
２０１６年度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 

向日葵会 
代表者 中澤 博子 

 

法人・ 

事業所 

の特徴 

地域住民が主体となって設立した保育園を母体とする法人です。そして、保育園設

立に奔走した親たちが中心となり、地域住民と協力して「自分たちが入りたい高齢

者施設」を創りました。現在、２つの保育園の他、デイサービス、小規模多機能、

居宅介護支援センター、地域包括支援センター（市の委託）を運営しています。 
事業所名 

小規模多機能 

ひまわり 
管理者 山田 恭史 

 

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 ３人 人 ３人 １人 人 ４人 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 

○ 職員体制や内部運営など「外

部評価」を実施するために必

要な情報提供を行う。 

○ 「運営推進会議」で出された

意見に対する対応の結果や進

捗状況を報告する。 

・ 「初期支援」「自己実現の尊

重」「日常生活の支援」に関

する職員の自己評価が前回

と比べて大幅に高くなった。 

・ 「外部評価」を受けるための

事前の情報提供や当日の運

営推進会議の内容を工夫し

た。 

・ 運営推進会議の議事録（報

告）を配布する際や運営推進

会議において、前回の意見に

対する結果や進捗状況を報

告するようにした。（例えば、

夜間防災避難訓練において

「応援連絡網」に応援してく

ださる近隣のご家族の連絡

先を反映すること等） 

・ 排泄カレンダーや細かな記録

により情報共有でき、大変参

考になっている。この先、も

っと悪くなると思うと投げ出

したくなることもあるが、も

う少し頑張れるかなと励みに

なる。 

・ 活動への参 g 加は、その日の

本人の体調を見ながら対応し

てくれており、心強く安心し

ている。 

・ 本人はアルツハイマー型認知

症で思っていることを言葉で

表現することが出来ないが、

最近笑顔が増えており、あり

がたく思っている。 

○ 私たちのケアの根拠や実践

の意味をチームとして共有

する取り組みを進めるとと

もに、ケアや実践の評価に

おいて数値化できるものは

数値化する。 

Ｂ．事業所の 

しつらえ・環境 

○ 小規模多機能の存在や位置が

わかるような掲示を実施す

る。 

○ １階事務所において常に総合

案内ができるようにする。 

・ 入口に貼られた看板ができ

た時はすぐに気付いた。 

特になし ○ 小規模多機能ひまわりの存

在や具体的な場所・機能が

一目でわかるような掲示を

工夫して増やす。 

 

Ｃ．事業所と地域の 

かかわり 

○ とりわけ、中新井の地域にお

いて、自治会開催の行事や取

り組みに参加させていただく

中で、小規模多機能や第２ひ

まわりの宣伝を行うととも

に、あらためて法人全体の理

念や各事業所のサービス内容

を地域住民に知っていただけ

るように工夫する。 

・ 地域の方との交流や地域行

事への参加が進み、地域との

かかわりについて職員の認

識が深まっている。 

・ 新たな地域住民との繋がり

もできた。 

・ 自治会主催の防災訓練や「三

世代ふれあいまつり」に参加

した。 

・ 同法人の保育園や保育園児

との行事や地元の中学生の

職場体験で交流した。 

・ 並木地域包括支援センター主

催の研修や会議に参加した。 

・ ケアマネモニター会を実施

し、小規模多機能ひまわりの

宣伝に努めた。 

・ 自治会の取組みに参加させて

もらうのはどうか。介護に不

安を感じている方は多いと思

う。 

・ お達者クラブの介護予防教室

も良い機会になるのではない

か。 

・ 地域の行事やイベントに参加

するだけでなく、もう少し外

にアピールできると良い。 

・ 並木地区で長く地域を支える

活動をされてきた方々が、地

域で良い日々を最後まで過ご

せるのも、小規模多機能ひま

わりのような事業所があるか

らだと思う。事業所を通じて、

そう言った方々のお手伝いが

できたらと思っている。 

○ 地域の行事やイベントに利

用者が参加すること自体が

小規模多機能ひまわりの周

知に繋がると捉え、更に積

極的に参加してアピールす

る。 

 

Ｄ．地域に出向いて 

本人の暮らしを 

支える取組み 

○ 運営推進会議において情報を

共有し、地域（中新井自治会）

との連携・協働した取り組み

を進める。 

○ 利用者さんの住む地域の（利

用者さんにかかわっている）

民生委員をはじめとする地域

住民の皆さんとの連携を進め

る。 

・ 新規の利用者さんが増える中

で、必要な時に、必要な事を、

必要な量の支援のあり方を検

討し、事業所の機能と地域に

ある機能を組み合わせて多様

な支援に努力している。 

・ 地域や近隣の催し物（町内会

の夏祭り、平和のための戦争

展、小品盆栽展、キルト展な

ど）に参加した。 

・ 医療機関とのカンファレン

スに積極的に参加した。 

・ サービス担当者会議に出席し

たことがあるが、施設と地域

住民が情報共有できる良い場

だと思っている。特に一人暮

らしの方には地域住民が情報

を共有できると良いと感じて

いる。 

・ 10年前、母は歩けなかったが、

孫に会うために歩けるように

なった。子どもの力はすごい。

保育園との交流は続けてほし

い。 

○ 利用者が地域に貢献してい

る喜びを実感できる機会を

持つ。 

○ 一人暮らしの利用者を中心

に、年１回は近隣の方と公

的機関を含めて情報共有す

る機会を持つ。 

 

Ｅ．運営推進会議を 

活かした取組み 

○ 運営推進会議の年間計画を作

成し、行事見学を含めて年６

回の開催を目指す。 

○ 運営推進会議において情報を

共有し、地域（中新井自治会）

との連携・協働した取り組み

を進める。 

・ 運営推進会議や回覧板を通し

て、地域の活動やイベントの

情報収集を行っている。 

・ 望年会を見学することで、利

用者の方や職員の方の様子を

見ることができ、とても参考

になった。 

・ 運営推進会議は昼間の方が出

席しやすい。（夜は家のことも

あるので、出席しづらい。） 

・ 会議形式だけでなく、いろい

ろなことをやった方が良い。 

・ 座談会形式はどうか。議題を

特に設けず、いろいろな話が

できると良い。 

○ 運営推進会議においていろ

いろな話ができるような座

談会の場を設けるなど、そ

の運営を工夫する。 

 

Ｆ．事業所の 

防災・災害対策 

○ 夜間の防災訓練を実施する。 

○ 自治会主催の防災訓練に参加

する。 

○ １年かけて、（法人・高齢者部

門の）防災計画（「事業継続計

画」）を作成する。 

・ 自治会の防災訓練へ参加し

た。 

・ 夜間防災訓練を実施。運営推

進会議メンバーから提案があ

り、利用者さんのご家族の連

絡先を掲載した応援連絡網を

作成した。 

・ 防災訓練を多くやることに越

したことはない。 

・ 利用者の訓練よりは、職員が

多く訓練した方が良い。 

 

○ 自治会主催の防災訓練に参

加するとともに、職員の夜

間防災避難訓練を実施す

る。 

○ 日中のデイとの合同防災避

難訓練に参加を呼びかけ、

防災計画について説明する

機会を設ける。 

  



 


