
 
 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  １．初期支援（はじめのかかわり） 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

３人 ８人   １１人 

 

前回の改善計画  

・利用者状況の情報を紙面での提供を行うと共に、不安等は朝礼、ケア会議で情報の共有を行う。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・利用者様の情報をフェイスシートや、関係各機関からの情報提供書やそれをまとめた書面で共有し、 

 不明な点については朝礼等で確認し、申し送りノートを活用することで初期支援の充実に繋げている。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
本人の情報やニーズについて、利用開始前

にミーティング等を通じて共有しています

か？ 

３人 ７人 １人  １１人 

② 
サービス利用時に、本人や家族・介護者が、

まず必要としている支援ができています

か？ 

３人 ６人 ２人  １１人 

③ 
本人がまだ慣れていない時期に、訪問や通

いでの声掛けや気遣いができていますか？ 

 

３人 ８人   １１人 

④ 
本人を支えるために、家族・介護者の不安

を受け止め、関係づくりのための配慮をし

ていますか？ 

３人 ８人   １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・利用開始の際には関係機関から得られた情報や事前の面談にて得られた情報をもとに、ケアプランに 

 沿った可能な限りご本人にとって良いサービスが提供できるように職員間で意見交換し、対応できる 

ように努めている。 

・サービス導入における初期支援の重要性（初期に築く信頼関係がご本人の持っている力を引き出し、 

ご本人、職員ともに心地よくホームで過ごす事ができるということ等）を職員一人ひとりが認識できて 

いることが初期支援の充実に繋がっているものと考える。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・書面等の事前情報と、実際のご本人との状態に乖離がある場合があり、戸惑うことがある。 

・緊急的にサービス開始に至る利用者様について、情報の収集や周知が十分でない場合がある。 

・ご本人のＡＤＬや医療支援的な内容について事前の情報との間にずれがあったり、また、確認が 

 十分に行われていなかったりする場面では、ご本人、職員ともに躊躇してしまうことが起こり、 

 事後的にご家族や関係機関に連絡し、確認を取る必要があるからである。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・初期支援の重要性について引き続き認識するとともに、サービス導入前に確認すべき事柄に気付いた 

 場合は早めに確認を行い、ご本人、職員の双方が不安なく関わりを始めることができるように努める。 
 

  

事－① 



 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

２．「～したい」の実現（自己実現の尊重） 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

４人 ４人 ３人  １１人 

 

前回の改善計画  

・ケアプランの確認を継続すると共に、ケア会議等の情報共有の場で全体へ周知を行う。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・ケアプランの確認とそれに基づいた支援を実行し、ケア会議等で「こういう支援がご本人の笑顔に 

 繋がった」「もっとこうすれば、ご本人の生活は充実するのでは…」といった意見を出し合い、 

 「～したい」という思いの実現に繋げている。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
「本人の目標（ゴール）」がわかっています

か？ 

 

３人 ５人 ３人  １１人 

② 
本人の当面の目標「～したい」がわかって

いますか？ 

 

３人 ５人 ３人  １１人 

③ 
本人の当面の目標「～したい」を目指した

日々のかかわりができていますか？ 

 

３人 ３人 ５人  １１人 

④ 
実践した（かかわった）内容をミーティン

グで発言し、振り返り、次の対応に活かせ

ていますか？ 

４人 ３人 ４人  １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・例えばご自宅にて「～が足りないな」との困りごとを話されていた利用者様について、ケアプランに 

 買いもの支援が組まれていることを確認し、実行することでご本人の思いの実現に繋げることが 

 できた。 

・ニーズを把握し、ご本人の思いに沿ったケアプランが作成されている事から実現に至った例であり、 

 「在宅生活を継続したい」「健康でありたい」という目標に沿うものであると考える。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・ご本人とご家族の思いに差異がある場合があり、支援の方向性について難しさを感じる場面がある。 

・職員間での情報共有が不十分なところがあり、対応の内容が統一できない場面がある。 

・変化していくご本人とご家族の思いについて把握が行き届かないことがあり、また、実際の支援に 

 おいては「ご本人＜ご家族」と感じられてしまう場面があるからである。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・ケアプランをさらに充実させていくことを目標として、各職員がケアプランの作成や振り返りに 

 さらに関与することで多角的で、実際の生活の場面における「～したい」というご本人の思いの 

 実現に寄与できるものとしていく。 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

事－② 



 

 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  ３．日常生活の支援 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

４人 ７人   １１人 

 

前回の改善計画  

・朝礼にて連絡ノート記入内容の要点を再度担当者が報告を行い周知に繋げる。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・申し送りノート（連絡ノート）の記入内容について朝礼等で周知し、意見交換をその場で行うことで 

 さらに発展的な援助、対応が行えるように実践している。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
本人の自宅での生活環境を理解するために

「以前の暮らし方」が 10個以上把握できて

いますか？ 

３人 ２人 ５人 １人 １１人 

② 
本人の状況に合わせた食事や入浴、排せつ

等の基礎的な介護ができていますか？ 

 

３人 ７人 １人  １１人 

③ 
ミーティングにおいて、本人の声にならな

い声をチームで言語化できていますか？ 

 

３人 ６人 ２人  １１人 

④ 
本人の気持ちや体調の変化に気づいたと

き、その都度共有していますか？ 

 

４人 ７人   １１人 

⑤ 
共有された本人の気持ちや体調の変化に即

時的に支援できていますか？ 

 

３人 ８人   １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・医療的ニーズに照らすと、普段と異なる表情や顔色に気が付いた時は看護職員による確認を行い、 

 適切な処置、あるいはご家族への連絡や早期受診に繋げている。 

・不安を原因として落ち着かない利用者様がいらっしゃる場面では、まず、安心していただける環境を 

 整え、くつろいで過ごしていただけるように個別対応したり、傾聴に努めたりしている。 

・各職員が利用者様の特徴を捉えていることが的確な対応に繋がっているものと考える。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・認知症の症状による不安や焦燥については、それを取り除く事ができるような対応が実践できている 

 とは言い難く、関わり方の難しさを感じている。 

・職員間の情報共有が不十分な場面があり、対応が後手になってしまうことがある。 

・ご本人の状態や状況について共有する形が、未確立な部分があることが要因の一つと考えられる。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・過去の生活歴について目を向けてその大切さを認識し、ご本人を形作ってきたこれまでの人生を 

理解し、そして現在のご本人の思いをより深く知ることで充実した支援に繋げる。 

・情報を職員間で確実に共有し、的確な支援を実践する。 
 

  

事－③ 



 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  ４．地域での暮らしの支援 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

３人 ４人 ４人  １１人 

 

前回の改善計画  

・利用者の生活スタイル、利用日外の過ごし方、人間関係等の新たな発見をしたら情報共有ノートへ 

記載を行い理解に努める。また、地域との繋がりを保つために、行事への参加を継続していく。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・地域での暮らしの支援について「あまりできていない」と認識する職員が多く、これは地域行事等への 

 参加機会が職員により異なることが要因であると考える。 

・但し、地域における利用者様についての新たな発見、新たな可能性に気付くことができた場合、 

 申し送りノートでの情報共有を実践している。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
本人のこれまでの生活スタイル・人間関係

等を理解していますか？ 

 

３人 ４人 ４人  １１人 

② 
本人と、家族・介護者や地域との関係が切

れないように支援していますか？ 

 

３人 ６人 ２人  １１人 

③ 
事業所が直接接していない時間に、本人が

どのように過ごしているか把握しています

か？ 

３人 ３人 ５人  １１人 

④ 
本人の今の暮らしに必要な民生委員や地域

の資源等を把握していますか？ 

 

３人 １人 ６人 １人 １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・鹿屋市地域包括ケア推進サポートワーカーである職員を中心としてオレンジカフェ（鹿屋市版 

認知症カフェ）を開催し、利用者様と地域の方たちとの交流の場面を創出している。 

・地域のサロンへの参加を支援し、利用者様と顔馴染みの方たちとの交流の機会を見ることができた。 

・事業所が居を構える花岡町鶴羽地区は元来、地域の繋がりが強く、その鶴羽地区において事業所が 

 徐々にではあるが存在を認識されるものになってきていることが上記のような支援の実現に繋がって 

 いると考える。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・地域においては支援や介入の必要性がある方たちが存在していると思われるがその方たちについての 

 把握は不十分であり、一方で、利用者様においてもサービス利用時以外の生活の把握等、十分ではない。 

・上記のような情報に繋がる地域の皆さんとの関わり方（例えば町内会長様や民生委員様）が、画一的 

 なものになってしまっているおそれがあり、それが要因の一つと考えられる。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・オレンジカフェについては継続して開催し、利用者の方たちが地域の中でその存在を尊重されるよう、 

 支援する。 

・地域の皆さんとの意見交換を大切にして、実際の援助や、あるいは新たな支援の方向性や展開に繋げる。 
 
 

 

 

  

事－④ 



 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  ５．多機能性ある柔軟な支援 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

３人 ５人 ３人  １１人 

 

前回の改善計画  

・担当者会議、毎月のモニタリング以外でも良いサービスはすぐに提案を行えるように体制を整えていく。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・気付いた事や新しい発見は職員間で即時的に共有を図り、柔軟な支援が実践できるように努めている。 

 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
自分たち事業所だけで支えようとせず、地

域の資源を使って支援していますか？ 

 

３人 ２人 ６人  １１人 

② 
ニーズに応じて「通い」「訪問」「宿泊」が

妥当適切に提供されていますか？ 

 

４人 ３人 ４人  １１人 

③ 
日々のかかわりや記録から本人の「変化」

に気づき、ミーティング等で共有すること

ができていますか？ 

３人 ８人   １１人 

④ 
その日・その時の本人の状態・ニーズに合

わせて柔軟な支援ができていますか？ 

 

４人 ７人   １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・通いサービスを休まれる利用者様について訪問を提案し、ご自宅での援助によって体調の確認や 

 コミュニケーションを実践することができた。 

・ご家族の慶弔時や体調不良時など、サービスを組み合わせて、可能な限り柔軟なサービスでもって、 

 ご本人やご家族に対する支援を実行した。 

・日々の記録を確実に行い、それをもとに利用者様の状態の把握に努めていることが、柔軟な対応の 

 実現に繋がっていると考える。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・一方で、例えば宿泊サービスの利用についてはご本人とご家族との間で認識に差異がある事がある。 

 地域におけるインフォーマルサポートを発掘してその活用により、ご本人の地域における快適な暮らし 

 が実現できる可能性があるが、それに至っていないことが結果としてご本人とご家族の認識の差異の 

 一因となっているおそれがある。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・認知症の症状がある利用者様においては、ご家族や地域住民への働き掛けによって生活の質を向上 

 させることができると考える。小規模多機能ホームが地域で果たすことができる役割の可能性を 

 検討し、認知症サポーター養成講座の開催等、地域に対する働き掛けを実行する。 
 

 

 
 

  

事－⑤ 



 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  ６．連携・協働 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

３人 ４人 ２人 ２人 １１人 

 

前回の改善計画  

担当者会議の参加が介護職員も行えるように事前に実施の確認が行える場合は職員の人員配置の調整を行

い交代でも参加が行えように努める。また、事前に現場職員より検討や提案を行いたいことを聞き取りし、

参加できなくとも協議に持ちこめる体制を作る。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・サービス担当者会議には、概ね全職員が交互に出席している。そのことにより、各職員は日頃から 

 利用者様の心身の状態に気を配り会議の場面での意見に繋げるように努めており、また、職員からの 

 聞き取りをもとにした検討や提案を行うことで、多角的な支援の実践に繋げている。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
その他のサービス機関（医療機関、訪問看

護、福祉用具等の他事業所）との会議を行

っていますか？ 

３人 ２人 ３人 ３人 １１人 

② 
自治体や地域包括支援センターとの会議に

参加していますか？ 

 

３人 ２人 ２人 ４人 １１人 

③ 
地域の各種機関・団体（自治会、町内会、

婦人会、消防団等）の活動やイベントに参

加していますか？ 

３人 ３人 ２人 ３人 １１人 

④ 
登録者以外の高齢者や子ども等の地域住民

が事業所を訪れますか？ 

 

３人 １人 ２人 ５人 １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・サービス担当者会議に出席した際には介護職の目線で発言、検討し、提案することでより良い暮らしの 

 実現を目指している。 

・地域の協議会には管理者が評議員として参画し、例えば奉仕作業については地域の皆さんと一緒に 

早朝より草払いに汗を流した。また、キャラバンメイトである職員がキャラバンメイト連絡会に 

出席し情報を収集したりして、連携及び協働に努めている。 

・このことは、各種研修等を通して、連携や協働の重要性について各職員が重要性を認識できることが 

 実践に繋がっていると考える。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・連携及び協働について「あまりできていない」「ほとんどできてない」と認識する職員が多く、 

 地域における会議や行事に参加する機会が、職員によって差が生じていることが理由であると考える。 

 このことにおいては、複数の職員が一斉にアウトリーチを実践することができないなど、体制構築の 

 難しさが原因として挙げられる。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・サービス担当者会議への出席は継続して各職員が交互に行う。 

・地域における会議やイベントについては、それに赴くことができる関係性を構築、維持するとともに、 

 各職員にその機会が行き渡るように体制を整える。 
 

 

 
 

  

事－⑥ 



 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  ７．運営 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

３人 ５人 ３人  １１人 

 

前回の改善計画  

・管理者、中堅職員が全体へ目を配り、意見を言いやすい環境を作って、職員全員で利用者支援について 

協議を行えるようにする。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・経験や職責を問わず、意見を出し合い、提案が行い易い環境作りについて配慮している。 

・職員全員で、利用者支援について協議を行う事について実行している。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
事業所のあり方について、職員として意見

を言うことができていますか？ 

 

３人 ７人 １人  １１人 

② 
利用者、家族・介護者からの意見や苦情を

運営に反映していますか？ 

 

３人 ７人 １人  １１人 

③ 
地域の方からの意見や苦情を運営に反映し

ていますか？ 

 

３人 ４人 ４人  １１人 

④ 
地域に必要とされる拠点であるために、積

極的に地域と協働した取組みを行っていま

すか？ 

３人 ３人 ２人 ３人 １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・利用者様やご家族に対するアンケート調査を実施し、運営の改善に繋げている。 

・運営推進会議や、あるいは例えば奉仕作業後の慰労会にて地域の方からいただいた意見を職員間で 

 周知し、運営の改善に繋げている。 

・意見を述べることに躊躇してしまう職員に、事前に聞き取りを行ったうえで会議での意見交換に入る 

 など、考慮している。 

・地域において必要とされる事業所、利用者様やご家族にとって頼りになる事業所となるために、 

 常に運営の改善を心掛けていくことの重要性を認識していることが、上記実践の理由であると考える。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・地域の方たちが事業所に求める役割について、それを聴取するアイデアや工夫を実行していないのでは 

 ないか。ホームに来て下さる方はご家族が主であり、地域の方が訪れて下さることは少ない。 

・職員の発言やアイデアが、即時的に運営に反映される事は多くないと感じる。 

・運営の改善を常に心掛けているが、実際の運営に反映することが難しい事柄など、どのように対応 

 することが最善であるか、事業所の経験則として未だ不足していることがその一因である。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・職員の意見が、より即時的に運営の改善に寄与するものとできるように体制を構築する。 

・地域の方たちとより深く関わり、相互信頼関係にもとづいた意見の言い易い環境作りについて、 

 実行する。 
 

 
 

  

事－⑦ 



 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  ８．質を向上するための取組み 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

３人 １人 ５人 ２人 １１人 

 

前回の改善計画  

・全体的に職員が参加することが出来るように毎月の開催担当者を決め地域の方々と繋がりを持つことが 

出来るようにする。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・取り組みについて「あまりできていない」「ほとんどできていない」と認識する職員が多く、特に 

 地域連絡会への参加等については、その機会がないわけではないが内容の周知が図れていないことが 

 上記職員の認識に繋がっていると考える。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
研修（職場内・職場外）を実施・参加して

いますか 
 

３人 ６人 ２人    １１人 

② 
資格取得やスキルアップのための研修に参

加できていますか 
 

３人 ６人 １人 １人 １１人 

③ 
地域連絡会に参加していますか 
 
 

３人  ２人 ６人 １１人 

④ 
リスクマネジメントに取組んでいますか 
 
 

３人 ３人 ４人 １人 １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・キャリアパスを作成して職員ごとの年間研修計画を作成し、研修に参加している。また、法人内研修 

 については、毎月の在宅事業所勉強会や、事業所が会場となる出前講義などにより多数の職員が参加 

 できている。 

・毎月「職場の安全」をテーマに話し合いの場を設けて、リスクマネジメントに取り組んでいる。 

・研修やスキルアップの仕組みは法人として確立されていて、また、リスクマネジメントについては 

 その枠組みが整備されつつあることが実践に繋がっている。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・スキルアップや研修への参加については、職員によって意欲に差が生じている。 

 研修で得たものを、実際のケアや業務に生かす機会が創出しづらい環境に陥ってしまいがちになって 

いる面があるかもしれない。 

・リスクマネジメントに努めているものの、同様の事案が繰り返されることがあり、その有用性や 

 実効性は十分とは言えない。職員間での情報の共有不足がその一因として挙げられる。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・研修等で得た知見を実際のケアや業務において生かすことができる環境を作り出すことで、その 

 参加意欲を高める。 

・地域連絡会（町内会協議会やキャラバンメイト連絡会など）における情報を職員間で共有できる 

 環境を整える。 

・リスクマネジメントの質を高めて、利用者様の安心と安全に繋げる。 
 

 

 

 
 

  

事－⑧ 



 

 

事業所自己評価・ミーティング様式 
 

 実施日 平成 31 年 2 月 23日（18：00～18：30） 

 

 

  ９．人権・プライバシー 
 

 ﾒﾝﾊﾞｰ 
山下・福元・榎内・濵田・吉村・東別府 

有島・小中原・出水田・坂田・古川 
 

◆前回の改善計画に対する取組み状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

⓪ 
前回の課題について取り組めましたか？ 

 

 

４人 ２人 ４人 １人 １１人 

 

前回の改善計画  

・成年後見制度が必要となった場合、すぐに実行することが出来るように準備態勢を整える。 

前回の改善計画に対する取組み結果  

・今回、成年後見制度の対象となる利用者様がいらっしゃらなかった。 

・但し、福祉サービス利用援助事業についてはその利用が考慮される方がいらっしゃって、インテークの 

 場面において選択肢の中のひとつとして提案させていただく機会があった。 
 

◆今回の自己評価の状況 

個人チェック集計欄 
よく 

できている 

なんとか 

できている 

あまり 

できていない 

ほとんど 

できていない 
合計（総人数） 

① 
身体拘束をしていない 

 

 

８人 ３人   １１人 

② 
虐待は行われていない 

 

 

９人 ２人   １１人 

③ 
プライバシーが守られている 

 

 

６人 ４人 １人  １１人 

④ 
必要な方に成年後見制度を活用している 

 

 

３人 １人 １人 ６人 １１人 

⑤ 
適正な個人情報の管理ができている 

 

 

７人 ４人   １１人 

 

できている点 200 字程度で、できていることと、その理由を記入すること 

・事業所においては身体拘束における身体的弊害、心理的弊害、社会的弊害について常日頃から意識を 

 高くしてケアに当たっており、当然、虐待やプライバシーの侵害に該当する行為は存在しない。 

・個人情報の管理について、契約の際に文書による説明を実施し、その遵守を実行している。 

 また、事例発表にて取り上げさせていただく際などは、あらためてご本人とご家族様にその旨説明し、 

 情報の慎重な取り扱いを実行している。 
 

できていない点 200 字以内で、できていないことと、その理由を記入すること 

・成年後見制度については、その実際の対象の方が存在しないだけでなく、意識として関心が乏しく、 

 研修で学ぶ機会も多くない。 

・プライバシーの保護については、さらに意識を高めてケアに当たる必要性がある。例えば、思わず 

 不必要に大きい声で利用者様に呼びかけてしまうことがあるため、改善の余地がある。 
 

次回までの具体的な改善計画 （200 字以内） 

・研修参加とその内容の周知、あるいはパンフレット等の活用によって、成年後見制度をはじめとする 

 「生活がしづらい方たちに対する各種支援」にはどのようなものがあるか学ぶ機会を設ける。 

 

 

 

 
  

事－⑨ 



外部評価 地域かかわりシート① 
 
〇外部評価（地域かかわりシート①）は、Ａ～Ｆまでの６項目となります 
〇項目Ａについては「事業所自己評価」をお読みいただき、適当と思われる箇所に☑を記入くだ

さい。わかりにくい場合は、運営推進会議当日に事業者から説明がありますので、空欄のまま

持参し、当日記入いただいても結構です。 
〇Ｂ～Ｆの項目については、当日までに下記チェック項目の適当と思われる箇所に☑を記入し、

運営推進会議当日に持参してください。 
〇当日は、運営推進会議メンバーの記入したチェック箇所を集計しながら、ご意見をいただく予

定です。 
〇下記チェックに基づき、当日お聞きしたい内容は、各項目の「できている点」「できていない

点」「次回までの具体的な改善計画」の 3 点です。 
〇地域かかわりシートへの皆様のご意見は、事業所の質の向上につながり、皆様の地域にとって

必要な拠点となるために大変重要です。事業所を育て、認知症になっても、介護が必要となっ

ても、安心して暮らし続けることができる町をともにつくるために、ご理解、ご協力をお願い

します。 
 
Ａ．事業所自己評価の確認（該当部分に✓を入れてください） 

№ 項目 はい いいえ 
わから

ない 

１ 
少なくとも常勤スタッフ全員で事業所自己評価に取り組んでいる

ことが確認できましたか？ 
※常勤とは週 32 時間以上勤務の職員（正規・嘱託・臨時職の別ではない） 

6  2 

２ 
事業所自己評価を作成する際、事業所の常勤スタッフ全員の意見

が反映されて実施していることが確認できましたか？ 
※ただし、ミーティングの場面では常勤職員の 2/3 以上の参加が望ましい 

6  2 

３ 
前回の改善計画に対して、具体的な取組みが行われていました

か？ 5  3 

４ 
今回の改善の必要な点が明らかになり、その改善計画が具体的に

立てられていますか？ 8   

 

Ｂ．事業所のしつらえ・環境（該当部分に✓を入れてください） 
№ 項目 はい いいえ 

わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

4  4 

【前回の改善計画】 
・プール改築を行い、デイルームとする予定である。現在のデイルーム 

で地域との交流スペースとして活用する。 
（サポートワーカーの窓口、活動としても活用する） 
 

１ 
家族や地域の方が、事業所に入りやすい工夫がなされていますか？ 
 5  3 

２ 
事業所は、居心地がいい空間になっていますか？ 
 6  2 

３ 
事業所内・外に、不快な音や臭い等はないですか？ 
 6 1 1 

 
４ 

日中、事業所の門や玄関にカギはかかっていませんか？ 
 4  4 

 地①－１ 



Ｃ．事業所と地域のかかわり（該当部分に✓を入れてください） 
№ 項目 はい いいえ 

わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

1  7 

【前回の改善計画】 
・全職員が地域との関わりを持てるように、企画毎に交代で参加を行う 

ようにする。 
 

１ 
職員はあいさつできていますか？ 
 4  4 

２ 
事業所は、地域の方に知られていますか？ 
 4  4 

３ 
何か困りごとや相談ごとがあった場合に、事業所は相談しやすい場所にな

っていますか？ 2  6 

４ 
事業所のスタッフは、地域の行事やイベントに参加していますか？ 
 1 3 4 

 
Ｄ．地域に出向いて本人の暮らしを支える取組み（該当部分に✓を入れてください） 

№ 項目 はい いいえ 
わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

1 1 6 

【前回の改善計画】 
・オレンジカフェ、ドライブ以外での新たな活動を花岡エリア事業所で 
検討し窓口としての機能を果たせるように努める。また、気軽に訪れること

が出来る場所の確保、地域の集まりに出向いていくこととする。 
 

１ 
利用者を事業所の中だけに閉じ込めていませんか？ 
 1 2 5 

２ 
利用者本人が住んでいる地域の方を交えた会議が行われていますか？ 

4  4 

３ 
事業所の利用者は、地域の行事やイベントに参加していますか？ 
 1 2 5 

４ 
利用者以外のご近所の心配な方に、事業所はかかわっていますか？ 
 4  4 

 
  

地①－２ 



 
Ｅ．運営推進会議を活かした取組み（該当部分に✓を入れてください） 

№ 項目 はい いいえ 
わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

6  2 

【前回の改善計画】 
・今後も情報の共有や議題を上げて検討させて頂く。 
 

１ 
運営推進会議では、事業所の取組みが解かりやすく説明されていますか？ 

8   

２ 
運営推進会議では、地域の心配の方等の事例検討が行われていますか？ 
 5 2 1 

３ 
運営推進会議では、地域での取組みを一緒に取組もうとしていますか？ 

7  1 

４ 
運営推進会議で出た意見を、改善につなげていますか？ 
 6  2 

 
Ｆ．事業所の防災・災害対策（該当部分に✓を入れてください） 

№ 項目 はい いいえ 
わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

4  4 

【前回の改善計画】 
・地域、事業所の災害対策を見直す機会として有効と思う。非常時の 
連携として実施する。 
 

１ 
事業所の防災計画（火災・風水害・地震等）を知っていますか？ 

2 2 4 

２ 
事業所は、地域の防災訓練に参加・参画していますか？ 
 5 2 1 

３ 
事業所の防災訓練に参加したことがありますか？ 

2 6  

４ 
災害時、事業所は頼りになりそうですか？ 
 7  1 

 
以上で終了です。ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 
         

地①－３ 



   
外部評価 地域かかわりシート②（結果まとめ様式） 

Ａ．事業所自己評価の確認 
№ 項目 はい いいえ わから

ない 

１ 少なくとも常勤のスタッフが全員で事業所自己評価に取り組んで

いることが確認できましたか？ 
6  2 

２ 事業所自己評価を作成する際、事業所の常勤スタッフ全員の意見が

反映されていることが確認できましたか？ 
※ただし、ミーティングの場面では常勤職員の 2/3 以上の参加が望ましい 

6  2 

３ 前回の改善計画に対して、スタッフ全員で具体的な取組みが行われ

ていましたか？ 
5  3 

４ 今回の改善の必要な点が明らかになり、その改善計画が具体的に立

てられていますか？ 
8   

 
【上記４つのチェック項目に関する意見】 
※結果ではなく、事業所自己評価に取り組んだ経過（姿勢）に対する意見 
・「（事業所の）みんなで取り組んだことが分かりました。」 
 
 
【前回の改善計画に対して意見】 
※前回の改善計画に対しての取組み結果に対する意見 
・「改善計画についてはよくわからないこともあったけれど、今回このシートを通して 
 花海家さんのことを改めて知る機会になりました。」 
 
【今回の９つのテーマごとに記入された改善計画に対する意見】 
※今回の改善計画が具体的かつ達成可能な計画になっているかについての意見 
・「オレンジカフェについてなんかは、改善計画に基づいてしていらっしゃるんだなと 
 理解ができました。地域の方も参加されてますもんね。」 
 
【「自己評価」をテーマにした自由意見】 
・「自己評価で知る機会になったけれど、もっといつでも来て良いですよ、と言って 
 もらえたら（花海家長寿園に）行きやすいんだけれど…。」 
 

【改善計画】※後日記入 
・花海家長寿園が、地域の皆様にとってもっと身近で、交流が行いやすい事業所と 
 なるために、地域の皆様に対して情報を発信する機会を作り、また、積極的に 
 ホームのご見学を受け入れることとする。 
 

  
地②－１ 



 
Ｂ．事業所のしつらえ・環境 

№ 項目 はい いいえ 
わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

4  4 

１ 家族や地域の方が、事業所に入りやすい工夫がなされていますか？ 
 

5  3 

２ 事業所は、居心地がいい空間になっていますか？ 
 

6  2 

３ 事業所内・外に、不快な音や臭い等はないですか？ 
 

6 1 1 

４ 
日中、事業所の門や玄関にカギはかかっていませんか？ 
 

4  4 

 
【上記５つのチェック項目に関する意見】 
・「眺めがよくって、とっても良いところですね。」 
・「ホールもきれいになって、良かったですね。」 
 
【前回の改善計画】 
・プール改築を行い、デイルームとする予定である。現在のデイルームで地域との 
交流スペースとして活用する。 

（サポートワーカーの窓口、活動としても活用する） 
 
【「事業所のしつらえ・環境」をテーマにした自由意見】 
・「以前のホールも素敵な感じだったけれど、作り直したホールも広くて明るくて、 
 良いですね。人数（登録者数）が増えたから、こちらの方が良いんでしょうね。」 
 
【今回の改善計画】※後日記入 
・花海家長寿園として、オープンで地域の皆様に足を運んでいただきやすい環境を 
 整えて、地域との交流スペース（多目的ホール）を活かした行事を含む、地域の 
 皆様を招き入れる催しを年に 2 回以上開催することとする。 
 

 
  

地②－２ 



 
Ｃ．事業所と地域のかかわり 

№ 項目 はい いいえ わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

1  7 

１ 職員はあいさつできていますか？ 
 

4  4 

２ 事業所は、地域の方に知られていますか？ 
 

4  4 

３ 何か困りごとや相談ごとがあった場合に、事業所は相談しやすい場

所になっていますか？ 
2  6 

４ 事業所のスタッフは、地域の行事やイベントに参加していますか？ 
 

1 3 4 

 
 

【上記５つのチェック項目に関する意見】 
・「正直に言うと、昔から知っている職員さんとの入れ替わりがあったりして、まだ 
 顔を知らない職員さんがいるんだけれど、どんどん地域の行事に来て欲しいなと 
 思いますよ。」 
 
【前回の改善計画】 
・全職員が地域との関わりを持てるように、企画毎に交代で参加を行うようにする。 
 
 
【「事業所と地域のかかわり」をテーマにした自由意見】 
・「知っている人（職員）はね、声を掛けやすいのよ。」 
・「みんなで、交代でも良いから、食事会とかに来てね。花海家さんなら、大歓迎だから。」 
 
【改善計画】※後日記入 
・地域行事の予定については、事業所の月間予定表に記入し、職員皆で把握できるように 
して、地域包括ケア推進サポートワーカー、管理者、ケアマネージャーを中心と 
しながらも職員 1 人 1 人、年間 1 回以上交流の場面に参加できるようにすること。 

 
 
 
  

地②－３ 



 
Ｄ．地域に出向いて本人の暮らしを支える取組み 

№ 項目 はい いいえ わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

1 1 6 

１ 利用者を事業所の中だけに閉じ込めていませんか？ 
 

1 2 5 

２ 利用者本人が住んでいる地域の方を交えた会議が行われています

か？ 
4  4 

３ 事業所の利用者は、地域の行事やイベントに参加していますか？ 
 

1 2 5 

４ 利用者以外のご近所の心配な方に、事業所はかかわっていますか？ 
 

4  4 

 
【上記５つのチェック項目に関する意見】 
・「地域の行事には、“顔見せ”の意味もあるからどんどん来て欲しいな。」 
・「避難訓練や清掃作業には、（職員が）出て来てくれるから、助かってますよ。鶴羽には、 
 若い人がいない（少ない）からなぁ。」 
 
【前回の改善計画】 
・オレンジカフェ、ドライブ以外での新たな活動を花岡エリア事業所で検討し窓口として 
の機能を果たせるように努める。また、気軽に訪れることが出来る場所の確保、地域の 
集まりに出向いていくこととする。 

 
【「地域に出向いて本人の暮らしを支えている」をテーマにした自由意見】 
・「地域の人（利用者様）が、食事会やサロンに来てくれると、（地域の）みんなは 
 やっぱり嬉しいから、遠慮しないで職員さんたちも一緒に来てね。」 
・「やっぱり、人と触れ合うっていうのは、認知症の予防にもなるよね。」 
 
【改善計画】※後日記入 
・地域の皆様に向けた情報発信を行うことで、事業所の利用者様にとって“より良い 
 暮らし“が実現できる地域を目指す。具体的には、地域の皆様を対象とした”認知症 
の方への対応講座“（認知症サポーター養成講座）を、年 1 回以上、事業所主体で 
開催することとする。 

 
 
 
  

地②－４ 



 
Ｅ．運営推進会議を活かした取組み 

№ 項目 はい いいえ 
わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

6  2 

１ 
運営推進会議では、事業所の取組みが解かりやすく説明されていま

すか？ 
8   

２ 
運営推進会議では、地域の心配の方等の事例検討が行われています

か？ 
5 2 1 

３ 
運営推進会議では、地域での取組みを一緒に取組もうとしています

か？ 
7  1 

４ 運営推進会議で出た意見を、改善につなげていますか？ 
 

6  2 

 
【上記５つのチェック項目に関する意見】 
・「ここ（運営推進会議）に来ると、地域の人で花海家を利用している人が、今どんな 
 かなぁ、ていうことがわかるから、良いです。」 
・「私たち自身も、顔を合わせる良い機会だから…。」 
 
【前回の改善計画】 
・今後も情報の共有や議題を上げて検討させて頂く。 
 
【「運営推進会議を活かした取組み」をテーマにした自由意見】 
・「個人情報のことがあるから難しいのかなぁ」と言う前置きをされたうえで、 
 「地域の利用者さんが、何曜日と何曜日に花海家を利用してますということがわかると、 
  会いに来やすいというのはあるけど…。」 
 
【改善計画】※後日記入 
・花海家長寿園における活動の報告として、委員の皆様にとってより分かりやすい資料 
 を準備する。具体的には紙面に写真を挿入するなどして活動内容や事業所の今後の 
 予定等をお知らせし、忌憚のない意見を頂戴して運営の改善に繋げることとする。 
 

 
  

地②－５ 



 
Ｆ．事業所の防災・災害対策 

№ 項目 はい いいえ 
わから

ない 

０ 前回の改善計画について取組んでいましたか？ 
 

4  4 

１ 事業所の防災計画（火災・風水害・地震等）を知っていますか？ 
 

2 2 4 

２ 事業所は、地域の防災訓練に参加・参画していますか？ 
 

5 2 1 

３ 事業所の防災訓練に参加したことがありますか？ 
 

2 6  

４ 
災害時、事業所は頼りになりそうですか？ 
 

7  1 

 
【上記５つのチェック項目に関する意見】 
・「地域には若い人が少ないからね、（事業所で）働いている皆さんのことを頼りに 
 していますからね。何かあった時は、お願いしますね。」 
・「（平成 30 年 5 月の）地域の避難訓練には、参加してくれたものね。」 
 
【前回の改善計画】 
・地域、事業所の災害対策を見直す機会として有効と思う。非常時の連携として実施する。 
 
【「事業所の防災・災害対策」をテーマにした自由意見】 
・「地域の中で、建物火災を想定した訓練を行うのですが、その際に対象建物として、 
  花海家さん、あるいは（隣接するプライエボーリ）優花里さんを使用させて 
  いただけませんか？」 
  →今後、調整させていただくこととする。 
 
【改善計画】※後日記入 
・平成 30 年度に引き続いて地域の防災訓練に参加し、地域の方たちとの連携体制に 
 ついて整えていく。また、事業所の避難訓練の予定について事前にお知らせすると 
ともに、日頃からオープンな事業所として地域の皆様を受け入れることで、非常時に 
対応していただきやすい環境を整えることとする。 

 
 
  

地②－６ 



小規模多機能型居宅介護「サービス評価」 総括表 
 

法人名 
社会福祉法人 

恵仁会 
代表者 池田 志保子 

 
法人・ 
事業所 
の特徴 

小規模多機能ホーム花海家長寿園は、登録者（利用者）の皆様が安心してご自宅での 
暮らしを継続できるように、ご本人、ご家族様、地域の皆様と知恵を出し合いながら、 
事業所としての成長を目指し、運営しています。 
 また、隣接するプライエボーリ優花里をはじめとする社会福祉法人恵仁会の 
各事業所、池田病院グループ各機関との連携により、地域の皆様の“より良い暮らし” 
を、今後も支援して参ります。 

事業所名 
小規模多機能ホーム 

花海家長寿園 
管理者 古川 和憲 

 

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 人 7 人 人 1 人 人 2 人 2 人 人 13 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 

・満足度調査、ケア会議、 
モニタリングにて評価を行う。 

・ケア議題の確認を事前に行い、 
全職員に発言をしてもらう。 

・紙面や会議にて意見聴取、 
 意見交換を行うことで職員 
全体で自己評価に取り組み、 
それを委員の皆様に示すこと 
ができた。 

・「（事業所の）みんなで取り 
組んだことが分かりました。」 

・「花海家さんのことを改めて 
 知る機会になりました。」 
 

・花海家長寿園が、地域の皆様に

とってもっと身近で、交流が 
行いやすい事業所となるため 
に、地域の皆様に対して情報を 
発信する機会を作り、また、 
積極的にホームのご見学を 
受け入れることとする。 
 

Ｂ．事業所の 
しつらえ・環境 

・プール改築を行い、デイルーム

とする予定である。現在の 
デイルームで地域との交流 
スペースとして活用する。 
（サポートワーカーの窓口、 
活動としても活用する。） 

 

・平成 30 年 9 月 1 日より日常の 
 活動スペースであるデイ 
ルームを移設し、旧デイルーム 
については多目的ホールに 
転換し、オレンジカフェの 
開催など地域の方との交流に

利用している。 
 

・「眺めがよくて良いところ。」 
・「ホールがきれいになって、 

良かったですね。」 
・「作り直したホールも広くて 

明るいですね。登録者数が 
増えたから、こちらの方が 
良いでしょうね。」 

 

・花海家長寿園として、オープン

で地域の皆様に足を運んで 
いただきやすい環境を整えて、 
地域との交流スペース（多目的 
ホール）を活かした行事を 
含む、地域の皆様を招き入れる 
催しを年に 2 回以上開催する 
こととする。 

Ｃ．事業所と地域の 
かかわり 

・全職員が地域との関わりを 
持てるように、企画毎に交代で

参加を行うようにする。 
 

・地域行事への参加は主に、 
 地域包括ケア推進サポート 
ワーカーやケアマネジャーが

務めたが、事業所主体で実施し

た地域居酒屋やバーベキュー、 
あるいは地域の奉仕活動に 
おいては、各職員が交代ないし 
複数名で参加し、地域の方との 
交流を図ることができた。 

・「職員の入れ替わりがあったり 
して、顔を知らない職員がいる 
から、地域の行事に来て欲しい 
ですよ。」 

・「みんなが交代で良いから、 
食事会とかに来てね。花海家 
さんなら、大歓迎だから。」 

 

・地域行事の予定については、 
事業所の月間予定表に記入し、

職員皆で把握できるように 
して、地域包括ケア推進 
サポートワーカー、管理者、 
ケアマネジャーを中心と 
しながらも職員 1 人 1 人、 
年間 1 回以上交流の場面に 
参加できるようにすること。 

 



Ｄ．地域に出向いて 
本人の暮らしを 
支える取組み 

・オレンジカフェ、ドライブ以外

での新たな活動を花岡エリア

事業所で検討し窓口としての

機能を果たせるように努める。

また、気軽に訪れることが 
出来る場所の確保、地域の 
集まりに出向いていくことと

する。 
 

・例えば日常の場面においても、 
 自宅の近所を散歩する 
利用者様に声を掛けたり、 
オレンジカフェで顔見知り 
になった地域の方たちに 
「公民館に寄っていかないね」 
と、声を掛けられたりと、 
地域の方たちと事業所の 
距離が縮まってきている 
ことを実感できて、また、 
それが、地域で暮らす利用者様 
本人への支援に繋がっている 
ものと評価できる。 

・「地域の行事には“顔見せ”の 
意味でどんどん来て欲しい 
な。」 

・「避難訓練や清掃作業には、 
職員が出て来てくれるから、 
助かってますよ。」 

・「地域の人（利用者様）が、 
食事会やサロンに来てくれる 
と、（地域の）みんなは 

 嬉しいから、遠慮しないで 
職員も一緒に来てね。」 

・「人と触れ合うっていうのは、 
認知症の予防にもなるよね。」 

 

・地域の皆様に向けた情報発信を 
行うことで、事業所の利用者様 
にとって“より良い暮らし“が 
実現できる地域を目指す。 
具体的には、地域の皆様を対象 
とした”認知症の方への 
対応講座“（認知症サポーター 
養成講座）を、年 1 回以上、 
事業所主体で開催することと 
する。 

Ｅ．運営推進会議を 
活かした取組み 

・今後も情報の共有や議題を 
上げて検討させて頂く。 

 

・運営推進会議には委員の方々 
 が概ね 80％前後出席されて、 
 会議にて共有した情報や 
いただいた意見を可能な限り 
迅速に運営の改善に繋げる 
ことができるように実行した。 

 

・「運営推進会議に来ると、 
地域の人で花海家を利用して

いる人が、今どんなかな、 
ていうことがわかるから、 
良いです。」 

・「私たち自身も、顔を合わせる 
良い機会だから。」 

・「地域の利用者さんが、何曜日 
に花海家を利用してますと 
いうことがわかると、会いに 
来やすいけど。」 

 

・花海家長寿園における活動の 
報告として、委員の皆様に 
とってより分かりやすい資料 

 を準備する。具体的には紙面に 
写真を挿入するなどして活動 
内容や事業所の今後の予定等 
をお知らせし、忌憚のない意見 
を頂戴して運営の改善に 
繋げることとする。 

Ｆ．事業所の 
防災・災害対策 

・地域、事業所の災害対策を 
見直す機会として有効と思う。

非常時の連携として実施する。 
 

・平成 30 年 5 月に実施された 
 地域の避難訓練に職員が 
参加し、地域の方たちともに 
防災意識を高めた。 

・日頃からオープンな事業所と 
 して地域の皆様に見学して 
 いただく機会を設けて、 
 結果として非常時に応援して 
 いただきやすい環境を整えて 
 いる。 

・「地域には若い人が少ないから 
事業所で働いている皆さんの 
ことを頼りにしています。」 

・「地域の避難訓練には、参加 
してくれたものね。」 

・「地域の中で、建物火災を想定 
した訓練を行うのですが、 
その際に対象建物として、 

 花海家さん、あるいは隣接する 
プライエボーリ優花里を使用

させていただけませんか？」 
  

・平成 30 年度に引き続いて地域 
の防災訓練に参加し、地域の方 
たちとの連携体制について 
整えていく。また、事業所の 
避難訓練の予定について事前 
にお知らせするとともに、 
日頃からオープンな事業所と 
して地域の皆様を受け入れる 
ことで、非常時に対応して 
いただきやすい環境を整える 
こととする。 


