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【評価実施概要】 

 

事業所名 ワークステーション・菜の花（生活介護、就労継続支援Ｂ型） 

事業所への報告書提出日 2013年 3月 26日   （評価に要した期間）7ヶ月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 基本的な部分を施設長が現場の職員と相談して作成した。 

② 上記原案をもとに、職員会議で意見交換した。 

③ ②の議論を参考に、施設長が修正し、まとめた。 

実施期間 

2012年 8月 22日 ～ 12月 28日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全利用者の家族（64 世帯）に対して、施設側からアンケート用紙

を配付した。 

② 各家族より、返信用封筒で、評価機関にあてて無記名で返送しても

らった。 

実施期間 

2012年 10月 1日 ～ 10月 15日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：書類調査および利用者の作業活動を見学。看護師と面接調査。 

昼食：食堂で、利用者と同席してとる。 

午後：利用者本人調査（ヒアリング）を３名実施。その後、施設長に面

接調査を実施。引き続き、非常勤職員２名、職員１名と面接調査

を実施。 

実施日 第 1日：201３年 2月 7日 

    第 2日：201３年 2月 14日 

[第 2日] 

※午前中は、本体施設と ICTセンターで調査員１名ずつ分かれて実施。

午前：【本体施設】利用者本人調査（ヒアリング）を３名実施。書類調

査および作業活動見学。 

  【ICTセンター】利用者本人調査（ヒアリング）３名を実施。その

後、職員１名と面接調査。作業活動を見学。 

昼食：（調査員本体施設で合流）食堂で、利用者と同席してとる。 

午後： 施設長に面接調査。その後、意見交換。最後に、職員１名に面

接調査を行い、終了。 

4、利用者本人調査 ① 利用者のうち９名を事業者が選定し、調査を実施。 

② 職員は同席せず、1 人あたり約 15 分のインタビューを相談室など

で実施。 

実施日 第 1日：201３年 2月 7日 

    第 2日：201３年 2月 14日 

 

※本報告書内における便宜上の表記 

・本体施設１Ｆ「アクティビティスペース・ゼロ」（重症心身障がい者）→「機能回復訓練グループ」 

・本体施設2F「ワークスペース・スクラム」→「生産活動グループ」 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

障がい者通所施設であるワークステーション・菜の花は、相鉄線・小田急線「大和」駅から、神奈

中バス「島津入口」バス停下車、徒歩約7分、境川沿いの畑の中にあります。 

当施設は、1990年（平成2年）4月、社会福祉法人県央福祉会により、障がい者地域作業所「菜

の花工房」として、大和市福田に開設されたのが始まりです。その後、何度かの組織・名称の変更、

移転を経て、2010年（平成22年）8月、現在地（大和市深見）に新築・移転しました。また、2012

年（平成24年）４月、分室として、やまとＩＣＴ-センターが、大和市柳橋（小田急線「桜ヶ丘」駅

から徒歩約１０分）に開設されています。 

定員は、生活介護34名（うち、重症心身障がい者10名）、就労継続支援Ｂ型26名（うち、やま

とＩＣＴ-センター13名）です。現在、利用者は67名で、愛の手帳保持者（知的障がい者）52名、

身体障がい者手帳保持者30名（重複している者14名）です。 

本体施設の建物は、鉄筋コンクリート造り２階建てで、１階には、活動室・食堂、浴室、医務室、

事務室、会議室、相談室などがあり、２階は作業室（６室）、食堂、調理室などになっています。 

生産活動グループは、作業室で、自主製品づくり（刺しゅうした布製品、ビーズ製品、焼き菓子な

ど）や、受注作業（機械部品組み立て、雑誌付録の袋詰め、せんべい割りなど）を行っているほか、

外部へ出てのショッピングセンターの植栽管理、外部施設の清掃作業などがあります。 

やまとＩＣＴ-センターは、平屋造りで、作業室、食堂、事務室などがあり、パソコンによる製図、

ホームページ制作、データ入力などのＩＴ関連の受注作業を行っています。 

  ワークステーション・菜の花の事業運営は、運営法人である社会福祉法人県央福祉会の理念・基本方針に

のっとって行われています。同法人は、経営理念として、「ソーシャルインクルージョン（共生社会）を目

指します」「先駆的で開拓的な事業を展開します」の2つを掲げ、これに基づき「人権の尊重とサービスの

向上を図ります」「インフォームドコンセントを大切にした利用者さん主体の支援を推進します」など 11

の基本方針を定めています。 

 

 

●特長・優れている点 

職員は、利用者一人一人の個性を尊重した支援をしています 

利用者は、朝、来所するとそれぞれの作業室・活動室に行き、活動を始めます。職員は、利用者が「自分

でできることは自分でやる」ことを心がけ、見守りを主体とし、困ったときに手助けするようにしています。

必要に応じ、作業がやりやすいように道具・工具を準備したり、工程を工夫したり、ついたてなどで仕切り

をつくり作業に集中できるような場をセットしたりして、一人一人に対応しています。 

作業活動だけでなく、余暇活動にも力を入れています。月２回、土曜日を活動日とし、外へ出て花見をし

たり、グランドゴルフやソフトボ－ルに興じたりしています。ボランティアさんと一緒に、畑でトマトやな

すを栽培する経験もしています。車いす利用者などが多い１階の活動室利用者は、月２回の土曜活動はあり

ませんが、日々の活動の中で、午前中は訓練・リハビリを行い、午後は、絵を描いたり字を書いたりする創

作活動を取り入れています。駐車場に出て、たこ揚げなどをすることもあります。 

これらの作業・活動に際して、全職員が、一人一人の利用者それぞれにどう接し、どう手助けするかなど

の情報を共有しています。この背景には、朝夕のミーティングや、月 1 回の支援検討会議、職員会議など



3 
 

で利用者に関する情報交換が十分に行なわれていることが挙げられます。また、必要に応じて、施設がバッ

クアップしているグループホーム・ケアホーム（利用者が数名が居住している）の職員も会議に参加してい

ます。さらに、日々の活動の中で利用者に関して気づいたことなどを日誌などに記入するだけでなく、パソ

コンにインプットしています。一人一人の利用者について、ある期間内にどのようなことがあったかを一覧

できるようにシステムが組まれ、個別支援計画の見直しなどの際に活用されています。 

このような一人一人に対する職員の理解のもと、利用者は落ち着いて過ごしています。 

 

 

●改善や工夫が望まれる点 

マニュアルの整備 

運営法人が共通マニュアルとして、緊急時対応マニュアル（火事、地震、ガス漏れ、事故、急病、衛生管

理、自動車事故、事故処理）および利用者対応マニュアル（1日の流れ、外出、就労支援、ホーム生活支援、

実習生受入、権利擁護）などを定めています。しかし、これらのマニュアルの内容は、心がまえなど一般的

な事項を記したものが多く、具体的な手順などの記述は少なくなっています。 

業務遂行にあたり、共通マニュアルだけで十分か、施設に見合ったより具体的な手順などを定める必要は

ないか、どのような事項をマニュアルに盛り込むべきかなどを職員間で議論し、わかりやすく、より活用で

きるマニュアルとすることが望まれます。 

また、マニュアルの内容を全職員に浸透させる方法や、定期的にマニュアルを見直す体制などを検討し、

サービスや業務の改善・向上につなげることが期待されます。 

 

●今後の取り組みが期待される点 

【１】施設内研修や勉強会などへの取り組み 

運営法人では、2012年度（平成24年度）研修テーマを、「利用者さんの人権保障と権利擁護を第一義

とし、利用者さん主体の支援を確立します」と定め、さまざまな研修講座を開いています。職員は、これら

の法人研修のどれに参加するかを自分で選ぶほか、外部機関が主催する研修にも積極的に参加しています。 

しかし、そこで得た知識・情報、技術などを、ほかの職員に伝えたり情報交換したりする体制は不十分で

あり、また、それを契機とした勉強会などの場も少ないのが現状です。 

非常勤職員も含めて全職員が情報や課題を共有できるように、施設内研修や勉強会などの回数・テーマな

どを検討し、サービスの向上・改善につなげることが期待されます。 

【２】自立生活・地域生活への移行支援 

個別支援計画中に、日常生活・作業活動を主体とした短期（半年）、長期（１年）の支援課題を設定して

いますが、自立生活・地域生活への移行を見通した目標・課題などが設定されている利用者はほとんど見当

たりません。 

地域生活移行として、グループホーム・ケアホームなどでの生活や一人で暮らすことを視野に入れつつも、

それに限らず、金銭管理・調理・買い物・交通機関利用などを支援することも含めて幅広いとらえ方に立ち、

一人一人の利用者の状況にあわせた自立生活・地域生活移行への目標・課題を設定することが期待されます。 
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 分類別評価結果  

「ひょう太」 3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

横浜市の評価基準に基づいて、各評価分類は１～６つの評価項目によって構成され、評価項目の評価結果によ

って、評価分類の評価結果が決まります。 

評価領域Ⅰ 利用者本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 利用者本位の理念 

(1) 施設の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものとなってお

り、全職員が基本方針を理解し、

実践しているか。 

 

・ワークステーション・菜の花の運営は、運営法人である社会福祉法人県

央福祉会の理念・基本方針にのっとって行われています。同法人は、経

営理念として、「ソーシャルインクルージョン（共生社会）を目指します」

「先駆的で開拓的な事業を展開します」の2つを掲げ、これに基づき「人

権の尊重とサービスの向上を図ります」「インフォームドコンセントを大

切にした利用者さん主体の支援を推進します」など 11 の基本方針を定

め、これらは利用者本人を尊重したものとなっています。 

・運営法人の「県央福祉会職員ハンドブック」に、経営理念・基本方針を

掲載し、全職員に配付しているほか、職員会議などで、施設長が説明し

ています。 

Ⅰ－２ 利用契約時の対応 
 

(1) 施設利用に関して本人に利用の

意思確認を行い、利用手続きおよ

び利用者負担額等についてわか

りやすく工夫して説明されてい

るか。 

(2) 本人の障害特性や利用前の生活

状況など必要な情報の把握が適

切に行われているか。 

・施設利用開始にあたり、重要事項説明書に基づいて、支援内容、利用者

負担額などを説明し、サービス利用契約書に本人に署名・押印してもら

っています。 

・利用開始前に必ず本人および家族と面談し、本人の障がい特性や利用前

の生活状況など必要な情報を把握し、決められたプロフィールシートに

記入し、個人ごとにファイルしています。服薬のある利用者については、

主治医や薬局が発行する薬剤情報を、家族を通じて取得し、服薬内容、

薬の目的・性質・効果・副作用・注意事項などの情報を得ています。 

・運営法人として個人情報等に関する方針を定め、利用者に説明し、署名・

押印してもらっています。それに基づき、関係機関からの情報収集およ

び情報提供を行い、相互に共有するようにしています。 

 

【工夫が望まれる点】 

・サービス利用契約書には、漢字にふりがなをつけて、利用者が理解でき

るように工夫していますが、重要事項説明書や工賃支払い規程にふりが

ななどを付けるまでには至っていません。絵カードや写真などを用いる

なども併用し、利用者にわかりやすく説明する工夫が望まれます。 
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Ⅰ－３ 利用者のニーズを正しく把握した個別支援計画の作成 

(1) 利用者及び家族に面接等を行い、

利用者のニーズを正しく把握し、

解決すべき課題を把握すること

を行っているか。 

(2) 個別支援計画の内容は、利用者

（代弁者も含む）の合意が得られ

ているか。 

(3) 利用者の状況に応じて個別支援

計画の作成・見直しを行っている

か。 

・アセスメント前に、必ず本人および家族と面談し、利用者一人一人の心

身の状況や生活状況を聴き、課題を把握し、所定のアセスメントシート

に具体的に記入しています。 

・個別支援計画の作成・見直しの前には、必ず利用者本人および家族と面

談を行い、その意向を反映させるようにしています。作成・見直しの結

果は、必ず利用者本人および家族に説明し、同意を得ています。 

・家族会が2ヶ月に１回開かれていて、施設側から一人一人の利用者家族

に、利用者の状況や変化について情報を提供しています。 

・個別支援計画の中に、目標を達成するための長期（1年）および短期（半

年）課題を示しています。個別支援計画の見直しは、原則として半年ご

とに行っていますが、毎月開催する支援検討会議での結果を踏まえ、必

要が生じたときは、直ちに見直しています。 

・日々の活動の中などで気づいたことなどは、パソコンにインプットされ、

利用者ごとに必要な期間の情報が一覧できるようにシステムが組まれ、

個別支援計画の見直しなどの際に活用されています。 

Ⅰ－４ 利用者の状況の変化に応じた適切なサービス提供の実施 

(1) 個別支援計画にそって、適切なサ

ービス提供が実施され、実施状況

に関する評価・改善がなされてい

るか。 

・利用者のその日の体調や状況に合わせて、生産活動やプログラムの内容

を変更するなど、柔軟に対応していて、毎日、グループごとに、利用者

の状況や職員の対応などを日誌に記録しています。 

・毎月、支援検討会議を開き、サービス提供状況を評価し、見直しや改善

を行っています。 

・改善にあたっては、利用者や家族と話し合い、意向を取り入れるように

しています。 

Ⅰ－５ 快適な施設空間の確保 

(1) 快適な生活が営まれるような環

境（清潔さ、採光、換気、照明、

バリアフリー等）への配慮がなさ

れているか。 

(2) 評価対象外 

・部屋への出入り口は段差がないようにするなど、施設全体がフラットな

構造となっています。また、車いす利用者用トイレやエレベーターを設

置し、バリアフリーに配慮しています。 

・共有スペース、個人のスペースとも、換気、温度、湿度、採光、照明な

どが適切に配慮されています。活動室・作業室などには空調設備を備え、

さらに、本体施設１階の活動室は、床暖房設備を備えています。また、

作業内容にあわせて、まぶしくないように窓にカーテンを引くなどの配

慮をしています。 

・個人スペースでは、利用者が貴重品や荷物を入れるロッカーには、鍵を

かけられるようにしています。共有スペースのトイレ、浴室などは、「使

用中」の札をかけるようにし、プライバシーを守るようにしています。

また、作業室では、利用者の状況に応じて、ついたてなどで仕切って落

ち着いて過ごせるような環境をつくっています。 
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Ⅰ－６ 苦情解決体制 

(1) 利用者(利用者本人の合意を得る

ことが困難な場合は代弁者）や家

族がサービスについての要望や

苦情を訴えやすい仕組みになっ

ているか。 

(2) 要望や苦情等を受けて、迅速に対

応できる仕組みになっているか。 

・運営法人として、苦情解決に関する規則および苦情解決事務手続きマニ

ュアル、苦情解決制度運用委員会規程などを定めています。 

・要望・苦情の受付担当者は副主任、苦情解決責任者は運営法人の大和・

海老名地区エリアマネージャーであることを重要事項説明書中に明記

し、利用者や家族に説明するとともに、施設内にも掲示しています。 

・第三者委員（苦情解決委員）を2名（元福祉施設施設長、大学の社会福

祉科講師）定めていて、利用者や家族が直接苦情や要望を申し立てるこ

とができます。 

・施設の玄関に意見箱（みんなのこえＢＯＸ）を設置しているほか、家族

会などの場で要望や苦情を聴いています。また、月１回、オンズズパー

ソン（ｅ̶ネット：神奈川県県央東地区オンブズパーソンネットワーク）

が来所し、利用者の要望や苦情を聴いています。 

・外部の権利擁護機関として、大和市障がい福祉課およびかながわ福祉サ

ービス運営適正化委員会があることを、重要事項説明書中に明記してい

ます。 

・要望や苦情の内容と解決策を職員会議で報告し、職員に周知しています。

・過去の苦情・トラブルや要望のデータをまとめ、解決に活かしています。

また、エリア会議などで得た運営法人内の他施設の苦情・トラブルなど

の情報も職員に伝え、注意を喚起しています。 

Ⅰ－7 プライバシーの保護・人権の擁護 

(1) 利用者を尊重した対応をしてい

るか。 

(2) プライバシーの保護に積極的に

取り組んでいるか。 

(3) 人権侵害の防止について明確な

対応策が講じられているか。 

(4) 利用者の希望や意見が施設運営

やサービスに反映する仕組みが

整備されている。 

・運営法人が「県央福祉会職員ハンドブック」を全職員に配付しています。

ハンドブック中に、職員倫理行動綱領、職員倫理行動マニュアル、職員

の行動指針などを明記し、利用者への呼称・言葉遣いなども例示してい

ます。 

・職員倫理行動マニュアル中に、利用者のプライバシー保護を記述してい

ます。 

・運営法人として、個人情報の保護に関する方針（プライバシー・ポリシ

ー）を定め、利用者それぞれに説明し、利用者の署名・捺印をもらって

います。 

・運営法人として、権利擁護マニュアルを定め、全職員に周知しています。

・運営法人で人権研修を開催していて、職員が受講しています。2012年

度（平成 24 年度）の法人研修テーマを、「利用者さんの人権保障と権

利擁護を第一義とし、利用者さん主体の支援を確立します」とし、さま

ざまな講座を開いています。また、どのような事例が虐待や人権侵害に

あたるかを記録したＤＶＤを備え、いつでも職員が閲覧できるようにし

ています。 

・利用者からの施設運営やサービスに関する意見は、意見箱（みんなのこ

えＢＯＸ）の設置や、個別支援計画見直し前の個人面談・オンブズパー
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ソンの来所の際に聴き取っています。意見・要望は、職員会議で検討し、

運営やサービスの改善に反映させるようにしています。 

 

【さらに期待される点】 

・エリア内の施設の利用者が集まる場を設けていますが、余暇活動などが

主体であり、施設運営やサービスに関する意見を聴き取るまでには至っ

ていません。当施設利用者のみで利用者同士が運営やサービスについて

意見を述べ合う場を設けることが望まれます。 

Ⅰ－8 自立生活・地域生活への移行 
 

(1) 自立生活・地域生活への移行支援

を施設の運営理念としているか。 

(2) 自立生活・地域生活への移行を支

援するため関係機関と連携して

いるか。 

(3) 評価対象外 

(4) 自立生活・地域生活への移行に向

けての相談支援が行われている

か。 

(5) 自立生活・地域生活への移行を支

援するための具体的な取り組み

が行われているか。 

(6) 日中活動サービスにおいて、地域

生活移行希望者等の受け入れを

行っているか。 

・施設の2012年度（平成24年度）事業計画中で、目的として「日中活

動の場を提供し、障がいの無い人と同じように障がいのある人たちが社

会の構成員とし社会・経済・文化その他あらゆる分野に参加できるよう

に働きかけ、豊かで充実した地域生活を送ることができるように支援す

る」と掲げています。これに基づく支援方針として「利用者の自己選択

と自己決定を尊重し権利擁護に努める」「積極的に社会参加できるよう

に支援し、障がいのある人達の社会的役割の向上を目指す」「社会人と

して自己実現を目指す場として、生産活動だけでなく、体験活動の機会

を提供する」などと掲げ、利用者の自立生活・地域生活への移行支援を

方針として職員に周知しています・ 

・深見大和地区社会福祉協議会や大和ライオンズクラブなどの社会資源と

の情報交換を行っています。 

・大和市障がい者相談支援事業「なんでも・そうだん・やまと」、大和市

障害者自立支援センター、社会福祉法人大和しらかし会、身体障がい者

総合福祉センター「アガペセンター」などの障がい者相談支援事業を実

施している事業者と連携して支援にあたっています。 

・運営法人が新たに開設するグループホームの説明会を家族に対し行うな

ど、自立生活・地域生活への移行のために必要な情報や、地域生活を支

援するための情報を提供しています。 

・運営法人が準備中の、法人による成年後見人への取り組みを家族会で説

明し、その後に相談会を実施するなど、成年後見制度の利用支援を行っ

ています。 

・利用者や家族との個別面談により、自立生活・地域生活への移行希望を

聞き、支援するために必要な情報・ニーズなどを把握しています。 

・施設がバックアップしているグループホーム・ケアホームに関する説明

会をしています。また、グループホーム・ケアホームの職員も施設の支

援会議に出席し、密接な情報交換を行っています。 

・本体施設、やまとＩＣＴ-センターとも、利用者のための通所送迎バスを

運行しています。運行の際は、必ず職員が二人以上乗務することとし、

安全性や緊急時の対応などに配慮しています。 
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【課題・期待される点】 

・他施設への短期入所や日中一時支援を利用できることを、利用者や家族

に十分に伝えることが期待されます。 

･・調理、買い物、交通機関利用などの支援プログラムを設定したり、グル

ープホーム・ケアホームなどの生活を利用者が体験できる機会を設けた

りすることが期待されます。 

Ⅰ－9 特に配慮を要する利用者への取り組み（医療対応含む） 

(1) 特に配慮を必要とする利用者に

対する支援に取り組んでいるか。 

(2) 日常生活に医療的な配慮を必要

とする利用者に対する支援に取

り組んでいるか。 

・特に配慮を要する利用者（医療的配慮を必要とする利用者を含む）を積

極的に受け入れています。 

・特に配慮を必要とする利用者への支援方針は、利用者の主治医や、協力

病院である大和徳洲会病院の意見なども反映させています。 

・特に配慮を必要とする利用者の家族には、随時相談に乗るなどの対応を

しています。 

・日常生活に医療的な配慮を必要とする利用者への支援は、利用者および

家族に説明し、同意を得たのち、実施しています。 

・職員が、神奈川県の実施する喀痰吸引に関する研修会に参加し、技術を

習得しています。また、毎月の安全委員会で利用者への対応をチェック

し、安全が保たれるようにしています。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 利用者本位のサービス提供（食事、入浴、排泄等） 

(1) 利用者の障害状況、健康状況に配

慮した食事を用意しているか。 

(2) 食事を楽しむための工夫が取り

入れられているか。 

(3) 食事支援は適切に行われている

か。 

(4) 入浴支援は個人的事情に配慮し、

安全に行われているか。 

(5) 入浴を楽しみにしている利用者

に応えているか。 

(6) 排泄支援は適切に行われている

か。 

(7) 評価対象外 

(8) 整容についての支援は適切に行

われているか。 

・給食は外部専門業者に委託していて、「献立会議」を毎月定例開催し、施

設職員と委託業者間で給食に関する検討を行っています。利用者アンケ

ートの結果等を食事メニューに反映したり、職員の検食結果などを踏ま

えて味付けや食感、嚥下、食べやすさなども配慮して内容検討を行って

います。利用者の障がい特性に応じて食事形態や治療食などを複数準備

して対応を行っています。 

・季節の食材を使用したり、クリスマス会でバイキングを導入するなど、

季節感を味わい食事が楽しめるよう工夫しているほか、偏食やこだわり

がある利用者に対しては、食感や味付けを変更するなど、利用者の個別

性に配慮して対応を行っています。 

・食事の支援が必要な利用者への対応は、配慮事項を書面化して職員間で

 情報共有しています。機能回復訓練グループの食事支援では、チェック

 項目を明示して情報共有するほか、送迎時に状態把握を行い、特記事項

 や留意点をリストアップして情報伝達し、職員間で対応を統一していま

 す。障がいの状態に合わせて使いやすい食器や自助具を準備したり、高
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さ調整可能なテーブルを設置するなどの環境設定も行っています。 

・入浴サービスは機能回復訓練グループでの実施のみとなっており、女性

 看護師による健康チェック以外は完全な同性介助を実施しています。入

 浴支援は「社会福祉法人県央福祉会・マニュアル集」に手順や支援内容

をまとめているほか、危険防止や具体的な支援方法も職員間で申し合わ

せてルール化しています。入浴支援において特に配慮を要する利用者に

は、個別の対応マニュアルを作成し、職員間で対応の統一化を図ってい

ます。 

・入浴設備は機械式の介護浴槽を採用しており、入浴にあたっては体温や

 食事・排泄、水分摂取量等の状況をはじめ、必要に応じて血中酸素濃度

 も測定し、健康状態の把握を行っています。 

・浴室・脱衣場はエアコンで空調管理するほか、浴室内に蒸気を満たすな

 ど、適切な入浴環境の確保に努めています。入浴に関する要望は、家族

 から意見聴取し、適宜支援内容に反映することとしています。なお、失

 禁等で汚れた場合は随時清拭と更衣を実施していますが、時間的な制約

 から、入浴時間帯以外の入浴介助は実施困難な状況となっています。入

浴時間や回数など対応に限界がある要望に対しては、理由を丁寧に説明

し、訪問入浴等の他福祉サービスの情報提供を行うなどして対応してい

ます。 

・排泄支援は「社会福祉法人県央福祉会・マニュアル集」があり、利用者

のプライバシー保護や適時の誘導など基本的な対応手順等をまとめてい

るほか、実際の手順や留意事項等は職員間で申し合わせてルール化して

います。トイレは洋式の洗浄機能付き暖房便座を採用し、車いすでも利

用しやすいようスライドドアになっているほか、広さを確保したバリア

フリーの環境となっています。 

・食事や入浴、排泄の支援に関する教育・研修は、法人主催の介護技術研

 修を通じて実施されるほか、実際の支援場面を通じてOJTによる教育・

 指導を実施しています。 

・利用者の着替えを保管しているほか、施設で貸し出し用の衣類を準備し、

 必要時には随時提供しています。また、身だしなみや整容の支援も実施

 し、季節や状況に応じた着衣の支援を実施しています。また、生産活動

 グループでは食品を取り扱う作業もあることから、爪切りやひげそり、

着衣の清潔さなど清潔保持にも留意して指導・助言を行っています。 

【さらに期待される点】 

・排泄支援は適宜誘導・介助を実施し、健康状態の把握も行っていますが、

さらに排泄習慣の獲得に向けた支援プログラム等の実施が望まれます。

Ⅱ－2 コミュニケーションの支援 

(1) コミュニケーション能力を高め

るための支援は適切に行われて

いるか。 

・利用者の個性を尊重し、独自のこだわりや表現方法を受け入れ、意向に

 沿った活動の提供に努めています。意思表示が困難な場合でも、視線や

 表情などから意向の把握に努めるとともに、発語の有無に関わらず質問
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 を投げかけながら意思表示を促すなど、利用者のコミュニケーションの

 活性化に向け、工夫して対応しています。 

・コミュニケーションについて利用者ごとの疾患・障がいの状況を事前に

把握するとともに、生活背景や過去のエピソード等を踏まえ、利用者の

個性や意向把握に努めています。また、日々の業務申し送りや支援会議

等を通じて、職員間で情報共有を図っています。生産活動グループでは、

作業室内に写真入りの作業手順書を掲示したり、ゆっくり説明を行うな

ど、分かりやすさに配慮して対応するほか、選択肢を示して選択できる

ようにするなど、より意思表示しやすい環境づくりに努めています。 

Ⅱ－3 日中活動の支援 
 

(1) 評価対象外 

(2) 日中活動プログラムは適切に行

われているか。 

(3) 日中活動プログラムの中で適切

な生産活動等を行っているか。 

(4) 評価対象外 

・日中活動は、機能回復訓練グループで実施する機能訓練などのほか、生

 産活動として雑誌付録の袋詰めやせんべい割り、機械部品の組立、ビー

ズや刺し子、焼き菓子製造、ショッピングセンターの植栽管理などを実

施しています。分室のやまと ICT-センターでは、パソコンによる製図や

ホームページ作成などを行っています。日中活動の内容は、利用者の希

望等を踏まえて設定し、個別支援計画に沿って支援を行っています。 

・利用者の状態に応じて過重な負担にならないよう配慮しており、休憩や

 作業従事の時間を個別に設定するなど、利用者の負担軽減に努めていま

 す。また、集団が苦手な利用者に対し、少人数の作業スペースやついた

て付きの作業机を設置したり、高さ調節可能な作業机や状態に応じた道

具の導入も行っています。作業工程にも工夫を凝らすなど、利用者の個

性や能力を生かせるようにしています。 

・日中活動は、機能回復や生産活動のほか余暇活動も行っており、レクリ

エーション活動や季節行事等も開催しています。 

・利用者の送迎を行っており、運転手・介助職員が2名以上添乗し、移動

 中の安全確保にも配慮しています。 

 

【課題・期待される点】 

・他の通所サービスを併用する利用者に対しては、関係機関と連絡を取り

合い、情報交換して対応を協議していますが、さらにカンファレンスの

開催や共同での支援プログラム策定等の相互連携が望まれます。 

Ⅱ－4 余暇・生活内容の充実 
 

(1) 利用者が主体的に余暇活動がで

きるように支援しているか。 

(2) 評価対象外 

・余暇活動は、利用者の意見や家族の意向等を踏まえて行っています。余

暇活動への参加に否定的な場合でも、利用者の活性化や社会経験の機会

確保に向け、参加意欲と活動性向上に努めています。余暇活動の情報は、

書面の配付やポスター掲示のほか、個別に口頭伝達するなどして周知し

ています。地域行事などの情報も適宜提供しています。 
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【課題・期待される点】 

・余暇活動の内容は、利用者の意向や主体性の尊重に努めており、神奈川

県障害者スポーツ振興協議会の「ゆうあいピック大会」でソフトボール

競技に参加するなど、利用者の意見を反映した事例も報告されています。

さらに、企画・運営自体で利用者が主体となる活動が期待されます。 

Ⅱ－5 健康管理 
 

(1) 日常の健康管理は適切に行って

いるか。 

(2) 服薬等の管理は適切に行われて

いるか。 

(3) 評価対象外 

・「社会福祉法人県央福祉会・マニュアル集」において、服薬や健康管理の

 基本的な対応をまとめているほか、また、服薬・健康管理に関する研修

 は、法人研修や実際の支援場面を通じたOJTによる教育・研修を実施 

 しています。機能回復訓練グループでは、災害発生時に備え「災害時服

 薬管理表」を作成し、薬3日分を施設で保管するほか利用者ごとの処方

内容や与薬方法、支援手順などを詳細に記載して職員間で共有していま

す。 

・利用者の健康状態に基づき、複数の食形態を準備しているほか、機能回

 復訓練グループでは関節ストレッチ等の運動プログラムを個別に実施し

 ており、支援手順を書面化して職員間で共有しています。 

・服薬が必要な利用者に対しては、ケース記録に薬剤情報をファイルして

 いるほか、処方内容や与薬手順を書面化するとともに、OJTを通じて対

 応手順の統一化を図っています。誤薬や服薬漏れなどの服薬トラブルが

 発生した場合は、看護師へ報告し対応することがルール化されています。

 

【課題・期待される点】 

・施設としてインフルエンザ等の予防接種の実施や、口腔ケアや歯科衛生

指導の導入が望まれます。 

・服薬や健康管理などについて、常勤・非常勤職員すべてを対象とした施

設内研修や勉強会の開催が望まれます。 

・服薬について、与薬後の確認体制の明確化や、トラブル発生時の対応手

順のマニュアル化は今後の課題となっています。手順のマニュアル化や

チェックリストの整備・活用など、確実な支援の実施に向けた取り組み

が期待されます。 

Ⅱ－6 金銭管理 
 

(1) 評価対象外 

(2) 自己管理できる利用者に対する

支援は適切に行われているか。 

(3) 評価対象外 

・生産活動グループでは、鍵付きのロッカーを設置して貴重品を自己管理

 できるようにしています。金銭管理の支援が必要な利用者には、随時助

 言・指導を実施しており、グループホームなど入居先の職員と支援方針

を共有して支援を行うなど、関係機関と連携して対応を行っています。

  

【課題・期待される点】 

・施設独自の金銭管理能力向上のための支援やプログラムの提供が望まれ

ます。 
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Ⅱ－7 施設と利用者家族との交流・連携 

(1) 家族には組織的に情報が伝えら

れ、家族からの情報も得られるよ

うになっているか。 

(2) 評価対象外 

(3) 施設を利用している時間以外で

の利用者と家族のための支援を

行っているか。 

・家族等の要望に基づき、随時活動の状況を見学できるようにしています。

 広報誌「菜の花通信」を隔月で発行しており、各部署の活動やイベント

 の状況等を写真入りで紹介したり、利用者の描いたイラストなども掲載

 して配付しています。生産活動グループと機能回復訓練グループの利用

 者家族それぞれを対象に家族会があり、施設から情報提供と意見交換を

行っています。家族会では施設・法人の事業説明のほか、成年後見制度

等の説明会も実施しています。 

・利用者の支援に関する内容をはじめ、家族からの相談にも随時対応し、

 必要な情報の提供や、関係機関との連絡調整も適宜実施しています。家

 族の都合に合わせて土曜日に説明機会を設けたり、連絡がつきやすい時

 間帯を選んで電話連絡を行うなどの配慮も行っています。 

Ⅱ－8 就労の機会の提供と就労に向けての支援 
 

(1) 適切な福祉的就労の機会を提供

しているか。 

(2) 就労を希望する利用者への支援

を適切に行っているか。 

・生産活動の内容は、軽作業や自主製品の製造、植栽作業、パソコン作業

 など多数の活動メニューを準備し、利用者の要望や障がい特性、経験・

 能力等を踏まえて選択できるようにしています。作業収入から経費等を

 差し引いた売上利益分を工賃として支給しているほか、焼き菓子などの

 新規事業を追加したり、販路拡大に努めるなど、利益還元と工賃額の向

上に努めています。 

・就労に関する利用者の希望や意見を聴取して、個別支援計画や支援内容

 に反映しているほか、必要に応じて地域の就労援助センターやハローワ

ークとも随時連絡調整を行っています。 

 

【課題・期待される点】 

・就労の前段階の支援として、就労移行支援事業の利用調整等や、就労移

行支援事業所との連携が期待されます。 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅲ－１ 施設の専門性を活かした地域住民に対する相談・サービスの提供 
 

(1) 地域の福祉ニーズを把握するた

めの取り組みを行っているか。 

・深見大和地区社会福祉協議会や島津自治会等の会合に参加しているほか、

大和市障害者自立支援協議会・就労部会や神奈川県知的障害者福祉協会

の地域部会にも参加し、地域関係機関との交流・連携を行っています。

・施設のお祭りとして「菜の花マルシェ」を開催し、模擬店や音楽イベン

 ト、自主製品の販売等を実施して地域住民を招待したり、地元自治会や

 大和ライオンズクラブとの交流も適宜実施しています。 
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【課題・期待される点】 

・地域住民に向けた保健福祉に関する勉強会や研修会の開催は行っていま

せん。地域住民からの相談への対応や、地域の福祉ニーズの把握等の取

り組みとともに、今後が期待されます。 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 施設の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

(1) 地域への施設に対する理解促進

のための取り組みを行っている

か。 

(2) 利用者と地域との交流により、利

用者の生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

・「菜の花マルシェ」の開催にあたり、関係機関や地域商店等の協力によ

 る模擬店の出店や、地域の有志による音楽コンサート、ファッション講

 座等を開催して、そこに地域住民を招待しています。 

・深見大和地区社会福祉協議会や大和ライオンズクラブ、島津自治会等と

季節行事などを通じた定期的な交流を行っているほか、近隣の神奈川県

立瀬谷養護学校、三ツ境養護学校等との交流も実施しています。 

・余暇活動の外出時等に地域の商店や飲食店、公営施設などを利用してい

ます。また、地元町内会のお祭りや季節行事等をはじめ、養護学校の学

園祭など地域の情報を随時利用者に提供し、参加の呼びかけを行ってい

ます。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 
 

(1) 地域住民や利用を希望する障害

者が関心のある事項についてわ

かりやすく情報を提供している

か。 

 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・情報発信として、法人のホームページを通じ施設紹介を行うとともに、

 施設パンフレットを適宜配布し、問い合わせ等にも随時対応しています。

 外部の情報提供媒体からの取材には、利用者のプライバシー保護に配慮

 しています。ホテルや自動車ショールームで開催された「知的障害を持

った人たちが描いた等身大肖像画アート展」に利用者の肖像画を出展し、

インターネットマガジンに掲載された事例も報告されています。また、

利用者の活動に支障のない範囲で、随時施設見学の受け入れを実施して

います。 

 

【課題・期待される点】 

・施設広報誌を発行していますが、利用者家族のみへの配付となっている

ほか、サービス内容や費用、職員体制等の詳細情報は、利用契約時にな

ってから重要事項説明書等で説明を実施することとなっています。今後

は、さらに積極的な情報発信の取り組みが期待されます。 
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Ⅳ－３ 福祉に関する普及・啓発・ボランティア活動等の促進 
 

(1) ボランティアの受け入れを積極

的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・ボランティアを受け入れることは、職員会議等を通じて職員に周知し、

利用者にも適宜説明しています。ボランティアとの意見交換も随時実施

し、積極的に意見を聴取して施設運営に反映しています。 

・「県央福祉会・実習マニュアル」があり、実習生の指導方針や指導者の 

 役割・留意事項等を明示しています。社会福祉士や保育士、養護学校教

 員等の施設実習のほか、大学の「市民後見人養成講座」の施設実習受け

入れも行っています。実習開始にあたっては事前に実習生と面談し、実

習プログラムに沿って実施しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・ボランティアの名簿や実施状況を記録し、専用ファイルに保管していま

 すが、ボランティア受け入れのためのマニュアル整備はなされておらず、

 職員間で受け入れの方針や対応手順等の情報共有は図られていません。

 また、ボランティアの活動目的や内容など、利用者に対する積極的な説

 明も行われていません。今後は、対応手順や受け入れ方針を明確化した

 マニュアルを整備し、全職員で共有化を図ることが望まれます。 

・効果的な実習に向けては、実習予定表の内容に留まらず、実習生の理解

 状況や実習目的に応じた柔軟な実習プログラムの策定等の工夫が期待さ

 れます。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・支援技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 
 

 

(1) 施設の理念や方針を実現するた

めに必要な人材の確保・育成に取

り組んでいるか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常指導を行

っているか。 

・常勤職員は法人で一括して採用し、人事異動を行い必要な人材を確保す

るほか、非常勤職員は施設単位で採用を行っています。より適切な利用

者支援や安全確保等に配慮し、実情に応じた職員の確保を行っています。

・「県央福祉会職員ハンドブック」に、法人全体の人材育成方針や、法人の

理念、職員の倫理・行動指針等を記載し、法人が目指す職員像を明示し

ています。常勤・非常勤職員ともを対象に法人研修を行い、周知と共有

化に努めています。平成 23 年からメンター制度（新人とベテランが共

に課題解決を図る仕組み）を導入しているほか、「国家資格取得に伴う貸

付金規定」を設けるなど、専門資格の取得に向けた支援も実施していま

す。 

・法人の研修委員会で年間研修計画を策定し、年度当初に研修シラバス（

 研修内容の細目）を全職員に配付して研修参加の要望を聴取し、適宜計

 画に反映しています。法人研修は全職員が参加可能で、外部研修も必要
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 性や希望等を踏まえて参加調整を行っています。研修成果の評価と見直

 しは、アンケートや研修参加報告書等に基づき法人研修委員会で集約し、

 次年度の計画に反映されています。 

・職員配置は業務内容や職員の能力・経験等に配慮し、日常業務をはじめ

利用者の送迎時にも常勤・非常勤職員のバランスを考慮して組み合わせ

を行っています。 

 

【課題・期待される点】 

・経験年数に応じた明確な人材育成計画の策定や、人事考課制度に基づく

個々の職員の目標達成度の定期的な評価は行われておらず、今後の課題

となっています。 

・研修で得た知識・情報、技術などを、ほかの職員に伝えたり情報交換し

たりする体制は不十分となっています。研修知識・情報等の共有化に向

け、学習機会の設定や伝達方法などのあり方について、工夫や検討が期

待されます。 

・非常勤職員の教育・指導担当者や役割について明確に位置付けるなど、

職員間連携の深化に向けた取り組みが期待されます。 

Ⅴ－２ 職員の支援技術の向上・一貫性 
 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に職員の支援技術の向上

に取り組んでいるか。 

(2) 施設内の支援の一貫性を確保す

るための取り組みを行っている

か。 

・支援検討会議を通じて利用者の個別支援のあり方を職員間で検討・協議

 し、相互に支援内容の評価を実施しているほか、重度障がいの医療ケア

 等の支援技術についても、看護師による技術指導と評価を随時行うなど、

 日常の支援場面を通じて相互に支援内容・技術の評価と確認を実施して

 います。また、法人研修や施設内研修等で外部専門家を招いて技術指導

 を受ける機会を複数確保しており、サービスの向上・改善に向けた知識

 獲得と情報共有化に努めています。 

・利用者支援の内容は、個別に基礎情報や留意事項、支援手順等を書面化

 して職員間で対応の統一化を図るほか、部署ごとの支援目的や業務分担

 を明確化しつつ、部門間の会議を定例で開催して相互の情報共有化に努

めています。 

 

【課題・期待される点】 

・マニュアルの定期的な見直しをルール化することが望まれます。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 
 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

(2) 職員が健康に仕事ができるよう

な職場環境を整えているか。 

 

・法人として、経験年数などに応じて職員の等級を6段階に設定して職務

 内容等を明確化しているほか、「職員就業規則/職員昇給昇格昇進に関す

 る細則」において、等級ごとの役割や期待水準を明示しています。「職 

 務権限規定」を定め、職務権限についても明文化するとともに、施設長

 と現場担当者で話し合い、委譲する職務権限の具体的な内容を説明して

 認識共有を図るなど、職員の主体性に配慮しています。施設長が個々の
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 職員と年2回定期的に面談し、研修や人事異動等の要望を確認している

 ほか、職員からの業務改善提案を積極的に取り入れています。また、法

人研修の「実践報告研修」で発表する機会があり、職員の励み・やりが

いにつながっています。 

・職員の適正な休暇取得に配慮しているほか、勤務シフトは職員の希望等

に配慮し、施設長や副主任が随時職員から要望を聴取して調整を行って

います。 

 

【課題・期待される点】 

・効率的な業務分担や職員の業務負担の軽減に努めていますが、常勤職員

の残業が発生しがちな状況は課題として残されています。時間外労働の

解消に向け、業務の効率化と負担軽減についてさらなる工夫・見直しを

行っていくことが期待されます。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 
 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) ゴミ減量化・リサイクル・省エネ

ルギーの促進、緑化の推進など環

境に配慮しているか。 

・運営法人である県央福祉会が、職員倫理行動綱領、職員倫理行動マニュ

アル、職員の行動指針を制定し「県央福祉会職員ハンドブック」に記載

して、全職員に配付し周知しています。 

・運営法人が行う人権研修会で、他施設などでの不正・不適切な事例など

を題材として挙げています。また、人権侵害の事例報告会に職員が出席

しています。さらに、施設長会議や新聞ニュースなどで得た不正・不適

切な事例を職員会議などで報告し、それらの行為を行わないよう啓発し

ています。 

・経営・運営状況などは、職員会議で全職員に説明しています。また、家

族などには、運営法人内全施設の事業報告書をファイルして施設玄関に

置き、いつでも見ることができるようにしています。 

・大和市の基準に従い、ゴミの分別を行っています。また、利用者の作業

活動の一つとして、回収されたペットボトルキャップを色別に分けるこ

とを行い、リサイクル活動に寄与しています。 

・太陽光発電設備を設置し、省電力に取り組んでいます。また、電力の現

在使用量表示、過去の使用量との比較などができるシステムを導入し、

無駄な照明を消したり不要な電気の使用を止めたりして、省電力に努め

ています。 

【課題・期待される点】 

・環境配慮の考え方を施設の運営方針や目標の中に位置づけることが期待

されます。 
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Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

(1) 施設の理念や基本方針等につい

て職員に周知されているか。 

(2) 施設長は自ら施設の理念や基本

方針等を実行しているか。 

(3) 重要な意思決定にあたり、関係職

員・利用者等から情報・意見を集

めたり説明しているか。 

(4) 主任クラスの職員がスーパーバ

イザーとしての役割を果たして

いるか。 

・毎年、施設の当年度事業計画書を全職員に配付し、目的・支援方針・重

点目標などを職員会議などで説明し理解を促しています。また、運営法

人の理念・基本方針などは「県央福祉会職員ハンドブック」に記載し全

職員に配付しています。 

・施設長は、日常できるだけ現場に出て利用者に話しかけ、利用者の声を

聞くようにしています。また、2ヶ月に1回開かれる家族会に出席し、

家族の要望などを聞いています。 

・年度事業計画は、施設長が利用者の声や家族の要望、職員会議での職員

の意見を聴き取った上で作成しています。 

・施設長は、運営法人の常務理事を兼ねていて、法人本部や理事会との連

携は十分に行われています。 

・重要な意思決定について、職員には、職員会議などで目的・決定理由・

経過などを十分に説明しています。施設の広報誌「菜の花通信」（2 ヶ

月に1回発行）に掲載し、利用者や家族に知らせているほか、家族会で

説明しています。 

・重要な意思決定がされたとき、その実施について、生活介護担当・就労

継続支援担当・看護師など、異なる部門・職種の職員により組織的に検

討する体制ができています。 

・当施設では、現在、主任は置かず、副主任２名体制をとっています（や

まとＩＣＴ-センターは、副主任に準じる職員が担当）。主任クラスの職

員は、現場に出て業務を統括しているので、個々の職員の日々の業務状

況を十分に把握しています。 

・主任クラスの職員は、個々の職員の能力や経験にあわせ的確な助言や指

導を行っています。また、毎朝夕、グループごとにミーティングを行い、

情報交換を図っています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 施設運営に関して、中長期的な計

画や目標を策定しているか。 

・施設長が運営法人の経営企画会議、施設長会議などから事業運営に影響

のある情報を収集しています。また、大和市役所などから、地元に密着

した情報を得ています。 

・重要な情報は、運営法人本部で整理・分析し、施設長会などで検討して

います。 

・現在、利用者のための通所送迎バスの回数・時間などを改善課題として

施設全体の取り組みとしています。 

・運営法人として、長期経営計画を作成していて、グループホーム・ケア

ホームの増設、法人成年後見人への取り組みなど、法人全体として常に

新たな取り組みを検討しています。 

・法人運営に関して、外部の経営コンサルタントの意見を取り入れるよう

にしています。 
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Ⅵ－4 危機管理 

(1) 衛生管理や感染症等の対策が適

切に行われているか。 

(2) 事故防止のための取り組みを行

っているか。 

(3) 事故発生時に的確な対応ができ

るように備えているか。 

(4) 災害発生時の対応体制が確立し

ているか。 

(5) 緊急時の医療体制が適切かつ迅

速に行われる体制となっている

か。 

・運営法人共通で、衛生管理対応マニュアルを作成しています。また、大

和エリア内施設共通で、感染症対応マニュアル、消毒マニュアルを作成

しています。調理室の衛生管理は、委託先業者が業務マニュアルとして

作成しています。 

・運営法人共通で、事故への対応（予防を含む）マニュアル、自動車事故

対応（予防を含む）マニュアル、事故処理対応マニュアルを作成してい

ます。 

・安全委員会を設置し、医療的配慮を必要とする利用者への対応を含め、

毎月、会議を開いています。事故が起こったときは、委員会で事故内容、

対応内容などに基づき原因分析を行い、施設、設備、業務などの改善に

反映しています。 

・事故防止のため、ヒヤリハット報告書の提出を全職員に奨励しています。

報告書をもとに、安全委員会で検討し、安全面の改善につなげています。

・施設として安全員会を設置しているほか、運営法人本部に危機管理対策

室を設置し、組織的に対応しています。 

・事故が起こったときは、事故内容、対応内容について報告書を作成し、

神奈川県および大和市に提出しています。 

・運営法人共通で、火事対応マニュアル、地震対応マニュアル、ガス漏れ

対応マニュアルを作成しています。また、施設として消防計画を作成し、

大和市消防本部に提出しています。 

・年 6回、避難訓練を行っています。 

・災害発生時に必要な、利用者・職員の食糧・物資、利用者の服用する薬

をそれぞれ３日分備蓄しています。 

・災害が発生したときなど、停電時にも使用できる電話システムを採用し

ています。また、機能回復訓練グループの家族には、一斉メールで利用

者の状況などを発信するしくみができています。 

・運営法人共通で、急病への対応マニュアルを作成しています。また、個々

の利用者への支援マニュアル中に、健康面に変調などがあった場合の対

応を記しています。支援マニュアル作成時には個々の利用者それぞれに

ついて、体調の急変などがあった場合、地域の協力病院を受診するか、

利用者の主治医と連絡をとるかを家族と話し合って決めています。主治

医には家族を通じて了解を得ています。 

 

【さらに期待される点】 

・衛生管理マニュアル、感染症対応マニュアルなどを、職員参加により定

期的に見直すことや、マニュアルの内容を全職員が共有するための定期

的な研修などを実施することが望まれます。また、運営法人が共通マニ

ュアルとして緊急時対応マニュアル（火事、地震、ガス漏れ、事故、急

病、衛生管理、自動車事故、事故処理）を作成し、これを職員に周知し
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ていますが、さらに当施設で有効に利用できるようにするために、共通

マニュアルに不足している内容を補ったり、より具体的な手順などを定

めたりすることを職員間で検討し、活用できるマニュアルとすることが

望まれます。 
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 利用者家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2012年 10月 1日～10月 15日 

●実施方法   

① 施設から全利用者の家族に直接配付し、回答を依頼した。（1世帯につき1通） 

② 各家族より、同封の返送用封筒で評価機関あてに無記名で返送。 

●回収率    

59.4% （64枚配付、38枚回収） 

 

※文中の「満足度」は、「満足」・「どちらかといえば満足」の回答を合計した数値、 

「不満」は、「不満」・「どちらかといえば不満」の回答を合計した数値です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・「総合満足度」は、86.8％となっています。 

 

・「施設の理念や方針を知っていますか」という設問では、「よく知っている」と「まあ知っている」の回答を

合わせると68.5％となっており、そのうちの83.3％が「理念や方針に共感できる」と回答しています。 

 

・「施設に関する情報提供について」では、満足度は86.8％となっています。そのほか、サービス内容や費 

 用・契約に関する説明などでも、満足度は80％以上となっています。一方で、「家族から本人に入所の理 

 由を説明する上での支援」については、満足度は73.7％となり、「わからない」との回答が21.1％となっ

ています。 

 

・「支援の計画について」では、「個別支援計画に関する説明には」との設問で、満足度は92.1％となってお

り、「本人や家族からの意向・要望の聞き取り」についても、満足度は89.4％となっています。一方で、「地 

 域生活への移行のための学習や体験の機会」については、満足度は57.9％となっているほか、「不満」と 

 する回答が23.7％となっています。 

 

・「日常のサービス内容について」の設問では、「ご本人の体調についての日常的な配慮」についての満足度は 

 92.1％となっており、「日中活動プログラムの実施」「病気や怪我などの時の対応」も 81.6％を示してい

ます。また、「ご本人の意思を十分にくみとっているか」については、満足度は73.7％で、現状の対応に 

 肯定的な意見が主流ですが、「不満」とする回答は 13.2％で、利用者本人のさらなる意向把握に期待する

意見もあることがうかがわれます。 

 

・「職員の対応について」では、「総合的にみて、職員の対応についての満足度は」との設問に対し、満足度が 

 92.1％となっているほか、「利用者一人ひとりの尊重」や「不満要望を聞く体制」「職員のサービス提供方 

 法の統一性」等についても、80％を超える満足度が示されています。 

 

・自由意見では、施設・職員に対する感謝とねぎらいの言葉が多く寄せられています。一方、要望意見では「職

員の人事異動の頻度」とそれに伴う「支援の質の確保」に関する意見が最も多くなっているほか、職員の配

置数や、送迎と日中活動の時間的バランスに関する意見も散見されています。 



【属性】
1 入所者性別

男性 女性 無回答 計
26 11 1 38

2 入所者年齢別構成
15～17歳 18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳以上 無回答 計
0 17 12 5 1 0 3 0 38

3 利用期間
1年未満 1～4年 5～9年 10～19年 20年以上 無回答 計
3 7 7 7 0 7 38

4 回答者（続柄）
親 配偶者 子ども 兄弟姉妹 甥・姪 その他 無回答 計
26 0 7 3 0 2 0 38

利用者家族アンケート集計結果

18～29歳

30～39歳

65歳以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢別構成

男性 女性 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入所者性別

1～4年

5～9年

10～19年 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入所期間

親 子ども その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者属性

１年未満

兄弟姉妹

40～49歳

50～59歳
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■ 施設の理念や方針について

問１：施設の理念や方針を知っていますか
(%)

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
言えない

あまり
知らない

まったく
知らない

無回答

5.3 63.2 7.9 15.8 0.0 7.9

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた方への付問
付問１：あなたは、その理念や方針は共感できるものだと思いますか

(%)

付問１： 共感できる
まあ

共感できる
どちらとも
言えない

あまり
共感できない

共感
できない

無回答 計

あなたは、その理念や方針は
共感できるものだと思います

40.0 43.3 6.7 0.0 0.0 10.0 100

あなたは、この施設の基本理念や基本方針
をご存じですか

よく知っている

5.3%

まあ知っている

63.2%

どちらとも

言えない

7.9%

あまり知らない

15.8%

無回答

7.9%

共感できる

40.0%
まあ共感できる

43.3%

どちらとも

言えない

6.7%

無回答

10.0%
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■ 施設のサービス内容について

問２　入所時の状況について (%)

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 わからない 無回答

34.2 52.6 10.5 2.6 0.0 0.0
34.2 50.0 5.3 2.6 7.9 0.0
44.7 36.8 13.2 2.6 2.6 0.0
42.1 42.1 7.9 2.6 5.3 0.0

39.5 34.2 2.6 2.6 21.1 0.0

問３　支援の計画について (%)

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 わからない 無回答

57.9 34.2 0.0 5.3 2.6 0.0

60.5 28.9 5.3 2.6 2.6 0.0

21.1 36.8 10.5 13.2 18.4 0.0
地域生活への移行のための学習や体験の機
会には

個別支援計画を検討・作成する際の、本人
や家族からの意向・要望などの聞き取りに
は

個別支援計画に関する説明には

家族から本人に入所の理由を説明するうえ
での支援には

費用や契約に関する説明には
サービス内容に関する説明には
施設の理念や方針に関する説明には
施設に関する情報提供については

施設に関する情報提供

については

施設の理念や方針に関

する説明には

サービス内容に関する

説明には

費用や契約に関する説

明には
家族から本人に入所の

理由を説明するうえで

の支援には

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 わからない 無回答

個別支援計画に関する説

明には
個別支援計画を検討・作

成する際の、本人や家族

からの意向・要望などの

聞き取りには

地域生活への移行のため

の学習や体験の機会には

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 わからない 無回答
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問４　日常のサービス内容について
(%)

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 わからない 無回答

50.0 31.6 10.5 5.3 0.0 2.6

65.8 26.3 2.6 0.0 0.0 5.3

55.3 26.3 2.6 0.0 7.9 7.9

52.6 21.1 7.9 5.3 7.9 5.3
ご本人の意思を十分にくみとっているかど
うかについては

ご本人が病気やケガなどの時の対応につい
ては

ご本人の体調についての日常的な配慮には

障害に応じた日中活動プログラムの実施に
ついては

障害に応じた日中活

動プログラムの実施

については

ご本人の体調につい

ての日常的な配慮に

は

ご本人が病気やケガ

などの時の対応につ

いては

ご本人の意思を十分

にくみとっているか

どうかについては

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 どちらかと

いえば満足

どちらかと

いえば不満

不満 わからない 無回答
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問５　施設の安全対策などについて (%)

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 わからない 無回答

50.0 36.8 5.3 2.6 2.6 2.6
55.3 26.3 5.3 2.6 7.9 2.6

問６　施設と家族との連携・交流について (%)

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 わからない 無回答

50.0 39.5 5.3 2.6 0.0 2.6

52.7 31.6 7.9 2.6 2.6 2.6

52.6 34.2 5.3 2.6 0.0 5.3

50.0 28.9 7.9 5.3 0.0 7.9
施設の行事の開催日や時間帯への配慮につ
いては

ご本人の様子に関する説明や情報提供につ
いては

施設の様子や行事に関する情報提供につい
ては

施設の理念や方針に関する情報提供につい
ては

衛生管理や感染症対策については
事故防止のための取り組みについては

事故防止のための取

り組みについては

衛生管理や感染症対

策については

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 どちらかと

いえば満足

どちらかと

いえば不満

不満 わからない 無回答

施設の理念や方針に関す

る情報提供については

施設の様子や行事に関す

る情報提供については

ご本人の様子に関する説

明や情報提供については

施設の行事の開催日や時

間帯への配慮については

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 どちらかと

いえば満足

どちらかと

いえば不満

不満 わからない 無回答
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問７　職員の対応について (%)

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 わからない 無回答

60.5 26.3 5.3 0.0 5.3 2.6

63.2 23.7 2.6 2.6 5.3 2.6

39.5 42.1 2.6 5.3 7.9 2.6

39.5 44.7 5.3 2.6 5.3 2.6

60.5 31.6 5.3 0.0 0.0 2.6

問８　総合的な評価 (%)

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 計

総合満足度は 44.7 42.1 7.9 2.6 2.6 100

総合的にみて、職員の対応についての満足
度は

職員のサービス提供方法の統一性については
（どの職員も同じレベルのサービスを提供して
くれるかなど）

不満や要望への対応については

不満や要望を聞く体制については（気軽に
言うことができるかなど）

一人ひとりの利用者の尊重については

満足

44.7%

どちらかと

いえば満足

42.1%

どちらかと

いえば不満

7.9%

不満

2.6%

無回答

2.6%

一人ひとりの利用者の尊

重については

不満や要望を聞く体制に

ついては（気軽に言うこ

とができるかなど）

不満や要望への対応につ

いては

職員のサービス提供方法

の統一性については

総合的にみて、職員の対

応についての満足度は

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 わからない 無回答
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【参考分析資料：中項目別平均満足度割合】
（%）

　中項目 満足 満足＋どちらかといえば満足
問２　入所時の状況について 42.3 88.8
問３　支援の計画について 49.2 85.8
問４　日常のサービス内容について 61.8 90.7
問５　施設の安全対策などについて 57.3 91.5
問６　施設と家族との連携・交流について 54.2 89.6
問７　職員の対応について 56.7 93.2

※各中項目は、2～5つの小項目によって構成されており、各小項目の満足度割合から平均値を算出した。
※ここでの「満足度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

0

20

40

60

80

100

問２ 入所時の状況に

ついて

問３ 支援の計画につ

いて

問４ 日常のサービス

内容について

問５ 施設の安全対策

などについて

問６ 施設と家族との

連携・交流について

問７ 職員の対応につ

いて

満足 満足＋どちらかといえば満足
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参考資料：利用者家族アンケート集計結果分析 

28 

 

【総合的な評価と相関が深い項目（相関分析）】 

 

中項目 小項目 相関係数

問 6 ご本人の様子に関する説明や情報提供については .792 

問 2 サービスの内容に関する説明には .784 

問 4 障害に応じた日中活動プログラムの実施については .754 

問 6 施設の行事の開催日や時間帯への配慮については .751 

問 6 施設の様子や行事に関する情報提供については .704 

 

※データ分析上は、上記の項目で「満足」と答えた人は、問8「総合的な評価」においても「満足」と回答

した率が高い。（逆に「不満」と答えた人は、問8においても「不満」と回答した率が高い） 

※上記の項目の満足度を高めることが、総合的な満足度の向上にもつながる可能性が高い。 
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 利用者本人調査の結果概要  

 

 

●実 施 日： 

2013年 2月 7日（木）、2月14日（木） 

 

●調査対象： 

・調査当日に通所している利用者のうち、比較的コミュニケーションが取りやすい利用者 9 名を事業者

が選定。 

・対象者9名の性別は男性6名・女性3名で、以下の割合で調査を実施した。 

    ◆アクティビティスペース・ゼロ（重症心身障がい者）：1名 

    ◆ワークスペース・スクラム（生産活動グループ）：5名 

    ◆やまと ICT-センター（就労継続支援B型）：3名 

・対象利用者の年齢は、10歳代が3名、20歳代が2名、30歳代・50歳代・60歳代・70歳代が 

   各 1名ずつであった。 

※ 調査対象は利用者の一部であり、結果は利用者全体の標準的な特徴とは限りません。 

 

●実施方法： 

  ・一人あたりの面接時間は約 20分で、個室において、利用者 1名と調査員 2名、または利用者・調査

員が 1対 1 で面接調査を実施した。なお、重度障がいにより、意思表示困難で常時身体介助を要する

利用者1名にのみ、職員が同席した。 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

【調査結果の概要】 

意思表示の困難な利用者を除く調査対象者のほぼ全員から、施設での活動や職員の支援に肯定的な回答が聞

かれており、全体的に満足度は高い状態となっています。活動への参加や活動の内容についても、「楽しい」

「負担は感じない」「自分の活動に自信がある」などの回答が聞かれ、おのおのの利用者が主体的に参加して

いる様子が感じられました。 

また、職員の対応についても「優しい」「大切にしてくれる」といった高評価の回答が多数聞かれており、

具体的な職員名を挙げ、対応を評価する意見も複数確認されています。そのほか、「降雪など悪天候の際は自

宅に連絡を入れてくれたり、生活のことを気遣ってくれる」といった、施設支援に直接関係しない事柄につい

ても、細かな配慮や対応があると評価する発言も聞かれています。 

なお、食事や排泄などの支援についても「満足」との回答が多い反面、若干名の利用者からは、人員体制の

不足による対応の不十分さに対する不満の指摘も確認されています。 

障がい特性などから、自身の権利やプライバシー等に対する関心が低いケースも散見されましたが、食事内

容や活動内容などにおいて、意見や要望を「聞いてもらえる」「反映してもらったことがある」といった認識

を持つ意見のほか、さらなる要望の反映や支援・活動内容の充実化に期待する意見も確認されており、利用者

がある程度意見を言いやすい環境が確保されていることがうかがわれました。 

しかしながら、理解力や集中力などの障がい特性から、肯定的な回答に偏りがちな印象も一部感じられたほ

か、希望を言語化することが苦手なケースも散見され、潜在的な要望も複数存在すると思われます。今後はよ

り深化した利用者の意向把握を行い、改善を図ることで、さらなる利用者の満足度向上が期待できるものと考

えます。 
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【質問項目別の特徴】 

●施設の快適さについて 

重度障がいによる意思表示困難な利用者を除き、調査対象者の大半が、施設内の快適さに「満足」と回答し

ています。なお、若干名の利用者から「状況により差がある」との回答や、手すりなど設備面での充実化を

望む意見が聞かれています。 

 

●食事について 

食事の味付けやメニュー、食事時間、要望反映などについて、ほぼ全員が「満足」と回答しています。 

 

●入浴について 

入浴支援は、重症心身障がい者活動スペース（アクティビティスペース・ゼロ）での実施のみとなっていま

す。 

 

●日常の支援について 

調査対象者のうち、3 分の 1 程度の割合の利用者が日常場面で何らかの支援を要する状態となっています

が、該当者のほぼ全員が「満足」と回答しています。一方、人員不足による対応の不十分さの指摘や改善を

望む意見も聞かれました。 

 

●楽しく生活することについて 

調査対象者のほぼ全員から「活動は楽しい」との肯定的な回答が聞かれました。また、ボランティアとのか

かわりについても、好意的にとらえる回答が複数確認されています。 

 

●健康について 

調査対象者の大半が、体調への配慮や不調時の対応に安心感を持っているとの回答が得られています。なお、

健康管理に対する自覚や認識の薄い利用者が複数確認され、「分からない」とする意見も散見されています。 

 

●いやな思いへの対応について 

 調査対象者のほぼ全員が「職員は話を聞いてくれる」と肯定的な回答をしており、具体的な職員名を挙げ、

信頼感を表明する意見も複数確認されています。 

 

●権利を守ることについて 

 調査対象者の大半から、「大切にされている」「配慮がある」といった好意的な回答が聞かれています。 

 

●職員の対応について 

調査対象者のほぼ全員が「やさしく対応してくれる」と、満足を示す回答をしています。 

 

●施設の利用時の説明について 

 調査対象者のほぼ全員から、「説明を受けた」との回答が得られています。 

 

●支援計画・今後の生活について 

 調査対象者の半数程度が「今後の生活について職員と話し合っている」と回答していますが、「話し合った

ことはない」「わからない」とする回答が残りの半数を占めています。 

 

●地域への移行希望について 

調査対象者のほぼ全員が在宅生活を送っており、うちほとんどの利用者が家族との同居となっています。単

身生活への移行など、自立を希望する利用者はごく少数で、大半の利用者が現在の生活を維持することを希

望しており、将来に向けた準備や相談を実施しているケースはない状態となっています。 
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 事業者コメント  

 

【第三者評価を受審して】 

 

今回第三者評価を受審して、気付くことが多くありました。ワークステーション･菜の花は、歴史のある施

設ですが、事業の内容の変更や、環境的な変化が最近あり、多くの部分での見直しが必要と考えていました。

今回の受審は、これらを整理し、職員のモチベーションを再度向上させることが大きな目的でした。 

 

まず、自己評価を行うことにより、これまでの実績に対しての確認をそれぞれがすることとなりました。評

価をしながらできていない部分が多く感じられ、結果的に消極的な評価になってしまったのかも知れません。

しかしながら謙虚な気持ちでそれぞれの業務を振り返ることができたのは、いい経験だと考えています。また、

実地調査にあたり、各種資料を整理する必要性にかられ、これも今までまとまっていなかったものもあり、い

いタイミングとなりました。まとめているうちに、マニュアルの整備が意外に整っていないことに気付きつつ、

やはりご指摘を受けることなったことも、今回を機に見直すいい機会となりました。 

 

受審の結果を受け、ある部分では自己評価よりもやや高い評価をいただき、正直少し安心するとともに、ご

指摘を受けた、今まで気付かず事業をやってきた部分、特に地域の方々から提供されることはあっても、こち

らから提供させていただくことへの意識や、ボランティアさんや実習生への情報やマニュアルの提供などが少

しおろそかになっており、地域や外部の方に対する取り組みの必要性を感じました。 

 

ワークステーション･菜の花では、比較的新しい職員が多く、戸惑うところも多くありますが、これまでや

って来たことを修正するパワーも多くあると思います。例えば、昨年から行っている“菜の花マルシェ(お祭

り)”などを通じ、地域の方々との交流を一層深めたり、近くの非営利組織の方々との交流を行うことにより、

菜の花を利用する方々に、より多くの地域におけるかかわりの機会を提供できればと考えます。 

 

今回の受審を通じ、多くの方々にご協力いただいたことにつきまして、この場を借りて御礼を申し上げます。

今回の結果を受けて、よりよい施設とするために一層の努力をしていきたいと考えておりますので、今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

 

ワークステーション･菜の花 所長 佐々木章吾 
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