
評価項目 項番 評価内容 配点

法人の理念・姿勢 1 基本理念の内容等

事業者は昭和52年に塾経営からスタートし、平成
12年より福祉事業に進出。平成18年に代表の長男
が医院を開業し、医療連携体制が充実する。
「安心」「希望」「自立」をテーマに、思いやりとやさし
さ、気配りの行き届いた介護・医療を提供する。
医療依存度が高くなっても受入れ可能な体制（透析
等も可）。生活保護者については、保護費と家賃の
差額を徴収しない。

事業者は平成11年11月に設立され、グループホー
ム事業に特化した企業経営を行い、リーディングカ
ンパニーを自負している。急速に進行する高齢社
会を背景に、介護を取り巻く環境も深刻化する中、
創業来、最重要課題ともいえる「認知症ケア」にこだ
わりを持ち続け、認知症高齢者が「その人らしさ」を
実現し、また「自分らしさ」を存分に表現し続けられ
る環境の構築を目指している。
全国183施設で培われた認知症ケアの「心」と「技
術」を生かし、「質の高いサービスが継続的に提供
されること」をめざし、広く地域社会に貢献していき
たい。

家族主義をモットーに、常に笑顔で心温かい介護を
実践している。
高齢者社会で果たす役割の重大性を自覚し、明る
く元気で健やかな人生を支える。
常に愛情と熱意を持って利用者の自立を助け、家
族の反映をお手伝いする。
介護のスペシャリストとして常に自己研鑽に励み、
誠意を持って質の高い介護サービスが提供できる
よう、専門性の向上に努める。
医療機関との連携を図り、医療・介護技術の進歩
に即応し、高水準の介護を追求する。
利用者一人ひとりのニーズと意思を尊重し、生活の
向上に努める。

利用者・家族に喜んでいただき、感動していただく
介護、社会貢献し協力が得られる施設を目指す。
①介護予防の推進
②活動機会の提供
③なじみのある生活環境の提供
④認知症について啓発

①安全で安心な暮らしを提供する
　過去の災害を教訓に、安全性の高い設備を目指
す。
　入居者の集う場所を施設の中心に置き、常に職
員の目が行き届くようにする。
　夜間電力の活用などで光熱費を軽減し、快適な
住環境を提供する。
　人員配置が手薄な夜間帯などでも地域との連携
の中でリスクを軽減していく。
②健全な事業運営を行う
　法令遵守を行い、安定的な運営を行うことで継続
してクオリティーの高いサービスを提供してく。
③重度化、終末期に対応する
　重度化や終末期ケアにも対応できる体制を整え、
重度化しても継続してホームで生活できるようにす
るとともに、自宅での看取りも含めた包括的ケアを
実践する。
④ケアの個別性を重視する
　個別の趣向や本人・家族の意向などを理解し、個
別性の高いケアを行うとともに、アセスメントを重視
し、全職員が一体となって計画作成に携わる。

・運営理念
　「必要な人に、必要なサービスの提供を」
　「地域福祉を考え、介護、看護、医療全般の充実
したサービスを提供いたします」
・介護・看護・医療の連携により地域に密着したトー
タル介護サービスの提供を目指す。
・利用者のあらゆるニーズに対応した利用者本意
のサービスを提供する。

経営基盤の安定
性・継続性

2 法人の財政状況等
利益は増加しており、業績は良好である。
財務状況に特段の問題はない。

利益は増加しており、業績は良好である。
財務状況に特段の問題はない。

繰越損失があるが、利益は増加している。
資本金も加味すると、財務状況に問題があるとまで
は言えない。

利益は増加しており、業績は良好である。
財務状況に特段の問題はない。

利益は増加しており、業績は良好である。
財務状況に特段の問題はない。

利益は増加しており、業績は良好である。
財務状況に特段の問題はない。

計画の安定性 3 資金計画、スケジュール等の状況

全額自己資金であり、同時整備を含めた今期整備
費用も、余剰金の範囲内に収まっている。資金計
画に問題はない。
スケジュールについては、6事業者中唯一農業振興
地域内にあり、農振除外および農地転用の手続き
が必要で、開設時期の遅れが懸念される。

全額自己資金であり、同時整備を含めた今期整備
費用も、余剰金の範囲内に収まっている。資金計
画に問題はない。
スケジュールについても、平成25年9月中旬着工・
平成26年2月下旬完成予定であり、採用活動も11
月より開始することとしており、農振除外及び農地
転用の手続きも不要であることから、特段問題はな
い。

必要資金の7割が借り入れによっている。借り入れ
を除いた必要自己資金は、同時整備における他計
画の必要自己資金を合わせると2,500万円であり、
余剰金の範囲（当法人は繰越損失があるため、当
期利益）には収まっていないが、純利益の範囲内に
は収まっている。資金計画に問題があるとまでは言
えない。
スケジュールについても、平成25年7月着工・平成
26年1月下旬完成予定であり、採用活動も10月より
開始することとしており、農振除外及び農地転用の
手続いも不要であることから、特段問題はない。

必要資金の98%を借り入れによっている。借り入れ
を除いた必要自己資金は余剰金の範囲内ではある
が、今後サービス付高齢者向け住宅を28件、特定
施設を13施設予定であり、これに相当の資金を要
する見込みであり、借り入れの割合が高いことを含
め不安を残す資金計画である。
スケジュールについては、平成25年8月着工・12月
完成予定であり、採用活動も1月より開始する予定
であり、農振除外及び農地転用の手続きも不要で
あることから、特段問題はない。

全額自己資金であり、本計画のみであれば余剰金
の範囲内に収まっているが、今期他市に本計画の
ほか2計画を有しており、これを合わせると総事業
費が資産合計を上回る。資金計画には不安を残
す。
スケジュールについても、平成25年月7月着工・10
月完成予定であり、農振除外及び農地転用の手続
きも不要であることから、特段問題はない。

全額自己資金であり、同時整備を含めた今期整備
費用も、余剰金の範囲内に収まっている。資金計
画に問題はない。
スケジュールについても、平成25年8月上旬着工・
平成26年1月下旬完成予定であり、採用活動も11
月より開始することとしており、農振除外及び農地
転用の手続きも不要であることから、特段問題はな
い。

運営実績・経験 4 事業を運営するに足りる実績・経験があるか

県内に介護付有料老人ホームを２施設、グループ
ホームを４施設、デイサービスを３事業所、居宅介
護支援事業所を２事業所開設している。
また、関連企業の医療法人東州会では、医院を１
施設、通所看護事業所を１施設運営している。
久喜市内にも介護付き有料老人ホーム（メディカル
フローラ久喜）及びグループホーム（グループホー
ムフローラ久喜）が１施設ずつあり、平成24年度は
介護付有料老人ホームに苦情が１件あったが、そ
の他は特段問題は起きていない。実績としては十
分である。

全国でグループホームを177か所運営し、その他介
護付き有料老人ホーム・大都市型軽費老人ホー
ム・小規模多機能型居宅介護事業所・住宅型有料
老人ホーム・デイサービス・居宅介護支援事業所を
展開している。
久喜市内でもグループホームを2か所（愛の家グ
ループホーム久喜本町・愛の家グループホーム久
喜吉羽）運営しており、特段問題は起きていない。
実績としては十分である。

㈱関東サンガは、あきる野市で有料老人ホーム、
船橋市でグループホームを運営しており、いずれも
デイサービスを併設している。サンガホールディン
グス傘下のグループ全体では、秋田から熊本まで
の全国にグループホーム、サービス付き高齢者向
け住宅など９施設を運営している。
またサンガホールディングスは市内にて特養・栗橋
小遊園を運営している社会福祉法人元気村のグ
ループ企業であり（サンガホールディングスの社長
が元気村の理事長、元気村グループ会長の子
息）、元気村は秋田県から東京都・千葉県までの東
日本に特養・老健・ケアハウス・グループホーム・老
人福祉センターなど31施設を運営している。実績と
しては十分である。

介護付き有料老人ホームを10施設、デイサービス
を33か所、住宅型有料老人ホームを2か所、ショー
トステイを1か所、サービス付き高齢者向け住宅を
31棟運営している。
福祉施設の運営実績としては十分であるが、グ
ループホームの運営は本計画が初めてである。

北海道から愛媛県まで、グループホームを30か所
運営している。埼玉では春日部市に1か所グループ
ホームを運営している。実績としては十分である。

埼玉県・東京都・神奈川県に、グループホーム74箇
所、介護付有料老人ホームを29箇所、デイサービ
スセンターを23箇所、訪問介護事業所を21箇所、
居宅回支援事業所を21箇所運営し、他に定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業所、短期入所、
サービス付高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホー
ム、訪問看護、福祉用具、介護タクシー、訪問理
容、配食、地域包括支援センターなど幅広い分野を
事業化している。
久喜市内でもグループホームを1か所（グループ
ホームみんなの家・菖蒲）運営しており、特段問題
は起きていない。実績としては十分である。

立地状況（敷地面積、周辺環境等）

敷地面積は、他の計画と比較して小さく、余裕のあ
る計画とはいえない。
周辺環境は道路１本を隔てて東鷲宮の区画整理地
区と隣接しており、ベスタ東鷲宮などの商業施設も
近隣に存在するが、予定地周辺は農業振興地域で
かつ農用地であり、予定地の背後には田が広がる
状況である。

敷地面積は、他の計画と比較して大きい方であり、
余裕のある計画である。
周辺環境は久喜駅東口の住居表示地域で、いわ
ゆる駅前のエリアで住宅街の中にあり、地域住民と
のふれあいの中で生活できる環境は整っている。。
久喜駅やスーパーのマルヤなどが近隣にある。予
定地は現況駐車場となっており、建設に当たり特段
の制約はない。

敷地面積は応募のあった計画中最大であり、余裕
のある計画である。周辺環境は青毛土地区画整理
地内であり、住宅街として街区整理された一角にな
り、地域住民とのふれあいの中で生活できる環境
は整っている。目の前がエンゼル公園である。
スーパーのマルエツなどが徒歩10分圏内にある。
予定地は現況更地となっており、建設に当たり特段
の制約はない。

敷地面積は応募のあった計画中最尐であり、余裕
のある計画とは言えない。
周辺環境は東武鉄道の線路と東北新幹線の高架
に挟まれた場所であり、住宅分譲地の奥に位置し
ている。線路脇であるため、騒音の心配がある。
予定地は現況更地となっており、建設に当たり特段
の制約はない。

敷地面積は、他の計画と比較して小さいが、周辺
環境は葛梅土地区画整理地内の住宅街であり、地
域住民とのふれあいの中で生活できる環境は整っ
ている。
300メートルの範囲内にスーパー、コンビニ、ドラッ
グストアがある。予定地は現況駐車場となってお
り、建設に当たり特段の制約はない。

敷地面積は、他の計画と比較して大きいほうである
が、敷地前の道が6ｍはあるものの、大型車はすれ
違うのがやっとであり、緊急時の救急活動等に不
安がある。
周辺環境は住居表示地域内の住宅街であり、イ
トーヨーカ堂が約350メートルの範囲内にある。予定
地は現況駐車場となっており、建設にあたり特段の
制約はない。

用地確保の確実性

オーナー方式（建物も土地所有者が建設して所有
し、事業者は建物と土地を一体的に借り上げる）に
よる開設を考えている。土地、建物に関する賃貸の
合意書があり、用地の確保には特段の問題はな
い。
なお、敷地の一部を土地所有者が将来自宅を建設
するために留保している。

オーナー方式による開設を考えている。土地、建物
に関する賃貸の合意書があり、用地の確保には特
段の問題はない。

オーナー方式による開設を考えている。土地、建物
に関する賃貸の合意書があり、用地の確保には特
段の問題はない。

オーナー方式による開設を考えている。土地、建物
に関する賃貸の合意書があり、用地の確保には特
段の問題はない。

オーナー方式による開設を考えている。土地、建物
に関する賃貸の合意書があり、用地の確保には特
段の問題はない。

オーナー方式による開設を考えている。土地、建物
に関する賃貸の合意書があり、用地の確保には特
段の問題はない。

建物の面積・構造について
建築面積　296.03㎡、延べ床面積580.49㎡
構造　木造２階建

建築面積　603.08㎡、延べ床面積　599.35㎡
構造　木造平屋建

建築面積　797.95㎡、延べ床面積　1,478.15㎡
構造　木造2階建　準耐火構造物

建築面積　490.66㎡、延べ床面積　473.66㎡
構造　鉄骨2階建

建築面積　291.60㎡、延床面積　524.88㎡
構造　鉄骨2階建

建築面積　577.10㎡、延べ床面積　563.70㎡
構造　木造平屋建

設備基準との適合について 適合 適合 適合 適合 適合 適合
施設整備の確実性 特に問題はない。 特に問題はない。 特に問題はない。 特に問題はない。 特に問題はない。 特に問題はない。
消防設備の状況 スプリンクラー設置義務施設 スプリンクラー設置義務施設 スプリンクラー設置義務施設 スプリンクラー設置義務施設 スプリンクラー設置義務施設 スプリンクラー設置義務施設

代表者・管理者の実績・経験について

代表者：Ｈ22.10　開設者研修受講済
Ｈ14.9既存の学習塾経営会社を社名変更して創
業。
グループホーム他多数の福祉施設を運営している
実績がある。
管理者：Ｈ12.5介護福祉士取得、Ｈ14.3介護支援専
門員取得、Ｈ24.3管理者研修受講済
現在グループホームフローラ久喜の施設長であ
る。

役員（代表取締役会長兼社長）：Ｈ11.11会社創業
Ｓ47.1建設会社創業、これを母体に福祉事業へ。
全国177箇所にグループホームを運営し、他に小規
模多機能型居宅介護等の業態も手がけている。
代表者：Ｈ22.7　開設者研修受講済
平成18年よりメディカル・ケア・サービス㈱でエリア
マネージャー、平成22年5月より執行役員第一運営
部長に就任。
管理者：Ｈ8.4介護福祉士取得、Ｈ15.3介護支援専
門員取得
現在愛の家グループホームさいたま松本の管理者
である。

代表者：Ｈ24.7.11開設者研修受講済
Ｈ12～17、老健施設で相談課に勤務。Ｈ18より有料
老人ホームあきる野翔裕館施設長の実績あり。
平成20年10月より取締役、平成24年より代表取締
役。
管理者：未定。公募するが、募集状況によっては人
事異動により決定する。

代表者：開設者研修未受講
Ｈ18より株式会社ヴァティーにおいて、住宅型有料
老人ホーム・通所介護・ショートステイなどの立ち上
げにかかわる。Ｈ24より代表取締役。
管理者：Ｈ17.3介護福祉士取得
Ｈ14.6～Ｈ17.1グループホーム管理者経験あり

代表者：Ｈ22.7開設者研修受講済
Ｈ1～生活相談員、Ｈ2社会福祉士取得、Ｈ5～管理
者
Ｈ6～取締役、Ｈ24～代表取締役
管理者：Ｈ22管理者研修受講済、Ｈ23介護福祉士
登録
現在ツクイ春日部グループホーム管理者

代表者：Ｈ20.3.開設者研修受講済
Ｈ11から介護職員、Ｈ14介護実務者研修受講
現在㈱ウィズネット取締役
管理者：未定

人員基準との適合について 適合 適合 適合 適合 適合 適合

人材確保に対する取り組み
新規職員はハローワーク・新聞折込広告アイデム
などで募集し、面接の上採用する。他は社内人事
異動で充当する予定。

①ハローワーク・新聞折り込み広告・フリーペー
パー・歩スティング・インターネットモバイル広告募
集をかける
②社内異動の実施
③職員紹介制度（職員の友人･知人を紹介してもら
う社内制度）の活用
④再就職支援事業者への求人リクエスト

①ハローワーク
②学校訪問
③自社ホームページの求人募集欄
④求人媒体

①ＤＭ
②折込チラシ
③パンフレット
④ケアマネジャーによる紹介　など

①求人広告
②ハローワーク
③周辺専門学校
④周辺自社事業所からの人事異動

①ハローワーク
②福祉人材センター等
③新聞折込チラシ
④現地看板　　等（地元採用優先）
⑤住所が近い社員について、希望により人事異動
させる

雇用形態、研修体制、健康管理について

雇用形態：
・常勤　管理者1名、介護支援専門員1名、
　　　　計画作成担当者1名
・常勤及び非常勤　介護職　18名
・非常勤　看護職　1名
研修体制：
・採用時研修を採用から３か月以内に実施
・その後は年６回の社内研修、及び積極的な外部
研修を行い、その結果を勉強会や報告会で共有す
る。
職員の健康管理：
・採用時及び年２回の健康相談を行い、管理に努
める。

雇用形態：
・常勤　管理者1名、介護支援専門員1名、
　　　　計画作成担当者2名（1名は支援専門員）、
　　　　介護職10名
・非常勤　介護職2名、事務員1名
研修体制：
・オープニングスタッフ研修
　会社理念、認知症介護の基本、ケアプラン等学習
・ホーム長職教育研修
　経営者からの意思伝達、会社理念、グループ
ホーム運営の基本理念の理解
・次期ホーム長候補への研修
・不定期に開催するスタッフ研修・勉強会の実施
・実情に合わせたスタッフ・リーダー向け研修実施
・有料無料の各種セミナー・勉強会への参加
・ヘルパー2級資格取得支援、介護支援専門員合
格者へのお祝い金授与
職員の健康管理：
・年1回の定期健康診断（全職員）
・特定業務従事者の健康診断（夜勤職員対象）
・インフルエンザ予防接種（全職員）
・勤怠管理システムを導入し、過重な時間外労働が
発生しないような体制を整備する。
・全社的安全衛生委員会を月1回開催し、改善対応

雇用形態：
・常勤　管理者1名、計画作成担当者2名（1名は管
　　　　　理者、1名は介護職を兼務）、介護職7名
・非常勤　介護職10名
研修体制：
・採用時研修
　会社概要・憲章の説明、服務規程、業務スケ
ジュール、館内案内、業務マニュアル説明
・内部研修（毎月）
　倫理・法令順守・憲章理解、プライバシー保護、事
故防止、接遇、介護サービス、介護予防、身体拘
束、感染症・食中毒予防、虐待、リスクマネジメン
ト、認知症、救急対応
職員の健康管理：
常勤職員　定期健康診断　年1回（夜勤職員は年2
回）

雇用形態：
・常勤　管理者1名、計画作成担当者3名（2名は
　　　　　介護職兼務、うち1名は看護師）、介護職6
名
・非常勤　介護職10人
研修体制：
・採用時研修
　経営理念、施設概要、介護保険制度、記録の書
き方、緊急時対応、高齢者の心理、コミュニケー
ション、高齢者医療の基礎知識、接遇、入居手続
き、ハイ性ｓつ介助、入浴介助、食事介助、サービ
ス担当者会議、実践研修
職員の健康管理
定期健康診断　年1回（夜勤職員は年2回）

雇用形態：
・常勤　管理者1名、計画作成担当者2名
・介護職　6名以上（常勤・非常勤の人数は未定）
・看護師配置予定
研修体制：
・初期研修　オリエンテーションから現場実務まで
・内部研修
　虐待・緊急時対応・認知用ケア・感染症予防・非
常災害対策・コンプライアンス・プライバシー・個人
情報・身体拘束・事故発生の対応と予防　など
・外部研修（年2～3回程度、伝達研修実施）
・社内スキルアップ研修（年6回）
職員の健康管理：
定期健康診断　年1回（夜勤職員は年2回）
従業員専用コールセンター、外部機関の相談セン
ターの活用

雇用形態：
・常勤　管理者1名、計画作成担当者2名（2名とも介
　　　　　護従事者兼務）、介護職8名（うち2名は計
　　　　　画作成担当者と兼務）
・非常勤　介護職5名
研修体制：
・採用時研修
　集合研修（会社概要、法人理念、社会人マナー、
職業倫理、痴呆の理解、身体拘束の弊害、緊急対
応、記録の書き方等）、現場研修（みんなの家）
・継続研修
　医学面（認知症、難病、精神疾患、感染症等）
　介護面（認知症ケア、身体介護等のフォロー）
　安全衛生管理面（転倒・感染症・食中毒予防等）
　制度面（介護保険、生活保護、成年後見等）
・管理職研修　計画作成担当者研修、管理者研修
職員の健康管理：
・職員・入所者の手洗い・うがいを励行する。
・食中毒予防として定期的に収納棚等を点検する。
・適切な温度･湿度管理、喚起、美化、清潔ゾーンと
不潔ゾーンの明確な分離などを行う。
・面会者にマスクの着用を義務付ける。
・年１回の健康診断を行う。

職員の育成 8

人員配置 7

施設・設備の状況 6

久喜東

設置予定地の状
況

5

圏域 鷲宮 久喜東 久喜東 久喜東 鷲宮

畑

現況 更地 駐車場 更地 更地 駐車場 駐車場

地目 田

久喜北1-551-1、551-2、552-1
敷地面積 796.71㎡ 1127.27㎡ 1774.11㎡ 704.14㎡

古久喜900-17、928-5、927-7 葛梅1-13-9

雑種地
田

宅地
畑

宅地
鉄道用地

畑

㈱ツクイ ㈱ウィズネット
項番 1

714㎡ 1158㎡
施設予定地地番 東大輪1328-1、1328-2 久喜東3-1039-1、1040-1 青毛4-5-７,8,9,10,11

2 3 4 5 6
事業者名 ㈱関東メディカル・ケア メディカル・ケア・サービス㈱ ㈱関東サンガ ㈱ヴァティー
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評価項目 項番 評価内容 配点
久喜東圏域 鷲宮 久喜東 久喜東 久喜東 鷲宮

畑

現況 更地 駐車場 更地 更地 駐車場 駐車場

地目 田

久喜北1-551-1、551-2、552-1
敷地面積 796.71㎡ 1127.27㎡ 1774.11㎡ 704.14㎡

古久喜900-17、928-5、927-7 葛梅1-13-9

雑種地
田

宅地
畑

宅地
鉄道用地

畑

㈱ツクイ ㈱ウィズネット
項番 1

714㎡ 1158㎡
施設予定地地番 東大輪1328-1、1328-2 久喜東3-1039-1、1040-1 青毛4-5-７,8,9,10,11

2 3 4 5 6
事業者名 ㈱関東メディカル・ケア メディカル・ケア・サービス㈱ ㈱関東サンガ ㈱ヴァティー

9 サービスの質の向上に対する考え方

・24時間オンコール体制などの医療連携を実施し
充実させていく。また、職員に定期的な医療研修を
行い、医療的知識の習得を推進していく。
・入居者一人一人のこれまでの生活リズムを大切
にしていく。また、庭での土とのふれあいを通じ、心
豊かに過ごしていただく。
・ホーム内での祭り等に地域住民を招待し、また地
域の祭り等にはホームで積極的に参加する。
・生活リハビリとして、家事に参加していただく。
・家族との連携については、月１回フローラ便り、３
月に１回フローラ通信を発行し、ホーム内の様子を
家族に知らせる。また、行事等に家族の積極的な
参加を呼び掛ける。
・社内研修・外部研修の充実として、認知症知識・
災害危機管理・感染症対策・健康管理・身体拘束・
接遇・チームワーク・レクリエーションなどの分野に
つき、充実した研修体制をとる。
・月１回本社の社長・社員と当該施設の全職員が集
まり全体会という情報共有・点検の会議を行う。
・社内情報交換を行う。

・人材育成がサービスの質の向上にもっとも大切な
ことだと考え、研修体制の整備に力を入れている。
詳細は8で述べたとおり。
・入居者一人ひとりの人格を尊重し、育った環境や
生活習慣、好みの違いを丁寧にアセスメントで把握
し、個別性を重視したケアを行う。
・アセスメントで利用者の認知証の状態や心身の状
況等を見極め、これを通じて挙がった課題をサービ
ス担当者会議にかけ、家族も参加した中でケアプラ
ンを作成する。
・漫然とサービスを提供しないため、3ヶ月ごとにモ
ニタリングを行い、ケアプラン内容の見直しを実施
する。

・理念・基本方針の理解を深め、行動指針・個人目
標の設定を行い資質の向上に努める。
・管理者は、介護職員の質の向上、メンタル面のサ
ポートを目的とした個人面談を定期的に実施し、職
場への定着率を高めるよう管理に努める。
・介護サービスの統一化に向けた情報の共有化に
努め、回覧・申し送り・会議を実施する。

・利用者・家族に喜んでいただき、感動していただく
介護、地元地域社会の貢献し協力の得られる施設
を目指す。
①介護予防の推進②活動機会の提供③なじみの
ある生活環境の提供④認知症についての啓発

・入居者一人一人のニーズにきめ細かくこたえられ
ることが目標。
・多種多様なサービスの提供
・研修体制を充実し、豊かな人材育成を図る

・職員の質の向上がサービスの質の向上に繋がる
と考えている。具体的には、
　①　ヘルパー2級養成講座の受講バックアップ
　②　著名な講師や、職員の要望に応じた多彩な
研修を用意
　「介護に対する想い」「接遇・マナー」「介護技術」
「専門知識」等・・・年間60回以上の研修を実施

10 自己評価・外部評価への考え方

・自己評価としては、全体会の開催、及び介護職へ
の個別面談の実施を行い、情報収集をタイムリー
に行って、運営を自己評価して問題点の抽出を行
い、早期改善を実行する。
・外部評価については、年１回必ず評価機関の審
査を受け、問題点の発見と改善、ケアマネジメント
の再確認の機会とする。

・自己評価・外部評価は、事業者が主体的にサービ
スの改善を図り、評価結果の公表によってサービス
水準の確保を図るものと認識している。
・介護職員は日々の業務の慌しさの中でつい多角
的に物事を見る目を失ってしまうものである。その
点で、自己評価や外部評価は新たな気づきを生
み、更によいホーム運営にする足掛りとなると考え
ている。
・自己評価・外部評価は第三者が閲覧できるよう、
必要な機関において公示する。

・自己評価・外部評価は、第三者の視点で事業制
度を高め見直しを図れる機会ととらえている。
・自己評価・外部評価を通じて、点検と予防（指摘
事項に対する改善策の検討と認識誤りがないかの
確認）に取り組む。

事業所における目標管理のマネジメントやサービス
の継続的改善、コンプライアンスに効果があると考
えます。

・内部統制室を設け、管理者と内部統制室の2重
チェックを行う。
・行政監査は積極的に協力する。

・下記のような利点があるので、自己評価・外部評
価を積極的に実施する。
　①　第三者の評価を受けることにより、改善点が
　　　見出せる。
　②　ホームと本部で改善点を共有できる。
　③　潜在的な利用者の意向や評価を把握できる
　④　評価の公表により事業の透明性を確保し、事
　　　業所の考え方を伝えることができ、利用者が
　　　選択する際の有効な情報となる。

11 身体拘束やプライバシーへの考え方

・身体拘束について　以下の対策を行う。
　①　身体拘束廃止委員会の設置
　②　社内研修の実施
　③　身体拘束マニュアルの設置
・プライバシーについて
　プライバシーを損ねる言葉がけ・対応をしない。
　記録の取り扱いに注意する（不要書類はシュレッ
ダー・書類保管は鍵のかかるところで）
　守秘義務の周知徹底

・身体拘束について
　身体拘束廃止要綱あり。基本方針は以下のとお
り。
　①　原則、身体拘束を行わない。
　②　身体拘束が行われるときは、権利侵害等が
生じないよう慎重に対応する。
　③　身体拘束が行われるときは、これに変わる方
法を早期に考案してできるだけ早い解除を目指す。
・プライバシーについて
　　家族が来たときは必要があれば相談室に案内
する。
　　居室の扉を互い違いに設置し、扉を開放しても
向かいの居室から中が見えないようにする。
　排泄や入浴の際の不安や羞恥心を軽減するよ
う、日頃からスタッフと利用者の良好な関係を築い
ていく。

・当該利用者またはほかの利用者の生命・身体・財
産を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束は行わない。
・万が一身体拘束をせざるを得ない状況が生じた
場合は、医師の判断および家族の了解を得て、必
要最低限に限って行う。
・身体拘束を実施した場合は、身体拘束員会を臨
時に開催し、拘束に至った経過を記録に残し、必要
があれば報告する。
・マニュアルの策定と毎年の研修会の実施
・拘束に至る利用者の心理状況の把握に努め予防
策の検討

・基本的に身体拘束はしない。
・しかし、生命に危険が及ぶ離設等もありうるので、
施設玄関の施錠など、広義の身体拘束はせざるを
得ないと考えている。

・基本的に身体拘束はしない。
・ただし、緊急やむを得ず身体拘束を行うときは、非
代替性・一時性・切迫性の3要件について検討を
行ったうえで実施し、かつ記録を取り家族に説明す
る。
・態様、時間、利用者の心身状況、緊急やむを得な
い理由を記録し、定期的な見直しの際に資料とす
る。
・家族や監督機関の請求があれば、記録を開示す
る。

・利用者一人ひとりについて心身の状況を把握し、
身体拘束を必要としない状況を作り出す方向を追
求
・問題行動がある場合には、まず原因を除去するこ
とから始める。
　①　安定した生活と環境の整備
　②　職員と利用者との固い信頼関係
　③　スタッフ間で利用者に対する認識を共有する

12
利用者の状態、意向を配慮したサービス計画
作成の考え方

・入居者・家族・関係者との話し合い
・毎月のフロア会議・施設全体の会議を通じた職員
の意識統一
・３か月・６か月ごとに見直しを行い、職員の気づき
やアイデアを計画に生かす。

・入居者一人ひとりの人格を尊重し、育った環境や
生活習慣、好みの違いを丁寧にアセスメントで把握
し、個別性を重視したケアを行う。
・アセスメントで利用者の認知証の状態や心身の状
況等を見極め、これを通じて挙がった課題をサービ
ス担当者会議にかけ、家族も参加した中でケアプラ
ンを作成する。
・漫然とサービスを提供しないため、3ヶ月ごとにモ
ニタリングを行い、ケアプラン内容の見直しを実施
する。

・利用者の生活習慣・趣味活動・意向の把握に努
め、可能な限り生活へ反映できるようにサービス計
画を作成する。
・入居後の利用者の状況から、計画の微調整を行
い、より利用者主体の内容となるよう努める。

・サービス計画は計画作成担当者が単独で作成す
るのではなく、施設の全職種が連携しながら必要な
情報を集め、ケアカンファレンスの中で策定するこ
とが大切である。
・利用者の満足度についての評価が必要。利用者
の意向、感情の動きなどを確認すべき。

・利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立
場に立ったサービスを提供する。
・自分の家と実感できるような家庭的な環境と地域
住民との交流の下、日常生活上の必要な援助及び
機能訓練を行い、心身機能の回復・維持を目指し
たサービスと提供していく。

以下のポイントをマニュアルとして整備し実践する。
　①　自尊心を傷つけない
　②　相手のペースに合わせる
　③　背特ではなく納得してもらう
　④　今必要なことだけを簡潔に伝える
　⑤　聞かれたら何度でも答える
　⑥　聞き上手になる
　⑦　スキンシップを大切にする
　⑧　行動障害の理解

13 利用者の費用負担についての考え方

・無理のない料金設定を行う。
・生活保護の方の場合、月次の費用と生活扶助費
の差額が7,000～10,000円になるが、それは利用者
に請求しない。
・安価で質の良い食事を業者と連携して提供し、食
費を押さえる。

・利用料金は押しつけや利益追求とならないよう、
個々の施設ごとに建設費用や運営実績、地域性、
近隣グループホームの料金等を勘案し決める。
・新規開設施設は開設から1年で料金見直しの機
会
・入居の際の家族へ十分に説明する。

・消費者物価指数・人件費・介護保険料を勘案した
うえ、建設コスト等の投資費用を基に料金設定す
る。
・日用品および趣味嗜好品については、極力負担と
ならぬよう節約する。

・家賃・食費・光熱費は合計月額115,000円と決めて
いる。

・居住費・水光熱費・管理費を、会社の実績に基づ
く適正な額にて設定する。

・入居一時金は約1ヶ月程度の金額で抑える。
・入居後の費用も家族の理解を得ながら個別的な
費用以外はかからないようにする。

14 事故防止・安全対策について

・事故防止委員会を設置し、事故及びヒヤリハット
発生の原因の究明や再発防止のための対策を立
案する。それを現場で徹底する。
・そのためにはスタッフ間での情報共有が必要なの
で、日々のミーティング・社内研修等を通じ、処置・
ケア手順の順守を周知する。

・ヒヤリハット・事故報告書を集積し、事例検討や研
修会等で報告・発表し、再発防止・予防に努める。
・事故発生時はマニュアルに則り適切的確に対応。
・施設内外の危険個所の点検と整備補修
・職員の事故対策・応急処置等の研修会への参加
・利用者それぞれの状態把握と変化の早期発見
・事故発生時は協力医療機関、身元引受人と速や
かに協議し必要な措置を講じる。
・関係行政機関への連絡

・事故事例対策委員会を設置し、事例検討会や安
全管理研修会を開催し、職員の意識付けを図る。
・マニュアルを整備し施設全体で事故防止に取り組
む。

・ヒヤリハット事例について検証し、職員間で情報
共有をする。
・万が一の際に協力できる医療連携体制を築く。

・本社事故防止対策部からの情報発信
・職員・入居者のうがい・手洗いの徹底、定期的な
喚起を月1回の衛生委員会にて確認する。
・送迎車両に「ドライブレコーダー」を設置し、危険運
転をした場合直ちに本社へ報告が入り指導ができ
る体制をとっている。
・月1回「事故ゼロ強化研修」を実施し、安全対策を
強化していく。

①　安全対策委員会
　各部門における責任者で構成され、事故の未然
防止と発生した事故への迅速な対応のため、安全
管理体制を組織化している。
②　職員研修
　　ういず総合研究所にて定期的に行っている。

15 施設における衛生管理体制について

・衛生管理マニュアルに基づき、食中毒・感染症の
予防に取り組む。
・手洗いの励行・施設内の清掃及び消毒の徹底
・社内研修を通じ、平常時から感染症等への対応を
周知
・入居者の健康官営を行う。
・職員については年２回の健康診断を実施する。

・日常の清掃美化
・マニュアルの完備
　感染症対策の基本・感染管理体制・平常時の衛
生管理体制・インフルエンザ・ノロウイルス・食中毒
・感染症の発生後は、改善報告書
・消毒・除菌製剤等の見直し
・職員のインフルエンザワクチン接種
・日頃からの十分な研修（採用時＋年2回以上）
・排泄物の処理時は手袋・マスクをし、処理後消毒
と手洗いを行う。
・血液・体液の処理については、諸理事に使用する
手袋・防止・ガウン・ドレープなどは可能な限り使い
捨て路使用し、使用後は密閉容器に保管し、可能
であれば焼却処分する。
・食中毒や感染症の発生時は行政・保健所・社内
関係部署へ報告し、指示･助言を仰ぐ。さらに、社内
で事故報告書を作成し本社も含めて改善点の検討
の上、行政に報告書を提出する。
・社外からもさまざまな指導や助言を得ながら、再
発防止に努める。マニュアル類の徹底を図る。

・感染症対策委員会を設置し管内の衛生管理に努
める。
・研修会で事例研究を行い、対策を職員に周知して
予防に努める。

・利用者・職員の手洗いとうがいの徹底
・消毒液等の適切な使用による殺菌・洗浄の徹底

・職員・入居者のうがい・手洗いの徹底、定期的な
喚起を月1回の衛生委員会にて確認する。
・「衛生推進員」を選任し、「衛生委員会」を設置す
る。
・入居者・職員とも全員インフルエンザ予防接種を
毎年実施する。

・清掃マニュアルや感染症対策マニュアルを整備
し、知識を全職員へ周知し、事業者が感染源となら
ないように徹底している。

16 非常災害時の体制・対応について

・防火管理責任者の選任
・消防計画の作成
・消防訓練を年2回（4月・10月）、消防隊員と職員で
行う。
・消防用設備等の法定点検を業者に依頼し、定期
的に行う。
・避難場所、備蓄品の確保を行い、有事に備える。
・自治会や民生委員、周囲の住民の協力が得られ
るよう、地域との連携を図る。

・非常災害時マニュアルの常備
・備品を防炎のものにし、スタッフルームに非常通
報装置一式を備える。各階に非常警報設備を1か
所、消火器は2つ以上設置する。
・火災の場合、初期消火に努めるとともに、消防や
近隣住民に応援を要請し、利用者の速やかな救出
を図る。
・夜間に各ユニット1名配置する。
・防火管理者を置き、自衛消防団組織を編成。年2
回消防計画に基づく消防訓練を実施する。
・自然災害時に備え、防災マニュアルを整備すると
ともに、最低3日分の非常食を常備する。また、事
業所を全国に展開しているため、応援体制を編成
できる。

・防火管理者を置き、作成した消防計画に基づき消
防・消火・避難訓練を行う。
・地域自治体との防災協定を締結し協力体制を仰
ぐ。
・日常よりの備蓄管理・連絡体制の確認に努める。

・消防計画を定め、これに基づき年2回以上の避難
訓練を行う。
・非常災害対応マニュアル、緊急時連絡網を作成
する。

・災害マニュアルの徹底
・消防計画の策定と年2回の避難訓練を行う。
・日頃より地域住民との連携を深めておく。

・消防計画を策定し、定期的に地域も交えた避難訓
練を実施する。
・災害時の対応手順を共通マニュアル化して周知し
ている。
・スプリンクラー、自動火災報知機、誘導等などの
防災設備は法令に準拠して設置する。

サービスの内容等

事故防止・安全対
策、衛生管理等
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評価項目 項番 評価内容 配点
久喜東圏域 鷲宮 久喜東 久喜東 久喜東 鷲宮

畑

現況 更地 駐車場 更地 更地 駐車場 駐車場

地目 田

久喜北1-551-1、551-2、552-1
敷地面積 796.71㎡ 1127.27㎡ 1774.11㎡ 704.14㎡

古久喜900-17、928-5、927-7 葛梅1-13-9

雑種地
田

宅地
畑

宅地
鉄道用地

畑

㈱ツクイ ㈱ウィズネット
項番 1

714㎡ 1158㎡
施設予定地地番 東大輪1328-1、1328-2 久喜東3-1039-1、1040-1 青毛4-5-７,8,9,10,11

2 3 4 5 6
事業者名 ㈱関東メディカル・ケア メディカル・ケア・サービス㈱ ㈱関東サンガ ㈱ヴァティー

17 苦情処理のための体制について

・苦情対応窓口を設置し、管理者を担当責任者とす
る。
・本部担当者とも連携し、苦情内容の正確な把握、
苦情に対する迅速な回答・対応、再発防止策の策
定を行う。
・職員間で苦情情報の共有化を図る。
・久喜市役所介護福祉課とも連携し、適切で迅速な
対応を行う。

・苦情対応窓口を設置し、管理者及び介護支援専
門員を担当者とする。
･ホーム以外に本社ケアサービス推進課でも苦情
受付可能。
・苦情については、お客様の要望に配慮し、慎重な
取扱の上、早期解決・改善を図る。
・苦情処理の体制を施設入口に掲示し、入居時に
重要事項説明書を通じて相談窓口の利用方法につ
いてご理解をいただく。
・利用者･家族にアンケートを実施し、その結果に基
づき改善を図る。

・苦情窓口を設置し、即時対応を心がける。
・苦情が発生した場合は、速やかに行政へ報告す
るとともに、家族懇談会を開催して苦情内容を報告
する。
・再発防止に向け、苦情発生後は速やかに全職員
へ情報提供する。

・常設の相談窓口として相談担当者を配置。
・苦情が発生した場合は直ちに利用者に連絡を取
り、直接訪問するなどして詳しい内容を確認すると
ともに、担当職員からも事情を確認する。
・相談担当者が必要と判断した場合には、事業所
内で検討会議を行う。
・翌日までに対応する。
・記録を作成し、台帳として保管し、再発に防止に
役立てる。
・苦情の内容によっては行政窓口を紹介する。

・本社に「お客様ダイヤル」を設置している。
・本社に寄せられた苦情は施設及び社内で共有
し、迅速に対応する。
・対応後は対応履歴を全社的に共有する体制をと
る。

・苦情相談があった場合は必要に応じ訪問し、状況
の聴き取りや確認を行う。
・苦情対応は苦情受付担当者を置いて対応する。
　軽微な改善で問題解決する場合は改善後書面に
て管理者に報告し、重大または生命に関わる事案
の場合は管理者と共同で対処する。
・事業所全体で苦情情報の共有が必要と判断され
た場合は、検討会議を開催し、その結果に基づい
た対応を行う。
・記録を作成･保管し、再発防止に役立てる。
・解決困難な苦情の場合は国保連合会、保険者に
報告・相談をしながら迅速に解決する。

18 虐待防止への対策について

・法の周知を徹底する。
・早期発見や支援を図るための研修を実施する・
・毎月１回の全体会において、職員への聞き取り
や、施設長日報、施設会議報告を会社代表と本部
管理者が読み、迅速に必要な措置を講じる。

・採用時、採用中に定期的に研修を行う。
・定期的に「虐待発見チェックリストを回覧し、虐待
を疑わせるサインを見逃さないようにする。
・「身体拘束廃止推進委員会」を有効に活用して虐
待防止に努める。
・マニュアルの整備、定期的な勉強会の開催
・虐待が発生した場合、「コンプライアンス委員会」
において再発防止策を検討。

・身体拘束委員会において虐待防止に対する考え
方や対策を盛り込み、職員に周知する。
・事例の発生に至らぬよう、認知症高齢者心理の
理解に努める。

・日常業務の中で虐待のサインを見逃さないよう、
常に本人や家族の状況を観察する。
・虐待の疑いがある場合は速やかにケアマネー
ジャーに報告し、生命の危険があるような場合は地
域包括支援センター等虐待担当窓口に通報する。

虐待防止の徹底に努めるとともに、研修を実施す
る。

　①　安定した生活と環境の整備
　②　職員と利用者との固い信頼関係
　③　スタッフ間で利用者に対する認識を共有する
ことにより、虐待を未然に防ぐ環境を作る。

19 個人情報の管理方針と方法

・職員への守秘義務の周知徹底
・契約時に入居者等へ個人情報の取り扱いについ
て基本方針を示して説明し、同意書に署名・捺印を
いただく。
・職員には採用時に誓約書を提出させる。
・不要な記録はシュレッダーし、残す記録は施錠保
管する。

・契約書の中に秘密保持に関する条項を盛り込む。
・職員の入社誓約書の中にも秘密保持に関する条
項を盛り込み、個々の職員に守秘義務があることを
認識してもらうようにする。

・鍵付きの書庫を設置して保管する。
・持ち出しを厳密に禁止し、情報の漏洩防止に努め
る。

・施錠できる書庫に保管する。
・利用者に見えないところに保管する。

・個人情報は利用目的を明らかにし、本人の同意を
得たうえで収集する。
・利用目的を限定して適切に利用する。
・不正アクセスや漏洩・改ざん等に関して予防策を
講じる。
・個人情報の開示については法令に従い対応す
る。
・同意がある場合を除き第三者に開示しない。
・個人情報に関する社員教育を徹底する。

・施設が得た個人情報は施設の介護サービスの提
供の目的では原則的に利用しない。
・職員は職務上知りえた利用者等の秘密を保持す
る。
・従業員でなくなった後も、秘密を保持する。
・情報提供するときは、あらかじめ本人等の同意を
得る。

20
開設にあたり地域住民の理解を得るための方
策

・区長・住民７名に説明済み。
・質問　１件（職員は24時間常駐するのか）
・要望　1件（決定した際には、建築開始前に建築会
社と再度挨拶に来てほしい）
・建設反対の意見　なし

・区長及び住民3名に直接説明、住民5名は資料を
投函。特に苦情や意見はない。
・公募内定後は、住民説明会などを開催し、近隣住
民の理解を改めて得る。
・小中学校・保育園等も訪問し、交流事業に協力を
得る。

・区長・民生委員および住民8名に直接説明。特に
苦情や意見はない。
・公募内定後は、必要に応じて施工業者・設計業者
と連携して説明会を実施し計画を進める。

・区長・民生委員及び住民6名に直接説明。その際
苦情はなかったが、後日市長への手紙にて建設反
対の意見が届いた
・必要があれば。住民説明会を行う。

・区長・民生委員及び住民5名に直接説明。特に苦
情や意見はない。
・公募決定後は、近隣住民への説明を行う。

・区長・民生委員2名及び住民7名に直接説明、4軒
に資料投函。特に苦情や意見はない。
・公募決定後は、近隣住民への説明を行う。

21 地域との交流、連携についての考え方

地域に暮らす高齢者一人一人が心身ともに健康で
生きがいを持ち、生きる喜びを実感しながら、住み
慣れた地域の中で地域社会の一員として暮らして
いくことができるようにしていく。
・ホーム主催の夏祭り等の行事を行う際には、地域
の自治会の皆様にも参加していただく。
・久喜市内の各祭りには入居者も積極的に参加す
る。
・近隣の幼稚園・保育園・小中学校の運動会や文
化祭等の行事にも参加・見学していく。
・久喜市内の介護施設との連携（グループ施設のフ
ローラ久喜・メディカルフローラ久喜、及びグループ
外の施設に声掛けし、行事に参加してもらう）

・会社起業時から、ホームと地域住民との関係が希
薄であってはならないことを重視している。
・自治会へ入会し、自治会主催の催しに積極的に
参加する。
・また、ホーム主催の行事にも、積極的に地域住民
に参加していただき、子どもには交流と社会勉強の
場を提供する。
・介護教室の開催や子ども110番の登録などを行
う。
・地域にとってグループホームの存在が意義あるも
のとなるよう、地域の介護情報の発信源となるとと
もに、地域社会にネットワークを構築していく。

・地域の自治会に加盟し地域振興に努める。
・施設主催の行事に地域住民を招き、開かれた施
設運営に努める。

・自治会やボランティアグループ、保育園、幼稚園
等の教育機関と交流をしていき、お互いに成長でき
る関係づくりをしたい。

・自治会行事参加
・周辺住民からの介護相談受付
・周辺幼稚園・保育園との交流会や学校関係から
の実習生、社会体験プログラムの受け入れ等を実
施
・毎週金曜に「クリーンアップ活動」を行う。

・消防訓練における地域住民との協力体制の構築
・買い入れについて地元で行うこと
・認知症サポーター事業を地域住民、地域包括支
援センターと実施すること
・地域のイベントへ積極的に参加すること
・災害時に備蓄基地として地域に開放できるように
する
・外部評価を活用し、住民に広く情報公開する

22 運営推進会議に対する考え方

年６回開催予定。
地域に溶け込めるホームを目指す。
民生委員・市役所・近隣住民・自治会に参加してい
ただく。

年6回以上開催予定。
運営推進会議を通じて、地域区流を深め、よりよい
ケアを提供できる環境づくりを図る。
区長・民生委員・市役所・地域包括支援センター・
利用者家族に参加していただく。
双方向の会議にすることを基本に、ホームとして地
域に何ができるかを考える場としていきたいと考え
ている。

・開催予定。
近隣の有識者（民生委員等）を構成員に迎え、地域
の考えを積極的に取り入れニーズに即した会議運
営を目指す。

未定
・年6回開催予定。
市役所・地域包括支援センター・民生委員等を構成
員に加える。

・開催予定。
入居者・入居者家族・区長・民生委員・地域包括支
援センター・市役所職員に参加していただく。
運営やサービス提供の方針、日々の活動内容、入
居者の状態などの報告を行い、質問や要望を受け
付けるなど、双方向的な会議運営を行っていく。

23 医療・福祉機関等との連携について

・24時間オンコール体制などの医療連携を実施。
（連携医療機関：フローラ太田小通りクリニック（さい
たま市岩槻区））
・近隣の病院との医療連携も整える。
・福祉施設との連携により入所・退所の円滑な移行
を援助する。

・現在利用中のかかりつけ医との連携を強化する。
・協力医療機関：岡部内科小児科医院、めぐみ歯
科
・急変時に備え、かかりつけ医とあらかじめ協議を
行い、連携体制を整える。

・情報共有・提供に協力し連携していく。
・委託契約や業務協力を通し社会資源の活性化に
努める。

往診のクリニック、入院設備の整っている病院、調
剤薬局を定め、連携していく。

・医療連携体制加算を申請し、毎週１回協力訪問
看護ステーション看護師による全入居者巡回訪問
を実施する。また、協力医療機関の意思による定
期的な血液検査等により入居者の健康管理に努め
る。

・協力医療機関による定期的な訪問診療の実施
・24時間緊急時連絡体制
・担当医師等との定期的なミーティングによる情報
共有
・健康診断等
地域包括ケアの実現のため、医療と介護の連携を
積極的に行っていく、

24 市の介護保険相談員の受け入れ 可能 可能 可能 未定 可能 可能

25 既存の同種サービス事業所との地域バランス
圏域的には鷲宮圏域であり、他に地域密着型サー
ビスの存在しない地域である。
グループホームフローラまで3.2Km

圏域的には久喜東圏域であり、既に多数の地域密
着型サービス事業所がある。最も近い「れんげ荘」
まで直線で250mほど。

圏域的には久喜東圏域であり、既に多数の地域密
着型サービス事業所がある。グループホームりんど
うの里まで直線距離で1㎞程度。
鷲宮圏域や幸手市に近接しており、鷲宮圏域から
の利用や幸手市方面からの市外指定による利用
が増加することが見込まれる。

圏域的には久喜東圏域であり、既に多数の地域密
着型サービス事業所がある。最も近い「フローラ久
喜」まで直線で250mほど。

圏域的には鷲宮圏域であり、他に地域密着型サー
ビスの存在しない地域である。
愛の家グループホーム久喜本町まで直線で2.7Km
ほどである。

圏域的には久喜東圏域であり、既に多数の地域密
着型サービス事業所がある。最も近い「フローラ久
喜」まで直線で700mほど。

26 独自の提案等

・24時間オンコール体制
・生活保護の利用者から生活扶助費との差額を徴
収しない
・市内でのグループホーム運営実績あり

・スケールメリットを生かした研修体制の充実
・ホームが地域の介護情報の発信源となるべく、地
元向けの介護教室等を実施する。
・市内でのグループホーム運営実績あり

・市内でのグループホーム運営実績あり
・予定地敷地面積最大
・デイサービスを併設する予定

・看護師を配置する
・看護師を配置する
・医療連携体制加算予定

・24時間医療緊急時連絡体制

暴力団員がいないことの誓約書 提出済み 提出済み 提出済み 提出済み 提出済み 提出済み

公募説明会の参加状況 参加 不参加 参加 不参加 不参加 不参加

特記事項

同所は平成24年度（第5期計画）において㈱ヴァ
ティーが介護付き有料老人ホームを建設したいと相
談があったところだが、介護付き有料老人ホームの
建設枠が5期計画上なかった（すでに建設する事業
者が決定していた）ため、市は不同意の意見書を県
に提出し、事業者は設置申請をしたものの県にお
いて認められなかった。

平成21年度（第4期計画）において介護付き有料老
人ホームを同所にて建設予定ということで相談があ
り、建設に同意する意見書を市が交付したが原本
を紛失したため結局設置申請できずに終わった。
平成24年度（第5期計画）において再び介護付き有
料老人ホームを同所にて建設したいと相談があっ
たが、今回は介護付き有料老人ホームの建設枠が
5期計画上なかった（すでに建設する事業者が決定
していた）ため、市は不同意の意見書を県に提出
し、事業者は設置申請をしたものの県において認
められなかった。

第３位 第４位

事故防止・安全対
策、衛生管理等

地域や関係機関と
の連携について

その他

順位 第２位 第１位 第５位 第６位

3


