第２節 自由意見への回答
法人全体で回収したアンケート 348 件のうち 148 件、42.5％の方から自由意見をいただきまし
た。そのほか、設問中の枝番号「その他」にも多くのご意見をいただきましたのでそのご意見も
合わせて以下に示します。ご意見等についてはすべて回答いたしましたが、同一趣旨と解される
ご意見等については重複記載を避けたケースもあります。
１

障害者施設自由意見への回答

ご家族ご意見等

回答

日常サービス内容について
献立につきましては、栄養面を考慮し 1 ヶ月
ごとの献立を作成しております。利用者の方
の、体調面の考慮、口腔内の状態、病状に合わ
1

食事に関して ちゃんとしてもらってい
ると思うが、具体的献立を知らない。

せ、利用者の方に合った食事の提供(きざみ食、
糖尿病食等)を行なっております。具体的な献
立内容につきましては、各ユニットや食堂前に
掲示しております。ご希望があれば、いつでも
ご覧頂けますし説明も行ないますので、ぜひお
知らせ下さい。
確かにそうすべきであると思われます。園で
は、週に 6 回ということで、日曜日は自由入浴
となっているのが現状です。自分で自由に入浴
出来ない方に関しては、この現状が納得出来な
い方もいらっしゃるのではないかと思われま

2

入浴に関して・・衛生面から毎日必要と
思う。

す。ただ、安全対策を考えますと、現状の職員
配置では、入浴を実施する事が不可能な点があ
ります。衛生面を考慮し、排泄・排便処理が不
十分であったりした場合等には、体を清潔に保
つためにも必ず入浴を実施しておりますので
ご安心下さい。毎日の入浴についても検討して
参ります。
4 つのユニットの各浴室にて、毎日の入浴は
もとより利用者の方一人ひとりの力に合わせ

3

入浴に関して
気をつけてもらっているが、具体的な介
助がわからない。

て支援を行なっています。単に入浴介助と言う
だけでなく、生活の一部として、入浴準備から
入浴、入浴後の洗濯等一連の流れの中で、自分
でできることは自分で、できないことを共に行
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なうという意識のもと、取り組んでおります。
プライバシーの保護はもちろんのこと、利用者
の方が、お風呂の中でゆったりとくつろげる場
としての配慮にも心がけております。
日々の体調は、気候が変更する等、体が敏感
に反応されるため、その都度プログラムの変更
4

年齢に応じた日中活動プログラムの実施
については、障害ゆえに日々体調に変化
があると思う。

は行っていますのでご安心下さい。また、職員
も利用者の方の様子を見ては、「こうしたらど
うだろう、こうしたらどんな反応が返ってくる
だろう等」確認しながら支援にあたっておりま
す。
一人ひとりに合った暮らしを支えることを
大切に、個別の支援計画のもと、全職員が意識
を統一し、利用者の方が充実した日々を過ごせ

5

年齢や障害に応じた日中プログラムの実

るよう取り組んでいるところです。施設内の作

施について

業、余暇活動にとどまらず、利用者の方のニー

具体的な細かい面での情報がほしい。

ズに合わせて、日中活動の場を選択できるよ
う、今後、具体的でわかりやすい個別支援計画
を作成し、保護者の方への説明を行なっていく
と共に、実行し振り返ることで、より一層サー
ビスの向上に努めていきたいと思います。
言葉のない方や自分での訴えが不可能な方、
言いたくても訴えられない方・我慢されている

6

体調に対する日常的な配慮については、
一人一人の変化を全職員は把握して欲し
い。

方等いらっしゃるかと思われます。おっしゃら
れるように職員がよく目を配り日々の変化に
対応することが必要だと思います。全職員が出
来る限り配慮に努めていきます。

7

預かり金の出納、使用状況の説明に関し
ては金額の大きい物については一応家族
に連絡が欲しいと思う。

家族との連絡体制を密にすると共に、家族の
方が来園された際には、金銭出納帳が見せられ
る状態であるようにしておきます。

その他ご意見
大変申し訳ございません。ご家族の方が、安
心して利用者の方々の生活を見守って頂ける
1

指導員として適切でない方もいる様で
す。

ように支援していきます。そのためにも、ご家
族の方との連絡・連携を密にして、利用者の
方々自身の生活がよりよいものとなるように
努めて参ります。
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その通りだと思います。人と接するというこ
とは、相手を受容する上で成り立つものだと思

2

福祉の仕事につくことは、すべての相手
に対して、よく傾聴して受け入れ、愛情
につきると思われる。

います。その上で相手と共に歩んでいくかが必
要不可欠だと考えます。ご意見を胸の中によく
刻み今後の支援に反映させて、利用者の方々と
のより良い関係作りに努めていきたいと思い
ます。また、利用者の方々お一人お一人のニー
ズに合わせた支援を心掛けます。
貴重なご意見有難うございました。当園でも
「希望便り」の発行を 2 ヶ月に１回実施してお
ります。2 ヶ月に１回ではありますが、その分、
内容を濃くして、充実感のある便りとなります

3

施設の新聞を出している施設もありま
す。その新聞を見ることによって行動と
行事とか皆の意見とかを知る事が出来ま
す。希望者に買ってもらうのです。他施
設の様子も知る事が出来ます。

よう努力している次第です。また、ひとつひと
つ手書きで愛情を込めて仕上げている事も特
徴のひとつです。皆様のもとへ届いた時に、読
みたくなるような「希望便り」となるように心
掛けています。「希望便り」を、購入していた
だくことは、現在考えておりませんが、ご家
族・他施設には送付し、地域の方にも目を通し
て頂きたく、どんぶり館や宇和のフジにも置い
ております。
行事等を含めた利用者の方々のあらゆる表

4

希望便りの御送付の際に個人情報をお願
いします。

情の変化を少しでもお届け出来るように「希望
便り」の作成に努めさせて頂きます。又、日頃
の生活の様子等連絡を密にして参ります。

5

これからもご家族のご期待に添えるように

満足感謝しております。

努力します。
こちらこそ今後ともよろしくお願い致しま

6

よろしくお願いします。

す。また、お気づきの点がございましたら何な
りと申して下さいませ。

7

これからもよろしくお願いします。

8

年をとって全部先生方にお任せしてすみ
ません。よろしくお願いします。

同上
希望便り・電話連絡等間接的ではあります
が、継続的に情報提供に努め、ご家族の方が満
足・安心して頂ける支援を目指していきます。
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暖かく見守って頂き、ありがとうございま

厳しい勤務条件のもとで、よく努力して

9

もらっていると思います。何よりも利用

す。

者を対等に大切に扱って下さっていると

法人の経営理念を支える 3 つの力である「顧

感じます。予算や法律の枠等もあるかと

客」
「職員」
「経営」のそれぞれの満足度を充実

思いますが、できるだけ職員を増やし、

していけるよう今後も取り組んでいきたいと

職員の生活を経済面でも保障して、それ

思います。

が利用者の支援に、これまで同様精神的
にも反映されることを願っています。
（こ
れは、施設への要望と言うよりは、貴社
会福祉会への要望です。
）
利用者ご意見等

回答
申し訳ございません。名前の記入等管理をさ
せて頂いているものの、共同生活の中で、他利
用者の方のタンス内に入ってしまっているこ

物がなくなるので、なくならないように
1

ともあると伺います。職員・洗濯班の方を含め
て細かくチェックをさせて頂いております。今

して欲しい。
（特に洗濯時）

後もそのようにしてまいりますのでご了承下
さい。また、出来る事なら、ご本人さんも洗濯
ネットを購入して頂く等、個人管理をして頂き
たくお願い申し上げます。
施設でも課題となることなのですが、現在作
業収入を出すことが難しい状況です。というの
も、出来上がるまでの工程の中で材料費等もか
かり、皆さんに工賃を支払いたくとも、赤字経
営となることを防ぐために出来ない状況で申

2

もっと自分にあった作業がしたい。今の

し訳ないばかりです。しかしながら、少しでも

作業に不満があるのではない。ここに来

還元出来る様に、作業の在り方を検討しなけれ

る前、家でラジオの組み立てをしていた

ばならない時に差し掛かっていると思います。

が、その仕事で収入があった。
（月 2,000

皆さんもどのような仕事があれば意欲が高ま

円）ここでも作業（仕事）をしたことで

るか等、沢山の意見をひまわり会という自治会

収入が欲しい。

を通じてどんどん出して頂ければ幸いです。
「自分にあった仕事がしたい」との要望に関し
ては、ご本人さん・職員を交えた話し合いが必
要です。「自分はこうしたい」等ご意見を訴え
て頂き、その上で、ご本人さんが納得のいく方
向へ近づけたらと思っています。
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同上

働いている（園内作業）のにお給料が少
3

ない。
（2,000 円）出来れば 5,000 円〜
10,000 円欲しい。
行事等皆と一緒にお酒を分かち合う事に関
して、今後も続けていきたいと思っています。
また、外食等園外での飲酒に関しても職員と話

4

お酒が飲みたい。晩御飯の時に少しだ

し合い、実施されることも良いと思われます。

け・・。

さらには、次の日の作業等に差し支えのないよ
うに、晩酌としてご本人さんのポケットマネー
より飲んで頂く事も構いません。担当職員と話
し合って下さい。
本来なら、皆さんの要望に応えていきたいの
ですが、経営上作業班として立ち上げるのは、

5

難しい状況です。
「ブロックを購入したい」と

ブロックの作業を復活させて欲しい。

言って下さる方がおられた場合には、作業の一
部としてブロック作りをしますが、作業班とし
ては出来ないことをご了承下さい。
職員の異動に関しては、確かに不安になられ
ることと思われます。異動は職員にとって他施
設・園に勤務する事で、視野を広げ沢山の事を
習得することへのプロセスとも考えられます。

6

職員の異動があり、信頼していた職員が

利用者の方を不安な気持ちにさせてしまうこ

いなくなり不安になる。

とは、申し訳ないに尽きるのですが、新たな出
会いとなることも考えてもらえれば幸いです。
そうした中で少しでもその不安な要素を小さ
くしていくように現在居る職員で対応してい
きますので何なりとご相談下さい。

7

家にちょっと帰りたい。

御家族の方とも連絡をとりながら、帰りたい
ときにできるだけ帰れるようにしていきます。
行き先や内容など希望を聞き、職員や旅行会

8

旅行に行きたい。

社などとも相談をしながら、楽しい旅行ができ
るよう計画を一緒にすすめていきます。
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２乳幼児施設自由意見への回答
ご家族自由意見等

回答

入園するとき
1

入園時見学受け入れについて・・・見学
できるのを知らなかった

見学は随時受け入れております。今後ＰＲに
努めます。

入園前の見学や説明など、園からの情報
2

提供について特別そのようなものは、な や情報提供を行っていますが、今後はさらに周
かった。

3

行政を介しての合同の説明会で、各園の説明
知徹底していきます。

園の目標や方針についての説明、よくわ
からない。

同様のご意見が多いため、繰り返し機会ある
ごとに伝えていく努力をしていきます。

入園前に行事に参加させていただいたの

年間を通して見学は受け入れていますので

で、子どもが入園を楽しみに待つことが いつでもご来園ください。
4

出来たし、スムーズになれることが出来
よかった。市営プールに何度も連れて行
っていただきとてもありがたい。

保育や行事の年間計画について
保護者同伴の行事がない方が良い。子供
1

と触れ合うのも大事だけど仕事を休んで
までしたくない。

できるだけ、保護者の皆様のご負担にならぬ
よう土曜日に行事を実施し、個別懇談・保育参
観など、いつ来て頂いてもよいように柔軟な対
応をして参ります。

小さい行事がたくさんあって忙しい感じ

子どもの実体験や人との関わりを大切にす

がする、数を減らしてもう少しのんびり る保育を実践する中で、様々な行事を行います
2

してはどうか。イベントがないと楽しめ が、年度初めの行事は見直していきます。
ない子どもになってもいけないし、廊下
を走るように移動する先生に話しかける
のも難しい。
昨年度６：０１で延長保育料を支払いま

延長保育の利用については顔見せ・入園式の

した。１分でも過ぎたら保育料がかかる 時にご案内しておりますが、利用される時には
という説明がみんなに必要だと思いま 資料等の確認をしていただきながら更に詳し
3

す。そのことを園にも伝えたのですが、 くお話をしています。６時を過ぎた時は公正を
説明の文書も話される場もありませんで 期する為、延長保育とさせていただきますが、
した。

このようなご意見を頂いたことを真摯に受け

AM7 時から園が受け入れ可能であること 止めご理解を頂くよう努めたいと思います。
は大変嬉しくありがたいことです。
4

クラスだよりなど、園での様子が楽しく

他園でも同じ状況だと思いますが、現状の保

見られてとても良いと思うが、高い保育 育園経営では、園便り・クラスだよりのカラー
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料を払っているのだから、園便り・クラ 印刷の要望について、対応できない状況です。
スだよりなどカラーにして欲しい。
日･祝日は職員不在で安全管理ができない
5

週末にも保育園を解放してほしい。

為、園庭を開放していませんのでご了承くださ
い。

子供の心のケア、カウンセリング等そう
6

保育士のなかにもカウンセリングの研修に

いう先生がいてくれたら保護者も安心で 取り組んで学んでいる者もおります。研修しや
きて子供にとっても安心して遊べる環境 すい体制づくりにも目をむけていきます。
になるのではないかなと思います。
児童の多さと園の広さが気になる。特に
年長にあがるにしたがって部屋が狭すぎ

7

る。ホール（発表会などをする）と部屋
とを別々にしてくれるとたくさんの保護
者が来られても落ち着いてみれるとおも
う。

各年齢一人当たりの必要な面積が決められ
ていて、ホールを保育室と共用することで、基
準が守られております。その為ホールと保育室
を別々にするというご要望にはお応えできま
せん。ご不便をおかけして申し訳ありませんが
ご理解いただきたく存じます。（うわまち南保
育園）
国の最低基準で保育士の人数は 0 歳児 3 人に
つき１人、1・2 歳児は 6 人につき１人、3 歳児
20 人につき１人、4・5 歳児 30 人につき１人と
定められており、又設備については、乳幼児（ほ
ふくしない）１人につき 0.65 ㎡、乳幼児（ほ
ふくする）2 歳未満児 1 人につき 3.3 ㎡、満 2

8

人数が多いので室内がもう少し広ければ
よい。

歳以上児は１人に 1.98 ㎡、3 歳児以上は 1.98
㎡となっています。法人では基準以上を配置・
確保しています。しかしながら、保護者の皆様
には保育士のより多い配置を望まれているこ
とは十分に理解しております。私どもも全国保
育協議会を通して最低基準の見直し・保育士の
増員を署名等で、毎年国に対して働きかけてい
るところですが、保護者の皆様にも今後ともご
協力・ご支援を宜しくお願いいたします。

9
10

園庭がもう少し広ければよいと思いま
す。
1 クラスの人数が多いため、教室が少し

同上

狭いのではないかと感じる。
年長、年中児はある程度自分の事、お友

11

同上

だちとの事、身の回りの事が手がかから
ないけど、トラブルがあったり、長時間
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同上

の保育園生活で甘えたい時などに先生の
数が少ないため、気持ちを受け止めても
らえる場がないようなので、出来れば、
子どもの数にかかわらず、年長、年中に
もクラス一人は先生がついてもらえたら
と思います。
どの福祉施設も同様だとおもいますが、
12

同上

職員の増員が、利用者にとっても、最も
ありがたいのではと感じています。
西予市等の人件費などの問題もあるかと

13

同上

思いますが子どもたちの人数に対する先
生の人数を増やして頂きたいです。
より子供に関わっていただける保育だと

同上

ありがたいと思うのですが、保育士さん
14

の人数もぎりぎりのような状況ですと、
休みをとることもあるわけですから、充
実した園生活は難しいのだろうかと思わ
れます。

15
16

もう少し保育士さんの人数が増えたらよ

同上

いだろうと思います。
年少、年中、年長のクラスの先生を増や

同上

すともっと目が行き届くのではないか？
子供が大きくなるにつれ、自立して先生

同上

よりお友達同士のつながりが多くなる環
17

境で、フリーの先生がいてくれたらなと
思うことがあります。できれば各クラス
１人。
年の途中で園児が増え、先生が足りなく

18

同上

ならないよう、できるだけ多くの先生に
いてほしい。
各クラスの人数で職員人数が決まってい

同上

るそうですが 0〜1 歳児のクラスは登園
19

時に見ていると人数が足りていないよう
に思います。事故が起こってからでは遅
いと思うので考えてほしいです。
人数的には少ないのかもしれないが、2

20

クラス一人で受け持つと目がいきとどか
ないのではないかと思う。
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同上

南保育園で実施されている「自園型病後
21

法人独自では実施することが困難であり西

児保育事業」を他園でも実施していただ 予市の担当者にご意見をお伝えしました。
くよう検討してほしい。
子どもが病気になった場合すぐ、迎えに

同上

いけないし、病気をした翌日は見て欲し
22

い。１つの園で病後児保育をしても意味
がない。するなら全ての園で実行して欲
しい。

23

24

病後時保育ももっと広く実施してほしい

同上

同じ保育料なのに土曜保育など全く時間

同上

が違うのは納得がいかない。
同じ料金体制であるなら、同じサービス
であるべきである。

25

小学校低学年の間など、下校後の保育を

同上

してもらえると嬉しいです。
現在は南、東、宇和保育園の 3 園が土曜保育

26

土曜保育（一日）にしてほしい。仕事を をしております。他の保育園でもご希望に添い
しているので・・・。

たいとは思いますが、今のところ難しいのが現
状です。

27

土曜日も一日保育だと助かります。

同上

仕事をしていますが、子どもの行事には

年間の主な行事は、保護者会役員会の承認後

出席したいと思いますが、日時等の連絡 年度当初に文書でお知らせしています。尚、変
が遅いこともあり、職場に迷惑をかけて 更があった場合は迅速に対応致します。保護者
28

しまうことがあります。10 月なら 9 月半 参加・協力が必要なことに関しては、前月中旬
ばまでに連絡はしてほしいです。あと、 で掲示板にお知らせすると共に園だよりでも
土曜保育のない日もなるべく早くお願い お知らせしています。
したいです。

29
30

園行事はできるだけ早く教えて欲しい

同上

行事など日程が早くわかるとありがた

同上

い。
参観日など、保護者が園へ行く機会(特に

31

保育園に関心を持っていただき感謝してお

働いている場合)を多く持ってほしい。 ります。勤務の体制上休みにくい家庭もあるよ
(土曜日がいい) 子どもは喜んで園へ行 うです。参観日の回数や期間など配慮して計画
っているようでありがたい。

を立てたいと思います。

園での子どもの様子や保育士の対応を観
32

る機会がほしいし、必要だと感じる。開
かれた保育園にするのなら当然のことと
思う。

64

同上

日常の保育内容について
その都度、傷んだ本の修理をします。尚、ブ
1

絵本等の破損がはげしい。財政難ではあ ックシートを貼るなど工夫をし、物を大切に扱
ろうが、もう少し予算を充ててほしい。

いたいと思います。また、絵本も増やし、充実
を図ります。

父の日母の日にプレゼントを作った

法人運営の 7 園はご賢察のとおり、子どもの

り・・というのは、どこの園もないので 家庭環境に配慮しております。
2

しょうか？父子家庭、母子家庭が多くな
ったから、その家庭に配慮してのことな
のでしょうか？
クラスの活動や遊び、戸外遊びを十分し

保育参観、個別懇談等で、実際に子どもの様

ているか、園の教材やおもちゃ、友達や 子を目で見てもらう機会を増やすようにして
3

保育者とのかかわり、健康づくりへの取 いきます。いつこられても良いように柔軟に対
り組み、午睡や休憩の状況等についてよ 応しております。
くわからない。
保育園での生活によって家庭では体験で

ありがたいお言葉に感謝します。担任が替る

きない集団生活や自然の中での遊びやル 時はノートに記入されていることにも配慮で
ール、友だちとの付き合い方などたくさ きるようにしたいと思います。尚保育士の中に
ん学ぶことが多く、日々成長を感じ、園 もカウンセリングの研修に取り組んで学んで
にも先生方にも感謝しています。子供の いる者もおります。今後も研修を続けていきた
成長と共に、親も一緒に学ばせてもらっ いと思います。
ているので時々不安になったり、悩んだ
4

りするときがあります。特に４月の進級
の頃、子供も親も不安になることがあり
ます。先生によって考え方が違っていた
り、子供や保護者への対応が変わってた
りするので、私は毎回担任の先生にノー
トに書いたのを読んでもらって、こちら
の気持ちを理解してもらったり、先生の
考えを教えてもらったりしてます。
他の保育園では発表会などできちんと並

お子様の姿から心配をされておられる気持

んだり､踊りや歌などぴちっとしている ちが伝わりました。当園のこども像が「様々な
が南保育園では子供たちの自主性に任せ 体験の中で生きる力を身につけ、気づき考え自
5

ているからか、ばらばらになっていてき らが行動するこども」であり日々の生活の中で
ちっとできていないのでもう少しきっち できるだけ指示命令ではなく、こどもが気付
りさせてほしい。小学生になったときに、 き、考えて動くのを見守ろうと努めておりま
きちんとできないのではないかと思うと す。なかなかすぐに成果が出るものでは無く、
不安になります。

小学校 3 年生くらいに見通しをもっています。
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しかし小学校に入学した時、南のこどもたちが
特別心配しなければならない状態ではないよ
うです。昨年の卒園式当日の姿は多くの方に認
めていただきました。
子どもたちに自由に行動させる方針だと
聞いたが、特に年長児、いまの自由な園
6

での生活からいきなり授業へと対応でき
るのだろうか？読み書きや生活リズムな
ど小学校に上がる準備段階の保育を希望
する。

保育所は保育所保育指針に基づき、養護と教
育を一体的に行なっています。子どもたちが
「生き抜く力の基礎を培う」ために教育面の内
容は健康・人間関係・環境・言葉・表現の五領
域を子どもの生活やあそびを通して、具体的に
実践し、保育目標に添って、日々保育していま
す。

年長児になると遊びだけではなく、小学
7

同上

校へ入学する下積み段階として保育園で
出来る学習をお願いしたい。
幼児教育について関心を寄せている保護

同上

者も少なくないと思う。実際、1 日の多
くの時間を保育園で活動するので、園中
8

にもう少し教育的な要素を取り入れられ
ないかという思いはある。幼保一元化の
動きを考えてもそれは必要ではないか。
しかし、日々の子どもの、のびのびした
育ちについては感謝でいっぱい。
外でしっかり遊ばせて、遊びの中で社会

同上

性や集団行動のルール等を教えて欲し
い。本来親が教えなければいけない事が
9

全く身についていないまま小学校に上が
っている子もいる。家庭と園が協力して
しつけの面にまでタッチしていかなけれ
ばいけない時代にきている。
不審者に対する安全面やひとり親家庭の増
加に伴い、男性保育士の役割に期待されている
地域との交流のある保育園であってほし

10

いが、不審者への対応が心配。現在、保
育士は女性だけのようだが熱意と人間性
のある男性保育士がいてもいいのでは。

が、男性である個性を保育に有効的に活用して
いくよう求められていることを痛感していま
す。ご心配をお掛けしています不審者侵入の対
応につきましては、西予市警察署より各保育園
に来園し、実際に刺股等を使用しての防止の方
法について指導を受け実践しています。子ども
たちを無事に安全な場所へ誘導、避難できるよ

66

う地域の協力を得ながら訓練を重ねています。
男性保育士及び施設間の異動に関しては、本
来勤務している以外の部署で働く事により、福
祉が求める「利用者本位」「人間としての尊厳
園に一人くらい男の先生がいる方が子ど
11

も達も先生方も楽しい思い出が出来るの
ではと思う。

保持」「みんな幸せを求める平等な権利」そう
いうことを感じて、自分が行っている仕事を見
直してほしいという思いがあります。又新しい
仕事に取り組むことで、将来管理的立場での仕
事に対する適性も身につけてほしいという考
えから実施しております。ご理解をお願いいた
します。

保母だけでなく保父さんを各園一人は置

同上

いていただけないでしょうか？とっても
12

大切なことではないかと私は思います。
これから先のあるいろんな可能性をたく
さん持ってる子供たちですからよろしく
お願いします。
男性保育士がいたが、宇和町には今いな

同上

いのは残念。また、保育園で働きたいと
思い、保育士として採用されたはずなの
に保育園以外の施設へ異動する保育士の
13

方が毎年いる。希望しての異動なのか？
他の施設への研修も必要かもしれない
が、保育士で採用されているのであれば、
早く本職である保育の仕事ができるよう
に配慮すべきである。
子どもたちがのびのび楽しんで通園して

今後も保育所の運営に満足していただくよ

おり感謝している。今後も続けてあたた う努力していきます。
14

かい保育をお願いしたい。社会的な環境
が変わっても、園の中身は変わらないで
ほしい。
先生方には、トイレトレーニングから食

15

同上

事の面まで、精神的なことに関してもよ
く見てもらっていると思う。
先生方に恵まれ、子どもは毎日楽しく園

16

へ通っているので、とても感謝していま
す。欲を言えば、もう少し園庭が広いと

67

同上

色々な行事が行いやすいのではと思いま
す。
基本的には満足。子どもたちの為に色々

同上

と計画し準備されてありがたく思う。大
17

変ありがたいことに子どもは保育園が大
好きで、親も安心して預けることができ
る。
こまめに外へ連れ出して遊んだりしてい

18

今後も子どもの育ちに視点をおき、子どもと

ただき、年齢に応じて楽しい行事も盛り 保護者の満足度アップに向けて、努力をしてい
だくさんで、子どもも満足しています。

きます。

園の快適さや安全対策について
子どもが在園する間には、無理ですが、
1

新園舎の建設の際には、地元の木材使用を要

いつか宇和の木材で建った保育園を見て 望したいと思います。
みたいです。
今年に入って何回かしらみが発生してい

2

しらみの発生があった場合はその都度、各園

るが、発生後の情報提供や対応がおそい にも連絡し情報提供を迅速にできるようにし
ので、もう少し改善していただけたらと ていきます。
思います。
迅速かつ詳しい情報を求めている方が多い

3

感染症の発生状況や注意事項などの情報 ので、発生状況につきましては掲示板でお知ら
提供について。

せし、注意事項につきましては保健だよりでお
知らせしています。

子どもの送迎時の保護者の路上駐車等、
4

注意すべきことは、言いにくいと思うが の都度注意をしているのですが、また、園便り
してほしい。

5

6

7
8

路上駐車をされている方には、園の方でもそ
でみなさんに周知できるようにしていきます。

どうしても集団生活なのですが、「手洗
い」「うがい」を徹底してほしいです。
施設の耐震強度は大丈夫なのか気になり
ます。

園内でも子どもたちに、手洗い、うがいをも
っと色々な方法で工夫して働きかけ、励行して
いきたいと思います。
昭和 56 年以前に建築した 5 保育園（南・東・
明間・中川・下宇和）の耐震検査を計画的に実
施します。

施設設備については耐震など不満という

同上。

より心配な部分がある。
外部からの不審者侵入を防ぐ、対策につ
いて不安がある

設備的には無理であるが、警察の指導を受け
訓練を行っています。

各園の設備や保育内容（時間）にあまり
9

保育園の設備については予算に盛り込みな

差が出ないようにして欲しい。やはり地 がら、緊急性のあるものから計画的に改善して
元の校区の保育園が良い。設備が良いか まいります。

68

ら遠くの園に入れるという親もいると思
う。そうならないためにも…。
園庭側にある足洗い場のことを指摘されて
手洗い場も段差無くして手をついても擦 いると思いますが、段差は小さい子供が上がり
10

り傷ができないようにする方法はないで やすくする為には必要かと思います。段差をな
しょうか。

くすことはできませんが、転倒防止対策を検討
いたします。（うわまち東保育園）
体温調節機能は 6 歳ぐらいまでに出来上が

子どもの過ごす部屋にはエアコンを設置
11

してほしい（エアコンの無い部屋で汗だ
くで遊んでいるクラスがある）

るといわれます。冷暖房完備の快適空間におい
ては汗腺の機能が低下し、体温調整がうまく出
来なくなることを考慮し、全室には完備してい
ませんが適時使用することにしています。人間
の環境に順応する力を育んでいきます。

食の安全を考えて、きれいで広い給食室

当法人では毎年、保健所立会い検査・指導

が必要で害虫などが入らない施設がある 県指導監査を受けています。保育施設としては
のが望ましい。保健所の人に聞いたが施 古くなっていますが、衛生面を含み現在、指摘
12

設衛生面に関し、保育園は悪いというこ されていることはありません。食品使用につい
とでした。子どもの健康を守る為には衛 ては可能な限り地産地消及び国内産で対応し
生的で安全な給食が必要であると思いま ています。
す。（中国産など）
園庭の鉄棒の下の土が固いのでなんとか

13

安全対策について検討していきます(うわま

ならないかと思います。（南保育園は砂 ち東保育園）。
場になっていました）こけたら痛そうで
気を使います。

14

はだしで外に出て、そのまま室内に入る
等、汚れをきにしてほしい時がある。

清潔面について具体的に機会を捉えて、引き
続き子どもに指導していきます。

送迎の際、車を園の前に停めるのが危険

平成 20 年 11 月の園だよりで送迎時、事情が

なのは理解しているが、入園していない ある場合は交通の妨げにならないよう十分注
下の子（赤ちゃん）をつれての場合、寝 意して園の前に一時駐車できるよう取りはか
15

ていたり、雨が降っていると車中に少し らいました。（うわまち南保育園）
の間置いておきたいこともあります。駐
車場が遠いとそれは心配でできません。
事情がある場合は何とか園前に停めてお
けるように考えてもらいたいです。
環境作り‥歯ブラシの収納について、大

16

他の子の歯ブラシと接触しないようにとの

勢がひとつの引き出しボックスに入れて 県の指導で、水切りかごの収納から現在の方法
おくのは、衛生上どうでしょう？何か対 に至っており、歯ブラシケースは週１回洗って
策をお願いします。冷風の加湿器でもあ 清潔に配慮しています。各家庭より袋に入れて

69

れば秋冬と乾燥して風邪の増える時期、 持参してもらっており、袋に入れたまま個々に
健康上いいのでは？

保管するのがよいか検討中です。

年齢に応じた部屋の確保，園庭の安全の
確保を充分にしていただけたらと思いま
17

す。園外での活動、地域の方と交流他園
との交流を大切にしていただけたら嬉し
く思います。

18

保育計画に基づいた年間体験活動の基に自
然体験、食育活動、社会体験、三園交流等を実
施、又あおぞらひろば、ひよこくらぶ等の活動
により地域の方との交流や在宅の親子への支
援も行っています。今後とも交流の輪を広げて
いきます。（うわまち南保育園）

園庭の遊具がもう少しあったらいいと思
う。

現在の園庭の広さでは遊具は適当と思いま
す。園外の資源を活用し実体験を多く取り入れ
ています。

県道沿いに位置しているので保育園の前
19

地区の交通安全協会の役員さんにお願いし

は特に減速を促す旗を警察にお願いして て、保育園の前なので、減速してもらえるよう
みてはどうか。スピードを出す車がある 看板を立てていただけるようにお願いしてお
ので飛び出した時怖い。

ります。（下宇和保育園）
4・5 歳児のお昼寝用布団につきましては、
ご家庭に負担をかけないようにとの配慮から

昼寝の時以前は、一人一人の布団でした 園にあるマットを敷布団の代用として使用し
20

が、マットでゴロ寝で寝ているので、感 ていました。しかし、今年度は毎年行っている
染症の問題もあり賛同できない。

アンケートの時に、皆さんのご意見を伺った上
で対応していきたいと思います。（下宇和保育
園）
駐車場を広くすることは難しいのが現状で
す。行事等では、園庭開放・小学校の駐車場を

21

駐車場も何とかしてほしいと思います。

使用させてもらっていますが、日常的には保護
者の方に登降園時のすみやかな利用のご協力
に頼るところです（うわまち東保育園）

22

駐車場を広くして欲しい。

同上

園と保護者との連携・交流について

1

いろんな意見を参考にして良い環境であ

保護者の皆様のご意見を参考にさせて頂き

って欲しい。小さな意見も大切にして役

ながら、さらに良い保育環境になるように今後

立てていっていただけたらと思います。

とも努力していきます。

小さな保育園だが、親子ともども成長さ
せてもらっている。
先生によって対応にむらがあると思いま
2

す。先生も忙しいとは思いますが、子ど

研修を重ね、職員の質の向上を目指し対応に
むらがないように努めます。

もの様子について一言くらいは伝えてく
れてもいいのではないかと思います。す

70

ごく良くしてくれる先生もいらっしゃる
ので，一方的にそうだとは言い切れませ
んが子どもの年齢が上がる毎にそう感じ
る事が多くなりました。

3

未満児クラスなので園での遊び、様子な

一日の生活時間の中で他保育士との連携を

ど（一日のこと）もっと連絡ノートに書

持ち、できる限り子どもさんの様子をお知らせ

いて知らせてほしいです。先生方もお忙

し、安心していただけるようにしたいと思いま

しいとは思いますが仕事をしていて迎え

す。

に行けない保護者などは、ノートを読ん
で、子どものその日の様子が分かるので、
未満児クラスだからこそ、いろいろノー
トに書いてほしいと思います。

4

ほとんど祖母のお迎えであり、園で何を

いつも祖父母の方がお迎えの場合は、伝言す

して遊んだか、情報は手帳に記入してほ

ることは連絡帳に記入するようにします。日常

しいです。子どもにも聞きますがよく分

子どもたちには、直接対応に時間を要したい

からない事が多いです。先生から見ての

為、口頭でのお知らせが多くなると思います。

子どもの様子が毎日分かる方が親として

特に 4･5 歳児になると行動範囲も広く安全面

は安心です。毎日沢山の子どもを見て頂

の配慮が必要になり、連絡ノートが書けないの

いて大変だとは思いますが、お迎えに行

が現状です。しかしながら、連絡帳の工夫もし

ってやれない親としては情報不足を感じ

ていきます。

ます。きちんと毎日一行でもいいので記
入をお願いします。
祖父母が迎えに行くことが多いのです
5

同上

が、直接伝えていただきたいなぁと思う
ことがあります。文章でもいいので。

6

連絡帳に記入しても未返答の事が多いの

連絡帳に記入しても未返答のことがあると

で先生が増え時間があればノートの返答

の事、申し訳ありませんでした。以後こういう

も余裕を持って記入できるのではないで

ことがないよう気をつけていきたいと思いま

しょうか。事業拡大でサービスが低下す

す。

るようなことはしないで頂きたいです。
職員の対応について
1

意見や要望、よっぽどのことがないとい
えない感じがする。

毎年行われているアンケートには沢山の意
見が寄せられています。お気軽にお知らせくだ
さい。

保育士の人間性や仕事に対する考えなど
2

西予総合福祉会の全体研修及び園内研修や

個人差があるので、仕方がないところは 職員会においても専門性や人間性の向上を目
あるが、一人一人を良くみてほしいと思 指し働きかけを続けています。若いひとの素直
う。信頼できる保育士が少ない。若い保 さやこどもに寄り添う感性を大切にしながら、
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育士にもっと教育をしてほしい。掃除が 全体をつかみながらも適切な時に個々に働き
行き届いていない。

かけられるよう職員全体の質を向上し学びあ
える集団を目指します。尚掃除が行き届いてい
ないという指摘には、職員会で検討し夕方の時
間帯に子ども担当でない職員がベランダ周辺､
廊下等を掃除していくことにしました。

先生達もいい人ばかりで満足ばかりに○
3

今後も努力していきます。

をつけたのは本音です。強いて言えばプ
ールまでの道のりが遠いことでしょう
か。
子どもに対する対応は平等にしていただ

どの保護者の方にも平等に対応したいと思

いていますが、親御さん（保護者）への っておりますので、今後も、職員の研修を通し
対応に差があるように思えます。保護者 て改善するよう努めていきたいと思います。
4

の方の顔色をうかがうような言動が見ら
れる事があります。神経質な保護者の方
にもそうでない方にも平等に接していた
だきたいと思います。

5

人によって話したり話さなかったり対応

同上

が悪いと思う。
怪我をさせたこどもに対しての報告は各年
齢の育ちを鑑み、怪我やこどもの状況等を判断
して対応することを基本とさせてください。子
どもの育ちとして、4・5 歳児になると自己統
制力が育ち友だち同士のけんかやトラブルが
起きても相手を傷つけてしまうケースは多く
園の方針として、園内で起こった子供同 ありませんが、3 歳までの子どもさんは、言葉
士のトラブルは保護者に報告しないこと での表現がまだまだ未発達の為、自分の欲求が
になっているが、ケガをさせられた場合 伝わらないと手や口等が出て、痛い思いをする

6

はともかく、ケガをさせた場合は教えて ことが多いようです。怪我発生のデータを取
ほしい。子どもと一緒に相手の子や保護 り、事故の起きやすい時間帯・場所等について
者の方に謝るという経験も必要な躾と思 注意はしていますが、それでも予測できない行
う。

動が多く、防ぐことが出来にくい現状です。大
切な子どもさんをお預かりしながら傷をつけ
て降園させ、申し訳ない気持ちでいっぱいで
す。トラブルについては、保育者等がお互いの
気持ちを受容したり、子どもの気持ちを代弁し
て伝えたり、関わり方を教えたりしながら、仲
立ちをしています。お互いの子どもの心の動き
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を十分に配慮し、状況が悪化しないようにして
います。しかし、保育所だけでは心の安定が難
しいと判断した場合等は、怪我をさせた子ども
さんのご家庭にもお力添え、ご協力を得る為に
伝えています。また、怪我で医師の治療を受け
た場合は双方にお知らせ致します。その都度の
状況判断での報告となりますが、どうかご理
解、ご了承ください。
小さい子どもさんがいるし、いろんな考

同上

えを持った保護者の方がいて大変だと思
います。でも、顔にけがやすりきずがあ
ったり・・子どもからなかした・・かみ
ついた・・ひっかいた・・と聞いた時に
7

私は、すごく、「ドキ」っとします。園
ではそういう報告は、気を使ってありま
せんが・・子どもから聞いてしまうと、
こちらの対応を考えてしまいます。そう
いう面は難しいと思いますが、私は連絡
が欲しいです。個人的な意見で申し訳あ
りません。
南保育園では子供同士でたとえばたたい

こども同士のトラブルに関しては西予総合

たり大きな怪我に至らない場合、たたい 福祉会の７園とも同じ方針で対応しておりま
たり、かみついたりした子供の保護者に す。絶対に伝えないということではなく、状況
は言わないようになっているけれど、い やその日の流れのみでなく、こどもの心の状態
まいちわからない。私は自分の子供が友 を保護者に伝えたほうが、よりよい状態になる
だちにしたことはいいことばかりはない と、担任だけでなく、園全体で判断した場合は
と思うし、逆に知らせてほしい。自分で 話し合う機会を持ってもおります。こどもを人
知ることで自分の家庭での生活を見直せ の痛みのわかる、善悪の判断のできる人間に育
8

るし、人を大切にすること、してはいけ てたいという願いは、親も保育者も同じだと思
ないことを親である自分たちがきちんと います。しかしこどものすべてを知ろうとする
子供に説明できると思う。「いい子で遊 ことは、不可能ではないでしょうか。親の知ら
べてますよ」「お友だちにとてもやさし ない一面、保育者の知らない一面を持ったひと
いですよ」といわれると、自分の子供は りの成長段階にいる人間として、目の前のこど
本当にいい子なんだなあと間違った意識 もを信じながら、ベストと考えられることを働
ができてしまって、いざ、、本当に悪さ きかけていきたいと思います。（うわまち南保
をしたときに「うちの子に限って」と言 育園）
う親ができてる気がする。子供だからた
くさんいたずらしたりケンカしたり、そ
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こから学んでいくけれど、あまり頻繁だ
と家での対応がだめなのかな？と親も考
えると思います。私はいい事ばかりでな
く、だめなところもしっかりみて育てて
いきたいと思います。たしかに、伝える
ことで問題が発生するかもしれないです
が、それをすべて受け止めることはでき
ると思うし、親はいつでも子供のすべて
を知っていたいと思っていると思いま
す。いろんな体験をさせてくれている保
育園で、子供たち２人ともとても楽しめ
ています。厳しく怒ってくださる先生も
いてくれ、とても頼もしく思えます。時
に厳しく時にやさしく保護者にもそうあ
ってもらえる保育園であってほしいで
す。
9

すごく良くしていただき、心から感謝し
ています。

有難うございます。これからも、一人ひとりの
子どもたちに細かい配慮ができる保育をして
いきたいと思います。

本当に細かい配慮をしていただいていま
10

同上

す。私のところは、祖母が送り迎えをし
ていますが、よい雰囲気だと話していま
す。

その他
保育士、先生方一生懸命保育して下さっ

若い職員を入れていただくよう、要望をして

ています。ただ気になるのが先生の年齢 おりますが、他園とのバランスもありますの
1

が高い（50 代が多い）のではないでしょ で、ご了承下さい。
うか。もう少し若い先生の配置を希望致
します。
アンケートをとられるからには意見を有

2

御意見に対し誠意を持って改善策を検討し

効にして頂いて改善してもらうと保護者 実施致します。
としてとても嬉しいです。

3

明間保育園をずっと残していってほしい
です。
協会のよい噂はあまり

4

ありがとうございます。園の歴史が途切れな
いように努めます。

聞かない。利用

西予総合福祉会は利用者・保護者・職員に満

者や家族が満足できるだけでなく、働い 足していただけるようにと努力を重ねていま
ている職員も満足できる協会を目指され す。これからも、職員が今以上に働きやすく、
たらいかがでしょうか？

魅力のある職場づくりに努め、みなさまに満足
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していただけるようにしていきたいと思いま
す。
国から支給されている 3 歳以上児の運営費
には主食の米・パン代は含まれていない為に、
米又はお金を持参してもらうことで個人負担
5

保育料を払っているのに米・パン代・が をしていただいています。他の市町村では主食
別なのが分かりません。

は持参してもらっていますが、西予市では子ど
も達に温かいご飯を食べて欲しいとの思いか
ら、サービスとして保育園でご飯を炊いて提供
しています。
西予市役所の担当者に意見お伝えし、以下の
ような回答をいただきました。
一生懸命子育てと仕事をされているのに、不
快な思いをさせてしまい申し訳ございません。
まず、西予市の保育料基準額の決定についてで
すが、市が単独で決めているのではなく、年度
末ごろに保育所運営委員会を開催し、各委員さ
んのご意見を頂いた上で作成しております。も

役場の方へ：今年度一部保育料が昨年度
より上がっています。しかし、その説明
はありませんでした。年齢が上がるにつ
6

れて、保育料は下がると思い保護者は懸
命に働いています。それなのに今回は保
育料が上がりとても不満を感じていま
す。そのような配慮はないのでしょうか。

ちろん当委員会の委員さんの中には、保護者の
方もいらっしゃいます。ですので、保育料基準
額表の変更は、次年度の事後報告となってしま
いますがご了承ください。現在保護者の皆様に
ご負担いただいている保育料は、国が定めた保
育料の八割分をお支払いいただいております。
このご負担分は平均的にみると、平成１９年度
に比べ軽減しております。なお保育料の金額に
つきましては、保護者の皆様の課税額によって
変わります。前年よりも所得が増えれば、保育
料が増えることがあります。またよくご質問を
頂くのですが、所得が同程度の方でも保育料が
違うことがあります。これは扶養家族の人数等
により所得税がかわることが原因です。保育所
運営の為引き続き保育料納付にご理解とご協
力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

保育料の基準を下げてもらいたい。せめ
7

て、子どもの数が多い世帯（家庭の所得
以外にも、配慮して）には基準を下げて
いくとか…お願いしたい。
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同上

施設とは関係ないのですが、母子家庭で
8

同上

保育料を払うのもきつい現状で、払うの
が毎回おくれます。母子家庭にもっと良
いほうこうで考えてもらいたいです。
保育園の職員の方には毎日子供たちを気

9

ありがとうございます。

持ちよく迎え入れていただき、保育して

行政の方にご連絡をして以下のような回答を

いただいていることに感謝している。保

頂きました。

育園の入所の際の書類について不明な点

こちらの対応が悪く、不快な思いをさせてし

があり、この件については保育園ではな

まい申し訳ございません。入所基準調査票の祖

く、西予市の方に問い合わせていただく

父母の状況については、同居かどうかの確認の

ように言われたため、市の担当の方に直

ためご記入頂いております。また、心の状況に

接話をしたが、かなり対応が悪く、未だ

ついて等どう記入すればよいか分かりづらい

に市に対して不満を持っている。書類に

欄につきましては、来年度以降に様式の変更等

ついても生計を別にする祖父母について

を視野に入れたいと思います。入所の書類に関

記入しなければならない理由がわからな

してお手数をおかけしておりますが、ご協力の

い。また、入園する子についての心の状

ほどよろしくお願いいたします。

態など、何を書いてよいのかわからない
ような欄があり、記入例を示すべき。
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３

高齢者施設自由意見への回答

（１）特別養護老人ホーム松葉寮施設に対してのご意見
特別養護老人ホームご家族からの意見
ご家族ご意見等

回答

入所するとき
説明を行なっているつもりが、出来ていなか
入所時、具体的なサービスの内容に関する説 ったことについて申し訳ありません。今後この
明について、キーパーソンではないためか全 ような事の無いよう徹底します。又、途中での
く知らされていない。

保証人変更時、十分な説明が出来ていない場合
がありこの事も徹底いたします。

施設の快適さや安全対策について
建物については、耐震性に合格しています。
ユニットのしきりについては、火災時において
施設の構造や設備の安全性について、非常時 は、防火ドアとスプリンクラーにより、初期消
のユニットの仕切りが気になる

火の対応は出来ておりますが、年 2 回全体で避
難訓練・防災計画等により安全な避難に努めて
います。

施設への要望
口腔ケアは、病気の予防や生活リハビリの観
義歯の洗浄や口腔ケアを促して頂けないか、 点から行なっておりますが不十分な点を反省
口の中がいつも汚れております。

し、チェック表を洗面場所に置き徹底するなど
努力いたします。
まことに申し訳ありません。転倒予防策とし
て、予防センサーを設置したり、生活パターン

本人が歩けないので二度とトイレで転んで の把握などに努めておりますが、事故を防げず
怪我などしないようお願いします。

残念です。ご家族と話し合いながら、ケアプラ
ンに方策等を明記し事故を防ぎたいと思いま
す。

職員の皆様方の丁寧な対応に感謝しており
ます。

有り難うございます。これからも、皆様のお
声に励まされながらより良いサービスにつとめ
ます。

良く看てもらい感謝しています。

同上

お忙しい中笑顔で関わり対応感謝していま

同上

す。
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ショートステイご家族からのご意見
ご家族ご意見等

回答

入所するとき
十分な説明がなかった。
家族にはあったが、本人にはなかった

ご利用時の説明は、ご家族ご本人に対して必
ず行わなければいけないことであり、このよう
な事がないよう十分に気をつけます。

日常のサービス内容について
ご本人やご家族とご相談しご要望に添うよう

摂食困難かもしれないが、刻みでなく普通食
が食べたい

話し合いを行いますので、お申し付け下さい。
原則そのように行っているつもりですが、つ

出来る事は自分でやらせて欲しい。

い手を出したりしていることも有り、生活リハ
ビリの観点から残存機能を生かした介護技術に
ついての研修を深めます。

絵手紙を作りたい。
趣味活動はないが、自由時間はリハビリを自
分なりにやっている。

施設内デイサービス「もみじ」でリハビリを
兼ねた趣味活動を行っておりますので、その中
で絵手紙等要望を取り入れていきたいと考えま
す。
リハビリについては、まだまだ不十分なとこ

もう少し、リハビリをしてほしい。
全く行われていない。拒否もあろうがもう少
し努力してほしい。

ろがありますので、日常生活の中での生活リハ
ビリや在宅リハビリ指導の先生方との連携によ
り施設で出来ることを検討していきます。
現在週 2 回の入浴回数を段階的に増やしてい

風呂の回数を増やしてほしい。

3 年程前部屋に埃が多くあった

く努力を行いますのでもう少しお待ち下さい。
掃除については、不十分な事がないよう今後
も気をつけます。
多くのボランティアの方が、来寮していただ

地域との交流について特定の人のみ

きますのでその都度利用者の皆様との交流が出
来るよう配慮いたします。

自宅が一番らしい。

ご家族の介護に近づくよう努力いたします。

自宅の方が居心地が良い
職員に遠慮している。
直接は言いにくい。
食堂の人が無視する

人間関係の構築が大切であると思いますの
で、皆様からのご意見を承れるよう私共の、能
力向上に努めます。
どのようなことがあるのか調べさせて頂き、
対処いたします。
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施設への要望
職員の人間性を高め知識の習得や技術の向
上を目指していただきたい。

引継ぎ等の不十分な点については、職員間で
共通情報の量を増やします。介護サービスを提

利用者の体調の変化、情報を口頭やノートで 供する者としての知識、社会人としての知識の
知らせた場合、職員間の申し送りを徹底して 向上を目指し、施設内外で研修を深めています
一貫性をお願いします。

ので、より一層実となる内容を追及します。献

毎月の献立表があればいただきたい。

立表については、希望されますご家族にお届け
いたしますので職員にお申し出ください。

お願い事項に対し連絡引継ぎが完全に徹底

施設内の連絡ノートにて、行なっております

できていないように感じる。その都度対応が が引継ぎ等の不十分な点については、職員間で
違う。

共通情報の量を増やしたり、適切な方法を検証

一部の方ですが，対応に親切心がないように 中であり改善いたします。
思います。ややこしい事は関わりたくない、 ご不快な思いをさせまして申し訳ありません。
お願い事についても何回も無視、担当者流で 日々の仕事中で、このようなことが起こらない
対応。

ようご指摘を職員に周知し改善いたします。利

担当者への押しが弱いように感じる。最後に 用されますご本人に安心と楽しさを感じて頂け
本人が楽しく利用でき、また、家族が安心し るよう努力いたします。
てお願い出来る体制を望みます。
家族として言えることは松葉寮から帰って

笑顔の大切さ、イライラしない言動の重要性

きたとき症状が安らかであり体調も良いた を今後も認識しサービスに努めたいと思います
め良くして頂いていると感謝しています。 有り難うございました。
又、行く時に嫌がったり不安など訴えない為
安心しています。行く時は不安なものです。
迎えに来てくださった時に笑顔で言葉がけ
をして頂くとホッとするようです。送迎の時
間のお電話助かります。洗濯物綺麗にして頂
き助かります。家で介護していると大変さが
分かります。自分がイライラしていると介護
される側もイライラする。笑顔でゆっくりと
言葉かけをしていくと穏やかにいてくれる。
どの場所にいても同じ事が言えると思いま
す。
介助者の人数不足の時にお願い事が多く、聞

ご要望に対応できるよう引き続き努力いたし

き入れて下さり大変ご迷惑をかけてしてい ます。
ると思います。施設利用させて頂ければこそ
介護がうまく出来ておりますので感謝して
おります。これからもよろしくお願いしま
す。
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本人は嫌がらず行っているので親切にして

ご家族が安心されるお気持に応えられるよう

頂いていると安心している。家族の者は大助 今後も努力します。
かりです。今後とも利用します
調査事項について全てに満足しています。感

有り難うございます。信頼を損なわないよう

謝しています。今後ともよろしくお願いいた に努めます。
します。
ショートの場・存在はありがたく感謝してい

プロ集団としては、未熟な面もあり研鑽に努

る。重要事項説明書にある事業目的、運営方 めていきご期待に応えられるよう努力いたしま
針に沿った施設運営を望みます。素人なので す。
松葉寮というプロ集団施設をとても頼りに
しています。
特別養護老人ホームご利用者本人からの意見
ご利用者ご意見等

回答

入所時について
H20．1 から入所。何もなく分からないまま入

申し訳ありません。説明させていただきます。

所した。
病院退院にあわせ入所した。最初は不安であ

入所時の不安を解消する施設生活の説明に努

ったが直ぐに不安が消えた。

めます。

8 年前に入所したがあったと思う。

皆さんの、施設での生活が充実したものにな
るよう当初の説明内容を解りやすく、不安を解
消する事に努力いたします。

今も、入所の時の「寮長からの話」の要約プ

同上

リントを読んでいる。
H13 から入所。当時は何もなく不満であった。

同上

今は自ら資料の公開を求めて見ている状態。
ケア計画について
どのようなものか知らない。

計画書を作り、一緒に作っているつもりです

個別ケア計画がどのようなものかも分から が、説明が不十分であると思いますのでご理解
ない。自分がここの生活に合わしている。

いただくよう工夫いたします。

右半身マヒ、寝たきり状態で個別ケアは分か

同上

らない。生活リズムは合っている。
担当者が集まって話がある。

ケア計画について、ご理解いただき有り難う
ございます。今後も、定期的見直しを行い生活
満足度を高めていく努力を行います。

80

気をつけてもらっており言うことはない。施

同上

設入所で生活が出来ている。有難い。
施設の快適さについて
明るさは良いが首の手術をしているため、空

夏の時期までに、自然の風が入るよう部屋替

調に敏感で足が冷える。自然の風がほしい。 えを考えます。
朝昼で寒暖の差があった。職員の対応が遅く

個々の体調に合った布団の取り替え時期につ

なっている感じ。毛布一枚では「寒い」と言 いての配慮いたします。
われていた。
夏は暑く西日があたる。

すだれ等、日除けの対策を行ないます。

清掃は自分が行なっている。清掃中「手伝い

職員の感受性を高める為の研修などを計画い

ましょうか」の声かけをしてくれない

たします。

食事について
ご飯をもう少し柔らかくしてほしい。硬さに
ムラがある。

現在、最適な堅さにするために水の量を計り
直して統一しました。ご利用の皆さんのご意見
を聞きながら、微調整を行います

食事を作る人に、味のムラがある。ご飯の量
が少ない。

量については、測って提供いたします。レシ
ピ(作り方と分量)通りに行っていますが、一寸
したさじ加減で変化しているかもしれませんの
で、忠実に分量通りに味付け出来るよう努力し、
利用者の皆様に満足して頂けるよう厨房一同最
善を尽くしたいと考えます。

介助者に対しては、優しく対応しているが、

自立の方に対しての、食事中の会話などを多

自立している者には一向に声かけをしない。 くするよう心がけます
入浴について
毎日でも入浴したい。それを言えば職員は
「忙しい」と言って入れてくれない。

毎日の入浴については、目標として取り組み
たいと考えています。現在週 2 回の入浴回数を
段階的に増やしていく努力を行いますのでもう
少しお待ち下さい。

夏場は、もう１回入浴したい。

夏場においてはご希望者に対して週 3 回の入
浴を固定いたします。

いつも一番風呂に入れる。ありがたい

有り難うございます。皆さんのお気持ちを大
切に頑張ります。

排泄について
行きたい時に、直ぐ来てくれないときがあ
る。

コールにて呼ばれたときは、直ぐに行きたい
のですが、一度に複数呼ばれたときにご迷惑を
かけていると思います。それ以外では、対応で
きるよう今後も努力いたします
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オムツだが少し待たされることがある。

同上

コールしても直ぐに来てくれないときがあ

同上

る。
時間を見て、オムツ交換をしてもらってい

有り難うございます。皆さんのお気持ちを大

る。1 回／4 日排便コントロールしてもらい 切に頑張ります。
助かる。
余暇。生活内容の自由について
外出したい時には職員の都合で外出させて
くれない。

原則的には、利用者の皆さんと話し合いなが
ら外出日を決定させていただいておりますが、
急なお申し出の場合当日の職員勤務状況でご要
望にお応えできなかったり、色々な事情で延期
になったりとご迷惑をかけることがあると思い
ますが、日程調整を行いながら出来るだけご要
望にお答える努力を行います。

テレビや新聞を見ている。

有り難うございます。皆さんのお気持ちを大
切に頑張ります。

体の調子を見ながらビーズで作品を作って

同上

いる。月 1 回の習字にも参加している。
週 1 回の外出なので楽しみに。参加していま

同上

す。
健康管理、機能回復について
男性にしてもらいたい。女性では頼りない。

専門職としては、現在の所女性になっており
ますのでご了承下さい。

回数を週 2 回程度にしてほしい。

専門職が一人なので、介護職員が日常的に運
動の手伝いが出来るよう連携を深めます。

趣味活動が自分にとってリハビリと思い参
加している。

有り難うございます。皆さんのお気持ちを大
切に頑張ります。

職員の対応について
職員の私達に接する言葉、態度が違う。

接遇研修などを通じて、一人一人の言葉使い
や態度を向上いたします。

施設への要望
今のユニットを変わりたい。

制度上可能であれば対応します。
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ショートステイ（短期入所）ご利用者本人からの意見
ご意見等

回答

入所時について
家族が聞いている。
余り覚えていないが在ったと思う。

ご本人にも、必ず説明できるようシステムを
検討します。

施設の快適さについて
食後もう少しテーブルを拭いて欲しい

パート職員にテーブル拭きをたのみ、その他
の職員も午後必ず拭くようにいたします。

食事について
骨の有無を十分気をつけて調理・盛りつけを
魚に骨がある。

行います。頭付きの魚を食べられている利用者
の方で骨が気になる方は、切り身への切り替え
もできます。
麺類は、週１で献立に取り入れていますので、
回数は適当であると考えます。11 月の献立より、

肉、麺類をもう少し増やしてほしい。

魚 44.2%、肉 34.6%、卵 9.6%、豆腐 11.6%
実施しております。主菜は、魚と肉を交互に提
供していきます。

朝ごはんのメニューがご飯、味噌汁、豆だけ
なので後一品付けてもらいたい。

漬物や梅干しがユニットにありますのでご利
用下さい。朝、豆類の副菜は控えて物足りない
食事にならないようにします。

茶碗が掴めない。

介護用自助具食器検討します。

食事おいしい。散らし寿司がおいしい。

有り難うございます。

入浴について
着替える時に手摺がほしい。手を離されると

手摺を設置いたします。

不安（チェアー浴）
入浴時間が早すぎて寝る時はさめている。

入浴時間を午前と午後にしています。出来る
だけ午後の後半になるよう配慮いたします。
現在夏場に実施している日曜臨時入浴を毎月

週 2 回を出来れば 3 回にしてほしい。

出来るよう検討したいと考えています。

入浴は毎日入らないので十分です。

ご意見を参考に、これからも頑張ります。

入浴時、2 人ずつ位で入浴させてもらってい

同上

るのでゆっくり入れる。
排泄について
排泄のコールを押すと直ぐに来てもらう。

ご意見にお応えするよう、これからも頑張り
ます。

排泄を希望する時に連れて行ってもらう。

同上
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同上

オムツ交換時、お尻もお湯で拭いてもらい気
持ちよい。
余暇・生活内容の自由について
パソコンは使っているがネットに接続でき
ないか

現在各居室では、接続できません。ネット以
外でのご使用をお願いいたします。

デイでは、将棋ができ 2．3 人相手がいて楽
しみ。テレビを見ることが出来るのだが

職員ではなく、利用者の方で相手を探したり
ボランティアで将棋を行っていただく方につい
て、検討します。

家とは違い落ち着かないのでありません。

落ち着きのある生活を作るよう工夫します。

健康管理、機能回復について
プールで泳いでみたい。やれるような気がす
る。

ご希望があれば、ご相談に乗りますが体調面
を充分確認して計画したいと思います。

これまで一度もリハビリを受けていない。
デイ利用時しかリハビリした事がない

生活リハビリの観点で実施しておりますが、
施設内デイ「もみじ」等を利用してご希望に沿
えるようなリハビリ内容にしたいと考えます。

職員の対応について
部屋が個室なのでなお良い。

ありがとうございます。

職員の皆さん良くして頂いています。

サービスの向上に努めます。

施設への要望
一緒に昔の歌を唄いたい。面白く遊んで帰り
たい。

施設内デイ「もみじ」への参加を検討いたし
ます。

家では、買い物に行けないので連れて行って
ほしい。

ご家族と相談の上、外出計画を作らせていた
だきます。

多田あんしんの家
ご家族ご意見等

回答

日常のサービス内容について
リハビリや機能回復のための取り組みにつ

職員全員で、検討してリハビリメニューの充実

いては、納得できない。取り組んでほしい。 に早速取り組みたいと思います。
施設の快適さや安全対策について
ご指摘の通り通路は狭いので、ご不自由かけて
いることが有ると思います。この狭さが、室内歩
住宅利用のためか、通路が狭い

行時に役立ったりしております。災害時に、通路
を利用しなくても安全に避難できる訓練を今後も
続けたいと考えています。
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その他自由意見
親切にしていただき、感謝しています。本

ありがとうございます。
これからも頑張ります。

人も生き生きしてきました。よろしくお願
いします。
職員の皆さん優しくて大変良くしてもらっ

ショートへの対応は、可能な限り行いますので

ています。笑顔がいいです。急用が出来た 遠慮なくご相談下さい。
ときにショートを受け入れてもらえると有
難いのですが。(人数の制限もあるので難し
い所もあるかも)
施設の皆さんがとても親切であんしんの家

皆様のご期待に添えるよう今後も精進いたしま

に行くのが楽しみだと言っておりますの す。
で、私達も安心です。何卒、よろしくお願
いします。
多田あんしんの家ご利用者本人からのご意見

ご意見等

回答

食事について
食事の量が少し多い。
食事の量が多いときもあるが、おいしいの
で全部食べる。

量の調整をいたしますので、遠慮なくお申し付
け下さい。
有り難うございます。皆さんのお気持ちを大切
に頑張ります。

健康管理、機能回復について
生活リハビリを心がけて、行っているつもりで
リハビリについて物足りない

すが不充分との事であり、要望に応えられるよう
方法を考えます。

施設への要望
あんま器がほしい

早速準備いたします。

あんしんの家まで歩いてこられる距離が丁

有り難うございます。皆さんのお気持ちを大切

度いい。リハビリになっている。
言う事はない。満足している。

に頑張ります。
同上
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ケアハウスれんげ利用者からの要望事項に対する対応策
ご意見等

回答

入所した時の状況
決り事の説明、一日のスケジュール、一週
間のスケジュール、一年間の行事等の説明、
苦情相談窓口の説明、職員の自己紹介（写真
施設での生活内容の説明について・・不満度 入）のマニュアルを作成し直し、毎年 4 月当
12％
初と入居時に利用者に配布します。
部屋のスイッチ、コールボタンの場所の説明
を入居時に行います。
入所した時の状況
各テーブルに簡単な記入用紙を設置し、感
メ ニュ ーに自 分の 好みを 反映 しても らえ る

じた事をその場で記入できるようにします。
（書けない人や書きにくい人には職員が聞き

か・・・不満度 15％

取り記入する。） 各食事の当番職員が回収し

食事の味付けを良くして欲しい・・要望事項

一週間まとめて厨房に連絡します。
施設への要望は
入居者のかかりつけ病院と担当医に配慮し
ながら、定期受診の病院送迎日を設定し、毎
病院に迎えに来て欲しい

日ばらばらに一名ずつの送迎にならないよ
う、各利用者に次回の受診日を調整してもら
います。
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（２）福祉の里
福祉の里デイサービスセンター
ご家族ご意見等
本人からは聞きだせず、答えることができま
せん。

回答
本人様の表情やしぐさ等から感情を汲み取り、
望まれているサービスを提供できるよう努力い
たします。
そのように感じられて申し訳なく思い、私たち

四月からの変更で目配りの不備がある。年配 職員は反省すべきだと思います。福祉に携わる職
者であるということを忘れて職員が接してい 員として胸を張れる姿勢、考えを持つことで意識
る。職員に余裕がない。

の統一を図り、ご満足いただけるサービスが提供
できるよう改善いたします。

看護師の態度がおおちゃく。女性職員より男
性職員の方が優しい。

そのように感じられたこと、心よりお詫び申し
上げます。誰からも愛され信頼される職員を目指
し、意識の改善を行っていきます。
ご要望があれば献立表をお渡しいたします。お

食事は内容がわからない。本人の状態が悪い 知らせください。また、連絡ノートを作っている
から説明を聞いても仕方がない。

方もおられますので、必要であればご連絡くださ
い。

施設やサービスについて家族がほとんど知ら

いつでも施設を見学していただけるような雰

ないことに気づき、迷いました。お世話にな 囲気やサービス内容についてご不満を感じるこ
っている身には悪くかけません。ただし、大 とがないよう情報提供に努めます。
事にしていただいているのは本人をみている
と良くわかりますので、感謝しています。
施設の運営にあたり、介護度によって利用でき
出来れば游の里に行きたいと思いますが、今 るデイサービスを分けさせていただいたことお
の施設も良くしてもらっているのでありがた 詫びいたします。現在のデイサービスにもご満足
く思います。

いただけるようなサービスを提供していきます
ので、よろしくお願いいたします。
地域で安心してご利用していただけるデイサ

家では介護度が上がってきているので、施設 ービスを目指します。ケアマネさんの異動につい
が頼もしく思えます。ケアマネさんが異動で ては出来る限り同じ方が担当していただくよう、
替わってしまうのはなんとかならないでしょ こちらも働きかけていきます。また、替わっても
うか。

連絡を密にしていき、ニーズに沿ったサービスを
提供していきます。

昼食の献立表があればいいと思います。家族
の訪問日でもあれば・・・感謝しています。

ご要望があれば献立表をお渡しいたします。お
知らせください。いつでも見学できますので、ご
遠慮なくお越しください。
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充分満足はしていますが、施設のサービス内
容がよく理解できていない。

サービス内容についてご不明なところがない
よう、情報提供に努めます。

お願いしたことについては、よく聞き入れて
もらっています。

これからも信頼される施設づくりを目指して
いきます。

利用者自由意見等

回答

利用時について
施設を運営するにあたり、介護度によって利用
介護度が上がったので、游の里へは行けない
という説明があった。

できる施設を分けさせていただきました。そのこ
とによって利用者様に満足していただけるサー
ビスが提供できるものと考えています。ご理解を
お願いいたします。
大変失礼いたしました。耳の遠い方について

耳が遠いのでわからない。

は、筆談等を用いてご理解していただけるよう工
夫いたします。
ご利用前には、施設のサービス内容について充

充分な説明があった。

分な説明をしています。ご不明な点があれば、い
つでもお尋ね下さい。

覚えていない。

ご心配やわからないことはいつでもお尋ねく
ださい。
利用者さんは入浴や食事を楽しみにされてい

友人に誘われてくるようになった。

ますが、お友達との会話も楽しみの一つとなって
いるようです。そのような場を提供できて嬉しく
思います。

子供に勧められて来て良かった。

あちこち聞いたが、ここが一番良かった。

ありがとうございます。これからも満足できる
サービスを提供いたします。
ありがたい言葉をいただき、感謝いたします。
これからも宜しくお願いいたします。

ケア計画について
利用者様の体調や障害に合わせて声かけをす
るよう指導いたしておりましたが、気づかぬこと
充分体が動かない。みんなと一緒にするのは があったようでお詫びいたします。ご希望にあわ
嫌な時がある。

せてサービスを提供いたしますので、いつでもご
遠慮なくお知らせください。また、職員もそれに
気付くよう質の向上を目指します。
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ケアマネージャーさんに連絡していただけれ
ば、利用回数、曜日の調整はしていただけます。

もう一回利用回数を増やしてほしい。

こちらも出来る限り利用者さんのご希望に沿う
よう配慮いたします。

カラオケをしたいが、知っている歌が少ない。

ご希望が叶うよう、検討いたします。
大変申し訳ありません。曜日によって利用者様
の多い日があります。職員の勤務者を増やすこと

人数が多く自由がいえない。

によって対応はしていたのですが、ご不便をおか
けしました。出来る限りご要望にお答えできるよ
う努力いたしますので、遠慮なくおっしゃって下
さい。

詩吟がしたい。

ご要望が叶うよう、検討いたします。

自分で言ったら気持ちよく対応していただ

ありがとうございます。これからもご要望にこ

く。
週 5 回の利用が楽しい。

たえられるようレベルアップを目指します。
ありがとうございます。こちらこそご利用して
いただき、御礼申し上げます。

施設の快適さ
大変申し訳ありません。カーテンによって光の
光によって見えにくいときがある。

調整を行いますので、ご不便な点があれば調整い
たします。
利用者様の体調によって、体感温度は違ってき

夏はもっと涼しいほうが良い。

ます。一つの建物になりますので調節が難しいと
きは、座る場所を変更するなどして改善を目指し
ます。

もったいないくらい良い環境。
調節してもらっている。

ありがとうございます。これからも快適に過ご
していただけるよう努力いたします。
ありがとうございます。快適な環境を出来る限
り提供いたします。

食事について
その方に合った調理方法や食材も準備できま
たまには好みでない献立のときがある。

す。ご要望があればいつでも変更できますので、
お知らせください。
カロリー計算をして食事を提供しています。そ

副食が多い。

のなかで量が多いと感じられる時は、減らすこと
も出来ますのでご遠慮なくお知らせください。
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ありがとうございます。厨房職員はいろいろな
味付けがおいしい。

研修会に参加して知識や技術を吸収しています。
これからもおいしいと感じていただける食事を
提供していきます。

小さく刻んで頂き、助かる。

その方に合った最善の調理方法を行っていま
す。ご不便があればお知らせください。
食事を制限されている方に対しても、出来る限

糖尿病に対応した食事にしてもらっている。 りおいしいと感じていただける食事を提供でき
るよう心がけています。
副食も多くておいしい。
最近おいしくなった

充分工夫してもらっている。味も良い。

ありがとうございます。これからもおいしいと
感じていただける食事を提供していきます。
皆様においしいと感じていただけるよう努力
いたします。
ありがとうございます。この言葉を励みに一層
努力いたします。

入浴について
申し訳ありません。お体の様子によって洗う強
もう少し丁寧に洗ってほしい。

さや時間を調整しています。利用者様の声に耳を
傾け、満足していただけるようご配慮いたしま
す。
游の里は温泉ですので、泉質においてはどうし
ても劣ってしまいます。その分、入浴時のサービ

游の里のほうがお風呂が良かった。できれば
午後入浴したい。

スはご満足いただけるよう配慮いたしておりま
すのでご理解ください。入浴の時間は人数の関係
で今の時間に決めさせていただいています。しか
し、貴重な御意見として今後の検討課題とさせて
いただきます。
お体の状態やその日の体調によって、看護師と

長湯が出来ない。ゆっくりとつかりたい。

相談し入浴時間を決めさせていただいています。
出来る限りご希望に添えるよう、無理のない入浴
を考慮いたします。

水がきたない。

申し訳ありません。お湯の状態で入れ替えや濾
過をするなど配慮いたします。
特殊浴槽やリフトを利用しての入浴など、お体

家で入浴できないので助かっている。

の様子に合わせて御利用していただいています。
ごゆっくり入浴され、疲れを癒してください。
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特殊浴槽やリフトを利用しての入浴など、お体
一番の楽しみ。

の様子に合わせて御利用していただいています。
ごゆっくり入浴され、疲れを癒してください。

家庭より満足。入りたくないときもあるので、
考えて欲しい。

ご本人様、ご家族様のご要望をお聞きし、入浴
していただいてます。嫌なときは入浴されなくて
構いませんのでご安心ください。

順番も正確に入らせてもらい、満足している。

ありがとうございます。これからもご利用くだ
さい。

排泄について
皮膚のデリケートな方は特に注意が必要です。
オムツをしているが、かぶれてしまう。

看護師と相談し、そうならないよう注意いたしま
す。

目が不自由なので、手を上げても職員が気づ
いてくれない時がある。

不愉快な思いをさせて申し訳ありません。常に
利用者様の様子に気づくよう意識の改革を図っ
ていきます。
不愉快な思いをさせて申し訳ありません。常に

足が痛いときは、少し介助してほしい。

利用者様の様子に気づくよう意識の改革を図っ
ていきます。

便の事が気になり、食事に気をつけている。
恥ずかしい。

自分で言えば気持ちよく連れて行ってもらえ
る。

プライバシーにも配慮してお手伝いをさせて
いただいています。いつでもご遠慮なくお知らせ
ください。
プライバシーにも配慮してお手伝いをさせて
いただいています。いつでもご遠慮なくお知らせ
ください。
自分で出来ることをしていただくことは、リハ

ボツボツ自分で行っている。

ビリになるという考えであえてお手伝いをしな
い時もあります。しかし、お一人で難しいときは
いつでも声をかけてください。
プライバシーにも配慮してお手伝いをさせて

すぐに職員さんが助けてくれる。

いただいています。いつでもご遠慮なくお知らせ
ください。

自宅で排泄するのでトイレを利用することは

利用する際は、いつでも声をかけてください。

ない。

プライバシーにも配慮してお手伝いをさせて
時間は仕方がない。よくしてもらえる。

いただいています。いつでもご遠慮なくお知らせ
ください。

91

自由時間の活動については
人数や場所の関係で出来ない日があります。出
カラオケは好きだが、出来にくくなった。

来る限り皆様のご希望に添えるよう検討をした
いと思います。

算数や文字を書く。足が痛いので、横になる
のが一番楽。

好きな人だけでなく、皆で歌いたい。

利用者様の希望する時間の過ごし方をお手伝
いいたします。どのような事でもお話しくださ
い。
レクの時間に取り入れることが出来るよう検
討いたします。
同上

ちぎり絵がしたい。ゲームだけでなく、趣味
を取り入れて欲しい。
リハビリの時間を充実したい。

満足していただけるよう、職員のレベルアップ
を図っていきます。

以前は好きな俳句に取り組めるときもあった
が、今のカラオケには馴染めない。

利用者様の希望する時間の過ごし方をお手伝
いいたします。どのような事でもお話し下さい。
利用者様の人数が多い日は、希望する時間の過

ここではできない。希望するのも無理だと思 ごし方が難しい時があります。しかし、出来る限
う。

りお手伝いいたしますので、どのような事でもお
話しください。

ゲーム楽しい。

雑談で過ごす。

どのような方でも参加できるレクを考えてい
きます。
雑談も楽しい時間の過ごし方ですね。利用者様
が楽しいと思える時間を提供いたします。
利用者様の希望する時間の過ごし方をお手伝

カラオケが楽しい。気が晴れる。

いいたします。どのような事でもお話しくださ
い。
同上

歌が好きだからカラオケを楽しんでいる。
健康管理、機能回復について
体が思うように動かなくなった。

運動のために歩行をしたいが、その空間と手
すりがない。

デイでの生活に不便を感じられないような環
境を整えていきます。
申し訳ありません。場所が限られているので十
分なスペースを確保できません。対応を検討して
いきます。
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職員は利用者様の為に仕事をしています。遠慮
迷惑をかけたくないので、なるべく我慢して
いる。

をされる心配はありません。いつでもご要望があ
れば誰にでもお伝えください。また、そのように
気を遣っていただいたこと、職員の認識不足であ
り申し訳ありませんでした。
無理をされず、ご自分のペースで続けてくださ

平行棒を少しするが、座っているほうが良い。 い。もし、体調に変化があった場合は看護師も必
ずおりますので、声をかけてください。
左手がどうしたら揺れなくなるのか、いい方
法を教えてほしい。

体操が良い。
利用者の一人一人を良くみてもらっている。

看護師や医師、またはケアマネさんと情報を交
換して最善の方法を検討していきます。具体的な
場面、状況を教えてください。
満足していただけるよう、職員のレベルアップ
を図っていきます。
ありがとうございます。一層、利用者様に喜ば
れるサービスを提供していきます。

苦情対応について
洗面所の数が限られているため、どうしても順
番を待っていただくことがあります。利用者様の
状態でお席にて口腔ケアをするなどしておりま
食後の口腔ケアの順番が遅くなることがあ

すが、それでもご不便をかけているようであり、

る。食べるときに不自由している。

申し訳ありません。今後の検討課題とさせていた
だきます。食事の際の不便はどういった内容でし
ょうか。食材や調理方法でしたらご要望にお応え
できますので、いつでもお知らせください。

なかなか苦情はいえない。良いことなら言え
る。

苦情と考えないで、良くしていただくアイデア
とお考えください。私たち職員も利用者様に喜ん
でいただくことが、喜びとなっていきます。
一つのホールで過ごしていただくため、温度の
調節には特に注意を払っています。しかし、利用

下半身不随なので、暖房に配慮して欲しい。

者様によって体感温度が違っているためご不便
をおかけしています。冬場は石油ストーブを設置
するなど出来る限りご要望にはお応えしており
ますのでご了解ください。

良くして頂く。
看護師さんがおられ、安心できる。

ありがとうございます。一層、利用者様に喜ば
れるサービスを提供していきます。
看護師は常勤しています。どのような事でもご
相談ください。
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職員はよく教育されている。

ありがとうございます。一層、利用者様に喜ば
れるサービスを提供していきます。

性格的に言うほうだから、言ったら聞いても
らえる。
もったいないくらい気をつけてもらう。

そのような雰囲気と感じ取っていただくこと
を嬉しく思います。
ありがとうございます。一層、利用者様に喜ば
れるサービスを提供していきます。

プライバシー保護・人権擁護、職員の対応について
もったいない言葉を頂き、ありがとうございま
す。職員は常におもてなしの心を持って利用者様
丁寧すぎ。利用者に気を使いすぎ。

と接しています。これからも満足していただける
サービスを提供していきますのでよろしくお願
いいたします。

特にやさしくはないが普通。

優しいと思われる職員を目指していきたいと
思います。
ボランティアは相手先から来ていただくこと

ボランティアは女性が良い。

が多く、こちらから要望はお伝えしにくい状況で
す。内容によってはデイの女性職員が代わりにお
伺いいたしますので、お知らせください。
職員も利用者様と会話をしたりコミｭニケーシ

介護士さんと仲良くなった。

ョンをとるのが楽しみになっているようです。こ
れからもよろしくお願いします。

失敗時には職員の気遣いがある。

ありがとうございます。一層、利用者様に喜ば
れるサービスを提供していきます。
同上

かわいく行ってもらえる。
心配のない人ばかり。
気持ちよくすごしている。

そのような雰囲気と感じ取っていただくこと
を嬉しく思います。
快適な空間と感じていただけるよう、これから
も努力いたします。

施設と家族との連携・交流について
認知の方との会話は楽しくないので、ボラン

ご希望がかなうよう検討させていただきます。

ティアのかたに来ていただき、話し相手にな また、仲の良い方とのお席を近くするなどもでき
ってほしい。

ますので、お知らせください。
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不快な思いをさせて申し訳ありません。事前に
ボランティアの方や来訪者に対してはプライバ
かえって嫌な気分のときがある。

シー等に関してお話をしていましたが、こちらの
配慮が足りなかったせいと思います。今後の反省
とさせていただきます。

施設の方が充分接しており、必要ない。

ありがとうございます。貴重な御意見として今
後の参考とさせていただきます。
子供を見ているとこちらも元気になってきま

園児の訪問が嬉しい。

す。今後も機会があれば依頼する予定になってい
ます。
敬老会の前後と新年の一月には、いろいろな催

敬老の日の前後に交流があり楽しい。

し物を準備いたしております。楽しみになさって
ください。
ありがとうございます。デイでの過ごし方の貴

俳句会との交流

重な御意見として今後の参考とさせていただき
ます。

子供の訪問は楽しみであり、楽しみにしてい
る。

子供を見ているとこちらも元気になってきま
す。今後も機会があれば依頼する予定になってい
ます。

総合満足度について
いろいろな目的で利用者様はデイサービスに
嫌なときもあるが、行かなければならない。

来られているようです。少しでもデイサービスが
居心地の良い施設と感じていただけるよう努力
いたしますので、ご利用をお待ちしています。
デイを利用される方はお友達との会話も楽し

人と話すことが出来、楽しみが増えた。

みの一つとなっているようです。そのような場を
提供できて嬉しく思います。
ありがとうございます。これからも利用者様に

充分満足している。

喜んでいただけるデイサービスにしたいと思い
ます。
ありがとうございます。嬉しいお言葉です。こ

ここかわるのはいや。

れからも利用者様に喜んでいただけるデイサー
ビスにしたいと思います。

顔見知りの人が多い。

お知り合いの方がおられると、デイも一層楽し
くなりますね。
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ありがとうございます。これからも職員の質を
週 3 回利用。利用日が待ち遠しい。

向上させ、一層楽しいデイサービスを目指しま
す。

帰宅時間がくると、もう少しここにいたい気
分になる。楽しみ。

そのような言葉を頂き、とても嬉しく思いま
す。これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。これからも職員の質を

週 5 回利用。気晴らしになる。

向上させ、一層楽しいデイサービスを目指しま
す。

涙が出るくらいうれしいです。

そのような言葉を頂き、とても嬉しく思いま
す。これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。回数についてご希望や

とても良い。週１回だけど満足している。

変更がありましたら、いつでもお知らせくださ
い。

自由意見
平成 20 年 4 月に喫煙場所を設置いたしました。
タバコを吸う場所を快適にして欲しい。タバ 日よけや換気扇などはつけておりますが、ご不便
コ愛好者のことも考えて欲しい。

を感じておられるようでありお詫びいたします。
今後の課題として検討させていただきます。
ご本人様やご家族様のご要望があれば喜んで

歩行訓練がしたい。

お手伝いいたします。でも、お体の状態によって
は検討する必要もありますので、ケアマネージャ
ーさんや職員に御相談してください。

目が見えないので意思表示を気づいてほし
い。

不自由な思いをさせて申し訳ありません。常に
利用者様の様子に気づくよう意識の改革を図っ
ていきます。
中期的、長期的な観点から私たちも同様な考え

リハビリ専門職を置いて欲しい。

を持っています。利用者様のご要望に沿えるよう
前向きに検討したいと思います
国の方針でこれからは小規模施設や在宅介護
が多くなってくると思います。そうなればデイサ

施設が狭い増設は無理でしょうか。

ービスの利用も増え、今の施設では手狭になって
きます。先を見越しての増築や設備となるため、
今後の重要な検討課題とさせてください。
游の里は温泉ですので、泉質においてはどうし

風呂は游の里が良い

ても劣ってしまいます。その分、入浴時のサービ
スはご満足いただけるよう配慮いたしておりま
すのでご理解ください。
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ご持参いただいても構いません。ただ、他の利
用者様もいろいろな過ごし方をされていますの

ラジオを持参したい。

で、音量の調節やイヤホン等をお願いする場合が
あります。ご了解ください。
利用者様の人数が増え、レクレーションや行事
等においてはご要望通りにいかない時もありご

いろいろ行事を工夫していただきありがた

迷惑をかけていることと存じます。出来る限り皆

い。

様に楽しんでいただけるデイサービスにしてい
きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
ありがとうございます。いろいろな研修会に参
加して職員は介護の技術アップや福祉職員とし

職員はすばらしい。食事もおいしい。

ての質の向上に努めています。これからも向上心
を持ち続けたいと考えています。
ありがとうございます。これからも利用者様に

満足。歌が好きだから、にぎやかな雰囲気が

喜んでいただけるデイサービスにしたいと思い

好き。

ます。
カラオケを行っておりますので、その時間にご

皆で歌う機会が欲しい。趣味は見るだけでも 利用いただけないでしょうか。講師等について
いいので、先生に教えてもらいたい。

は、これからの課題として検討させていただきま
す。
いろいろな趣味活動の一つとして、ちぎり絵が

ちぎり絵がしたいという要望を出したら検討

出ています。利用者様の人数や時間によって制限

しただけるということで、楽しみにしていま

はされますが、出来る限りご要望に近づけたいと

す。

思います。
ありがとうございます。一層、利用者様に喜ば

よくしてもらい、ありがたい。

れるサービスを提供していきます。

石城あんしんの家れんげ 家族ご意見
ご家族意見等

回答
民家改修型施設ですので、設備面、スペース

一部を見て全体を評価することは大変心苦し
いですが、施設によっては大差があるのではな
いかと思います。

等充分でない所もあるかと思います。できる限
り快適に過ごしていただけるよう努力してまい
ります。

新しい職員については、嫌なことも多いと思い
ます。表情に出さないでほしいと思います。

申し訳ございません。職員教育等実施して改
善に取り組みたいと思います。
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くわしい事はわかりませんが、本人がよくして
もらったと帰って来ます。

ご期待に添えるよう努力しますので今後とも
よろしくお願いします。

いつもありがとうございます。職員方も優しく

皆様のご期待に添えるよう努力しますので今

デイ・ショートも喜んで行ってもらっているの 後ともよろしくお願いします。
でとても助かります。
本人も出かけるときは、迷っていますが、帰っ

ご期待に添えるよう努力しますので今後とも

てきたときは、良くしてもらったといつも言い よろしくお願いします。
ます。勤めをしながらの介護は大変ですが、こ
ういう施設があって本当に助かります。
石城あんしんの家れんげ本人ご意見
ご意見等

回答

自由意見
言いたいことはあるが、何を言っていいかわか
らない

ご意見ご要望等ありましたら、いつでもかま
いませんので、お申し付け下さい。内容を検討
し改善出来るよう努力したいと思います。

食事について
食事が大変おいしです

ご期待に添えるよう努力しますので今後とも
よろしくお願いします。

入浴について
職員間の連携を増やし、また全体会議などを
職員によって入浴時の対応が違っている

通じて、対応に差がないよう教育して参りたい
と思います。

余暇・生活内容の自由について
配慮が足りず申し訳ございません。個々に楽
目が悪くできない事が多い

しんでいただける余暇活動ができるよう努力し
たいと考えております。
現在 32 人の方が利用されており、その内６名

男性が少なく話し相手がいない

の男性の方がご利用いただいております。満足
いただけるよう職員一同努力してまいりますの
でよろしくお願いします。

健康管理・機能回復
いつでも職員がおりますのご連絡ください。
自宅では不安も多い

介護支援専門員、訪問介護員と連絡を取り合い
ながら、支援をさせていただきます。
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（３）游の里
【游の里デイサービスセンター】
利用者からの自由意見
ご意見等

回答

施設の快適さ
吹出し口からの冷気が直接当たらない場所
に移動していただくなど配慮いたします。
1

冷房がききすぎたりしてます。

定期的に室温を確認して、エアコンの設定温度
を適切に調節しながら施設に備えてあるひざ
掛け等の使用などについても配慮いたします。

2

寒すぎる時がある。

同上

食事について
定期的に嗜好調査を行い、介護・看護職員を
1

いい時もあれば悪い時もあります。

含めた献立会で検討し、できるだけメニューに
差が生じないようにいたします。

2

良い時は良いが。

同上
温かいものは温かいうちに取っていただけ

3

おかずも温かい方が好き。

るよう、食事を取られる方から配膳を行うよう
にいたします。

入浴について
個人個人、入浴のペースも様々ですが、可能
1

ゆっくり入りたいけど、こんなものでしょ

な限りその方のご希望に添うように努めます。

う。

また、湯の中ではゆっくりと浸かっていただけ
るよう、言葉がけを行うよう心がけます。
大勢の利用者の方が、限られた時間のなかで

2

一番に入りたいと思うこともありますが
満足してます。

入浴していただいているため、順番は必ずしも
ご希望通りにはなりません。不公平とならない
よう充分配慮してまいりますので、ご理解を頂
きますようお願いいたします。
入浴はテーブルごとに順番が設定してあり

3

時間が分からない（いつ呼ばれるのか）
。

ますが、周知していただけるよう、１ヵ月の入
浴順番表を作成し掲示します。また、朝のごあ
いさつの時にお知らせするようにします。

分かっているが人数が多いので・・・せっ
4

１のとおり回答します。

かく温泉だからゆっくり浸りたい事もあ
ります。

5

午前中に入れればよい。

2 のとおり回答します。
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6

順番の訳が分からない、希望の時間には入

2 及び 3 のとおり回答します。

れない。

余暇・生活内容の自由について
健康器具についてはホットパック 3 台、マッ
サージ機 2 台、ローラーマッサージ 2 台、電気
混んでいるときには仕方ないと思います。 治療器 6 台を備えています。混んでいるときは
1

（ホットパック等健康器具）みんな親切に

別の器具にかかっていただくなどで順番を待

してもらい頼りにしています不安なし。

っていただければと思います。
職員もスムーズに順番が流れていくよう適切
に誘導を行います。
更新については、耐用年数の経過時期等を勘

2

マッサージ機等もう少し充実してほしい

案しながら検討します。台数については、利用

です。

人数、設置スペースの面からも現状で充分であ
ると考えます。

自由意見

1

みんなで歌ったりする事が希望、会話が好

レクリエーションにカラオケを取り入れま

きだからヒマはしないが、歌を唄うことが

す。誕生日会等の行事の際に、みんなで歌を唄

もっと好き。そのような場をもっと作って

う機会を設けます。

欲しい。
安全対策、見守りの関係上、現在の職員配置で
2

買い物をさせてもらって嬉しいが、ダイエ

対応可能な場所としてはダイエーのみとなっ

ーばかりなので、フジにも行きたい。

ています。ご理解いただきますよう、お願いい
たします。

【あんしんの家】
ご意見等

回答

苦情対応について
どんな内容であっても、話しやすいように日
頃からコミュニケーションを図ります。
1

問題によっては話しやすいこともある。

話しにくい問題については、苦情相談窓口の制
度を利用していただけるよう広報、掲示物等に
より周知いたします。

自由意見
1

家が狭い

施設の移転を計画しています。可能な限り広
さを確保します。

ご家族からの自由意見
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ご意見等

回答

その他
1

本人が利用している様子など見学してい
ないので回答に困った。

るように、広報誌などを通じて周知します。

送迎の対応が難しいとは思いますが、週 2
2

利用者の家族の方がいつでも訪問して頂け

回利用の場合は、月木、火金等、均等的に
利用できればと思っています。現在は月水
の利用となっています。

どうしても送迎の都合で対応しきれない場
合もありますが、極力利用者の希望に添うよう
に利用日を決定します。また、利用者本人と家
族の意向に差がある場合もありますが、充分に
ご意見を聞きながら最適な日を設定します。
生きがいデイサービスは西予市からの委託

3

利用回数を増やして欲しい。いつもありが

事業であり、利用回数などは行政で決定されて

とうございます。

おり、游の里で自由にはなりませんが、利用者

交流の場が元気の源となっております。

からの要望として行政に働きけかけていきま
す。

4

5

6

高齢化の時代を向かえ施設の充実を早期
に実現して下さい。

急速に進む高齢化の時代に対応すべく、介護
予防を中心とした設備を整え、要介護状態にな
るのを防ぐため施設の充実を図ります。
これからも皆様のご期待に添うことができ

大変な仕事ですが頑張ってください。

るよう努力します。

べつにございません、げんきにゆにつかる
ことです。

元気を保って頂けるよう、これからも介護予
防に努め、天然温泉文治が駄馬冷鉱泉の効能に
ゆったりと浸って頂けるよう配慮します。

【あんしんの家】
ご意見等

回答

その他
急にショートに預けたい時に出来ない時
1

が残念（地元にないから）

なじみの場所、なじみの職員で日中のデイサ
ービス、お泊まりのショートステイを引き続き
利用できるよう、ショートステイの定員を 2 名
から 3 名に増員するよう施設整備を行います。

2

3

突然の用事や介護者の病気の時などショ

あんしんの家では日中のデイサービスの他

ートステイが、すぐに取れていつも行って

にお泊まりのサービスとしてショートステイ

いる所なら安心だけど、万一町外とかに預

定員 2 名で運営していますが、希望者が多く満

けたりしなくてはいけなくなった時、本人

床の状態が続いています。今後は定員を 3 名と

も不安だろうし家族も心配する。

して対応できるよう施設整備を行います。

施設訪問したことがないので充分な回答

いつでも訪問して頂けるよう広報誌を通じ

ができない、法に基づき認可された施設で

てお知らせします。これからも、法令遵守に努

あり、職員、責任者についても同様です。 め、自信を持って運営していきます。
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今後自分に自信を持って実行してほしい、
よろしくお願いします。
個人によって体感温度差があり、気温変化
4

時の個別対応を！

施設設備により限界はありますが、可能な限
り利用者の状況に合わせ個別に対応していき
ます。

手厚い介護をいつも頂いて、有難く思って

5

職員に対するお気遣いありがとうございま

おります。何の不満もありません。新築の

す。

所は段差もなく車イスの進みもよいので

民家改修型デイサービスとして、設備的に充分

すが、改築の所は玄関から段差があり介護

でない所もありますが、利用者の方にはくつろ

者の上げ下ろしも大変だろうなとお察し

いで頂ける場となるよう努めていきます。

します。

6

お迎えの時間少し早く来て頂きたい時が

送迎時間については、限られた送迎車両のな

あるので、それはして頂けますか。お願い

かで、多くの利用者との調整をしながら設定し

したいです。他はとても親切です。

ています。必ずしも希望通りにはなりません
が、少しでも要望にお答えできるよう体制を整
えていきます。

【うつのみやさんの家】
ご意見等

回答

その他

1

施設が地方にあり、本人が現在どのような

家族の方が遠方におられ、利用者の施設での

状態なのか良くわからない為、定期的に知

状況が確認できず不安に感じられる場合もあ

らせてもらうことは可能なのか。

りますが、これからも情報レポートなどにより
定期的に利用者の様子を伝えていきます。

2

いつもお世話になっております。たずねる

普段、施設を訪問できない家族の方に、施設

たびに、皆様和やかな雰囲気で頑張ってお

の様子や利用者の状態を知って頂くために、今

られ感心している次第です。安心して預け

後とも情報レポートの内容を充実させ続けて

られます。送っていただく情報レポートも

お知らせしていきます。

忙しいにもかかわらず申し訳ない思いで
いっぱいですが、家族としてはよくわか
り、安心できて本当にありがたい次第で
す。
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（４）皆楽園
特別養護老人ホーム皆楽園ご家族自由意見、その他意見
ご意見等

回

答

利用開始時
入所時、諸費用の説明において初期加算、外出
1

初期加算、外出時費用

時費用の説明について念入りに説明するように
いたしました。

日常のサービス内容について
レクリエーションやゲーム等、楽しみながらで
きる運動を積極的に取り入れ、計画的に行ってい
きます。また、併設のデイサービスセンターでの
私の叔母は忘れっぽいだけで体は大丈
2

夫なので運動などして欲しい。室内に閉
じ込めないで。

レクレーションに参加する方もおられます。
夜勤の時間帯は出来るだけ自分の部屋でお休
みいただくようにお願いしますが、その時間帯以
外は本人さんの意思にお任せしているので、自室
で過ごされる時間が多い方もいらっしゃいます。
今後、希望を伺いながらリビング等で過ごす時間
を増やす工夫をしたいと思います。
起きていただく時間、休んでいただく時間をお
一人お一人のニーズや状態に合わせてユニット
で話し合い、検討しております。その情報を共有
し、関わりの時間に当てさせていただいておりま

3

自由時間に話をして関わってほしい

す。また、外出などの余暇活動の支援については、
希望がある方のみでなく、ご自分では訴えられる
ことのない方におかれましても楽しんでいただ
ける可能性があれば積極的に支援させていただ
いております。
ご本人が意思を明確に表すことができる方で
あれば、ご自身でリハビリについてどのように思
われているか詳しく伺い、ご意思とご家族のご要
望をふまえ支援させていただきます。ROM 訓練
（関

4

痛がっても時々足を伸ばしてほしい

節可動域訓練）や筋緊張緩和マッサージ等介護の
現場でできるだけのことは、援助させていただき
たく、現在取り組んでいるところです。また歩行
訓練として下肢筋力の維持・向上を目指した散歩
や、血行促進を目的とした足浴（足湯）など、楽
しみながらできるケアを提供できるよう取り組
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んでおります。ニーズに対してどのようなリハビ
リテーションが必要か、そしてその方法や評価な
ど継続的にユニット会などで話し合い満足して
いただける支援を目指したいと考えております。
職員の引き継ぎがうまくいってないよ

申し送りノートを活用して、引き継ぎ情報の共

うな気がする。本人が日常どのように過 有を徹底していきます。ご家族や面会の方に、利
ごしているか知りたいが職員が忙しく

用者様の生活の様子や近況の報告を勤務職員が

していて話をするのも気が引ける。ノー できるよう指導いたしました。その際、ご要望が
トに記録されていてそれを自由に見た

あればバイタルや食事量、体重等の記録をお見せ

いが見てもほとんど何も書かれていな

するように致します。気になることがございまし

い。

たら、お気軽にお声をかけていただければ幸いで

転倒や病気の様子、体重、血圧、食欲等 す。職員にとってもご家族から以前の生活ぶりや
せめて一週間に一度くらいの記入が欲

これからの要望を伺えるよい機会なので、積極的

しい。

にお話を伺うように指導しております。満足して

食事するところの床が汚い。部屋の隅に いただけるサービスを提供できるよう、いっそう
5

埃が。職員数が不足して掃除に手が回ら 努力してまいりますが、今後ともご意見、ご要望
ないのでしょうか。マットの裏にカビ
が。たまにはマットも干して欲しい。

ございましたらお聞かせ下さい。
畳にカビが生え、マットの裏を汚していた件に

自由時間の過ごし方に工夫が欲しいが

つき申し訳なくお詫び申し上げます。早速改善い

職員さんは多忙で対処できないようで

たしましたのでお知らせいたします。また入居者

ある。可能な人はデイサービスでレクが の希望を伺いながらデイサービスでのレクレー
できたら。

ションに参加されるなど対応していることを申

不満ばかり書きましたが職員さんの笑

し添えます。

顔が何より素敵です。ほっとします。き
っと、本人もその笑顔に支えられている
のだろうと思います。安心して預けられ
ること、本当に感謝しています。
健康状態により、週 2 回の入浴か清拭を行って
6

面会時臭うのでもっと入浴させて

います。必要に応じて入浴回数を増やすようにし
ていきます。また、排泄時のピッチャー洗浄やこ
まめな清拭にも取り組んでおります。

7
８

入浴の回数を増やして

同上

トイレやおむつ介助の方法が職員によ

ユニット毎の会議や研修にて施設全体として

って異なる

の介護技術のレベルアップ、そして介護方法や知
識の統一、情報の共有に取り組んでおります。

職員不足で入所者に無理がいく。公共の
9

国の基準では入所者 3 人に介護職員 1 人です。

交通機関を利用する場合、乗り継ぎに待 基準を上回る職員配置への報酬の加算はありま
ち時間があるので午前、午後一便でもス せんが、当施設では入所者 2 人に 1 人以上の介
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ムーズに行けるようにしてほしい。バス 護・看護職員を雇用しています。しかし、個人の
停もできれば作ってほしい。

生活を重視する全室個室の新型老人ホームでは
排泄や更衣の介助は基本的に入所者の個室で行
うため食堂兼居間からはその様子が見えません。
新しい仕組みでの介護実践をはじめて半年であ
り職員にとっても勉強することが多く、個別のケ
アに時間をかけすぎたかもしれません。介護技術
をさらに高め入所者に無理がかからないように
したいと思います。
宇和島自動車の接続の悪さとバス停（屋根付
き）設置に関しては、宇和島自動車に私どもの希
望ということでお願いをいたしました。実現され
ることを期待しています。
10 時と 3 時のおやつ時や食事の時間、更には

10

皆さんに感謝しています。時々話相手に
なってもらえるとありがたいです。
何度か訪問していますがいつも幸せな

11

入浴時間の他にも折にふれて会話ができるよう
に努めます。
ありがとうございます。今後ともご利用者が生

気分で帰ることができます。他のお年寄 きがいを持てるような支援をしていきたいと思
りたちもみな明るく満足げに見えます。 います。

施設の快適さや安全対策について
ＮＴＴに問い合わせたところ「緑の公衆電話」
は設置不可能との回答でした。新しく電話回線と
お世話になり感謝しております。入所者 電話機を購入すれば「ピンクの公衆電話」は設置
12

が利用できる公衆電話を置いてもらい

可能との返答を得ましたが、利用頻度が大変低い

たいのですが。

と予想されるため当分は、当施設の電話をご利用
いただけたらと思います。職員に申しつけてくだ
さい。

施設と家族との連携・交流について
職員が、利用者はもちろんのこと、ご家族への

13

利用者とサービス提供者は何でも言い

近況の報告、生活の状況などのお話ができるよ

合える仲にならないといけないと思い

う、取り組んでおります。そのなかでご家族から

ますが期待外れや一方通行であったり

も要望や、ご意見を伺えればと考えております。

してなかなか難しいようです。決して無
理なお願いをするわけではありません
ので気持ちが通じ合う交流をしたいと
思います。

105

うっかりしており申し訳ありません。入
所間もなく事故にあい本当に残念で仕

事故については大変申し訳なく思っています。
二度と起こすことのないよう、施設全体が危機意

方ありません。当時の不安感や不信感を 識を持って、技術・知識の向上、連携に取り組む
払しょくするには今後のお互いの理解
14

所存です。また、これからの私どもの利用者さん

によるものと考えます。若い方々が頑張 に対するケアを見ていただき、ご家族とともによ
っておられます。私ども大切な家族を介 りよい生活を築き、信頼関係を構築できればと考
護していただくので協力は惜しみませ

えております。今後ともよろしくお願いします。

ん。日が浅いのでアンケートの答えとし
ては十分ではないと思いますがお許し
ください。
御家族や地域と共に行う大がかりな施設行事
について計画立案中です。詳しい内容が決まり次
第皆様にご案内させていただきます。また、各ユ
15

何の連絡もない

ニット単位でのお食事会などの行事についても、
今後ご案内をさせていただきますので是非ご来
園いただきますようお願いいたします。近くにお
越しの節はお気軽にお立ち寄りください。

職員の対応について
常勤（週 40 時間勤務、週休２日）介護職員の
40％は介護福祉士の有資格者ですが、おっしゃる
職員間で資質の差があるので研修をし
16

てレベルを合わせて欲しい。看護師が利
用者の身体を把握してほしい。

通り有資格者間にも技術の熟練度において差が
あります。職場の内外を問わず研修の機会を設け
レベルアップに努めます。
看護師は嘱託医や利用者のかかりつけ医師の
管理、指導のもと、その職責を果たせるように利
用者の看護に努めます。

17

現状のままで良いと思います。

ご利用者が穏やかな毎日を過ごせるよう更な
る精進に努めます。

その他
苦情の受付は生活相談員ですが、玄関に要望や
18

不満や要望について窓口や誰に言った

ご意見を受付ける箱を設置いたしましたのでご

らいいかわからない

利用ください。内容を検討の上、可能な限り改善
するように心掛けます。

19

別にありません。優しく接していただき
感謝しております。
本人は身寄りがなく私たちも家庭事情

20

ありがとうございます。今後ともご利用者本位
の介護に努めます
同上

があり、なかなか伺うこともできず施設
の方にご迷惑をおかけしています。よろ
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しくお願いします。
特別養護老人ホーム皆楽園利用者本人ご意見
ご意見等

回答

自由意見
フロアのグループを入所者の介護内容
1

食卓を囲み楽しい会話とおいしい料理があれば

毎に分けていたら食事時も楽しい会話 素晴らしいと思います。寝たきりのかたや会話が
ができるのではないか。
（職員の負担の 困難な方もおられますが、出来るだけ楽しい雰囲
こともあるでしょうね）

気作りに努めます。
地域に開かれた施設運営を心掛けていますが入
居者のプライバシーが損なわれないよう十分気を

2

地域の方には来てほしくない。

つけたいと思います。見学者やボランティアの訪
問時には事前にお知らせするなど配慮いたしま
す。
自由に施設の外へも出たい、一人で出たいとい

これだけ広い施設なので、外を散歩さ
3

せてほしいのですが自由にさせてくれ
ない。

うお気持ちは尊重したいと思います。しかしなが
ら、転倒や交通事故などの危険もあり、外出する
ときは職員もご一緒させてもらっています。歩行
が安定している場合、少し離れた位置で見守り等
させてください。

4

お風呂はゆっくりしてもらいますがも
う少し回数が欲しい

お風呂の回数については週 2 回となっています
が、希望される方には徐々に回数を増やしていき
たいと思います
荒っぽいと思われたこと、大変申し訳なく思い
ます。入居者さんに負担のかからない介護技術を

5

なかには荒っぽい人もいる

学ぶことは大変重要です。また、心のこもった介
護は、技術を凌駕するかもしれません。心と技術
のバランスがとれた介護職員の育成に努めます。

6

言葉がわからないと言ってじっくり聞
いてもらえない

申し訳ありません。入居者さんの思いを十分受
け止め、サービスにつなぐことができるよう研修、
指導に努めます。
当園にはリハビリ専用のスペースがありません
が、
「寝たきりの方が車いすで生活できるようにな

7

リハビリするところが欲しい

る」
、
「トイレで排泄し、立ち上がる力も養う」
「自
分で箸やスプーンを使い食事ができる」など、有
する機能を使っていただき「与える介護」ではな
く「支える介護」を目指しています。そのために
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利用者様ごとの個別ケースに基づいた機能訓練計
画を策定し、支援させていただきます。ご理解い
ただきたいと思います。
8

ご飯の量が少ない（自分の体調を計算

ご賢察のとおりです。

してのことと思います）
おいしく食べていただけるよう、調理師や栄養

9

最低ですよ。味が薄い

士に指示を出しました。塩分を控えてもおいしく
食べられる工夫をさせますのでご理解いただきた
いと思います。

10

薄味だからすき

今後とも皆さんから喜んでいただける食事の提
供に努めます。

デイサービスセンター皆楽園ご家族：自由意見・その他意見への回答
ご意見等

回答

日常のサービス内容について
ご利用者と同じテーブルを囲んで食事をしてい
ますが、味付けや分量についてご意見をうかがい
1

食事があまり美味しくないようです

ながら、皆さんに満足していただける味付けにな
るよう栄養士や調理員と連絡を密にして改善しま
す。

職員の対応、サービスの不満はありま
2

同上

せんがいつでも昼食の味付けについて
話します。はっきりいって美味しくな
いそうです。
この半年でとても体力がつきました。

3

これからも、今まで同様、ご利用者に楽しんで

職員の皆さんのおかげと大変感謝して もらい生きがいを見つける手助けを行います。
います。本人も通所を楽しみにしてい
ます。

施設の快適さや安全対策について
昨年度までの施設（西予市三瓶デイサービスセ
ンター）と比べると、デイサービスで使える面積
が大変狭くなっており畳を敷くと歩行器や車いす
４

皆楽園は椅子式で畳がないためゆっく での移動に支障があると思われます。テーブルや
り座りたいときに不便と言っていた。

リハビリ用器具等の設置場所等を考え工夫したい
と思いますが、とりあえず静養室に畳 3 枚を敷き、
くつろげるスペースを作りました。十分とはいえ
ませんがご利用ください。
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施設と家族の連携・協力について
５

施設内での状況を家族に知らせて欲し
い。連絡帳か何かで。

連絡帳を作っている方もいます。担当者会議等、
ご家族に声かけをし、要望に応えられるようにし
ていきます。
ご家族が気軽に見学できる雰囲気作り、また、

家族が気軽に施設へ見学できるシステ
６

ムがあれば良いです。
（あるのかもわか

毎月発行している新聞等を通じていつでも見学で
きる事をご家族に伝えていきます。

りませんが知らないです。
）

施設での暮らしぶりがわからないとい

今後も、ご利用者、ご家族とのよりよい信頼関

ったら日々の状態を記録してもらい安 係の形成が図れるよう努めていきます。
７

心して預けております。又祖母との接
し方も優しく和ませてもらい職員の皆
さんには頭が下がり感謝の気持ちでい
っぱいです。

その他
８

９

三瓶から皆江までの道が悪いから早く
修理してもらいたい
すべてにおいて配慮されており感謝し
ています。

国道 378 号改修工事については西予市から愛媛
県への要望事項としてお願いしています。私ども
も一日も早い改修を願っています。
ご利用者に満足して頂ける様これからも努力し
ていきます。

デイサービスセンター皆楽園利用者本人
ご意見等

回答

自由意見
現在、送迎時間を除き 5 時間のデイサービス実
施です。6 時間以上のサービスを実施している施設
1

もう少し長く居たい特に夏

もありますが、個人負担も増えます。他のご利用
者、ご家族のご意見等も参考にさせてもらいなが
ら今後の課題とさせていただきます。

2

三瓶のときのほうが味も良い量も多か
った

おいしい食事は大変重要なことだと思います。
調理師や栄養士に伝えて改善を指示いたしまし
た。また、ご意見をお聞かせ下さい。
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