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施設名 特別養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム 

所在地 横浜市泉区新橋町 3番地 

電話番号 045（811）0692 

評価年度 平成 29年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

結果公表 平成 30年 3月 

 

 

評価方法 

 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 29年 5月 1日～ 

平成 29年 9月 30日 

各部署の会議を利用、またはこれについての話し合いの場を作

った。 

 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 29年 10月 25日 

平成 29年 10月 26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およ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、お昼は利用者と一緒に食事を行い、食事状況の観

察と共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 29年 8月 10日～ 

平成 29年 9月 27日 

郵送にて。 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 29年 10月 25日 

施設から選定いただいた 10名の利用者と 3名、3名、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。 

 

 

 

株式会社Ｒ-CORPORATION 



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 横浜市新橋ホーム 

経営主体(法人等) 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 

対象サービス 高齢分野 

事業所住所等 〒245-0009横浜市泉区新橋町 3番地 

設立年月日 平成 9年 4月 1日 

評価実施期間 平成 29年 10月～30年 3月 

公表年月 平成 30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 横浜市新橋ホームの立地・概要 

 

特別養護老人ホーム横浜市新橋ホームは、相鉄いずみ野線弥生台駅と緑園都市駅の中間

に位置し、弥生台駅から緑園都市駅行きのバスで3つ目の、戸塚に通じる瀬谷柏尾道路の、

坂の途中にあります。周辺には国際親善総合病院、岡津小学校、岡津中学校、横浜緑園高

校、永明寺などがあり、相鉄いずみ野線が開通してからは、新しい住宅地として開けてい

ます。 

横浜市新橋ホーム全体としては、特別養護老人ホーム（定員42名）の他、老人福祉法に

より、環境上もしくは経済的理由で、在宅で生活することが困難な方を措置で養護する養

護老人ホーム（定員50名）を併設し、また、通所介護（デイサービス・通常規模型、定員

19名）、居宅介護支援事業を運営しています。施設は、2階建てで、2階を養護老人ホーム（個

室50室）とし、１階が特別養護老人ホーム（多床室14室）、デイサービス、居宅介護支援事

業を構成しています。また、夜間には地域のケアプラザ（泉区6ヶ所、瀬谷区5ヶ所）の夜

間・休館日等の転送電話相談、受付業務を行い、福祉の有機的な機能を地域に提供し、貢

献しています。 

施設環境では、広い屋上スペースが2階に設けられ、視界的にも開放感溢れ、木々や草花

が栽培されて緑化の環境作りが成されています。さらに、敷地内の建物の周りには季節の

木々が植栽され、回遊できる遊歩道が作られ、利用者の外気浴や気分転換が図れる良い散

歩コースが設けられ、車椅子の方、近隣の方々にも喜ばれています。 

●横浜市新橋ホームの事業方針 

 

横浜市新橋ホーム全体としての運営理念に、①「お客様お一人おひとりの尊厳を尊重し

ます。」、②「在宅から施設まで、その人らしい暮らしを支援します。」、③「地域に開かれ、

地域に貢献できる施設運営を目指します。」を掲げ、29年度の重点目標として、本入居部門



（特別養護老人ホーム）では、1.「職員一人ひとりがケアについて意見を持ち、より良い

介護サービスが提供できるようにします」、2.「日々のケアや仕事の中で疑問に思うことが

有ればチーム内で意見の交流を積極的にはかり、話し合えるチーム作りを目指します」、3.

「ケアカンファレンスと職員会議の場を有効に活用し、意見交流を行いながらお客様とご

家族様が安心して過ごせるケアができるようにします」を目指して支援しています。短期

入所生活介護部門では、「地域に密着した施設を目指し、お客様とご家族様が安心してショ

ートステイを利用できるよう努めます」として、利用者第一としたケアに尽力しています。 

 

≪優れている点・特に良い点≫ 

１．利用者一人一人を大切にしたケアの実施 

 

特別養護老人ホーム横浜市新橋ホームは、事業所の運営理念の①「お客様お一人おひとり

の尊厳を尊重します。」、②「在宅から施設まで、その人らしい暮らしを支援します。」を受

け、生活モデルを重視したケアプランを策定し、利用者個々の生活の活性化を図っていま

す。ホームでは、回想法を実践し、利用者一人一人の笑顔や会話を引き出し、機能訓練に

つながるようレクリエーション等を企画して充実を図り、医療機関と連携を図り、利用者

同士の交流を含め、利用者一人一人が楽しく、安心して過ごせるよう支援しています。 

２．地域に開かれ、地域に貢献できる施設 

 

特別養護老人ホーム横浜市新橋ホームは、事業所の運営理念の③「地域に開かれ、地域に

貢献できる施設運営を目指します」を受け、地域との連携に取り組んでいます。泉区の新

橋下自治会の会長、泉区社会福祉協議会（以下、社協）の会長の厚意により、地区の行事

や社協の行事に参加しています。横浜市新橋ホームのイベントにも招待しています。敷地

内の遊歩道では、利用者が散歩するのと同様に、近隣の方にも開放して利用してもらい、

地域のボランティア（演芸等）を受け入れ、地域の作品展があれば出展する等、地域と交

流を図っています。また、災害時には地域の拠点として役割を担い、ホームの消防訓練に

は地域の方に協力を得る等、良好な関係作りを構築しています。 

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横浜市新橋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。ユニット型特養ではプラシバシーが優先されるあ

まり利用者が「個」になる傾向もあり、特に、高齢者では年齢において認知症の比率が高

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

イサービス等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持て、気持ちの活性化が図れ

ます。プライバシーをできる限り確保しつつ、社会性も保てるのがメリットです。接遇に

も職員の意識を向けることにより、従来型特養の多床室、リビングにおいての入居者同士

の交流がプライバシー侵害の問題にならないよう柔軟に適切に対応しています。 



 

≪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横浜市新橋ホームに限らず、入居の利用者の外出、散歩等が、重度化

により難しくなってきておりますが、外出が可能な方には外出援助をし、車椅子の方にも

外気浴や周回の散策路にお連れするなど、できる範囲での支援を行っています。利用者本

人調査の際も外出の希望を多くうかがいました。車椅子の場合、現状の職員体制では１対

１でないと外出が困難なことも理解しています。この閉塞感を取り除く手立てとして、週

１回お菓子なども販売する八百屋さん、年 2 回の衣類の販売、年 2 回のメガネ販売の業者

などを所内に導入しています。利用者に豊かな笑顔が持てるよう、アイディアと工夫を期

待致しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

●横浜市新橋ホームの運営理念は、①「お客様お一人おひとりの尊厳を尊

重します。」、②「在宅から施設まで、その人らしい暮らしを支援します。」、

③「地域に開かれ、地域に貢献できる施設運営を目指します。」であり、

生活モデルを重視したケアプランを策定し、利用者一人一人を大切にした

ケアを実施し、個々の生活の活性化を図っています。職員に対しては、各

部署に施設理念を掲示し、全体会議や個別面接で確認し、理解を促してい

ます。利用者に対しては、要望や相談等について、どの職員でも対応でき

るよう職種間で連携を図って対応に努め、敬老会では家族を招待して祝う

等、その人らしい暮らしができるよう支援に努めています。また、利用者

を地域の一員として、地域の行事のお祭り等に参加したり、施設の行事で

は準備等を職員と一緒に一部の作業を担当してもらう等、生活に活性が図

れるよう支援しています。 

 

 

 

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、生活相談員は利用者実地調査を行い、入所前の情報やデ

ータの収集を行い、入所時に利用者本人の、今までの食事状況、立位の状

況等を書類で確認後、複数の職種（生活相談員、ケアマネジャー、介護職

員、看護職員）が参加してカンファレンスを実施しています。カンファレ

ンスでは暫定介護計画を立て、利用者本人の様子を確認して１か月後に正

式の介護計画を策定し、毎月、モニタリングを実施し、半年に 1回、介護

計画の更新を行っています。また、毎月のモニタリング、カンファレンス

の情報、入退院時のカンファレンスでの情報は、職員間で共有を図り、介

護記録も管理体制を整えています。 

特別養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム  

評価年度 29年度 

結果公表 平成 30年 3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


●介護計画の見直しカンファレンスは、利用者本人および、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電話連絡、再送等を行い、

意見を聞き、介護計画に反映するようにし、同意（印）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、記録により情報提供を

行い、家族が来所した際に伝えています。また、2ヶ月に1回、「家族への手

紙」を郵送し、介護計画のカンファレンス日時も知らせています。  

●介護計画の中に、課題解決のための目標（長期、短期）を記載し、日々

の生活の観察、利用者のADL・ニーズを把握し、常に他職種とカンファレ

ンスで相談するようにしています。退院時にADLに大きな変化がある際は

介護計画を作成し、カンファレンスと1週間後にモニタリングを実施してい

ます。横浜市新橋ホームでは、退院後に看取りで戻られる場合もあり、そ

の場合は看取りカンファレンスと、看取り計画を作成します。 

●カンファレンスで介護計画を策定し、定期的に見直しを図り、また、必

要に応じて実施し、記録は職員間で共有しています。さらに協力病院の医

師等から助言を受けています。また、法人の理学療法士からは機能訓練、

縟瘡が悪化しない工夫等についてアドバイスをもらい、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、明るい空間作りがされています。生活係の美化衛生担当が、居

住空間・共有スペースの清掃を計画的に実施し、毎月、居室クリーン点検

を行い、清潔に保っています。しかし、共有スペースは、換気扇やエアコ

ンが設置されていない場所が多々あり、窓を開けて自然換気を行う等、職

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、利用者一人一人のペースに合わせ

た柔軟なサービスを心がけ、職員は DVD も活用し介護技術を学び、様々な

場面での動作を把握し、利用者の方々に置き換えて日々の状況を理解する

よう努めています。本人の要求を把握し、ケアマネジャーが介護計画に反

映させています。 

●具体的なケアの実施状況に関しては、モニタリングを 1ヶ月に 1回実施

し、意向等の聞き取りを行い、適切なサービス提供に努めています。横浜

市新橋ホームでは、回想法を 1ヶ月に１回行い、8名程度の利用者にリーダ

ーとサブリーダーと、数名のボランティアとで実施し、昔を振り返って考

え、それを他の人に話をすることで利用者の心の動きや表情の変化が得ら

れ、昔好きだったこと等を思い出すよう援助し、利用者本人の好きなこと

につなげられるよう、言語化にして残しています。また毎月、家族会のメ

ンバー3～4人の方が紙芝居や他の複数のレクリエーションを行ってくれて

います。 



員が努力し、生活環境への配慮に努めています。 

●居室は多床室ですが、カーテンで仕切りを行い、個人のプライバシーが

守られるよう配慮しています。また、利用者本人が過ごしやすい場所を設

定できるよう配慮しています。家族等、来客の際には、相談室や会議室、

面談室、玄関スペースのラウンジ等を利用してもらい、個別の空間が持て

るようにしています。 

●感染症および食中毒の予防、蔓延の防止のため、マニュアルを整備し、「感

染症対策委員会」を設置して毎月の感染状況を共有して対策を話し合い、

感染症および吐瀉物に関する研修を年2回行っています。また、感染症およ

び食中毒の予防、蔓延の防止に関する情報の共有化に努め、毎月、吐物処

理セットの点検を実施するよう努めています。衛生管理、感染症対策につ

いては、施設では次亜塩素酸水を活用し、ノロ対策を行っています。また、

空気清浄器を設置して空気の除菌も行っています。 

●事故防止対策については、「事故発生の防止のための指針」、「事故防止の

ためのマニュアル」を整備し、「事故防止委員会」を設置し、研修を実施

し、事故発生の防止、安全に取り組んでいます。事故発生時は迅速にカン

ファレンスを開催して検討を図り、１週間後モニタリングでのフォローを

行っています。所長は日頃からヒヤリハット、事故報告書の記載を推進し、

職員一人一人に対して事故防止の意識づけを図っています。また、個々が

経験したヒヤリハットの情報を共有と傾向や原因を明らかにして施設全体

としての認識と再発防止に重点を置き、危険回避のためのツールとして意

識改善を図っています。 

●災害等については、BCP（事業継続計画）を作成し、周知を図り、災害

時には必ず法人本部に報告する体制を整えています。施設では、新橋下自

治会に加入し、地域との防災協定を交わし、夜間想定の消防訓練の際には

参加のご協力をお願いしています。薪を使って災害時の炊き出しの実地訓

練も行っており、豚汁を作り地域の参加者へ配ります。災害時の備蓄では、

入居者に必要な食糧・物資等を確保し、消費期限の確認および入替等の管

理を行っています。毎月、防災委員会を開催し、職員教育や自家発電装置

について作動の確認を行っています。 

 

Ⅰ－５ 

苦情解決体制 

 

●苦情解決の体制では、重要事項説明書に第三者委員、施設の相談、苦情

受け付け担当者（副所長、生活相談員）、苦情解決責任者（所長）を明記

し、法人本部の相談室、泉区役所等、公的機関等も記載し、直接苦情を申

し出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。苦情等が

あった場合は、法人本部にも連絡し、会議で報告しています。 

●家族会は年 2回、交流会を開催し、懇談会やアンケートを実施して意見

等を聞く機会を設け、意見箱も設置して施設の改善に努めています。 



利用者とは日頃からコミュニケーションを図り、会話を大切にしにしなが

ら個別に意見や要望を聴くようにしています。 

●苦情、要望の内容と解決策については、第三者委員を交えて法人本部で

総括的に管理し、必要に応じて各施設と情報共有を図り、今後の解決に生

かしています。過去の苦情・ご意見・ご要望は本部及び事業所双方にある

サービス向上委員会で個別に話し合いを行って整理・分析を行い、各リー

ダーから職員に開示し、対策を周知しています。話し合いの結果は蓄積し、

今後に生かすようにしています。 

 

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、介護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

ンス等で確認し、利用者の情報の共有化を図り、利用者、家族にもわかり

やすいよう策定しています。毎月、各職種を含むモニタリングを実施し、

年 2 回の更新時期に合わせてカンファレンスを開催し、パソコン入力によ

り他職種間の情報共有を図り、円滑化を図っています。 

●医療依存度の高い利用者（例：経管栄養、酸素療法、カテーテル、イン

シュリン注射等を要する利用者等）も受け入れており、喀痰吸引の医療行

為での資格は新入職者を除き介護職員のほぼ全員が取得し、安全を確保し

ています。処置の確認は日頃から実践および、徹底しています。 

 

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 

評価分類評価の理由(コメント) 

 

Ⅱ－１ 

入退所時の対応 

 

●入退所検討委員会に関しては、内部での委員構成とし、検討該当者に対

して公平に、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、今後の検討

が望まれます。入所後に安心した生活を送れるよう協力医から助言を受け

ることもあります。入退所検討委員会で入所決定後、本人および家族に伝

えています。 

●入退所の希望日時については、極力、介護者の都合に合わせて決めるよ

う配慮しています。土曜日の入所に関しては、事務手続き等のご不便を承

知して頂いた上で柔軟に利用者に合わせています。 

Ⅱ－2 

利用者本位のサービス提供 

[食事] 

 

●献立は給食委託会社に依頼し、食事は入居者本人の状態に合った食事を

提供し、年 2 回程度、バイキング形式の食事やお楽しみ食を提供し、正月

料理、誕生会、郷土料理等、バラエティ豊かな献立で食事が楽しめるよう

工夫しています。食事の雰囲気作りを行い、食卓に季節の花を飾ったり、

BGM を流す等、ゆったり食事ができるよう心がけています。また、茶話会

を開催し、利用者で飲み物を選択できるよう設定し、談話をしながら少人



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 回実施し、栄養士、給食担当、看護職員が食事を評価

し、利用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。日々

の食事の情報提供を行い、専門職種間で協働を図り、健康講座の開催や栄

養指導を行い、利用者の健康保持の増進に努めています。 

●利用者の心身状況、身長に合わせて足台を用いて、食卓、椅子の調整を

行い、安定した座位がとれるよう工夫しています。食事時間については、

利用者個々のペースに合わせながらも、食事保存可能時間を考慮して 2 時

間の範囲内で対応しています。受診などで時間がかかる場合は、違う食事

を提供するなど配慮しています。 

 

 

Ⅱ-２ 

利用者本位のサービス提供 

[入浴] 

 

●入浴は、週間計画を作成し、利用者に合わせた快適・安全な入浴方法を

検討して利用者の体調に配慮し、適宜、変更もしながら工夫しています。

浴槽は、特殊浴１か所、一般浴 2 か所（内１か所はリフト浴併設）、檜の

風呂（自立の方が中心）１か所、計 4 か所設備され、日曜～土曜日まで毎

日 10：00～16：00に入浴を可能としています。非常勤職員は脱衣、移送を

担当し、職員 2 人で利用者 2 人の入浴を対応しています。特殊浴槽での座

位の取れる利用者には、寝たままでではなく座位にて洗身・洗髪を行って

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。 

●入浴介助時のプライバシー保護、利用者の自尊心の配慮では、希望に応

じて個別入浴に応え、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対応して

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、排泄チェック表を活用して、排泄リズムの把握に努め、

利用者一人一人の間隔で可能な限りトイレを使用とします。また、立位動

作の維持を大切にし、立位動作の訓練を生活動作に取り入れています。ポ

ータブルトイレの使用については、居室の他の利用者を考慮し、なるべく

トイレにお連れするようにしています。 

●同性による排泄介助では、希望者には対応しています。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 

[その他] 

 

●ターミナルケア（看取り）については、入所時に指針で示し、意向確認

と十分に説明の上、家族の同意書をもらい、利用者本人、家族の意思を尊

重しています。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、対応しています。また、家族に居室の選択

も委ねています。 

●職員は、年 1 回、看取り研修を実施し、事例発表やグループワーク、精

神ケアについても取り組み、理解と心構えについても研鑚を図っています。 



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、施設行事の夏祭りにおいては、制作の段階

から利用者に参加型でかかわってもらい、個々の身体状況に応じた準備や、

これまでの生活で馴染みの生活動作を取り入れ、一緒に取り組んでいます。

定期的に利用者の希望を聴き取り、要望と利用者の状態に応じて外出や、

近くのコンビニ等に出かけ、八百屋（週 1回）や、衣料品販売店（年 2回）

が来訪して利用する等、利用者の方々が楽しめるよう実施しています。ま

た、カタログで好みの物を選んで注文する方法も取っています。併設の養

護老人ホームにはクラブ活動があり、特別養護老人ホームの利用者も参加

し、ボランティアも積極的に受け入れ、日常生活の楽しみにつなげていま

す。 

●利用者の嗜好については、テレビの設置、新聞・雑誌の定期購読、好み

の理美容など選択の自由が保障されています。 

●個人の預かり金については、施設の資金による立替金の制度とし、現金

の預かりは行わず、立替金として請求書を家族に発行するようにし、購入

の際は確認と了解を得ています。家族不在の利用者へは管理料として月

1,000円で預かり、その際も立替金として対応しています。 

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は配置していませんが、同

一法人から理学療法士が来訪し、指導を受けて実施しています。また、訓

練計画書を基に、毎月のモニタリングや退院時に低下した ADL の回復につ

いて検討を図り、多職種によるリハビリを実施しています。また、口腔ケ

アの見直しを行い、口腔体操を含めた検討を行い、介護・看護職員、歯科

衛生士が共働して実施できるケアを考案しています。 

●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）

を個別介護計画に明示し、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、歌を歌う等）を取り入れています。 

さらに、昼食前の口腔ケア体操や、車椅子からの座り替え（トランス）等

では様々な場面に同じ手法により移乗ができるよう支援に努めています。 

●寝たきり防止では、生活リズムを作るよう、日中は着替え、食事はベッ

ドから離れて食堂で摂るようにし、また、離床時間を有意義に過ごすため

の工夫に取り組み、離床の促進を進めています。離床時間では、レクリエ

ーション、外気浴、ドリル・脳トレ、中庭の草むしり等、提供しています。

施設では利用者が楽しみながら機能訓練出来る効果がある足こぎ車椅子を

２台導入し、片麻痺の入居者が利用しており、楽しんでできる機能訓練の

一環として効果をあげています。 

●福祉用具の利用にあたっては、車椅子（25 台位）、自立に向けた様々な歩

行補助具を複数種類用意しています。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、順次福祉用具の入れ替えを行い適切に提供しています。

福祉用具の利用については個々の介護計画に組み込んでいます。 



Ⅱ－5 

健康管理 

 

 

●健康管理では、定期的に利用者のバイタルチェックを行い、特に、入浴

前には必ず行い、記録を保管しています。血圧については、測定頻度は一

律ではなく、個々の利用者の身体状況に応じて実施し、月 1 回、体重測定

を行っています。介護記録は介護ソフト（見聞録）に記録し、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

吸等について管理し、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のルールを設定し、個人別に

分包された薬を時間ごとに仕分けし、毎日、複数回チェックを行い、誤薬

がないよう厳重な確認を行っています。与薬の時期については医師の指示

を受けています。 

 

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) 

 

●個人情報に関する守秘義務に関しては、職員および実習生と誓約書を交

わしています。個人情報に係る重要書類は施錠できる書庫に保管し、個別

カルテは医務室に保存しています。パソコンに関しては、個人別 ID、パス

ワードを設定し、セキュリティを確保しています。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。 

●身体拘束に関して、「身体拘束廃止委員会」（新橋ホームでは以前から設

置していますが、平成 30年度から必須になりました）において、拘束の定

義を基に、接遇面にまでおよび検討を行い、職員に対してリスク管理の意

識啓発を行っています。利用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説明し、理解を促しています。現状、

身体拘束は行われていません。 

●高齢者虐待について、「身体拘束廃止委員会」で気づいた点等の検討を

行い、虐待につながらないようにポスターを掲示して職員は感想を提出す

る等、啓発活動を実施しています。担当職員が定期的に人権擁護、身体拘

束、虐待防止の研修を行い、職員に対して啓蒙しています。また、職員間

で互いの介護方法が適切であるかどうかを、定期的に研修を含めて確認し

合うことが大切と考えています。不適切な行為が行われないよう助言して

います。 

●家族が必要に応じて後見人制度を利用できるよう、家族等に情報を提供

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、個別に相談に応じています。泉区の福祉保健センターや、社会福祉協

議会の横浜あんしんセンターと連携体制を整えています。 

Ⅱ－7 

利用者家族との交流・連携 

 

●家族が参加できる施設の行事（納涼祭、敬老会、忘年会等）に招待し、

家族を対象とした医師の講演会、介護教室を開催しています。また、年 2

回、家族交流会を開催し、３月は今年度の取り組みと次年度の事業計画の

説明を、９月は今年度の実施進捗状況の報告を行っています。毎月の家族



会ではボランティアで行事の手伝いや読み聞かせ、脳トレ、手遊び等の活

動に協力してもらう等、良好な関係を構築しています。 

●施設の広報誌「まほろば」を年4回発行し、2か月に1回、家族宛の手紙を

書いて郵送し、施設の情報、利用者本人の近況報告を届けています。面会

に来訪できない家族については、担当者が連絡し、連携が図れるよう配慮

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  

●非該当 

 

 

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 

 

 

●地域の行事の手伝いや、老人クラブでの草むしり等の手伝いを行い、泉

区社会福祉協議会や自治会の会議への参加を通じて、地域の課題、福祉ニ

ーズを把握しています。また、地域の方に向けて公開講座を実施して、地

域と交流を図っています。 

●地域に向けた相談事業では、事業所としての個別の活動を行い、さらに、

法人の各種のサービス分野によるスケールメリットを活用した情報・サー

ビスの地域への還元が大きく、法人全体としてもっている介護全般のノウ

ハウに裏付けされた相談機能は地域の大きな援助となっています。法人の

産業医の協力により、地域への情報の提供をサポートしています。 

●必要な関係機関、地域の団体等をリスト化し、緊急時は同一法人のケア

プラザ等と連携を図り、対応するようにしています。関係機関との担当者

は所長・副所長とし、不在時はリーダーまたは生活相談員が対応できるよ

うにしています。 

 

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 

 

●施設の行事では、納涼祭に地域の方々にお知らせし、自由にご参加頂き、

毎回 150～200名位が参加しています。泉区社会福祉協議会（新橋、緑園都

市）、老人クラブの会合に職員が参加し、緑園地区社会福祉協議会の手伝

いや、新橋連合自治会・中川連合町内会に協力して手伝いを行う等、交流

を図っています。地域の他施設へ車椅子、テント、半被等を貸し出し協力

しています。 

 



●地域の施設の活用では、高齢者に見合った食事を提供してくれる店を利

用して外食を楽しみ、近くのコンビニへ買い物に行っています。地域の行

事等には、施設内に案内を貼り、参加したい方は職員が同行しています。

福祉作品展にも利用者の作品を出展し、一緒に見学に行き、新橋連合自治

会館の広場で開催される町内会の祭り、地域の祭りなどイベントを楽しん

でいます。 

 

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・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。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基本情報、サービス内容

の詳細、新着情報を掲載して情報をわかりやすく提供しています。法人の

ホームページ募集案内、研修案内も掲載しています。 

 

●施設の基本方針や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て、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、施設内を案内して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見学者の都合に合わせて

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ています。受け入

れの担当は所長及び副所長で、ボランティアには事前に説明を行い職員、

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

聞き、意見は施設運営に反映させるようにしています。現在は傾聴ボラン

ティアやピアノのボランティア他を受け入れ、夏祭りには高校生のボラン

ティアも受け入れています。 

●実習生の受け入れは所長、副所長を受け入れ担当とし、実習生には事前

に説明し、職員、利用者へ説明を行っています。実習プログラムは目的に

応じた効果的な実習が行われるよう工夫して作成し、将来の福祉について

の理解も促し指導にあたっています。最終日には振り返りを行い施設運営

に生かすようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

●人材採用は、法人の採用計画に沿って実施しています。欠員が出た際は

状況に応じて事業所で採用も行っています。人材育成は法人本部の「目指

す職員像」に基づいて実施し、職員の資質向上に向けた目標が提示され、

目標管理シートでチェックし、法人の流れに沿った管理を行い達成度の評

価を実施しています。 

●法人で年間研修計画を策定し、職員・非常勤職員とも参加可能とし、非

常勤職員は勤務時間を考慮し、研修内容はＤＶＤなどで習得しています。

研修の旅費、勤務時間、シフト等に関しては配慮しています。所内研修は

毎月実施し、入職 2 年目からテーマを自分で決めて法人運営の 3 ホーム合

同での研修成果の発表会を行い、職員の資質向上に取り組んでいます。 

●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、一緒に働く仲間という意識を大切にしてコミュニケーションを

図っています。非常勤職員の指導は介護リーダーが中心となり、面談、資

格取得支援等も行っています。 

 

Ⅴ－２ 

職員の援助技術の向上・一貫性 

 

●施設では、情報の一元化に向けて特養会議、業務改善に関してはリーダ

ー会議で情報の共有化を図っています。援助技術については習熟度の確認

と業務改善の振り返りを行い所長の助言を受けて検討しています。業務分

担表に沿った援助技術の向上を行っています。所内研修についてテーマは

年間で決めているので、サービス向上委員会ではテーマに沿った研修内容

を設定し一層のサービス向上を目指して研鑚を図っています。講師につい

ては法人本部に依頼することもあります。 

●マニュアルには運営に関係する本部製作のものと、実務に関する事業所

製作のものがあり、事業所製作のマニュアルの見直しは、事業所の職員の

話し合いにより定期的に行っています。個別の利用者の援助・支援に必要

な情報については、パソコンのソフトに記録され、全体で共有化を図り、

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業務分担

表で明確にし、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 

 

●法人の職員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明文化されています。事業所では職員面接および、

個々の特性を考慮し、役割の区分けを行い、職員の権限の委譲と責任の明

確化を図っています。 

職員に業務改善のアンケートを実施し、委員会で検討の上、改善を進めて

います。職員の要望、意向については、目標管理シートを基に面接で把握

し、所長からのコメント、助言等を記載して職員に戻し、日々の業務に生



かしています。 

 

 

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 

 

●職員の守るべき法・規範は、倫理規定に明文化し、セクハラ、パワハラ

の規定も記載し、職員に周知徹底を図っています。毎年、話し合いの機会

を持ち、啓蒙しています。経営・運営状況等の情報は公開し、職員に回覧

しています。他の施設等の不正・不適切な事例等は、運営会議で注意喚起

を行っています。 

●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、中央監視盤

の機能を地下から 1 階に上げ、細目に節電を行い、順次、LED 照明を導入

し、電気消費量の削減の促進を図っています。緑化では、施設周辺に遊歩

道により植栽が成され、環境維持に努めています。横浜市の指定管理施設

であり、横浜市の環境方針に準拠して実施しています。 

Ⅵ－２ 

施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 

●理念・基本方針を明文化および掲示し、年 2 回、全体会議時に理念・基

本方針等について伝え、周知しています。所長は、職員面接時に、理念・

基本方針の理解度を把握し、職員一人一人が「どんな方向を目指している

のか」を確認し、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、委員会、各職種、各部門の職員に

よる検討を行い、組織全体で取り組み、職員、利用者、家族に目的・決定

（変更）理由・経過等を十分に説明しています。所長は、現場を巡回し、

利用者と直接話をして意見等を吸い上げ、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、法人本部で中・長期計画に沿って計画的

に育成に取り組み、中堅職員・管理職の研修を行い、育成の体制を整備し

ています。副所長は、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・助言を行い、職員一人一人の精神的・肉体的な配慮を具体

的に行い、良好な状態で仕事に取り組めるよう風通しの良い職場環境作り

に努め、円滑な施設運営につなげています。例として、常勤に妊婦がいる

場合は、業務面の配慮、夜勤をさせないよう配慮しています。各職員の超

勤の把握、労務管理等は事業所として管理しています。 

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は情報を基に法人本部の経営

会議で分析を行っています。法人の重要な情報は法人本部より報告を受け

ています。事業所では重点改善課題とし、内容等は事業所の月 1 回の運営

会議、年 2回の職員全体会議で職員に示しています。 



●中・長期的な計画は、法人本部で 5か年計画（平成 27年～32年）として

経営企画室が作成し、次代の組織運営に備え、経営やサービスプロセスの

新たな仕組みとして働きやすい体制作りを目指して取り組んでいます。次

代の施設運営に向けて、経営幹部の育成として補佐への昇格の試験を順次

受けるよう促しています。運営に関して、外部の機関や専門家等から意見

等を取り入れる努力を行い、システムを導入した際はコンサルティング会

社の助言を受け、効率化、一元化を図り、より良いサービス、質の向上に

取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

利用者本人調査 

特別養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム 

 

【調査概要】 

本人調査の対象者は、入居者の中から 10 名（男性 4 名、女性６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では、「はい」が 30％であ

り、「いいえ」は 60％、「わからない」という回答は 10％でした。説明や入所手配について

は、入居者本人が直接説明を聞いた方は１名で、ケアマネージャーと一緒に来訪し相談し

ながらケアマネージャーに薦められて入所した方が１名、2 名は子どもが説明を聞いて決定

したようで、本人は良くわかっていないとのことでした。「いいえ」の方が多くありました

が、説明をどう受けたかを覚えてないという意見がほとんどでした。 

 

2．＜ケア計画について＞ 

 

介護計画書（個別ケア計画）は、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」という言葉そのものの理解が希薄であり、毎日の日課、プログラムが介護計

画に沿って支援が行われているという実感はないようでしたが、ケアという言葉に変えて

聞いてみると、回答は、「はい」は 70％、「わからない」30％という結果でした。 

 

2-2. ＜生活リズムについて＞ 

 

横浜市新橋ホーム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

50％であり、「いいえ」は 30％であり、「わからない」は 20％でした。個別回答では「クラ

ブ活動で書道、俳句をやる時以外は退屈です」、「計画に自分から合わせている」、「計画そ

のものがわからないのでリズムに合っているかどうかがわからない」等の意見が挙がりま

したが、ほとんどの方が施設のリズムに合わせながら生活は定着化しているようでした。 

 

 

 



 

3. ＜施設の快適さについて＞ 

 

部屋や食堂はいつも清潔で、温度や明るさもあなたにとって丁度良いですか？と質問した

ところ、「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あり、「い

いえ」は 10％でした。意見では、「施設の感じは良い」、「築年数にしては生活しやすい」と

いう意見が挙がり、また、「4 人部屋で窮屈」という方の意見もありました。日々清潔に施

設内環境を整え、利用者が快適に過ごせるように配慮されているのがうかがえました。 

 

4. ＜食事について＞ 

 

食事はおいしいですか？の質問では、100％「はい」と回答しています。意見では、「料理

はおいしい」、「疾病のため、好きなものが食べられないけれど気を遣ってくれる」、「低血

糖にならないように気を遣ってくれる」等の職員が配慮してくれることの喜びの意見があ

る中、「時には不味いこともあるけれど、まぁまぁおいしい」、「食事がまぁまぁで、お腹が

空くから食べる」や、「量が多すぎる」、「欠食することがあり、その時はエンシェア・リキ

ッドで対応している」、「嚥下機能低下で食事を飲み込みにくいことがある」等、食事に満

足しながらも体調、食欲、好き嫌い等で食事を阻害する要因があることもうかがえました。

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、10％だけ「いいえ」の回答

があり、理由は、毎日入りたいということでした。入浴が苦手という方は無く、週 2 回の

入浴が丁度良いという満足の意見が 90％あり、「もう少し入りたい」や、「大風呂にみんな

で入るのは楽しい」という声も挙がる等、みなさん入浴が楽しみのようです。 

 

6. ＜排泄について＞ 

 

本人調査では、自立の方が 30％、介助の方が 70％の対象者の方々であり、質問では、あな

たが希望する時にトイレに連れて行ってもらったり、おむつ交換をしてもらえますか？に

対して、排泄介助についてはおおむね満足されている様子で、「わからない」は 10％でした。

意見では、「コールすれば比較的早く来てくれる」、「すぐ来ておむつを交換してくれる」、「お

むつ交換をスムーズに行ってくれる」等、職員の迅速な対応に満足度が高く、介助状況は

良いことが確認できました。 

 

 

 

 



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 60％、「いいえ」30％、「わからない」は 10％でした。食事と同様に、期待、欲求も垣間

見れる等、個々の思いの意見が挙がりました。また、余暇、自由時間の過ごし方に、何も

しない方々と、行事等に参加する方々と半々に分かれていました。何もしない方の意見で

は、理由を含め「外出が無い」という意見が 30％であり、車椅子の生活が多い中、外出自

体が難しい方の意見も含まれます。特養の入居者は介護度 3 以上という現状の中、施設と

しても外出への対応体制を踏まえながら、今後、入居者の要望の対応、工夫を考える必要

があるかと思います。行事等に参加する方々は、クラブ活動（書道等）に参加する他、絵

画、手芸のクラブを希望する意見も挙がりました。イベントでは、歌や踊りのボランティ

ア来訪時は必ず見に行くという方もいました。個々に余暇、自由時間を過ごし、受け身で

過ごす方や、趣味、好みに合致しない活動もあるようで、クラブ活動があってもなかなか

参加しない傾向も見られ、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 40％、「いいえ」が 60％でした。「いいえ」と答えた方は、生活リハビリの認識

は比較的薄いようで、生活リハビリの介護計画をもう少し理解を促す工夫が必要に思われ

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」の回答

が 90％であり、「職員が良く対応してくれる」という意見が多く挙がりました。「いいえ」

は 10％で、理由は「緑内障で 2 回手術をしたが、すぐの対応ではなかった」という意見で

した。概して、「自分の体調は職員が良く把握してくれており、言えばすぐ来てくれる」と

いう職員の対応、反応（気づき）が多かった事実が裏付けられています。 

 

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、80％が「職員

に気軽に相談できる」と答えており、おおむね良いという回答の中、積極的な不満はない

ものの 100％満足とは言い難いような意見もありました。「いいえ」10％、「わからない」

10％の方の意見では、「職員は忙しいそうなので言うのを控えている」、「なかなか気軽に話

しかけられない」、「窮屈」という声もあり、職員の忙しさに入居者が気を遣っている面も

うかがえました。 

 



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、

「配慮されている」という回答は 80％であり、おおむね、プライバシーへの対応はできて

いるという意見が多く、「カーテンの仕切りで十分」という意見や、「職員は良く配慮して

くれている」、「隣の住人と話すことはない」等、現状で快適に過ごせているようです。「十

分ではない」という 20％「いいえ」の回答では、意見として、「裸の時の対応が悪い」とい

うことであり、高齢者の羞恥心への配慮も望まれます。 

 

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」の回答が 80％であ

り、「いいえ」は 20％でしたが、普通ということでした。満足している点では、「職員が親

切」、「丁寧な支援」との声が多くあり、「体調が悪いと医者に診てもらえるようにしてくれ

る」との意見もありました。また、「職員の中に友人がいる」と答えられた方もいました。 

 

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、「はい」が 40％、「いいえ」は 60％という回答でした。ボランティアとの交

流では、傾聴ボランティアを楽しみに待つ方が 30％あり、傾聴ボランティアが来ているの

は知っていると答え方は 40％という状況であり、関心の高さがうかがえました。歌などの

ボランティアへの関心は積極的ではなく、それが「いいえ」の 60％に反映されていました。

余暇、自由時間に１対１で、入居者に関心を持って本人の思いや昔話に耳を傾けてくれる

ことは入居者にとって嬉しいことであり、生きがいにもつながると思いますので、傾聴ボ

ランティアをより活用・周知の工夫をされてはいかがでしょうか。 

 

12. ＜総合満足度について＞ 

 

特別養護老人ホーム横浜市新橋ホームは、あなたにとって居心地の良いところですか？の

質問については、90％の入居者の方が施設に対して満足していると回答し、「わからない」

は 10％ありました。総合的な意見では、「自分の体は施設の責任ではないことだけど、目や

耳が悪くなってきた」や、「ただ退屈」という声が挙がりましたが、おおむね生活に満足し

ていることがうかがえました。 

 

【施設への要望】 

 

特になし。 



【特別養護老人ホーム横浜市新橋ホーム 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 10） 

有効回答数 6世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 60％ 

  

 

＊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、総体的に『満足』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、100％の満足を得られている項

目が多いのも特徴です。『満足』の高い項目では、「ご本人の様子に関する説明や情報提供

について」が 67％の回答であり、「施設行事などの開催日や時間帯への配慮」についても、

満足が 67％を得ています。さらに、「職員のサービス提供方法の統一性については（その職

員も同じサービスを提供してくれるかなど）」においても 67％の満足を示しています。「ほ

ぼ満足」とした高い項目では、「ご本人の様子に関する説明や情報提供について」、「施設行

事などの開催日や時間帯への配慮」、「職員のサービス提供方法の統一性については（その

職員も同じサービスを提供してくれるかなど）」の項目が挙げられ、満足 67％、どちらかと

いえば満足 33％であり、「ほぼ満足」は 100％となっています。また、「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」でも満足 50％、どちらかといえば満足 50％にて、

「ほぼ満足」は 100％となっています。個別ケアに関する項目では、「ほぼ満足」の回答が

80％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  4世帯  ― 



●アンケートの自由記述では、「施設の利用にあたり、説明がとても丁寧で、職員の対応も

明るく挨拶もしっかりしていて、気持ちの良い施設と感じている」、「とても親身になり行

き届いた介護、接し方にびっくりしている」、「感謝している」等、これからもお願いした

い意向の意見が挙がっています。アンケートより、入所契約時では、丁寧に施設のサービ

ス内容等について説明を行い、入所における家族の不安等を取り除くことに努めている姿

勢がわかりました。また、利用者に寄り添ったサービスの提供に、感謝の声が挙がってい

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、「施設の快適さ

については（清潔さ、適切な温度や明るさ等）」については、満足 17％、どちらかといえば

満足 33％、どちらかといえば不満 0％、不満 2％であり、項目の中では比較的、「おおむね

不満」となっています。また、「職員の対応について(優しく丁寧な対応等)」、「施設に関す

る情報の得やすさについて」、「個別ケアに計画の説明について」では、「ほぼ満足」は各 83％

ありますが、『不満』は 17％示されています。 

 

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 17％、まぁ知っている 50％、ど

ちらともいえない 17％、あまり知らない 17％という結果になっています。しかし、それら

の賛同については、共感できる 50％、まぁ共感できる 17％、無回答 33％にて、67％が「ほ

ぼ賛同」と回答しています。 

利用者本人調査からも、そして家族からもサービスの満足度を高く得ている施設ですので、

介護の根幹である理念、方針をより周知・理解を促す工夫に期待されます。 

 

●アンケートの主な意見では、「人手不足の介護職員の中で、最低限のことはしてくれてい

る」、「日中は職員が 4～5人いるから、もう少し細やかに支援してくれると良いと思う」、「失

禁のまま日中を過ごし、汚れた服を着ている」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、日々の業務を振り返り、職員のケア以外の業務負担の軽減を

図りつつ配慮、支援に努められるよう、貴帯致しております。施設の良い点を生かし、さ

らなる質の高いサービス提供を期待しています。 

 

●総合的に、『満足』は 50％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 33％にて、サービ

スの提供について、83％「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 横浜市福祉サービス協会  

特別養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム 

 

【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。 

17% 50% 17% 17% 0% 0% 

1人 3人 1人 1人 0人 0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。 

50% 17% 0% 0% 0% 33% 

3人 1人 0人 0人 0人 2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 33％ 50％ 0％ 17％ 0％ 0％ 

2人 3人 0人 1人 0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 

50％ 50％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

3人 3人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 
 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 33％ 50％ 0％ 17％ 0％ 0％ 

2人 3人 0人 1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 

50％ 33％ 17％ 0％ 0％ 0％ 

3人 2人 1人 0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） 

0％ 50％ 33％ 0％ 0％ 17％ 

0人 3人 2人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

・食は生きている中での楽しみだから、ゆっくり介助してほしい。 

8 入浴について（頻度や介助の対応など総合的

に） 

17% 50% 17％ 0％ 0％ 17％ 

1人 3人 1人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 

9 トイレやおむつの介助の対応には 17％ 0％ 33％ 0％ 33％ 17％ 

1人 0人 2人 0人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・排泄時間帯でなく、個々で行ってほしい。 

・具体的な介助をしているところを見たことがない。 

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） 

17％ 0％  33％ 0％ 33％ 17％ 

1人 0人 2人 0人 2人 1人 

《その他意見》 ・従来型だと寄り添いの介助はなかなか難しい。 

・本人が要望することができない。 

11 預かり金の管理方法や 

出納状況の説明については 

33％ 0％ 17％ 0％ 17％ 33％ 

2人 0人 1人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・現時点では預からせていない。 

 

12 

 

リハビリや機能回復のための取組みについては 0％ 33％ 17％ 17％ 17％ 17％ 

0人 2人 1人 1人 1人 1人 

《その他意見》 

 

・特養は、なかなかリハビリはしてくれない。 

 

 

 



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 

0% 67％ 0％ 0％ 17％ 17％ 

0人 4人 0人 0人 1人 1人 

《その他意見》 

 

・実際の対応は知らない。 

14 

 

ご本人の体調への日常的な配慮については 33％ 50％ 0％ 0％ 0％ 17％ 

2人 3人 0人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

・看護師の連携で良好的と思う。 

15 ご本人が病気や怪我などの時の対応については 33％ 50％ 0％ 0％ 0％ 17％ 

2人 3人 0人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

・稀に原因がわからないと言われる。 

 

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） 

17％ 33％ 0％ 33％ 0％ 17％ 

1人 2人 0人 2人 0人 1人 

《その他意見》 

 

・夏、猛暑なのに温度が高く暑すぎる。 

17 施設の構造や設備の安全性については 33％ 17％ 0％ 17％ 17％ 17％ 

2人 1人 0人 1人 1人 1人 

《その他意見》 

 

・エアコンが各居室、各廊下にない。 

 

 

   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 67％ 33％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

4人 2人 0人 0人 0人 0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 

67％ 33％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

4人 2人 0人 0人 0人 0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 17％ 83％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

1人 5人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

21 一人ひとりの利用者の尊重については 33％ 33％ 17％ 0％ 17％ 0％ 

2人 2人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・尊重はない。 

22 職員の対応については（優しく丁寧な対応など） 67％ 17％ 0％ 17％ 0％ 0％ 

4人 1人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 ・職員の中には、我関せずがいる。 

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） 

33％ 33％ 17％ 17％ 0％ 0％ 

2人 2人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》 ・同レベルではないし、低すぎる人もいる。 

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） 

50％ 17％ 17％ 0％ 17％ 0％ 

3人 1人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・聞いてくれるが、その先は期待が薄い。 

・よくわからない。 

 

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 50％ 33％ 17％ 0％ 0％ 

3人 2人 1人 0人 0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 横浜市福祉サービス協会 横浜市新橋ホーム    横浜市泉区新橋町 3 番地 

 属性（入所年度） ： ＜H22 年度以前（1 世帯）、H23 年度（0世帯）、H24 年度（1 世帯）、H25年度（0 世帯）、H26 年度（1 世帯）、H27 年度以降（3 世帯）＞ 

 定員 ： 42 名  回答世帯数 ： 10世帯配布中 6 世帯回答 調査期間： 2017/03/10 ～   2017/10/27 



 

事業者コメント 

 

 

特別養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム   

所長 石原 桂子              

 

 

≪第三者評価を受審した感想≫ 

 

 

 前回の受審から 5 年が経ち、職員の入れ替わり（法人内での異動含む）があり、施設内

での情報が行き渡らなくなっている点に気が付きました。 

経営面や介護の根拠等、視点を大きく持って業務に当たって欲しいという思いとは裏腹に、

現場の狭い範囲での業務に追われている毎日であることに、管理者として反省しています。 

 

 今回の受審で、それぞれの立場の職員がどのような役割を持って業務を行っているのか

を改めて確認する良い機会になったと思います。 

今後も、隅々まで情報が落とし込まれているかを確認しながら、適正な運営とサービスの

質の向上に向けて取り組んでいきたいです。 

 

 

‘≪評価後取り組んだこととして≫ 

 

 

 それぞれの部署の会議で、運営会議に出席していない職員にも情報を伝えることとしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


