
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： 

・「安心、安全な暮らし」「サービスの透明化・明確化」「利用者の意志の尊重」「支援の質の向上」と 

 いう４つの理念を掲げ、８の基本方針を定めている。 

・理念、基本方針は職員が常時携行している「第二恵光職員マニュアル」の冒頭に掲げており、職員 

 会議等で周知している。  

・第二恵光玄関口の掲示スペースに事業計画、契約書並びに重要事項説明書と共に理念、基本方針を 

 掲示しており、利用者及び保護者のほか、訪問者、職員、誰でも目にする事ができる。 

・利用者へは事業所が発行しているパンフレット、保護者へは保護者会を通じて周知を行っている。 

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、岐阜市の行財政改革の一つとして施設民営化が検討さ 

 れている中で公設施設として運営されている状態である。 

・民間への事業継承を目指すにあたり、第二恵光の年間収支、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： 

・事業所運営の課題としては「民営化」、「施設の老朽化」、「高齢利用者に対応した支援の提供」があ 

 る。 

・事業所の施設機能の改善、補修については、公設公営であることから、民間事業所と比較して弾力 

 的な契約行為、予算執行が難しいという面があるが、法令、制度にのっとった予算執行制度で運営 

 していることから、空調設備・貯水槽の補修のような施設の維持管理上必要な経費、利用者居室の 

 低床化、バリアフリー化など設備投資、補修に対しては計画的に優先順位をつけ施設が抱える問題 

 の解決を図っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 
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 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 

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、事業計画の概要のほか、各細目として、①給食に関すること、②保健に関する 

 こと、③啓発・地域交流に関すること、④実習生受け入れに関すること、⑤広報に関すること、⑥ 

 サービス・職員資質向上に関すること、⑦防災・防犯に関すること、⑧民営化に関すること、⑨利 

 用者支援（生活介護・施設入所支援・短期入所・日中一時支援）に関することにより構成している。 

・各項目において、実施内容、実施予定日、実施回数等の細かい計画を立て、実施にあたっての方針 

 を打ち出している。また、利用者向けの行事内容などの実施日も予め計画において決定しており、 

 一年間の事業所での生活を把握できる計画となっている。 

・検査や点検に関する事項には、数値目標を設定することで事業計画に沿った事業所運営を通じて、 

 利用者の安全・安心を確保できるとともに、実施結果を評価する有益な材料ともなっている。 

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： 

・各担当者からの問題提起、前年度事業報告から見られた問題点等は、日頃から各棟、各班において 

 直接利用者支援にあたっている職員により構成され、利用者支援の観点から問題点に対する改善を 

 検討する職員会と、事業所の運営に関し重要な事項を検討・決定する位置づけにある運営委員会で 

 検討、決定され事業計画は策定されている。 

・策定された実施計画等は資料化され各職員に職員会議において説明、周知されることでフィードバ 

 ックされる。また、事業の進捗状況についても各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： 

・第二恵光に入所されている利用者はほとんどが重度の知的障がいであるため、事業計画の内容を理 

 解、把握することは極めて困難であるが、利用者の関心が高い催事などについては、日中の活動に 

 おいて口頭で説明をしたり印刷物、掲示物によって周知している。また、保護者の関心が高い案件 

 に対しては、保護者会を通じ資料を基に説明、周知を図っている。 

改善できる点／改善方法： 
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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： 

・外部からの客観的かつ正当な評価を受け、支援、サービスの水準を向上させるために、三年毎に第 

 三者評価を受審している。 

・４事業所（第二、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 

 事業所の利用者の処遇について報告・評価を行い、それ以降についての検討を行っている。その他、 

 サービス内容の改善点について、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： 

・第三者評価や処遇検討委員会から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、第三者評価の結果については、処遇検討委員会、職員会に報告をし、改善策に 

 ついて検討を行っている。 

・これらの報告に基づく検討にかかる経緯や具体的案については文書による記録化がされ会議録とし 

 ては後日、各職員が目を通すことができるようになっている。改善可能な事項については迅速に実 

 行に移し、予算、時間等の制約がかかる案件は計画化し、次年度以降の計画に組み込み実行するこ 

 と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らかになっている。 

・事業所の総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、年度当初の全体会議にお 

 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 
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良い点／工夫されている点： 

・毎年８月は岐阜市職員の法令遵守強化月間となっている。強化月には、各所属長はコンプライアン 

 スに関する研修を受講している。 

・所属長は研修で学んだことを所属内にフィードバックさせる役割を担っている。公務員であるとい 

 う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 

 体が実施する研修や勉強会にも参加している。 

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： 

・事業所内の会議・委員会として、「職員会議、合同運営委員会、運営委員会、生活介護部会、施設入 

 所支援部会、給食保健委員会、虐待防止委員会」の 7 つを設置している。 

・事業所外の会議・委員会としては、「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、支援主任者会」等がある。 

・管理者（所長）を中心として各係長、各班、各棟の代表者が定期的に参画し、運営の各事項につい 

 て協議、検討している。 

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： 

・管理者は事業所の運営について発生した問題点に対する対応を協議、検討する事業所内の会議・委 

 員会において、中心的役割を果たしている。 

・人員配置数については岐阜市行政部人事課に権限があるため、事業所の権限で職員の増員はできな 

 いが、より手厚い人員配置の必要性について、管理者が岐阜市人事当局と折衝した結果、臨時職員 

 複数名の増員が可能となった。 

・昨年冬のインフルエンザシーズンには、過去に事業所内で流行った胃腸カゼと同じ轍を踏まぬよう、 

 入念に対応した。事業所内の衛生管理に使用するトイレ前の消毒用マットの確保のため、利用者保 

 護者会へ依頼したところ、保護者からも沢山の協力があった。 

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： 

・利用者の重度化、高齢化が進行しており、医療、介護での支援の強化がより必要になってきている。 

 そのため、障がい者支援の適性がある人材として介護福祉士及び看護師（保健師）の配置を岐阜市 

 人事当局へ強く要望し、利用者の安全、安心に配慮した人員配置となるよう努めている。 

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への要望するにとどまる。 
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・昇格、昇給については市の基準による「人事考課制度」によって行なわれており、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。 

・事業所として処遇改善の必要性の評価、分析はしていないが、職員の処遇（待遇）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っている。 

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： 

・勤務はローテーションに沿って実施している。事業所のイベントや職員会議など業務の都合上、勤 

 務日の振替がされる場合を除き、年次有給休暇は概ね消化されている。 

・今年度ローテーション勤務であった男性職員が育児休暇を取得した。組織を挙げて休暇取得職員の 

 業務を補い合うことができる働きやすい職場づくりに取り組んでいる。 

・管理者または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。 

・福利厚生は、岐阜市の規定沿って適正に運用されている。その他、岐阜市職員厚生課に所属する保 

 健師や産業医によるメンタルヘルス・健康相談、人事課にはハラスメントに対する通報相談窓口も 

 ある。 

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 

 務にあたっている。 

・目標は、その内容、達成水準並びに達成期限を具体的に定め、上半期経過後に上席者（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して 

 いる。上席者は職員ごとにその進捗状況に応じてアドバイス行い、上席者のアドバイスを踏まえ職 

 員は目標達成を目指している。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がなされる。 

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： 

・事業所職員は、主に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を受講する 

 ことができる。研修は一年を通じて行われている。 

・施設外研修にも積極的に参加できる環境であり参加機会は多い。施設外研修に参加した職員は、受 

 講した研修内容を職員会議等で発表し、その結果発表を通じて情報、知識が共有化され、他職員の 

 レベルアップにもつながっている。 

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。 

 また、新入職員研修、中堅職員研修など階層別研修のほか、直接的に障がい者支援とは無関係であ 

 っても岐阜市職員としての他の知識や技能（税制、債権管理等）に関する専門的な研修を受講する 

 機会がある。 

・研修の実施に係る情報は、庶務から情報提供を受け、受講希望者は業務との折り合いがつけば誰で 
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 も申し込み受講することができる。その他、事業所内において職員会議の中で知的障がいに関連す 

 るテーマについて各職員が独自に調査、研究する勉強会も開催されている。 

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してマニュアルを整備している。実習生の受け入れにあたっては、オリエン 

 テーションを実施したうえで研修を行っている。施設の内容、事業の目的、利用者への支援方法な 

 ど細かく説明し、情報提供を行い、実習生の不安を取り除き安心して実習に臨めるよう配慮してい 

 る。 

・実習生の受け入れは、計画的かつ継続的に実施しており、社会福祉士など資格取得のためのプログ 

 ラム、達成課題なども作成している。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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から事業所に関する情報は閲覧できる。また、第三者評価の受審状況、結果に 

 ついても岐阜県ホームページを通じて公表している。 

・苦情対応に関する窓口については、第二恵光玄関口の掲示スペースに事業計画、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事ができる。 

・日頃から事業所運営に協力いただいている地域への貢献のため、利用者による地域清掃や地域交流 

 会の実施を通じて施設の存在意義や役割をアピールしている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 

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、内規により実施している。事業所における 

 担当も事務分掌によって定められているため責任の所在は明確である。 

・事務分掌は年度初めに全職員が参加する職員会にて配布され、各棟にも掲示されているため周知さ 

 れている。 

・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 

 している。また第三者評価の受審結果、包括外部監査による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。 
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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： 

・利用者と地域との交流を広げるための取組みとして、地域交流会（６月）、夏祭り（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。 

・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 

 が行われている。日常的には、利用者による施設周辺の清掃活動を実施したり、近隣の商店、喫茶 

 店、ファストフード店でのテイクアウトを利用するなど、利用者の活動においても地域との関わり 

 を大切にしている。 

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関する基本姿勢は、事業所の基本方針に明文化している。 

・ボランティアの登録は所定の様式によって登録が可能であり、主に恵光祭や夏祭りのような事業所 

 の大型イベントで利用者支援のお手伝いをしていただいている。 

・ボランティア受け入れマニュアルを整備し、事前に説明を行っている。 

・岐阜市立小・学校教員に対する「特別支援通級研修」の受け入れを毎年行っているほか、特別支援 

 学校の生徒の実習や、短大の一日体験学習も受け入れている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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、部会、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、自治体 

 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。 

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。 

・第二恵光としては、短期入所専用居室を設置し空床型から併設型への移行、男性用女性用それぞれ 

 短期入所を常設化することができた。現在の利用状況として１週間のうち平日は、ほぼ利用がある 

 状態である。 

・地域交流会を開催し、事業所での取り組みの様子を見てもらったり、意見交換の場を持ち、地域の 

 声や福祉ニーズを把握している。その他、夏祭りや恵光祭で施設を開放し、地域住民との交流を図 

 っている。 

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： 
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・事業所で開催している「地域交流会」、「夏祭り」、「恵光祭」を通じて、地域住民間の活性化の一端 

 を担っている。 

・事業所は公共施設としての一面を地域から期待されており、災害発生時における要介護者の避難先 

 の一つとしてその要望に応えるよう受け入れ整備をしている（岐阜市地域防災計画上の福祉避難）。 

・障がい者福祉に寄与するだけでなく、地域住民のくらしの安全・安心を支える存在の一つとして機 

 能をしている。 

改善できる点／改善方法： 

・岐阜市地域防災計画上の福祉避難所として、地域の理解を得ているが、平常時においても、施設の 

 機能を積極的に地域に提供する方策を検討されることが期待される。 

 

 

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、運営規程 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、全ての職員が先月の自分または同僚の支援のあり方、利用者 

 への処遇を振り返ることで、虐待防止や人権意識を向上させている。 

・利用者主体の支援を徹底するため、身体拘束、虐待防止に関する内容を職員マニュアルに組み込み 

 周知徹底を図っている。 

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： 

・職員マニュアルにプライバシーの保護について明記されている。 

・施設の構造上、個室化は極めて困難であるが、利用者の状態により必要に応じて部屋割りの変更や、 

 一人になりたいとき、なる必要があるときには、静かな落ち着いた空間を提供するなどの配慮をし 

 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、その家族の見学は随時受け入れている。見学時の資料については、知 

 的障がいの特性に配慮し利用者用のルビを振る等、分かりやすいパンフレットを用意している。 

・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。 

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： 

・他の施設へ移行する場合は、利用者および保護者の同意を得たうえで、アセスメントシートなど利 

 用者支援の基礎データとなる書類を移行先へ提供する。 

・移行にあたり、利用者または家族と移行に関する疑問や不安が発生しないように十分に見学、相談、 

 話し合いを行う。移行に関する障害が発生しないよう、利用者の移行先での体験利用の様子を確認 

 して円滑な移行が実現できるよう支援をしている。また、移行先への訪問、移行後の相談などは、 

 担当者が相談相手となって移行後の利用者のケアを実施している。 

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 

 健委員会へ利用者が参加したり、保護者会で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。 

・重度の利用者が多く、それぞれの思いや希望を把握するのは困難であるため、保護者からの情報提 

 供やアンケートを用いて利用者の満足度の向上を図っている。近年では、ベッドの利用を希望する 

 利用者が増えていることから居室の低床化を進めている。 

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は確立している。苦情解決に係る体制については重要事項説明書に記載してお 

 り、契約時に利用者、保護者に案内・周知している。 

・直接担当者との面談を通じて苦情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・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意見箱を設置し、苦情に限らず意見や思いを 

 様式に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： 

・利用者へのサービス提供にあたり、各利用者を担当する職員が決められている。基本的には担当職 

 員が利用者の思いや希望を聞いて対応しているが、利用者は重度知的障がいを持つこと、その障が 

 いの特性からコミュニケーションが困難であるため、意見のほとんどは保護者から寄せられること 
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 になる。その際、相談すべき担当職員を明確にするため、毎年度の支援員体制が決定次第「恵光通 

 信」に担当職員の顔写真とともに利用者、保護者に知らせている。また利用者の支援において中心 

 的な役割の支援室には保護者は自由に出入りができ、担当職員に限らず他の支援員にも相談しやす 

 い環境づくりに努めている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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る。 

・当事業所の場合も、利用者またはその保護者からの事業所に対する意見（要望、提言）が寄せられ 

 た場合、市の取り扱いに関する定めに準じて対応している。 

・第二恵光職員マニュアルに記載されており、受け付けた職員は棟日誌に記録することで職員間での 

 情報共有化を行い、意見について速やかに管理者、サービス管理責任者へ報告する。管理者、サー 

 ビス管理責任者は、必要に応じて関係職員で協議を行い、対応方法を検討して解決へつなげていく。 

・基本としては意見を寄せた利用者または保護者に対して解決策、対応策を含めた協議結果を回答す 

 ることになるが、利用者全体に寄与する内容である場合などは、保護者会等で意見に対し改善、変 

 更したことを回答（周知）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： 

・利用者の無断外出、病気、怪我、食中毒、感染症、不審者侵入、防災対策、誤薬など事案別に緊急 

 対応マニュアル、異常事案個別票が整備されている。過去に無断外出を契機とし市民との間で発生 

 したトラブルを教訓とし、夜間巡回、施錠確認、扉の開閉セキュリティの導入など無断外出対策に 

 は万全を期している。他市の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、防犯 

 訓練の実施など対応策を講じている。 

・新たに、外出時の安全マニュアルが整備された。 

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： 

・マニュアルが整備されている。 

・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、罹患者支援 

 方法が記載され、終息の判断基準、情報公開など一連の動作について定められており、職員はマニ 

 ュアルに沿って支援を行う。また、日常的な感染症予防として次亜塩素酸ナトリウムを使った消毒、 

 食事前のハンドソープを使用、入浴後の浴室の消毒、ウイルステラ（０-157 やノロウイルスにも 

 対応）ポンプの使用を徹底している。 

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盛り込み、非常時対策委員会によって 

 訓練実施している。 

・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）を作成し運用を行っている。 
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・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、全職員が携行している第二恵光職員マニュアルに記載している。 

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

書化され福祉サービスが提供されている。 

○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、各種マニュアルが点在していたものを平成２８年度に一本化し、現在 

 の「第二恵光職員マニュアル」となっている。提供する福祉サービスの標準的な実施方法について 

 は、重要事項説明書にサービスの実施体制、実施方法、内容をさだめ明文化している。 

・事業所の理念・基本方針において利用者の尊重を謳い、利用契約書には「利用者の意思と人格を尊 

 重し～」と定めている。また、プライバシーの保護も利用契約書に守秘義務として定め、利用者の 

 権利擁護に関わる姿勢を定めている。 

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： 

・標準的な実施方法は「第二恵光職員マニュアル」に定めている。その内容に改訂が必要となる場合 

 は、利用者の状況や業務内容、時間帯を総合的に勘案してマニュアルを改訂していくことになる。 

・サービスの標準的な実施方法の検証や見直しは、基本としては例月の職員会、棟部会にて検討され 

 る。最近の利用者の様子や支援方法について問題提起がなされ、それに対して支援員が意見、対応 

 策を出しあい問題の解決にむけて検討、実施検証が繰り返えされる。個々の利用者特有の特性や個 

 別支援計画によるところもあるため、見直し・検証は定期的ではなく随時行われる。 

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： 

・アセスメントを定期的に行い、利用者のニーズや状況を把握し、個別の支援に繋げている。 

・統一された様式に従って、利用者一人ひとりのアセスメントが実施されている。医療的配慮を必要 

 とする傾向がある利用者については、事業所内の非常勤医師や看護師など、直接的な支援者だけで 

 はなく事業所内の他の部門の職員の意見および所見がアセスメントに関わっている。こうして作成 

 したアセスメントを基に作成される個別支援計画は、利用者、保護者に説明され、同意を得てサー 

 ビスを実施し、モニタリングを通じて計画通りに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： 

 

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： 

・個別支援計画の基礎となる利用者のアセスメントは６ヶ月に一度、利用者を担当する職員によって 

 見直しを行っている。 
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・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っている。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する。利用者本人の意思、保護者の意向に配慮、尊重し、個別支援 

 計画の修正の是非をサービス管理責任者と検討する。 

・個別支援計画を緊急に変更する場合、利用者へ説明のうえ同意を得て計画を変更する。利用者本人 

 が計画変更について理解が困難である場合は、保護者へ説明を行い同意を得て計画を変更する。 

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、棟日誌において利用者の行動面、保健面に大別して記録を行っている。 

・記録は統一した様式になっており、一日分の記録に事業所内での利用者の様子などが記録される。 

 記録内容は翌日勤務の職員が確認できるよう、夜勤者が印刷し支援室で確認ができる。また、夜勤 

 者が記録をまとめる際、利用者別のファイルに編集し直すことで、利用者別の時系列記録も確認で 

 きる。これらの記録は、パソコンで管理記録していることから管理者、医務室も確認でき横断的な 

 情報共有を行っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 

 切利用や漏えいに関する対策と対応として、職員は情報セキュリティ研修を受けて、その研修の中 

 で自己チェックと適切な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。 

・個人情報の取り扱いについては、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： 
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（別紙） 

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： 
・具体的に分かりやすくボードに表示したりしてコミュニケーションを図っている。利用者一人ひと 
 り意見を聞き意思を尊重している。 
・重度の知的障がい利用者が多く、障がいの特性上、自己の思いを明確に主張するのが困難であるが 
 事業所での生活・活動において自己選択・自己決定する機会を多く設けるよう配慮している。例え 
 ばボランティア喫茶で飲みたい飲み物を選ぶ、食事では月に数回メニューを選ぶ、バス旅行で旅行 
 先を選ぶなどを行っている。 

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、事業所職員が携行する「第二恵光支援マニュアル」に虐待防止マニュ 
 アル、身体拘束マニュアルを整備している。 
・虐待の種類・具体例、虐待に関する届出、報告手順について、身体拘束を実施する際の実施方法、 
 手続など職員の誰もが対応できるようとなっている。また、毎月、すべての職員に対し「虐待防止 
 チェックシート」により各職員が一ヶ月の自己の姿を振り返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： 
・重度知的障がいの利用者が多く、高齢化も進んでいるため、所持金管理や服薬など自己管理、行政 
 手続等の利用は全面的な支援を行っている。希望に応じて、自立に向けて他の施設の見学なども行 
 っている。 

改善できる点／改善方法： 
 

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、絵カードや写真を見せるなどし、意思の確 
 認等を行っている。 
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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： 
・本人の話しに耳を傾け、外出先の選択、買い物時の購入品など本人の意思を尊重するように努めて 
 いる。 
・不安なことがある場合は、個別に話を聞いて不安を和らげたり、相談内容について、日中通ってい 
 る事業所に伝え、連携し、安心して過ごせるようにしている。 

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： 
・個別支援計画書を基に利用者の状況を判断し、適切な支援が出来る。 
・利用者の希望に応じ、小グループ外出の行き先を決めたり、余暇においては「お絵描きクラブ」な 
 どの活動に参加してもらっている。 

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： 
・利用者の障害の状況に応じて、車椅子や介護靴等、適切な用具などを利用し、支援を行っている。 
・行動障害のある利用者には、個別のプログラムで対応し、医師の意見書、保護者の同意を取り居室 
 の施錠を実施している。また必要な設備の改修も行っている。 

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： 
・給食保健委員会で利用者の食べたい物を聞き、できうる限り提供できるようにしている。 
・食事はきざみやミキサー食、カロリー食と本人の状況に寄り対応している。失禁等あった場合には 
 清潔を保つために速やかに入浴・清拭を行っている。 

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 

良い点／工夫されている点： 
・基本は2人、あるいは3人部屋だが、個室が必要な利用者には個室を提供している。 
・利用者同士の相性や、身体状況等を考慮して部屋を決めている。 
・トイレは清潔が保たれるよう、外部に委託して清掃してもらっている。 
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改善できる点／改善方法： 
 

 
 
 
 
 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： 
・利用者の体力維持のため、毎朝講堂で30分間のウォーキングを行っている（夏場は除く）。 
・利用者の体力維持のため、1４時５５分からのテレビ体操を行っている。 
・利用者の体力維持のため、活動に散歩を組み込んでいる。 
・体重増加者については、個別に利用者に合った運動を促している。 

改善できる点／改善方法： 
・日常の生活動作や行動のなかで、更に意図的に機能訓練・生活訓練となるような動きを継続して続 
 けら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： 
・毎朝、健康状態把握のため、検温を実施している。 
・毎月嘱託医による健康相談の日を設けている。 
・緊急時の対応マニュアルがあり、体調の変化等緊急時にはそれに沿って対応している。 
・保健日誌を毎日作成し、利用者の健康状態を全体で共有できるようにしている。 

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： 
・体調不良の利用者には、看護師の指示の下、適切な支援を行っている。服薬の管理は家庭よりの持 
 ち込み薬も含め、受け取りの記録をして適切に管理を行っている。 

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： 
・夏祭り、恵光祭、新年お楽しみ会等、年に数回、親子で楽しめるイベントを行っている。イベント 
 では親子でご飯を買って一緒に食べたり、ゲームをして楽しんだり、出し物を見たりなど親子で社 
 会に触れることができている。 
・親が行事に参加することで職員と親が関わる事ができ、意見や要望により迅速に対応できる。 
・絵を描くことが励みとなっている利用者の作品を、各種展覧会やコンクールに出品したり、製品に 
 して販売するなど、利用者の更なる意欲やエンパワメントにつながるよう試行錯誤をしながら支援 
 している。 
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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： 
・利用者のグループホームに替わりたいという希望に応じ、障がい福祉課や相談員と連携し、夜間支
援のあるグループホームの情報収集、見学を行うことで本人の希望への見通しが持てるようにした。 

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： 
・週末に帰省する利用者、および通所利用者には連絡ノートに事業所の様子を伝えたり、家庭での 
 様子を記載していただくことで連携を取っている。保護者で希望される方とは懇談を行い、意見交 
 換・相談をする機会を設けている。 
・保護者が病気、施設入所等で事業所に来れない場合、支援員が付き添って面会に行けるようにして 
 いる。保護者のご逝去の場合も付き添って参列やお別れができるようにし、利用者が受け止めや区 
 切りがつくよう支援している。 

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 

良い点／工夫されている点： 
           適用外とする 
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改善できる点／改善方法： 
 

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： 
            適用外とする   

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： 
            適用外とする 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 

 

 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： 
・職員には、強度行動障害支援者養成研修をはじめとする、支援スキルの向上を目指した研修などを 
 受講させるようにしている。 
・岐阜県知的障害者支援協会主催の研修をはじめ募集がある研修については、できる限り職員を出席 
 させ、スキルアップをさせるよう努めている。 
・強度行動障害のある利用者の受け入れの際には、外部機関の職員に研修を依頼し、事業所に受け入 
 れ後も継続して相談する等、日常の支援に生かしている。 
 

改善できる点／改善方法： 
・職員のスキルアップのために、今後も定期的にサービスの向上を目指した会議・勉強会の開催等の 
 仕組みの構築を期待したい。 
 

 

 

 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： 
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