
記述欄への記載内容（ささゆり園／園管理）記述欄への記載内容（ささゆり園／園管理）記述欄への記載内容（ささゆり園／園管理）記述欄への記載内容（ささゆり園／園管理）

６．施設の総合的な印象について６．施設の総合的な印象について６．施設の総合的な印象について６．施設の総合的な印象について

プレイルームの広さ、空調、室内照明、スタッフの皆
さんの対応もとても良く、いつも気持ちよく利用させて
頂き、感謝しております。

ありがとうございます。
これからも皆様に心地よくご利用いただけるよう、ス
タッフ一同努力して参ります。

事務所の方の対応がすごく良い。

コピーの仕方など、教えていただけるし、使用しやす
 い。

自由に部屋を使わせてもらって、作品をつくることが
できています。

静かな環境で集中して作業ができます。

自由に使わせて頂けて助かります。

十分スペースのある広い部屋が多いので、室内で体
を動かしたりということもできる。

長年希望通りに使わせていただいております。
障害者の方々に対する血の通った介護に敬意を表し
ます。

長年利用しているので、あまり不便さを考えたことが
ない。

いつもありがとうございます。清潔で掃除も行き届い
ていてありがたいです。

いつもきれいに掃除されている。受付の人（シルバー
さんも含め）対応がやさしい。特にシルバーさんがと
ても優しく親切にしてくださる方がいて、私たちが無理
を言ってるのにありがたいです。

建物は年数がたち、古いでしょうが（外観を含む）、館
内はきれいに使われています。

場所、接客の良さ、講座の内容、ともに良いと思いま
 す。

スタッフの案内が丁寧です。講座などがひんぱんに
行われているので、受講しやすい。

音響が非常に良いと感じました。

各グループにレターケース・ロッカーを貸していただ
いて助かっている。

毎週楽しみにしている。

最近、トイレのスリッパに履き替えるのがめんどくさい
と思いましたが、きれいな施設内を見て納得しまし
 た。

ありがとうございます。これからも衛生管理の向上の
ため、ご協力いただきますようお願いいたします。
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プレイルームは、講演会の会場には良いが、学習の
時は、照明が足りないので、字が読みづらい。
交通便があまりよくない。オレンジゆずるバスを近くで
とめてほしい。

プレイルームの照明の件につきましては、箕面市へ
報告しており、対応策を検討しています。しかしなが
ら、予算の関係もあり、直ちに改善することは難しい
状況にある点は何卒ご理解ください。

オレンジゆずるのバス停に関する要望は、箕面市へ
報告いたします。プレイルームの照明が暗いです。

開いている部屋がある場合、一般の方達でも使用さ
せてもらえる。閉鎖的でない所がよいし、ありがたい
 と思う。

ありがとうございます。条例に基づき、障害当事者、
ご家族等関係団体以外の方々がご利用いただく際に
は、障害者・家族の健康増進に寄与する活動へご協
力をいただいております。今後とも何卒よろしくお願い
いたします。

バリアフリーなので、施設的には満足しています。
無料で借りられるので助かっています。

公の施設で無料がうれしい。図書館等は、有料駐車
場タイムズにまかせ、責任転嫁する傾向にある。（あ
まくだり）

もう少し車の置場が広かったらと思います。

申し訳ございません。ご意見、ご要望があったことを
箕面市へ報告いたします。
昭和５８年竣工の施設であり、将来に向けた車両利
用、あるいは車両の大型化等を予測することは難し
かったと思います。

ご利用される皆様のご理解、ご協力をお願いいたし
ます。

市の施設として利用させていただいておりますが、ほ
ぼ満足ですが、もう少し小さい部屋もあると良いと思
います。

ご意見ありがとうございます。ご意見、ご要望があっ
たことを箕面市へ報告いたします。

７．（１）改善すべきこと７．（１）改善すべきこと７．（１）改善すべきこと７．（１）改善すべきこと

鏡がほしいです。
以前、プレイルームに小さい鏡を設置していたのです
が、破損等安全面に配慮し、現在は設置していませ
ん。何卒ご理解ください。

会議室のイスがとても重いので、移動するときに大変
です。

ご不便をおかけしています。会議室１のイスは、昭和
５８年の竣工当時から使用しています。若干重いので
すが、その分、耐久性はあります。（パイプイスの耐
久性は、５～１０年程度です）何卒ご理解ください。

この施設の認度（認知度？）がより高まって、さらに
利用者が増えることを期待します。

ありがとうございます。より一層、皆様に喜んでいた
だける施設をめざし、職員一同、取り組んで参りま
 す。

公共の施設ですので、一般開放されているのはやむ
を得ないと思いますが、基本的に障害のある方を優
先に利用できる配慮をしていただきたいと思っていま
 す。

ご意見のとおり、当園は障害者福祉センターですの
で、第一義的には障害当事者・ご家族の健康増進等
を目的に、年間定期利用や３ヶ月前からの予約等、
障害当事者・ご家族、障害者関係団体の皆様へ、優
先的に利用いただいております。
従いまして、障害者関係団体等がご利用されない場
合のみ、一部要件を満たした団体の方にご利用いた
だいています。

2



駐車スペースの確保。
申し訳ございません。ご意見、ご要望があったことを
箕面市へ報告いたします。

ご利用される皆様のご理解、ご協力をお願いいたし
ます。

外部駐車場は、内部が満車になった場合にのみ開放
しています。従いまして、軽自動車専用とした場合、
内部駐車場が満車の場合は、軽自動車しか駐車でき
なくなりますので、敷地内駐車場の有効活用から、軽
自動車専用化は難しいと考えています。

駐車場を確保して欲しい。

駐車場が少し使いにくいです。

駐車場の整備。混雑時は車の移動ばかりしている。

団体行事の時の駐車場に困難を感じています。パー
キングの確保を。
外のパーキング３台分を軽自動車専用スペースにし
てください。普通車、大型ワゴンの出入りは困難で
 す。

最近、施設の予約がとりにくくなった。

申し訳ございません。
昨年度と比較し、大幅な利用者増は見られないので
すが、時期や曜日によっては、予約しにくい場合があ
ります。

ピアノ、残念です。
申し訳ございません。
本年１月頃、調律は実施いたしました。また、ご確認く
ださい。

駐車の出入りが見えにくい。ミラーが見えにくい。

敷地内に補助ミラーは設置しているのですが、充分
ではない旨、ご指摘いただきました。
駐車あるいはお帰りの際には、左右確認の上、出車
されますようお願いいたします。

７．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと７．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと７．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと７．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

特にないです。

特にありません。

特になし。

トイレ、洗面の設備が少し古いように思いました。第
一会議室のイスが座りにくい。

ご意見があったことを箕面市へお伝えいたします。
昭和５８年竣工の施設のため、古く感じられると思い
ますが、何卒ご理解ください。
不都合な点や、故障等がありましたら、すぐに事務所
までお知らせください。

七宝焼きで裏のほうにお釜をおいているのですが、
電気がなくて暗く、もう少し明るいといいのですが。

省エネ（省電力）の為、一部蛍光灯をはずしていま
 す。
倉庫にある蛍光灯の位置を変更しましたので、ご確
認ください。

駐車場が不足しているので不便です。

申し訳ございません。ご意見、ご要望があったことを
箕面市へ報告いたします。
ご利用される皆様のご理解、ご協力をお願いいたし
ます。

屋外の利用法はないのでしょうか？ 駐車場以外の屋外（中庭）は、一般の方々への貸出
対象外のエリアであり、災害発生時の避難スペース、
あるいは生活介護や放課後教室利用者のための農
園等に活用しています。園庭の利用を可能に
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イスが痛んでいるので、そろそろ変えていただきた
 い。
プレイルームの音響をもう少し考えてほしい。（音が
飛ぶので聞き難い）

誠に申し訳有りません。パイプイス等破損したもの
は、適時交換しています。誠に恐れ入りますが、もし
お気づきになられた際には、スタッフまでお申し出くだ
さい。
音響設備は、平成２３年に更新いたしました。小規模
の会議等の場合には、従来からある小型ポータブル
タイプの音響設備をご利用いただいている場合もあり
ますが、音が飛ぶような場合には、出力に余裕のあ
る新型の音響設備をご利用いただけますので、お申
し出ください。

スリッパに履き替えるのではなく、土足のままで入れ
たらいい。

ご要望ありがとうございます。当該施設の利用者に
は、医療的ケアを必要とする非常に重い障害のある
方もいらっしゃるため、一定衛生面には配慮させてい
ただいています。
今のところ、現状の利用形態を維持したいと考えてい
ます。
何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

視覚障害者が利用しやすいサービス事業

ご要望ありがとうございます。
ご要望がありましたことを箕面市へ報告すると共に、
視覚障害のある方が利用できるサービス事業とは、
どのような事業があるか、検討したいと思います。

７．（３）その他の意見７．（３）その他の意見７．（３）その他の意見７．（３）その他の意見

いつもありがとうございます。

フラダンスの練習で、はだしで使用するので、自分た
ちでモップかけ等させていただければ良いな、と思い
ます。

ありがとうございます。プレイルームへのモップ配置
について、検討したいと思います。
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記述欄への記載内容（ささゆり園／生活介護）記述欄への記載内容（ささゆり園／生活介護）記述欄への記載内容（ささゆり園／生活介護）記述欄への記載内容（ささゆり園／生活介護）

３．施設職員に対する意見・要望３．施設職員に対する意見・要望３．施設職員に対する意見・要望３．施設職員に対する意見・要望 施設の考え施設の考え施設の考え施設の考え

よく気をつけて下さっているので、要望はありません。

ありがございます。今後ともご利用者さんの思いに寄
り添い、また、サービスの向上に向け、取り組んで参
ります。

本人の立場になって、一緒に考え、接してくれている
ので、週１回の通所をとても楽しみにしている。
本人、声が出ないけれど、熱心に意思疎通を図ってく
れている。感謝

困った事や相談事に、常に前向きで即対応してくれて
いる。

４．食事に関する意見・要望４．食事に関する意見・要望４．食事に関する意見・要望４．食事に関する意見・要望

だんだん細かい動作がなくなり、なかなか上手く
フォークで食べられなくなりました。食べたいときは一
生懸命食べようとしていますが、食欲がないときは、
無理に食べさせなくて結構です。

了解いたしました。できるだけご自身のお力で食べて
頂けるようサポートさせて頂きます。

食事はしないが、経管栄養、水分補給を受けている。
安全で的確な経管栄養、水分補給を実施いたしま
 す。

和食系が多いので、もう少し洋食系の献立を取り入
れて欲しい。

昨年度も同様のご要望をいただいたため、一定改善
を図りましたが、洋食系はどうしてもカロリーが高め
になり、また本園の利用者さんは４０歳以上の方も多
くいらっしゃるため、嗜好としては和食を望まれる方も
いらっしゃいます。再度ご要望を厨房委託業者へ伝
え、栄養士を交え、検討いたします。

５．入浴関する意見・要望５．入浴関する意見・要望５．入浴関する意見・要望５．入浴関する意見・要望

股の所、指の間を、よく乾燥させてください。
股の所は、タオルでこすらないで下さい。
（実行して下さってます）

ご要望承りました。スタッフにも周知させていただきま
 す。

週３回入浴できたら嬉しいのですが・・・・。

誠に恐れ入りますが、現状の生活介護で入浴回数を
増やすことは、入浴設備、職員体制から大変難しいと
ころです。
だたし、ホームヘルパーや訪問入浴等、他の制度を
あわせて活用いただくことは可能です。
詳細は、箕面市にご相談ください。

入浴より活動時間を希望しているため、受けていな
 い。

これからもご本人の意向にそった形で、活動していた
だけるよう努めます。

６．トイレに関する意見・要望６．トイレに関する意見・要望６．トイレに関する意見・要望６．トイレに関する意見・要望

職員の方が変わられた時は、失敗することがありま
すので、よく申し渡しをお願いします。
発作の後は、トイレさせて下さい。
（やって下さっていますが）

了解いたしました。発作時のトイレサポートを含め、
職員異動時や新規採用時は、必ず引き継ぎ等を行い
ます。

トイレ介助は受けていない。自宅ですませる。
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７．（１）個別支援計画に関する意見・要望７．（１）個別支援計画に関する意見・要望７．（１）個別支援計画に関する意見・要望７．（１）個別支援計画に関する意見・要望

いつもきちんと個人に合わせた計画を練ってくれてい
ると思う。本人の意向というか、親の意見も取り入れ
てくれていると思う。 ありがとうございます。これからもできるだけご本人

のご希望に寄り添った計画の作成に努めます。

本人の希望に添ったゆとりある支援内容である。

７．（２）活動面に関する意見・要望７．（２）活動面に関する意見・要望７．（２）活動面に関する意見・要望７．（２）活動面に関する意見・要望

季節毎に色々な計画を立ててくれているので、本当
に本人も喜んで参加できていると思います。

ありがとうございます。これからもできるだけご本人
のご希望に寄り添った計画の作成に努めます。

ベッドの上からでも、活動参加の気分を充分味わって
いるようである。

７．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望７．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望７．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望７．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望

８．介護に関する意見・要望８．介護に関する意見・要望８．介護に関する意見・要望８．介護に関する意見・要望

良い職員の方ばかりなのですが、たまに「この方、職
員なのか？」と思うことがあります。介護の基本を余
り知らないような方とか、不慣れそうな方がたまにい
ます。身内の者が不安になるので、もう少し堂々とし
てほしいです。

大変申し訳ありませんでした。職員の職場定着をめ
ざし、鋭意研修等に取り組んでいますが、職員の入
れ替わりが生じてしまいます。
利用者さん、ご家族の方々に安心して頂けるよう、引
き続き、新任研修、介護技術等の専門研修等に取り
組んで参ります。

出来るなら、入浴をもう少し増やしてもらえたらと思い
ます。

誠に恐れ入りますが、現状の生活介護で入浴回数を
増やすことは、入浴設備、職員体制から大変難しいと
ところです。
だたし、ホームヘルパーや訪問入浴等、他の制度を
あわせて活用いただくことは可能です。
詳細は、箕面市にご相談ください。

９．送迎に関する意見・要望９．送迎に関する意見・要望９．送迎に関する意見・要望９．送迎に関する意見・要望

土日のショートの送迎サービスを希望します。
老老介護の限界を感じることがあります。

当福祉会のショートステイにおいては、土日の支援体
制上送迎サービスの実施は大変難しい状況です。申
し訳ございません。

バスの送迎の職員の方は、いつも明るく朝から気持
ちが良いものです。このまま、ずっと維持してほしい
です。

ありがとうございます。添乗スタッフにもお言葉を伝え
させて頂きます。
引き続き、挨拶、マナー等につきましても職員教育を
実施して参ります。

送迎サービスの運転の方も、介助の方も、どなたも
親切に優しく、よく気をつけて下さっています。ありが
たく思っています。

ありがとうございます。今後とも安心、安全な送迎
サービスの提供に努めます。
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１２．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１２．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１２．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１２．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

１１．施設の総合的な印象について１１．施設の総合的な印象について１１．施設の総合的な印象について１１．施設の総合的な印象について

こちらが身構えることなく、なんでも相談できることで
 す。

ありがとうございます。これからもお気軽にご相談下
さい。

本人だけではなく、家族まで支えて頂き、感謝です。

職員の皆さんが、温かく心細やかに介助して下さって
いるので、うれしく思っています。それと高齢の親の
労力を考えて下さって、ショートステイ、体験ホーム等
便宜を図って下さっていること、感謝しています。少し
でも長く、我が家で過ごさせてやれるよう、頑張ってい
ます。

ありがとうございます。ご無理をされませんよう、お困
りの際はご遠慮なくスタッフまでご相談ください。今後
もよりご満足いただけるようスタッフ一同、努力して参
ります。

私の印象としては、生活介護施設は、ただ利用者さ
んをあずかり、毎日ダラダラ過ごすのかなぁ、と思っ
ていました。ところが、ぜんぜん違いました。毎日
色々な遊びはあるし、色々な体験もさせて頂いている
みたいで、うちの子は、いつも笑顔で帰宅します。休
むのは嫌なくらい大好きです。まさかプールに入れる
とは思わなかったですし、本当に喜んでいます。

ありがとうございます。これからも年齢やニーズに応
じた様々な体験をしていただけるよう活動メニューを
検討いたします。

限られた設備と時間の中で、創意工夫されている。
スタッフの熱意が感じられる。

１２．（１）改善すべきこと１２．（１）改善すべきこと１２．（１）改善すべきこと１２．（１）改善すべきこと

改善ではないのですが、今以上に職員の資質向上を
願います。

了解いたしました。今後も職員の資質向上に向け、
研修等を実施して参ります。

ありません。難しいかもしれませんが、現状維持
ありがとうございます。今後もよりご満足いただけるよ
うスタッフ一同、努力して参ります。

医療的ケアが必要な人達のショートステイサービス
医ケアが必要な方は多くなるので、あずかってくれる
ところが少ししかなく、困っています。家からも遠いで
すし。できれば、ショートステイ的な事ができれば、近
いですし、職員の方も慣れているので、安心です。

医療的ケアを必要とする方達のショートステイ等、生
活支援の必要性に関しては、法人として取り組むべ
き課題であると認識しています。
まずは、ささゆり園の利用者の方を対象にモデル事
業的なことができないか、検討して参りたいと考えて
います。

できれば一泊旅行につれていって欲しいですが、無
理だと思いますので、昨年のようにささゆり園でのお
泊まりイベントをしてください。

昨年のささゆり園内での宿泊体験を活かして、今年
度は近場での一泊旅行を計画しています。詳細は、
後日スタッフよりお伝え致します。

今はありません。
ありがとうございます。今後もよりご満足いただけるよ
うスタッフ一同、努力して参ります。

質問のところに記入しましたように、１日でも長く介護
したいと思っておりますので、送迎でエネルギーを軽
減させてもらえれば、何よりです。

当福祉会のショートステイにおいては、土日の支援体
制上送迎サービスの実施は大変難しい状況です。申
し訳ございません。
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１２．（３）その他の意見１２．（３）その他の意見１２．（３）その他の意見１２．（３）その他の意見

利用者に対する接し方や言葉遣いが丁寧なので、安
心しています。

ありがとうございます。これからもスタッフの質的向上
に向け、研修等に取り組んで参ります。

（母より）出欠予定等に柔軟に対応いただいていて感
謝しています。本人はとてもよろこんで通園していま
 す。
よく本人の意志を聞き取りながら、いろんな活動をし
ていただいていると思っています。

ありがとうございます。今後もよりご満足いただけるよ
うスタッフ一同、努力して参ります。

職員の方々が忙しくされている様子、スタッフが増員
されることを望みます。

お気遣い、ありがとうございます。これからも優秀な
人材を確保できるよう努めます。

気管切開手術通院後、外出は週１回のささゆり園の
みとなりました。本人は大変満足し、楽しみにしており
ます。数々の医療的支援を必要とし、四六時中、目
が離せない今、ささゆり園の存在は、本人及び家族
にとって貴重な時間を提供してくれています。スタッフ
の方々には、心から感謝いたしております。

ありがとうございます。ご無理をされませんよう、お困
りの際はご遠慮なくスタッフまでご相談ください。今後
もよりご満足いただけるようスタッフ一同、努力して参
ります。

本人も望んでいるので、外出の機会をもう少し増やし
て欲しい。
施設で何か異常があった場合は、たとえば、痰に血
が少し出ていたとか、ちょっとしたことでも、連絡して
ほしい。

できるだけ、ご希望に添うよう検討いたします。
今年度は昨年度の園内宿泊を発展させ、近場の宿
泊旅行を計画しています。

体調の変化等、気づいたことは詳細にご報告申し上
げるよう、スタッフへ再度周知いたします。

園外活動をもっと増やして欲しいと思っています。
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記述欄への記載内容（ささゆり園／入浴サービス）記述欄への記載内容（ささゆり園／入浴サービス）記述欄への記載内容（ささゆり園／入浴サービス）記述欄への記載内容（ささゆり園／入浴サービス）

４．施設職員に対する意見・要望４．施設職員に対する意見・要望４．施設職員に対する意見・要望４．施設職員に対する意見・要望 施設の考え施設の考え施設の考え施設の考え

お願い事（けが、体調不良児等）をした時の対応がと
ても親切で、ただただ感謝です。

ありがとうございます。これからも誠意ある対応を心
がけて参ります。

６．入浴に関する意見・要望６．入浴に関する意見・要望６．入浴に関する意見・要望６．入浴に関する意見・要望

大変助けて頂いて感謝しています。各週でも良いの
で、もう１回増やして頂ければ、更に助かります。
（金曜日以外で）

誠に恐れ入りますが、１日利用定員は男女併せて４
名ですので、ご希望に添うことは難しいのが現状で
 す。
だたし、ホームヘルパーや訪問入浴等、他の制度を
あわせて活用いただくことは可能です。
詳細は、箕面市にご相談ください。

さわやかな顔で帰ってくるので、たぶん満足している
のだろうと思います。

ありがとうございます。これからも快適な安心、安全
な入浴サービスをめざします。

時間はあるのに気にしすぎ。もっとゆっくり入りたいの
 に。

申し訳ございません。ご送迎のお時間、あるいはご自
宅のヘルパー受入時間等の関係から、おくつろぎい
ただけなかったのかもしれません。その場で職員にご
指摘いただければ状況をご説明できたかもしれませ
ん。よろしくお願いします。

７．トイレに関する意見・要望７．トイレに関する意見・要望７．トイレに関する意見・要望７．トイレに関する意見・要望

慣れないので難しい。無理？
 週１回ご利用の場合、頻度としてご利用いただく機
会が少ないため、慣れていただくことが難しいかもし
れません。お困りの際は職員へご相談ください。

８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望

意見なし

９．介護に関する意見・要望９．介護に関する意見・要望９．介護に関する意見・要望９．介護に関する意見・要望

意見なし

１０．送迎に関する意見・要望１０．送迎に関する意見・要望１０．送迎に関する意見・要望１０．送迎に関する意見・要望

笑顔で送ってきて下さるので、有難く思っています。 ありがとうございます。これからも明るく安心、安全な
送迎サービスを提供できるよう心がけます。

特にありません。

１２．施設の総合的な印象について１２．施設の総合的な印象について１２．施設の総合的な印象について１２．施設の総合的な印象について

全般満足しています。
ありがとうございます。これからも快適な安心、安全
な入浴サービスをめざします。
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１３．（１）改善すべきこと１３．（１）改善すべきこと１３．（１）改善すべきこと１３．（１）改善すべきこと

希望者には風呂の回数をふやしてください。

誠に恐れ入りますが、１日利用定員は男女併せて４
名ですので、ご希望に添うことは難しいのが現状で
 す。
だたし、ホームヘルパーや訪問入浴等、他の制度を
あわせて活用いただくことは可能です。
詳細は、箕面市にご相談ください。

１３．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１３．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１３．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１３．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

意見なし

１３．（３）その他の意見１３．（３）その他の意見１３．（３）その他の意見１３．（３）その他の意見

意見なし

10



記述欄への記載内容（ささゆり園／放課後教室）記述欄への記載内容（ささゆり園／放課後教室）記述欄への記載内容（ささゆり園／放課後教室）記述欄への記載内容（ささゆり園／放課後教室）

３．施設職員に対する意見・要望３．施設職員に対する意見・要望３．施設職員に対する意見・要望３．施設職員に対する意見・要望 施設の考え施設の考え施設の考え施設の考え

悪いことは悪いとしつけて欲しい。（その場で）
どうしてだめなのか、理由も話してほしい。

基本的に、集団、社会生活を営む上で課題がある行
動に対しては、その場でわかりやすく、ご説明させて
いただくよう努めていますが、障害の状況によって
は、その場で注意することによって、かえってご本人
の不安を助長する場合があります。その場合におい
ても、外部相談支援アドバイザーの助言を受けなが
ら、ご本人にわかるよう、絵カード等を活用し、どうす
れば良いのか、お伝えするようしています。

４．食事に関する意見・要望４．食事に関する意見・要望４．食事に関する意見・要望４．食事に関する意見・要望

お弁当なので、カロリーが気になります。

ご飯の量を調節する等、検討いたしますが、宅配弁
当ですので、カロリーに関し、ご満足いただけない場
合もあり申し訳ございません。
お弁当をご持参されることも可能ですのでご検討をお
願いいたします。

食事にかなりのこだわりがあり、職員の方にはいつも
お手数をかけていますが、いつも心良く対応下さって
います。

ありがとうございます。いつも利用者さんの気持ちに
寄り添うよう心がけて参ります。

５．トイレに関する意見・要望５．トイレに関する意見・要望５．トイレに関する意見・要望５．トイレに関する意見・要望

ズボンのあげさげを手伝って欲しい。
ご本人でできることは、できるだけご本人でお願いし
ています。どうしても難しい場合はお気軽にスタッフま
でお申し出下さい。

おむつチェックして下さり、助かります。車イスで入れ
るトイレで介助は必要ですが、出ていなければ、トイ
レに座らせて欲しいと思っています。

了解いたしました。その旨をスタッフに伝え、出来る
限り対応させていただきます。

６．（２）活動面に関する意見・要望６．（２）活動面に関する意見・要望６．（２）活動面に関する意見・要望６．（２）活動面に関する意見・要望

意見なし

６．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望６．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望６．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望６．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望

ボタンへの強いこだわりがあり、申し訳なく思っていま
す。なかなか難しいと思いますが、何か工夫をしても
らえたらなあと思います。

外部相談支援アドバイザーからの助言を受けなが
ら、絵カード等を活用し、こわだりの軽減や気持ちの
切り替えをスムーズに行えるよう、取り組んで参りま
 す。

以前は、お出かけ等もたまにありましたが、減りまし
 た。
プールや映画等があればな～と思いました。

現在映画は実施していませんが、夏のプールやボウ
リング等の園外活動を引き続き実施します。年間行
事の総量に大きな変更はありません。

７．介護に関する意見・要望７．介護に関する意見・要望７．介護に関する意見・要望７．介護に関する意見・要望

一日利用させていただける時は、車イスに座ってば
かりだと身体によくないので、ストレッチ等を取り入れ
て欲しい。

了解いたしました。現状でも車イスから降りて頂く時
間を設ける等、一定対応させていただいていますが、
その旨をスタッフに伝え、さらに検討させていただきま
 す。

11



９．施設の総合的な印象について９．施設の総合的な印象について９．施設の総合的な印象について９．施設の総合的な印象について

サービス内容が充実していると思う。
ありがとうございます。これからもできるだけご希望に
寄り添った多様な活動メニューを検討して参ります。

色々なプログラムを考えられている。他の放課後デイ
の見本になっていると思います。送迎はありません
が、送りだけでもあったら助かります。

ありがとうございます。これからもできるだけご希望に
寄り添った多様な活動メニューを検討して参ります。

放課後デイでは、色々と楽しい企画や外出等を考え
て下さったり、皆で参加できる様にサポートして下さっ
ているので、安心してお任せできる。

送迎もあれば良かったなと思います。
ご要望があったことを箕面市へ報告いたします。

駐車場をもう少し増やして欲しい。

使用できる部屋、場所が少ない。
ご指摘ありがとうございます。活動内容によっては、
プレイルーム、図書コーナー、調理室、中庭の農園等
も使用しています。

１０．（１）改善すべきこと１０．（１）改善すべきこと１０．（１）改善すべきこと１０．（１）改善すべきこと

送迎サービスがあれば、もっと利用したいと思う。送
り・迎えの負担が大きい。 送迎サービスに対するニーズ、要望は多数ございま

 す。
しかしながら、新たに送迎サービスを実施するために
は、車両の確保、維持管理費等の経費、職員体制の
構築等の多くの課題があり、極めて難しい状況にあり
ます。何卒ご理解いただきますようお願いいたしま
 す。

送迎サービスがあれば、もっと利用したいと思う。送
り・迎えの負担が大きい。

送迎サービス

１０．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１０．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１０．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと１０．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

一日中車イスに座っている姿勢なので、放課後、少し
車イスから降りて、身体を伸ばす事が大切なので、軽
くストレッチして頂けるスペースが欲しい。

了解いたしました。現状でも場所を確保する等、一定
対応させていただいていますが、その旨をスタッフに
伝え、さらに検討させていただきます。

１０．（３）その他の意見１０．（３）その他の意見１０．（３）その他の意見１０．（３）その他の意見

日中一時の送迎をしてほしい。

今後の放課後教室のあり方に関しては、皆様のご意
見をお聞きしつつ、箕面市とも継続的に協議して参り
ます。

１８時までであると、とても助かります。

送迎がないので、利用したいが利用できない方がたく
さんいます。このままやめる方向で考えられているの
でしょうか？とっても残念です。

豊中支援学校→ささゆりへのバスルートはあるのに、
箕面支援からの通学バス乗車や迎えがない。今後利
用したいと望むが、来年以降も通所手段がないと利
用できないので、改善、対応（有料も可）を願う。
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いつも親身になって考えて下さり、有難いと思ってい
ます。本人も放課後教室へ行くことを、とても楽しみに
していて、家族も助かっています。ありがとうございま
 す。 ありがとうございます。これからもできるだけご希望に

寄り添った多様な活動メニューを検討して参ります。

いつも楽しく放課後利用させていただいております。
ありがとうございます。
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