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基本情報 

 

 

施設名 特別養護老人ホーム 恒春の丘 

所在地 横浜市戸塚区舞岡町 3048-5 

電話番号 045-825-8011 

評価年度 平成 29年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

評価方法 

 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 29年 1月 4日～ 

平成 29年 5月 15日 

各部署（各ユニット）で評価点検。運営委員で最終確認。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 29年 6月 6日 

平成 29年 6月 8日 

評価調査者 3名（事務局 1名）で 2日間を通し、施設内の視察、

利用者の観察、サービス内容、書類の確認を行い、施設長・職

員との面接、ヒアリングにより評価を実施しました。昼食では

利用者と共に食事を行い、介護者の利用者とのかかわり方、介

助の様子について観察を行い、利用者の生活の様子及び利用者

本人調査（面接）を実施しました。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 29年 4月 14日～ 

平成 29年 5月 9日 

利用者家族へ施設から毎月送付している領収書、請求書、お便

りに同封し、アンケートへのご協力を依頼しました。各利用者

家族より、同封の返信用封筒にて評価機関宛てに匿名で返送。 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 29年 6月 6日 

施設から推薦された利用者 10名を対象にグループに分けて面接

を行い、横浜市仕様の 12項目の設問と施設への要望を聞き、考

察をまとめました。 

 

株式会社Ｒ-CORPORATION 
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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 恒春の丘 

経営主体(法人等) 社会福祉法人 親善福祉協会 

対象サービス 高齢分野 

事業所住所等 〒244-0814横浜市戸塚区舞岡町 3048-5 

設立年月日 平成 22年 2月 1日 

評価実施期間 平成 29年 4月～29年 8月 

公表年月 平成 29年 9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「恒春の丘」の立地・概要 

 

特別養護老人ホーム恒春の丘（以下、恒春の丘という）は、横浜市営地下鉄舞岡駅と下

永谷駅の中間にあり、市営地下鉄舞岡駅からは徒歩で10分程度、市営地下鉄下永谷駅から

山道を抜けると7～8分程度の丘の山頂に位置しています。施設周辺は竹林に囲まれ、見晴

らしの良いロケーションの坂下には法人系列の老人保健施設リハパーク舞岡があり、2施設

がコミュニティを形成しています。地域は、横浜市営地下鉄の開通前は林と田園地帯でし

たが開通後、アクセスの良いベッドタウンとして今後さらに開発が見込まれる地域であり、

近隣の丘には、植物遺伝学者の元東大名誉教授である木原均博士の功績を称えて建立され

た木原生物研究所（横浜市立大学舞岡キャンパス）があります。自然と緑豊かな風景、長

閑で穏やかな時間が流れるような情景、そしてどこまでも続く空と一体感を醸すかのよう

に「恒春の丘」があります。 

恒春の丘はユニット型の特別養護老人ホームであり、本入所は180名定員の18ユニットと

し、ショートステイ2ユニットの20名を加えた200名定員の大規模な特別養護老人ホームで

す。施設は3階建てで、玄関を入って左側が事務棟及び会議室、右側には2ユニットスペー

スに相当する地域交流室が設けられ、多目的に有効活用がされています。建物1、2、3階は、

本館として14ユニットの140名の入居スペースと、さらに廊下を伝った新館には6ユニット

60名の入居スペースを設定し、新館1階には2ユニットのショートステイが設けられていま

す。厨房は、法人系列の老人保健施設リハパーク舞岡との中間に設備して共有が成され、

恒春の丘の地下と、リハパーク舞岡の１階にアクセスするようになっており、機能的に運

営が図られています。 

 

●特別養護老人ホーム恒春の丘の事業方針 

 

恒春の丘は、社会福祉法人親善福祉協会（以下、法人という）の経営です。法人は、国

際親善総合病院、恒春ノ郷、しんぜん訪問センターを擁する弥生台地区と、老人保健施設
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リハパーク舞岡と特別養護老人ホーム恒春の丘を擁する舞岡地区の2地区に施設を展開す

る他、横浜市の委託を請け、横浜市芹が谷地域ケアプラザの運営を実施しています。法人

の方針は「多様なサービス」、「利用者本位のサービス」、「地域に根ざしたサービス」を目

指し、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援に努めています。恒春

の丘では、法人の方針に沿って運営の目標を、1.「良質なケアの実施」、2.「親切なケアの

実施」、3.「信頼されるケアの実施」の3つを掲げ、「介護知識」・「技術の向上」・「利用者本

位のサービス」・「笑顔と言葉がけ」を大切にし、職員一同、日々のケアに努めています。

弥生台地区には法人運営の病院があり、医療面での強味を持ち、舞岡地区では弥生台の国

際親善総合病院のサポートと共に、地域の協力病院、往診医の協力を得、医療的サポート

が必要な利用者には適切な対応ができるよう体制を構築しています。地域から位置的に少

し離れている点で地域交流が希薄な面はありますが、ショートステイの提供を含め、地域

のサポート体制を一層進めて行く予定であり、今後、期待が寄せられます。 

 

≪優れている点・特に良い点≫ 

１．しっかりした組織体制 

 

恒春の丘は平成 22 年に開設され、設立 7 年余の新しい施設です。ユニットは 20 ユニット

を設けて個別性が高く、さらに多職種が連携を図って施設運営に携わるユニット型特別養

護老人ホームであり、職員の有機的な連携と職員個々のレベルの高さが必要不可欠です。

恒春の丘では、新設から短期間で経営を安定させるにしっかりとした組織体制が必要であ

ると踏まえ、短期入所部門は別として生活部を職種別に 5 課に分け、それを事務課が補う

体制作りと、2ユニットを 1ブロックとするユニット体制を併用した管理体制を整備し、確

立しています。生活部は介護課、看護課、リハビリ課、栄養課がそれぞれに責任を担い、

各課との連携も良好に図られ、外部との連携は相談課が行う体制を事務課が補う等、組織

が体系的かつ、有機的に機能しており、優れた体制作りが成されています。 

 

２．ソフト導入によるパソコン管理体制の構築 

 

ユニット型として、基本的に 2ユニット 1ブロックの独立した 10のブロックの他、各課が

分散した体制を成し、情報の共有はパソコンによるシステム化が不可欠であり、各ユニッ

トの末端職員への情報伝達を考慮し、恒春の丘ではペーパーレス、省資源の管理体制をベ

ースとした「ほのぼの NEXT」（福祉業務支援ソフト）を導入し、情報の共有化を図っていま

す。職員に対して、業務開始時に必ず確認を行うポイントを明確にし、確認した際はチェ

ックを行う体制を確立し、業務を円滑に推進しています。ユニット内の教育については、

介護福祉士の資格を有する職員、または介護経験 5 年以上の職員が教育指導担当者として

当り、後進の指導を行っています。ユニット内のレベルアップは施設全体のレベルアップ

に必ずやつながり、福祉業務支援ソフトの活用と各ユニットのレベルアップにより、実施

と体制のバランスを図り、今後も継続に期待しています。 
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3．正規職員としてのPT・OTの設置と機能訓練の充実 

 

恒春の丘は、特別養護老人ホームの形態において、常勤でPT（理学療法士）1名、OT（作

業療法士）2名を配備し、組織の中に「リハビリ課」を設置し、身体的な機能訓練の他に、

作業療法にも力を入れています。評価調査での本人調査のインタビューでは、法人系列の

老人保健施設リハパーク舞岡から入所した利用者の方も居り、リハビリに関しての質問で

は、老健でのリハビリテーションに比べても十分なリハビリ、生活リハビリができている

と回答しています。作業療法に関しては、PT・OTが行う機能訓練の実施から、介護職員が

主として取り組む生活リハビリまで幅広く対応しています。また、PT、OTの在籍により、

利用者の介護計画の中に適切なリハビリ計画が組み込まれ、利用者、ご家族の安心・満足

につなげる体制は評価できると考えます。今後さらに、利用者、ご家族の満足につながる

成果に期待されます。 

 

 

≪さらなる改善が望まれる点≫ 

１．地域との交流の工夫 

 

恒春の丘の立地的な面から、環境的には利用者にとって快適に生活できる場所ですが、施

設周辺には人家は無く、丘の頂上に 2 施設が佇まいとしてあるのみです。アクセス、訪問

までに坂を登る道のり、人通りは面会者、または施設関係者等に限られるので、近隣との

普段のお付き合いは発生していません。現在、施設の祭りは秋に各フロア別に行っており、

利用者家族を中心に自治会などにも声を掛け、案内も行っています。しかし、施設一丸と

なったお祭りの開催は職員数、利用者の重度化等の要因により開催が難しい状況を踏まえ、

地域へのアピールが消極的であることの課題も抱いています。建物の中には大きな地域交

流室もあり、ボランティアの協力も得られることを含め、設立後の経過年数を考慮すると

急な進行は難しいとは思いますが、特養は地域の高齢者ケアの中心であり、地域に開かれ

た特養のあり方を是非検討し、地域への貢献が出来るよう、職員共々知恵を結集して取り

組んでいかれることを期待しています。 
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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 

分類評価の理由 

 

Ⅰ－１  

利用者本位の理念 

 

●恒春の丘の理念は、「多年にわたり社会に貢献してこられた利用者を

敬愛し、その生命が安全に守られ、安心して生活が出来るよう運営する」

であり、運営の目標については、「良質なケアの実施」、「親切なケア

の実施」、「信頼されるケアの実施」の 3つの目標を掲げ、全職員に周

知と理解を促しています。また、毎朝の申し送り時には、スローガンの

「一に挨拶、二に笑顔」を参加職員全員にて唱和を行っています。職員

は、知識・技術の質の向上、利用者の声を聞くケアの実施、笑顔と言葉

がけを大切にし、常に意識して取り組んでいます。施設長は、全体会等

を通して「良質なケア」・「親切なケア」・「信頼されるケア」について具

体的に職員に伝え、利用者本位に立ったケアに努めています。 

 

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・家族と面

接が行えるよう土日の開催にも配慮し、面接時の情報や担当者からの情

報などを収集し、複数の職種で話し合いの場を設けて実施しています。

完成した個別援助計画はご家族等に承諾の印をもらっています。 

●アセスメントでは、所定のフォームを活用し、利用者一人一人の身体

状況・生活状況を把握し、記録の上、各部署（介護・看護・リハビリ・

栄養の各課）と連携して担当者会議を開催し、アセスメントを実施して

います。介護記録では、コンピューターシステムに福祉業務支援ソフト

（以下、ソフトという）を導入し、統一管理の体制が整っています。 

●個別援助計画の見直しカンファレンスは、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別途、意見等を聞き、介護計画に反

映するようにし、同意を得ています。 

●入居者の様子については、定期的に会議を行い、ケース記録データよ

り情報提供を行い、ご家族に郵送にて伝えています。恒春の丘では、各

特別養護老人ホーム 恒春の丘  

評価年度 29年度 

結果公表 29年 9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
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課で情報を提供し、介護課・看護課は年 2 回、栄養課・リハビリ課は年

4 回行い、利用者に変化がある場合は速やかに連絡をしています。面会

時も利用者の近況を報告するようにしています。 

●個別援助計画の中に課題解決のための目標＜長期（1 年）および短期

（課題に応じて設定）＞を明示し、日々の生活の観察、利用者の ADL・

ニーズを把握し、常に他職種と相談するようにしています。 

●カンファレンスで個別援助計画を策定し、定期的に見直し、記録はカ

ンファレンスノート、ソフトのケース記録に入力し、職員間で情報共有

を図っています。さらに、法人内、他事業所の専門職等から相談、助言

を受け、個別援助計画に加味しています。また、入所前のケアマネ、歯

科往診等、医師（精神科も含む）の意見を伺い、日々のケアに反映させ

ています。 

 

 

Ⅰ－４ 

快適な施設空間の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施設は、「生活施設」として配慮された快適な設計になっています。

居室内の清掃は週 1 回以上、介護職員が清潔保持に努め、共用部分につ

いては清掃職員（職員 3名、委託清掃員 2名）が月曜日～金曜日掃除を

行っています。恒春の丘では清掃職員に障害者雇用を実施しています。

浴室については、入浴後必ず介護職員が行い、レジオネラ菌に留意して

週１回、次亜塩素酸溶液で消毒しています。 

●施設内は、全てバリアフリーとなっており、共有空間、各居室は採光

を取り入れ、明るい空間作りが成され、温度、湿度、照明など、適切に

快適さを確保しています。また、各委員会（感染防止委員会（年 2 回）、

リスクマネジメント委員会（年 1 回））がラウンド点検を実施し、環境

整備に努めています。 

●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に努めていますが、換気目的や、経過観察者、転倒

などリスクの高い方の場合等、状況や必要に応じてドアを開放してお

り、可能な限り利用者のペースで生活できるよう配慮しています。居室

内は、テレビの設置を可能とし、家族に利用者の暮らしを聞き、馴染の

ある部屋作りや飾り付けを行い、利用者本人が安心して過ごせるよう環

境を整えるよう努めています。 

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、利用者個々のペースに合わせた

柔軟なサービスを心がけ、多職種間での昼夜の申し送りや記録等にて

日々の状況を把握しています。また、利用者、ご家族に声掛けを率先し、

潜在的な要求を把握し、先を見たサービス提供に努めています。 

●具体的ケアの実施状況に関しては、モニタリングを 3 ヶ月に１回実施

し,日中の過ごし方等のフォローに生かし,適切なサービス提供に努めて

います。モニタリングは、ケアマネジャーが利用者、ユニットリーダー

にインタビューを実施し、年 1 回、得た情報をベースに個人別のアセス

メントを実施し、情報はソフト上で共有を図っています。 
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●感染症および食中毒の予防、蔓延の防止に関するマニュアルを整備

し、「感染症防止委員会」を設け、毎月委員会を開催し、流行期には直

前に研修会を実施し、委員会による巡回指導（パトロール）にも力を入

れています。衛生管理、感染症対策について、職員採用時のオリエンテ

ーションで周知徹底し、また、ノロウィルス対応セットを整備し、使用

方法は研修会等で説明しています。職員にはインフルエンザの感染と診

断を受けたら休むよう指導し、対策を講じています。 

●事故防止対策については、事故対応マニュアルが整備され、「リスク

委員会」を設け（毎月開催）、事故が発生した場合は事故原因と改善策

を模索し、利用者の状態変化や予測不可の行動が伴う利用者の対応を検

討し、再発防止に努めています。事故発生時は、報告書（紙ベース）の

提出およびカンフアレンスを開催し、検討を図り、ヒヤリハットについ

てはソフトに記載し、統計を取り活用しています。 

●災害などについては、BCP（事業継続計画）を作成し、見直し・周知

については一層の対応が必要と考えています。立地的な要因により地域

との協定は行っていませんが、戸塚区の要援助者の受け入れ施設に指定

されており、全体会（施設内研修）で防災に関して職員に啓発を行い、

行政との協力体制はできています。職員は、地域の防災訓練には必ず参

加し、地域との連携について相談を継続しています。災害時の備蓄では、

入居者等に必要な食糧・物資などを確保し、消費期限の確認および入れ

替え等の管理を行っています。また、集約されている連絡先に速やかに

連絡できる緊急体制も整えています。 

 

Ⅰ－５ 

苦情解決体制 

 

●苦情解決の体制では、相談、苦情対応に関するマニュアルを整備し、

重要事項説明書に第三者評価委員、施設の苦情受付窓口（事務長）、苦

情解決責任者（施設長）を明記し、行政機関、横浜市福祉調整委員会事

務局、適正化委員会等も記載し、直接苦情を申し立てることができる体

制を整備し、施設内にも掲示しています。また、適正化委員会のポスタ

ーも貼り出しています。 

●家族連絡会等で意見を聞く機会を設け、年 1回、ご家族にアンケート

を実施し、意見箱も設置して意見を聞く環境を整え、施設の改善に努め

ています。改善した事項については玄関の掲示板に掲載しています。 

●苦情、要望については、寄せられた意見の対応に関して必ず文書で回

答を行い、誤解が生じないよう努めています。恒春の丘では苦情を受け

る前に解決ができるよう、ご家族との「会話」を重要に考え、大切にし

ています。ユニット職員だけでは対応できない苦情内容の場合には、リ

ーダーに報告し、対応策を検討しています。職員に対しても、新規採用

時にオリエンテーションできちんと説明して理解を促すようにしてい

ます。 

●要望や苦情の内容と解決策については、第三者的な委員を交えて年 2

回、会合を実施して報告を行い、寄せられた苦情・意見の対応に関して
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記録を取り、必要に応じて職員間で情報共有を図り、今後の解決に生か

しています。また、解決が困難な場合を想定し、戸塚区役所、権利擁護

機関、弁護士等との連携体制を整備しています。 

 

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） 

 

●利用者への介護方法については、個別ケア計画の作成時に実際の対応

を想定して具体的な計画を立案し、課題を職員間で共有し、定期的にカ

ンファレンスで確認することにより円滑化を図っています。特に、疾患

による配慮が必要な利用者については、身体状況に応じて担当者会議を

開催し、個々に合わせた介護を進めています。 

●医療依存度の高い利用者（経管栄養、カテーテル等）に関する対応マ

ニュアルを整備し、定期的に栄養課もリハビリ課も参加して各ユニット

でケアカンファレンスを行っています。恒春の丘では、有資格者を重点

的に配置した医療依存度の高いユニットを設け、喀痰吸引、胃瘻対応等

の医療行為について介護職員が対応できるよう研修を受け、接合や最終

的な確認は必ず看護師が行い、安全の確保を心がけています。また、施

設としてターミナルケア（看取り）も対応できるよう体制を構築し、取

り組んでいます。 

●恒春の丘では、介護職員の介護福祉士取得率は全体で 80％を超えてお

り、知識・スキルともに充実度が高く、重度の要介護状態の利用者の方

でも対応できる運営および、体制ができています。 

 

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 

分類評価の理由 

 

Ⅱ－１ 

入退所時の対応 

 

●入退所検討委員会に関しては、内部での委員構成とし、検討該当者に

対して委員会を開催し、早期対応に努めています。内容、記録は適切に

整備していますが、メンバー構成に施設外の第三者の委員は設けておら

ず、今後、市町村の順位に沿う等、セクションの代表などの検討が望ま

れます。入退所検討委員会は月に 2～3 回開催日時を定め、ご家族の要

望に沿って検討しています。 

●入退所の希望日時については、原則として施設の業務時間内とし、特

に、日・祭日については事務処理等を考慮し、早期の事前連絡や事前相

談により対応を可能にしています。土曜日の入所対応等については、職

員の配置体制を整えていくように努め、時間は介護者の都合に合わせて

決めるよう配慮しています。 

 

Ⅱー2 

利用者本位のサービス提供 

[食事] 

 

●食事は、入居者本人の状態に合った食事やイベント食（月 2～3 回）

を提供し、食事が楽しめるよう工夫しています。献立は委託会社に依頼

し、正月料理、誕生会、郷土料理などバラエティ豊かに提供しています。

各ユニットでは利用者が食事を楽しめるよう季節の花を飾っていたり、

BGM を流す等、雰囲気作りを心がけています。茶話会では、話題を提
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供し、飲み物の選択が出来るように設定し、少人数で温かい家庭的な一

時を提供しています。 

●給食会議は毎月１回行い、栄養課、相談課、介護課、看護課、給食委

託会社が食事を評価し、入居者一人一人の栄養状態、食事への配慮に取

り組んでいます。おやつレクでは、年 2 回以上各ユニットで実施し、イ

ベントとして利用者と職員で調理を楽しく行う機会も設けています。 

●利用者の心身状況、体長に合わせて食卓、椅子の調整を行い、安定し

た座位がとれるよう改善および、随時見直しに努めています。各ユニッ

トで利用者の状態に応じた食事介助を行っています。食事時間について

は、利用者個々のペースに合わせ、食事保存可能時間を考慮して可能な

範囲で対応しています。 

 

Ⅱ－２ 

利用者本位のサービス提供 

[入浴] 

 

●入浴は、個別入浴、週 2 回を基本とし、利用者の状況によっては週 3

回の入浴や清拭ができるように工夫しています。失禁時には随時入浴対

応を行い、入浴が難しい場合には足浴対応もしています。利用者本人調

査では入浴について満足度が高い結果を得ています。入浴はユニット対

応にて同じ職員が一連の入浴介助を行っています。心身状態が低下して

いる利用者に対しては、二人介助で対応するなど配慮しています。 

●入浴介助時のプライバシー保護、利用者の自尊心の配慮では、入浴は

個別対応で行い、脱衣の際はドアや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。同性介助の希望者には出来るだ

け対応に努めています。 

 

Ⅱ－２ 

利用者本位のサービス提供 

[排泄] 

 

●排泄については、排泄チェック表を活用して、排泄リズムを把握し、

利用者一人一人のインターバル（間隔）で可能な限りトイレ誘導するよ

う、自立に向けた支援に努めています。個別ケア計画では、「自立排泄

ができる計画」を立て、飲料や食事に工夫を施し、マッサージを行う等、

自然な排泄を促しています。立位が不安定な利用者は、二人介助でトイ

レ誘導するようにしています。 

●同性による排泄介助では、希望者にはできるだけ対応に努めていま

す。ポータブルトイレは入居者の体調等に応じて活用し、使用時はプラ

イバシーに配慮するようにしています。 

 

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）は規定を明示し、意向確認と十分な説明の

上、家族の同意書をもらい、終末期には利用者本人および家族とターミ

ナルケアについて話し合い、医師に相談の上判断し、対応しています。 

●看取り研修では、毎年（7 月）に実施し、事例発表やグループワーク

等を行い、良い看取りについて検討し、理解と心構えについても研鑽を

図っています。看取り対象者の方について、週１回多職種で「ターミナ

ルケア会議」を実施し、利用者の嗜好に配慮した食事内容、苦痛軽減等

について検討して取り組んでいます。 
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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、定期的に利用者の希望を聴き取り、個々

の身体状況に応じた作業（カレンダー作り等）を提供しています。恒春

の丘は、介護保険制度により重介護型施設ですが、要望と入居者の状態

に応じてユニットごとでの外出、ADL に応じたレクリエーションを提

案し、誕生日外出や花見レク、買い物レクなど利用者の方々が楽しめる

よう実施しています。また、余暇活動ではボランティアを積極的に受け

入れ、日常生活の楽しみにつなげています。 

●居室では、テレビの持ち込みは自由とし、個人の希望による新聞、雑

誌の個人購読が自由に選択でき、希望があれば定期購読も可能です。ま

た、年 1 回、「お化粧教室」の開催や、月 1 回、有料でアロママッサー

ジの施術を受けることができます。 

●個人の預り金については、相談課で預かり、個人で銀行に預けている

方も居ますが、入出金について平日の対応になることを事前に伝え了解

してもらっています。電話代金など必要最低限の金銭に関しては、各ユ

ニットと協力して自己管理を促し、また、買い物レクでは大型スーパー

の協力を得て訪問販売店を実施し、自力で購買する機能を大切にしてい

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、専任の機能訓練指導員を配置しています。個別

プログラムの策定、見直しについては 3か月ごとに実施し、関連する複

数職種間でケース検討を行い、機能訓練の成果、評価結果を、次のプロ

グラムに反映させています。リハビリ課でプログラムを立案し、毎日の生

活リハビリは介護課で実施しています。 

●機能訓練については、日常生活の中での課題や方法（生活リハビリ含

む）を個別ケア計画に明示し、日々のレクリエーションの中に日常生活

動作能力向上のためのプログラム（集団体操、歌を歌う、筋力増強等）

を取り入れています。ユニットでは生活リハビリメニューを個々に考

え、実践しています。 

●寝たきり防止では、生活リズムを作り、日中は着替え、食事はベッド

から離れて食堂で食事するようにし、生活リハビリのメニューは介護

課、リハビリ課と共に実施して取り組み、離床の促進を進めています。

また、曜日ごとの日課以外にボランティアの協力を得、話し相手や手作

業レクを行っています。 

●福祉用具の利用にあたっては、車椅子、自立に向けた様々な歩行補助

具（歩行器、杖、シルバーカー、靴、クッション）を複数種類用意して

います。利用にあたっては、本人、ご家族にリハビリ課が使い方のデモ

ンストレーションを行い、分かりやすく説明しています。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リハビリ課で評価を行い、適

切に提供しています。 
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Ⅱ－5 

健康管理 

 

●健康管理では、各ユニットで利用者のバイタルチェックを週 2回、入

浴前に必ず行い、記録を保管しています。血圧については看護職員の指

示で適宜、計測を行い、体調不良時には毎日測定しています。全利用者

の健康診断結果、血液データ等を保管し、血圧、脈拍、血中酸素、体温、

呼吸等について個々にファイルし、共有化を図り、適時、対応を可能に

しています。 

●服薬管理については、施設全体の服薬介助・服薬介助後のルールを設

定し、薬局から分包された薬を医務室でチェックし、介護課でもさらに

チェックを行い、誤薬がないよう厳重な確認を行っています。各ユニッ

トではキッチンに注意喚起の貼り紙を行い、管理しています。また、リ

スク委員会や全体会で事例検討を行い、周知徹底を図っています。 

 

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施錠できる場所に保管し、カルテは医務室

に保管しています。パソコンのセキュリティに関しては個人別に ID、

パスワードを設け、ロックをかけています。また、個人情報等を事例検

討や研修に使用する際は、固有名詞を記号に置き換え、黒塗りする等、守

秘に留意しています。職員および実習生は、個別に誓約書を交わしてい

ます。 

●身体拘束に関して、「身体拘束防止委員会」があり、拘束の定義を確

認し、リスク管理ができるよう研修（年 1 回）、カンファレンスを実施

し、職員の意識啓発を行っています。入居者と家族に対しては、入所時

契約の際、身体拘束に関して施設としての方向性を積極的に説明し、理

解を促しています。 

●守るべき規範・倫理等については、介護マニュアルの中に明文化し、

全体会等で啓発活動を実施し、日々の業務上で言葉遣い等、職員間で注

意し合い、必要に応じて面談にて個人的に注意しています。人権擁護で

は、身体拘束、人権擁護、虐待防止について年間研修計画に組み込んで

研修を実施し、職員に対して啓蒙しています。ご家族等から指摘があっ

た場合は、事実を確認し、不適切な行為があった場合は指導しています。 

●家族が必要に応じて制度を利用できるよう、成年後見人に関するパン

フレットを玄関に設置し、外部関係機関と連携を図り、活用が望ましい

場合はわかりやすく説明を行い、必要に応じて紹介を行っています。恒

春の丘では、精神科医師の鑑定等のサポートも行っています。 

 

Ⅱ－7 

利用者家族との交流・連携 

 

●年間イベント予定表を作成してご家族に配布し、家族が参加できる行事

（家族会、買い物イベント、お花イベント等）には招待し、家族と共に楽

しみ、交流を図っています。行事の参加時には、ご家族に介護のアドバイ

スも行っています。 

●介護課から「恒春の丘のご様子」、看護課が発行する「ご家族へのお便

り」を年 2回配布し、ご家族に施設の情報を届けています。また、毎月、

施設の活動案内、報告を郵送しています。施設のホームページにも同様の
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内容を掲載し、いつでも閲覧できるよう提供しています。面会に来訪でき

ないご家族については、担当者が電話連絡をする他、相談課から毎月、請

求書と併せて情報提供をするよう配慮しています。さらに、音沙汰のない

ご家族に対しては自宅訪問する場合もあり、連携が図れるように配慮して

います。 

 

Ⅱ－8 

ユニット型施設（特養）の 

サービス提供 

 

●ユニット型特養として各ユニットで独自性を活かした運営を行い、運営

会議および各種委員会により連携を図り、情報を共有しています。 

●食事については、法人系列の老人保健施設と共通の厨房にて食事を提

供しています。ユニットでレクリエーションの一環として利用者と一緒

に、お菓子作りや簡単な食事作り（ちらし寿司・カレー等）を行い、生活

機能のケアに生かしています。 

●入浴では、機械浴、特殊浴槽、一般入浴、個別入浴に対応し、入浴の希

望を聞き取り、個別に対応しています。入浴時には必ずバイタルチェック

を行い、入浴前後に水分を補給して健康管理を行っています。夜間入浴に

ついては、安全面、要員を考慮し、16時 00分位までの時間延長や個別入

浴対応に努めています。 

●居室は、これまで馴染の小物などの持ち込みを可能とし、利用者が居心

地良く安心して過ごせるよう配慮しています。共有部分のリビング、食堂、

地域交流スペースでは、利用者同士の交流や、活動のプログラムを実施し、

活発に生かしています。 

 

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 

 

 

●地域との連携に関しては、地域のケアマネジャーや事業所の管理者を対

象とした地域交流会や、地区センター、自治会の行事（夏祭り等）に参加

し、地域のとの交流の機会に福祉ニーズを把握するよう努めています。ま

た、戸塚区社会福祉協議会、舞岡地区社会福祉協議会、横浜市高齢者福祉

部会、行政等と交流を図り、神奈川県社会福祉協議会高齢者施設研究大会

では研究発表を行う等、交流をもっています。 

●地域に向けた相談事業では、併設する短期入所サービスを中心として介

護で困っている方等の相談を実施しています。短期入所サービスの利用者

に対して恒春の丘のリハビリ専門職員が週１回、集団リハビリの機会を施

設内で提供しています。地域の方に向けては、地域交流会で保健福祉に関

する講習を実施し、必要に応じて随時相談対応しています。 

●緊急時に必要な関係機関、地域の団体等をリスト化し、連携方法はマニ

ュアルに記載し、事務所に常備しています。戸塚区や横浜市、上大岡受付

センター（特養入所の申し込みセンター）等と連携し、必要に応じて随時、

相談の対応ができる体制も構築しています。虐待や身体拘束を発見した場

合は、全体会で通報義務と通報先を案内しています。 

評価領域 Ⅲ 地域支援機能  

分類評価の理由 
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Ⅳ－１ 

施設の地域開放・地域コミュニ

ティへの働きかけ 

 

●施設の立地を考慮し、地域の方、地域の小中高等と協働しながら地域の

方が来訪しやすい施設行事を検討し、施設の地域開放を含め、今後、交流

を深めていきたい意向を持っています。現況では、各フロア別に利用者ご

家族を中心に秋祭りを実施し、自治会にも声掛けや案内も出しています。

地域との協働については、施設の広報紙を通してアピールし、地区センタ

ーの祭りには職員が協力して参加し、地域交流会の開催や、自治会の祭り、

近隣の小学校の行事に参加する等、交流を図っています。 

●地域のボランティアは戸塚区社会福祉協議会等のボランティアセンタ

ーを通じて招聘し、傾聴ボランティア、習字、囲碁のボランティアが来訪

しています。ボランティアとは交流会を設けて、協力体制を深めています。

備品の貸し出しについては、地域からの要望があれば貸出を行う意向でい

ます。 

●地域の施設の活用では、買い物レクリエーションの機会や、利用者の希

望に応じて地域の商店や飲食店を利用し、地区センターを利用していま

す。地域の情報は収集に努め、利用者に提供するようにしています。 

 

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・広報誌「丘だより」・ホームページに掲

載し、施設のサービス内容について情報提供しています。戸塚区役所のホ

ームページ、よこはま福祉ナビにも情報を提供しています。施設のホーム

ページでは施設の概要、理念、運営の目標、サービス内容詳細、料金、イ

ンフィメーションや更新情報を掲載して情報をわかりやすく提供してい

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は重要事項説明

書に記載し、常時、問い合わせに対応し、利用希望者には見学できること

を伝え、見学時はパンフレットを配付し、施設内を案内し、施設の情報を

提供しています。また、見学の曜日や時間は、入居者に配慮しつつ出来得

る範囲で見学者の都合に合わせて対応しています。 

 

Ⅳ－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

決め、マニュアルに沿って事前に説明し、職員、利用者にも主旨を説明し

て受け入れています。記録では、受け入れ記録、活動記録を残し、保管し

ています。終了時にはボランティアから意見等をもらい、提案は施設運営

に反映させるようにしています。 

●実習生に受け入れに際しては、受入れマニュアルを用意し、受け入れ担

当は介護課長とし、マニュアルに沿って事前に説明し、職員に周知を図り、

利用者へは挨拶と説明を行っています。実習プログラムは実習依頼校の意

向に沿って作成し、実習課程に基づいた内容を実施しています。最終日に

評価領域 Ⅳ 開かれた運営 

分類評価の理由 
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は反省会を行い、実習生の意見や提案は改善に生かし、施設運営に反映さ

せるようにしています。 

 

評価領域 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

分類評価の理由 

 

Ⅴ－１ 

職員の人材育成 

 

●人材育成計画は、中・長期計画に基づき、職員配置基準に沿って必要な

人材の補充計画を策定し、欠員が出た場合は、ハローワークの求人票、ハ

ローワーク主催の施設見学会等を活用して募集を行っています。また、派

遣会社と契約し、派遣職員を確保する方策も講じています。 

●恒春の丘では、主任・副主任マネジメント研修を実施して組織体制の充

実を図り、一般職員のレベルアップについては、人事考課表を活用し、自

己評価と人事考課を併用して主任・副主任が職員一人一人に面接（年 2回）

を行い、自己達成度や施設として期待したいことを共有、確認し、職員の

質の向上、技術のスキルアップを図っています。また、認知症実務者研修

や、痰吸引等研修を計画的に受講する仕組みを構築しています。 

●施設内研修は、非常勤職員も参加することができ、施設内研修の講師担

当は各課長、主任が担当しています。外部研修では、介護課、看護課、リ

ハビリ課で各テーマを検討して参加し、外部研修受講後は、伝達研修およ

び全体会で発表を行い、職員個々の質の向上に役立てています。研修内容

は成果を評価し、常に内容を見直し、次につなげています。 

●業務では、正規職員と非常勤職員の組み合わせで業務および運営を円滑

につなげ、コミュニケーションも図っています。ユニットリーダーは業務

マネジメントを行い、効率的な運営体制を構築しています。また、公平に

業務配分に配慮しています。 

 

Ⅴ－２ 

職員の援助技術の向上・一貫性 

 

●年 2 回人事考課を行い、面接の中で目標達成度、援助技術について助言

し、習熟度の確認を行っています。「業務改善委員会」があり、プロジェ

クトでは「紙おむつの削減」、「光熱費の削減」、「利用者満足度調査の実施」、

「施設内ルールのチェック」等のテーマを設定し、各部門で検討を図り、

改善に努めています。テーマに合わせて、おむつメーカーから専門的な研

修を受け、協力医療機関の歯科医師から月 4 回研修を開催する等、研鑽を

図っています。自然エネルギー対策として、売電専用のソーラーパネルを

設置し、売電収入がトータルの節電につながっている等、成果を上げてい

ます。 

●マニュアルに関する見直しは、事例に応じてマニュアルに沿った対応を

行い、事例解決に沿わない内容については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、月 2 回の運営会議にて部門

間で共有を図り、年間計画やマニュアル等により各部門の業務分担や責任

の所在を明確にして高いサービスと健全な体制につなげています。会議録

は回覧し、他職種間で共有化を図っています。 
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Ⅴ－３ 

職員のモチベーション維持 

 

●職員の評価の期待水準については、職員の経験・能力、習熟度に応じた

役割が期待水準として「特養キャリアパス表」に明文化され、給与規定も

示しています。職員の権限の委譲と責任の明確化については、職場の職員

に可能な限り権限を委譲し、主任、所属長により責任の明確化を図ってい

ます。 

●日々の業務改善の提案は、毎月、2 ユニット合同会議の際に提案できる

機会を設け、職員に虐待についてのアンケートを適宜に実施し、業務向上

と改善につなげています。 

●人事考課、定期的に個別に施設長や所属長と面接を行い、職場間の異動

等についても意向を把握し、職員の満足度、要望などを把握し、意見交換

を行う等、職員の意欲につなげています。 

 

評価領域 Ⅵ 経営管理 

分類評価の理由 

 

Ⅵ－１ 

経営における社会的責任 

 

●職員の守るべき規範は、就業規則等をはじめ、セクハラ、パワハラ、ケ

アハラの規程が整備され、職員に周知徹底し、毎年、話し合っています。 

●経営・運営状況等の情報はホームページで公開しています。不適切な他

事例等は、全体会や運営会議で挙げ、周知および、啓発するようにしてい

ます。介護保険施設経営会議の事例案件については、運営会議等で周知徹

底に努めています。 

●横浜市の方針（3R 夢）に沿い、廃棄物は分別し、なるべく紙媒体を使

用せずパソコン記録管理を推進しています。省エネについては、井戸水の

利用、ソーラーパネルの設置、人感センサーの採用による節電、LED 照

明の導入等で電気消費量の削減の促進を図っています。緑化では、施設周

辺は自然に恵まれ緑も多く、環境維持に努めています。 

 

Ⅵ－２ 

施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 

●理念・基本方針を明文化および掲示し、職員にマニュアルを配布して周

知徹底しています。施設長は、理念・基本方針に沿ったステートメント（声

明）を全職員が共有するソフトの日誌の中に毎日一文、「働く心がまえ」・

「社会人として」・「人として」等、大切なすべき事項を記載し、職員に発

信して、全職員の質の向上に尽力しています。 

●重要な意思決定（変更）については、各職種の代表による運営会議を開

催し、組織全体で取り組み、ご家族については家族会を開催して説明して

います。規程・規定の改変や、重要な案件の場合は同様に十分に説明を行

っています。施設長は、定例での家族連絡会や利用者満足度調査を毎年実

施し、職員にフィードバックし、運営に反映するよう努めています。 

●主任クラスの育成については、中長期計画に沿って計画的に育成に取り

組み、主任・副主任マネジメント研修を中心とした育成の体制を整備して

います。ユニットリーダーは中堅職員・管理職が担当し、個々の職員の業

務状況を把握し、能力や経験に応じて的確な指導・助言を行っています。
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また、職員一人一人の精神的・肉体的に配慮し、良好な状態で仕事に取り

組めるよう報告・連絡・相談ができる風通しの良い職場環境作りに努め、

円滑なユニット運営につなげています。 

 

Ⅵ－３ 

効率的な運営 

 

●法人の事業運営に影響のある情報について、法人の経営、3 年間の中・

期経営計画の分析を行い、事業運営に活かしています。 

●昨年度から介護保険施設関係経営会議が機能し、新年度より SWOT 分

析の上、中期経営計画を作成し、内部環境、外部環境での施設の強み・弱

み、機会、脅威を明確化し、目標の達成につなげています。事業計画や報

告については全体会で職員に説明し、公表しています。 

●理事会、評議員会による専門家からの意見を聴き取り、会計事務所から

財務状況と今後の収支改善への取り組みについて助言を受け、外部では社

会福祉協議会、民生児童委員協議会、地区社会福祉協議会等の意見等も運

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。 
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利用者本人調査 

特別養護老人ホーム 恒春の丘 

 

【調査概要】 

本人調査の対象者は、入居者の中から 10名を、施設の判断により選定していただき、ご協

力の基、インタビューを行い、調査者 3名にて実施しました。 

聞き取り調査は面談方式にて、横浜市「利用者本人調査票」を基に、12 項目を 1 問ずつ質

問しながら回答していただきました。（所要時間 1時間） 

 

【個別の回答分析】 

 

1．＜入所時の説明について＞ 

 

入所時に施設での生活内容の説明を聞いて知っているという回答は、40％であり、「いいえ」

は 20％、「わからない」という回答は 40％でした。説明や入所手配については「家族（子

ども）が聞いている、家族が手続きしている」という回答が主であり、入所については法

人同系列の老健から入居された方や、知人が入居者として居られ、自宅からも近いという

意見もありました。他意見では、「一人暮らしだったので子ども達が手続きを行い、そうす

るしかなかった」（２）、「リハパーク舞岡からいきなり入所した。子どもが手続きした」、 

「説明は聞いていない」、「家に帰りたい気持ちはあるが家族に迷惑をかけたくない」、「簡

単な説明は聞いた」、「リハパーク舞岡に来ていたが、滞在期間が短いので恒春の丘に来た。

歩きたい気持ちがあるが、関節を痛めているのでリハビリが無理」、「ここにもリハビリ室

はある」等の意見をいただいています。 

 

2．＜ケア計画について＞ 

 

介護計画書についてあなたや家族の希望に合った内容ですか？と質問すると、「ケア計画は

子どもが聞いている」、「とても良かった」、「わからない」等の返答があり、「本人が聞いた」

という方もいました。ケア計画は家族が聞いているという意見が主でしたが、希望に合っ

た内容かどうかについては「わからない」という回答が半分でした。 

回答では、「はい」は 20％、「いいえ」30％、「わからない」が 50％でした。 

 

2-1. ＜生活リズムについて＞ 

 

恒春の丘での生活リズムはあなたに合っていますか？という質問では、「はい」が 70％であ

り、「いいえ」は 10％であり、「わからない」は 20％でした。個別回答では「職員が良くし

てくれていて楽しい」、「職員に言いたい放題言っている、楽しんでいる」、「食事、トイレ

の面倒を見てくれてありがたいと思っている」という喜び、感謝の声や、「職員に苦労をか

けてはいけないと思っている」、「勉強をした方が良いと思っている」、「本を読んだり、塗

り絵をしたりしている」という日々の生活に前向きに捉えている方もいます。中には、「大
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体こんなものだと思っている」、「職員は呼んでも来ない、手が足りていない」という意見

もありましたが、ほぼ、「満足している」と回答しています。 

 

3. ＜施設の快適さについて＞ 

 

施設では快適に過ごせていますか？の質問に対しては、「はい」が 90％であり、ほぼ全員の

方が快適に過ごせているという回答でした。皆さんからは、「快適で過ごしやすい」、「楽し

い」、「内部はとてもきれい」、「床はきれい」、「シーツ交換も適切にしてくれる」という意

見が挙がっています。また、「人間関係が嫌な人もいる、そんな時は部屋に入ると落ち着く」

という意見もありました。清潔な施設内環境、利用者が快適に過ごせるよう配慮がうかが

えました。 

 

4. ＜食事について＞ 

 

食事はおいしいですか？の質問では、ほぼ全員が「満足している」（「はい」が 90％）と回

答しています。意見では、「量も味も良い」、「豪華なものより普通の食事なのが良い」、「ま

ぁまぁ良い」、「ここの生活は良いと思う。考え方の問題でどこを見て過ごすかの問題と思

う」、「自分で健康に気を付けることが大切」等の意見の他、「おいしい魚の味を知っている

ので、魚にルーなどをかけないで欲しい」、「魚が嫌いなのに魚が多い」という要望も挙が

りました。入居者は食事が楽しみであり、この設問では個々に意見が活発に挙がりました。 

 

5. ＜入浴について＞ 

 

お風呂の回数や時間には満足していますか、という質問では週 2 回の入浴が丁度良いとい

う意見が半数あり、個々に回数や時間を教えていただき、「昼過ぎに 20 分くらい入るのが

丁度良い」という方や「5 時から入る」という方、「週 3 回入る」等、それぞれがお風呂に

快適に入浴ができ、満足している様子がわかりました。また、「自分でやれることはやって

いる、自分で洗うようにしている」、「職員は良くしてくれている、文句を言う人の気が知

れない」という意見もあり、利用者の満足度に尽力している職員の姿も垣間見れる利用者

の声でした。 

 

6. ＜排泄について＞ 

 

本人調査の対象者は、自立の方が多く、様子をうかがうと、オムツの利用はなく、夜間も

自立でトイレに行っている方や、半自立の方、部屋にトイレを置いてもらっている方等で

あり、中には、「職員は呼べばすぐに来てくれるが、手が足りないようではある」という意

見もありました。希望する時にトイレに連れて行ってもらったり、オムツ交換についての

回答では、90％が満足している（「はい」）であり、「いいえ」は 10％でした。 
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7. ＜余暇・生活内容の自由について＞ 

 

自由時間は外出や趣味の活動など好きなことができていますか？という質問では、「はい」

は 40％、「いいえ」20％、「わからない」は 40％でした。食事と同様に、自由時間は皆さん

の楽しみとなっており、個々の思いの意見が多く挙がりました。意見では、「テレビだけで

特に趣味が生かされていない」、「娘が訪ねて来てくれて知り合いの居るリハパーク舞岡に

連れて行ってくれた」、「外出したいが体の理由で現実は無理」、「自分で楽しみを見つけて

いる」、「野球やサッカーを見ている」、「NHKだけ見ている」、「余暇はない」等の意見が挙が

りました。趣味の活動からボランティアの話につながると、「将棋、碁ができるがそのよう

なボランティアは来ていない」、「ボランティアはあまり好きではない」、「話し相手が居な

いのが不満」、「みんなでガヤガヤするのは好きではない」、「たまにボランティアが来るが

見に行かない」、「ボランティアが来たら見に行くが後はダラダラしている」、「子どもに勉

強を教えたことがある」、「特に興味はない」等の意見があり、利用者の一部には趣味、好

みに合致しない活動もあるようで、今後、見直しも一考されてはいかがでしょうか。 

 

8. ＜健康管理、機能回復について＞ 

 

リハビリや機能回復訓練はあなたにとって十分に行われていますか？との質問に対して、

「はい」は 50％、「いいえ」は 40％、「わからない」は 10％でした。「いいえ」と答えた方

は、リハビリ室はあるが「不十分」ということで、欲求も挙がっていました。 

 

8-2. ＜体調管理について＞ 

 

体調が悪いと訴えたときにはすぐに職員が対応してくれますか？については、「はい」と回

答したのは 30％、「いいえ」は 20％、「わからない」では 50％でした。しかし、「わからな

い」での回答については、体調が悪くなったことがない、自分から言いに行く、呼んだこ

とがない等の意見にて 50％という回答率です。「はい」と答えた方は、「ナースコールする

とすぐに来てくれる」ということでした。「いいえ」では、「なかなか来てくれない」、「あ

まりすぐに反応はしてくれない、利用者の数が多いので諦めている」という意見が挙がっ

ています。 

 

9. ＜苦情対応について＞ 

 

施設に対して不満や要望は気軽に言うことができていますか？の質問では、不満はないと

いう方が多く、「はい」は 80％、「いいえ」・「わからない」は各 10％でした。意見からは、

「苦情はこれと言ってはない」、「ない、職員みんなと仲良くしています」、「逆に職員が体

調を見て心配してくれている」、「何でも言える」、「言いにくいが、時々苦情を言う」等の

意見が挙がり、入居者は職員に安心と信頼を寄せ、良好な関係ができていることが確認で

きました。中には、「待つ時間が長いとイライラする」、「話が出来る職員が少ないのが困る」

という意見もありました。 
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10. ＜プライバシー保護・人権擁護について＞ 

 

他の人に見られたり聞かれたりしたくないことに配慮がなされていますか？の質問では、

全員が「配慮されている」との回答で、100％「はい」と回答しています。「プライバシー

には気にしていない」、「プライバシーはカーテン」、「職員は親切であり、プライバシーも

カーテンを閉めてくれる」と快適に過ごせているようです。 

 

10-2. ＜職員の対応について＞ 

 

職員が優しく丁寧にあなたに接してくれますか？と質問すると、「はい」の回答は 100％で

あり、「良い職員ばかりです」と回答をいただいています。中には、「優しい人と怖い人が

いる」や、「職員は皆の洗濯をするので、私のは嫁が来て洗濯してくれている」と職員に配

慮する声もきかれました。 

 

11. ＜地域に開かれた運営について＞ 

 

地域の方やボランティアの方との交流は、あなたにとって十分に行われていますか？に対

する質問では、設問 7と一部重複しますが、十分に行われていると回答した方は（「はい」）

は 50％であり、「いいえ」10％、「わからない」40％でした。ボランティアについては、「和

やかに対応してくれる」、「活動は楽しい」、「ボランティアの活動は月 1～2回は少ない」と

いう意見が挙がっています。 

 

12. ＜総合満足度について＞ 

 

特別養護老人ホーム恒春の丘はあなたにとって居心地の良いところですか？の質問につい

て、100％の入居者の方が「居心地が良い」と回答しています。総合的な意見では、「幸せ、

週 2～3回娘が来てくれて外出や外食もさせてくれる」、「開所当初から居る、朝倉病院以来

のすこやかさん（相談員）が来てくれている」、「まぁまぁこんなもの」、「こんなものでし

ょうがない」という意見が挙がり、入所して家族と接することが多くなったり、概ね生活

に満足している思いがうかがえました。 

 

 

【施設への要望】では 

「不満、何もない」が 5名であり、以下のように、個々に複数の意見が挙がりました。 

 

1．不満、何もない。良い所に入れたと喜んでいる 

2．ここで暮らすのは幸せ 

3．やればできるのは幸せ 

4．大丈夫 

5. 気の合わない人もいるが、逃げることはしたくない 
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特別養護老人ホーム 恒春の丘 利用者アンケートの特徴 

 

実施期間 平成 29年 6月 6日・6月 8日  

調査対象 入居者ご家族  （世帯数 180） 

有効回答数 119世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 66％ 

  

 

＊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、全項目において「満足」している回答率は比較的に平均

的であり、「満足」、「どちらかといえば満足」を合わせて（以下、『ほぼ満足』という）見

ると、全体的に『ほぼ満足』は高い数値で示されており、全て 70％以上を得ています。 

中でも「満足」が高い項目では、「職員の対応について」であり、「満足」は 58％を示して

おり、『ほぼ満足』についても、全体の中でも比較的高く、どちらかといえば満足 36％、ど

ちらかといえば不満 4％、」その他 2％ありますが、『ほぼ満足』は 94％をとなっています。

また、「預り金の管理方法や出納状況の説明」についてが、「満足」57％を得ています。 

『ほぼ満足』が高い項目では、「施設に関する情報の得やすさ」についてであり、満足 42％、

どちらかといえば満足 53％、どちらかといえば不満 3％、不満・その他各 1％ありますが、

『ほぼ満足』は 95％となっています。さらに、「ご本人のプライバシーへの配慮について」

では、満足 55％、どちらかといえば満足 39％、どちらかといえば不満 3％、不満・無回答

各 1％にて、『ほぼ満足』は 94％を示しています。「食事について」においても、満足 40％、

どちらかといえば満足 44％、どちらかといえば不満 8％、不満 1％、その他 2％、無回答 6％

であり、『ほぼ満足』については 94％を示しています。 

○利用者アンケートの意見からは、どの職員が日々明るく、元気な挨拶をもらい、親切で

丁寧な対応に喜びと感謝の声が多く挙がっています。また、利用者本人が「満足している」、

「優しい声かけに本人が喜んでいる」、「穏やかに生活ができている」等、ご家族の安心と

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 無記入 

－ 8世帯 22世帯 45世帯 39世帯 5世帯 
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満足の意見を多くいただいています。 

●「不満」の回答は比較的少ないですが、「満足」の回答が比較的低く、どちらかといえば

不満、不満としている項目については、「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 31％、どちらかといえば満足 45％、どちらかといえば不満では 13％、不満 2％、

その他 3％、無回答 6％であり、全体の中でも「満足」が低い項目でもあります。ほぼ満足

は 76％ですが、どちらかといえば不満、不満を合わせて（以下、『概ね不満』という）見る

と、15％を示しています。また、「自由時間の活動について」が、満足 33％、どちらかとい

えば満足 42％、どちらかといえば不満 11％、不満 3％、その他 4％、無回答 8％にて、『概

ね不満』については 14％となっています。「職員のサービス提供方法の統一性について」も、

満足 39％、どちらかといえば満足 40％、どちらかといえば不満 11％、不満 3％、その他 4％、

無回答 2％であり、職員の対応については満足度が高いのですが、サービス提供方法の統一

に関しては、『ほぼ満足』は 79％を示し、『概ね不満』は 14％という結果になっています。 

○利用者アンケート意見からは、一部、入居当初と現在の職員の対応、挨拶、職員間の引

き継ぎ、時間の合間での気配り等、期待からの意見や、面談の設定機会の要望等について

意見が挙がっています。また、介護職員の対応に満足し、より良い施設へのさらなる期待

から、ケアマネジャーへの要望や、事務室の対応への意見も挙がっていますので、改善へ

の一考が望まれます。今後さらに、利用者、ご家族への「満足度・安心感」に向けて継続

してサービスを提供していかれることを期待いたします。 

 

■総合的に、『満足』は 55％の支持を頂き、『どちらかと言えば満足』38％、『どちらかとい

えば不満』5％、『不満』2％であり、サービスの内容について、93％ほぼ満足していると、

捉えることができます。 
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利用者調査項目（アンケート） 

 

特別養護老人ホーム 恒春の丘 

 

【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。 

15% 55% 15% 13% 1% 1% 

18 66   18 15 1 1 

 

 

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。 

48% 22% 2% 1% 1% 27% 

57 26 2 1 1 32 

【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は 42％ 53％ 3％ 1％ 1％ 0％ 

50 63 4 1 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

いては 

46％ 47％ 4％ 1％ 1％ 1％ 

55 56 5 1 1 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 45％ 47％ 5％  2％ 0％ 1％ 

54 56 6 2 0 1 

6 

 

個別ケア計画へのご本人やご家族の意向・要望の 

反映については 

46％ 44％ 6％  3％ 1％ 1％ 

55 52 7 3 1 1 

     問４ 日常のサービス内容について 

7 食事については（内容や介助の対応など総合的

に） 

40％ 44％ 8％ 1％ 2％ 6％ 

48 52 9 1 2 7 

8 入浴について（頻度や介助の対応など総合的

に） 

39％ 39％ 6％   3％ 7％ 7％ 

46 46 7 4 8 8 

9 トイレやおむつの介助の対応には 51％ 33％   6％ 3％  2％ 6％ 

61 39 7 3 2 7 

10 自由時間の活動については（ご本人の希望に添っ

た活動など） 

33％  42％  11％ 3％  4％ 8％ 

39 50 13 3 5 9 

11 預かり金の管理方法や出納状況の説明について

は 

57％ 34％   3％ 0％  0％ 6％ 

68 41 3 0 0 7 
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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は 31％ 45％ 13％ 2％  3％ 6％ 

37 54 16 2 3 7 

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

ては 

44% 34％  2％ 1％  9％ 10％ 

52 41 2 1 11 12 

14 ご本人の体調への日常的な配慮については 55％ 30％   6％ 2％  1％ 6％ 

66 36 7 2 1 7 

15 ご本人が病気や怪我などの時の対応については 52％ 29％   5％ 5％  3％ 6％ 

62 34 6 6 4 7 

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は（清潔さ、適切な温度や

明るさなど） 

51％ 34％   7％ 2％  0％ 6％ 

61 41 8 2 0 7 

17 施設の構造や設備の安全性については 52％ 38％   3％ 1％  1％ 7％ 

  62 45 3 1 1 7 

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は 49% 40％   5％ 2％  3％ 1％ 

58 48 6 2 4 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 

46％ 44％   5％ 1％  3％ 2％ 

55 52 6   1 3 2 

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 55％ 39％   3％ 1％  0％ 1％ 

66 47 4 1 0 1 

21 一人ひとりの利用者の尊重については 53％ 40％   3％ 1％  2％ 2％ 

63 48 3 1 2 2 

22 職員の対応については 58％ 36％   4％ 0％  2％ 0％ 

69 43 5 0 2 0 

23 職員のサービス提供方法の統一性については(どの

職員も同じレベルのサービスを提供してくれるかなど） 

39％ 40％  11％ 3％  4％ 2％ 

47 48 13 4 5 2 

24 不満や要望を聞く体制と対応については(気軽に

言うことができるか、しっかり対応してくれるかなど) 

46％ 41％ 4％  3％  3％ 3％ 

55 49 5 3 4 3 

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 55％ 38％ 5％  2％ 0％ 

66 45 6 2 0 
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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：   社会福祉法人親善福祉協会 特別養護老人ホーム恒春の丘    横浜市戸塚区舞岡町 3048-5 

 属性 ： ＜要介護度１（0 世帯）、要介護度 2（8 世帯）、要介護度 3（22 世帯）、要介護度 4（45 世帯）、要介護度 5（39 世帯）、介護度未記入（5 世帯）＞ 

 定員 ： 180 名  回答世帯数 ： 180 世帯配布中 119 世帯回答 調査期間： 2016/12/26 ～   2017/06/08 
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事業者コメント 

 

 

特別養護老人ホーム 恒春の丘   

施設長 吉岡博一              

 

 

≪第三者評価を受審した感想≫ 

 

 

社会福祉法人親善福祉協会として、この度初めての特別養護老人ホームの第三者評価を

受審させていただきました。恒春の丘は平成 22年 2月に開設し、すでに 7年余りの実績を

積み重ねていますが、信頼できる評価機関の訪問調査員により専門的かつ客観的な視点で

評価していただくことで日頃の施設サービスの振り返り、利用者の求めるサービスが提供

できているか見直すよい機会となりました。 

 

第三者評価受審のプロセスでは職員全員がかかわることにより、自らの課題や組織全体

のサービスの質の改善・運営方針や基本理念の再確認をすることが出来ました。自己評価

を通して、施設の方針に沿った職員間での意識の統一を図ることが出来たと実感しており

ます。 

 

ご利用者アンケートにおいては、ご入居者・ご家族の方から評価していただいた意見も

含め、自己評価より、高い評価をいただいたことについては、私どもにとって大きな励み

になりました。また、組織的な課題については、私たちが気付いていなかったご意見が挙

がっていますので、出来るところから改善を行い、更なるサービスの質の向上に努めたい

と思います。 

ご家族様には、お忙しい中アンケートにご協力いただきまして心より感謝申し上げると共

に、説明会から結果公表までご協力いただきました評価機関の皆様に感謝申し上げます。 

 

今後のサービスに繋げていきたいと思います。 

 

 

 

 

 


