
評価結果

No 1 Ⅰ-１-(1)-① b

（コメント）

評価結果

No 2 Ⅰ-２-(1)-① b

（コメント）

No 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。 b

（コメント）

評価結果

No 4 Ⅰ-３-(1)-① c

（コメント）

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。

 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。

■現在の中長期計画は、きわめて大雑把な内容となっています。抽出した経営管
理・支援サービスの両面での課題に基づき検討を行い、練り上げられた計画の策
定が求められます。

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。

 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。

■毎月、理事長以下事業所管理者までが会議を持ち、月次決算等々のデータを基
に分析作業がなされています。その結果は、月１回のリーダー会議、職員会議や
半期ごとに開かれる法人の理事会でも説明・報告されています。

■福祉関係の月刊誌や新聞を定期購読するなどして、福祉事業全般にわたる動向
把握がなされています。
■加盟する大阪府社会福祉協議会セルプ部会や地元区の自立支援協議会等から新
鮮な情報を得て、ニーズ把握や経営状況の分析が定期的に行われています。

■生命・個人・人権の尊重、社会参加の促進に向け専門的支援の確立を謳った
「倫理綱領」と、コンプライアンス・社会貢献・環境保全・人権・プライバ
シー・個人情報保護・公正公平・アカウンタビリティ・リスクマネジメント・行
政との連携の10項目からなる「職員行動指針」が明示され、基本理念を具体的
に下支えしています。
■基本方針等の周知徹底を図るために、会議や研修、家族会や法人総会などの場
を活用した定期的、継続的な取り組みが望まれます。

＜別紙＞

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

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。
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No 5 Ⅰ-３-(1)-② c

（コメント）

No 6 Ⅰ-３-(2)-① b

（コメント）

No 7 Ⅰ-３-(2)-② b

（コメント）

評価結果

No 8 Ⅰ-４-(1)-① b

（コメント）

No 9 Ⅰ-４-(1)-② c

（コメント）

評価結果

No 10 Ⅱ-１-(1)-① a

（コメント）

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。

 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。

■様々な会議の場はもちろん、季刊の広報誌などにおいても、管理者として、事
業の方針や実施経過、ビジョン等を示しています。
■キャリアパスにおける職務基準（職責）の中で、明確に示しています。

　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。

 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。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

■自己評価した結果については課題を明文化し、職員間で共有して改善策をとも
に検討すること、並びに、策定された改善計画への取り組みや見直しを組織的に
行うことが求められます。

■サービスの実施とその評価は、組織的体制のもとで行われています。また、毎
月の幹部会議や年２回の第三者委員会においてサービスについての評価が行われ
ていますが、次のアクションへのつながりが不明確です。
■年に１回は、一定の基準に沿った自己評価の実施が望まれます。

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

 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。

 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

■事業計画は、法人総会や家族会等で配布し、説明されています。
■障がいがある利用者への説明にあたって、何らかの工夫や糸口を探る話し合い
を持ち続けることは、大きな意味があります。

■事業計画は、担当支援員の発案を基に、組織だって作成されています。
■見直しについても、上期決算時に、事業所別会議において評価され、必要があ
れば、下期事業計画として新たに策定されます。

 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

■単年度事業計画を、実施状況の評価が行える内容とするためにも、課題や分析
結果との整合性がある、より具体性の高い中長期計画を策定することが求められ
ます。
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No 11 Ⅱ-１-(1)-② a

（コメント）

No 12 Ⅱ-１-(２)-① b

（コメント）

No 13 Ⅱ-１-(２)-② b

（コメント）

評価結果

No 14 Ⅱ-２-(1)-① b

（コメント）

No 15 Ⅱ-２-(1)-② b

（コメント）

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。

 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。

 総合的な人事管理が行われている。

■キャリアパス要件が設けられており、全職員に周知されています。前・後期に
分けて、業績・能力・情意面からの一定基準に基づいた評価が行われ、個別面接
も実施し、給与や賞与に反映しています。
■キャリアパス要件や人事評価結果が、職制上の昇任・昇格とどのような関連を
持つのかが不明瞭です。

■日常の業務に有益なより高い専門性や加算要件の資格等について、法人として
「キャリアアップ助成制度」を設けて、計画的に支援しています。
■実習の受け入れなどを通じて、福祉系養成校との強い関係を築き、良質な人材
確保の一方策としています。
■基本方針の中に、良質な人材確保・定着に関する意思を示し、それに基づいて
計画的に具体策を実行していく取り組みが望まれます。

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

 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。

 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。

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成

■月々、幹部による経営実態の分析評価が行われ、その結果は、事業所内のリー
ダーに報告しています。
■年に3回、職員からのヒアリングの機会を設定し、意見・提案を求めていま
す。
■短時間勤務者の労働条件の改善や、安心・安全な労働環境に向け、防犯・セ
キュリティ対策にも積極的に取り組んでいます。

■年に２回、第三者委員に対し、苦情・事故・ヒヤリハット等の報告を行い、、
サービスの質の向上への助言を受けています。
■毎月、現状把握、課題分析と評価を行う「調整（ケア）会議」が持たれていま
す。
■サービスの質を問う月々の会議等では、その月ごとに議題を焦点化するなどし
て、より深まった話し合いができるような工夫が望まれます。

 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。

■社会保険労務士を活用し、定期的な意見交換や、年度の始・末期には研修会が
持たれています。
■業務に関連する報道の紹介などを通して、コンプライアンスに関する意識向上
や注意喚起に努めています。
■施設内外の良好な環境維持に配慮した取り組みが、高い意識のもとに行われて
います。
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No 16 Ⅱ-２-(２)-① a

（コメント）

No 17 Ⅱ-２-(３)-① b

（コメント）

No 18 Ⅱ-２-(３)-② b

（コメント）

No 19 Ⅱ-２-(３)-③ b

（コメント）

No 20 Ⅱ-２-(４)-① b

（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。

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。

 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。

■基本方針の中に、福祉人材養成の社会的責任に関する意思を示しておくことが
望まれます。
■介護福祉士養成の実習生を受け入れており、指導マニュアルが用意されていま
す。

■一人ひとりの新任職員に対して、先輩職員が育成担当者として割り当てられ、
細やかな指導がなされています。
■幅広い研修に参加できるよう配慮はなされていますが、人員配置上、外部研修
への派遣には、おのずから制約があります。教育・研修の「かたち」に何らかの
工夫が望まれます。

■『期待する職員像』に代わるものとしては、「倫理綱領」や「行動指針」が用
意されています。
■組織が必要とする専門技術や資格は、キャリアパス要件として示されています
が、教育・研修についての基本的考え方が明確に示されていません。基本方針等
に盛り込むことが望まれます。

 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。

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

 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。

■『期待する職員像』は、全体的には「倫理綱領」や「行動指針」という形で示
されていて、人事評価の基準としてのキャリアパス要件をもって補完されていま
す。
■人事評価に関連して年２回の個人面談が実施され、現状評価と将来目標につい
て共有が図られます。

■勤務シフトは、一人ひとりの希望を可能な限り取り入れ決定しています。
■『環境美化チェック表』を用いて、職場環境の向上を図っています。
■短時間勤務者における福利厚生の対象を週20時間から15時間まで引き下げま
した。
■40歳以上では、希望により人間ドックによる検診を、法人負担で実施してい
ます。

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。
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評価結果

No 21 Ⅱ-３-(1)-① b

（コメント）

No 22 Ⅱ-３-(1)-② b

（コメント）

評価結果

No 23 Ⅱ-４-(1)-① a

（コメント）

No 24 Ⅱ-４-(1)-② b

（コメント）

No 25 Ⅱ-４-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。

 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。

■周辺地域の福祉事業所等、関連社会資源の分布を示したマップが掲示されてい
ます。
■大阪府社会福祉協議会セルプ部会や自立支援協議会の会合に積極的に参加し、
他の事業者との交流のなかで福祉動向、地域のニーズ把握に努めるほか、セミ
ナーの定期開催等によっても、ネットワークを拡げています。

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。

 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。

 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。

■「ボランティア受け入れ規程」と「マニュアル」が作られていますが、基本姿
勢や手順などが示されていません。
■日常の支援や行事、余暇活動等についても、現状は、ボランティア受け入れの
機会は多くありません。
■中学生の福祉体験や支援学校の体験実習の受け入れなど、学校教育への協力が
なされています。
■他の就労継続支援事業所や支援学校の体験実習なども受け入れています。

■基本理念として、第一に『インクルーシブな地域社会の実現』を掲げるととも
に、「地域支援ネットワークの構築」を謳っています。
■近くの福祉系短大との共催で、毎年「総合福祉セミナー」を開催、他施設や団
体の協力のなか、多くの参加を得ています。
■毎月の地域清掃、年末のもちつきや夜警、防災訓練など、近隣住民の生活の中
に溶け込んでいます。

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。

 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。

 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。

■各種規程類は、本・新館の事務所に備えられ、閲覧可能になっています。
■会計経理面ではマルチチェックの仕組みを整えるとともに、月々の照合を実施
しています。また、顧問税理士を置き、随時相談助言を得て、必要な改善を図っ
ています。

■事業計画や決算等は、「たんぽぽ通信」（年4回刊）に掲載し、そのままホー
ムページで公開されています。
■第三者委員会の開催は、ホームページ上で報告していますが、中身の詳細まで
は紹介されていません。
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No 26 Ⅱ-４-(３)-① b

（コメント）

No 27 Ⅱ-４-(３)-② b

（コメント）

評価結果

No 28 Ⅲ-１-(1)-① a

（コメント）

No 29 Ⅲ-１-(1)-② b

（コメント）

No 30 Ⅲ-１-(２)-① b

（コメント）

 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。

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。

 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。

■パンフレットは、写真をふんだんに用いて、視覚的な理解を促しています。
■支援学校からの体験実習が有効に利用されています。

■プライバシー保護規程、権利擁護に関するマニュアルとインシデントごとの対
応マニュアル等が備えられています。研修の実施と、規程・マニュアル等に沿っ
てサービス提供が行われているかの定期的・継続的な点検が望まれます。
■男女別のロッカールームに、利用者一人ひとりのロッカーが用意されていま
す。
■介助が必要な場合、同性による介護が可能なシフト体制を敷いています。
■機関誌等への写真掲載に関して、同意書をとることで、家族に対しても意識づ
けが図られています。

■入職時はもとより、年に一度は、倫理綱領・職員行動指針の徹底のための機会
を設けています。また、これらは、事務所とフロアの目につきやすい場所に掲示
されています。

 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。

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

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

 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。

■例えば、「こども１１０番」の役割を担うなど、基本理念に謳うように、（障
がい者）福祉の専門的機能という枠にとらわれず、広く地域との融合をめざすと
いうスタンスに立っています。
■地域の廃棄物処理問題に関して、事業所の契約業者との仲介的調整に関与する
など、住民の視点に立って行動しています。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。

■他施設や団体の協力のなか、近くの福祉系短大との共催で、毎年「総合福祉セ
ミナー」を開催、地域住民の参加も得られています。また、施設長がガイドヘル
パーの初任者研修の講師を担ったりしています。
■毎月１回、地域内の清掃を行うなどの貢献的な活動もあり、また、会合場所の
提供等、町会との関係も良好で、防災訓練にも合流、近隣住民とよりよく共存し
ています。
■清掃を作業種目としている他法人の就労継続支援事業所の「実習の場」とし
て、事業所の建物を提供しています。

10



No 31 Ⅲ-１-(２)-② b

（コメント）

No 32 Ⅲ-１-(２)-③ b

（コメント）

No 33 Ⅲ-１-(３)-① c

（コメント）

No 34 Ⅲ-１-(４)-① c

（コメント）

No 35 Ⅲ-１-(４)-② a

（コメント）

No 36 Ⅲ-１-(４)-③ b

（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。

■相談・苦情受付についてマニュアルが整備され、年1回見直しています。
■利用者アンケートの実施・意見箱の設置など、利用者の意見を把握する取り組
みの充実が望まれます。

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。

 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

 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。

■当日の出勤職員や行事担当職員などを、わかり易い書面で事業所に掲示してい
ます。
■活動スペースごとに相談室が設けられており、相談しやすい環境に配慮してい
ます。

■苦情解決の体制について、わかり易い書面で事業所内に掲示しています。
■苦情内容について、家族会や送迎時にフィードバックされていますが、広報誌
やインターネット、施設内掲示など幅広い対象への公表が求められます。
■第三者委員会を年2回開催し、苦情解決・虐待防止・リスクマネジメントなど
について検証しています。現在第三者委員は1名ですが、複数設置に向けて準備
しています。

■月1回行われている家族会に職員が交代で出席し、意見交換を行っています。
■利用者満足に関する調査の定期的な実施が求められます。

 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。

 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。

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。

 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。

■サービスの大きな変更の事例は多くありませんが、精神科退院後や通所困難に
陥った利用者を他の事業所の別なサービスでつなぎながら、再受け入れの可能性
を探るなど、最善の利益に適うよう努力しています。
■サービス変更の事例が生じた場合に基本的な手順で対応できるよう、引継ぎ文
書を様式化しておくことなどが望まれます。

■理解が困難な家族に対しては、他の家族員（兄弟）や親族の同伴などでの説明
が行われます。
■利用者本人の意思を可能な限り尊重するために、意思決定に困難のある人の場
合の配慮については、一分の可能性を探り、不断の話し合いを続けていくことが
望まれます。
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No 37 Ⅲ-１-(５)-① a

（コメント）

No 38 Ⅲ-１-(５)-② a

（コメント）

No 39 Ⅲ-１-(５)-③ b

（コメント）

評価結果

No 40 Ⅲ-２-(1)-① b

（コメント）

No 41 Ⅲ-２-(1)-② a

（コメント）

No 42 Ⅲ-２-(２)-① b

（コメント）

No 43 Ⅲ-２-(２)-② a

（コメント）

 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。

■福祉サービス実施計画はケア会議、モニタリング会議で検討しています。
■福祉サービス実施に伴い、年1回業務マニュアルを更新しています。

 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。

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。

 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。

■個別支援計画の作成にあたり、医師や看護師、相談支援機関など、関係機関の
意見を取り入れています。
■利用者のニーズについて、食事や日中活動など、個別の項目のニーズが明示さ
れていますが、今後の生活の目標など包括的なニーズの把握が望まれます。

■標準的な実施方法を年1回見直しています。

■食事、排泄など標準的な実施方法が文書化されていますが、より具体的な内容
が望まれます。
■標準的なマニュアルに基づいた各利用者ごとの支援マニュアルを今後作成予定
です。

 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。

■防災協会と連携した訓練(年1回)や内部の防災訓練(年2回)の実施、地域の防災
訓練の参加など、様々な形で訓練を実施しています。
■グループホームには食料品の備蓄がありますが、生活介護にはなく、今後生活
介護でも実施予定です。

■感染症の予防と発生時のマニュアルをフロアに掲示し、周知しています。
■マニュアルの内容は年1回見直しています。

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。

 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。

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。

 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。

 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。

■第三者委員会を年2回実施し、事故・ヒヤリハットに関する事例の分析、改
善・再発防止策の検討を行っています。
■「ひやりはっと報告書」はケース記録と連動しており、記入しやすい方法で行
われています。
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No 44 Ⅲ-２-(３)-① a

（コメント）

No 45 Ⅲ-２-(３)-② b

（コメント）
■ホームページや機関誌等における利用者等の写真の利用について、個人情報同
意書とは別に同意書を作成し、利用者・家族に説明しています。
■個人情報保護規程の作成が望まれます。

■記録する職員で内容に差異のないように記録作成マニュアルを作成し、新入職
員への研修に活用しています。

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

 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。

 利用者に関する記録の管理体制が確立している。
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