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問１．あなたは、箕面老健を利用して、職員の看護や介護・介助技術に満足していますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・親切でクライアントの要望に応えてくれます。
・相手の身になって対応してくれます。
・全てに細かい配慮を感じます。
・安全面に充分気をつけてもらっています。
・お世話になってから歩くことがちゃんと出来ていま
す。

入所・通所
ありがとうございます。今後も安全に注意しながら、ご利用者様の
要望に応えていけるよう、また細かい配慮に努めていきたいと思い
ます。

2 ・送迎時の介助が人によって違います。 通所
職員の介助方法を統一徹底できる様、今後努めていきたいと思い
ます。

問２．職員の態度や言葉づかいなどに満足していますか。

（例えば幼児語・命令的な言葉づかいなどではなく適切に対応していますか。）

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・どの介護士さん看護師さんも笑顔で親切に対応し
ています。
・認知症で同じことを何度も尋ねると思いますが、そ
の都度対応していただいてます。
・旧来の幼児語による声掛けが皆無です。
・年長者として対応してくれます。
・主人のジョークにも腹を立てずおつきあいして下さ
り、こちらがお礼を言いたいです。

入所・通所
ありがとうございます。声掛けについては、利用者様に尊敬の念を
忘れないよう、日々スタッフ一同努力してまいります。

2
・時々、命令的な言い方の職員さんを見かけた事が
有り悲しかったです。
・女性職員は利用者の好き嫌いがあります。

入所・通所
不快な気持ちにさせてしまい申し訳ございません。ご利用者様、ご
面会の皆様に気持ち良く過ごして頂ける様、接遇について研修や
日々の見直し、指導を行ってまいります。

問３．サービス内容には、あなたや家族の意向が尊重されていますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・体調に応じたリハビリをしていただいています。
・足腰が弱らないようにと運動をお願いしてますの
で、本人も頑張っていると思います。

通所

ありがとうございます。リハビリに満足して頂いているとの事で、今
後も利用者様の体調に配慮しながら、満足して頂けるリハビリを
行っていきたいと思います。体調により、リハビリの内容を変更・中
止することもありますが、体調の良い時には、ご利用様に必要なリ
ハビリを提供させていただきます。

2
1人で過ごしている時間も多いようです。何かお手伝
いさせてもらえると家事が好きなので喜んですると思
います。

入所
エプロンたたみなどをお願いしている事もあります。
喜んで頂けるような役割・用事を検討させて頂きます。

問４．職員は、あなたの意見や相談をよく聞くなど満足のいく対応をしていますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・こちらの希望事を理解して対応してくれます。
・お願いしたことにすぐ返事を頂けます。
・適切な助言をくださります。

入所・通所
可能な範囲でご家族様、ご利用者様のご希望に添えればと思いま
す。相談事やご心配事などあれば、職員までお声掛け下さい。

問５．ご家族への連絡や行事の案内など、ご家族に対して満足のいく働きかけをしていると思われますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・何かあれば素早く電話を下さり、助かっています。
・連絡ノートの返信は丁寧な対応をして頂いていま
す。
・先日の地震の時も丁寧に連絡していただき感謝し
ています。

入所・通所
体調不良など、こまめにご報告することで、ご家族様に安心して頂
ける様今後も努めてまいります。不明な点などありましたらいつで
もお問い合わせください。

2
直接や電話で事前に行事内容を知らされた事があり
ません。

入所
行事については、お知らせが行き届かずに申し訳ございません。
行事検討委員会にて、お知らせ方法など検討させて頂きます。
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項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
・素早く完璧なので驚くばかりです。
・いつも清潔にしていただいております。
・入浴は好きなので、肩まで入浴でき喜んでいます。

入所・通所 今後も快適に入浴を楽しんで頂ける様、努力してまいります。

2
男性職員による女性入所者の入浴補助は入所者が
嫌がっています。

入所
職員の男女比などの兼ね合いもあり、性別で勤務を調整するのが
難しく、必ず同性介助を行うのが難しい状況です。ご理解ご協力を
お願いいたします。

3 洗い方が充分でないと思います。 通所
乾燥など肌の状態によって、個別で考慮した介助を心がけていま
す。今後は洗い方に満足してもらえるよう配慮していきたいと思い
ます。

4 時間の制限が少し気になります。 通所
湯船の中に入っている時間は、身体への負担を考慮し、4分を目安
にお声掛けさせて頂いています。今後も体調に考慮しながら満足
に入浴できるよう努めてまいります。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
・いつも美味しく頂いております。
・種類が多くて、野菜を煮たり蒸したり炒めたりと工夫
されていると思います。

入所・通所
ありがとうございます。少しでも皆様においしく食べやすい食事が
提供できるよう、厨房職員と連携し今後も工夫していきます。

2

・食事はゆっくりしたいです。味付けに利用者の希望
を取り入れてほしいです。
・いちじく、バナナを出して欲しいです。
・本人はもう少し脂っこいものを食べたいようです。

入所・通所
塩分、脂質など栄養価の兼ね合いもありますが、ご利用者様の嗜
好に合った食事が提供できるよう努めていきます。

3
・テーブルのメンバーが代わると不安そうです。
・席の配置に不満があります。

入所・通所
テーブルの高さや食事介助の有無など様々な要因を考慮し、食事
席を決めさせて頂いております。ご理解、ご協力をよろしくお願いい
たします。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1 量が多い時があります。 入所・通所

特に医学的に問題のない場合、主食の量は大・中・小と対応させ
ていただきますので職員にお声掛け下さい。また、食欲不振が続く
ようでしたらハーフ食等も検討いたしますので遠慮なくおっしゃって
ください。

2 本人はもう少し量が多い方が良いようです。 入所
糖尿病など食事療法が必要な方以外でしたら個別に対応させてい
ただきますので、職員にお声掛けいただきますようお願いいたしま
す。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
ストーマの便出しで時間がかかりますので、皆様に
ご迷惑かけていると思います。

入所
必要な医療処置ですので迷惑と思われずに、困った事があれば
いつでもお声掛け下さい。

2 ペーパータオルがない時があります。 入所
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。適宜補充を心掛けており
ますが、ご利用者様で持ち帰ってしまわれる方があり、補充が追い
付かない事があります。お困りの際は、職員までお声掛け下さい。

3 排せつの回数、排便の有無の連絡がありません。 通所
今後排便があった場合、必ず連絡帳に記入させて頂きます。また
排泄の回数はご希望時に個別で回数を記入させて頂きますので、
職員までご連絡ください。。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
お風呂から上がったところに伺う時がありますが、丁
寧に優しくドライヤーで髪を乾かしていただき有難く
感じます。

入所
ありがとうございます。今後も快適に過ごして頂ける様、努めてま
いります。

問６．入浴について、安全で快適な入浴となるよう、健康管理やプライバシーへの適切な配慮がなされていますか。

問７．食事の献立について、味付けや楽しい雰囲気づくりなど食事を楽しむための工夫がなされていますか。

問８．食事の量は満足されていますか。

問１０．排せつの際に、安全性やプライバシーについての配慮がなされていますか。

問１１．みだしなみや理美容について（入浴後の整髪など）、あなたの好みや意向が配慮されたものとなっていますか。



2
入浴以外の日は1日1回顔や頭を拭いて頂けたらあ
りがたいです。

入所
起床後に洗顔が出来ない方は顔を拭いていただく様にし、髭剃り、
整髪を行っております。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
・毎回楽しく参加しています。
・工夫があってよくしてもらっています。

通所
ありがとうございます。さらに満足して頂けるレクリエーションを行っ
ていきたいと思います。

2 外の空気に当たりたいです。 入所

季節や天気により日曜日に敷地内ではありますが、散歩に出かけ
る事もあります。夏の暑い時期、冬の寒い時期には体調管理も考
慮し、外に出るのをあえて控えています。ご理解ご協力をお願いい
たします。

3
耳が遠い入所者向けの行事・レクリエーションがあれ
ば良いです。

入所
さまざまな障害を持ったご利用者様が参加されるので、全員が同じ
様に楽しんで頂ける内容は難しいですが、一人でも多くの皆様に
楽しんで頂ける様、創意工夫に努めてまいります。

4
・利用者の意向をもっと聞いてほしいです。
・カラオケは苦手です。

通所
ご意見ありがとうございます。利用者様の意向にすべて対応するこ
とが困難な場合もありますが、カラオケ以外にも楽しんで頂けるよ
う努めてまいります。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1 何とか一人で行動できるよう願っています。 入所
ご利用者様の身体機能や体調、リハビリの進み具合を見ながら、
ケアを勧めさせて頂いております。今後も安全と自立の両面を大
切にしながらケアをさせて頂きます。

2
私の体の具合をよく知って下さり、よく声を掛けてくだ
さいます。

通所
ありがとうございます。これからも体調に配慮しながら、お声掛けさ
せて頂きます。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・トイレに声掛けしないで行けるようになり喜んでいま
す。
・リハビリをしていただいているおかげで、ひざが痛
いと言いながら自分で歩けると思います。
・家でのベッド移乗や車いす移乗に、リハビリの訓練
が反映されていると思います。

入所・通所
膝痛の増悪がないように注意し、ご利用者様に必要なリハビリを提
供させていただきます。

2
・歩くための訓練をもっとして欲しいです。
・私の身体に合わせてリハビリしているので不足は
ありませんが、出来るだけ多くやりたいです。

入所・通所
ご利用者様からのご希望・ご要望がございましたら、リハビリ職員
にご相談ください。ご利用者様の状態に合わせたリハビリを提供さ
せていただいております。

3 個人的ですが、関節動域訓練をしてほしいです。 通所
ご利用者様の状態に合わせたリハビリを提供させていただいてお
りますが、ご希望・ご要望がございましたら、リハビリ職員にご相談
ください。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
・良くして頂き喜んでいます。
・明るく接して下さり、声をかけて下さり、おしゃべり好
きな僕には楽しいひと時です。

入所・通所 快適に過ごして頂けているようで何よりのお言葉です。

問１２．行事やレクリエーションなどは、あなたが参加しやすいように計画され、あなたの意向が配慮されたものとなっています
か。

問１３．あなたがトイレや食堂などへの移動、また居室やベッドからの移動の際に自分ができることは自分でするよう、スタッフ
からの声かけや配慮がありますか。

問１４．機能訓練・日常生活訓練（リハビリ）は普段の生活に反映されるもので、積極的に取り組むための支援がなされていま
すか。

問１５．箕面老健は、生活の場（ディケアの場合は日中を過ごす場）として、心がやすらぐ雰囲気づくりのために、スタッフは十分
な気配りをしていますか。



2
・全てではありませんが、人手不足もあると思います
が、全ての人には心遣いが届きにくいです。
・スタッフとの親密度が足りてないです。

通所
利用者様に満足して頂ける配慮や、ケアを行えるように努めていき
ます。また人手不足とご利用者様が感じないような人員配置を行っ
てまいります。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1 よく観察して下さり、声をかけて下さいます。 通所
ご利用日には一人一人体調を観察し、またお声掛けさせていただ
いています。今後もさらに満足して頂けるよう努めてまいります。

2 体調の悪い時にリハビリをしないといけません。 通所
リハビリを頑張りたいというお気持ちも尊重し、体調に配慮しながら
リハビリは行っていきたいと思います。体調に応じた、リハビリを提
供させていただいており、内容の変更や中止することもあります。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
・直ぐに対応して頂き連絡も下さり助かりました。
・具合が悪くなった時に良くしてもらった。

入所・通所
体調不良や急な変化についてはなるべく早い段階でお知らせする
ことで、ご家族様へのご理解、ご協力を頂く必要があったり、過度
なご心配を掛ける事の無いように配慮させて頂いております。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
不定期に大声を出したり、手足を異常に動かす人が
いるので、他の方への配慮が欲しいです。 入所・通所

ご迷惑をおかけし、申しございません。
職員も出来る限りの配慮をさせて頂きますが、様々な障害や疾病
をお持ちのご利用者様を受け入れる施設であるため、全ての場面
において、配慮が完全に行き届くのは難しい現状があります。ご理
解ご協力をよろしくお願いいたします。

2
お忙しいとは思いますが、入所中、月に２～３回利用
者の様子や、排便の回数や内容等を記録したメモ等
を頂けたら有難いです。

入所
必要な内容はいつでも対応させて頂きますので、職員にお声掛け
下さい。

3
連絡事項、お知らせ等は汚物入れのふたの上では
なく、鏡の横など見える所に貼って下さい。気づかず
見落とす事がありました。

入所
「ご家族の方へ」の札や、その他のお知らせのお手紙などは、ご家
族様によって目の付きやすい場所は様々かと思われます。ご希望
がありましたら検討させて頂きますのでいつでもお知らせください。

4 照明をもう少し明るくして頂ければ幸いです。 入所
節電の協力依頼により、天気により消灯をさせて頂いています。ご
理解ご協力をよろしくお願いいたします。

5 トイレがウォシュレット付だと良いです。 入所

殆どの便器にウォシュレットが設置されています。ご利用者様によ
り、リモコンを紛失、破損するなどの可能性がある場合、リモコンは
設置していませんが、便座横の操作盤で使用可能です。使用出来
なければ、すぐに修理させて頂きますので、職員にお知らせくださ
い。

6 入浴回数を増やして欲しいです。 入所

皆さま週2回の入浴をして頂いております。皮膚トラブルなど必要で
あれば、その必要回数を入浴して頂きますが、現段階では皆様、
週2回でご利用頂いております。他ご利用者様との兼ね合いもあ
り、ご希望に添えず申し訳ございません。

7

洗濯をお願いしたかったのですが、入浴セットやネッ
トに洗濯物を入れるのを別の団体に平日にお願いし
なければならず、結局家族が洗濯することになった
ので、老健とその団体との連携があれば良いと思い
ます。

入所
詳しい内容はわかりませんが、社協の中のサービスですので橋渡
しはできると思いますのでご相談下さい。

問１６．あなたの日々の体調などについて、十分配慮されていると感じていますか。

問１７．健康状態が変化したときや緊急事態が発生したとき、満足な対応がされましたか。

問１９．箕面老健で、改善してほしいところがありますか。



8
帰宅時刻が遅いため、その間の時間の利用（カラオ
ケ以外）を考えてほしいです。

通所
カラオケ以外にも、楽しんで頂けるようなアクティビティを検討して
いきたいと思います。

9 室外へ出たいです。 通所
リハビリや、レクリエーションで室外で行けるように努めてまいりま
す。

10 時間が長いので、腰と足が痛くなります。 通所
身体的な負担が大きくならない様に、適宜休んで頂けるスペース
や時間を設けられるよう検討します。

11 介護者の数を増やしてほしいです。 通所 募集を継続し、人員確保に努めてまいります。

12
利用者間の交流がもう少し、し易い雰囲気づくりが出
来ないでしょうか。

通所
個々のご希望によりデイでの活動は行ってもらっておりますが、他
者との交流が出来る場の設定もさせて頂きますのでお声掛けくだ
さい。今後も皆様が過ごしやすい場の提供に努めてまいります。

13
散髪屋さん設置、パワーリハビリの検討、クナイプ療
法の検討をお願いしたいです。

通所
当施設では、高価な機器を導入せず、安価な機器にて同等の効果
を得るリハビリを行っております。その他の各種療法につきまして
は、リハビリ職員にご相談ください。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・スタッフの皆様が明るく親切です。
・スタッフ間のコミュニケーションが良いです。
・スタッフの方々が長く勤めていらっしゃるので、安心
感があります。
・1階の総合受付にいるスタッフの方は、いつもお声
をかけて下さったり、ドアをさっと開錠して下さったり
と、こちらの気持ちが和みます。
・緊急のお願いにも対応できる方法を考えてくれま
す。
・全て気に入っています。

入所・通所
ありがとうございます。皆様のお言葉を励みに、ご利用者様、ご家
族様に満足して頂けるケアを提供できるよう、日々努めてまいりま
す。

2
・清潔であることです。
・部屋が広くて、収納も十分にあり、水回りもいつも清
潔に保たれていて気持ちが良いです。

入所・通所
ありがとうございます。行き届いていない箇所もあるかと思います。
皆様が気持ちよく快適に過ごして頂ける様、「清潔」「整理整頓」を
心掛けます。

3
・ボランティアルームでする仕事が楽しいです。
・楽しく参加できるプログラムが用意されています。

通所
パソコンクラブなど、参加されている方に満足して頂けて良かった
です。今後もプログラムを増やせるよう検討していきます。

4

・ゆっくりとリハビリが出来ます。
・リハビリ時に歩かせてもらっている事や介護で車い
す移乗時に立たせてもらっていることです。
・器具の利用について色々配慮してくれます。

通所
ありがとうございます。今後もご利用者様に喜んでいただけるよう
に、リハビリを提供できるよう心掛けていきます。

5
・朝早く夜遅くでも行くことができるところです。
・家族が訪問できる時間帯が長く、仕事帰りに洗濯
物の入替ができて助かりました。

入所
ご家族様のご協力があってこそと考えます。時間帯によっては、職
員が少なく、声を掛けづらい時間帯もあるかと思いますが、ご了承
ください。

問２０．箕面老健で、気に入っているところがありますか。



項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

・スタッフの方々の温かい笑顔が家庭的で、利用者
も家族も何よりホッとします。
・全て丁寧で親身にしていただいているように感じて
おります。
・スタッフさんに相談しやすい明るいイメージがありま
す。
・人間関係が暖かく気持ち良いです。
・仕事をテキパキ、動作がキビキビ、本当に良くして
下さっていて感謝します。
・リハビリの先生が良く、リハビリの機械がとても多く
あります。

入所・通所
ありがとうございます。
皆様のお言葉を励みに、ご利用者様、ご家族様に満足して頂ける
ケアを提供できるよう、日々努めてまいります。

2

・全体的に落ち着いた雰囲気です。
・広いスペースでゆったりできます。
・読書コーナーもあるし、景色も良いし、1階に行けば
小さな子供さん達の姿も見れるし、とても気に入って
います。

入所・通所
ありがとうございます。
ご利用者様、ご家族様が気持ちよく過ごして頂ける環境作りに努
めてまいります。

3

・社協の運営なので安心感があります。
・きちんと運営されていて安心して任せられます。病
院のような感じはするものの、健康面への配慮など
はそれ故に安心できます。
・ハード面、ソフト面の平均レベルが高いです。

入所・通所
ありがとうございます。
今後も、皆様のお言葉や期待に沿えるよう、日々の観察やケアの
充実、強化に努めてまいります。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
性別、趣味、世代を考慮し、グループ化でまとめて、
コミュニケーションできる場づくりをするのはいかがで
しょうか。

入所
ご意見ありがとうございます。新たなご利用者間の交流方法と感じ
ます。目に見える形で実現できるよう検討させて頂きます。

2

入所中の本人の体調や排便、様子等を、月に２～３
回程度記録したものを頂いたり教えてもらえると大変
ありがたいです。本人にとって便失禁が何よりも苦痛
であり、恥ずかしいことであり、スタッフの方々のお忙
しい中、申し訳ないですが、トイレ（食後）への声掛け
の回数と実行をお願いできないでしょうか。タイミング
が難しく、時間も必要で、大変な事とは思いますが。

入所
日々のケアでご本人様、ご家族様が心を痛めておられると推測し
ます。行き届かず、申し訳ございません。具体的に職員にお声を掛
けて頂けますでしょうか。個別対応の検討をさせて頂きます。

3

本人は耳も悪く聞き取りも不自由ですが、大きな声で
声掛けしていただると良いと思います。また、スキン
シップもあれば嬉しいです。家族が面会の時、足をさ
すったり手をつないだり心掛けていますが、スタッフ
の方々にも家族のように感じてもらえるようにしてほ
しいと思います。声を出して笑いあえるような場面、
入所者さんたちが楽しそうな顔をされるような場所が
あれば嬉しいです。

入所

ご意見ありがとうございます。
耳の聞こえにくいご利用者様に対しては、職員も声を大きくしたり、
ゼスチャーや文字を活用してコミュニケーションを取るよう心掛けて
います。スキンシップやご家族の様な対応については、ご利用者
様、ご家族様それぞれに好き嫌いもありますので、十分に気を付
けています。しかし、ご利用者様が笑顔で過ごして頂けるような対
応を心掛けたいと思います。

4

今すぐとは思いませんが、利用者の家族層が若くな
ると携帯メールでの連絡もありかと思います。
また、請求書等もメール、領収書のみ発行などペー
パーレスも良いと思います。通信費などの問題はあ
ると思いますが。

入所

ご意見ありがとうございます。
現時点では、主介護者様がご高齢というご家庭も多くあり、ペー
パーレスでのお知らせは難しい現状です。今後、個別に対応して
いくことも検討が必要な時代かと思われます。参考にさせて頂きま
す。

5
入所者以外、目に触れる機会の少ない部屋や施設
内部の見学等を入所者の親族に限って見学させて
頂きたいです。

入所

ご意見ありがとうございます。
厨房や浴室など、確かにご家族様になかなか見て頂けない場所が
あるかと思います。事務所でお声掛けくだされば使用時間以外で
あれば見学対応させていただきます。

6
老健通信は入所者や職員の職歴や嗜好などを知る
上で楽しい紙面だと思います。年中行事など私たち
が見せて頂ける場合は予め通知してほしいです。

入所
ご意見ありがとうございます。
行事のお知らせについては、ご家族様へのお知らせ方法を検討さ
せて頂きます。

問２１．あなたが持っている箕面老健の総合的な印象を教えてください。

問２３（１）．今後、取り組んだほうが良いと思われたことについてご記入ください。



7
更にリハビリ時間を増やして充実して頂ければ幸い
です。

入所
平成30年4月より週2回から週3回に頻度を増加し、リハビリを行っ
ておりますので、ご理解の程、よろしくお願い致します。またご相談
がありましたら、リハビリ職員にお願いします。

8

トイレに行きたい時に行けないです。4人部屋である
こと、食堂に近いので他の人も利用することなどで、
トイレ利用に不便を感じているようです。朝食後な
ど、皆が利用したい時に特に難しいようで、独立した
共同トイレがあればと思いました。

入所

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
トイレの数については、どうしても起床後、食事前後など、利用時
間帯が多くのご利用者様で重なってしまう事が多々あります。ま
た、自分で動作をされる事でお一人の方が長く使用される事もあ
り、ご迷惑をおかけしています。どうしてもトイレにお困りの際は、
職員が空いたトイレにご案内しますので、お声掛け下さい。

9 外出するような行事があると良いと思います。 通所
ご意見ありがとうございます。通所でも外出できる機会や、レクリ
エーションを今後も検討させて頂きます。

10

昼食のことですが、献立表を見て昼食なのに豪華な
メニューにびっくりしています。家族も一緒に食事した
いと思いました。年に2回位あると嬉しいです。普通
食の量も知りたいです。それぞれの家族が希望した
日に年に1・2回昼食を食べることが可能であれば良
いですね。本人の食べ方も分かりますし、味や量も
分かり家族として安心です。

通所
ご意見ありがとうございます。更に満足して頂ける食事を目指して
いけるよう努めます。どんな食事を提供しているか、家族交流会な
どでお食事を提供することも検討していきます。

11
利用時間の問題を考慮してほしいです。（特に帰宅
時間までの利用方法。）

通所
利用時間について、ご迷惑おかけしています。出来る限り対応させ
て頂きますので、お声掛け頂けたらと思います。

12
園芸に取り組んでほしいです。花とか土いじりがした
いです。

通所
現在、園芸で様々な野菜や花を植えるなどして、ご利用者様にも
見学、または実際にご意見や参加もして頂いています。ご希望通り
参加できていなければ職員にお声掛け頂けたらと思います。

13

介護者の人数が足りなければ、外国人の導入を検
討されてはいかがでしょうか。実母が他施設でお世
話になっていますが、外国人労働者の質の高さには
大変驚いています。

通所
ご意見ありがとうございます。外国人労働の方の募集なども今後
情報を集めて行きたいと思います。

14 男便所がもう少し多くあれば良いです。 通所
施設のスペースに限度があり、ご迷惑をお掛けしています。建物の
構造上不可能な部分もありますが、満足していただけるよう設備の
充実に努めていきたいと思います。

15
散髪屋さんを月2回ほど開いてほしいです。場所は
検討。出張散髪。千円～2千円。

通所
ご意見ありがとうございます。ボランティアで来ていただける方や出
張散髪も今後検討させて頂きたいと思います。

16 風呂は３回まで入れるようにしてほしいです。 通所

基本的には入浴はご利用日にご利用して頂けますが、居宅介護
サービス費等に係る支給限度額の関係でご利用頂けないケース
があるのかもしれません。詳しくは担当のケアマネジャー様へご相
談ください。

17 食事はアンケートを取って検討してほしいです。 通所
ご意見ありがとうございます。アンケートを行うかまた検討させて頂
きます。



項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

母は年齢が進むにつれて物忘れがひどくなり、面会
している間も同じことを何度も言います。同じ部屋の
入居者さんの物と自分の物の区別もできなくなってき
ており、ご迷惑をおかけしています。母の様子で困っ
たことがあり、ご相談すると迅速に母の人格を守って
対応していただき、私たち家族も安心しております。
手厚い介護、行き届いたお心くばりに深く感謝申し上
げます。

入所

ご意見ありがとうございます。
高齢による物忘れや認知症により物の区別が出来ないなどの行
動は、多かれ少なかれ、何方にもあることです。その方の人格や思
いを尊重しながら、他利用者様との間も取り持ちながら、対応をさ
せていただけるよう今後も配慮に努めます。

2

相談員には初回の相談の時から、丁寧に的確にご
対応いただき、大変感謝しております。また、他の皆
様にも同じく暖かくご対応していただき、感謝しており
ます。仕事をしながらの介護で本人以外にも高齢の
家族も対応せねばならず、私自身はいつもストレス
を感じておりますが、老健の皆様と話をして聞いてい
ただくだけで、少し気が晴れるように思いました。

入所
暖かいお言葉ありがとうございました。相談員は、今後もご利用者
様・ご家族様のお困りごと今後の生活について丁寧に関わって行
こうと思っております。

3

家族で世話することが難しい応対なので、箕面老健
さんでお世話していただけること感謝しております。
在宅を挟むことにより延長して施設を利用できること
も嬉しく思います。特養も申込みしておりますが、ま
だ連絡がありません。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

入所

ご意見ありがとうございます。
ご本人にとって少しでもご自宅で過ごせる時間を持って頂けること
が何よりです。特養ご入所まで、少しでもご本人様ご家族様がより
よい在宅生活、施設生活を過ごして頂けるよう支援に努めます。

4

デイケアに行くようになり、良い刺激になっているよう
で、覚醒が上がっているように思えます。帰宅後、母
の様子を見るのが楽しみになってきております。これ
からも大変ご面倒をおかけすると思いますが、何卒
よろしくお願いいたします。

通所
ありがとうございます。良い刺激を受けておられるとの事、本当に
良かったです。更に満足して頂けるよう努めてまいります。

5

リハビリも取り組ませてもらい、歩行器を使ってです
が家でも歩けるようになり、外出も一緒に出来るよう
になりました。トイレもお世話かける事が多いと思い
ますが、いつも声掛けをして頂きありがとうございま
す。これからもよろしくお願いします。

通所
歩行能力に向上がみられ、ご家族様と外出が可能になり、リハビリ
職員としても大変うれしく思います。今後も、ご利用者様に喜んで
いただけるよう、リハビリを行いますので、よろしくお願い致します。

6

意欲が大切だと感じています。歩こう、食べよう、寝
よう、しっかりしよう、元気になろう、の意欲を何とか
引き出して行こうと思っています。何か御示唆頂ける
ことがありましたらお教え下さい。

通所

ご意見ありがとうございます。おっしゃられる通り何事も、意欲が大
切であると思います。人それぞれ、性格や意欲を持てる根拠があり
ますので、何かの目標を持って取り組めるように声掛けに努める
のが良いと思います。

7

スタッフの皆様が大変お忙しくされ大変な様子を目
の当たりにし、本当に頭が下がります。面会に行った
折、時々利用者（本人）の様子を教えて頂いています
が、パソコン等されている時など声を掛けにくい時が
あり、時間を取って頂くのも申し訳なく思います。そん
な中、スタッフのどなたに声掛けしようかと迷う時が
ありますが、どなたにお聞きして良いものなのか…教
えて頂けたらと思います。

入所
お気軽にお声を掛けて頂いて結構です。勤務時間などの具合によ
り、対応が困難な場合は、可能なスタッフに交代させて頂く場合が
ありますが、その際はご了承下さい。

問２３（２）．その他、ご自由にご意見をお願いします。



8
趣味のある人の紹介をしたり、発表してもらったり、
褒めたりするのはいかがでしょうか。お料理が上手、
絵・習字がうまい、歌がうまい、俳句がうまい等々。

入所

ご意見ありがとうございます。
人は役割を持ったり、他者から高く評価されることにより、自身につ
ながりより能力が発揮されるものです。個別のコミュニケーションの
中で趣味や特技、続けてこられたお仕事などの内容をお話しさせ
ていただく事が多くありますが、何かの折には、皆さんの前で紹介
したりお話を聞くなどの工夫をしてみたいと思います。
11月の文化際では、ご利用者様の習字やリハビリで作成された作
品などの展示もあり、発表の場でもありますので、ぜひ観覧下さ
い。

9
地下のエレベーター前の広さを活用されるように、コ
インランドリーを設置するのはいかがでしょうか。

入所
ご提案ありがとうございます。以前設置していた経過はあります
が、台数の確保・メンテナンス等を検討の結果、外部の洗濯業者を
活用することになりました。　また、ご意見下さい。

10

4月頃のまだ寒い時にズボンの下に七分くらいのパッ
チをはいていなかったり、ズボンに隠れてわからな
かったのですが、たまたま行った時に靴下をはいて
いなかったりした事が散見されますので、注意してい
ただきたいです。

入所
行き届かない点があり、大変申し訳ございません。
改めてケアの徹底に努めます。

11

今夏は特に暑く、行った時には必ずトイレに連れて行
くのですが、行くたびにきついアンモニア臭がしま
す。本人はほとんど自分から何事も意思表示できな
いので、今少しパッドの取替えをお願い出来たらと思
います。

入所

行き届かない点があり、大変申し訳ございません。ご自分でパット
交換できない方へは、定期的に交換を行っていますが、また気に
なる時がありましたら職員へお声かけください。
また、改めてケアを見直し、ご利用者様に快適に過ごして頂けるよ
う努めます。


