
小規模多機能型居宅介護「サービス評価」 総括表 
 

 

 

出席者 
市町村職員 知見を有するもの 地域住民・地域団体 利用者 利用者家族 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 近隣事業所 事業所職員 その他 合計 

１人 １人 ２人 人 人 人 人 ２人 人 ６人 

 

項  目 前回の改善計画 前回の改善計画に対する取組み・結果 意見 今回の改善計画 

Ａ．事業所自己評価の 

確認 

事業所自己評価・ミーティング様

式１～９参照 

今年度よりアセスメントシート

の記入を受け持ちが行う事によ

り、その人が安心した暮らしを送

れるよう少しずつだが支援でき

るようになってきた。 

コロナ禍で活動が制限され、取り

組むことのできなかった課題も

あるため、来年度は状況をみなが

ら計画的に取り組み実施してい

く。 

引き続き感染症対策を行いなが 

ら、事業の実施に努めてほしい。 

 

スタッフのモチベーションの高 

さから考えると、評価は十分に 

値すると考えられる。 

「事業所自己評価・ミーティング 

 様式」の改善計画を参照。 

Ｂ．事業所の 

しつらえ・環境 

① 家庭的で自宅にいるような環

境を作る。 

② 事業所の清掃、整理整頓を徹

底し、清潔感と安心感のある

環境を作る。 

③ 行事等を通し、地域の方々に

声をかけ、事業所を訪ねても

らえるようにする。 

① 家事や掃除の手伝いをして、 

自宅で役割を持って過ごして

いるような環境に努めている。

また、本人の意向やペースを大

切にして、入浴の順番を調整し

たり、眠い時は横になれるよう 

配慮している。 

② 感染予防対策も含め、床掃除や

ハイター消毒は毎日行い、清潔

感に努めている。また、動線を

邪魔しないように、整理整頓を

し、危険を回避するよう努めて

る。 

③ コロナウイルス感染予防対策

により、地域の方々に事業所を

訪れて頂くことは出来なかっ

た。 

№2 台所が近い距離にあり、職

員も近い距離に。ともすると

マイナスの環境ととらえや

すいのですが「人の声」「料

理の臭い」は利用者にアット

ホームな、そして安心感を提

供できるという面から一番

大切な要素だと思う。 

№3 大変な仕事でしょうが「ち

ょっとした始末や、拭き掃

除」の積み重ねがよくできて

いると思う。 

№0~4 コロナにより制限される

ところもありますが、状況を

みながら取り組みを進めて

いただきたい。 

① 家庭的で自宅にいるような環

境を作る。 

② 事業所の清掃、整理整頓を徹

底し、清潔感と安心感のある

環境を作る。 

③ 行事等を通し、地域の方々に

声をかけ、事業所を訪ねても

らえるようにする。 

 



Ｃ．事業所と地域の 

かかわり 

① 地域の方々に事業所を知って

頂くため、地域の行事に参加

する。 

② 事業所で作成した広報誌を地

域で回覧してもらう。 

① コロナウイルス感染予防対策

により行事は行われなかっ

た。 

② 広報誌は作成していたが、地

域への回覧はできていないた

め、利用者、家族の同意を得

た上で取り組みたい。 

№1 車ですれ違うとき会釈をした

のだが、気付かなかったのか会

釈をされずに通りすぎ、残念な

気持ちになった。 

№2 地域の方にどの程度知られて

いるか、頂いた資料だけでは判

断できませんが、計画にある広

報誌の回覧など検討を進めて

いただきたい。 

№4 地域行事への参加や運営への

直接的な人的協力に対して、町

内は本当に感心・感謝していま

す。 

№4 町内の総会や会議にも施設長

さんから参加頂くなど、施設の

「地域に根ざした環境作り」に

尽力している姿勢がよく表れ

ています。 

№0~4 コロナにより制限される

ところもありますが、状況をみ

ながら取り組みを進めていた

だきたい。 

① 地域の方々に事業所を知って

頂くため、地域の行事に参加

をする。 

② 事業所で作成した広報誌を地

域で回覧してもらう。 

Ｄ．地域に出向いて 

本人の暮らしを 

支える取組み 

① 各地域の民生委員さんと会話

を持つ機会を作り、協力でき

る関係性を築く。 

② 各利用者の町内行事に可能な

限り参加できるようにする。 

① 民生委員さんの会議に出席し

たり、一人暮らしの利用者が

住む町内の民生委員さんと会

話を持つことができた。 

② コロナウイルス感染予防対策

により、各町内の行事の多く

が中止となった。 

№3 イベントがなかった。 

№0~4 利用者の表情、スタッフ 

   の対応（接遇）から視点は

クリアしている。 

№0~4 コロナにより制限される

ところもありますが、状況

をみながら取り組みを進

めていただきたい。 

 

① 各地域の民生委員さんと会話

を持つ機会を作り、協力でき

る関係性を築く。 

② 利用者が地域の行事に可能な

限り参加できるようにする。 

Ｅ．運営推進会議を 

活かした取組み 

① 地域の心配な方等の事例検討

が必要になった場合は、個人

情報保護のため、運営推進会

議と切り離して行う。 

② 運営推進会議を通して、地域

からのご意見や困りごと等を

確認する。 

 

① 事例検討が必要になった場

合、コロナウイルス感染予防

のため少人数ではあるが、関

係機関で集まり、課題解決に

向けている。 

② コロナウイルス感染予防対策

により、会議が開催されない

ため、地域からの意見や困り

№0 事例がないため、わからな

い。 

№1 分かり易い資料を作成し、

丁寧に説明している。 

№2､3 事例がないため、わから

ない。 

№4 今後の運営推進会議で必要

な情報収集をいただきた

① 地域の心配な方等の事例検討

が必要になった場合は、個人

情報保護のため、運営推進会

議と切り離して行う。 

② 運営推進会議を通して、地域

からのご意見や困りごと等を

確認する。 

 



ごと等確認できなかった。 い。 

№0~4 施設長の地域への情報提

供、情報収集、町内役員と

のコミュニケーションな

ど、ポイントを押さえた姿

勢から評価が可能といえ

る。 

Ｆ．事業所の 

防災・災害対策 

① 防災訓練等を通して、近所の

方から事業所の構造などを見

てもらい、同時に事業所の防

災マニュアルを説明して災害

時の動きを伝える。 

② 共生型事業開始に伴い、月に

1 回の避難訓練及び消火訓練

を実施する。 

① 防災・避難訓練を行ったが、

コロナウイルス感染予防対策

により近所の方々には参加し

ていただかなかった。 

② 共生型事業の防災・避難訓練

は、利用者も一緒に月に 1 回

実施した。 

№3 施設内の防災訓練が、毎月

実施されている事に驚いて

いる。 

№4 災害時には自主防災会とし

ても対応します。 

№0~4 コロナにより制限されて

いるところもありますが、

状況をみながら取り組みを

進めていただきたい。 

① 防災訓練等を通して、近所の

方々から事業所の構造などを

見てもらい、同時に事業所の

防災マニュアルを説明して災

害時の動きを伝える。 

② 共生型事業の防災・避難訓練

を月に 1回行い、非常時のス

ムーズな対応ができるように

する。 


