
記述欄への記載内容と施設の考え

（あかつき園・ワークセンターささゆり／就労継続支援B型）

４．施設職員に対する意見・要望 施設の考え

大変良くしていただいてる。
ありがとうございます。
今後も、利用者さんの気持ちに寄り添った支援を心
がけます。

何かいやなことがあった時は、職員さんが相談にのっ
て下さり、助かっています。

ありがとうございます。
今後もお気軽にご相談ください。

本人の障害特性を考慮して、柔軟に対応してくださる
ので助かっています。

ありがとうございます。
利用者さんの障害特性に応じた支援を提供できるよ
う、支援スキルの向上に努めます。

５．食事に関する意見・要望 施設の考え

大変満足している。

毎月の献立表を見て、とてもおいしそうな子供達が喜
ぶメニューだと思います。

食べ物のこだわりが強く、野菜など混ぜると食べられ
なくなる。単品調理のシンプルな料理を増やしてほし
い。

個別のご相談だと思われますので、担当者にご相談
ください。

６．トイレに関する意見・要望 施設の考え

以前役員をしていた時トイレを使わせてもらったので
すが、とてもきれいだと思います。

ありがとうございます。
今後もトイレだけでなく、清潔な施設環境の維持に努
めて参ります。

あかつき園のトイレは古くて本人は嫌で使えずワーワ
センターまで行っている。

設備が古いことはしかたがないことですが、もう少し
使い勝手の良い工夫が必要かと感じています。

７．作業に関する意見・要望 施設の考え

以前手芸を教えてもらっていたのですが、このごろな
いので、また、教えてほしいと思います。

手芸を担当しておりました職員が退職した為、現在は
手芸活動を行っておりませんが、今後は手芸に代わ
る手先を使って楽しめる活動を提供できるよう、取り
組んで参ります。

８．（１）個別支援計画に関する意見・要望 施設の考え

なし

８．（２）活動面に関する意見・要望 施設の考え

夏の暑い時のウォーキングはちょっとひかえた方がい
いと思うのですが…

熱中症等をご心配いただいているかと思います。
極端に暑い日にはウォーキングは控えております。
夏場は長時間の歩行は避け、車両を使用しリフレッ
シュも兼ね野外で少し体を動かす程度で実施しており
ます。

ありがとうございます。
今後も美味しくて栄養バランスがとれた給食提供に努
めて参ります。

ご不便をお掛けして申し訳ございません。
あかつき園建て替えの機会に要望や提言を行って参
ります。



手芸担当の職員さんが退職されて、それ以降に手芸
の活動がなくなってしまい残念です。

手芸に代わる手先を使って楽しめる活動を提供でき
るよう、取り組んで参ります。



８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望 施設の考え

自閉症の研究は進んできています。個人差は大きい
ですが、個々に適切に対応できるように研修を続けて
ほしいです。

自閉症等の利用者さんの障害特性に応じた支援を提
供できるよう、支援スキルの向上に努めます。

９．介護に関する意見・要望 施設の考え

なし

１０．送迎に関する意見・要望 施設の考え

なし

１１．本施設にどのような運営を望みますか 施設の考え

仕事を増やし、もう少し工賃を上げてやってほしい。
工賃が減額となったことは申し訳なく思います。
製袋作業以外の作業も行っていくことなどを検討し、
少しでも工賃増に繋がっていくよう、努めて参ります。

１２．施設の総合的な印象について 施設の考え

職員皆様が素晴らしい。「あかつき園大好き」と言って
いる。親としては本当に嬉しい。

職員さんには親切に対応していただいており、送迎
サービスと給食があって、製袋、園内作業も適応でき
ているので有難く思っています。ウォーキング、ダン
ス、描画もあって満足です。

朝の時間などに保護者が訪問してもすばやく対応し
てくださっています。

ありがとうございます。
今後も迅速な対応に努めて参ります。

あかつきに長くいられないので、この先のことが不安
です。

箕面市の方針により、当施設が通過施設となっており
ますことをどうかご理解ください。その中で、進路支援
としてご本人に適した移行先に繋がるよう、努めて参
ります。

アンケートを毎年とられています。改善されています
か？工賃は下がる一方だし施設は汚ないまま改善さ
れないのならアンケートをとっても仕方ないと思う。

アンケートでいただいたご要望等については、可能な
限りこれにお応えできるよう、努めて参ります。

見学や懇談などで見た感じでは、利用者が無理なく
のびのび過ごしている印象でした。

ありがとうございます。
今後もお気軽に見学などでお越しいただき、ご意見を
頂戴できればありがたいです。

１３．（１）改善すべきこと 施設の考え

あかつき園の施設建て替えをすすめてほしい。

あかつき園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、このほど、箕面市が
あかつき園の建て替えも含めた「重度障害者のため
の生活介護事業所整備構想（たたき台）」を整備され
ましたので、今後は、構想に沿った整備が進められて
いくこととなります。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。

備品(ソファー)の劣化が気になります。
ご指摘ありがとうございます。
備品等については、破損や老朽化したものついては
適時更新して参ります。

ありがとうございます。
今後も利用者さんに寄り添った支援、幅広い活動を
行って参ります。



記述欄への記載内容と施設の考え

（あかつき園・ワークセンターささゆり／生活介護）

４．施設職員に対する意見・要望 施設の考え

声かけの少ない職員がいる。

ご指摘ありがとうございます。
利用者さんに対して、必要以上の声かけが返って利
用者さんの混乱を招くこともございますが、利用者さ
んに応じた声かけについて再度検討し、より適切な関
わりに繋がるよう、努めてまいります。

職員の方の対応は、とても良いのですが、利用者に
とって、身体の対応が良い人と、そうでない人もいま
す。その辺が気になるところです。

介護技術の未熟さのご指摘と承りました。
介護を要する現場の職員については、より安全・安心
な介護を提供できるよう、介護スキルを高めていくよ
う、取り組んで参ります。

身体の機能を理解して、安全に介助する努力をして
下さっています。障害による傾向を身体の面、感情の
面(精神)で、理解して、本人の快適さを、考えて下さっ
ています。感謝しています。

ありがとうございます。
介護面だけでなく、利用者さんにとってより安心・快適
な関わりに努めて参ります。

用事で訪れた時きっちりあいさつをしてくださるので気
持ちが良い。

送迎の運転手さんがいつもにこにこしていて安心感
があります。

利用者に対しての言葉使いがとてもよく、息子の態度
から対応のよさが感じられます。

職員の皆さんが明るく元気に接してくれているのが良
い。

わからないにチェックを入れていますが、家族の見る
限りにおいては職員さんの対応はとても良いと思いま
す。細かい所まで配慮が届いていると感じています。

本人のその時々の状態に対応して、日中活動を変更
したりワークセンター内の居住空間を工夫して下さる
ので、とても安心して通わせています。年度が変わっ
ても、引き継ぎがちゃんとなされているようで混乱なく
活動できています。

ありがとうございます。
利用者さんの状況に応じて、施設環境等を適時見直
し、より安心・快適で使いやすい施設となるよう、今後
も工夫を行って参ります。

不明な点は電話をかけて、すぐきいているので特に
ない。

ありがとうございます。
日々の連絡帳での連絡調整で不十分な点は、ご遠慮
なくお電話でお問い合わせください。

部外者への挨拶が出来ていない職員がいる。

ご指摘ありがとうございます。
「来所された方に対しては、どなたに限らずきちんと
挨拶すること」を再度、職員に周知いたします。
このことは、防犯にも繋がることですので、徹底して参
ります。

ありがとうございます。
挨拶・言葉使いなどは、対人援助の基本的なことです
が、今後も基本を忘れずに「明るく・元気に・丁寧に」
対応していくよう、再確認いたします。



５．食事に関する意見・要望 施設の考え

本人から、聞くことができないので、わからないと答え
ましたが。食べることが好きですし、年に数回ではあ
りますが、本人の食事の場面に居あわせた感想とし
ては、おいしく、楽しく、食べているのではないかと思
われます。とろみ剤の利用とか、食事介助の方法に
も、配慮してもらっています。

ありがとうございます。
今後も、給食の提供にあたっては、利用者さんの摂
食機能にできるかぎり対応していくよう、努めて参りま
す。

施設内で調理提供されているのはありがたいです。

メニューも豊富で手作りなので安心して食べていま
す。これからもずっと手作りでお願いいたします。

以前、給食試食会に参加し、利用者が食べやすいよ
うに作られていて、バランスも考えられていてよかっ
たです。

試食会へのご参加ありがとうござます。
今後も安全で美味しい栄養バランスの取れた給食提
供に努めて参ります。

本人が希望を言わないので、好みの反映は分かりま
せんがアレルギーは対応してもらってます。

利用者さんの摂食機能やアレルギーなどに、できる
限り対応した給食を提供して参ります。

残食調査等をふまえてのメニュー改善はされている
のか、しているのであれば利用者、家族への報告書
をしてほしい。

ご指摘ありがとうございます。
残食は日々記録し、メニュー作成の参考とさせていた
だいております。
ご利用者・ご家族への残食にかかる報告につきまし
ては、今後の検討課題とさせていただきます。

嫌いな物も食べれるようになったらいいなと思いま
す。

個別の支援に係ることかと思いますので、是非、担当
者にご相談ください。

６．トイレに関する意見・要望 施設の考え

トイレ内に入って見た事がない。
来所いただいた折りに、お気軽に施設の中をご覧に
なってください。そして、ご意見などがあれば、是非お
聞かせください。

トイレの紙おむつ、パットの減り方が多いように思う。
トイレの排尿をしっかりとしてほしい。

トイレ介護に係る支援についてのご要望と承りまし
た。
個別の支援に係ることかと思いますので、是非、担当
者にご相談ください。

紙おむつとパットを使用していますが、清潔にして頂
いています。

ありがとうございます。
今後も、おむつなどをご利用されている利用者さんの
支援にあたっては、快適かつ衛生的に交換等を行う
よう、努めて参ります。

自分でできるのでたぶん大丈夫です。
トイレに関する自立支援も大切ですので、利用者さん
の状況に応じて必要最小限の支援を行っていきたく
考えております。

トイレ、寒くないか？暑くないのか心配。もう少しゆっ
たりしたベッドでオムツ交換してもらえたらと思いま
す。

大変、ご心配をおかけいたしました。トイレ介護を要
する方が主に利用されている１階トイレには、昨年
度、空調設備が整備されました。
おむつ交換のスペースについては、各トイレブースの
スペースが限られておりますが、その中でも「安心・安
全」におむつ交換が出来るよう努めて参ります。

ウォシュレットはついていますか？？ついてたらいい
なと思います。

一部のトイレにはウォシュレット付きのトイレがござい
ます。
利用者さんの障害特性による「こだわり」などにより、
ウォシュレットが適さない方もいらっしゃることから、一
部の設置となっておりますことをご理解願います。

ありがとうございます。
今後も、美味しい給食の提供と楽しい食事時間を過
ごしていただけるよう、努めて参ります。



建物が古いので、できるかぎり毎回気持ちよく使用で
きる事を望みます。

清潔及び、たて付け等の不具合は、すぐに改善され
ることを望みます。

７．作業に関する意見・要望 施設の考え

工賃が減ったこと。

工賃が下がりましたが、無理もないと感じながらも、
一方、利用者が一生懸命作業をしている場面を見る
と、時間給の低さに疑問を抱えます。障害だからと
いって、格差がひどすぎます。(権益が薄いのは、わ
かりますが、それでも…)

作業活動の種類を増やして欲しいです。

今までに比べて、大幅に工賃(1ヶ月分)が、下がった
ので、せめて毎月の昼食代くらいは自分の働いたお
金でまかなえるようになって欲しいです。時間給があ
まりにも低すぎ、悲しいです。

少額でも工賃になる作業をして頂きたい。

作業のむずかしい本人の障害程度にもかかわれず、
本人の意欲を引き出すように、取り組んで頂いている
と感じます。

工賃に関しては何が適切なのかわかりませんが、本
人は作業を楽しんでいるようです。

今のところ積極的に取り組んでいるそうですが、新た
にチャレンジできるような活動が増えていってほしい
です。

本人の気分のムラを見てもらえているようです。
今後も、日々の利用者さんの状況をしっかり把握し、
支援にあたっていくよう、努めて参ります。

作業はペットボトルの選別ですが、ただ選別するだけ
でなく訓練も兼ねて手をあげるなど、とても工夫してい
だいています。工賃は2年前に金額が大幅に下がりま
したが、その金額が適切なのか未だに理解はできて
いません。何を基準に決めているのか、上げれるもの
であれば上げて欲しい。利用者にとって工賃＝やりが
いにつながっていくのではないでしょうか。

ご意見ありがとうございます。
工賃は利用者さんが従事された作業活動で得た収入
より、これに要した原材料費等の経費を差し引いた額
を、従事いただいた時間に応じてお支払いしておりま
す。
また、少しでも工賃増に繋がるよう、多様な作業の導
入などを検討して参ります。

障害特性に合った作業を開拓してほしい。内職的なも
のなど、同じ生活介護なのに、組みひもやさをり織は
1階しかしていないのは何故かわかりません。

本人は工賃の価値がわからないし、実際の作業も
ペットボトルリサイクルなので、工賃はなくてもいいか
もしれません。

生介については工賃よりも、本人の生活が安定する
過ごし方があることの方を希望している。通所できて
いることが大切。

生活介護のサービス内容に「生産活動」（作業）を取り
入れておりますが、より日中活動（生活面に対する支
援など）に重点をおいたサービス提供をお望みの場
合は、是非、個別支援計画の見直しの機会などに、
担当者にご相談ください。

あかつき園棟は築３５年以上経過し、老朽化が進ん
でおりますが、トイレ等の設備については、適時修理
や設備の更新等も行っております。
今後もより快適にご利用いただけるよう、適切な管理
に努めて参ります。

工賃が減額となったことは申し訳なく思います。
少しでも工賃増に繋がるよう、多様な作業の導入など
を検討すると共に、日中活動の豊富化などにも取り
組み、サービスの質的向上に繋がるよう、努めて参り
ます。

ありがとうございます。
今後も利用者さんの障害状況や意向をしっかり把握
し、少しでも意欲的に取り組んでいただけるよう、努め
て参ります。

ご意見ありがとうございます。
ご本人の障害状況や意向をしっかり把握し、より利用
者さんに応じた作業提供に努めて参ります。



８．（１）個別支援計画に関する意見・要望 施設の考え

半年に1回聞きとりをして下さり、満足しています。

適切と思います。

本人の意志は不明、親の同意。

本人のかわりに保護者が代弁しているのでだいたい
は本人の同意というか、本人にとっては良い計画が
作られていると思います。

「いる」にチェックしましたが、本人の意志確認ができ
ないので家族の推測です。

本人の意志は正確にはわからないが、支援者と親が
話し合って計画を立ててもらっている。

報告書は現場の様子が反映されていると思う。計画
書に主治医との連携は書かれていないが必要時に
は連絡をとり合って欲しい気がする。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘の通り、必要に応じて主治医にご相談する場
合もあるかと思いますが、その際はご家族のお口添
え等のご協力が不可欠となりますので、よろしくお願
いいたします。

質問のところ、本人の同意に（本人の思い）を入れて
ください。自分の意志を伝えられないので、親が代弁
しているから（本人の思い）を入れた方が答えやす
い。
本人と親、担当の方と3者と面談して個別支援計画を
立ててもらっている。
「わからない」という項目は必要ですか。

ご意見ありがとうございます。
いただいたご意見は次回のアンケート作成時に検討
するよう、箕面市と協議していきます。

個別支援計画を作成する人が、余りにもプライバシー
に係わることを聞き出されたり、家庭内の事(本人に
関係のないことまで)首をつっこまれて不愉快なことが
ある。

不愉快な思いをさせてしまいましたこと、お詫び申し
上げます。
個別支援計画作成にあたっては、様々な情報をお聞
かせいただく必要はありますが、プライバシーにも充
分配慮した対応に努めて参ります。

８．（２）活動面に関する意見・要望 施設の考え

ただただ職員の方の努力に感謝いたします。利用者
もいきいきとして、楽しそうにしてることが嬉しく思いま
した。

本人が意欲をもって、楽しく取り組んでいると感じま
す。

いろいろ活動してもらって本人も楽しみにしているよう
です。

活動の種類を増やして欲しいです。

粘土などの造形活動があればとは思っています。

たぶん満足・・・もう少し運動できるといいです、散歩
や外出を多くして欲しい。

季節行事をやって頂き、楽しんでいる様です。引き続
き、お願いしたいです。

年2回の個別支援計画の見直し時以外でも、ご要望
に応じて相談・話し合いを行うことは可能ですので、
何かお困りのことなどがありましたら、適時、ご相談く
ださい。

ご本人の意志確認が困難な方につきましては、ご家
族のご意見や日頃のご本人の様子などを踏まえて、
よりご本人の意向に沿った個別支援計画となるよう、
努めて参ります。

ありがとうございます。
今後も利用者さんにいきいきと活動していただけるよ
う、努めて参ります。

ご意見ありがとうございます。
利用者さんの楽しみ・やりがいにつながる活動や季
節に応じた活動など幅広く提供できるよう、取り組ん
で参ります。



創作活動のうちの絵を書く活動は、得意不得意があ
ると思いますが、あまり好きじゃない場合楽しくできて
いるか疑問です。

ご意見ありがとうございます。
利用者さんの「得意・不得意」なども考慮して活動提
供していくよう、努めて参ります。

保護者や外部(市の職員、支援学校関係)に見せる行
事もあるとよい。

ご意見ありがとうございます。
ご家族の皆様にはチーム別懇談会に合わせて、日頃
の活動状況をご覧いただく機会などを設けていくよ
う、引き続き取り組んで参ります。

娘の苦手な利用者さんと一緒にならないよう配慮頂
きありがとうございました。

利用者さんの障害特性などにより、利用者さん同士
の接点などに配慮を要する方が多くいらっしゃいま
す。
サービス提供にあたっては、利用者さん同士の相性
なども踏まえて、環境調整等を行って参ります。

８．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望 施設の考え

長年の支援の結果として、本人の成長がいろいろ感
じられるので、これからも、お願したいと思います。

ありがとうございます。
利用者さんの障害状況やご意向に沿った支援を継続
的に行っていくよう、努めて参ります。

障害について、医療的ケアについて等の研修、勉強
会に、職員さんに積極的に参加してほしい。

引きつづき外部の研修を受けたり専門家の助言を受
けたりして欲しいと思う。

障害特性は個々人によって違うので、自閉症の学習
で一般的な特性にこだわらず、個人の特性を大切に
してほしい。

見てもらえていると思います。
ありがとうございます。
今後も利用者さん個々の状況をしっかりと把握し、支
援を行って参ります。

９．介護に関する意見・要望 施設の考え

我が子も時々、手足にあざを見ます。どこで打ってる
のかわかりませんが、移動時には気をつけておられ
るとは思いますが…。
気をつけることをお願いしたいと思います。

ご指摘ありがとうございます。
利用者さんの移動時には周りの状況などにも充分注
意をはらい、怪我等がないよう努めて参ります。
また、利用者さんの怪我や体調の変化などに気づい
た際には、直ちにご家族にご連絡いたします。

安全な介護に、取り組んで頂いていると思います。適
切な介護を目指して考えて頂いていますし、真面目に
前向きに、考えて頂いて、実施されていると感じてい
ます。

ありがとうございます。
今後も安全・安心な介護提供に努めて参ります。

介護とはの説明記載がないので書けない。
ご意見承りました。
いただいたご意見は次回のアンケート作成時に検討
するよう、箕面市と協議していきます。

ワーク内では車イスを使わないで生活させていただ
いてるのが嬉しいです。

ありがとうございます。
今後も利用者さんの身体機能をできるかぎり活かし
て過ごしていただけるよう、取り組んで参ります。

ご意見ありがとうございます。
職員研修については、職員の職種や経験等に応じ
て、障害特性等の専門知識や技術を高めていくよう、
積極的に取り組んで参ります。
また、各利用者さんの「個別性」にもしっかりと目を向
け、取り組んで参ります。



１０．送迎に関する意見・要望 施設の考え

送迎の間の待ち時間が少し長いかと思います。

ご指摘ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、「送迎の間の待ち時間」
とは、何を指していらしゃるのか、わかりかねますの
で、担当者に詳しくご相談ください。

安全運転で安心できます。

安全運転を！

狭い道まではむずかしそうと思うが、たまに国道まで
つれてゆくのがしんどいときがある。

送迎車両の乗降場所は、使用車両の通行上の安全
性なども考慮して、その場所を決定しておりますが、
乗降場所の変更についてのご相談も承りますので、
担当者にご相談ください。

時間ぴったりくらいに送迎して下さり、家のまん前で
本当に助かっています。

時間に、ズレがなく、安全に、送迎して頂いていると思
います。

毎回、送迎の時間通りに来られるので(我家は一番遠
方となります)感心しています。

娘が苦手な利用者さんと同乗しないよう配慮頂き、あ
りがとうございました。

送迎サービスの実施にあたっては利用者さん同士の
相性なども考慮して、乗車車両なども選定させていた
だいております。

曜日によっては活動の時間（10:00～）に間に合わな
い時間に着く。送迎バスの昇降口が高いため、踏み
台を使ったり縁石ぎりぎりに車をつけてもらって縁石
を踏み台にしている。低床タイプのバスにして欲し
い。

大変申し訳ございません。
限られた車両や従事体制の中、大変多くの利用者さ
んの送迎体制を組む上で、そのような状況が生じて
おります。
より効率的な送迎体制を検討し、少しでも多くの活動
時間が確保できるよう、検討して参ります。
また、乗降時の段差については、足踏み台による対
応や車両入れ替え時に、より低床の車両選定等を検
討いたします。

ショートスティの送迎も実施してほしいです。

ショートステイ（短期入所）については、当法人の「箕
面市障害者ショートステイ室」が実施しておりますの
で、いただいたご要望をお伝えさせていただきます。
なお、現在、当該施設では月～金については送迎
サービスを実施しておりますが、土日につきましては
従事体制上送迎ができないため、これを行っておりま
せん。
申し訳ございませんが、あしからずご了承ください。

ご指摘ありがとうございます。
「安全運転」が第一ですので、今後も｢安全運転」に係
る研修や「運転適正検査」などを行い、これに努めて
参ります。

ありがとうございます。
時に道路交通事情などにより延着することもございま
すので、その際はご容赦いただきますよう、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 施設の考え

終生利用出来るようになることを希望致します。

箕面市の方針により、当施設が通過施設となっており
ますことをどうかご理解ください。その中で、進路支援
としてご本人に適した移行先に繋がるよう、努めて参
ります。

防犯の強化。門がいつも開いている。特に土日は
ショートステイ室だけの営業なので人も少なく、不審
者が入ってきたらと思うと心配です。

防犯対策について、今後防犯カメラの設置や防犯訓
練の実施など、安心・安全な施設に向け取り組んで
参ります。

あかつき園を早期に建て替えし、施設を大きくし、年
限無く、ずっと通える施設にして頂きたいです。ある程
度の年令になってから、新しい施設に移るのは本人
にとって、とても大きな負担になると思います。

この度、箕面市において「重度障害者のための生活
介護事業所整備構想（たたき台）」が作成され、この
構想のなかであかつき園の建て替えも含まれており
ますので、いただいたご要望を箕面市にお伝えさせ
ていただきます。

１２．施設の総合的な印象について 施設の考え

問題解決にむけ一緒に取り組んでもらえる姿勢はと
ても有難く思ってます。責任者によって変わるのは問
題だと思いますが、今は満足してます。

ありがとうございます。
施設長はじめ職員の異動などもありますが、サービス
の質の低下を来さないよう、しっかりと引き継ぎ等も
行って参ります。

他施設にくらべれば、かなり良いと思います、施設内
も日が入り、とても明るく利用者が皆、見渡せるところ
が親として何か安心を感じます。いつも利用者にも、
ケガをさせる方それを受ける方もいますから、その辺
は職員の方に十分気をつけて頂きたいところです。

ありがとうございます。
施設だけではなく職員も含めて明るい雰囲気や安心
感を感じる施設運営をめざし取り組んで参ります。
利用者さんによる怪我の防止については、利用者さ
ん同士の相性をしっかり把握すると共に、活動場所を
分けるなどの対応を行って参ります。

アンケート内容をもうひとくふうしていただきたい。回
答しづらい部分があります。

申し訳ございませんでした。
今後の参考とさせていただきますので、「回答しづら
い部分」をお教えください。

ワンフロアーに作業・創作活動の場所、リラックスでき
る場所、リハビリできる場所があるのは、職員の目が
行き届くのでとても良い環境です。また、利用者同士
の交流もしやすい。支援職員も多く活動が活発（施設
外の活動も多い）である。

ありがとうございます。
利用者さんにとって、よりよい施設環境の整備に今後
も取り組んで参ります。

知的障害のため言葉が出ませんが、できるだけ意志
疎通がとれるよう働きかけていただいて、本人の希望
や言いたいことを理解しようとしていただいています。

ありがとうございます。
利用者さんとのコミュニケーションにおいては、「言
葉」だけでなく、表情や体の動きなども含めて、その
思いをしっかり受け止め、今後も利用者さんの気持ち
に寄り添った支援を行っていくよう、努めて参ります。



本人を中心に、本人の興味のあるところ。本人の身
体の状況などを考慮してかかわって下さっているこ
と。

一人一人に合った内容の対応をして下さっている。広
くて開放的な空間。

本人が満足そうに毎日通所しているので。

冬はとくに肌荒れがひどく、毎年、指先等にヒビ割れ
までできていました、それを知った職員の方が、ワー
クでも、肌荒れ防止のクリームを塗りますと、おっ
しゃってくださりました。おかげ様で、今年は、ヒビ割
れすることなく、きれいな指で過ごせました。これは一
例ですが、常に家庭の状況等も考慮してくださってい
るように感じられ、感謝しています。

長年この施設に通わせてもらって、何より本人が楽し
く元気にほぼ休むことなく通えているので、満足して
います。通所の日々を通して、本人が成長している実
感があるので、感謝しています。

本人が満足しているように感じられるし、通所を楽し
みにしているようなので。

いろいろ工夫した活動をさせてもらってうれしく思って
います。本人が毎日楽しみに通っていてよかったと思
います。

いろいろな活動があって本人が楽しく通えている。少
しでも作業をして社会につながっている。

専門的な研修を受けたり助言を受けたりしながら、施
設内で共通理解したり、実践しているところがあると
思えるから。

職員の方々の御指導が行き届いていて安心です。

施設が広い。施設外活動も多く充実している。

連絡帳や支援職員の方との連絡で、支援内容や毎
日の生活がよくわかります。何よりもはっきりしている
ことは、どこに行くよりも(旅行に行くことも含めて)登園
を楽しみにして元気な限り毎日登園していることで
す。感謝しています。

本人が笑顔で毎日楽しみにして通所してくれている。
送迎バスのエンジン音を聞いただけでニコッとしま
す。きめ細かい対応をして頂き感謝しています。家族
も安心して送り出せる。

通所して10年目になり、子供のことを理解していただ
き楽しく施設で過ごせるようになっています。

重度知的障害者の支援については、長年にわたる経
験をお持ちのあかつき福祉会さんが指定管理をして
おられるので。施設の広さ(庭など)が魅力です。

活動の種類が色々あって、たくさんの事を経験出来
る。給食のおかげで食べられる食品が増えた。利用
者の能力に合った活動を選択してくれている。車イス
の状態もチェックしてくれる。OT相談でアドバイスを頂
ける。職員さんが、寄り添って生活面を考えてくれる。

サービスもしっかりしており、職員の対応もいいから。

ありがとうございます。

今後も利用者さんはじめ、ご家族の皆さまのご期待
に応えていけるよう、努めて参ります。



１３．（１）改善すべきこと 施設の考え

施設の入り口が開放されている状態なので、子供た
ちが出てしまった時　171の車の多い通り　事故が今
後おこるかもしれない危険を防いでほしい。(出入口
3箇所あります)

入口の防犯対策、戸の開閉や、防犯カメラの設置を
希望します。

利用者が外へ出ていった時の対応が、防犯カメラで
予防するというのは何の意味もない。ワークの自動ト
ビラを閉めればいいのではないか。ピントのずれを感
じる。

外部からフリーパスで施設内に侵入できるのは問題
だと思います。出入口は1カ所にして、入る時に職員
がチェックできるように施設の構造から見直す必要が
ある。
利用者が施設外に出てしまうことも心配です。すぐ前
が国道でヒヤリハット事例もあります。対策お願いし
ます。

利用者やその家族の想いが法人に伝わるようにして
ほしい。法人の方針ありきで運営されないでほしい。
様々な問題がおこってて、隠さず利用者やその家族
にきちんとその都度説明する法人であってほしい。

ご意見ありがとうございます。
あかつき福祉会の理念である「このまちで自分らしく
暮らしたい」という障害のある方の思いに寄り添った
支援を行うとともに、安定的な法人運営に努めて参り
ます。
また、様々な出来事についても必要に応じてしっかり
とご説明して参ります。

他事業との連絡が悪いなと思ったことがありました。
たとえば、迎送のキャンセルが伝わってなかったり、
ショートステイへの連絡が伝わっていなかったことが
あった。

申し訳ございませんでした。
送迎のキャンセル等の連絡調整を確実に行っていく
よう、努めて参ります。また、他事業所との連携につ
きましては、必要に応じて適切に行うよう努めて参り
ますが、他事業所の利用にかかるご連絡などは、直
接事業所にご連絡くださいますようお願いいたしま
す。

年数制限なく長く受け入れてほしいです。早急に建て
替えていただき、収容人数を大幅に増やして下さい。
建物の老朽化が進んでいますので不安です。

利用期間が長くなっても利用を続けられるようにして
欲しい。

利用者さんが部屋ではなく、廊下で作業をしている姿
を見ます。来客者のたびに作業に集中できないので
はと思います。施設の狭さを感じます。

ご意見ありがとうございます。
利用者さんの障害特性に配慮して作業環境を提供し
ていますが、一部の作業では廊下等も作業スペース
として活用しております。「パーテーション」などを活用
し、より作業に集中できるよう対応して参ります。

暑い時期だけで良いので、給食時だけ保護帽を脱ぐ
のはご無理でしょうか?帰宅して保護帽を脱がせた
時、頭がびっしょりでとても暑そうです。

ご意見ありがとうございます。
個別のご相談として是非、担当者にご相談ください。

ご意見ありがとうございます。
防犯対策について、今後、防犯カメラの設置や防犯
訓練の実施など、安心・安全な施設に向け取り組ん
で参ります。
また、利用者さんの所外への飛び出し防止策につい
ては、現在、１階部分の活動スペースの出入り口を必
ず閉めておくことを徹底し、その防止を図っておりま
す。

ご意見ありがとうございます。
現時点では、箕面市の方針により、当施設が通過施
設となっておりますことをどうかご理解ください。その
中で、進路支援としてご本人に適した移行先に繋が
るよう、努めて参ります。
また、この度、箕面市においてあかつき園の建て替え
を含む「重度障害者のための生活介護事業所整備構
想（たたき台）」がまとめられましたので、いただいた
ご意見を箕面市にお伝えさせていただきます。



１３．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと 施設の考え

通学路には防犯カメラがついている様に、あかつきの
様に大きな障害施設に防犯カメラ(外からの侵害者も
含め)出入口の出入り確認のため設置してほしい。カ
メラだけでは、事故後の確認にしかならない事が多い
ので、利用者が出てしまい事故にならない様、警備の
方を配置(門の所へ)してほしい。老朽化している建て
物の建て替え。耐震性がない。

防犯カメラを付け、誰が出入りしたかわかるようにし
て下さい。出入口の開閉。1階の自動扉に入って、次
の入口、開閉しにくいです。気密性に欠けています。

防犯カメラの設置をお願いします。

職員の研修をして、スキルをあげてほしい。
ご意見ありがとうございます。
利用者さんの支援に係る各種スキルの向上を図って
いくよう、努めて参ります。

体を動かす活動を増やしてほしい。マシンなどの購入
も検討してください。

ご意見ありがとうございます。
利用者さんの健康維持を図る活動に適した各種運動
機器なども、適時導入を検討して参ります。

あかつき園の早期建て替え。
あかつき園の建て替え迄の改修・あかつき園の樹木
の剪定。

上記の件で毎年，市へ要望書を提出していますがい
まだに良い返事がなく、私達、親はもどかしい思いで
いっぱいです。(切望します)

グループホームのような何がしかの住居をもっと作っ
て下さい。親も高齢になり不安がつのります。

グループホームについては、当福祉会の地域生活総
合支援センターにて検討させていただきます。

もし可能ならば、利用者さんが頑張った姿を観れるよ
うなイベントがあれば嬉しいです。難しい取り組みで
すが、一泊するイベントがあれば嬉しいです。

ご意見ありがとうございます。
ご家族の皆様にはチーム別懇談会に合わせて、日頃
の活動状況をご覧いただく機会などを設けていくよ
う、引き続き取り組んで参ります。
また、宿泊を伴う行事等については、多くの課題があ
り実施できておりません。今後の検討課題であると考
えております。

１３．（３）その他の意見 施設の考え

以前のワークセンターにくらべると職員のスキルが低
下しているように思います。しっかりとした個別支援計
画を作り、それに沿って支援していってほしい。事務
職も介護職も管理職も含めてスキルをあげてほしい。

ご意見ありがとうございます。
利用者さんの支援に係る各種スキルの向上を図って
いくよう、努めて参ります。

重度重複障害者とかかわりの深い法人であり、地域
拠点施設として地域に住む重度障害者の生活支援
等をして下さい。

当福祉会では、重度の障害がある方を含む３６名の
方が利用されているグループホーム運営をはじめ、
居宅介護等のサービスを行っておりますが、今後も
重い障害がある方の生活を支える各種事業の充実を
図って参ります。

外泊行事に取り組んで欲しい。

ご意見ありがとうございます。
宿泊を伴う行事等については、多くの課題があり実施
できておりません。今後の検討課題であると考えてお
ります。

ご意見ありがとうございます。
防犯対策について、今後防犯カメラの設置や防犯訓
練の実施など、安心・安全な施設に向け取り組んで
参ります。
また、利用者さんの所外への飛び出し防止策につい
てもは、現在、１階部分の活動スペースの出入り口を
必ず閉めておくことを徹底し、その防止を図っており
ます。
そして、「ワークセンターささゆり」「あかつき園」につ
いては箕面市より、耐震上問題が無いと伺っておりま
すので、ご安心ください。

この度、箕面市においてあかつき園の建て替えを含
む「重度障害者のための生活介護事業所整備構想
（たたき台）」がまとめられましたので、いただいたご
意見を箕面市にお伝えさせていただきます。



本人が外に出る事が好きなので、散歩などでも良い
ので、外出の回数がもう少し増えたらありがたい。

ご意見ありがとうございます。
外出の機会についてのご要望などは、個別支援計画
の見直しの際などに、是非、担当者とご相談くださ
い。

どこの業界でも人手不足と云われているので難しい
のかもしれませんが、人員確保出来る様な対策をお
願いします。

ご意見ありがとうございます。
人材の確保と育成はもっとも大きな課題であると考え
ております。
人材を確保・育成していく手立てを今後も検討し、対
応して参ります。

私共、親達は、我子が毎日通所していることが何より
安心です。本人も楽しみながら通所しております、こう
いう日々が親子にとって、とても幸福です。しかし、い
ずれ、施設を出なければならないという状況は親子に
とっては、辛い事です。箕面市は昔から在宅とうたっ
てます。しかし、施設を出るにあたって本人に見合うと
ころがない状況です、このことは何年も前からの問題
です。あまりにも長い問題です。早い解決をお願いし
たいところです。

ご意見ありがとうございます。
現時点では、箕面市の方針により、当施設が通過施
設となっておりますことをどうかご理解ください。その
中で、進路支援としてご本人に適した移行先に繋が
るよう努めて参ります。
また、この度、箕面市においてあかつき園の建て替え
を含む「重度障害者のための生活介護事業所整備構
想（たたき台）」がまとめられましたので、いただいた
ご意見を箕面市にお伝えいたします。

現時点で、特筆すべき要望等は見あたらないが、日
頃より、本人にとって良いと思われることを、職員さん
達と、意見交換できる状況にあると感じているので、
これからも、この良好な関係を続けて行きたいと、
願っています。

ありがとうございます。
今後も利用者さんを中心に、ご家族としっかり連携し
ていくよう、努めて参ります。

食事をしているところ、冬、とても寒いです。職員の方
は動いているし、介助しているので、暖かいでしょう
が、じっとしていると寒いです。鍋パーティー、何度か
参加しましたが、とても寒かったです。1階は、夏は暑
く、冬は寒いです。出入口で、アコーデオンのようなも
ので、空気が逃げてます。

ご指摘ありがとうございます。
職員の体感ではなく、利用者さんにとっての快適な室
温の調節を行って参ります。
また、空調を行っている箇所のドアの開閉をしっかり
と行い、室温が保たれるよう、努めて参ります。

ワークセンターささゆり(あかつき園もですが)、定員が
いっぱいになると出なければなりません。しかし、出
所後の受け入れ体制が整備されていません。箕面市
は、在宅を出さないとの方針だそうですので、何とか
(是非)このまま、ワークセンターささゆりで御世話にな
りたいと思っています。受け入れ人数を何とか増やし
て欲しいと思っています。ひとつの方法として土、日
の開所、7日営業。利用者は5日利用とすれば、行き
場のない障害者も助かると思います。どうか、柔軟な
対応をお願いします。

長くいる間に本人も家族もあかつき福祉会を信頼して
います。反面もうワークセンターを出されるのではな
いかと毎年不安が増しています。職員さんの対応の
良さも1日にして成らず、信頼も同じです。ずっとずっ
とあかつきのお世話になりたいです。又、1から新しい
事業所で1つ1つ理解してもらうのは本人も家族も負
担が大き過ぎる。今、とてもとても上手くいっていま
す。あかつき福祉会さんに事業を拡大してほしいで
す。グループホームも作って下さい。

現在通過施設になっていますが、希望があれば退出
しなくて良い施設になってほしいです。退去した後、
ちょうどいい施設がありません。

ご意見ありがとうございます。
現時点では、箕面市の方針により、当施設が通過施
設となっておりますことをどうかご理解ください。その
中で、進路支援としてご本人に適した移行先に繋が
るよう努めて参ります。
また、この度、箕面市においてあかつき園の立て替え
を含む「重度障害者のための生活介護事業所整備構
想（たたき台）」がまとめられましたので、いただいた
ご意見を箕面市にお伝えさせていただきます。



うちの子は音に敏感で、特に、人の声に敏感になりや
すいです。ワークセンターでも、大きな声をよく出され
る方がいらっしゃって、うちの子はとてもしんどい様で
す。その方が、調子が悪くなると、大きな声を出す頻
度が多くなり、うちの子も、ワークへ行きづらくなりま
す。無理なお願いと分っていますが、何とかして欲し
いなぁと願っています。

利用者さんの障害特性などにより、利用者さん同士
の接点などに配慮を要する方が多くいらっしゃり、可
能な限り活動場所の分離などを行っておりますが、場
面や状況によってご指摘のように、完全にこれを防ぐ
ことができておりません。
引き続き、サービス提供にあたっては、利用者さん同
士の相性なども踏まえ、お互いが安心して活動できる
よう配慮して参ります。

ショートステイ棟内建具の修繕。
利用者の生活の場である一方で職員の人の職場で
もあるので利用者だけでなく職員にもアンケートをし
てくれてもよいのではないか、もしやっていなければ。

ご意見ありがとうございます。
ショートステイについては、当福祉会の地域生活総合
支援センターにて検討させていただきます。


