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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)） 

• 利用者一人ひとりの思いや願

いが実現できるよう、利用者側

に立った利用者主体の支援の

提供を目指しています。 

• 職員会議ではマスタープラン

に基づいて人権に関する話し

合いを行い、支援の質の向上に

努めています。 

• 呼称は「さん」付けで呼びかけ、

支援するときや確認するとき

には顔を見て声掛けし、利用者

の意思を確認しています。 

• 毎年数回、全職員が参加しお互

いの支援を客観的に見直して

います。 

• 職員行動計画に基づいて、人権

に関する話し合いを行い、支援

の質の向上を目指しています。 

• 入職時及び3年以内の社内研修

では「倫理行動マニュアル」を

活用し、特に人権について徹底

した研修を行っています。 

• 職員が利用者の居室に入ると

きには必ずノックや声掛けを

して利用者の確認を得てから

入ることにしています。 

• 法人の「プライバシーポリシ

ー」に則り、個人情報の保護を

徹底しています。 

• 支援員や世話人も障害者の特

性や受け止め方などについて

理解し、さらに専門性を身に付

け、利用者が混乱しないよう、

統一した支援を提供できるよ

う努めています。 

• 一人職場の世話人が研修会に

参加することは、時間の確保が

困難ですが工夫しながら参加

するようにしています。 

※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

• 毎月、利用者は世話人や支援

員・サービス管理責任者と翌月

の予定について話し合ってい

ます。 

 

 

• 数名の利用者が成年後見制度

を利用しています。高齢化する

利用者の家族に対応するため

にも職員自身が成年後見制度

に対する知識を高めるよう努

めています。 
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者評価項目」1-(4)(5)(6)） • 利用者一人ひとりの休日の外

出予定、買い物・外食など小遣

いの使いみちなど1ヶ月間の計

画を話し合い、個別支援計画に

反映しています。 

• 利用者の各部屋に室内電話を

設置し、事務室といつでも話し

すことができる環境となって

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)） 

• 職員は利用者との会話を大切に

し、通所先から帰宅した時間や

食事前の談笑の時間に、利用者

から楽しかったことや要望など

を聞き取っています。 

• 職員は利用者一人ひとりと「み

なさんの気持ちを聞かせてくだ

さい」というアンケートを用い

て８項目について、ヒアリング

し、利用者の希望や意見を把握

しています。 

• 職員は利用者の持っている能力

を活かした支援を心がけ、自立

活動の実現に努めています。 

• 年度初めに利用者・家族から要

望や意見を聞き、個別の状況を

把握し、利用者一人ひとりの介

護についてモニタリングし個別

支援計画を作成しています。 

• 家族の高齢化が進み、面接の機

会が少なく、個別支援計画時に

家族の不参加のケースがありま

す。利用者との個人面談や日常

の生活状況などから意見や思い

など把握し、個人支援計画に反

映するよう、努めています。 

• 利用者の高齢化が進み、本人の

状況やニーズを含めて、利用者

を取り巻く環境全体のアセスメ

ントの見直しに努めています。 

※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

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)） 

• 休日などに部屋の清掃や整理、

衣類の洗濯などを、自分で行え

るよう自立支援に努めていま

す。 

• 週末の余暇活動についてはガイ

ドヘルパーを利用した外出や買

物など、本人の意思を尊重し、

支援しています。 

 

・施設内の「地域生活体験事業」に

ついては、連携している「桜の風」

の利用者の地域移行促進のため、

桜の風職員と話し合いを行い、

個々の利用者にあった体験を実施

してもらえるよう努めています。 
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• ホームの１階の居室を使用して

グループホームでの生活を体験

し地域生活移行のための支援を

行っています。体験を繰り返し

利用することで本人や家族、関

係機関と共に将来像を具体的に

考える機会としています。 

• 心身の健康を維持するよう、連

携施設や医療機関、法人内栄養

士、看護師等と連携して支援し

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） 

• 自己管理できる利用者は毎月、

職員と話し合い、お小遣いの予

定表を作成し、計画的に使うよ

う支援しています。 

• 自分で管理できない利用者に対

して家族から預かった金額を職

員が必要な時に渡しています。 

（苦情解決） 

• 苦情については、日常生活の中、

面談、その他いろいろな機会で

聞き取ったことを把握し対応し

ています。内容によっては法人

の「苦情解決対応マニュアル」

に沿って法人全体で解決してい

ます。 

（緊急時の対応） 

• 利用者は職員の名刺を携帯し、

外出時のトラブルの連絡に備え

ています。 

• 年に 2回、「桜の風」と合同で施

設長や防災担当職員が参加し、

防災訓練、避難訓練などを実施

しています。 

• 法人の「苦情解決対応マニュア

ル」に基づいて、利用者・家族・

関係者からの要望、相談、苦情

について誠意をもって適切に処

理するよう努めています。 

• 法人の「危機対応マニュアル」

「ヒヤリハット、事故発生と事

後対応マニュアル」に基づいて、

事故防止に努めています。 

• 利用者の「災害時個人カード」

をファイル化し、緊急の通院時

における病院への適切な対応が

できるよう、準備しています。 



- 5 - 

 

※その他、生活環境整備や

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)） 

（生活環境整備） 

• 利用者の居室には照明器具、エ

アコンが常備され、ベッド、机、

本棚など各自で持ち込んでいま

す。 

• 清掃は基本的には利用者が行っ

ていますが一人でできない利用

者に対しては職員も手伝ってい

ます。 

• 各居室と事務室に室内電話が設

置され、夜間の急病でもすぐに

連絡が取れる体制となっていま

す。 

• 法人内の「桜の風」とは事故や

急病・災害など緊急時には協力

関係やバックアップ体制につい

て話し合っています。 

• 職員の心の健康に配慮しメンタ

ルヘルスに向けた組織体制確立

に努め、メンタルヘルス推進担

当者を配置し、支援に努めてい

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)） 

• 太鼓クラブに参加している利用

者が、地元祭りで演奏を披露し

ています。 

• 境界線の草木の整備、喫煙の煙、

音など十分配慮しています。 

• 隣接する連携施設の「桜の風」

とは法人の「人権委員会」や「リ

スクマネージメント委員会」に

合同で参加し、バックアップ体

制が構築されています。 

• 近隣は川崎市から委託された大

規模な福祉施設がほとんどで

す。年２回、近隣の福祉施設の

施設長や担当職員は避難訓練や

防災訓練などについて話し合

い、緊急時の協力関係を検討し

ています。 

 

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)） 

• 入居時には、本人、家族に重要

事項説明書を用い、ホームの方

針やサービス内容について説

明し、同意を得ています。ホー

ムの特徴である通過型の施設

であることについても分かり

やすく説明しています。 

 

 

• ローテーション勤務のため、全

職員で会議を実施することは

難しい状況で、ホームとしても

課題ととらえています。今後は

全職員が同じ方向性で支援に

あたれるよう、定期的な職員会

議、世話人会議の開催を検討し

ています。 
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• サービス提供にあたっては、具

体的で身近な支援目標を設定

し、利用者がモチベーションを

もって目標達成に向けて取り

組めるようにしています。 

• 施設長は、職員会議や世話人会

議で法令遵守について周知し

ています。また、法人研修でも

啓発しています。 

※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)） 

• 事業計画に運営方針や事業の

方向性、取り組むべき課題など

を明記し、全職員に配付してい

ます。また、職員会議、世話人

会議でも説明しています。 

• 施設長は職員会議や世話人会

議でホームの理念や方針につ

いて周知しています。個別支援

計画作成時に世話人に支援内

容についての意見を文書で求

め、サービス管理責任者が、そ

の内容を見て理念の理解度を

チェックしています。また、年

度末の施設長の職員個人面談

でも、確認しています。 

• 法人のホームページで、事業所

の方針を公表しています。ま

た、事業計画や事業報告、第三

者評価の結果等も公表し、透明

性の確保に努めています。 

• 職員の自己評価の定期的な実

施はなく、今後の課題です。 

 

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)） 

• サービス管理責任者が、職員の

希望などを考慮して調整し、シ

フトを作成しています。 

• 年度末の個人面談で管理者は

職員が苦労していることを聞

き、相談にのっています。 

• 法人が全職員のストレスチェ

ックを毎年実施しています。ま

た、必要に応じて産業医が相談

• グループホームの位置づけや

支援のあり方について、園内研

修を実施することを検討して

います。 
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にのる体制を整えています。 

• 法人からの労務関係に関する

指示は、管理者を通して職員に

伝えられます。 

• 入職 1年目研修、2年目研修、

3 年目研修、5 年目研修、契約

社員研修などの法人研修に、該

当する職員が参加しています。 

※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)） 

 

• 現在までの所ボランティアや

実習生の受け入れ実績はなく、

マニュアルなどの受け入れ体

制の整備は今後の課題となっ

ています。 

 

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） 

• 職員が通院同行し、医師の話を

聞き、健康状態を把握していま

す。一人で通院する利用者に対

しては医師と文書で情報交換し

ています。また、緊急時には必

ず付き添い、医師から説明を受

けています。 

 

 

  

（服薬支援） 

• 薬は事務室で預かり、日付と内

容を確認して個人ごとに分け、

服薬時に職員が確認して利用者

に渡しています。 

 

 

• ホームとしては、全職員が薬の

効能を理解するためのさらなる

研修が必要ととらえています。 
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（ホームと家族との関係） 

• 家族に金銭収支を毎月報告する

際に、利用者の近況を記載して

います。会うことが少ない家族

には、定期的に電話や手紙で連

絡を入れています。どうしても

連絡が取れない家族に対して

は、区役所のワーカーなどと連

携しています。 

• ホームとしては、本人、家族の

高齢化に伴い、家族の関係が希

薄になっていくことを課題とと

らえています。 

※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） 

• 食事は食材を仕入れている外部

業者の献立を用いていますが、利

用者の嗜好を反映し、煮魚を焼き

魚に変更する等、職員は調理法

や味付けの工夫をしています。 

• 休日の昼食の献立は、利用者の

要望などを考慮し、職員が作成し

ています。 

（入浴） 

• 各階に風呂があるので、毎日好き

な時間に入浴することができま

す。見守りが必要な利用者は、職

員が様子を確認できる１階で入浴

しています。 

• シャンプーやせっけんの量を自分

で管理できない利用者に対しては

１回ずつに小分けするなど、自力

で入浴できるよう環境を整えてい

ます。 

 

（整容など） 

• 爪切りや髭剃りなど、自分ででき

ない利用者に対しては、カミソリを

事務室で管理するなど必要な支

援をしています。 

• 洗濯機と乾燥機が各階に設置し

てあり利用者が自分で洗濯してい

ます。洗剤を一回分ずつ小分けに

するなど自力でできるように環境

を整えています。 
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• 自分で干せない利用者は乾燥機

を用いてたたむだけにする、しまう

のが苦手は利用者にはタンスの

引き出しに絵カードを貼るなど、自

分でできることは自分でやれるよ

うな環境整備をしています。 

（嗜好品への支援） 

• お酒やたばこ、コーヒーなどの嗜

好品は健康に支障をきたさない範

囲で認めています。健康上の課題

がある利用者については持ち込

んだものをチェックし調整していま

す。医師と相談して１日のコーヒー

の量を決めたり、アルコールフリ

ーの飲料を勧めるなどしていま

す。タバコは、屋外の喫煙所を用

いることとしています。 

（利用者間の関係） 

• 職員は、利用者間の人間関係の

把握に努め、食事のテーブルの席

を決めたり、時間をずらしたりす

るなどの調整をしています。 
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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 

３ 

取り組みを期待

したい事項 
事故・急病や災害などの対応準備について 

理由 

利用者は外出時のトラブルに備えて職員の名刺を携帯しています。夜間の

緊急時の職員の緊急出勤や連絡網など整備されています。 

緊急時に医療機関や救急隊への適切な対応について、全職員が取れるよう、

利用者一人ひとりの障害特性に応じた注意事項などの持ち出しファイルを

整備されることを期待します。 

４ 

取り組みを期待

したい事項 
地域との交流、連携 

理由 

近隣は大規模な福祉施設に囲まれ、一般住宅は少なく、地域との交流は困

難です。近隣の住民に事業所や利用者に対する理解を得るためにも、地元

のイベント時のグランドの使用や災害時における避難場所の提供など事業

所の力を生かした交流の機会を作ることを期待します。 
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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：4名 

ヒアリングの方法：リビングで利用者一人ずつと 2人の調査員と面談形式

で行いました。和やかに話ができ、調査員の冗談にも笑いながら質問に答

えてくれました。 

 

ヒアリングで確認できたこと 

• 「ほとんどの職員は丁寧な言葉で話しかけてくれています。ただし、中には命

令調の言葉を用いる人もいて気になることがあります。」 

• 「職員が居室に入る時には必ずノックをして声をかけてくれます。」 

• 「洗濯で乾燥機に忘れてしまったとき、片付けてくれます。」 

• 「入浴は帰宅後に入ることが多いですが、希望すれば夜遅くや朝にも入るこ

とが出来ます。髭剃りは自分でします。」 

• 「食事はおいしいです。肉や魚が人気です。」 

• 「困ったことがあれば、施設長やサービス管理責任者、支援員に相談してい

ます。中原基幹センターの人にも相談します。内容によっては、相談支援の

担当や後見人に相談します。」 

• 「スタッフは時間があればいつでも相談に応じてくれます。忙しい時には相談

メモや手紙に書き、家の中のポストに入れておくと返事をしてくれます。あら

かじめ頼んで時間を取ってもらう時もあります。ホームの他の利用者とトラブ

った時、市の相談センターの人に相談したこともあります。」 

• 「体調が悪く日中活動を休んだ時には職員に相談しました。」 

• 「ケガをした時には救急車を呼んでくれ、職員が病院まで付き添ってくれまし

た。」 

• 「お金の使い方については支援員に相談しています。欲しいものがあるの

で、お金を貯めています。ブックオフで中古品を買います。残高がマイナスに

なるときもあります。ガイドヘルパーを使う時にはサービス管理責任者に相

談しています。」 

• 「休日には、川崎や武蔵小杉、綱島等に出かけ、お店を見たり、買い物した

りしています。中原区の区民祭りで太鼓たたきや、練習に行くのも楽しいで

す。食事をしてくるときもあります。」 

• 「電車を見るのが楽しいです。」 

• 「入所前には地域生活体験室を利用しました。その体験が良かったので、こ

のホームを希望しました。まだ来たばかりで仕事を探しています。」 

★利用者は自分の思いや悩みを自分の言葉で素直に表現しています。コミ

ュニケーションが上手でない利用者であっても自分の言葉をゆっくりと

探し、言葉や表情で表すことが出来ています。 
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職員が常に利用者を見守ってコミュニケーションを取り、利用者の思い

や要望、悩みを引き出していることが利用者からヒアリングで伺えます。

利用者と職員との関係が構築されていることが調査でも伝わりました。

職員が利用者と個別に話し合い、お小遣いの年間計画など月別に金額を

記入し、倹約などもできています。 
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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 

今回第三者評価を受けた時期は、障害者施設や高齢者施設で狂気的とも言える悲惨な事件が続き、職

員のメンタル的な問題や利用者を地域へ促す時の不安など、さまざまな問題や不安を抱えていた時期で

もありました。 

 利用者の想いを実現するために、安心・安全な生活の場所としての役割を果たす上で、今回各職員が

自己評価を行い、ホーム全体だけでなく、職員一人一人が自らの支援や想いを振り返ることが出来、か

つそれを職員内で議論し合うことが出来たことはとても貴重だったと思います。夜間一人で勤務する時

の様々な不安感を職員で共有し、利用者支援での一体感を助長する良い機会になりました。 

 指摘していただいた地域との関係も、ホームの緊急時等だけでなく、さまざまな場面を想定して日頃

から良好な関係づくりに努めておかなければならない課題だと思います。 

 その他指摘していただいたことと合わせて、ホームで話し合った課題も、これからのホームの運営に

活かしていきたいと思います。    ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


