
７．作業に関する意見・要望

記述欄への記載内容と施設の考え

（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり／就労継続支援B型事業）

４．施設職員に対する意見・要望 施設の考え

すごく信頼しているようなので、これからもよろしくお
願いします。

ありがとうございます。今後も信頼関係を深めていく
よう努めて参ります。

以前、忘れ物などを届けに事務所に行った時、来訪
しているのに席から立ち上がりもせず、対応にとても
時間がかかり嫌な思いをした事があった。今はその
様な事はないが、親とのコミュニケーションを大切に
する事は必要だと思う。

大変不快な思いをお掛けし、申し訳ありませんでし
た。頂いた意見を職員と共有すると共に、職員教育
に努めて参ります。ご家族とのコミュニケーションは、
支援において大変重要なことだと思います。連絡帳
や電話、面談を通して、コミュニケーションを大切にし
ていきたいと思います。

５．食事に関する意見・要望

給食はとても楽しみにしていますので、ずーっと続け
てほしいです。

ありがとうございます。厨房職員の励みになります。

偏食の為、食べられる物が限られている。あまりいろ
いろな材料を混ぜ込まないシンプルな単品調理の料
理を増やしてほしい。野菜は別添えにするなど野菜
を除きやすい料理を増してほしい。

集団給食ですので、個別の対応ということになりま
す。どこまでなら可能なのか、栄養士や調理員とも検
討したいと思います。なお、ご家庭でどのような食事
を提供されているのか、教えていただければ参考に
なります。

６．トイレに関する意見・要望

本人に聞いたところ、あかつき園の女性トイレのドア
がかたくて開けにくい所があるので、直してほしいと
言っています。

女性トイレのドアについては、修繕済みです。

あかつき園のトイレは古くて使う事ができず、ワーク
センター3階のトイレを利用している。個室(入り口も)
のトイレがあれば良いと思う。

ご不便をお掛けして申し訳ありません。あかつき園の
建替の機会に、箕面市に要望や提言を行って参りた
いと思います。

作業ではないですが気温の高い日のウォーキングは
熱中症等、心配です。他の事で体を動かす方法を考
えて頂けないでしょうか。

スポーツセンターの利用なども検討したいと思いま
す。

他の作業所に製袋の量を移したけれど、今までと仕
事量は変わらないそうです。だから工賃が下ったの
は困るとのこと。作業がしんどいとのこと。(運搬)時々
は軽い仕事を混ぜてくれませんか。

貴重なご意見ありがとうございます。頂いたご意見に
ついては個別面談等において、作業内容や割合など
具体的にお聞かせいただき、個別支援計画に反映さ
せて頂ければと考えております。

今年度から作業を他の事業所とシェアするとのことで
工賃の見直しが行なわれ、かなりの減額となるようで
す。もっと希望を持って作業ができる環境にして下さ
い。

工賃が減額になったことは申し訳なく思います。今ま
ではほぼ製袋作業だけでしたが、今後は他の作業の
開拓なども検討して参りたいと思います。



８．（１）個別支援計画に関する意見・要望

８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望

１１．本施設にどのような運営を望みますか

実習先がいつも同じなので選択肢があればと思いま
す。

実習先は同じであっても、実習目的や課題設定をし、
実習先と連携をしております。そのようなご要望がご
ざいましたら、個別支援計画の作成に当たり、個別
面談等で担当職員にお伝えいただきますよう、お願
いいたします。

本人の状態をよく考えて作ってくださっていると思う。
今後もご本人のニーズの把握に努め、作成してまい
ります。

８．（２）活動面に関する意見・要望

本人はとても楽しく参加しています。

手芸はいろいろな作品を考えて、本人が作りやすい
ように工夫してくださっています。いつも出来上がりを
楽しみにしています。

自閉症、行動障害など対応が難しい場合は担当の
職員さんだけの問題でなく、福祉会全体の問題とし
て、皆で助け合うような対応が出来れば良いと思い
ます。

貴重なご意見ありがとうございます。現在も自閉症や
行動障害を伴う方など、多様な障害のある方を支援
させていただいております。福祉会として更に職員の
専門性を高めていけるよう、知識・技術・経験の蓄積
に努めて参ります。

９．介護に関する意見・要望

１０．送迎に関する意見・要望

送迎バスはすごく助かっています。ずっと続けてほし
いと思います。

ご家族のみなさまのご協力もあり、何とかサービスを
維持できております。自力通所が困難な方にとって
必要なサービスであるため、引き続き、サービス継続
に努めたいと考えていますので、ご理解・ご協力のほ
ど、よろしくお願いします。

在籍期限を設けず希望する場合は継続して通えるよ
うにして欲しい。

ご意見承りました。
同様のご希望は、過去のアンケートも含め複数寄せ
られていますので、当福祉会及び箕面市も承知して
います。

１２．施設の総合的な印象について

・職員の皆さんがとっても親切で本人にも家族にも優
しく接して下さる。何よりも優先される事で、心より感
謝してます。
・給食が美味しい。1日の中で一番の楽しみかもしれ
ない。お食事がとっても美味しいことは、幸せだと思
います。

本人が毎日喜んで通園していること。

毎日規則正しく過せていると思います。

作業活動だけでなく、楽しみややり甲斐につながる
日中活動も取り入れていきたいと思います。

ありがとうございます。いただいた意見を励みとし、
今後もより良い支援を目指して参りたいと思います。



１３．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

１３．（３）その他の意見

年々、重度等、対応の難しい利用者さんが増えてい
る中、人数的にも制限のある少ない職員さんでがん
ばって対応されていると思います。

ありがとうございます。いただいた意見を励みとし、
今後もより良い支援を目指して参りたいと思います。

１３．（１）改善すべきこと

建物が老朽化しているので、地震等災害時が心配で
す。建て替えを希望します。

あかつき園の施設建物の老朽化は激しく、建て替え
をすすめてほしい。

車載カメラの利用。高価な物でなくて良いと思いま
す。

車載カメラは既に、前方と車内が記録されるものを、
全車取り付けております。

あかつき、ワーク全体の行事が今は納涼祭等です
が、保護者や地域の人達が参加出来るものが他にも
あればと思います。

ご意見ありがとうございます。今年度はチーム単位で
ご家族も参加していただけるイベントを実施する予定
にしております。また、恒例で地域のイベントにも参
加しています。そういった取り組みを積み重ねなが
ら、ご家族や地域の方々が参加出来るイベントを検
討して参りたいと思います。

重労働でない野菜作り、水耕栽培やキノコとか。よく
分かりませんが…。職員さんの負担が少なく、お金に
成る物作り(笑)適当ですみません。

ご意見ありがとうございます。今後も情報収集に努め
て参りたいと思います。

行動障害を持つ利用者さんが増えている様に思いま
す。対応できる職員さんの養成など、福祉会全体の
問題として考えてほしいと思います。

行動障害を伴う方など、多様な障害のある方を支援
させていただいております。福祉会として更に職員の
専門性を高めていけるよう、知識・技術・経験の蓄積
に努めて参ります。

定員を決めず、希望する障害者を1人でも多く受け入
れて欲しい。

定員は制度上定めることになっています。また、新卒
で希望される方を必ず受け入れることとしているた
め、在籍期間の長い方から新しい活動場所へ移行す
るための支援を行っています。ご理解願います。

工賃についてですが6月分から見直しされる事になり
ました。他の事業所への委託料や工賃の底上げ等
だそうです。それは正当な事なのかもしれませんが
他の事業所の工賃は上がっているのにあかつき、
ワークは下がっています。一生懸命立ちながらの作
業も有るので、もっと工賃がほしいとか不服が有るわ
けではないですが、正直言って見直しのプリントを見
た時、これが自分の子供の評価なのかと思ったら少
し悲しい気持ちになりました。

工賃が下がったことに対しましては、申し訳ありませ
んでした。今までは製袋のノルマを果たすのに精一
杯でしたが、多少ゆとりができた分、違う作業の開拓
や今まで取り組めなかった日中活動なども検討して
いきたいと思っております。活動の充実など、違う形
で利用者の皆さんに満足いただけるよう、取り組んで
参りたいと思います。

市立施設ですので、箕面市主導で計画が進められる
ことになりますが、当福祉会といたしましても、必要な
提言等を行って参ります。



記述欄への記載内容と施設の考え

（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり／生活介護事業）

４．施設職員に対する意見・要望 施設の考え

本人の障害の特質はもちろん、性格や情緒にまで配
慮がなされている、又は努力されているのを感じま
す。

ありがとうございます。今後もきめ細やかなサービス
と、より一層サービスの向上に努めて参ります。

きめ細かな対応をして貰っている。排泄の問題（失禁
など）もあるが、新パンツを使わずに普通の下着での
生活ができているのが嬉しいので今後もお願いしま
す。

ありがとうございます。今後も個別のニーズに応えて
いけるよう、努めて参ります。

利用者の対応によく配慮されており、感謝しておりま
す。ただ何故か、いつも同じ所にあざがあったりしま
す。しかし、職員の方も、いつ、どこでかわからないよ
うです。本人が言えないものですから仕方がないとは
思っているのですが…。

あざの件につきましては大変申し訳ありません。原因
につきましては分からない場合もありますが、推察も
含めてご報告するよう、改善に努めて参ります。

やさしい、呼んだらすぐに来てくれる。 今後も心がけて参ります。

家族との連携も良好で、本人の生活を大事にして考
えてもらえています。これからも、この状況で、過ごし
ていきたいと願っています。

ありがとうございます。今後もご家族との連携に努
め、ご本人が安心・安定して過ごせるよう、支援させ
ていただきます。

とても丁寧すぎるほど丁寧です。もう少し、フレンド
リーでも良いような気がします。

ありがとうございます。言葉遣いも含めて丁寧に接す
ることは支援の基本と考えております。それでも個人
差は出ますが、基本が崩れないよう努めております。

いつも活動の内容を工夫していただき、子どもの気も
ちに添っていただきありがとうございます。笑顔で子ど
もと向きあって下さり、的確な対応感謝しております。

ありがとうございます。今後もより一層サービスの向
上に努めて参ります。

いつも誠実に子どもと親と向き合ってくださり感謝で
す。

ありがとうございます。今後も感謝の気持ちを糧に、
支援させて頂きます。

５．食事に関する意見・要望

魚の骨が気になります。
かなり以前から、骨なしの魚を仕入れておりますの
で、ご安心ください。

栄養面でも、料理の種類も計算されていて、しかも温
く戴けるのが有難いです。

ありがとうございます。栄養士・調理員とも共有いたし
ます。とても励みになると思います。

子どもがしゃべれず現場を見ていないので分からな
い。食事タイムの見学でもあれば良いのですが。

今でも事前に仰って頂ければ、見学して頂くことは可
能です。

おいしい、食事の時間が楽しい。
ありがとうございます。美味しい給食の提供と楽しい
食事時間を過ごして頂けるよう、努めて参ります。

量・質、それと食事介助、本人にとって、よりよい方向
にと、考えてもらっています。これからも、引き続き、
お願いしたいと思います。

ありがとうございます。今後も食事介助も含めて、給
食サービスの向上に努めて参ります。



７．作業に関する意見・要望

食堂が冬、とても寒い。こんな寒いところで食事を、職
員の方は動いているし、仕事をすると暑いでしょうが、
動かない人には…。給食を食べた事があるが、冬、と
ても寒かった。室内でも上着を着ていた。

申し訳ありません。決して職員が暑いから温度を下げ
ているわけではありません。空調機の性能の問題も
あると思われます。ワークセンターの空調は建設時か
ら更新されておりませんので、箕面市と協議して順次
更新を行っております。

・いろいろメニューがあり、良いと思う。
・調理されているので温かい物、作りたての物が食べ
れて良い。

ありがとうございます。栄養士・調理員とも共有いたし
ます。とても励みになると思います。

本人のむずかしい食べ方に職員の方とかいっしょうけ
んめい介助して下さりありがとうございます。(いやい
やでも食べたいので本当にいらいらする事と思いま
す。)

時間は限られますが、できるだけ完食して頂きたいと
いう思いで、支援させて頂いております。

６．トイレに関する意見・要望

実際に見ていないのですが、建物が古い分、施設設
備も古いのではと想像します。

築後あかつき園が38年、ワークセンターが23年経過
しておりますので、古さは否めません。必要に応じて
和式から洋式便器に変えたり、温便座、ウォシュレッ
トの取り付けを行って参りました。

現在トイレがどんなだかわかりませんが、排便を失敗
した時などの時にウォシュレットがあるといい。トイレ
の便座が冷たかったり、部屋が寒くないといい。

全部ではありませんが、ウォシュレットや温便座は取
り付けております。今年度ワークセンター１階男女トイ
レに、空調機を取り付けます。

トイレは定時誘導をして頂いているので（2）について
は問題ないと思いますが、その他は分からない。便座
は温水かどうかも分からない。清潔であってほしいと
思うがそれも分からない。

洋式の便座は温便座に取り替えております。ウォシュ
レットは一部に取り付けていますが、付いてないトイレ
もあります。ご来所の際に、一度ご確認頂けたらと思
います。

パットがへるのが多いように思う、トイレが間に合って
ないのかなと思っています。

ご心配をおかけして申し訳ありません。個別の案件で
すので、直接担当職員にご確認いただき、必要があ
れば改善させて頂きます。

トイレのベッドが狭い、冬は寒い、夏は暑い。

ご不便をおかけし申し訳ありません。トイレ内にベッド
を設置しますと、車椅子の移動や回転に支障をきたし
ますので、ストレッチャーを使っております。トイレの
暑さ寒さ対策につきましては、今年度空調機を取り付
けます。

暖房があれば良いと思います。
今年度ワークセンター１階男女トイレに、空調機を取
り付けます。

本人がやる気になる作業を考えてほしい。
ご本人が出来る作業はあります。ご本人の思いを汲
み取れないなど、感じるところがありましたら、個別に
お話しさせていただければと思います。

出来ることを探して下さっていると思います。

ありがとうございます。学校卒業後、色々なことを経
験して頂き、可能性を広げていくことが当事業所の果
たすべき役割です。作業活動もその１つだと考えてお
ります。

障害の重さもあり、特に作業に関しては積極的でな
い。なくてもあってもどちらでもいい。

若いうちは働く体験もして頂きたいと考えております。
その方なりに出来ることを見つけ、取り組んで頂くこ
と、また、そのことの継続が、自信にも繋がっていくこ
とと信じております。



OTの先生にも姿勢をチェックして頂け身体機能訓練
を兼ねての作業活動とてもありがたいです。

特に身体に障害のある方は、作業をする場合も正し
い姿勢を維持することが必要です。機能訓練を兼ね
て作業に取り組んで頂ける環境を整えることも、必要
だと考えております。

仕事量が減り、集中する時間がかなり減り残念です。

その方にとってどの程度の仕事量や時間が妥当か
は、個別支援計画に反映させて頂きますので、個別
面談等で担当職員にお伝えいただきますよう、お願い
いたします。

工賃が急激に下がるのは、本人の気持ちを考えると
さけてほしい。(もとの額は高すぎるくらいでしたが)

工賃が下がったのがちょっと残念！

ペットボトル(キャップ選別、紙をはがす)両方楽しい。 継続して取り組んで頂けるよう、努めて参ります。

よく本人の能力をふまえ、取り組ませて頂いていま
す。これからもよろしくお願いします。

ありがとうございます、今後もご本人に力を発揮して
いただけるよう、努めて参りたいと思います。

支援学校時代に得意だった活動が、職員(教えられ
る)が階がちがうという事で、できないとの事。何とかし
て欲しいです。作業活動の種類を増やして欲しいで
す。

今年度からワークセンターの２・３階を１チームに再編
いたしました。場合によっては教えることができるかも
わかりませんので、得意だった活動について、具体的
に教えて頂けますでしょうか。
今後も作業開拓には努めて参ります。

これからもっと、作業内容が、充実して工賃につなが
れば良い。

この度は工賃が下がることになり、申し訳ありません
でした。現状維持ではなく、作業内容の充実と少しで
も工賃アップに繋がるよう、努めて参りたいと思いま
す。

ミシン活動は順番でしょうが、何分くらいで変れるのか
ナーと思います。

前半後半に分かれて、ミシンは３５分交代です。ミシン
に従事していない時間は、別の作業に取り組んで頂
きます。詳しくは担当職員にご確認下さい。

８．（１）個別支援計画に関する意見・要望

書面で適確な文章を並べる事は可能です。それが日
常いかせているかは毎日見に行ける訳ではないの
で、わからない。

個別懇談等の機会に、是非、活動場面を見学して頂
きたいと思います。なお、個別支援報告書には、個別
支援計画書に対してその結果を率直に書かせて頂い
ております。

長年、同施設を利用している為、本人に対する理解
が深く、適切な支援計画を立てていただいています。

ありがとうございます。新たに希望されることがありま
したら、個別支援計画に反映させて頂きますので、個
別面談等で担当職員にお伝えください。

全部推測ですが、よく作って頂いていると思います。

ありがとうございます。個別支援報告書には、個別支
援計画書に対してその結果を率直に書かせて頂いて
おります。また、個別懇談等の機会に、是非、活動場
面等を見学して頂き、ご確認頂けたらと思います。

申し訳ありません。もとの額に戻すことは難しいです
が、少しでも多く収益のある作業開拓に努めて参りた
いと思います。



個別支援計画に必要な受給者証が手元に戻ってこな
かったので、どこにあるのかだけでも明確にわかるよ
うにして欲しい。

計画相談を中心に複数のサービスを使っておられる
場合は、一旦手元に戻らずに事業者間で受け渡しを
することも考えられます。預ったり返却した場合は、必
ず連絡帳に書くようにしていますが、再度周知徹底い
たします。

適切な内容をして頂いていると思います。
ありがとうございます。個別懇談等の機会に、是非、
活動場面等を見学して頂き、ご確認頂けたらと思いま
す。

８．（２）活動面に関する意見・要望

今も外部へ出ていくことがあって（買物や散歩）、有益
だと思います。

創作とDVD観賞の選択になっているが、だいたい本
人がDVDを選んでいるので、それでよいです。音楽活
動もいいと思います。

年1回の発表会のようなものを開催してほしい。

６月のチーム別懇談会の際に、レインボーチームが
ハンドベルの発表を行いましたところ好評でした。ご
家族の皆様に、普段の活動の成果を見ていただく機
会は作っていきたいと思います。

もう少し散歩など、外に出る事が多くても良い。

プールが1回というのは少ないかナ？1泊の小旅行
お友達といく楽しみを味わってほしい。ワークに泊ま
るでもいいので、いろいろとむずかしいのかナ(昔はあ
りました)USJとかにいったり。

８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・
         要望

大分暴れることはないが、不満やストレスはたまって
いると思います。

ご本人の気持ちを推察し、関係機関やご家族とコミュ
ニケーションを図りながら、支援して参ります。

よく理解して頂き、適切な支援をして頂いています。こ
れからも、お願いしたいと思います。

ありがとうございます。今後もご本人の理解に努め、
支援して参ります。

９．介護に関する意見・要望

トイレの排便失敗時に時々ふききれていないことがあ
るのでやはりウォシュレットが欲しい。

申し訳ありません。ウォシュレットの使用につきまして
は、担当職員に直接お伝えいただきますよう、お願い
いたします。

人によって適切な介護ができてる人とできてない人が
いると思う。

申し訳ありません。利用者一人ひとりの介護方法が
違いますので、担当職員を中心に、現場での指導や
情報共有を行って参ります。

数回ですが、こけたりして、帰って来るので見守り注
意をお願いします。

申し訳ありません。行動予測や危険予知を意識して
支援して参ります。

ありがとうございます。今後も外出活動や選択活動を
取り入れて参ります。

当該アンケートは職員と共有いたします。なお、活動
に関することは、個別面談等で担当職員にもお伝え
いただきますよう、お願いいたします。



１１．本施設にどのような運営を望みますか

１０．送迎に関する意見・要望

少し乱暴な運転の方もいます。
申し訳ありません。ご指摘を運転手と共有し、安全運
転に徹するよう、指導して参ります。

送迎場所や時間が毎年変わって、家族の者の生活
サイクルも変えなければいけない…。

親の都合をいえば、朝のお迎えがもう少し早いと助か
ります。

今年度から送迎が届け出たとおりしかできないが、昨
年と同じように変更があっても対応してほしい。

本当に良くしていただいているのですが、雨の日に
困っています。(心配です)前の場所に戻してほしいと
思います。(出来ない理由も良くわかりますが)

・朝の送迎時間が遅くならないよう、車を増やしてほし
い。
・運転者が高齢の方が多いので心配しています。安
全な送迎を希望します。

・ご要望は十分理解いたします。送迎を希望される方
の増加に伴い、現状まで車両を増やして参りました。
しかし、現状の介護給付費の送迎加算ではこれ以上
の増車は困難な状態です。
・運転手には毎年運転適性検査や健康診断を義務付
けております。また、毎月運転手・添乗職員と懇談を
行い、安全運転について注意喚起を行っております。

毎日笑顔で迎えてくれるので楽しくバスに乗っていま
す、今のままでも十分です。

改善して頂き、満足しています。

子どもの状態にあわせた適切な対応感謝しておりま
す。

ありがとうございます。今後も同様に評価して頂ける
よう、努めて参ます。

通過施設でなくして欲しい。退所しなくていい施設にし
て欲しい。

退所しなくてもよいこと。

１２．施設の総合的な印象について

障害の重い人に、充実した時間を与えるのは、大変
難しいことだと思います。それでも、活動の内容には
工夫があり、職員の専門性と熱意を感じます。娘に
とって、生活介護は人生です。娘達の為に日々仕事
を誠実になされる職員の皆さまに感謝すると共に、是
非継続されることを希望しております。

水分補給や失禁など細かい部分で良く対応して頂い
ている。できるだけ外出させてもらっているし、本人が
毎日笑顔で通所している。職員さんとの信頼関係もで
きている。

毎日楽しそうに通っている。

送迎時間に関しましては、約８０名の送迎を７台の車
両で行っております。色々な制約がある中で、送迎で
利用者・ご家族の皆様にできるだけ負担をかけないよ
う配慮をしておりますが、全員の方に満足して頂くこと
は難しく、申し訳なく思っております。何卒ご理解を賜
りますようお願いいたします。

ありがとうございます。不満を持っている方が多数い
らっしゃる中で、このようなご意見を頂けると励みにな
ります。一人でも多くの方に満足していただけるよう、
努めて参りたいと思います。

ご意見承りました。
同様のご希望は、過去のアンケートも含め複数寄せ
られていますので、当福祉会及び箕面市も承知して
います。

ありがとうございます。職員の励みになります。今後も
より一層サービスの向上に努めて参ります。



ワークセンター隣りにショートスティもあり、敷地内で
移動でき、スタッフの方の関わりも本人の事をよく分
かっていて下さり、連携がとれていて安心します。

利用者が活動的な一日をすごせている。

本人の状態を見て、本人にできることをみつけてやら
せてもらっていること、本人もがんばっていること。

重度の障害がある我子に、できる力をいかして作業、
食事をして下さっています。できる力を今後もいかせ
る様にとり組んでほしいです。

本人の意見を良く聞いてもらえ、訓練、午後の活動共
に充実している。

本人の意志を尊重し、本人の生活を大事に考えて、
いろんな活動、取り組み運営をして頂いていると感じ
ます。職員さん達の考え方に、学ぶことも多いです。

思っている以上に雰囲気が明るかった。

施設の職員の対応、通園バスの対応。
良い悪いも含めて、具体的にご意見を頂ければ有り
難いです。

施設内が明るくて、利用者ものびのびした感じがしま
す。ただ意外だった事は、食事中、とても静かだった
ことです。行儀が悪いかもしれませんが、多少の会話
があると利用者も楽しく食事ができるのではと思った
事があります。しかし、会話になると、食事も進まない
かも？色々考えます。

ご意見ありがとうございます。頂きましたご意見は職
員とも共有し、楽しい会話や雰囲気作りに努めて参り
たいと思います。

冬、寒すぎます。気密性ゼロ、室内上着が必要です。
夏、蚊も多く、暑いです。体育館ですごしているような
所です。(ワークセンターの1階)トイレも寒く、暑く。体
温調整のできないものには、過ごしにくい！！

大変申し訳ありません。ワークセンターは開所後２３
年が経過しておりますので、空調設備も古くなってお
ります。箕面市とも協議を行い昨年度より３年計画
で、空調設備の更新を行っております。また、今年度
ワークセンター１階トイレに空調機を設置します。

１３．（１）改善すべきこと

何度も〝なぜこの職員がまだいるのか？！〟と声を
出して伝えても聞き入れてもらえないのは何故、二度
と、Ⅰ職員にかかわってもらいたくない、何も出来てい
ない。

過去に不快な思いをされたことにつきましては、改め
てお詫びいたします。職員個人の問題ではなく、事業
所の問題だと捉えております。厳しいご意見・評価は
真摯に受け止め、事業所の義務として職員育成と信
頼回復に努めて参ります。

職員の皆さんの仕事に対する熱意を継続して頂く為
に何が必要かは、保護者にはわかりにくいことです。
今もなされているはずでしょうが、専門性を高めること
はもちろん、職員さん同士の意志疎通を計ったり、働
き易い職場環境であるように運営されて欲しいです。

ご意見ありがとうございます。サービスの継続や向上
には経験を積んだ職員が必要です。出来るだけ長く
勤めることができるよう、今後も働きやすい職場作り
に努めて参ります。

今のところ、施設側が、長い間、色々な問題に対処し
て来た結果ですから、人それぞれに考え方があるで
しょうが、私は、満足しております。

ありがとうございます。

以前おこなっていた、宿泊。ワークセンターの仲間と
の宿泊体験。

宿泊体験や旅行を希望する意見・要望は少数です
が、あります。一方、実施するとなれば解決しなけれ
ばならない課題も沢山あります。直ぐに実施すること
は難しいですが、今後の検討課題であると考えており
ます。

ありがとうございます。職員の励みになります。今後も
より一層サービスの向上に努めて参ります。



１３．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

施設の設備、建物が、古くなってきているのが、最近
の地震の多さで心配になります。なるべく早く、耐震も
十分な、建物、安全な設備にしてもらいたいと願って
います。

あかつき園の建て替えは市立施設ですので、箕面市
主導で計画が進められることになりますが、当福祉会
といたしましても、必要な提言等を行って参ります。

朝の送迎時間が10:00着を過ぎないよう、改善してほ
しい。

送迎時間に関しましては、約８０名の送迎を７台の車
両で行っております。色々な制約がある中で、送迎で
利用者・ご家族の皆様にできるだけ負担をかけないよ
う配慮をしておりますが、全員の方に満足して頂くこと
は難しく、申し訳なく思っております。何卒ご理解を賜
りますようお願いいたします。

送迎の間みなさんがそろうまでの時間を有効にしてい
ただければと思います。

１便２便で到着時間も異なりますので、その間に出来
ることや、全員が揃うのを待たずに活動を始めるよう
に努めております。（勿論、遅く到着される方の支援
体制も整えております。）詳細につきましては、担当職
員にご確認下さい。

特に思いつかない。

特にない。

ありません。

工賃に関係する作業の向上。
作業内容の充実と少しでも工賃アップに繋がるよう、
努めて参りたいと思います。

今の施設は、外に対してオープンな作りになっている
と思います。最近、オートロックの設備を他の施設で
見たのですが、安全面を考慮されてのことでも、閉鎖
的なイメージを持ちました。立派な建物でも、オープン
であって欲しいと思います。今まで通り…。

ご意見ありがとうございます。何を優先するかによっ
て考え方も違ってくると思います。外に向けて開かれ
た施設運営に努めて参りたいと考えております。

今までのアンケートをふまえ「分からない」への回答
の場合の意味を考え、ハード面ソフト面に関して見学
等を企画してほしい。

ご意見ありがとうございます。まず、一番知って頂きた
いのはご家族です。見学も含めて色々な機会を検討
して参りたいと思います。

保護者に見せる行事があると、本人のはげみにもな
るし、保護者が利用者たちの様子を知る機会にもな
ると思います。

ご意見ありがとうございます。今年度はチーム単位で
家族参加型のイベントを実施する予定にしておりま
す。その際は、是非たくさんのご家族に参加頂き、日
頃の利用者皆さんの様子を見て頂きたいと思いま
す。

・地域の拠点施設として、重度障害者の生活支援も
合わせて行って欲しい。
・居宅介護も利用者さんをグループホームの利用者と
して限るのではなく、地域で生活している知的にも、
身体的にも重度な障害のある人にも対応できるよう
にして下さい。あわせて移動支援にも…。
・ショートステイの医療的ケアが必要な人も利用でき
るように。

ご意見ありがとうございます。当福祉会の長期計画に
謳っている事でもあります。皆さまの期待に応えられ
るよう、進捗させていきたいと思います。

箕面市内にあと１ヶ所か２ヶ所、ワークセンターと同じ
ような施設がほしい。ぜひ、それにむけてむかって
いってほしいし、協力が必要なら親にも呼びかけてほ
しい。

ご意見ありがとうございます。当福祉会といたしまして
は、長期計画に謳っている「日中活動の場の拡充」に
ついて、進捗させて参りたいと思います。



１３．（３）その他の意見

通過施設であるので、利用者の先を考えた、次の受
け皿の施設との連携や交流に、取り組んでほしいと
願っています。

ご意見ありがとうございます。製袋作業のシェアや納
涼祭の参加など、断片的な交流はありますが、普段
から連携や交流することは出来ていません。事業者
間の横のつながりを持つ取り組みを検討して参りま
す。

施設の充実　職員の充実。

ご意見ありがとうございます。もう少し具体的にお書き
いただければ有り難いです。職員の充実につきまして
は、職員の確保や人材育成に継続して努めて参りま
す。

・施設内に防犯カメラ、送迎車内カメラ設置。(安全の
為に)
・ブログを見て利用者の様子や内容がよく解りますの
で　とても良いと思いますが、ブログを見れない方へ
の配慮、ブログの情報を伝えて下さい。(連絡帳・プリ
ント等で)

・施設内の防犯カメラには賛否両論あるかと思います
が、検討して参りたいと思います。車載カメラにつきま
しては、全車両に取り付けております。
・ご意見ありがとうございます。必要な方への情報の
伝え方を検討して参ります。

・障害を持つ子供達がささゆりにずっと入られる通所
施設として成長してほしい。
・親も子も年令を重ねて常に先を心配し続ける事ない
ようあかつき福祉会として取り組んでほしい。

ご意見承りました。
同様のご希望は、過去のアンケートも含め複数寄せ
られていますので、当福祉会及び箕面市も承知して
います。当福祉会といたしましても、長期計画に謳っ
ている「日中活動の場の拡充」について、進捗させて
参りたいと思います。

ありません。

職員の向上の前にダメな者はダメと、みとめてからだ
と思います。できない職員に向上を求めても、本人が
その気がないのなら、そこに力を入れて行くのに疑問
を感じます。"お金もらてるんやろⅠサン！！〟と言
いたい。どうも失礼致しました！！

過去に不快な思いをされたことにつきましては、改め
てお詫びいたします。事業所として、職員の育成と信
頼回復に努めて参ります。

障害者施設はその施設の障害者をどうとらえている
かをあらわしていることに気がつきます。重い障害者
の生活介護の場を病院のように促えるのではなく、生
活の場にして欲しいです。地域に開いたものに。閉じ
てしまえば、孤立していくように感じてしまいます。福
祉は建物ではなく、人、サービスの質であると思いま
す。今はその点に満足しています。

ありがとうございます。利用者の皆さん一人ひとりの
気持ちに寄り添い、支援していける職員を育てていき
たいと思います。

あかつき福祉会には、本人のきめ細かい介助の仕方
など理解して頂いているし、本人も喜んで通所してい
るので、このまま事業所を変わったりせずずっとあか
つきのお世話になりたい。常に退所勧告の不安があ
り、心理的ストレスを感じています。事業所を変わっ
て、いちから全部を理解して貰うまでのやり取りや新
しい事業所に慣れるまでに生じる問題（興奮したり不
眠になったり）を経験するのはもうしんどい。慣れたと
ころで安心して生活したい。あかつき福祉会の運営の
下で生活させて欲しい。（あかつきグル－プホームに
も入れてほしい）あかつき運営の事業拡大を望んでい
ます。

ありがとうございます。同様のご希望は、過去のアン
ケートも含め複数寄せられていますので、当福祉会
及び箕面市も承知しています。当福祉会といたしまし
ても、長期計画に謳っている「サービスの拡大・充実」
について、進捗させて参りたいと思います。



楽しく通所させて頂いております。身体介助も、安全
を考え二人介助で、スタッフの方もお忙しいと思いま
すが、移乗する時、トイレ介助に行かれる時にスタッ
フの方々声をかけあいながら安全に介助を考えて下
さり、本当に安心します。事故なくが一番ありがたい
です。

ありがとうございます。今後も安心安全な支援に努め
て参ります。

年限が無いように思われるが、定員になれば、通所
期間の長い人から、他施設等へ移らないといけない
ので早期にあかつき園などを建て替えをして、定員を
増やし安心して、ずっと通える場所として、良いように
変わっていく事を深く望みます。

ご意見承りました。
同様のご希望は、過去のアンケートも含め複数寄せ
られていますので、当福祉会及び箕面市も承知して
います。

チームによる格差がある様に思う。危機管理のなさか
らくる怪我等もきくし、その時の対応、処置のやり方に
も疑問を感じる。最低限の職員教育、共有のあり方を
再確認して頂きたい、職員の質に不安を感じる。

大変申し訳ありません。ご指摘の点につきましては改
善を図るべく、職員教育に努めて参ります。

様々な個性や重症度、要望に合わせて対応して頂
き、ありがとうございます。

ありがとうございます。今後もご期待に応えていける
よう努めて参ります。

・あかつき建て替えに向け市と共に協議し、よりよいも
のをつくって下さい。
・あかつき福祉会にはそのような力がないと弱腰では
なく、しっかりと利用者さんの思いを受けとめてがん
ばって下さい。

ご意見ありがとうございます。、あかつき園の建て替
えは市立施設ですので、箕面市主導で計画が進めら
れることになりますが、当福祉会といたしましても、必
要な提言等を行って参ります。

本人に、いろんな作業を経験させて欲しいです。そし
て、やる気が出る様な作業が見つかって毎日楽しく過
ごせたらいいなぁと思います。

作業も含めて、色々な経験を積んで頂き、ご本人の
可能性を広げていけたらと思います。具体的には個
別面談等においてお聞かせ頂き、個別支援計画に反
映させて頂ければと考えております。

医療介護が必要な子供をかかえています。日中は施
設で大変ていねいに行き届いた介護をしていただい
ています。阪大病院に通院しています。どこでも治療
できる病気でなく、緊急の場合阪大病院に連絡、搬送
するように言われています。現在は、休みなく、家で
介護をしていますが、そろそろ親の方が体力の限界
を感じています。箕面市内に“出なくていい、期限のな
い”施設を作っていただきたいと思っています。それ
に、インスリン接種など医療的処置のできる人がおら
れるショートステイがあれば嬉しいです。365日介護に
かかわっていると、介護している方も精神的に追いつ
められます。たとえば朝食前と夕食前だけでも、イン
スリンの注射をすることのできる人がおられれば…と
思います。

ご意見承りました。通過施設に関しては、同様のご希
望が、過去のアンケートも含め複数寄せられています
ので、当福祉会及び箕面市も承知しています。
当福祉会といたしましても、長期計画に謳っている
「日中活動の場の拡充」について、進捗させて参りた
いと思います。
インスリン注射につきましては、法改正が行われない
限り、介護職が行うことは出来ませんが、高齢者も含
めて、自己注射が出来ない方の問題は、更に切実に
なっていくと考えます。同じような課題を抱えている方
は多数おられると思いますので、情報収集に努めて
参ります。

・毎日楽しく本人が過ごしているので安心しています。
これからも安心して信頼出来る所であってほしいで
す。
・保護者へも、もっと意見を聞くとか、保護者の協力を
働きかけるとか。今の現状を知らせてもらい、協力出
来ることがあればと思います。アルミ缶、ペットのふた
などの回収を、知らない保護者の方がいらっしゃいま
す。収入を増やすために何度も、知らせて協力しても
らえばいいと思います。

ありがとうございます。今後も安心し信頼していただ
けるよう努めて参ります。また、色々とご協力を依頼
することも出てくると思いますが、その際はよろしくお
願いいたします。



・あかつき福祉会として今までの取り組みに自信を持
ち、先を見据えた夢(日本一の施設)を持って職員の
方々に誇りを持って成長してほしいと願います。とて
も良い場所(ワークささゆり)なので、全国に知ってほし
い。
・ブログを見て大変感動しました。これからもよろしく
お願いします。

ありがとうございます。頂いたご意見は職員と共有い
たします。とても励みになると思います。今後もご期待
に応えていけるよう、努めて参ります。


