
  

熊本県福祉サービス第三者評価結果公表基準（概要版） 
              
１ 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） 養護老人ホーム和光園 

種別： 
   養護老人ホーム 

代表者氏名：理事長   新谷 陽一郎 
（管理者） 統括施設長 後藤 克宏 
      施設長   土井 良直 

開設年月日： 
平成１９年４月１日 

                
設置主体： 社会福祉法人 一陽会 
経営主体： 社会福祉法人 一陽会 

定員：   ５０名 
（利用人数）４８名 

所在地：〒861-6105 
     熊本県上天草市松島町教良木3100番地 
連絡先電話番号： 
     0969 － 26 － 1111 

ＦＡＸ番号： 
    0969 － 26 － 1155 

ホームページアドレス http://www.wakoen-kamiamakusa.jp 
（２）基本情報                                                                   
サービス内容（事業内容） 施設の主な行事 
養護老人ホーム入居者に対する生活支援全般 4月花見 5月ホタル観賞会 6月カラオケ会 7月七

夕会 8月ソーメン流し 9月敬老会 10月ドライブ
ツアー 11月作品展示会 12月忘年会・ゆず湯   
1月やき芋会 2月節分 3月ひな祭り・慰霊祭 
(毎月の行事）誕生会・マルシン移動販売・オレンジ
カフェ（月２回）  

居室概要 居室以外の施設設備の概要 
・定員：50名 
・全個室：洋室､洗面所､台所付 52部屋 

(15㎡ 36室 ・ 18㎡ 14室) 収納含 
(ショートステイ用15㎡ 2室) 〃 
 
 

・敷地総面積：10,170㎡（3,076坪） 
・共有面積合計：1,623.62㎡（491坪） 
食堂、調理室、浴室（男女別）、談話室 
静養室2室、洗濯室、相談室、医務室、集会
室、交流スペース、地域交流室、娯楽室、

倉庫、トイレ、中庭 他 
 

２ 施設・事業所の特徴的な取組 
医療・介護・福祉を総合的に運営する一陽会グループの、切れ目のない包括的サービスを

提供する中で、老人福祉サービスを提供している施設です。 
・平成29年4月に上天草市公営の養護老人ホームを引き継ぎ、２年を経過したところです。 
その間、利用者本位を基本とした施設内外の環境整備、職員の福祉サービスの資質向上

に取り組み、綺麗で明るい施設となり、職員に対する利用者の満足度も高く、明るく、

家庭的な雰囲気の施設です。 
・地域や利用者家族との結び付きも、重視した運営は、地域に根差した施設として好感度

も高く、地域交流スペースでのオレンジカフェ等の気軽な集いは地域住民、利用者家族

との交流の場となっています。 
・グループ全施設に導入されている電子カルテにより、利用者各人の医療・介護・日常生

活の情報を共有し、きめの細かい適正で安心の福祉サービスが提供されています。 

http://www.wakoen-kamiamakusa.jp


  

３ 評価結果総評                                                                  
◆特に評価の高い点 
Ⅰ 利用者満足向上への取り組み 
・年２回の食事アンケート・入居者満足度調査等を実施し、その結果を毎月開催される

全体会議で公表、説明されています。食堂兼集会所の掲示板には全体会議の議論の内

容、決定したことなどが報告されています。ご意見箱は入居者が見やすい場所に設置

されています。そのご意見箱の鍵は、法人の管理責任者が所持し、週１回開錠し、回

収しています。回収したご意見ご要望は法人のトップ管理者に報告され、改善の指示

が出されています。 
・協力病院から医師が派遣されており、入居者に健康問題が生じた場合迅速な対応をす

ることで入居者の健康問題の不安が緩和されています。 
・電子カルテシステムによる利用者一人一人に見合った情報管理のもと、医療と介護の

連携により包括的な安心のサービス体制が整っています。 
・食事に関しても、サービス内容で表示されている通りに、季節に即した趣向を凝らし、

栄養のバランスにも配慮された食事を提供されています。年齢に応じた軟らかさに調

理されて、利用者の方からも美味しいとの感想が聞かれました。 
・快適な自然環境（心休まる里山と田園風景に囲まれた施設）、居住空間（承継を受け

居住環境・建物の全面改装）、広い敷地（承継後敷地の拡大と整備）に恵まれ、    
10,170㎡(3,076坪）の敷地に、2,439㎡(738坪) の平家建物による広々とした施設環境が
利用者の満足度を高めています。 

 
Ⅱ 地域との交流や地域貢献への取組 
・地域交流スペースの活用・開放により地域との交流に積極的に取組み、また施設職員

がボランティア人材として地域住民の介護予防や健康づくりを支援する等の地域貢献

活動を行っています。 
・地域公益活動として、地域住民の方々が気軽に参加できる「認知症予防セミナー」の

開催や、「オレンジカフェ教良木」等を企画されて、地域に開かれた施設としての役

割を果たしています。 
 
Ⅲ 職場環境 
・風通しが良い、自由の雰囲気の中にもまとまりが良い、相談しやすい等、職員の満足

度は高く働きやすい職場環境が出来ています。 
・笑いが絶えず、職員間のコミュニケーションも良く、互いに協力し合って業務を遂行 
しています。何よりも職場の雰囲気が良く、職員の明るさが印象的で、利用者サービ 
スに活かされていると思われます。 

・改築した共有スペースのホールは、天井も高く開放感のある環境を提供されています。 
施設内も掃除が行き届き、利用者の方々の居室も、それぞれの個性を大切にした空間

が作られています。明るい家庭的な雰囲気が醸し出されています。一陽会の基本姿勢

である利用者尊厳の保持と利用者本位を全職員が周知されています。全職員が利用者

の方々を大切にされている姿が伺えます。 
・福祉サービス利用者調査でも、利用者から高い満足度を得ています。この結果からも、

和光園の職員が一丸となり、利用者の方々の支援に取り組まれている様子が伺えます。 



  

◆改善を求められる点 
Ⅰ マニュアルの整備 
一陽会が運営するようになり、まだ２年ということもあり、マニュアル関係が充実さ

れていないようです。一陽会グループとしての各種マニュアルは整備されていますが、

養護老人ホーム和光園特有の施設環境を踏まえた各種マニュアルの整備が望まれま

す。和光園の特殊性・特色を考慮したマニュアルの存在が、更に充実した福祉サービ

スの提供に繋がるものと思われます。 
 
Ⅱ 介護度の高い入居者への対応 
色んな諸事情がある様子ですが、介護度の増した利用者の方々が増えて、職員の負担

が大きくなっている様子が伺えました。今後は、介護度が上がった利用者に対応する

取り組みが期待されます。 
 
Ⅲ 情報の公開 
見やすい、分かりやすい、検索しやすいホームページの更なる充実が求められます。 
 

４ 第三者評価結果に対する事業者のコメント（４００字以内）                        
(R 1.8.28 ) 
 今回の第三者評価につきましては、多面にわたっての評価を通じ、有益なご指導を賜り有難

うございました。昨年のケアハウスかんなでのご指導に基づき、社会福祉法人の「基本姿勢」

を定めて施設内に掲げ、周知を図ったことを評価頂きました。 
 和光園は上天草市から２年半前に事業継承いたしました。養護老人ホームは、ケアハウスの

運営とは多くの相違点がありますが、基本姿勢に掲げるように入所者の尊厳を守り、入居者に

安心して生活していただくことは老人入所施設として共通のものです。一陽会として事業継承

に当たり、建屋、設備、居室の改修を実施し、併せて職員が一丸となって一陽会が目指す施設

の実現に取り組んできました。入居者が新体制になり美味しい食事、明るく清潔な環境等を喜

んでいることが、アンケートからも読み取って頂けたと思います。またこの改善を支えている

職員が、明るく前向きに取り組んでいる様子が、調査票や面談で感じ取っていただけたと思い

ます。和光園の２年半の歩みに対し努力賞として今回の評価を頂けたと思いますが、まだ改革

の緒に就いたところであり、成すべきことは山積しております。今回のご指導を糧にして職員

一同「基本姿勢」の実現に向けに取り組んでいきたいと思います。 
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（別記）                             （公表様式１） 
熊本県福祉サービス第三者評価結果公表基準 

【共通版】 
                  ◎ 評価機関                                  

名 称        株式会社 
ソーシャルサービスサポート 

所 在 地        熊本市西区島崎2丁目4番6号 
評価実施期間        令和元年5月14日 ～ 令和元年 

9月4日 
 
評価調査者番号 

① 第17-010号 
② 第17-011号 
③ 第17-015号 

 ④ 第18-006号 
１ 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） 養護老人ホーム和光園 

種別： 
   養護老人ホーム 

代表者氏名：理事長   新谷 陽一郎 
（管理者） 統括施設長 後藤 克宏 
      施設長   土井 良直 

開設年月日： 
          平成１９年４月１日 

設置主体： 社会福祉法人 一陽会 
経営主体： 社会福祉法人 一陽会 

定員：   ５０名 
（利用人数）４８名 

所在地：〒861-6105 
     熊本県上天草市松島町教良木3100番地 
連絡先電話番号： 
     0969 － 26 － 1111 

ＦＡＸ番号： 
  0969 － 26 － 1155 

ホームページアドレス http://www.wakoen-kamiamakusa.jp 

 
（２）基本情報                                                                   
サービス内容（事業内容） 施設の主な行事 
養護老人ホーム入居者に対する生活支援全般 4月花見 5月ホタル観賞会 6月カラオケ会 

7月七夕会 8月ソーメン流し 9月敬老会 10月
ドライブツアー 11月作品展示会 12月忘年
会・ゆず湯 1月やき芋会 2月節分 3月ひな祭
り・慰霊祭 
(毎月の行事）誕生会・マルシン移動販売・オレ
ンジカフェ（月2回）  

居室概要 居室以外の施設設備の概要 
・定員：50名 
・全個室：洋室､洗面所､台所付 52部屋 

(15㎡ 36室 ・ 18.4㎡ 14室) 収納含 
(ショートステイ用15㎡ 2室）  〃 

・敷地総面積：10,170㎡(3,076坪) 
・共有面積合計：1,623.62㎡(491坪) 
食堂、調理室、浴室（男女別）、談話室 
静養室2室、洗濯室、相談室、医務室、集
会室、交流スペース、地域交流室、娯楽

室、倉庫、トイレ、中庭 他 
 

http://www.wakoen-kamiamakusa.jp
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職員の配置 
 職  種 常 勤 非常勤 資  格 常 勤 非常勤 

施設長 1  社会福祉主事 3  
主任生活相談員 1  看護師、准看護師 3  
生活相談員 1  栄養士、調理師 3  
看護師 1  介護支援専門員 2  
主任支援員 1  訪問介護ヘルパー 8  
支援員 7  福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1  
栄養士 1     
調理職 4 1    
宿直専門員  2    

合  計 17 3 合  計 20  

※ 資格の種別は、保健・福祉・医療に関するものを記入してあります。 

※ 複数の資格を持ち重複計上している場合があるため、職種と資格の数は必ずしも一致

浸ません。 
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２ 理念・基本方針 
 
（1） 理念 

限りなき前進を、そして愛を！ 
（2） 基本方針 

私たちは、利用者の皆様へ基本姿勢として、下記の施設運営を行ないます。 
１. 利用者尊厳の保持 
２. 利用者本位 

 
３ 施設・事業所の特徴的な取組 
 
医療・介護・福祉を総合的に運営する一陽会グループの、切れ目のない包括的サービスを

提供する中で、老人福祉サービスを提供している施設です。 
・平成29年4月に上天草市公営の養護老人ホームを引き継ぎ、２年を経過したところです。 
その間、利用者本位を基本とした施設内外の環境整備、職員の福祉サービスの資質向上

に取り組み、綺麗で明るい施設となり、職員に対する利用者の満足度も高く、明るく、

家庭的な雰囲気の施設です。 
・地域や利用者家族との結び付きも、重視した運営は、地域に根差した施設として好感度

も高く、地域交流スペースでのオレンジカフェ等の気軽な集いは地域住民、利用者家族

との交流の場となっています。 
・グループ全施設に導入されている電子カルテにより、利用者各人の医療・介護・日常生

活の情報を共有し、きめの細かい適正で安心の福祉サービスが提供されています。 
 
４ 第三者評価の受審状況 
 

評価実施期間 
令和元年５月１４日（契約日） ～ 
    令和元年９月４日（評価結果確定日） 

受審回数（前回の受審時期）    受審なし（今回がはじめて） 

 
５ 評価結果総評                                                                  
◆特に評価の高い点 
Ⅰ 利用者満足向上への取り組み 
・年２回の食事アンケート・入居者満足度調査等を実施し、その結果を毎月開催される

全体会議で公表、説明されています。食堂兼集会所の掲示板には全体会議の議論の内

容、決定したことなどが報告されています。ご意見箱は入居者が見やすい場所に設置

されています。そのご意見箱の鍵は、法人の管理責任者が所持し、週１回開錠し、回

収しています。回収したご意見ご要望は法人のトップ管理者に報告され、改善の指示

が出されています。 
・協力病院から医師が派遣されており、入居者に健康問題が生じた場合迅速な対応をす

ることで入居者の健康問題の不安が緩和されています。 
・電子カルテシステムによる利用者一人一人に見合った情報管理のもと、医療と介護の
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連携により包括的な安心のサービス体制が整っています。 
・食事に関しても、サービス内容で表示されている通りに、季節に即した趣向を凝らし、

栄養のバランスにも配慮された食事を提供されています。年齢に応じた軟らかさに調

理されて、利用者の方からも美味しいとの感想が聞かれました。 
・快適な自然環境（心休まる里山と田園風景に囲まれた施設）、居住空間（承継を受け

居住環境・建物の全面改装）、広い敷地（承継後敷地の拡大と整備）に恵まれ、    
10,170㎡(3,076坪）の敷地に、2,439㎡(738坪) の平家建物による広々とした施設環境が
利用者の満足度を高めています。 

 
Ⅱ 地域との交流や地域貢献への取組 
・地域交流スペースの活用・開放により地域との交流に積極的に取組み、また施設職員

がボランティア人材として地域住民の介護予防や健康づくりを支援する等の地域貢献

活動を行っています。 
・地域公益活動として、地域住民の方々が気軽に参加できる「認知症予防セミナー」の

開催や、「オレンジカフェ教良木」等を企画されて、地域に開かれた施設としての役

割を果たしています。 
   
Ⅲ 職場環境 
・風通しが良い、自由の雰囲気の中にもまとまりが良い、相談しやすい等、職員の満足

度は高く働きやすい職場環境が出来ています。 
・笑いが絶えず、職員間のコミュニケーションも良く、互いに協力し合って業務を遂行 
しています。何よりも職場の雰囲気が良く、職員の明るさが印象的で、利用者サービ 
スに活かされていると思われます。 

・改築した共有スペースのホールは、天井も高く開放感のある環境を提供されています。 
施設内も掃除が行き届き、利用者の方々の居室も、それぞれの個性を大切にした空間

が作られています。明るい家庭的な雰囲気が醸し出されています。一陽会の基本姿勢

である利用者尊厳の保持と利用者本位を全職員が周知されています。全職員が利用者

の方々を大切にされている姿が伺えます。 
・福祉サービス利用者調査でも、利用者から高い満足度を得ています。この結果からも、

和光園の職員が一丸となり、利用者の方々の支援に取り組まれている様子が伺えます。 
◆改善を求められる点 
Ⅰ マニュアルの整備 
一陽会が運営するようになり、まだ２年ということもあり、マニュアル関係が充実さ

れていないようです。一陽会グループとしての各種マニュアルは整備されていますが、

養護老人ホーム和光園特有の施設環境を踏まえた各種マニュアルの整備が望まれま

す。和光園の特殊性・特色を考慮したマニュアルの存在が、更に充実した福祉サービ

スの提供に繋がるものと思われます。 
     
Ⅱ 介護度の高い入居者への対応 
色んな諸事情がある様子ですが、介護度の増した利用者の方々が増えて、職員の負担

が大きくなっている様子が伺えました。今後は、介護度が上がった利用者に対応する

取り組みが期待されます。 
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Ⅲ 情報の公開 
見やすい、分かりやすい、検索しやすいホームページの更なる充実が求められます。 
 

 
６ 第三者評価結果に対する事業者のコメント（４００字以内）                        

(R 1.8.28 ) 
 今回の第三者評価につきましては、多面にわたっての評価を通じ、有益なご指導を賜り

有難うございました。昨年のケアハウスかんなでのご指導に基づき、社会福祉法人の「基

本姿勢」を定めて施設内に掲げ、周知を図ったことを評価頂きました。 
 和光園は上天草市から２年半前に事業継承いたしました。養護老人ホームは、ケアハウ

スの運営とは多くの相違点がありますが、基本姿勢に掲げるように入所者の尊厳を守り、

入居者に安心して生活していただくことは老人入所施設として共通のものです。一陽会と

して事業継承に当たり、建屋、設備、居室の改修を実施し、併せて職員が一丸となって一

陽会が目指す施設の実現に取り組んできました。入居者が新体制になり美味しい食事、明

るく清潔な環境等を喜んでいることが、アンケートからも読み取って頂けたと思います。

またこの改善を支えている職員が、明るく前向きに取り組んでいる様子が、調査票や面談

で感じ取っていただけたと思います。和光園の２年半の歩みに対し努力賞として今回の評

価を頂けたと思いますが、まだ改革の緒に就いたところであり、成すべきことは山積して

おります。今回のご指導を糧にして職員一同「基本姿勢」の実現に向けに取り組んでいき

たいと思います。 
  

 
７ 第三者評価結果 
  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 
 
 
 （参考） 利用者調査の手法等 

                                                                                 
 

  調査の手法 対 象 者 対 象 数(人) 基準数に満たない場合の理由 

 
アンケート調査 

利 用 者 本 人        ２８人  
家族・保護者        ２人 

  

 
聞き取り調査        

利 用 者 本 人          
家族・保護者         

  

 
観 察 調 査        

 
利 用 者 本 人        
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（別紙） 

第三者評価結果 
※すべての評価細目（45項目）について、判断基準（a・b・

cの3段階）に基づいた評価結果を表示する。 
※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを

記述する。 

 

 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、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-1-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ○a・b・c 
<コメント> 

高齢者医療、介護及び福祉の複合集団として、1990年に策定明文化された理念「限りなく

前進を、そして愛を！」はその具体的指針としての「私たちのめざすもの」５項目とともに

職員、利用者等へ周知されてきたところですが、昨年度（2018年）新たに社会福祉法人と

して、１利用者尊厳の保持・２利用者本位とする施設運営の基本姿勢が策定されました。社

会福祉法人としての基本方針を明確なものとし、当養護老人ホーム和光園においては、職員

朝礼での毎日の唱和や職員事務室や交流スペース、広報への掲示などでも徹底されており、

職員、利用者等へ周知されています。また、職員はその職種を問わず各持ち場での利用者本

位の福祉サービスが伴っています。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・

分析されている。 
○a・b・c 

<コメント> 

医療法人、社会福祉法人グループ全体を統括・サポートする一陽会本部において、経営環境

の変化や経営状況の的確な把握・分析がなされており、永年の地域に根差した医療・福祉の

取組を通じ、環境の変化への対応にも積極的で地域への貢献度は高いものがあります。特に

近年では平成２９年４月に当施設の上天草市からの譲受や地域密着型特別養護老人ホーム

の開設に続き、当年度は有明地区に地域密着型特別養護老人ホームの新設など社会福祉事業

への積極的な参入により高齢者福祉サービスの充実が図られています。 

3 Ⅰ-２-（１）-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい

る。 
○a・b・c 

<コメント> 

一陽会本部による、経営分析を中心に、各施設における経営課題を明確にするとともに、一

陽会グループ幹部・各施設長等による毎月の運営会議による現場実情を反映した取組が行わ

れています。当施設は上天草市の施設として市職員により長年運営されてきた養護老人ホー

ム和光園を、社会福祉法人一陽会の施設として譲り受け、利用者満足度の向上、地域が受け

入れ易い施設、働きやすい職場環境などの課題に対しグループの支援の下、施設長以下職員

の取り組みにより、承継２年間で着実な成果を上げています。 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 
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4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて

いる。 
a・○b・c 

<コメント> 

一陽会本部による中長期的なビジョンは、理事長を中心に将来の姿として明確にされてお

り、理念「限りなき前進を、そして愛を！」が実現されています。“ケアハウスかんな”で

の２０年間の運営の経験や福祉サービスのあり方を活かした特別養護老人ホームの新設や

本施設、養護老人ホーム和光園への運営とつながり、更に第二の特別養護老人ホーム開設と

計画が実行に移されています。しかしながら、和光園としての中長期計画の策定はされてい

ません。これからの３年後、５年後の姿を描いた中長期計画ビジョンを明示・公表すること

で職員、利用者、地域への周知や期待が更に充実するものと思われます。 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい

る。 
a・○b・c 

<コメント> 

社会福祉法人一陽会の基本理念、基本姿勢をベースに単年度の努力目標・事業計画・設備投

資計画が策定されています。単年度の事業計画についての実行性、進捗状況、見直し等毎月

のグループ運営会議により実施状況の情報交換がなされ、和光園の単年度計画（事業計画・

収支計画）の評価が行われていますが、まだ運営期間も２年と短く内容は十分とは言えませ

ん。 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組

織的に行われ、職員が理解している。 
○a・b・c 

<コメント> 

事業計画の策定には職員の意見も反映されており、運営会議での実施状況の把握や評価の説

明も都度行われ、職員も周知、理解しています。グループ運営会議（施設長参加）、和光園

施設会議（部門長参加）、和光園４委員会（全職員がいずれかに所属）、毎日の朝礼などを通

して、組織として評価見直しの体制が出来ています。 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 ○a・b・c 
<コメント> 

事業計画書、事業報告書は利用者等にも自由に閲覧できるよう、カウンターに準備されてい

ます。事業計画にもとづく行事計画等については、広報、掲示板、支援室など各所に張り出

され周知が図られています。なお、張り出された一部の行事計画で表題を事業計画としてい

るものがありました。混同しないように“行事計画”と明示することが必要でしょう。 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(１)-① 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ

れ、機能している。 
○a・b・c 

<コメント> 

福祉サービスの向上に向け、利用者参加の毎月の全体会議、年２回の利用者の満足度調査ア

ンケートで利用者の生の意見を取り上げ、改善、サービス向上に取り組んでいます。満足度

調査は一陽会全施設で実施されており、業態を超えた施設の利用者の意見、要望を取り上げ、

一陽会全体で利用者サービスの向上につながっており、更に和光園では４委員会を通して全

職員による利用者サービスの向上に努めています。 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確

にし、計画的な改善策を実施している。 
a・○b・c 

<コメント> 

満足度調査１０項目による利用者の意見をもとに、和光園としての取り組むべき課題や改善

策について、事業運営に反映する仕組が出来ています。しかしながら、福祉サービスの質の

向上は日々の取組とともに、義務規定とされている自己評価や今回受審された第三者評価に
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よる総合的な評価を実施し、組織として改善策の策定と質の向上に向けた取組を計画的・継

続的に行うことが求められます。 

 

 

 

評価対象Ⅱ 組織の運営管理 
Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-１-(１) 管理者の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理

解を図っている。 
○a・b・c 

<コメント> 

和光園施設会議（各部門長参加）や４委員会でのミーティング、毎日の朝礼、都度行ってい

る職員の情報交換の場を通し、文書化された組織図や職務分掌表、事務部業務分担表などに

もとづき職員への周知・理解を図っており、職員へも浸透しています。 

11 Ⅱ-１-(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 

<コメント> 

一陽会グループ、行政、関係機関による法令遵守テーマの研修や勉強会に施設長以下職員も

積極的に参加し、参加者による施設内での報告も行われています。また、多くの規定やマニ

ュアルを通じて遵守すべき法令等の理解を進めています。しかし柱となる法令遵守規定が無

く規定を明文化する事で法令遵守への理解が深まり、更に、体制が強化されるものと思われ

ます。 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指

導力を発揮している。 
○a・b・c 

<コメント> 

当施設は、上天草市運営の養護老人ホームを平成２９年４月に引き継ぎ、社会福祉法人一陽

会の養護老人ホームとして運営を開始しました。天草郡市養護老人ホーム連絡協議会や行

政・地域住民との交流にも力を入れ、参入した自施設の課題克服や情報交換を積極的に行い

福祉サービスの向上に努めています。利用者本位の福祉サービスを第一にかかげ、職員の指

導においても利用者本位の接遇を徹底されています。職員からも、意見の取り上げやサービ

ス内容の見直し、教育、指導、等で高評価を得ています。３年目を迎え、今回実施した利用

者アンケートによれば、大半の利用者で各質問項目に満足度は高く、職員の利用者本位の福

祉サービスが定着しているようです。 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を

発揮している。 
○a・b・c 

<コメント> 

施設長は、社会福祉法人の理事として経営にも参画しており、施設運営の改善や業務の実行

性向上に注力しています。行政とも良好な関係を構築しており、施設経営の原点とも言える

利用者定員確保に努力しています。また、職員とのコミュニケーションを十分図ることで、

人員配置や働きやすい職場環境の整備に取り組み、業務の実行性を高めています。 

 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画

が確立し、取組が実施されている。 
○a・b・c 
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<コメント> 

「利用者尊厳の保持」「利用者本位」を社会福祉法人一陽会の利用者に対する基本姿勢とし

て施設の順守すべき基準としています。そのための職員への外部研修、セミナーの参加や委

員会・定例会議等を実施し、法人に必要な人材の確保や育成への取組が実施されています。

また、お互いが支えあう職場環境づくりや相談できる体制もできていて職員の職場への満足

度が高いことがヒアリングにより確認できました。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・○b・c 
<コメント> 

医療・介護・福祉の連携と協力体制が利用者にとって最も有益であるという基本方針をベー

スに、一陽会グループとして総合的な人事管理が実施されています。当施設においても職員

を基本方針の基に研修会や勉強会に積極的に参加させ、また、「人事考課表」「PDCF」を活用

して問題意識を持たせる等の人事管理が実施されています。しかし、上天草市より譲り受け

て２年余りで日が浅く施設独自の人事基準を定めるまでには至っていないようです。 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく

りに取組んでいる。 
○a・b・c 

<コメント> 

衛生委員会やハラスメント委員会等を定例として実施し、また職員の相談窓口を設けるなど 

職員からの意見聴取の体制も出来ています。職員の自己評価票やヒアリングにより満足度の 

高い働きやすい職場環境づくりの取組が出来ていることが確認されました。 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ○a・b・c 
<コメント> 

職員一人一人に対して、利用者本位の質の高い福祉サービスを提供するための目標を設定さ

れています。人事考課時等において前年度目標の達成状況を話し合い、今年の目標を設定さ

せ、期中にも面談をして、必要に応じて見直すといった「PDCF」のサイクルにより育成に取

組んでいます。また資格習得の後押しを惜しまない職場環境も整えています。 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ

れ、教育・研修が実施されている。 
a・○b・c 

<コメント> 

一陽会グループとして福祉サービスの質の向上を目指した教育・研修に関する基本方針が示

され、介護技術、接遇、感染症対策、安全対策等の研修会が定期的に計画され実施されてい

ます。しかし施設引受け後２年余で、未だ施設固有の研修計画策定やそれに基づく実施まで

には至っていません。充実した教育・研修を実施するために施設独自のマニュアル作成が期

待されます。 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい

る。 
○a・b・c 

<コメント> 

職員の資質向上のための内部・外部の各種研修が提供され、職員の自主性を尊重して職員が

希望する研修も重視して積極的に支援しています。また、資格取得の受講等に施設が費用を

負担しています。新入職員には入職後から３ヶ月、６ヶ月、１年の段階で先輩職員が業務習

得の指導をするなどの取組も行われています。 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成

について体制を整備し、積極的な取組をしている。 
a・○b・c 

<コメント> 

「実習生受入れマニュアル」は作成されていますが、施設での実習生受入れの実績はありま

せん。そのため受入れ態勢も整備されていません。施設の地域特性や専門性を実習し専門職

を育成するという観点から、今後実習生の積極的な受入れとともに体制の整備が期待されま

す。 
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Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われて

いる。 
○a・b・c 

<コメント> 

運営方針、サービス内容、施設案内、年間行事などの他に情報公開として、社会福祉法人一

陽会の定款、役員名簿、役員報酬及び当施設の決算報告と現況報告もホームページやWAMネ

ットで公開してあります。また、年４回の広報紙発行や地域に向けての活動内容の報告が行

われている等運営の透明性を確保する取組が行われています。 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組

が行われている。 
○a・b・c 

<コメント> 

一陽会グループとしての経理規定や運営規定等に基づき、施設としての事務・経理・取引等

のルールが明確にされています。監事の内部監査も実施され、また適正な会計処理が行われ

るよう公認会計士の指導も行われています。理事会、評議員会にも報告されているなど公正

かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われています。 

 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行って

いる。 
○a・b・c 

<コメント> 

地域公益活動として１回に５０名程度が参加する「認知症予防」のセミナー等を定期的に開

催しています。また、地元婦人会に当施設の「地域交流スペース」を提供し、近隣住民との

交流を促進する「オレンジカフェ」を開催するなど利用者と地域との交流を広げ、地域に働

きかける取組を積極的に行っています。 

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の受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 

<コメント> 

一陽会グループ全体でのボランティア受入れ規定を定め受入れを行っており、グループ全体

での受入れ体制は整備されています。当施設では、上天草市社会福祉協議会登録団体や地元

保育園、小学校を中心にボランティアを受け入れています。また受入れ姿勢を明確に示すた

め「受入申込書」にボランティアを希望する理由、活動、経験、健康状態を記載して受け入

れています。しかし、ボランティア受入れの基本姿勢は明確ですが、施設引継ぎから日も浅

いためマニュアル作成には至っていません。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、

関係機関等との連携が適切に行われている。 
○a・b・c 

<コメント> 

当施設の地域交流センターを上天草市や社会福祉協議会等と連携しながら活用方法を計

画・運営し、地域と施設を繋ぐ地域交流の場として開放しています。また、緊急避難所とし

ても提供しています。更に当施設の職員が研修会や講習会、催し物を開催する等地域にとっ

て必要な社会資源であることを明確しています。 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元してい

る。 
○a・b・c 

<コメント> 
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施設の地域交流スペースを地域住民の「居場所」として開放しています。また職員をボラン

ティア人材として活用し、地域住民の介護予防や健康づくりを支援する活動を行うなど地域

に対して施設の機能還元を積極的に行っています。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行

われている。 
○a・b・c 

<コメント> 

地域住民のへの生活支援や交流促進のため認知症予防セミナーやオレンジカフェ、食事と運

動の講座開催などの活動が活発に行われています。また地域のニーズをもとに、職員が地域

に出向いて食や運動をテーマとした指導を行うなど地域への公益的な取組が積極的に行わ

れています。 

 

 

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が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 利用者を尊重した福祉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 

<コメント> 

理念・基本方針に「愛」と「利用者の尊厳、良質なサービスの提供、利用者の意思と人格 

を尊重し、良質なサービスを提供します」と明記されています。「利用者尊厳の保持」「利用

者本位」を毎日朝礼で唱和し意識づけをしています。また社会福祉法人一陽会として、入職

時に理念・基本方針や福祉施設職員としてのこころ構えなど資料を使い説明しています。ま

た年間研修計画を作成し、「基本的人権」や「虐待防止」「身体拘束」などのテーマで研修を

行っています。福祉サービス提供に関する具体的な項目ごとのマニュアルはないが、概要的

な規定集は作られています。利用者の尊重や人権への配慮、福祉サービス提供について定期

的に状況の把握・評価などが行われており、必要な対応を図っています。毎朝のミーティン

グで日々の利用者の状況を把握し、実践したことが記録されています。 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福

祉サービス提供が行われている。 
○a・b・c 

<コメント> 

利用者保護対策において、プライバシーに関する規定や人権の擁護、虐待の防止のための措

置等について運営方針に明記されています。社会福祉法人一陽会の年間研修計画に「個人情

報保護」「虐待防止」等をテーマにした研修に職員を参加させています。また研修の内容が

記録されています。居室は基本的に個室で、プライバシーが確保されています。契約時に入

居者本人・家族、後見人がいる場合は後見人等にプライバシー保護、権利擁護について文書

を用いて説明しています。「入居者を尊重する」ことで不適切な事案が発生した場合の対応

方法について、掲示板に明示して入居者・家族等に周知されています。 

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を

積極的に提供している。 
a・○b・c 

<コメント> 

福祉サービス提供の概要が明記されたパンフレットがあり、誰でも入手できるようになって

います。当該施設の事務室や入居者の居室以外の共有部分（談話室等）の壁などに理念・基

本方針が掲示されています。見学者がある場合は個別に丁寧に対応されており、入居者のプ

ライバシーにも十分に配慮されています。ただ、その一連のマニュアルは整備されていませ

ん。 

31 Ⅲ-１-(２)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかり

やすく説明している。 
○a・b・c 

<コメント> 
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サービス開始前に、必ず自宅を訪問し施設の写真等を使い説明しています。重要事項説明書 

に基づく説明をサービス開始時に市役所職員の立ち合いのもとに、入居者本人・家族に説明 

がなされ、サービスの内容に同意したことを確認した署名捺印があります。入居された後も 

重要事項説明書を用いて再度説明する機会を設け、一度では理解できなかった場合の対応を 

行っています。 

入居者で要介護の方がいる場合、支援員等からサービスについて説明を受けています。サー

ビスの内容に変更がある場合には入居者・家族に資料を用いて説明しています。 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福

祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 
○a・b・c 

<コメント> 

福祉サービスの開始や変更、他施設への移行についてはケアマネージャーが面談しフォロー 

しています。また医師の「情報提供書」や「退所時総括」を作成し、退所者の情報を提供し 

ています。福祉サービスの内容の変更にあたり、従来の内容から著しい変更や不利益が生じ 

ないよう配慮されています。不利益が生じるおそれがある場合、または不利益にならざるを 

得ない場合は利用者・家族に対する説明を十分に行うようにしています。必要に応じて、市 

役所や関係機関、他の福祉施設や事業所など地域ネットワークを活用して、利用者のニーズ 

に対応しています。 

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組

を行っている。 
○a・b・c 

<コメント> 

年２回の入居者満足度調査、年２回の食事アンケートを実施しています。毎月全体会議を開

催し入居者からの意見を集約し、その結果を入居者に公表しています。調査やアンケートに

基づく改善がなされ、改善された結果をフィードバックしています。それらの一連の流れが

記録されています。また調査やアンケートの結果、改善された内容、全体会議の記録などが

家族に報告されています。 

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい

る。 
○a・b・c 

<コメント> 

苦情解決規定が定められており、その規定は掲示板に掲示されています。体制は整備されて

います。苦情相談窓口を設け、内容によっては第三者委員や理事長経由で早期解決が図られ

ています。当該施設外の法人の管理者がご意見箱の鍵を管理しており週１回ご意見箱を開

き、その内容を施設長、理事長に報告しています。苦情解決の体制について、苦情解決責任

者・苦情受付担当者・第三者委員２名の計４名を置いていることを明示した重要事項説明書

を契約時に渡し説明しています。支援員と施設長が定期的に個人面接を行い、意見・要望を

傾聴し、早期の対応を実施しています。苦情を受け付け、解決を図った経緯と結果について

記録し、第三者委員に報告されています。 

35 Ⅲ-１-(４)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用

者等に周知している。 
○a・b・c 

<コメント> 

職員が利用者との日常会話等から早めの情報収集と対応を図っています。個別的な相談等は

支援員をはじめ職員全員が丁寧に対応しています。利用者の相談を受けることが出来ること

を掲示板に明示しています。個人面談は定期的に施設長や支援員が実施しています。希望が

ある場合は、その都度相談室または居室において実施しています。苦情申し立ての窓口、行

政機関とその他の苦情受付機関名の電話番号と受付時間について重要事項説明書に記載し、

契約時に入居者・家族に説明しています。 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に

対応している。 
○a・b・c 

<コメント> 

毎朝のミーティングに取り上げられ、議論されています。施設長、支援員などの各々の立場
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で迅速に対応しています。相談を受けた際のその手順、対応策の検討などについての規定が

整備されています。入居者からの相談や苦情は、苦情解決の仕組みと一体的に構築、運用さ

れており、その実施の手順、対応がなされており、記録されています。 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク

マネジメント体制が構築されている。 
a・○b・c 

<コメント> 

インシデント・アクシデントレポートや事務関連報告書で、和光園で発生した事故の報告が

あり、職員にも周知されています。改善策や再発防止等も検討されて和光園全体で情報が共

有出来ています。 

今後は、一陽会が運営するようになった過去２年間の和光園のデータを集計し、和光園の

事故の傾向等を探り、改善策や再発防止等に生かされる事が望まれます。 

又、リスクマネージャーを選任し、より一層安心・安全な福祉サービスを提供する体制づく

りが望まれます。 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のた

めの体制を整備し、取組を行っている。 
a・○b・c 

<コメント> 

感染症の予防に関しては、ノロウィルスによる感染症対策・スタンダードプリコーションを

用いて感染症対策に取り込まれています。ノロウィルスキットも常備されています。手洗い

場にもきちんと洗浄液が常備されており、基本的な手洗いも出来ている様子です。 

又、感染症対策全体研修にも看護師・支援員・調理員が参加し積極的に感染症予防に取り組

んでいる姿が伺えます。 

 今後は、和光園独自のマニュアルを作成することや、ノロウィルス発生時を予想した吐物

処理等のデモンストレーションを行う事で、即対応出来る体制が出来るものと考えます。 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織

的に行っている。 
a・○b・c 

<コメント> 

グループで大規模災害対策手引きが策定されており、年２回日中・夜間を想定して消防署立

会のもと、入居者参加の火災避難訓練が実施されています。 

又、飲料水・食料品・衛生材料等の備蓄も充分あり、利用者の安全確保に取り組んでいます。 

 栄養管理部専用の災害対策マニュアルや台風・火災時の対応マニュアルは存在しますが、

和光園としての災害時対応マニュアルはまだ作られていません。今後は、大規模災害発生時

などにおける職場の特殊性を考慮した園独自のマニュアル作成が望まれます。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結

果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が

文書化され福祉サービスが提供されている。 
○a・b・c 

<コメント> 

和光園として提供する福祉サービスの内容に関しては、入所案内に分かりやすく記載されて

います。利用者の担当職員を決めて、担当職員が責任を持ち福祉サービスを提供されている

事がヒアリングで確認出来ました。 

又、担当職員の利用者に対する熱い思いもヒアリングで聴取出来ました。 

利用者の尊重・プライバシー保護・権利擁護に関わる姿勢に関しては、和光園の運営規程に

明記されており、研修にも参加され職員にも周知されています。 

41 Ⅲ-２-(１)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確

立している。 
○a・b・c 

<コメント> 

電子カルテを導入された事により、全職員が記録を確認出来るシステムが構築されていま
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す。その中で、変更の必要性が生じた場合は、職員会議等で検討し、見直しを行っています。 

今後は、標準的なサービス実施方法の見直しに関する時期や方法について明文化する事で、

より充実した福祉サービスの提供が出来るものと考えます。 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施

計画を適切に策定している。 
○a・b・c 

<コメント> 

自立支援計画書作成マニュアルを活用してます。利用者、家族と面接後、統一した様式に沿

い、意向や生活状況・心身の状況・ADL等細かく聞き取り、アセスメントを行い、福祉サー

ビス実施計画が策定されています。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っ

ている。 
○a・b・c 

<コメント> 

定期的な福祉サービス実施計画の評価・見直しは半年毎に行っています。又入院等で状況に

大きな変化があった場合は、その都度計画の見直しと変更を行っています。 

利用者一人一人の状況に応じて、定期に拘らず臨機応変に対応されている様子が伺えます。 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切

に行われ、職員間で共有化さている。 
○a・b・c 

<コメント> 

福祉サービスの実施状況の記録に関しては、担当職員が電子カルテに責任を持って記載し、

職員間で情報の共有が図られています。 

又、電子カルテ導入により、法人内で実施された医療・介護の情報もタイムリーに共有が出

来、サービスの向上を図る事が出来ています。 

45 Ⅲ-２-(３)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ○a・b・c 
<コメント> 

利用者に関する記録の管理体制に関しては、法人の個人情報保護に関する規定により管理さ

れています。 

 入所時に利用者や家族に個人情報の取り扱いの説明もされ、共有スペースに掲示されて周

知が図られています。 

 電子カルテを導入したことにより、パスワード以外ではパソコン内に入れないようになっ

ており、厳重な管理体制が確立されています。 

 

    （参考） 

                  

 

 

 
第三者評価結果 

a b c 

共通評価基準（評価対象Ⅰ～Ⅲ） ３３ １２ ０ 


