
 

嵐山寮デイサービスセンター 

令和 4 年度 満足度調査結果 

 

令和５年 1 月 31 日 

 

 

調査対象者 嵐山寮デイサービスセンターのご利用者およびご家族 

調査実施期間 令和 4 年 12 月 15 日から令和４年 12 月 31 日まで 

アンケート配布数 87 

アンケート提出数 44 

回答率 50.6％ 

 

総評 

この度はご多忙のおり、回答頂きありがとうございました。 

今回の回答率は、前年の 60％より若干下回り 50.6％と、若干低い数字となりました。 

おそらく配布時期が年末でご多忙であったこと、また回収期間が短く、回答までのお時間も

あまり設けられなかったことも要因として挙げられます。 

また前年との比較につきましては、下記の結果となりました。 

接遇につきましては、「満足」「ほぼ満足」が前年より 13 ポイント低下。 

入浴につきましては、「満足」「ほぼ満足」が前年より 18 ポイント低下。 

送迎につきましては、「満足」「ほぼ満足」が前年より 3 ポイント低下。 

今後、「接遇」につきましては、ご利用者・ご家族の不安感の解消、「入浴」につきましては、

入浴環境・サービス提供時間、身体状況の把握と報告、「送迎」につきましては、送迎時間・

場所等の再調整などを改善項目としてすぐに取り組んでまいります。 

また今回新規で作成したお食事項目につきましては、多数の貴重なご意見も伺えました。 

特に夕食のニーズは何となく把握しておりましたが、このように要望として挙がったこと

で検討の価値はあると考えます。 

そして日中の過ごし方につきましても、今回は多数の有意義なご意見を頂きました。 

日中の過ごし方は「事業所のカラー」とも言えます。皆さんのご意見をもとに、通所介護事

業所の役割である「ご利用者の在宅生活能力の維持向上」および「社会参加の機会確保」が

果たせるよう、今後もご利用者・ご家族に寄り添い改善を図ってまいります。 

  



 

1. 食事について 

提供されるお食事についてお聞かせください 

 

 

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 未記入 計 

21 9 10 1   3 44 

47.7% 20.5% 22.7% 2.3%   6.8%  

 
到着後に朝ごはんがあるとうれしい 0 

夕食のお弁当などがあればありがたい 6 

その他のご意見 

水曜日金曜日の休みの時の食事が気になるようです 

お弁当があるので大丈夫です 

献立はもらっているが、本人の感想は聞けない。利用者家族の試食会などがあればうれ

しい 

大きなサイズの歯で噛み切るようなものは手こずっています 

必要な時に夕食が注文できたら助かります 

一時期のお弁当の時期は残念がってました。炊き立てのご飯がおいしいといつも喜んで

います。調理担当のスタッフ様ありがとうございます。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊今回の調査では、到着後の朝食を希望されている方はいらっしゃいませんでした。 

＊夕食については希望されているご利用者・ご家族がいらっしゃいます。 

特別養護老人ホームや養護老人ホームと同敷地で運営し、夕食の提供をおこなっていま

すので、今後検討の価値はあると考えます。 

 

 

  



 

2. ご利用者・ご家族へのマナーについて 

施設職員はご利用者やご家族の気持ちに寄り添って対応できていますか 

 

 

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 未記入 計 

23 14 4 
  

3 44 

52.3% 31.8% 9.1%   6.8%  

 
職員の言動が気になることがあった 2 

職員・事業所の電話対応に不満を感じることがあった 0 

気持ちよく対応してもらったことがある 12 

その他のご意見 

送迎時、入口まで時間がかかるが待っていただいてありがたい 

常に利用者に対してやさしく思いやりのある言動で大変感謝しています 

明るい声掛けでホッとするが、新しい職員や初めての職員さんには戸惑いがある 

いつも笑顔で送迎していただきありがとうございます。 

帰り際まで声掛けしていただき気遣いが感じられます 

言動が遅い人 皆忙しいのに 1 か所でジッとしている人がいる 

ケアマネージャーと連絡がよくとれているので安心しています。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊8 割強のご利用者・ご家族に寄り添って対応できていると評価を頂いています。 

＊ただし、その他のご意見には新しい職員さんへの不安を感じる方もいらっしゃいま

す。 

引き続きご利用者・ご家族への気持ちに寄り添って対応するために、全ての職員が気づ

きや思いを共有してまいります。 

  



 

3. ご利用者の安全配慮について 

事業所はご利用者の安全に配慮できていますか 

 

 

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 未記入 計 

22 15 3 1 
 

3 44 

50.0% 34.1% 6.8% 2.3%  6.8%  

 
身体状況・使用器具等について気づきを報告してくれたことがある 7 

身体状況・使用器具等について報告がなく困ったことがある  

事業所の介護方法を教えてもらい自宅の介護に参考になったことがある 2 

家族の思っていた介護方法と異なる対応を事業所がしていたことがある  

その他のご意見 

よく連絡ノートで確認しています。 

ケアマネージャーと打ちあわせはできているが、事業所の職員さん全員にご理解頂ける

ようコミュニケーションを密にとってほしい 

身体状況は伝え方が難しいですね！現状に満足しています。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊およお 8 割の方に配慮されていることに概ね満足頂いています。 

＊ただし、その他のご意見でも頂いてますが、事業所職員全員が情報共有できるように

は、まだまだ改善の余地がございます。 

＊また文書や口頭での伝え方においても、一番伝わりやすい方法をご家族と検討してま

いります。 

 

 

  



 

4. 入浴について 

デイサービスでの入浴はいかがでしょうか？ 

 

 

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 未記入 計 

21 12 3 
  

8 44 

47.7% 27.3% 6.8%   18.2%  

 
清潔が維持され、またはリラックスできてよかったことがある 12 

洗髪、洗身が不十分で困ったことがあった 1 

その他のご意見 

浴室の中が寒い 

コロナで皆さん大変かと思います 

ちょっと短い 

職員から「気持ちよさそうに入浴された」との報告は受けるが家族には入浴スタイルが

見えない。入浴後の薬とかキズ処理などコメントに記入していますが、その報告がほし

い。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊7 割の方にほぼ満足頂いています。 

＊その他のご意見の中にございますよう、浴室の温度調整や時間、お伝えの方法につい

ては改善の余地がございます。引き続き事業所のサービス提供の部分で改善できるとこ

ろはないか検討してまいります。 

 

  



 

5. 送迎について 

車内環境や送迎サービスはいかがでしょうか？ 

 

 

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 未記入 計 

22 18 2 
  

2 44 

50.0% 40.9% 4.5%   4.5%  

 
時間・運転技術・停車場所・車内環境等で不安に思ったことがあった 2 

時間・運転技術・停車場所・車内環境等で気分よく対応してもらった 6 

その他のご意見 

朝の迎え時館をできれば一定にしてほしい 

家族の希望としては自宅前まで来てもらえると嬉しい。到着時間に合わせて待っていま

すが時間のズレもあるし。でも本人にとっては歩行訓練になってよいとは思っていま

す。 

送迎時間が遅れそうな時には事前に連絡くださってありがとうございます。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊9 割の方に満足頂いていますが、不安に思われた方も複数いらっしゃいます。近隣住

民の方にも配慮したうえで、ご家族の負担が少しでも軽減できる送迎方法を検討してま

いります。 

＊送迎時間につきましては、都度ご要望を伺ってますが、交通状況や送迎箇所の兼ね合

いによっては時間に余裕を頂く場合がございます。なるべくご要望に沿うよう調整は致

しますが、今後も何卒ご理解頂きますようお願いたします。 

 

  



 

6. 機能訓練（生活リハビリ）について 

デイサービスで機能訓練（生活リハビリ）を受けたいと思いますか。 

 

 

受けたい 要らない 
   

未回答 
 

30 4 
   

10 44 

68.2% 9.1%    22.7%  

 
家族の負担軽減や自宅での生活維持・向上を目標に取り組みたい 8 

専門的な指導は必要ないが、ゆっくり時間をかけて接してほしい 6 

その他のご意見 

おまかせします 

やりたい 

本人次第です 

ラジオ体操を帰る前にしてほしい 

歩行が難しくなってきているので少しでも訓練をお願いできたらありがたいです。以前

訓練を受けていた時は効果を実感できました。よろしくお願いいたします。 

その時々で本人の希望に沿ってお願いできたらうれしいです。 

家の中ではほとんど居眠りをしている。トイレだけは自分で行っています。 

脚の筋肉が衰えていると感じます。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊7 割弱の方に機能訓練参加の希望を頂きました。 

＊通所介護事業所といたしましても、在宅生活の継続維持・向上のためには生活リハビ

リの実施は欠かせません。またサービス利用中のみならず、ご自宅でも継続して取り組

めるようメニューなどをお伝えすることも必要です。今後、算定を視野に個別機能訓練

を再開できるよう努めてまいります。 

 

  



 

7. 事業運営について 

気軽に要望や相談が伝えやすい職員・事業所ですか？ 
 

はい いいえ 
   

未回答 
 

41 1 
   

2 44 

93.2% 2.3%    4.5%  

 
 

事業所を利用する上で、施設への安心感はありますか？ 

 
 

はい いいえ 
   

未回答 
 

39 1 
   

4 44 
88.6% 2.3%    9.1%  

 
その他のご意見 

オミクロンが蔓延したときは少々・・このご時世なので職員のご苦労も絶えませんね 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊どちらの項目も 8 割以上の方が満足頂いてます。 

＊新型コロナウイルスの感染拡大時における事業所休業においては、ご利用者・ご家族

様に多大なご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。今後も京都市の指

針をもとに対応を進めることとなりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

  



 

8. 利用中の過ごし方について 

利用中の過ごし方について満足されていますか 

 

 

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 未記入 
 

19 13 8 
  

4 44 

43.2% 29.5% 18.2%   9.1%  

 
もっとレクリエーションを充実してほしい 8 

ただ座っている時間が⾧いと感じる 4 

喫茶やお菓子を充実してほしい 1 

楽しいと感じるレクリエーション・喫茶・お菓子の時間があった 3 

その他のご意見 

ネイル 作りもの 散歩 

手作業をさせてもらえれば・・何もしないと手の痺れに気が行くようです。 

家で寝ている時間が⾧いので、なるべく起きている時間を作って頂きたいです。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊通所介護事業所における「日中の過ごし方」こそ、各事業所の色が出る場面と認識し

ています。ご自宅ではできない取り組みの数々を事業所が提供することで、ご本人の生

きる楽しみや、ご家庭で介護されているご家族の介護負担軽減を少しでも実現できるよ

う、今後も職員一同アイデアを凝らして提供してまいります。 

  



 

9. その他 

その他、ご要望･意見等がございましたら、どんなことでも構いませんので是非お聞かせ

ください。 

行事が大好きなようで参加したいが曜日が合わないようで気にしています 

ノート記載に排便の有無があると嬉しいです。いつも手書きで申し訳ないですが、薬の

調整があるので・・。 

虐待やいじめがないように目を光らせてほしい 

何年か前に一度、利用者の方と話をしたり施設の中を見学したことがあります。またそ

んな機会があればと思っています。 

毎回 1 日の様子を聞かせて頂けるとありがたいです。 

最近は排泄が間に合わなくことがあり、汚れたまま帰ってくることがあり申し訳ないで

す。 

職員の皆さんが親切で毎回喜んで帰ってきます。本当に手のかかる利用者だとは思いま

すが引き続きよろしくお願いいたします。 

食事時間以外はできる限り身体を動かすよう本人に指示してください。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

＊ご意見ありがとうございます。ご家族による事業所の見学・食事会などは、嵐山寮の

ように年中無休の営業形態では「すぐに実現」が難しいかもしれません。でも実際にご

利用頂いている環境を知っていただくには最適かと思いますので、検討を進めてまいり

ます。 

＊また、その他頂きましたご意見についても事業所で共有し、改善に努めてまいります。 

 

  



 

10. 好きなところ・よいところ 

＊「嵐山寮デイサービスセンター」の好きなところ 

＊「嵐山寮デイサービスセンター」の良いなと思うところがあればお知らせください。 

利用者 家族に寄り添っていただけて感謝しております 

カラオケを歌って過ごせるところ 

職員さんが出会った場所で声をかけてくれるので大変うれしく思う。自分自身に合わせ

てくれる。色々と行事が沢山あって楽しい 

満足じゃ 

安心して送り出せることの喜びを感じています。ありがとございます。 

色々イベントを企画してくださり写真も頂けるのはうれしいです。データ変換して保存

しています。ケアマネさんが近くにいてくださるのでやはり安心します 

年齢幅広く配置された職員が優秀。規模が大きく、立地も良い。 

他の利用者とボードゲームなどをされていると聞き嬉しく思います 

体調の悪い時に救急搬送対応や医院の送迎までしていただき誠にありがとうございま

した。今後ともよろしくお願いいたします。 

いつも優しく声掛け頂いて今は嫌がることなく通ってくれてます。おかげで安心して仕

事に行くことができています。 

その職員とも気軽に話ができる 

声をかけてもらえるだけでもうれしいです 

接遇がよく楽しい 

良いと思ってます。ありがとう。⾧くお願いします。 

職員の皆さんが話しやすく、家族にも気持ちよく接してくださるのでありがたいです。

安心してお任せできます。 

家ではあまりデイの話をしませんが、いつも嫌がることなく行くので安心しています。

迷惑をおかけすることもあると思いますがこれからもよろしくお願いいたします。 

職員の皆様が丁寧で感謝しています。 

送迎時間が正確で感謝しています。 

毎回親切にしていただいています。 

いつも優しく声掛け頂いて今は嫌がることなく通ってくれてます。おかげで安心して仕

事に行くことができています。 

いつも笑顔で接してくださってありがとうございます。家族留守の時の帰宅時対応をし

てくださって大変助かっています。本当にありがとうございます。 

事業所より振り返りを今後の取り組み 

沢山のご意見ありがとうございます。皆さんのご指摘や思いを職員全員で回覧し、励み

となる部分、改善すべき部分など多くの気づきがございました。 

 

 


