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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〉デイサービスの理念は「やさしさと思いやり」と定めており、事業所内の
誰もが目にする場所に掲示している。職員は理念を言葉では理解しているが、具体的な
指針として理解しているかどうかの把握はできていない。利用者や家族には文書の提示
のみで、説明は行われていない。今後は、ホームページやパンフレットへの理念の記載
と、具体的な行動指針として職員や家族、利用者に対して説明することに期待したい。

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。

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。

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。

〈コメント〉三重県や名張市の情報をもとに福祉事業の動向を把握している。把握した
内容を職員に伝え、情報の共有化を図っている。近隣の事業所等の動向は、ケアマネー
ジャー等からの情報で把握している。経営状況は毎週の運営会議で報告・検討され、議
事録を職員に回覧しているが、具体的なコスト等は、把握・分析していない点は改善が
求められる。

〈コメント〉毎週の運営会議で、各事業所の実施状況の報告や課題の共有化が行われて
いる。新たに訪問介護事業所を開設するにあたり、サービス付き高齢者向け住宅・デイ
サービス・訪問介護事業所の職員配置が課題と捉えており、他事業所に研修に行く等し
て課題解決に向け取り組んでいる。経営課題は職員に周知しているが、理解しているか
は不明である。今後は、経営課題の共有化と、職員一丸となって改善に取り組める体制
づくりに期待したい。

〈コメント〉中・長期計画は策定されていない。今後は、会社の活動方針や目標等、明
文化することに期待したい。また、中・長期計画は、稼働率や売上目標に留まらず、
サービス内容における課題への対応策を、中・長期的な視点を盛り込み策定することに
期待したい。
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〈コメント〉事業計画が策定されていないため、利用者や家族への説明は行われていな
い。今後は、利用者や家族に説明する際のわかりやすい資料等の作成と、説明する機会
を設けることが望まれる。

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。

〈コメント〉年2回職員の自己評価や年1回の利用者満足度調査で、提供しているサー
ビスの質を評価している。そこで把握した課題は定期的なミーティングで解決する仕組
みがある。第三者評価の受審は今回初めてだが、評価結果からの課題に対する改善計画
の作成と実施、進捗状況を定期的に把握するPDCAサイクルに基づいた改善に期待した
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。

〈コメント〉事業所の事業計画は策定されていない。今後は、職員参画のもと事業計画
の策定と、事業計画の進捗状況を把握するための見直しの時期を定め、見直しによる課
題の修正と改善策の具体的な取組の明文化を検討されたい。

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。

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。

Ⅱ-１-(1)　管理者の責任が明確にされている。

〈コメント〉中・長期計画が策定されていないため、中・長期計画に基づいた単年度計
画が策定されていない。今後は、事業所の稼働率やコスト等の数値目標や取り組むサー
ビス内容や具体的な取組を明確にした単年度計画の策定に期待したい。

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。

〈コメント〉自己評価の結果から職員で話し合いはしているが、改善計画の作成には
至っていない。今後は、現在実施していることを改善計画にまとめ、実施状況や結果を
評価し、次に繋げる取組が望まれる。

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。

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〉施設長は事業所の運営に関する方針を職員に発信しているが、明文化され
ておらず、利用者・家族向けにも施設長の方針等を伝える機会は現状設けられていな
い。組織図には施設長の責任・役割等は明記されておらず、施設長不在時の対応につい
ての文書やフローチャート等の作成が望まれる。

〈コメント〉介護保険の改正等は、行政が主催する集団指導や事業所連絡会等に参加し
理解に努めている。内容は職員で共有できるよう職員会議等で周知している。36協定
等働き方改革の推進内容についても理解を深めている。今後は、介護保険法や労働基準
法以外の運営に関わる様々な法令について理解し、法令遵守の重要性を職員が理解でき
る取組に期待したい。
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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-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。

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〉年2回の個人面談で目標設定を行っている。しかし、技術水準・知識・目
標期限等の設定は行われておらず、今後の検討すべき課題と捉えている。今後は、年２
回の個別面談での実効性の高い目標設定と、進捗状況の確認等による育成管理が行われ
ることに期待したい。

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。

〈コメント〉期待する職員像の「すなおな人　ごめんなさい　ありがとうが言える人」
は明文化されていない。人事規程で昇格等の人事基準が明確となっている。職員の個別
面談を年2回行い、個人目標に対する評価が行われているが、求める技術水準や知識、
目標達成のための期限等の設定のすり合わせは行われていない。今後は、期待する職員
像の明文化と、個別面談を有効活用し実効性の高い目標管理が行われることに期待した
い。

〈コメント〉施設長は自ら現場に入り、職員の動きを把握・評価し、必要に応じて指導
している。職員の得手・不得手を理解し、不得意なことに関しては他の職員や自らが
フォローし、業務内容は職員と話し合い決めるようにしている。月1回のペースで研修
に参加できるように配慮し、受講内容を内部研修の材料として職員への周知を図ってい
る。

〈コメント〉施設長は職員の力量を把握し、業務分担表を作成している。職員一人ひと
り得手・不得手を理解し、不得意な業務はフォローに入るなど、サービスの質を一定に
保つよう配慮している。消耗品のコスト削減に力を入れ、職員のコストへの意識向上を
図っている。今後は、管理者として経営意識を高めることが望まれる。

〈コメント〉現在は離職が少なく職員が定着しているため、職員の確保・育成等に関す
る方針等は作成されていない。広告媒体をほとんど使うことなく、ハローワークや職員
の紹介での採用が多い。今後の中・長期的視点にたった人材確保の計画や育成に向けた
計画の策定と実施に期待したい。

〈コメント〉毎月の勤務表は、施設長と看護師が職員の希望や就業条件を考慮し作成し
ている。残業はほぼ無く、有給休暇が取得しやすい。また、時短勤務を導入するなど働
きやすい環境が整備されている。年1回の健康診断やインフルエンザ予防接種費用のほ
か、職員の懇親会の費用を会社が負担するなど、福利厚生の充実を図っている。業務の
悩み相談等は施設長が受けているが、相談しやすい組織体制として外部の相談窓口の設
置や相談窓口の明文化を検討されたい。

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)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

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。
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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。

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。

〈コメント〉今年度初めて実習生を受入れた。実習生の受入れに関する基本方針や受入
れや研修・育成に関するマニュアルの作成、実習指導者に対する研修は確認できなかっ
た。今後は、実習生の受入れの目的や考え方を明確にした受入れマニュアルの作成と、
実習指導者への研修による職員の資質向上に期待したい。

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。

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〉ホームページは、事業所のサービス内容は明示しているが、理念や基本方
針、事業計画・報告、予算・決算報告等の掲載は見られない。また、苦情内容やその解
決結果も公表されていない。第三者評価の受審結果と改善計画は、今後公表を予定して
いる。今後は、ホームページを活用した事業運営に関する情報の積極的な公開と、地域
の理解を得る取組として広報誌の作成を検討されたい。

〈コメント〉サービス利用料は口座引落のため、事業所で金銭の取扱いはほとんどな
い。集金があれば担当の事務職員に渡す決まりとなっている。法人の顧問税理士によ
る、経理チェックを受けている。

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。

〈コメント〉研修に関する基本方針や計画は策定されていないが、毎月、職員が1人ず
つ外部研修に参加できるよう配慮している。今後は、期待する職員像を目指した教育・
研修の基本方針や研修計画の策定と、それに基づいた実施に期待したい。

〈コメント〉施設長は、職員一人ひとりの資格取得状況や職務に関する技術水準等の把
握に努めている。研修はOJTを基本に、施設長が指導している。毎月職員が1人ずつ外
部研修に参加し、その内容を会議等で報告・周知している。外部研修に参加の際は、研
修に参加できるよう勤務シフトを調整している。

〈コメント〉町内のイベントを利用者に案内し、参加を促している。また、敷地内に
サービス付高齢者向け住宅やカフェ、保育園、農園やミニ牧場があり、近隣の住民がラ
ンチや牧場を見に来るなどしており、交流する機会がある。今後は、地域との関わりに
関する考え方を明文化し、事業所内での地域交流が行われることに期待したい。

〈コメント〉ボランティア受入れに関する基本方針や受入れマニュアル、学校教育への
協力に関する基本方針やマニュアルを作成し、地域社会との交流や利用者の充実した活
動に繋がるよう積極的な受入れを検討されたい。

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。

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。
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〈コメント〉利用開始時は、サービス内容や施設の取組を丁寧に説明している。重要事
項説明書をわかりやすく説明し、利用者の理解を促している。老老介護や利用者の理解
が困難な場合は、ケアマネージャーと連携しながら対応している。契約時から変更が生
じた際は、書類を提示・説明し、了解を得ている。

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〉利用者のプライバシー保護や権利擁護に関するマニュアルが整備されてい
るが、サービス実施の記録からは職員の理解度の差が感じられる。今後は、サービスの
さらなるレベルアップを図るためにも、外部研修や勉強会等への積極的な参加に期待し
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。

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。

〈コメント〉利用希望者へは、パンフレットなどのサービス内容を説明した資料を地域
包括支援センターや居宅介護支援事業所等に配布して周知を図っている。また、ホーム
ページでもサービス内容等の情報を提供している。見学や一日体験の申し込みは随時受
け付け、職員は丁寧な対応を心がけている。

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。

〈コメント〉職員倫理綱領や基本方針に、利用者を尊重する姿勢が明記されている。職
員会議等で利用者を尊重する姿勢について話し合う機会を持ち、共通理解のもとサービ
スが提供できるよう努めている。

Ⅱ-４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

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。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

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。

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。

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〉関係機関の連絡先リストを事業所内に掲示し、関係機関の役割や連携方法
を職員で共有している。施設長は介護事業所連絡会に参加し、地域の他事業所との連携
できる関係を築いている。地域の関係機関とのさらなる連携強化に期待したい。

〈コメント〉敷地内にカフェ、保育所、牧場を併設している。カフェや保育所は、地域
の方が利用できるようにしており、地域住民の憩いの場や地域福祉向上の一役を担って
いる。今後は、福祉施設の機能を活かした講演会の実施や、災害時における施設の役割
等を明確にし、地域に還元できる具体的な取組に期待したい。

〈コメント〉担当のケアマネージャーを通じて、地域の福祉ニーズの把握に努めてい
る。また、カフェ・保育所・牧場など、地域住民が集まることができる場所を提供し、
福祉ニーズや生活課題の把握に努めている。今後は、民生委員等との連携や施設での地
域交流等のイベントの開催による福祉ニーズの把握と、それに基づいた活動の実施に期
待したい。

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス
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〈コメント〉利用者アンケートでは、「何でも話せて聴いてもらえている」「職員さん
から話しかけてもらえている」等、日頃の聴く姿勢に対して評価が高い。利用者からの
要望や相談の際は職員会議等で対応策を検討し、結果を記録に残している。今後は、苦
情・相談対応マニュアルの見直しによる質の向上に期待したい。

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。

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。

〈コメント〉リスクマネジメントマニュアルが整備され、ヒヤリハットや事故報告を積
極的に収集している。ヒヤリハットや事故案件が発生した際は、原因や課題を話し合
い、改善策や再発防止策を検討し、改善に努めている。安全確保や事故防止に関する勉
強会で意識向上を図り、レクリエーションやリハビリ用の器具等の定期点検など、安全
管理に努めている。

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。

〈コメント〉インフルエンザやノロウイルス等の防止のため、利用者の手洗いや手指の
消毒など推進している。感染症対応マニュアルに基づき、トイレの手指消毒は次亜塩素
酸ナトリウムで行うなど、感染症予防に向け取り組んでいる。

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)-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〉苦情解決体制を整備し、利用開始時に重要事項説明書で説明している。利
用者からの苦情や提案などにはその都度対応しており、対応した記録が確認できた。今
後は、苦情解決体制の事業所内の掲示、苦情内容や解決結果の公表を検討し、さらなる
サービスの質の向上を図られたい。

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。

〈コメント〉利用者や家族からの相談や意見には、いつでも対応できるよう努めてい
る。利用者アンケートでも「話しを聴いてもらえる」との回答が見られた。さらに利用
者や家族が相談や意見を述べやすい環境として、意見箱の設置や相談受付窓口の掲示、
プライバシーに配慮した個室の整備等を検討されたい。

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)-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〉利用者が他事業所へ変更する事例は少ないが、必要な情報は申し送りを
行っている。変更先の事業所との相互の情報共有が、サービスの継続と充実、利用者の
安心に繋がるために重要であるという認識には、職員に差が感じられ、改善の余地があ
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〉利用者アンケート等は実施していないが、利用時の表情やしぐさから満足
度の把握に努めている。各種レクリエーションや理学療法士によるマッサージ・リハビ
リは好評となっている。利用者の要望や趣味、興味を取り入れた活動に配慮しており、
今回の第三者評価の利用者アンケートからは、概ね評価が高い様子が窺える。
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〈コメント〉サービス実施記録には、実施したサービスや利用者の要望等を記録してい
る。利用者一人ひとりの連絡ノートを活用し、家庭や職員との情報共有を図っている。
職員によって記録の書き方に差があるため、表現の適切さを欠いている時などは、その
場で指摘や訂正している。今後は、記録の書き方に関するマニュアルの作成と勉強会等
の実施により、記録が適切に行われることに期待したい。

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。

〈コメント〉3ヶ月ごとのサービスの評価や定期的な担当者会議でのサービスの見直し
は行われているが、今後は、プライバシーや権利擁護に配慮した利用者の特性や必要と
される介助、配慮すべき点など誰もが行うべきことを明記した手順書の作成とその見直
しが組織的に行われることに期待したい。

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。

Ⅲ-２-(2)-①　アセスメントにもとづく福祉サービス実施計
画を適切に策定している。

〈コメント〉アセスメント書式を活用し、利用者一人ひとりの心身状況やニーズの把握
に努めている。それらの情報を通所介護計画に反映し、サービスの実施状況を記録して
いる。理学療法士による個別のリハビリで、機能維持や向上を図っている。アセスメン
トにより、利用者一人ひとりに応じた計画の策定と機能維持や向上に必要なサービスに
繋げている。

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。

〈コメント〉通所介護計画とサービス実施記録、サービス担当者会議の記録に基づき、
定期的な評価・見直しを行っている。評価・見直しが一部の職員のみで行われているた
め、職員の理解や気づきに差が見られる。今後は、多くの職員の情報を取り入れた評
価・見直しにより、計画が充実することに期待したい。

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-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。

〈コメント〉ハザードマップや災害時対応マニュアルが作成されている。消防署協力の
もと火災や地震を想定した防災訓練を年2回実施し、役割や行動を確認している。訓練
には利用者も参加し、屋外への避難を訓練している。施設は、地域の避難場所の公園ま
で徒歩１分、公民館まで徒歩３分の立地にあるが、利用者の安全を確保するためにも、
地域と災害時の役割について話し合ったり、地域住民も参加した訓練の実施などを検討
されたい。

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)-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〉利用者一人ひとりに応じた計画書に基づきサービスを提供しているが、利
用者の特性や必要とされる介助、サービスの質の向上のために配慮すべき点などの、職
員誰もが行うべきことを明記した手順書は作成されていない。今後は、標準的な実施方
法をまとめた手順書の作成と職員への周知に期待したい。
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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。

〈コメント〉職員には個人情報保護の重要性を説明し、個人情報が記載された書類等は
守秘義務規程に則り、適切な保管・管理に努めている。また、情報開示は必要に応じて
対応できるようにしている。


