
1 

 

（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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・事業所の役割や使命を踏まえた理念があり、明文化されている。理念や基本方針は、年度当初の職 

 員会議で内容の確認を行いながら周知している。利用者向けに事業所内に掲示するとともに、ホー 

 ムページにも内容を掲載している。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・事業経営を取り巻く環境（状況）としては、岐阜市の行政改革の一つとして、施設の民営化が検討 

 されている中で、公設施設として運営されている状態にある。 

・民間への事業継承を目指すにあたり、年間収支、サービス利用者数等の推移、必要な配置人員等の 

 情報の継続的に収集、分析を行っていることで、事業所経営の現状、経営状況を的確に把握し、効 

 率的な業務運営を目指している。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・公設公営であるため、法令、制度に則り予算執行制度に基づいて運営されている。 

・事業所運営の課題として「民営化」、「施設の老朽化」、「利用者の高齢化」、「利用者の確保」等が挙 

 げられ、それぞれ職員が共有し、問題の解決に向けて取り組んでいる。 

・高齢化による老人施設への移行等により、利用者数が減っている現状があり、定員の確保が課題と 

 なっており、全職員が共有している。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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・c 
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良い点／工夫されている点： 

・運営主体の岐阜市は、平成３０年から令和５年度までの６年間を期間とした「第４次岐阜市障害者 

 計画」を策定している。 

・「岐阜市障害者計画」は、計画期間における市の障害者福祉に関する施策方針を示したものであり、 

 「誰もが自立してともに暮らすまちをめざして」という基本理念を継承している。この理念の下、 

 ①障がいのある人が参画するまちづくり、②障がいのある人が自ら望む場所で生活するためのまち 

 づくり、③障がいのある人が働きやすいまちづくり、これら３点を基本目標として定めている。 

・「第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画」は、岐阜市内で必要と見込まれるサー 

 ビス数量目標を設定した計画である。本事業所は、計画策定者が運営する公設施設として計画に高 

 く寄与するサービス体系を構成し継続的な運営をしている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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・c 

良い点／工夫されている点： 

・単年度事業計画は、事業所の課題を挙げながら意思決定支援や虐待防止の取組み等、各項目につい 

 ての取組み内容を示すとともに、利用者向けの行事内容などの実施日等についても計画に挙げてい 

 る。 

・健康管理や防犯・防災に関する事項も、事業計画に沿った事業所運営を通じて、利用者の安全・安 

 心を確保できるように取組み、実施結果を評価できる仕組みとなっている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・事業報告における課題については、事業計画を職員会にて各職員に説明・周知するとともに、改善 

 策等についても具体的な行事計画の確認の中で繰り返し確認しながら進められており、フィードバ 

 ックされる仕組みとなっている。各事業の進捗状況についても、担当者から随時報告されている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・行事計画等については利用者も関心が高く、分かりやすい掲示をしたり、内容の説明をしながら進 

 めている。 

・事業計画全般の内容等については、保護者会にて必要に応じて資料を作成して内容を説明しながら 

 進めている。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・今年度より第三者評価を受審することとし、今後も３年ごとに受審予定である。また、４事業所（第 

 二恵光、第三恵光、ワークス恵光、ケアホーム恵光）合同の処遇検討委員会（岐阜市障がい福祉課、 

 保護者代表、施設管理者、サービス管理責任者、職員代表で構成）を組織し、毎年各事業所の利用 
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 者の処遇について、報告・評価を行い、それを受けて改善点等を検討する機会としている。その他、 

 サービス内容については、適宜職員会でも検討を行い、見直しを行っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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・c 

良い点／工夫されている点： 

・処遇検討委員会での指摘事項については、職員会で改善策を検討しサービス向上を図っている。ま 

 た、今年度受審の第三者評価の結果についても、処遇検討委員会にて報告し、改善策について検討 

 していく予定である。 

・検討の経緯や具体案については、会議録が作成されて、各職員に内容が周知されるようになってい 

 る。改善可能な事項については、迅速に対応し、予算等の計画が必要なものについても、次年度以 

 降の計画に組み込んでサービス向上を図っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・管理者が１年間の事業所運営に係る重点目標を作成・設定することで、その役割・責任について文 

 書化され、職員会議等で明示されている。 

・業所の統括責任者としての位置づけは組織図、事務分掌にも明示され、年度当初の職員会議におい 

 て全職員に周知されている。また、災害等非常事態における役割や責任についても、対応マニュア 

 ルに明示されている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎年８月が岐阜市職員の法令遵守強化月間となっており、強化月に各所属長はコンプライアンスに 

 関する研修を受講し、研修内容をもとに所属課でフィードバック研修を実施している。 

・公務員であることから、利害関係者との適正な関係を保持し、岐阜市当局が実施する職員向けの研 

 修の他、他団体が実施する研修にも参加し、遵守すべき法令等を正しく理解できるように取組んで 

 いる。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・職員会のほか、給食保健委員会や各行事担当会議等の事業所内各会議、処遇検討委員会、恵光４事 

 業所民営化計画策定（推進）PT検討部会等において管理者（所長）を中心として協議・検討が行わ 

 れ、サービスの質の向上に取組んでいる。 



4 

 

・職員会において研修を実施するとともに、各種研修出席者からのフィードバック研修を指示する等、 

 職員の質向上についても積極的に取組んている。 

改善できる点／改善方法： 

 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発

揮している。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・事業所の運営についての課題を協議・検討する事業所内の会議・委員会で、管理者（所長）は中心 

 的役割を果たしている。 

・計画的に職場研修を実施するとともに、業務における悩みや行き詰まっている点を職員会で出し合 

 い、課題を全職員が共有し、改善策についての話し合いに繋げている。また個別の面談を通し、個々 

 の業務の状況や悩みを把握することで、助言や認証を適切に行っており、指導力が発揮されている。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・人事の裁量権は岐阜市にあり、適性のある人材の確保について人事当局へ要望し、人材確保に努め 

 ている。 

改善できる点／改善方法： 

 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・人事基準のうち、採用、異動、昇格、昇給に関する裁量は岐阜市人事課が所管するところであり、 

 事業所としては、採用・異動について、管理者が適性者を市人事当局に要望するにとどまる。 

・昇格、昇給については、市の基準（人事考課制度）によって行われており、管理者が考課者の一人 

 として職員との個別面談等を通じ、職員の人事考課結果にフィードバックする評価をしている。職 

 員の処遇については、岐阜市職員の給与に関する条例等の定めによる。 

改善できる点／改善方法： 

 

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。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・管理者・係長による個別面談により、業務に限らず職員が相談しやすい環境にある。また年次有給 

 休暇についても希望に沿った消化ができており、各職員が休暇取得者の業務を補い合う協力的な働 

 きやすい環境下にある。 

・福利厚生は岐阜市の規定に沿って、適正に運営されている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・岐阜市の人事考課制度により、職員一人ひとりは自己の目標を設定、または組織の目標に沿って業 
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 務にあたっている。 

・目標は、その内容、達成水準並び達成期限を具体的に定め、上半期が経過後に上席者（管理者）に 

 よる中間面談が実施される。中間面談では、上席者と共に目標に対する現在の進捗状況を確認する。 

 上席者は職員ごとに、その進捗状況に応じたアドバイスを行い、上席者のアドバイスを踏まえ職員 

 は目標達成を目指すことになる。 

・上席者は最終的な目標達成状況を職員一人ひとりと個別面談によって確認し、当該年度の職員の人 

 事考課を行う。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・岐阜市の職員育成を所管業務とする部局が企画実施する様々な研修があり、一年を通じて計画的に 

 行われている。 

・施設外研修にも参加する機会があり、出席者は受講内容を職員会で報告することで、情報や知識を 

 共有し、職場全体のスキルアップに繋げている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・職員が教育・研修を受ける機会は多く、岐阜市が実施する様々な研修が一年を通じて行われている。 

・新人研修、中堅職員研修など階層別研修の他、岐阜市職員として必要なシステムや事務取扱等の専 

 門的な研修を受講できる機会がある。 

・事業所外研修についても情報提供されており、計画的に受講できるように進められている。各研修 

 出席者は職員会にて研修不参加者に対するフィードバック研修を行っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・実習生の受け入れに関するマニュアルは整備している。 

改善できる点／改善方法： 

・職場体験を主にした短期的な実習生の受け入れだけはなく、福祉職員の育成に向けての実習生受け 

 入れも取り上げられることを期待したい。 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・岐阜市ホームページにて事業所に関する情報を公開している。苦情対応に関する窓口について、事 

 業計画、契約書並びに重要事項説明書と共に掲示、公表しており誰でも目にすることができる。 

改善できる点／改善方法： 

・今年度、第三者評価を受審しており、情報の公開がさらに前進することを期待したい。。 

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。 

○a ・b・c 
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良い点／工夫されている点： 

・事務の執行、経理、契約については岐阜市条例、規則、内規により適正に実施されている。 

・事業所内における各担当は事務分掌によって定められ、責任の所在は明確となっている。 

・事業所の運営にあたり、事務執行や財務状況については岐阜市の包括外部監査にて監査支援を実施 

 しており指摘事項については改善策を検討、実施し事業所の運営改善を行っている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・利用者と地域の関わりとして、地域交流会（６月）、夏まつり（８月）、恵光祭（11 月）などの行事 

 により、地域住民との交流の機会を定期的に設けている。 

・利用者の通院やカット等の日常的な活動について、活動時間（作業）中も状況やニーズに合わせて 

 実施できるように配慮している。 

改善できる点／改善方法： 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・ボランティアの受け入れについて、マニュアルを整備し、その基本姿勢についても明文化されてい 

 る。 

・学校教育について、中学校 2 校より職場体験学習の受け入れを行うとともに、学校教員の研修（特 

 別支援通級研修）の受け入れを行っている。 

・特別支援学校の生徒の体験学習や保護者への見学会、説明会を開催している。 

改善できる点／改善方法： 

・作業支援のボランティアを以前、定期的に受け入れした実績もあり、今後の受け入れが期待される。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・知的障害者支援協会に加入し、各部会や研修会等で意見交換、情報交換を行っている。 

・事業所の活動についての理解を深めるために広報誌を作成し、保護者、ボランティア団体、自治会 

 などに配布している。また、特別支援学校の生徒の体験学習や保護者への見学会、説明会を開催し 

 ている。 

・相談支援事業所および相談支援専門員とは、常に連絡を取り合い、情報を共有している。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。 a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・「第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画」により、計画期間における岐阜市の障 

 害福祉サービス提供量の目標が定められており、障害福祉サービスとしての地域福祉ニーズは把握 

 している。通所利用者については、必要に応じて日中一時支援や短期入所等のサービスが利用でき 

 るよう第二恵光・第三恵光と連携している。 
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改善できる点／改善方法： 

 

27 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。 

a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・利用者と地域の関わりとして、地域交流会（６月）、夏まつり（８月）、恵光祭（11 月）などの行事 

 により、地域住民との交流機会を定期的に設けている 

・自治会、日赤奉仕団、福祉ボランティアと協同し、事業所内の見学、利用者とのゲームなどの催し 

 を通して直接交流を図られている。 

・中学校２校の職場体験学習の受け入れを行うとともに、学校教員の研修（特別支援通級研修）の受 

 け入れを行っている。特別支援学校の生徒の体験学習や保護者への見学会、説明会を開催している。 

・建物を共有する事業所が、災害発生時における要介護者の避難先としての受入を行っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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について共通の理解を

もつための取組を行っている。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・理念・基本方針、運営規定、職員マニュアルに利用者を尊重する旨を明記している。 

・毎月虐待防止チェックリストにより、全職員が支援のあり方について振り返る機会とし、虐待防止 

 や人権意識を向上させることにより、利用者サービス向上に取組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 

 

29 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。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・利用者との個別面談や相談等の機会においては、プライバシーに配慮し、必要に応じて会議室や多目的室等の 

 空きスペースを利用している。 

・作業は 20 人程で一部屋使用され、職員が作業の指導と各人のプライバシーに留意しての見守りを行っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・特別支援学校や利用希望者、家族等の見学希望は随時受け入れを行っている。見学時には知的障が 

 い者の特性にも配慮し、ルビを振った説明資料を準備する等、分かりやすく説明を行っている。 

・事業所に関する情報提供は、ホームページによる紹介、パンフレット、広報誌を通じて行っている。 

 広報誌は年２回発行しており、自治会、協力店、保育所、小・中学校、公共施設等幅広く配布して 

 いる。 

改善できる点／改善方法： 
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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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・サービスの利用開始にあたっては、重要事項説明書を用いて十分な説明を行い、本人または保護者 

 等の同意を得た上で契約している。サービス内容に変更がある場合には保護者会等において説明し、 

 改めて契約手続を行っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・他事業所へ移行する場合には、アセスメントシートなどの利用者支援の基礎データとなる書類を移 

 行先へ提供している。移行にあたり、利用者や保護者から疑問や不安が発生しないように、事前に 

 見学する機会を設けながら十分に相談や話し合いを重ねている。移行後の様子についても確認しな 

 がら、安定した生活が継続できるように支援している。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・利用者満足度の向上のため、毎年４事業所（第二恵光、第三恵光、ワークス恵光、ケアホーム恵光） 

 の保護者代表、管理者、サービス管理責任者が参加する「処遇検討委員会」が開催されている。 

・利用者に提供される事業所での生活、サービスの全般的なことについて該当の委員会で検討するこ 

 とになる。例えば、「食事」に関することであれば給食保健委員会で検討することになるが、給食保 

 健委員会への利用者が参加したり、保護者会への意見聴取や試食会の実施を通じて意見、要望に沿 

 った改善を図っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・苦情解決に係る体制を確立し、重要事項説明書にも記載しており、契約時に利用者、保護者に案内 

 し周知している。直接、苦情や要望を申し立てることもできるが、利用者または保護者の遠慮や申 

 し立て辛さに配慮し、匿名性を担保して事業所内に鍵付の意見箱を設置し、苦情や要望に限らず、 

 意見や思いを様式関係なく受け付けている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・苦情解決に係る体制を確立し、重要事項説明書にも記載しており、契約時に利用者、保護者に案内 

 し周知している。事業所内にも苦情解決制度についての案内文をルビを振って掲示し、利用者にも 

 分かりやすい周知に取組んでいる。 

・個別面談等の機会には、多目的室や会議室等の空室時を利用して、相談しやすい環境に配慮してい 

 る。 

改善できる点／改善方法： 

・苦情解決制度についての案内文にはルビが付されているものの、読めない利用者や、内容の理解で 
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 きない利用者に対しての、更なる工夫・検討が期待される。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・岐阜市は自治体として市民から要望や提言が寄せられた際の取り扱いについて定めがあり、利用者 

 または保護者から事業所に対する意見（要望、提言）が寄せられた場合、その定めに準じて対応し 

 ている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・利用者の無届外出、病気・怪我、食中毒、感染症、不審者侵入、防災対策などの事案別に緊急対応 

 マニュアル、異常事案個別票が整備されている。また、他市障害者支援施設で発生した殺傷事件を 

 受け、有事に対する備えとして防犯訓練を実施する等の対応策が講じられている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・利用者の無届外出、病気・怪我、食中毒、感染症、不審者侵入、防災対策などの事案別に緊急対応 

 マニュアル、異常事案個別票が整備されている。マニュアルには、疾患別に主だった感染症と感染 

 経路、対策方法、注意事項、予防策等が記載されており、職員はマニュアルに従って対応している。 

・日常的な感染症予防策として、手洗い時のハンドソープ使用やアルコール消毒使用の徹底、トイレ 

 入口前に常時消毒液を浸したマットを敷いて感染症の予防に取り組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・災害に対する利用者の安全確保のため避難訓練を事業計画に必ず盛り込み、非常時対策委員会によ 

 って訓練を実施している。非常時対策委員会は事業継続計画、火災、洪水、防犯の４部により構成 

 されている。 

・非常事態においても継続的な事業運営を行えるよう事業継続計画（BCP 計画）を作成し運用してい 

 る。 

・食料や備品類などの目録は当該計画にリスト化されており、備蓄の所在も明らかになっている。ま 

 た、組織的に災害に対応するため、消防計画、洪水避難計画によって役割、対応方法、避難経路を 

 確定し、マニュアル化されている。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

 

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 ○a ・b・c 
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書化され福祉サービスが提供されている。 

良い点／工夫されている点： 

・標準的な実施方法については、「職員行動基準・支援介助マニュアル」として文書化されており、サ 

 ービス提供の内容についても重要事項説明書の中で明示されている。 

・虐待防止チェックリストを４事業所独自の内容で見直しながら実施しており、具体的な実施方法に 

 ついての確認や共通理解を深めながら対応している。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・標準的な実施方法については、「職員行動基準・支援介助マニュアル」として文書化されており、サ 

 ービス提供の内容についても重要事項説明書の中で明示されている。 

・サービス内容については、毎月実施の職員会で見直し機会があり、個別支援計画等へも反映される 

 仕組みとなっている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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支援計画を適切に策定し

ている。 

a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・定期的にアセスメントを行い、利用者の状況を確認して個別の支援に繋げている。 

・アセスメントを基に作成した個別支援計画書は、利用者・保護者に説明を行い、同意を得てサービ 

 スを提供し、定期的なモニタリングを通じて達成状況や計画通りのサービスが実施されたかを確認 

 している。 

改善できる点／改善方法： 

・自宅から通所する利用者について、相談支援事業所との連携をさらに深め、利用者のニーズをよく 

 理解した個別支援計画の策定や支援内容への反映を期待したい。 

43 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。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎月の職員会において、生産活動評価と合わせて、各利用者の状況や支援内容について、全利用者 

 を対象とした見直し機会を設けており、その内容に基づいてアセスメントの見直しを進めている。 

・個別支援計画の見直しは、当該年度の前期モニタリング時に行い、当初の個別支援計画に沿った支 

 援によって得られた結果、利用者の近況や様子、また利用者に発生した新たな課題を踏まえてモニ 

 タリング報告書を作成している。 

・利用者本人の意思や保護者の意向を確認しながら個別支援計画書の修正についてサービス管理責任 

 者が検討している。個別支援計画書の内容を変更する場合には、説明・同意を得て進めている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・サービス実施の記録は、日誌に記録し、個別記録へも転記することで、情報の整理を行っており、 

 パソコン内で共有する仕組みが整備されている。またケアホーム恵光職員と連携するために、それ 

 ぞれの会議録や日誌等を回覧することで、情報を共有している。虐待防止委員会等、４事業所（第 

 二恵光、第三恵光、ワークス恵光、ケアホーム恵光）合同で実施している会議も持たれている。。 

改善できる点／改善方法： 
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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・c 

良い点／工夫されている点： 

・各記録や利用者に関する個人情報の取り扱い、保存については岐阜市内規に準じている。また、不 

 適切利用や情報漏洩に関する対策として、職員は情報セキュリティー研修を受けている。 

・自己チェック等を通して、記録管理の徹底を行い、個人情報保護に関する規範を理解し遵守してい 

 る。 

・個人情報保護に関しては、重要事項説明書、利用契約書にも定めがあり、利用者及び保護者に十分 

 に説明を行ったうえで利用契約を締結している。 

改善できる点／改善方法： 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙） 
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評価細目の第三者評価結果 

（障害者・児福祉サービス版） 

 

 Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護 
 Ａ-１-（１） 自己決定の尊重 

 第三者評価結果 

Ａ①  Ａ-１-（１）-① 利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行ってい 
             る。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・できるだけ多くの作業内容を準備し、選択して取り組める機会を提供したり、より自分にあった活 
 動ができるように取り組んでいる。 
・理美容や通院等の必要な外出については、希望や予定都合に合わせた実施ができるように配慮して 
 いる。また年１回の事業所外活動では、行き先を利用者に選択してもらう機会を設けて、主体的な 
 活動となるよう進められている。 
・作業中はパーテーション利用等により個別の環境調整を行っている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 Ａ-１-（２） 権利侵害の防止等 

 第三者評価結果 

Ａ②  Ａ-１-（２）-① 利用者の権利侵害の防止等に関する取組が徹底されてい
る。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・利用者の権利侵害について、虐待防止マニュアル、身体拘束防止マニュアルを整備している。また 
 毎月全職員を対象に「虐待防止チェックシート」を活用し、それぞれが支援を振り返る機会を設け 
 ることで、虐待に限らず支援・権利擁護についての意識を高めていけるように取組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 
 

 

 Ａ-２ 生活支援 
 Ａ-２-（１） 支援の基本 

 第三者評価結果 

Ａ③  Ａ-２-（１）-① 利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。 
a・○b・c 

良い点／工夫されている点： 
・食堂掃除等、当番制として利用者が自ら責任を持って担当する機会を設けている。 
・見守りや必要に応じた最低限の支援を通じて、自ら行動できるように働きかけている。 
・高齢化により、老人施設への移行が検討されている利用者については、事前の施設見学や説明、そ 
 れに伴う意思確認を繰り返しながら、安心して移行できるように支援を行っている。 

改善できる点／改善方法： 
・自宅から通所している利用者について、本人や保護者と自律・自立生活について話し合いの場を設 
 け、その結果を職員間で共有することを期待したい。 

Ａ④  Ａ-２-（１）-② 利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段の
確保と必要な支援を行っている。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・言葉のみでのコミュニケーションが難しい利用者には、必要に応じて写真を見せて説明するなど、 
 分かりやすく伝えて意思の確認を行っている。 
・楽しみにしている行事等、できるだけ絵や写真を活用した分かりやすい掲示を行い、楽しみとする 
 気持ちが広がったり、理解を深めたりできるように取組んでいる。 
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改善できる点／改善方法： 
 

Ａ⑤  Ａ-２-（１）-③ 利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に行
っている。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・就労の場であり、実際には辛いことや苦手なことにも取り組むことがあると考えるが、無理強いは 
 しないで、できるだけ多様な作業を取り入れて選択できる機会を提供している。 
・本人の意思を確認しながら、その日の作業内容等を決めており、コミュニケーションの機会や本人 
 の意思を尊重して進めている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ａ⑥  Ａ-２-（１）-④ 個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行って
いる。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・できるだけ多様な作業を取り入れて選択できる機会を提供している。 
・本人の意思を確認しながら、より自分に合った作業内容で活動できるように支援している。 
・一日外出等の楽しみとなる行事は意思決定が支援できる機会となるように工夫して取り組み、分か 
 りやすい情報提供に力を入れている。通院や理髪等、必要な活動については希望や状況に応じて、 
 作業活動中でも外出できるように配慮している。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ａ⑦  Ａ-２-（１）-⑤ 利用者の障害の状況に応じた適切な支援を行っている。 
○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・職員は研修により、専門知識の習得や支援の向上をはかっている。作業活動においては、できるだ 
 け多様な作業を取り入れ選択して取り組める機会や、より自分に合った作業内容で活動ができるよ 
 うに取組んでいる。 
・利用者の状況や作業内容に合わせて、パーテーションを利用して集中して取り組める環境調整をし 
 たり、より効率的に進められるような工夫を含め、支援方法について、常に検討しながら進めてい 
 る。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 Ａ-２-（２） 日常的な生活支援 

 第三者評価結果 

Ａ⑧  Ａ-２-（２）-① 個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行っている
。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・食事においては、低カロリー食を準備している。また、選択メニューや行事食を取り入れて、楽し 
 く食べられるように配慮している。時間を要する利用者は早めに入室してゆったりと自分のペース 
 で食事がとれるように配慮している。昼食後に歯磨き介助を行っている。 
・就労の場となるため、入浴等の機会はないが、汚れたりした場合には着替えを促したり、必要に応 
 じて移動時に体幹を支える支援や排便時の後始末を確認・支援する等、個別の支援を行っている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 Ａ-２-（３） 生活環境 

 第三者評価結果 

Ａ⑨  Ａ-２-（３）-① 利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確保
されている。 a・○b・c 
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良い点／工夫されている点： 
・トイレは清潔が保たれるように、清掃を外部に委託している。 
・面談や、その他必要に応じて、別室や空きスペースを利用して個別の対応を行っている。 

改善できる点／改善方法 
・生活環境向上のために、更なる改善努力を期待したい。 

 
 
 Ａ-２-（４） 機能訓練・生活訓練 

 第三者評価結果 

Ａ⑩  Ａ-２-（４）-① 利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行っ
ている。 

a・○b・c 

良い点／工夫されている点： 
・作業活動においては、できるだけ多様な作業を取り入れ、選択して取り組める機会や、より自分に 
 合った作業内容で活動ができるように取組んでいる。 
・体力維持の取組みとして、昼食前にウォーキングを行っており、運動が必要となる利用者について 
 は、個別に開始時間を早めて長時間取組めるようにしている。食事の際、支援員の見守りのもと、 
 自分で食べやすい大きさにハサミで刻み、必要に応じて介助を行っている。 

改善できる点／改善方法： 
・利用者のどのような機能訓練・生活訓練が行えるか職員会などで検討し、訓練が実施されることを 
 期待したい。   

 
 
 Ａ-２-（５） 健康管理・医療的な支援 

 第三者評価結果 

Ａ⑪  Ａ-２-（５）-① 利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等を
適切に行っている。 a・○b・c 

良い点／工夫されている点： 
・歯科検診や成人健康診査等を計画的に実施し、利用者の健康状態の把握に努めている。 
・利用者の体調変化に留意するとともに、ケアホーム職員や通所利用者保護者と連絡を取り合い、体 
 調変化の確認を行っている。 
・緊急時の対応マニュアルが整備されており、緊急時にはそれに沿って対応している。 

改善できる点／改善方法： 
  

Ａ⑫  Ａ-２-（５）-② 医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提供
されている。 a・○b・c 

良い点／工夫されている点： 
・常に利用者の健康の状況に注意し、保護者やケアホーム職員との連携を図ると共に、体調不調時や 
 緊急時には協力医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行っている。緊急時 
 の対応マニュアルが整備されており、管理者の責任は明記されている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 
 Ａ-２-（６） 社会参加、学習支援 

 第三者評価結果 

Ａ⑬  Ａ-２-（６）-① 利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のための
支援を行っている。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・地域交流会（６月）、夏まつり（８月）、恵光祭（11月）などの行事により、地域住民との交流機 
 会を定期的に設けている。 
・作業の一環として、地域の協力店での資源回収を行っている 
・事業所外活動を希望に沿って実施している。 
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・老人施設等の他事業所への移行が検討される利用者については、事前に説明や見学の機会を設けて 
 理解を深められるように取組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 Ａ-２-（７） 地域生活への移行と地域生活の支援 

 第三者評価結果 

Ａ⑭  Ａ-２-（７）-① 利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地域
生活のための支援を行っている。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・利用者の意思形成や意思表示を支援することを大切に施設外活動等を実施しており、作業賃金を得 
 て、実際に使用することから仕事や生活全般の意欲に繋げることを大切に支援している。 
・高齢化により老人施設への移行が検討される利用者が増えており、説明や見学を通じて不安なく移 
 行ができるように取組んでいる。 
・グループホーム職員と連携し、必要な支援や外出等の活動が順調に行えるように調整している。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 Ａ-２-（８） 家族等との連携・交流と家族支援 

 第三者評価結果 

Ａ⑮  Ａ-２-（８）-① 利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行っている
。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・毎日連絡ノートに様子等を記載して、保護者やグループホーム職員との連携を図っている。 
・作業参観を行い、実際に作業に取り組んでいる様子を見てもらったり、保護者懇談会を実施し、意 
 見交流・相談の機会を設けている。 
・広報誌の発行により、事業所の様子を知ってもらえるように取組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 
 

 

 Ａ-３ 発達支援 
 Ａ-３-（１） 発達支援 

 第三者評価結果 

Ａ⑯  Ａ-３-（１）-① 子どもの障害の状況や発達過程等に応じた発達支援を行
っている。 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： 
 

 

 Ａ-４ 就労支援 
 Ａ-４-（１） 就労支援 

 第三者評価結果 

Ａ⑰  Ａ-４-（１）-① 利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っている
。 a・○b・c 
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良い点／工夫されている点： 
・作業活動においては、できるだけ多様な作業を取り入れ、選択して取り組める機会や、より自分に 
 合った作業内容で活動ができるように取組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 
・昨年度は、利用者が就労A型の事業所へ移行した事例もあるので、個々の能力や意思を確認しなが 
 ら、より適した就労支援が行われることが期待できる。 

Ａ⑱  Ａ-４-（１）-② 利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と配
慮を行っている。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・作業活動においては、できるだけ多様な作業を取り入れ、選択して取り組める機会や、より自分に 
 合った作業内容で活動ができるように取組んでいる。 
・工賃支給規定を定め、工賃を支給している。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ａ⑲  Ａ-４-（１）-③ 職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫を
行っている。 a・○b・c 

良い点／工夫されている点： 
・過去に一般就労を目指して相談支援事業所やハローワークと連携して進めたが、本人の意向から断 
 念した事例があった。本人の意向によりA型事業所に移行した事例もあった。 
・個々の能力や意思を確認しながら、より適した就労支援が行われるように適宜検討している。 
・老人施設へ移行した利用者の移行後の様子についての聴き取りを行ったり、下請け作業の受注先の 
 拡大には継続的に取組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 
・本人の希望や意向を確認し、他事業所等の情報提供を今後も継続して行われることを期待したい。 

 
 Ａ-５ 県独自項目 
 Ａ-５-（１） 職員の援助技術の向上 

 第三者評価結果 

Ａ⑳  Ａ-５-（１）-① 職員のスキルの段階にあわせて計画的に職員の援助技術
の向上に取り組んでいる。 ○a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・各種研修への積極的な参加を通じて、援助技術の向上に取組んでいる。 
・各研修参加者は、職員会にて、研修不参加者に対するフィードバック研修を行っている。 
・虐待防止チェックリストの活用により、互いの支援内容を評価し共有する機会がある。外部委託講 
 師による防犯研修も実施された。 

改善できる点／改善方法： 
 

 

 Ａ-５-（２） ＩＴ技術や知識の修得 

 第三者評価結果 

Ａ㉑  Ａ-５-（２）-① 利用者の社会生活に必要となるＩＴ技術（パソコン、イ
ンターネット、メールの利用等）や知識の修得に向けた支援をしている。 a・b・c 

良い点／工夫されている点： 
             適用外とする 

改善できる点／改善方法： 
 

 

 


