
（別紙） 

評価細目の第三者評価結果 
 

 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 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 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。 a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

理念・基本方針が明文化され、パンフレット等に掲載されている。職員には新人研修で周知している。職員が

常に目にすることができるよう職員室に理念・基本方針を掲示したり、唱和の機会を設ける等周知に努めてい

る。 

改善できる点／改善方法： 

利用者や利用者家族には、契約時に契約書で説明している。今後は、よりわかりやすい資料を作成したり、施

設入口に理念・基本方針を掲示する等、理念・基本方針をより利用者や利用者家族が理解できる取組に期待した

い。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

社会福祉協議会が運営母体であり、社会福祉事業の動向及び地域の各種福祉計画の策定動向や内容を具体的に

把握している。法人が同じ建物内で運営している「総合福祉会館サンライフさかほぎ」を多くの地域住民が利用

しており、地域の福祉ニーズを把握する場となっている。 

改善できる点／改善方法： 

社会福祉事業の動向及び地域の福祉計画の策定動向、地域の福祉ニーズ等の情報をもとに、デイサービスを取

り巻く経営環境や課題の分析を行い、収集した情報と合わせて、職員に周知する取組に期待したい。 

3 Ⅰ-２-（１）-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい

る。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

経営状況や取り組むべき課題について、課長以上の職員が参加する幹部会議において、法人幹部で共有されて

いる。幹部会議で共有した内容を、正職員は書面で回覧し周知を図っている。 

改善できる点／改善方法： 

経営状況や取り組むべき課題を明文化し、幹部及び正職員以外の職員に広く周知したり、職員に意見を聞く機

会や職員同士の検討の場を設ける等、経営課題の解決・改善に向けた具体的な取組に期待したい。 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 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。 

a・b・ⓒ 



良い点／工夫されている点： 

  

改善できる点／改善方法： 

デイサービスの中・長期計画は策定されていない。ビジョンはあるためそれにもとづき、経営課題の解決・改

善に向けた具体的な内容を盛り込んだ中・長期計画の策定に期待したい。 

5 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。 

a・b・ⓒ 

良い点／工夫されている点： 

過去 3年分の利用者の動向等をもとに単年度の予算及び目標を立て、単年度計画を策定している。次年度の計

画策定の際には、当年度の計画の進捗状況等の振返りを行い、次年度の計画に反映させている。 

改善できる点／改善方法： 

単年度事業計画は策定されているが、デイサービスの中・長期計画が策定されていないため、中・長期計画を

踏まえた単年度計画となっていない。今後はデイサービスのビジョンにもとづき、経営課題の解決・改善に向け

た具体的な内容を含む中・長期計画を策定し、中・長期計画を踏まえた単年度計画の策定に期待したい。 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

月 2回のカンファレンスで、書面の配布及び口頭での説明により事業計画の内容を職員に周知し、事業計画の

進捗状況の把握、評価と見直しを行っている。法人全体の事業計画については、「社協だより」を全職員に配布

し周知している。 

改善できる点／改善方法： 

課長と正職員 2名の計 3名で事業計画を策定しているが、今後は、より多くのデイサービス職員が事業計画の

策定に参画し、職員の意見を反映した事業計画の策定に期待したい。 

7 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。 a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

ホームページや社協だより、毎月利用者に配布している「まごころ通信」を通して、事業計画の内容を利用者

と家族へ周知している。「まごころ通信」の内容を見直し、今後の事業計画等に関する記事を増やす等工夫して

いる。 

改善できる点／改善方法： 

「まごころ通信」を発行する際、内容について起案書を作成し、係長・課長補佐・課長・事務局長の承認後発

行している。デイサービスに利用者会・家族会がないことから、まごころ通信を通じて事業計画をより理解でき

る内容の工夫や事務手続きの簡素化が望まれる。 

 

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 

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。 

8 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

月 2回のカンファレンスで、福祉サービスの質を向上するための話し合いを行っている。毎年、職員個人の自

己評価と個人面談を年 2回行っているが、今回初めて第三者評価を受審するにあたり、デイサービスの自己評価

を行った。 

改善できる点／改善方法： 

今後は、PDCAサイクルのうち、特に C・Aの取組として、設定した課題の達成状況を確認し、次年度の目標設

定に反映する取組と、定期的なデイサービスの自己評価の実施に期待したい。 

9 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。 

a・b・ⓒ 



良い点／工夫されている点： 

 

改善できる点／改善方法： 

今回初めて第三者評価を受審するにあたり、デイサービスの自己評価を行った。今までデイサービスの課題に

ついて明文化がされておらず、口頭での説明のみであったため、課題の周知に改善の余地がある。今後は、今回

の第三者評価結果をもとに職員で課題を共有し、職員参画の下、改善策や改善計画を策定と実施に期待したい。 

 

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 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(１) 管理者の責任が明確にされている。 

10 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

管理者はカンファレンスで、経営・管理に関する書面を配布し、口頭で伝えている。職務分掌表は書面がファ

イルされ、職員室に掲示されている。新人研修でも職務分掌について学んでいる。毎年 4月に改訂し、正職員に

配布し周知が図られている。 

改善できる点／改善方法： 

有事及び管理者不在時の権限移譲について、口頭で周知しているが、明文化されていないため、今後は、職務

分掌表等に権限移譲について明記し、周知することが望まれる。 

11 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

管理者はインターネットを利用し、毎日介護に関する法令等の改正の把握に努めている。業界新聞の情報収集

に加え、関係法令及び経営に関する外部研修に参加している。収集した情報を正職員に回覧し、周知を図ってい

る。弁護士を施設に招き、「介護職員のための法律講座」を月 1回、3ヶ月に渡り開催し、具体的なトラブル事例

から、法令遵守の重要性や記録の大切さ等、職員の理解に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

今後は、収集した情報を正職員以外の職員へ周知し、理解を促す取組に期待したい。 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

福祉サービスの質の向上に向け、風通しが良く職員が管理者等に意見が言いやすい職場を目指している。月 2

回のカンファレンスで職員が「やりたいこと」「やってみたいこと」を話し合い、職員の意見の反映に努めてい

る。 

改善できる点／改善方法： 

管理者が、風通しの良い職場を目指し、職員の意見を反映することを重点にしてきたため、より強いリーダー

シップを求める声が職員から挙がっている。福祉サービスの質の向上に向けた管理者の取組を明確に職員に伝

え、指導力を発揮することが望まれる。 

13 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

管理者は人事・労務・財務を踏まえた分析を行い、月 2回のカンファレンスで職員と話し合い、職員が働きや

すい職場環境の整備に具体的に取り組んでいる。「利用者の受入れを断らない」「できないではなくまずやってみ

る」という方針のもと、「より良い施設になるためには、他の施設を見て感じることが大切」として、今年度か

ら職員が他の施設を見学する時間を作っている。 



改善できる点／改善方法： 

今後は、管理者が経営改善や業務の実効性向上のために行っている人事・労務・財務等を踏まえた分析結果

を、職員に周知することが望まれる。 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

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。 

14 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

福祉人材の確保・定着に向け働きやすい環境整備に努め、近隣相場より高い時給を設定しており、現在人員は

充足している。自立支援に注力する方針のもと、有資格者（理学療法士、作業療法士）の採用を計画し、結果、

各 1名採用した。 

改善できる点／改善方法： 

今後は、適正な人員配置の計画及び人材育成計画を含む事業計画を策定し、計画的に実施することに期待した

い。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点：  

理念・方針に基づいた、職員の行動モットーを作成している。人事基準は法人の規程があり、職員の意見や要

望を把握し、人事管理の改善を検討している。 

改善できる点／改善方法：  

今後は、人事規程を職員に周知し、職員参画のもと「期待する職員像」を明文化する等、キャリアパスを踏ま

えた人事評価制度導入に向けた取組に期待したい。 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 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。 

ⓐ・b・c 

良い点／工夫されている点：  

年 2回の個人面談のほか、日常業務の中でも職員が意見や要望を言いやすい職場環境づくりに努めている。希

望に沿ったシフトを作成し、ワークライフバランスに配慮している。職員の健康維持のため、人間ドック・予防

接種を行い、費用は法人負担となっている。職員休憩室を別棟に作り、疲れを癒すため、テレビやマッサージチ

ェア、小上がりの畳スペースを設けている。また、福利厚生提供会社と法人負担で契約する等福利厚生を充実さ

せ、働きやすい職場づくりに取り組んでいる。 

改善できる点／改善方法：  

 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 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。 a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

年 2回（6月・12月）、職員全員の個人面談を実施している。目標管理シートを活用し、職員が目標を設定

し、面談では進捗状況の確認とフィードバックが行われている。また、職員の育成に向け、これまでの研修受講

実績を職員別に一覧表で管理している。 

改善できる点／改善方法： 

個人面談が 1人 10分程度となっているため、今後は面談時間を増やし、面談内容を充実させ、個人目標に対

するフィードバックが次年度の目標設定や研修計画に反映できる取組に期待したい。 

18 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

介護サービス情報公表制度で未実施となっている項目が、デイサービスで必要な研修項目であると考え、未実

施項目を中心に研修計画を策定している。研修ごとに課長・課長補佐・係長で参加者の人選を行い、計画及び実

績を書面にまとめている。 



改善できる点／改善方法： 

今後は、教育・研修に関する基本方針を明文化し、目標達成に向けた事業計画と整合する研修計画の策定が望

まれる。また、計画的に研修参加者を人選していることや研修内容の見直しを行っていることを、職員が理解で

きると良い。 

19 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。 a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

外部研修の年間予定・研修内容を職員室に掲示し、希望する研修に参加できるよう配慮している。研修費用は

法人が負担し、非常勤職員が研修に参加する場合は時給を支払う等して、研修参加を促している。 

改善できる点／改善方法： 

今後は、より非常勤職員へ研修参加を促し、月 2回のカンファレンス等の時間を活用し、施設内研修の充実が

望まれる。 

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。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成

について体制を整備し、積極的な取組をしている。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

看護学校の介護福祉科からの実習や地元町民がヘルパー資格を取得する際の実習を受入れてきた。実習指導

は、訪問介護部門のサービス担当責任者及びデイサービスの係長が担当している。昨年度の実習生が 1名、訪問

介護職員として就職した。 

改善できる点／改善方法： 

実習生の受入れにあたりマニュアルを作成し、今後は実習生が減る見込みのため、実習生を積極的に受入れる

ための具体的な対策が望まれる。 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

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。 

21 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

社会福祉協議会が運営母体であり、法人の理念や基本方針、サービス内容や事業報告等に関する情報が、ホー

ムページ及び「社協だより」を通じて適切に公開されている。毎年地域の自治会長をデイサービスに招いて、理

念・基本方針・サービス内容等の説明も行っている。 

改善できる点／改善方法： 

今後は、事業計画や第三者評価結果、苦情解決体制や苦情の有無、苦情の内容・解決結果等について、ホーム

ページ等で公表するための取組に期待したい。 

22 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。 

ⓐ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

法人で法人監査を受けている。内部監査に加え、町からの委託事業については、町の監査を毎年受けている。

会計士による会計監査があり、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。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 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。 

a・ⓑ・c 



良い点／工夫されている点： 

利用者と地域の交流を広げる取組を、法人の使命としており、「社協だより」を通して、地域へ情報を発信し

ている。法人が運営する総合福祉会館サンライフさかほぎを活用し、来館者と利用者の交流の機会を設けてい

る。毎月、音楽療法や臨床美術、園芸福祉のボランティアと交流する機会を設け、利用者の楽しみとなってい

る。 

改善できる点／改善方法： 

デイサービスが主体となり社会資源や地域の情報等が提供できると良い。 

24 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

各ボランティア団体の定例会等に職員が出席している。法人に在籍しているボランティアコーディネーターと

連携して、行事の際にボランティアを受入れしている。また、近隣の社会福祉協議会と連携しボランティアを受

入れる等積極的にボランティアを受入れる体制がある。 

改善できる点／改善方法： 

「新規ボランティア受入れ文書」はあるが、ボランティア受入れのマニュアルがないため、ボランティア受入

れの基本方針等を記載したボランティア受入れマニュアルの策定が望まれる。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

法人内の地域福祉課を通じて、関係機関・団体と連携を図っている。法人内の他部署（地域福祉課等）との連

携に加え、地域包括支援センターや民生委員等との連携が多く見られる。 

改善できる点／改善方法： 

法人内の地域福祉課との連携に加え、地域の関係機関や団体に関するリスト・資料を作成し、職員室等に常

備・掲示する等、個々の利用者の状況に対応できる社会資源を、職員が理解できる取組に期待したい。 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われて

いる。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

町内の各地域のふれあいサロン（会合）へ参加したり、総合福祉会館サンライフさかほぎ内で行う月曜朝の喫

茶コーナー等を通じて、地域の福祉ニーズの把握に努めている。法人が主催する「福祉フェスティバル」は町民

祭りと共催され、7千人超が来場する恒例行事となっており、法人全体で地域の福祉ニーズ等を把握する良い機

会となっている。 

改善できる点／改善方法： 

法人として、地域の福祉ニーズを把握するための取組が行われているが、今後はデイサービス独自で、地域の

福祉ニーズ等を把握するための取組に期待したい。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が

行われている。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

法人として、食事サービス・福祉用具の貸出を行っている。地域のふれあいサロンで、ボランティアを対象に

介助方法の指導を行っている。施設が地域の福祉避難所となっており、水・食料品・オムツ等を備蓄し、被災時

に備えている。 

改善できる点／改善方法： 

法人として、地域の福祉ニーズに応えるべく様々な取組を実施しているが、今後は、デイサービスとして独自

の取組に期待したい。 

 

 

 

 



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 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

人権擁護や身体拘束排除等に関するマニュアルが作成されている。虐待予防や身体拘束についての外部研修に

参加しており、研修への参加をさらに増やしたいと考えている。 

改善できる点／改善方法： 

マニュアルが作成されているが、今後は定期的に見直しを行い、職員への周知と活用に期待したい。また、人

権や権利擁護に関する施設内研修の充実に期待したい。 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提

供が行われている。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

同性介助を希望する利用者に対しては同性介助を実施し、羞恥心への配慮に努めている。また、利用者のプラ

イバシーに関する相談があれば、フロアから離れた事務室等で対応する等、配慮に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

利用者のその日の体調等の記録用紙を見えるところに置かないよう配慮しているが、さらにカバー等取り付け

る配慮があると良い。また、プライバシー保護に関するマニュアルの作成と職員への周知、活用に期待したい。  

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。 

30 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

利用希望者は、見学のみならず利用者と家族が一緒に無料でデイサービスを体験することができ、デイサービ

スへの理解を深める取組となっている。 

改善できる点／改善方法： 

法人でホームページを作成しているが、デイサービスのホームページ検索が容易にできると、より多くの利用

検討者やその家族に広く周知ができ、なお良い。 

31  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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

要介護・要支援の契約書と重要事項説明書をあえて別々に分け、要介護区分が変わるごとに説明を行ってい

る。個別の福祉サービス内容を変更する場合は、サービス担当者会議で説明している。 

改善できる点／改善方法： 

利用者やその家族がより理解しやすい資料づくりや説明方法の工夫に期待したい。  

32 Ⅲ-１-(２)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福

祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

地域の福祉拠点である総合福祉会館内にデイサービスが設立されており、日頃から地域住民が気軽に来館して

いることから、利用中のみならず利用終了後も相談しやすい環境となっている。 

改善できる点／改善方法： 

デイサービスの変更等があれば、サービス担当者会議で引継ぎを行っているが、今後は、ケアマネージャーと

の情報共有の強化が望まれる。  



Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

利用者との個別面談により、今年度から誕生日会を変更し「夢叶えます企画」を実施している。利用者の楽し

みや満足度向上に繋がる取組となっている。 

改善できる点／改善方法： 

今後は、利用者満足度調査の定期的な実施と、調査結果を分析・検討し、具体的な改善に繋がる取組に期待し

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。 

34 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

苦情解決体制が整備され、責任の所在が明確になっている。 

改善できる点／改善方法： 

施設内に苦情申し立てに関するポスター等の掲示や意見箱を設置する等、利用者や家族が苦情を申し出しやす

い環境整備が望まれる。また、苦情受付に関する規程の定期的な更新と、職員への周知、活用に期待したい。 

35 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

職員が利用者のニーズを聞き取り記入するノートや、日々の気づきを記入する『気づきノート』等を活用し、

日頃から利用者の意見に耳を傾けるよう努めている。 

改善できる点／改善方法： 

職員からの聞き取りだけではなく、利用者が自主的に相談や意見を言いやすい環境整備が望まれる。 

36 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

今年度から利用者の夢をヒアリングし、それをかなえるべく組織的に取り組んでいる。また、その活動を見え

やすい場所に掲示して周知を図っており、利用者一人ひとりの意見や要望を意識した取組が行われている。 

改善できる点／改善方法： 

今後は、利用者からの相談対応やヒアリングに関する手順等を明確にしたマニュアルを作成し、利用者の意見

の積極的な聞き取りに努め、サービスの質の向上に繋げる取組に期待したい。 

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。 

37 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

施設内の事故やヒヤリハットについて、月 2回のカンファレンスで周知し、改善策や再発防止策を検討してい

る。 

改善できる点／改善方法： 

リスクマネジメントに関するマニュアルの作成と更新、事故防止に関する研修等の実施に期待したい。また、

福祉用具の点検や通路等の整理整頓等、日頃から安心・安全を意識した取組が望まれる。 

38 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

県が作成したマニュアルを活用している。感染症予防やおう吐物処理等発生時の対応に関する職員研修を実施

し、利用者や家族には「まごころ通信」を通じて注意喚起を行っており、感染症予防に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

職員の家族が感染症に罹患した場合の出勤等の規程を定められるとなお良い。 



 

39 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

法人で災害用備蓄が行い、地域における福祉避難所として体制を整えている。 

改善できる点／改善方法： 

利用者の安全確保にあたり、施設内の避難経路やデイサービスから一時避難所等への避難経路、非常口をわか

りやすく表記したり、非常持出袋の設置が望まれる。また、避難訓練を年 2回実施しているが、利用者が参加し

ての避難訓練の実施に期待したい。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

40 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

利用者一人ひとりに個人対応マニュアルを作成している。新規利用者分はカンファレンスで職員に配布し、ど

の職員でも適切に対応できるよう努めている。 

改善できる点／改善方法： 

既存利用者の個人対応マニュアルの変更が必要な場合、カンファレンスで周知しているが、書類の修正までは

行っていないため、新規利用者と同様マニュアルの配布が望まれる。また、入浴や排泄、食事や着替え、家族対

応等の様々なサービスの提供場面での手順書の作成と、職員への周知と実践に期待したい。 

41 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

個人対応マニュアルの見直しは、気づきノートから変更につながることが多く、サービス担当者会議やカンフ

ァレンスで話し合いながら行われている。 

改善できる点／改善方法： 

個人対応マニュアルの定期的な見直しの実施と、様々なサービスの提供場面のマニュアルの作成と定期的な見

直しの実施に期待したい。  

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。 

42 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

月 2回の職員カンファレンスや月 1回の看護カンファレンスを実施し、利用者に関する話し合いを行ってい

る。 

改善できる点／改善方法： 

アセスメント手順や通所介護計画作成等に関するマニュアルを作成し、サービス実施計画の作成責任者を明確

にされたい。また、デイサービス独自のアセスメントシートを作成し、デイサービスとして必要な利用者の情報

収集と利用者のニーズに合わせた適切な計画の作成に繋がる取組に期待したい。 

43 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。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

援助内容やサービス実施計画等の変更があった際は、月 2回のカンファレンスで話し合う仕組みとなってい

る。また、サービス担当者会議の報告等は気づきノートを活用し周知されている。 

改善できる点／改善方法： 



サービス実施計画は、3ケ月ごとに評価・見直しをすることになっているため、計画的に評価・見直しができ

るマニュアルや体制づくりが望まれる 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 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、職員間で共有化さている。 

a・ⓑ・c 

良い点／工夫されている点： 

個人カルテや連絡帳、職員の「気づきノート」に記録し、職員の情報共有が行われている。「介護職員の法律

講座」で記録の重要性の勉強会を実施し、記録の書き方の標準化を図っている。 

改善できる点／改善方法： 

記録の電子化への移行期間であり、タブレット端末等の活用による業務の効率化に期待したい。 

45 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。 a・b・ⓒ 

良い点／工夫されている点： 

  

改善できる点／改善方法： 

個人情報が記載された書類は事務所の書棚に保管されているが、事務所の施錠のみならず書棚の施錠管理が望

まれる。また、USBメモリー等の使用に関して規程や罰則を整備し、個人情報保護に関する職員勉強会や研修等

を実施するなど、管理体制の強化が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  （別紙） 

評価細目の第三者評価結果（高齢分野） 

  支援の基本 

特養１－①、通所１－① 第三者評価結果 

利用者一人ひとりに応じた一日の過ごし方ができるよう工夫している。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

利用者の夢を個別に聞き取り、それを叶える『夢叶えます企画』を実施している。ボランティアを活用した音

楽療法や園芸福祉、臨床美術等があり、利用者一人ひとりに応じた過ごし方を意識した取組が行われている。 

改善できる点／改善方法： 

認知症や重度の利用者、自ら発信ができない利用者が、その人らしく過ごすための取組に改善の余地がある。 

訪問１－① 第三者評価結果 

利用者の心身の状況に合わせ、自立した生活が営めるよう支援している。   Ａ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点：非該当 

改善できる点／改善方法：非該当 

特養１－②、通所１－②、訪問１－② 第三者評価結果 

利用者一人ひとりに応じたコミュニケーションを行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

会話が困難な利用者に対しては筆談やジェスチャーを用いる等、コミュニケーションに努めている。 

改善できる点／改善方法： 

利用者とさらに良いコミュニケーションを行うために、接遇についての研修等を行い、サービス品質の向上を

目指すとさらに良い。 

 

  身体介護 

特養２－①、通所２－①、訪問２－① 第三者評価結果 

入浴介助、清拭等を利用者の心身の状況に合わせて行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

入浴の際は看護師による健康チェックを行い、サービスを提供している。同性介助に配慮し、利用者の尊厳に

努めている。スロープ浴（一般入浴）に加え、機械浴（車いす）と寝台浴（ストレッチャー）と3種類の入浴サ

ービスを提供しており、どの利用者にも対応可能な設備を整えている。 

改善できる点／改善方法： 

今回の改装を機に入浴マニュアルを見直し、カーテンや間仕切り等で視覚的に羞恥心に配慮できると良い。ま

た、鏡の設置や体を洗うタオルを長くする等して、利用者の自立を促す取組に期待したい。 

特養２－②、通所２－②、訪問２－② 第三者評価結果 

排せつ介助を利用者の心身の状況に合わせて行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

トイレを増設し、利用者のニーズに合わせた環境整備に努めている。家族からの排せつに関する相談が多く、

対応に努めている。 



改善できる点／改善方法： 

トイレの臭いに関する苦情や、フロアーでのおむつ交換時の臭いに関して課題があり、改善に期待したい。ま

た、排せつチェックは必要な利用者のみ実施しているが、排せつ後、立つと自動で水が流れるトイレのため、何

かしらの改善が望まれる。 

特養２－③、通所２－③、訪問２－③ 第三者評価結果 

移乗、移動を利用者の心身の状況に合わせて行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

デイサービスの備品で4種類の歩行器を設置しており、貸出もしている。利用者の状態に合わせ、付添いなが

ら自力で移動できるよう支援している。 

改善できる点／改善方法： 

通路に施設の備品が置いてあり、手すりを利用した歩行ができにくい様子が見られた。備品の収納について検

討し、整理整頓等の環境整備を行い、利用者の移動の自立に繋がる取組に期待したい。また、利用者の安全確保

のため、福祉用具の定期的な点検の実施が望まれる。 

特養２－④、通所２－④、訪問２－④ 第三者評価結果 

褥瘡の発生予防を行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

看護師を中心に、皮膚トラブルのリスクの高い利用者には入浴時に皮膚観察を行い、褥瘡の早期発見と予防に

努めている。処置道具を施設備品として揃えており、迅速な対応に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

皮膚トラブルの予防や対応のマニュアルを作成し、皮膚トラブルに関する勉強会等を実施するなど、職員がよ

り理解し適切に対応できる取組に期待したい。 

  

食生活 

特養３－①、通所３－①、訪問３－① 第三者評価結果 

食事をおいしく食べられるよう工夫している。   Ⓐ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

フロアーで過ごす利用者から厨房が見えるようになっており、利用者の楽しみとなっている。給食は専任の職

員が調理し、旬の食材を使った食事を提供している。利用者アンケートでは、食事がおいしいとの意見が多く見

られ、実際、完食が多い。今年度は、昼食バイキングを実施し好評を得た。介護用食器や自助具を準備し、利用

者が自力で食べやすいよう配慮している。 

改善できる点／改善方法： 

特養３－②、通所３－②、訪問３－② 第三者評価結果 

食事の提供、食事介助を利用者の心身の状況に合わせて行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

利用者一人ひとりのアレルギーや嗜好、その日の体調に合わせ、食事やおやつを提供している。食事中は職員

全員がマスク・エプロン・三角巾をつけ、衛生面に配慮しながら配膳や介助を行っている。 

改善できる点／改善方法： 

吸引器を設置し誤嚥対応に努めているが、誤嚥対応マニュアルや食事介助マニュアル等を作成・周知し、緊急

時に対応できる体制が望まれる。 



特養３－③、通所３－③、訪問３－③ 第三者評価結果 

利用者の状況に応じた口腔ケアを行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

個人対応マニュアルで、利用者の口腔清掃の自立の程度を把握している。食前の口腔体操、食後の口腔ケアを

毎日実施している。 

改善できる点／改善方法： 

口腔機能維持・向上に向け、口腔ケア計画の作成や、歯科医との連携や助言や支援が受けられる体制があると

良い。 

 

終末期の対応 

特養４－①、訪問４－① 第三者評価結果 

利用者が終末期を迎えた場合の対応の手順を確立している。   Ａ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点：非該当 

改善できる点／改善方法：非該当 

 

  認知症ケア 

特養５－①、通所４－①、訪問５－① 第三者評価結果 

認知症の状態に配慮したケアを行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

認知症介護実践者研修の修了者が6名おり、最新の知識や情報を得るために、今後も受講者を増やす考えがあ

る。カンファレンスで認知症の勉強会や認知症利用者を知る勉強会を行い、認知症への対応力を高めるよう努め

ている。 

改善できる点／改善方法： 

重度の認知症の利用者への個別のプログラム等の検討・実施に期待したい。 

特養５－②、通所４－②、訪問５－② 第三者評価結果 

認知症高齢者が安心・安全に生活できるよう、環境の整備を行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

認知症の利用者が落ち着いて過ごすことができるように、共有スペースに個別のテーブル席を設けたり、なじ

みの物を置くなど配慮している。 

改善できる点／改善方法： 

トイレや浴室、事務所等、デイサービス内の案内表記をわかりやすくするとなお良い。また、共有スペース内

外で落ち着けるスペース（個室等）が望まれる。 

 

機能訓練、介護予防 

特養６－①、通所５－①、訪問６－① 第三者評価結果 

利用者の心身の状況に合わせ機能訓練や介護予防活動を行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

理学療法士や作業療法士、看護師により、専門的な機能訓練プログラムが作成され、専門的な訓練や評価・見



直しが実施されている。法人内の訪問介護事業所のヘルパーと連携して、やる気を引き出し、モチベーションア

ップに繋げている。 

改善できる点／改善方法： 

総合福祉会館の設備を活用して訓練できることはメリットであるが、利用者が好きな時間に訓練できる等の工

夫があるとなお良い。 

 

健康管理、衛生管理 

特養７－①、通所６－①、訪問７－① 第三者評価結果 

日常の健康管理が適切に行われている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

毎朝、看護師による健康チェックを行い、異常があれば家族や関係者に連絡する体制となっている。家で気に

なることは送迎時や連絡帳で確認している。利用者には、麦茶や緑茶のほか、白湯やスポーツドリンク等を用意

し、積極的な水分補給を促している。 

改善できる点／改善方法： 

中重度者ケア体制加算を取得していることから、健康に対しての計画や目標を利用者にわかりやすい内容で設

定し実施されるとなおよい。 

特養７－②、通所６－②、訪問７－② 第三者評価結果 

必要な時には、迅速かつ適切な医療が受けられる体制が整備されている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

利用者に異変を感じた時には、看護師や相談員に報告し、何かあれば迅速に家族等の関係者やかかりつけ医に

連絡が取れる体制がある。 

改善できる点／改善方法： 

緊急時対応マニュアルの整備と、職員が常に目にすることができる場所への設置が望まれる。また、緊急時に

対応できる協力医療機関を定め、利用者がより安心して利用できる体制が望まれる。 

特養７－③、通所６－③、訪問７－③ 第三者評価結果 

感染症や食中毒の発生予防を行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

インフルエンザ等の流行期には「まごころ通信」を通じて、利用者や家族へ注意喚起や予防についての周知が

行われている。感染症予防やおう吐物処理等発生時の対応に関する職員研修を実施し、日頃から手洗いやうがい

等心がけている。 

改善できる点／改善方法： 

重要事項説明書等に感染症での利用停止期間等の明記があるとなお良い。また、職員や職員の家族が感染症に

罹患した場合の規程等の作成と周知が望まれる。 

 

建物・設備 

特養８－①、通所７－① 第三者評価結果 

施設の建物・設備について、利用者の快適性に配慮している。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

トイレや手すり、車いすや歩行器等、利用者が手を触れるものは毎日消毒を行い、清潔保持に努めている。季



節ごとに壁の装飾を替えたり、家で咲いた花を飾ったり、赤ちゃんの人形を置くなど、なじみの物を置き、落ち

着いて過ごすことができるよう配慮している。 

改善できる点／改善方法： 

使用しない備品をフロアーやホールの隅に集めてあるため、収納を工夫し、利用者が安全で快適に過ごすこと

ができる環境整備が望まれる。 

 

家族との連携 

特養９－①、通所８－①、訪問８－① 第三者評価結果 

利用者の家族との連携を適切に行っている。   Ａ・Ⓑ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 

生活相談員や理学療法士・作業療法士等の専門職がサービス担当者会議で自宅を訪問し、利用者や家族から意

見や要望を聞き取ったり、情報共有に努めている。日頃は、送迎時のコミュニケーションや連絡帳を活用して家

族との連携に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

家族とは、送迎時や連絡帳を活用して連携を図っているが、介護に不安や負担を感じる家族に対し、助言や介

護技術研修等を実施したり、必要とする地域の社会資源やサービス等の情報提供が行われるとなお良い。 

 

サービス提供体制 

訪問９－① 第三者評価結果 

安定的で継続的なサービス提供体制を整えている。   Ａ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点：非該当 

改善できる点／改善方法：非該当 

 

 

 


