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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 ひまわり福祉会 特別養護老人ホーム 富岡はまかぜ 

事業所への報告書提出日 2013年 11月 28日（評価に要した期間：7ヶ月） 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 評価機関からの説明を受け、職員個々に記入用紙を配付し、時間を

かけて記入して主任に提出した。 

② 各セクションで話し合い取りまとめて副施設長に提出し、副施設長

が1つにまとめ、代表者会議で意見を聞いた。 

③ さらに、各セクションに戻して意見を聞き、施設長に提出して最終

的にまとめた。 

実施期間 

2013年 5月 27日 ～ 9 月 6日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全入所利用者の家族に対して、事業者側からアンケート用紙を配付

した。 

② 各家族より、返信用封筒で、評価機関にあてて無記名で返送しても

らった。 

実施期間 

2013年 6月 20日 ～ 7 月 13日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：書類調査 

副施設長にヒアリング調査 

昼食：利用者と一緒にとる。（観察調査） 

午後：利用者本人面接調査（調査員1名で各5名、計10名実施） 

副施設長、看護主任、介護主任、相談員1名にヒアリング調査 

浴室等の観察調査 

実施日 第 1日：2013年 10月 4日 

    第 2日：2013年 10月 10日 

[第 2日] 

午前：書類調査 

施設長にヒアリング調査および意見交換 

昼食：利用者と一緒にとる。（観察調査） 

午後：相談員2名にヒアリング 

作業療法士、栄養士、介護支援専門員、新人職員、非常勤職員に

個別にヒアリング調査 

医務室等の観察調査をして終了。 

4、利用者本人調査 ① コミュニケーションの取れる利用者10名を事業者が選定。 

② 職員は同席せず、1名あたり15～20分のインタビューを一対一で

実施。 

※その他、調査員が昼食を利用者と一緒にとるなどの時間の中で、

施設内の利用者の様子を適宜観察した。 

実施日 第 1日：2013年 10月 4日 

    第 2日：2013年 10月 10日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

特別養護老人ホーム富岡はまかぜ（以下「当施設」という）は、横浜市金沢区富岡東2丁目にあり、JR

「新杉田」駅（または京急「金沢八景」駅）で金沢シーサイドラインに乗り換え、「南部市場」駅下車、駅

前にあります。周辺は、元々埋立地に誘致された企業が多いところですが、横浜市中央卸売市場南部市場、

公務員住宅、保育園やほかの高齢者施設等もあります。 

当施設は鉄筋コンクリート造3階建てで、平成24年 3月に開設10周年を迎えたところです。定員は、

介護老人福祉施設としては110人ですが、他にショートステイ20人、デイサービス40人を受け入れて

います。施設内の居室定員は1人～4人ですが、多床室もゆとりのある広さとなっています。 

運営法人は、昭和62年設立の社会福祉法人ひまわり福祉会（本部：横浜市港南区野庭町）で、当施設の

ほかに、特別養護老人ホーム野庭苑、介護老人保健施設港南あおぞら、横浜市野庭地域ケアプラザを運営し

ています。 

基本理念として次の3つを掲げています。 

・個人の尊厳ある日常生活の保持を目指し、良質なサービスの提供に努めます。 

・利用者の意向を十分に尊重し、いつでも誰でも安心して利用できる総合的なサービスの提供に努めます。 

・地域福祉の拠点として、開かれた施設づくりと地域福祉の推進に努めます。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】職員は真摯に利用者中心の介護に努めています 

 職員は利用者に寄り添い、それぞれの専門性を発揮しながら連携しています。  

 まず入所にあたり、利用者・家族が施設を見学して、その後の生活の場となる施設をよく見ることをうな

がしています。その際、質問には丁寧に答え、利用者の意向に可能な限り沿うようにしています。個別援助

計画の作成と見直しにも利用者・家族の同席を推進し、定期的に見直すだけでなく、実際に目の前の利用者

にとってどのようなサービスがよいかを多職種で検討しています。 

例えばリハビリについては、食事・排泄等生活の場面もリハビリととらえる「生活リハビリ」の考えを貫

き、作業療法士が計画し、介護職員等と話し合って実行します。その際、一人ひとりの介助の手順やポイン

トを写真や図で表して居室に掲示するなど、介護の一貫性を保つようにしています。分かりやすい図になる

ように施設長がアドバイスをすることもあります。また、ADOC（作業選択意思決定支援ソフト）によっ

て、発語が苦手な利用者も意思が伝えられるような取り組みも始めています。そうしたことの結果、利用者

の意欲が高まり残存能力の維持ができ、さらには、立位が保てずトイレに行けなかった人が支えられて行け

るようになったり、スプーンを持てるようになった人の食事が全介助でなくなったりしています。 

 利用者が楽しみにしている日々の食事についても、見た目も味もよくして食欲が増す工夫をし、季節感が

あり利用者になじみのある行事食を月 2 回程度提供しています。さらに、好みに合わせて寿司やおやつバ

イキングの日、主菜が肉か魚かを選べる日など、お楽しみメニューが多くあります。利用者が噛みくだいた

り嚥下したりする力に合わせて、多様な形状の食事を提供していますが、「食は生きる力の基」として、栄

養士は介護職員とともに食事中も見回りをして、様子を見ながら声かけをしています。 

 このような取り組みで、施設内は重度の利用者が少ないような印象も受けますが、医療依存度の高い利用

者として、経管栄養、胃ろう、酸素療法、インシュリン、尿カテーテルなどの人も、看護師等多職種で安全
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安心を重視した計画を作り、受け入れています。 

 最後に特記することとして、看取りへの取り組みがあります。施設が医師の判断の下、利用者・家族とよ

く話し合った上で、希望があれば多職種で入念な計画を作成し、1週間ごとに見直しをして、看取りを実施

しています。利用者・家族に寄り添ったターミナルケアの後に、最期を施設で迎えた人は退所者の6～7割

にもなります。そうした利用者を可能な限りたくさんの職員が玄関で見送ります。家族は感謝し、職員は仕

事の誇りややりがいを感じるとのことでした。 

 

【2】地域との関係を大切にした実践をしています 

 施設の所在地は埋め立てによる開発地域で、昔からの住民は少なく、一般的には地域との関係が作りに
くいところですが、施設は基本理念にも地域福祉を掲げ、「地域福祉の拠点」となるように努めています。 

 地域の人に向けて、年4回介護教室を実施しています。今年度は「効果的な水分補給と栄養」「体の機能

やリハビリ」「メンタルケアについて」等、施設の専門職員や外部の医師等を講師に計画していますが、年

1回は「富岡はまかぜの生活について」をテーマとし、見学や体験を含む講座を開いて、施設の紹介をして

います。年 4回発行する広報誌には地域とのふれあい活動を 1ページ取り入れ、地域に配布しています。

また、職員は区や社会福祉協議会等と連携し各種会合に参加して、地域のニーズの把握をしています。 

 施設の 1 階の広い掲示板には近隣の小学校や養護学校の作品も掲示されますし、町内や近隣の公務員住

宅のお祭りや花火等には、施設の利用者が見学するだけでなく、安心して花火を見ることができるように住

民が席を作ってくれたり、職員が後片付けのボランティアをしたりしています。また、施設のお祭りに地域

の高校生が10名以上ボランティアとして参加するなど、交流が進んでいます。 

 さらに、施設は近隣の学校から実習・体験学習も多く受け入れ、丁寧に指導し、後輩やよき市民を育てる

ようにしています。依頼されて近くの研修センターで、相談員、作業療法士等がフィリピン人介護福祉士候

補生に施設のレクリエーションについて講義をするなど、「富岡はまかぜ」の認知度が高くなっています。 

 

 

●独自に取り組んでいる点 

職員の能力開発に積極的に取り組んでいます 

運営法人は「コンピテンシー管理方式」という新しい仕組みを取り入れて職員の専門能力開発に取り組ん

でいます。この管理方式は専門職種別、階層別に求められる専門能力が示されて、それぞれの職員がどのよ

うな能力をこれから伸ばしていくべきかが明らかにされる仕組みです。共通の能力として、「チームワーク」

「顧客満足」などがあげられており、次いでそれぞれの職種別に必要な能力が挙げられています。毎年期初

に上長と本人が面談することで目標が設定され、期末にはその達成状況が評価されます。それぞれの能力が

一定の基準で評価され、課題が明確になることで、施設として体系的な能力開発が可能となっていきます。 

実際に、職員が自ら能力開発に意欲を持っている姿が見られ、それぞれの専門職種が新しい方法を考えた

り、ケアのあり方を改善しようとする意欲が見られました。さらに、施設長が職員に対して資格を取ること

を積極的に勧めていることも、職員の能力開発に対するモチベーションを高めている要因となっています。 
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●今後の取り組みが期待される点 

外出支援や入浴支援のさらなる充実が期待されます 

利用者が外出する際には、安全のため付き添いが必要になります。職員が買い物などに付き添うこともあ

りますが、家族などの面会者が少ない人には、個別の外出の機会を確保するのは難しいようです。 

また、施設は入浴について、週 2 回を基本に、介助が必要な利用者には着脱、入浴洗体等担当制で安全

第一の支援をしています。職員は利用者がリラックスできるように声かけをしたり、利用者が希望すれば1

人で入浴してもらったりする用意はありますが、安全を確保しつつそれぞれの利用者の希望に添う支援をす

ることは十分とは言えないようです。 

施設は現行の制度の中でよい支援をしようと努めていますが、例えばボランティアを養成してその導入を

より進めることにより、職員でなければできない支援をより充実させるなどの工夫をすることが期待されま

す。 
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 分類別評価結果  

「ひょう太」 3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

横浜市の評価基準に基づいて、各評価分類は１～６つの評価項目によって構成され、評価項目の評価結果によ

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 利用者本位の理念 

(1) 施設の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものとなってお

り、全職員が基本方針を理解し、

実践しているか。 

・施設の基本理念として、①個人の尊厳ある日常生活の保持を目指し、良

質なサービス提供に努めます、②利用者の意向を十分に尊重し、いつで

も誰でも安心して利用できる総合的なサービスの提供に努めます、など

と記載されており、利用者本人を尊重したものとなっています。 

・毎日の朝礼では、始まる前に基本理念、職員の姿勢を読み上げて、周知

を図っており、職員は基本方針を理解して実践しています。 

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 

(1) 利用者及び家族に面接し、利用者

ニーズを正しく押さえたうえで、

解決すべき課題の把握（アセスメ

ント）を行っているか。 

(2) 個別援助計画の内容は、利用者

（代弁者も含む）の合意が得られ

ているか。 

(3) 利用者の状況に応じて個別援助

計画の作成・見直しを行っている

か。  

(4) 個別援助計画について、施設職員

以外の専門家等の助言を受けて

いるか。 

・アセスメントにおいては、アセスメントシートにより家族の意向や利用

者の生活状況をチェックしています。 

・職員は、利用者の家族が来所するたびにコミュニケーションをとってお

り、利用者のニーズを把握するようにしています。 

・個別援助計画のモニタリングをするために、食事、排泄、入浴・清拭、

洗面、基本動作、リハビリケア、医療・健康、心理・社会面といった具

体的なチェック項目を設定しており、施設長、看護師、介護スタッフ、

作業療法士などの専門職が評価しています。ここで、計画を作成する上

での課題が明らかにされます。 

・個別援助計画を作成する場合は、家族に入ってもらい家族の意向を聞い

ています。家族の都合で来所できない場合は、後日家族に説明したり、

郵便などで説明し、承諾のサインをもらっています。 

・個別の課題として、生活リハビリが重視されています。特に器具を使う

ことなく、日常生活でリハビリができるような手順書が、作業療法士で

もある機能訓練指導員とケアワーカーと協働で作られ実施されていま

す。 

・委託している歯科医師から、口腔ケアの指導を必要に応じて受けていた

り、運営法人内の専門職で構成されているリハビリ委員会を定期的に開

き、総合的なリハビリの相談体制を取っています。 
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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 

(1) 個別援助計画にそって、適切なサ

ービス提供が実施され、実施状況

に関する評価・改善がなされてい

るか。 

・個別援助計画は個々の利用者ごとに、具体的な課題が示され、その課題

ごとに長期目標、短期目標といった期間ごとに目標が定められています。

さらに、その目標を達成するために具体的なサービス内容が記載されて

います。 

・これらのサービス実施をチェックするために、ケアチェック表が用意さ

れて、個別の分野ごとに実施状況が評価され、次の援助計画に結びつけ

ています。 

Ⅰ－４ 快適な施設空間の確保 

(1) 快適な生活が営まれるような住

環境（清潔さ、採光、換気、照明、

バリアフリー等）への配慮がなさ

れているか。 

(2) 個人の生活が確保されるような

施設面での工夫・取り組みを行っ

ているか。 

(3) 衛生管理や感染症対策が適切に

行われているか。 

(4) 事故防止のための取り組みを行

っているか（ヒヤリハット事例を

含む）。 

(5) 災害発生時の対応体制が確立し

ているか。 

・共有スペースは清掃業者に業務を委託し、清潔を保っています。居室部

分は担当職員を配置し、個々の利用者の生活一般の環境整備を行ってい

ます。 

・居室担当者は、居室のタンスやベッド下にホコリがないか、ベッドは適

切に整備されているかなどの注意を払って居室の快適性を保っていま

す。 

・利用者の個々の状況に応じて、転倒・転落リスクのアセスメントを行っ

ています。高リスク者への対応について基準を作る取り組みを行ってい

ます。 

・「感染症及び食中毒予防及びまん延防止のための指針」が作成されていま

す。さらに、衛生管理を適切に行うために専門職からなる感染症委員会

を年4回以上開催して、衛生管理、感染症対策に取り組んでいます。 

・事故対応マニュアル、事故発生の防止・事故発生時対応の指針が用意さ

れており、マニュアルに沿って事故防止に努めています。 

・ヒヤリハットに関しては、毎月１回、事例収集が行われ、その分析から

対応についての検討がされています。 

・災害発生時の連絡体制は整備されています。 

・災害時に必要な物品は、当施設だけで使用するのではなく、地域で必要

な場合も想定して整備しています。 

・隣接している特別養護老人ホームと夜間を想定した防火訓練を実施して、

お互いに支援する体制を取っています。 

Ⅰ－５ 苦情解決体制 

(1) 利用者(利用者本人の合意を得る

ことが困難な場合は代弁者）や家

族がサービスについての要望や

苦情を訴えやすい仕組みになっ

ているか。 

(2) 要望や苦情等を受けて、迅速に対

応できる仕組みになっているか。 

・利用者や家族からの苦情対応マニュアルが整備されていて、苦情受付窓

口には、利用者と日常的にかかわりのある生活相談員を配置しています。

・生活相談員は、家族が来所するごとに声かけをして、コミュニケーショ

ンをとっています。その中から、要望や苦情を引き出す努力をしていま

す。 

・第三者委員は横浜市福祉調整委員会の委員など、公的機関の3名に依頼

しています。 
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・要望や苦情を受けてから、調査・記録、対応方針、問題解決といった手

順がマニュアル化されており、これに従って対応がなされています。問

題が解決した後に、第三者委員に報告がいくことになっています。 

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） 

(1) 特に配慮が必要な利用者（認知症

高齢者を含む）に対して、個々の

障害に合わせた介護を適切に行

っているか。 

(2) 医療依存度の高い利用者も受け

入れ、適切な対応を行っている

か。 

・個別援助計画を策定するときは、ケアの課題を細かく挙げ、それぞれに

対して長期目標、短期目標、サービス内容と、具体的な計画に落とし込

んで計画を立てています。 

・生活リハビリを特に重視しています。専門の作業療法士でもある機能訓

練指導員が中心となって、リハビリに関してはリハビリ部位を図示した

イラストを用い、個々の利用者の必要とする個別メニューを作成し、介

護職員も協力してリハビリに取り組んでいます。説明するときにはＡＤ

ＯＣというソフトウェアを用いてタブレット端末を提示しながら説明す

る、新しい方法も取り入れています。 

・経管栄養、酸素療法、インシュリン、尿カテーテル、胃ろう、腸ろう等

の医療依存の高い利用者を受け入れています。医療的ケア委員会を設け

て、医療的介護のあり方について検討しており、記録面と実践面でのマ

ニュアル作りに取り組んでいます。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 入退所時の対応 
 

(1) 入退所検討委員会の運営は適切

か。 

(2) 介護者の時間や都合に合わせて

入退所時間などを決められるか。 

(3) （老健のみ）退所にあたり、利用

者の状態などについて、利用者と

家族が納得いくよう説明してい

るか。 

(4) （老健のみ）退所にあたって、退

所後の主治医その他関係する保

健福祉サービス提供者に対し、利

用者の情報を提供しているか。 

・入退所判定会議は、施設長、副施設長、事務次長、相談員、看護師、介

護支援専門員、介護主任等多職種が参加して月1回以上開かれ、記録は

整備されています。内容は求められれば、本人・家族に公開されていて、

特に入所できないと判定された本人・家族には理由を丁寧に説明してい

ます。 

・入退所は1日のサービスの充実のため、入所は午前、退所は午後を原則

としていますが、日にち、曜日、時間とも介護者の希望に沿うようにし

ていて、土日も受け入れています。 

 

【課題・望まれる点】 

・入退所判定会議には、必要に応じて施設長が施設外の第三者に意見を聞

きますが、メンバーとして第三者は入っていません。さらに、透明性を

確保するために第三者をメンバーとすることが望まれます。 
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Ⅱ̶2 利用者本位のサービス提供［食事］ 

(1) 食事を楽しめるような工夫を行

っているか。 

(2) 個々の利用者の心身状態に合わ

せた食事介助を行っているか。 

 

・施設は食事を「生きる力の基」として、多くの工夫をしています。日々

の食事の味や見た目、食器の色や模様も食欲がわくように配慮していま

す。また寿司バイキング、おやつバイキング、主菜を肉か魚かを選べる

日など、利用者の好みに合わせて選択できる日を設けたり、伝統や季節

に合わせた行事食等を、月2回ほど提供したりしています。 

・テーブルや椅子の高さ、食器、箸、スプーンなどが利用者に合っている

か、個別援助計画を見直し、日常的に微調整もしています。リハビリと

連動させて、食事も全面介助を少なくし、必要な支援をしています。利

用者は2時間くらいの間に自分のペースでゆっくり食事ができます。 

Ⅱ̶2 利用者本位のサービス提供［入浴］ 

(3) 入浴や清拭は、安全かつ適切に行

われているか。 

(4) 入浴に関して、利用者の自尊心や

プライバシーに配慮した介護が

行われているか。 

 

・入浴は週2回を原則としていますが、体調が悪いときは曜日を変えたり、

汚れたりしたときは、臨機応変に対応しています。浴室には、一般浴槽、

機械浴槽、特殊浴槽、個浴槽があります。介助を必要とする利用者には、

安全第一で、職員は着衣脱衣・入浴洗体と担当制で支援しています。 

・浴室はドアを閉めプライバシーに配慮し、男女の利用者の交代時もカー

テンを閉めています。 

【さらに望まれる点】 

・入浴については週2回を基本としています。利用者が希望すれば、他の

日にも清拭をしたり、利用者1人で入浴したり、同性介助も可能ですが、

利用者が希望することは多くはないようです。職員は声かけをするなど

入浴の過程が流れ作業的にならないように努めていますが、さらに個人

に添う支援を、できることから実現することが期待されます。 

Ⅱ̶2 利用者本位のサービス提供［排泄］ 

(5) 安易におむつやポータブルトイ

レを使用せず、排泄の自立を促し

ているか。 

(6) 排泄に関して、利用者の自尊心や

プライバシーに配慮した介護が

行われているか。 

・排泄は介助を必要とする人には、定時に行うとともに本人の生活リズム

に合わせています。排泄も生活リハビリの場として、立位が不安定な利

用者には2人で支援するなど、できるだけトイレに誘導しています。 

・利用者の自尊心を尊重し、排泄過程の一部でも自分でできることを目指

しています。トイレはドアやカーテンでプライバシーを保護し、居室で

の排泄介助の際は必ずカーテンを閉めています。 

Ⅱ̶2 利用者本位のサービス提供［その他］ 

(7) （特養のみ）ターミナルケアを利

用者の希望に応じて行っている

か。 

 

 

・利用者・家族の心に添うターミナルケアを行っています。施設での看取

りを利用者・家族が希望した場合、医師の指導の下、多職種で検討し、

看取りを開始してからは、看取りプランの作成・見直しを週1回は行い、

家族の同意を得て家族とともに本人に寄り添うケアをしています。施設

で最期を迎える利用者は退所者の 6～7 割に上り、可能な職員全員が玄

関で見送ります。家族は感謝し、職員は誇りとやりがいを感じています。
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Ⅱ－３ 余暇・生活内容の自由な選択 
 

(1) 主体的な生活や余暇活動が保証

されているか。 

(2) 利用者の嗜好に応じた選択の自

由が保障されているか。 

(3) 預かり金は、利用者の希望に沿っ

て適切に管理されているか。 

・軽作業を希望する利用者は、タオル・エプロンたたみなど役割を持つこ

とで張り合いを持ったり、身体状況に応じて紙工作・塗り絵・体操等の

レクリエーションに参加したりしています。ドライブや花火見学等外出

行事を楽しむ機会もあります。 

・レクリエーションや生活リハビリについて利用者の意欲を尊重し、

ADOC（作業選択意思決定支援ソフト）を導入して、利用者の QOL の

向上を図っています。 

・談話コーナーに新聞・雑誌・本を用意し、希望者が読んだり、居室に個

人用テレビを置いたりすることも自由です。理美容については、月2回、

希望者にカット、ヘアカラー等がサービス価格で提供され、パーマを楽

しんでいる利用者もいます。 

 

【課題・望まれる点】 

・月 2回近隣の店舗から、好みのものを届けてもらい購入したり、個別に

買い物の付き添い支援をしたりすることもありますが、さらに個別の外

出の機会が増えることが期待されます。 

・預かり金は適切に管理されていて、求められればいつでも開示するほか

3ヶ月に一度利用者・家族に書面で報告していますが、できれば1ヶ月

に1回報告することが望まれます。 

Ⅱ－４ 機能回復・寝たきり防止等への支援 

(1) （特養のみ）個別プログラムを作

成し、計画的に十分な訓練を実施

しているか。 

(2) 機能訓練室以外の場所でも日常

生活動作能力向上のプログラム

を行っているか。 

(3) （老健のみ）リハビリの提供方法

は充実しているか。 

(4) （老健のみ）リハビリの成果を上

げ、在宅への復帰を積極的に促し

ているか。 

(5) 寝たきり防止・離床のための取り

組みが適切に実施されているか。 

(6) 利用者ごとに身体状況に応じた

福祉用具などを適切に提供して

いるか。 

・作業療法士が機能訓練指導員として、専任の常勤で配置され、個別プロ

グラムを作成し、介護職員と連携して行う「生活リハビリ」を重視して

います。 

・利用者に合わせた体位交換、座位や姿勢の保持、調整等、写真や図で分

かりやすく居室などに表示し、介護の一貫性を保つようにしています。

その結果、トイレに行けなかった人が、介助されながら行けるようにな

ったり、拘縮が強かった人が、食事の際にスプーンを握れるようになっ

たりしています。 

・毎月じょくそう委員会を開き、予防策を多職種で話し合い、利用者に合

わせた体位交換を確実にするために、表を作成して実施しています。 

・体調不良でない限り、朝は洋服に着替えて、食堂で食事をほかの利用者

と楽しめるようにしています。離床時間を自由に楽しめるようにレクリ

エーションのプログラムも用意していますが、それが困難な利用者も、

裏庭で足浴や外気浴等をしています。 

・車椅子やベッドは利用者の状態に合わせて、素材や機能が違うものを数

種類用意しています。杖や歩行器等の自助具も、機能訓練指導員や介護

職員が自立やリスクを考慮して見直しをしています。 
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Ⅱ－５ 健康管理 

(1) 日常の健康状態の把握が適切に

行われているか。 

 

(2) 服薬の誤りがないよう対策を講

じているか。 

・毎日、利用者のバイタルチェックをして記録し、職員は共有しています。

異常があれば医務室に連絡して指示を受けています。月1回血圧や体重

を測定しますが、ほかの日も利用者の状態によって適宜測定しています。

利用者の健康管理についての情報は、医師、看護師、介護職員等によっ

て記載され、医務室で管理されています。 

・薬は看護師によって医務室で個別に管理され、持ち出すときも投与する

ときも二重にチェックしています。夜間の睡眠導入剤等は入念なチェッ

クを経て、介護ステーションで個別に管理しています。 

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） 

(1) 個人情報に関する守秘義務の取

り扱いが適切になされているか。 

(2) 身体拘束の廃止について明確な

対応策が講じられているか。 

(3) 利用者を傷つけるような職員の

言動、介護放棄、虐待などが行わ

れない具体策が講じられている

か。 

(4) 必要な利用者には成年後見制度

や日常生活自立支援事業（旧・地

域福祉権利擁護事業）の利用支援

を行っているか。 

・職員、実習生、ボランティア等から守秘義務についての誓約書をとって

います。利用者からも写真等第三者が見る可能性があるものは、利用に

ついて同意を得るようにしています。個人情報については、鍵のかかる

ところに保管し、CD-R化する個人情報にはパスワードをかけています。

・身体拘束廃止に関する規定があり、緊急やむを得ない場合以外身体拘束

を禁じています。現在身体拘束をしているケースはありません。 

・職員倫理規定に人権擁護が明記され、月間目標にも人権擁護を掲げ、朝

礼や会議で取り上げています。不適切な行為をしないだけでなく、「接遇

MVP」を実施し、職員、利用者家族に投票してもらい、言葉かけなどが

気持ちのよい職員を顕彰しています。 

・入所時に成年後見制度について相談員が説明し、施設内にポスターも掲

示しています。入所後も区の高齢・障害支援課と連携して、利用者の相

談に応じています。 

Ⅱ－７ 利用者家族との交流・連携 

(1) 家族との交流機会を積極的に設

けているか。 

(2) 面会に来られない家族にも、利用

者の状況を知らせているか。 

・夏祭り、敬老祝賀式、お花見等、施設の大きな行事や寿司・おやつバイ

キングには家族の参加を呼びかけています。夏祭りでは家族に車椅子を

押すなどの協力をしてもらっています。 

・ケアカンファレンスや面会時に利用者の状況を説明していますが、来ら

れない家族にも広報誌等を送り、年2回は利用者の写真に介護支援専門

員が一人ひとりコメントを添え、手渡しできないときは郵送しています。

 

【さらに望まれる点】 

・家族懇談会など家族が交流したり意見を言ったりしやすい場の設定が期

待されます。 
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Ⅱ－８ ユニット型施設（特養・老健）のサービス提供 【評価対象外】 

(1) ユニット型施設としての利点を

生かしたケアが実施されている

か。 

(2) 在宅に近い形での食事の提供を

心がけているか。 

(3) ユニット型施設ならではの入浴

が行われているか。 

 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

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 

(1) 地域の福祉ニーズを把握するた

めの取り組みを行っているか。  

(2) 地域の福祉ニーズに応じて施設

の専門性を活かしたサービスを

提供しているか。 

(3) 相談内容に応じて関係諸機関・団

体との連携ができる体制になっ

ているか。 

・家族介護教室を年4回実施し、その際には施設見学を含めて施設に対す

る要望を聞き、質問を受けて分かりやすく説明しています。 

・地域担当相談員を決めてあり、機会をとらえて地域の福祉ニーズを把握

しています。区、社会福祉協議会、町内会等の各種会議や作業にも参加

し、要望等を聞いています。 

・地域生活を支援するための在宅サービスとして、通所と短期入所のサー

ビスを提供しています。介護教室でも専門職が講師となり、水分補給、

リハビリ、メンタルケア等について説明をしています。 

・地域からの相談内容等に応じて、金沢区高齢・障害支援課等との連携が

できています。担当者が決まっていて業務に熟知していて、関係機関・

地域団体のリストも所持していますが、さらに、ほかの職員でもすぐ対

応できるように、現在のマニュアルをより明確化・具体化することを準

備中です。 

 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 施設の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

(1) 地域への施設に対する理解促進

のための取り組みを行っている

か。 

・毎年4回開いている介護教室のうち1回は施設の見学と紹介をして、質

問に答えています。施設のお祭りにも地域住民を招待しています。近隣

の町内会や公務員住宅のお祭り等でも、職員と住民が互いにボランティ
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(2) 利用者と地域との交流により、利

用者の生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

アをするなど交流をしています。花火大会では、利用者の安全のために

住民が席を作ってくれて、利用者は楽しんでいます。 

・施設1階の掲示板を用いて、利用者と近隣の小学校、養護学校の作品を

飾り、互いに楽しんで交流しています。 

・施設の外出行事には、地域の観光施設や飲食店等を利用しています。月

2回、地域の店から利用者の希望の購入品を届けてもらっています。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・施設の広報誌や介護教室のお知らせは、色彩、写真等手に取りやすい工

夫をして、町内会、ケアプラザ、地区センター等に配布しています。年

4回発行する広報誌の1ページを「地域のふれあい活動」の紹介にあて

ています。施設内掲示板に情報を掲示し、パンフレットや入所関係資料

はセットにして用意しています。 

・施設のホームページで、サービス内容や料金を載せています。電話等の

問い合わせにもいつでも応じています。施設の利用希望者には可能な限

り見学を促しています。利用者のプライバシーに配慮しながら、土日も

見学を受け付け質問に答えています。 

Ⅳ－３ 福祉に関する普及・啓発・ボランティア活動等の促進 
 

(1) ボランティアの受け入れを積極

的に行っているか。 

(2) 実習生の受け入れを適切に行っ

ているか。 

・ボランティアの受け入れマニュアルがあり、事前に施設の方針や利用者

への配慮等を伝えています。金沢区いきいきセンター内のボランティア

センターや介護教室、広報誌でボランティアを募集しています。 

・実習生の受け入れマニュアルがあり、事前に施設の方針や利用者への配

慮等を伝えています。専門学校生や大学生の介護実習、社会人、高校生

や中学生の体験学習を積極的に受け入れ、後進を育てています。実習プ

ログラムは本人や学校とも調整して作成しています。 

・ボランティアや実習生は利用者や職員に紹介しています。それぞれの受

け入れ担当者が丁寧に記録を取っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・施設運営に反映されるようなボランティアからの意見は挙がっていませ

ん。多様なボランティアを受け入れ、ボランティア懇談会その他ボラン

ティアが意見を言いやすい場を設定し、施設運営に活かすことが望まれ

ます。 
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評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

(1) 施設の理念や方針を実現するた

めに必要な人材の確保・育成に取

り組んでいるか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常指導を行

っているか。 

・必要とする人材を集めるために、専門学校、職業訓練校、ヘルパー養成

校との連携をとり、さらにインターネットを利用しています。 

・運営法人の教育研修会議が年間の研修計画を策定しています。 

・新人、中堅、管理職の職層別に研修計画が策定されています。 

・常勤・非常勤職員ともに、希望すれば外部・内部の研修会に参加するこ

とができ、また、外部の研修に参加した職員は研修記録を提出し、内部

研修で講師として発表して研修成果を活かすような仕組みを作っていま

す。 

・非常勤職員にも面接を実施し、個人の課題設定や勤務環境の確保に努め

ています。 

Ⅴ－２ 職員の援助技術の向上・一貫性 
 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に職員の援助技術の向上

に取り組んでいるか。 

(2) 施設内の援助・支援の一貫性を確

保するための取り組みを行って

いるか 

・職種別・階層別に求められる能力・技術が示され、そこを目標として目

標管理（コンピテンシー管理）が行われています。 

・半期ごとに個々の職員の目標設定、期末の達成度評価といった、自己評

価と上長評価のシステムが作られていいます 

・職員同士の内部勉強会が頻繁に開かれ、作業療法士や看護師、栄養士な

どの専門職が参加して、サービス向上に取り組んでいます。 

・ケアマネージャー、看護師、介護士等の各部門の責任者が、毎月介護全

般についての技術の見直しや課題等を話し合っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・作業マニュアルが完備していますが、その見直しは毎年定期的に行われ

ているとは言えません。施設内の援助・支援全体を通して体系的な見直

しを定期的に行い、それに伴って作業マニュアルを改編していくことが

望まれます。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与えやりがいや満足度を

高めているか。 

・経験と能力によって人事評価は6グレードに分けて実施し、グレードご

とに求められる役割が決められています。 

・施設長は半年に一度は個別の面接を行って、職員の意向や要望を聞き、

同時に個々の目標や課題を明らかにしていきます。 

・職員の資格取得については、施設としても積極的に促して職員のモチベ

ーションを高めています。 
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評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か 

(2) ゴミ減量化・リサイクル・省エネ

ルギーの促進、緑化の推進など環

境に配慮しているか 

・倫理規定の中で①差別の禁止、②利用者の主体性と個性の尊重、③プラ

イバシーの保護、④人権の尊重と対等の立場での支援、を明記していま

す。 

・職員の全体会議では、不適切な事例を新聞等のマスメディアから収集し

て研修材料として使用し、職員への周知を図っています。 

・省エネ、リサイクルマニュアルが整備されており、日常的に取り組まれ

ています。 

 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

(1) 施設の理念や基本方針等につい

て職員に周知されているか。 

(2) 重要な意思決定にあたり、関係職

員・利用者等から情報・意見を集

めたり説明しているか。 

(3) 主任クラスの職員がスーパーバ

イザーとしての役割を果たして

いるか 

・理念と基本方針は職員に配付し、会議室等に張り出してもいます。さら

に、毎朝の朝礼で読み上げています。 

・ケアの方法やシステムの変更など多職種に関係する重要な変更について

は、職員の会議などで十分討議して決定しています。 

・利用者および家族に関係する重要な変更については、家族に手紙などで

十分説明しています。また、利用者の家族が来所するときには、相談員

が必ず声かけをして、意向や要望を聞き取るようにしています。 

・各フロアにはフロアごとに主任、副主任、リーダーが決められており、

フロアの業務が組織として機能する仕組みを作っています。さらに、主

任は部下の職員の面接を年2回は実施し、意見や意向を把握し、必要な

らば問題解決を援助しています。 

 

【さらに望まれる点】 

・施設長が利用者・家族から直接意向を聞くのは会議の場に限られていま

す。今後、個別に面談する機会（あるいはグループでの懇談会形式）を

つくり、施設に対する要望や、意見を直接に聞き出す機会を作っていく

ことが望まれます。 

 

 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

 

・施設長をはじめとする幹部が集まる代表者委員会では、事業環境に影響

を及ぼす重要事項について月に一度議論しており、変化に対応する事業

運営に関して検討をしています。 

・代表者委員会やその他の委員会で決定された重要事項については、各部
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(2) 施設運営に関して、中長期的な計

画や目標を策定しているか 

署が責任を持って部署内の連絡ノート等を使用し、周知しています。ま

た、職員の全体会議でも周知を図っています。 

・中長期的な目標は運営法人が設定し、各事業所ではそれを事業所の状況

に合わせて取り込んで決定しています。 

・生活リハビリのメニューを利用者の状況により的確に応じて作成する新

しいシステムなど、常に新しいサービスの仕組みを検討しています。 
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 利用者等家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2013年 6月 20日～7月 13日 

●実施方法   

① 事業者から全入所ご利用者の家族に配付し、回答を依頼。 

② 各家族より、同封の返送用封筒で、評価機関あてに無記名で返送。 

●回収率    

54.5% （110枚配付、60枚回収） 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

 

・施設の総合的満足度をみると、「満足」が 63.3％となっており、「どちらかといえば満足」の 33.3％を合

わせると、96.6％ときわめて高い満足度となっています。 

 

・入所時の状況で「施設情報の得やすさ」について「満足」と回答した人が53.3％、どちらかといえば「満

足」とした人が 40.0％で、合わせると 93.3％と 90％を上回っています。このような「満足割合」（「満

足」と「どちらかといえば満足」を加えたもの）が 90％を超えている項目が多数を占めていました。「入

所時の状況」「個別ケア計画」「施設空間の快適さ」「施設と家族の連携」などの項目は、すべての質問項目

で満足割合が90％を超えており、満足度が大変高いことが示されます。 

 

・「日常のサービス内容」に関してはほとんどの項目で満足割合が85％を上回っていますが、「自由時間の活

動について」は、「その他」「無回答」が多いために83.3％となっています。 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

 

・これまでは、個々の設問に対する回答を分析してきましたが、それぞれの分野をまとめた分野別の満足度を

算出しました。「入所時の状況」から「職員の対応」までの 6 分野です。すべての分野で「満足割合」は

94％以上と、きわめて高い数値でした。 

 

・さらに、「どちらかというと満足」を除いて、「満足」だけの割合を比較してみました。これによると最も高

い分野が「職員の対応」で 66.7％でした。「施設の快適さ」の 53.3％を 13 ポイントも上回っています。

ハード面に対してよりもソフト面の人的なサービスにより満足していることがうかがわれます。 
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■ アンケート回答者の家族等にあたる利用者の属性 

 

 

１）利用者性別   

 

（人）

男性 女性 無回答 計 

10 41 9 60 

 

 

２）利用者年齢     

 

（人）

40～64歳 65～74歳 75～84歳 85～94歳 95歳以上 無回答 計 

1 3 15 27 13 1 60 

 

 

３）利用者介護度     

 

（人）

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 無回答 計 

0 3 5 18 31 3 60 

 

 

４）利用者入所年度     

 

（人）

Ｈ15年以前 Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年度 Ｈ20年 H20年以降

6 0 1 0 2 19 1 

Ｈ21年 Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 無回答 計 

4 2 6 10 2 7 60 

 

 

      

■ アンケートに回答した人と利用者との続柄 （人）

配偶者 子ども 兄弟姉妹 甥・姪 その他 無回答 計 

5 43 4 1 6 1 60 

 



■ 施設の基本理念や基本方針について

問１ 施設の基本理念や基本方針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた方への付問

付問1 その理念や基本方針は共感できるものだと思いますか

利用者家族等アンケート　集計結果・分析

よく

知っている

18.3%

まあ

知っている

40.0%

どちらとも

言えない

30.0%

あまり

知らない

8.3%

無回答

3.3%

共感できる

62.9%

まあ

共感できる

34.3%

どちらとも

言えない

2.9%
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■ 施設のサービス内容について

問２ 入所時の状況 （%）

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

施設情報の得やすさについて 53.3 40.0 5.0 0.0 1.7 0.0
具体的なサービス内容および費用等の
説明

58.3 33.3 3.3 0.0 0.0 5.0

問３ 個別ケア計画 （%）

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

個別ケア計画の説明について 56.7 36.7 1.7 0.0 3.3 1.7
本人および家族の意向・要望の反映に
ついて

55.0 36.7 3.3 0.0 1.7 3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

個別ケア計画の説明について

本人および家族の意向・要望の反映

について

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

施設情報の得やすさについて

具体的なサービス内容および費用等

の説明
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問４ 日常のサービス内容 （%）

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

食事について 55.0 33.3 5.0 0.0 3.3 3.3
入浴について 50.0 38.3 5.0 0.0 3.3 3.3
トイレやおむつ介助の対応について 48.3 36.7 5.0 0.0 5.0 5.0
自由時間の活動について 38.3 45.0 3.3 0.0 6.7 6.7
預かり金の管理・出納状況の説明につ
いて

66.7 26.7 3.3 0.0 1.7 1.7

リハビリ、機能回復の取り組みについ
て

50.0 36.7 5.0 3.3 3.3 1.7

じょくそう予防、寝たきり防止の取り
組みについて

55.0 31.7 6.7 0.0 3.3 3.3

利用者体調への日常的な配慮について 56.7 38.3 5.0 0.0 0.0 0.0
病気やケガなどのときの対応について 61.7 28.3 1.7 1.7 5.0 1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

自由時間の活動について

じょくそう予防、寝たきり防止の取

り組みについて

食事について

入浴について

預かり金の管理・出納状況の説明に

ついて
リハビリ、機能回復の取り組みにつ

いて

利用者体調への日常的な配慮につい

て
病気やケガなどのときの対応につい

て

トイレやおむつ介助の対応について
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問５ 施設空間の快適さ
（%）

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

施設の快適さ（清潔さ、適切な温度・
明るさ）

51.7 45.0 1.7 0.0 0.0 1.7

施設の構造や設備の安全性について 51.7 43.3 1.7 0.0 1.7 1.7

問６ 施設と家族との連携・交流
（%）

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

利用者の様子に関する説明・情報提供
について

65.0 30.0 3.3 0.0 1.7 0.0

施設行事などの開催日、時間帯の配慮
など

53.3 36.7 3.3 0.0 1.7 5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

施設の快適さ（清潔さ、適切な温

度・明るさ）

施設の構造や設備の安全性について

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

利用者の様子に関する説明・情報提

供について

施設行事などの開催日、時間帯の配

慮など
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問７ 職員の対応 （%）

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

利用者のプライバシーへの配慮 68.3 26.7 5.0 0.0 0.0 0.0
個々の利用者の尊重について 63.3 33.3 3.3 0.0 0.0 0.0
職員の対応（優しく丁寧な対応） 73.3 21.7 3.3 0.0 1.7 0.0
サービス提供方法の一貫性について 56.7 33.3 5.0 0.0 5.0 0.0
不満や要望を聞く体制と対応について 66.7 28.3 1.7 1.7 0.0 1.7

問８ 施設を総合的に評価すると

満足 63.3%

どちらかと

いえば満足

33.3%

どちらかと

いえば不満

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

個々の利用者の尊重について

サービス提供方法の一貫性について

利用者のプライバシーへの配慮

職員の対応（優しく丁寧な対応）

不満や要望を聞く体制と対応につい

て
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【参考資料１：中項目別平均満足度割合】
（%）

満足 満足＋どちらかといえば満足

問２　入所時の状況 57.8 95.7

問３　サービス提供（個別ケア計画） 58.8 97.4

問４　日常のサービス内容 57.1 94.7

問５　施設空間の快適さ 53.0 98.3

問６　施設と家族との連携・交流 61.6 96.5

問７　職員の対応について 66.7 95.9

　中項目

0

20

40

60

80

100
問２ 入所時の状況

問３ サービス提供（個別

ケア計画）

問４ 日常のサービス内容

問５ 施設空間の快適さ

問６ 施設と家族との連

携・交流

問７ 職員の対応について

満足 満足＋どちらかといえば満足
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参考資料２ 

24 

 

【総合的な評価と相関が深い項目（相関分析）】 

 

中項目 小項目 相関係数

問 4 病気やケガなどのときの対応について .821 

問 6 利用者の様子に関する説明・情報提供について .820 

問 7 個々の利用者の尊重について .802 

問 3 本人および家族の意向・要望の反映について .796 

問 4 預かり金の管理・出納状況の説明について .779 

 

※データ分析上は、上記の項目で「満足」と答えた人は、問8「総合的な評価」においても「満足」と回答

した率が高い。（逆に「不満」と答えた人は、問8においても「不満」と回答した率が高い） 

※上記の項目の満足度を高めることが、総合的な満足度の向上にもつながる可能性が高い。 
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 利用者本人調査の結果概要  

 

【実 施 日】 

2013年 10月 4日（金） 

【調査対象】 

比較的コミューニケーションがとりやすい利用者10人を事業者（施設）が選定 

【実施方法】 

職員は同席せず、利用者1人あたり15～20分のインタビューを個別に実施 

 

※なお、調査対象者の平均介護度は3.5 で施設全体の平均介護度と比べて軽い方でした。 

また、回答者は10名で施設全体の声を代表するものとは限りません。 

________________________________________________________________________________________________ 

 

●総合満足度（施設は居心地いいか） 

『ここはあなたにとって居心地が良いところですか』という質問で総合満足度を調査したところ、ほとんど

の方が「はい」と答えていました。「大変満足してる」「自分の家のようだ」「長い間住み続けている」など

という声もあり、満足度はきわめて高いと言えます。 

 

●入所時の説明（入所時十分な説明があったか） 

『入所時、施設での生活内容について十分な説明がありましたか』の質問については、「はい」の回答が半

分でした。「わからない」という回答では、「息子が受けたから」といった理由がありました。 

 

●個別援助計画（計画はあなたの希望に合っているか） 

『個別ケア計画はあなたや家族の希望に合ったものですか』の質問については、「わからない」が多くを占

めており、個別援助計画の理解が難しいようでした。 

 

●生活のリズム（施設の生活のリズムはあなたに合っているか） 

『生活のリズムは、あなたに合っていますか』という質問をしたところ、全員が「はい」と答えており、満

足している姿が見られました。 

 

●施設の快適さ（清潔・温度・照明等） 

『部屋や食堂はいつも清潔で、温度や明るさは丁度よいですか』の質問に対しては、全員が「はい」という

回答でした。 

 

●食事（食事はおいしいか） 

『食事はおいしいですか』の質問には、ほとんど全員が「はい」と答えていました。「老人向け（だからよ

い）」や「カロリー計算をしてくれる」「いつもおいしい」などという意見や、「たまご、牛乳がだめ。だけ

ど対応してくれている」という感謝の声も見られます。 

 

●入浴（回数や時間には満足しているか） 

『お風呂の回数や時間に満足していますか』」の質問に対しては、「はい」が過半数を占めていました。「季
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節に合わせて温度調節してくれるから（気持ちいい）」という感想が見られました。「いいえ」の回答では、

「もう少し回数が多いとよい」という意見がありました。 

 

●排泄（希望するときにトイレへ連れて行ってもらったり、オムツ交換してもらえるか） 

『希望するときにトイレにつれて行ってもらったり、オムツ交換をしてくれますか』の質問ですが、回答者

全員が自立している方でした。 

 

●余暇（外出や趣味の活動など好きなことができるか） 

『自由時間は外出や趣味活動など好きなことができていますか』の質問に対しては、「はい」が多数を占め

ました。「はい」の回答の中に、「クイズなど一人で部屋でやっている」「自分のテレビ見ている」「部屋で習

字の練習」などの答えがありました。 

 

●健康管理・機能回復（リハビリは十分行なわれているか 体調が悪いときの対応はいいか） 

『リハビリや機能回復訓練はあなたにとって十分ですか』の質問に対しては、「はい」「いいえ」「わからな

い」で 3分の 1ずつを占めていました。「わからない」の理由としては、「リハビリをそもそも必要としな

いため」という声がありました。「はい」の回答では「硬直した手のリハビリ」ができているという答えが

ありました。「いいえ」の回答では、「もう少しやってほしい」と回数についての要望がみられました。 

また、『体調が悪い時すぐに職員が対応してくれますか』の質問については、ほとんど全員が「はい」と回

答しており、満足している様子が見られます。「こぶができたときすぐに対応してくれる」や「コールボタ

ンですぐに対応してくれる」といった感謝の言葉も見られました。 

 

●苦情（不満や要望を気軽に言えるか） 

『施設に対する不満や要望を気軽に言うことができますか』の質問に対しては、「はい」が多数を占めてい

ます。「わからない」や無回答の理由は「苦情はない」（からわからない）、「今のところない」が挙げられて

いました。「はい」の意見の中には「何でも言える」「あまり困っていない」という声がありました。 

 

●プライバシー保護・職員の対応（配慮されているか、優しく丁寧に接してくれるか） 

『他人に見られたくない、聞かれたくないことに配慮がされていますか』の質問に対しては全員が「はい」

と答えていました。中には、「隣の人の着替えなどは、カーテンをしっかりと引いて見えなくしている」と

いった具体的な回答もありました。 

また、『職員は優しく丁寧に接してくれますか』の質問にも、ほぼ全員が「はい」と答えていました。「言葉

は丁寧」といった声もありました。 

 

●地域に開かれた運営（ボランテイアとの交流は十分に行われているか） 

『地域の方やボランティアの方との交流は十分ですか』の質問に対しては、「はい」「いいえ」「わからない」

がほぼ 3分の 1ずつとわかれました。「はい」の理由として「犬と交流できた」「敬老週間のわんちゃん」

と最近の交流が良かったことを挙げていました。「わからない」「いいえ」という回答は、ボランティアを知

らないことによると考えられます。 

 

●施設への要望 

施設への要望はほとんど出されませんでした。「まだ来てから日が浅いから（わからない）」という人と、「散

歩や買い物をしたい」という意見がありました  
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 事業者コメント  

 

 

当事業所は、平成14年に開所した特別養護老人ホームで、10年を経過した施設として、

施設の課題や問題点をご利用者様及びご家族様等の「生の声」を聞くことで、課題や不満

点を「将来の糧」として第三者的な立場で評価していただき、将来への施設課題として業

務の見直しや、より満足度の高いサービス提供を目指して受審させていただきました。ま

た、当法人のひまわり福祉会の基本理念は、 

① 個人の尊厳ある日常生活の保持を目指し、良質なサービスの提供に努めます。 

② 利用者の意向を十分に尊重し、いつでも誰でも安心して利用できる総合的なサービス

の提供に努めます。 

③ 地域福祉の拠点として、開かれた施設づくりと地域福祉の推進に努めます。 

であり、上記の基本理念を実践できるように今後とも法令遵守、及びご利用者様が安心・

信頼できる質の高いサービス提供を目指し、職員の育成や課題の見直しを行い、日々精進

して参りたいと思います。 

 

特別養護老人ホーム 富岡はまかぜ 平成 25年 12月 
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