
（様式第２号）

１　評価機関

２　事業者情報 【平成２６年１２月３１日現在】

　職員の配置

職　　種 人　数

介護支援専門員 2

事務員他 5

医師 1（0.1）

施設長 1管理栄養士 2

生活相談員 2

介護職員 70（67.5）

看護職員 8（7.7）

機能訓練指導員 3（1.9）

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例に
基づき１．ユニット型特別養護老人ホームは，入居者一人一人の意思及び人格を尊重
し，入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき，その居宅における生活への復
帰を念頭に置いて，入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなる
よう配慮しながら，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な
日常生活を営むことを支援すること。
２．ユニット型特別養護老人ホームは，地域や家庭との結び付きを重視した運営を行
い，市町村，老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療
サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めることを遵守する。
３．上記の２点を原則とし、「その人のその人らしい生活の継続」を施設理念とし入
居者及び家族の安心と絆を職員一丸となり追及している。

居室の概要 居室以外の施設設備の概要

個室（トイレ、洗面設備）１２０室（内１０室ショート
スティ）

静養室、食堂（リビング）、浴室、　洗面設
備、トイレ、医務室、調理室、介護職員室、
看護職員室、機能訓練室、地域交流ス
ペース、洗濯室、汚物処理室、介護材料
室、パブリックスペース、散髪室、喫茶室、
ボランティアルーム及び前各号に掲げるも
ののほか，事務室その他の運営上必要な
設備

職　　種 人　数

所在地：〒７１１－０９２７　岡山県倉敷市下津井１４８２－１８

連絡先電話番号：（０８６）４７０－４８４８ FAX番号：（０８６）４７９－７６７５

ホームページアドレス：http://www.shiokaze-group.jp/ E-mail：info@shiokaze.or.jp

サービス内容（事業内容）

設置主体：社会福祉法人しおかぜ 代表者 職・氏名：理事長　合田　正

経営主体：社会福祉法人　しおかぜ 代表者 職・氏名：理事長　合田　正

定員：１２０名（内ショートステイ１０名） 利用人数：１１０名（ショート９名）

事業所名称： サービス種別：介護老人福祉施設

 （施設名）特別養護老人ホーム　しおかぜ

管理者氏名：矢野旬一 開設年月日：昭和５１年７月８日

福祉サービス第三者評価結果報告書

名　　　称 株式会社東京リーガルマインド

所　在　地 岡山県岡山市北区本町10-22　本町ビル3階

評価実施期間 　　　２６年１１月１９日　～　　　２７年　３月２４日
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３　評価結果総評
◇特に評価の高い点

◇改善を求められる点

４　第三者評価結果に対する事業者のコメント
この度、福祉第三者評価を受審するにあたり常に入居者、ご家族の目線に冷静な立場で立ち
アンケート、ヒヤリングを実施していただけたこと、管理者、各役職者、各職種に対しても深い
ところまでヒヤリングしていただき私たちが行っている生活支援（サービス）を本来の視点で確
認することができました。改善、指摘部分においても的確に明示いただき、また職員側とも納
得できるまでディスカッションしていただけたため真摯に受け止めることができ第三者評価を
受ける私どもにとっては、大変ありがたく感じております。

法人は昭和５０年に地元のニーズに応えて発足して以来、地域と共に歩んでいる。現在は各
種の施設を持った総合的な福祉拠点となり、総合ケアセンターとして地元からの信頼も厚い。
中心的事業である「特別養護老人ホームしおかぜ」は、入居者や家族のニーズに応え、笑顔
とふれあいを大切にした、その人らしい暮らしの実現に努めている。
「しおかぜ」に入居出来て良かったと思ってもらえる対応を常に心がけている。例えば変化に
富んだ行事や季節を感じる楽しい食事、心身状況に合わせた機能訓練、健康・衛生管理など
に心を配り、入居者が第二の我が家として、心豊かに安心して過ごせる場所作りを実践して
いる。
個々の職員のスキルアップについては、施設長が各職種リーダーと常に話し合い、質の向上
に努めている。

・「理念と基本方針」については
　　職員全員で毎日唱和し、周知を心掛けている点は評価に値する。ただ複雑である為、理解
　　と共感に個人差が生じる可能性がある。職員だけでなく、訪問者にも思いが伝わるように
　　して欲しい。
・「人材の確保と養成」について
　　事業計画に基づき、定期的な研修などを実施している。処遇改善によるサポート等で、
　　向学意欲を持続させ、資質の向上を図ってほしい。働きやすい環境を提供することで、
　　離職を防ぎさらに優秀な人材の確保にも努力して欲しい。
・「地域との交流について」
　　地元での知名度は非常に高い。施設長が主となり活動をしているが、今後は事業所全体
　　で取組んで欲しい。活動の幅を広げることにより、知名度をより高め、交流の機会が増える
　　事を期待する。
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５　評価分類別評価内容

評価対象Ⅰ

１　理念・基本方針

２　計画の策定

評価対象Ⅱ

１　経営状況の把握

２　人材の確保・養成

３　安全管理

緊急時・災害時のマニュアルを整備し、スムーズな避難が出来るよう
に工夫している。感染症・防災・事故対策などの委員会を設置し、各
職種が参加して定期的に検討している。感染症対策委員会が中心と
なり感染症警報発令時には、マスク着用を必須とし、各ユニットに出入
りする際は必ず手と足底の消毒を徹底したり、なま物の持ち込みの注
意事項を家族にお知らせしたり等、感染防止対策が行われている。ま
た、職員が出勤した際に必ず体温を測り、インフルエンザ等の予防に
努めている。火災をはじめとする災害避難訓練は年に３回実施し、１
回は、大規模地震を想定した訓練を実施している。事故予防について
は具体的な事例等を議題に話し合い、日頃から職員の意識と実践の
統一を図っている。

朝礼で毎朝唱和して再確認し、各職員の名札に理念を携帯している。
事業計画に沿い、各ユニットで具体的な目標を決めて出入口等に掲
示し、共有している。会議や日々の実践の中で、機会あるごとに「その
人がその人らしい」生活が送れるよう、職員一人ひとりに支援の大切
さを伝えている。ホームページを開設し外部に事業所の理念を知らせ
たり、入居時にはパンフレットを渡して家族へ説明をしたりしている
が、今後さらに職員や家族への理解と周知徹底に期待を寄せる。

毎年事業計画書を策定し、基本方針は総括・処遇・顧客満足向上・地
域貢献・職員教育（満足）向上と細分化され、具体的な方針を立て、計
画通りに実行されたかどうかの話し合いを年度末に実施している。事
業計画書と実践報告書はホームページにも公開している。中期ビジョ
ンを３年計画とし、目標の裏づけとして収支計画の基本的考え方が明
示されている。各職種の意見を取り入れ、その課題や問題点を次年
度の目標とし、組織全体での取り組みが行われている。次年度から、
各職種毎の縦割りの仕事ではなく、お互いに協力する横割りのシステ
ムに変更する予定。事業所全体が一致団結し、入居者の更なる安心・
安全に繋がることが期待される。

施設長は自らの職責を十分理解し、入居者や家族に安心と豊かな生
活を提供するために、理念に基づいた介護サービスの提供とその定
着に日々努めている。リーダーとして常に入居者や職員との対話を心
がけ、各ユニットへの訪問を日課としている。機会を捉えては遵守す
べき法令等の発信と、その理解の浸透を図っている。リーダーシップ
が十分発揮されており、職員からの信頼も厚い。

毎月法人全体での営業会議が実施され、定期的に利用状況や職員
の適正配置、経費の見直しなどについて検討している。高齢化が進
み、医療・介護制度改革が必須となる社会現象や地域の状況などを
鑑みながらの対応は大変だが、法人全体での取り組みは適正に行わ
れている。スタッフルームに出入りする扉に、その日の利用状況を大
きく掲示し、職員一人ひとりへの意識づけを図っている。税理士による
外部監査や役員による内部監査も実施されている。

職員体制の強化や質の高い人材の確保については、事業計画に明
示された具体的な方針に沿って取り組んでいる。人事考課を取り入れ
た評価や資格取得ヘのバックアップ等、近年さらに力を入れており、
職員全体の意欲喚起に努めている。職員一人ひとりに目を向け、思い
を受け止めて　「しおかぜ」で働いてよかったと思う職場を目指して頂
きたい。平成２5年度から「介護職員初任者研修講座」を実施し、外部
からの生徒に受講してもらうことで、「しおかぜ」の良さを伝えている。

３　管理者の責任と
　　リーダーシップ
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評価対象Ⅲ

１　利用者本位の

　　福祉サービス

サービス種別ごとの基準

　評価細目の第三者評価結果（別紙）

４　地域との交流と
　　連携

２　サービスの質の
　　確保

食事は外部委託業者が提供しているが、事業所の管理栄養士が各ユ
ニットを巡回し、残食等から入居者の意向を把握し、希望に添ったメ
ニューの提供を心掛けている。刻みやミキサー食の場合、入居者の食
欲が低下する為、委託業者と協力して常食と見た目が変わらないソフ
ト食の提供に努めている。各ユニットでは入居者と一緒に調理し、多
彩な行事食の提供等工夫をしている。１１月には家族と共にすき焼き
パーティーを実施し、家族からも好評だった。さらに喫茶や夜間居酒
屋を開いたり、手作りパンを配る等、食生活の充実が図られている。
機能訓練は指導職員がユニットを巡回し、定期的に実施している。健
康管理や終末期の対応は、看護職員と介護職員が連携し、情報共有
に努めている。終末期の対応については家族との話し合いを十分に
行い、思いに寄り添えるように支援している。設備面では今後はさらに
ユニットの特性を活かした事業所作りを目指している。これからも地元
に愛される事業所として、職員が一丸となり、入居者と共にさらに進展
されることを期待したい。

長年地域に根ざした法人として認識されており、地元の催事ごと等に
は積極的に参加し、ボランティアや中学生が事業所を訪問してくれる。
また平成２６年度は６月に健康教室を開催し、地域の独居高齢者が50
名程度参加し、夏バテや熱中症について講義を行い、昼食を一緒に
食べ、大変喜ばれた。さらに今後は地域に目を向け、「拠り所」として、
地元へ貢献をしたいと考えている。

入居者一人ひとりの生活リズムを大切にしたケアを目指しており、施
設長は各ユニットを頻回訪問して、入居者や職員と話し合う機会を持
ち、理念の徹底と意識の統一に努めている。各職種リーダー間の相
互連携も図れており、一対一で入居者のペースに合わせた個別ケア
の充実とサービスの質の向上を目指している。入居者の希望で居酒
屋に飲みに行ったり、自宅訪問等も積極的に行い家族との絆を大切
にしている。身体拘束や虐待等については委員会を設置し、正しい理
解と周知徹底を図っている。

入居者や家族のニーズに応えるサービスの提供を基本テーマとし、各
種委員会を随時開催して検討しており、組織全体で質の向上を目指
す取り組みをしている。基本的なサービスの実施内容はマニュアル化
され、職員が実践の中で相互に確認し、統一した支援が出来るように
努めている。実施記録はパソコンで管理し、口頭での申し送りも含め、
職員間の情報共有と周知徹底を心がけている。

ホームページを作成し公開したり、職員が手掛けた思いや生活の様
子が良く判るパンフレットを用意し、情報提供に努めている。家族や入
居者とはしっかり話し合うことで、入居前の不安や不明点を無くし、自
己決定できるような対応を心がけている。入居時は十分な説明を行っ
てから、契約書及び延命処置と経管栄養の意思確認の同意書に署名
をしてもらっている。常に相手の立場に立った対応を心がけて、サービ
スの継続を図っている。

入居者や家族の思いをしっかり受け止め、第二の我が家として過ごし
てもらいたいとの思いから、ケアプランや栄養プラン、機能訓練のプラ
ンを定期的に作成し、家族のコメントが記載出来る欄を設けて報告し
ている。アセスメントを十分に行い、一人ひとりの状況に沿って随時カ
ンファレンスを実施している。各職種の意見、本人・家族の要望を勘案
して現状に即したプランの作成を心がけており、職員間の情報共有と
周知徹底に努めている。

３　サービスの開始・
　　継続

４　サービス実施計画
　　の策定
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（別紙） 特別養護老人ホーム

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
 Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

　Ⅰ-１-(１)　理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ-１-(１)-①　法人や事業所の理念が明文化されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(１)-②　法人や事業所の運営理念に基づく基本方針が
明文化されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-１-(２)　理念や基本方針が周知されている。

Ⅰ-１-(２)-①　理念や基本方針が職員に周知されている。 ａ・ⓑ・ｃ

Ⅰ-１-(２)-②　理念や基本方針が利用者等に周知されてい
る。

ａ・ⓑ・ｃ

 Ⅰ-２　事業計画の策定

第三者評価結果

　Ⅰ-２-(１)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-２-(１)-①　中・長期計画が策定されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(１)-②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定され
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-２-(２)　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ-２-(２)-①　事業計画の策定が組織的に行われている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(２)-②　事業計画が職員に周知されている。 ａ・ⓑ・ｃ

Ⅰ-２-(２)-③　事業計画が利用者等に周知されている。 ａ・ⓑ・ｃ

 Ⅰ-３　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

　Ⅰ-３-(１)　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ-３-(１)-①　管理者自らの役割と責任を職員に対して表明
している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３-(１)-②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取
組を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-３-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅰ-３-(２)-①　質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発
揮している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３-(２)-②　経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指
導力を発揮している。

ⓐ・ｂ・ｃ

評価細目の第三者評価結果
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評価対象Ⅱ　組織の運営管理
 Ⅱ-１　経営状況の把握

第三者評価結果

　Ⅱ-１-(１)　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ-１-(１)-①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されて
いる。

ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-１-(１)-②　経営状況を分析して改善すべき課題を発見す
る取組を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１-(１)-③　外部監査が実施されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅱ-２　人材の確保・養成

第三者評価結果

　Ⅱ-２-(１)　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ-２-(１)-①　必要な人材に関する具体的なプランが確立し
ている。

ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-２-(１)-②　人事考課が客観的な基準に基づいて行われて
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-２-(２)　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-２-(２)-①　職員の就業状況や意向を把握し必要があれば
改善する仕組みが構築されている。

ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-２-(２)-②　職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り
組んでいる。

ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅱ-２-(３)　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ-２-(３)-①　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示さ
れている。

ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-２-(３)-②　個別の職員に対して組織としての教育・研修
計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われている。

ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-２-(３)-③　定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直
しを行っている。

ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅱ-２-(４)　実習生の受入れが適切に行われている。

Ⅱ-２-(４)-①　実習生の受入れと育成について基本的な姿勢
を明確にした体制を整備し、積極的な取組をしている。

ａ・ⓑ・ｃ
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 Ⅱ-３　安全管理

第三者評価結果

　Ⅱ-３-(１)　利用者の安全を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-３-(１)-①　緊急時（事故、感染症の発生時など）におけ
る利用者の安全確保のための体制が整備されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-３-(１)-②　災害時に対する利用者の安全確保のための取
組を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-３-(１)-③　利用者の安全確保のためにリスクを把握し対
策を実行している。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅱ-４　地域との交流と連携

第三者評価結果

　Ⅱ-４-(１)　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ-４-(１)-①　利用者と地域とのかかわりを大切にしてい
る。

ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-４-(１)-②　事業所が有する機能を地域に還元している。 ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-４-(１)-③　ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確
にし体制を確立している。

ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅱ-４-(２)　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-４-(２)-①　必要な社会資源を明確にしている。 ａ・ⓑ・ｃ

Ⅱ-４-(２)-②　関係機関等との連携が適切に行われている。 ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅱ-４-(３)　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-４-(３)-①　地域の福祉ニーズを把握している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(３)-②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行わ
れている。

ａ・ⓑ・ｃ

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
 Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

　Ⅲ-１-(１)　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ-１-(１)-①　利用者を尊重したサービス提供について共通
の理解をもつための取組を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(１)-②　利用者のプライバシー保護に関する規程・マ
ニュアル等を整備している。

ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅲ-１-(２)　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ-１-(２)-①　利用者満足の向上を意図した仕組みを整備
し、取組を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ
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　Ⅲ-１-(３)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ-１-(３)-①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備
している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(３)-②　苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機
能している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(３)-③　利用者からの意見等に対して迅速に対応して
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅲ-２　サービスの質の確保

第三者評価結果

　Ⅲ-２-(１)　質の向上に向けた取組が組織的に行われている。

Ⅲ-２-(１)-①　サービス内容について定期的に評価を行う体
制を整備している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(１)-②　評価結果に基づき組織として取り組むべき課
題を明確にし、改善策・改善実施計画を立て実施している。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-２-(２)　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ-２-(２)-①　提供するサービスについて標準的な実施方法
が文書化されサービスが提供されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(２)-②　標準的な実施方法について見直しをする仕組
みが確立している。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-２-(３)　サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ-２-(３)-①　利用者に関するサービス実施状況の記録が適
切に行われている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(３)-②　利用者に関する記録の管理体制が確立してい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(３)-③　利用者の状況等に関する情報を職員間で共有
化している。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅲ-３　サービスの開始・継続

第三者評価結果

　Ⅲ-３-(１)　サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ-３-(１)-①　利用希望者に対してサービス選択に必要な情
報を提供している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-３-(１)-②　サービスの開始にあたり利用者等に説明し同
意を得ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-３-(２)　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

Ⅲ-３-(２)-①　事業所の変更や家庭への移行などにあたり
サービスの継続性に配慮した対応を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ
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 Ⅲ-４　サービス実施計画の策定

第三者評価結果

　Ⅲ-４-(１)　利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ-４-(１)-①　定められた手順に従ってアセスメントを行っ
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-４-(２)　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-４-(２)-①　サービス実施計画を適切に策定している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-４-(２)-②　定期的にサービス実施計画の評価・見直しを
行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

評価対象Ａ　サービス内容評価基準
 Ａ-１　支援の基本

第三者評価結果

Ａ-１-①　利用者一人ひとりに応じた一日の過ごし方ができる
よう工夫している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ａ-１-②　利用者一人ひとりに応じたコミュニケーションを
行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ａ-２　身体介護

第三者評価結果

Ａ-２-①　入浴介助、清拭等を利用者の心身の状況に合わせて
行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ａ-２-②　排せつ介助を利用者の心身の状況に合わせて行って
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ａ-２-③　移乗、移動を利用者の心身の状況に合わせて行って
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ａ-２-④　褥瘡の発生予防を行っている。 ⓐ・ｂ・ｃ

 Ａ-３　食生活

第三者評価結果

Ａ-３-①　食事をおいしく食べられるように工夫している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ａ-３-②　食事の提供、食事介助を利用者の心身の状況に合わ
せて行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ａ-３-③　利用者の状況に応じた口腔ケアを行っている。 ⓐ・ｂ・ｃ

9



 Ａ-４　終末期の対応

第三者評価結果

Ａ-４-①　利用者が終末期を迎えた場合の対応の手順を確立し
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ａ-５　認知症ケア

第三者評価結果

Ａ-５-①　認知症の状態に配慮したケアを行っている。 ａ・ⓑ・ｃ

Ａ-５-②　認知症高齢者が安心・安全に生活できるよう、環境
の整備を行っている。

ａ・ⓑ・ｃ

 Ａ-６　機能訓練、介護予防

第三者評価結果

Ａ-６-①　利用者の心身の状況に合わせ機能訓練や介護予防活
動を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ａ-７　健康管理、衛生管理

第三者評価結果

Ａ-７-①　利用者の体調変化時に、迅速に対応するための手順
が確立している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ａ-７-②　感染症や食中毒の発生予防を行っている。 ⓐ・ｂ・ｃ

 Ａ-８　建物・設備

第三者評価結果

Ａ-８-①　施設の建物・設備について、利用者の快適性に配慮
している。

ａ・ⓑ・ｃ

 Ａ-９　家族との連携

第三者評価結果

Ａ-９-①　利用者の家族との連携を適切に行っている。 ⓐ・ｂ・ｃ
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