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施設名 特別養護老人ホーム 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 22番地 4 

電話番号 045（417）8688 

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 1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・看護・管理栄養士、機能訓練士、生活相

談員、ケアマネジャー等多職種で評価表項目のチェックを行い、

その結果を元に、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 18日 

平成 28年 4月 19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 6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。また、１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に提出して頂くよう用意を行う。 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 28 年 4月 18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 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 1-22-4 

設立年月日 平成 17年 3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 1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 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 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12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、労災病院もあり、横浜アリーナやNISSAN

スタジアム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 新横浜パークサイドホームは、都市型の特別養護老人ホームであり、

新横浜第一公園の緑を眺め、すぐ近くの川沿いでは桜が観賞でき、四季折々に自然に触れ

ることができる豊かな環境に位置し、１フロア18名定員の少人数で、家庭的な雰囲気の施

設です。入所介護（96床）、短期入所生活介護（12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保障し、日

常生活への復帰を目指して支援しています。 

●特別養護老人ホーム 新横浜パークサイドホームの概要・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「第2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、居室数108床（ショートステイ12床含む）を保有し、施設の構造

は、1階は玄関ホールになっており、2階が管理棟として事務室、厨房、食堂があり、3階は

広い機能訓練室が設けられています。4階～9階が各18名の特養フロアとし、各階には4人部

屋が4室、個室2室が設けられ、ショートスティの利用者は8階に１人、9階に11人を受け入



れる体制になっています。新横浜パークサイドホームは従来型特養ですが、1フロアが18人

と、少人数になっており、多床室ではありますが、実績を生かし家庭的な雰囲気のなか、

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 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。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に沿った展開が為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 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⇒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、各フロア職員が中心となり、問題がある時は他職種と連

携を取りながら問題解決に取り組んでいます。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2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、第2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、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．従来型特別養護老人ホームのメリット 

特別養護老人ホーム 新横浜パークサイドホームは従来型特養です。従来型特養の特徴は、

リビングにおける利用者の交流があることです。ユニット型特養はプラシバシーが優先さ

れるあまり利用者が「個」になりがちであり、特に高齢者では、年齢における認知症の比

率が高く、認知症の進行を遅らせるためには社会性を保つことが大切と言われており、認

知症デイサービスなどで他人と交わることも大切です。認知機能の進行や、高齢者の特性

を考慮し、従来型特養では、多床室、リビングで入居者同士の交わりがあり、気持ちの活

性化が図れます。プライバシーをできる限り保ちつつ、社会性も保てるのがメリットです。

新横浜パークサイドホームは、18人の少人数の集団体制にあり、第2新横浜パークサイドホ

ームと連携のとれた運営を実施することで更にメリットの高い特養の展開ができていま

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 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、

隣に公園があり、ご家族が来所した際に一緒に公園に出る機会もありますが、近隣はビル

の多い街並みであり、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、特養は特別な場合を除いて介護度 3以上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・買物がしたい

との希望を 7～8割の人が伝えています。新横浜パークサイドホームには良質な広い機能訓

練室を備え、利用可能ではありますが、重度化とリハビリ（対応不可の方も多い）の問題

も含めて悩ましい課題と思われます。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。限りある介護要員でケアできる工夫を規制を越えて（例えば無資格のお散歩ボランテ

ィアの厚労省の承認への働きかけなど等）、実現できるよう取り組みに期待いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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、結果的に入所者の安心・安全な生活の支援につながるため、

現場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、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行い、

担当者（介護職）、各専門職種で話し合いの場を設けて実施しています。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、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。計画の作成・見直しについては、カンファレンスを中心に、モニタ

リングしながら行い、家族（後見人等の代弁者は会計のみ）に説明し、同

意を得ています。 

●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、定期的にモニタリングや、家族、

多職種からの情報を基に確認・見直しを行い、必要に応じて担当者会議を

特別養護老人ホーム 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 1月 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#0
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#1
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#2
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#3
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#4
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#5


開催し、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 

  

●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、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、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、チェックリ

ストを活用して清潔を確認し、居室や共同生活室以外のトイレや浴室等も

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、特

養フロアーは高層階にあり、明るい空間作りが成され、温度、湿度共に適

切に快適さを確保していますが、階によっては照明で補い、視力の弱い人

には居室に配慮しています。清掃は、居室は定期的に実施し、共用部分の

床、手すりは入居者が就寝後、清掃および、消毒を行う等、配慮していま

す。 

●居室は、壁もしくはカーテンで仕切りを設け、就寝時や着替え、排泄・

入浴の介助時等、カーテンやドアを閉めて介助をするよう職員は心がけ、

個人のプライバシーが守られるよう配慮しています。居室は、タンスが設

備され、介護上影響のない範囲で私物の持ち込みを可能とし、利用者本人

が安心して過ごせるよう配慮しています。介助が必要な利用者の場合は、

配置にも配慮しています。面会時等では、共有スペースでの面会は自由と

し、必要に応じて相談室も提供しています。 

●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、管理栄養士による勉強会を実施する等、具体的対策を講じていま

す。また、37.5℃以上の熱を確認した場合は、医師や看護師の指示の元、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。感染症に

関するマニュアルに変更があった場合は、全職員にプリントを配布し、説



明しています。現在、EPA インドネシア人介護福祉士候補生を受け入れ、

ルビ付き研修プリントを作成して周知しています。 

●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話し合いを実施し、事故原因の分析を行い、再発防止

に努めています。ヒヤリハットについては、発見者が記載して安全委員会

に上げ、安全委員会で事故防止対策案を作成し、各フロアで徹底する体制

を構築しています。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。 

●災害などについて、防災マニュアルを備え、自治会やボランティアの協

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、病院や自治会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、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（横浜市健康福祉局高齢施設課、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。他にも、

家族会（27 年 11 月実施）の開催を通して意見を聞いています。家族会には

各フロア担当者が 1～2 名加わり、懇親を図り、意見を聞いたり、質問に答

える時間を作っています。 

●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） 

 

●個々に身体状況に変化があった場合は、臨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介護を進め

ています。介護計画を作成する前にはケアカンファレンスを実施し、状況

に変化がある場合には別途、ケアカンファレンスを複数の職種で開催して

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。 



●医療依存度の高い入居者に関する対応マニュアルを作成し、医療記録と介

護記録を記載しています。新横浜パークサイドホームでは、食事の経管栄養、

呼吸の酸素療法、尿排泄のカテーテルがある方を受け入れ、医療系入居者

の医療以外の日常生活は介護職員が支援しています。療養型病院と連携を

図り、医療依存度の高い利用者の受け入れは、医師の意見をもとに、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、構成メンバーは、市町村の順位に従って調整

を行っています。現状、構成メンバーに外部の第三者は加わっていません

が、議事録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申込時

に伝えています。 

●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。事務室の稼働事情を踏まえ、可能な限

り日中時間帯をお願いしています。 

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。また、フロア別に季節感を感じ

ることができる空間作りの工夫を行い、飾り付けや BGM などで雰囲気を大

切にしています。 

●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。また、家族会で試食の機会を設けたり、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。食器はメラミン製を採用しています。 

●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。各フロアには冷蔵庫や給湯ポットを用意し、好みのお菓子の

保管も行っています。また、昇降機能のある食卓を設備し、入居者の体長

に合わせて食卓、椅子の調整を行い、安定した座位の基、快適に食事が摂

れるよう配慮しています。理事長、施設長は適宜、巡回して観察、把握し

ています。 

 

 



Ⅱ-２ 

利用者本位のサービス提供 

[入浴] 

 

●浴室設備では、普通浴槽（個浴）は 5 階～6 階および 8 階～9 階に、チェ

アー浴は 7 階、特殊機械浴槽は 3 階に備え、3 種が設備されています。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。入浴回数はできる範囲で対応し、失禁時には随時入浴対応を行い、

必要に応じて毎日、身体の清拭、足浴の対応もしていいます。 

●入浴介助では、個々の身体状態の変化により適宜見直しを行い、入浴介

助動作について職員間で共有を図り、安全性の確保に努めています。入居

者が入浴中の際は、浴室内に職員１名が必ず付き、2 人介助の体制も設けて

います。入浴介助時のプライバシー保護については、脱衣の際はドアを閉

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。 

●居室でのオムツ交換時はカーテンを閉-めて、排泄介助を行い、プライバ

シーを確保しています。同性による排泄介助では、できる範囲内で対応し

ています。尿器やポータブルトイレは入居者の身体状況に応じて活用して

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。ターミナルケアの方向性については、医師、

看護師、ケアマネジャー、フロア担当、相談員と家族で話し合って決めて

います。 

●看取り介護については、職員は毎年、外部研修での受講内容をもとに、

施設内で研修を行っています。身近な具体例から死生観の理解を深め、看

取り介護について意識と共に、心構えを学んでいます。 

●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以外に

クラブ活動を設け、希望者を募って定期的に実施しています。また、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、参加を促しています。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、近隣施設のイベント情報を提供したり、

介護移送サービス（施設の車、介護タクシー等）の活用を促す等、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や買い物等への希望が聞



かれ、今後、さらなる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（獅子舞等）、鑑賞会（日舞等）、お菓子販売会、お買い物サロ

ン（年 2回）などを行い、入居者の生活の張と楽しみになっています。 

●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を可能

とし、多床室ではイヤホンで対応してもらっています。また、個人希望に

よる新聞、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。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、事務室にて管理を行い、預り金の金額は、家

族ごと入所時にご家族と相談のうえ決定し、事務所の業務時間内において

対応しています。毎月、出納管理状況を請求書類や手紙等と共に郵送して

います。施設ではお買い物サロンを実施しており、自力で購買する機能を

大切にすると共に家族と一緒に楽しんでもらう機会にしています。 

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（ケアマネ、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、3 か月ごとに

見直しを図っています。計画は疾病面と日常の変化を考慮し、各フロアと

連携して作成しています。 

●機能訓練については、機能の評価を介護計画に加味し、計画内容は家族

向けに作成して確認およびサインをもらっています。体操等のレクリエー

ション以外に、各フロアで音楽鑑賞や歌唱（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。また、余暇活動の工作クラブでも、折り紙、千切り絵、編み

物の実践により巧緻動作訓練につなげています。さらに、機能訓練指導員

が介護職員に訓練実施の指示や助言を行い、介護職員による機能訓練を目

指しています。 

●寝たきり防止では、離床リズムを作るようにし、褥瘡のリスクをスケー

ル（OH スケール）で判定し、定期的に個々の状態の評価を行い、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。褥瘡については、除圧や湿潤予防、清潔面の介助を行い、

必要に応じて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。 

●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、様々な歩行補助具等、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。椅座位で身体の傾きがある場合は、

クッションやタオルを使用して姿勢が整えられ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、

定期的に全入居者の血圧の測定や体重の変化の記録を行い、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

医師につなげています。血圧や体重の測定頻度は一律ではなく、体調の悪

い時には状態に合わせて随時、実施しています。入所から 5 日間は看護師

がバイタルチェックを実施して健康を管理しています。 

●服薬管理については、服薬マニュアルがあり、誤薬がないよう看護師が

仕分けや管理を行い、看護師と介護職員の連携を大切にし、各フロアの介

護職員との厳重な受け取りの確認を行っています。服薬は介護職員が 2 名

以上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、時間帯で色分

けする等、誤薬防止に取り組んでいます。 

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、鍵のかかる場所、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、実習生やボランティア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）

にカンファレンスを実施し、更新時にはケアマネジャーがモニタリング時

に確認しています。また、施設長、リーダー、委員会委員は施設内を巡回

し、疑わしいところは監査を通じて是正しています。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。 

●職員に対して、守るべき規範・倫理、人権擁護について、新入社員教育、

施設内教育、委員会等で確認し、周知徹底しています。身体拘束、虐待防

止についての処置や対応について、介護職員のみならず、看護師、相談員、

ケアマネジャーも含めて管理し、不適切な行為があった場合には、その場

で注意を促すようにしています。 

●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。 

Ⅱ－7 

利用者家族との交流・連携 

 

●年間行事予定を立て、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。行事に関して、家族会で意

向を確認し、家族面談時にも意向を確認しています。27 年度の家族会では

多数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。 

●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。 

●新横浜パークサイドホームでは、入所決定前の入所判定において必ず、

利用者本人のもとへ訪問しています。入所後は必要に応じて訪問する体制

を持ち、自宅復帰の際は家族宅へ訪問しています。 

 

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、自治会などと交流を図り、自治会とは施設の行事を案内して参加の働

きかけや招待を行い、地域に流れる鳥山川では植樹に参加し、地域の方々

との交流の機会に意見を聞いています。 

●保健衛生連絡会、地区社会福祉協議会の連絡会、横浜市社会福祉協議会

の勉強会、横浜市特別養護老人ホームの施設会議などの検討会や研究会、

勉強会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

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。当施設も相談を受ける体制を整えてい

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 

 

●地域の方との交流として毎年、駅前の花植えのボランティアに職員が参

加したり、施設行事の敬老会で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など、ボランティアを受け入れるほか、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。ま

た、横浜市役所の新人職員の施設実地見学の来訪も受けています。港北区

ボランティアセンターに登録し、傾聴ボランティア等の依頼情報を掲載し

ています。 

●施設の地域開放では、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を行い

ます。また、必要に応じて時間的な緊急性を配慮した受け入れも実施して

います。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、

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。 

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、受け入れ担当は

現場担当者、日勤リーダーが行い、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。実習生が就職後、転職して施設に再就職し

た事例もあります。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）人材育成計画に基づき、EPAインドネシア人介護福祉士候補生の

受け入れを行っています。 

●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、各フロアの人事配に偏りのないよう

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、新横浜パークサイドホームでは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。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、各フロア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、職員に対し

てアンケートを取るなどし、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。預り金に関しては必ず確認し、留意しています。 

●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。 

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、介護相談員のコメントを基に職員の

表彰を行い、賞状と副賞と共に授与し、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。新横浜

パークサイドホームでは、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いて職員の採用、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、

法人同系列の第 2横浜パークサイドホームの１階部分に「小規模保育事業」

を開設し、運営に取り組んでいます。さらに、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 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 18日・4月 19日  

調査対象 入居者ご家族 （世帯数 94） 

有効回答数 67世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 71％ 

  

＊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」としての割合が高く、新横浜パー

クサイドホームの総合満足度はほぼ 99％というは高い評価を得ています。項目別では、『施

設と家族との連携・交流について』、『職員の対応』に対して満足度が高く、「ご本人の様子

に関する説明や情報提供について」では、満足 51％、どちらかといえば満足 46％、どちら

かといえば不満、無回答にそれぞれ 1％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）97％の満足度を得ています。「職員の対応について」は、満足 57％で

あり、一番高い満足を得ており、どちらかといえば満足は 35％、どちらかといえば不満 3％、

その他 3％、無回答 1％がありますが、ほぼ満足は 92％となっています。また、「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」では、満足 37％、どちらかといえ

ば満足 60％であり、どちらかといえば不満、その他 1％ありますが、97％がほぼ満足と回

答しています。他、「具体的なサービスの内容や費用に関する説明について」、「一人ひとり

の利用者の尊重について」でも、高い評価を得ており、総体的にご家族の満足・安心感が

うかがえます。施設とご家族との情報共有、伝達がしっかり成され、コミュニケーション

も図られている様子がアンケートから確認できます。 

利用者アンケートの意見からは、面会時の職員の対応の良さや、細部に渡って気配り・対

応、速やかな連絡に対する感謝の言葉が多く挙がっています。感謝の気持を表す意見が多

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 

― ― 17 世帯 22世帯 27世帯 1世帯 



く、何の不満もなく、よく世話をしてもらい、新横浜パークサイドホームを信頼して任せ

ているという安心感が伝わってきます。 

・『不満』への回答はほとんどありませんが、中でも、満足に対して低く、どちらかといえ

ば不満、不満、が比較的示されている項目では、「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 43％、どちらかといえば不満は 15％、

不満 3％、その他 9％、無回答 7％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 18％という回答になっており、ほぼ満足も 67％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 50％で、ほぼ満足

は 74％ですが、その他 4％、無回答 12％であり、どちらかといえば不満に 10％ある状況と

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、近場で良いので外出活動があればよい、

色々な診療を受診できるようにして欲しい等の要望が挙がっていますが、現状に満足して

いる意見の方が多い内容となっています。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。今後さらに、入居者、ご家族への

「満足度・安心感」を提供できるサービスに尽力され、継続を望みます。 

 

・総合的に、『満足』は 46％の支持を頂き、『どちらかと言えば満足』は 53％、『無回答』1％

であり、サービスの内容について、99％『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 新横浜パークサイドホーム 

アンケート送付数（対象者数） 94人 

回収率 71.3％（67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。 

13% 49% 21% 16% 1% 0% 

9 33   14 11 1 0 

 

 

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。 

32% 31% 4% 0% 0% 32% 

22 21 3 0 0 22 

【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 35％ 59％ 4％ 0％ 1％ 0％ 

24 40 3 0 1 0 

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 

46％ 50％ 3％ 0％ 0％ 1％ 

31 34 2 0 0 1 

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 35％ 60％ 4％  0％ 0％ 0％ 

24 41 3 0 0 0 

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 

37％ 60％ 1％  0％ 1％ 0％ 

25 41 1 0 1 0 

     問４ 日常のサービス内容について 

7 食事については 40％ 43％ 3％ 1％ 6％ 7％ 

27 29 2 1 4 5 

8 入浴について 40％ 46％ 3％   0％ 4％ 7％ 

27 31 2 0 3 5 

9 トイレやおむつの介助の対応については 49％ 37％   6％ 0％  1％ 7％ 

33 25 4 0 1 5 

10 自由時間の活動については 24％  50％  10％ 0％  4％ 12％ 

16 34 7 0 3 8 

11 預かり金の管理方法や出納状況の説明について

は 

56％ 35％   1％ 0％  0％ 7％ 

38 24 1 0 0 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％ 43％ 15％ 3％  9％ 7％ 

16 29 10 2 6 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% 50％   3％ 0％  3％ 13％ 

21 34 2 0 2 9 

14 ご本人の体調への日常的な配慮については 43％ 49％   1％ 0％  0％ 7％ 

29 33 1 0 0 5 

15 ご本人が病気や怪我などの時の対応については 48％ 37％   4％ 0％  3％ 9％ 

32 25 3 0 2 6 

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 41％ 43％   7％ 0％  3％ 6％ 

28 29 5 0 2 4 

17 施設の構造や設備の安全性について 37％ 49％   4％ 0％  4％ 6％ 

 25 33 3 0 3 4 

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 51% 46％   1％ 0％  0％ 1％ 

35 31 1 0 0 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 

43％ 44％   4％ 0％  4％ 4％ 

29 30 3   0 3 3 

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 43％ 51％   3％ 0％  0％ 1％ 

29 35 2 0 0 1 

21 一人ひとりの利用者の尊重については 40％ 53％   6％ 0％  0％ 1％ 

27 36 4 0 0 1 

22 職員の対応については 57％ 35％   3％ 0％  3％ 1％ 

39 24 2 0 2 1 

23 職員のサービス提供方法の統一性については 32％ 53％  10％ 0％  1％ 3％ 

22 36 7 0 1 2 

24 不満や要望を聞く体制と対応については 49％ 37％ 10％  0％  3％ 1％ 

33 25 7 0 2 1 

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 46％ 53％ 0％  0％ 1％ 

31 36 0 0 1 

 

 



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 新横浜パークサイドホーム    横浜市港北区一丁目 22 番 4 

 属性 ： ＜要介護度１（0 世帯）、要介護度 2（0 世帯）、要介護度 3（17 世帯）、要介護度 4（22 世帯）、要介護度 5（27 世帯）、無回答（1 世帯）＞ 

 定員 ： 108 名  回答世帯数 ： 94 世帯配布中 67 世帯回答 調査期間： 2015/11/01 ～   2016/04/20 

 



事業者コメント 

 

施設名   新横浜パークサイドホーム   

施設長名  島原 麗奈  

≪第三者評価を受審した感想≫ 

平成 17 年 3 月に開所し 11 年が経過しました。今回は、私たちが今まで取り組んできたことを第三者の方から

評価していただくことで、現在の状況を客観的に見つめる機会を持ち、その評価をもとに今後の支援に活かしてい

きたいと考え受審しました。 

 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。という評価をいただきました。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つなぐことができると考えております。今後も良い点をさらに向上し、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いただ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意見を多くいただ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いく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

んでまいりたいと思っております。ご協力いただきましたご家族様には、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。現在までも心掛けてきた事ではありますが、今後も

ご家族様との連絡を密にとり、情報を共有したうえでご本人様の生活を支えて参りたいと思います。 


