
・ 初期の情報共有がスムーズに出来るよう、書面、日誌等に漏れなく記載し、初回利用前に、ミーティングを開催できる
ように調整します。
・ ご本人、ご家族の新たな困りごとや不安、意向に迅速に対応するため、新たな情報を確認した場合は、すぐに発信し、
対応について検討、実施していくことで、信頼関係の構築に繋げます。

・ 情報共有の方法として、端末上で情報を共有できる方法（LINEワークス）で取り組んでいます。
・ 初回利用までにミーティングが出来ない事が多々ありましたが、LINEワークスや口頭での確認等で、初回利用時までに
ある程度の情報共有ができています。

・ LINEワークスを活用し、サービス前に情報は把握できています。
・ カンファレンスで疑問や問題点について意見を述べる事が出来ているます。
・ 介護面、医療面から適切な情報収集を行い、サービス利用時には支援方法が決まっているよう対応できました。

・ コロナ禍もあり、関わり始めの前にミーティングをする事が難しい時が多かったです。
・ 足りない情報や伝えきれていない情報がありました。
・ LINEワークスの情報を読んでいるつもりになり、しっかりと理解が出来ていない時がありました。

・ LINEワークスの活用に慣れていきます。
・ 慣れていないスタッフには声をかけるよう配慮します。

12人

できている点 200字程度で

できていない点 200字程度で

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

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？ 2人 9人 人 1人

12人

③ 本人がまだ慣れていない時期に、訪問や通いで声掛
けや気遣いができていますか？ 2人 10人 人 人 12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？ 2人 9人 1人 人

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？ 2人 7人 3人 人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

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 4人 人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

（別紙２－２）

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

１. 初期支援（はじめのかかわり） メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ カンファレンスで、個々の目標についてスタッフ間で定期的にモニタリングを実施し、日々の具体的な活動や行事に
繋げていきます。

・ カンファレンスは定期的に開催されましたが、一人一人について十分にモニタリングができる時間や回数の
確保が難しかったです。

・ カンファレンスで定期的なモニタリング、また、日常的に様子を共有しています。
・ LINEワークスで情報共有できるように確認するようにしています。
・ 連泊していた方と自宅での生活を想定した関わり（通い利用者さんが帰宅後、個別対応でモップがけなど）を
一緒に行う事ができました。

・ 当初は具体的な活動が明確で皆が共有しているが、徐々に方向性のズレが生じていると感じる時があります。
・ 業務上、本人と直接話をする機会が減ってしまっていました。
・ 目標を常に頭に置いて動いて（業務）していない時がありました。

・ 本人との会話から「～したい」という事を意識した会話をし、その内容をLINEワークスにあげ、情報共有する事で、
『～したい』の実現に繋げていきます。

12人

できている点 200字程度で

できていない点 200字程度で

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

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？ 人 4人 6人 2人

12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？ 人 7人 4人 1人 12人

② 本人の当面の目標「～したい」がわかっています
か？ 人 7人 4人 1人

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？ 人 8人 3人 1人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 人 6人 5人 1人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　21　日（13　：45～14：45）

２.　「～したい」の実現
　　（自己実現の尊重）

メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ ご本人の想いや意向をまず受け止め、その背景を考察し、関わり方や介護技術についてスタッフ間で検証し合う機会
を作ります。

・ カンファレンスでご本人の意向の確認や介護環境等の背景などを踏まえ、関わり方や介助について話合う機会をもつ
事ができました。

・ 定期的に通いにみえる方でもその都度変化があり、いち早く対処し、他のスタッフと共有できています。
・ 本人に合わせた基礎的な介護は出来ています。
・ 本人の様子から必要な事を想定、想像し、言葉にする事で全体で声にならない部分に意識が出来ています。
・ LINEワークスで情報が共有できています。
・ 体調により必要な支援を想定できています。

・ 自宅での生活の把握がなかなか出来きていません。
・ 10個以上と考えて理解はできていない
・ 介護技術にバラつきがある場面もあります。
・ 兼務のスタッフは心身状態の変化に気づきにくい傾向にあります。
・ 声にならない声を意識してカンファレンスの議題に挙げられていないため、
チームとして言語化出来ていないと感じます。

・ 今後もLINEワークスを活用して共有に努めていきます。

できている点 200字程度で

できていない点 200字程度で

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

12人

⑤ 共有された本人の気持ちや対象の変化に即時的に支
援できていますか？ 4人 4人 4人 人 12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 4人 4人 人

12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？ 人 8人 3人 1人 12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 人 2人

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？ 人 3人 7人 2人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 人 7人 4人 1人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

３.　日常生活の支援 メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ 昨年と変わらず、個別マップを作り、理解を深めたいですが、カンファレンスで時間を作る事が難しいため、通い
利用時の関わりの中で、ご本人と一緒にマップつくりが出来るようにしていきたいです。

・ 通い利用時に個別に本人と一緒にマップを作る事は難しい時が多く、スタッフが作成しました。
・ 作成したマップをカンファレンスで共有できる機会がなく、個々に書面を確認しました。

・ 地域の災害リスクを把握する事で地域での暮らしの支援が出来ています
・ 大まかな暮らしは把握できています
・ 通いの場で日ごろの生活について本人と直接話すように気を付けています。
・ 必要に応じて、民生委員さんに確認するなどしています。
・ 送迎時に家族が対応してくれるところは関係性を深めようと努力しています。
・ LINEワークスで前情報を理解するように努めています。

・ 一部の地域の民生委員の把握ができていません。
・ 地域との繋がりなどの細かい把握ができていません。
・ 通い以外の利用者さんの実際の生活状態を把握することが難しいです。
・ 町内の行事等の把握、地域との関わりが難しいです。
・ 現状の理解を優先して、以前の生活スタイルや人間関係までは握できていません。
・ 訪問対応がない方は自宅生活の把握が難しいです。

・ 書きやすく、見やすいように個別マップの書式を見直し、地域資源も盛り込んだ個別マップを作り上げたいです。

12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

できていない点 200字程度で、できていないことと、その理由を記入すること

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

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？ 人 1人 8人 3人

12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？ 1人 5人 5人 1人 12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？ 1人 6人 3人 2人

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？ 1人 7人 3人 1人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 人 3人 3人 6人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

４.　地域での暮らしの支援 メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ 昨年と変わらず、個別マップを作り、理解を深めたいですが、カンファレンスで時間を作る事が難しいため、通い
利用時の関わりの中で、ご本人と一緒にマップつくりが出来るようにしていきたいです。

・ 通い利用時に個別に本人と一緒にマップを作る事は難しい時が多く、スタッフが作成しました。
・ 作成したマップをカンファレンスで共有できる機会がなく、個々に書面を確認しました。

・ LINEワークスで利用者さんの変化がリアルタイムで伝えられています。
・ 訪問薬局、訪問歯科、配食ｻｰﾋﾞｽなどは活用出来ています。
・ 計画書を理解し、必要に応じて、ｻｰﾋﾞｽ内容等の変更を提案出来ています。
・ 本人の体調、家族のニーズに合わせたサービス提供が出来ています。

・ 全ての資源を把握しきれていないと感じるので、地域の資源をフル活用できているのか分かりません。
・ コロナ禍のため、地域との関わりが難しいと感じます。

・ 書きやすく、見やすいように個別マップの書式を見直し、作成していきます。
・ マップ作りを通して、アセスメントにも繋がるよう意識していきます。

12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

できていない点 200字程度で、できていないことと、その理由を記入すること

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

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 1人 人

12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？

2人 10人 人 人 12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？ 6人 6人 人 人

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？ 人 4人 6人 2人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 人 4人 4人 4人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

５.　多機能性ある柔軟な支援 メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ 地域の活動にどのような形で事業所として参加できるかを検討します
・ 感染予防を踏まえて、ICTの活用による他事業所との交流を工夫していきたいです。

・ 地域のイベントには参加が出来ませんでした。
・ 他事業所との関わりは、コロナ感染状況により、書面での対応が多くなりました。

・ 必要時には、ｻｰﾋﾞｽ機関との連携が出来ています。

・ コロナ禍により会議への参加が少なく、地域のイベントへの参加はできていません。
・ 業務上、他事業所と直接関わりを持つことが少ないスタッフへの情報共有が出来ていません。
・ ICTの環境が整っている事業所と整っていない事業所があり、また、当事業所が環境が整っている事を周知できていない
場合はICTの活用が出来ない時がありました。

・ ICTの環境が整っていて、対応が可能という事を他事業所へ周知していきます。

12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

できていない点 200字程度で、できていないことと、その理由を記入すること

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

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？ 人 1人 2人 9人

12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？ 人 1人 3人 8人 12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？ 人 1人 2人 9人

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？ 1人 2人 3人 6人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 1人 4人 4人 3人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

６.　連携・協働 メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ 地域との協働、必要とされる拠点であるために、介護事業所として、コロナ禍の中で何が重要かまた、
地域での役割や関わり方を検討していきます。

・ 会社全体として、地域との関わりが検討する機会がありました。
・ 協働や役割に関して、話し合う機会が少なかったです。

・ 訪問時の駐車位置など、近所の方からの苦情を速やかに聞き入れ、スタッフ間で連携をとり、
ご近所の迷惑にならないよう心がけています。

・ 苦情があった場合は、カンファレンスで話し合う事と、記録を残す事で、今後に活かせています。
・ 利用状況に応じ、事業所としての関わりに方について、その都度話し合いが出来ています。

・ 感染対策の視点から、地域との関わりが少なく
・ 地域住民に必要とされる拠点であるための取り組みができていません。
・ コロナ禍により、地域との協働した取り組みのイメージが掴みにくいです。

・ カンファレンス等で、地域密着型小規模多機能居宅介護事業の特性を意識する事で、事業所のあり方の理解を深め
運営や協働のイメージが掴みやすいようにします。

12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

できていない点 200字程度で、できていないことと、その理由を記入すること

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

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？ 人 4人 6人 2人

12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？ 1人 5人 4人 2人 12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？ 1人 6人 3人 2人

あまり
できてい5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？ 1人 5人 5人 1人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 人 3人 8人 1人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

７.　運営 メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ コロナ禍、WITHコロナの中で出来る研修（社内。社外）をICT等を活用しながら創意工夫していきます。

・ 感染対策を行い、定期的に内部研修が開催出来るようになりました。
・ webを活用し、外部研修を受ける事ができました。

・ ZOOMでの研修（内・外）を実施できています。
・ リスクについて話し合い、想定し、共有し、現場に繋げてられました。
・ 主に社内研修になりますが、定期的に開催されているので参加できています。

・ 外部の研修の数が少なくなってきており、参加できるスタッフと出来ないスタッフがありました。
・ 地域連絡会事体の開催が少なく、参加する機会がありませんでした。

・今後もICTを活用しながら、研修等への参加を継続していきます。

12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

できていない点 200字程度で、できていないことと、その理由を記入すること

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

④ リスクマネジメントに取組んでいますか 人 9人 人 3人

12人

③ 地域連絡会に参加していますか 人 3人 1人 8人 12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 1人 6人 3人 2人

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 2人 7人 1人 2人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 1人 8人 2人 1人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

８.　質を向上するための取組み メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



・ 個人情報、プライバシーについて、日々、その都度気づきをスタッフ間で共有できることで、漏洩に対しての意識を
高めます。

・ 身体拘束等が行われないために、定期的に身体拘束について話し合う機会を作ります。

・ 毎月、拘束委員会が開催され、事業所の代表者が参加し、内容はカンファレンスで他スタッフへ周知出来ています。
・ 日常業務の中でプライバシーや個人情報について、スタッフ間で声をかけ合う事が出来ています。

・ 身体拘束委員会が開催され、事業所の代表者が参加し、他スタッフへ周知している事で、身体拘束に当たる行為
や虐待についての知識を得られています。

・ 日常的に身体拘束や虐待はしていません。
・ 1～3は日ごろから意識する事で、日常業務に繋げられています。

・ 他の利用者さんが大勢いる中で利用者さんの個人的な話をしてしまった事がありました。
・ 現在、成年後見人制度を利用している利用者さんがいないので、具体的な対応は実施していません。
・ 安全性を考えた場合（トイレ介助で一人にしてしまうなど）、プライバシーを損害してしまっている時がありました。

・身体拘束、虐待、プライバシーに関しての研修の定期開催を継続し、意識が高められるようにしていきます。

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

できていない点 200字程度で、できていないことと、その理由を記入すること

次回までの具体的な改善計画 （200字以内）

12人

⑤ 適正な個人情報の管理ができている 3人 8人 人 1人 12人

④ 必要な方に成年後見制度を活用している 人 6人 人 6人

12人

③ プライバシーが守られている 3人 9人 人 人 12人

② 虐待は行われていない 5人 7人 人 人

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 7人 5人 人 人 12人

前回の改善計画

前回の改善計画に対する取組み結果

◆今回の自己評価の状況

確認のためのチェック項目
よく

できている
なんとか
できている

合計（総人数）

⓪ 前回の課題について取り組めましたか？ 2人 9人 1人 人 12人

◆前回の改善計画に対する取組み状況

個人チェック項目
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

事業所自己評価・ミーティング様式 実施日 令和　3　年　12　月　29　日（13　：30～14：30）

９.　人権・プライバシー メンバー
ホームページ掲載分への参加者個人名公表

は控えさせていただきます

別紙(2-2)事業所自己評価－①



小規模多機能型居宅介護「サービス評価」　　総括表

法人名
株式会社
ｻﾎﾟｰﾄ・ﾜﾝ・ｻｰﾋﾞｽ

(別紙２－４)

事業所名 ナイス・ホーム

代表者

管理者

飯尾　敦子

飯尾　淑子

法人・
事業所
の特徴

同敷地内で介護事業所（訪問・通所・有料老人ホーム）が併設されているため、職員間の状況
共有、相互協力が可能です。建物は全面床暖房で木の柔らかさが感じられる木造の施設です。
医療面では看護師を中心に提携医と連携し、日々の体調管理から体調変化時の対応に繋げてい
ます。その人らしく、地域での在宅生活を継続するために近所の遠い親戚のような存在になれ
るよう総合的に支援します。

出席者
市町村職員

1人

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

項目 前回の改善計画

近隣事業所 事業所職員 その他 合計

人 人 人 人

・今年度は対面での運営推進会議が1回
開催されました。その内容はカンファレ
ンスで報告。また、書面での開催でも、
書面をファイリングし、いつでも閲覧で
きる状態にする事で職員に周知出来る取
り組みとしました。

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

人 人 2人1人 人

（対面での会議開催が難しい状況の
ため、ご意見は確認できませんでし
た。）

Ｃ. 事業所と地域の
　　かかわり

Ｄ. 地域に出向いて
　　本人の暮らしを
　　支える取組み

Ｅ. 運営推進会議を
　　活かした取組み

Ｆ. 事業所の
　　防災・災害対策

・引き続き、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや毎日の
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを活用し、自己評価の
項目の理解を深めていきます。

・感染対策を行いながら、事業
所として、地域とどのように関
われるかを検討し、実行してい
きます。

・運営推進会議での議題をｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽで報告、議事録の閲覧を継
続していきます。

Ａ. 事業所自己評価の
　　確認

Ｂ. 事業所の
　　しつらえ・環境

・利用者さんの自宅を取り巻く地域
との関わりが継続できるよう、訪問
対応時の近所の方々との関わり方に
留意し、ご家族との連携を図りま
す。

・全体のカンファレンスで、自己評価の
内容について、職員間で理解を深める時
間を作る事ができました。

・業務の効率化やみえる化が具体的
に示されていたのではないかと思い
ます。

・引き続き、カンファレンス等を活
用し、自己評価の項目の理解を深め
ていきます。

・毎月の通信を季節感があり、
事業所の様子が分かりやすい内
容で編集することで、事業所の
周知に繋げます。

・毎月の通信で活動の様子を写真
で伝える、季節感があるイラスト
などで工夫する事ができました。

（対面での会議開催が難しい状況の
ため、ご意見は確認できませんでし
た。）

・写真やイラストでの施設案内を継
続していきます。
・通信を通じて、具体的なサービス
内容を周知していきます。

・コロナ禍でどのように地域との関
わりが出来るのか検討しました、感
染予防のため、関わりが難しい状況
である事から実行できていません。

・対面での開催が難しい状況が続く
と思われます。書面での開催の場合
でも、できる限りご意見が頂けるよ
う、お願いしていきます。

・避難行動支援者登録という制
度を利用者さん、ご家族へ説明
し、必要に応じて登録申請を行
います。

・一人暮らしの方の登録が少な
く、『避難行動支援者登録』の説
明をさせて頂く機会がありません
でした。

・説明の機会がなくても、制度を
知っていて、必要な時に提案、登録
していける体制を大事にしてもらい
たい。

・一人暮らしの方や高齢者世帯など
の対象者には『避難行動支援者登
録』を進めていきます。

（対面での会議開催が難しい状況の
ため、ご意見は確認できませんでし
た。）

・感染状況を把握しながら、状況に
合わせて、地域との関わりを検討し
ていきます。

・感染対策を行いながら、地域
の行事やｲﾍﾞﾝﾄに参加できるよ
うにしていきます。
・自宅を取り巻く地域との関わ
りが継続できるよう、地域、ご
家族と連携をとります。

・地域の行事やイベントへの参加は
できていません。
・利用者さんの自宅訪問時に、ご近
所の方と挨拶をかわす事はありまし
た。

（対面での会議開催が難しい状況の
ため、ご意見は確認できませんでし
た。）


