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ⓐ・ｂ・ｃ

※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。

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。

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。

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。

〈コメント〉会社が目指す方向を経営理念、経営ビジョン、経営方針を明確に文書化
し、職員会議、研修時に伝え社員が意識するような取組を行っている。また、外部向け
にはウェブサイトやフェイスブックなどSNSを活用し、情報発信を行っている。

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。

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)-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。

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。

〈コメント〉新規事業への取組などによって行政とのパイプが強く、常に情報収集や意
見交換が行われている。「すずかハートフルプラン」など今後の方向性についても注視
し、外部顧問からの情報収集網も持っている点は評価できる。またその情報を分析し、
利用者数、3か月毎の変化なども把握し今後の事業展開を検討している。

〈コメント〉経営環境を分析し、その中での経営課題は明確化されビジョンにも反映さ
れ文書化もできている。一方で、ビジョンの共有という点においては、パート社員への
浸透という点に課題があり、より分かりやすく関心の持てるような共有方法を工夫され
ることに期待したい。

〈コメント〉事業ビジョンは明確にされており、3年後、それ以降の大きなビジョンが
策定されている。計画内容も制度の方向性を注視しながら、方向転換など見直しも適宜
行っている。そのビジョンの共有についても、毎月1回の研修などを通じて社員に意識
してもらう取組を実施している。

〈コメント〉中・長期の経営ビジョンを踏まえた具体的な単年度計画を策定している。
特に、単年度計画で月毎の目標や実施目標などまで記載している点は、職員にとっても
わかりやすく、目標を確認できる点で今後もぜひ継続されたい。
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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。

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

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。

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

〈コメント〉事業計画の策定過程において、会議を実施するなど定型的、定時的な意見
収集などの場は設定されていないが、普段の社員とのコミュニケーションなどを通じて
意見集約をしているとともに、社長への意見箱も設置しており意見を集める仕組みはあ
る。課題としては「事業計画の策定」に職員ひとり一人が参画しているという意識がよ
り高まるような工夫をされるとなお良い。

〈コメント〉事業計画の周知に関しては、保護者会を通じ周知しているということはし
ていないものの、それに代わるより効果のある方法として、利用者へのアンケート実
施、面談、個別家庭訪問を実施し、個別に周知している。保護者会の参加率や意見を訴
える方が偏るなどの課題を踏まえた上で、このような取組をしていることが理解でき
た。

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。

〈コメント〉社員の質、サービスの質の向上を実践できるよう、現在「エンジョイブッ
ク」という社員の行動マニュアルや規範になる基準を示した教科書的な行動指針を策定
している最中である。このエンジョイブックの策定過程の中で、自分たちのサービスを
振返りより質の高いサービスを実施するという意識を醸成されることに期待したい。

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。

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。

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。

〈コメント〉今回の第三者評価の結果に関しても「エンジョイブック」に反映するな
ど、より質の高いサービスを実践するための指針や行動基準が策定されることに期待し
たい。そしてその策定された内容が定期的に見直されるような取組を計画されることが
望まれる。

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。

〈コメント〉管理者の役割と責任については、「管理者の役割」及び「管理者の業務内
容」が記載された表があるものの、他の社員に対しての周知される機会が少ない。せっ
かく作成している表があるので、社員に周知する工夫をされるとなお良い。

〈コメント〉ミーティングにおいて「法令遵守」は社員に伝えており、エンジョイブッ
クの中にも規定がある。虐待や交通法規などについての勉強会も行っているが、積極的
な研修機会を今後設けることも検討しており、その実践に期待したい。
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Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

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。

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。

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。

Ⅱ-２-(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-１-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

〈コメント〉働きやすい職場とは何か、「チーム」を意識した職場づくりについて研修
等で職員同士が話し合う機会があり、「仕事観」の醸成には非常に力を入れていること
は評価が高い。社長に対する意見箱の設置や研修の中で、働く環境についての議論を
テーマに掲げ、社員からの意見聴取の取組がある。

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。

Ⅱ-１-(2)-② 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指
導力を発揮している。

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。

〈コメント〉会社全体として、経営理念や期待する人材像を明確にし、それに向かって
の研修などを積極的に実施している。会社、施設、個人というそれぞれの目標を設定を
行い、個人レベルでは「スマイルビジョン」という計画書が作成されている。面接を通
してスマイルビジョンを確認するなど、社員の育成に力を入れている。ただ現状は、正
社員が中心という意見もあり、今後はパートを含めてより具体的な目標設定を行うこと
に期待したい。

〈コメント〉職員教育に関しては研修を軸に積極的に実践している。経営ビジョンから
チーム、個人レベルへと「何をすべきなのか」などについて議論し、理解を深める教育
が行われている。この研修を通じて得た成果や基本方針をまとめ、階層別研修カリキュ
ラムの策定など、より計画的な人材育成につなげてることに期待したい。

〈コメント〉施設長自ら直接現場で指導するなど、福祉サービスの質の向上のために積
極的なアプローチを図っている。また支援内容について、スタッフからの相談にのった
り、会議を開くなど主導的な役割を果たしている。さらに支援の質の向上に関する分析
や評価を行うことが今後の課題である。

〈コメント〉本部会議、管理者会議に参加し、今後の経営の方向性については確認し、
社員にも周知している。特に施設長は「人材育成」の責任者として経営理念を実践でき
る人材を教育する立場でもあり、その実効性に期待したい。

〈コメント〉ウェブサイトの求人欄に、経営理念を実現する人材像として、「カッツ・
モデル」を基本とした階層に応じた求めるスキルを明確にしている。そのほか求人方法
としてフェイスブックなどSNSを活用した手法も展開している。課題としては、今後
の人員体制や人員配置に関するより具体的な計画が作成されることに期待したい。

〈コメント〉「期待する人材像」については「カッツ・モデル」を基本とした階層別に
求めるスキルを明確化し、かつ非常にシンプルで分かりやすい。一方で個人レベルの専
門性や職務遂行能力、職務に関する成果や貢献度の評価結果が示すものはないため、今
後の課題として捉えていくことに期待したい。



ａ・ⓑ・ｃ

ａ・ｂ・ⓒ

第三者評価結果

ⓐ・ｂ・ｃ

ａ・ⓑ・ｃ

第三者評価結果

ａ・ⓑ・ｃ

ａ・ｂ・ⓒ

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

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。

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-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。

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)-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。

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。

〈コメント〉現状としては実習生の受入れはほとんどないが、今後の取組としては受入
れをしていく方向である。その一環として、鈴鹿医療科学大学と連携協定を締結をし
た。受入れに向けてのマニュアル整備については、既存の新人研修の心得などを応用し
た形で作成していくことを検討している。

〈コメント〉ウェブサイトやフェイスブックを活用し、法人理念や基本方針など積極的
に発信している。サービス内容についても利用者向けに専用ツールの「HUG」という
システムを活用し、双方向での情報交流を行っている。また地域の銀行などに対しても
事業計画を提出するなど社会的な貢献を積極的に発信している点は評価が高い。

〈コメント〉会社経営に関する事柄については、外部の税理士、社労士など専門家から
のチェック受ける体制があり、その指導事項を次の経営に活かしている。ただ経営に関
する事項をどのように社員レベルまで落とし込みをするのかについては、今後議論検討
の余地がある。

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

〈コメント〉全体集合研修を毎月実施している。一方で個別の専門能力の把握や現状の
技術水準・スキル・知識などの状況把握については、組織的かつ計画的な取組に課題が
あるため、今後、現状を把握する考えとしてマインドコンパスという手法を取り入れ、
個別の状況把握等に努めるとい姿勢もあり、その点に今後期待したい。

〈コメント〉会社全体の取り組みとして、地域の他の種別の福祉施設との交流したり、
障がい者雇用に積極的な姿勢が見られる。その様子をSNSを活用して発信している。
今後の課題としては、施設周辺の地域と利用者の交流など、より推進されることが望ま
れる。

〈コメント〉現状、ボランティアの受入れは行っていない。会社としては「不登校」な
ど地域課題のサポートに取り組んでいるものの当施設では行っていない。

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。
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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。

〈コメント〉ウェブサイトを見やすく整備し、パンフレットや広報誌は、病院や療育セ
ンター、市の障がい福祉課に置き、新聞等でも取り上げられるなど、積極的に広く情報
提供が行われている。フェイスブックを定期的に更新し、事業所や活動の様子を写真や
コメントでわかりやすく伝えている。見学や体験希望にも随時対応している。現在、パ
ンフレットの更新と、事業所紹介動画の作成に取り掛かっている。

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

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

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。

〈コメント〉バザー時に売上をポリオ基金に寄付する活動などは行っているものの、福
祉ニーズに基づく公益的な活動までは行われていない。

〈コメント〉経営理念・ビジョン・経営方針に利用者を尊重した姿勢を明示し、会議で
職員に伝え、理解を図っている。療育センターの担当者が年2回、障がい児との関わり
方等について研修しているが、社員の参加のみとなっているため、パート職員やアルバ
イト職員の研修機会の確保や、職員の自己評価等を通して、利用者を尊重したサービス
の実施状況の把握や評価ができる仕組みを検討されたい。

〈コメント〉虐待や身体拘束に関しての規程が整備され、虐待防止の研修を実施してい
る。日々の支援の中でも、着替えは外から見えない場所で行ったり、高学年の児童の排
せつ介助は同性介助にするなど、プライバシーの配慮に努めている。今後は、個人情報
とプライバシーの違いを理解した上で、規程を整備し、職員研修を実施されたい。

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。

〈コメント〉連携可能な市役所、各種連絡協議会、特別支援学校などと相談支援に関す
る会議を開き、情報共有や意見交換を行っている。利用者と関わるケースなどについて
は、ケース会議などで職員間で共有できているが、関係機関との今後の大きな方向性な
どについては共有できていない点があり、どこまで共有するかが課題である。

〈コメント〉会社として全事業所が参加する「エンジョイ祭り」を実施し、地域の方も
招待している。昨年は約240名が参加した。また、発達障害や不登校などの課題につ
いて、元教員がコーディネーターになり「ママカフェ」を小人数で実施し、保護者間の
コミュティの場を設けている。

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。

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。

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。
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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。

〈コメント〉マニュアルを整備し、不審者や子どもがいなくなった時の対応は、フロー
チャートを職員が見える所に設置したり、送迎中の事故対応のフローチャートは各車両
に設置するなど、職員に周知している。ヒヤリハットや事故報告書を作成しているが、
作成モレがあるため、書式等を現在見直ししている。今後は、子どもの安全確保のため
にも、積極的な事例の収集と分析、改善策・再発防止策の検討、実効性の評価・見直し
が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。

〈コメント〉子どもに対しては、職員はいつでも受け入れる姿勢を基本スタンスとして
接している。保護者に対しては、重要事項説明書に相談窓口を記載し説明する他、年2
回の家庭訪問や送迎時、アンケートで意見を聴いている。事業所で相談の際は、子ども
のいない時間帯に対応し、プライバシーに配慮している。アンケートからも保護者が意
見を言いやすいとの意見が多く見られる。

〈コメント〉子どもの満足度は、日々の関わりの中で感じ取ることを心がけている。保
護者には、書類の送付やメールを活用し、行事後やガイドラインにもとづくアンケート
を実施しているほか、年2回のモニタリング時の家庭訪問の際に聞き取っている。アン
ケート結果から、縄跳びを始めたり、お金の単位を教える等の具体的な取組につながっ
ている。今後は、アンケート結果の分析や公表を行い、より効果的な活用に期待した
い。

〈コメント〉苦情解決の体制を整備し、重要事項説明書の他、1Fの入口に苦情・相談
窓口を掲示している。送迎車対応の子どもが多く、保護者が事業所に来ることが少ない
ため、電話や連絡帳、アンケートで苦情を受付けしている。苦情を受けた際は、翌日の
朝礼で改善策を検討し、昼礼でパートやアルバイト職員に周知している。今後は、苦情
の受付や解決を図った報告書の作成と、公表する取組に期待したい。

〈コメント〉苦情・相談受付マニュアルを作成し、相談や意見、要望があれば毎日の朝
礼や終礼、月1回の職員会議で対応を検討している。今後は、相談を受けた際の対応記
録を作成し、保護者への経過と結果の説明、公表について検討されたい。

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)-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。

〈コメント〉契約時には、保護者だけでなく子どもにも必ず同席してもらい、子どもの
自己決定を尊重している。説明の際は、スタッフの写真を入れた資料や、何をしている
かわかる資料を見せたり、実際に見学をしてもらうなど、よりわかりやすい工夫がみら
れる。意思決定が困難な子どもには、絵カードを使ったりジェスチャーで説明するな
ど、配慮している。

〈コメント〉現状、他事業所からの移行が多い。移行にあたっては、前の事業所と差が
無いように相談支援員と保護者から話を聞いたり、子どもと話をして、継続性に配慮し
た対応に努めている。相談窓口があることを口頭だけでなく、相談窓口や関係機関等の
連絡先を記載した文書を渡されるとなお良い。

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。

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。
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第三者評価結果
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〈コメント〉HUGシステムを活用し、サービス提供記録を作成している。携帯電話や
タブレットでも確認することができるため、職員が共有できる仕組みとなっている。新
人職員に対しては、記録内容や書き方に差異が出ないよう指導している。日々の情報共
有として、申し送り・振返りシートや月間報告書を活用したり、朝礼・昼礼・終礼が行
われている。

〈コメント〉災害時の対応マニュアルを作成し、今年度から全員が参加できるように年
2回避難訓練ウィークを設け、訓練を実施している。いきなり全部教えるのではなく、
段階を踏んで教えることを意識して取り組んでいる。現在マニュアルを見直し中であ
り、備蓄や非常時持出袋等の内容を検討している。

〈コメント〉福祉サービスについての標準的な実施方法の文書は無いため、作成が望ま
れる。作成後は職員への周知と、標準的な実施方法にもとづいて実施されているか確認
する仕組み作りに期待したい。

〈コメント〉標準的な実施方法の文書の作成後の、検証・見直しの定期的な実施に期待
したい。

〈コメント〉脳機能チェックツールや目の動きのチェックツールといった、子どもの能
力を分析するシステムを活用したり、児童発達支援管理責任者によるアセスメントシー
トを活用した面談、指導員の月間報告をもとに、個別支援計画が策定されている。昨年
から、学校の支援会議に参加し、子どもの支援について連携を図っている。

〈コメント〉毎月の月間報告で、支援の状況を報告し、6ヶ月に1回見直しを行ってい
る。見直しの際は、職員が話し合いを行っているが、今後は、話し合った内容を記録さ
れると良い。

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。

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。

〈コメント〉感染症対応マニュアルを作成し、入室時の検温、マスクや手洗い、うがい
消毒、換気等予防に努めている。感染症が発生した場合は、送迎時に保護者に伝えてい
る。今後は、感染症や対応について理解を深めるための研修の実施や、乾燥時期の加湿
器の活用等検討されたい。

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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〈コメント〉個人情報保護規程や、記録管理のマニュアルを整備している。子どもに関
する記録は鍵付きの書棚に保管され、鍵の管理もチェック表で管理している。また、子
どもの活動写真は携帯電話に残さないよう徹底している。

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。


