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Ⅰ-２ 経営状況の把握
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Ⅰ-３ 事業計画の策定
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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。

〈コメント〉施設長は中・長期的なビジョンを持っているが、事業計画として明文化さ
れていない。次年度の事業計画策定時に中・長期計画を策定していく予定であり、現
在、ハード面・ソフト面ともに計画策定に取り掛かりつつある。

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。

〈コメント〉単年度の事業計画は策定されているが、中・長期計画が明文化されていな
いため、中・長期的なビジョンを踏まえた事業計画とはいえない。まずは、中・長期計
画を策定し、それを踏まえた単年度の事業計画の策定に期待したい。

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。

〈コメント〉法人の理念を昨年11月に変更した。変更したことにより、パンフレット
や広報誌を変更し、職員へは朝礼等で周知を図っているが、利用者・家族への周知はこ
れからの段階であり、今後の周知活動に期待したい。

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。

〈コメント〉経営環境は、法人の経営会議にて部門や職種、施設毎に把握・検討されて
いる。また、県の介護保険部会等に参加し、福祉行政の動向の把握に努めている。地域
のニーズからサテライト型に切り替える必要性を感じており、経営課題として捉えてい
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。

〈コメント〉管理職は定期的な経営会議にて、課題を把握している。改善すべき課題に
ついては職員と一緒に考える体制づくりを目指しているが、すべての職員に周知されて
いない現状がある。設備等は、破損する前に入替できるように、行政の補助金の活用
や、補助の対象にならない場合の対応策を検討している最中である。

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。

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。
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〈コメント〉管理者の役割や責任は、入職時や職員会議等で配布される職務分掌表で明
確にされている。次年度はより具体的に責任と役割について表示していく予定である。
施設長が不在時の対応は明文化はされていないが、法人の総務・人事部担当に伺いを立
てながら主任がその役割を担うことになっている。今後、施設長不在時の対応について
のフローチャート等を作成するなど、より明確にし、周知されるとなお良い。

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。

〈コメント〉施設運営に関連する法令は、施設に保管し、労務関係や消費者保護法等の
法令は法人に保管されており、いつでも確認できる体制がある。また、施設長は関係す
る研修に積極的に参加し、知識を増やすよう努めている。リーダークラスの職員にも参
加を促し、伝達研修で職員全体に周知する体制はあるが、職員への周知や理解に不十分
な点がみられる。

〈コメント〉今年度より、各委員会の活動を通してサービスの質の向上に向けた取組を
始めたところである。今回の第三者評価受審で初めて自己評価を実施したが、この自己
評価をきっかけに、リーダークラスの職員の業務の取組への視点が変わってきている。
特に、一般職員への業務内容の周知方法について考えるようになってきた。今後も自己
評価の実施を継続されることを検討されたい。

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。

〈コメント〉自己評価の実施、第三者評価の受審によって、サービス内容の改善などの
気づきやきっかけを得ることができた。今後は、評価結果から明らかになった課題を事
業計画に盛り込み、改善に向けて進捗状況を把握する仕組み作りに期待したい。

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

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

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)-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。

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

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。

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。

〈コメント〉単年度の事業計画は、管理職が中心となり職員の意見を反映して作成して
いる。また、年度初めに職員に事業計画を配布・説明し、いつでも見ることができるよ
うにしている。月1回の職員会議において事業計画の進捗状況を確認しているが、評
価・見直しまでは至っていない。中・長期計画においても、職員が参画した計画策定と
定期的な評価・見直しの体制づくりが望まれる。

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。

〈コメント〉事業計画を玄関等に掲示しご家族が来所した際、閲覧できるようにしてい
るが、家族会等を開催しての説明は行われていない。イベント等で家族が来所されたと
きに説明する機会があれば、説明している。今後、利用者・家族への事業計画の周知方
法を検討されたい。
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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。

〈コメント〉法人の新しい理念に職員の行動指針を明記し、「期待する職員像」として
いるが、職員への周知や理解は十分でない。個別面談は現状行われおらず、個別の目標
設定等も行われていない。目標設定については次年度の課題として現在取り組んでい
る。

〈コメント〉法人全体の事業計画の中に人材確保の方針の記述がある。広告媒体、紹
介・派遣会社、折り込みチラシ、ネット媒体等を活用して人材確保に努めている。日系
外国人の就労が多いことから、地方紙の取材を受けていることも人材確保の一助になっ
ている。今後は、必要な人員がどれだけいるのか、定着・育成させるためには具体的に
どうするのか等の人材計画を策定することを検討されたい。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

〈コメント〉法人の新しい理念に職員の行動指針を明記し、「期待する職員像」として
いるが、職員への周知や理解は十分でない。就業規則に昇進・昇格等の基準はあるが、
キャリアパスと連動はしておらず、現在、職員自らの将来像を描くことが出来るような
体制づくりに取りかかっているところである。

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。

〈コメント〉職員が働きやすい職場環境の改善に努めているが、有給休暇の取得はあま
り進んでいない現状である。残業時間は法人が把握し、残業時間が多い職員は管理職に
報告される仕組みがある。年2回の職員の健康診断やストレスチェックの実施等職員の
健康管理も行われている。勤務制限アンケートや共済会アンケート等職員の意向を把握
する取組はあるが、定期的な個別面談は行われておらず、何かあれば面談をしている状
況である。個別面談の必要性は今後の課題として認識している。

〈コメント〉施設長は職員会議や各委員会に積極的に参加し、サービスの質の向上につ
いて現場の職員の意見を把握し、改善に向けて取組む体制を構築しているが、福祉サー
ビスの質の分析まで至っておらず、これからの課題として捉えている。また、年間の研
修計画や個別の研修計画の策定は、法人の育成研修部と一緒に取組を始めたところであ
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。

〈コメント〉利用者の環境整備が職員の働きやすい環境の向上につながると考え、改善
に取り組んでいる。業務改善の具体例として、現場からボトムアップで意見が言える体
制を整えつつある。残業は以前より減っているが、ルーチン業務以外の委員会活動等が
残業になってしまう傾向があり、今後の取り組み方の改善が望まれる。

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-１-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

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。
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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。

〈コメント〉月1回、外部の会計士によるチェックを受ける体制があり、透明性の確保
が保たれている。また、物品購入の申請の流れは決められているが、申請のフロー
チャートを作成し掲示するなど、より職員が理解できるような工夫に期待したい。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

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〉昨年11月に変更した理念に、地域との関わり方について「頼りがい：地
域に必要な存在」と、明文化している。小山田地区社会福祉協議会に参加し、地域の行
事や活動に積極的に参加している。小山田温泉祭りを毎年開催し、地域住民と利用者の
交流の場となっている。二次避難所に指定されていることから、地域の方と一緒に避難
訓練を行うなど、地域福祉の一翼を担っている。

〈コメント〉職員の取得資格を一覧にし、法人が把握している。職員が研修に参加でき
るようシフトを配慮している。新人職員への指導の際は習熟度チェック表を作成し、業
務の習得度が誰もがわかるようにしたり、日系外国人が多い職場の特性を踏まえ、
OJTの書類にはルビをふり、理解しやすい工夫がされている。経験や習熟度に応じた
OJTについては試行段階であり、今後の取組に期待したい。

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。

〈コメント〉実習指導者の研修に参加し、効果的な研修・育成に努めている。しかし、
実習の受入れに関するマニュアル等はないため、個々の案件に応じて対応している現状
である。今後、施設としての受入に関する基本方針、研修・育成に関してのマニュアル
の整備が望まれる。

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)-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〉法人のウェブサイトがあり、定款や現況報告等は公表されているが、施設
のサービス内容については情報が少ない。ウェブサイトの見直しを検討しており、今後
は、法人の理念やサービス内容、第三者評価の受審結果や苦情・相談についての取組や
内容の公表など、運営の透明性をより高める取組に期待したい。

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。

〈コメント〉外部の研修を法人が把握し、必要であれば、受講を促すようにしている。
認知症実践者研修やリーダー研修には積極的な参加を促している。研修参加後は伝達研
修で、職員へ内容を周知する仕組みとなっている。今後は、研修計画に「期待する職員
像」を明記し、それに基づいた教育・研修が実施されることが望まれる。

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。
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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〉「健康まもり隊」や「小山田学校」の開催で、地域の福祉ニーズの把握に
努めている。また、民生委員と連携し、在宅高齢者等の情報を得ている。収集した情報
を基に地域活動を行っているが、今後は、具体的な活動を事業計画等で明確にし、実施
されることが望まれる。

〈コメント〉法人でボランティアセンターを設置し、積極的に受入れを行っている。看
護学校の職業体験の受入れが多い。ボランティアには趣味活動等生活援助的な役割を
担ってもらってるが、今後は、ボランティア受入れに関する基本的な方針の明文化と、
受入れマニュアルの整備を検討されたい。

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。

〈コメント〉個々の利用者に必要と思われる社会資源や関係機関をリスト化し、連携に
努めている。虐待案件の相談を受け、入所の受入れ等も行っている。関係機関等との連
携は行われているが、連携の内容や経緯についての職員間での情報共有が課題である。

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。

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〉地域交流ホームの天然温泉を地域住民に開放している。地域に向けて「健
康まもり隊」「小山田学校」等で、健康に関する勉強会や福祉教室を開催している。二
次避難所の指定を受け、地域ぐるみの防災訓練や、施設利用者の備蓄にとどまらず、地
域住民のための備蓄も行っている。今後も地域に密着した取組を継続されたい。

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。

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

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〉昨年11月より理念・基本方針を一新し、職員会議や朝礼で配布・周知が
行われた。「ケアワーカーの心得」を入職時に配布し、職員倫理や個々のケア場面に
おける利用者を尊重した姿勢について指導している。今年度は身体拘束や認知症につい
て研修を実施し、参加した職員が各ユニット職員に伝達研修を行い共通理解に努めてい
る。今後は、自己評価等を通じて、利用者を尊重した姿勢についてより理解を深め、理
念・基本方針をスタッフルーム等に掲示し、より周知することに期待したい。

〈コメント〉虐待対応マニュアル・規程が整備され、今年度は外部講師を招いて研修を
行った。プライバシー保護については「ケアワーカーの心得」に個々のケア場面におけ
る配慮を明示し研修が行われているが、入職時のみならず定期的に研修を実施し、職員
の理解を促す取組に期待したい。
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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。

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〉パンフレットは施設玄関に置き、施設に来た方に渡したり、広報誌は玄関
のほか地域にも配布している。また、見学希望者にも丁寧に対応している。法人ウェブ
サイトを見直しする予定があり、今後の情報提供に期待したい。また、パンフレットの
一部が文字が小さく見づらいため、見やすくする工夫を検討されたい。

〈コメント〉月1回の外部の介護相談員を活用し、利用者が意見を言いやすい取組と
なっている。プライバシーに配慮した個室や会議室を利用したり、暖炉部屋でくつろぎ
ながら話せる環境がある。利用者や家族等がより意見を言いやすい工夫として、各フロ
アにいつでも相談できることや相談担当、相談室等を記載した文書を掲示されるとなお
良い。

〈コメント〉相談や意見を受けた際は、受けた職員がユニットリーダーに伝え、生活相
談員が個別援助経過記録に記載し、家族に対応する仕組みとなっている。居室のカギの
施錠について相談があった際、苦情解決委員会、認知症ケア委員会、身体拘束適正化委
員会が合同で対応を検討するなど、組織的かつ迅速に対応が行われている。

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。

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-(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〉入所にあたり、契約書や重要事項説明書、入所のご案内を用いて詳しく説
明し、署名をいただいている。見学をして実物を見てもらったり、場合によっては筆談
で説明するなどわかりやすく伝える工夫が見られる。施設サービス計画書についても、
変更の際は必ず口頭もしくは電話にて説明を行い、同意をとっており、家族へのアン
ケートからもその様子が窺えた。

〈コメント〉福祉施設や事業所の変更、家庭への移行の際は、他機関や行政と連携して
支援を行っている。利用終了後にいつでも相談できる旨を伝え、相談担当者や他機関の
相談先について説明している。

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。

〈コメント〉日々の関わりの中で、利用者の満足度を汲み取るよう心掛けている。ケア
プラン作成時や見直しの際に、施設についてや利用者の思い・意向を聴くよう努めてい
る。今年度は、家族から掃除について意見があり、安全委員会を中心に施設をきれいに
するための改善策が実施されている。今回、第三者評価で利用者および家族アンケート
を実施したが、今後も継続的に利用者および家族の満足度を把握する取組に期待した
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。

〈コメント〉苦情解決の体制については重要事項説明書に明示しているほか、ポスター
を掲示し利用者や家族に周知している。意見箱を玄関に設置し、家族等が苦情が出しや
すいよう配慮されている。苦情解決に関するルールを作成し、苦情があれば苦情解決委
員会を中心に対応を検討し、内容や解決を図った記録を残し、職員に配布、周知する仕
組みがある。今後は、家族だけでなく利用者が苦情を出しやすくするために各フロアに
意見箱を設置し、事業報告書やウェブサイト等で公表することが望まれる。

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) 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。
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第三者評価結果
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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-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。

〈コメント〉防災マニュアルを策定し、定期的な避難訓練を実施している。年1回は、
地域の老人会や民生委員、自治会に声をかけ、一緒に訓練を行っている。施設用の備蓄
食3日分の他、地域の二次避難所に指定されていることから地域住民用の備蓄食も保管
している。避難訓練に参加できない職員への避難方法等の周知が不十分であり、改善が
望まれる。

〈コメント〉「ケアワーカーの心得」の中に、介護サービスの標準的な実施方法を明記
し、外国人スタッフに対しては、職員のフォローと本人の努力で理解が図られている。
現在、来年度からの運用を目指し、見直しをしている最中であり、完成後は、職員への
周知徹底と、標準的な実施方法にもとづいて実施されているかを確認する仕組みづくり
に期待したい。

〈コメント〉現在使用している標準的な実施方法については、来年度からの運用を目指
し、見直しをしている最中であるため、完成後の定期的な見直しの実施に期待したい。

〈コメント〉フェースシートやアセスメント一覧表を活用し適切なアセスメントが実施
されている。3か月に1回のアセスメントと多職種によるケアカンファレンスを実施
し、関係する専門職の意見も取り入れ計画が策定されているのが確認できた。

〈コメント〉評価・見直しを3か月に1回実施し、多職種によるケアカンファレンスが
実施されている。福祉サービス計画を作成・変更する際は、家族等に来てもらったり、
来られない家族には電話で確認している。変更があった際は、申し送りノートで職員に
周知し、内容を確認後捺印やサインをする仕組みとなっている。

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〉事故防止委員会を設置し、事故について発生要因を分析し、改善策や再発
防止策を検討し職員会議で周知している。2月からヒヤリハット事例の収集を予定して
おり、さらなる安全確保の取組が期待される。

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。

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。

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〉感染症対策マニュアルを作成し、感染症予防委員会を中心に予防・対策が
検討されている。委員会メンバーが外部講師の研修を受け、ユニットの他職員に伝達研
修を行い周知に努めているが、全職員への周知徹底に課題がある。また、日頃から消毒
やマスクを用意し予防に努めているが、乾燥へ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。

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。
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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〉日々のサービスの記録は、観察記録や個別援助経過記録に記入している
が、共有が不十分であるとの意見が見られる。また、記録の書き方は、ケアプランの内
容について客観的に書くように指導しているが、書き方のマニュアル作成や研修等の実
施が望まれる。

〈コメント〉記録文書の取り扱いに関する規定が定められており、情報開示のルールや
USBメモリーの使用に関する規定も策定されている。記録の管理については、職員不
在時は施錠しているスタッフルームの書棚に保管されているが、鍵付きの書棚で保管す
るのが望ましい。また、記録の管理について職員の理解を深める取組として入職時のみ
ならず、定期的な教育や研修を検討されたい。

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。


