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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。

現在、中・長期計画は策定されていないが、今年度「中長期計画策定委員会」が組織さ
れた。今年度３月に評議会に提出し、了承を得る段取りである。その後は職員への周知
に取り組む予定となっているとのことで、今後に期待したい。

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。

単年度計画は策定されているが、中・長期計画をもとにしたものではない。作成されて
いる単年度計画には人数目標、利用支援目標、環境整備目標、防災目標等が記載されて
いる。「中長期計画策定委員会」が組織されることにより、中長期計画に基づいた単年
度計画の作成を期待したい。

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。

法人理念は玄関に掲示され、ウェブサイトや広報誌等配布物に明記され、周知が図られ
ている。基本方針を毎年策定し、事業計画に掲載しているが職員の理解に課題がある。
今後、理念はもとより、基本方針の職員への周知への取組を期待したい。

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。

行政機関が出している福祉計画や指針を見ながら把握しているが、経営状況については
具体的に把握・分析はできていない。今後は、把握・分析に努めるとともに、把握・分
析した書類の作成が望まれる。

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。

組織体制や設備、職員体制、人材育成、財務状況等の課題は管理者レベルで把握されて
いるが、職員への周知が弱い。理念にある「利用者の幸せ」「職員の幸せ」「地域の幸
せ」を具現化する取組が経営課題として認識されているが、事業計画に盛り込み計画的
に実施されることに期待したい。

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。

※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
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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。

業務分担表で管理者の責任と役割を明示して配布しているが、入社時に説明はされてい
ない。会議等での周知も不十分と思われる。管理者の不在時の役割分担について明確化
されていないため、不在時のフローチャート等を作成し掲示するなど、職員への周知を
図る取組を検討されたい。

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。

事業所で事業所ハンドブックを毎年買い替え、事業運営に必要な法令・通知・指針等を
把握するように努めている。労務関係や消費者保護法等の関係法令等については法令リ
スト等を作成し設置することが望ましい。

事業計画はウェブサイトや情報公開ファイルで公開されているが、利用者や家族への周
知としては弱い。今後は、利用者や家族が理解しやすいように周知する工夫に期待した
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)-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。

目標評価シートを作成し、個別面談を行うことで個々の職員の質の向上に向けた取組は
あるが、組織としての自己評価は今回の第三者評価で初めて実施した状況である。今後
は自己評価を行うとともに、第三者評価を定期的に受審し、組織的に質の向上に向けた
取組に期待したい。

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。

今年度、中・長期計画の策定が課題として認識され「中長期計画策定委員会」を設置
し、活動を始めたところである。今後は定期的な自己評価から明確になった課題を、事
業計画等に盛り込み計画的に実施されることに期待したい。

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-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

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。

事業計画は正職員が主となり作成しているが、計画年度内に実施状況の評価・見直しす
る時期や手順等は定まっておらず、見直しはされていない。事業計画は情報公開ファイ
ルにて公開されているが、パート職員を含む全職員に周知されているとは言い難いた
め、全職員に周知する取組に期待したい。

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。
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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。

目標評価シートを活用し、正職員・フルタイムパートは年２回、パート職員は年１回の
個別面談を行い、目標の確認・期限・進捗状況等を確認しているが、職員一人ひとりの
目標水準について、すり合わせが十分できているとは言い難い現状であるため、今後、
個別面談を通じて、個人目標の内容を十分確認することを期待したい。

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。

職員の所持資格の一覧を作成している。年間の全体研修計画や個別の年間研修計画も策
定されている。研修後は復命書を作成しているが、回覧や掲示等で研修内容の情報共有
される仕組みがないため、今後の改善が望まれる。

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。

人材確保については欠員が出た際に広告媒体を使うなどして、随時対応で補充する努力
をしている。パート職員から正規職員への登用は年１回行われている。今後は、人材の
確保や育成・定着等に関することを事業計画に盛り込み、計画的に実施されることに期
待したい。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

目標評価シートを活用することによって職務の成果や貢献度を評価する仕組みを作っ
た。今後は、職員への期待する職員像や求める人物像を浸透させる取組と、それを基準
にした採用基準を明確に定められることに期待したい。

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。

土日祝休みで、残業もなく、有給休暇も取りやすい環境になっている。健康診断を年1
回行い、職員の健康管理に努めている。法人内に、ハラスメント窓口を設置し、パワハ
ラ・セクハラ等の問題に取り組む体制がある。しかし、職員が悩みや意向を伝える機会
が少ないため、改善が望まれる。

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。

サービスの質の向上に向けて、研修プロジェクト委員会が組織され、県社協や障害者支
援センター主催の研修に年間計画を立てて参加している。管理者は職員に向けて「やり
たいことはやっていけばいい」と発信し、職員の意識向上に取り組んでいるが、会議の
削減による職員の意見の吸い上げ不足が課題である。

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。

人手不足ではあるが、残業無しの職場環境ができている。しかし、会議の削減による職
員の意見の反映不足等が指摘されており、今後の改善に期待したい。
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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。

ボランティアの受入れに関する基本姿勢等は明文化されていないが、職場体験の受入れ
は近隣の中学校２校から受け入れている。ボランティアの受入れ時には事前説明を行っ
ているが、マニュアル等は整備されていない。今後、基本姿勢や配慮や注意事項等を盛
り込んだマニュアルの整備が望まれる。

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。

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。

地域との関わり方についての基本的な考え方の文書は作成されていないが、中・長期計
画策定委員会において作成し表明する検討をしている。近隣の中学校の文化祭に参加し
たり、地域の自治会の健康体操に一緒に参加する等、地域との関わりを利用者が持てる
ように配慮しており、今年度は昴会祭りを開催した。今後は、地域との関わり方につい
ての基本的な考え方を中・長期計画に反映させ、地域へ公開することで利用者と地域と
の交流の幅を広げる取組に期待したい。

年間の全体研修計画や個別の年間計画が作成されている。新人職員へはOJTを実施し
ているが、マニュアル等が作成されていないため、階層別・職種別・経験別のOJTマ
ニュアルの作成を検討されたい。外部研修への参加は積極的に促している。

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。

実習生の研修・育成についてのマニュアルが整備されている。看護学生の実習の受入れ
を行っており、作業場体験等が行われている。プログラムは看護学校の意見等を聞きな
がら作成している。今後、実習生の受入れに関しての基本姿勢を明示した文書の作成を
検討されたい。また、看護師以外の専門職の実習の受入れに関しても実施を検討された
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)-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。

ウェブサイト等に法人の事業報告・事業計画・決算報告等が公開されている。苦情や相
談については理事会に報告されているが、公表はされていない。今後、苦情や相談に対
してどのように対応したかを公表する取組を検討し、より透明性のある事業運営が望ま
れる。

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。

経理に関しては伺い書を出納係に提出、管理者決済のルールが徹底されている。また、
内部監査は月に1回月末に行われている。利用者に工賃を渡す際にはダブルチェック
（場合によってはトリプルチェック）体制で、間違いがないようにしている。顧問税理
士による指導を受けており、透明性の高い運営に取り組んでいる。

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。
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今年度初めて昴会祭りを開催し、利用者や家族、地域住民等が交流する機会となった。
関係機関からの要請により、生活困窮者の受入れを行っているほか、自立支援協議会の
各部会に参画し、障害者（児）や生活困窮者等の理解を深めるための地域に向けた講演
会や研修会等の実施に協力している。

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。

地域の福祉ニーズは明確には把握されていない。今回の昴会祭り後の民生委員へのアン
ケートから、地域住民に障害者のことを理解していただく良い機会となったことがわ
かった。今後は、地域の福祉ニーズを把握・取り込む活動を定期的に行い、具体的な事
業活動の計画の作成を期待したい。

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。

事業所が関係する行政機関や病院等の連絡先リストが作成され、職員が確認できるよう
に掲示している。自立支援協議会の会議に定期的に参加し、情報交換を行っている。役
所からの依頼で生活困窮者の受入れを行うなど、関係機関との連携した取組が行われて
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。

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

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。

理念に「利用者の幸せ」を明示し、倫理規定の中で自立支援、権利擁護について記載し
ている。利用者のやりたい作業をやってもらったり、お昼のお茶を作りたい利用者に
作ってもらう等、利用者の意向を尊重した支援に努めている。個別支援会議の検討会議
にはできるだけ多くの職員に参加してもらい、利用者の尊重について話し合いがされて
いる。

男性用、女性用と更衣室を用意し外から見えないようカーテンを付けたり、相談室を設
置するなどプライバシーに配慮した設備を整えている。虐待防止に関する研修を年4回
実施するなど、日々プライバシーや権利擁護を意識した支援に努めている様子は窺えた
が、今後はプライバシー保護に関する規程を整備し職員に研修するなど、より理解を図
られたい。

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-(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。

パンフレットは障害福祉課や支援センター、特定相談事業所等に設置し、来客者にも渡
している。パンフレットは写真を多く掲載し、作業内容がわかりやすいよう工夫されて
いる。見学や体験も随時対応している。今後はパンフレットに理念や基本方針を明示
し、法人の思いを伝えられるとなお良い。
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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。

月に1回利用者主体のコスモス会に職員も参加し、利用者の意見や要望を聴く機会を設
けている。また、ご意見箱を設置したり、モニタリング時の個別面談で事業所について
意見を聴いている。レク後のアンケートをもとに、食べることが好きな利用者に人気の
ある飲食店を3つ厳選し外食行事を行ったり、利用者がやりたいことを取り入れるな
ど、利用者の楽しみに繋げているが、職員が利用者満足を把握している実感を感じてい
ないのが課題である。

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。

利用契約書や重要事項説明書やパンフレットを使用して利用者やご家族等に丁寧に説明
している。個別支援契約書は利用者に合わせてルビをふるなど、理解を促す工夫がみら
れる。意思決定が困難な利用者については、利用者それぞれに合わせた説明や配慮を心
がけている。

事業所の変更の際は、変更先に関係機関の方と一緒に訪問し、利用者や障害について配
慮する点や支援での注意点を伝えたり、利用者の情報をまとめた用紙を渡している。継
続性に配慮した対応に努めているが、今後は、引継ぎ文書にてどの程度の情報を伝える
のか明確にし、終了後の関係機関等含む連絡先や相談方法、担当者について口頭だけで
なく、文書でも渡されるとなお良い。

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。

送迎時のシートベルト着用について掲示したり、安全に乗降できるよう踏み台を用意す
るなど安全に努めている。しかし、ヒヤリハットや事故報告の収集が行われていない。
職員の危機管理意識を高めるためにも、ヒヤリハットや事故報告の収集、発生要因の分
析、改善策・再発防止策の検討・実施、実施後の評価・見直しといった一連の流れで実
施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-(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。

苦情解決の体制を整備し、玄関に掲示したり、重要事項説明書で明示し説明している。
また、ご意見苦情箱を設置したり、レク後のアンケートなど苦情を申し出しやすい工夫
をしている。苦情自体はほとんどないが、苦情があれば、申出書・受付書を作成し利用
者と話し合い、サービス管理責任者や管理者、内容によっては第三者委員等で解決を図
り、解決後は利用者やご家族等にフィードバックし同意の捺印をもらい、理事会にも報
告する仕組みが確立している。今後は、苦情内容や結果等について、公表する取組に期
待したい。

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。

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。

重要事項説明書に第三者委員・障害福祉課・運営適正化委員会を明示し、説明してい
る。月1回のコスモス会に職員も参加したり日々の支援の中で声かけをするなど、利用
者がいつでも相談できるよう配慮している。また、ご意見箱を設置したり、プライバ
シーに配慮した相談室を利用するなど、相談しやすい環境を整えている。

相談や意見があれば、終礼時に報告し共有している。また、対応方法についても検討し
ている。日頃の相談はケース記録に記入し、サービス管理責任者が確認している。今後
は対応マニュアルを作成し、相談や意見を受けた際の記録方法、報告の手順等を全職員
に周知し、より組織的かつ迅速に対応できる取組に期待したい。

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-(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。
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利用者へのサービスの実施状況は、ケース記録に記録されている。記録内容の書き方に
ついては客観的に見る、担当者の気持ちは入れない等の指導をしているが、改善の余地
がある。職員間での情報の共有は、終礼時やケース会議、全体会議や個別支援会議を利
用して行われている。

年2回、消防署立ち合いのもと避難訓練や消火器の取扱い、AEDの使い方を訓練してい
る。非常持出袋を準備し作業場に設置されているが、現状保管棚の前に荷物が置かれす
ぐに取り出せないため改善が求められる。

「職員としての心構え～良い職員になるための方法～」に標準的な実施方法を明示して
いるが、内容として十分でないため、今後は、標準的な実施方法を文書化し、作成後の
職員への周知徹底と、手順書通りに実施されているかどうかを確認する仕組み作りに期
待したい。

現在、標準的な実施方法は文書化されていない。作成後は、定期的に見直しを実施する
仕組み作りに期待したい。

サービス管理責任者は、アセスメント結果を個別支援計画に反映させる際に、必要に応
じて関係機関との協議を行い、利用者の意向やニーズを明示し、適切に個別支援計画書
を策定している。個別支援計画書どおりにサービスが提供されているかは、ケース記録
から確認し、モニタリングを6ヶ月に1回実施している。アセスメントをしっかり行う
ためにより具体的な書式に変更したい意向が窺えた。

個別支援計画の見直しは個別支援会議にて6ヶ月に1回行われており、見直しごとに、
利用者やご家族等の同意を得ている。個別支援会議にはできるだけ多くの職員が参加
し、見直しによって変更した支援計画の内容は把握している。

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 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。

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。

電解水での除菌や空気清浄器の設置、インフルエンザの予防接種や消毒液を置くなど感
染症予防は行われているが、まずは、誰もが見ることができるよう事業所内に感染症対
応マニュアルを設置し、定期的に職員に対して感染症予防や発生時の対応について勉強
会を行うなど、利用者の安全確保のため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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個人情報保護規程が整備され、書類の管理等について規定を定めているが、利用者の記
録の保管方法や鍵の管理、パソコンのパスワード設定について課題が見られる。また、
情報開示について重要事項説明書に明記されているが、どこまでの情報を開示するの
か、どのような流れで開示するのかを明確にされるとなお良い。

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。


