
 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 

雪野会 
代表者 

理事長 

片岡 津留夫 

 

法人・ 

事業所 

の特徴 

地元の高齢者福祉の拠点と期待を寄せられてできた、公設民営の特養の運営を２０年間

行ってきた法人である。地元への貢献を運営理念に掲げており、竜王町にとって初めて

の小規模多機能型居宅介護事業所を設立してもうすぐ 8 年目となる。当地域はこれまで

高齢者福祉サービスが希薄な場所であったこともあり、高齢化が進む地元住民にとって

は安心できる一つの材料となっている。竜王町を代表する鏡山に抱かれた広々とした場

所に位置し、利用者からは景色の良さに満足の声が上がっている。 

 

事業所名 
小規模多機能 

山かがみ 
管理者 

 

 山下 京子 

 

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 2 人 4 人 人 1 人 （1）人 0 人 4 人 0 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 

・年２回（６月・１１月）には全

スタッフでの自己評価の会議を

継続して行い、問題を抽出し解決

に向けて取り組みを行う。 

・評価の内容に関して、わかりや

すく具体的なものにしていく。 

 

・年 2 回の事業所評価には、ほぼ

全員の職員が参加し意見を出し

ている。 

・事業所自己評価（ミーティング

様式）の内容では 9 項目にわたり

評価を行っているが、それぞれの

職員がしっかりと向き合い業務

を行っていると思う。 

・とても忙しい中、このようにき

ちんと取り組まれていることは

素晴らしいと思います。また、職

員全員がこのことに参加できて

いることも評価できると思いま

す。 

・項目ごとに真摯に評価されてお

り、業務の多様性に、しっかりと

一つ一つの課題に向き合われて

いると感じます。 

・問題点の共有をしている。 

・改善計画に取り組んでいる姿勢

は見られます。 

・コロナ禍において、なかなか取

り組みが困難な部分が多かった

ですが、出来る部分からしっかり

と取り組まれていると思います。 

・担当者会議に延べ 9 名が出席さ

れ真剣さは見られた。 

・あらゆるテーマで感じるのは、

「～する時間を見つけて・・」と

いうのが多いですが、多忙な業務

の中、時間はなかなか見つからな

いと思います。時間を作る取り組

みが必要では？逆も言えること

・事業所評価について、項目が難

しく感じるところも多くあるが、

一つ一つの項目に対して職員全

員で一緒に考える・一緒に振り返

る事が大事であり、職員全員での

取り組みを元に、事業所のあり方

を見つめていきたい。 

・項目に関しては職員全員が関わ

ること、管理者・ケアマネジャー

が関わるところが有り、その点に

関しては評価が難しい部分もあ

るが、山かがみでは担当職員が参

加することでご家族や行政職

員・他職種の方と出会う機会を持

ち、担当の方の支援のあり方を主

になって考えることができるよ

う工夫をしている。 

・このように小さな取り組みを積

み重ねて事業を行い、今後も職員

一人一人が主となって責任を持

って事業に取り組みたい。 

 



ですが・・。 

・各改善計画が現実に実施できる

かが大切である。各項目に対して

チェックが必要。 

・利用者の方を支援するためのき

め細やかな計画となっている一

方で、職員の方のスキルアップも

図られている計画となっている

と感じます。コロナ禍等で不安定

な社会情勢ですが、出来る範囲で

取り組んでいただきたいです。 

・自己評価はテーマにより評価は

異なるようであるが、特に対人間

によることは評価が難しい。自分

では出来ていると思えても、人に

よっては出来ていない場合もあ

る。 

・計画に基づき取り組まれている

事がわかったが、評価の低い項目

についての見直しが必要と考え

られる。 

・一つ一つの課題と向き合い改善

していただいていることで、年々

より素晴らしい事業所になって

いると思います。今後も維持され

て、より地域になじみ愛される事

業所になっていただけたらと感

じております。職員の皆様には本

当に感謝です 

Ｂ．事業所の 

しつらえ・環境 

・日赤奉仕団の方にも毎年ご協力

を頂き環境整備を行っています

が、継続してお願いをしていきた

い。 

・施設内に関しては、整理整頓に

始まり、コロナが収束しても消毒

等清潔な環境づくりを継続し、ど

なたが来られても良い印象を持

たれる様整えていきたい。 

・日赤奉仕団（3 地区）にお世話

になり、掃除や草引きの環境整備

を行っていただいた。特に地元鏡

の日赤奉仕団には、追加での草引

きもして頂き、利用者が畑を見に

行く際に、草が邪魔をしない環境

を作って下さった。 

・また委員より指摘のあったテラ

スのイスなどは、経年劣化による

・運営については良好と思いま

す。 

・いつも整理整頓をされていて清

潔である。事業所内外に不快な音

や臭い等はなく、居心地がいい空

間が保たれている。 

・今年度は前年度に引き続きコロ

ナの感染拡大防止の観点から、ボ

ランティアなどの交流が難しい

・施設内の備品等及び送迎車内に

至るまで、現在行っている清潔な

環境作りの継続をしていく。 

・屋外の環境整備には日赤奉仕団

の方に毎年お世話になっている。

特に鏡の日赤奉仕団の方には無

理をお願いして、施設内敷地の草

引き等して頂いた。職員の手の届

かない部分の協力を今後もお願



・地域の方やレクボランティアの

方、プチどらの子ども達とも積極

的に交流を持つ工夫をして、気軽

に来て頂ける関係づくりを進め

て行く。 

 

ビニール部分の破損があった。幾

度となく整備は行ったが、廃棄し

なかったことで、怪我につながっ

てしまったので、すぐに廃棄を行

った。 

・施設内においてはコロナ禍とい

うことで今まで以上に消毒や掃

除を多く取り入れ対応を行った。 

・地域の方や他の方との交流につ

いては、コロナ禍であり全く出来

なかった。 

と思う。 

・前回の改善計画については事情

を知っているため評価が出来る

が、事業所内部の事は評価が不

可。 

・タイトルとの整合性がよくわか

らない項目がある。 

・いつも整理整頓されていて、清

潔が保たれているので、今後もこ

の事業所環境で維持していって

もらいたいです。 

・備品の破損により内出血が起き

た事例等を聞いたことがあるた

め、点検できていなかった事が残

念である。環境整備をいつ行って

いるのかわからない。 

・確認が出来ていないため評価が

困難。 

 

いしていきたい。 

・施設備品等の点検時期が明確で

はなかったので、4 月・10 月と決

め対応していく。 

Ｃ．事業所と地域の 

かかわり 

・町内に一つしかない小規模多機

能居宅として、町民の皆様に知っ

て頂くために、地域のおたっしゃ

教室での認知症啓発への参加や、

地域の行事に可能な範囲で参加

をしていく。 

・広報「みゆきやま」の年２回の

発行を継続する。 

・運営推進会議の様子も「みゆき

やま」に掲載をし、活動に理解を

していただく。 

・まずは利用者家族に事業所や

「みゆきやま」に関して、今年は

出来なかったアンケートをして

いく。 

 

・コロナ禍であり、おたっしゃ教

室などの開催がなく、啓発に繋げ

ることが出来なかった。 

・広報「みゆきやま」の年 2 回の

発行は継続できた。内容は利用者

の様子が多いが、関わって下さっ

た方の情報も載せている。 

・家族に対して、アンケートはま

だ行うことは出来ていない。3 月

末に発行する際に、アンケートを

入れていきたいと思う。 

・最近地域での行事やイベントが

なく評価しにくい。 

・事業所に関係が有った方は、挨

拶等関心があるかもしれないが、

無い者については薄いと感じる。 

・広報「みゆきやま」の発行を継

続されており、地域との関わりを

深めていっていただいている。 

・利用者の地域の方とも一部顔な

じみになられており、より地域に

馴染んだ施設になってきている。 

・改善については取り組んでいま

す。 

・鏡地区の方は数名の方が入所さ

れており関わりが有り、今後も関

係が深くなると考える。 

・広報誌を住民の方が読まれてい

るのか疑問である。これからの時

代に必要な事業所になる為には、

・町内に一つしかない小規模多機

能居宅介護事業所として、町内の

おたっしゃ教室での啓発や地域

の行事に可能な範囲で参加をし

ていく。 

・広報「みゆきやま」の発行は内

容も検討して、年 2 回の発行を継

続する。 

 



わかりやすい言葉での啓発を考

えていくのはどうかと思う。 

・広報「みゆきやま」での周知や

運営推進会議での地域の方との

意見交換を通じて、今まで以上に

地域に馴染んだ施設になってい

ってほしいと思います。 

・コロナ禍なので、なかなか地域

と関わりが持てないので、活動内

容については仕方ないですね。 

 

Ｄ．地域に出向いて 

  本人の暮らしを 

  支える取り組み 

・利用者本人の地域との現在の関

わりや今までの関わりについて、

民生委員と顔の見える関係づく

りを行い、情報や協力体制の構築

ができるよう努める。 

・利用者が地域の会やサロンなど

に参加したいとの意向があった

時には、職員も一緒に参加できる

機会を作っていきたい。 

・地元鏡のおたっしゃ教室やサロ

ンにも可能な範囲で参加をして

いく。 

 

・利用者の居住する地域の民生委

員とは、必要な場合には連絡を取

り連携を行っている。会議に参加

していただいたケースもある。た

だ、利用者や家族が民生委員の介

入を望まないことも有るので、一

人一人に応じて対応は行ってい

る。 

・今年度、町内のケアマネジャー

と民生委員との交流研修が中止

になった。 

・地域の会やサロン開催もほぼな

かったと聞く。また地域への参加

も難しくなっている利用者も多

く居る為、実現は難しい。 

・鏡のおたっしゃ教室への参加も

出来なかった。 

・コロナ禍での活動は制限されて

います。 

・地域行事について、参加できる

方にはしていただくようにされ

ており、積極的に地域との関わり

を繋げられている。 

・コロナ禍において、地域のおた

っしゃ教室やカフェの開催自体

が中止となることもあり、取り組

みが難しいところがある。 

・地域と事業所との関わりは、そ

れぞれの計画と時間の連絡が取

れていない。 

・個別については取り組みは出来

ていると思う。 

・必要時には民生委員の方との連

携を行っていただくなど、協力関

係を整えていただいています。 

・コロナ禍において、行事の参加

等からの関わりは難しいですが、

引き続き地域との関わりを深め、

利用者本人の暮らしを支えてい

ただきたいです。 

・個人情報等などで地域で会議を

持つというのは難しいと考える。

民生委員さんに頼るしかないよ

うに思う。 

・各地域の民生委員さんとの顔の

見える関係作りの構築の継続。 

・利用者が参加する地域の活動が

あれば、担当職員が参加できる機

会を可能な限り作っていく。 

 



・民生委員との関わりは、一度年

間計画を立てるのもいいと思う。

その他、地域との関わりは無理の

ない計画で相談が必要。 

・現在、地域がやや閉鎖的になっ

ているので評価しにくい部分が

あります。 

・ケアマネジャーは地域権利擁護

の関係も有りよくお出会いしま

すが、他の職員の活動があまりよ

くわかりません。 

 

Ｅ．運営推進会議を 

活かした取組み 

・運営推進会議では、地元の各会

長が参加されており、事業所の様

子や取り組み等を見て理解して

頂けている。継続して新しい委員

にも事業所を分かって頂けるよ

う、馴染みやすい場の提供を行

い、また活発な意見交換ができる

ように務める。 

・職員も運営推進会議に参加し、

地域の方との関係が構築できる

ようにする。 

・運営推進会議についての理解が

難しいと感じる為、もう少し議題

を簡略化し意見交換が活発にで

きるよう工夫を行う。 

・毎年委員が変わることに対して

意見が出たので、委員の選出方法

に工夫を行うことも検討したい。 

・昨年までの委員数は 16 名と多

く、意見を頂く時間が少なかった

こともあり、今年度は 12 名にし

て行った事で、意見を頂く時間は

増えたと思う。ただ、事業の運営

説明に費やす時間が多くなって

いることもあり、内容の整理も必

要かと思われる。 

・職員の意見を聞きたいとの意見

が出たことで職員も参加してい

るが、発言機会が少ないのが現

状。ただ、運営推進会議を知ると

言うことでは、参加は必要と思わ

れる。 

・事業所内の様子は充分理解でき

るが、職員の不足による改善が毎

回繰り返し出ている様である。 

・運営推進会議では、日頃の事業

所の取り組みをわかりやすく説

明いただき、委員として情報を共

有することが出来た。 

・事業所の運営状況についての情

報共有がメインであり、当該内容

でかなりのボリュームがありま

した。利用者の方が当該地域に限

られないこともあって、地域の事

例検討等に時間を当てるのがな

かなか難しいと思う。 

・事業所内のことは「運営推進会

議」のお話の中で職員さんの大変

さがわかりました。私は親の介護

をしていないので、大変なお仕事

をされているんだと尊敬してい

ます。 

・地域の代表としての参加をして

いるだけに思われる。事業所の運

営について討論されても理解で

きない。利用者や家族の意見を聞

かれる方が、よりよい運営につな

がるのではと思う。 

・委員の選出については昨年と同

様にし、新しい委員には事業所を

理解していただけるよう様、会議

の内容をわかりやすく説明を行

い、活発な意見交換が出来るよう

に配慮する。 

・管理者・介護主任だけの参加で

はなく、職員の参加も継続して行

っていく。 

 



・本年度から委員の選出等を工夫

していただくなどしたことから、

より活発な意見交換が行われた

ように思います。 

・委員については今年度の様な形

態が好ましいと思える。 

・コロナ禍の為、積極的には取り

組めない。 

 

Ｆ．事業所の 

防災・災害対策 

・地域の防災訓練の日時を教えて

いただき参加をしていく。 

・年に一度、事業所の消防訓練に

地元消防団の方の協力を継続依

頼していく。また自治会長や民生

委員等の推進委員さんにも参加

のご協力をお願いしていく。 

・災害が起こりうる状況が事前に

把握できた場合は、営業を休止す

るなどの対応を早めに行い、利用

者の安全確保に努める。 

・台風時などに営業をしている場

合は、事業所の状況を把握してい

ただけるよう、消防団や自治会長

へ利用者の人数報告を継続して

行う。 
 

・地元鏡の防災訓練もコロナ禍で

行えなかったと聞く。 

・鏡の消防団協力の下、消防訓練

は開催した。自治会長へは届け出

も有りお伝えしたが、参加いただ

けなかった。 

・台風接近などもあり、法人本部

より営業休止の連絡が入り、早め

の対応を行った日があった。泊ま

りの方もおられなかったので、連

絡を入れることはなかった。 

・以前より消防団の方より、「常

に気にかけている」と言って頂い

ており、心強く感じている。 

・鏡消防団との消防訓練を年 1 回

開催されており、災害時の対応に

努めておられる。 

・新型コロナ感染拡大防止対応に

努められている。 

・本年度はコロナ禍により地域の

防災訓練は行われていない。 

・災害時、事業所は頼りになって

ほしい。地域の防災訓練にも是非

参加をしていってほしい。 

・取り組みを継続してください。 

・しっかり対応できると思いま

す。 

・有事の際に備えて、引き続き地

元消防団、自治会、民生委員の方

などと協力を継続し、連携を深め

て行ってほしいと思います。 

・知らないことばかりである。台

風時に営業されている時、利用状

況の報告を自治会長にとあるが、

何をすればいいのか教えてほし

いが、仕事優先になる為、連絡が

あっても対応できない。 

・利用者の命を守る訓練が第一。

火災であっても、水害であって

も、まず利用者が避難できるルー

ト及び場所を確保すること。 

 

 

・地元地域の防災訓練に参加をし

ていく。 

・年に一度、消防訓練には地元鏡

の消防団の協力を継続して依頼

していく。 

・災害が起こりうる状況が事前に

把握でき場合は、営業を中止する

などの対応を早めに行う。 

・台風時などに営業を行っている

場合は、鏡集落センターに設置の

災害対策所におられる、自治会長

や消防団団員に状況の連絡を入

れて見守り等の協力を得る事が

出来るように、協力体制の構築を

行う。 



 


