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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。

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〉昨年11月から法人が新体制になり、理念をこれまでの「ノーマリゼー
ション共和国」から「生きがい：充実人生のサポート、働きがい：学び 成長 誇り、
頼りがい：地域に必要な存在」に変更した。この法人理念の他にケアワーカー部門の理
念が策定されている。両理念とも施設内に掲示されているが、周知には至っておらず、
職員や利用者・家族への周知が今後の課題となっている。

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。

〈コメント〉法人で事業経営を取り巻く環境や経営状況の把握・分析がされている。管
理者は施設の稼働率等の経営状況を確認・把握している。近隣地区にショートステイ施
設が多数あり、サ高住など入居型の施設が増えていることから、利用者の獲得が年々難
しくなってきていることを把握している。

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〉法人や管理者は、福祉サービスの内容や組織体制、設備整備や職員体制、
人材育成や財務状況を分析・把握している。特に人材育成とケアの質が課題と認識し
て、解決のためにユニットリーダー研修等への参加を促しているが、今後は、課題解決
に向けて実行可能な取組を検討されたい。

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〉中・長期計画は現在策定されていないが、来年度からの運用に向け策定し
ている最中である。施設が中・長期に取り組む課題を、医療依存度の高い利用者を受入
れる体制づくりと認識しており、その内容を盛り込んだ中・長期計画の策定に期待した
い。
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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〉今年度までは、前年度の事業報告を踏まえた単年度計画が策定されてい
る。今後、法人が現在策定している来年度からの中・長期計画にもとづき、施設独自の
単年度計画を策定されることに期待したい。

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。

〈コメント〉単年度計画は職員の意見を集約し、管理者が作成している。ミーティング
時にも単年度計画について話をしているが、職員は事業計画に対してあまり関心が無
く、事業計画に対する職員の意識改革が課題と捉えている。事業計画策定に職員が参画
し、自身も運営に関わっていることを自覚できるような取組に期待したい。

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。

〈コメント〉事業計画は玄関にファイリングされ、いつでも誰もが見ることができるよ
うになっているが、家族が見ることはほぼ無く、周知されているとは言い難い。今後、
周知方法として、家族会の開催や郵送で送る等の方策を検討されたい。

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。

〈コメント〉サービスの質の向上を意識して取り組んでいるが、現状の課題の把握に留
まり、改善までには至っていない。各委員会を立ち上げたが機能していないため、機能
するための工夫が必要と認識している。業務の振り返りや、気づきを得ることを目的に
今回第三者評価を受審したが、この受審をきっかけにPDCAサイクルにもとづく改善に
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。

〈コメント〉現在、業務の課題を抽出する段階であり、提供している福祉サービス内容
の評価まで至っていない。サービス内容の質の向上・改善に向けての気づきを得るため
第三者評価を受審したが、今回の第三者評価や自己評価から課題を明確にし、改善策を
検討し、改善計画の作成、実行というPDCAサイクルにもとづく改善に向けた取組に期
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。

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〉施設の運営規程に管理者の責任と役割を明記しているが、職務分掌表で管
理者の責任と役割が明示・周知されてはいない。職務分掌表の作成と職員会議等で管理
者の役割や責任を周知することが望まれる。また、管理者が不在時は生活相談員が担当
しているが、有事や不在時の連絡体制や責任の所在について、フローチャート等で明確
にし、周知されることに期待したい。
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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〉管理者は法人と連携して関係法令の理解に努めている。身体拘束廃止、虐
待防止、権利擁護に関して法人の合同研修に参加し、職員に対して伝達研修を行ってい
るが、今後は、出席できない職員への周知方法を工夫し、職員の理解が促されることに
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-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〉管理者はサービスの質の向上のため各委員会を組織した。勤務体制等の問
題により、現状、機能しているとは言えないが、これまで委員会組織が無かった体制に
比べれば、一歩前進していることから、今後は、委員会の機能化に期待したい。

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〉管理者は法人と連携し、人事・労務の課題分析と業務の改善に努めている
が、職員の確保・育成は難航している。有給休暇が取得しにくく、残業が発生する職場
環境のため、働きやすい職場環境作りとして、業務の仕分けを行うことで効率的に仕事
ができるよう取組を始めており、今後に期待したい。

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。

〈コメント〉法人の事業計画の中に人材確保の方針が明記されている。随時募集広告を
出しているが、結果が芳しくないため、職員からの紹介制度を活用し、人材を確保する
ように努めている。定着に向けた取組として、適材適所への異動を行っている。今後、
施設の人材確保・定着の方針を明確にし、事業計画に盛り込み、計画的な取組に期待し
たい。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

〈コメント〉法人の「期待する職員像」は現在作成中である。人事基準等は就業規則・
給与規程に明記され、誰もが閲覧できるようになっているが、人事基準の一部は作成中
である。職員の評価は勤務形態によって異なるが、賞与で調整する仕組みとなってい
る。今後、目標シートや個人面談の導入を検討しており、公平かつ総合的な人事管理体
制に期待したい。

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。

〈コメント〉職員の有給休暇取得状況や残業時間の状況は法人と共有し、改善に努めて
いるが、現状は有給休暇は取りにくく、残業もやむを得ず発生している。業務の仕分け
を行うことで効率的に仕事ができるよう働きやすい職場づくりの取組を始めている。健
康診断は年2回行い、職員の健康管理が行われている。今後は、個人面談で職員の意向
や希望を把握する取組が望まれる。

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。

〈コメント〉「期待する職員像」は現在作成中であり、それを基にした職員の目標管理
は行われていない。今後は、目標シートによる職員の目標設定・管理、個別面談の実施
により、職員一人ひとりの育成が行われることに期待したい。
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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〉「期待する職員像」は現在作成中であり、それに基づいた年間の研修計
画、個別の研修計画は作成されていない。ユニットケアリーダー研修や認知症ケア研修
等に随時参加している。今後は、教育・研修に関する方針や研修計画を作成し、計画的
に教育・研修が実施されることに期待したい。

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。

〈コメント〉職員の資格取得状況を把握している。職員の職種や到達レベル等を勘案
し、研修にはできるだけ平等に参加できるよう配慮している。新任職員は、法人で接遇
研修などの導入研修を受けた後各部署に配属され、OJTが行われている。OJTは習熟
度に配慮した仕組みが作られつつあり、一部導入され始めているが、機能化は今後の課
題である。

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方針は明記されていない。受入れマニュアル
は法人作成のものを使用し実施しているが、施設独自のマニュアルは作成されていな
い。看護学生・ソーシャルワーカーの実習生の受入れの際は、研修内容を学校と相談の
上、実習生の目的・特性に応じて決めている。今後は、実習指導者への研修の実施が望
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にサービスの内容、事業報告・事業計画・決算状況等
が掲載されているが、今年度法人の体制を大きく変更したことから、見直す予定があ
る。法人・施設への苦情・相談内容は、施設内・運営推進会議で共有するにとどまり、
地域への公表は行われていない。今後、プライバシーに配慮して、苦情内容や対応策の
公表を検討されたい。

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〉施設での事務、経理、取引等に関するルールが定められており、経理担当
職員や管理者には周知されているが、物品購入の際の申請の流れをフローチャート化
し、職員誰もが理解できる取組に期待したい。

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〉掲示板等を利用して地域の社会資源である四日市市介護相談員の訪問日等
を告知している。近隣の在宅介護支援センターやデイサービスセンターを窓口としてボ
ランティアの受入れを行い、地域交流の場としている。月1回認知症カフェを行い、地
域との関わりを持つようにしている。理念に「頼りがい：地域に必要な存在」と明記さ
れているため、地域との関わり方の基本方針や計画の明文化に期待したい。
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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〉法人の新人研修で、職務心得マニュアルを活用し利用者の尊重について理
解を促しているほか、朝礼・夕礼で管理者が意識づけを行い、昨年は理念の変更時に改
めて職員に伝達した。事務所やロッカーなど職員が目にする場所に、「介護に携わる私
たちにひとこと」を掲示し意識を高めるための工夫がなされている。しかし、職員に伝
わりきっておらず、尊重する意識の継続が課題であり、改善が望まれる。

〈コメント〉プライバシー保護や虐待防止等のマニュアルが整備され、新人研修で周知
している。しかし、入浴や排泄等の介護場面でマニュアルどおり実践できているかの把
握や、利用者情報の管理に改善の余地がある。また、マニュアルの見直しを法人全体で
行っており今後も定期的に実施されることに期待したい。

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。

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〉認知症カフェを毎月開催し、毎回12～14名程度の地域住民が参加してい
る。地区社協に出向いて「防災時の介護方法」の出前講座を引き受けたり、地域の夏ま
つりに職員がボランティアとして参加している。災害時の二次避難所として指定されて
おり、飲料や食料の備蓄が行われている。

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。

〈コメント〉2ヶ月に1回運営推進会議を開催し、民生委員等から地域の高齢者の状況
を把握するとともに、独居高齢者や認知症高齢者の対応方法などの相談を受けている。
法人で小山田温泉祭りの開催や地域交流ホームの運営を行っており、職員が参加してい
る。今後は、把握した地域の福祉ニーズにもとづく具体的な活動を、事業計画等で明確
にし、計画的に実施されることに期待したい。

〈コメント〉ボランティアは、生活援助よりも楽器の演奏や歌の披露などが多い。ま
た、中高生の職場体験の受入れを行い、学校と打ち合わせ受入れを行っている。今後
は、ボランティア受入れに関する基本方針の明文化と受入れマニュアルの整備が望まれ
る。

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〉関係機関の連絡先等の資料はファイリングされ、職員誰もが見ることがで
きるようになっている。行政機関や在宅介護支援センター、病院等の連携は必要な時に
行われている。2ヶ月に1回運営推進会議を行い、行政・地区社協・民生委員等との連
携が図られている。虐待案件があった場合、各関係機関と連携し対応している。今後
は、職員に関係機関との連携内容等についての周知が望まれる。

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。
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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-(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-(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〉ウェブサイトやパンフレットで情報発信し、見学者にはパンフレットと料
金表でサービスや施設の説明を行っている。また、昨年よりショートステイの空き情報
を居宅ケアマネや医療機関へFAXや電話で知らせている。現在、法人でウェブサイト
の見直しを予定しており、さらなる詳細な情報提供に期待したい。また、空き情報は必
要時のみならず常時提供するなど、運営を安定させる取組に期待したい。

〈コメント〉玄関に意見箱とご意見カードを設置しているが、意見はほとんどない状況
である。市の相談事業を掲示し、毎月1回訪問相談がある。利用契約時に利用者や家族
にいつでも相談できる旨を説明している。今後は、複数の方法により自由に相談相手を
選べることの明文化と相談しやすい雰囲気づくりや姿勢が望まれる。

〈コメント〉ショートステイ利用者からの意見が多く、相談受付者は内容に応じて他職
種に連絡し迅速な対応に努めている。意見については、朝礼や夕礼で情報共有し、改善
策の協議を行い記録している。しかし、利用者や家族に意見や対応内容等の公表はして
いない。受付後の経過や結果を最後まで共有できる仕組みづくりに期待したい。

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-(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〉日頃の介護場面で利用者の表情や仕草から意向の把握に努め、意思疎通が
できる利用者は、ケアプランのモニタリング時に確認している。家族に対しては、面談
できる家族に意向を聞く程度となっており、今回の第三者評価で家族アンケートを初め
て実施した。今後も利用者満足を組織的に調査・把握し、サービスの質の向上に結び付
ける取組に期待したい。

〈コメント〉苦情解決体制や解決手順マニュアルは整備されており、施設内に掲示され
ている。利用者や家族へは、重要事項説明書で苦情窓口や対応について説明している。
苦情は管理者へ集約し、その日の朝礼や夕礼で情報共有し、対応策を検討し迅速な対応
に努めている。内容に応じて職員ミーティングで協議後、管理者が法人へ報告し、第三
者委員が必要な場合は、申出書、受付書、解決経過に記入する体制が整えられている。
今後は、苦情内容及び解決結果等の公表が望まれる。

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)-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。変更の際は、面会の機会に説明をしているが、面会する
家族が固定化し少数であるため、それ以外の家族へは書類の郵送のみとなっている。電
話連絡等、直接説明する方法を検討されたい。

〈コメント〉福祉施設や事業所の変更、家庭への移行はほとんどない。年に数件、入院
退去した利用者が医療機関を退院する際、ベッドの空き状況に応じて、法人内の関係機
関と連携して法人内の施設で受け入れられるよう配慮している。他機関と連携する機会
は殆どないが、必要な場合は、法人内の連携と同様、継続性に配慮した対応をしてい
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。
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〈コメント〉防火管理者や居室ごとの火元責任者を定め、避難訓練を定期的に実施して
いる。非常時の備蓄を3日分準備し、法人の栄養部が賞味期限等の管理を行っている。
今後は、火災以外の非常時の対応体制の整備が望まれる。また、日頃から厨房の火元確
認を行っていることを見える化する工夫に期待したい。

〈コメント〉介護サービスは、職務心得マニュアルに沿いOJTを実施し指導してい
る。入浴や排泄などの介護場面で、マニュアルどおり実践できているかの把握が不十分
である。法人でマニュアルを見直しし、4月から運用予定であることから、職員への周
知徹底と、マニュアルにもとづいて実践されているかを把握する仕組みづくりに期待し
たい。

〈コメント〉現在、法人でマニュアルの見直しが進められており、4月から運用予定で
ある。今後は、施設内のサービス向上委員会によるマニュアルの検証・見直しの定期的
な実施、見直し後の職員への周知に期待したい。

〈コメント〉生活相談員がアセスメントを実施し、ケアプランを作成している。しか
し、担当者会議に出席できる職員に限りがあり、利用者情報の取得が十分でないケース
がある。担当者会議に出席できない場合の利用者の情報収集や情報提供の方法に課題が
あり、改善が望まれる。

〈コメント〉ケアプランは、定期的に評価・見直しを行っているが、見直しに際し、担
当者会議の参加者が少ないため、利用者の意向やニーズの把握、反映が課題となってい
る。また、職員が個別ケアを把握しサービスを提供しているが、職員間にばらつきがあ
り、改善に期待したい。

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。

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が整備され、看護師でもある管理者が指示し対応後
感染報告書に記録している。感染症への意識を高めるため、朝礼で繰り返し説明してい
る。厨房の衛生管理は、法人の栄養部と業者点検を実施している。しかし、職員の経験
や知識の差や、寝たきりの利用者の環境整備が課題であり、今後の取組に期待したい。

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。

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的な福祉サービ
ス実施計画を適切に策定している。

〈コメント〉事故発生時マニュアルは整備され、看護師でもある管理者が指示し対応後
事故報告書に記録している。運営推進会議や法人に報告している。法人でヒヤリハット
の書式を変更したばかりであり、活用はこれからの段階である。今後は、介護事故防止
委員会活動の充実と事故発生時マニュアルの定期的な見直しに期待したい。

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。
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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〉サービス実施計画にもとづくサービス実施記録が記録され、個別ファイル
を確認し把握できるようにしているが、個別ファイルの確認や申し送り簿の確認にばら
つきが見られる。また、業務上必要な記録だけでなく、利用者一人ひとりの日頃の様子
が窺えるような経過記録の作成が課題であり、今後の取組に期待したい。

〈コメント〉利用者に関する記録は、法人の規定に従い書類物やデータ管理が行われて
いる。しかし、利用者のファイル等の取扱いや整理整頓が課題である。各委員会を通じ
て個人情報保護に関する意識を高めたいと考えており、今後に期待したい。

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。


