
記述欄への記載内容（ささゆり園／園管理事業）

５．今後どのような運営を望みますか 施設の考え

一週間前までなら予約できるようにしてほしい。
　ご意見ありがとうございます。
　｢貸室」に空きがある場合は、一週間前
にご予約いただくくことは可能です。

天井の水もれ（会議室１エアコン）。

　会議室１のエアコンからの漏水に関しま
しては、大変ご迷惑をおかけしています。
　現在、応急修理にて対応しております
が、漏水を止めることができません。原因
を含め箕面市にて対応を検討しています。
今しばらくお時間を頂戴しますが、よろしく
お願いいたします。

スリッパや椅子の充実。

　ご意見ありがとうございます。
　スリッパに関しましては、昨年のご指摘
から、毎日下駄箱を確認し、破損等がある
場合は、その都度、新しい物と交換してい
ます。
　また、スリッパ、イスとも、誠に恐れ入りま
すが、破損等にお気づきの場合は、事務
所までお申し出いただきますようご協力の
程、よろしくお願いいたします。

満足しています。
　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、職員一同努力して参ります。

６．施設の総合的な印象について 施設の考え

湯茶ポット等の備品を心よく貸していただいている。

いつも気持ちよく使用させていただいています。

いつも満足しています。

総合的にみると満足しています。

・施設の方々の笑顔、親切にしてくださいます。
・冷暖房完備で練習の時には、特に助かります。

・きれいな施設できちんとした印象です。
・職員の方やシルバーさんの対応が良く利用しやすいです。

　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、職員一同努力して参ります。



・他施設に比べ予約しやすい。
・職員の方が親切。
・ＤＶＤ、パワーポイント等の設備が整っている。
・ロッカーがあってありがたい。

スタッフの方々が大変親切で気持ちがいい。

福祉関係の施設として利用しやすいと感じています。

定期利用できるのが助かります。

期待云々　何も考えることなく利用しましたので、回答不可能で
す。

　また、なにかお気づきの点などございま
したら、事務所までお申し出いただきます
よう、よろしくお願いいたします。

７．（１）改善すべきこと 施設の考え

部屋のエアコンの雨漏りが慢性化している（会議室１）

会議室１のエアコンからの漏水に関しまし
ては、大変ご迷惑をおかけしています。
　現在、応急修理にて対応しております
が、漏水を止めることができません。原因
を含め箕面市にて対応を検討しています。
今しばらくお時間を頂戴しますが、よろしく
お願いいたします。

和室のクーラーですが…充分涼しくなるので使用者にとって不
便はないのですが、ただ古いクーラーです。(かなり古いと思いま
す。)燃費が非常に悪いのではないか？と心配します。

　ご意見ありがとうございます。
　かなり老朽化していますが、正常に機能
しており、更新が必要となるまで使用する
予定です。

・部屋が雨もりしている。
・スリッパが滑る。
・プレイルームの電気が暗い、付くのが遅い。
・カーテンの止め金が割れていて使えない(会議室1)
・網戸をつけてほしい。

　会議室１のエアコンからの漏水に関しま
しては、大変ご迷惑をおかけしています。
　現在、応急修理にて対応しております
が、漏水を止めることができません。原因
を含め箕面市にて対応を検討しています。
今しばらくお時間を頂戴しますが、よろしく
お願いいたします。
　スリッパの滑りに関しましては、費用等を
勘案し、現状の仕様を購入してます。
　プレイルームの照度不足に関しまして
は、毎年「施設修繕箇所」として箕面市へ
提出しています。
　会議室１のカーテン留め金は、８月３日
付で修繕いたしました。
　網戸設置に関しましては、設置費用と箇
所によってはレールの増設工事等が必要
となるため、即時対応は難しいものと考え
ています。ご意見は箕面市へ報告させて
いただきます。

　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、職員一同努力して参ります。



湯のみなど同じ物があると助かる。

　ご意見ありがとうございます。
　湯飲み等に関し、破損した場合は、その
都度買い足したり、あるいはご寄付いただ
いているため、種類がばらばらになってい
ます。ご理解いただきますようお願いいた
します。

団体室の使い方がきちんと決められていないのか、活動を団体
室でされているように見られる、できれば活動は部屋をとって行
なってほしい。
・和室の畳をかえてほしい
・調理室のホットプレートを借りようと思ったら、コンセントケーブ
ルが全て合わなくて使えなかった事があるので、備品管理など
きっちりしてほしい。

　ご意見ありがとうございます。
　団体室（フリールーム）は、ロビーや図書
コーナー、調理室と同様、予約することな
く、どなたさまでも利用することができま
す。各団体におかれましては、長時間占有
することのないよう、譲り合いや協力してご
利用いただきますようお願いしておりま
す。
　和室の畳につきましては、毎年施設修繕
項目として箕面市へ提出しており、再度ご
要望があったことを箕面市へ報告いたしま
す。
　調理室ホットプレート（２台）に関し、コン
セントケーブル接続時に少しコツがあるた
め、現在はホットプレート本体に接続した
状態にしています。正常に機能することも
確認いたしました。

汚いスリッパについて。左右の違っているスリッパ。底面がめく
れているスリッパ。汚いものはどんどん処理してほしい。玄関は
その施設の顔だと思います。気持ちよく使えるようにして下さい。

　ご意見ありがとうございます。
　スリッパに関しましては、昨年のご指摘
から、毎日下駄箱を確認し、破損等がある
場合は、その都度、新しい物と交換してい
ます。
　また、誠に恐れ入りますが、破損等にお
気づきの場合は、事務所までお申し出い
ただきますようご協力の程、よろしくお願い
いたします。

網戸があれば窓を開けた時に助かります。

　網戸設置に関しましては、設置費用と箇
所によってはレールの増設工事等が必要
となるため、箕面市と協議させていただき
ます。

・「プレイルーム」はもともと広いオープンスペースとして作られた
部屋だと思います。会議室として利用するのは次の利用方法だ
と思うので、常設で机とイスが会議室のように並んでいるのでは
なく、オープンスペースにしておいて、会議室として利用したい人
が机とイスを出すという風にできないでしょうか。
・プレイルームのカーテンまん中の一部、上がひっかかって全開
することができません。改善願います。

　ご意見ありがとうございます。
　ご意見のとおり、オープンスペースとして
利用いただくことも可能ですが、本年７月
の場合、おおむね７割以上が会議や講演
会等、机を使用する形で利用されており、
現状の方法とさせていただいています。
　カーテンに関しましては、7/27付で修繕
いたしました。

プレイルームの空調の操作。

　プレイルーム空調の操作に関しまして、
２つの操作盤の位置が、後方入口に集中
していること、あるいは、温度設定ができ
ないため、空調の効き具合が難しい、との
ご意見と推測されますが、改修には経費
が必要なため、箕面市と協議させていただ
きます。



・スリッパの充実
・駐車場がやや不便
・空調の水もれ

ご意見ありがとうございます。
　スリッパに関しましては、昨年のご指摘
から、毎日下駄箱を確認し、破損等がある
場合は、その都度、新しい物と交換してい
ます。また、誠に恐れ入りますが、破損等
にお気づきの場合は、事務所までお申し
出いただきますようご協力の程、よろしくお
願いいたします。
　駐車場に関しては、現状での改善は困
難と考えています。満車の際は近隣有料
駐車場をご利用いただきますようお願いし
ています。
　会議室１内空調器からの漏水に関しまし
ては、大変ご迷惑をおかけしています。現
在、応急修理にて対応していますが、漏水
を止めることができず、原因を含め箕面市
において対応を検討しています。今しばら
くお時間を頂戴いたしたくよろしくお願いい
たします。

節電対策なのかもしれませが、奥の廊下の天井灯がない箇所
があり、暗くて不便です。
夜の会議等が終わったあと、会議室を消灯して廊下に出ると
真っ暗で困りますので！！

　照明に関しましては、東日本大震災以
降、省エネ（省電力）の為、一部蛍光灯を
はずしていますので、何卒ご理解くださ
い。ただし、決して廊下が真っ暗になること
が無いよう、事務職員、夜間対応職員に
周知いたします。

７．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと 施設の考え

この頃、部屋(会議室など)がとれない事が多く、活動が制限され
ている、障害者福祉センターなので、できれば、もう少し優先さ
せてほしい。また、日曜、祝日の休館日を減らすなど工夫してほ
しい。

　ご意見ありがとうございます。
　定期利用をされている障害者団体は、年
間予約と併せ、３ヶ月前（随時利用団体は
１ヶ月前）より予約が可能ですので、早め
にご予約いただきますようお願いいたしま
す。
　また、第１、第３日曜日や祝日は条例に
より休館日と定められています。ご理解い
ただきますようお願いいたします。

施設が老朽化しているみたいなので、改修工事をされたら設備
も照明や冷暖房も新しくされたら良いと思います。

プレイルームの照明
つけてるうちにだんだん明るくなってきますが、天井が高いた
め、夜間の会議や学習会の際に手許の書類が読みづらいこと
があります。
照明の改善について、ご一考いただければ幸いです。

　ご意見ありがとうございます。
　設備、照明などの改修に関しては、箕面
市と協議していきます。
　また、プレイルームの照度不足に関して
は、毎年施設修繕項目として箕面市へ提
出しています。



７．（３）その他の意見 施設の考え

お互い様だけど会議室３のロッカーが使用中の場合、使いにく
い。ロッカールームのような改造(改装)はできないか？駐車場が
狭くてあふれているので、何か対策は考えられないのか？

　ご迷惑をおかけしています。
　会議室３の入口付近に注意書きを掲示
しています。また、限られた敷地内に新た
にロッカールームを設置することは難しい
と考えます。
　また、駐車場の狭さに関しては、現状で
の改善は困難と考えています。満車の際
は近隣有料駐車場をご利用いただきます
ようお願いしています。

大きな催しがあり、来客が来られる時には、きれいなスリッパが
並べられています。が、残念ながらその後はやっぱり見るからに
きたなそうなスリッパがたくさん置いてあります。備品の点検をき
ちんとして下さい。

　ご意見ありがとうございます。
　スリッパに関しましては、昨年のご指摘
から、毎日下駄箱を確認し、破損等がある
場合は、その都度、新しい物と交換してい
ます。
　また、多くの方が来園されるイベント開催
時には、ストックしてあるスリッパを追加で
お出しすることはありますが、イベント終了
後、古いスリッパと入れ替えることはありま
せん。
　今後とも破損等に留意し、管理を徹底い
たします。

駐車場の出入口の見通しが悪い。カーブミラー（？）は見にくい
ので、危険な目にあったことがある。ミラーの設置方向（？）等見
直して欲しい。

　ご意見ありがとうございます。
　駐車場出入り口の補助ミラーの向きにつ
いては修正しましたので、ご確認いただく
と共に、引き続き安全確認の上、出入りさ
れますようお願いいたします。

年間で定期利用していますが、突然、団体等の貸切となること
があり、利用日とかぶってしまう時にも、一切連絡がありませ
ん。（○○日、ささゆり園貸切らしいよ、という「うわさ」を聞いて問
い合わせると「ハイ、そうです」という返事・・・（￣□￣：
ギリギリになると、他の場所を探しても見つからないことがあり、
大変困ります。
貸切等の予約が入った時は、速やかに連絡をお願いします。

　大変ご迷惑をおかけしました。
　当方のミスにより重複予約が生じないよ
う鋭意努力いたします。
　また、毎年１回、２月上旬に定期利用団
体からの年間予約を行う際、まれに団体
の希望日が重複する場合がございます。
その場合には、当園にて各団体と調整さ
せていただいております。それ以外の通常
の予約方法（定期利用団体３ヶ月前、随時
利用団体１ヶ月前）で、全館予約される場
合は、先着順となりますので、いわゆる
「全館貸切」状態になっていることを当園
から他団体に連絡することはございませ
ん。空き状況に関しては、必ず確認の電話
を入れて頂きますよう、よろしくお願いいた
します。



記述欄への記載内容（ささゆり園／生活介護）

4．施設職員に対する意見・要望 施設の考え

いつも、早い対応をして頂き助かっています。親の意見や、本人
の状態もよく観察していただいています。

何でも困った時等、相談しやすく気持ち良く対応して頂けるので
ありがたく思っています。

5．食事に関する意見・要望 施設の考え

割と消化しにくい食材が多い。ワカメ、ひじき、青野菜、いつも便
から胃ろうからいつまでも残っています。もう少し工夫をお願いし
たいです

　ご意見ありがとうございます。
　ワカメ・ひじき等海草類に関しましては、
除去食を実施していますので、対応させて
いただきます。
　消化の良い食材に関しましては、厨房委
託業者・栄養士に伝え、検討して参りま
す。

現状で満足しています。
　ありがとうございます。
　今後とも月１回の給食会議を行い、クオ
リティ向上に取り組んで参ります。

6．入浴関する意見・要望

7．トイレに関する意見・要望 施設の考え

オムツを使用していますが、定期的にトイレにつれていって頂い
てるので安心しています。

　ありがとうございます。
　今後とも利用者さんが不快な思いをされ
ないよう留意して参ります。

8．（１）個別支援計画に関する意見・要望 施設の考え

いつも本人のした事や、私達の考えを聞いて頂き、楽しく過ごし
ています。

家族の思いや意見もよく聞いてもらえて満足してます。

8．（２）活動面に関する意見・要望 施設の考え

旅行や、社会見学の行事は続けてほしいです。
　ご意見承りました。旅行等は継続して参
る予定です。

　ありがとうございます。
　今後ともご利用者さんの思いに寄り添
い、サービス向上に取り組んで参ります。

　ありがとうございます。
　今後ともご利用者さんの思いに寄り添
い、サービス向上に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

細かい位、よくして頂いています、何かあれば必ず連絡をいただ
くので、安心しています。

　ありがとうございます。
　今後ともご利用者さんの思いに寄り添
い、サービス向上に取り組んで参ります。

9．介護に関する意見・要望 施設の考え

職員の方や、親同志、勉強会みたいな事が出来れば、意見交換
が出来てよいのでは？みなさんスペシャリストですが、気付かさ
れる点が出て来て良いかも知れません。

　ご提案ありがとうございます。
　ご高齢のご家族が多くいらっしゃるため、
ご家族参加の行事も年２回程度としていま
すが、ご負担にならない範囲で職員との勉
強会、交流会の開催について、テーマを決
めて実施することを考えてみたいと思いま
す。

10．送迎に関する意見・要望 施設の考え

いつも朝から気持ち良く対応していただいています。
帰りもその日の様子を必ず伝えてくれています。ありがたいで
す。

現状で満足しています。

12．施設の総合的な印象について 施設の考え

最初施設という所は余り良い印象を持っていませんでしたが、支
援学校以上に良くして頂き、本人も毎日が楽しくて仕方ないみた
いです、四季ごとにイベントがあり、嬉しく思います。

全職員さんの利用者に対する、熱心な取り組み。

精神的に不安定になりやすく、自傷も激しかったのですが、通所
する様になってとても表情が明るくなり、自傷もほぼ無くなり、
日々落ち着いて過ごせる様になった事が本当に良かったと思っ
ています。

個々のスタッフが利用者によりそったサービス提供を心がけてく
れているように思います。息子も週１回の通所を心の支えにが
んばってくれています！感謝。

13．（１）改善すべきこと 施設の考え

利用当時より、活気、明るさが少なくなったような気がします。
　ご意見ありがとうございます。
　職員へ周知し、明るく元気で支援させて
いただくよう努力いたします。

たまに新しい方がはいられた時、対応の仕方がわからないの
か、基本的な介護の仕方ができていない職員もいます。研修み
たいな事は受けているのでしょうか？

　大変ご迷惑をおかけいたしました。
　新任職員には、以下の研修を実施してい
ますが、指導が至らぬ場合もございますの
で、誠に恐れ入りますが、その都度、連絡
ノート、あるいは直接お電話にてご意見い
ただけば幸いです。
①新任研修（法人理念、基本姿勢等）
②同じ所属チーム上司による日常的専任
指導
③チーム単位の専門研修（月１回）
④法人全体人権研修（年１回）等

　ありがとうございます。
　今後ともご利用者さんの思いに寄り添
い、サービス向上に取り組んで参ります。

　ありがとうございます。
　今後ともご利用者さんの思いに寄り添
い、サービス向上に取り組んで参ります。



13．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと 施設の考え

医ケアのある子のショートスティをどんどんしてほしいです、体調
にもよりますが・・・
親も毎日の介護で、精神的にも肉体的にもピークになる時があ
ります。

　緊急かつ非常に危機的な状況であるこ
と、認識させていただきました。
　医療的ケアを必要とする利用者さんに対
し、今年度も地域生活総合支援センターと
連携し、試行的ショートステイを実施して参
る予定であり、今後の経常的実施に向け、
検討いたします。

家族が参加できる行事を1回でも増やして欲しいです、他の利用
者さんとの情報交換も欲しいし、勉強になります。

　ご提案ありがとうございます。
　ご高齢のご家族が多くいらっしゃるため、
ご家族参加の行事も年２回程度としていま
すが、ご負担にならない範囲で交流会の
開催について、テーマを決めて実施するこ
と等、考えてみたいと思います。

13．（３）その他の意見 施設の考え

職員の方との信頼関係ができてきて、安心して毎日を過ごせる
様になったところで職員の方の異動があると、とてもショックで
す。
仕方が無い事かもしれませんが、できるなら１人は柱となる人が
ずっと居ていただけたらいいなぁと、思います。

　ご意見ありがとうございます。
　職員のキャリアアップや職場の活性化等
を目的に、職員の異動は必要となります。
何卒ご理解ください。
　また、柱となる職員の確保に関しまして、
検討して参りたく考えています。

医療的介護を必要とし、重複障害をもつ息子にとって今やささゆ
り園は本当に生きる心の支えになっていると思います。週一回
ですが少しでも長く通所できることを願うばかりです。（母）

職員の方、看護師の方いつも本当にありがとうございます。
このまま明るい楽しいささゆり園でいて下さい。
子供がいつも笑顔でいれる空間です。
これからもよろしくお願い致します。

　ありがとうございます。
　今後ともご利用者さんの思いに寄り添
い、サービス向上に取り組んで参ります。



11．今後どのような運営を望みますか

記述欄への記載内容（ささゆり園／施設入浴サービス）

4．施設職員に対する意見・要望 施設の考え

ささゆりは声かけが良いと娘は話しています。
　ありがとうございます。
　これからも快適で安心、安全な入浴サー
ビス事業を実施して参ります。

5．食事に関する意見・要望　(非該当)

6．入浴関する意見・要望 施設の考え

回数をふやして下さい(1回でも)

利用回数を２回／週に増やしたい。

週に１回だけでなく、もっと利用したい。

7．トイレに関する意見・要望 施設の考え

もう少し広ければ理想的

　ご意見ありがとうございます。
　トイレの拡大改修に関しましては、費用
やスペース上の問題から、現状では考え
ておりませんが、ご意見があったことを箕
面市へお伝えさせていただきます。

8．（１）個別支援計画に関する意見・要望　(非該当)

8．（２）活動面に関する意見・要望　(非該当)

8．（３）障害特性に応じた支援に関する意見・要望

9．介護に関する意見・要望

10．送迎に関する意見・要望

12．施設の総合的な印象について 施設の考え

娘からの話しを聴くと、職員の方の声かけが良いとの事です。
入浴サービスを利用していますが、入浴だけでなく、送迎や合
間の会話が楽しく毎週楽しみにしています。

ささゆり園はすべてすばらしいと思います。

職員の対応(本人との入浴時等の会話)で、本人のリラックス度
がよくわかります。

私のことを理解して支援してもらってます。

よくしていただいています。感謝しています。

体調の思わしくない時も、その時々の様子に応じて対応して頂
けていると思います。
とりあえず本人が笑顔で帰ってきたらそれで充分と思ってます。

　ご意見ありがとうございます。
　１日の利用定員が男女各２名であること
等、現状でご希望に添うことは難しいです
が、ホームヘルパーや訪問入浴等、他の
制度と併せてご利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。

ありがとうございます。これからも快適で
安心、安全な入浴サービス事業を実施し
て参ります。



13．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

13．（１）改善すべきこと 施設の考え

風呂の回数がふえることを祈っています。

　ご意見ありがとうございます。
　１日の利用定員が男女各２名であること
等、現状でご希望に添うことは難しいです
が、ホームヘルパーや訪問入浴等、他の
制度と併せてご利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。

施設の考え

訪問入浴も利用していますが、やはりしんどい！！です。できれ
ば週三回でも四回でも施設入浴を利用できると良いなと思いま
す。
施設入浴は、ささゆり園ではなく、他の施設の入浴でも可です。

　ご意見ありがとうございます。
　また、高齢者施設での施設入浴等、他
の制度のご利用に関しましては、誠に恐
れ入りますが、箕面市にご相談ください。

13．（３）その他の意見 施設の考え

担当の方と良い関係が築けていましたが、人事異動で変わられ
た後、後任の方とは１度もお話させて頂いていません。
プリントでもいいので何か連絡頂けると有難いです。

　ご意見ありがとうございます。
　異動に伴い、重要事項説明書の変更事
項（苦情相談窓口の変更）に関しまして
は、書面にてご案内させていただきました
が、後任の入浴担当者がご挨拶させてい
ただいておりませんでした。
　早急にご挨拶に伺うよう担当者に伝えま
した。



13．（２）今後取り組んだほうが良いと思うこと

記述欄への記載内容（ささゆり園／放課後教室）

4．施設職員に対する意見・要望 施設の考え

いつもよくしていただいています。ありがとうございます。

　ありがとうございます。
　来年３月までとなりましたが、最後までご
利用者さんの思いに寄り添い、サービス向
上に取り組んで参ります。

5．食事に関する意見・要望

6．入浴関する意見・要望　(非該当)

7．トイレに関する意見・要望

8．（１）個別支援計画に関する意見・要望　(非該当)

8．（２）活動面に関する意見・要望 施設の考え

本人の調子に合わせて活動にさそって下さるのでありがたいで
す。

　ありがとうございます。
　来年３月までとなりましたが、最後までご
利用者さんの思いに寄り添い、サービス向
上に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

9．介護に関する意見・要望

10．送迎に関する意見・要望　(非該当)

12．施設の総合的な印象について 施設の考え

敷地内も広いし、多目的に使え、のびのび使えると思うから
　ありがとうございます。
　活動内容に応じ、プレイルームや中庭等
も活用しています。

13．（１）改善すべきこと

13．（３）その他の意見 施設の考え

長い間　放課後教室でお世話になり本当にありがとうございまし
た。
息子の卒業と共に放課後教室がなくなってしまうのはとても残念
ですが、最後までみて下さることになり大変有難く思っていま
す。あと少しですがよろしくお願いします。

放課後教室が今年度一杯で終わるのは、やはり残念です。

　長年ご利用いただき誠にありがとうござ
いました。
　来年３月までとなりましたが、最後までご
利用者さんの思いに寄り添い、サービス向
上に取り組んで参ります。


