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Ⅰ-３　事業計画の策定
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〈コメント〉地域の各種福祉計画の策定動向は行政機関等から情報を収集し、理事長・事務
局長・各施設長が参加する経営会議で社会福祉事業の動向や地域のニーズを協議し、経営環
境や課題の把握・分析を行っている。また、経営会議で福祉サービスにかかるコスト分析や
稼働率の集計などを行い、事業報告書に法人内の全施設の稼働率等の分析結果を記載してい
る。

〈コメント〉経営会議で把握・分析した課題を課長級以上を対象とした運営会議で明確化
し、職員会議で共有を図っている。「人材不足」「職員の高齢化」などの課題への対応を協
議し、効果的な採用活動や雇用条件の改善に積極的に取り組んでいる。また、理事長や園
長、各施設長が作成する取り組むべき課題や数値目標を示した「マネジメントシート」を職
員会議で説明するほか、法人内の情報共有システムにより、「マネジメントシート」の周知
と共有、改善に向けた取組が行われている。

〈コメント〉「三重県厚生事業団　第五次中期経営計画」として5年間の事業計画が策定さ
れている。法人の基本理念・基本方針・基本目標に基づき、現状と5年間で「実現する姿」
を明示し、その実現のため、取り組むべき課題や数値目標を記載した「マネジメントシー
ト」を作成し、定期的に進捗状況の確認や評価・見直しを行っている。今後は、グループ
ホームに関する事業計画の内容の充実に期待したい。

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。

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・基本方針が明文化され、ホームページ・パンフレットに記載されてい
る。4つの基本理念をもとに、基本方針及び基本目標が定められている。利用者及び家族に
は、入所契約時に説明して周知している。職員には毎年4月に書面を配布し周知するほか、
採用時の研修や職員会議を通じて理解を促している。グループホーム内に理念を掲示した
が、世話人への説明や周知には改善の余地がある。

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。
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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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〈コメント〉 施設長は4月の職員会議で、施設の運営・管理に関する方針と取組について説
明している。また、職務分掌表と施設が取り組むべき課題や数値目標を記載した「マネジメ
ントシート」を職員に配布して、自らの役割と責任の周知を図っている。対外的には、施設
長の役割と責任を法人広報誌及びグループホーム通信で表明している。有事の際の役割や責
任、不在時の権限移譲等は、緊急連絡網及び非常時対応マニュアルに明記されている。

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〉「第五次中期経営計画」に基づき、単年度の事業計画が策定されている。事業
計画には、基本方針・部門別の事業計画・研修計画等が記載されている。今後は、人材確保
の計画や地域との交流計画、数値目標や具体的な成果等の設定など実施状況の評価を行うこ
とができる内容に期待したい。

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。

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〉年1回の職員アンケートや面談等で職員の意見を把握し、事業計画に反映する
よう努めている。事業計画は、課題や数値目標を記載した「マネジメントシート」と併せ
て、職員会議等で周知している。10月に進捗状況の確認、1月～3月に年間の数値デーの集
計、経営会議での事業計画の評価・見直しにより、次年度の事業計画に反映する仕組みが構
築されている。今後は、事業計画の策定や評価・見直しが、より多くの職員の参画により行
われることに期待したい。

〈コメント〉事業計画をホームページで公表している。利用者及び家族には、利用契約時及
び個別支援計画の面談時に基本理念等を説明しているが、事業計画については行事に関する
連絡が中心となっているため、今後は、行事のみならず事業計画の主な内容をわかりやすく
説明した資料の作成や説明の工夫など、利用者や家族の理解を促す取組が望まれる。

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〉取り組むべき課題や数値目標を記載した「マネジメントシート」を、職員会議
や法人内の情報共有システムで共有を図り、改善と質の向上に向けた取組に努めている。ま
た、職員との個人面談を通じて10月に進捗状況を確認し、年度末に部署ごとで評価・反省を
行うなど、PDCAサイクルにもとづいた改善が行われている。今後は、世話人の自己評価や
個人面談の実施により、サービスの質の向上が図ら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。

〈コメント〉法人内で毎年順番に第三者評価を受審しており、評価結果や質の向上に向けた
取り組むべき課題を経営会議・運営会議を通じて共有・協議し、明確化している。明確と
なった課題は、職員会議で周知している。理念の周知や職員の連携強化などの課題に対し
て、職員が他部署の会議に出席して情報共有する等、具体的な改善を行った。しかし、世話
人との情報共有や計画的な改善については改善の余地がある。

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。

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。
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〈コメント〉施設長は行政機関の研修や説明会等に参加し、遵守すべき法令の理解に努めて
いる。法令に限らずグループホーム運営に関する研修に参加して情報を収集している。学ん
だ内容は経営会議で情報を共有するほか、法人内の情報共有システムに復命書を掲載して職
員に周知している。復命書は、職員の既読・未読の状況が確認でき、未読の職員には確認を
促すことができる。今後は、世話人への周知が期待される。

〈コメント〉施設長は、施設が取り組むべき課題と数値目標を記載した「マネジメントシー
ト」の作成に関わり、年度初めに職員に説明している。可能な限り現場に出向き、現状の把
握と指導に努めている。職員への虐待アンケートや利用者満足度調査を実施するなどして、
定期的に提供する福祉サービスを評価・分析し、その結果に基づき、職員会議や個別面談を
通じての指導に努めている。研修委員会に参加し、職員の教育・研修の充実を図っている。

〈コメント〉 施設長は、人事・労務・財務等を分析し、経営会議・運営会議・職員会議を通
じて業務の実効性の向上のための課題の改善に努めている。働きやすい職場環境の整備とし
て、世話人の勤務時間を変更したり、法人内の他施設との連携の強化により業務の負担軽減
などに取り組んでいる。今後は、グループホーム職員の増員を予定している。業務改善に積
極的に取り組んでいる様子が窺える。

〈コメント〉「人材育成ビジョン」に法人の「求める職員像」が明記され、5段階の職務階
層別に求められる職務能力を定めている。職員の定着促進に向け、プリセプター制度を導入
している。現状、世話人の確保が課題であり、今後の採用計画の策定と効果的な採用手法に
期待したい。また、施設長が毎年のように変わり、人事異動を理由に退職する職員も見られ
ることから、職員の定着促進に向けた計画的な人員配置と育成が行われることに期待した
い。

〈コメント〉「求める職員像」と5段階の職務階層別に定めた「求められる職務能力」に基
づき、人事考課が行われている。採用・配置・昇給・昇格等の基準は、就業規則及び給与規
程に定められている。職員の自己評価をもとに、「求める職員像」「求められる職務能力」
と現状を比較した評価を、施設長が個人面談でフィードバックしている。人事考課は期末賞
与に反映される仕組みとなっている。しかし、世話人は対象ではないため、今後は世話人を
対象とした自己評価や個人面談の実施が望まれる。

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。

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。

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〉有給休暇の取得状況や時間外労働時間を把握し、有給休暇の取得促進と時間外
労働の抑制に取り組んでいる。時間有給を取り入れたり年間休日が多く、福利厚生提供会社
の利用等、ワークライフバランスへの配慮が見られる。また、ストレスチェックや悩み相談
窓口の設置など、メンタルヘルス対策が行われている。年1回の職員アンケートで異動希望
などの意向調査を行い、なるべく意向に沿うよう配慮している。今後は、世話人が働きやす
い職場づくりが期待される。

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。

Ⅱ-２-(1)-②　総合的な人事管理が行われている。

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-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〉グループホームの特性上実習生の受入れが難しいが、法人では積極的に実習生
を受入れている。実習生受入れマニュアルが策定され、受入れ実績を事業報告書で公表して
いる。社会福祉士・保育士・介護福祉士の実習生を受入れており、指導者研修を修了した職
員が指導を行っている。グループホームでも実習生の見学希望があれば対応しているが、グ
ループホームに興味を持ってもらえるような積極的な取組が望まれる。

〈コメント〉ホームページを活用し、法人の理念・基本方針・基本目標・提供するサービス
内容、事業計画・事業報告、予算・決算情報を公開している。第三者評価の受審結果は、三
重県のホームページで公表している。地域に向けて、理念や法人の取組を広報誌「広報いな
ば」やグループホーム通信を活用して周知している。今後は、苦情解決体制や苦情内容や解
決結果の公開に期待したい。

〈コメント〉施設の事務・経理・取引等に関するルールは経理規程等に定められ、法人の情
報共有システムでいつでも確認できるようにしている。また、予算の見方研修で財務諸表の
見方を学ぶ機会を設けるなど、職員が経営の理解を深める取組が行われている。事務・経理
等に関しては、毎年法人管理監査及び外部監査を受けており、税理士や社会保険労務士に相
談や助言を得られる体制を整えている。

〈コメント〉「求める職員像」や5段階の職務階層別の「求められる職務能力」を定め、そ
の実現に向けた育成に努めている。年1回の職員アンケートや職員の自己評価をもとに、年
２回個人面談で「求める職員像」「求められる職務能力」と現状を比較した評価を、施設長
がフィードバックしている。今後は、自己評価書式の活用による具体的な目標設定と進捗状
況確認、世話人にも同様に育成が行われることに期待したい。

〈コメント〉「求める職員像」や5段階の職務階層別に「求められる職務能力」「研修ニー
ズ」を定めている。育成に向け、プリセプター制度によるOJT、研修委員会等の企画による
OFF-JT、法人独自のSDS（自己啓発支援制度）を実施している。自己啓発支援制度では、
資格取得の金銭的な支援や休暇取得・シフト調整等の時間的支援、物品や施設の貸出などの
支援が行われている。人材育成ビジョンに基づき計画的な教育・研修が実施されている。

〈コメント〉 職員一人ひとりの知識・技術・専門資格の取得状況を把握し、各職務階層別に
応じた研修の実施に努めている。新人職員には「新人研修」「採用後6カ月研修」「プリセ
プター制度によるOJT」を行い、「課長・寮長昇格時研修」「副園長昇格時研修」等の階層
別研修の他、毎年4月と7月に課題別研修を行っている。研修参加後は復命書を情報共有シス
テムに掲載したり、研修不参加者や世話人には研修を撮影したDVDの貸出などで、周知を
図っている。

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。

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)-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-(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〉倫理綱領や行動規範、虐待防止マニュアルや利用者支援アニュアルの作成によ
り権利擁護や虐待防止等の体制を整備し、適切な支援に努めている。職員へは、入職時の研
修のほか、管理職新任研修、外部研修や定期的な内部研修の実施で周知・理解を図ってい
る。また、権利擁護・虐待防止委員会主催で入所者の事例からグループワークで話し合い、
「こんなことも不適切対応になる」との気づきを得たり、理解を深める機会を設けている。

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。

〈コメント〉地域との関わりに関する方針が、事業計画及び「第五次中期経営計画」に明文
化されている。利用者が活用できる社会資源や情報を収集し、掲示等で情報提供している。
利用者が地域のお祭り・盆踊り・文化祭・防災訓練・清掃活動に積極的に参加して、地域住
民と交流できるよう図っている。いなば園納涼大会やいなば園ふれあいまつりは、自治会長
や特別支援学校の先生、近隣住民等2～300名が参加する行事として恒例となっている。

〈コメント〉利用者一人ひとりの状況に応じた社会資源を個別支援計画に明記し、地域の関
係機関のリストを本部事務所に常備している。職員会議で活用できる社会資源の情報を共有
している。モニタリングで関係機関と連携を図り、利用者や家族へ情報提供している。病
院・消防署・警察署とも連携し、警察官による講話や学習会等も行われている。今後は、関
係機関リストの定期的な更新と周知徹底が望まれる。

〈コメント〉職員を音楽療法の講師として派遣し、地域で活躍している。自治会との連携強
化を図るため、利用者と職員が地域の草刈りや清掃活動に定期的に参加している。施設長は
災害時等の地域支援について検討しており、今後の取組が期待される。

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-(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〉ボランティア受入れに関してボランティア規約が策定されている。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が、法人全体では毎月約20名のボランティア
を受入れている。夏休みには中高生のワークショップなどを受入れている。ボランティアに
は、新人職員向けの支援マニュアルを活用して利用者との接し方等をレクチャーしている。
今後は、グループホームとしてボランティアの受入れや活用を検討されたい。

〈コメント〉法人の発達相談支援事業等を通じて、地域の福祉ニーズの把握に努めている。
ワーキンググループに職員を派遣して障害者のニーズを把握し、施設職員を対象とした見学
ツアーの受入れや児童の発達相談を行っている。グループホームは「子どもSOSの家」であ
り、また、AEDを設置している点は、地域の安心に繋がっている。強度行動障害者の受入れ
の地域ニーズから、法人はスマイルいなばを立ち上げた。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
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。

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-(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。

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-４　地域との交流、地域貢献
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〈コメント〉利用者アンケートを年1回実施し、アンケート結果をフィードバックしてい
る。アンケート実施の際は、利用者にわかりやすいよう写真を使ったりルビ振りや個別の聞
き取りなどで対応している。また、利用者で組織する自治会では、希望や意見を述べる機会
がある。利用者の障害特性に応じた合理的配慮に努め、できる限りの利用者の希望の実現と
満足度向上に努めている。

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-(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、苦情解決体制を目につきやすい場所に掲示し、利用
者や職員への周知を図っている。利用者からの苦情は口頭で伝えられることが多く、ケース
記録からは時系列に沿って対応した内容が記録されていることが確認できた。また、本人へ
の説明だけでは解決できない場合は保佐人を通して対応するなど真摯な対応が窺えた。今後
は、苦情内容や解決結果をプライバシーに配慮し公表することを検討されたい。

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〉利用者からの相談や意見は、日頃のコミュニケーションの中でいつでも誰でも
話を聴き、相談に乗れるよう職員全体で心がけている。相談内容に応じて、利用者の部屋で
落ち着いて相談できるよう配慮したり、他の利用者から離れて相談したい場合は、職員の休
憩室を利用するなど、状況に応じて柔軟な対応に努めている。利用者がいつでも誰にでも相
談できることをわかりやすく説明する書面の提示や掲示などあると良い。

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。

〈コメント〉利用開始時には、利用者や家族・後見人などの立会いのもと、共同生活援助重
要事項説明書に基づき、利用者主体のサービス提供に努めることや選択できることなどを伝
えている。個別支援計画や生活上のルール、行事などは、カレンダーやイラストを使ったり
ルビを振るなどしてわかりやすい説明に努め、相互が納得し了解を得てから契約している。
利用後に変更事項が生じた際の説明が行き届いていない点は、今後の課題として改善に期待
したい。

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〉施設・事業所の変更の際は、サービス管理責任者が他の福祉サービスなどの情
報を提供したり相談対応を行っている。現在、家庭への移行希望があり、利用者、後見人、
関係市町村などの協力のもと、自宅改修後移行を予定している。移行後は、担当と後見人が
協力しながら支援を継続し、必要な福祉サービスを利用しながら自立生活ができるよう支援
する方向であり、継続性に配慮した取組として評価できる。

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。

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〉「サービス提供の基本」に、より良いサービスの提供を目指した権利擁護に配
慮した支援を明示し、「チェックポイント」でプライバシー保護への気づきや理解を促して
いる。守秘義務の理解やプライバシーに配慮した支援、個室での対応などの環境面などに努
めている。利用者には利用者同士のマナーやルールを守ることを根気よく伝え、良好な関係
を保てるよう配慮している。

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-(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〉資料はルビを振るなど読みやすいよう工夫している。見学希望や体験希望があ
れば、希望に応じて対応している。また、利用者や家族から情報や希望に基づき、園内の3
施設を見学してから選べるように支援している。今後は、サービスの内容や支援の様子がわ
かりやすいホームページの充実化が望まれる。
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〈コメント〉日々の生活やサービスの基本に利用者主体を位置づけ、利用者主体の支援に努
めている。グループホームごとに入居者の特色や要望が違うため、基準となる手順書をもと
にグループホームの1日の流れから1年間の計画を作成している。グループホームごとに取り
決めしているが、職員会議での話し合いや申し送り、計画の作成に統一感を持たせることで
より良い支援に繋げたいと考えている。今後の取組に期待したい。

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〉標準的な実施方法の見直しは、グループホームごとで行われており施設全体で
の取組として行われていない。今後は、ケース記録や各グループホームの現状、現場職員の
意見を反映することで、より詳細な現場根拠にもとづいた標準的な実施方法の見直しと見直
し後の周知と実践に期待したい。

〈コメント〉看護師は常駐していないが、健康担当者を中心に感染症の予防に努めている。
また、近隣の薬局の薬剤師による感染症予防などの健康に関する研修で、安全や健康維持に
努めている。今年度は、利用者の自治会でパワーポイントを活用した健康に関する勉強会を
行った。また、日頃から手洗いを励行して清潔意識を高めたり、インフルエンザやノロウィ
ルス対応の嘔吐物処理キットを備え対策している。

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〉避難訓練を定期的に実施しており、災害はいつ起こるかわからないため昼間、
夜間など変化をつけて実施している。消防署によるAED講習訓練や地域の自治会会議、行事
への参加など、日頃から地域交流を図り災害時の協力体制に繋がるよう努めている。ハザー
ドマップ上は危険は見られないが、様々な想定のもと備蓄しており、備蓄食品は賞味期限を
チェックして常時補充している。サービス管理責任者が被災地での福祉ボランティア経験を
活かし、被災後に応援ボランティアが活動しやすいよう情報や手順等を盛り込んだ「受援マ
ニュアル」の作成に取り組んでいる。

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)-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-(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〉利用者や家族からの相談や意見をケース記録に記録し、毎月の職員会議のケー
スカンファレンスで検討している。職員会議の議事録はネットワークで閲覧でき、情報共有
できる仕組みがある。早急に対応が必要な場合は、職員が連携し迅速な対応に努めている。
自治会の意見はできるだけ早期の対応に努め、空調設備や洗濯機の買替など予算化が必要な
場合には時間を要する旨を伝え、法人と調整を図りながら対応している。意見箱は設置して
いるとのことだが訪問時確認できなかったため、設置場所を工夫されたい。

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〉安全対策マニュアルに基づき、安心・安全な環境の整備に努めている。リスク
マネジメント委員会を中心に、危険個所の点検や事故防止の点検を行っている。ヒヤリハッ
トや事故報告書は、発生原因、課題、対応を記録に残し、改善までの一連の流れがわかりや
すい。ヒヤリハットや事故報告は職員会議で共有し、再発防止に努めている。

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。
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〈コメント〉個人情報の取り扱いに関して、新人研修で説明している。法人内のパソコンは
全てパスワードで管理を行い、定期的に更新している。利用者や家族には、個人情報の取り
扱いについて書面で説明し、確認の署名捺印を頂いている。個人情報の書類は事務所で施錠
管理のもと保管されている。個人情報保護の重要性について、新人研修のみならず定期的な
研修の実施で理解を深めることに期待したい。

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。

〈コメント〉個別支援計画は、年2回評価・見直しを行っている。ケース記録や毎月の個別
相談での聞き取りからの情報に基づき、評価・見直しを行っている。モニタリングで利用者
のストレングス(強み）や不安を把握し、担当者会議で検討するなどして利用者の意向に沿っ
た計画の策定に努めている。変更後の個別支援計画は、ケース記録や職員会議等で周知して
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。

〈コメント〉個別支援計画をケース記録ファイルに添付し、常に確認できるようにしてい
る。サービス実施記録や個別の対応状況をケース記録に記録し、提供したサービス内容を把
握できるようにしているが、表現や気づきに個人差が見られ、今後の改善課題と認識してい
る。今後は、記録内容の基準を設けるとともに最低限必要な項目を記録シートに設けるな
ど、記録内容の記述の個人差が少なくなるような対策に期待したい。

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。

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〉利用開始時の面談やアセスメント様式に沿った聞き取りからの情報に基づき、
個別支援計画を策定している。個別支援計画は、サービス管理責任者が利用者一人ひとりの
支援内容に応じたイラストを使ってわかりやすく工夫して策定している。サービス開始後
は、年2回評価・見直しを行っている。個別支援計画はケース記録で常時閲覧できるように
なっており、職員会議での報告や伝達等で情報共有を図っている。


