
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？ 
３  １ 

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 

２  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？ 
４   

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？ 
３  １ 

 

【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 

・事業所職員全員が評価に取り組んでいることが確認できた。 

 

 

 

 

【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 

前回の改善計画は、ご家族様や地域の方が集まれるような、行事開催し、かりんの花を知

っていただく。 

 ・ご家族様や地域の方が参加できる行事開催が２年程行われていない。 

・以前は地域のお祭りに参加くださり、施設のお祭りにも参加させていただいていた。 

 ・施設イベントでも外出が減っている。 

【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 

 職員は挨拶しっかりされている。 

 職員のスキルアップ向上など計画されているが、イベントの企画など地域との関りが 

減っているので、施設をもっと知っていただくためにも地域との関りを取り組んではどう 

か。 

【「自己評価」をテーマにした自由意見】 

 管理者の変更になるたびに、地域との関りが減っている。地域イベント・外出の企画など

今年は外部への発信をおこなっていきたい。 

 そのためにも地域防災・地区会などに参加させていただけるようにしていきます。 

 また、ボランティアの方々が施設に来ていただけるように。 

 地域の人は顔馴染みで、行事も以前に一緒にやったことがあるので、かりんの花のことは、

地域の人からは、良く知られていると思います。 

 

【改善計画】※後日記入 

・地域と関係をつなぐために、地域活動・イベント・会議等に参加する。 

 

 

 

 

  
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   

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？ 

 
４   

２ 
事業所は、居心地がいい空間になっていますか？ 

 
４  １ 

３ 
事業所内・外に、不快な音や臭い等はないですか？ 

 
４   

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   

 

【上記５つのチェック項目に関する意見】 

 ・施設という場所は、ここだけでなく用がないと入りづらい。 

 ・臭いや不快な音などはしたことはない。 

 ・施錠等されてなく、職員もいつも挨拶して下さっている。 

 

 

 

 

【前回の改善計画】 

・環境整備を計画的に行い、清潔な環境を皆様に提供していく。 

・お客様が職員に声をかけやすい、明るい環境づくりを心掛けていく。 

 ・汚れ等目立った場所はなく、笑顔で声掛けして下さっている。 

 ・職員の態度も悪くなく、立派。 

 

 

【「事業所のしつらえ・環境」をテーマにした自由意見】 

 ・前は敬老会などでよく使わしていただいたが、公民館ができてから地域の方は来ること

が無くなった。 

 ・現状に問題はなく、施設に入りにくいということはない。 

 

 

 

 

 

【今回の改善計画】※後日記入 

・日々の清掃・来客者の対応を評価していただき、居心地の良い環境を維持継続していく。 

  

 

 

 

 

 

 

  

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？ 

 
３   

１ 職員はあいさつできていますか？ 

 
３   

２ 事業所は、地域の方に知られていますか？ 

 
３   

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？ 
３   

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？ 

 
３   

 

 

【上記５つのチェック項目に関する意見】 

 ・来設時、挨拶しっかりされている。 

 ・地域の方はかりんの事を知っています。また災害時など頼りにしています。 

 ・地域の行事・イベントは２年ぐらい参加していない。 

 ・相談事が今はないが、施設にお願いするようなことになれば相談させていただく。 

 

 

 

【前回の改善計画】 

・ご利用者様ご家族様はもちろんではあるが、職員間や地域の方にもしっかりとあいさつを 

していく。松本地区にかりんの花を知っていただけるように、地域の行事に参加していく。 

 

・１０月の北翔祭りへ参加させていただいた。 

・松本地区公会堂で行われている敬老会に参加させていただいた。 

 

【「事業所と地域のかかわり」をテーマにした自由意見】 

 ・地域の行事はいっぱいあるので、声をかけてくだされば施設の方が来れるように配慮 

致します。 

 ・道路沿いから施設が入った場所にある為、地域の方となかなか声をかけることがない。 

 ・時々施設に相談に来られる方がいる。管理・ケアマネなど不在時の対応で、包括の案内 

  もしていただいて下さい。 

 

 

 

【改善計画】※後日記入 

・地域活動が把握できるように、地区会に参加し行事・清掃活動など地域活動を職員・利用

者様が共に参加する。 

  

 

 

 

 

 

 

  

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？ 

 
３   

１ 利用者を事業所の中だけに閉じ込めていませんか？ 

 
２ １  

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？ 
３   

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？ 

 
３   

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？ 

 
１ １ １ 

 

【上記５つのチェック項目に関する意見】 

・外出等の企画は減っているが、天気の良い日は外気浴等行っている。 

 ・誕生日など外食の企画をしている。 

 ・回数は少ないが、地域の方が相談に来られている。 

 

 

 

【前回の改善計画】 

・ご利用者様に楽しんでいただけるような企画や、地域の方との交流がある地域の行事に

も参加していく。 

 

・敬老会、北翔祭り、富士山女子駅伝の応援に参加している。 

 

 

 

【「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】 

 ・会議・行事等での情報共有が必要。 

 ・地域の年間行事の把握をし、事前に企画していく 

  

 

 

 

 

 

 

【改善計画】※後日記入 

・地域で困っている方の相談をかりんのみで解決しないで、包括と情報共有を密にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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？ 

 
３   

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？ 
３   

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？ 
１ １ 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？ 
２ 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？ 

 
３   

 

【上記５つのチェック項目に関する意見】 

 ・事業所の活動報告等、状況を説明されている。 

 ・地域との関りを取り組もうとする姿勢はあるが、なかなか実行まで結びつかない。 

 ・写真があれば、様子がわかりやすい。 

 

 

 

【前回の改善計画】 

・運営推進会議の取り組みの説明や、開催時の参加を皆様に理解をしていただき、 

会議の開催意義を理解していただけるような会議にしていく。 

 

 ・感染症への事業所対策、身体拘束等に関することを会議の中で、説明させていただいた。 

 ・ご家族様の相談を受けたり、意見をお聞きしたことを通常の業務にも活かせるように取

り組んだ。 

 

【「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】 

・運営推進員会の開催・内容等ご家族様に伝えているが、平日の昼間の時間帯に空ける 

  ことが難しいと断られることが多い。 

 ・テーマを参加しやすいもの、家族様が知りたい内容とか工夫が必要。 

 

 

 

 

【改善計画】※後日記入 

・運営推進会議にご家族様が参加できるよう調整を行い、テーマの内容を事前に告知してい

く。 

 

 

 

 

 

  

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？ 

 
２  １ 

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？ 

 
３   

２ 
事業所は、地域の防災訓練に参加・参画していますか？ 

 
 ３  

３ 
事業所の防災訓練に参加したことがありますか？ 

 
 ３  

４ 
災害時、事業所は頼りになりそうですか？ 

 
３   

 

【上記５つのチェック項目に関する意見】 

 ・防災訓練は実地しているが、地域参加はできていない。 

 ・防災計画はマニュアル化されている。 

 ・災害時は頼りにしています。地域の方の一時避難させていただきたい。 

 ・防災計画を誰でも閲覧できるようにしておけば、印象は良いと思う。 

 

 

 

【前回の改善計画】 

活きた防災マニュアルを作成とともに職員への周知の徹底を行っていく。 

 ・避難場所までの送迎までの時間がわかっているようにすると、ある程度よいと思われる。 

 

 

 

【「事業所の防災・災害対策」をテーマにした自由意見】 

 ・６月の防災訓練は地域加できるように調整を行う。 

 ・潤井川の氾濫について会合で話し合ったが、松本地区は氾濫しても被害は大きくならな   

  いと考えている。 

 ・ 

 

 

 

 

【改善計画】※後日記入 

 ・地域の防災訓練に参加し、災害時に地域と協力できるよう訓練行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
医療法人社団 

弘仁会 
代表者 清水千枝 

 

法人・ 

事業所 

の特徴 

介護が必要になっても自宅に住み、家族や親しい人々と不安のない生活を送りたいとい 

う方々の願いを支えていきます。24 時間、365 日の暮らしを切れ目なく支え、日中の 

通い、一時的な宿泊、緊急時や夜間の訪問等のサービスを必要に応じて、同じスタッフ 

が対応させて頂いています。 
事業所名 

小規模多機能ホーム 

かりんの花 
管理者 今村 裕右 

 

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１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 １人 人 人 １人 人 ４人 人 ８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 

ご家族様や地域の方が集まれる

ような行事開催し、かりんの花を

知っていただく。 

・ご家族様や地域の方が参加でき

る行事開催が２年程行われて

いない。 

・以前は地域のお祭りに参加くだ

さり、施設のお祭りにも参加さ

せていただいていた。 

・施設イベントでも外出が減って

いる。 

・職員は挨拶しっかりされてい

る。 

・職員のスキルアップ向上など計

画されているが、イベントの企

画など地域との関りが減って

いるので、施設をもっと知って

いただくためにも地域との関

りを取り組んではどうか。 

・地域と関係をつなぐために、地

域活動・イベント・会議等に参

加する。 

Ｂ．事業所の 

しつらえ・環境 

環境整備を計画的に行い、清潔な

環境を皆様に提供していく。 

お客様が職員に声をかけやすい、

明るい環境づくりを心掛けてい

く。 

・環境整備を計画的に行い、清潔

な環境を皆様に提供していく。 

・お客様が職員に声をかけやす

い、明るい環境づくりを心掛け

ていく。 

・汚れ等目立った場所はなく、笑

顔で声掛けして下さっている。 

・職員の態度も悪くなく、立派。 

・前は敬老会などでよく使わして

いただいたが、公民館ができて

から地域の方は来ることが無

くなった。 

・現状に問題はなく、施設に入り

にくいということはない。 

・日々の清掃・来客者の対応を評

価していただき、居心地の良い

環境を維持継続していく。 

Ｃ．事業所と地域の 

かかわり 

ご利用者様ご家族様はもちろん

であるが、職員間や地域の方にも

しっかりとあいさつをしていく。 

松本地区にかりんの花を知って

いただけるように、地域の行事に

参加していく。 

・１０月の北翔祭りへ参加させて

いただいた。 

・松本地区公会堂で行われている

敬老会に参加させていただい

た。 

・地域の行事はいっぱいあるの

で、声をかけてくだされば施設

の方が来れるように配慮致し

ます。 

・道路沿いから施設が入った場所

にある為、地域の方となかなか

声をかけることがない。 

・時々施設に相談に来られる方が

いる。管理・ケアマネなど不在

時の対応で、包括の案内もして

いただいて下さい。 

・地域活動が把握できるように、

地区会に参加し行事・清掃活動

など地域活動を職員・利用者様

が共に参加する。 



 

Ｄ．地域に出向いて 

本人の暮らしを 

支える取組み 

ご利用者様に楽しんでいただけ

るような企画や、地域の方との交

流がある地域の行事にも参加し

ていく。 

・敬老会、北翔祭り、富士山女子

駅伝の応援に参加している。 

・会議・行事等での情報共有が必

要。 

・地域の年間行事の把握をし、事

前に企画していく 

・地域で困っている方の相談をか

りんのみで解決しないで、包括

と情報共有を密にする。 

Ｅ．運営推進会議を 

活かした取組み 

運営推進会議の取り組みの説明

や、開催時の参加を皆様に理解を

していただき、 

会議の開催意義を理解していた

だけるような会議にしていく。 

・感染症への事業所対策、身体拘

束等に関することを会議の中

で、説明させていただいた。 

・ご家族様の相談を受けたり、意

見をお聞きしたことを通常の

業務にも活かせるように取り

組んだ。 

・運営推進員会の開催・内容等ご

家族様に伝えているが、平日の

昼間の時間帯に空けることが

難しいと断られることが多い。 

・テーマを参加しやすいもの、家

族様が知りたい内容とか工夫

が必要。 

・運営推進会議にご家族様が参加

できるよう調整を行い、テーマ

の内容を事前に告知していく。 

Ｆ．事業所の 

防災・災害対策 

活きた防災マニュアルを作成と

ともに職員への周知の徹底を行

っていく。 

・避難場所までの送迎までの時間

がわかっているようにすると、

ある程度よいと思われる。 

・６月の防災訓練は地域加できる

ように調整を行う。 

・潤井川の氾濫について会合で話

し合ったが、松本地区は氾濫し

ても被害は大きくならないと

考えている。 

・地域の防災訓練に参加し、災害

時に地域と協力できるよう訓

練行う。 



  


