
基本情報 

 

 

施設名 特別養護老人ホーム 第 2新横浜パークサイドホーム 

所在地 横浜市港北区新横浜 1丁目 2番地 6 

電話番号 045（473）4188 

評価年度 平成 28 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

結果公表 平成 29年 3月 

 

評価方法 

 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 28年 1月 18日～ 

平成 28 年 2月 29日 

施設長をはじめ介護職、看護職、管理栄養士。機能訓練指導員・

生活相談員、介護支援専門員等多職種で評価項目のチェックを

行い、その結果を基に、施設内で話し合いを行い、自己評価を

行う。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 28 年 4月 19日 

平成 28年 4月 20日 

評価調査者 3名が、2日間を通し、施設内の視察、介護内容、利

用者の観察、施設長とのヒアリング及び書類確認により総合的

に評価を行いました。1日目、職員インタビューを 7名の専門職

に実施し、お昼は利用者と共に食事を一緒に行い、食事状況の

観察とともに職員とのかかわりを観察しました。2日目に利用者

本人調査を行いました。 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 28 年 1月 20日～ 

平成 28 年 2月 29日 

入居者ご家族様にアンケート用紙と返信用封筒を送付。 

回収は（株）R-CORPORATIONへ直接返信して頂くか、施設事

務所窓口に提出用の BOX を設置して、提出して頂くようにお願

いする。 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 28 年 4月 20日 

施設から選定いただいた 10名の利用者と 2、3、4名ずつ、各評

価調査者とそれぞれインタビューを実施し、意見の集計・分析

を行い、利用者の様子から施設生活、職員とのかかわり等を確

認しました。 
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第三者評価結果報告書 

≪総括≫ 

対象事業所名 特別養護老人ホーム 第 2新横浜パークサイドホーム 

経営主体(法人等) 社会福祉法人 千里会 

対象サービス 高齢分野 

事業所住所等 〒222-0033横浜市港北区新横浜 1-2-6 

設立年月日 平成 25年 4月 1日 

評価実施期間 平成 28年 1月 ～ 28年 4月 

公表年月 平成 29年 3月 

評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

評価項目 横浜市版 

 

総合評価 

●特別養護老人ホーム 第2新横浜パークサイドホームの取り巻く環境・概要 

特別養護老人ホーム 第2新横浜パークサイドホームは、JR横浜線、JR新幹線、横浜市営地

下鉄新横浜駅から徒歩で10分余のところにあります。施設が所在する港北区新横浜は、駅

直結のショッピング施設やオフィスビルが点在し、横浜労災病院もあり、横浜アリーナや

日産スタジアム（横浜国際総合競技場）等ではイベントが頻繁に行われ、活気のある地域

です。また、最寄りの新横浜駅は、新幹線の停車駅ということで西から様々な出張等で集

まるビジネス街でもあり、新横浜駅を15分程度歩くと、駅前とはうってかわり、長閑な田

園地帯が広がり、駅前の賑やかさ、田園地帯の穏やかさを兼ね揃えた二面性を持つ地域で

もあります。 

特別養護老人ホーム 第2新横浜パークサイドホームは、新横浜駅から至近にあり、鉄筋コ

ンクリート造地上9階建ての都市型の特別養護老人ホームであり、新しい設備の整った施設

で、１フロア20名定員とし、10人ずつのユニット型になっており、手厚い介護が行われて

います。入所介護（120床）、短期入所生活介護（20床）のサービスを提供し、職員体制、

実務体制もしっかり構築されており、入居者が安心して快適に過ごせる住環境を提供し、

日常生活への復帰を目指して支援しています。１階の玄関を入ったフロアには、社会福祉

法人千里会が運営する、昨年度制度化された小規模保育事業の「ピッコロ・グランデ新横

浜」（定員19名）が設けられています。 

●特別養護老人ホーム 第2新横浜パークサイドホームの事業方針 

社会福祉法人千里会は、「3Ａ」を規範として、『安心・安全・安堵』を法人理念とし、6つ

の誓いとして、①「共同生活でもプライバシーを大切にします」、②「ご家族の想いを大切

にします」、③「医療との連携による行き届いた心身の介護」、④「あふれる笑顔を支えま

す」、⑤「温もりある雰囲気の中で」、⑥「おもてなしの心で生活をサポート」をポリシー

とし、全職員で支援に努めています。法人系列施設の「新横浜パークサイドホーム」とは

200m程度の距離にあり、人事の交流も行われ、同様のポリシーを根幹に運営しています。

介護に関して、両施設共有での各種委員会を設け、職員の教育、個々の質の向上に向けて



展開しています。施設は、ユニット型特養であり、居室数140床（ショートステイ20床含む）

を保有し、施設の構造は、１階に玄関ホールと小規模保育園が設けられ、2階は管理棟とし

て事務室、厨房、食堂、機械浴槽を設備した浴室があり、3階以上が特養フロアとなってい

ます。3階～9階は定員20名の構成で、各2ユニットとなっており、6階、7階にそれぞれショ

ートステイのユニット（各10床）を設け、家庭的な雰囲気のユニット型として手厚い介護

が成されています。 

≪優れている点≫ 

１．3Ａ（安心・安全・安堵）を規範とした「人にやさしい」運営 

特別養護老人ホーム 第 2新横浜パークサイドホームは、法人理念の 3Ａ（安心・安全・安

堵）を規範とした、「人にやさしいケア」を大切にしています。利用者にとっては、「安心」

は相談や援助が受けられ、「安全」は良い介護が提供され、「安堵」は家族のような温かい

関係で生活ができることであり、職員にとっては、「安心」はコミュニケーションが図りや

すい職場、「安全」は危険が無く清潔な環境、「安堵」は安定ある生活の確保です。第 2 新

横浜パークサイドホームは、全ての人に対して、3Ａを通じて“やさしい環境”の提供を積

極的に推進し、「人にやさしい」運営であると言えます。利用者に「やさしい」ことは、施

設の責任という面で、ある種必須のことですが、職員の待遇に関しても、現状の介護保険

の給付の中で各職員の家庭生活が維持できる待遇を目指している点や、法制度の枠内で最

大限の努力が見られる点等、3Ａに沿った展開が試されていると言えます。 

２．上層部と距離が“短い”組織体制 

特別養護老人ホーム 第2新横浜パークサイドホームの組織体系は、シンプルに構成されて

おり、有効性が高く、優れています。体系は、理事長（統括部長）⇒介護部門（施設長）

⇒主任・副主任⇒ユニットリーダー・委員会委員長のラインに、看護部門、事務部門のス

タッフという体制が構築され、上層部の意向は直接現場に届き、問題が発生した場合は、

委員会組織で検討して水平展開を行い、日常の管理は、各ユニットに権限を委譲し、上層

部は巡回や報告を受けることで直接、現場を把握・確認をしています。スタッフ部門との

意思の疎通や、コミュニケーションを図る為、看護部門、事務部門を12階の事務室に集結

し、組織内がガラス張りの体制となっています。それにより、看護部門だけの情報、事務

部門だけの情報というセクショナリズムは育たず、日常の活動の中で、情報の共有が図れ

る体制が確立しています。また、法人内別施設新横浜パークサイドホームとの連携も理事

長に１本化され、密に行われており、法人内の風通しの良い短い組織体制は、委員会活動

と相乗し、問題の早期発見、早期解決への有効性に発揮されています。 



3．ユニット型特別養護老人ホームのメリット 

特別養護老人ホーム 第2新横浜パークサイドホームはユニット型特養です。ユニット型特

養の特徴は、個室による利用者のプライバシーが確保されることです。以前はユニット型

特養の課題（価格、運営面）が挙げられていましたが、職員の活動も有機的になり、ユニ

ット型特養の特徴が発揮されてきています。第2新横浜パークサイドホームでは、1フロア2

ユニットで運営されています。ユニットの運営は各ユニットに委譲し、特養としての方針

に沿いながらユニットの独自性を発揮できる体制を構築しています。第2新横浜パークサイ

ドホームでは特に、排泄、入浴については個室のプライバシー確保が利用者のメリットと

なっており、利用者本人調査でも、施設での快適さは100％の満足度を得ており、入浴、食

事についても満足度の高い結果となっています。 

≪さらなる改善が望まれる点≫ 

１．利用者外出に関する工夫の必要性 

特別養護老人ホーム 第 2 新横浜パークサイドホームは、都市型、高層建築型の特養であ

り、立地はアスファルトの街並みが見られ、ご家族が来所した際に一緒に外出する機会も

ありますが、必ずしも散歩に適する環境とは言い難い状況も否めません。さらに、介護保

険法の改定により、特養は特別な事由を除いて、原則要介護度 3 以上の方しか入居できな

くなり、重度化が進んでいる現状もあります。散歩を実現するには介護職の人手の要員も

承知していますが、利用者本人のインタビューの多くは、リハビリの要望や、外出を望む

方も見受けられました。入居者は、生に対する終末期の希望と、できないことでもして欲

しい願望があり、外出に関しては少しでも可能性を模索して欲しいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

領域Ⅰ 利用者本人の尊重  領域Ⅱ サービスの実施内容     領域Ⅲ 地域支援機能   

領域Ⅳ 開かれた運営    領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上  領域Ⅵ 経営管理 

 

評価領域 Ⅰ 利用者本人の尊重 

評価分類評価の理由(コメント) 

Ⅰ－１  

利用者本位の理念 

 

●社会福祉法人 千里会では、法人の精神としての理念を明文化し、法

人理念「3A を規範として」（3A は安心、安全、安堵）の実現のため、

法人の研修計画に沿った階層別研修の他、職員面談、指導時等に、理念・

基本方針について確認し、理解を深めています。職員が安心して安全に

働ける職場であることが、結果的に入居者の安心、安全な生活の支援に

繋がるため、職員の処遇を中心に考えられています。 

●サービスの実施内容については、入居者一人一人の介護計画を作成

し、その中に「3A」を盛り込み、毎月の会議等で振り返りを行い、利用

者、職員が「3A」を意識できるようにしています。職員は、「3A」の体

感を基に、利用者に対して具現化できるよう、より良いサービスに取り

組んでいます。さらに、第 2 新横浜パークサイドホームの良い点は、組

織内の距離が短いことにあり、現場の話しが直ぐに上層部につながる点

にあり、職場内の人間関係を大切にし、利用者に寄り添うケアを実施し

ています。 

Ⅰ－２  

利用者のニーズを正しく把握

した個別援助計画の作成  

●入所に先立ち、入所時アセスメントを実施し、入居者本人と面接を多

職種で行い、アセスメントを基に家族と面談または電話で意見交換を行

い、介護計画に取り入れています。入居後のアセスメントは、必ず入居

者本人と面談を行っています。 

●カンファレンスは、入居者本人や家族の意見を反映できるよう参加を

促し、参加できない場合は、事前に意見を聞き、家族の同意を得て介護

計画を作成しています。計画の見直しについても同様です。 

●入居者の様子については、面会時に家族に情報提供を行い、変化等が

見られる時は密に連絡を取り合うようにしています。 

●施設サービス計画書および、ケア計画書に課題解決のための目標（長

期、短期）を明示しています。 

●カンファレンスで介護計画を策定し、定期的（1 ヶ月に 1 回程度）に

特別養護老人ホーム 第 2新横浜パークサイドホーム  

評価年度 28年度 

結果公表 平成 29年 3月 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 
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モニタリングや、家族、多職種からの情報を基に適宜、計画の見直しを

しています。また、歯科医師から嚥下に関するアドバイスや、法人内の

看護師、理学療法士から生活・リハビリに関する助言を受け、個別援助

計画に役立てています。また、近隣医院から専門外の医科に関するアド

バイスや、法人系列の二宮整形外科の医師に協力を得て、日々のケアに

反映させています。 

Ⅰ－３ 

利用者の状況の変化に応じた

適切なサービス提供の実施 

 

●第 2 新横浜パークサイドホームはユニット型で、居室は全室個室であ

り、入居者の状況に応じた取り組みでは、入居者個々の好みを把握し、

自宅と同じ生活ができるようにサービスの提供に努めています。職員

は、一人一人に応じた介護について話し合い、定期的なモニタリングや

他職種から状態の変化の確認を行っています。計画の見直し等での話し

合いの内容は、家族とも共有し、ケアの方向性を決め、適切なサービス

の提供に努めています。 

●具体的ケアの実施状況に関しては、年１回、ケアに取り組んだ事例発

表会を開催し、神奈川県社会福祉協議会「かながわ高齢者福祉研究大会」

にエントリーする等、委員会活動を中心に意欲的に取り組んでいます。

27 年度は「私が利用者になった日」・「これまでの自分たち、これからの

自分たち」を発表し、気付きから日々の業務に反映させています。取り

組みは、入居者本位に立ち、職員、業務の問題点、課題を明らかにし、

より良いケアへの気付きを基に、入居者への日々のケアにつなげていま

す。 

Ⅰ－４ 

快適な施設空間の確保 

 

●施設内の共有空間、各居室については、毎日、時間を定めて 1日 1回

以上の清掃に努め、布団の整備を行い、清潔に保ち、トイレや浴室等も

使用後は消毒・清掃を行い、清潔を確保しています。採光に関しては、

明るい空間作りが成され、共有スペースの空調は基準温度に設定し、湿

度と共に適切な快適さを確保し、居室は入居者に応じて温度調整を行

い、衣類等での体温調整にも配慮しています。また、障害者対応を考慮

し、施設内はバリアフリーとなっており、スライドドアにも敷居は無く、

風呂の入り口も段差をなくして配慮しています。 

●全館は、共有スペース、個人スペースとも、個人のプライバシーが守

られるよう職員は配慮しています。トイレ、浴室のドアを閉めて介助し、

入居者のプライバシーに配慮しています。居室は、安全上影響のない範

囲で私物の持ち込みを可能とし、馴染の家具や備品、テレビを配置し、

入居者本人が安心して過ごせる環境を整え、中には仏壇を持ち込まれて

いる方も居ます。また、介助が必要な方の場合は、居室内のレイアウト、

導線に配慮しています。面会時等では、共有スペースでの面会は自由と

し、必要に応じて地域交流室等も提供しています。 

●感染症および食中毒の予防、蔓延の防止における委員会を設置し、毎

月委員会を開催し、流行期には感染症、食中毒予防項目に分けて施設内



研修を開催し、予防に留意しています。新人研修では嘔吐物等の処理方

法についての実演も行っています。また、手洗い、ノロウィスル対応の

ビデオを作成し、ユニットリーダーが講師となり勉強会を実施する等、

具体的対策を講じています。また、感染症の症状等を確認した場合は、

看護師の指示の元、診断を受ける等、蔓延の防止および処置を速やかに

行っています。 

●事故防止対策については、安全委員会を設け、事故が発生した場合は

その日の内に各職種でミーティングを開催し、事故原因の分析を行い、

再発防止に努めています。安全委員会では、事故原因の把握、過去事例

のデーターを基に他職種と話し合い、改善策を講じ、話し合われた内

容・情報は各フロアに周知文書を配布し、共有化を図っています。施設

内の設備等に関するチェックリストを活用し、ベッドの動作確認や、車

いすの空気圧やブレーキの制動などをチェックし、事故の未然防止に努

めています。 

●災害などについて、防災マニュアルを備え、自治会の協力を得て、定

期的に訓練を実施しています。災害時発生時の協力体制については、地

域に避難場所の二次施設として提供する旨を伝え、法人系列施設等とも

協力体制ができています。災害時の備蓄では、横浜市への申請や施設独

自で必要な物資等を確保し、備蓄一覧表を各フロアに示し、管理してい

ます。災害時の関係機関への通報および連絡体制は、緊急連絡先の電話

リストを整備し、速やかに連絡できるよう緊急体制を整えています。 

Ⅰ－５ 

苦情解決体制 

 

●苦情解決の体制では、受け付け担当者（相談員）、第三者委員の連絡

先、他機関の苦情解決窓口の連絡先（国保連など）を明示した苦情対応

フロー図を作成し、事務室前に掲示して、直接苦情を申し立てることが

できる体制を整備し、入居者、家族にも重要事項説明書および別紙にて

配布し、説明しています。 

●毎月、ご家族への手紙に意見・要望欄を設け、受け付けに意見箱を設

置して、要望や苦情を聞く機会を設け、施設の改善に努めています。ま

た、年 1 回、家族会（27 年度は 11 月）の開催を通して意見を聞いてい

ます。家族会には半数程度の家族が参加し、各フロア担当者が 1～2 名

加わり、懇親を図り、意見を聞いています。 

●苦情、要望については、寄せられた意見等の対応に関して記録・保管

しています。また、第三者委員を交えて検討する体制を構築し、苦情等

の内容に応じて、横浜市高齢施設課と連携を図り、相談・助言を受けて

います。 

●要望や苦情の内容と解決策は、職員会議で周知し、苦情、要望のデー

ターは蓄積し、今後の解決に活かしています。解決策については過去の

事例を参考にして策定しています。 

 



Ⅰ－６ 

特に配慮が必要な利用者への

取り組み（医療対応含む） 

 

●個々に状況の変化があった場合は、随時カンファレンスを行い、職種

間で共有し、家族にも参加を促し、適切に連携を図りながらサービスを

提供しています。介護計画は１年ごとに、定期的に見直しています。疾

患による配慮が必要な入居者については、個別にケアカンファレンスを

開催し、医師の助言を受け、介護計画に組み入れています。 

●医療依存度の高い利用者の受入れ時は、医師から助言を受け、個人別

にマニュアルを作成しています。第 2 新横浜パークサイドホームでは、

胃瘻、酸素療法、尿道留置カテーテル、入居者自身で自己注射できるイ

ンシュリン注射等、疾患がある方を受け入れ、療養型病院等と連携を図

り、医療依存度の高い利用者の受け入れは、看護職員の要員を考慮して

取り組んでいます。 

 

評価領域Ⅱ 意向尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供 

評価分類評価の理由(コメント) 

Ⅱ－１ 

入退所時の対応 

 

●入退所検討委員会を設け、委員は、理事長、施設長、生活相談員、介

護職員、看護職員、介護支援専門員、及び理事長が必要と認め任命する

もので構成されています。入所の必要性の高い入所申込者を優先的に入

所させるため、入退所決定の透明性、公平性を確保し、より適切な介護

サービスの提供に資することを目的とした入退所検討委員会の要綱を

定めて、横浜市特別養護老人ホーム入所申込受付センターのデータを基

に従って選考を行っています。入退所検討委員会の議事録等に選定理由

を明示し、明確に説明ができるよう整備されています。申込者からの申

し出があれば、説明および開示ができることを案内しており、要綱にも

定めています。 

●入退所の希望日時は、事前に可能日を提供し、希望日を聞き、入居者、

介護者と相談の上、決めています。 

Ⅱ－2 

利用者本位のサービス提供 

[食事] 

 

●食事は、給食請負会社に委託し、保温・保冷カートにて献立に応じた

適温で配食し、祝い事の行事食（毎月 1 回程度）を提供して、季節感を

感じて食事を楽しめるように工夫しています。食事内容は、入居者本人

や家族から感想を聞き、献立の作成に役立て、改善や工夫に努めていま

す。施設のホームページに食事内容や行事食の写真を掲載し、食事での

楽しい様子も伝えています。 

●食事形態や介助方法等については、入居者の身体状況を把握し、変化

等があった場合は適宜、見直しを図り、必要に応じて歯科医師の来所時

（1～2 週間に 1 回程度）に嚥下状態等の確認・評価を依頼し、助言を

受け、介助に生かしています。 

●食事時間に関しては、衛生管理の下、食事を保管できる時間内（2 時

間）であれば、入居者個々のペースに合わせて食事が摂れるように柔軟

に対応しています。水分補給に配慮し、水分ゼリーを準備活用し、栄養



補給については医師に診断を仰ぎ、医療保険で対応しています。また、

各ユニットに共有の冷蔵庫を設置し、家族対応で食料品の補助品を保存

できるようにしています。終末期にはゼリー状の経口食（個人負担）を

用いる場合もあります。 

Ⅱ-２ 

利用者本位のサービス提供 

[入浴] 

 

●浴室設備では 4 種を設備し、各フロアに浴槽を 1 つずつ設備し、奇数

階に普通浴槽（個浴）、偶数階には中間浴槽を設け、機械浴槽は 1 ヶ所

に配置し、入居者の身体状況に応じて安全を確保できるよう浴室の種類

を変えて対応しています。入浴日は決まっていますが、身体状況に応じ、

毎日の入浴にも対応しています。また、必要に応じて、毎日の身体の清

拭、足浴の対応に行っています。利用者本人インタビューでは入浴に関

して高い満足度を得ています。 

●入浴介助では、基本的に普通浴槽で対応し、脱衣の際はカーテンを閉

めて浴室内の脱衣所で行い、プライバシーに配慮しています。さらに、

同性介助の希望者には対応できるように調整に努めています。 

Ⅱ-２ 

利用者本位のサービス提供 

[排泄] 

 

●排泄については、入居者個々のチェック表を基に、排泄リズムを把握

し、可能な限り本人の排泄希望時に便座に誘導するよう、自立に向けた

支援に努めています。また、トイレでの排泄が可能な方には安易にオム

ツを使用しないよう、残存機能を生かすよう取り組み、支援に努めてい

ます。 

●ドア式トイレが各居室に設備されており、プライバシーは確保されて

います。また、全室個室であり、脱衣やおむつ交換時などもプライバシ

ーは確保されています。同性による排泄介助では、希望者には出来るだ

け配慮し、調整して対応しています。 

Ⅱ-２ 

利用者本位のサービス提供 

[その他] 

 

●ターミナルケア（看取り）は、入所時に確認と説明の上、対応してい

ます。終末期には入居者本人および家族の意思を尊重し、家族とターミ

ナルケアについて話し合い、医師も含め、施設内で情報共有を図り、多

職種共同で取り組むよう努めています。 

●適切な医療の提供に努め、嘱託医、往診医による利用者の健康管理に

十分に配慮しています。また、法人関連施設として医療に関して充実し

ています。 

Ⅱ－３ 

余暇・生活内容の自由な選択 

 

●余暇や生活の取り組みでは、身体状況に応じたレクリエーションや体

操を行い、日常生活を通して、タオルたたみ等、個々の身体能力に応じ

て作業する機会を作り、ADL の低下防止につなげています。外出に関し

ては、散歩等は立地的、職員の要員を考慮して家族に協力を仰ぎ、外出

の機会へのバックアップを行い、入居者の気分転換が図れるよう工夫し

ていますが、利用者本人インタビューでも外出の要望が聞かれ、今後、

外出の在り方について、地域的な課題も含め、さらなる検討・取り組み

に期待します。 

●行事、イベントに関しては、計画の一部に利用者の意見を参考にして



計画に反映させています。年間行事では、敬老会、家族交流会、クリス

マス会、お正月、鑑賞会（日舞）、コンサート等を行い、入居者の生活

の張と楽しみになっています。クリスマス会では、施設 1階の保育所の

子どもたちから歌を披露してもらい、楽しみました。 

●居室への機材の持ち込みについては、希望に応じてテレビの設置や携

帯電話の使用を可能とし、新聞、雑誌の個人購読は自由に選択でき、定

期的に購読している入居者の方も居り、日常生活の楽しみにつなげてい

ます。また、施設に移動理美容が来訪し、入居者は髪型のカルテを見な

がら髪型を決める楽しみを提供しています。 

●個人の預り金については、管理・取扱の規定を定め、事務室にて管理

を行い、毎月、出納管理状況を請求書類や手紙等と共に郵送し、報告し

ています。 

Ⅱ－４ 

機能回復・寝たきり防止等への

支援 

 

●リハビリについては、常勤の機能訓練指導員を設置しています。個別

プログラムの策定、見直しについては、多職種（介護支援専門員、生活

相談員、介護職員）の意見を聞き、医師や、法人系列の看護師や理学療

法士からの助言を個別プログラムに組み入れ、最終的に理事長から承認

を受けています。訓練計画は、疾病面と日常の変化を考慮して作成し、

3 か月ごとに見直しを図っています。 

●体操等のレクリエーション以外に、音楽鑑賞や歌唱（カラオケ）によ

る嚥下訓練や、歌詞を目で追うことや、個別の塗り絵（細かい指先の運

動の訓練）を実践する等、巧緻動作訓練や認知機能訓練につなげ、適正

な生活リハビリに努めています。 

●寝たきり防止では、褥瘡委員会を設置し、褥瘡のリスクをスケール

（OH スケール）で判定し、定期的（3 ヶ月ごと）に状態の評価を行い、

寝たきり防止のために体調を考慮しながら離床する機会を日常的に設

けています。また、寝たきりにならないように数種類の車椅子やクッシ

ョン等から入居者に適している車椅子の選定を行い、離床時間を設ける

ようにしています。入居者は居室を出る時には着替えを行い、胃瘻の方

以外は全員が食堂で食事をしています。褥瘡については、除圧や湿潤予

防、清潔面の介助を行い、適宜、マットレスやクッションの選定やエア

マットを使用する等、予防への対応に取り組んでいます。皮膚科の医師

が１か月に１回往診に来訪し、適切な健康管理を行っています。 

●福祉用具の利用にあたっては、入居者の身体状況に適した数種類の車

椅子やクッション、自立に向けた様々な歩行補助具を用意し、適宜、選

定できるようにしています。利用にする際は、本人に使い方を説明し、

福祉用具の利用開始後は、日常の様子を介護職員が把握し、本人や家族

に状況等を確認し、評価を行い、適切に提供するようにしています。 

 

 



Ⅱ－5 

健康管理 

 

●健康管理では、日々の体調管理（日常のバイタルチェック等）の中で、

適宜、全入居者の血圧測定（毎日）や体重測定（月 2回）の実施および

記録を行い、情報の共有を図っています。身体状態の変化の観察を行い、

変化や異常値が出た場合はユニットリーダー、医師に報告し、介護方針

を決めています。血圧や体重の測定頻度は一律ではなく、体調の悪い時

には適宜、実施しています。 

●服薬管理については、服薬マニュアルを整備し、入居者ごとの薬の内

容、数量のチェック表を作成し、誤薬がないよう看護師が仕分けや管理

を行い、各ユニットの服薬回別のトレーに準備しています。各ユニット

に個々の薬情を用意し、看護師と介護職員の連携を大切にして厳重な受

け取りの確認を行っています。服薬は介護職員複数名で服薬前にチェッ

クを行い、服薬介助を行っています。また、個人別の服薬内容は個人記

録に明記し、個包装（一包化）に努め、服薬回別で色分けする等、誤薬

防止の策を講じています。 

Ⅱ－6 

プライバシーの保護・人権の擁

護（身体拘束廃止への取り組み

等） 

 

●個人情報に係る重要書類は、鍵のかかる部屋（事務室およびワークス

テーション）、キャビネットに保管し、研修等で資料を使用する場合は、

本人の承諾を得た上で個人が特定できないようマスキングするなど配

慮しています。職員は入職時に個人情報の守秘の誓約書を交わし、実習

生は事前オリエンテーションで確認と誓約書を交わし、それぞれ保管し

ています。 

●個人情報の保護に関する方針については、ホームページ、パンフレッ

トおよび、施設内にも掲示しています。また、個人情報の利用目的の特

定を明記した文書を施設内に掲示し、入所時に配布しています。個人情

報の利用目的の変更時は改めて知らせる旨をホームページで明記して

います。入居者のプライバシー保護の取り組みに係るマニュアルを整備

しています。 

●身体拘束に関して、法人として、身体拘束は 100％行わないことを謳

い、身体拘束廃止に向けた多職種での委員会を設置し、定期的（2 ヶ月

に１回）に開催しています。また、施設長、ユニットリーダー、委員会

委員は施設内を巡回し、疑わしいところは是正等しています。入居者と

家族に対しては、身体拘束に関して施設としての方針を説明し、身体拘

束廃止に向けての取り組みの理解、協力を仰いでいます。家族からの介

護保険法にて禁止されている身体拘束にあたる行為の要望をお断りした

事例もあります。 

●職員の守るべき規範・倫理等および人権擁護については、新入社員教

育、施設内教育、委員会などで周知徹底しています。 

●家族が必要に応じて制度を利用できるよう、成年後見制度の資料（概

要を書いたパンフレットなど）を受付に設置し、入所時にも伝え、外部

関係機関と連携体制を持ち、必要に応じて紹介を行っています。また、



関係機関への連絡方法、手順に関して、個別の相談にも応じています。

成年後見制度については、介護支援専門員、介護福祉士が研修で知識を

得、支援しています。 

Ⅱ－7 

利用者家族との交流・連携 

 

●年間行事予定を立て、施設の行事、ユニットごとの行事を開催し、家

族が参加できる行事には毎月の手紙で情報提供し、家族と共に楽しみ、

交流を図っています。27 年度は家族会を開催し、半数程度の家族の参加

があり、現状の把握と状況を伝え、交流を行っています。それ以外には

適宜、家族と面談を実施しています。 

●毎月、手紙で、家族に施設での取り組みや行事等について情報を届け

ています。入居者の状態等の変化や、各計画書の見直し時は、家族に連

絡し、相談しています。施設のホームページでも活動の様子や食事につ

いて掲載し、わかりやすく、見やすく提供されています。 

●入所決定前の入所判定において必ず、家族宅等へ訪問しています。入

所後は必要に応じて訪問する体制を持ち、在宅復帰の際は家族宅へ訪問

が可能です。 

Ⅱ－８ 

ユニット型施設のサービス 

提供 

 

●1フロア 2ユニットの高層型のホームであり、1ユニット 10名で家庭

的な雰囲気で手厚い介護を行っています。ユニット型特養としての基本

マニュアルを整備し、ユニット間の情報共有および連携は委員会活動等

で行い、ヒヤリハット等の情報は他ユニットへも水平展開されていま

す。 

●居室は全て個室であり、プライバシーに配慮され、室内はこれまでの

馴染の家具や小物などの持ち込みを可能とし、入居者が居心地良く安心

して過ごせるよう配慮しています。共有部分のスペースでは、入居者同

士の交流や、活動のプログラムを実施し、活発に生かしています。 

●食事については、厨房は業者委託であり、保温機能のついた配膳車で

配膳されるので、調理に参加することはできませんが、各ユニットに簡

単な調理ができる設備を整え、手伝いが可能な方は配膳を行う等、生活

機能のケアにつなげています。食器は身体機能に応じて、本人の馴染の

食器の持ち込みを可能にしています。 

●入浴では、個別入浴に対応し、各入居者の状態に合わせた入浴ケアを

行い、入浴時間、入浴方法、湯温等は、入居者個々の好みに配慮し、対応し

ています。入浴介助は、基本的に同一職員が一連の介助を行い、入浴時に

はバイタルチェックを行い、入浴前後に水分を補給して健康管理を十分

に行っています。身体状況に変化がみられた場合は適宜、見直しを行い、

可能な限り入居者本人や家族の希望に応じ、安全を考慮しながら対応してい

ます。 

 

 

 



評価領域 Ⅲ 地域支援機能  

評価の理由(コメント) 

Ⅲ－１ 

施設の専門性を活かした地域

の人達に対する相談・サービス

の提供 

 

 

●地域の居宅介護事業所のケアマネジャーや、行政、地域包括支援セン

ター、自治会、また、施設見学や相談に来所した地域の方々と交流を図

り、福祉のニーズを把握しています。施設見学者からはアンケートを行

い、ニーズを把握する機会にしています。 

●横浜市社会福祉協議会高齢福祉部会の施設運営研究会、介護支援専門

員研究会、生活介護研究会に其々役員として職員を派遣しており、研究

会及び研究会の主催する研修会等を通して情報交換を行っています。 

●相談事業では、神奈川県社会福祉協議会において生計困難者に対する

相談支援事業（かながわライフサポート事業）に法人として参加し、法

人内別施設の生活相談員がコミュニティソーシャルワーカーとして地

域の生活困窮者に対する相談支援を行っています。 

●地域の必要な関係機関、団体等をリストアップし、行政機関や介護保

険サービス機関、その他の関係機関の連絡先一覧を作成し、担当者は生

活相談員とし、情報の確認や連携ができる体制を整えています。緊急時

のための医療機関、協力病院のリストを整備し、速やかに対応できる体

制も構築しています。 

 

評価領域 Ⅳ 開かれた運営 

評価の理由(コメント) 

Ⅳ－１ 

施設の地域開放・地域コミュニ

ティへの働きかけ 

 

●施設行事の敬老会では地域のボランティアの方々にフラダンスの披

露を行っていただく等、ボランティアの受け入れを行い、近隣の保育園

の子どもたちを行事に招待しています。また、近隣の中学校、高校生の

体験学習や、特別支援学校の実習生を受け入れています。 

●施設の地域開放では、第 2新横浜パークサイドホームは港北区の災害

時に緊急特別避難場所に指定されており、災害時には要介護者の受け入

れ体制を整えています。また、災害時の帰宅困難児の受け入れを近隣の

小学校に表明し、協力をしていきます。災害時の備蓄については、食料、

水、毛布等を保有し、地域の方にトイレの開放なども協力していきます。 

●地域の施設の活用では、神奈川県、横浜市からの情報や、自治会の情

報を入手して活用し、地域の行事などに家族と外出ができるように情報

を提供し、支援しています。また、地域のホテル、飲食店や、介護タク

シー、地域のコンビニ、施設への出張販売も活用してもらっています。

施設の広報は各フロアに貼り出して情報・案内等を周知し、毎月、家族

への手紙に案内を提供したり、施設ホームページのブログに掲載して提

供しています。 

 

 



Ⅳ－２ 

サービス内容等に関する 

情報提供 

 

 

 

 

 

●施設の情報は、パンフレット・ホームページに掲載し、施設のサービ

ス内容詳細、料金、職員体制等、必要な情報を提供しています。ホーム

ページのブログでは、施設の活動や、行事・イベント等が写真と共にわ

かりやすく情報提供され、日々の楽しい様子を伝えています。また、外

部からの取材や公共の情報公表に対して積極的に受け、情報を発信して

います。 

●施設の基本方針や利用条件、サービス内容などについて、ホームペー

ジ、重要事項説明書に記載され、常時、事務職員が問い合わせに対応し、

利用希望者には随時見学できることを伝え、見学時は相談員がパンフレ

ットに沿って説明を行い、施設内を案内しています。また、パンフレッ

トを渡して法人、施設の情報を提供しています。見学の曜日や時間は、

入居者に配慮しつつ施設見学者の要望に柔軟に対応しています。突然の

来訪者についても対応できる体制を整えています。 

Ⅳー３ 

福祉に関する普及・啓発・ 

ボランティア活動等の促進 

 

●ボランティアの受け入れのためのマニュアルを整備し、受け入れ担当

を定め、受け入れマニュアルに沿って、ボランティア受け入れています。

記録では、受け入れ記録、ボランティア活動記録を残し、ボランティア

からの意見・提案は改善に生かし、施設内で回覧を行い、運営の参考に

しています。入居者には入所時にボランティア受け入れについて説明し

ています。 

●実習生については、実習生受け入れのためのマニュアルを整備し、事

前オリエンテーションをマニュアルに沿って実施しています。実習の目

的に合わせて担当者を決定し、希望に沿った実習が行われるよう打ち合

わせを行い、次世代を担う福祉人材育成の一環と捉え、丁寧に指導を行

い、受け入れ記録は事務、介護現場で保管しています。終了時には反省

会を行い、施設の改善に生かしています。実習生受け入れに際しては、

フロア内に実習生受け入れの案内を掲示し、入居者には入所時に実習生

受け入れについて説明しています。 

 

評価領域 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価の理由(コメント) 

Ⅴ－１ 

職員の人材育成 

 

●人材育成計画は、施設が求める人材像（職位、俸給、職務分掌等）に

沿って策定しています。欠員が出た場合は募集（ホームページ、外部広

報誌等）を行うと共に職員のシフト等の変更を行っています。また、EPA

（経済連携協定）に基づき、インドネシアとベトナムより介護福祉士の

国家資格取得を目的とした外国人候補者を受け入れています。 

●法人の人事制度において、人事考課に対する「チェック制度」（横浜

市の評価表を活用）を導入し、キャリアパスとして職能給に反映し、毎

年、職員一人一人の能力評価表の見直しを行い、複数で公平に判断評価

を実施する仕組みが構築されています。また、各フロアの人員配置に偏



りのないよう考慮して配置し、個人能力評価表を基に、個々の育成や指

導に生かしています。人事に関する考え方では、個々の生活保障、休憩

時間の確保等を基本として人材を育み職員の定着率も良好です。 

●職員の知識や技術向上を目標にして、職務、役割、個人の能力に応じ

た研修体制を整備し、研修会（内部・外部）には非常勤職員を含む全て

の職員を対象に受講できる体制を設け、スキルアップを推進していま

す。外部研修受講後は、研修内容を施設内容にアレンジして施設内研修

につなげ、日常業務に生かしています。また、研修委員会で研修の内容

を検討し、資質向上に努めています。 

●施設内研修は、非常勤職員も参加することができ、経験値が少ない職

員に対しては、ダブルシフトや経験豊かな正規職員との組み合わせで業

務および運営を円滑につなげ、シフトに配慮しています。シフトは、ユ

ニットリーダーまたは主任が作成し、非常勤職員も正規職員と同様に職

務を担い、正規職員が教育、フォローする体制を構築しています。 

Ⅴ－２ 

職員の援助技術の向上・一貫性 

 

●研修以外にも他職員との課題検討を実施し、介護技術の向上に努め、施

設長や介護主任、ユニットリーダー等が中心になり、定期的に個々の職員

の援助技術について評価を行い、現場にて確認・指導を行うようにしてい

ます。例えば、ノロウィルス吐瀉物の処理の仕方や、低血糖での薬内容を

含めた確認の仕方等を、評価表を基に個別に指導しています。また、必要

に応じて、外部講師による研修（歯科医師による口腔ケア指導、理学療法

士による介助方法の指導等）も行っています。 

●マニュアルに関する見直しは、定期的（年 1 回以上）に各部署や委員会

で意見交換を行い、マニュアルの確認と見直しを行っています。個別の利

用者の援助・支援に必要な情報については、全職員で共有を図り、業務、

責任の所在を明確にして健全な体制につなげています。 

Ⅴ－３ 

職員のモチベーション維持 

 

●職員の評価については、能力評価表（職能給部分）を基に、明文化して職員個々

に伝え、能力評価表に沿って職能給を支給しています。職員の権限の委譲と責任の明

確化については、職位を定め、ケアに関する内容についても、各ユニット内で職位の

範囲内で入居者個々に担当者を設け、担当者は担当者会議にて介護計画書に反映でき

るよう責任を自覚して取り組んでいます。 

●日々の業務改善提案は、委員会で発言できる体制を構築し、年 4～5 回、職員に対

してアンケートを実施し、検討を図り、業務向上と改善に努めています。 

 

評価領域 Ⅵ 経営管理 

評価の理由(コメント) 

Ⅵ－１ 

経営における社会的責任 

 

●職員の守るべき規範は、就業規則に明文化され、規律（遅刻、服装等）

を職員に周知・徹底し、セクハラ、パワハラについても指導しています。

コンプライアンスについては、不適切な他事例等を回覧し、共有化を図り、

啓発しています。また、委員会で他施設の事例を引用して適切なケアにつ



いて研修を実施し、職員の理解につなげています。 

●経営・運営状況等の情報は、ホームページに掲載し、情報公開していま

す。 

●横浜市の方針（3Ｒ夢）の取り組みに沿い、省エネルギーを意識して、ゴ

ミの減量化・分別、資源化、節電等を全職員で心がけています。節電、節

水に努め、自動消灯設備を設置し、電気消費量の削減の促進を行っていま

す。緑化では、施設屋上の緑化を図り、環境維持を実施しています。 

Ⅵ－２ 

施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 

●法人の理念・基本方針を明文化し、特に、新人採用者に研修で指導し、

理解を促しています。理念・基本方針は毎年、職員面談時や、それ以外の

指導時などで、職員の理解度を確認し、面接では「3Ａ」において特に、利

用者の生活の安全について指導しています。 

●法人では年 1 回、理事長の理念の基、準正装着用にて特別な場所で職員

と食事会を行い、素晴らしいサービスや環境に触れ、人間力を高めること

を目的にして実施しています。また、全職員からアンケートを基に職員の

表彰を行い、賞状と副賞を共に授与し、職員への慰労とモチベーションを

高める取り組みを行っています。 

●施設長は、家族会や意思表明のできる利用者から直接、職員の対応やサ

ービスなどについて意見を聞き、会議等でフィードバックを行い、日々の

ケアからも把握するようにしています。重要な意思決定については、事業

計画の内容や行事予定について、職員会議および家族会で説明しています。

さらに施設長は、職員のスキル向上に向けて、多数の委員会を設置し、課

題、改善に向けて指導を行い、リーダーシップを発揮しています。事務室

に各職種の職員が集結しており、意思の疎通はガラス張りの体制が構築さ

れ、連携体制がしっかり確立しています。 

●年間を通して管理職研修を実施し、合宿も加え、管理職の育成に努めて

いています。理事長以下管理職は施設内を巡回し、職員の業務姿勢を確認

すると共に、衛生（トイレ、汚物管理等）については厳しくチェックを行

い、環境に配慮しています。主任およびユニットリーダーは、入居者をは

じめ、職員の「3Ａ」（安心、安全、安堵）の確保についても配慮し、職員

個々の能力評価を基に、職員の業務状況の把握、的確な助言や指導、労務、

健康、シフトの調整を行い、職員の業務上における配慮に努め、個々の職

員が精神的・肉体的に良好な状態で仕事に取り組めるようフォローし、職

場環境改善に努めています。 

Ⅵ－３ 

効率的な運営 

 

●法人の事業運営に影響のある情報は、行政、横浜市、地区社会福祉協議

会、報道、新聞、業界紙、専門誌、インターネット、裁判の判例等から収

集および分析し、課題を抽出し、整理しています。 

●月 1 回、「拡大会議」（法人系列施設との合同会議で収集・分析した情報

を共有し、施設全体として検討を図り、職場環境に配慮しています。委員

会からの提案は、拡大会議に提起し、現在の提案事項では、横浜市の提起



で進めている児童家庭支援センター開設における職員の採用、異動を含め

て拡大会議で進めています。 

●中・長期計画については、理事会で策定された議事録を基に拡大会議で

検討し、社会福祉法人としての使命は何かを基盤に考えています。法人は、

社会福祉法人としての使命と共に、社会のために貢献することを目的とし、

施設の１階部分に「小規模保育事業」（ピッコロ・グランデ新横浜）を開

設し、運営を進めています。施設の行事等を通して保育所の子どもたちと

交流を図り、相互に良好な成果を上げています。また、地域の母子支援の

立場に立ち、今後の日本を担う子どもの養育に焦点を置き、「児童家庭支

援センター」を開設する準備に取り組んでいます。 

●法人の弁護士、社会労務士、公認会計士の意見を運営に取り入れ、より

良いサービス、質の向上に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特別養護老人ホーム 第 2 新横浜パークサイドホーム 

 利用者アンケート集計結果（特徴） 

 

実施期間 平成 28 年 4月 19日・4月 20日  

調査対象 入居者ご家族 （世帯数 120） 

有効回答数 87世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 73％ 

 無記入 0 

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

●利用者アンケート全体の特徴 

・利用者アンケートの結果では、総体的に「ほぼ満足」としての割合は平均的であり、特

に「施設空間の快適さ」については中でも一番高い満足（63％）を得ています。「施設の構

造や設備の安全性について」でも、満足 59％、どちらかといえば満足 32％であり、どちら

かといえば不満 1％、その他 2％、無回答 6％はありますが、満足、どちらかといえば満足

を合わせて（以下、ほぼ満足）91％がほぼ満足とし、ご家族の安心感がうかがえます。ま

た、『職員の対応』における、「ご本人へのプライバシーへの配慮について」では、満足 44％、

どちらかといえば満足 52％、どちらかといえば不満、不満、その他、無回答にそれぞれ 1％

の回答がありますが、96％ほぼ満足の結果を得ており、「職員の対応について」でも、満足

は 49％、どちらかといえば満足 41％であり、どちらかといえば不満 5％、不満 1％、その

他 2％、無回答 1％の回答はありますが、ほぼ満足は 90％となっています。 

・利用者アンケートの意見からは、職員の適切な対応により入居者本人が落ち着き、リラ

ックスして過ごしている様子に対するご家族の安心感と、職員の速やかな対応の良さ、目

に見えない職員の献身に対して感謝と御礼の言葉をいただいています。さらに、面会時に

は施設での生活の様子を教えてもらえる等、喜びの意見が挙がっています。また、外国人

のスタッフの態度や優しさに感心と共に、その方達の声が入居者本人の安らぎにもなって

いるという言葉もいただいています。清潔が保たれ、施設維持に満足し、「第 2新横浜パー

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 無回答 

― 9世帯 14世帯 34世帯 28世帯 2世帯 



クサイドホーム」の入所に大変満足している、という意見もいただいています。 

 

・『不満』への回答は疎らですが、満足に対して低く、どちらかといえば不満、不満、が比

較的高い項目では、「リハビリや機能回復のための取り組みについて」であり、満足 24％、

どちらかといえば満足 33％、どちらかといえば不満は 26％、不満 6％、その他 5％、無回

答 6％であり、概ね不満（どちらかといえば不満、不満を合わせて）では 32％という回答

になっており、ほぼ満足も 57％という結果になっています。また、「自由時間の活動につい

て」は、満足 24％、どちらかといえば満足 46％で、ほぼ満足は 70％ですが、どちらかとい

えば不満 13％、不満 5％、その他 6％、無回答 7％であり、概ね不満では 18％となっていま

すが、利用者本人の身体状況において判断された回答もあるため、一概に満足度に至らな

い要因も見受けられます。意見からは、レクリエーション、リハビリの回数を増やして欲

しい要望や、買い物サービスの実施の希望等が多く挙がっています。また、「職員のサービ

ス提供方法の統一性について」では、満足は 26％であり、どちらかといえば満足 51％、ど

ちらかといえば不満 18％、不満 1％、その他 2％、無回答 1％の回答でした。職員の対応に

ついては満足度の高い結果となっていますが、職員の転属や配置における要因等にて、情

報の共有の希薄さや、コミュニケーションについての指摘、医療に関する情報共有への期

待の言葉等、気になる点も挙げられています。「第 2新横浜パークサイドホーム」への入所

に満足しているという家族の安心感と同様、職員への期待が感じられます。施設ではより

良いケアに向けた取り組み、委員会を設けて日々、研鑚する取り組みが成されています。

今後、入居者、ご家族への「満足度・安心感」に向けて、さらなる期待をいたします。 

 

・総合的に、『満足』は 49％の支持を頂き、『どちらかと言えば満足』は 42％、『どちらか

といえば不満』5％、『不満』1％、『無回答』3％であり、サービスの内容について、91％『ほ

ぼ満足』していると、捉えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用者調査項目（アンケート） 

特別養護老人ホーム 第２新横浜パークサイドホーム 

アンケート送付数（対象者数） 120人 

回収率 72.5％（87人） 

【施設の基本理念や基本方針について】               ※上段%、下段人数で示しています 

問１ 

利用者調査項目 よく知って

いる 

まあ知っ

ている 

どちらとも

いえない 

あまり 

知らない 

まったく 

知らない 

無回答 

1 あなたは、施設の基本理念や基本方針をご存じで

すか。 

9% 49% 18% 20% 1% 2% 

8 43 16 17 1 2 

 

 

共感でき

る 

まあ共感

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり共感

できない 

共感でき

ない 

無回答 

2 あなたは、その理念や方針は共感できるものだと思

いますか。 

31% 28% 2% 0% 0% 39% 

27 24 2 0 0 34 

【施設のサービス内容について】 

問２ 入所した時の状況について 

 満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

3 施設に関する情報の得やすさについて 34％ 52％ 9％ 2％ 0％ 2％ 

30 45 8 2 0 2 

4 具体的なサービスの内容や費用に関する説明につ

いて 

37％ 52％ 8％ 0％ 1％ 2％ 

32 45 7 0 1 2 

問３ ご本人へのサービス提供に関する計画（個別ケア計画）について 

5 個別ケア計画の説明については 34％ 56％ 5％  1％ 1％ 2％ 

30 49 4 1 1 2 

6 

 

個別ケア計画へのご本人やご家族の意向・要望の 

反映について 

30％ 54％ 9％  3％ 1％ 2％ 

26 47 8 3 1 2 

     問４ 日常のサービス内容について 

7 食事については 32％ 49％ 10％ 1％ 1％ 6％ 

28 43 9 1 1 5 

8 入浴について 33％ 48％ 7％   1％ 5％ 6％ 

29 42 6 1 4 5 

9 トイレやおむつの介助の対応については 41％ 47％   2％ 1％  2％ 6％ 

36 41 2 1 2 5 

10 自由時間の活動については 24％  46％  13％ 5％  6％ 7％ 

21 40 11 4 5 6 

11 預かり金の管理方法や出納状況の説明について

は 

56％ 31％   5％ 1％  1％ 6％ 

49 27 4 1 1 5 



 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

12 リハビリや機能回復のための取組みについて 24％ 33％ 26％ 6％  5％ 6％ 

21 29 23 5 4 5 

13 じょくそう予防や寝たきり防止のための取組みについ

て 

31% 47％   7％ 2％  5％ 8％ 

27 41 6 2 4 7 

14 ご本人の体調への日常的な配慮については 44％ 39％   8％ 1％  2％ 6％ 

38 34 7 1 2 5 

15 ご本人が病気や怪我などの時の対応については 41％ 44％   2％ 5％  2％ 6％ 

36 38 2 4 2 5 

問５ 施設空間の快適さについて 

16 施設の快適さについて 63％ 26％   2％ 2％  0％ 6％ 

55 23 2 2 0 5 

17 施設の構造や設備の安全性について 59％ 32％   1％ 0％  2％ 6％ 

  51 28 1 0 2 5 

問６ 施設と家族との連携・交流について 

18 ご本人の様子に関する説明や情報提供について 47% 40％   7％ 2％  2％ 1％ 

41 35 6 2 2 1 

19 施設行事などの開催日や時間帯への配慮につい

ては 

37％ 51％   7％ 3％  1％ 1％ 

32 44 6   3   1  1 

問７ 職員の対応について 

20 ご本人のプライバシーへの配慮については 44％ 52％   1％ 1％  1％ 1％ 

38 45 1 1 1 1 

21 一人ひとりの利用者の尊重については 43％ 45％   6％ 1％  5％ 1％ 

37 39 5 1 4 1 

22 職員の対応については 49％ 41％   5％ 1％  2％ 1％ 

43 36 4 1 2 1 

23 職員のサービス提供方法の統一性については 26％ 51％  18％ 1％  2％ 1％ 

23 44 16 1 2 1 

24 不満や要望を聞く体制と対応については 39％ 46％ 7％  2％  3％ 2％ 

34 40 6 2 3 2 

問８ 施設の総合的評価 

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 無回答 

25   総合満足度は 49％ 42％ 5％  1％ 3％ 

38 33 4 1 2 



利用者ご家族アンケート調査結果 （設問別 「満足度」 総合） 

（注）レーダー数値は設問別｛満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象施設：   特別養護老人ホーム 第２新横浜パークサイドホーム    横浜市港北区新横浜 1-2-6 

 属性 ： ＜要介護度１（0 世帯）、要介護度 2（9 世帯）、要介護度 3（14 世帯）、要介護度 4（34 世帯）、要介護度 5（28 世帯）、無回答（2 世帯）＞ 

 定員 ： 140 名  回答世帯数 ： 120 世帯配布中 87 世帯回答 調査期間： 2015/11/01 ～   2016/04/20 

 

 

 



    

 

 事業者コメント 

 

施設名   第 2新横浜パークサイドホーム  

施設長名  牧野 裕子  

 

 

≪第三者評価を受審した感想≫ 

 

 平成 25 年 4 月に開所して、3 年が経過致しました。今回は、私達がこれまでに取り組んできたことを第三者の方か

ら評価して頂くことで、現在の状況を客観的に見つめる機会を持ち、その評価を基に今後の支援に活かしていきたいと

考え受審致しました。 

 結果報告で、優れている点として、法人の理念である「安心」「安全」「安堵」の 3Ａに沿った「人にやさしい」運営

がなされているという評価を頂きました。法人の理念である「3A」はご利用されている皆様だけではなく、施設職員に

向けたものでもあります。職員にとって、安心して安全に働ける施設であることが、結果的にご利用される皆様へのよ

り良いサービスへと繋ぐことができると考えております。今後も良い点のさらなる向上と、より良い環境での支援を目

指していきたいと思います。 

 また、今回ご利用者様にご協力頂きましたアンケート結果では総体的に「ほぼ満足」としての割合が高く、感謝の気

持ちを表すご意見を多く頂くことができました。施設職員一同とても嬉しく感じております。反対に、施設へのご意見

として幾つかのご指摘があったことにつきましては真摯に受け止め、今後の改善点として取り組んで参りたいと思って

おります。ご協力頂いたご家族様には、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 

 

≪評価後取り組んだ事として≫ 

 

今年度も、ご家族様と職員との交流会を予定しております。これまでも心掛けてきたことではありますが、今後もご家

族様との連絡を密に取り、情報を共有した上でご利用者様の生活を支えて参りたいと思います。 

 

 


