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評価（結果）報告書（詳細） 

 

7領域の取組み状況項目１（評価対象領域 １.人権の尊重） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

利用者の人格を尊重した関

わり方、権利侵害の防止、

プライバシーの保護につい

て（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」1-(1)(2)(3)） 

（人格の尊重） 

・利用者に対して強くなりやすい職

員の立場をわきまえて慎重に対応

しています。また職員による不適切

な言動があった時は、職員間で指摘

しあい、改善に努めています。 

・利用者の呼称は苗字にさん付けを

基本としています。言葉遣いも敬語

を基本としているが、堅苦しくなり

すぎないよう配慮し利用者が話し

かけやすい雰囲気を作っています。 

・利用者の意思と人格を尊重し、常

に利用者の立場に立ったサービス

提供をおこなっています。 

・法人の倫理要綱や職員の行動指針

等については入職時の面接や研修

をおこない「お互いを思いやり、礼

儀正しく大切なお客様として接す

ること」を徹底しています。 

 

言動が激しい利用者に対して腫れも

のを扱うように接してしまう傾向が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（権利侵害の防止） 

・月に１回(第４木曜日)に開催され

る支援員会議にて、人権チェックリ

スト等により現在の支援内容の見

直しをしています。 

・極力、支援員１人だけでの対応を

避けています。また居室での支援で

は、ドアを開けた状態で対応するよ

うにしています。 

・法人がおこなう研修や法人が作成

したＤＶＤ等で虐待・人権擁護・職

員の行動指針等を学ぶ機会があり

ます。 

・研修に参加できない職員に対して

もＰＣや印刷物、引き継ぎノート等

法人が主催の定期的な研修がありま

すが、学生の非常勤職員も多く勤務

時間などの都合で参加が難しくなっ

ています。 
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を使い内容を周知しています。 

 

（プライバシーの保護） 

・利用者の許可なく居室に立ち入っ

たり、事前の知らせ無しに外部の人

を迎え入れることは避けています。 

・個人的な内容の会話は周囲に聞こ

えないよう配慮しています。 

 

 

 

 

 

※その他、利用者とのコミ

ュニケーションや制度の利

用支援など、人権の尊重に

関する取り組みについて、

特記事項があれば記載して

ください（任意記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」1-(4)(5)(6)） 

・利用者あての郵便物は中身を確認

してほしいと申し出がない限り開

封せずそのまま手渡しています。 
発語が難しい利用者さんからの発信

の手段を検討する必要があると考え

ています。 

 

7領域の取組み状況項目２（評価対象領域 ２.意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

利用者の希望や意見のホー

ム運営への反映、個別支援

計画の策定について（必須

記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」2-(7)(8)） 

・利用者からの希望や意見は食事や

入浴等日々の生活の中で聞いてい

ます。直接の会話ではなく電話をか

けてくる利用者には電話で対応し

ています。利用者が話しやすい環境

を作り、相談があった場合はその場

で聞くようにしています。 

・より利用者の自立した生活につな

がる個別支援計画策定のため、個別

支援会議のスケジュールを見直し

ています。日々の支援の中でも利用

者の行動を確認したり話を聞く等

により支援のポイントや方向を考

えています。 

 

利用者から意見を聞く機会を定期的

に持つことが望ましいと考えていま

す。以前は利用者会(利用者が意見を

交換する会)を月に１回開催してい

ました。 

 

※その他、自立支援や相談

支援など、意向の尊重と自

立生活支援に関する取り組

・本人の意向を尊重していますが、

それに伴うリスクの説明を怠らな

いようにしています。 
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みについて、特記事項があ

れば記載してください（任

意記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」2-(9)(10)） 

・生活に関する全ての判断や決定は

利用者がおこなうよう促している。

よりよい選択のための支援や関係

機関(あんしんセンターや行政窓口

等)の情報提供もしています。 

 

 

7領域の取組み状況項目３（評価対象領域 ３.サービスマネジメントシステムの確立） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

金銭管理、不満や苦情の解

決、事故・急病や災害等の

緊急時の対応準備について

（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」3-(11)(12)(13) 

(14)） 

（金銭管理） 

・金銭は、基本的には利用者本人が

管理しています。希望がある場合は

施設でも管理をしています。また、

あんしんセンターや後見人を利用

している利用者もいます。金銭管理

の対応は常勤職員の３名でおこな

っています。 

 

金銭管理の対応は、常勤３名で対応

していますが、業務の効率化が望ま

れます。 

（苦情解決） 

・玄関に苦情ボックスを設置してい

ます。また職員に直接言いやすい環

境を大切にしています。利用者の声

を尊重し、支援者の意図が含まれな

いようにしています。利用者の表現

をそのまま受け取るように努めて

います。 

・事業所に苦情受付担当者を設置す

る外、第三者員や行政窓口、かなが

わ福祉サービス適正化委員会の連

絡先を重要事項等で周知していま

す。 

 

 

（緊急時対応） 

・救急時、災害時(地震・火災)それ

ぞれのマニュアルとフローチャー

トを作成し誰でも確認できるよう

事務所に掲示しています。 

・利用者個人のファイルには身体状

マニュアルなどを想定した避難訓練

が必要と考えています。 
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況や疾患、家族や主治医の連絡先を

記載し急変時の対応に備えていま

す。 

・防火管理者を定め、法人規定によ

り年４回の保守点検と年２回の避

難訓練をおこなっています。 

・災害時に備えて、備蓄品(水・カ

ンパン・薬・簡易トイレ等)は１０

人×３日分準備しています。 

 

※その他、緊急時の地域と

の協力関係やバックアップ

体制整備や生活環境整備な

ど、サービスマネジメント

に関する取り組みについ

て、特記事項があれば記載

してください（任意記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」3- (15)(16) (17)） 

・緊急時には法人の他施設と連携を

とれる仕組みがあります。 

・警備会社と契約し、不審者の対応

に備えています。 
緊急時に協力体制がとれるよう地域

との避難訓練等が定期的におこなわ

れることが望ましいと考えていま

す。 

 

７領域の取組み状況項目４（評価対象領域 ４.地域との交流・連携） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

地域との関係づくり、連携

について（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」4-(18)） 

・自治会や地域との関係を大切にし

ています。同じマンションの皆様や

一階の保育園を利用する皆様、周辺

の皆様と日常的に挨拶を交わし、良

好な関係を築いています。 

・利用しているマンション周辺の清

掃を随時に行っています。また冬に

は、労力のかかる雪かきを職員等に

よって行いました。 

・地域の行事などについて利用者へ

情報提供しています。どんど焼きや

酉の市、夏祭りなどに利用者は、職

員と一緒に参加することがありま

す。 
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7領域の取組み状況項目５（評価対象領域 ５.運営の透明性の確保と継続性） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

ホームにおけるサービス提

供の考え方や内容の周知、

運営に関する法令の遵守に

ついて（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」5-(19)(20)） 

・法人の規定の順守を徹底してい

ます。倫理綱領等について職員会

議などで周知しています。またホ

ーム内に掲示しています。 

・利用者情報や運営情報などにつ

いて、会議やメール、引き継ぎノ

ート等によって、職員間の情報共

有を図っています。 

・所長会やエリア会議、地区ホー

ム会議などを定期的に開催し、課

題検討・情報交換を行っています。

またこれらの内容について、ホー

ムにおいて、職員会議や連絡ノー

トなどによって全職員に伝達され

ています。 

 

 

※その他、運営理念や方針

の周知、意思決定の仕組み、

自己評価の実施など、運営

の透明性と継続性の確保に

関する取り組みについて、

特記事項があれば記載して

ください（任意記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」5-(21)(22)(23)） 

・ホームにおける「年度事業計画」

を作成しています。年度の運営方

針や重点事業等について、明示し、

事業推進を図っています。 
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７領域の取組み状況項目６（評価対象領域 ６.職員の資質向上の促進） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

職員の勤務条件や職務内容

の適正化、資質向上のため

の研修体制の整備について

（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」6- (24) (25)） 

・法人において職員から組織された

「研修委員会」が中心となって研修

を企画・実施しています。職員に対

し該当する研修について周知し、受

講を促しています。 

・毎月の「職員勤務スケジュール」

について、職員の急な都合が生じた

ときは、まずホーム内で調整し、対

応しています。また他の事業所から

の応援を受けられるという仕組み

もあります。利用者支援に支障がな

いよう取り組んでいます。 

・法人の規定による資格取得の助成

制度などもあります。職員の自己研

鑽・資質向上を推進しています。 

 

 

※その他、ボランティア・

実習生の受入れ体制整備な

ど、職員の資質向上の促進

に関する取り組みについ

て、特記事項があれば記載

してください（任意記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者評価項目」6-(26)） 

・ボランティアをイベント時などの

課外活動で積極的に受け入れてい

ます。 

・非常勤職員として学生を毎年多く

受け入れています。非常勤職員に対

し、常勤職員によって、障がい者特

性や留意事項などについて十分に

説明を行っています。またこのこと

が常勤職員の勉強にもなっていま

す。 

・日々の業務の中で職員一人ひとり

と向き合うこと、また自由に言え

る・提案できる環境を大切にしてい

ます。また提案事項等は、速やかな

対応に努めています。 

  

学生の非常勤職員が多くいます。現

状、職員会議等への出席があまり望

めません。非常勤職員（学生）への

指示事項などを迅速・確実に伝える

システムの構築が必要であると考え

ています。  
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７領域の取組み状況項目７（評価対象領域 ７.日常生活支援） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

健康管理・服薬支援、自由

時間の支援や就労（一般就

労・福祉的就労）への支援、

家族とのホームとの関係づ

くりについて（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者 評 価 項 目 」

7-(27)(28)(29)(30)(31)(32)） 

（健康管理・服薬支援） 

・個々の状況に合わせて支援してい

ます。服薬では、「お薬カレンダー」

などを使い、極力本人が関わること

を基本に支援しています。また確実

に服用できているか目視で確認し

ています。 

・月に一度の看護師の訪問によっ

て、問診・バイタルチェックや、必

要に応じ服薬・通院・受診の支援を

行っています。 

・日常的に利用者の体調について関

心を向けています。毎日の「日誌」

に利用者一人ひとりの体調や食事

などについて記録しています。不調

が見られれば速やかに適切な対応

に努めています。 

 

 

（自由時間・就労支援） 

・余暇時間は、利用者が自由に過ご

せるように配慮しています。近くの

コンビニエンスストアなどへ出か

けたりしています。玄関ドアも夜間

などを除いて開錠しています。 

・利用者の就労先や日中活動場所な

どと随時に連絡をとって、情報共有

を図り、利用者が希望する適切な支

援に努めています。 

個人的に自由な過ごし方を尊重して

いますので、利用者が集まって、ホ

ームとしてイベントなどは企画して

いません。  
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（ホームと家族との関係） 

・家族会を年１度のペースで企画し

ています。日常的に、家族へ必要事

項を、電話などで随時に連絡をとっ

て情報共有及び意見交換を交わし

ています。 

 

 

※その他、食事や入浴、排

せつ介助、整容支援、安眠

支援、新聞・テレビや嗜好

品の支援、利用者の行動障

害への対応など、日常生活

支援に関する取り組みにつ

いて、特記事項があれば記

載してください（任意記入） 

（対応項目：「自己評価・第三

者 評 価 項 目 」

7-(33)(34)(35)(36)(37)(38)(

39)(40)） 

・食事は、通常、朝食と夕食を担当

職員によって、栄養や好みを考慮し

て手作りで調理しています。①甘味

物は、カロリーを調べる ②揚げ物

は、カロリーが高いこと、などに注

意して調理しています。食べられな

いものがある利用者には、個別に対

応しています。 

・開設当初からの利用者も半数近く

おり、高齢化が進んでいます。家族

が高齢化している方を対象に日常

生活金銭管理サービスや成年後見

制度の利用について情報提供と支

援を行っています。 

・喫煙場所を職員事務室のベランダ 

としています。火の取り扱いには、

十分に注意をしています。また毎

日、夜間にガスコンロ・電気などの

安全点検をしています。  

 

行動障がいのある利用者に対して

は、限られた職員しか対応できない

事が多い状況にあります。今後、対

応できる職員を増やす考えを持って

います。 
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その他特記事項：第三者評価機関として今後、特に課題として取り組みを期待したい事項 

（※特記する事項がない場合は無記入） 

関連領域 

（1～７を

記載） 

第三者評価機関からのコメント 

 

取り組みを期待

したい事項 
地域との連携・交流 

理由 

自治会に加入し近隣住民とも挨拶を交わすなど良好な関係を築いていま

す。今後とも自治会が実施の災害訓練などのコミュニティーへの参加と災

害時などの協力体制の構築が期待されます。 

 

取り組みを期待

したい事項 
成年後見人制度などの利用 

理由 

ホームは、開設して 20年が経過しました。開設当初からの利用者も半数

近くおり、高齢化が進んでいます。今後とも日常生活金銭管理サービスや

成年後見人制度の利用について情報提供と支援が期待されます。 

 

 

取り組みを期待

したい事項 

 

理由 
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第三者評価機関コメント 利用者調査の結果 

項目 コメント 

利用者調査で確認できた

こと 

（※次の調査方法のうち

該当するものに○印を記

入） 

①ヒアリング調査（本人） 

②ヒアリング調査（家族） 

③観察調査 

＜ヒアリング対象者＞ 

３名(男性)。都合でうち１名は、ヒアリングできませんでした。 

＜ヒアリング方法＞ 

 利用者はひとりずつ、調査員２名とリビングにて面談しました。言葉が

聞きとりにくい一人の利用者には所長が同席し、協力してもらいました。 

＜ヒアリングで確認できたこと＞ 

外出からの帰宅時の挨拶や、会話等頻繁に言葉を交わす様子から利用者

と職員の関係が良好なことが感じられました。 

施設での生活は楽しく安心であるとの言葉も多くの利用者から聞き取れ

ました。 

①・職員は自分のことを「苗字にさん付け」で呼んでくれ丁寧に接してく

れます。 

・会話の中の言葉も丁寧で親しみやすく家族のようです。 

②・自分の部屋に入る際には必ず声をかけてくれます。勝手に入ったり物

品に触ったりすることはありません。 

・掃除は自分でしています。 

・掃除や片づけはヘルパーさんにしてもらっています。 

・職員の人に布団など大きなものは干してもらっています。 

③・いつもおいしい食事を提供してくれるので満足です。 

・入浴は週に３回しています。入浴設備についても満足しています。 

・デイサービスでも入浴しますが施設での入浴も楽しみです。 

・他の利用者さんたちともうまく付き合えています。 

・困ったことや相談は職員の方たちがよく聞いてくれます。話しかけや

すく相談もしやすいです。 

④・生活目標や計画についても自分の話を聞き、考えてくれます。 

・支援相談員やケアマネジャーに相談しています。 

⑤・口座の管理や現金の管理は自分でしています。 

・金銭管理はあんしんセンターと施設にお願いしています。内容は分か

りやすく教えてくれます。 

⑥・嫌なことは特にありません。食事の形態などについて相談するとすぐ

に対応してくれます。 

⑦・支援相談員に相談しています。 

・ケアマネジャーに相談しています。 

・姉や家族に相談しています。 

⑧・具合が悪くなったことはありませんが、相談しやすいと思います。 

・施設のコールは音がうるさく周りの人の迷惑になるので携帯電話で事

務所に連絡をしています。対応はすぐにしてくれます。 

⑨・徒歩や交通機関を使って買い物や娯楽にでかけています。 
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・電動車いすでガイドヘルパーと一緒に交通機関を使って市外や県外ま

ででかけることもあります。 

⑩・よく声をかけてくれ家族のようで楽しく生活しています。 

・近所のお祭りや神輿なども一緒に見に行って楽しいです。 

・地震や災害の時の避難が心配です。 
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様式４  障害者グループホーム第三者評価 評価後のコメント表 

 

 

 

 

 

※ 「評価（結果）報告書」必須添付資料 

障害者グループホーム 評価後のコメント表 

 

評価後（評価結果を受け取った後）のグループホーム「コメント」(自由記述) 

 

 評価を受けた障害者グループホームのコメント 

 

改めて、自分たちの仕事を見つめ直すことが出来ました。 

根拠を持って支援に当たっていますが、グループホームと言う場所の特性上、少人数での判断、スピー

ド感のある判断を求められる業務が多く、支援に会ったっている職員の不安も少しずつ募っていくこと

が多くなっています。第 3者の目が入り、自分たちの仕事に自信を持てた事、また改善点などにも気づ

くことが出来ました。 

利用者さん達にとっても、自分の受けているサービスの確認になったようです。 

評価の結果を活かし、より良い支援につなげたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊｲﾂ 光田 一秀 

 

 

 


