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岐阜県福祉サ－ビス第三者評価事業評価結果表 

平成 31 年 4 月 1 日改正 

（平成 31 年 4 月 1 日適用） 

①第三者評価機関名 

NPO 法人ナルク岐阜福祉調査センター 

 

②施設・事業所情報 

名称：岐阜県福祉事業団 岐阜県立はなの木苑 種別：障がい者支援施設 

代表者氏名：小森 真哉 定員（利用人数）：入所  70 名 

   通所 20 名   短期入所 4 名 

所在地：岐阜県土岐市泉町久尻 1512-2                        

TEL：0572-54-3521 ホームページ：https://www.gifu-fukushi.jp/hananoki/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日 昭和 46 年 4 月 1 日 

 経営法人・設置主体（法人名等）： 社会福祉法人 岐阜県福祉事業団 

 職員数 常勤職員：     3５名 非常勤職員  2５名 

 専門職員 （専門職の名称）      

サービス管理責任者   3 名 

生活支援員      ２９名  

看護職員        2 名 

栄養士         1 名  

 

生活支援員   ２１名 

看護職員     2 名 

医師       ２名 

 施設・設備

の概要 

居室        75 室 

食堂         1 室 

浴室        11 室 

相談室        1 室  

医務静養室   2 室 

便所     １１か所 

洗面所     ８か所 

 

③理念・基本方針（※転載） 

●理念  

 障がい者（児）が、安全に安心して利用できる施設経営に心掛けます。 

●基本方針 

 １．利用者の権利を尊重し、一人ひとりが生きがいを持って生活していただけるよう 

   に支援します。 

  （１）個別支援 

  （2）小グループ支援 

  （３）職住分離 
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 ２．岐阜県福祉事業団独自の第三者機関「利用者の豊かな生活を目指す委員会」によ 

   る評価の受審及び毎月の「なんでも相談」の実施により、利用者の権利擁護、虐 

      待防止に努めます。 

  （1）虐待防止の取組み 

  （2）苦情相談及び解決 

  （３）サービス評価による改善の実施 

 ３．東濃圏域における知的を主とした障がい者（児）支援の拠点施設として地域福祉 

   に貢献します。 

  （1）在宅障がい者（児）への地域生活支援 

  （2）自立と社会参加への支援 

  （３）重度・重複障がい者などの受け入れ 

  （4）関係機関・関係施設との連携 

  （５）福祉教育への協力と福祉専門職の養成 

 ４．積極的に地位交流を進めることで、障がい者理解の促進と開かれた施設を目指し 

   ます。 

  （１）施設経営委員会の設置 

  （２）地域交流の推進 

  （３）施設ボランティアの受け入れ 

  （４）生産活動と地域参加 

  （５）情報の収集と提供 

   

 

④施設・事業所の特徴的な取組（※評価機関において記入） 

●立地・環境 

・施設は土岐市北部丘陵地の一角に位置し、自然環境に恵まれている。JR 中央線土岐 

 市駅からも近く、車で 10 分ほどの至近距離にあり、近年、施設の目の前に東海環状 

 自動車道五斗蒔スマート IC も開設され、交通至便な地域である。 

●設備 

・平成 13 年の改修された現在の建物は、居室棟、作業棟、食堂棟、浴室棟、事務室・ 

 会議室等の管理棟、体育館がそれぞれ別棟で構成され、全てバリアフリー施工である。 

・居室棟（2 階建て）は 8 つのユニットで構成され、各ユニットには 10 内外の居室（和 

 室及び洋室）があり、利用者は完全個室で、プライバシーの保護、安定した生活環境 

 が創りだされている。 

・各ユニットには浴室、便所、洗面所、デイルームの設備があり、利用者は個室の他、 

 デイルームでくつろぐことができる。食堂は別棟にあるが、歩行困難など、食堂への 

 移動が難しい利用者は、デイルームで食事をすることも可能である。 

●利用者支援 

・毎週月曜日から金曜日、利用者は 10 時から 11 時 15 分まで各班に分かれて、作業 

 をする。班は「青空班」、「園芸班」、「縫製班」、「虹班」、「太陽班」、「星空班」の 6 グ 
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 ループがある。屋外では花・野菜、シイタケの栽培、花壇の整備などの作業と 

 食堂の清掃、作業棟では陶芸、クッション創り、折箱制作、自由創作、ウォーキング 

 など多彩で、利用者の興味や意向、障がいの特性等に配慮した個別支援計画に沿った 

 取り組みが行われている。 

・ボランティアによる活動が余暇支援として火曜・木曜に計画され、「鳴子踊り」、「煎 

 茶」、「絵画教室」、「押し花教室」、「着付け」などが行われている。土曜・日曜は地域 

 業者によるパンの販売、外部業者による衣類の販売が苑内で行われている。 

・外出は利用者の希望に沿って計画され実行されている。施設内ではできない体験（野 

 球観戦・観劇等）や、街の商店に出かけての日用品の自身の選択による買い物、リス 

 トバスながら号を利用し、車椅子や歩行不安定な利用者の外出も行われている。 

●基本姿勢カードの携帯 

・携帯する名札の裏面には、基本姿勢 4 項目がプリントされ、朝礼時等に全員が唱和し 

 ている。基本姿勢 4 項目は以下の通りである。   

 ①利用者・職員を「さん」付けで呼びます。 

 ②穏やかな声掛けで、指示・命令語は使いません。 

 ③利用者の支援に支障をきたす私語は慎みます。 

 ④利用者の行動の意味を探り、気持ちの安定を図ります。 

  職員間で気づきあいましょう！ 
 

 

⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

令和元年 7 月 4 日（契約日） ～ 

令和元年 12 月 12 日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）     2 回（平成 27 年度） 

 

⑥総評 

◇特に評価の高い点 

●職住が分離され、小グループ支援が行われている。 

・全室個室（洋室・和室）である。ユニットによる小グループ支援である。ユニットに 

 は、便所、浴室、手洗い、ディルームが設置されている。作業所等は別棟であり、職 

 住が分離され、利用者のプライバシーが確保されている。 

●誤薬防止への取組み 

・ヒヤリハットの反省から、服薬マニュアルに従い、看護師 1 週間分の服薬を準備し、 

 各棟の夜勤者がセットし、他の 1 名が確認を行っている。服薬の際には、必ず 2 名 

 の支援者が服薬前に 2 回確認、服薬時に 1 回、服薬後に 1 回と計 4 回の確認が行わ 

 れている。 

●東濃圏域の拠点施設としての支援事業が積極的に行われている。（記載の人数などは 

 昨年度の実績である） 

・日中一時支援（地域生活支援事業） 

 土岐市・瑞浪市・多治見市・可児市・中津川市・御嵩町・恵那市の在宅の障がい者（児） 
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 に対し、日中における活動の場を確保し、障がい者(児)の家族の就労支援及び日常介 

 護している家族の一時的な負担軽減を図っている（延べ利用者数：1,681 人） 

・東濃圏域発達障がい支援センター事業（委託事業） 

 発達障がい児（者）が安心して暮らせる地域の支援の体制の構築を推進するため圏域 

 内の各関係機関（外来専門医・教育・療育・保健等）と連携を図り、途切れのない支 

 援体制づくりに取り組んでいる。（延べ人数 618 人） 

・緊急一時保護事業<DV>（委託事業） 

 ドメスティック・バイオレンスに対し、被害者等緊急一時保護支援事業を実施し、そ 

 の身体の安全を確保し、その後の自立促進を支援する。（延べ 18 人） 

・居宅介護（障害福祉サービス事業） 

 障がい者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃 

 除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行 

 っている。（延べ人員 57 人） 

・行動援護（障害福祉サービス事業） 

 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい等であって常時 

 介護を要する者について、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するた 

 めに必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事などの介護その他の当 

 該障がい者などが行動する際の必要な援助を行っている。（延べ人数 137 人） 

・移動支援（地域生活支援事業） 

 単独では外出困難な障がい者（児）が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や 

 社会参加のための外出する際に、外出に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要 

 となる身の回りの介護を行っている。（延べ人数 145 人） 

・特定相談支援事業 

 障がいのある方が障害福祉サービスを利用する前の、サービス等利用計画案の作成、 

 支給決定時の計画作成及び一定期間ごとのモリタニング実施等の支援を行っている。 

 （モリタニング、計画作成 延べ 462 人） 

・障害者等相談支援事業 

 東濃 5 市（多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市）から委託を受け、圏域の 

 在宅障害者の日常生活及び社会生活の相談支援を実施している。（延べ利用者数 631 

 人） 

・共同生活援助<グループホーム織部>（障害福祉サービス事業） 

 地域で安心して生活を営むことができるよう、世話人を中心に、家事支援や、生活に 

 おいての困りごと等の相談、通所支援を実施している。また、余暇において、ホーム 

 全体の外出の他、利用者のみの個別外出も、各自の希望に沿うよう計画し実施してい 

 る。（在籍者、男子 4 人・女子 4 人） 

・東濃基幹相談支援センター事業（委託事業） 

 令和元年 4 月、他相談事業所との共同運営により、あらゆる障害児者等からの相談 

 に総合的・専門的に応じるワンストップ相談窓口として、関係機関と連携しながら、 

 切れ目のない支援を提供し、特に既存のサービスで等では解決が困難な生活課題を抱 
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 えている者や、福祉により支援に繋がってい者等、複雑かつ困難なケースに対応する 

 事業立ち上げられた。成果が期待される。 

●福祉サービス第三者評価制度への取り組み 

・「利用者の豊かな生活を目指す委員会」（有識者で構成される外部委員会）が毎年開か 

 れ、第三者によるサービス評価を実施し、評価の結果を基に利用者の生活と質の向上 

 に向けた取組みが行われている。また、岐阜県福祉サービス第三者評価制度に基づく 

 第三者評価も５年ごとに受審され、今年度は 3 回目である。福祉サービスの質の向 

 上への取組みは高く評価できる。 

●処理業務における連携・連絡体制（経営会議と各種会議・委員会）が良く機能してい 

 る。 

・各種会議、委員会は「日々の情報共有」「組織間の情報共有」「利用者との情報共有」 

 に区分されている。開催された各種会議、委員会の協議事項・検討事項については、 

 主要な職員の参加により月 1 回開催される「経営会議」において、通常業務の点検、 

 評価、見直しや収支状況等、施設運営に関わる事項、およびリスクマネジメントなど 

 を検討し協議されている。 

・「日々の情報共有」では、「ケース会議（担当者会議・棟会議）」「その他（朝礼・夜勤 

 時の引継ぎ）」の会議がある。 

・「組織間の情報共有」では「支援会議」「各種会議」「各種会議（システム委員会・地 

 域会議・通所会議・虐待防止委員会等）」の会議、委員会がある。 

・「利用者との情報共有」では「自治会会議（全体会議・役員会・食事サービス会議）」 

 がある 

 

 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

 当苑の事業及び運営に対し、過大なる評価をいただき誠にありがとうございます。 

現在、はなの木苑では生活介護 89 人、入所 70 人の方が利用してみえますが、利用者

の高齢化、重度化に対応すべく、スタッフの専門性を高め、利用者の皆様が安心して豊

かな毎日が送れるよう、職員一丸となって取り組んでいるところです。 

また、在宅サービスにおいては、地域の障がいのある方が、できる限り在宅の生活を継

続できるよう、相談事業所との連携を図りながら幅広い在宅サービスを展開していま

す。 

今後も関係機関との連携を密に図りながら、より一層のサービスの向上に努めて参りま

すので、何卒宜しくご指導のほどお願いをいたします。    はなの木苑 苑長 

 

 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

                                     


