
１ 評価機関 

平成１９年8月１ 日～平成  １９ 年１２月 14 日 

 2　評価対象事業者

種別：

定員（利用者人数）： 名

TEL

 3 評価結果総評（利用者調査結果を含む。） 

◆ 特に評価の高い点 

◆ 特に改善を求められる点 

　作業別標準マニュアルはほぼ完全に整備され、マニュアルに基づき利用者個別のきめ細
かい手順書が作成され実施されている。特に調理の面では、当事業所は介護食士が調理指
導を実施すると共に、情報誌「おいしいね」を発行し、ノウハウの共有化を進めるなどの
優れた取り組みが見られる。

●新しい統一アセスメント方式の期待

　今年度は新しい統一アセスメント様式に移行する過渡期である。現在暫定的統一様式を
作成し実施しているが、新方式は「その人らしく」の理念により合致する考えで作成さ
れ、より高いサービスを実施できる方式と思われるので、出来るだけ早い移行を期待した
い。

●介護支援専門員への提案記録の充実

　個別訪問サービス評価・計画修正は、訪問チェック表、サービス提供責任者の定期訪
問、事例検討会で総合的に検討している。なお介護支援専門員への報告・提案については
書式の工夫含めて記録の改善を期待したい。

●利用者満足度調査に基づくサービス質の向上

　定期的に全利用者への満足度調査を実施し、結果に基づき改善対策を実施している。今
回の利用者アンケート満足調査でも高い満足結果であった。また自主内部監査を実施・公
表している。当事業所が指摘された部分を確認したところ、改善されていた。このような
サービス質改善の取り組みは高く評価される。

名　　　称 

代表者氏名

所　在　地 

生活クラブ船橋介護ステーション 訪問介護

水上　瑞恵 89

０４７－４０４－３００２船橋市南三咲２－７－３

千葉県福祉サービス第三者評価の評価結果 

名　　　称 

所　在　地 

評価実施期間

ＮＰＯ法人　ヒューマン・ネットワーク

千葉県船橋市丸山２丁目１０番１５号

●全員が参画して作られた理念の共有

●優れた人材育成制度の活用

　人材育成制度が、ＣＭＢＯ（目標管理）制度、個人別研修計画、職務別スキル一覧表な
ど良く整備され活用されている。当事業所では訪問介護員が会議に出席し易いように、定
例会を午前午後に分けて開催し、また５分間スピーチ話し合いなど「気づき」による自発
的な自己啓発を中心とするユニークな会議を開催している。優れた取り組みなので更に発
展させて欲しい。

●マニュアルに基づく利用者別手順書の整備

　現場訪問介護員が参画して作成された「出会いを大切に」など7項目からなる理念を
「私たちの作った理念」と大切にし、外に向けてはパンフレット、契約書、ＨＰなどに明
示し、職員には理念形成研修を実施し理念の共有化を図っている。利用者との契約時にも
理念を説明し同意を得ている。当事業所の管理者は環境が厳しくなるほど、理念に基づく
仕事の進め方を徹底したいと決意を新たにしている。



 4 第三者評価結果に対する事業者のコメント （受審事業者の意見）

5  事業者の特徴（受審事業者の意見）

 初めて第三者評価を受けました。今まで仕事に流され、気がついても手当が出来なかった
点、また問題と意識できなかった点などが表出されたと思います。改善を求められた点を
生活クラブ・事業所スタッフで共有、改善していきます。

　事業所運営の方針は１）利用者の自己決定を大切にします。２）人間としての尊厳を大
切にして行きます。３）独善的なサービスにならないようにチームケアを行います。４）
ケアの質を高めるために研修を継続して行い、科学性に基づくケアを心がけます。５）地
域社会の構成員として地域ケアシステムづくりに貢献して行きます。６）サービスを利用
者と私たちの共同作業で行います。



６　分野別特記事項

　【施設共通項目】

　【介護サービス項目】

　福祉サービスの
基本方針と組織

　人事制度として、ＣＭＢＯ（目標管理制度）が導入され、職務別
役割、獲得すべきスキル一覧表、個人別研修計画表、５段階評価制
度、面接制度など「優れた仕組み」が出来、活用されている。当該
事業所では、個人別知識・スキルなど力量の把握は、再度確認努力
中である。個人別ニーズに合致した研修計画になれば、より一層優
れた仕組みの効果が発揮されると思われる。また現場職員のモチ
ベーション維持向上として、理事長との直接対話、定例会の意見取
り上げ等で要望を吸い上げ、定例会運営の改善等可能なことは実行
されている。管理責任者は利用者の生の声のフィィードバックが重
要と考えおり、生の声を生かした働きがいのある職場作りを目指し
たいと意欲的であり、大いに期待したい。

●優れた人材育成制度の活用

　組織の運営管理

千葉県福祉サービス第三者評価の評価結果 

大項目

Ⅰ

分野別特記事項（特に優れている点・特に改善を求められる点）

●理念の共有化
　理念は約７００名の訪問介護員が参画して、作成された「私たち
の理念」であり、「出会いを大切に」「その人らしく・・」「専門
性と自覚」「互いを尊重する・・職場」など、分かりやすい７つの
項目を大切にしている。管理責任者は、取り巻く環境の厳しさが増
す現状で、理念に基づく行動の大切さを改めて痛感しており、更な
る理念の浸透を図りたいとしている。今後、理念を再度話し合う機
会を作り、ますます全員で働きがいの有る職場作りを目指して欲し
い。
●理念の説明から始める契約の重視

　契約書の冒頭に「理念と生活クラブのめざすもの」が記載され、
利用者との契約時に、大切にしている考えを説明している。また同
時に契約として「出来ること、出来ないこと」を一覧表で説明し、
希望・要望を聞き、十分納得の上で同意を得ている。

大項目 分野別特記事項（特に優れている点・特に改善を求められる点）

Ⅱ

●統一アセスメント様式の期待Ⅰ

 今年度は統一アセスメント様式に移行する過渡期である。当事業所
は簡易アセスメント様式を作り、情報を漏れなく落とし込む工夫を
している。統一アセスメント様式は、センター方式、パーソンセン
タードケア、ＩＣＦの考えを基本に検討されており、「その人らし
く」の理念に合致した優れた方式であるので出来るだけ早く使い易
い新様式を完成し、早期移行を望みたい。



　調理に関しては、当事業所に介護食士を取得したスタッフが、美
味しく簡単でバランスのとれた介護食づくりを薦めている。全訪問
介護員に「おいしいね」と題する食だよりを配布し指導している点
は優れた取り組みと高く評価できる

Ⅱ

介護サービスを提
供する事業所又は
施設の運営状況に

関する事項

介護サービスの内
容に関する事項

●整備されたマニュアルときめ細かい個人別手順書の作成

●接遇はじめ質の確保のための取り組み
　訪問介護員の接遇はじめ質の確保については心構えから実際のケ
ア場面ごとのマニュアルを網羅したハンドブックを持たせている。
また登録ヘルパーの勤務実態から研修実施日も工夫して、土曜日の
午前午後に設定し出席率を高めている。

　入浴介助、排泄介助、食事介助、移動介助及び外出介助などマ
ニュアル類は完璧に整備されている。当事業所では、「その人らし
く」を念頭において、利用者の個人別手順書を作成し、介護の質を
確保している。今後は更に理念と作業の標準化を考えた業務指示書
に改良していくとの事であり、早期の実現が待たれる。

●個別サービス評価の取り組み
　当事業所では、訪問介護サービスの質確認・向上に関して、ケア
日誌のチェック、サービス提供責任者の居宅訪問による確認に加え
て、月１回定例会にて、５分間スピーチ形式で、訪問先での出来事
など自由に話し合い、相互に「気付き」発見の手段としている。ユ
ニークな取り組みと評価できる。

　定期的に利用者アンケートを実施し、利用者の満足度、要望、苦
情を把握し、管理責任者会議、現場スタッフ会議で、改善対策が検
討され実施している。また法人の自主監査制度が定期的に監査を実
施・公表し改善につなげている。さらに第三者による自主的な評価
の取り組みは、サービスの質を確保する当法人の姿勢として高く評
価される。

●利用者満足度調査に基づくサービス改善の取り組み

●調理に関する情報共有化の優れた取り組み



Ⅰ 1
(1)

1 ①理念が明文化されている。 a

2 ②理念に基づく基本方針が明文化されている。 a

(2)
3 ①理念や基本方針が職員に周知・理解されている。 a

4 ②理念や基本方針が利用者等に周知されている。 a

2
(1) 中・長期的なビ
ジョンの明確化 5 ①中・長期計画を踏まえた事業計画が作成されている。 b

(2) 重要課題の明確
化 6 ①事業計画達成のための重要課題が明確化されている。 a

(3) 計画の適正な策
定 7

①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
とが合議する仕組みがある。

a

3 8 ①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。 a

9 ②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。 a

Ⅱ 1 10 ①事業経営を取り巻く環境が的確に把握されている。 b

11 ②経営状況を分析して、改善すべき課題を発見する取り組みを行っている。 a

2
(1)

12 ①人事方針を策定し、人事を計画的・組織的に行っている。 a

13 ②職員評価が客観的な基準に基づいて行われている。 a

14
①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。

a

15 ②福利厚生に積極的に取り組んでいる。 a

組織
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理
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の把握

(1) 経営環境の変化
等への対応

(2) 職員の就業への
配慮

人事管理体制の
整備

人材の確
保・養成

項目
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リーダー
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福祉サービス第三者評価共通項目（居宅系・介護サービス）の評価結果

大項目

評価
結果



項目別コメント・組織（公表用）

  

事業者名  生活クラブ船橋介護ステーション

評価基準 評点 コメント

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、基本方針が確立されている。

1

2

Ⅰ－１－（２）　理念、基本方針が周知されている。

3

4

Ⅰー２　計画の策定

5

Ⅰ－２－（２）　重要課題の明確化

6

Ⅰ－２－（３）　計画が適切に策定されている。

7

項目
番号

Ⅰ－２－（３）－①　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合議する仕組みがある。

Ⅰ－２－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされてい
る。

Ⅰ－１－（１）－①　理念が明文化されている。

Ⅰ－２－（２）－①　事業計画達成のための重要課題が明確化され
ている。

Ⅰ－１－（１）－②　理念に基づく基本方針が明文化されている。

Ⅰ－２－（１）－①　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定され
ている。

ｂ

　契約書の最初に「理念と生活クラブのめざすも
の」が記載され、まず理念の説明から契約を始める
とのことである。またクレーム時にも説明し、事業
所全体でサービス改善に取り組む姿勢が見られる。
優れた取り組みと評価できる。

　訪問介護員、職員全員が一人ひとり記入する、Ｃ
ＭＢＯ（目標管理制度）の冒頭に、「理念・基本方
針を知っていますか」から記述する。その上で個人
面接で話し合われる。責任者は理念に基づく行動の
大切さを痛感しており、更なる浸透が期待される。

　法人発足当初は３ヵ年計画を立てたようである
が、たび重なる制度変更で予測が立てにくいとの事
で中断していた。しかし本年より計画検討委員会を
作り作成するとのことである。環境変化激しいとき
こそ、中長期計画の必要性が高いので、早く具体化
し皆に示して欲しい。

Ⅰ－１－（２）－①　理念や基本方針が職員に周知されている。

Ⅰ－１－（２）－②　理念や基本方針が利用者等に周知されてい
る。

　事業所全体の意見を所長が所長会で話し全体的課
題が検討される。重要な日常的課題は月１回の訪問
介護員集合会議で、困った事例の検討と共に現場意
見が収集される。訪問介護員の８０％位が参加する
とのことである。是非現場で働く訪問介護員の意見
重視の運営を続けて欲しい。

ａ

項目別評価結果・評価コメント

ａ

ａ

ａ

　理念は５年前約７００名の訪問介護員が応募して
創りあげた「私たちの理念」であり、分かりやすい
皆で共有できる内容である。全員が参画し創った理
念として高く評価される。事業所内に掲示され、
ワーカーハンドブックやＨＰにも掲載されている。

　理念に基ずく行動の方向付けとして、制度変更な
ど環境変化の予測の基に、１９項目設定されてい
る。当該事業所としては、中でも「利用者の声を聞
き、地域で出来ることは何か」を皆で考えて行くと
している。

ａ

　環境変化の予測と事業所の現状より、課題が１９
項目設定されている。中心は人材育成、ケアプラン
書式の統一、情報公表、管理力・事業運営安定など
です。当該事業所としては、基本の見直し、統一介
護計画によるサービス向上などを掲げている。多忙
な中頑張って実現して欲しい。

ａ



項目別コメント・組織（公表用）

評価基準 評点 コメント

Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅰ－３－（１）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

8

9

Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　経営状況の把握

Ⅱ－１－（１）　経営環境の変化等への対応

10

11

Ⅱ－２　人材の確保・養成

Ⅱ－２－（１）　人事管理の体制が整備されている。

12

13

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

14

15

Ⅱ－２－（２）－①事業所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。

Ⅱ－２－（２）－②福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。

Ⅱ－１－（１）－②　経営状況を分析して改善すべき課題を発見す
る取り組みを行っている。

Ⅱ－１－（１）－①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されて
いる。

Ⅱ－２－（１）－②職員評価が客観的な基準に基づいて行われてい
る。

Ⅰ－３－（１）－①　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。

Ⅰ－３－（１）－②　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。

Ⅱ－２－（１）－①人事方針を策定し、これに基づく職員採用、人
材育成を計画的・組織的に行っている。

　サービス提供責任者などスッタフ会議で、モニタ
リング方法、目標共有、チームワーク作りなど話し
合われ、サービスの質向上に取り組んでいる。当該
事業所はモニタリングによるサービス現状の確認が
重要な段階のようである。現在チームワークを重視
して頑張っているので継続して欲しい。

　事務記録作業のムダを洗い出し、不要作業の削減
と的確なサービスの履行を目標として、ファイリン
グの統一、電話対応の改善など改善実績を上げてい
る。今後訪問介護員作業のムダ、移動のムダなどム
ダの削除と心のこもったサービス提供を期待した
い。

ａ

　法人全体としては、環境変化の分析結果、危機意
識を持って、課題の設定を行っている。当該事業所
エリアの環境把握となると、責任者が交代したばか
りで不十分である。地域包括支援センター初め、地
域情報収集キー機関での、情報収集を期待したい。

ａ

ｂ

ａ

　マッサージ費補助、研修費補助、育児・介護休暇
など福利厚生を実施している。広い意味の福利厚生
として、当事業所の責任者は利用者満足の生の声を
フィードバックし、苦労に答えたいとの事である。
認められ働き甲斐のある職場、また専門能力の向上
など働く人の総合報酬が大きい職場になって欲し
い。

ａ

　部門責任者会議の資料に基づき、サービスを効果
的に行えるように、スタッフ会議を行い、課題解決
の周知徹底を図っているようである。

　毎週１回スタッフ会議により、モチベーション向
上、働きやすい環境づくり、ムダの排除など改善課
題を話し合い実行されている。

ａ

　自己申告を基本として、客観的評価基準で評価さ
れている。また年１回評価者研修が実施されてい
る。個人の力量の的確な把握により、より効果的な
研修に繫げ専門性を高めて欲しい。

ａ

　人事プロジェクトによる人事評価制度が出来、職
務別役割、獲得すべきスキル一覧、個人別研修計
画、５段階の行動評価など「優れた仕組み」ができ
ている。

ａ



1 (1)
介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等
の同意の取得の状況

a

2 (2) 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況 a

3 (3)
利用者の状態に応じた訪問介護計画等の介護サービスに係る計画の作成
及び利用者等の同意の取得の状況

a

4 (4) 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の状況 a

5 (1) 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況 a

6 (2) 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況 a

7 (3)
利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施
の状況

a

8 (4) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況 a

9 (5) 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況 a

10 (6) 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況 a

11 (7) 訪問介護員等による訪問介護の提供内容の質の確保のための取組の状況 a

３．相談、苦情
等の対応のため
に講じている措
置

12 (1) 相談、苦情等の対応のための取組の状況 a

13 (1) 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況 a

14 (2) 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況 b

15 (1) 介護支援専門員等との連携の状況 a

16 (2) 主治の医師等との連携の状況 a

17 (1)
従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状
況

a

18 (2) 計画的な事業運営のための取組の状況 a

19 (3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況 a

20 (4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況 a

21 (1) 事業所における役割分担等の明確化のための取組の状況 a

22 (2)
介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するた
めの取組の状況

a

23 (3) 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況 a

３．安全管理及
び衛生管理のた
めに講じている
措置

24 (1) 安全管理及び衛生管理のための取組の状況 a

25 (1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況 a

26 (2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況 a

27 (1) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況 a

28 (2)
利用者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状
況

a

29 (3)
介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状
況

a

５．介護サービ
スの質の確保の
ために総合的に
講じている措置

Ⅱ．介護
サービスを
提供する事
業所又は施
設の運営状
況に関する
事項

１．介護サービ
スの提供開始時
における利用者
等に対する説明
及び契約等に当
たり、利用者の
権利擁護等のた
めに講じている
措置

２．利用者本位
の介護サービス
の質の確保のた
めに講じている
措置

２．事業運営を
行う事業所の運
営管理、業務分
担、情報の共有
等のために講じ
ている措置

Ⅰ．介護
サービスの
内容に関す
る事項

４．介護サービ
スの内容の評
価、改善等のた
めに講じている
措置

５．介護サービ
スの質の確保、
透明性の確保等
のために実施し
ている外部の者
等との連携

１．適切な事業
運営の確保のた
めに講じている
措置

４．情報の管
理、個人情報保
護等のために講
じている措置

評価
結果

福祉サービス第三者評価項目（訪問介護）の評価結果

大項目 中項目 小項目（評価項目）



項目別コメント・訪問介護（公表用）

事業者名  生活クラブ船橋介護ステーション

評点 コメント

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

(1) 5

(2) 6

(3) 7

(4) 8

利用者等に対し利用明細を交付し、利用料に関する説明を行ってい
る。

２．利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置

　書面を大きくするなど高齢者向けに配慮している。ま
た、利用者の多くは必ずしも介護保険制度について十分に
は理解してないために懇切丁寧に説明するよう努めてい
る。

 認痴症ケアの重要性を認識し本部研修を年3回、事業所内
研修を年3回、外部研修を随時受講させるなど熱心に取り組
み訪問介護員の質向上に努めている。今後、地域貢献の面
で専門知識を生かして家族会を呼びかけるなどを期待した
い。

　利用者のプライバシーについては、研修はもちろんのこ
と介護の場面場面での配慮事項を手順書に書き込んで周知
徹底を図っている。また、ＦＡＸでの情報交換も固有名詞
の一部を隠すなど細かいところまで配慮が行き届いてい
る。

 ケアサービス日誌を確認した上で経過記録を作成しここで
把握した状況から訪問時に家族に対して専門家の立場から
介護方法等について助言をしている。

　入浴介助、排泄介助、食事介助それぞれにマニュアルが
整備されている。しかも、一般的なマニュアルをその人な
りの尊厳を念頭に個々の利用者ごとの手順書が出来ている
点が優れている。今後この手順書をタイムスケジュール入
りの業務指示書にグレードアップする予定があるので早期
の実現が待たれる。一方、技術研修も実施している。

 重要事項の説明は、特に重要な項目に重点を置き丁寧に
行っている。また複雑なケースでも居宅を訪問し十分状態
を調べた上で出来るだけ受け入れる姿勢は評価に値する。
過大な要求があった場合には予め用意した「出来ること出
来ないこと」一覧で説明し納得ずくでの契約に努めてい
る。

a

a

a

a

a

a

項
目
番
号

入浴介助、清拭及び整容、排せつ介助、食事介助等に関して、訪問
介護の質を確保するための取り組みがあり、利用者ごとに実施内容
を記録している。

利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、同
意を得ている。

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族の希望を聴取するとと
もに、利用者の心身の状況を把握している。

評価基準

Ⅰ．介護サービスの内容に関する事項

１．介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約
等に当たり、利用者の権利擁護等のために講じている措置

訪問介護計画は、利用者及びその家族の希望を踏まえたうえ目標を
記載し、説明のうえ同意を得て作成している。

認知症ケアの質を確保するために、従業者に対する認知症に関する
研修を行うなどの取り組みを行っている。

利用者の家族が行う介護の方法について、利用者の介護者の心身の
状況を把握したうえで利用者の家族に対して説明している。

利用者のプライバシーの保護の取組みを図っている。

項目別評価結果・評価コメント

a

　既存のアセスメント様式をセンター方式を参考にした新
様式に変更していく過渡期にある。新様式を導入するメ
リットは利用者に関する情報を細かく漏れなく落とし込む
ことができこれにより新人もベテランも均質なアセスメン
トが可能になる点が大きい。とりわけ生活歴の欄が加わっ
たことで当事業所が目指す「その人らしく」というパーソ
ンセンタードケアに結びつくことが期待できる。

a

 訪問介護計画は、きめ細かなアセスメントにより把握した
利用者や家族の希望を十分反映したものとなっている。利
用者の同意については以前法人独自の自主監査において十
分に出来ていないとの指摘がなされていたが現在では改善
されている。



項目別コメント・訪問介護（公表用）

評点 コメント
項

評価基準

(5) 9

(6) 10

(7) 11

(1) 12

(1) 13

(2) 14

(1) 15

(2) 16

介護支援専門員に対し、定期的に、訪問介護の実施状況を報告し、
連携を図っている。

利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する仕組みがあり、
その対応結果を説明している。

訪問介護員の接遇の質（利用者の金銭管理・鍵管理、予定されてい
た訪問介護員が対応できない場合などを含め）を確保するための仕
組みがあり、機能している。

訪問介護計画の見直しの結果、居宅サービス計画の変更が必要と判
断した場合、介護支援専門員に提案している。

サービス提供責任者は、定期的に利用者の居宅を訪問し、サービス
提供状況を把握し、併せて訪問介護計画の評価を行っている。

５．介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外
部の者等との連携

　過去に法人独自の自主監査で指摘のあった何をモニタリ
ングするかという点で適切な書式がないという課題は
「サービス提供結果の確認訪問記録」が作成されその中に
は評価の欄もあり改善が認められる。

 移動介助及び外出介助に関するマニュアルが整備されてい
る。このマニュアルを受けて個々の利用者ごとに手順書が
出来ている。この手順書をさらに精緻な業務指示書に改良
する計画があるので期待される。技術研修も実施してい
る。

 家事等の生活援助に関してのマニュアルもあり該当利用者
にはその人にあった指示書を作成している。また、調理に
関しては当事業所に介護食士を取得した職員が勤務してい
るのでおいしい介護食づくりをすすめるため全訪問介護員
に「おいしいね」と題する食だよりを配布し指導してい
る。なお、調理実習も実施している

a

a
　訪問介護員には常にハンドブックを持たせ緊急の場合に
も遺漏のないように準備している。担当医との連携は介護
支援専門員を通じて行っている。

　訪問介護は、多くは密室で１対１で行われるという仕事
の性質上苦情などは顕在化しにくい面がある。したがっ
て、当事業所ではケア日誌のチェック、提供責任者の居宅
訪問による確認と二重のチェック体制に加えてユニークで
はあるが訪問介護員を集めていわゆる５分間スピーチ形式
で訪問先での出来事などを自由に、お互いに話し合い問題
点の気付き発見の手段としている。

　訪問介護員の接遇をはじめとした質の確保に関しては心
構えから実際のケア場面ごとのマニュアルを網羅したハン
ドブックを持たせている。また当法人の特色でもあるＣＭ
ＢＯ制度の一環として接遇マナー研修を実施している。登
録ワーカーの勤務実態から研修実施日も工夫して土曜日の
午前と午後に設定して出席率を高めている。

　サービス担当者会議には欠かさず出席している。新規利
用者の受け入れ状況など事業所の情報を介護支援専門員に
提供したり連携を密にしている。

　訪問介護計画の見直しについては、個々のサービス提供
責任者の判断に任せてしまうことが見受けられたが、現在
事例検討会で共有化を図っており、継続して努力して欲し
い。

a

a

利用者の主治医等との連携を図っている。

４．介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置

a

a

３．相談、苦情等の対応のために講じている措置

移動介助及び外出支援に関して、訪問介護の質を確保するための取
り組みがあり、実施内容を記録している。

調理などの生活援助に関して、利用者の状態に留意し質を確保する
ための取り組みがあり、実施内容を記録している。

a

b



項目別コメント・訪問介護（公表用）

評点 コメント
項

評価基準

(1) 17

(2) 18

(3) 19

(4) 20

(1) 21

(2) 22

(3) 23

(1) 24

２．事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のため
に講じている措置

３．安全管理及び衛生管理のために講じている措置

　法人全体の事業計画と当該事業所の事業計画が明示され
ている。当該事業所の課題は基礎の見直し、統一介護計画
書の作成、目標とチームワーク作りなどである。

a

a

 倫理綱領、個人情報保護管理基本規定などに明文化され、
ケアワーカーハンドブックに「心構え」として、４つの項
目で、具体的に示されている。

従業者が守るべき倫理を明文化し、倫理及び法令遵守に関する研修
を実施している。

Ⅱ．介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項

１．適切な事業運営の確保のために講じている措置

事業計画を毎年度作成しており、経営・運営方針等が明記されてい
る。

　ＨＰに情報公開として、年度ごとの、事業計画・事業報
告書・年度予算と決算、指導監査・実施指導・自主監査の
報告書が掲載されている。

　事業所内スッタフ会議、定例会で日常的課題の意見を出
し合い、現場の困難事例など皆で、情報共有化しながら、
改善に取り組んでいる。今後個人の力で対応できない問題
が発生した場合は、チームで対応できるようにしたいとの
事である。

管理者、サービス提供責任者及び訪問介護員について、役割及び権
限を明確にしている。

a
　職務別の役割と獲得しなければならないスキル一覧表が
明示されている。

事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で
検討するなど、課題改善に取り組んでいる。

事業計画、財務内容等に関する資料を閲覧可能な状態にするなど、
事業運営の透明性確保に取り組んでいる。

a

従業者からの相談に対する対応する仕組み及び従業者に対し指導を
実施する仕組みがあり、機能している。

a

　サービス提供責任者が相談に乗るが、特に新人の教育
は、サービス提供責任者が座学を担当し、その後同行訪問
し、現場でＯＪＴ教育を実施する。そのため指導力研修を
受けている。

サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するた
めに、取り組んでいる。

a

　安全管理に関するマニュアルもすべて整備されており、
研修・ミーティング等で常に学習している。一人で行動す
る時にも携帯するハンドブックが実践的なマニュアルとし
て活用される。５分間スピーチでもうっかりミスなどが報
告されリスクマネジメントを共有する場となっている。

事故発生時、非常災害時、衛生管理のための仕組み又はその再発・
蔓延を防止するための仕組みがあり、機能している。

a

a

　情報共有のしくみは、ケア連絡、月１回の集合ミーテイ
ング時での共有、ケア日誌での共有、事例検討による共有
などが中心である。将来は携帯電話活用による行動の管理
と情報の共有を図りたいとの事である。



項目別コメント・訪問介護（公表用）

評点 コメント
項

評価基準

(1) 25

(2) 26

(1) 27

(2) 28

(3) 29

　個人情報保護宣言や規定を事業所内に掲示し、利用者に
は利用目的を明記した文書で承諾を得ている。訪問看護員
携帯のハンドブックにも個人情報保護の職員行動基準を盛
り込んでいる。

　本部研修や事業所研修を体系的、年次別に計画されてい
て内容的にも充実したものとなっている。

　マニュアルの活用については、大部分は常時職場にはい
ない訪問介護員対象であるので、現実的な活用法として、
コンパクトなハンドブックを常時携帯させる。見直しにつ
いてはサービス提供責任者会議において定期的に検討され
ている。

　利用者の求めに応じサービス提供記録を開示する旨を契
約書に明記している。

 定期的に利用者アンケートを実施し各所長クラスで構成す
る管理責任者会議で意向、満足度等について検討し原案を
持ち帰って現場のスタッフ会議で具体的な改善案を検討す
る仕組みになっている。また、サービス内容の改善には法
人独自の自主監査制度も十分機能していると思われる。

a

サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの検討を定
期的に行っている。

訪問介護に従事する全ての現任の従業者（新任者を含む）を対象と
する研修等を計画的に行っている。

利用者の意向、意向調査結果、満足度調査結果等を、経営改善プロ
セスに反映させるなど、サービスの質を確保・自己評価する仕組み
があり、機能している。

４．情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置

５．介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置

個人情報の利用目的や保護規定を公表するなど、個人情報保護の確
保のための取組みがある。

利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがあ
り、機能している。

a

a

a

a




