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福祉 サー

ビス の基

本方 針と

組織運営 

1 理念・基本

方針 

理念・基本方針

の確立 
1 理念や基本方針が明文化されている。 3 

理念・基本方針

の周知 
2 

理念や基本方針が職員に周知・理解されてい

る。 
4 

3 
理念や基本方針が利用者等に周知されてい

る。 
4 

2 計画の策定 中・長期的ビ

ジョンの明確

化 

4 
事業環境を把握した中・長期計画に基づく事

業計画が作成されている。 
5 

重要課題の明

確化 
5 

事業計画達成のための重要課題が明確化され

ている。 
6 

計画の適正な

策定 6 

施設の事業計画等､重要な課題や方針を決定

するに当たっては､職員と幹部職員とが話し

合う仕組みがある。 

6 

3 管理者の責

任 と リ ー

ダーシップ 

管理者のリー

ダーシップ 
7 

理念の実現や質の向上に意欲を持ち、その取

り組みに指導力を発揮している。 
8 

8 
経営や業務の効率化と改善に向けた取り組み

に指導力を発揮している。 
8 

4 人 材 の 確

保・養成 

人材管理体制

の整備 
9 

施設の全職員が守るべき倫理を明文化してい

る。 
10 

10 

人事方針を策定し、人事を計画的・組織的に

行い、職員評価が客観的な基準に基づいて行

われている。 

10 

職員の就業へ

の配慮 11 

事業所の就業関係の改善課題について､ス

タッフ（委託業者を含む）などの現場の意見

を幹部職員が把握できる仕組みがある。 

11 

12 福利厚生に積極的に取り組んでいる。 12 

職員の質の向

上への体制整

備 

13 
職員の教育･研修に関する基本方針が明示さ

れ、人材育成に取り組んでいる。 
12 

14 
定期的に教育･研修計画の評価・見直しを行っ

ている。 
13 

15 
職員の働き甲斐や職場の信頼関係の向上に取

り組んでいる。 
14 
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適切 な福

祉サ ービ

スの実施 

 

 

1 

 

 

 

 

 

利用者本位

の福祉サー

ビス 

 

 

 

利用者尊重の

明示 16 

施設の全職員を対象とした権利擁護に関する

研修を行い、利用者の権利を守り、個人の意

思を尊重している。 

15 

17 

個人情報保護に関する規定を公表し徹底を

図っている｡ 

 

16 
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適切 な福

祉サ ービ

スの実施 

 

 

 

 

 

 利用者満足の 

向上 18 
利用者満足の向上を意図した仕組みを整備

し、取り組んでいる。 
16 

利用者意見の

表明 
19 苦情又は意見を受け付ける仕組みがある。 17 

2 サービスの

質の確保 

サービスの質

の向上への取

り組み 

20 
サービス内容について定期的に評価を行い、

改善すべき課題を発見し見直している。 
18 

サービスの標

準化 21 

事業所業務のマニュアル等を作成し、また日

常のサービス改善を踏まえてマニュアルの見

直しを行っている。 

18 

3 サービスの

開始・継続 

サービス提供

の適切な開始 
22 

施設利用に関する問合せや見学に対応してい

る。 
20 

23 
サービスの開始に当たり、利用者等に説明し、

同意を得ている。 
20 

4 個別支援計

画の策定 

個別支援計画

の策定・見直し 
24 

一人ひとりのニーズを把握して個別の支援計

画を策定している。 
22 

25 
個別支援計画の内容は適切であるかの評価・

見直しを定期的に実施している。 
23 

26 

利用者のサービス提供に必要な情報が、口頭

や記録を通して職員間に伝達される仕組みが

ある。 

23 

5 実施サービ

スの質 

項 目 別 実 施

サービスの質 

27 利用者の快適な日常生活のための取り組み。  

28 身体拘束等廃止のための取り組み  

29 
栄養バランスを考慮した、おいしい食事の提

供 
 

30 
入浴の支援は利用者の状態、意思を反映して

行っている。 
 

31 
排泄の支援は利用者の状態、意思を反映して

行っている。 
 

33 
利用者ごとの計画的な機能訓練の取り組みを

行っている。 
 

34 
利用者の家族等との連携、交流のための取り

組みを行っている。 
 

35 
事認知症の利用者に対するサービスの質確保

のための取り組みを行っている。 
 

36 
ターミナルケアのための取り組みを行ってい

る。 
 

6 安全管理 利用者の安全

確保 
37 

感染症の発生時などの対応など利用者の安全

確保のための体制が整備されている。 25 

38 
事故などの利用者の安全確保のためにリスク

を把握し、対策を実行している。 
25 

39 

緊急時（非常災害発生時など）の対応など利

用者の安全確保のための体制が整備されてい

る。 

26 

7 地域との交

流と連携 

地域との適切

な関係 
40 

地域と地域関係機関との交流･連携を図って

いる。 
28 
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大項目Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織運営 

 

中項目１ 理念・基本方針 

 
理念・基本方針の確立 

 

評価項目 標準項目 

1 理念や基本方針が明文

化されている。 

□理念・方針が文書（事業計画等の法人・事業所内文書や広報誌、パ

ンフレット等）に明文化されている。 

□理念・方針から、法人が実施する福祉サービスの内容や特性を踏ま

えた法人の使命や目指す方向、考え方を読み取ることができる。 

□理念・方針には、法の趣旨や人権擁護、自立支援の精神が盛り込ま

れている。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 法人の「理念」とは、当該法人を設立した創業者の想いや社会的存在理由や福祉関連法の趣旨な

どを盛り込んだ「事業者が大切にしている考え（価値観）」であり、その「方針」とは、理念の実

現のために目指す方向や進むべき路など方策を示すものです。 

この理念・方針のもと、中・長期計画や年度事業計画等が作成され、計画的な組織運営やサービ

ス提供が実施されます。このことから、第三者評価は「事業者が実現しようとしている理念・方針

に整合して、事業者をはじめ職員は最善の意思決定と行動を行なっているかどうかをみる」作業で

あり、理念・方針と事業活動との整合性を図ることが、第三者評価の基本的視点です。 

具体的には、評価項目とその評価細目（＝標準項目）が評価基準（チエックポイント）として選

定され、組織運営とサービスの提供において、理念・方針・計画・目標・課題の達成のために、最

善の意思決定と行動を行なっているかどうかをみて評価することになります。 

 

○ 理念・方針は事業を進める上での基本となり、リーダーシップやモチベーションの源泉にもなる

ため、「経営者の頭の中にある」といったことではなく、職員や利用者等への理解や周知を前提と

して、明文化されていることが必要です。評価に際しては、単に各種文書に記載されているかど

うかを確認するだけではなく、理念・方針が、ビジョン・計画・目標・課題といった具体的な事

業計画にどのようにブレイクダウンされ、整合し機能しているか、深く評価することが望まれま

す。 

 

○ 一つの法人で介護や保育など各種サービスを提供している場合は、法人の理念に基づき、各事業

所がその実情に応じて理念を掲げているケースが多く見受けられますが、この場合は事業所が独自

に掲げる理念を評価対象として構わないとされています。 

 

○ 公設施設では、設置主体・実施主体である市町村の方針に基づきサービス提供されているので、

事業所・施設ごとに理念が明文化されている場合が少ないのが実態です。従って、公立施設につい

ては、管理者（施設長）に与えられた職掌の範囲内を考慮したうえで、本項の基本的考え方に沿っ

た具体的な取組を評価します。 
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理念・基本方針の周知 

 

評価項目 標準項目 

2 理念や基本方針が職員

に周知・理解されてい

る。 

□理念・方針を事業所内の誰もが見やすい場所に掲示し、職員配布文

書に記載している。 

□理念・方針を会議や研修において取り上げ職員と話し合い共有化を

図っている。 

□理念・方針の実践を日常の会議等で話し合い実行面の反省をしてい

る。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 理念や基本方針は、組織の福祉サービスに対する考え方や姿勢を示し、職員の行動規範となるも

のであり、職員に十分に周知し、理解を促すことが重要となります。 

 

○ 本項では、理念や基本方針を文書にして職員に配布することは基本的な取組と位置付け、より理

解を促進するためにどのような取組が行われているかを評価します。理念や基本方針の周知を目

的とした実践テーマを設定して会議等で討議の上で実行しているか、継続的な取組を行っている

か、幹部の認識を確認します。 

 

○ 評価方法は、職員への周知についてどのような取組を行っているかを聴取した上で、訪問調査に

おいて職員への聴取を行い、具体的な取組状況を確認します。  

 

○ 本項において「職員」とは、常勤・非常勤、あるいは職種を問わず、組織に雇用される全ての職

員を指します。 

 

評価項目 標準項目 

3 理念や基本方針が利用

者等に周知されてい

る。 

□契約時等に理念・方針が理解し易い資料を作成し、わかり易い説明

をしている。 

□理念・方針を利用者や家族会等で分かり易く説明し、話をしている。 

□理念・方針の実践面を広報誌や手紙、日常会話などで日常的に伝え

ている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 理念や基本方針は、組織の福祉サービスに対する考え方や姿勢を示すものであり、職員に限らず、

利用者や家族等にも広く周知することが必要となります。また、利用者や家族等に対して理念や

基本方針を周知することによって、実施する福祉サービスに対する安心感や信頼を高めることに

もつながるため、十分な取組が求められます。 

 

○ 利用者や家族等に対する周知では、作成された印刷物等の内容がわかりやすいかどうか、周知の

方法に配慮しているかどうかについても評価の対象となります。高齢者や障害を持つ利用者に対

しては、職員に対する方法とは違った工夫も求められます。 

 

○ 評価方法は、前項と同様、訪問調査や利用者調査により、利用者や家族等への周知についてどの

ような取組を行っているか聴取することを基本とします。 
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中項目２ 計画の策定 

 

中・長期的なビジョンの明確化 

 

評価項目 標準項目 

4 事業環境を把握した

中・長期計画に基づく

事業計画が作成されて

いる。 

□社会福祉事業の全体地域動向について、具体的に把握している。 

□事業計画には、環境把握に基づく中・長期計画の内容を反映した各

年度における事業内容が具体的に示されている。 

□事業計画は、実行可能かどうか、具体的に計画することによって実

施状況の評価を行える配慮がなされている。 

□事業計画及び財務内容を閲覧に供することを明記した文書がある。

又は、閲覧できることが確認できる。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 本項では、事業経営の基本として、まず組織として外的な動向を的確に把握するための取組を行っ

ているかどうかを評価します。 

 

○ 社会福祉事業全体の動向、事業所が位置する地域での福祉に対する需要の動向、利用者数・利用

者像の変化、福祉サービスのニーズ、潜在的利用者に関するデータ等は、事業経営を長期的視野

に立って進めていくためには欠かすことのできない情報です。 

 

○ さらに本項では、把握された情報やデータが、中・長期計画や各年度の事業計画に反映されてい

るかどうかを確認します。情報把握の目的は、環境変化に適切に対応した事業経営の維持にあり、

各計画に情報やデータが反映されなければ、その目的は達成されないからです。 

 

○ 「中・長期計画」とは、組織の理念や基本方針の実現に向けた具体的な取組を示すものです。（本

項における「中・長期」とは３～５年を指すものとします。） 

 

○ 本項では、実施する福祉サービスの更なる充実、課題の解決等のほか、地域ニーズに基づいた新

たな福祉サービスの実施といったことも含めた目標を明確にし、その目標を実現するための組織体

制や設備の整備、職員体制、人材育成等に関する具体的な計画を評価します。 

なお、中・長期計画の策定に当たっては、以下のような順序で組織の現状が整理されていること

が望ましいです。 

ⅰ）理念や基本方針の実現に向けた目標を明確にする。 

ⅱ）明確にした目標に対して、実施する福祉サービスの内容、組織体制や設備の整備、職員体制、

人材育成等の現状分析を行い、課題や問題点を明らかにする。 

ⅲ）明らかになった課題や問題点を解決し、目標を達成するための具体的な中・長期計画を策定す

る。 

ⅳ）計画の実行と評価・見直しを行う。 

 

○ 本項では、事業運営の透明性の確保のために、事業所の運営状況を示す資料として、事業計画

及び財務内容に関する資料が閲覧に供することが明記されているかどうかを評価します。 
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重要課題の明確化 

 

評価項目 標準項目 

5 事業計画達成のための

重要課題が明確化され

ている。 

□理念・基本方針より重要課題が明確にされている。 

□事業環境の分析から重要課題が明確にされている。 

□現状の反省から重要課題が明確にされている。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 本項では、前項で定められた理念や基本方針から策定された目標を踏まえて、事業経営の重要課

題が明確に定められているかを評価します。 

 

○ 本項では、さらに経営状況を具体的に把握・分析する取組が行われ、重要課題の抽出を行ってい

るかを評価します。 

 

○ 本項では、事業所が位置する地域の福祉に対する要求事項を分析し、その中の重要課題が明確に

されているかを評価します。 

 

○ 現在実施されているサービスのＰ（Ｐｌａｎ・計画）→Ｄ（Ｄｏ・実行）→Ｃ（Ｃｈｅｃｋ・

評価）→Ａ（Ａｃｔ・改善）のサイクル（以下「ＰＤＣＡサイクル」という。）の中で反省点を

見出だし、その中の重要課題が明確に示されているかを評価します。 

 

○ 定期的にサービスコストの分析やサービス利用者の推移、利用率などの分析を行い、重要課題の

抽出に反映しているかを評価します。 

 

○ 以上の重要課題の明確化が行われ、それが事業計画達成に反映されているかを評価します。 

 

 

計画の適正な策定 

 

評価項目 標準項目 

6 施設の事業計画等、重

要な課題や方針を決定

するにあたっては、職

員と幹部職員とが話し

あう仕組みがある。 

□各計画の策定に当たっては、現場の状況を把握し、職員と幹部職員

が話し合う仕組みがある。 

□年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定められ

た時期、手順に基づいて事業計画の実施状況の把握、評価を行って

いる。 

□方針や計画、課題の決定過程が、全ての職員に周知され、一部の職

員だけで行われていない。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 本項では、各計画の策定にあたり、関係職員の参画や意見の集約・反映の仕組みが組織として定

められており、機能しているかを評価します。また、内容によっては利用者等の意見を集約して各

計画に反映していくことも求められます。あわせて、各計画の実施状況について、評価・見直しの

時期、関係職員や利用者等の意見を取り込めるような手順が組織として定められ、実施されている

かという点も重要です。 

 

○ 中・長期計画の評価は、社会の動向、組織の状況、利用者や地域のニーズ等の変化に対応するた

めに行います。単年度事業計画の評価は、次年度へのステップとなるだけではなく、中・長期計画

の妥当性や有効性についての見直しの基本となります。 
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○ 本項では、計画策定過程の記録、計画の評価・見直しの記録、事業計画の評価結果が、次年度の

事業計画に反映されているかについて、継続した事業計画の比較等で評価します。 

 

○ なお、各計画の策定・評価・見直しにおいて、例えば、中・長期計画や中・長期の収支計画に関

しては幹部職員等が参画し、単年度の事業計画に関しては幹部職員以外に中堅職員等が加わるな

ど、計画の性質や内容に応じて、参画する職員が違っても構いません。 

 

○ 各計画を職員がよく理解することは、計画達成のために欠かすことができない要件です。本項で

は、職員に対して各計画を文書にして配布し周知することは基本的な取組と位置付け、より理解を

促進するためにどのような取組が行われているかを評価します。 

 

○ 年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定められた時期・手順に基づいて事業

計画の実施状況の把握・評価を行っているかを評価します。 

 

○ 各計画をわかりやすく説明した資料を作成する等によって、より理解しやすいような工夫を行っ

ているかを評価します。 
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中項目３ 管理者の責任とリーダーシップ 

 
管理者のリーダーシップ 

 

評価項目 標準項目 

7 理念の実現や質の向上

に意欲を持ち、その取

り組みに指導力を発揮

している。 

□管理者は、理念・基本方針の実現、福祉サービスの質に関する課題

を把握し、改善のための具体的な方針を明示して指導力を発揮して

いる。 

□管理者は、福祉サービスの質の向上について組織内に具体的な体制

を構築し、自らもその活動に積極的に参画している。 

□運営に関する職員、利用者、家族、地域の関係機関の意見を把握し

て方針を立てている。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 管理者は、組織全体をリードする立場として、職員に対して自らの役割と責任を明らかにする必

要があります。また、指導力を発揮することは、職員からの信頼を得るためには欠かすことができ

ないものです。 

 

○ 質の高い福祉サービスの実施や効率的な運営は、組織内での信頼をもとにリーダーシップを発揮

することが管理者の要件になります。諸会議や各種の委員会が適切に設けられ、意思決定のプロセ

スが明示されていることが必要とされます。 

 

○ 管理者の役割や責任が文書化され、職員に対して会議や研修等において分かりやすく表明するこ

とが必要とされます。事業計画書・広報紙などへの掲載や各種の懇談会に出席して、利用者・家族・

地域の関係機関への表明も求められます。 

 

○ 災害や事故発生時における管理者の役割と責任についても明確化されていることが必要とされま

す。 

 

○ 「管理者」とは、事業所を実質的に管理・運営する責任者を指しますが、法人の経営者に対して

も同様の姿勢が求められます。 

 

評価項目 標準項目 

8 経営や業務の効率化と

改善に向けた取り組み

に指導力を発揮してい

る。 

□管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けて、人事、労務、財務

等の面から分析を行っている。 

□管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員

の動きやすい環境整備等、具体的に取り組んでいる。 

□管理者は、経営や業務の効率化や改善のために組織内に具体的な体

制（改善委員会など）を構築し、自らもその活動に積極的に参画し

ている。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 事業所は、社会福祉基礎構造改革の主旨に沿って福祉サービスの質を向上させることが重要な課

題になっています。管理者は、現状について定期的かつ継続的に評価・分析を行ない、安定した経

営状態を確保することが求められます。 
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○ 管理者は、福祉サービスの質に関する課題を理念や基本方針に照らし合わせて把握し、改善に向

けた取組を実施するために指導力を発揮することが必要とされます。職員の意見を取り込みながら、

事業所が一丸となって推進することが必要とされます。 

 

○ 管理者が課題を正しく理解したうえで、組織に対してどのように指導力を発揮しているかを具体

的な取組によって評価します。 
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中項目４ 人材の確保・育成 
 

人事管理体制の整備 

 

評価項目 標準項目 

9 施設の全職員が守るべ

き倫理を明文化してい

る。 

□倫理規定があり、職員に配布されている。 

□従業者を対象とした、倫理および法令順守に関する研修を実施し、

周知を図っている。 

□倫理（個人の尊厳）の周知を図るための日常的な取り組みが確認で

きる。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 組織が社会的役割を果たしていくためには、基本的な関連法令を踏まえて事業を推進する必要が

あります。管理者は、自らがそれらの法令や倫理を正しく理解し、組織全体をリードしていく責務

を負っています。 

 

○ 組織として遵守しなければならない基本的な関連法令について、リスト化するなどの方法で正し

く認識する必要があります。また、最新の内容に更新されていることが求められます。 

 

○ 福祉分野に限らず、消費者契約法や景品表示法などの消費者関連法令、さらには雇用・労働や災

害、環境への配慮に関するものについても含まれていることが望まれます。 

 

○ 管理者は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための付帯的な取組を行なう

ことが必要とされます。 

 

評価項目 標準項目 

10 人事方針を策定し、人

事を計画的・組織的に

行い、職員評価が客観

的な基準に基づいて行

われている。 

□人事方針が明文化されている。 

□職務権限規定等を作成し、従業者の役割と権限を明確にしている。 

□評価基準や評価方法を職員に明示し、評価の客観性や透明性の確保

が図られている。 

□評価の結果について、職員に対して説明責任を果たしている。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 本項では、基本方針や各計画を実現するために人事方針が明文化され、必要な人材や人員体制に

ついて、組織として具体的な計画を持っているかどうかを評価します。 
 

○ 職務権限規定等が作成され、従業者の役割と権限が明確になっているかどうかを評価します。 

 

○ 計画は、単に「質の高い人材の確保」という抽象的な表現にとどまるものではなく、組織の基本

方針や各計画に沿って、組織を適切に機能させるために必要な人数や、体制、あるいは常勤職員と

非常勤職員の比率、社会福祉士や介護福祉士等の有資格職員の配置等のほか、障害者雇用への配慮

といったことも含めて立案される必要があります。 

 

○ 評価基準や評価方法を職員に明示し、評価の客観性や透明性の確保が図られているかを評価し

ます。 
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○ 評価の持つ意味は組織の事情によって多少の違いはあるものの、基本的には、職員の職務遂行に

あたっての能力と行動及びその成果を、評価者が組織として定めた一定の基準と方法に従って評価

して、その結果を記録すると共に職員に明示し活用していることを評価します。 

 

○ その目的と役割は、人材の能力開発・育成に活用されること、公正な職員処遇を実現すること、

個々の意欲を喚起し組織活性化に役立つこと、です。決して、賃金や処遇に格差をつけることを目

的にしたものではありません。確かに人の評価に関わる問題だけに慎重な対応が必要ですが、本来

の目的を正しく認識し適正に運用していくことは、健全な組織では当然のこととも言えます。 

 

○ 評価は、「成績評価」（仕事量、仕事の完成度、業務の達成度など）、「情意評価」（規律性、協調性、

積極性、責任性など）、「能力評価」（知識・技能、実行力、指導力、判断力など）の３点から行わ

れるのが一般的です。評価と人材の育成とを関連付けるとき、組織固有に求められる能力について

具体的設定が重要となり、評価にあたっては、絶対評価の基準の明確化が求められます。そして何

より、人を評価する評価者としての正しい評価眼を養うことが大切になります。 

 

 

職員の就業への配慮 

 

評価項目 標準項目 

11 事業所の就業関係の改

善課題について、職員

（委託業者を含む）な

どの現場の意見を幹部

職員が把握できる仕組

みがある。 

□担当者や担当部署等を設置し職員の有給休暇の消化率や時間外労

働のデータを、定期的にチェックしている。 

□把握した問題点に対して、人材や人員体制に関する具体的な改善計

画を立て実行している。 

□定期的に職員との個別面談の機会を設ける等、職員が相談しやすい

ような組織内の工夫をしている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ サービスの内容を充実させるためには、組織として、職員が常に仕事に対して意欲的に臨めるよ

うな環境を整えることが求められます。職員の就業状況や意向・意見を把握し、その結果を分析・

検討し、改善に向けた取組を人材や人員体制に関する具体的な計画に反映した上で進めていくと

いった仕組みが必要となります。 

 

○ さらに、把握された意向・意見について分析・検討する仕組みの有無、サポートする必要がある

と認められる職員に対しての対応等、把握した職員の状況に対して組織的にどのように取り組んで

いるのかという点も評価の対象となります。 

 

○ 職員の状態を把握する取組としては、担当者や担当部署を設置し、有給休暇の消化率や時間外労

働の定期的なチェックなど客観情報の把握が行われているかを評価します。 

 

○ 次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定や、改正育児休業法への適切な対応、

定期的な個別面接や聴取等が制度として確立していることが望まれます。 

 

○ 定期的に職員との個別面談の機会を設ける等、職員が相談しやすいような組織内の工夫をしてい

るかを評価します。 
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評価項目 標準項目 

12 福利厚生に積極的に取

り組んでいる。 

□職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生事業を実施してい

る。 

□希望があれば職員が相談できるように、カウンセラーや専門家を確

保している。 

□育児休暇やリフレッシュ休暇等の取得を励行している。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 本項では、職員の希望の聴取等をもとに、職員処遇の充実を図るという広い観点からの取組を評

価の対象とします。 

 

○ 「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」（平成19年厚生労

働省告示第289号）第３に規定される人材確保の方策のうち、１．労働環境の整備の推進等にある

「⑤健康管理対策等」及び「⑦福利厚生」に示されているものに対する取組等が挙げられます。 

 

○ 職員の健康維持の取組としては、例えば、より充実した健康診断を実施する、全職員に予防接種

を励行する、健康上の相談窓口を設置する、悩み相談の窓口を設置するなどが挙げられます。 

 

○ 相談窓口の設置については、単に「困ったことがあれば管理者に相談する」といった運営ではな

く、積極的に相談しやすい工夫を行っているか、カウンセラーや専門家を確保しているかを評価し

ます。 

 

○ さらに、相談を受け付けた後に解決を図る体制が整備されているかなど、組織的に取り組んでい

るかどうかを評価します。相談窓口は組織内部のみならず、外部にも設置することが望ましいとい

えますが、組織内部に設置していれば評価の対象とします。 

 

○ 福利厚生の取組としては、職員の育児休暇やリフレッシュ休暇等を積極的に推進・励行している

かを評価します。 

 

 

職員の質の向上への体制整備 

 

評価項目 標準項目 

13 職員の教育･研修に関

する基本方針が明示さ

れ、人材育成に取り組

んでいる。 

□キャリアアップ計画など中長期の人材育成計画がある。 

□職種別、役割別に期待能力基準を明示している。 

□個別育成計画・目標を明確にしている。 

□ＯＪＴの仕組みを明確にしている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 職員の教育・研修に関する基本的な考え方のポイントは、福祉サービスの質の向上のために組織

が定めた目標とその目標達成に向けた各計画に、職員の研修計画が整合していなければならないと

いう点です。年度ごとに連続性のない研修の開催や外部研修への参加、あるいは職員の希望だけを

尊重した研修計画は、福祉サービスの質の向上に対する取組の一環と位置付けることはできませ

ん。組織として目的意識を持った研修計画が策定される必要があります。 
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○ 本項では、職員に求める具体的な技術水準や専門資格の取得といった点から必要となる職員の教

育・研修に関する組織の基本方針を、３～５年の中・長期での人材のキャリアアップ計画等で明確

にすることが求められます。職員の職種別・役割別の期待能力基準を明示し、研修等育成計画を立

案・実行することが求められます。 

 

○ 組織が実施する福祉サービス全体の質の向上に対する取組を評価する項目ですので、正規職員の

他、派遣契約職員や臨時職員等、職員全体の教育・研修を対象とします。また、育成計画は組織全

体の計画だけでなく、職員個人別に育成計画を明確にすることが求められます。 

 

○ 個別育成計画は、一人ひとりの職員の持つ技量等を評価・分析し、その結果に基づいて計画が策

定されているかどうか、その計画の策定の際に経験年数や将来への意向等を考慮しているかどう

か、さらに実際に計画に従った教育・研修が実施されているかどうかが評価のポイントとなります。 

 

○ 資格の取得も職員にとって社会的評価につながりますので、介護技術向上のための介護福祉士や

介護支援専門員の資格の取得、相談員の面接技術向上のための国家資格の取得、栄養士の管理栄養

士資格の取得等が目標としてあげられます。 

 

○ 育成は座学と同時にＯＪＴの教育が大切になるので、その仕組みを明確にすることが求められま

す。 

 

○ 法人が一括して所管している場合であっても、本項の趣旨に照らして評価します。 
 

評価項目 標準項目 

14 定期的に教育･研修計

画の評価・見直しを

行っている。 

□常勤及び非常勤の全ての新任・現任の従業者を対象とする当該サー

ビスに関する研修計画を立て実施している。 

□常勤及び非常勤の全ての新任・現任の従業者を対象とする当該サー

ビスに関する個別研修を立て実施している。 

□事業所全体として個別の研修計画の評価・見直しを実施している。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 本項では、研修成果を踏まえて、計画の妥当性、実施プロセスの問題点・改善点等を把握し、定

期的に研修計画の評価・見直しが行われているかどうかを評価します。 

 

○ 教育・研修に関して、ＰＤＣＡサイクルによって継続的に改善が行われているかを評価します。

特に実施後のチェック（評価・分析）が次の研修計画に反映されているかどうかを、継続した記録

資料等で確認します。 

 

○ 研修参加者の報告レポートや、評価・分析が記載された文書（職員別研修履歴等）で確認を行い

ます。 
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評価項目 標準項目 

15 職員の働き甲斐や職場

の信頼関係の向上に取

り組んでいる。 

□理念・方針や目標の共有化のため会議等の場で実践面の確認等を行

い、職員の理解を深めている。 

□職員の意見を尊重し、創意・工夫が生れ易い職場づくりをしている。 

□研修等により知識・技術の向上を図り、職員の意欲や自信を育てて

いる。 

□職場の人間関係が良好か把握し、必要に応じて助言・教育を行って

いる。 

□評価が公平に出来るように工夫をしている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 介護労働安定センターの「平成 21 年度介護労働実態調査」では、介護職員として働く理由の

１番が「働き甲斐のある仕事と思った」、２番が「人や社会の役に立ちたい」でした。一方退職

理由の１番が「事業所等の理念や運営のあり方に不満」、２番が「職場の人間関係に問題があっ

た」という結果でした。 

 

○ 従って本項では、組織運営の各評価項目が職員のモチベーション向上に活かされているかを評

価します。 

 

○ 事業所の理念や方針が、職員一人ひとりの仕事への価値観や目標設定に活きているか、また職

員一人ひとりの実践行動に反映するためにどのような取組を行っているかを評価します。 

 

○ 利用者一人ひとりの意向や状態に即した支援を行うためには、現場で毎日接している職員の意

見が最も重要です。職員の意見が尊重され、創意・工夫が生まれやすい組織運営がなされてい

るかを評価します。 

 

○ 介護現場が重度化する中で、職員が余裕を持って対応するためには、介護技術やコミュニケー

ション力の向上が不可欠です。また、新職員の育成と戦力化も重要な課題です。現場の問題解

決に必要な研修がタイムリーに行われ、職員の意欲や自信、余裕のある現場状況かどうか等を

評価します。 

 

○ 職場の人間関係に問題が無いかどうか必要に応じて確認し、問題がある場合には原因を把握し

必要な処置が講じられているかどうかを評価します。特に職場のリーダーには、リーダーシッ

プ教育を実施して育成を図っているかどうか評価します。 

 

○ 人事評価が公平に行われているか、公平に行うための評価者研修が実施されているか等を評価

します。 
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大項目 Ⅱ 適切な福祉サービスの実施 
 

中項目 1 利用者本位の福祉サービス 
 

利用者尊重の明示 

 

評価項目 標準項目 

16 施設の全職員を対象と

した権利擁護に関する

研修を行い、利用者の

権利を守り、個人の意

思を尊重している。 

□憲法、社会福祉法、介護保険法等の基本的な考え方を研修している。 

□日常の支援では、個人の意思を尊重し、一人ひとりの価値観や生活

習慣に配慮した支援をしている。 

□職員の不適切な言動、放任、虐待、無視などが行われることの無い

ように、職員が相互に振り返り組織的に対策を立て対応している。 

□虐待被害にあった利用者が居る場合には、関係機関と連携しながら

対応する体制を整えている。 

□日常の支援では利用者のプライバシーに配慮した支援をしている。 

□利用者の羞恥心に配慮した支援をしている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 福祉サービスの実施では、利用者の意向を尊重することは当然ですが、さらに、利用者のＱＯＬ

の向上を目指した積極的な取組が求められています。本項では、利用者尊重について、組織内で共

通の理解を持つためにどのような取組が行われているかを確認して評価します。 

 

○ 事業所の種別や福祉サービスの内容の違いによって、利用者尊重の具体的な留意点は異なるので、

組織の基本姿勢と、組織全体の意識向上への取組を中心に評価します。組織の基本姿勢は、理念や

基本方針に明示されていることを前提とします。 

 

○ 組織全体の意識向上への取組として、全職員を対象に利用者尊重や基本的人権への配慮に関する

憲法、社会福祉法、介護保険法等の基本的な考え方を研修し、福祉サービスの標準的な実施方法

への反映、身体拘束や虐待防止についての周知徹底、成年後見人制度の推進等が図られているかを

評価します。 

 

○ プライバシーとは、「他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由」のことです。利用者のプ

ライバシー保護については利用者尊重の基本であり、例えば、利用者が他人から見られたり知られ

たりすることを拒否する自由は保護されなければなりません。利用者からの信頼を得るためにも、

プライバシー保護に関する具体的な取組が求められます。なお、個人情報保護は、ここでいうプラ

イバシー保護には含まれないものとします。 

 

○ 職員に対し、利用者のプライバシー保護に関する基本的な知識や社会福祉事業に携わる者として

の姿勢・意識を十分に理解させること、種別に応じた留意点に関する規程・マニュアル等を作成し

て周知徹底することが必要です。周知徹底は、単に職員に規程・マニュアル等を配布しただけでは

十分とは言えません。 

 

○ サービス場面ごとに作成されている手順書の中で、プライバシー保護に関する留意事項が記載さ

れている場合も、前記の「種別に応じた留意点に関する規程・マニュアル等」を作成しているもの

とみなします。 
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○ また、入所施設の場合、通信・面会に関するプライバシー保護や、入浴・排泄等の生活場面にお

けるプライバシー保護について、設備面での配慮や工夫も含めた組織としての取組も評価の対象と

なります。規程・マニュアル等の整備と職員への周知の取組とあわせて全体を評価します。評価方

法は、規程・マニュアル等の内容を確認するとともに、具体的な取組を聴取します。 

 

評価項目 標準項目 

17 個人情報保護に関する

規定を公表し徹底を

図っている。 

□個人情報保護に関する方針をホームページ、パンフレット等に記載

し、また事業所内に掲示し周知を図っている。 

□個人情報の利用目的を明示している。 

□利用者等の求めに応じて、サービス提供記録を開示することを明示

している。 

□職員(実習生、ボランティアを含む)に対して研修等による周知を

図っている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 事業者が保有する利用者の情報は個人的な情報であり、その流出は利用者に大きな影響を与える

ことから、情報が外部に流出しない管理体制が必要となります。記録の保管場所や保管方法、扱い

に関する規程、責任者の設置、保存と廃棄に関する規程等が必要です。 

 

○ 一方で、利用者や家族等からの求めに応じて情報を開示する必要があります。情報開示の基本姿

勢、情報開示の範囲、利用者への配慮等に関する規定等が必要です。 

 

○ 規定や方針、利用目的は、ホームページ・パンフレット・重要事項説明書等に明示し、利用者・

家族・職員・関係者に周知徹底を図る必要があります。 

 

○ 評価方法は、訪問調査において規程等の確認、実際の記録の保管状況、開示請求への対応、保存

と廃棄の確認等を行います。 

 

○ なお、平成17年４月には「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」（平成15年５月30

日公布）が全面施行されました。個人情報に関する基本的概念等、理解しておかなければならない

関連法令です。 

 

 

利用者満足度の向上 

 

評価項目 標準項目 

18 利用者満足度の向上を

意図した仕組みを整備

し、取り組んでいる。 

□利用者満足度を把握し改善する仕組みがある。 

□把握した問題点の改善策を立て迅速に実行している。 

□利用者・家族が要望・苦情を言いやすい環境を整備している。 

□利用又はその家族等との相談の場所及び相談対応日の記録がある。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 利用者満足に関する調査、利用者への個別の聴収、利用者懇談会における聴収などを定期的に

実施することが必要とされます。利用者満足に関する調査等を定期的に行なうことは、改善課

題の発見や、改善課題への対応策の評価・見直しの検討材料となります。 
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○ 調査結果を分析・検討する担当者・担当部門の設置、定期的な検討会議開催等の仕組みが求め

られます。職員への利用者満足に対する意識を向上させ、組織全体が共通の問題意識もとに改

善への取組がなされているかを評価します。 

 

○ 日常的に接する職員以外に相談窓口を設置する等、相談方法や相談相手を選択できることが望

まれます。専門的な相談や、組織に直接相談し難い内容の相談等、相談内容によって複数の相

談方法や相談相手が用意されているかを評価します。 

 

○ 要望・苦情の相談窓口は、利用者や家族に十分周知されていることが求められます。利用開始

時に説明を行なうだけでなく、日常的に相談窓口を明確にすることが必要とされます。内容を

分かりやすい場所に掲示したり、日常的な声掛けを積極的に行なうなどの取組を評価します。 

 

 

利用者意見の表明 

 

評価項目 標準項目 

19 苦情又は意見を受付け

る仕組みがある。 

□重要事項を記した文章等利用者等に交付する文書に、相談、苦情等

対応窓口及び担当者が明記され、説明のうえ周知を図っている。 

□相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。 

□相談、苦情等に関する記録があり、問題点の改善を組織的に実行し

ている。 

□事後処理に関しては、当該利用者又はその家族等に対して説明し納

得を得ている。 

□介護相談員又はオンブズマンとの相談、苦情等対応の記録がある。 

□第三者委員が設置されている。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 社会福祉法第 82条によって、社会福祉事業の経営者は、利用者等からの苦情の適切な解決に

努めなければならないこととされています。苦情解決の仕組みが組織の中で確立され、機能し

ていることが求められます。また、苦情解決の過程において、サービス内容に関する妥当性の

評価や、改善に向けての有効な対策が図られているかを評価します。 

 

○ 苦情解決の手段については、①苦情解決責任者の設置（理事長・施設長等）、②苦情受付担当

者の設置、③第三者委員の設置が求められます。第三者委員は、苦情解決についての密室性の

排除と社会性・客観性の確保、利用者の立場に立った苦情解決を支援するために設置されるも

ので、人数は複数が望まれます。 

 

○ 苦情解決の手順については、①利用者などへの周知の方法、②受付時の正確な記録や責任者へ

の迅速な報告、③解決に向けての話し合いの記録、④経過や結果の報告、⑤申し出た利用者な

どに配慮した上での公表などが求められます。 

 

○ 苦情解決への取組が、体制の整備や職員研修のテーマ等として設定され、福祉サービスの質の

向上に向けて積極的に捉えられているかが評価のポイントになります。 
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中項目２ サービスの質の確保 

 
サービスの質の向上への取り組み 

 

評価項目 標準項目 

20 サービス内容について

定期的に評価を行い、

改善すべき課題を発見

し見直している。 

□事業所全体としてサービスの質や介護方法を検討する会議があり、

改善計画を立て実行している記録がある。 

□事業所全体としてサービス内容を検討する会議の設置規程等又は

会議録がある。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 福祉サービスの質の向上は、ＰＤＣＡサイクルを継続して実施することによって図られます。 

 

○ 本項は、現在のサービス内容を正しく評価するための組織としての体制整備に焦点をあててい

ます。 

「定期的に評価を行い、改善すべき課題を発見し見直している。」とは、内部監査等の自己評価、

外部監査等の第三者評価を計画的に実施し、評価結果の内容分析を行い、改善のために必要があれ

ば計画を見直して実行に移すというＰＤＣＡサイクルを実現させるための会議体が組織に組み込

まれており、その記録があることを指しています。 

なお、業務管理体制監督部局の検査項目にも「プロセスチェックの原則」が定められています。 

 

○ ここでの「サービス内容」とは、個別の利用者に対するものではなく、組織的な対応を求められ

る事業所全体としてのサービスの内容を指しています。 

 

○ 訪問調査時に、実施した自己評価、第三者評価などの結果を組織がどのように活用しているかを

改善課題の明確化という観点から評価するとともに、評価結果から明確になった課題に対して、改

善策や改善実施計画を検討し決定しているか、また、決定された改善策や改善実施計画を実行して

いるかを文書化された記録等で確認し評価します。 

 

○ 課題の中には、設備の改善や人員配置、予算的な課題等、単年度では解決できないものも想定さ

れます。これらについては、必要に応じて目標や中・長期計画の中で、段階的に解決へ向かって対

応していくことが求められます。 

 

 

サービスの標準化 

 

評価項目 標準項目 

21 事業所業務のマニュア

ル等を作成し、また日

常のサービス改善を踏

まえてマニュアルの見

直しを行っている。 

□業務の基本や手順が明確になっている。 

□分からないときや新人育成など必要に応じてマニュアルを活用し

ている。 

□マニュアル見直しを定期的に実施している。 

□マニュアル作成・見直しは職員の参画のもとに行われている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 福祉サービスにおいては、個々の利用者の状況に応じたサービスを提供する必要があります。し

かし、安全性を含めて一定の水準以上のサービス提供を担保するためには、事業者として実施しな

ければならない事項をまとめ、標準的な実施方法を定めることが必要です。（例えば、高齢者施設

であれば、「入浴介助」「食事介助」などのサービス種類ごとに定めることを想定しています。） 
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○ 標準的な実施方法を定め、一定の水準以上のサービスを保った上で、それぞれの利用者の状態に

応じた個別の対応を行うことが必要であり、これは事故防止の観点からも有効です。 

 

○ 本項では、このような観点から、標準的な実施方法が文書化（マニュアル・規程・手順書・記録

等）されているかどうかについて評価します。これは、全ての利用者に対する画一的なサービス実

施を目的としたマニュアル化を求めるものではありません。 

 

○ 標準的な実施方法には、基本的な技術に関するものだけでなく、サービス実施時の留意点や利用

者のプライバシーへの配慮、設備等事業所の状況に応じた業務手順等も含まれ、実施するサービス

全般にわたって文書化されていることが求められます。 

 

○ 訪問調査において文書を確認するとともに、マニュアル等の活用状況（サービス実施計画との突

合、職員の受入教育や教育訓練での活用等）について、関係職員への聴取等によって確認します。 

 

○ 訪問調査において、職員参画による定期的な検証や見直しがなされているかをマニュアルの改訂

記録や検討会議の記録等により確認します。また、現場において最新版のマニュアル等が管理され

ていることが重要です。 
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中項目３ サービスの開始・継続 

 

サービス提供の適切な開始 

 

評価項目 標準項目 

22 施設利用に関する問合

せや見学に対応してい

る。 

□問合せ及び見学への対応について、パンフレット、ホームページ等

に明記している。 

□問合せ及び見学の要望に対応し、個別利用者のニーズに応じた説明

をしている。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 本項では、実施するサービスの内容等について、組織が積極的に情報提供を行うことを求めて

います。その一環として問合せや見学等に対応していることが求められます。紹介資料は、言

葉づかいや写真・絵の使用等の工夫により、誰にでもわかるような内容となっていることが重

要です。 

 

○ サービス内容がわかりやすく説明された印刷物の作成、ホームページの作成、公共施設へのパン

フレットの配置など、利用者の選択に資する工夫をし、さらに、印刷物等には見学・体験希望者へ

の対応ができることを明記し、利用者が気軽に問合せや見学ができるような取組が必要です。 

見学等に際しては、実際のサービスがどのように行なわれているかなど、利用者のニーズに応じ

て、必要な情報を具体的に提供しているかについても評価します。 

 

○ 問合せや見学、体験入所の希望に対応していることを書面等で確認します。画一的な対応ではな

く、利用者の状況に応じてわかるように説明していることが求められます。また、個別のニーズに

応じて説明していることも重要です。 

 

評価項目 標準項目 

23 サービスの開始に当た

り、利用者等に説明し、

同意を得ている。 

□サービス提供内容や重要事項説明書等は、分かりやすい資料となる

ように工夫している。 

□サービス提供内容、日常生活の決まりごと、重要事項等を分かりや

すく説明している。 

□サービス提供内容や利用者負担金等について利用者の同意を得て

いる。 

 
（評価の考え方） 

 

○ 本項では、サービス開始時に、利用者や家族等にわかりやすく説明を行っているかどうかが評価

のポイントとなります。 

 

○ 利用者等に対する説明は、組織が定めた様式に基づいて、どの利用者等に対しても、同じ手順・

内容で行われることを前提としています。また、本人が説明を受けることが困難な利用者に対して、

組織がどのような援助の方法をとっているかも確認します。 

 

○ 利用契約が必要なサービス種別の場合には、重要事項説明を行い契約を締結する必要があります。

その際には、利用者の意向を受けた個別のサービス内容を明確に説明し、同意を得ることが求めら

れています。判断能力が十分でない利用者本人への説明は難しい場合もありますが、一人ひとりの

利用者の状況に応じて、わかりやすく伝えることが求められます。 
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○ 契約書は、組織と利用者の権利義務関係を明確にし、利用者の権利を守ると同時に、組織にとっ

ても不必要なトラブルを回避するための重要なものです。各種モデル契約書の内容に照らして、適

切な契約書を整備することが求められています。 

 

○ 評価方法は、訪問調査において重要事項説明書や契約書等、契約に必要な書面を確認することと

あわせて、利用者の同意を得るまでの過程を記録等で確認します。 
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中項目４ 個別支援計画の策定 

 
個別支援計画の策定・見直し 

 

評価項目 標準項目 

24 一人ひとりのニーズを

把握して個別の支援計

画を策定している。 

□利用者等及びその家族の意向、利用者等の心身状況、入所前の生活

状況等が把握され記録されている。 

□利用者一人ひとりのニーズや課題を明示する手続きや様式を工夫

し記録している。 

□当該サービス計画に係る職員が連携し、多角的な視点より計画が検

討されている。 

□計画は利用者や家族等に説明し同意を得ている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 本項の「個別支援計画」とは、利用者一人ひとりについて具体的なサービス内容が記載されたサー

ビスの実施計画を指します。個別支援計画には、アセスメント結果を適切に反映させることが必要

です。 

 

○ アセスメントには利用者の心身状況や生活状況等を把握するとともに、利用者にどのようなサー

ビス実施上のニーズがあるかを明らかにすることが含まれます。 

 

○ 利用者の状況を正確に把握しニーズを明らかにすることは、個別支援計画作成の基本となる重要

なプロセスです。心身状況や生活状況あるいはニーズを組織が定めた統一された手順と様式によっ

て把握する必要があります。 

 

○ また、サービス開始直後には、事前に把握していた心身状況や生活状況等が実際と異なっている

場合もあるため、そのような状況も視野に入れたアセスメントが行われる必要があります。 

 

○ 個別支援計画策定における役割分担は、組織の状況に応じて異なっても構いません。組織として

個別支援計画の策定方法が定まっていること、それぞれの担当者がその定められた方法における役

割を果たしていること、全体の内容を掌握した責任者が配置されていることなどが求められます。 

 

○ さらに、アセスメント結果が個別支援計画に適切に反映されているかどうかについても評価しま

す。アセスメント結果を個別支援計画に反映させる際に関係職員で協議しているか、アセスメント

結果から、課題解決のための目標と、目標達成に向けた具体的な対応策を個別支援計画に反映して

いるか等を記録等から判断することになります。 

 

○ 個別支援計画に利用者の意向が明示され、その意向を踏まえた計画が策定されているかどうかを

評価します。 

 

○ 本項では、①サービス開始前後におけるアセスメントに関する手順が組織として定められている

かどうか、②その手順は正確なアセスメントを行うための計画的なものになっているかどうか、③

その手順に従ってアセスメントが実施されているかどうか、さらに、④アセスメントによって、利

用者全員について、個別に具体的なニーズが明示されているかどうかを評価します。 

 

○ また、個別支援計画の策定にあたっては、医療やリハビリ、メンタル面での支援等も含めた総合

的な視点で策定され、実施状況の評価・見直しにあたっては、ＱＯＬを含め総合的な視点から利用

者のより良い状態を検討するための組織での体制が確立しているかどうかを評価します。 
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○ 評価方法は、訪問調査において、聴取のほか、利用者数名分のアセスメント票、個別支援計画や

記録等の文書を確認し、サービス開始前に誰がどのような形でアセスメントを行ったか、開始直後

にはどのような体制で利用者の状況を確認したか、開始前の情報と開始後の状況に違いがあった場

合にどのような手順で対応しているか、利用者のニーズをどのように明確化し支援計画へ反映して

いるか、それらの情報はどのように記録されているか等を確認します。さらに、個別支援計画の策

定・実施のプロセスを具体的に聴取します。利用者数名の個別支援計画による確認も行いますが、

責任体制を含めて実態がどのようになっているかという視点で評価します。 

 

評価項目 標準項目 

25 個別支援計画の内容は

適切であるかの評価・

見直しを定期的に実施

している。 

□当該サービス計画の見直しの時期を明示している。 

□見直しはサービス提供に係わる職員全員の意見を参考にしている。 

□容態の急変など緊急見直し時の手順を明示している。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 利用者一人ひとりに対するサービスの質の向上を図るためには、策定した個別支援計画について、

ＰＤＣＡのサイクルを継続して実施していかなければなりません。 

 

○ そのために、個別支援計画の評価・見直しに関する手順が組織として定められ、実施されている

必要があります。評価・見直しを行う時期の設定や記録の方法、実施計画変更の手順と関係職員へ

の周知の方法等が明示されていることが望まれます。 

 

○ また、サービス実施状況が責任者に確実に伝わる仕組みが必要です。実施記録によるサービス実

施状況の確認や担当者からの報告ルート等がシステムとして成立しているなど、責任者が総合的な

視点で情報を管理している状態が求められます。 

 

○ 個別支援計画の見直しでは、目標そのものの妥当性や、具体的な援助や解決方法の有効性等につ

いて検討しますが、変更に関する利用者の意向の確認と同意を得ることが重要な留意点です。 

 

○ 定期的な評価結果に基づいて必要があれば個別支援計画の内容を変更しているかどうかを、記録

と支援計画等の書面によって確認し評価します。 

 

評価項目 標準項目 

26 利用者のサービス提供

に必要な情報が、口頭

や記録を通して職員間

に伝達される仕組みが

ある。 

□計画の内容や個人の記録を、支援を担当するすべての職員が共有し

活用している。 

□サービス計画の実践に向け、具体的な内容の工夫が見られる。 

□申し送り・引き継ぎ等により、利用者に変化があった場合の情報を

職員間で共有している。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 利用者一人ひとりに対するサービスの実施状況は、組織の規定に従って統一した方法で記録され

る必要があります。記録は、職員の情報の共有化を図るとともに、個別支援計画の評価・見直しを

行う際の基本情報となります。 

 

 

○ 個別支援計画に沿ってどのようなサービスが実施されたのか、その結果として利用者の状態はど

のように推移したかについて、具体的に記録されていることが必要です。 
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○ ここでいう「記録」とは、書面によるものに加え電子データによるものも含みます。 

 

○ 「利用者のサービス提供に必要な情報」とは、利用者の状況、サービス実施にあたり留意すべき

事項、実施に伴う状況の変化、アセスメントやサービス実施計画の実施状況等、利用者に関わる日々

の情報全てを指します。 

 

○ 共有化については、知っておくべき情報が職員に正確に伝わる仕組みが確立していることが必要

です。その際、伝えてはならない情報、担当者で留めてよい情報と責任者等へ伝えるべき情報、他

部門への伝達が必要な情報、速やかに伝えるべき情報と後日整理して伝えるべき情報等が的確に分

別され、決められた方法によって伝達されていくことが求められます。 

 

○ 情報の流れと共有化について組織的に管理することは、利用者の状態の変化やサービス内容の不

具合に対して、速やかな対応を行うために欠かせないものです。 

 

○ 引継ぎや申送り、回覧等は当然に行われていることとして捉え、組織の特性に応じた共有化への

より積極的な取組を評価します。 

 

○ 評価方法は、訪問調査において、利用者数名の個別支援計画と、それに対する記録等の書面を確

認します。また、情報共有化についての具体的な取組を聴取し、書面でも確認します。 
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大項目 Ⅱ 適切な福祉サービスの実施 
 

中項目 ６ 安全管理  

 
利用者の安全確保 

 

評価項目 標準項目 

37 感染症の発生時などの

対応など利用者の安全

確保のための体制が整

備されている。 

□感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関するマ

ニュアル等を整備している。 

□感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修

を実施している。 

□感染症及び食中毒の発生事例、ヒヤリ・ハット事例等の検討し

ている。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 利用者の安全を確保することは、最も基本的なサービスの提供であり、利用者や家族等が強く

望むものです。安全確保のための体制を整備することは最低限の義務として当然のことであり、

福祉サービスの質の向上を目指す意味からも感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止

等に積極的に取り組む必要があります。 

 

○ 安全確保の取組は、組織的・継続的に行われなければその成果は望めません。利用者の免疫力

の低下等から集団感染が発生することが有ります。衛生管理の一環として感染症及び食中毒の

発生の予防及びまん延の防止に関するマニュアル等を整備した上で、組織内のシステムを確立

し実行していくことは、利用者の安全等に関する意識を職員全体で向上させていくことにもつ

ながります。 

 

○ 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止については、マニュアル、手順書等の整備だ

けでなく、研修で周知することが必要です。食事を外部に委託している場合でも、食事を提供

する当該事業所としての立場から、従業者に対する研修も必要と考えられます。 

 

○ また、「感染症事例記録」、「食中毒事例記録」、「ヒヤリ・ハット事例記録」、「事例検討会議議

事録」等の発生事例やヒヤリ・ハット事例を活用して、以後の業務改善に活用する仕組みがあ

ることが重要です。 

 

評価項目 標準項目 

38 事故などの利用者の

安全確保のためにリ

スクを把握し、対策を

実行している。 

□事故の発生又はその再発の防止に関するマニュアル等を整備し

ている。 

□事故事例、ヒヤリ・ハット事例等の原因を分析し、再発予防策

を検討し実行している。 

□事故の発生又はその再発の防止に関する研修を実施している。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 利用者の安全確保のための体制整備の面では管理者のリーダーシップが欠かせませんが、具体

的な事故などの安全確保策を講じる際には、業務の現場における創意工夫が最も大事です。 
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○ 事故事例、ヒヤリ・ハット事例等の収集は、利用者の安全確保を目的に組織として情報を共有

化し、対策を講ずるために行うものです。職員個人の反省を促したり、ノルマを課す性格のも

のではないことに留意する必要があります。事例を収集して、職員の参画のもとでその要因を

分析し、対応策を検討・実施することで事故等の発生を防ぐとともに、職員の「危険への気付

き」を促す効果が生まれます。 

 

○ 本項のポイントは、事故の発生又はその再発の防止に関するマニュアル等を整備し、組織とし

て利用者の安全を脅かす事故事例、ヒヤリ・ハット事例等の収集を、その仕組みを整備した上

で実施しているかどうか、そして収集した事例を有効に活用しているかどうか、という点にあ

ります。 

 

○ 要因分析と対応策の検討は、組織的・継続的に行われていることがポイントです。単に収集事

例の分類や一覧表の作成等に留まらず、課題を把握し、事故の発生又はその再発の防止策等が

策定され、それが実行されているかどうかを評価します。 

 

○ また、継続的な取組として、実施されている安全確保策についての定期的な評価・見直し及び

事故の発生又はその再発の防止に関する研修を行う必要があります。 

 

○ 評価方法は、訪問調査において、具体的な取組事例を書面と聴取によって確認します。職員会

議で事故防止に向けた意識啓発をしているというような具体性に欠けた取組は、評価の対象外

となります。 

 

評価項目 標準項目 

39 緊急時（非常災害発生

時など）の対応など利

用者の安全確保のた

めの体制が整備され

ている。 

□非常災害時の対応手順、役割分担等について定められたマニュ

アル等を整備し、周知を図っている。 

□非常災害時に通報する関係機関の一覧表等を整備している。 

□非常災害時の避難、救出等対応に関する研修・訓練を実施して

いる。 

□地域の消防団、自治体等との防災協定を結んでいる。 

□非常災害時のための備蓄がある。 

□主治医、提携先の医療機関及び家族、その他の緊急連絡先の一

覧表等を整備している 

 

（評価の考え方） 

 

○ 利用者の安全を確保するためには、サービス上のリスク対策のみならず、非常災害時について

も、組織的な対策を講じることが必要です。 

 

○ 特に施設においては、非常災害時においても、利用者の安全を確保するとともにケアを継続す

ることが求められます。「事業の継続」の観点から、非常災害時に備えた事前準備・事前対策を

講じることが重要です。 

 

○ 例えば、ソフト面では、非常災害時の初動対応や出勤基準などを示した行動基準を策定する、

利用者及び職員の安否確認の方法を確立させる、対応手順・役割分担等について定めたマニュ

アル等を整備し全職員に周知する、定期的に非常災害時における避難・救出等に関する研修・

訓練を実施し問題点の把握や見直しを行う、主治医・提携先の医療機関・通報すべき関係機関・

家族等の緊急連絡先の一覧表を整備して全職員に周知することなどが必要です。 
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○ また、消防計画の策定など法律で定められた事項や監査事項の対策にとどまらず、実効性の高

い取組を積極的に行っているか、地域の消防団、自治体等との防災協定を結んでいるかどうか

を確認します。 

 

○ ハード面では、立地条件から非常災害時の影響を把握する、耐震診断を受けて必要な耐震措置

を実施する、設備等の落下防止措置を講じる、消火設備を充実させる、食料や備品などの備蓄

リストを作成し管理者を決めて備蓄を整備することなどが挙げられます。 
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中項目 ７ 地域との交流と連携 

 
地域との適切な関係 

 

評価項目 標準項目 

40 地域と地域関係機関と

の交流・連携を図って

いる。 

□地域との交流行事、定期的な散歩・外出等が計画され、利用者が地

域の一員として生活できるように支援している。 

□ボランティアの受け入れ体制やマニュアル等が整備されている。 

□実習生の受け入れに関する基本的な考えを明示し、体制を整備して

いる。 

□地域の社会資源等の情報を収集し、利用者に提供し活用している。 

 

（評価の考え方） 

 

○ 利用者が地域の人々と交流を持ち良好な関係を築くことは、利用者の活動範囲を広げ、ＱＯＬ

を高めるための大切なプロセスです。事業者は、利用者の地域活動への参加を推奨し、利用者

が参加しやすくなるための体制整備を行うことが求められます。同時に、利用者と地域の人々

との交流は、地域と事業所の相互交流を促進するという意味もあわせ持っています。事業所が

地域社会の一員としての社会的役割を果たすためにも、利用者の地域への参加は大きな意味を

持つと言えます。また、事業所が役割や機能を達成し、サービスの質を向上させていくために

は、地域の様々な機関や団体との連携が必要となります。 

 

○ 本項では、利用者が地域との交流を広げることを目的とした組織の取組について評価します。

利用者が日常的に地域との交流行事や散歩・外出に出て行きやすいような援助のほか、事業所が

開催する地域住民等を招いた主要催事等の取組も評価の対象となります。 

 

○ 地域の人々によるボランティア活動は、地域社会と事業所をつなぐ柱の一つとして位置付ける

ことができ、多くの事業所が様々な形でボランティアを受け入れ、地域の人々との交流を図っ

ています。組織としての基本的な考え方・方針を明確にした上で、受入れ体制を整備し、様々

な工夫のもとで効果的な活動が行われているかどうかを評価します。多様性があるために、ボ

ランティアの受入れに関するマニュアルの作成を求めています。 

 

○ 実習生の受け入れは、福祉人材の育成に寄与する活動です。ボランティアと同様、組織として

の基本的な考え方・方針を明確にした上で受入れ体制を整備し、様々な工夫のもとで効果的な

実習が行われているかどうかを評価します。専門性が高いために、実習生の種別等に考慮した

プログラムを用意し、実習内容全般を計画的に学べるようなプログラムを策定したマニュアル

等の作成が求められます。なお、学校側との連携を強めるための取組も望まれます。 

 

○ 事業所を支える地域の社会資源には「地域関係機関」があります。利用者へのサービスの質の

向上のために連携が必要な機関や団体として、病院、消防署、警察、ボランティア団体、学校、

社会福祉協議会、福祉事務所、児童相談所、保健所、公共職業安定所、地域内の他事業所や各

種自助組織等が挙げられます。これらの機関とのネットワークのもとでの地域福祉力向上に向

けた連携状況を評価します。 
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○ 利用者を支える地域の社会資源には「地域福祉資源」があります。利用者の生活の幅を広げＱ

ＯＬを高めるために活用可能な施設や場所として、スーパー、公園、動植物園、遊園地、寺院

仏閣名跡、美術館・博物館、公民館、図書館、市民会館、劇場・映画館、音楽堂等が挙げられます。

これらの情報を収集し、利用者に提供し活用しているかどうかを評価します。 

また、保育園や幼稚園や学校の児童・学童は、世代間交流を促す福祉資源です。地域密着型

施設の利用者にとっては、馴染みの場所や友人・知人は貴重な福祉資源です。これらの福祉資

源を活用した取組も評価の対象となります。 

ノーマライゼーションの深化進展とともに、利用者の自由、平等、尊厳を尊重する観点から

も、地域と事業所・利用者の関係形成の取組が実に多様化している現状かと思われます。 
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ＮＰＯ法人ヒューマン・ネットワーク 吉谷 健二 

特定非営利活動法人人材パワーアップセンター 岩橋 秀高 

 河井 茂夫 

株式会社ケアシステムズ 和田 俊一 

社団法人千葉県能率協会 鈴木 秀雄 

株式会社福祉規格総合研究所 後藤 康浩 

特定非営利活動法人社会福祉士ネットワーク・ヒューマンレインボー 市川 恵子 

 吉田 愛子 

特定非営利活動法人ＮＰＯ共生 柳田 祥子 

特定非営利活動法人ＶＡＩＣコミュニティケア研究所 澤村 明子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このガイドラインは全社協のガイドラインをベースとして作成しています。 

※このガイドラインは共通項目について作成しています。 

※在宅系事業所については、当てはまる項目の参考としてお使いください。 

※障害、保育については組織運営の共通項目の参考としてお使いください。 


