特別養護老人ホーム ご家族様へのアンケート結果(平成 28 年 10 月実施)
ご協力誠にありがとうございました。このアンケートは、今後のよりよい運営やサービスの質の向上を図るため
の改善につなげてまいります。今後ともご指導の程よろしくお願い致します。
特別養護老人ホーム笑美の里

笑美の里ショートステイセンター

笑美の里デイサービスセンター

アンケート回収数 31/54 57.4％

アンケート回収数 26/40 65.0％

アンケート回収数 25/50 50.0％
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ご意見等
・職員の名前と顔写真があると嬉しい
・居室や廊下にオムツ臭等無くて配慮
していると思います。
・利用者様に対する支援が職員によっ
て差があるように思う。
・いつもお世話になり大変感謝してい
ます。
アンケート総括
・玄関ロビーに施設全体の「職員配置
表」を掲示します。皆様に担当職員な
ど一目でわかるようにしていきます。
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4.あまりよくなかった
5.よくなかった

16.0%
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ご意見等
・短期での 1 日の流れがよくわかりま
せん。また入浴の回数を増やしてほ
しい。
・職員の組織図を掲示してほしい。
・月の初めに「たより」がほしい。
・食費が高い
・食事量を増やしてほしい
アンケート総括
・連絡帳や「たより」の中で、ご利用
者様の日々のご様子をできる限りご
家族様にお伝えしていきます。
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ご意見等
・送迎について人により満足できない
時がある。
・時間が制限される中で親切に対応し
てもらっている。
・介護家族のための勉強会を定期的に
開いてもらえるとありがたい。
・毎日楽しんでいます。
アンケート総括
・体調に合わせた健康体操実施に心が
けていきます。
・勉強会の計画を今後していきます。

地域福祉の推進：
「友交会」活動
3 本の柱「よく学び・よく働き・よく遊ぶ」

地域福祉活動：①出前トーク
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地域福祉活動として、 地域の人々の結びつきを深めるために
「出前トーク」や「えみ寺子屋」を開催していきます。

②えみ寺子屋
11 月

美杉文化祭出展

手芸品

12 月

門松、しめ縄作り教室

【資料 1】ご利用者様の平均要介護度は 4.2 で、全体的に介護度は上が
っています。平均年齢も 89.1 歳と大変高齢となっており、100 歳以
上の方も 6 名入居されています。施設では少しでも施設での生活が
充実したものになるように、個々のご利用者様に合ったサービス計
画を立て実行しています。
【資料２】平均介護度は通所介護が 1.6、短期入所生活介護が 2.5 とな
っています。通所では健康体操を中心に、身体機能の維持を目標とし
て機能訓練に取り組んでいます。初めての方には体験利用も実施して
います。短期では、緊急的な受け入れも積極的に行っています。ご家
庭でお困りになっていることやご相談があれば施設までご相談下さ
い。専門職を中心にできる限り対応させて頂きます。

【資料 1】特別養護老人ホーム利用者状況
(平成 28 年 12 月末現在)
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【資料 2】事業所別稼働率平成（28 年 4 月～12 月）
事
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