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評価結果総括  

 

 

 

法 人 名  社会福祉法人 横浜社会福祉協会 

事業所名  救護施設 清明の郷 

施設長名  小林 進 

 

 

 

  評価方法 

自己評価方法 

実施期間 平成 28年 9月 1日～平成 28年 12月 16日 

実施方法 部署ごとに合議した内容をもとに、施設としてまとめた。 
 

 

評価調査員による評価方法 

実 施 日 平成 29年 1月 12日、平成 29年 1月 19日 

実施方法 評価調査員が訪問し、施設の見学、資料確認およびヒアリング等で実施した。 
 

 

利用者家族アンケート実施方法  

実施期間 平成 28年 11月 1日～平成 28年 12月 19日 

実施方法 施設より利用者家族へ配布し、返送は直接家族より評価機関に郵送してもらった。 
 

 

利用者本人調査方法 

実 施 日 平成 29年 1月 12日 

実施方法 評価調査員 2名が訪問し、入所者 10名に対して一対一の面談で実施した。 
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  総合評価 (優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項)  

［施設の概要］ 

救護施設「清明の郷」は横浜市営地下鉄「吉野町」駅から徒歩 15 分の堀割川に面した静かな住宅

街にあります。横浜市内に多数の特別養護老人ホームやケアプラザ、障害者施設を運営する社会福祉

法人横浜社会福祉協会が設立した、生活保護法に基づく入所施設です。身体や精神等に障害を持ち地

域で生活することが困難な人たちを対象にしています。 

昭和 27年に宿泊施設として開設され、昭和 37年に定員 80名の救護施設「天神寮」に発展し、平

成 18年に定員 190名の「清明の郷」に名称変更し現在に至っています。平成 28年 4月１日現在の入

所者は１９１名で平均年齢は 65.5歳で、その 70%は男性です。 

法人の理念を一言で表す言葉は「福祉の追求」であり、その示す意味は「ご利用者幸福の追求」「地

域貢献の追求」「職員幸福・職務環境の追求」「今を、未来を支える幸福の追求」であることをうたい、

その実現のための行動指針を明記し施設の理念としています。理念を職員カードに明記し、職員は常

時携帯し理念の実践に努めています。 

 

 

≪優れている点≫ 

１．目標管理により、職員のモチベーションを高めています 

職員カードに法人の理念「福祉の追求」を明示しています。職員は職員カードを日々確認し意識の

中に明確な使命感を醸成しています。目標支援制度の目標シートを活用し各部署の就業計画を基に職

員一人ひとりの業務目標を定め、年 2回の上司との面接で目標の達成状況を評価しています。 

 目標支援制度は人事考課の一環として実施され職員のモチベーションの向上につながっています。

人材育成委員会など 4委員会が活動しています。委員会の運営を主任、中堅、新人の各グループメン

バーの代表が担当することにより、それぞれの世代の意見・提案を出しやすい環境を作っています。

若い世代や多様なキャリアのコミュニケーションが融合し、組織全体に意欲的な動きや活動が醸成さ

れています。 

２．クラブ活動を支援して、利用者の生活を充実するようにしています 

クラブ活動を積極的に支援しています。手芸や華道、歌謡、絵画、書道、陶芸、将棋等クラブの数

は 10にも及びます。クラブ活動は登録制ではなく、だれでも自由に参加することができます。月 1、

2回の活動で書道や生け花など利用者の作品が施設内各所に掲示されています。毎週土日は利用者の

リクエストによる映画鑑賞会を開催しています。 

また、納涼祭やふれあい祭り等の施設の行事を利用者は楽しみにしています。納涼祭では模擬店の

手伝いや利用者とのコミュニケーションを中心に、多数のボランティアが参加します。職員と利用者

が合同で出し物を企画し共に披露して楽しんでいます。 
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３． 地域行事に積極的に参加し、利用者の地域交流を行っています 

毎年秋に施設行事のふれあい祭りを開催しています。地域ボランティアの協力を呼びかけ模擬店や

フリーマーケットを開催しています。平成 28年度は 18名の地域ボランティアが参加し、小・中学校

の生徒による和太鼓、吹奏楽の演奏等が披露され、200名程度の地域住民が会場に訪れました。 

地域貢献と地域の施設への理解を得ることを目的に清明の郷地域お掃除隊を編成し、利用者が参加

し地域の公園周辺のゴミ拾いを週 1回行っています。利用者は地域主催の盆踊りや地域のサロン等に

積極的に参加し地域住民との交流を図り、また、年 2回、彼岸・お盆の時期には、横浜市納骨堂への

供養を実施するなど長年培われた地域との関係継続に努めています。 

 

４．健康に関する体制を整え、利用者の総合的健康管理を行っています 

健康管理マニュアルを整備し、病歴や服薬、バイタルサイン等の把握、医療的ケア、救急処置や救

急蘇生法などについて明記し日常的に活用しています。年 2回健康診断を実施し、内科、精神科、歯

科等の医師が定期的に往診し利用者の健康状態を把握しています。看護師が常駐し利用者はいつでも

健康に関する相談ができる体制が整っています。 

利用者の多くが薬を服用しており、服薬管理を徹底し誤薬を防いでいます。また、専門医と連携し

日常的に医療的対応を必要とする胃ろうや糖尿病等の利用者に対応しています。利用者の健康状態に

応じた運動プログラムや食事メニューを用意しています。機能回復訓練室には数台の訓練用機器が設

置され、理学療法士による一人ひとりへの運動機能を維持し、回復するプログラムが組まれています。 

 

５．ハードとソフトの両面で快適な施設空間を維持しています 

 フロア全体に採光に工夫があり明るく、また、通路の各所に生け花を飾るなどの配慮があり快適な

環境となっています。バリアフリーを完備し、救護施設の利用者の多様な障害特性に配慮し、車椅子

2台がすれ違える幅の広い廊下や手摺等、利用者の安全に配慮した環境設備となっています。フロア

ごとに喫煙室を完備し、たばこの煙が外に漏れないようにしています。 

食堂やトイレなどの共用スペースの清掃は利用者の生活プログラムの一環として毎日実施してい

ます。個室の割合は入所定員の 20%程度で多くの利用者が二人部屋の生活です。各居室はプライべ－

トカーテンで仕切られナースコールを備え、収納の一部に鍵付きの引出しがあります。利用者個々に

コンセントが設備されており、利用者はそれぞれカセットや CD、DVDなどで楽しんでいます。 
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≪努力・工夫している点≫ 

１． 対応困難な利用者支援に力をいれています 

 救護施設の役割は利用者が自立し地域移行の円滑な推進を支援することです。しかし入所者の高齢

化や医療的ケアの必要な利用者の増加傾向の中で、地域移行が必ずしも円滑に進んでいる状況とは言

えないようです。地域に独立し居宅への自立を求める利用者が少ないという利用者ニーズの変化の中

で、セーフティネットとしての施設の役割のジレンマがあります。そのような施設を取り巻く環境条

件の中で、既に制度化されている居宅生活訓練や地域の生活困窮者支援を積極的に推進しています。 

 利用者の生活訓練に力を入れ、地域移行に向けた体験宿泊の環境を整えています。また、糖尿病や

胃ろうの利用者等医療的ケアや高齢化により ADL の低下が顕著な利用者への食事介護や特殊浴槽に

よる入浴介助等の支援に力をいれ、利用者が安心して日々の生活を送れるようにしています。 

 

 

≪課題や改善することが期待される事項≫ 

１．利用者の自立に向けた自主的な運営組織の設立支援 

数年前までは利用者の自治会組織が運営され活動していましたが、利用者の高齢化により自治運営

が難しくなり現在は活動していません。利用者向けの朝の会が毎日開かれ、連絡事項のほか、要望や

意見を出す機会を設けていますが、発言が余り見られない状況です。利用者は 60 代半ばの平均年齢

であり、一般社会では活躍が十分期待出来る世代と考えられます。 

日常の活動では陶芸や書道など趣味活動に携わる利用者もいられます。利用者の自主的な活動や役

割を支援し、利用者自身が運営する自治組織に向けた取り組みが期待されます 

 

２．ヒヤリハットの分析と対応結果の集計による事故防止 

事故やヒヤリハット報告をフロア会議や役職者会議で取り上げ、事故防止の対策を講じています。

また、全職員にヒヤリハット報告を回覧し職員の注意を喚起しています。 事故防止対応マニュアル

を整備し、各フロアに配備し緊急時の事故発生に備えています。加えて今後は、ヒヤリハットや事故

報告書の半期または年度ごとの分析結果をまとめ、利用者・保護者に開示し事故防止の意識の徹底と

強化のツールとして活用することを期待します。 
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  評価領域ごとの特記事項 

１．人権の尊重 

① 施設の理念に「ご利用者様の幸福の追求」を掲げ、利用者の生命、自由、プライバシー、個々の

人格権を守ることを明記し職員に周知しています。虐待に関する職員アンケートを実施し注意を

喚起しています。職員は日常のサービス支援のなかで不適切な言葉遣い等をチェックし職員相互

に指摘しあうようにしています。また、毎年人権研修を実施し、虐待防止法制のポイント等につ

いて説明し職員に人権擁護に関する法制度について周知しています。 

② 個人情報管理規定を整備し個人情報の目的外収集や利用を行わないことを明記し、個人情報の保

護に努めています。個人情報管理台帳を整備し、個人情報に関わる書類は鍵の掛かる場所に必ず

保管し管理の一元化を図っています。パソコン等については、パスワードを設け、職員以外の不

正アクセス防止に努めています。 

③ 接遇マニュアルを各フロアに配置しています。毎朝の介護職員のミーティングでは接し方や呼称、

言葉や行動への注意を喚起しています。職員人材育成委員会や個別支援委員会では、個人情報に

対する守秘義務、言葉づかいや振る舞いについて、その都度、確認し改めるよう努めています。 

④ フロア全体に採光に工夫があり明るく、また、通路の各所に生け花を飾るなどの配慮があり快適

な環境となっています。バリアフリーを完備し、救護施設の利用者の多様な障害特性に配慮し、

車いす 2台がすれ違える幅の広い廊下や手摺等、利用者の安全に配慮した環境設備となっていま

す。フロアごとに喫煙室を完備したばこの煙が外に漏れないようにしています。 

 

２．意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス 

① アセスメントを実施し利用者支援ニーズを把握し個別支援計画に反映しています。自立度の高い

利用者が多いためアセスメントは年 1回の実施を前提にしていますが、利用者の状況に応じ随時

実施しています。服薬等の健康管理、食事・排泄等の日常生活動作、社会生活、対人能力や家族

状況等領域ごとに分類し、支援の必要性を 3段階で評価しアセスメント表に明記しています。 

② 個別支援計画の課題に沿って年 1回モニタリングを実施し、支援計画の達成状況を評価していま

す。指導員と介護職員の 2名の個々の利用者担当職員がモニタリングを実施しています。利用者

の生活状況の変化や課題ごとの継続・一部継続・終了の支援結果を支援計画モニタリング記録に

記述しています。モニタリングの結果を利用者に説明し同意のサインをもらっています。 

③ 自立に向けた支援計画を作成する上で自分から意見や要望を表明しない利用者に対しては、職員

が言葉をかけ、発語のできない人にはコミュニケーションボードを使い、食事内容など利用者に

関心のある内容でのコミュニケーションを図り一人ひとりの思いの把握に努めています。訪問診

療の内科医、精神科医等と連携を密にし、利用者の意思・希望を正しく理解し自主性の向上につ

なげるようにしています。 

④ 健康管理マニュアルを整備し利用者の日常の健康状態の把握に努めています。また、利用者の高

齢化、重度化に対応するために医療及び介護内容の充実化を図り、医療的ケアや 異常時のケア

等に対する支援の拡大に対応しています。精神病疾患者や脳血管疾患者、糖尿病患者、遺ろう等

の利用者を受け入れ、医師の指示に基づいて処置しています。 
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⑤ 利用者の高齢化による嚥下事故の防止を図っています。5 名のソフト食と 10 名の極刻み・トロ

ミ食の利用者がいます。利用者の多数は社会復帰を視野に置いて常食を中心とする食事を提供し

ています。定期的に太りすぎをチェックし、糖尿病で食事に注意を要する 20 名程度の利用者に

はご飯やデザートの量を調整しカロリー制限をしています。 

⑥ 入浴介助マニュアルを整備しています。一般浴と特殊浴槽及び中間浴の 3形態での入浴が可能で

す。週 2回の入浴を基本にしています。特殊浴槽の利用者は 8名程度です。男女別と介助の必要

性に配慮し入浴日が設定されています。一般浴は 2名の職員が見守り、介助浴では 5名の職員が

着脱と浴室支援にあたっています。女性の利用者には同性介助を行っています。 

 

３．サービスマネージメントシステムの確立 

① 「感染症対策ガイドラインマニュアル」「ノロウィルス感染防止対策施設対応マニュアル」を整

備し、感染症の防止に努めています。看護師を中心に各部署の代表からなる感染予防委員会を軸

に、インフルエンザやノロウィルス等の感染予防を図っています。嘔吐物処理マニュアル、衛生

害虫対策ガイドライン、職員体調管理記録簿等を整備し感染症の予防とともに感染拡大の防止に

努めています。平成 27年度、28年度は感染症の発症はありませんでした。 

② リスクマネジメント等事故防止については、ヒヤリハット・事故防止検討会議を随時開催し事故

防止と再発の防止を徹底しています。事故やヒヤリハット報告をフロア会議や役職者会議で取り

上げ、原因を分析し事故防止の対策を講じています。事故防止対応マニュアルを整備し、介護事

故を未然に防止するための体制や緊急時の連絡網を明記し、緊急時の事故発生に備えています。 

③ 年に 2 回避難訓練を実施しています。訓練は地域の消防署と連携し、夜間・日中の火災、地震、

津波の発生を想定し実施しています。災害発生時の家族や関係機関との連絡網を整備しています。

また、地域との応援協力協定を締結し、地域の災害時特別避難場所の指定を受けて、年 1回の地

域住民合同の防災訓練を実施しています。 

④ 苦情申出書に、苦情対応手順フローチャートを明記し施設内に掲示しています。各フロアの介護

室に鍵付きの提案箱を設置し、利用者がいつでも苦情を言えるようにしています。利用者を対象

に朝のミーティングを行い利用者からの意見や要望の把握に努めています。第三者委員を設置し、

利用者が直接連絡し苦情を言える仕組みがあります。 

 

４．地域との交流・連携 

① 区内の自立支援協議会に参加し、救護施設はどのような役割や活動をしているかを説明し、また、

地域住民と施設間の相互理解を目的に、地域連絡会への参加やフリーマーケットなど地域イベン

トに積極的に参加し地域交流を図っています。地域で生活保護受給者をはじめ生活困窮者等の受

け入れ依頼があった際は、緊急一時保護の一環として生活の場を提供しています 

② 毎年秋に施設行事のふれあい祭りを開催しています。地域ボランティアの協力を呼びかけ模擬店

やフリーマーケットを開催します。平成 28年度は 18名の地域ボランティアが参加し、小・中学

校の生徒による和太鼓、吹奏楽の演奏等が披露され、200名程度の地域住民が会場に訪れました。

また、フリーマーケットの場所を提供する等地域住民の依頼に応じ施設資源の提供を行っていま

す。 
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③ 地域における施設への理解促進に努めています。地域貢献と地域の施設への理解を得ることを目

的に清明の郷地域お掃除隊を編成し、利用者が参加し地域の公園周辺のゴミ拾いを週 1回行って

います。利用者は地域主催の盆踊りや地域のサロン等に積極的に参加し地域住民との交流を図り、

また、年 2回、彼岸・お盆の時期には、横浜市納骨堂への供養を実施するなど長年培われた地域

との関係維持継続に向けて積極的に地域行事に参加しています。 

 

５．運営上の透明性の確保と継続性 

① ホームページに施設の理念や経営方針、施設運営の目的等を掲載し、サービス内容や入所までの

流れ等について明記し地域への情報提供に努めています。また、年 1回広報紙「清明の郷ふれあ

いだより」を発行し、地域の関係機関や小学校等に配付し施設の活動の紹介に努めています。施

設の入り口の地域の人たちの目に留まりやすい所に掲示版を設置し、施設の情報だけでなく地域

からの情報を掲示したりしています。 

② 施設長は、日ごろより朝礼等を通して利用者の意見を聞く機会を設けています。また、利用者に

積極的に声をかけ利用者が話をしやすい雰囲気づくりに努めています。職員の顔と名前が一致し

ないという利用者の要望を聞き、日常から職員証のネームホルダーを着用することを速やかに対

応しました。各フロアに提案箱を設置しいつでも利用者の意見・要望を聞くようにしています。

食事のごはんとパンの選択など利用者の意見を取り入れて実施しています。 

③ 平成 26年度から平成 28年度の短・中期施設運営事業計画を策定しています。計画には居宅訓練

事業等制度化されている事業の運営と生活困窮者支援、地域貢献支援、人材育成等の課題を明記

し、年度ごとの達成状況と今後の事業展開について記述しています。生活困窮者に対しては先ず

は就労支援の開始を実施することにしています。また、短・中期利用者支援に関する計画を明記

し、個別支援計画の充実、地域移行の推進等を明記しています。 

 

６．職員の資質向上の促進 

① 人材育成委員会が中心となり入社時研修を年 2回実施し、法人の目指す人材像や倫理等について

周知し、また、入職者のサービス支援に関する技術向上に向けて育成を図っています。職員に対

し、感染症予防や虐待防止についてＤＶＤ等を用いた研修を実施し意識の徹底を図っています。

関東地区内の救護施設が一同に介する研究協議大会や救護施設職員研修会に積極的に参加して

います。 

② 目標支援制度を実施し、階層別に職務に応じて職員一人ひとりの目標管理を行っています。年度

始めに個人の目標シートを作成し、年 2回の上司による面接を行い、自己と上司による目標の達

成度を評価し、人事考課制度につなげています。各委員会をはじめフロア別会議において利用者

個別支援や感染症対策、技術の習得、職員育成に向けた討議の場を設けています。そうした業務

や活動を通して職員 1人ひとりのスキルアップに繋げています。 

③ 管理規定に職員の職務内容を規定し役割を明確にしています。各委員会活動やフロア会議、給食

会議、指導員会議等を通して、日常的に提案や意見を発表する機会を設けています。2年目の先

輩職員が新人の OJT担当として指導に当たり、フロア主任が達成状況を評価する仕組みがありま

す。技術や経験の少ない職員も人材育成の中心者として自身のスキルアップを図っています。人

材配置に柔軟な体制づくりを行い、モチベーションの維持・向上に努めています。 
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分類別評価結果  （および理由）  

※ ひょう太マークは各項目において下記の水準をあらわしています。また、
各項目ごとにひょう太の数の理由のコメントがあります 

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 

Ⅰ 利用者本人の尊重 

① 法人の理念を一言で表すことばが「福祉の追求」であり、福祉の追求が「ご利用者幸福の追求」

「地域貢献の追求」「職員幸福・職務環境の追求」「今を、未来を支える福祉の追求」を示すこと

を明記しています。項目ごとに実現のための行動指針を明記し全文をもって理念としています。

利用者を尊重し、生命、自由、プライバシー、個々人の人格権を守、ＱＯＬの向上に根差した、

真の満足を追求し利用者の幸福を追求することを掲げています。 

② タイムカード兼用の職員証に法人の理念「福祉の追求」を明記し、常時携帯を義務付け職員に理

念の周知を図っています。1階共用フロアの目につくところに理念を掲示し、また、パンフレッ

トやホームページに理念を掲載し、施設の理念を職員がいつも目にするように配慮し理念の実現

に向けた職員の意識の強化を図っています。職員は日常の支援に対し、「一人を大切にする」を

意識し利用者や職員に接するように心がけています。 

③ 事業計画に法人の理念に基づき、急激な福祉社会の変化に対応し、適切なサービスを提供するこ

とを明記し、年度始めの職員会議で全職員に周知しています。また、人事考課の一環としての職

員一人ひとりの目標シートにより、年に 2回職員と上司が面接し目標達成の成果を相互に評価し

理念実践について確認しています。 

① アセスメントを実施し利用者支援ニーズを把握し個別支援計画に反映しています。自立度の高い

利用者が多いためアセスメントは年一回の実施を前提にしていますが、利用者の状況に応じ随時

実施しています。服薬等の健康管理、食事・排泄等の日常生活動作、金銭管理・余暇活動等の社

会生活、対人能力や家族状況等領域ごとに分類し、30項目の支援項目を設定し支援の必要性を 3

段階で評価しアセスメント表に明記しています。 

② 個別支援計画の課題に沿って年一回モニタリングを実施し、支援計画の達成状況を評価していま

す。指導員と介護職員の 2名の個々の利用者担当職員がモニタリングを実施しています。利用者

の生活状況の変化や課題ごとの継続・一部継続・終了の支援結果を支援計画モニタリング記録に

記述しています。また、一部継続・終了の場合は新たな支援目標を記入しています。モニタリン

グの結果を利用者に説明し同意のサインをもらっています。 

③ アセスメントやモニタリングの結果をもとにフロア会議で利用者一人ひとりの支援内容を検討

し、また、医師や区役所のケースワーカーの意見を尊重し個別支援計画を作成しています。担当

の指導員、介護職員及び利用者の三者で話し合い、利用者の希望や要望を尊重し、解決すべき課

題を定めて個別支援計画に明記しています。課題解決のための支援目標と支援の具体的内容を明

記し、利用者の同意のサインをもらっています。 

 

Ⅰ-1 利用者本位の理念    

Ⅰ-2 利用者のニーズを正しく把握した個別支援計画の作成    
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① 利用者の状況の変化に対応して随時アセスメントを実施し、個別支援の変更内容をアセスメント

表随時変更事項記入欄に書きとめています。利用者の心身やニーズの変化の状況に合わせて随時

支援内容の見直しを図っています。支援内容の見直しに際しては利用者の意見を尊重し、サービ

ス実現の方法について検討し本人へのアプローチを行っています。個々の利用者の日々の生活状

況についてフロア会議でカンファレンスを実施し、変化の状況を個別支援計画の見直しに反映し

ています。 

② フロア全体に採光に工夫があり明るく、また、通路の各所に生け花を飾るなどの配慮があり快適

な環境となっています。バリアフリーを完備し、救護施設の利用者の多様な障害特性に配慮し、

車いす 2台がすれ違える幅の広い廊下や手摺等、利用者の安全に配慮した環境設備といえます。

フロアごとに喫煙室を完備し、たばこの煙が外に漏れないようにしています。食堂やトイレなど

の共用スペースの清掃は利用者の生活プログラムの一環として毎日実施しています。浴室は週 4

回担当職員が清掃しています。また、年に 2回清掃業者による共用フロアのワックスかけを行っ

ています。 

③ 個室の割合は入所定員の 20%程度で多くの利用者が二人部屋の生活です。各居室はプライベート

カーテンで仕切られナースコールを備え、収納の一部に鍵付きの引出があります。利用者個々に

コンセントが設備されており、利用者はそれぞれカセットやＣＤ、ＤＶＤなどで楽しんでいます。

エントランスホールに談話室があり、家族来訪の折は談話室で面談し、プライバシーが保てるよ

うにしています。 

④ 「感染症対策ガイドラインマニュアル」「ノロウィルス感染防止対策施設対応マニュアル」を整

備し、感染症の防止に努めています。看護師を中心に各部署の代表からなる感染予防委員会を軸

に、インフルエンザやノロウィルス等の感染予防を図っています。ノロウィルス判定簡易キット

を導入し、また、嘔吐物処理マニュアル、衛生害虫対策ガイドライン、職員体調管理記録簿等を

整備し感染症の予防とともに感染拡大の防止に努めています。平成 27年度、28年度は感染症の

発症はありませんでした。 

⑤ リスクマネジメント等事故防止については、ヒヤリハット・事故防止検討会議を随時開催し事故

防止と再発の防止を徹底しています。事故やヒヤリハット報告をフロア会議や役職者会議で取り

上げ、原因を分析し事故防止の対策を講じています。また、全職員にヒヤリハット報告を回覧し

職員の注意を喚起しています。事故防止対応マニュアルを整備し、介護事故を未然に防止するた

めの体制や緊急時の連絡網を明記し、各フロアに配備し緊急時の事故発生に備えています。 

⑥ 年に 2回避難訓練を実施しています。訓練は地域の消防署と連携し、夜間・日中の火災、地震、

津波の発生を想定し実施しています。災害発生時の家族や関係機関との連絡網を整備しています。

また、地域との応援協力協定を締結し、地域の災害時特別避難場所の指定を受けて、年 1回の地

域住民合同の防災訓練を実施しています。災害時に備えて地域住民を含めて食料・飲料水等 3

日分を備蓄しています。 

Ⅰ-3利用者の状況の変化に応じたサービスの提供の実施    

Ⅰ-4快適な施設空間の確保    
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① 苦情申出書に、利用者→受け付け者→責任者→第三者委員のフローチャートを明記し施設内に掲

示しています。各フロアの介護室に鍵付きの提案箱を設置し、利用者がいつでも苦情を言えるよ

うにしています。利用者を対象に朝のミーティングを行い利用者からの意見や要望の把握に努め

ています。第三者委員を設置し、利用者が直接連絡し苦情を言える仕組みがあります。 

② 寄せられた苦情や意見は苦情解決受付者、苦情解決責任者、第三者委員で協議し、苦情を申し出

た者に対し検討した結果や改善策を伝え、職員に周知する仕組みになっています。また、苦情や

要望は日々の支援の中で把握するようにしています。過去のデータは苦情受付簿、苦情受付台帳、

苦情解決結果報告書、苦情受付報告書に整理されています。平成 26年度、27年度は苦情の申立

はありません。 

① 自立に向けた支援計画の作成に向けて一人ひとりの思いの把握に努めています。自分から意見や

要望を表明しない利用者に対しては、職員が言葉をかけ、発語のできない人にはコミュニケーシ

ョンボードを使い、食事内容など利用者に関心のある内容から始めています。訪問診療の内科医、

精神科医や区保護課のケースワーカー、作業所スタッフ、理学療法士等と連携を密にし、利用者

の意思・希望を正しく理解し自主性の向上につなげるようにしています。 

② 利用者の主体的な活動について本人の意向を尊重しながら支援しています。施設外の友人や知人

との交流については、状況により医師に相談したり、電話をつないだり、待ち合わせ場所まで同

行し関係継続を支援しています。施設では、クラブ活動や近隣のゴミ拾い活動を行っています。

利用者自治会については数年前までは存続していましたが、利用者の高齢化に伴い自主的な運営

が難しくなり現在は活動していません。日常的な基本的生活習慣に課題を持つ利用者が多く、自

治会活動のような利用者の主体的活動につながるまでには至っていないのが現状です。 

③ 入所者の残存能力を最大限に活かすための支援を行なっています。職員は利用者が自力で行う生

活上の行為に対しては利用者に寄り添い、見守りながら支援を行い一つ一つ確認するように心が

けています。必要に応じてケースワーカーに利用者の状況について相談しています。医療的なケ

アの必要な利用者に対しては迅速支援を心がけ事故防止に努めています。身体機能に配慮して施

設内はバリアフリーで介護用ベッドの活用等利用者の身体状況に応じて対応しています。 

① 単身生活を希望する利用者は、個別支援計画に地域移行に向けての課題を設定し支援しています。

本人の意思を尊重し施設内に設置している社会復帰訓練室の利用を促し、服薬は順を追って自己

管理ができるよう支援しています。単身生活が難しい入所者については、買物訓練・自己通院・

服薬管理・金銭管理等の訓練を段階的に行い、地域移行の実現に一歩でも近づくよう自立支援の

きっかけ作りに努めています。また、平成 27 年度から外部に二つのアパートをかりて居宅訓練

を開始しています。現在 2名の利用者が地域へ自立し退所しました。居宅訓練マニュアルに基づ

き本人の意向を尊重し、地域生活を不安なくスタートできるようにしています。 

② スムーズに地域生活に移行できるよう、区の生活支援課、自立支援協議会、社会福祉協議会、及

び医療機関などの地域の社会資源と連携し、情報交換やネットワークの拡充に努めています。利

用者の社会とのかかわりについては生活支援課のケースワーカーと連携をし、生活保護について

理解を深め、退所後の生活と責任について十分に理解してもらうようにしています。グループホ

Ⅰ-5苦情解決体制    

Ⅰ-6主体性の尊重    

Ⅰ-7自立支援・地域生活への移行    
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ームや作業所には当施設から移行した人や現在通っている利用者もおり必要に応じて連携を図

っています。 

③ 各種の機能を備えた機能回復訓練室があり、リハビリは週 1回理学療法士(PT)が来所し、利用者

のほぼ 3分の 2に当たる 120名ほどの指導プログラムを作成し訓練にあたっています。ADLの維

持、機能低下の予防としての歩行や筋肉をつける訓練を実施し、また、肥満予防などの生活訓練

を実施しています。PT作成の訓練メニューに従い自己訓練や職員が付き添う各種の訓練に取り

組んでいます。日中作業についてはリーマンショック以降施設内作業向けの仕事が無くなり、そ

れに代わり作業所や病院等のデイケアへの通いを促し、施設から外出することを勧めています。 

④ 昨年自立に向けて一人暮らしを始めた 2名の退所者がいます。救護施設通所事業が当施設では行

われていないため、現在法人内他施設で行っている作業施設の利用を検討しています。退所者の

居宅訪問を行い、食事や薬、通院が維持されているか、ケースワーカーや医者への相談など連携

を図っているか、また、困っている事案について幅広く対応し、例えば携帯電話の使い方の指導

等も細かく行なっています。 

① 健康管理マニュアルを整備し利用者の日常の健康状態の把握に努めています。また、利用者の高

齢化、重度化に対応するために医療及び介護内容の充実化を図り、医療的ケアや 異常時のケア

等に対する支援の拡大に対応しています。精神病疾患者や脳血管疾患者、糖尿病患者（服薬等の

自己管理が出来る人）胃ろう等の利用者を受け入れ、医師の指示に基づいて処置しています。内

科の週 2回の訪問診療があり、精神科医は月 2回、眼科は月 1回、皮膚科はそれぞれ月 1回往診

しています。区の生活支援課と緊密に連携し利用者対応に係る相談を実施し、医療的処置に関し

ては、本人・家族の了解の下に同意書を貰い対応しています。 

② 医療的対応・配慮を要する利用者は個別支援計画に支援内容を具体的に明記しています。食事の

量を増やしてほしいと望む糖尿病の人については主治医が血液データにより判断し、出来る範囲

の改善を図っています。また、導尿カテーテルや褥瘡処置が必要な利用者は施設内で嘱託専門医

のフォローのもとに生活しています。入所時に生活プログラムの修正等が必要な入所者は個別支

援計画の中へ反映させ本人同意のもとで、生活の立て直しが行なえるよう支援しています。 

 

Ⅰ-8特に配慮を要する利用者への取り組み（医療的対応を含む）    
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Ⅱ サービスの実施内容 

① 入所希望者に施設のパンフレットを用いて法人の理念や施設の運営方針を説明しています。救護

施設は措置施設であり区役所のケースワーカーと連携し、入所者が不安を感じないようにしてい

ます。入所に際しては「ご利用者の皆様へ」の資料を用いて入所後の一日の生活の流れや生活形

態、設備の利用、日常生活のルール等について説明しています。 

② 法人の理念に「ご利用者幸福の追求」を掲げています。理念に、利用者を尊重し、生命、自由、

プライバシー、個々の人格権を守り QOLの向上を目指すことを明記し、入所時に説明し利用者が

安心して日常生活を送れるように努めています。また、退所に際しては、区役所のケースワーカ

ーと連携し、グループホームやアパートに職員が利用者本人を訪問し、相談に応じています。退

所後は職員が利用者の問い合わせに応じ、また、利用者の了解のもとに適時アウトリーチを行い

利用者へのアフターケアに努めています。 

① 食事介助マニュアルを作成しています。利用者の高齢化による嚥下事故の防止を図っています。

5 名のソフト食と 10 名の極刻み・トロミ食の利用者がいます。利用者の多数は社会復帰を視野

に置いて常食を中心とする食事を提供しています。定期的に太りすぎをチェックし、糖尿病で食

事に注意を要する 20 名程度の利用者にはご飯やデザートの量を調整しカロリー制限をしていま

す。年に 1回利用者嗜好調査を実施し、また、管理栄養士が昼食時の利用者の間を回り、素材や

味付けの意見や要望を聞いてメニューに反映するようにしています。刺身やてんぷら等の利用者

のリクエストに応えるようにしています。朝食はご飯とパンの選択が可能で、月 2回は副食の選

択食を取り入れています。 

② 入浴介助マニュアルを整備しています。一般浴と特殊浴槽及び中間浴の 3形態での入浴が可能で

す。週 2回の入浴を基本にしています。特殊浴槽の利用者は 8名程度です。男女別と介助の必要

性に配慮し入浴日が設定されています。一般浴は 2名の職員が見守り、介助浴では 5名の職員が

着脱と浴室支援にあたっています。女性の利用者には同性介助を行っています。 

③ 介護員業務マニュアルを整備し、オムツ交換の手順や清拭手順等を定めてサービス支援の標準化

を図っています。日中・夜間を含めオムツを着用している利用者は 20 名程度です。排泄介助が

必要な利用者の排泄チェック表を作成し、おむつ交換、トイレ、清拭の時間が一目で分かるよう

にしています。排泄チェック表で便秘ぎみの利用者を把握し下剤の投与等の対策につなげていま

す。職員はオムツ、紙パンツ、尿とりパッドを適切に使い利用者の排泄の自立につながるように

心がけています。 

① クラブ活動を積極的に支援しています。手芸や華道、絵画、書道、陶芸、将棋等クラブの数は

10にも及びます。クラブ活動は登録制ではなく、だれでも自由に参加することができます。月 1、

2回の活動で利用者の作品が施設内各所に掲示されています。毎週土日は利用者のリクエストに

よる映画鑑賞会を開催しています。また、納涼祭やふれあい祭り等の施設の行事を利用者は楽し

みにしています。納涼祭では模擬店の手伝いや利用者とのコミュニケーションを中心に、多数の

ボランティアが参加します。職員と利用者が合同で出し物を企画し共に披露して楽しんでいます。 

Ⅱ-1入退所時の対応    

Ⅱ-2利用者本位のサービス提供（食事、入浴、排泄等）    

Ⅱ-3余暇・生活内容の自由な選択    
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② 施設内ではアルコールは禁止していますが、喫煙は自由です。喫煙室を完備しています。医師の

診断で喫煙ができない利用者にはたばこの有害性を職員が時間をかけて説明し、また、その都度

声をかけて注意を促しています。嗜好品等は個別面談で確認し本人の自主性を尊重し買い物の付

き添いも行っています。 

① 健康管理マニュアルを整備し、また、経管栄養マニュアル、バイタルチェック表、緊急時連絡先・

対応、看護手引き等のマニュアルを整備しています。個人別に健康管理上注意すべき事項を明確

にし、個別支援計画に記述しています。夜間を除き看護師は常駐しており、いつでも利用者が健

康に関する相談ができる体制があります。歯科医による月 1回の診療があり、歯磨き指導につい

ては看護師による講習会を行い、口腔ケアは週 1回実施しています。 

② 感染症対策委員会を立ち上げ、感染症対策担当者を各フロアに配置し感染症の予防に力を入れて

います。感染症対策ガイドライン、ノロウィルス感染防止対策マニュアル、嘔吐物処理マニュア

ルを作成しています。ノロウィルスの汚物処理デモンストレーションを看護師が職員に向けて年

に 4～5回実施し、職員にノロウィルス対策に関する注意を徹底しています。 

③ 服薬管理マニュアルを作成し、服薬管理の手順、誤薬防止のダブルチェックの方法等を明記し、

事故防止に努めています。職員 2人体制で服薬が適正であることを作業工程別にチェックする仕

組みです。また、服薬自己管理マニュアルに従い服薬の問題のない利用者には自己管理をしても

らい、職員が服薬時の確認を行ない服薬した薬名を記録しています。薬は薬局から個人名で袋に

入れられ届きます。個人用に朝・昼・晩・睡眠前と分け当日朝に介護室に届けます。実際の服薬

時には 2人の介護職員が誤薬のないことを確認し、飲み終わった空袋を回収し保管しています。 

① 預かり金規定を整備し、金銭管理の対象者、手続き、管理責任者を明記し、出納、保管等の方法

について明記しています。個々の利用者の金銭管理能力に応じて管理の方法を定めています。施

設管理が望ましい利用者は、預かり金依頼書にサインしてもらい所定の場所にて保管しています。

利用者及び家族から依頼があった際には速やかに管理状況について報告できるようにしていま

す。 預かり金の取り扱いに携わる職員は、施設長代理、指導主任、事務員の 3者で出納帳記入、

会計ソフト入力等、役割を分けて誤りのない金銭管理と定期的なチェックを行なっています。 

② 貴重品等の保管が出来る鍵付の引き出しを用意し、金銭管理が出来る利用者は鍵を自己管理して

います。出納に関しては本人の利用に応じて通帳を見せています。ケースワーカーには年 3回程

度残高を報告しています。金銭管理の訓練の対象者には 1日毎や 1週間毎と期間を短く分けて金

銭を手渡し、日々の出納状況をお小遣い帳に記入して貰い、誤りのないことを確認しています。

利用者単独では金銭管理の難しい利用者については、本人に説明の上で 1日 1回、週 1回、月 1

回の現金渡しを設定し、能力に応じた支援に努めています。自発的にプログラムを作成してもら

う場合もあり、また、買い物訓練として職員が付き添う場合もあります。個別支援計画書にも金

銭管理トレーニング等の詳細を反映させ実践しています。 

Ⅱ-4健康管理    

Ⅱ-5金銭管理    
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① 個人情報管理規定を整備し、個人情報の管理責任者は事務長であることを明記し、個人情報の目

的外収集や利用を行わないことを明記し、個人情報の保護に関する事故防止努めています。個人

情報管理台帳で一元化し個人情報に関わる書類は鍵の掛かる場所に必ず保管をしています。パソ

コン等については、パスワードを設け、職員以外の不正アクセス防止に努めています。職員は守

秘義務を守り、また施設の外部においても具体的な個人情報を話さないようにしています。専門

学校等からの実習受け入れがあった際は、利用者の個人情報保護の観点から守秘義務について説

明し誓約書を取っています。個人情報の廃棄については、印字データはシュレッダー処理、電子

データはデータ消去を行っています。 

② 個別支援計画作成時における面接や毎朝の利用者との朝礼、各フロアに提案箱の活用を通して、

利用者一人ひとりの意見の把握に努めています。また、職員は日々のサービス支援の中で話をし

やすい雰囲気作りを心がけ、利用者が自由に意見を言いやすいようにしています。利用者から出

された意見は個別支援計画に反映し、サービス支援につなげています。利用者の食事改善の意見

に配慮し、本年度 4月より委託業者を変更しています。美味しい食事の提供に向けた改善に取り

組んでいます。 

③ 接遇マニュアルを各フロアの介護員室に設置しています。毎朝の介護職員のミーティングでは接

し方や呼称、言葉や行動への注意を喚起しています。言動に問題を感じた際には、職員同士で注

意を行なっています。人材育成委員会や個別支援委員会では、個人情報に対する守秘義務、言葉

づかいや振る舞いについて、その都度、確認し改めるよう努めています。 

④ 施設の理念に「ご利用者様の幸福の追求」を掲げ、利用者の生命、自由、プライバシー、個々の

人格権を守ることを明記し職員に周知しています。虐待に関する職員アンケートを実施し注意を

喚起しています。職員は日常のサービス支援のなかで不適切な言葉遣い等をチェックし職員相互

に指摘しあうようにしています。毎年人権研修を実施し、虐待防止法制のポイント等について説

明し職員に周知しています。また、平成 27 年度は、関東地区救護施設協議会主催の「利用者の

人権尊重、虐待について」を受講し研修成果を回覧し全職員に周知しています。 

① 家族については基本的には保護の実施機関のケースワーカーを介して個別対応を行っています。

家族と円滑な関係にある利用者については、体調不良による入退院はじめ、日頃の生活状況を必

要に応じて連絡しています。1～2 割の家族とは面談し、支援の内容や救護施設の役割等を説明

しています。年 1回発行の広報紙「清明の郷ふれあいだより」を家族に送付し、利用者の施設に

おける生活状況について連絡しています。 

② 利用者の帰省や外泊については、本人又は家族から申し出がある時は双方の日程調整をしていま

す。保護の実施機関のケースワーカーや医師に利用者の健康状態等を報告し、必要とする服薬等

の確認を行っています。利用者・家族に帰省・外泊中に注意してもらいたいことなどを伝えてい

ます。実施できるのは本人と家族の関係性が維持されている１割程度の家族です。 

 

Ⅱ-6プライバシーの保護・人権の擁護    

Ⅱ-7施設と利用者家族等との連携    
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Ⅲ 地域支援機能 

① 区内の自立支援協議会に参加し、救護施設はどのような役割や活動をしているかを説明したり、

地域ニーズの把握に努めたりしています。地域住民と施設の双互理解を目的に、地域連絡会への

参加やフリーマーケットなど地域イベントに積極的に参加し地域交流を図っています。 

② 依頼に応じて、施設見学会の開催等のニーズに応えています。地域で生活保護受給者をはじめ生

活困窮者等の受け入れ依頼があった際は、緊急一時保護の一環として生活の場を提供しています。

地域の生活困窮者の相談に応じ、また、地域住民と連携し地域のゴミ拾い等の活動を通して、顔

の見える関係作りに努めています。 

Ⅲ-1地域ニーズに応じたサービスの提供    
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Ⅳ 地域に開かれた運営 

① 毎年秋に施設行事のふれあい祭りを開催しています。地域ボランティアの協力を呼びかけ模擬店

やフリーマーケットを開催します。平成 28年度は 18名の地域ボランティアが参加し、小・中学

校の生徒による和太鼓、吹奏楽の演奏等が披露され、200名程度の地域住民が会場に訪れました。

また、フリーマーケットの場所を提供する等地域住民の依頼に応じ施設資源の提供を行っていま

す。地域との災害時の応援協力協定を締結し、地域の特別避難場所の指定を受けるなど地域連携

を推進しています。 

② 地域における施設への理解促進に努めています。地域貢献と地域の施設への理解を得ることを目

的に清明の郷地域お掃除隊を編成し、利用者が参加し地域の公園周辺のゴミ拾いを週 1回行って

います。利用者は地域主催の盆踊りや地域のサロン等に積極的に参加し地域住民との交流を図り、

また、年 2回、彼岸・お盆の時期には、横浜市納骨堂への供養を実施するなど長年培われた地域

との関係維持継続に向けて積極的に地域行事に参加しています。 

① ホームページに施設の理念や経営方針、施設運営の目的等を掲載し、サービス内容や入所までの

流れ等について明記し地域への情報提供に努めています。また、年 1回広報紙「清明の郷ふれあ

いだたより」を発行し、地域の関係機関や小学校等に配付し施設の活動の紹介に努めています。

区の自立支援協議会で施設の活動について地域の関連機関に説明し理解を得ています。地域の中

学生のインタビューに応じで施設の紹介をしたり、施設の入り口の地域の人たちの目に留まりや

すい所に掲示版を設置し、施設の情報だけでなく地域からの情報を掲示したりしています。 

② パンフレットに、利用に関する相談の連絡について明記しています。月に 10 件程度の見学や入

所に関する問い合わせがあり対応に努めています。区の福祉保健センター等の実施機関と日程調

整を行い、見学者を受け入れています。見学に際しては利用者プライバシーの保護には特に注意

し、部屋を見学するさいは必ず本人の許可を得ています。 

① ボランティア受け入れ規程を作成し、ボランティア受け入れに際しボランティアに期待する支援

内容等について記述しています。施設が主催する秋のふれあい祭りには地域ボランティアを募集

し町内会等の支援を受けています。夏の納涼大会は 20 名程度の福祉専門学校のボランティアが

活動しています。インターンシップの一環としての施設での福祉の現場で学ぶ機会を提供してい

ます。ています。将棋、華道、歌謡、書道、茶道、陶芸の各クラブは、平成 27年度には延べ 60

人のボランティア講師が定期的に施設を訪問し利用者を指導しています。 

② 実習生指導マニュアルを作成し排泄や入浴支援等におけるプライバシー保護について明記して

います。実習生受け入れ時に個人情報保護に関する誓約書をとり、また、オリエンテーションで

マニュアルを用いて受け入れ方針や朝夕の挨拶や礼儀、利用者への人権、プライバシー保護につ

いて周知しています。毎年福祉専門学校から 30～40 名の実習生を受け入れ、実習生指導プログ

ラムに沿って生活保護法を根拠とする施設のサービスについて時間をかけて指導しています。 

 

Ⅳ-1施設の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ    

Ⅳ-2サービス内容等に関する情報提供    

Ⅳ-3福祉に関する普及・啓発・ボランティア活動等の促進    
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Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

① 人材構成については国基準を上回る横浜市基準の構成になっています。採用に際しては施設の利

用者支援の特性から対人サービスを好きになれる人であることを大切にしています。人材育成委

員会を立ち上げ、計画的に人材育成を推進しています。目標支援制度を実施し、階層別に職務に

応じて職員一人ひとりの目標管理を行っています。年度始めに個人の目標シートを作成し、年 2

回の上司による面接を行い、自己と上司による目標の達成度を評価し、人事考課制度につなげて

います。 

② 人材育成委員会が中心となり入社時研修を年 2回実施し、法人の目指す人材像や倫理等について

周知し、また、入職者のサービス支援に関する技術向上に向けて育成を図っています。また、職

員に対し、感染症予防や虐待防止についてＤＶＤ等を用いた研修を実施し意識の徹底を図ってい

ます。関東地区内の救護施設が一同に介する研究協議大会や救護施設職員研修会に積極的に参加

しています。人材育成委員会を 2ヶ月に一度開催し一人ひとりの人材育成に関する意見交換や今

後の職員の育成について検討しています。 

① 目標支援制度により、個々の職員の支援技術についての評価を定期的に行なっています。各委員

会をはじめフロア別会議において利用者個別支援や感染症対策、技術の習得、職員育成に向けた

討議の場を設けています。そうした業務や活動を通して職員一人ひとりのスキルアップに繋げて

います。区保護課ケースワーカーや医師に相談し助言や指示を受けています。虐待研修では外部

講師を依頼し研修会を実施し、職員に人権擁護意識の徹底を図っています。経営的な視点からは

コンサルタントによる経営診断やアドバイスを受けています。 

② 感染症や健康管理、服薬マニュアルなどは、流行の季節到来前に見直しを行い対応の確認をして

います。個別支援計画は利用者の希望を反映し、年 1回の見直しを行い、支援に必要な情報につ

いて職員間の情報共有を図っています。毎月の役職者会議、部署別会議をはじめ毎朝の全体申送

りと各フロアでの小ミーティングを通して伝達事項の確認を行い、職員間の支援の一貫性の確保

に努めています。 

① 各部署の一年間をとおしての就業計画を作成しており、それを基本にして個人の目標設定を行な

っています。上司と職員本人が面談し、経験・能力や習熟度に応じた役割を本人の期待水準とし

て明文化しています。管理規定に職員の職務内容を規定し役割を明確にしています。各委員会活

動やフロア会議、給食会議、指導員会議等を通して、日常的に提案や意見を発表する機会を設け

ています。2年目の先輩職員が新人の OJT担当として指導に当たり、フロア主任が達成状況を評

価する仕組みがあります。技術や経験の少ない職員も人材育成の中心者として自身のスキルアッ

プを図っています。人材配置に柔軟な体制づくりを行い、モチベーションの維持・向上に努めて

います。 

Ⅴ-1職員の人材育成    

Ⅴ-2職員の援助技術の向上・一貫性    

Ⅴ-3職員のモチベーション維持    
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Ⅵ 経営管理 

① 就業規則を基本に施設職員として守るべき規範について周知徹底しています。法人の経営状況や

今後の経営方針について 2ヶ月ごとに実施している入所施設長会議で施設長が確認し、1ヶ月ご

とに開催の清明の郷役職者会議で周知しています。ホームページに法人の基本理念や定款、個人

情報保護方針を掲載し、また、年度ごとの決算報告、現況報告を開示しています。市内の更生施

設等の生活保護施設と連携し、また、関東地区救護施設協議会研修会に参加し、救護施設のある

べき姿や人権尊重、虐待防止等に関する情報収集に努めています。 

② 空調・節電マニュアルを作成しています。緑化推進の一環として、ゴーヤ栽培による日よけ作り

を行っています。エアコンや部屋の暖房、夜中の消灯等をきめ細かくチェックし、また、用紙の

裏面使用の節約を図るなど省力化に努めています。経営コンサルティング会社と契約し、半年ご

とに水道水の節減対策等施設運営の省力化に対する評価を実施し施設運営に取り入れています。 

① 施設長は、日ごろより朝礼等を通して利用者の意見を聞く機会を設けています。また、利用者に

積極的に声をかけ利用者が話をしやすい雰囲気づくりに努めています。職員の顔と名前が一致し

ないという利用者の要望を聞き、速やかに対応し職員の写真と氏名を掲示したことがあります。

各フロアに提案箱を設置しいつでも利用者の意見・要望を聞くようにしています。食事のごはん

とパンの選択など利用者の意見を取り入れて実施しました。 

② 生活指導員、介護職員が施設の代表として利用者に接し利用者の意見・要望を把握しています。

必要に応じ施設長が利用者と面談し問題解決にあたっています。施設長が利用者と面談し、利用

者の意見・要望を聞いた事例が詳細に記録されています。施設長は毎月の役職者会議で利用者支

援の状況を確認し、各種委員会の年間活動計画の成果を評価し事業計画の重点課題の進捗状況等

について職員間の情報共有をはかり、職員全体会議で職員への周知を図っています。 

③ スーパーバイザーとしての主任クラスの育成を図っています。短期・中期事業計画を軸に職員の

各部署の目標、個人目標を設定し、その実現に向けて業務に取り組む中で、リーダー育成を図っ

ています。また、法人内介護主任研修を実施し、横浜市保護施設職員研修会リーダー向け研修会

を受講し生活困窮者の自立支援に関する情報入手に努めるなど、施設内スーパビジョン体制の強

化を図っています。 

① 近年の救護施設の課題としての居宅訓練事業、救護施設一時入所事業等制度化されている事業に

加え、生活困窮者支援、地域貢献等の課題に対し運営面での具体的対策や取り組み、職員周知に

ついて、役職者会議で検討し各部門担当者を設置する等の対策を講じています。平成 28 年度事

業計画重点実施事項に居宅訓練事業平均利用率 100%を目指すことや生活困窮者への情報提供等

の課題を設定しています。活動の成果を評価し事業報告書に明記し各フロアに配付し、また、パ

ソコン上でいつでも確認できるようにし職員への周知を図っています。 

 

 

Ⅵ-1経営における社会的責任    

Ⅵ-2施設長のリーダーシップ・主任の役割等    

Ⅵ-3効率的な運営    
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② 平成 26年度から平成 28年度の短・中期施設運営事業計画を策定しています。計画には居宅訓練

事業等制度化されている事業の運営と生活困窮者支援、地域貢献支援、人材育成等の課題を明記

し、年度ごとの達成状況と今後の事業展開について記述しています。生活困窮者に対しては先ず

は就労支援の開始を実施することにしています。また、短・中期利用者支援に関する計画を明記

し、個別支援計画の充実、地域移行の推進等を明記しています。 
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利用者本人調査  

  調査概要 

  利用者本人調査は、10名(男性 6名、女性 4名)の利用者の方に対し 2名の調査員が 5名ずつ別

室に分かれてヒアリング実施しました。利用者は 48歳から 74歳の平均年齢は 62.6歳でした。入

所年数は 10年以上の利用者が 4名で 10年未満が 6名でした。ヒアリングは横浜市の所定の書式に

基づいて実施しました。 

 

  個別の設問・回答の分析 

≪入所時について≫ 

・10人中 8名は入所時の説明に満足していました。パンフレットを渡され、ケースワーカーに説明

を受け納得して入所したとの回答でした。 

・話は聞いたがわからなかったが 1名で、納得して入所したわけではないの回答が 1名でした。 

≪支援計画について≫ 

・8名は支援計画についての職員の説明に納得していました。2名の職員と年 2回 3名で話し合った

と明確に回答した利用者がいました。2名は支援計画の意味がよく分からないようでした。 

・6名は生活のリズムは自分に合っているとの回答でしたが、同室の利用者と意見が合わず生活のリ

ズムは良くない、朝早く起きるのがつらいとの回答でした。 

 

≪施設の快適さについて≫ 

・10名全員が居室は清潔だと回答でした。自分で掃除しているのできれいとの意見でした。同室の

人がいつも掃除してくれるのできれいになっているとの回答もありました。 

・食堂は 9名の利用者はいつも清潔だと思っているようです。利用者が交代で一日 3回掃除している

ので清潔だとの回答でした。1名は時々自分の席が汚れているので自分で拭いてきれいにしている。

清潔とは言えないとの回答でした。 

≪食事について≫ 

・食事はおいしいと 9名が答えています。最近おいしくなったという意見が複数名いました。 

・メニューについても 8名はいろいろ変化があり、健康のことも考えてくれているので満足している

との回答でした。2名はもっと麺類を出してほしいが聞いてくれないと不満のようでした。寿司や刺

身がなかなかでないとの意見もありました。 

・健康状態に合わせた食事については、8名は満足していますが、2名は尿酸値が高いのでおやつを

出してくれない、ブロッコリーをたべてはいけないといわれるなど不満のようでした。 

・食事のペースについては満足している回答でした。 

≪入浴について≫ 

・入浴時間について 7名は満足しているようですが、3名は混み合っているのでゆっくりできないの

でもっとゆったりと入りたいとの意見でした。 

・入浴回数については、6名は週 2回で満足しているとの回答でしたが、2名は週 3回入りたい、1

名は毎日入りたいの意見でした。 

・入浴時の職員の手伝いについては、5名はよく職員は支援してくれるとの意見でしたが、5名は自



救護施設 清明の郷 

21 

 

立しているので職員の対応についてはわからないの回答でした。 

≪食事・入浴以外の日常の支援について≫ 

・トイレ介助については、2名は満足の回答でしたが、1名はコールしても他の人の所はすぐ来てく

れるのに、自分のところはすぐに来てくれないと不満のようでした。7名は自立しているので職員の

対応についてはわからないの回答でした。 

・手伝ってほしい時に職員は手伝ってくれますかの質問に対しては、5名は満足している回答でした

が、2名はいつも忙しそうで職員に話ができないと不満のようでした。 

・職員の利用者への話し方の質問に対しては、7名はわかりやすく職員は話をしてくれるとの回答で

したが、3名は職員とはあまり話をしないのでわからないの回答でした。 

・職員は利用者の考えを聞いてくれますかの質問に足しては、7名はよく聞いてくれるとの回答でし

たが、3名は相手の気持ちを職員は分かってくれないと不満の回答でした。 

・日中活動は楽しいですかの質問に対しては、9名は楽しいとの回答で、1名は以前手提げ袋を日中

活動でつくっていたが、今はないので不満とのことでした。 

≪余暇内容について≫ 

・レクリエーションは楽しいですかの質問に対しては、10名全員が楽しいとの回答でした。手芸や

カラオケ、生け花等の趣味活動など多彩なクラブ活動を楽しんでいるようでした。 

・自由時間の過ごし方については、10名が楽しく過ごしているとの回答でした。テレビを見て過ご

すことが多いようですが、本、新聞、雑誌を読む利用者も多いようです。 

・外出に関する質問に対しては、7名は買い物などいつでも外出できるとの回答ですが、2名は職員

に外出したいと言いづらいと思っていて不満に感じているようでした。 

・服装など職員がみてくれますかの質問には、1名のみは職員は本人任せで気にもしていないとやや

不満な意見でした。 

・小遣いの範囲での買い物については、9名は現状に満足しているようでしたが、1 名は月 7千円の

小遣いでは足りないとの発言でした。また、全員が自分の所持金の範囲であれば自由に使えるとの回

答でした。 

・ボランティアについての質問に対しては、7名はカラオケの時などボランティアと話をするのが楽

しいとの回答でしたが、3名は最近ボランティアの数が少なくなり、話もできなくなったと不満のよ

うでした。 

≪健康について≫ 

・職員はあなたの体の調子に気をかけてくれますかの質問に対しては、7名は満足の回答でしたが、

1名が体の調子が悪いと相談しても、看護師に自分で治しなさいと言われると不満のようでした。 

・病気やケガの対応については、7名は満足の回答でしたが、1名は言わないとなにもやってくれな

いと不満顔でした。 

 

≪社会復帰について≫ 

・社会復帰訓練は十分ですかの質問に対しては、満足しているとの回答は 5 名のみでした。残りは、

訓練しなくても良い、訓練のことは考えていない、退所の意識はないとの回答でした。満足の回答に

は、体験宿泊を予定しているとの話しもありました。 

≪苦情対応について≫ 

・嫌な思いについて職員に気軽に話ができますかの質問に対しては、満足の回答者は 4名で、5名は

気軽に話はしづらいの回答でした。職員に言いにくい、たまに嫌なことがあっても職員には相談しな

いの発言がありました。 
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・職員は相談にしっかり応えてくれますかの質問に対しては、5名は満足の回答でしたが、4名は応

えてくれないとの回答でした。同室の人が嫌な人だと訴えたのに何もしてくれなかったの意見があり

ました。 

・第三者の相談できる人を知っていますかの質問に対しては、知っているとの回答は 4名で、デイケ

アの職員や友達に相談するとの回答でした。他の意見としては第三者委員のことは聞いたことがない

との意見があり、利用者の関心は低いようでした。 

≪プライバシー保護・人権擁護について≫ 

・プライバシーの配慮についての質問については、6名はプライバシーについて問題と思ったことは

ない、気にしない、不満はないとの回答でしたが、4名は二人部屋でいつも見られているのが気にな

るとの回答でした。 

・自分は大切にされていると思いますかの質問に対しては、6名は大切にされているとの回答で、2

名は感じていないとの回答でした。気を使ってくれるので大切にされていると思うとの意見があり、

一人の人間として大切にされているとはとても思えないという意見がありました。 

≪職員の対応について≫ 

・職員の対応については、9名が優しく丁寧であると回答しています。1名は人によって違う、丁寧

でない職員もいるとの回答でした。 

・どの職員も同じように手伝ってくれますかの質問に対しては、6名は満足の回答ですが、3名は不

満足の回答でした。職員によって全く変わるとの意見でした。 

・職員の言葉遣いについては、9名が丁寧であるとの回答でした。1 名は「ちゃん」で呼ばれること

を気にしている発言でした。 

≪施設の満足度について≫ 

・ここでの生活に満足していますかの質問に対しては、10名全員が満足していると回答しています。

どちらかといえば満足、普通と思うが不満ではないが 1名ずついました。 

≪施設への要望などはありますか≫ 

以下の意見がありました。 

・ここを出ていきたくない 

・ここで生活できることがうれしい 

・人間関係に悩むことが多いが、何とか工夫している 

・買い物外出に連れて行って欲しい 

・食事の味付けが薄い、もっと考えて欲しい 

・口喧嘩が多いので喧嘩しないようになんとかしてほしい 

・将来どうなるのが心配している 

・テレビの音を小さくしてほしい 

・悩みを聞いてくれる相談室があるとよい 

・早く自立したい 
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　家族アンケート結果

　 アンケートの概要

１．調査対象

アンケート調査が可能な利用者家族等を対象にアンケート調査を実施しました。

２．調査方法

３．アンケート発送数等

通 通

４．全体をとおして

　利用者191名の中でアンケート調査が可能な家族等35件を対象に調査をしました。その結果
60％の回収を得ることができました。回答者の構成は性別の回答では半々でした。また、入所
期間では10年以上の入所者が43％を占めています。

　その回答者は「施設を総合的に評価」して、67％が「満足」と答え、「どちらかといえば満
足」を含めると86％が満足している状況です。

　個別の項目で「満足」が高いのは「施設の快適さ（清潔さ、適切な温度など）」で57％であ
り、続いて「職員の対応（優しく丁寧な対応など）」52％となっています。
　その一方で、「満足」の低い項目は「自立に向けてのお手伝い」「入浴について」が共に
「満足」19％となっています。「不満」と回答したのは、お一人が「ご本人の様子に関する説
明や情報提供」「不満や要望を聴く体制と対応」に回答しています。

　自由記入欄には、感謝の意見と共に、職員の対応についての意見も寄せられています。

　「施設の理念や基本方針を知っているか」との質問に24％が知っている（「よく知ってい
る」5％、「まあ知っている」19％）と答えています。この知っている人の100％が共感（「共
感できる」「まあ共感できる」の合計）と答えています。
　今後に、施設の理念・基本方針の周知を進めることで共感者を増やし、利用者の家族と施設
が協力し合い、サービスの質の向上を行うことが期待されます。

アンケート用紙を施設より利用者家族等に配布しました。回答は無記名で、準備された返信
用封筒にて評価機関に直接送付して頂きました。

発送数： 35 返送数： 21 回収率： 60%
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■入所されているご本人についておたずねします。

性別

年齢

入所期間

■あなたご自身についておたずねします。ご本人から見た続柄は何ですか

■施設の基本理念や基本方針についておたずねします

■ここからは施設のサービス内容について、満足度をおたずねします

85～94歳 95歳以上

1 0 1 4

その他：

5

3～5年未満

0

その他：

その他：

その他：

その他：

配偶者 子ども 兄弟姉妹

4 3 11

男性

6

女性

6

0.0%

3ヶ月未満 3～6ヶ月未満 6ヶ月～1年未満 1～3年未満

2

その他

0

サービスの内容や費用に関する説明には
28.6% 28.6% 4.8%

問２ 入所した時の状況

施設に関する情報の得やすさについては

0

40～64歳

1 1 3

19.0%

4.8%

不満

14.3%

14.3%

その他

0.0%

満足
どちらかとい

えば満足
どちらかとい

えば不満 不満

38.1% 28.6% 4.8%

甥・姪

0.0% 0.0%

共感
できる

まあ共感
できる

どちらとも
いえない

あまり共感
できない

共感
できない

40.0% 60.0% 0.0%

自立に向けてのお手伝いについては
19.0% 23.8% 9.5% 0.0% 0.0%

ご本人の様子に関する説明や情報提供については
33.3% 42.9%

問３ 施設と家族との連携について

9.5%

付問１（よく知っている、まあ知っている、
　　　　とお答えの方へ）

問１　あなたは、施設の基本理念や基本方針を
　　　ご存知ですか

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

4.8%

満足
どちらかとい

えば満足
どちらかとい

えば不満

わから
ない

9

10年以上

1

7～10年未満

わから
ない

23.8%

あまり知
らない

まったく
知らない

どちらとも
いえない

4.8% 4.8%

よく知っ
ている

まあ知っ
ている

38.1%

無回答

無回答

9

無回答

15

無回答

0

無回答

1

1

5～7年未満

65～74歳 75～84歳

9.5%

0.0%

0.0%

0.0%

その他

無回答

19.0%

無回答

0.0%

23.8%

9.5%

無回答

23.8%

14.3%
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※ １.満足　２.どちらかといえば満足　３.どちらかといえば不満　４.不満　５.わからない　６.無回答

無回答

総合満足度は
66.7%

問８ 施設を総合的に評価すると、どの程度満足していますか 満足

14.3%

わから
ない

19.0% 0.0% 0.0% 4.8%

不満
わから
ない

どちらかとい
えば満足

どちらかとい
えば不満

4.8%

問６ 職員の対応について 満足

不満や要望を聞く体制と対応については
（気軽に言えるか、しっかりと対応してくれるかな
ど）

42.9% 19.0% 0.0% 4.8%

ご本人のプライバシーへの配慮について
42.9% 0.0% 4.8%

19.0% 23.8% 4.8%

その他

4.8%

9.5%

14.3%

0.0% 4.8%

0.0% 4.8%入浴については
（頻度や対応など総合的に）

問５ 施設空間の快適さについて

施設の快適さについて
（清潔さ、適切な温度や明るさなど）

57.1% 23.8% 4.8%

満足
どちらかとい

えば満足
どちらかとい

えば不満

28.6%

0.0% 0.0%

不満
どちらかとい

えば満足
どちらかとい

えば不満

4.8%

不満 その他

その他

0.0%0.0%

38.1% 0.0%

問４ 日常のサービス内容について 満足

食事について
（内容や対応など総合的に）

23.8% 19.0% 4.8%

どちらかとい
えば満足

どちらかとい
えば不満

ご本人の体調への日常的な配慮について
33.3%

42.9% 0.0%

9.5%
その他：

わから
ない

わから
ない

19.0%

33.3%

38.1%

職員の対応については
（優しく丁寧な対応など）

52.4%

その他：

その他：

その他：
0.0% 0.0%

不満

その他：

その他：

その他：

その他：

14.3%

0.0%

0.0%

無回答

0.0%

無回答

14.3%

14.3%

14.3%

無回答
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事業者コメント  

 

記 入 日：2017年 3月 17日 

 

事業者名：救護施設 清明の郷 

 

 

はじめに、今回評価依頼をさせて頂きました。株式会社フィールズ様におかれましては、お世

話になりました。また、有難うございました。 

清明の郷としては、今回 2回目の第三者評価の受審となりました。 

初めての評価結果時に高い水準を頂いた項目、また低い水準を頂きました項目と、改善点の確

認ができたことからも、この度、2 回目の受審にあたり、今日まで施設運営の見直しと改善に取

り組み努めてまいりました。 

前回に比べて、高い水準を頂いた項目が増えたことにより、大きく努力してきた成果がでたと

思っております。しかし、その反対に前回の水準より下がった項目があったのも事実です。 

この度の評価により、改めて見えてきた課題につきましても真摯に受け止め、職員共々、救護

施設としての質の高い利用者支援、生活困窮者支援、地域貢献、人材育成にと、謙虚な姿勢で邁

進してまいります。 

また、法人理念にもあります、『福祉の追求』により一層、応えていけるよう、一人ひとりを大

切にしながら努めてまいります。 

最後に、この度の第三者評価受審に伴い、ご協力頂きました皆様に心から感謝を申し上げます。

本当にありがとうございました。 

 



株式会社フィールズ 

〒251-0024 藤沢市鵠沼橘1-2-7 湘南リハウスビル4F 

TEL：0466-29-9430 FAX：0466-29-2323 


