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平成 30年度
顧客満足アンケート
～集計結果のご報告

介護福祉士実務者研修

編集後記

日介ケアセンター本木

日介センター杉並

株式会社 日本介護センター
平成31年  春号

平成 31年 3月 16日：全理連ビル、3月 22日：足立区勤労福祉会館において、
支店・施設の社員 201 名が出席する中、平成 30 年度の社員総会が開催され
ました。初めに藤本代表取締役会長、宮嵜代表取締役社長より、「日本介護
センターは日本一の山、富士山に登ろう、登録ヘルパーを含め全社員でスク
ラムを組んで頑張ろうと介護保険制度に参入した創設時の決意、介護保険制
度発足当時の会社の 8割は姿を消しているという現状で中小企業として生き
残らなければならない。また新しい年号に変わるということで応援者でもあ
る日本介護センターの株主様とともに、より一層の団結と知恵を出し合いな
がら前進していきたい。一番の課題でもある人手不足は現場の苦労を考える
と、胸が締め付けられる思いだが、具体策を考えながら改善していきたい」
とのお話がありました。
続いて山田取締役部長より、平成 30年度の事業報告と、平成 31年度の事
業計画が示されました。平成 31年度の品質目標は、
①各地域の保険者との連携に力を入れ、法令を遵守した業務を展開する。
②介護保険事業の改善及び介護保険外の事業運営を拡大し、経営基盤を

安定・強化する。
の 2点とし、目標達成に向けて社員一同決意を新たにしました。その後、支
店・施設での事例・改善策、工夫した取り組み等について足立・蒲田・目黒・
高円寺・本木より発表があり、盛会裏に総会を終了しました。
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う事です。しかしながら、特別意識し過
ぎないようにしています。ご利用者にサー
ビスの提供を行うことそのものに違いはあ
りません。ただ、いつ緊急コールがあっ
てもいい様に常にご利用者の最新情報
を把握して、対応できるようにしています」
とお話し下さいました。
　このように島根支店ではご利用者
が安心して在宅生活を送れるよう、サポートしています。

　　　　　　日介センター島根
　　～定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護事業所との連携型）

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、介護保険の要
介護１以上の認定を受けたご利用者に、訪問介護と訪問看
護が密接に連携しながら定期巡回と随時対応を行い在宅生
活を支えるサービスです。現在、日介センターの中では島
根支店でのみ行っています。島根支店で４年目の杉田ヘル
パーに定期巡回サービスについてお話を伺いました。
　「訪問介護と定期巡回の違いは２つ。①定期巡回は短時間の
身体介護が中心のサービスのためサービス提供時間が短い。②
緊急コールがあった時、随時対応でお伺いする場合がある。とい

平成30年度 顧客満足アンケート　～集計結果のご報告

「不満」のコメント
・時間が決まっているので要望を言うのは無茶。
・いつも同じ事ばかりでつまらない。
・担当者不在の時、再度連絡をしなければいけない。

当社ではサービスに対する満足度を把握するために毎年ご利
用者に対してアンケートを実施しております。ご利用者・ご家族
の皆様にはお忙しい中ご協力いただき、心より御礼申し上げます。
回収率は昨年と比べて少し増えております。「満足（はい）」と

ご回答の方が若干減り、「どちらとも言えない」とご回答の方が
若干増える結果となりましたが、それでも各設問で90％前後の
「満足（はい）」のご回答をいただけました。コメントのご記入は
回収数の内、半数以上の方からいただきました。集計結果といた
だいたコメントの一部を以下に掲載します。

また、ご要望に関しては「遠慮してしまい言いづらい。」と
いったコメントもあり、施設では「もう少し長く入浴したい。」、
「カラオケや習字の時間がもっとほしい。」等がご要望として
挙げられておりました。
皆様からいただきました貴重なご意見を基に、今後もサービスの向上に努めて参ります。

顧客満足アンケート集計結果
①実施対象
　当社介護保険サービスのご利用者
　（平成30年 8月実績）
②実施期間
　平成30年 9月1日から11月 30日
③回収数
　880件

平成30年度顧客満足アンケート
～集計結果のご報告～

サ ー ビ ス 紹 介

問1　社員の言葉遣いや
　　　対応はいかがですか？

満足……828件
不満………6件

どちらとも言えない…42件
無回答………4件

満足 　94.1％

問2　相談や要望を
　　　言いやすいですか？

満足……810件
不満…… 11件

どちらとも言えない…52件
無回答…… 7件

はい  92.0％

問3　現在のサービスに
　　　満足されていますか？

満足……789件
不満………8件

どちらとも言えない…73件
無回答……10件

満足　89.7％

「満足」のコメント
・親身になって、お話して下さいます。
・とても丁寧で分かり易い。そして性格的に明るい方なので満足しています。
・時折ご相談する事もあるのですが、いつも親身になって応対していただき有難く思っております。
・皆さんが明るい笑顔で対応してくださり、家族としても心から安心して送り出すことができています。
・いつもやさしい笑顔、やさしい言葉づかい、静かな話し方。1ケ月に1度お会いするのが楽しみです。
・短時間ですがお話が出来て嬉しいです。



レポート Report

日介センター杉並

杉並支店で移動支援サービスのご利
用者は10人です。その内小学生は 7
人です。今回はお2人のご家族に承諾
を得て、サービスの様子をお伝えいた
します。
お一人目のAくんは小学 6年生 12
歳の男の子です。送迎バスポイントか
らご自宅までの支援です。バスから降
りてきたAくんに挨拶をしてから手を
繋ぎ、送迎の先生から学校での様子を
伺います。ご自宅まで自動車や自転車
の通りが少ない道をAくんのペースで
ゆっくり歩いて帰ります。動物が大好

お子様たちの成長を間近で感じなが
ら、これからも移動支援『ちびっこ支援』
に取り組んでいきたいと思います。

きなAくんは犬や猫を見つけると、に
こにことかわいらしい笑顔で指をさし
てヘルパーにその存在を教えてくれま
す。いつも穏やかなAくんにヘルパー
もほっこりとした気持ちになります。
お二人目のBくんは小学 2年生 8歳
の男の子です。小学校から児童館まで
の支援です。小学校の下駄箱がスター
ト地点で、学校での様子を職員から伺
い、手をつないで車などに気を付けて
児童館まで歩きます。途中で車、家、
植物など、興味のあるものを見つける
ととても嬉しそうにヘルパーに笑いか
けてくれ、ジャンプをして喜びを表現
してくれます。児童館に着くと職員に
出迎えられ、大喜びで中に入っていき
ます。いつも元気いっぱいのBくんに、
ヘルパーも元気をいただいています。

日介ケアセンター本木のデイサービスでは、月に一度外出
しておいしいものを食べる外食レクと子どもたちと触れ合う
レクリエーションを行っています。
外食は心が弾むものですが、普段なかなかひとりでは出
かけることが難しく諦めている方も安心して参加できる機会
です。好きなものを注文し、皆さんとお話をしながらの楽し
いひと時は大変好評で、人気の高いレクリエーションのひと
つです。

子どもたちと触れ合う
レクでは近隣の保育園
や小学校に通っている
子どもたちが来てくれま
す。歌の披露やご利用
者への肩もみ、一緒にあ
やとりをすることもあり
ます。ご利用者の皆様よ
り子どもたちと触れ合う
事で多くの元気をもらえ
ているとのことでした。
今後も日介ケアセンター本木では皆様に喜んでいただけ
るようなレクリエーションを実施していきます。

月に一度のレクリエーション

施設・事業所紹介

日介ケアセンター本木

移動支援『ちびっこ支援』
に対する取り組みについて



【あい～と】の紹介
日介センター
代々木　TEL  03-5333-1390   渋谷区代々木1-16-6  代々木コパン3階
蒲　田　TEL  03-5732-0085   大田区多摩川1-1-10 ライオンズマンション森田多摩川201号
足　立　TEL  03-5839-8355   足立区西新井1-38-18 コーラルコート1階
足立東　TEL  03-5851-3520   足立区竹の塚5-1-14
足立西　TEL  03-5845-3700   足立区西綾瀬2-7-9 西綾瀬プラザ101
杉　並　TEL  03-5301-8651   杉並区大宮1-3-12 ギャレリア杉並203号室
吉祥寺　TEL  0422-70-6905   武蔵野市吉祥寺南町2-29-10 三成参番館4階
目　黒　TEL  03-5794-6080   目黒区祐天寺2-16-1 倉方ビル103
豊　島　TEL  03-5917-4009   豊島区長崎1-28-23 Muse西池袋201
高円寺　TEL  03-5335-7801   杉並区成田東5-39-12 グローリーハイツ南阿佐ヶ谷A101
島　根　TEL  03-5851-1511   足立区島根3-1-17 メゾンNAOI 1階
竹の塚　TEL  03-5851-3710   足立区竹の塚4-9-5 エーデルブルーメカワチ107号
永　福　TEL  03-6379-1919   杉並区永福4-2-10 CASAFIORITA101

日介ケアセンター
花　畑　TEL  03-5851-3373   足立区花畑6-16-1
本　木　TEL  03-5845-5700   足立区本木1-20-5
西新井　TEL  03-5888-6341   足立区梅島3-31-8 トラウムハイム1階
六　町　TEL  03-5831-6963   足立区南花畑3-33-1
島　根　TEL  03-5831-3511   足立区島根2-30-23 エーデルブルーメ島根2階
成田東　TEL  03-6383-6050   杉並区成田東5-34-16 サンヒルズ石田1階

　いよいよ新しい元号になります。新たな
はじまりに新しいことにチャレンジしてみ
てはいかがでしょうか。
　顧客満足アンケートにご回答いただきご
利用者の皆さまに心から感謝申し上げま
す。
　次号は2019年 7月 20日発行です。

編集責任者 ：（株）日本介護センター企画課
制作協力：（株）ミズ総合企画

発行日：2019 年 4月 20日

●研修会場
　渋谷区代々木 1-30-6　代々木ユーアイビル 2階
　小田急線南新宿駅　徒歩 6分
　JR代々木駅西口・都営大江戸線代々木駅
　A1・A2出口より徒歩 2分

●受講スケジュール（介護過程Ⅲ6日間＋医療ケア 4日間）

※保有資格により開講期間が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい

●受講料 （テキスト代 13,824 円＋消費税込）

　介護職員の質の向上とキャリアアップをめざし、より実践的な知識と技術の習得を目的とし
ています。介護をする上で必要な介護過程の展開や認知症・医学知識や医療制度も医療的ケア
を通して学ぶことができます。介護福祉士をめざす上で、重要な資格となります。

コース 開講期間 
(無資格者の場合)

スクーリング日 医療的ケア 
（予備日含） 

第 1 回 
コース 

【日曜日】 

2019/5/1
　　～
2019/10/31

2019/9/15
　　～
2020/3/14

 
 

 

6/2
6/16
6/30

6/9
6/23
7/7

  
  

 

 7/14
7/21
7/28
8/4

 
 

第 2 回 
コース 

【日曜日】 

 

 

10/13
10/27
11/10

10/20
11/3
11/17

 
 
 

 11/24
12/1
12/8
12/15

 
 

無資格 143,424  円

89,424  円

67,824  円

46,224  円

 

初任者研修・ヘルパー2級   

ホームヘルパー1級   

介護職員基礎研修  

お申し込み・お問合せは

㈱日本介護センター教育事業課
TEL　03-5365-9821　Email　info3@nikkai-center.co.jp
URL　http://www.nikkai-center.co.jp/nkchome/education/index.html
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