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播磨地域障害サービス第三者評価の結果 

１ 評価機関 

 名    称 特非）播磨地域福祉サービス第三者評価機構 

 ※契約日から評価 

結果の確定日まで 

 所 在 地 姫路市安田３丁目１番地 姫路市自治福祉会館6階 

 評価実施期間 2014年 4月 25日～ 2014年 8月 31日 

 （実地（訪問）調査日 2014年 6月 30日） 

 評価調査者 HF05-1-0023     HF05-1-0027 

HF05-1-0025     HF06-1-0047

２ 福祉サービス事業者情報 

 （１） 事業者概要 

事業所名称： 

（施設名） どんぐりひろば

種別： 

放課後デイサービス

代表者氏名： 

（管理者） 吉田 隆三

開設（指定）年月日： 

  昭和・平成 24年 10月 1日 

設置主体：社会福祉法人 あいむ 

経営主体：社会福祉法人 あいむ

一日定員（契約人数H26.6.現在） 

1日 １０名（63名） 

所在地：〒 671－1102 

兵庫県姫路市広畑区蒲田３丁目１番地 

電話番号：079－240－5328 ＦＡＸ番号：079－240－5327

Ｅ-mail：   

donguri@aimu-wel.or.jp
ホームページアドレス： 

http://www.aimu-wel.or.jp/hiroba/ind

ex.html

 （２） 基本情報 

[理念] 敬 すべてに尊敬の念と感謝の心を忘れずに 

愛 わけへだてのない愛情をふりそそぐこと 

信 信じ合うことのできる人間を 

[方針] ①基本的生活訓練 

     ・基本的生活習慣（食事・排泄・着脱・清潔）の改善を図る。 

     ・種々の遊びを通じて、人間関係の基礎を身に付ける。 

    ②生活の豊かさの追求 

     ・身体の機能訓練のみに重点を置かず、生活の豊かさを広げる支援に 

重点を置く。 

    ③地域の事業に積極的に参加 

     ・地域に開かれた運営を心がけ、積極的に地域活動に参加すること。 

      また、地域社会に情報を発信できる事業所を目指す。 

   ・公共の交通機関、公共の施設の積極的な活動を心がける。

力を入れて取り組んでいる点 ：

将来の趣味に繋げていけるようにクラブ活動を実施している。 

休日の余暇活動支援。 

基本的生活習慣が身に付く様なプログラム展開を実施している。 
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職員配置 

※（ ）はうち非常勤

職員を明示

職 種 人 数 職 種 人 数 職 種 人 数 

保育士    1（0） 児童指導員    ４（3）その他   14（14）

施設の状況 

夢前川に近く、すぐ裏には山があり、自然に恵まれた所で、環境を生かしたプログラム

を行っています。  

また、将来の趣味や特技に繋がるようなクラブ活動を行ったり、休日に充実した時間を

過ごせるようにバラエティーに富んだプログラムになるように工夫しています。 

生活に必要な事柄が身に付くように基本の動作を練習いています。 

将来に備え、今、何が必要なのかを考え、支援していきます。 

３ 評価結果 

  ○ 総 評 

◇特に評価の高い点 

○ 法人関係施設との連携により幅広い支援に努められています。 

  当事業所は、10名の放課後デイサービス単独事業と小規模な事業所ですが、隣接する

どんぐりの里や相談事業所、法人の関連保育所などと連携することによって、設備、プ

ログラムとも幅広い支援が可能になり、大変充実しています。 

○ 地域に向けた啓発活動はじめ、地域と連携した取り組みが行われています。 

  基本方針に地域とのかかわりについて記載し、地域に向けた啓発活動はじめ、「チャレ

ンジクラブ」や「あいむフェスタ」など法人の事業と連携し、地域との交流が行われて

います。また、ボランティアの受け入れも行われており、事業所の行事については一部

企画から関係しています。 

○ 各場面において、標準化されたサービスが確立しています。 

  小規模の施設ですが、保育所のマニュアルをベースに各場面における多様な支援マニ

ュアルを整備し、個人の力や年齢に応じて個別に細かい支援が行われています。今後こ

れらのマニュアルを活用することで、毎日、利用者の変動の多い事業所の特徴に対応で

きることが期待されます。 

◇特に改善を求められる点 

○ 事業計画をより具体的に作成することが課題です。 

  現在、事業計画において、中期の方向性が示されています。この計画を現実的に進め

ていくには、タイムスケジュールや達成目標値などより具体的な計画が必要となってきま

す。それには、事業所において日頃から組織的に事業計画を見直し、検討を進めていくこ

とが重要です。 

○ 利用者のニーズを明らかにしていくことが必要です。 

  現在、支援目標に基づいた個別支援計画を作成し、その成果を評価することで継続的

な支援が行われています。しかし、その目標の前提となる利用者の支援ニーズが明確にさ

れていないため、支援の目的や利用者の意向との関係がわかりにくく感じました。今後、

利用者の意向やアセスメントから支援のニーズを明らかにすることによって、より利用者

の意向に沿ったわかりやすい支援計画となることが望まれます。 

○ 子育て支援の視点からの家族支援の位置づけを明確にしていくことが求められます。

放課後デイサービスでは、子どもの発達を支援するとともに、家族が障害や制度を理

解し、子どもの暮らしの環境を整備していくことが必要です。今後は、子育て支援の視

点から、子ども障害の受容や制度の活用など家族への支援の充実が望まれます。 
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 ○ 第三者評価結果に対する事業者のコメント 

今回は認識の違いにより思っていた評価とは違う点があった。 

良くない評価は、方法や記録の取り方に不備があった事・事業計画との関連がなされて

いなかった事であった、今後、指摘を受けた点は改善していきたい。 

新たに取り組まなければいけない事柄も知ることが出来た。 

良い評価を頂けた項目については当事業所の長所としてさらに伸ばしていく努力をして

いきます。当事業所の今後の取り組み方を示していただき、大変意味のある第三者評価に

なったと思います。 

 ○各評価項目に係る第三者評価結果    （別紙１）   

 ○各評価項目に係る評価結果グラフ  （別紙２）   
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   （別紙１） 

評価細目の第三者評価結果 

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 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-(1)  理念、基本方針を確立している。  

 Ⅰ-１-(1)-① 理念を明文化している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-１-(1)-② 理念に基づく基本方針を明文化している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-１-(2)  理念や基本方針を周知している。  

 Ⅰ-１-(2)-① 理念や基本方針を職員及び利用者やその家族等に周知してい

る。 

 ａ・ｂ・ｃ 

    特記事項 

法人の理念『敬・愛・信』を事業所にわかりやすく掲示するとともにパンフレットやホーム

ページに記載し、いろんな機会において周知しています。基本方針は、事業計画書に施設の方

針として明文化しており、朝礼や職員会議で周知しています。 

今後は、更に利用者に分かりやすく周知していくことが望まれます。 

 Ⅰ－２ 計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-(1) 中・長期的なビジョンと計画を明確にしている。  

 Ⅰ-２-(1)-① 中・長期計画を策定している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-２-(1)-② 中・長期計画を踏まえた事業計画を策定している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-２-(2) 計画を適切に策定している。  

Ⅰ-２-(2)-① 計画の策定を組織的に行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-２-(2)-② 計画を職員や利用者に周知している。  ａ・ｂ・ｃ 

    特記事項 

年度ごとの事業計画に、重点目標をはじめ、事業の方針を明示し、それに基づいた事業展開

が図られています。 

しかし、中・長期計画は方向性の明示にとどまっており、タイムスケジュールなど具体的な

内容には至っていません。 

今後は、中・長期的な視点に立った事業計画をより具体的に作成するとともに利用者やその

家族などに分かりやすく周知するように努めることが課題です。
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Ⅰ－３ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(1) 管理者の責任を明確にしている。  

 Ⅰ-３-(1)-① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-３-(1)-② 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。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-３-(2) 管理者のリーダーシップを発揮している。  

Ⅰ-３-(2)-① 質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅰ-３-(2)-② 経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮して

いる。 

 ａ・ｂ・ｃ 

    特記事項 

管理者の役割と責任については、職員会議・朝礼・通信などを通して職員や利用者に表明し

ています。また、日々の業務について自己評価すると共に毎年度定期的に自己の業務遂行状況

について法人から評価されています。 

法令の理解に関して、法令遵守マニュアルを整備し、遵守すべき内容をリスト化しています

が、職員に周知する取り組みには至っていません。 

管理者のリーダーシップについては、質の向上に意欲を持ち、経営や業務の効率化と改善に

向けた取組に指導力を発揮されています。 

今後は、組織化や文書化することによって、より改善のための具体的な取組を明示していく

ことが求められます。 
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評価対象Ⅱ 組織の運営管理 
Ⅱ－１ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。  

 Ⅱ-１-(1)-①  事業経営をとりまく環境を的確に把握している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-１-(1)-② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を行って

いる。 

  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-１-(1)-③ 外部監査を実施している。  ａ・ｂ・ｃ 

    特記事項 

障害児事業者のネットワークや特別支援学校、行政等と積極的に連携していくことで、社会

福祉事業の情報収集を行いニーズの把握を行っていますが、中・長期計画や各年度の事業計画

に反映するまでには至っていません。 

今後は、把握した事業の状況を分析し、各計画に活かされることが望まれます。

Ⅱ－２ 人材の確保・養成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(1) 人事管理の体制を整備している。  

 Ⅱ-２-(1)-① 必要な人材に関する具体的なプランを確立している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(1)-②  人事考課を客観的な基準に基づいて行っている。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(2) 職員の就業状況に配慮している。  

Ⅱ-２-(2)-① 職員の就業状況や意向を把握し、必要があれば改善する仕組み

を構築している。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(2)-② 福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(3)  職員の質の向上に向けた体制を確立している。  

 Ⅱ-２-(3)-① 職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示している。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(3)-② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画を策定し、計

画に基づいて具体的な取組を行っている。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(3)-③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(4) 実習生の受け入れを適切に行っている。  

 Ⅱ-２-(4)-①  実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし、体制を整

備している。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-２-(4)-②  実習生の育成について積極的な取組を行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

  特記事項 

人事管理の体制については、法人の方針により人材が確保され、人事考課によって育成が図

られています。また、個別の職員の技術水準、知識、専門資格の必要性についても把握され、

全体の研修計画を作成し、積極的に参加しています。 

しかし、人事に関する「基本的な考え方」等は確認できますが、具体的な人事プランの策定

までには至っていません。今後は、人事計画、人事考課、研修が一体となった総合的な仕組み

づくりが課題です。 

実習生の受け入れについては、法人施設の一部として関与しています。 
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Ⅱ－３ 安全管理 

 第三者評価結果 

Ⅱ-３-(1) 利用者の安全を確保するための取組を行っている。  

 Ⅱ-３-(1)-① 緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応など利用者の安全

確保のための体制を整備し機能している。 

  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-３-(1)-② 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。 

  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-３-(2) 積極的に防災に関する取組を行っている。  

 Ⅱ-３-(２)-① 防災や安全確保のための設備の工夫を行っている。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-３-(２)-② 災害時（火事、地震、台風など）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。 

  ａ・ｂ・ｃ 

特記事項 

事業所全体で、子どもの安全確保に関して定期的に検討会を開催し、安全確保を図るように

努められています。また、ヒヤリハット等、安全に関する気づきを収集する仕組みが構築され

ています。 

防災についての取り組みは、マニュアルを作成し、避難訓練や消防訓練等を定期的に実施し、

緊急時に備えて連絡体制の構築もなされています。 

今後は、地域との連携が図られるとともに、設備器具についての点検が定期的に実施される

ことが望まれます。 

Ⅱ－４ 地域との交流と連携 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(1) 地域との関係を適切に確保している。  

 Ⅱ-４-(1)-① 利用者と地域との関わりを大切にしている。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-４-(1)-②  事業所が有する機能を地域に還元している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-４-(1)-③  ボランティア受け入れに対する基本姿勢を明確にし、体制を確

立している。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携を確保している。  

Ⅱ-４-(2)-① 必要な社会資源を明確にしている。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-４-(2)-② 関係機関等との連携を適切に行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅱ-４-(3)  地域の福祉向上のための取組を行っている。  

 Ⅱ-４-(3)-①  地域の福祉ニーズを把握し、事業・活動を行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

    特記事項 

基本方針に地域とのかかわりについて記載し、地域に向けた啓発活動はじめ、「チャレンジ

クラブ」や「あいむフェスタ」など法人の事業と連携することによって、地域との交流が行わ

れています。また、ボランティアの受け入れも行われており、事業所の行事については一部企

画から関係しています。 

関係機関との連携については、放課後デイサービスの連絡会をはじめ各種の定期的な連絡会

に参加し、地域の福祉事業のネットワーク化に向けた取り組みが伺えました。 

今後は、把握した地域の福祉ニーズに基づいた具体的な事業・活動を、中・長期計画や事業

計画の中に明示していくことが求められます。
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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 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢を明示している。  

 Ⅲ-１-(1)-① 利用者を尊重した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。 

  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-１-(2) 利用者満足の向上に努めている。  

 Ⅲ-１-(2)-① 利用者やその家族等の意向の把握と満足の向上への活用に取

り組んでいる。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-１-(3)  利用者が意見等を述べやすい体制を確保している。  

 Ⅲ-１-(3)-① 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-１-(3)-②  苦情解決の仕組みを確立し、十分に周知・機能している。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-１-(3)-③  利用者からの意見等に対して迅速に対応している。  ａ・ｂ・ｃ 

   特記事項 

アンケートや日頃の支援において、子どもや家族等に対して子どもの意思疎通の状況に応

じた意向把握を行い、把握した内容をサービスの改善に活用しています。 

苦情解決の体制は確立しており、出された苦情に関しては、丁寧な報告書を作成し、フィ

ードバックするとともに内容を掲示し、公表する取り組みが行われています。 

今後は、利用者尊重の姿勢を各サービスへ反映していくことで、利用者の人権や主体性を

尊重する具体的な取り組みが必要です。

Ⅲ－２ サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(1) 質の向上に向けた取組を組織的に行っている。  

 Ⅲ-２-(1)-① サービス内容について定期的に評価を行い、取り組むべき課題

を明確にしている。 

  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-２-(1)-② 課題に対する改善策・改善計画を立て実施している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-２-(2) 個々のサービスの標準的な実施方法を確立している。  

Ⅲ-２-(2)-① 個々のサービスについて標準的な実施方法を文書化し、サービ

スを提供している。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-２-(2)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みを確立してい

る。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-２-(3)  サービス実施の記録を適切に行っている。  

 Ⅲ-２-(3)-① 利用者に関するサービス実施状況の記録を適切に行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-２-(3)-②  利用者に関する記録の管理体制を確立している。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-２-(3)-③ 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。  ａ・ｂ・ｃ 

 特記事項 

 サービスの質の確保については、本評価を契機に取り組みが開始されています。今後、課

題を明らかにし、改善していく仕組みを確立されることを期待します。 

 各サービス実施マニュアルについては、保育園のマニュアルをベースに多様なマニュアル

が整備され、ファイルされていますが、職員に十分な周知までには至っていません。今後は、

見直しも含め、サービスの標準的なマニュアルを周知されることが求められます。 

 記録については、個別に一日の目標に基づく記録がされています。今後は、利用者の情報

の流れを確立し、共有方法を明確にしていくことが求められます。
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Ⅲ－３ サービスの開始・継続 

 第三者評価結果 

Ⅲ-３-(1) サービス提供の開始を適切に行っている。  

 Ⅲ-３-(1)-① 利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供してい

る。 

  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-３-(1)-②  サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-３-(2) サービスの継続性に配慮した対応を行っている。  

Ⅲ-３-(2)-① 事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性

に配慮した対応を行っている。 

 ａ・ｂ・ｃ 

    特記事項 

利用希望者についての情報提供は、写真などが入ったわかりやすいパンフレットやホーム

ページが公開され、見学にも随時対応されています。 

サービス開始時には、サービスの内容・利用料などが具体的に示された「利用についての

説明書」によって説明が行われ、契約が取り交わされています。 

事業所の変更や就学時の引き継ぎは、引継ぎシートを作成し引継ぎが行われていることが

伺うことが出来ましたが、退所後の窓口や地域組織の育成は具体的な取り組みまでには至っ

ていませんでした。 

今後は、子どもや家族に対してわかりやすい説明の工夫が課題です。 

Ⅲ－４ サービス実施計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅲ-４-(1) 利用者のアセスメントを行っている。  

 Ⅲ-４-(1)-① 定められた手順に従ってアセスメントを行っている。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-４-(1)-②  利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示している。   ａ・ｂ・ｃ  

Ⅲ-４-(2) 利用者に対するサービス実施計画を策定している。  

Ⅲ-４-(2)-① サービス実施計画を適切に策定している。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅲ-４-(2)-② 定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

特記事項 

 支援責任者のもと、定められた策定手順に従い、合議によってサービス実施計画の策定が

行われています。計画のアセスメントやモニタリングについては、定期的に行われています

が、利用者ニーズの明示と日頃のチェックの仕組みは確立されていません。 

 今後は、子どものニーズを明確にしていくことが求められます。
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評価対象Ⅳ 実施する福祉サービスの内容 
Ⅳ－１ 利用者の尊重 

 第三者評価結果 

Ⅳ-１-(1) 利用者の尊重  

 Ⅳ-１-(1)-① コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫をして

いる。 

  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-１-(1)-② 利用者の主体的な活動を尊重している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-１-(1)-③ 利用者の自力で行う日常生活上の行為に対する見守りと支援

の体制を整備している。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-１-(1)-④ 利用者のエンパワメントの理念にもとづくプログラムがある。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-１-(2) 利用者の権利擁護  

Ⅳ-１-(2)-① 利用者の権利の行使を支援するための具体的な取り組みを行
っている。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-１-(2)-② 虐待（拘束、暴言、暴力、無視、放置、性的いやがらせ等） 

等の人権侵害について、防止対策を図っている。 
  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-１-(2)-③  利用者のプライバシー確保のための支援や工夫をしている。  ａ・ｂ・ｃ 

特記事項 

利用者尊重の取組については、サイン言語、ジェスチャー、○×や顔のカードによるコミ

ュニケーションなど、個々の状態を考慮して、利用者のコミュニケーションを高める取り組

みが実施されています。 

見守りと支援については、子どもの自主性を育む支援として、食事場面などにおいて見守

り支援が取り入れられ、個々に応じた支援が伺えました。 

利用者の権利擁護については、虐待防止策として、マニュアルを整備し、研修やアンケー

トを実施していることが伺えますが、虐待に対する全般的な理解にとどまっており、具体的

な支援法の研修には至っていません。 

今後は、研修や事例検討を通じて、プライバシーの定義など利用者の権利擁護について施

設の考え方を明確にすることによって、仕組みとして確立されることが望まれます。 
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Ⅳ－２ 日常生活支援 

 第三者評価結果 

Ⅳ-２-(1) 食事  

 Ⅳ-２-(1)-① サービス実施計画に基づいた食事サービスを用意している。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-２-(1)-② 食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本として美味しく、楽

しく食べられるように工夫している。 

非該当 

Ⅳ-２-(2) 清潔の保持  

 Ⅳ-２-(2)-① 利用者の意志を尊重しつつ、利用者の個人的事情に配慮した清

潔の保持に努めている。 

 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-２-(2)-② 衣類の着替え等が必要な場合の対応は適切である。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-２-(3) 排泄  

 Ⅳ-２-(3)-①  排泄介助は快適に行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-２-(3)-② トイレは清潔で快適である。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-２-(4) 健康管理  

 Ⅳ-２-(4)-① 日常の健康管理は適切である。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-２-(4)-②  必要な時、迅速かつ適切な医療を受けられる。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-２-(4)-③ 内服薬・外用薬等の扱いは確実に行われている。   ａ・ｂ・ｃ 

特記事項 

日常生活の支援においては、各場面における支援マニュアルを整備し、個人の力や年齢に応

じて個別に細かい支援が行われています。 

清潔の保持や排泄については、必要に応じてどんぐりの里の設備が利用できるようになって

おり、シャワーや沐浴室など支援の環境が整備されています。 

日常の健康管理については、健康管理のマニュアルを整備し、利用者の服薬と既往歴を把握

され、健康管理票を作成されています。 

今後は、医療機関との連携をはじめ感染症や服薬など、施設における健康管理の具体的な方

法を明示し標準化を図られることが求められます。 
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Ⅳ－３ 社会生活支援 

Ⅳ-３-(1) 余暇・レクリエーション  

 Ⅳ-３-(1)-① 余暇・レクリエーションは、利用者の希望に沿って行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-３-(2) 外 出  

 Ⅳ-３-(2)-① 外出は利用者の希望に応じて行っている。  非該当 

Ⅳ-３-(3) 所持金・預り金の管理等  

 Ⅳ-３-(3)-① 預り金について、適切な管理体制を作っている。  非該当 

Ⅳ-３-(4) 就労・社会参加  

 Ⅳ-３-(4)-① 就労に関する取り組みを確立している。  非該当 

Ⅳ-３-(4)-② 社会参加に関する多様な機会を確保している。  非該当 

特記事項 

余暇・レクリエーションについては、多様なレクレーションプログラムを利用者の希望によ

り選択しています。また、法人での取り組みについて情報提供しており、ボランティアを活用

した取り組みもうかがえ、公園やスーパーなど近隣の資源も活用しています。 

今後は、余暇レクレーションに関する記録を充実させることにより、更に子どもの地域生活

を支援していく取り組みを明確にしていくことが期待されます。 

なお、外出と就労・社会参加については、基本的なサービスの利用が学齢期ということであ

るため、非該当として判断しています。

Ⅳ－４ 障害特性支援 

Ⅳ-４-(1) 障害特性支援  

 Ⅳ-４-(1)-① 利用者個々の障害の特性に応じた支援を行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-４-(1)-② 行動障害のある方への特別な支援を行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-４-(1)-③ 重複障害のある方への特別な支援を行っている。   ａ・ｂ・ｃ 

Ⅳ-４-(2) 家族支援  

 Ⅳ-４-(2)-① 家族に対する支援、助言を行っている。  ａ・ｂ・ｃ 

特記事項 

発達検査や保護者との面談を通して、利用者個々の障害特性を把握しています。しかし、障

害の特性に応じた取り組みは個別支援にとどまっており、今後、明確なプログラム化が期待さ

れます。 

家族支援については、連絡帳をやり取りすることにより、情報の収集や伝達をしています。

また、定期的に開催している保護者会では、必要に応じて制度説明も行われていますが、それ

らの記録は確認できませんでした。 

今後は、子どもの療育を通した情報交換だけでなく、子育て支援の視点からの家族支援の位

置づけを明確にしていくことが求められます。
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Ⅰ～Ⅲ　達成度

基準数 達成数

Ⅰ-１　理念・基本方針 8 8 100.0

Ⅰ-２　計画の策定 13 7 53.8

Ⅰ-３　管理者の責任とリーダーシップ 15 9 60.0

Ⅱ-１　経営状況の把握 9 4 44.4

Ⅱ-２　人材の確保・養成 32 17 53.1

Ⅱ-３　安全管理 17 10 58.8

Ⅱ-４　地域との交流と連携 20 14 70.0

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス 20 8 40.0

Ⅲ-２　サービスの質の確保 22 8 36.4

Ⅲ-３　サービスの開始・継続 13 8 61.5

Ⅲ-４　サービス実施計画の策定 12 8 66.7
Ⅰ～Ⅲ合計 181 101 55.8
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Ⅳ　達成度

基準数 達成数

１－（１）　利用者の尊重 16 6 37.5

１－（２）　利用者の権利擁護 10 5 50.0

２－（１）　食事 2 1 50.0

２－（２）　清潔の保持 8 6 75.0

２－（３）　排泄 10 6 60.0

２－（４）　健康管理 14 7 50.0

３－（１）　余暇・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ 4 4 100.0

４－（１）　障害特性支援 12 3 25.0

４－（２）　家族支援 3 1 33.3

Ⅳ　合計 79 39 49.4
総合計 260 140 53.8
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