
<別紙2＞　使用項目及び実施サービス一覧 2012.11

評価機関名：合同会社　評価市民・ネクスト

1　高齢分野
使用項目 サービス種別 ｺｰﾄﾞ 実施サービス

Ａ 推進機構評価項目 ガイドライン準拠版（高齢・障害分野）  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） A101 ○

 介護老人保健施設（老人保健施設） A102 ○

 養護老人ホーム A103 ○

 軽費老人ホーム（Ａ型） A104 ○

 軽費老人ホーム（Ｂ型） A105 ○

 軽費老人ホーム（ケアハウス） A106 ○

 通所介護（ディサービス） A107 ○

 短期入所生活介護（ショートステイ） A108 ○

 短期入所療養介護（ショートステイ） A109 ○

Ｂ 県社協版 グレード２（高齢・障害）  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） B101

 介護老人保健施設（老人保健施設） B102

 養護老人ホーム B103

 通所介護（ディサービス） B107

Ｃ 横浜市版  高齢分野  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） C101 ○

 介護老人保健施設（老人保健施設） C102 ○

 高齢分野（養護老人ホーム）  養護老人ホーム C103 ○

E 東京都版  09  介護老人福祉施設  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） E101

 10  介護老人保健施設  介護老人保健施設（老人保健施設） E102

 14  養護老人ホーム  養護老人ホーム E103

 11  軽費老人ホームＡ型  軽費老人ホーム（Ａ型） E104

 12  軽費老人ホームＢ型  軽費老人ホーム（Ｂ型） E105

 13  軽費老人ホームケアハウス  軽費老人ホーム（ケアハウス） E106

 07  通所介護  通所介護（ディサービス） E107

 08  短期入所生活介護  短期入所生活介護（ショートステイ） E108

 01  訪問介護  訪問介護（ホームヘルプサービス） E110

 02  訪問入浴介護  訪問入浴介護 E111

 03  訪問看護  訪問看護 E112

 04  特定施設入居者生活介護  特定施設入居者生活介護 E113

 05  福祉用具貸与  福祉用具貸与 E114

 06  居宅介護支援  居宅介護支援 E115

 15  小規模多機能型居宅介護  小規模多機能型居宅介護 E116

 16  認知症対応型共同生活介護  認知症対応型共同生活介護 E117

Z 独自版

2　障害分野
使用項目 サービス種別 ｺｰﾄﾞ 実施サービス

Ａ 推進機構評価項目 ガイドライン準拠版（高齢・障害分野）  療養介護 A201 ○

 施設入所支援 A202 ○

 生活介護（ディサービス） A203 ○

 自立訓練（機能訓練） A204 ○

 自立訓練（生活訓練） A205 ○

 就労移行支援 A206 ○

 就労継続支援（Ａ型） A207 ○

 就労継続支援（Ｂ型） A208 ○

 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)知的障害児施設 A212 ○

 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)ろうあ児施設 A213 ○

 障害児入所支援(医療型障害児入所施設) (旧)肢体不自由児施設 A215 ○

 障害児入所支援(医療型障害児入所施設) (旧)重症心身障害児施設 A216 ○

 障害児通所支援(児童発達支援)　　     (旧)知的障害児通園施設 A217 ○

 障害児通所支援(医療型児童発達支援)   (旧)肢体不自由児通園施設 A218 ○

 障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援)
                                (旧)重症心身障害児(者)通所施設

A219 ○

 障害児通所支援（児童発達支援）       (旧)難聴幼児通園施設 A220 ○

 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)肢体不自由児療護施設 A221 ○

 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)盲児施設 A222 ○
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評価項目

○

○

評価項目

○
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<別紙2＞　使用項目及び実施サービス一覧 2012.11

2　障害分野
使用項目 サービス種別 ｺｰﾄﾞ 実施サービス

Ｂ 県社協版 グレード２（高齢・障害）  療養介護 B201

 施設入所支援 B202

 生活介護（ディサービス） B203

 自立訓練（機能訓練） B204

 自立訓練（生活訓練） B205

 就労移行支援 B206

 就労継続支援（Ａ型） B207

 就労継続支援（Ｂ型） B208

C 横浜市版  障害分野（障害者施設）  施設入所支援 C202 ○

 生活介護（ディサービス） C203 ○

 自立訓練（機能訓練） C204 ○

 自立訓練（生活訓練） C205 ○

 就労移行支援 C206 ○

 就労継続支援（Ａ型） C207 ○

 就労継続支援（Ｂ型） C208 ○

 障害分野（障害児施設）  障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)知的障害児施設 C212 ○

 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)ろうあ児施設 C213 ○

 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)盲児施設 C222 ○

 障害分野（地域療育センター）  横浜市地域療育センター C223 ○

D 川崎市版  障害福祉サービス事業所  施設入所支援 D202 ○

 生活介護（ディサービス） D203 ○

 自立訓練（機能訓練） D204 ○

 自立訓練（生活訓練） D205 ○

 就労移行支援 D206 ○

 就労継続支援（Ａ型） D207 ○

 就労継続支援（Ｂ型） D208 ○

E 東京都版  25　障害者支援施設  施設入所支援 E202

 19　生活介護  生活介護（ディサービス） E203

 20　自立訓練（機能訓練）  自立訓練（機能訓練） E204

 21　自立訓練（生活訓練）  自立訓練（生活訓練） E205

 22　就労移行支援  就労移行支援 E206

 23　就労継続支援A型  就労継続支援（Ａ型） E207

 24　就労継続支援B型  就労継続支援（Ｂ型） E208

 18　短期入所  短期入所(ショートステイ） E209

 17　居宅介護  居宅介護 E210

 33　障害児入所支援  障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)知的障害児施設 E212

 31　障害児入所支援  障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)ろうあ児施設 E213

 34　障害児入所支援  障害児入所支援(福祉型障害児入所施設) (旧)第二種自閉症児施設 E214

 32　障害児入所支援  障害児入所支援(医療型障害児入所施設) (旧)肢体不自由児施設 E215

 35　障害児入所支援  障害児入所支援(医療型障害児入所施設) (旧)重症心身障害児施設 E216

 29　障害児通所支援  障害児通所支援(児童発達支援)　　     (旧)知的障害児通園施設 E217

 28　障害児通所支援  障害児通所支援(医療型児童発達支援)   (旧)肢体不自由児通園施設 E218

 30　障害児通所支援
 障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援)
                                (旧)重症心身障害児(者)通所施設

E219

 27　障害児通所支援
 障害児通所支援（児童発達支援及び放課後等デイサービス)
　　　　　　　　　　　　　 　　 (旧)児童ディサービス

E224

○ A 推進機構評価項目  障害者GH等第三者評価項目  共同生活援助・共同生活介護（グループホーム・ケアホーム） A211 ○

Z 独自版

○

評価項目

○
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3　児童分野
使用項目 サービス種別 ｺｰﾄﾞ 実施サービス

A 推進機構評価項目  ガイドライン準拠版（児童館）  児童館 A302

 ※ガイドライン準拠版（情緒障害児短期治療施設）  情緒障害児短期治療施設 A306

 ※ガイドライン準拠版（母子生活支援施設）  母子生活支援施設 A307

○ B 県社協版  保育分野  認可保育所 B301 ○

C 横浜市版  保育分野（保育所）  認可保育所 C301 ○

 保育分野（横浜保育室）  横浜保育室 C303 ○

 ※児童分野（児童養護施設）  児童養護施設 C304

 ※児童分野（乳児院）  乳児院 C305

 ※児童分野（情緒障害児短期治療施設）  情緒障害児短期治療施設 C306

 ※児童分野（母子生活支援施設）  母子生活支援施設 C307

○ D 川崎市版  認可保育所  認可保育所 D301 ○

E 東京都版  36　認可保育所  認可保育所 E301

 ※39　児童養護施設  児童養護施設 E304

 ※40　乳児院  乳児院 E305

 ※38　母子生活支援施設  母子生活支援施設 E307

F 国第三者評価基準ガイドライン準拠版  保育所版  認可保育所 F301

Z 独自版

※黒く塗りつぶされている項目は、Ｈ24年度中に終了予定

4　保護分野
使用項目 サービス種別 ｺｰﾄﾞ 実施サービス

A 推進機構評価項目  ガイドライン準拠版（婦人保護）  婦人保護施設 A401

C 横浜市版  保護分野  救護施設 C402 ○

 更生施設 C403 ○

E 東京都版  41　婦人保護施設  婦人保護施設 E401

 42　救護施設  救護施設 E402

 43　更生施設  更生施設 E403

 44　宿所提供施設  宿所提供施設 E404

Z 独自版

○

評価項目

○

評価項目
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