
アンケート結果
【1】送迎について

平成30年度　ご利用者様満足度調査アンケート結果

　ご意見ありがとうございます。
　他利用者様へもスムーズな送迎支援を行い、皆様が快
適にご利用いただけるデイサービスを目指しますので、
今後もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

　これは職員さんの問題ではなく利用者の
方に問題があり、やむを得ないと思います

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

　朝の迎えの時間が一定していない他はよ
くできている

　ご指摘を頂きありがとうございます。
　前回アンケートで「日により時間が早かったり遅かっ
たりします。」とのご意見を頂き順路と迎え時間の見直
しを行い改善に努めてきたところです。
道路の混雑状況等により多少時間がずれることはあると
は思いますが、予定時間にお迎えできるよう引き続き努
めてまいります。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

　迎えの時間をもう少し早くしてもらって
もいい

　ご意見ありがとうございます。
　ご希望とされる時間がありましたら、担当ケアマネー
ジャもしくは職員にお伝えください。お迎えの時間はご
希望に沿えるよう可能な限り調整させていただきます。

【アンケートの目的】前回アンケート結果との比較。利用者の皆様の満足度を更に高めるため。

　①送迎は予定時間通りに実施できていますか

　②送迎車の中は安心・快適ですか

　③送迎時の介助は親切・丁寧ですか

【アンケートの対象】デイサービスセンター博愛苑利用者
【実　施　期　間】　5/7～5/28
【回　収　状　況】　対象者数：84人　　回答数：42人　　回収率:50％

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

　この内容について、今回も「不満」との回答はありませんでしたが、「とても満足」の回答が
2％、「やや満足」の回答が6％前回に比べ減っております。職員の異動や運転手の交代などで対応に
至らぬ点があったかもしれませんが、これまで以上に安全運転に配慮し皆さまに満足していただける
よう努力します。

　この内容について、特に具体的なご要望等をいただいおりません。前回アンケートで自立支援の観
点から、ご利用者様の能力を最大限に発揮し、維持できるように取り組んでおりますと回答いたしま
した。皆様には、十分なご理解をいただきご協力いただいております。今後も過度の支援で、ご利用
者様の能力を低下させることのないよう努めますので、ご協力の程宜しくお願い致します。
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　遠いところに送ってもらいまして感謝し
ております、ありがとうございます。

　どうしてこんなにやさしいんだろうと思
うくらい皆さん本当にやさしいです。自分
の経験から自分が健康ではないと他の人に
やさしくするのは難しいですので･･･。
きっと皆さんお元気で公私共に充実した
日々を送っていらっしゃるのだろうと思っ
たりしています。
　迎えが30分早いほうがいい。 　ご意見ありがとうございます。

　ご希望とされる時間に沿えるよう可能な限り調整させ
ていただきます。引き続きご利用宜しくお願い致しま
す。

　お褒めのお言葉を頂きありがとうございます。5月より
採用した運転手がお迎えに行きました。
　全ての職員が「この人でよかった」と思っていただけ
るお手伝いを心がけております。

　お褒めのお言葉を頂きありがとうございます。
　送迎に当たりましては、安全運転に十分配慮しており
ますが、至らぬことも多々あると思います。これからも
デイサービスでは、より良いサービス提供に努めますの
で、気づきの点があれば、遠慮なくお申し出ください。

　皆さん大変親切ですありがとうございま
す！

　いつもありがとうございます。とても親
切でよくしてもらっています。

博愛苑からの回答

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

　④送迎時の職員は明るく元気に気持ちの良い挨拶をしていますか

　〈送迎全般についてのご意見ご要望など〉

ご意見欄の内容

　この内容について、実に78％の方に「とても満足」との回答を頂き、職員一同とても嬉しく思いま
す。送迎時のあいさつはもとより、施設内でのあいさつや帰りのあいさつも、皆様に気持ちよく施設
を利用して頂けるよう、今後も努めてまいります。

　5/7来ていただいた送迎の人（運転手）
はとてもよかったです。
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【2】食事について

　キャベツが固かった。

　③希望される献立はありますか

　みそ汁など、もう少し具を入れて欲し
い。

　ご意見頂きありがとうございます。ご希望に添えず大
変申し訳ありませんでした。
　どうすれば皆さまに満足した食事の提供ができるか、
栄養士、厨房と改善策をたて、見た目にも美味しい食事
が提供できるよう工夫していきます。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答
　①食事はおいしいく満足のいく内容となっていますか

　ご指摘を頂きありがとうございます。この度は不愉快
にさせてしまい大変申し訳ありませんでした。調理方法
にについては栄養士、調理員と相談し改善を図り、皆様
に美味しい！食べやすい！と言っていただける食事の提
供に努めます。

博愛苑からの回答

博愛苑からの回答

ご意見欄の内容

　少しぬるい。 　ご意見頂きありがとうございます。ご希望に添えず大
変申し訳ありませんでした。
　食事は温度によっても味に違いが出てきますので、温
かいものは温かい状態で、冷たいものは冷たいままで召
し上がっていただけるよう、厨房と連携をより改善して
参ります。お食事の際に気になることなどがございまし
たら、いつでも遠慮なく近くの職員にお申し付けくださ
い。

　②献立の種類は満足していますか

　この内容について、前回同様「やや不満」との回答をいただきましたことはとても残念に感じてお
ります。その他の回答項目に比べ「満足」の回答が少なく「普通」との回答も多くいただいておりま
す。「希望の献立」の項目でご要望を頂いていますので、今回も栄養士と連携し、できる限りご希望
に添えるように検討します。また日々満足していただける食事の提供が行えるよう毎月関係者にて話
し合いを行っておりますので、献立の内容だけではく、味付けや盛り付けなど皆さまが満足していた
だける食事の提供に努めて参ります。

　④温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食べられていますか

ご意見欄の内容
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　連絡帳によると殆ど１０割食べられてい
ますのできっとおいしくいただいているの
だと思います。

　この内容について、前回実施時「やや不満」との回答が2％ありましたが、今回「普通」以上で回
答頂いています。味付け、盛り付けは食事を提供するうえでとても重要な内容となります。今後も
日々改善を重ね、味はもちろん、見た目も美味しく、舌と目で楽しむ食事をこころがけ、「満足」と
思っていただけるよう献立を検討させていただきます。

博愛苑からの回答ご意見欄の内容

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答
　⑤味付けや盛り付けに満足していますか

ご意見欄の内容
　⑥おやつはおいしいですか

　⑦希望されるおやつはありますか

　ご意見頂きありがとうございます。
　この内容について、今回は「やや不満」との回答も頂
いております。現在市販のものを提供することがほとん
どとなっておりますので、設問⑦の「希望のおやつ」を
参考に、手作りおやつを増やし、皆様に満足していただ
けるおやつが提供でいるように努力します。

　少ない。もう少しほしい。

　いつもご利用いただきありがとうございます。
　食事のご様子等は送迎時などお話しをする機会をもっ
と増やしていきますので、ご不明な点はお気軽にお尋ね
下さい。

　〈食事全般についてのご意見ご要望など〉

　いつもご利用いただきありがとうございます。
　本人様にとって、記憶に残る食事であるよう、今後も
工夫をしていきます。

　味は美味しく戴いています。

　質問について聞きますが思い出そうとす
る表情ですが、思い出せない、考える事が
できない、答えられないというちょっと情
けなさそうな顔になり、言葉がでません。

博愛苑からの回答
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①フロアやトイレ、浴室などはきれいですか

②デイサービスは居心地が良いですか

③脳トレ（計算や間違い探しなど）に満足していますか

　もう少し難しい問題がでたらいいなと思
います。

　ご意見頂きありがとうございます。
　脳トレの問題は、個人の能力に応じさまざまな出題内
容や難易度を選んでおります。少し物足りないという問
題であっても解く事で脳が活性化されますので、状況に
応じ提供していきます。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

博愛苑からの回答ご意見欄の内容

【3】デイサービスでの生活について

　ご利用者様に過ごしていただく場所の清掃には、特に気を付けております。「満足」「とても満
足」と言ってもらえるよう、これからも手を抜くことなく職員一同が整理整頓・清潔徹底に邁進して
いきます。

　この内容につきまして、前回「やや不満」の回答をいただいていましたが、改善することができ嬉
しく思います。今年度からカラオケ機械を導入したり、炭酸泉での足湯の実施回数を増やしたり、レ
クリエーションの内容をご利用者様に選んでいただく仕組みなどをつくったりして、いろいろ取り組
んでおります。まだまだ完璧ではありませんが、今後も皆さまに楽しい時間をすごしていただきなが
ら、自立支援を進めて参ります。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答
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④個別の機能訓練（運動や体操）に満足していますか

⑤希望するレクリエーションはありますか

⑥レクリエーションは楽しいですか

〈デイサービスでの生活全般についてのご意見ご要望など〉

　いつもご利用頂きありがとうございます。
　「元気になった」とのお言葉は、私たちにとっても誠
に嬉しい言葉であります。デイサービスに出かけるよう
になっただけでも気持ちや身体のキレが違うというお話
しは沢山頂戴しております。今後も博愛苑が「元気にな
れる場所」と感じていただけるよう努力を続けてまいり
ます。

　家にいるときよりも少し元気になったよ
うな気がします。

　毎週木曜日に１回利用させて頂いていま
す。体操したり、皆さま方と色々な事お話
しさせていただき又レクリエーションも一
緒に参加させて頂き楽しい一日を過ごさせ
ていただき、大変楽しく利用させて頂き感
謝しています。今後も宜しくお願い致しま
す。

　小学校からの友達といっしょにいてほん
とうに楽しいです。

　博愛苑は出会いの場所としても、重要な位置づけであ
ると感じています。それは、旧友との再会、新しい友と
の出会いなど。博愛苑をご利用者していただくことで、
人と人との繋がりが大きくなる、そんな場所であり続け
たいと思っております。

　ここ一年神経痛から下肢（特に左足）が
不調ですが、大変（アドバイス等）お世話
になっております。

　日々、ご苦労されていることと存じます。
　デイサービスにはご存知の通り理学療法士の資格を
もった職員が2名おり、日々皆さまへ訓練や運動の指導に
あたっております。生活で不自由に感じておられること
などありましたら、お気軽に今度もお尋ねください。

ご意見欄の内容

　この内容について、「とても満足」との回答が52%となり、職員も大変喜んでいます。
　デイサービスでは、レクリエーションの選択に重きをおき、『レクリエーションお品書き』を作成
し、毎朝皆さまに好みのレクリエーションを選んでいただき、実施する仕組みを始めました。また前
回アンケートでご意見の多かった「カラオケ」は、通信カラオケを導入し楽しんでいただいておりま
す。
　このことに満足せず、今後も創意工夫を重ね、より多くの方に「楽しかった」と感じてもらえるレ
クリエーションの提供に努めてまいります。

博愛苑からの回答

博愛苑からの回答

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

　ご希望に沿ったサービス提供ができなかったこと大変
申し訳ありませんでした。
　個別機能訓練に関しては、既往歴や身体の状態により
運動に制限をかけるなどの対応をすることがございま
す。安全を確保した上で危険がないよう進めております
ので、ご理解の程お願い致します。

　希望通りの運動が出来ず。

ご意見欄の内容
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①入浴時間に満足していますか

②気持ちよく入浴ができていますか

③入浴時はプライバシーへの配慮がなされていますか

④トイレの声掛けや排泄時の介助は丁寧ですか

【4】介助について

　この内容について、「不満」の回答はありませんでした。当事業所は浴槽が一つしか設けていない
ことから、女性、男性の入浴を時間帯で切り替え実施しております。プライバシー保護には十分留意
しておりますが、職員も至らない所があるかと思います。何かお気づきの点がありましたら、遠慮な
くおっしゃってください。

博愛苑からの回答

　この内容について、特に具体的なご要望等をいただいたわけではございませんが、「やや不満」の
回答が4％という結果を真摯に受け止め、一人でも多くのご利用者様に満足していただけるよう改善
点はないか検討をしてまいります。

　この内容について、「やや不満」の回答を頂いております。現在入浴希望者も増えており、ご利用
の皆様には入浴の時間や順番等色々ご協力いただき、職員一同とても感謝しております。入浴では皆
さまの希望に沿えるよう対応しておりますが、まだまだ至らぬ点があることと思います。何かお気づ
きの点がありましたら、遠慮なくおっしゃってください。

　この内容について、54％の方に「とても満足」とのお言葉をいただき、職員一同とても喜んでおり
ます。
　排泄の介助にはこれまでリース専用のタオルおしぼりを使用し、臀部、陰部等の清拭をおこなって
いましたが、厚生労働省が通知を出した中で「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」におい
て「高齢者介護施設で使用するタオルおしぼりを保温器に入れておくと、細菌が増殖・拡大するおそ
れがあります。おしぼりを使用する場合は、使い捨てのおしぼり（ウエットティッシュ）を使用する
ことが望ましいといえます。」と使い捨ておしぼりを推奨していることから、デイサービスでもいち
早く自動おしぼり機械を導入し、清潔保持はもちろん衛生面でも対策を行っております。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

ご意見欄の内容

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

博愛苑からの回答

ご意見欄の内容
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⑤総合的に職員の介助は丁寧に行われていますか

〈デイサービスでの生活全般についてのご意見ご要望など〉

　いつもきれいに髭剃りをしていただきと
ても助かっています。入浴前に髭剃りをし
て、それから入りますと介護士さんから聞
いております。きっと満足していると思い
ます。

　ご意見頂きありがとうございます。これからも満足し
ていただけるよう努力してまいります。

　入浴をしていただけることが一番ありが
たいです。今後も引き続き宜しくお願いし
ます。

　こちらこそ宜しくお願いします。
　皆さまからの温かいお言葉、職員ひとりひとりしっか
り噛締め、今後とも満足していただけるサービス提供が
できるよう精進してまいります。

　いつもご利用頂きありがとうございます。
　昨年度より炭酸泉の機械を導入し足湯に取り入れてお
ります。炭酸泉の効能は全国でも認知されるほどで、血
行不良、高血圧、冷え性、肌荒れ、乾燥肌、糖尿病の方
には特に効果があると言われています。
　現にデイサービスでも血行不良、冷え性の方の症状が
緩和されたといった効果がみられています。また興味を
もってご利用される方も多く大変好評となっています。

　私は博愛苑にお世話になりまして10年に
なります。心房細動と言われていました。
入浴すると動悸が打っていましたので入浴
していません。このごろは足湯をしても
らっています。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

　この内容について、「とても満足」との回答が52％となり、職員一同とても喜んでおります。職員
１人１人が個々にあった介助方法を意識し実施することで、今後も皆さまのご期待に応えられるよう
精進してまいります。
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①職員の態度や言葉使いは丁寧ですか

②職員に対しいつも気軽に話しかけることができますか

③職員から積極的に話しかけてきますか

＜職員全般についてのご意見ご要望など＞

 送迎時は皆さん次の仕事を控えていらっ
しゃるだろうからと思うと声かけを躊躇し
てしまいます。

　お褒めの言葉をいただきありがとうございます。
　これからも満足していただけるデイサービスとして頑
張ります。

 どの職員の方もとても親切です。本当に
ありがとうございます。

 皆様全員優しい職員さんですので特には
ありあせん。

 職員の仕事、精神的に重労働です。よく
して頂きます。感謝忘れてはいけません。

　お気遣いありがとうございます。
　アンケートへの回答大変ありがとうございます。職員
一同、少しでも日々の生活のお力に慣れればと思い頑
張っております。ご本人様はもちろん、ご家族様にも安
心して利用いただけるデイサービスとして今後も精進し
てまいります。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

 本人もとてもよくしてくれる職員さんた
ちで喜んでいます。

　お気遣いありがとうございます。
　仕事中であっても遠慮なく声をかけてください。こち
らもゆとりをもって行動し、気軽に話し掛けられるよう
な雰囲気づくりに努めてまいります。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

　今後もコミュニケーションを大切に、ご利用者様との関わりの時間を多く、ゆっくりとした時間で
過ごせるように配慮いたします。

　この内容につきまして、前回「やや不満」の回答をいただいていましたが、今回は「普通」以上の
回答をいただき改善することができ嬉しく思います。当事業所では有り難いことに、昨年度より利用
者登録人数が増えており、慌ただしいく働いているなかで、まだまだご利用者様には十分に配慮でき
ていないこともあるかと思います。職員一同気持ちの余裕を忘れず、気軽に声をかけてもらえる雰囲
気作りに努めてまいります。

　接遇は介護の基本とされていますので、当法人でも研修や個別指導を行いスキルアップに努めてい
ます。時にはご利用者様から孫のように接してくださることもありますが、「親しきなかにも礼儀あ
り」で、人生の先輩であることを忘れることなくお付き合いしていきますのでよろしくお願いいたし
ます。

【5】職員について
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①質問や意見、要望などなんでも気軽に伝えることができますか

②苦情は言いやすいですか

③デイサービスセンター博愛苑に満足していますか

＜デイサービスセンター博愛苑についてのご意見ご要望など＞

　前回もお伝えしましたが、皆さまから頂く、質問やご意見は事業所の宝です。日々の生活で、気づ
いたことやご要望など気軽に話せるような信頼のある関係つくりを目指しております。その中で職員
に直接言い難いことなどは、是非ご意見箱を活用していただけたらと思います。
　当事業所は皆さまからのご意見、ご要望を頂戴し、成長しておりますので、今後も宜しくお願い致
します。

　ご意見頂きありがとうございます。
　玄関でお迎えし、玄関でお見送りをする。そんな当た
り前のことが昨今蔑ろになりつつあると感じています。
１日の無事を祈り、感謝すること、デイサービスの安心
感と心強さはここから来ているのかもしれませんね。

　苦情があってもがまんがまん、人間です
もの。

　苦情はありません。

　皆さまからのご意見、ご質問は宝となります。
　介護技術を磨く、新しい資格を取得することと同じく
らい、皆さまからの”声”を貴重の財産となり、そこで
われわれは成長することができます。ほんの些細なこと
であっても、その改善の積み重ねが大きな成果を得るこ
とを知っています。だからこそ皆さまからの”声”を博
愛苑では大切にしています。

　帰りの玄関で手の空いた方が手を振って
無事で送ってくださるって有難いな･･･。

　デイサービスセンターを利用するように
なり安心感と心強さができました。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答

【6】総合

　総合的な評価として「満足」との回答を77％頂いたことは職員一同とても嬉しく思います。現状に
慢心することなく、日々満足していただけるサービスの提供に今後も努めてまいります。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答
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〈その他、社会福祉法人博愛会もしくは、デイサービスセンター博愛苑へのご意見やご要望など、ご記載ください。〉

　ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。
　職員同士の連携不足により、対応が遅くなってしまっ
たものと思います。持参品の取り扱いについては名前の
チェックや持ち物チェックを行い、紛失しないよう努め
て参ります。

　今回アンケートへのご協力本当にありがとうございました。
　昨年度のアンケート結果から、至らぬところは改善に取り組んできましたが、どれだけ影響しているかを比較する為、同じ質
問項目で実施せてもらったこと本当に感謝しております。前回受けてくださった方は、とくにご足労頂いたことと存じます。
　比較し、改善結果が現れている項目、新たな改善点が見つかった項目がありました。改善が見られた項目に関しては更に満足
していただけるよう、ケアの充実に努め、改善点が見つかった項目は早急に改善に向けての対策をたて取り組んで参ります。
　最後になりましたが、この度のアンケートに於きましても、職員への励ましのお言葉やねぎらいのお言葉も沢山頂戴し、改め
てご利用者、ご家族の皆様に感謝申し上げますとともに、一層身を引き締めまして、頂きました上記のご意見を心に留め、より
良い介護に職員一丸となって取り組んでまいりたいと思います。
　今後もデイサービスセンター博愛苑をどうぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         デイサービスセンター博愛苑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            センター長　八幡　孝明

　持ち物の紛失の対応が遅すぎた事には正
直、迅速な対応をして頂きたかったです。
アンケートについては家族記入の為一部し
か回答していません。

ご意見欄の内容 博愛苑からの回答


