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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。

経営課題については正職員の間では、議事録等により把握・認識されているが、現場世
話人等には周知が弱い。今後、現場世話人等への経営状況や課題について周知する取組
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・長期計画は策定されていないが、今年度「中長期計画策定委員会」が組織さ
れた。今年度３月に評議会に提出し、了承を得る段取りである。その後は職員への周知
に取り組む予定となっているとのことで、今後に期待したい。

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。作成されて
いる単年度計画には人数目標、利用支援目標、環境整備目標、防災目標等が記載されて
いる。各グループホーム毎の計画も作成されている。「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。

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。

自立支援協議会に参加し、伊賀市の利用者の動向を把握している。伊賀市や近隣市町村
だけでは、利用者の受入れに限界があることを把握しており、他県等、遠方の利用者の
受入れも行っている。今後は、把握・分析した書類の作成が望まれる。

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。
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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。

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

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以上で原案を作成し、職員の意見を取り入れながら
ボトムアップ式で策定されている。事業計画の進捗状況は確認されているが、評価・見
直しは予め定められた時期や手順ではおこなわれていない。現場世話人には、事業計画
を各グループホームに設置している情報公開ファイルでいつでも閲覧できるようにして
いるが、理解ができていない様子が窺えるため改善が求められる。

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に公開しているが、利用者や家族には未配布であり、グループ
ホームにも掲示等はされていない。月１回の家族会の機会に説明をしているが、すべて
の家族に周知がされているとは言えない。今後、利用者や家族への周知と理解を促すた
めの工夫を検討されたい。

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。

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で明示され、職員に配布している。グループホームの
管理者が不在時は他の事業所（作業所）の管理者が対応する仕組みがあるが、職員への
周知が不十分であるため、今後は文書化し掲示するなどの取組に期待したい。

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。

事業所ハンドブックを毎年買い替え、事業運営に関わる、法令・通知・指針等を把握す
るように努めている。職員に自発的な学習を促す意味で関係書籍の購入をしている。事
業所運営に必要な労働関係、年金関係、薬事法等について管理者は理解をしているが、
リスト化されてはいない。
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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。

管理者は3か月に1回の全体会議、月1回の小会議時に研修を行うなど、サービスの質
の向上の取り組んでいる。また、現場でトラブルが起きそうな時には、その報告を受け
た際に対応するようにし、現場が円滑に動くようにしている。職員の自発的な学習を促
す意味で、関係書籍の購入を行うなど、職員の意識の向上に取り組んでいる。

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。

管理者は人事・労務・財務等の管理を行い、業務の実効性の向上に取り組んでいる。働
きやすい職場環境となるように、現場の世話人の人員配置を多くしており、離職率の低
減につながっているが、現場のニーズ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-１-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

職員の希望を聞いて、シフトを作成している。健康診断を年1回行い、職員の健康管理
に努めている。また、法人内にハラスメント窓口を設置し、セクハラ・パワハラへの対
応が行われている。正職員の有給取得率は高く、残業はほぼ無い就業環境であるが、現
場世話人の有給取得はないため、今後、有給取得ができる環境整備に向けた取組に期待
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。

「期待する職員像」を明確にしている。正職員・パート職員用の目標評価シートには、
目標管理・期限等が明確にされており、目標評価シートに基づいて、正職員は年２回、
パート職員は年１回個別面談を行うことによって、個々の目標の進捗状況を把握する仕
組みができている。現場世話人等パート職員の意識改革が課題である。

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。

「期待する職員像」を明確にしている。全体の年間研修計画、個別の年間研修計画を作
成し、実施している。研修計画は研修プロジェクト委員会が定期的に検討・見直しする
仕組みがある。研修後は復命書を作成しているが、回覧や掲示等で研修内容の情報共有
が行われていないため、今後の改善が望まれる。

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。

人材確保については欠員が出たときに随時、事業所単位で、求人広告を活用したり、職
員の紹介制度をプレアデス会で行うといった取組がある。採用後の研修は丁寧に行うよ
う心掛けており、世話人業務手順書を活用し、職員定着に向けての取組が行われてい
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。

「期待する職員像」は明確にされている。人事基準は本部で作成され、採用時に配布す
ることによって、周知されている。目標評価シートを活用することによって職務の成果
や貢献度を評価す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。
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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。

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。

経理に関しては伺い書を出納係に提出、管理者決済のルールが徹底されている。また、
内部監査は月に1回月末に行われている。利用者の金銭管理は毎週木曜日に複数名で残
高を確認しており、不正ができない仕組みである。顧問税理士による指導を受けてお
り、透明性の高い運営に取り組んでいる。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

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。

サービス管理責任者が勤務年数・経験に応じた研修計画を立てている。採用時には採用
時研修計画を配布し、研修内容・担当・期間等を明示し実施している。外部研修に関し
ては、管理者の判断で受講を促している。就業状況により研修参加の機会が得られない
場合も見受けられるため、今後の改善に期待したい。

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。

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。

グループホームとしては現状、実習生の受入れを行っていない。

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

現状、ボランティアの受け入れは行っていない。業務の性質上ボランティアの受け入れ
は難しいのではないかと考えている。

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（市役所・医療機関・警察・消防・自立支援協議会等）の連絡先はリスト化さ
れ、職員が確認できるようにしている。自立支援協議会の会議に定期的に参加し、情報
交換を行っている。正職員は関係機関と連携が取れているが、パート職員は関係機関と
連携する機会がほとんど無いこともあり意識が薄いことが課題である。

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の文書は作成されていないが、中・長期計
画策定委員会において作成し表明する検討をしている。地区のお祭りに参加したり、地
域のスーパー等を利用する等、地域との関わりを利用者が持てるように配慮しており、
今年度は昴会祭りを開催した。今後は、地域との関わり方についての基本的な考え方を
中・長期計画に反映させ、地域へ公開することで利用者と地域との交流の幅を広げる取
組に期待したい。

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。
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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。パンフレットやウェブサイトは写真を多く掲載し、見やすく工夫されてい
る。体験入所は3回実施し、サービス管理責任者が施設について説明するなど丁寧に対
応している。今後はパンフレットに理念や基本方針を明示し、法人の思いを伝えられる
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」を明示している。3ヶ月に1回の全体会議や毎月のグループ
ホームごとの小会議で利用者を尊重するための勉強会や研修を実施している。研修に出
られない場合は、議事録を回覧し、利用者の支援の統一化を図っている。今後は、法人
として研修プロジェクト委員会を立ち上げたことから、現場世話人への教育の充実を図
ることを検討されたい。

利用者の居室に入る時には必ずノックし声をかけたり、利用者が部屋を間違えないよう
に扉に利用者の好きな絵を貼るなどプライバシーに配慮している。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。

利用開始時は、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。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。体験入所時にサービス管理責任者
が丁寧に説明を行っているが、書類をわかりやすくするなど、理解しやすいような工夫
をされるとなお良い。

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)-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。

昴会祭りを実施し、地域住民が障害者を理解することができる取組となった。関係機関
からの要請により、虐待案件の受入れや、生活困窮者の受入れを行っているが、関係機
関からの要請だけではなく、地域住民とのかかわりの中で地域ニーズの把握をする仕組
みづくり検討されたい。また、今後、障害者の高齢化が懸念材料とされているが、現
在、具体的な計画はされておらず、今後の要望を取り入れた計画立案と実施が望まれ
る。

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。

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。
伊賀市社協が実施する「いがぐりプロジェクト」に参画し、地域の活動に貢献する取組
となっている。また、関係機関からの要請により、虐待案件や生活困窮者の受入れを
行っている。自立支援協議会の各部会に参画し、障害者（児）や生活困窮者等の理解を
深めるための地域に向けた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。
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事業所まわりを実施し毎月3～4つのグループホームの内外の設備点検と修繕箇所の確
認を行い、利用者の安全確保に努めている。各グループホームで何かあれば、緊急電話
等で指示を仰ぐ等の対応を行っているが、ヒヤリハットの収集が積極的には行われてい
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-(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。職員が各グループホームに行って利用者ミーティングに参加したり、ご意見箱を設
置している。プライバシーに配慮して各居室を利用したり、作業所の休憩時に時間を決
めて相談に乗るなど、相談しやすい環境を整えている。

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。

変更の際は、変更先に訪問し利用者や障害について伝えている。グループホーム内での
移動の際は、関係者を交えてケース会議を開催し合意を得ている。法人として「ほっと
かない」姿勢を重視しており、他県の事業所からの変更についても積極的に受入れ、継
続性に配慮した対応に努めていることが聞き取りから窺えた。

各グループホームで毎日利用者ミーティングを実施している。担当世話人やサービス管
理責任者が同席することもあり、利用者の満足度を確認したり、意見や要望を聴く機会
となっている。また、ご意見箱を設置したり、モニタリング時の個別面談でサービスに
ついて意見を聴いている。出てきた意見や要望は小会議で分析・検討し、グループホー
ム内で楽しく過ごせるよう誕生日会のリストを作って掲示したり、お正月の過ごし方の
充実化を図るなど、改善に向けた取組が行われている。

苦情解決の体制を整備し、各グループホームの玄関に掲示したり、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、苦情を申し出しやすい工夫をしている。苦
情があれば、申出書・受付書を作成し利用者と話し合い、サービス管理責任者や管理
者、内容によっては第三者委員等で解決を図り、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、理事会にも報告する仕組みが確立している。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。

相談や意見があれば、朝礼時に報告し共有している。また、対応方法についても検討し
ている。ケース記録にも相談等を記入し、サービス管理責任者が確認している。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-(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。

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-(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-(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。

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、マスクやうがいを習慣づけ
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。



ａ・ⓑ・ｃ

第三者評価結果

ａ・ⓑ・ｃ

ａ・ｂ・ⓒ

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ａ・ⓑ・ｃ

ａ・ⓑ・ｃ

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。グループホー
ムの鍵は番号を付けて管理している。利用者の記録は鍵のかかる棚や机に保管されてい
るが、USBの取り扱いについて課題があり改善が求められる。

年1回、消火器の取扱い等の消防訓練を実施している。また、年1回災害や火災等を想
定した防災訓練を実施している。非常時にはすぐに持ち出せるよう防災リュックを準備
しているが、本当に必要なものかを検討し中身を見直し中である。外への避難ルートは
掲示されているが、ハザードマップや指定避難所等への避難ルートを確認するなど、よ
り安全確保のための取組に期待したい。

「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、今後は、標準的な実施方法を文書化し、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、標準的な実施方法は文書化されていない。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、ケース記録から確認し、モニタリングを6ヶ月に1回実施している。

個別支援計画の見直しは個別支援会議にて6ヶ月に1回行われており、見直しごとに、
利用者やご家族等の同意を得ている。見直しによって変更した支援計画の内容は、各グ
ループホームで小会議を開催し周知している。

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。

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。

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。

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-(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-(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。担当世話人は毎日、
サービス管理責任者は週1回確認しており、記録内容の書き方については客観的に見た
支援、事実に基づいたものを記入するように伝え、不適切な場合は付箋をつけ指導して
いる。現場世話人とは小会議や緊急電話、担当世話人の巡回等で共有に努めているが、
タイムリーに情報を伝えられる工夫に期待したい。


