
基本情報 

 

 

施設名 特別養護老人ホームかわいの家 

所在地 横浜市旭区川井宿町 69番地 1 

電話番号 045-954-4500 

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 9月 12日～ 

平成 29年 9月 25日 

アンケート実施→集計／ヒアリング 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 29年 10月 23日 

平成 29年 10月 24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、ご

利用者の観察、書類確認及び施設長、職員との面接、ヒアリン

グにより評価を行いました。また、食事の観察を行い、施設環

境、ご利用者の生活の様子の観察を実施した。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 29年 8月 15日～ 

平成 29年 9月 25日 

アンケートを郵送、手渡しにして配付→評価機関に直送 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 29年 10月 23日 

 

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。 
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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かわいの家 

経営主体(法人等) 社会福祉法人 奉優会 

対象サービス 高齢分野 

事業所住所等 横浜市旭区川井宿町 69-1 

設立年月日 平成 22年 4月 1日 

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かわいの家の概要・立地】 

 

特別養護老人ホームかわいの家（以下、かわいの家という）は、東京都世田谷にある社会

福祉法人奉優会（以下、法人という）の運営であり、特別養護老人ホーム、ケアハウス、

短期入所生活介護、通所介護、認知症対応型通所介護、高齢者福祉センター、地域ケアプ

ラザ、訪問介護、居宅介護支援事業、地域包括支援センター、認知症対応型共同生活介護、

小規模多機能型居宅介護を展開する中の一つとして、平成11年に設立されました。社会福

祉法人奉優会はこれらを東京都及び神奈川県に展開し、社会のシステムとして利用者ニー

ズの具体化に向けて取り組み、福祉サービスを広く提供し、地域、社会に貢献しています。 

・かわいの家は、相鉄線鶴ヶ峰駅からバスで10分余り、バス停から徒歩3分の戸建て住宅が

立ち並ぶ住宅地の小高い丘に位置し、周辺は緑が多く残り、四季折々の自然と澄み渡った

空気を感じ、どこまでも広がる空、見晴らしの良い環境の中、静かに時間が流れる「かわ

いの家」があります。近隣には小・中学校もあり、今後、地域の中核施設として、地域コ

ミュニティの核として期待されます。 

 

●【特別養護老人ホームかわいの家の事業方針】 

 

法人ビジョンは、「ソーシャル・ドリーム・コーポレーション」～地域に暮らす高齢者ひと

り一人のその方らしい暮らしを大切にします～、これを基に、かわいの家のビジョンとし

て、「これからもわたしらしく過ごせる我が家あったかわいの家」～人生のやり残しゼロを

目指して～を掲げています。かわいの家では、ユニットケアの手法を活用しながら、入居



者の尊厳を大切にし、利用者一人一人の「好みやこだわり」を共有し、真の生活ニーズの

把握から充足（人生のやり残しゼロ）を目指し、今まで「諦め」があったのならば、それ

を「望み」に変えられるよう、ユニットケア（個別性の向上）にユニットスタイル（専門

性の向上）を加え、その方の「私らしい生活」となるよう、介護の質の向上に努めていま

す。職員の質の向上に向けて、一般社団法人日本ユニットケア推進センターが主催するユ

ニットリーダー研修の施設実習において、当施設が「実地施設」になることを１つの目標

に設定しています。施設実習の受け入れのための環境作りが体質の改善につながること以

上に、当施設の介護の質の向上につながると共に、業界全体の介護の質の底上げに寄与で

きると考え、日々研鑽を図っています。施設の構成は、ユニット型特別養護老人ホームで

あり、10人定員のユニットが9ユニットと、10人定員のショートステイユニットが1ユニッ

ト設けられ、1階は管理棟と2ユニットを設け、2階と3階に各4ユニットで構成されています。

施設内のフロアは、中央の広いロビーを挟んで両側各2ユニットを設け、浴室、事務スペー

ス、機材・衛材置き場とつながり、入浴での同性介助の対応等、ユニット間で協力し合え

る職員体制作りを構築しています。かわいの家では、組織として特徴ある優れた点が各課

での取り組みとして多くあり、向上と探究を続けている施設です。 

 

≪優れている点・特に良い点≫ 

１．【ユニットケアの効果】 

かわいの家は、ユニット型特養であり、従来型の特別養護老人ホームでは実現できなかっ

た主に 3 つのメリットがかわいの家にはあります。１つ目は、今までの暮らしの継続にあ

り、「家」には個室でのプライバシー確保と、キッチン、お風呂等、生活文化に即した同様

の機能の中で暮らせることにより、見当識障害が少なく、最後まで「家」で暮らし続けら

れます。2 つ目は、個々のペースで基本的生活習慣が行えることにあり、「個人」として自

分に合ったペースで生活ができます。3つ目は、少人数ケア体制で、固定した職員の配置に

より、安定した支援と、顔馴染の入居者たちと安心して過ごせ、きめ細かいサポートの下、

一人一人の些細な変化・反応も見逃さないケア体制があります。認知症等で自分のことを

表現できない人に対しては、専任職員の細やかなサポートが付き、重度化して心身機能が

低下した方、安静、休養が必要で介助が必要な方には、些細な反応を読み取るサポートを

行うユニットケアが実現しています。 

 



２.【24時間シートの活用】 

ユニットケアが有用であることを明確にし、さらに、些細な変化・反応も見逃さないケア

や些細な反応を読み取るサポートとは何かを大切にし、探究する手法として「24時間シー

ト」を活用しています。個々の入居者のペース（生活のリズム）を把握し、聞き取り項目

の分析から、入居者一人一人の意向・ニーズを抽出し、「24時間シート」に記録し、それに

基づく個々の支援を方針としています。一人一人の24時間の暮らし方を聴き取り、データ

化することで、個別ケアの実践の根拠としています。例えば、高齢者が訪れて楽しい場所

→買い物をする場所、また、人的ネットワークの構築→年齢が上がると友人が少なくなる

→施設が交流の機会を設ける等、その人らしい生活の維持のサポートを常に検討していま

す。入居者が行く頻度を増やしたい場所、行って楽しい場所は、「買い物をする場所」とし

て「24時間シート」から示された分析を基に、施設内でできる「わくわく商店街」（旭区の

商店街からの出張販売）やスーパーの移動販売車等を導入し、入居者の満足につなげてい

ます。 

 

3．【職員の質の向上・人材の育成】 

ユニットケアの効果も、「24時間シート」の活用も、基本は職員の対応が全てです。かわい

の家では、「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」を取り入れ、認定された評価者講

習修了者（アセッサー）による職員の指導や、アセッサー有資格者の増加を目指し、職員

の質の向上に努めています。目標として、前半は評価基準の見える化を図り、職員の介護

技術の標準化を図り、後半には１名でも多く段位取得者を輩出することを目標にしていま

す。非常勤職員の新入職員に関しては、プリセプタ―制度（トレーニングシステム）を導

入し、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、良好にコミュニケーシ

ョンも図っています。これらをキャリアパスに連動した人事体制で、かわいの家では高い

レベルでの介護技術の平準化を図っています。 

 

 

 

 

 

 



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 

 

●特別養護老人ホームかわいの家（以下、かわいの家という）は、長期的

に「ソーシャル・ドリーム・ウェルフェア・コーポレーション」を目指し、

入居者本人を尊重した理念および基本方針を設定しています。理念や基本

方針は、事務室および職員が目につく場所に掲示し、常に意識して取り組

んでいます。施設の理念や基本方針の実現に向けて年度事業計画を策定し、

その人らしい暮らしを支援するためにケア向上委員会活動を推進していま

す。年度事業計画は各部門の担当者が作成した年度事業計画（案）を集約

し、全体会議で策定しています。部門別事業計画は、各課の課長が年度事

業計画に沿って作成し、月１回、進捗を図り、日々のサービスにつなげて

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、必ず入居者本人・家族と

面接を行い、面接時の情報や生活支援課による自宅訪問や、サービス担当

者からの情報等を収集し、複数の職種で話し合いの場を設けて実施してい

ます。サービスの実施内容については、利用者、ご家族からより多くの情

報を得るために「課題聞き取りシート」や「排泄・睡眠データ」を取り込

んだ入居者一人一人の「24 時間シート」により把握し、「ほのぼのソフト」

の情報を加え、入居者一人一人へより良いサービスに取り組んでいます。

「24 時間シート」は、入居者本人にとって極めて有効で、満足度を維持で

きる方法として推進しています。 

●カンファレンスは、ご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、意見を聞き、入居者にも意見を聞き、施設サービス計

特別養護老人ホームかわいの家  

評価年度 29年度 

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


画書に反映するようにしています。カンファレンスには 8～9割のご家族の

参加があります。施設サービス計画書の作成・見直しについては、入居者、

家族（後見人等の代弁者を含む）が同席して担当者会議を開催し、説明を

行い、同意を得ています。毎月、生活記録をご家族へそのまま郵送してい

ます。 

●個別援助計画は、課題解決のための目標に必ず取り組み、明示していま

す。カンファレンスで施設サービス計画書を策定した後、半年に１回見直

しを実施し、変化があった場合には随時、見直しを行っています。計画策

定または、見直しのカンファレンスには他職種（看護師、栄養士、必要に

応じて作業療法士、理学療法士等）を交えた複数の職員で検討を行ってい

ます。 

●アドバイスを受ける外部の専門家としては、法人内に各専門職のプロジ

ェクトが設けられており、他事業所の同じ専門職種からも助言し合える体

制が整備され、具体的には個別援助計画の内容の検討時にも加わり、助言

を行っています。また、法人内、他事業所の専門職等から受けた助言、法

人内の専門職の集まり（月１回、特養事業部で実施）からも助言を得、個

別援助計画に加味しています。さらに、嘱託医の医師、産業医、精神科の

医師等のアドバイスも受けています。 

 

 

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。共有

スペースは基本コンセプトを持ち、「プライベート」、「セミプライベート」、

「パブリック」、「セミパブリック」に分けられ、１階には中庭が設けられ、

開放感溢れる空間を演出しています。また、居室と交流が保てるエントラ

ンスの活用や、面会者と憩える喫茶コーナーが設けられる等、随所に入居

者の立場に立った特養のユニット型ケアを実現し、有効性高い施設空間を

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、入居者個々のペース（生活リズム）

を把握し、「24 時間シート」に基づく支援を、かわいの家の方針としていま

す。「24 時間シート」に基づいた実践の記録は、ケース記録に残し、「24 時

間シート」に沿った支援に変更が生じた場合は、都度、修正等の対応がで

きるよう体制を整備しています。また、定期的に課長または、ケアマネー

ジャーが巡回し、入居者と話をして意向を確認するよう連携しています。

「24 時間シート」は、家族に対してもわかりやすく説明することができ、

入居者については、食事形態や、移乗方法、排泄方法、日中の過ごし方等

のフォローに生かして活用し、入居者一人一人への適切なサービスの提供

ができています。 



確保しています。さらに、居室内に手すりを付けたい方、掴まって歩きや

すいよう家具の配置換えをしたい方等、入居者一人一人の要望を明確化し、

大きい施設でありながら個別対応を容易にした配慮については、高く評価

できる点です。施設内は、全てバリアフリーになっており、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、照明等、

適切に快適さを確保しています。年 2 回は防虫、防鼠の消毒を実施し、施

設長は毎日、各フロアを巡回して状況確認を行っています。また、介護職

員以外に直接雇用の「生活支援」のパート職員を採用し、直接介護にかか

わらない清掃、食器洗い等の業務を担当し、清掃は掃除専門のスタッフと

して生活支援パートおよびシルバー人材をユニットに配属し、居室等の清

潔を保っています。 

●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

るよう配慮しています。各居室には、洗面所およびドアのあるトイレが設

備され、居室入口とトイレは施錠することができます。居室は、私物の持

ち込みを可能とし、馴染の家具やテレビを配置し、入居者本人が安心して

過ごせる環境を整えています。居室以外にもユニットのリビング、エレベ

ーターホールにも家族や面会者と入居者が寛げるような空間作りに努めて

います。 

●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・褥瘡委員会」を設け、毎月開催し、流行期には毎月、外部の業

者の協力を得て「感染症・褥瘡委員会」の委員が研修を受け、他職員に指

導しています。流行時には手洗い、うがい、マスク着用の実地指導にも力

を入れています。また、ノロウィルス対応セットを整備し、食事前の手洗

いを徹底する等、具体的に対策を講じています。感染症の発生を確認した

場合は、医師の指示の下に、蔓延の防止および処置を速やかに行っていま

す。内部研修では感染症、縟瘡、ターミナルケアの 3 つを順次行うように

しています。 

●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、「リスクマネ

ジメント委員会」を設け（毎月開催）、事故が発生した場合は事故原因の分

析を行い、施設会議に提案して再発防止に努めています。また、それらの

内容はラインを通じて全職員に周知しています。ヒヤリハットについては、

メモ程度の用紙を作成し、職員が日々気づいた事柄をすぐにメモできる体

制を構築し、事故報告書につながる効果を発揮しています。ヒヤリハット

は月 1 回、リーダー会議で話し合う体制が定着しています。施設では、見

守りカメラを導入しており、事故検証、気づき、確認を可能とし、再発防

止に役立っています。重大事故に関しては、事業部内でも共有し、他事業



所で起きた重大事故に関しても、「リスクマネジメントプロジェクト」を設

け、タイムリーに情報共有と水平展開を図れるよう工夫しています。「リス

クマネジメントプロジェクト」主催の合同研修会も実施しています。 

●災害等について、防災マニュアルを整備し、消防計画を立て、避難訓練・

防災訓練を定期的に実施し、旭区の消防関係者（消防署、地域の消防団）

も参加しています。災害時発生時の協力体制については、かわいの家は、

横浜市の要援助者の受け入れ施設に指定されており、要援助者の受け入れ

19 名（前回の協定の 2 倍）で協定取り交わし、副施設長を本部長とし、法

人本部、施設内、行政と協力体制ができています。災害時の備蓄では、入

居者等に必要な食糧・物資等を確保しています。災害時の関係機関への通

報および連絡体制は、緊急防災マニュアルを基に、集約されている連絡先

に速やかに連絡できる緊急体制を整えています。今年度から、かわいの家

の自衛消防団も結成しました。 

 

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

要事項説明書に相談・苦情対応窓口を明示し、施設の担当・担当責任者、

横浜市担当課も記載し、直接苦情を申し立てることができることを入居者、

ご家族に説明しています。毎月、区の介護相談員の訪問を受け入れていま

す。施設サービス計画書更新時に、ご家族にアンケートを実施し、意見を

聞く機会を設け、施設の改善に努めています。他にも、「入居者の会」、「ひ

だまりの会」（家族会）を各年 4回程度の開催を通して意見を聞く機会を設

けています。第三者委員の選定については、法人と話し合いの上、今後の

課題としています。 

●苦情、要望があった場合は、寄せられた意見の対応について記録を取り、

入居者等への結果の説明についても記録も取り、保管しています。また、

第三者的な委員を交え、ユニット会議、生活支援課、看護課等の会議や、

食事向上委員会会議で検討し、共有し、改善に生かしています。要望や苦

情の内容と解決策は、月１回のリーダー会議、各部門の責任者による施設

会議、ユニット会議等で周知し、苦情、要望のデータは蓄積および整理し、

今後の解決に生かしています。 

 

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） 

 

●入居者への介護方法について、「聞き取りシート」の分析から、入居者

一人一人の課題を抽出し、「24 時間シート」に生活リズムや本人の意向、で

きること、サポートの必要なこと、注意すべき点を記入し、職員間で統一

した支援ができるようにしています。「24 時間シート」はほのぼのソフトに

記入され、職員間で共有化しています。また、困難ケース等必要時には施



設長等も交えた多職種でのカンファレンスを実施しています。ケアカンフ

ァレンスはユニットミーティングとして行っています。必要に応じて臨時

に招集してケアカンファレンスを行うこともあります。 

●医療依存度の高い入居者に関する対応マニュアルを整備し、医療記録と介

護記録を記載しています。吸引等の医療行為については、研修を修了した介

護職員により吸引、経管栄養滴下を行っています。介護職員が吸引、経管

栄養滴下を行えることで、入居者が看護師の滞在時間に関係なく吸引、経

管栄養滴下を受けられるので、それにより、吸引、経管栄養滴下待ち時間

がなくなり、自由な時間が増え、離床して散歩をする等、生活の幅が広が

りました。また、療養型病院と連携を図り、施設としてターミナルケア（看

取り）にも対応できるよう体制を構築し、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、月によっては月 1 回以上検討委員会を開催し

ています。委員会のメンバー構成は、市町村の順位に従ってセクションの

代表者で行い、討議内容は記録に残し、内容は公開しています。 

回数の多さと時間的制約の問題があり、施設外の第三者委員は設置できて

いませんが、法人と話し合っていく予定でいます。 

●入退所の希望日時は、基本の時間設定はありますが、事前に希望日を聞

き、家族や本人、在宅サービス事業所の都合、介護者の都合の時間に合わ

せるよう配慮し、祝日、土日以外は、可能な限り対応しています。 

Ⅱ－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を提供し、食事が

楽しめるよう工夫しています。食事の種類は、一般食、減塩食、治療食（糖

尿病食・腎臓食・肝臓食・貧血食・濃厚流動食）に対応しています。行事

食（毎月１回程度）では、バイキングや、寿司、蕎麦、開所式ではお重な

ども提供しています。 

●食事は、家庭的な雰囲気を心がけ、対話を楽しむ場と考え、職員も一緒

に食事を摂り、楽しい時間としています。炊飯は各ユニットで行い、おか

ずの盛り付け、味噌汁作りは入居者と一緒に行い、味付けについても個々

の相談に応じています。入居者の中に食事中に「美味しい！」と声が出る

方がいて、味のバロメーターとなっています。入居者一人一人の栄養状態

については、アセスメント（解決すべき課題の把握）を行い、食事への配

慮に努めています。お元気な入居者 3 人と職員で、三島へ鰻を食べに出か

けられたこともあります。 



●食器については、湯呑み、茶碗、箸は施設で用意していますが、使い慣

れた私物の持ち込みも可能としています。「ユニットケア委員会」を設け、

入居者の体長に合わせてテーブル・椅子の高さの調整をし、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。新しく入居された

方の分は現在発注中です。食事時間は入居者個々のペースに合わせて配慮

するようにしています。毎月の献立は、栄養課が作成し、施設のホームペ

ージでダウンロードができ、毎日の献立のカロリー、蛋白質、食塩も記載

され、ご家族も閲覧ができ安心を提供しています。 

 

Ⅱ－２ 

利用者本位のサービス提供 

[入浴] 

 

●かわいの家の浴室設備は、各ユニットの個別浴槽の他、パンジー浴槽、

機械浴槽（リフト式：中間浴）、寝たまま入浴できる寝台浴槽の 4 種が備え

られています。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

類を変えて行っていますが、個浴での対応の移行を目的にし、なるべく寝

台浴は使用しないようにしています。入浴回数については、利用者本人調

査のインタビューでは週 2 回入浴し、もっと入浴したいという声もありま

したが、できる範囲で対応しています。入浴が難しい場合には足浴対応も

しています。失禁時には随時シャワー対応を行い、希望・必要があればシ

ャワーや清拭等の対応も行っています。中間浴の方の場合はユニットで完

結しておらず、順番、日時などの調整が難しい難点があります。 

●各ユニットの個別浴槽は、2 つのユニットでの共用であり、浴室を介して

2 つのユニットがつながっているので、同性介助の希望の場合は、隣のユニ

ット職員と交換対応ができる等、工夫して対応ができるようにしています。

入浴介助時のプライバシー保護については、マニュアルを備え、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。 

Ⅱ－２ 

利用者本位のサービス提供 

[排泄] 

 

●排泄については、入居者個々の仕草やサインを見逃さないよう支援に努

め、さらに、入居者一人一人のインターバル（間隔）をデータ化し、「24

時間シート」に記録し、定まった時間に便座に誘導するよう、自立に向け

た支援を行っています。また、日中の職員の手厚い時間帯に、2 人介助でト

イレ誘導を実施し、なるべく座位での排便を促しています。 

 

●居室には、鍵付きのドア式トイレが設備され、プライバシーは確保され

ています。かわいの家は全室個室であり、脱衣やおむつ交換時等もプライ

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 100％対

応しています。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、方針を明示し、入所時に確認と十分に説

明の上、家族の同意書をもらい、その後も半年に 1 回程度定期的に意向確

認を行っています。終末期には入居者本人および家族とターミナルケアに

ついて話し合い、対応しています。今年は 10名以上の看取りを行いました。

職員の看取り研修では、「ターミナルケア委員会」を設置し、委員会を中心

に年 2 回、必ず研修会を実施し、エンゼルケアの研修も行っています。特

に、非常勤職員中心の研修を考え、死生観の理解を深め、心構えに力を入

れ、心ケアにも配慮しています。高度医療が必要な介護に関しては、ケア

プラン会議で確認し、適切な医療の提供に努め、嘱託医（内科）、往診医（内

科・精神科・歯科）による利用者の健康管理に十分に配慮しています。 

 

Ⅱ－３ 

余暇・生活内容の自由な選択 

 

●かわいの家では、それぞれ異なるユニットスタイルに分け、（認知症・医

療・リハビリ・趣味活動等）、入居前の本人の生活の継続性を大切にしたユ

ニットケアを行っています。かわいの家は、従来の大舎的な全体的な計画

から、ユニットとして、小舎的な計画が立てられる入居者の希望に沿う個

別計画とし、入居者に日常的に豊かな選択の機会を設け、個々の「好み」

や「こだわり」を共有した計画を実施しています。また、入居者の「選択」、

「好み」を尊重し、『その人らしく過ごせる暮らし』を実現しています。入

居時にイベントごとに、参加するか否か、有料についても意向確認を行っ

た上、交流のある保育園へのプレゼントの相談や、アンケートを実施して

手伝いをしたいことや、歌いたい歌等、を聞き、個々の意向を把握して実

現できるようにしています。 

 

●居室には、テレビ、ラジオなど機材の持ち込みは自由とし、また、個人

の希望による新聞、雑誌の個人購読も自由選択であり、定期購読して受け

取りに行っている入居者もあり、日常生活の楽しみにつなげています。訪

問理美容は 2 組の来訪があり、月 2 回と月１回それぞれに選択できるよう

になっており、パーマやカラーも行うことができます。衣服は、入浴前に

本人に好みの衣類を聞いた上で用意しています。 

 

●個人の預り金については、基本的には預からず、一部の方のみ預り金管

理を行っています。必要な場合は施設で立替え、毎月、明細を付けて精算

書を郵送していますが、入居者自身で管理している方もいます。施設では

訪問販売店を実施しており、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、常勤の理学療法士を配置しています。個別に機能

訓練計画書を策定し、見直しについては、介護日誌の内容や家族からの意

見を加味して検討し、機能訓練計画書に組み入れています。 

●機能訓練については、個々の機能の評価を実施しています。理学療法士

（PT）は課題と共に、有用な方法を確認し、機能訓練計画書を立案して実

施し、チェックを行っています。計画書はご家族にも配付しています。リ

ハビリは、2階に機能訓練スペースを設けて実施し、歩行を中心とした生活

リハビリや、昼食前には咽込み予防の口腔体操（口の周りの筋肉を動かす、

パタカラ発語訓練など）を実践する等、介護職員による機能訓練も組み込

んでいます。さらに、ユニットごとに生活リハビリを実践し、成果を上げ

た内容は施設として取り入れ、作業訓練士（OT）がアドバイスを行う等、

適正な生活リハビリに努めています。 

●寝たきり防止では、生活リズムを作り、日中は寝間着から着替え、食事

はベッドから離れて食堂で摂っています。食堂での食事率は 95．7％と高率

を保っています。胃瘻の方もリクライニング車椅子に移乗してもらい、離

床時間を設けるようにし、離床も、必ずしもフロア等ではなく、本人の希

望に応じて居室で過ごす等、配慮しています。褥瘡については、感染症に

ついてのマニュアルを整備し、「感染症・褥瘡委員会」を中心に、寝たきり

防止および褥瘡の計画を立て、褥瘡予防への対応に取り組んでいます。余

暇を有意義に過ごすことでは、麻雀、囲碁、将棋等の他、傾聴ボランティ

ア、ご家族によるボランティアなどで楽しみを提供してもらい、職員の指

導によるプラスティックを溶かしてアクセサリーを作る活動等、バラエテ

ィーに富んだ活動を提供し、入居者の日常生活の楽しみにつなげています。 

●福祉用具の利用にあたっては、車椅子（大きく分類して 4 種類を準備）、

自立に向けた様々な歩行補助具（杖、歩行器、シルバーカー等）を複数種類

用意し、他職種で必要性、効果等をミニカンファレンスで検討しています。

利用する際は、理学療法士（PT）が DVD 等で入居者本人にわかりやすく

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、

理学療法士（PT）がモニタリング・評価を行い、総合評価を会議で行う等、

適切に提供しています。 

Ⅱ－5 

健康管理 

 

●健康管理では、全入居者の健康診断結果、血液データ等を保管し、日々

の血圧、脈拍、血中酸素、体温、呼吸等についてほのぼのソフト内に記録

し、共有化を図り、適時、タイムリーな対応を可能にしています。看護師

は平均バイタル値を出し、生活の記録については、食事量、水分量を測り、

日々のデータはグラフ化し、直ぐ把握できるようにしています。バイタル

チェックは、必要に応じて午前、午後、就寝前、起床時に行い、入浴前は



必ずバイタルチェックを実施しています。異常値が出た場合は、再チェッ

クを行い、医師につなげています。体重測定は月１回実施しています。 

●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 2

名と介護職員 2 名および空袋による 5 重チェックを行い、厳重な確認を行

っています。また、個人別の服薬内容は個人記録に明記し、個々に服薬回数

別に仕分けを行い、管理しています。 

 

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（紙媒体）は施錠できる場所に保管し、書類で

の情報は極力減らすようパソコン内に保存し、パソコン画面はパスワード

で管理し、情報を閲覧するようにしています。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、

職員および実習生は、個別に誓約書を交わしています。また、個人情報の

利用目的を明記した文書を施設内に掲示し、入居者等に配付しています。

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、研修の

実施記録もあります。 

●身体拘束に関して、「身体拘束防止推進委員会」（通称：０キープ委員会）

があり、拘束の定義を確認し、指針を作成し、リスク管理ができるよう研

修、カンファレンスを実施し、職員の意識の啓発を行い、根本となる不適

切ケア防止の推進を図っています。入居者と家族に対しては、入所時の契

約の際に、身体拘束に関して施設としての方針を説明しています。不適切

ケアについては、特養事業部でまとめ、職員に周知を図り、「リスク・マネ

ージメントプロジェクト」を中心に、生活相談員と看護師が職員に対して

留意するようにしています。サービスマナーチェックは、毎月、正規職員

に実施し、年 2 回、施設全体でチェックおよび振り返りを行っています。 

●人権擁護では、職員に対して、服務規程、採用時研修（テキストに記載

あり）、拘束の定義を確認し、指針を設けて取り組んでいます。「リスクマ

ネジメントプロジェクト」では、身体拘束、人権擁護、虐待防止について

の処置や対応について管理し、ルールブックを作成して全職員に配付し、

周知しています。ルールブックにおける「不適切ケア」の概要を研修時に

検討し、学び合いの機会として活用しています。 

●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しおり

を配付し、区社協あんしんセンター、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。施設では、後見人申請に必要な「診断書」を

医師に依頼する実務的な協力も行っています。成年後見人を利用している

利用者は 4～5 名です。 

 



Ⅱ－7 

利用者家族との交流・連携 

 

●年間行事予定を立て、ご家族が参加できる行事には招待し、ご家族と共

に楽しみ、交流を図っています。また、サービス担当者会議（6 か月に 1

回）には大半のご家族に参加、協力を仰ぎ、介護計画の見直し、現状の把

握と今後に向けた検討を一緒に行っています。ひだまりの会（家族会）は

四半期に 1 度定期開催し、看取りケアや介護保険の動向等の情報を提供し、

ユニット別にも開催し、併せて個別面談の機会も設けています。かわいの

家は、ご家族の訪問の多い施設です。 

●施設の広報誌（あったかわい便り：事務課で発行）は 2 か月ごとに発行

し、家族に施設の情報を届けています。また、毎月、『生活記録』として、

前月分のケース記録と血圧・食事量の一覧を郵送しています。施設のホー

ムページはこまめに更新し、活動の様子や食事について掲載し、見やすく、

わかりやすく提供しています。 

Ⅱ－8 

ユニット型施設（特養・老健）

のサービス提供 

 

●ユニット型特養としての基本マニュアルを整備し、ケア記録支援システ

ム内でユニット間の情報共有および連携を図っています。また、「ユニット

ケア推進委員会」を中心にユニット間の情報共有を図っています。マニュ

アルには優先順位等を明確にし、情報は共有されています。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。共有部分内のリビングスペースは、ダイニングスペースと

セパレートされ、配慮されています。入居者同士の交流はユニット内で行

い、活動のプログラムを実施し、活発に活動しています。囲碁はリビング

スペースで、麻雀はロビーで行っています。 

●食事については、厨房は業者委託ですが、『おいしく』・『楽しい』食事に

するため、家庭的な雰囲気の中、具を切る、味付け、盛り付け、配膳、片

付け、食器洗いなど、入居者が手伝いできる機会を設けています。一部の

ユニットでは定期的に味噌汁作り（具も）の調理を行い、生活機能のケア

に生かしています。食事の際のお茶もユニットで入れるようにしています。 

●入浴では、一般入浴、中間入浴、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十分に行っています。入浴の時間帯は職

員の多い朝 10：00～12：00、午後 15：00～17：00に行うようにしています。

現在、夜間入浴は導入できていませんが個別の状態に合わせでケア方法を

実施しています。 

 

 

 



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 

 

 

●かわいの家は、川井地区の地域支援ネットワークに加入し、地域ケアプ

ラザ、行政、地域包括支援センター、地区社会福祉協議会、霧が丘町内会、

学校、保育園、ボランティアセンター等と交流を図っています。入居者と

一緒に行う公園の清掃や、支援ネットワークに加入して災害時の受け入れ

19 名等への協力、霧が丘地域ケアプラザとの協働、町内会の盆おどり・運

動会に参加し、地域と交流を図り、福祉ニーズを把握しています。かわい

の家の納涼祭にも地域の方をお招きしています。地域のボランティアの方

等から、地域の情報を入手し、必要に応じて事業計画に反映させています。 

■地域の入所希望者が入所に至るまでの相談や、相談員のサポートはマニ

ュアルに沿って誠実に行っています。家族会の研修会も行い、昨年、サポ

ーター講習をケアプラザと共に実施しました。成年後見人の研修も行って

います。かわいの家では、地域へ在宅サービス（短期入所・訪問）を提供

し、ケアマネ部会との検討会や研究会を通して情報交換を行っています。

最近では近くて面会に来やすい、安心という理由から、地元の方が入居さ

れることも多くなっています。 

●地域の必要な関係機関、団体等をリストアップし、マニュアル化を図っ

ています。自治会、支援ネットワーク、旭区福祉保健センター、社協、旭

区の相談員の受け入れ、防災訓練や地域の町内会を通して、消防署や警察

と連携を図り、「旭区認知症をみんなで支える街づくりフォーラム」にも参

加し、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、

担当者は介護課長としています。また、ボランティア感謝祭を開催し、イ

ベントに招いて感謝を示しています。 

 

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 

 

●地域の人たちに施設の行事である夏祭り（納涼祭）や、「わくわく商店街」

（旭区の商店街からの出張販売）やスーパーの移動販売車の開催時には地

域の方にも参加を呼びかけ、施設を開放しています。また、地域の夏祭り

の盆踊りに参加したり、近隣保育園や中学校のブラスバンドを聞きに訪問

したり、障害者施設のパンの販売で買い物する等、地域の交流や活動に参

加しています。また、地域の中学校（2校）の体験学習の受け入れ、備品の



貸し出し、町内会行事への協力、地域のボランティアは、地域ケアプラザ

に募集のポスターを貼り出し、紹介も受け、ホームページでも募集を掲載

しています。施設の地域開放では、月１回、婦人会開催のクラフト教室に

会議室の貸し出しを行い、町内会とはテントの借用や車椅子の貸し出し等、

相互協力体制を持ち、さらに、消防団、自治体と防災協定書を交わしてい

ます。 

●地域の施設の活用では、賀詞交換会への参加、旭区役所内の生け花展示

場の利用や、地域交流施設横浜温泉チャレンジャーの活用や、地域ケアプ

ラザのサークル活動に参加しています。地域の情報は町内会から案内等を

もらい、地域の八幡神社のお祭りに参加したり、入居者の個別プログラム

を通して近隣の居酒屋に出かける等、地域の情報を入手して活用していま

す。地域の行事に参加できるよう職員のシフトを配慮し、介護課長、副施

設長も参加できる体制を整えています。施設の 1階ロビーでは喫茶を行う 2

店舗が準備を進めています。 

 

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「あったかわい便り」・法人ホーム

ページ・神奈川新聞等に掲載し、施設のサービス内容について情報提供し

ています。神奈川新聞には事例発表をした例もあります。広報誌は旭区役

所、特養の申し込みセンター、横浜市、地区社会福祉協議会に配布してい

ます。また、施設のホームページは充実を心がけ、施設の理念・方針や概

要、サービス内容の詳細、料金、インフォメーション、更新情報を掲載し、

情報をわかりやすく提供しています。法人の方針として、ホームページの

充実を図るよう受け、広報に力を入れています。 

●施設の基本方針や利用条件、サービス内容については、重要事項説明書

に記載され、常時、相談員が受け付け、利用希望者には随時見学できるこ

とを伝えています。施設見学時は、支援課および事務所で対応し、パンフ

レットに沿って説明し、施設内を案内し、広報誌を配付して法人、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、食事

の時間にかからない範囲で柔軟に対応しています。 

 

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、受け入れ担当は

事務課職員（不在時は介護課長）とし、ボランティア申込票、登録票、受

け入れ票等を用意し、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。記録では、受け入れ記録（事務課、介護現場で保管）、ボラン

ティア活動プログラム、ボランティア活動記録を残しています。終了時に

は反省会を行い、提案は改善に生かし、実行しています。 



●実習生については、学校との連絡は事務課職員（不在時は介護課長）で

行い、実習プログラムは神奈川県社会福祉協議会のプログラムを活用し、

次世代を担う福祉の人材育成の一環と捉え、積極的に受け入れています。

今年度は社会福祉士実習指導者研修・認知症実務者研修での実習生を受け

入れています。かわいの家では、社会福祉士実習指導者が 2 名、介護福祉

士実習指導者 3 名が在籍し、的確な指導ができています。 

 

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、募集を行うと共に職員のシフト、

タイムフロー等の変更を速やかに行い、対応しています。かわいの家では、

EPA（経済連携協会）人材育成計画に基づき、ベトナムより介護福祉士候

補者を継続して受け入れ、現在、かわいの家に就労しています。法人の人

事制度改定に伴い「職務・役割等級制度」を導入し、職員が自らの役割を

担うことができるよう職務・役割に連動した研修体制を整備し、活力ある

人材の育成に向け、契約職員を含む全ての職員を対象に新研修制度を設け、

研修計画を立案してスキルアップを推進し、職員の資質向上に精力的に進

めています。29年度、かわいの家の重点施策として、「ハイスペック人材の

育成」を掲げ、ハイスペック人材育成①～④を設け、行動計画を示し、目

標達成を目指して取り組んでいます。ハイスペック人材育成②では、施設

長を塾長とした「河合塾」を設け、塾生であるユニットリーダーの育成を

図り、ユニットケア推進の加速を図っています。ハイスペック人材育成③

では、職員各自の目標管理シートに加え、キャリアアップの申告書を作成

し、半年に１回面接を実施し、中間、期末チェックを経て次年度の目標管

理に反映する等、資質向上に努め、さらに今回、自己の自覚と責任を促す

ようセルフケアプランを導入し、職員の活力、行動力につなげるよう、育

成に力を注いでいます。 

●施設内研修は、非常勤職員も参加することができ、研修委員会が立案し

た研修計画に沿って研修を促し、新卒の新入職員に関しては、プリセプタ

―制度（トレーニングシステム）を導入し、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、コミュニケーションも図っています。また、

職員から情報のフィードバック、伝達研修も実施し、カンファレンスにつ

なげています。発表内容を PC 化して事例を保管しています。また、研修費

用を予算化し、外部研修にも積極的に参加するよう推進し、その効果測定



として研修報告書の提出、内部での研修開催を指示しています。 

●研修結果は、有効性の評価（テストなど）を行い、上長が判断し、自己

評価（5段階）および確認の上、次につなげる体制を構築しています。課長

はアセッサー講習を受講し、今後、職員一人一人の評価を実施していく予

定にしています。外部研修受講後は、各ユニットで研修報告会を実施して

日常業務に生かしています。ユニットリーダーを中心にユニットミーティ

ングや面談時に話を聞き、個の育成・サービス向上に生かすよう努めてい

ます。 

 

Ⅴ－２ 

職員の援助技術の向上・ 

一貫性 

 

●かわいの家では「ISO 文書管理フォルダー」を設け、「NI コラボ」（電

子メールやスケジュール管理・ 情報共有等を行うための多機能グループウ

ェア）で共有化を図っています。また、職員の技術レベルの評価基準を定

め、採用時の研修で図り、採用職員のレベルの一貫性を確保する取り組み

を行っています。さらに、これまでの考課項目を含めて職員に期待値を示

しています。評価については課長、ユニットリーダーが実施し、個別に指

導しています。今年度、課長がシルバーサービス振興会のアセッサー講習

を終了し、今後、各介護職員の評価を行う予定でいます。現在、アセッサ

ーは 6名が在籍しています。 

●マニュアルに関する見直しは、施設会議、不定期に階層を超えた全課で

意見交換を行い、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、全職員で目標の共有を図り、各部門の業務分担や責

任の所在を明確にし、高いサービスと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

役割について明文化し、さらに、指導できるレベルを示しています。職員

の権限の委譲と責任の明確化については、職務権限規程を整備し、委ねら

れたユニットリーダーは責任を自覚して取り組んでいます（NⅠコラボ、ほ

のぼのソフト、報告書等にて）。日々の業務改善の提案は、手順変更手続き

のプロセス書を備え、提案できる体制を構築し、年 1 回、職員に対してア

ンケートを実施し、ユニット会議等で検討し、業務向上と改善を図ってい

ます。ユニットの費用はユニットリーダーが運用しています。人事考課制

度により、個別面接・調査等を行い、会議にて各職員の意見等を共有し、

職員の満足度、要望等を把握し、個々に助言、サポートを行い、職員の意

欲につなげています。 

 

 

 



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、運営規定、倫理規定に明文化し、職

員に周知・徹底しています。経営・運営状況等の情報は、施設内に決算報

告書を自由に閲覧できるよう設置し、ホームページ、広報誌でも公開して

います。不適切な事例等は、システムの事務連絡（パソコン掲示板）に示

し、ユニットリーダー会議の議題に挙げて議論を行う等、啓蒙し、管理職

はユニットミーティングに参加して注意喚起を行っています。重大事故に

ついては、速やかに全職員にメールで周知しています。26 年 11 月より「不

適切サービス防止プロジェクト」を立ち上げて取り組み、ヒヤリハットシ

ートにつなげています。 

●横浜市の方針（3R 夢）の掲示を行い、ゴミの分別、リサイクルを徹底し

ています。ゴミ、分別したペットボトルは産廃業者に依頼し、施設内の節

電、節水に努め、電気消費量の削減の促進を行っています。緑化では、施

設周辺は自然に恵まれ緑も多く、環境維持を目標とし、室内にも緑を増や

すようにしています。照明は LED 化を順次進めるべく計画中です。環境配

慮の考え方については、ファシリティマネジメント施策によりコスト削減

目標を定めて取り組んでいます。省エネでは、ボランティアで営繕のスタ

ッフを配置し、事務課で電気・水道代をチェックし、シャワーに節水コマ

を入れる等、省エネに力を入れ、ミーティングや会議でも啓発しています。 

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、施設会議で周知徹底を図ってい

ます。理念・基本方針は特に、施設長から新人採用者に研修で指導し、理

解を促しています。また、定期的および随時面接を行い、職員の理解度を

確認しています。各課の事業計画にも理念・基本方針を示し、ヒヤリハッ

トの正解は「理念」としています。全職員に配付したルールブックにも理

念を記載し、勉強会も開催して理解を深めています。 

●施設長は、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

いて職員および利用者に十分に説明を行っています。さらに、職員のスキ

ル向上に向けて、多数の委員会を設置し、課題、改善に向けてプロジェク

トを設定し、指導力を発揮しています。年 4 回家族会を開催し、家族の立

場、職員の対応やサービスなどについての意見を聞いています。また、施

設長は定期的に施設内の巡回を行い、その場で色々な意向の話を聞く機会

も多く持っています。 

●ユニットリーダーは、主任、主事以上が担当し、主任、主事以上にはス

ーパーバイズのできるマネージメントの教育を実施し、育成しています。



講師として、施設長、外部講師の招聘、外部研修などで行っています。ユ

ニットリーダーは、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、フォローに努め、

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、施設長、副施設長が行政、神奈川

県高齢者福祉施設協議会、横浜市、地区社会福祉協議会、報道、インター

ネット等から収集しています。分析は法人系列の各施設から代表１名で構

成された戦略プロジェクトで行い、課題を抽出・整理し、法人幹部の企画

会議に上げています。企画会議では、前年度の各部門の成果発表の課題に

ついて共有を図り、施設全体として取り組み、職場環境に配慮しています。

課題解決はかわいの家での施設会議で、事業計画に組み込み、管理職だけ

でなく一般職員も共有しています。 

●中・長期計画について、理事会に外部の専門家も参加し、法人の 3か年

中期計画を策定し、施設でも作成しています。現在は平成 28年度～平成 30

年度の中期計画の中間年度で、来年度で結果を出すべく取り組み中です。

さらに、特養のユニットリーダー研修の受け入れ実施施設になることを目

的に、全職員で研鑽を図り、取り組んでいます。次代の施設運営の後継者

の育成では、現施設長・副施設長の育成を考え、法人で研修プログラムが

用意されています。外部の専門家のアドバイス受け入れでは、法人の弁護

士、社会労務士、公認会計士、嘱託の有識者の意見を理事会、評議員会で

運営に取り入れ、より良いサービスと職員の質の向上に尽力しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用者本人調査 

特別養護老人ホーム かわいの家 

 

【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

のもと、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、20％であり、「いいえ」

は 20％、「わからない」という回答は 60％でした。説明や入所手配については「娘や息子

が一緒に説明を受けた」、「姪が聞いて手続きをしてくれた」、「嫁が行った」等、家族が手

続きや説明を聞いたという回答が主であり、入所については、救急車で病院経由で来られ

た方や、近所の情報を聞いて入所したという意見もありました。 

 

2．＜ケア計画について＞ 

 

介護計画書（個別ケア計画）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、「介護計画書の内容は家族が聞いている」、「説明は一緒に聞くが主に娘が聞いている」、

息子、姪が聞いている等の回答であり、介護計画書は家族が聞いているという意見が主で

した。希望に合った内容かどうかについては「わからない」という回答が大半でした。 

回答では、「はい」は 30％、「いいえ」10％、「わからない」が 60％でした。 

 

2-2. ＜生活リズムについて＞ 

 

「かわいの家」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、個別回答で

は「以前の施設より良い」、「ここでは大事にされている」、「医療ユニットに移って 2 年、

医療の面倒を看てもらっています」、「携帯が持てるので娘に電話できる」という喜び、感

謝の声が挙がっています。また、「全くないということはないが、我慢している」、「スタッ

フが少なく、外出しづらい」という日々の生活についての意見もありましたが、ここでの

生活は合っているとう回答は 70％であり、「いいえ」は 0％であり、「わからない」は 30％



でした。 

 

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、100％「はい」と回答し、全員の方

が快適に過ごせているという満足度の高い回答でした。皆さんからは、「居室、共有部分、

食堂など清潔で、広くて良い」、「トイレの掃除にも来てくれる」、「不満は無い」、「一人で

生きていくのはキツイ、話ができる職員がいてくれて良い」という意見が挙がっています。

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、「はい」は 70％、「いいえ」は 30％の回答でした。入

居者の方々は生活の中で食事は大きな楽しみの１つであり、食事について個々に意見が活

発に挙がりました。意見では、「食事はおいしい」、「食が細いのであまり食べない」、「他の

ユニットで、職員が口に食事を無理やり突っ込む人がいる」、「食事は自分で選べない、買

えないのが寂しい」、「娘が珍しい缶詰を買って来てくれる」、「食事の量が多くて食べれな

い時には無理しないようにしています」、「食事は可もなく不可もない」、「食事は好きなも

のと嫌いなものがある、しょうがない」、「魚は嫌い、肉ばかりでも飽きてしまうが」、「味

が薄い、おいしいのは 40％くらい」等、思い思いの意見には食事への期待が込められてい

るのが感じられました。 

 

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、一人で入浴してい

る、個浴で満足、という意見が多くあり、できれば 1 日おきに入りたい、本当はもっと入

りたい、お風呂と食事は満足、という声も多く、入浴を楽しみにしている方が非常に多い

のがわかります。また、疾病により入浴介助を受けて入浴されている方や、以前の施設で

は中間浴だったため、個浴でうれしいと喜びの声や、介助されている入浴から車椅子でお

風呂に入りたいという要望を持っている方もいました。入浴の満足では、「はい」は 90％で

あり、「いいえ」は 10％でしたが、「いいえ」では、現在の入浴状態から希望に変えたいと

いう意見からでした。ほぼ、全員の方が入浴の回数、時間に満足していました。 

 

 

 

 



6. ＜排泄について＞ 

 

本人調査の対象者は、自立の方が 80％であり、回答では、80％が満足している（「はい」）

であり、「いいえ」が 20％でした。様子をうかがうと、「マジックハンドを持っていてカー

テンは自分で引けるようになっている」、「一人でトイレに行ってはいけないと言われてい

る、何とか自分でできるようになったけど危ないと言われている」、「職員は呼んだらすぐ

に来てくれる」等、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

の配慮等、職員の排泄介助も含めて満足の様子がうかがえました。 

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 80％、「いいえ」が 20％でした。食事や入浴と同様に、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、「音楽を聴きに行く」、「セラ

ピー犬が来るので見に行く」、「麻雀やっている」、「梱包用の紐で籠を作っている」、「音楽

会に出る」、「童謡を歌いに行っている、8 人位で行って歌い、とても楽しい」、「散歩に一緒

に行く」、「ボランティアで歌う人が来るので聞きに行く」、「ぬり絵をしている」、「折り紙、

クラフト教室に参加している」、「和菓子の教室に参加した」等、元気に楽しみを見つけ、

施設の催し物や、ボランティア等を活用しながら余暇を楽しんでいる様子がうかがえまし

た。「いいえ」の意見では、「何かやりたいが、まだやっていない」、「転倒が心配で参加で

きない」ということでした。また、中には、「三人で三島まで出かけた」と話をしてくれる

方もいて、施設での時間を謳歌し、実行できる施設、職員の努力も垣間見ることができま

した。 

 

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 80％、「いいえ」は 20％でした。「はい」と回答された意見では、「悪いところ

があれば連れて行ってくれる」、「先生に言われて週 1 回行っている」、「平行棒で歩いてい

る」、「椅子を使って体を動かしている」等の意見が挙がり、医師の指示に従って行ってい

る方は 2 名いました。「いいえ」の意見では、「みんなで行うリハビリ対応が無くなった」

という要望も挙がりました。 

 

8-2. ＜体調管理について＞ 

 

体調が悪いと訴えた時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 70％、「いいえ」は 10％、「わからない」20％でした。しかし、「わからない」で



の回答については、呼んだことがない、めったに呼ばない等の理由でした。「はい」と答え

た方は、「言えばすぐに対応してくれる」、「介護の人はすぐ対応してくれた」、「週 1 回、病

院に行っている」、「体調が悪い時にはすぐ職員が見に来てくれる」、「すぐ来て対応してく

る」という満足の声が聴かれました。「いいえ」では、「なかなか来ない時がある」、「リハ

ビリ対応があれば良い」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」は 20％でした。意見からは、「苦情はない」、「優

しくしてくれる」、「言えばやってくれる」、「みんな友だちみたいで何でも言える」、「事務

長さんにも何でも言える」、「気兼ねはしていない」、「眠れないで睡眠薬を飲んでいる」、「ま

ぁまぁ」等、職員に信頼を寄せ、良好な関係ができていることがわかります。中には、「相

手を思って少し控えめにしている」、「呼ぶのは少し遠慮している」という意見もありまし

た。 

 

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、90％「はい」と回答し、「いいえ」は 10％でした。 

「職員は頼めば配慮してくれる」、「部屋はプライバイシーが守られている」、「鍵をかけた

ことはない」等、満足し、快適に過ごせているようです。また、「職員さんも人間なのでた

まに他の利用者とやり合っていることがある」という意見もありました。 

 

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、「職員は親切で、不満はない」と回答をいただいています。丁寧な支援がされている

ことが確認できました。 

 

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、十分に行われていると回答した方は、「はい」は 80％であり、「わからない」

が 20％でした。ボランティアとの交流では、歌や、麻雀、傾聴、クラフト、音楽療法のボ

ランティアの方来ていて、ボランティアが来たら見に行く、と回答しています。「ボランテ



ィアにもっと来てほしい」、「話し相手がいて嬉しい」との声も挙がっていました。 

 

12. ＜総合満足度について＞ 

 

特別養護老人ホームかわいの家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、入居者の方は 100％「居心地が良い」と回答しています。総合的な意見では、「娘が

心配しないだけでもありがたい」、「入所当初より良くなった」、「良いことも悪いところも

あるけど居心地はまずまずです」等の意見が挙がり、入所されて家族を思う配慮の気持ち

や、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、おおむね、安心・満足を得、以下のように、個々に複

数の意見が挙がりました。 

 

1．娘、息子が来てやってくれるが、娘、息子がやらないことは事務所でやってくれる。 

不満は何もない。良い所に入れたと喜んでいる 

2．同じフロアの入居者がトンチンカンで話ができない。 

3．他の老人ホームにいたが、ここに以前から申し込んであって入所ができた。 

4．催し物もあり、満足している。 

5. 設備面は満足している。職員の数を増やして欲しい。 

6. 死ぬまでここにいて良いと言われている。 

7. 目と耳が不自由であり、面倒見が良いとは言えない。 

8. 公衆電話を置いて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【特別養護老人ホーム かわいの家 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 29年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配布世帯数（世帯数 90） 

有効回答数 48世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 53％ 

  

 

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

●利用者アンケートの特徴として、ご本人へのサービス提供に関する計画についての項目

が高く、『満足』と『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、中でも、「個別ケア計画の説明について」については、『満足』においても、「ほぼ満

足」についても 98％を得ています。『満足』の高い項目では、「個別ケア計画の説明につい

て」は、『満足』は 60％を得ており、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』58％となっています。「ほぼ満足」の高い項目でも、「個

別ケア計画の説明について」は、『満足』60％、どちらかといえば満足 38％、どちらかとい

えば不満 2％、「ほぼ満足」は 98％となっています。また、「職員の対応について」は、『満

足』56％、どちらかといえば満足 40％、その他 2％、無回答 2％にて、「ほぼ満足」は 96％

の回答でした。さらに、「ご本人のプライバシーへの配慮」、「一人ひとりの利用者の尊重」、

「具体的なサービスの内容や費用に関する説明」についての項目では「ほぼ満足」は、94％

という結果になっています。「ほぼ満足」に関しては、全項目が 90％以上を示しています。 

 

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 

2世帯  7世帯  14世帯  13世帯  11世帯  1世帯 



●アンケートの自由記述では、「とても信頼し、安心を感じている」、「ユニットの職員の方

だけでなく、事業所全体として入居者の状況を把握している」、「居心地が良く、家族は安

心してお任せしています」等、信頼と安心感のある施設という意見が寄せられています。

また、事業所施設全体で利用者に寄り添ったサービスの提供に感謝の声も挙がっています。 

 

 

●『不満』および、比較的『満足』が低い項目は、ほとんどありませんが、「リハビリや機

能回復のための取り組み」については、満足 31％、どちらかといえば満足 42％、どちらか

といえば不満 8％、不満 8％であり、項目の中では比較的、『満足』が低く、どちらかとい

えば不満が多く見られます。 

施設の基本理念や基本方針については、よく知っているが 10％、まぁ知っている 44％、ど

ちらともいえない 27％、あまり知らない 13％という結果になっています。それらの賛同に

ついては、共感できる 29％、まぁ共感できる 27％、あまり共感できない 2％、無回答 42％

にて、56％が「ほぼ賛同」と回答しています。 

利用者本人調査からもサービスの満足度を高く得ている施設であり、ご家族等へも提供す

るサービスの根幹である理念・方針をより周知、理解を促す工夫に期待いたします。 

 

●アンケートの主な意見では、「施設内の相談窓口をわかりやすくするといい」、「職員の人

数が少なく、時間に余裕がないように思う」、「衣類の交換回数、服の種類のローテーショ

ンを少しだけ増やしてほしい」等の意見が挙がっています。利用者家族からの意見、要望

等について、気付きと共に、少しの配慮、見直しが求められていると思いますので、改善

の一考を期待しています。 

 

●総合的に、『満足』は 59％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 33％、『どちらか

といえば不満』は 6％にて、サービスの提供について、92％「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） 

 

社会福祉法人 奉優会 特別養護老人ホーム かわいの家 

 

 

【施設の基本理念や基本方針について】               

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。 

10% 44% 27% 13% 4% 2% 

5人 21人 13人 6人 2人 1人 

 

 

賛同でき

る 

まあ賛同

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり賛同

できない 

賛同でき

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。 

29% 27% 0% 2% 0% 42% 

14人 13人 0人 1人 0人 20人 

【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 35％ 58％ 4％ 0％ 2％ 0％ 

17人 28人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

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 

42％ 52％ 2％ 0％ 4％ 0％ 

20人 25人 1人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・入居近くになり、特別室になると言われた。 

 

 

        



 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 

        

 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 

5 個別ケア計画の説明については 60％ 38％ 2％ 0％ 0％ 0％ 

29人 18人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

6 個別ケア計画へのご本人やご家族の意向・反映に

ついては 

58％ 31％ 6％ 4％ 0％ 0％ 

28人 15人 3人 2人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

       

  問 4 日常のサービス内容について       

            

 
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 

7 食事については（内容や介助の対応など総合的

に） 

38％ 42％ 8％ 0％ 4％ 8％ 

18人 20人 4人 0人 2人 4人 

《その他意見》 

 

・できる範囲で本人の要求に対応してほしい。 

8 入浴について（頻度や介助の対応など総合的

に） 

42% 29% 10％ 4％ 4％ 10％ 

20人 14人 5人 2人 2人 5人 

《その他意見》 

 

・肩までつかる入浴は叶わない。 

9 トイレやおむつの介助の対応には 42％ 38％ 2％ 0％ 8％ 10％ 

20人 18人 1人 0人 4人 5人 

《その他意見》 

 

・とても満足。 

 



 
 

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） 

38％ 31％  13％ 4％ 4％ 10％ 

18人 15人 6人 2人 2人 5人 

《その他意見》 ・できる範囲で外出に付き添いしていただけるとたすかります。 

11 預かり金の管理方法や 

出納状況の説明については 

31％ 19％ 4％ 6％ 25％ 15％ 

15人 9人 2人 3人 12人 7人 

《その他意見》 

 

・お金を預けていない。 

・毎月の書類に食品購入が書いてある。 

12 

 

リハビリや機能回復のための取組みについては 31％ 42％ 8％ 8％ 0％ 10％ 

15人 20人 4人 4人 0人 5人 

《その他意見》 

 

 

 

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 

33% 44％ 6％ 2％ 6％ 8％ 

16人 21人 3人 1人 3人 4人 

《その他意見》 

 

 

14 

 

ご本人の体調への日常的な配慮については 46％ 33％ 6％ 4％ 2％ 8％ 

22人 16人 3人 2人 1人 4人 

《その他意見》 

 

・職員不足で対応できてない。 

15 ご本人が病気や怪我などの時の対応については 50％ 29％ 8％ 4％ 0％ 8％ 

24人 14人 4人 2人 0人 4人 

《その他意見》 

 

・事故の報告はきちんとある。 

 

問 5 施設空間の快適さについて  

 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 

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） 

40％ 35％ 13％ 0％ 4％ 8％ 

19人 17人 6人 0人 2人 4人 

《その他意見》 

 

・クーラーがきつすぎることがある。 



17 施設の構造や設備の安全性については 48％ 35％ 2％ 0％ 6％ 8％ 

23人 17人 1人 0人 3人 4人 

《その他意見》 

 

・いろいろな家具が置かれ、安全性は大丈夫か？ 

・入居時は確認しました。 

 

   問６ 施設と家族との連携・交流について       

 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 

18 ご本人の様子に関する説明や情報提供については 50％ 42％ 4％ 2％ 0％ 2％ 

24人 20人 2人 1人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 

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％ 46％ 4％ 0％ 2％ 2％ 

22人 22人 2人 0人 1人 1人 

《その他意見》 

 

 

 

   

 

 

 

問 7 職員の対応について 

      

 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 

20 ご本人のプライバシーへの配慮については 52％ 42％ 2％ 0％ 2％ 2％ 

25人 20人 1人 0人 1人 1人 

《その他意見》  

21 一人ひとりの利用者の尊重については 50％ 44％ 4％ 0％ 0％ 2％ 

24人 21人 2人 0人 0人 1人 

《その他意見》  

22 職員の対応については（優しく丁寧な対応など） 56％ 40％ 0％ 0％ 2％ 2％ 

27人 19人 0人 0人 1人 1人 

《その他意見》 ・人によって違います。 



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） 

38％ 33％ 21％ 2％ 4％ 2％ 

18人 16人 10人 1人 2人 1人 

《その他意見》 ・質問しても答えのない時がある。 

・時々、スタッフ間で通じていない。 

・同レベルかどうかは把握しかねます。 

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） 

54％ 21％ 15％ 4％ 4％ 2％ 

26人 10人 7人 2人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・他の利用者の対応をしていたり、忙しそうだったりで、話しかけら

れないことが多い。 

・要望は聞いてくれるが、また元に戻る。 

問８ 施設の総合評価 

 
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 

40   総合満足度は 58％ 33％ 6％ 0％ 2％ 

28人 16人 3人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 

 



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 奉優会 特別養護老人ホームかわいの家    横浜市旭区川井宿町 69 番地 1 

 属性 ： ＜要介護度１（2 世帯）、要介護度 2（7 世帯）、要介護度 3（14 世帯）、要介護度 4（13 世帯）、要介護度 5（11 世帯）、未記入（1 世帯）＞ 

 定員 ： 90 名  回答世帯数 ： 90世帯配布中 48世帯回答 調査期間： 2017/07/13 ～   2017/10/24 

 



事業者コメント 

 

特別養護老人ホーム かわいの家           

施設長 河合 久仁子 

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞    

 

当法人の『第三者評価の結果もふまえた次年度の事業計画を作成』という方針に基づき、施設においても

定期的に第三者評価を受審しており、開所以降今回で 5回目の受審となりました。 

 

今年度の評価結果は、全体的には 25 年度受の評価結果に比べ利用者満足度は上がってはいる様に感じる、

利用者アンケートのコメントの中では、『とても信頼し安心を感じている』、『ユニット職員だけでなく、事

業所全体として入居者の状況を把握している』、『居心地が良く、家族は安心してお任せしています』等、

信頼と安心感のある施設という意見が寄せられており、今後も入居者様に寄り添ったケアの実践を心がけ

たいと思います。 

 

今回の受審結果を施設会議やリーダー会議にも発信し、真摯に受け止め、評価結果と現状を照らし合わせ

ながら施設として取り組む活動や課題を整理し、ご入居者へのサービス向上に努めて参りたいと思ってお

ります。 

 

 

≪評価後取り組んだこと≫ 

 

・今回の結果を受けて取り組んだ事はありませんが、当施設のビジョンでもあります、 

「これからもわたしらしく 過ごせる我が家 あったかわいの家」～人生のやり残しゼロを目指して～ 

ユニットケアの手法を活用しながら自立支援へ努め、その方の「好みやこだわり」を共有させていただき、真

の生活ニーズの把握から充足（人生のやり残しゼロ）を目指します。 

  

・今までに「諦め」があったなら、それを「望み」に変えられるように日々努力していきたいと思っております。

かわいの家の様々な活動等 ＨＰにアップしております、ご覧いただければ幸いです。今後とも宜しく

お願い致します。 

 

 


