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第三者評価結果
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Ⅰ-２　経営状況の把握

第三者評価結果
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ａ・ⓑ・ｃ

Ⅰ-３　事業計画の策定

第三者評価結果

ａ・ⓑ・ｃ
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。

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〉理念は具体化され、わかりやすい内容となっている。職員の行動指針にな
りうる内容であり、職員の採用時に文書を配布し説明している。利用者や家族には、利
用契約時に説明している。今回の第三者評価受審をきっかけに、各グループホームの職
員室で、理念・基本方針を規程集にファイリングを始めた。今後は、ホームページに理
念・基本方針を明示し広く周知するとともに、職員や利用者・家族への継続的な周知に
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-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〉経営を取り巻く状況は、行政の集団指導への参加や行政からの通知文書で
把握に努めている。また、自閉症者の相談全般を受けることで地域の自閉症者の状況を
把握している。事業所の特徴として入退所が少ないことから、新規の受入れはほとんど
ない。コスト分析は予算と対比し、税理士の意見を参考に分析している。新規利用者を
想定した受入れを行うための準備や分析が、今後の課題として捉えている。

〈コメント〉法人は、人材育成を課題と捉えており、役員間での共有のみならず、職員
間でも認識している。人材育成の課題に対して、採用時のオリエンテーションや法人内
の研修委員会で企画する新人研修など、人材育成に力を入れている。運営会議等の議事
録を通じて、課題について検討した内容等は周知しているが、職員が全体像を把握する
には至っていない点は課題である。

〈コメント〉現在、利用者の高齢化に伴う家族の高齢化を課題と捉えており、新規のグ
ループホームを建設・運営する計画を予定している。法人内の各部門が有機的に運営で
きるよう運営会議で話し合いを行っている。今後は、新規のグループホーム建設計画に
伴う具体的な事業運営の数値目標等を含む中・長期計画の策定に期待したい。
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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
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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。

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〉事業計画は理事会で大枠を決めた後、管理職が業務指針を作成し、各主任
で構成される運営会議で計画内容の詳細を決め、事業計画・業務指針として各職員に配
布している。その事業計画・業務指針に基づき、各部門で支援サービス計画書を策定し
ている。事業計画は、8月の中間評価、3月のまとめで次年度に繋げる仕組みとなって
いる。事業計画・業務指針は誰もが見ることができるようにしているが、支援員と世話
人に認識の差があり、その解消に向けた取組に期待したい。

〈コメント〉事業計画は、毎年５月の保護者会で配布・説明している。利用者の特性
上、理解が難しい場合があり、利用者が一番わかりやすい方法を家族と相談しながら、
説明するよう努めている。今後は、図表やイラストを活用するなど、利用者がより理解
できる説明の工夫に期待したい。

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〉8月に行う評価から明確になった課題を明文化し、職員で共有している。
また、課題を年度のまとめに明記し、次年度の計画に反映しているが、今後は、課題に
対する具体的な改善計画の策定と計画に沿った実施に期待するとともに、第三者評価結
果からの課題についても、同様の取組を検討されたい。

〈コメント〉8月に各部門の支援員・相談員が集まり、サービスの質が保たれているか
を評価する仕組みがあるが、反省で終わってしまい、次に繋がる取組には至っていな
い。今後は、評価のみならず、見直しによる質の向上に向けた取組と、第三者評価結果
から明確になった課題に対して、PDCAサイクルに基づいた改善に期待したい。

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。

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。

Ⅱ-１-(1)　管理者の責任が明確にされている。

〈コメント〉法人の中・長期計画を踏まえたあさけホームの単年度計画が策定されてい
る。事業計画は支援サービスに関する計画が主であり、実行可能な内容となっている。
予算は作成されているが、今後は、より具体的な事業運営と実施状況の評価・見直しが
できるような具体的な数値目標を設定することに期待したい。

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〉施設長は、事業計画で運営方針等について表明している。また、法人の機
関誌「檜の里」内でも、運営方針について表明し公表している。今後は、職務分掌表に
役割分担や責任、災害時や非常時などの有事の際の責任の所在や役割を明記し、報告連
絡等についてもフローチャートを作成するなどして明確化することが望まれる。
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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。

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〉人事規程をファイリングし、誰もが見ることができるようにしている。役
職や勤続年数によって評価する仕組みとなっており、キャリアパスは処遇改善加算制度
を基準として活用している。今後は、法人や事業所が「期待する職員像」の明確化と、
職員の職務遂行能力や貢献度を評価する人事考課制度の導入に期待したい。

Ⅱ-１-(2)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

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　福祉人材の確保・育成

〈コメント〉施設長は、障害者総合支援法等の業務に直接関わる法令について、行政機
関主催の集団指導や知的障害者施設長会議等に参加し、理解に努めている。また、行政
機関や食材業者、ゴミ収集業者や建築業者等との適正な関係保持に努めている。研修等
で得た知識は、会議等を通じて職員に周知を図っている。今後は、法令遵守規程の作成
が望まれる。

〈コメント〉施設長は、主任とこまめにコミュニケ―ションを図り、現場を把握するよ
う努めている。また、支援員や世話人とできるだけ顔を合わせたり、普段の何気ない会
話から、仕事の様子等の把握に努めている。職員へは、研修への参加を促したり、世話
人へは、不安なく業務に取り組めるようOJTを基本に研修を行うなど、質の向上を
図っている。

〈コメント〉人手不足感があり、残業が必要な時もあるが、働きやすい職場環境になる
よう、有給休暇の取得の促進や育休・産休・介護休暇、時短勤務の制度が整備されてい
る。あさけホーム単独では、収支を黒字化することが厳しい現状であり、他の部門との
連携により、総合的に収支が改善できることに期待したい。

〈コメント〉人員に関する考え方や人材確保・育成に関する方針は明確化されており、
人物重視で採用しているが、今後は、専門職の配置、特に有資格者の比率を上げていく
ことを検討している。現在は、入退職が少なく人員は安定しており、世話人は、口コミ
や広告媒体の活用等で採用できている状態である。今後は、さらなる職員の定着促進
と、有資格者の確保に向けた計画の策定に期待したい。

〈コメント〉施設長は、職員の勤務への意向を把握した上で勤務表を作成し、有給休暇
の取得状況や残業時間の把握に努めている。年1回の健康診断やインフルエンザの予防
接種の費用補助など、職員の健康維持を図っている。また、法人内に職員の相談窓口を
設置し、セクハラやパワハラの相談に対応できる仕組みがある。今後は、定期的な個別
面談により、職員の希望や目標等を把握する仕組みの構築を検討されたい。

Ⅱ-２-(2)　職員の就業状況に配慮がなされている。

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-２-(1)-②　総合的な人事管理が行われている。
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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)-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-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。

〈コメント〉実習生の受入れに関する基本的な考え方や、受入れマニュアルが整備され
ている。保育士・社会福祉士・臨床心理士等のほか、発達障害支援スーパーバイザー養
成研修の実習先として実習生を受入れている。実習の依頼機関と連携し実習プログラム
を作成するなど、効果的な実習となるよう努めている。

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。

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

〈コメント〉期待する職員像は、支援員・世話人について「業務指針」に明文化されて
いる。職員一人ひとりの目標管理の仕組みはなく、施設長と口頭で話をしているもの
の、記録として残してはいない。また、職員全員に個別面談を行っていないことから、
今後は、職員一人ひとりの目標管理の仕組みとして、目標の内容や期限等を明確にし、
目標の進捗状況を確認する面談等の実施に期待したい。

〈コメント〉ホームページには、財務諸表等の掲載のほか、事業所内で事業報告が閲覧
できることが記載されている。また、機関紙を年3回発行し、法人の取組を公表してい
る。第三者評価受審は今回が初めてであり、評価結果は公表する予定がある。現状、苦
情を受けた事例がないとのことだが、苦情がないことを公表することも情報公開の一つ
と考え、ホームページや事業報告等で周知されたい。また、機関紙の公共施設や地域へ
の配布を検討されたい。

〈コメント〉事業所内の経理に関するルールは、採用時に配布する規程集で周知してお
り、税理士から、定期的に経理内容の指導・助言を受けている。利用者のお小遣い等の
金銭は、預り金規程に基づき定期的に確認し、不備がないよう適切な管理に努めてお
り、利用者の希望で高額な物品を購入する際は決裁をとるなど、透明性の確保に向けた
取組となっている。

〈コメント〉職員の研修計画は、年度初めに個別に策定している。現状は、OJTや内
部研修に力を入れており、外部のスーパーバイザーによる業務の見直し等の研修を行っ
ている。今後は、期待する職員像に基づいた基本方針や研修計画の策定と、研修内容の
評価・見直しにより、より効果的な研修となることに期待したい。

〈コメント〉施設長は、職員の知識や専門技術、取得資格を把握し、階層別・経験別の
OJTを積極的に実施している。また、県社協のテーマ別・階層別・経験別研修への参
加も積極的に推奨している。職員が研修に参加しやすいようシフトに配慮している。現
在の取組を今後も継続されたい。

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-(3)　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
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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。

〈コメント〉地域との関わりに関する方針は、理念・基本方針に明記している。地域の
清掃活動や防災訓練等に参加したり、日常の買い物時の訪問、餅つきの実施など、地域
住民との交流を図っている。地域のイベントが記載された回覧板を利用者に回覧し、周
知している。今後は、利用者への情報提供をよりわかりやすくするための工夫が期待さ
れる。

Ⅱ-４-(1)　地域との関係が適切に確保されている。

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。

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-(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〉法人内になんでも相談できる窓口を設け、菰野町社会福祉法人連絡協議会
で地域の課題や福祉ニーズを把握し、課題によっては行政機関や社会福祉協議会と連携
し、課題解決に繋げている。今後は、グループホームとして、地域の自治会や会合を通
じて福祉ニーズを把握し、それに基づいた具体的な活動が行われることに期待したい。

〈コメント〉利用者に必要な社会資源等を支援計画書に記入し、職員が理解できるよう
に配慮している。事業所連絡会等に定期的に参加し、関係機関等と連携を図っている。
市町から自閉症者の受入れ等に関する相談があれば、対応について協議する場がある。
今後は、利用者に必要な社会資源を個別にファイリングするだけでなく、職員がいつで
も見ることができるようリスト化することを検討されたい。

〈コメント〉自閉症専門施設であることを活かし、自閉症・発達障害支援センター等で
地域に向けた講演や自閉症への理解を求める活動を行っている。また、地域の保育所へ
の巡回訪問で、保護者や保育士の相談対応などを実施している。地域の清掃活動やイベ
ントに参加したり、地域住民と共同で餅つきを行うなど、地域の活性化に貢献してい
る。あさけ学園が福祉避難所であることから、災害時の食料等の備蓄を行うなど、総じ
て地域の福祉向上に貢献した取組が行われている。

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。

〈コメント〉ボランティアの受入れに関するマニュアルが整備されている。長年継続し
ているボランティアが多いため、受入れ時の研修や説明等は現在行っていない。学校と
は、法人として職場体験等を通じて協力する体制はあるが、受入れに関する方針等は作
成されていない。グループホームの特性上、ボランティアの受入れは難しい面もある
が、グループホームの存在について説明する機会を設けられると良い。

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。



第三者評価結果

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ａ・ⓑ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

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〉あさけ学園からグループホームへ入所の際は、法人全体の自立支援検討会
で利用者一人ひとりのこれからの支援について話し合い、1年～2年がかりでグループ
ホームへの移行を進めている。集団生活から少人数での生活になることから、利用者が
不安にならないよう事前に説明し、自活訓練で生活の様子を見ながら利用者一人ひとり
の支援を検討している。20年以上退居がないため、家族等との連携が密であり、面談
や連絡等による相談が常日頃から行われている。

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。

〈コメント〉ベテランの職員は、あさけ学園入所からの関わりの積み重ねがあり、日常
生活の中で利用者が何に興味を持っているか把握している。食事の際に、外出や買い
物、ティータイムについて話し合ったり、旅行から帰ったら感想を聞くなどし、利用者
の思いや満足度の把握に努めている。利用者がマラソンや写真撮影など、自分のやりた
いことに取り組めるよう支援しており、利用者の豊かな生活に繋がっている。

〈コメント〉虐待発生対応マニュアルを作成している。年２回の職員会議や、権利擁護
に関するチェックリストにより、プライバシーや権利擁護について理解を深め、話し合
いのもと支援に努めており、虐待等の案件や苦情は発生していない。日頃から、利用者
の了解を得ることを意識した支援を心がけており、実際の支援の現場でも確認すること
ができた。

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〉法人でホームページを作成し情報提供を行っているが、広く地域に紹介す
る資料等は作成していない。法人の機関紙は、後援会や保護者、施設見学者や実習生へ
の配布となっており、公共施設や地域には配布していない点は、改善の余地がある。

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〉グループホームへの入所の際は、生活がイメージしやすいよう建物や部屋
を本人や家族等に見学してもらっている。家族等は見学することで、要望を伝えたり何
が必要になるかを理解し、用意できる。また、自活訓練で利用者一人ひとりの生活を見
ながら支援を検討する体制があり、利用者ができるだけ不安なく生活できるよう努めて
いる。

〈コメント〉基本的人権やプライバシー保護についてあさけホーム支援サービス計画書
に明示し、年度初めと年始の全職員が参加する会議で、理念・基本方針と併せて説明
し、共通理解のもと支援できるよう努めている。約10年前から年2回、権利擁護に関
するチェックリストによる日頃の支援を振り返り、虐待防止委員会のメンバーを中心に
課題をグループホーム会議や世話人ミーティングで話し合い、評価・見直し・改善に繋
げている。

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。

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

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。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
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〈コメント〉ハザードマップ上水害の危険は無いため、地震や火災を想定した訓練を実
施している。訓練の際には、炊き出しで備蓄している食材を使った食事を食べる体験が
ある。法人の備蓄倉庫に、食料品や水、毛布や発電機を備蓄し、各グループホームに利
用者名簿や懐中電灯、ヘルメットを常備し災害に備えている。対応マニュアルを見直し
している最中であり、また、家具等の転倒防止や利用者が外出している際の安否確認方
法について課題があり、改善が望まれる。

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。

〈コメント〉災害や無断外出、不審者対応や救急処置、投薬ミスや熱中症等に関する危
機管理マニュアルを整備し、各グループホームにいつでも見られるよう設置している。
建物外の防犯用ライトやセキュリティシステムを導入したり、1階は夕方以降雨戸を閉
めるなど防犯対策を行っている。事故があれば、速やかに報告し、運営会議や主任会議
等で発生要因や改善策等を協議・検討し、実施している様子が報告書から確認できた。
今後は、事故を未然に防ぐための取組として、ヒヤリハットの収集を検討されたい。

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。

〈コメント〉毎朝、法人全体の朝の引き継ぎで医務より注意喚起が行われている。ま
た、ノロウィルスやインフルエンザ、食中毒等の流行時期には、診療所の医師や栄養士
から指導がある。法人内の診療所との連携があるほか、日頃からの手洗いやうがいの徹
底、コアクリーンや加湿器の使用、インフルエンザワクチンの２回接種など、予防に努
めているが、今後は、感染症対策マニュアルの定期的な更新と更新後の周知徹底が望ま
れる。

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-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〉苦情解決体制が整備され、書類等も整備されているが、苦情自体が無い。
町内外の社会福祉法人と合同で設置した第三者委員会で、各法人の苦情や事故について
協議した内容を自法人の運営会議で周知し、苦情や事故防止を図っている点は、評価が
高い。また、自治会に入り、地域の大掃除や防災訓練に参加するなど、地域との関係を
良好に保っており、地域からの苦情も無い。今後は、苦情が無いことを公表する取組が
あるとなお良い。

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〉利用者からの個別の相談は、プライバシーに配慮し青葉台ホームは居室、
さんらいずホームは相談室で対応している。家族等の相談対応は、青葉台ホームは法人
内の相談室で対応している。相談しやすいよう、担当支援員が対応する体制となってい
るが、より相談や意見を述べやすい環境として、リビングに利用者にわかりやすい掲示
物の掲示や意見箱の設置を検討されたい。

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。

〈コメント〉利用者からの相談や意見は、ホーム日報やケース記録に記録し、支援員や
サービス管理責任者が毎朝確認している。チームで支援できるよう、世話人がホーム日
報記入後に支援員と引き継ぎ時間を設けるなどのフォロー体制を整え、迅速な対応が必
要な場合は、担当支援員のほか主任やサービス管理責任者に相談し、対応する体制があ
る。自分から相談することが難しい利用者が多いが、利用者アンケートの実施や意見箱
の設置等による意見の聞き取りを検討されたい。

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。
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〈コメント〉あさけホームマニュアルは、毎月のグループホーム会議、世話人ミーティ
ング等で具体的に変更・見直しを行っている。各グループホームの１日の流れは年度初
めに担当支援員が作成したものを他の職員や世話人が確認し、修正したものを活用して
おり、変更があれば毎日の引き継ぎ等で周知している。

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。

〈コメント〉利用者のプロフィールや生育歴は長期間入所している利用者のため、変更
があれば修正している。ADLやコミュニケーション、日中活動や住環境、1日の様子な
どは、ケース記録やホーム日報、利用者の聞き取りからアセスメントを行い、計画策定
に生かしている。年度初めに、担当支援員や主任、サービス管理責任者が協議しなが
ら、サービス利用計画に基づき、中・長期、単年度の支援方針を明示した支援サービス
計画、前期の支援場面における目標を明示した計画を策定し、前期の計画の評価・反省
を後期の計画策定に生かしている。利用者一人ひとりの生活全般について事細かにアセ
スメントし、支援計画が策定されているのが確認できた。

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。

〈コメント〉個別支援計画は半期ごとに評価・見直しを実施している。ホーム日報や
ケース記録のほか、主任が現場に出向き、世話人に実施状況を確認したり意見を聞いて
いる。支援に必要なポイント等は世話人に伝えているが、世話人を家庭的なお母さんと
位置づけていることから、先入観なく利用者と接してもらうために個別支援計画やケー
ス記録は見せていない。今後は、世話人が計画策定に関わることを検討しており、より
良い支援につなが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。

〈コメント〉利用者の状況は、ホーム日報やケース記録に記録し、支援員や主任・管理
者が毎日確認している。スーパーバイザーの研修で記録の重要性や書き方について学
び、書き方等に不備があれば主任が直接指導している。年2回の職員会議、毎月のグ
ループホーム会議と世話人ミーティング、朝昼夜の引き継ぎ、毎月のケース会議で情報
共有を図っている。世話人の業務は限られるが、利用者の支援に関わる職員であること
から、ケース記録や個別支援計画を共有し、共通理解のもと支援が実施されることに期
待したい。

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〉標準的な実施方法は、あさけホームマニュアルに纏められ、各グループ
ホームに設置されている。一日の流れに沿った職員の対応、利用者が一人で外出・外泊
する際の持ち物や配慮事項、通勤支援マニュアル等を作成し、年度初めの職員会議や毎
月のグループホーム会議、世話人ミーティングで実施状況を確認し、場合によって変
更・見直しを行っている。

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。
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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〉文書管理規定により、利用者の記録の保管、保存、廃棄等の規定が定めら
れている。書類の保管は鍵付きの棚に保管し、個人名のあるファイルは外から見えない
棚に保管している。勤務時間内の携帯電話の使用を禁止しており、ホームページや機関
紙への写真掲載は、家族等に同意を得ている。個人情報保護に関しては、年2回の権利
擁護に関するチェックリストで確認する機会があり、意識向上を図っている。


