
小規模多機能型居宅介護「サービス評価」 総括表 
 

法人名 
 

社会福祉法人松友会 
代表者 

 

上田 慎子 

 

法人・ 

事業所 

の特徴 

・当法人は、入所系サービス（特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム）、

居宅系サービス（居宅介護支援、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護）を展開しており、市内東部エリアを担当する地域包括支援セ

ンターを構えている。また、移送サービスや地域のコミュニティスペースを実施し、地

域の高齢者を包括的に支援できるよう体制を整えている。 

・さくら草小規模多機能型居宅介護はグループホームを併設し、環境の変化による混乱

を予防できる入所の運びを備えており、認知症高齢者が安心して利用できる体制。 

事業所名 
ピースフルライフ 

  さくら草 
管理者 

  

 塩澤 修 

 

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 4 人 人 1 人 1 人 人 2 人 2 人 12 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 

・新型コロナウィルスの感染予防

や対策を日常的に取り入れた考

え方とした改善計画を作成する。 

 

・コロナ禍でも事業所を継続でき

る対策、質の向上のための勉強会

を実施する。 

・新型コロナウィルスの感染対策

を含めた研修・感染発生時のシミ

ュレーション訓練を机上で実施

した。主に事業所内での研修会に

留まり、外部研修への参加はほぼ

実施できていない。 

 

・コロナ禍での勉強会において

は、スタッフ同士が密になること

を避けるため、スタッフ会議と併

行し実施した。 

・スタッフ全員が会議に出席すること

で、責任を持った行動ができる。大切

なことですばらしいと思います。 

・評価の分散により、全員で緊張状態

で取り組んだと推測しました。 

・14 名の方が回答され、8 名の方がミ

ーティングを行い検討されていて、取

り組みに対する職員の意識の高さが伺

えます。 

・自己実現の尊重に対する対策は的を

得ていると思う。共有と実現を期待し

ています。 

・地域資源については、もっと項目を

細分化、具体化された目標が必要と思

う。 

・コロナ感染対策などで日々状況や対

応を変えなければならない中、臨機応

変に試行錯誤しながら向上心を持って

取り組まれていると感じます。 

・コロナ禍の中、事業所自己評価にチ

ームワーク良く取り組まれている様子

が見受けられます。 

・９つのテーマでしっかりと網羅され

ていて、計画もとても具体的であると

感じます。 

・今やるべきことをふまえた取り組み

になっていると思います。 

・コロナ禍で大変な時にも頑張ってい

ると思います。 

・コロナの情勢を見ながら研修参

加の機会や頻度を増やし、スタッ

フの質の向上をはかる。 

 

・コロナ禍でもご利用者が「自宅

で暮らし続けられる」ための体

力・筋力作りや生活能力の維持を

目指した事業所つくりとして、歩

行練習や買い物の機会を継続す

る。 



・月に 1 回の会議もですが、申し送り

ノートも大事なことで、良い連携プレ

ーだと思います。 

・正直に回答されているので「できる」

「できない」という点ではなく、今後

に向けての意識付け等に役立っている

と感じます。 

Ｂ．事業所の 

しつらえ・環境 

・新型コロナウィルスの感染対策

を講じた事業所の案内ができる

体制つくり。 

 

・電話による事前のアポイントが

取りやすいよう、パンフレットに

よる案内文の見直しを検討。 

・情勢に合わせて来所や面会制限

を実施し感染予防。 

 

・面会可能な期間はワクチン接種

の有無や来所時の検温、体調確認

をしたうえで短時間(概ね 10分程

度)面会を実施。 

 

・パンフレットの作成継続中で完

成には至らず。写真による館内の

情報が伝えられるように調整中。 

 

・見学時には検温、消毒を求めた

うえで、短時間・少人数のご案内

とした。 

・とても考えていると思います。 

・中も案内していただいた時、心地よ

いと思いました。皆さん活き活きとし

ていました。 

・日常玄関に鍵をかけておくことは、

とても大事なことだと思います。 

・事業所内に入ることができないため

評価できない。 

・今年度 4 月以降、2 回ほどしか訪問

していません、著しい変化はわかりま

せん。 

・コロナ禍、来所を制限されているた

め、鍵の件や、入りやすさという点で

は評価しずらい。 

・外に出なくても、会話ができたり、

楽しく食事をしたり、とても嬉しそう

です。 

・パンフレットによる案内文の見直し

を検討とありますが、作成済みであれ

ば委員へ配布していただきたい。 

・コロナ感染対策として、来所に

よる見学案内でなくとも、情報が

把握しやすいような内容のパン

フレットを作成予定。 

 

・ホームページを活用したコロナ

禍の取り組などを含めた事業所

紹介を検討。 

 

 

Ｃ．事業所と地域の 

かかわり 

・B と同様、事前連絡による時間

や人数の確認をとり、新型コロナ

ウィルスの感染予防をはかりな

がら相談対応ができる体制をつ

くる。 

・電話による応対力を向上し、事

業所のスタッフ全体が丁寧な応

対ができる体制をつくる。 

・来所による相談時の時間帯や人

数を調整し、来所者にも感染予防

の協力を仰いだ。 

 

・電話による事業所の説明や応対

力の向上は一部のスタッフにと

どまった。 

 

・移動スーパーの導入など、徐々

に社会資源の活用を実施してい

る。 

・新型コロナのため「さくら草」が外

部との接触を避けているため、評価は

わかりません。 

・地域のイベントの中止が多く、地域

への関わりは見えない部分はあったの

かと思います。お電話等ではスタッフ

の方が明るく感じ良く対応してくださ

り安心感を感じます。 

・電話対応は事業所名だけでなく、名

前も言ってほしい。 

・感染予防が第一なので地域との関わ

り方は変化がありますが、頼られる存

在でありたいですね。 

・来所者に感染対策の協力をいた

だき、事業所見学や相談可能な態

勢を継続する。感染予防の観点か

ら、感染拡大時に備えておく。 

 

・コロナ禍で活用できる地域資源

の情報を収集し、さくら草で活用

できる資源を広げていく。 

 

 



Ｄ．地域に出向いて 

本人の暮らしを 

支える取組み 

・新型コロナウィルスの影響や動

向を見ながら、少しずつ地域参加

に向けた活動を検討する。 

 

・事業所として地域参加への活動

が可能と判断できたときには、参

加や活動ができるよう準備をし

ておく。 

 

・感染対策を最優先とし、会議や

イベントへの参加は自粛した。 

 

・ご利用者自身が活動意欲を持っ

ているため、感染対策（利用中の

マスク着用、消毒、黙食等）への

意識付けを事業所内で実施した。 

 

・コロナ禍で活用できる社会資源

の情報収集を実施している。 

・コロナ禍なので、事業所に閉じ込め

るのではなく、何をしたら楽しくいら

れることの方が大事かなと思います。 

・初回に相談させていただいた際に迅

速に手厚く対応してくださり、利用者

以外の方にも関わってくださり心強い

です。 

・写真などのご報告を頂き、ドライブ

などを再開されていること等、よく伝

わります。 

・コロナワクチンを 2 回接種しても、

まだまだ油断できない。私たちも外に

出るのがとても億劫です。 

・ご利用者がコロナ禍でも安心し

て自宅で暮らし続けるために、ご

利用者の筋力維持、向上をはか

る。イベントやご利用者が参加し

ているミニサロンの再開等に備

える。 

Ｅ．運営推進会議を 

活かした取組み 

・書面開催が継続している中で

も、円滑な情報共有や意見交換が

でき、有効的な運営推進会議とな

るよう、書面の内容を見直し、再

検討する。 

・適宜、電話等による意見聴取な

どを実施する。 

・令和3年度内は感染状況を鑑み、

書面による運営推進会議を継続。 

 

・適宜、電話による意見聴取を行

い、直接意見を取り交わすことが

できた。 

・書面での会議のため、地域の心配な

方等は個別にご相談させていただきま

した。今後は情報共有等、包括からも

積極的に行わせて頂きたいと思いま

す。 

・書面会議で会議は実行されているの

ですが、顔合わせできない、人と交わ

る機会が減ったのは残念ですが準備は

必要ですね。 

・表現方法はわかりやすい。 

・検討項目が現状報告で、その他の項

目（評価項目に沿う内容）も必要では

ないか？ 

・感染状況にもよるが、令和 4 年

度は会議開催を予定し、直接的な

意見聴取、交換を行う。 

・コロナ禍における地域のニーズ

を把握し、事業所運営に活かして

いく。 

 

Ｆ．事業所の 

防災・災害対策 

・コロナ禍を想定した防災訓練を

計画し、避難時にも新型コロナウ

ィルスの予防をしながら行う介

助方法や避難方法などを検討、実

施する。 

・避難誘導時は、ご利用者にもマ

スク装着をしていただく訓練を

実施した。 

・スタッフを対象とした研修・訓

練は感染予防の観点から机上訓

練とした。 

・市役所（令和 3 年 9 月）にて、

福祉避難所関係者会議が行われ、

コロナ禍における災害時（今回は

主に豪雨時の避難や受け入れの

課題）について意見交換、情報共

有を行った。 

・スタッフの皆さんとても頼りに

なると思います。 

・コロナ禍も災害の一つですが、

複合的な取り組みが必要と思い

ます。 

・福祉避難所として、コロナ禍に

おける災害時の課題を抽出、確認

し、受け入れ時の体制確保に努め

る。 

 

・コロナ禍での避難方法の確保、

地域の方との連携を構築する。 



 


