヤリハットや事故報告の収
集、発生要因の分析、改善策・再発防止策の検討・実施、実施後の評価・見直しといっ
た一連の流れで実施できる体制作りが望まれる。

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。

年1回、消防署立ち合いのもと消火器の取扱いやAEDの使い方を訓練している。また、
年1回、災害や火災等を想定した避難訓練を実施している。施設外就労の支援者や利用
者は就労先で避難訓練が行われている。非常持出袋を準備し、非常時にはすぐ持ち出せ
るよう作業場に設置し、備蓄リストも作成され管理されている。今後は、避難訓練の目
的や内容を周知し、実際の災害等を想定し現実に起こりうることとして利用者が理解で
きるような工夫と訓練の実施に期待したい。

「職員としての心構え～良い職員になるための方法～」に標準的な実施方法を明示して
いるが、内容として十分でないため、現在、標準的な実施方法を手順書として作成中で
ある。作成後の、職員への周知徹底と、手順書通りに実施されているかどうかを確認す
る仕組み作りに期待したい。

現在、標準的な実施方法を文書化し手順書として作成中である。作成後は、定期的に見
直しを実施する仕組み作りに期待したい。

サービス管理責任者は、アセスメント結果を個別支援計画に反映させる際に、必要に応
じて関係機関との協議を行い、利用者の意向やニーズを明示し、適切に個別支援計画書
を策定しているのが確認できた。個別支援計画書どおりにサービスが提供されているか
は、現場を見に行き確認しており、ケース記録からも確認できた。

個別支援計画の見直しは個別支援会議にて定期的（就労継続支援A型・B型は6ヶ月ご
と、就労移行支援は3か月ごと）に行われており、見直しごとに、利用者やご家族の同
意を得ている。見直しによって変更した支援計画の内容は、会議で説明し、コピーを渡
して周知している。

Ⅲ-２-(2)-② 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っ
ている。

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。

インフルエンザの予防接種を受けたり、消毒液を置いたり、マスクを貸出しするなど感
染症予防は行われているが、まずは、誰もが見ることができるよう事業所内に感染症対
応マニュアルを設置し、定期的に職員に対して感染症予防や発生時の対応について勉強
会を行うなど、利用者の安全確保のための対策を検討されたい。

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。

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。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な方法が確立してい
る。

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。

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。

Ⅲ-２-(2)-① アセスメントにもとづく個別支援計画を適切
に策定している。
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Ⅲ-２-(3) 福祉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、職員間で共有化されている。

利用者へのサービスの実施状況は、ケース記録に記録されている。記録内容の書き方に
ついては客観的に見る、担当者の気持ちは入れない等の指導をしたり、勉強会を行って
いるが、改善の余地がある。全職員知っておくべき情報については、連絡ノートの他に
電話や口頭でも伝えたり、終礼簿を確認、チェックするなどして情報共有が図られてい
る。

個人情報保護規程が整備され、書類の管理等について規定を定めている。利用者の記録
は鍵のかかる棚に保管されているが、鍵の管理方法やパソコンのパスワード設定につい
て、課題がある。また、情報開示について重要事項説明書に明記されているが、どこま
での情報を開示するのか、どのような流れで開示するのかを明確にされるとなお良い。

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。


