
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。 

1 Ⅰ-１-(１)-① 評価

b

Ⅰ-２　経営状況の把握 

　　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 評価

b

3 Ⅰ-２-(１)-② 評価

a

Ⅰ-３　事業計画の策定 

　　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 評価

a

評価コメント

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。

評価コメント

評価結果表（救護施設版）

理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

評価コメント

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。

評価コメント

経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

　理念、基本方針は法人として定められ、ホームページや事業計画に表記
し、周知が図られています。また、倫理綱領とともに施設内数か所に掲示
し、毎朝の連絡会の際に読み合わせを行うことで、職員の意識の向上を図っ
ていますが、利用者や家族への周知について不十分な面が見られますので、
分かりやすく説明した資料を作成するなど、利用者や家族への周知が望まれ
ます。

　スタッフ会議で検討された課題について施設長、総務福祉課長、福祉係長
で構成する経営会議で内容を分析し、職員会議の場で、経営会議としての分
析結果及び対策等を説明して周知を図っています。

　全国救護施設協議会や九州救護施設長会等で社会福祉事業全体の動向を把
握、分析しています。また、法人として定期的に福祉サービスのコスト分
析、利用者の推移、利用率等の分析を行っていますが、市町村の各種福祉計
画等は入手されていませんので、市町村の各種福祉計画を入手するととも
に、施設が位置する地域での経営環境や課題を把握・分析することが望まれ
ます。

 第４次５か年計画（平成３０～３４年度）を法人で策定し、経営理念及び
経営方針に基づき、経営課題や問題点の解決及び見直し等を法人の経営会議
で検討、理事会において協議の上、園の計画を策定しています。また、計画
の見直しについても法人の経営会議で検討し、理事会で協議しています。



5 Ⅰ-３-(１)-② 評価

a

　　Ⅰ-３-(２)　事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 評価

a

7 Ⅰ-３-(２)-② 評価

c

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

　　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 評価

b

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価

b

中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

評価コメント

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。

　法人が策定している第４次５か年計画（平成３０～３４年度）を基に、園
の年間事業計画が策定されています。計画は、それぞれの事業を具体的に示
し、実施状況の評価を行える内容となっています。

評価コメント

評価コメント

事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

　職員による自己評価を行う中で、課題を抽出し、内容を検討する取組が行
われ、職員の課題に対する共有化も図られていますが、評価結果に基づく改
善の取組までには至っていないため、改善計画を検討する中で課題解決を図
る取組が望まれます。

　第三者評価は今回が初めての受審ですが、これまでもPDCAサイクルに基づ
く福祉サービスの向上に向けた取組を行うとともに、自己評価に基づき課題
を抽出し、毎年テーマを決めて検討し、その結果をマニュアルという形で具
体化しているものもあります。

　事業計画の内容については、職員がそれぞれ所持する必携の中に綴られて
おり、いつでも見て、利用者に説明できる状況にありますが、利用者に対す
る周知や理解を得るための取組が不十分なため、主な内容を分かりやすく説
明した資料を作成し、利用者への周知を図ることが望まれます。

　当該年度の事業計画の評価を１２月から実施しています。その評価結果に
基づき、年間の反省点を整理し、３月に開催する職員会議で、職員に周知・
理解を図り、評価内容を反映した見直しを行っています。



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。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 評価

a

11 Ⅱ-１-(１)-② 評価

a

　　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 評価

a

13 Ⅱ-１-(２)-② 評価

b

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。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

　管理者は、利害関係者との適正な関係を保持するとともに、連絡会等を利
用して遵守すべき法令等について、職員に意識付けを行うため事例を紹介し
て説明しています。また、管理者は全国救護施設協議会や九州救護施設長会
等の研修会に参加し、法令遵守の観点での研修を受講しています。

　管理者は、自らの施設の経営・管理に関する方針等について、毎朝の連絡
会や職員会議で明確にするとともに、園広報誌において挨拶として掲載して
います。また、管理者不在時の権限委任等については、事務分掌表の中で総
務福祉課長に委任することを明示しています。

評価コメント

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。

評価コメント

　管理者は、経営の改善や業務の実効性を高めるため、平成３０年度から総
務福祉課長、福祉係長、支援員で構成する職場環境改善委員会を設置し、働
きやすい環境について検討させています。また、被服、寝具、日用品等の管
理を職員に役割分担し、担当業務として取り組ませていますが、より業務の
実効性を高めるため、管理者が自ら参画することが望まれます。

　管理者は、福祉サービスの質の向上の為に、職員が行う施設整備、支援、
生活環境等についての評価・分析に対し、助言を行っています。また、管理
者は職員に「業務の振り返り」を行うよう指導したり、少なくとも年２回、
必要な場合はその都度、「聞き取り面談」を行い、職員の意見を聞くように
しています。



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。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 評価

b

15 Ⅱ-２-(１)-② 評価

b

　　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 評価

b

　　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 評価

b

評価コメント

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。

評価コメント

職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

評価コメント

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。

評価コメント

総合的な人事管理が行われている。

　正規職員には人事考課制度が導入され、その中で職員の評価を行っていま
すが、職員一人ひとりの目標が設定されていないので、フィードバック面談
で一人ひとりの目標等を明確にすることが望まれます。また、非正規職員に
ついても、正規職員同様の制度の導入が望まれます。

　職場環境をより良くするために平成３０年度から総務福祉課長、福祉係
長、支援員で構成する職場環境改善委員会を設置し、働きやすい環境につい
て全職員から意見を聞き、改善に向けた対策について検討しています。ま
た、有給休暇や特別休暇を取得しやすい体制にありますが、有給休暇の取得
状況に偏りが見られますので、その改善策の検討が望まれます。

　「期待する職員像」としては、「清風園職員が目指すこと」として全職員
が所持する必携の中に綴られ、職員がいつでも見られるようになっていま
す。また、正規職員には人事考課制度が導入され、人事基準に基づいた評価
を行い、その結果を職員にフィードバックしていますが、把握した職員の意
向・意見等に基づく改善策の検討及び職員が自らの将来の姿を描く仕組みづ
くりまでは至っていませんので、改善策の検討・実施を含めた総合的な仕組
みづくりが望まれます。

　人材確保については、国の配置基準及び労働基準法上の基準に基づき、欠
員状況等を把握した上で、法人に要求しています。また、新人育成や新人育
成担当者のための研修は法人で実施しています。なお、精神障がいや知的障
がいのある利用者が多いため、精神保健福祉士の資格を持つ職員２名を配置
し、日々の支援に当たっています。



18 Ⅱ-２-(３)-② 評価

b

19 Ⅱ-２-(３)-③ 評価

b

　　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 評価

a

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。

21 Ⅱ-３-(１)-① 評価

b

22 Ⅱ-３-(１)-② 評価

a

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。

評価コメント

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。

評価コメント

評価コメント

職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

　法人は、長期的・安定的な経営が可能となるよう、各施設での黒字化を目
指し、職員の経営参加意識の醸成により、効率的な事業の実施に取り組んで
います。また、毎年、内部・外部監査を実施しており、その指摘事項には対
しては改善を図っています。

　ホームページは法人で作成しており、修正が必要な場合は園から連絡・依
頼し、直ちに修正しています。しかし、地域へ向けた理念や事業所活動等を
説明した印刷物の作成・配布が行われていませんので、改善が望まれます。

　精神保健福祉士等専門職の実習受入施設となっており、学校や担当者と打
ち合わせを行い、「実習生の受け入れに関するマニュアル」に基づき、実習
を受け入れています。また、実習生のニーズに応じたプログラムを用意し、
実習期間中も学校側と継続的な連携を図っています。

　内部研修については、対象職員を決め、テーマを定めて年間事業計画に基
づき実施しています。また、外部研修については、年間事業計画に基づき県
内外の研修を職員は受講していますが、復命研修ができない場合があるな
ど、不十分な面が見られますので、改善が望まれます。

　「期待する職員像」は「清風園職員が目指すこと」として全職員が所持す
る必携の中に綴られ、いつでも見られるようになっていますが、基本方針や
計画の中には明示されていません。また、研修内容やカリキュラムについて
は年間反省の中で評価・見直しを行い、次年度計画に反映していますが、業
務等の都合で研修を受講できなかった職員も見られますので、組織全体での
改善が望まれます。



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。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 評価

a

24 Ⅱ-４-(１)-② 評価

b

　　Ⅱ-４-(２)　関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 評価

b

　　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 評価

b

27 Ⅱ-４-(３)-② 評価

b

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。

評価コメント

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。

　11月に園主催の清風園祭を地域ボランティアや関係団体からの協力を得て
開催し、利用者、地域の方々、家族との交流の場になっています。また、地
域貢献活動として花卉のプランターを郵便局や交番等公共の場へ設置してい
ます。

評価コメント

評価コメント

施設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。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

　地域貢献活動として花卉のプランターを郵便局や交番等公共の場へ設置し
ています。また、居宅生活訓練事業の実施や他種別施設等への移行の促進に
より、循環型セーフティネット施設としての役割を果たしています。しか
し、地域の防災対策について、施設の利用者に対する各種避難訓練等は実施
されていますが、地域住民に対する安心・安全のための支援等には取り組ま
れていませんので、今後の検討が望まれます。

　依頼があった場合は、地域の各種会合に参加しています。ボランティア受
入れ、学生との交流、学校行事への参加、花卉等の販売活動など、地域住民
との交流活動等を通じて地域の福祉ニーズの把握に努めていますが、今後は
園が主体的に地域の福祉ニーズ等の把握に取り組むことが望まれます。

　福祉事務所と年１回連絡会議を開催し、その結果を職員会議で職員に説明
し、情報の共有化を図っています。しかし、利用者の状況に対応できる社会
資源のリストや資料の作成、共通の問題に対する地域の関係機関・団体と協
働した具体的な取組は行っていませんので、今後、これらの取組が望まれま
す。

　ボランティアについては「ボランティア受入マニュアル」に基づき、受入
れを行っていますが、地域の学校教育等への協力についての基本姿勢が明文
化されていないので、今後、明文化に向けた検討が望まれます。また、歯科
衛生士（元歯科医院勤務）がボランティアとして２か月に１回利用者の口腔
ケアを行っており、疾病予防につながっています。



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 

　　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 評価

a

29 Ⅲ-１-(１)-② 評価

b

　　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 評価

b

31 Ⅲ-１-(２)-② 評価

b

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。

評価コメント

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。

評価コメント

利用希望者に対して福祉サービス利用に必要な情報を積極的に提供してい
る。

　利用者のプライバシー保護については、「プライバシー保護に関するマ
ニュアル」に基づき配慮しながら支援をしています。また、利用者に対して
も入所時にプライバシー保護について周知・理解を図るようにしています。
４人部屋のため、カーテンで間仕切りをするなどの工夫をしていますが、常
に利用者が見える環境を好む利用者もいるため、利用者個々の意向にも配慮
した今後の検討が望まれます。

　毎朝の連絡会の際に、理念、基本方針とともに「職員倫理綱領」の読み合
わせを行い、職員の意識向上を図っています。また、月末に職員は「人権に
関するチェックシート」に記入することで利用者を尊重することへの理解や
意識向上につなげています。

評価コメント

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。

評価コメント

　福祉サービスの開始に当たっては利用者及び関係者に施設を事前に見学し
てもらい、利用者本人の入所の意思を確認の上、手続きを進めています。ま
た、開始及び変更の場合は、職員が利用者に丁寧に説明を行っていますが、
理解が困難な利用者に対して、理解をしやすくする工夫や配慮に不十分な面
が見られますので、施設全体での検討が望まれます。

　見学や体験入所についての受入体制は整っており、丁寧な説明を行ってい
ます。サービス内容や施設の特性等を紹介したパンフレットを作成し、利用
希望者に渡していますが、パンフレットの内容が誰にでも分かるようなもの
になっていませんので、改善が望まれます。



32 Ⅲ-１-(２)-③ 評価

b

　　Ⅲ-１-(３)　利用者満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 評価

a

　　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 評価

a

35 Ⅲ-１-(４)-② 評価

b

36 Ⅲ-１-(４)-③ 評価

a

評価コメント

苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

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。

評価コメント

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。

面会室を準備し、相談しやすい環境は確保されています。精神障がいや知的
障がいのある利用者が多く、文書の配布による説明は難しいため、利用者に
対しては、理解しやすいように口頭で説明しています。

苦情解決の体制は整備され、意見箱も園内に2か所設置されていますが、利
用者個別の要望や苦情については、日常的に直接職員が傾聴していますの
で、実績としては上がってきていません。

利用者個別の相談や聴取等は日々の生活の中で随時行っており、特に不満等
についてはすぐに対応するようにしています。また、利用者自治会を毎月開
催し、職員も必要に応じて参加しています。利用者からの意見・要望等につ
いては職員会議等で検討し、次の利用者自治会開催時に対応を説明するよう
にしています。

　支援計画の変更に当たっては、著しい変更や不利益が生じなように配慮し
ています。また、地域への移行に当たっては、福祉サービスの継続性に配慮
し、引継ぎを行っています。元利用者からの相談に対しては利用当時の担当
職員が対応していますが、施設として相談できる担当者や窓口が設置されて
いませんので、担当者や窓口の設置について検討が望まれます。

評価コメント

法人の対応マニュアルに基づき、園では独自の「職員行動規範」を作成し、
毎年見直しをしています。利用者に関することは利用者自治会で報告してい
ます。相談や意見については早急に対応するよう努めています。



　　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 評価

a

38 Ⅲ-１-(５)-② 評価

a

39 Ⅲ-１-(５)-③ 評価

a

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実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 評価

b

41 Ⅲ-２-(１)-② 評価

b

評価コメント

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。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

福祉サービスの標準的な実施方法の検証・見直しを定期的に実施し、必要に
応じて個別支援計画に反映しています。また、検証や見直しにあたっては、
利用者に聞き取りを行い、意見や提案を反映させています。

標準的な実施方法は領域別（生活・保健衛生・余暇等）計画として年間事業
計画に整備されています。実施に当たっては、カンファレンス⇒修正⇒決裁
⇒全職員に回覧するという仕組みとなっています。

毎月、様々な災害を想定した訓練を実施しています。年に２回総合防災訓練
を実施し、消防署や警察、地域自治会等と連携して訓練を行っています。ま
た、施設が海岸に近いこともあり、津波発生を想定した訓練も実施していま
す。非常時のために3～4日分の食料（水・乾パン・豚汁・缶詰）等を備蓄し
ています。

感染症の予防と対応に関するマニュアルが整備され、職員必携として周知さ
れています。感染症に関する講習会を年2回開催しています。発生した場合
は、静養室または訓練室を使用するようにしています。また、月に１回開催
する「感染症対策委員会」の中で「県内感染症週報」を確認し、予防や発生
時の安全確保のための体制を整備しています。

リスクについては、「ヒヤッと気づき」報告として職員が報告しやすいよう
に様式を簡素化し提出を求めています。月に一度「安全サービス会議」を行
い、リスク面についての報告・検討を行っています。また、警察署と連携し
「防犯研修」を年1回開催しています。



　　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 評価

b

43 Ⅲ-２-(２)-② 評価

b

　　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 評価

b

45 Ⅲ-２-(３)-② 評価

b

Ａ-１　支援の基本と権利擁護 

　　Ａ-１-（１）　支援の基本 

46 Ａ-１-（１）-① 評価

a

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。

評価コメント

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。

評価コメント

評価コメント

定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。

評価コメント

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。

評価コメント

利用者に関する記録の管理体制が確立している。

利用者の自己決定を尊重した対応を支援の基本としており、利用者の意向を
くみ取りながら個別支援計画が立てられ、その実践に努めた取組を行ってい
ます。

利用者の記録管理については「個人情報保護規程」に定められ、不適正な利
用や漏えい防止の対策が規定されています。また、個人情報の取り扱いにつ
いては、入所時に利用者や家族に説明し同意を得ています。職員は個人情報
保護規程に基づき情報の管理を徹底していますが、職員に対する研修につい
ては、担当レベルしか実施していないので、多くの職員が受講できるような
方策の検討が望まれます。

利用者の身体状況や生活状況は、統一された様式で記録されています。法人
共有のパソコンネットワーク内で情報を管理しており、その都度記録された
内容を他職員がいつでも確認することができるようになっています。また、
ケース記録に関しては係長が確認しコメントを書き添えて、福祉サービスの
向上につながるようにしています。

個別支援計画の見直しは組織的な仕組みが定められており、個別支援計画の
策定・見直し後の職員への周知は、回覧を通して全職員が確認できる仕組み
となっています。しかし、利用者の健康面・心身状態に変化があり、個別支
援計画を緊急に変更する必要が生じた場合に、変更する仕組みが不十分なの
で検討が望まれます。

ケースカンファレンス時のアセスメント手法は確立されており、栄養士や看
護師がアセスメント会議に参加し、栄養、介護の面からの意見が個別支援計
画作成に反映されています。



47 Ａ-１-（１）-② 評価

a

48 Ａ-１-（１）-③ 評価

a

49 Ａ-１-（１）-④ 評価

a

50 Ａ-１-（１）-⑤ 評価

b

51 Ａ-１-（１）-⑥ 評価

b

利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。

評価コメント

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。

利用者一人ひとりの能力や健康状態に配慮しながら、支援を実践しており、
その内容は職員間で周知されています。また、日常の利用者からの話は傾聴
を重視して対応しています。日頃より3棟のチーフを中心に、支援の在り方
についてのスタッフ会議を開催し、利用者の支援につなげています。

評価コメント

評価コメント

利用者の自己決定を尊重する支援としての相談等を適切に行っている。

評価コメント

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。

評価コメント

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。

日課の中で、換気の時間を取り入れる等、空調に配慮した対応を行っていま
す。しかし、利用者の居室は４人部屋となっており、カーテンの間仕切りを
するなどの対応をしていますが、今後、利用者が思い思いに過ごせるような
生活環境の工夫を行うことが望まれます。

日中活動の中心となるのは、環境美化と花植えですが、日中レクリエーショ
ンの時間を多くとるように配慮しています。利用者が高齢化してきています
ので、より多くの利用者が参加でき、生活にメリハリをつけられるような運
動や体力づくりのメニューを検討し、支援が行われています。

面会室を整備し、個別に話や相談ができる環境を整え、対応しています。利
用者に共通する情報については、掲示板を利用して提供しています。年間行
事の一環として行う利用者の外食や旅行等は、参加者本人の希望を尊重する
ような配慮を行っています。個別支援計画に利用者からの相談や希望を反映
させ、その内容は職員間で共通理解を図っています。

スムーズな対話の出来ない利用者に対しては、過去に担当していた職員を含
めた複数の職員が時間をかけて対応するなど、個々に応じて意志疎通ができ
るように配慮した対応を行っています。



　　Ａ-１-（２）　権利侵害の防止等 

52 Ａ-１-（２）-① 評価

a

Ａ-２　生活支援 

　　Ａ-２-（１）　日常的な生活支援 

53 Ａ-２-（１）-① 評価

a

54 Ａ-２-（１） -② 評価

a

55 Ａ-２-（１）-③ 評価

a

　　Ａ-２-（２）　機能訓練・生活訓練

56 Ａ-２-（２）-① 評価

b

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。

評価コメント

利用者の障害・疾病等の状況に応じた適切な支援を行っている。

評価コメント

利用者の心身の状況に応じた日常的な生活支援を行っている。

職員は研修等を通して専門知識の習得と障がい特性を理解することに努め、
支援の向上につなげています。利用者に不適応行動があった場合は、日々の
連絡簿と毎朝の連絡会で職員に周知しています。

人権擁護推進委員会を中心に、利用者の人権侵害の予防・早期発見への取り
組みを行っています。毎朝の連絡会で倫理綱領の読み合わせを行っており、
職員間で利用者の権利侵害防止の共通認識を図っています。

評価コメント

利用者の嗜好や心身の状況にあわせて食生活を支援している。

評価コメント

利用者の心身の状況に応じた生活訓練や機能訓練を行っている。

評価コメント
毎回、昼食後に支援員が15分程度口腔体操の指導を行い、誤嚥防止に生かし
ています。また、専門的な機能訓練の器具は配置していませんが、日中活動
の中で生活動作の維持・向上が図られるように配慮しています。

月に１回「食事提供サービス会議」を開き、利用者からの要望を取り入れる
よう努めています。利用者の個々の健康状態に合わせて刻み食やミキサー食
等も提供しています。利用者の誕生日リクエストメニューや選択食を取り入
れ、利用者の希望や意見を反映した食事の提供に努めています。

入浴は基本的に毎日実施し、清潔保持に努めています。排せつ状況について
は、毎日全利用者の確認を行っており、4日間排せつが確認されない場合は
下剤を服用させるなど、利用者一人ひとりの状態に応じて支援を行っていま
す。



　　Ａ-２-（３）　健康管理・医療的な支援

57 Ａ-２-（３） -① 評価

b

58 Ａ-２-（３）-② 評価

b

Ａ-３　自立支援 

　　Ａ-３-（１）　社会参加の支援

59 Ａ-３-（１）-① 評価

b

　　Ａ-３-（２）　就労支援

60 Ａ-３-（３）-① 評価

b

　　Ａ-３-（３）　家族等との連携・支援

61 Ａ-３-（１）-① 評価

b

評価コメント

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。

評価コメント

利用者の希望と意向を尊重した社会参加のための支援を行っている。

評価コメント

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。

利用者の健康管理の支援と体調変化時の迅速な対応等を適切に行っている。

居宅生活訓練事業等、社会参加の意欲を向上させるための支援や工夫を行っ
ています。園外作業や販売等を外部で行う事で、社会参加に資する情報や体
験の機会を提供しています。

医療的な支援については、全てマニュアルに基づいて対応しています。特に
服薬については、個人ごとに箱に区分けする段階、食事前に再度点検する段
階、食後利用者が服薬する段階の3回にわたり薬をチェックし、確実に服薬
が行われる体制が確立されています。

利用者の健康管理については、通常は２名の看護師を中心に全職員で日々の
体調チェック（血圧測定、排便確認）等を行っています。また、嘱託医（内
科・精神科）が定期的に訪問して、利用者の健康状態を確認しています。利
用者の通院は、定期的な通院に加え急変時は看護師を中心に対応していま
す。

評価コメント

利用者の家族等との連携と支援を適切に行っている。

評価コメント

家族交流については、本人や家族の意向を尊重しながら対応しています。外
泊中は、基本的には家族に委ねていますが、緊急時には対応できるようにし
ています。今後とも家族関係が維持できるように、関係機関との連携を図る
ことが望まれます。

高齢化や就労を希望する利用者が少ないことから、就労に関する支援対象者
は少ない状況にあります。利用者本人の希望でハローワークや企業の面接会
に同行していますが、今後、地域において就労に結びつくような方策の検討
が望まれます。



　　Ａ-３-（４）　地域生活への移行と地域生活の支援

62 Ａ-３-（４）-① 評価

b

Ａ-４　地域の生活困窮者支援

　　Ａ-４-（１）　地域の生活困窮者等の支援

63 Ａ-４-（１）-① 評価

b

評価コメント

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。

評価コメント

地域の生活困窮者等を支援するための取組や事業を行っている。

生活困窮者への支援における関係機関（福祉事務所）との情報共有に取り組
んでいます。セーフティネットとしての施設の役割を発揮するために、ホー
ムレス一時保護事業や就労訓練事業に取り組み生活困窮者の支援を行ってい
ますが、今後、地域の生活問題や課題等について、職員の学習や協議する機
会を設けていくことが望まれます。

利用者の希望や意向を尊重し、社会資源の活用や情報の提供を行っています
が、地域移行を希望している利用者本人の希望や認識と地域の現実との
ギャップについて、日常の支援の中でどのように対応していくか、方策の検
討が望まれます。


