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【調査概要】

・実施期間：2022年5月20日～6月30日

・調査票回収率

・回答者の構成比 24.7％（本人）：75.3%（家族）

当社では、入居者様・ご家族様が当施設が現在提供するサービスをどのように評価し、またどのようなサービスをご希

望されているかなど、ご意見をいただき、絶えず変化する皆様のニーズを把握することが重要と考えております。

今後も、定期的に同様の調査を行うことにより、お客様の声に耳を傾けてまいります。そして、今回いただいたご意

見・ご要望を全職員で共有し、現状サービスの見直しや改善等を行い、サービスの質向上に結び付けたいと考えておりま

す。また、このような機会に関わらず、日頃お気づきの点がございましたら遠慮なくご相談いただければと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。なお、自由記載で頂戴したご意見については次月以降、書面にて回答の予定とし

ています。この度は満足度調査にご協力いただき誠にありがとうございました。

ヴィラフローラ南円山 入居者満足度調査の結果について

51.1％ （回収数97 配布数190）
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Ⅰ. 介護・看護について

インデックス

（満足度)
前回結果

前回調査

との差

79.9 74.4 +5.5

77.1 74.7 +2.4

77.9 73.5 +4.4

1.1% 75.8 72.3 +3.5

75.8 70.9 +4.9

77.3 73.2 +4.1

良い

改善

改善

良い

良い

改善

良い

改善

改善

改善

良い

良い

両方

改善

改善

2.7%21.2%

39.8% 30.1% 26.9%

39.2% 36.7%

2.4%21.2%

43.5% 15.3%

42.0% 29.3% 4.3%22.8%

やや不満 不満

夜9時の巡回、9時40分くらいにくる人がいて寝るのに困ります。

本人楽しいと言っております。

時々介護担当者から日常の様子を知らせていただきうれしく思いました。お忙しいと思いますが情報がもっと知りたいと思います。

わがままを言っても優しく説明してくださりうれしく思っております。職員様の日々のお仕事本当に大変なことだろうと出来るだけご迷惑をかけないよう心がけておりますが、よろ

しくお願い致します。

介護職員、看護職員の対応には感謝しております。上記以外の施設⾧、事務職員、技術職員にも感謝。

2. 生活の自由度

3. 利用者様の衛生面

1. 介助方法・技術

3.2%

3.5%38.0%

39.5%

介護・看護については、全項目において前回評価を上回り、5項目平均で70台後半の安定した満足度をいただきました。しかしながら、4や5の設問に関連して、看護や介護からの日常生活や

健康状態についての報告が不十分との声もいただいております。コロナ禍であるからこそ、ご家族さまと施設側の緊密な情報共有が重要であることを再認識したところです。ご心配をおかけし

申し訳ございません。今後とも皆さまに安心した暮らしのお手伝いを提供できるよう、更なるサービス体制の強化に努めてまいります。

満足 やや満足 どちらともいえない

*インデックスは満足(100点)、やや満足(75点)、どちらともいない(50点)、やや不満(25点)、不満(0点)の合計点

40.7% 19.8%

36.5% 40.0%

4. 健康状態についての看護からの説明

介護、看護、職員の皆さま。何事があった時だけではなく普段から常に声掛けをしてほしいと思います。

健康状態について看護からの説明が一人一人違う。

介護の職員の方には日々感謝しております。

5. 介護についての説明や内容

介護、看護には少し技術に差があるように思います。不満の声も聞きましたが、よくしてくださるスタッフの方もいらっしゃるので感謝しております。

過ごし方など説明していただいています。

いつも本当によく介護看護に対応してくださり、心より感謝申し上げます。家族以上に尽力いただいております。

介護、看護とも1日1回の巡回訪問は必要。最近は以前に比べて減少している。

新入り職員の介助動作を見ていて不安を感ずることがあります。早期に習熟させるための初期教育が重要だなと思っています。

看護師さんと少しゆっくりお話しがしたいと思っているのですが、どうすればよいかしら？と思っています。今、自分が悩んでいる事など。

介護・看護について

母の看護をいつもありがとうございます。入居してから認知症が進んでしまったので、よくわかりません。ので、4,5について家族に日常の事など教えていただける機会を作ってほし

いと思います。髪の毛がぼさぼさだったり、爪や歯が汚れていたいり、毎日同じ服を着ているように見えるのが少し気になりました。
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良い

良い

良い

両方

その他

改善

良い

良い

良い

改善

良い

改善

改善

改善

良い

良い

お世話をおかけしていることと思います。感謝申し上げます。

コロナ禍でホームの中に入ることができないため、介護や看護について詳しく把握することが難しい状況です。母からの不満は聞いたことがありませんので問題はないものと理解し

ています。

不満はなく良くお世話になっているようです。

いつもありがとうございます。感謝しております。

少しの体調不良でも看護師さんより説明いただいたりしてその都度安心致しますが、少しの傷にカットバン、少しの下痢に薬など。正露丸、カットバン等は用意しております。

生活の自由度が低いのはコロナ禍なので致し方ないと思います。

衛生面については個人の問題かもしれませんが歯磨きに関して心配しています。きちんとできているのかどうか、会っていないのでよくわからないから。

本人からの話が聞けない状況にあるため回答できませんが、十分にサポートいただいていると信頼しています。

いつもお世話になり感謝しております。

通知が遅すぎます。例えば病院に行く日とか時間的なことを早めに知らせてください。

このコロナが⾧引く中大変よくやっていただいていると思っています。が、本人の日常の生活が100％見られない中で、この質問にお答えするのは難しいです。残念でなりません。

現況の中、感謝の気持ちはいっぱいいっぱい持っております。

入居一年でございます。ありがとうございます。

コロナで2週間お風呂に入れませんでした。衛生的にどのように対処していたのですか？毎日、身体を拭いたりしてくれてたのか？ 看護から日ごろ個別に健康状態を説明しても

らったことがない。こちらからケアマネに連絡して聞いている状態です。
コロナ禍のスタッフ不足なのか体制・対応の不備（4月室内店頭の際の不手際）基本的対応を迅速にお願いしたい。本人家族ともに不安であり何のために入居しているのかという気

持ちになります。
顔を見られないので健康についてはわかりにくく何かあれば説明をお願いしたいと思います。不調でも遠慮して言わないこともあるので。本人に体調を尋ねることも時には必要かも

しれません。
症状発見から受診まで迅速丁寧に対応していただき大変感謝しております。また、居室担当の方から時折葉書をいただきまして、ほっと安心することができました。ありがとうござ

いました。
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Ⅱ. 職員の接し方について

インデックス

（満足度)
前回結果

前回調査

との差

6. 職員の言葉遣い 88.7 82.0 +6.7

7. 職員の勤務態度 87.0 82.8 +4.2

8. 職員の服装身だしなみ 87.8 85.5 +2.3

9. 職員は話しかけやすい雰囲気か 85.8 82.3 +3.5

87.3 83.1 +4.2

良い

両方

改善

改善

良い

両方

改善

良い

両方

良い

良い

改善

良い

57.2% 7.2%35.3%

家族から見えるスタッフさんについてメールでの問い合わせにはいつも迅速丁寧適切に回答していただいてます。面会などの時に接するスタッフの方は皆感じがよく安心できます。

母もそのように感じてくれてるとよいのですが…

食器の蓋を取った、回収したときの音が大きい。後は大変な仕事なのに一生懸命してくれているので感謝しています。

皆さま明るく元気な方が多いです。反面聴力の衰えていない私にしては声が大きすぎてうるさいと思うこともあります。難聴者の多い施設では困りますよね。TPOに基づいて、廊

下、個室での音量に気を付けてもらえるとありがたい。

7について、私は1階の入居者ですが、入居して間もなくのころから一定の距離を保ちながら、こちらの気持ちに寄り添って気配りしてくださる介護職員が一人います。彼には感謝で

す。

気難しいことばかり言ってくる弟の気持ちに理解を示そうといつも努力をしてくださっています。家族にもなかなかできることではありません。

聞きたいことがある時、よく聞いていただいて解決してくれる。声をかけやすいと思います。

職員の方々は良く対応していただきありがとうございます。ただ数名言葉遣いが悪いとか身だしなみが悪くマスクをちゃんとしていない方が介護スタッフにいると聞きました。

皆さん優しく親切にしてくれてこれ以上何もありません。

皆さん親切ですし、とてもお話しやすいです。困ったことがあっても相談できてありがたいです。

職員の接し方については、今回の4部門にわたる満足度調査のうちで、最も高いインデックス値（満足度）を表しており、なおかつ前回調査を全体平均で4.2ポイント上回る87点台となりまし

た。このことは、介護現場で働く職員一人ひとりの努力や取り組みに対して、ご入居者やご家族の皆さまに高く評価していただけたものと感じております。また、新型コロナウィルス拡大防止

に関する職員の対応に対し、皆様から激励と労いのお言葉を多数いただき、心より感謝申し上げます。

一方で、自由記載のご意見の中で、「事務職員の態度が悪い」「事務所の雰囲気が悪い」といったご指摘をいただいております。今回、私どもはこのご意見を真摯に受け止め、窓口業務の改

善を行ってまいります。第一にお客様に対しては感謝の気持ちを忘れず、常に顧客の立場に立って行動します。二つ目は、窓口業務は人と人とのコミュニケーションにより成り立っています。

窓口対応スタッフは常に会社の代表である意識を持ち、表情や、声、言葉使いには十分に気を配ってまいります。接遇研修を取り入れながら社内の意識改革を行い、改善に向けた努力を行って

まいりますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。この度は、貴重なご意見ありがとうございました。

*インデックスは満足(100点)、やや満足(75点)、どちらともいない(50点)、やや不満(25点)、不満(0点)の合計点

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満

職員の接し方について

入居後すぐにクラスター、面会も少なく生活面や部屋での様子など現時点では十分にわからない。それに付随しスタッフの方ともあまり直接的なコミュニケーションはない状態です

が、ケアマネさんやその他スタッフの方々、短時間ですが対応していただいたときは丁寧にしてもらっています。

時々、ぶっきら棒な言葉遣いのときあり

暫くの間、職員の研修についての情報がありません。このことも理由の一つかもしれません。積極的に研修計画を立てる必要性あり。

54.3%

62.4% 7.5%

6.4%

30.1%

39.4%

57.4%

54.8%

6.4%

8.6%35.5%

36.2%

面会に行った時の事務の方々の態度が悪い。「こんにちは」と笑顔で挨拶があるのが普通だが何にもなく声をかけづらい
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改善

良い

改善

良い

両方

良い

良い

良い

良い

良い

良い

良い

良い

良い

良い

改善

改善

改善

良い

改善

良い

改善

改善

良い

1階から4階に移動して本当に良かった。4階のスタッフは母に寄り添って程よい距離感で接してくださる。感謝しています。担当のケアマネさん相談員さんいつも親身に対応してい

ただき感謝しております。
概ねきちんと対応してくださっている。だた、前回運営に対しての集まりで、Sさんというのが父であることが文面ですぐ分かった。個人特定はわかる人にはわかると思うので配慮

してほしい。公文書に近い形で。解決したと思った内容を父がぶり返したことも私には大きな問題であったが。会議での事務局の対応（答え方）は形式であり不快でした。
訪問できないのでわからない部分が多いですが、本人から聞いているのは皆さん良くしてくださるとのこと。コロナで人数が足りないせいか皆さん忙しそうでおしゃべりの時間が少

なくなったようです。

話しやすくありがたいです。

いつも丁寧に対応していただいています。

直接職員の方と接する機会はほんとに少ないのですが、外出・面談室での面会等、気持ちよく何度も対応してくださり、本当にうれしく感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、どんな

世界にもいろいろな方がいるな・・・というのも正直なところです。それもすべて受け入れております。自分自身も立場を変えれば同じですから。

何かあればすぐ報告してくださるので安心しています。

人事異動も終わり一段と人としての対話ができるようになってきたようです。最近優しい雰囲気が出てきたようです。

2階の男性のヘルパーさんは立派です。決まった仕事をきちんとしてくれます。明るいですけど無駄口やへらへら致しません。女性のヘルパーさんたちは明るいです。

面会時の職員の皆さんの応対は丁寧ですし、笑顔も殆どの方に見られます。

状況のご連絡、お葉書いただいておりますが、以前入院中にも関わらず「お元気です」との書面で少し驚いたことがありました。

こちらから電話をかけるともちろん人それぞれですが、明るい声、元気のない声、毎日大変だと思いますが、明るい”ヴィラフローラ”で！

いつも感謝しております。特に担当ケアマネージャー様にはいろいろとお気遣いをいただきここより感謝しております。ありがとうございます。また2階スタッフの皆様もいつも本

当にありがたいです。

事務所は明るい感じはしません。介護の方は中に入れないのでわかりません。出来たらいつも入居者に優しく声掛けしていただけたら幸いです。親は皆さん優しいと言っています。

全員が良くしてくださいますが、一部の方で時間的にルーズの方がいらっしゃいます。男性の方は良い方ばかりです。

全てにおいて詳しく説明いただき大変感謝しております。ありがとうございます。このコロナ禍で会えない中、私たちも安心して生活できていることをとてもうれしく思っていま

す。

私自身はおおむね満足しておりますが、私の推薦で当施設に入居した人が私に日常生活で同じ階の認知症の男性入居者から日常的に嫌がらせを受けていたので某課⾧に事実に基づき

苦情を申し出て改善をお願いしたところ、某課⾧はそれならサ高住に移ったら？といわれたとのこと。もしこの話が事実だとすれば某課⾧は「サ高住」の実態を知らないと断言でき

ます。このような場合には某課⾧は前向きに受け止め問題解決を図るべきと考えますが如何？

職員さんに会うたび優しく声をかけていただきゆったりした気分で日々過ごせています。感謝しています。

新しい介護職員の女性の方が会話や声掛けが少なく活気がないのが残念です。大きな声で明るく介護していただきたいです。

介護の方が皆さん笑顔でとてもやさしいと毎日の生活にとても満足している様子です。

親しみをもって接してくださることが嬉しい

母は何も不満に思っていることはないようです。家族にも何かあれば職員の方が連絡してくれるので満足しています。

折々にスタッフの方とお話をすることがありますが、率直に話し合うこともできますし感謝しております。

良くお世話になっているようです。
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Ⅲ. 食事について

インデックス

（満足度)
前回結果

前回調査

との差

10. 内容、量、盛り付け、味付け 59.1 58.3 +0.8

11. 食器やスプーンなどの形、材質 68.9 68.6 +0.3

*インデックスは好き(100点)、普通(50点)、嫌い(0点)の合計点

12. 魚料理はいかがですか？ 53.1 52.7 +0.4

*インデックスは気にならない(100点)、少し気になる(50点)、気になる(0点)の合計点

13. 魚のにおいはどうですか？ 82.5 76.4 +6.1

*インデックスは好き(100点)、普通(50点)、嫌い(0点)の合計点

14. 肉料理はいかがですか？ 58.6 57.3 +1.3

*インデックスは やわらかいor丁度よい(100点)、固い(0点)の合計点

15. 肉料理の固さはいかがですか？ 94.6 78.6 +16.0

16. 食材費の見直し - - -

69.5 65.3 4.2

改善

改善

改善

改善

改善

良い

改善

61.6%（どちらでもない）38.4%（賛成）

22.0% 33.3% 6.8% 3.8%34.1%

15.2% 33.3% 37..9% 9.1%

28.8% 33.3% 30.3%

21.9％（美味しい） 62.5％（普通） 15.6%(不味い)

70.2%(気にならない)
5.3％

（気になる）24.6%(少し気になる)

昨年の8月より給食委託業者が変更となり、約1年が経過したところです。当初はお食事の品質が定まらず、皆さまにはご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。少しずつですが

日々改良を積み重ねながら、美味しいお食事の提供に向けて取り組んでいるところです。今回の調査では、全体的に前回より満足度がわずかなら良化する結果となりました。特に設問13、15

の肉や魚の品質に関しての評価が向上しており、原材料の見直し（骨付き魚の導入など）が食味の向上に影響したものと見ています。一方でご不満のお声も頂戴しており、現在、新メニューの

開発や、特別食の提供により献立のバリエーションを増やしながら、より多くの方に喜ばれる食事のあり方を目指しております。今回いただいた一つ一つのご意見を十分に精査し、品質改善に

向けた検討材料とさせていただきます。

また、設問16の食材費の見直し（値上げ）ついては、約4割の方が「賛成」、約6割の方が「どちらでもない」との回答です。一部、食材費の見直しだけでは品質の向上にはならないとのご

意見もいただいておりまして、高齢者に喜ばれるメニューの構成や厨房スタッフの技術向上などさまざまな視点で品質改善に取り組んでいきたいと思います。方針が決まり次第、改めて皆様に

ご案内いたします。今後も食材の安全性はもちろんのこと、効率的なコスト管理のもとで、実際に味わうご入居者すべての皆さまの満足を目指して、高品質で安全な食事の提供に最善を尽くし

てまいります。

*インデックスは満足(100点)、やや満足(75点)、どちらともいない(50点)、やや不満(25点)、不満(0点)の合計点

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満

冷凍の魚（味も香りもなく残念）少しは魚の味とかを楽しみたい。漬物は時の野菜の切漬けも食したく思います。

健康状態により具材の調整等非常に助かっています。

味が薄い生活をしてきた私にとっては濃い味付けで自分で調節できるところは薄めていますが煮物は難しい。みそ汁は薄めてます。

食事について

4.5%

食材費の前にメニューの見直しが必要かと思います。残食調査をされたらメニューごとの入居者の意見が顕著に表れると思います。魚料理は普通においしい焼鮭などがよいと思いま

す。骨とり鮭は業務用食品にあるので。ひらすとかメバルよりサケ、タラ、ホッケの方が食べ慣れていると思います。

季節感が欲しい。一食の食材が重なることがある。酢の物が好き トマト キュウリ 生が好い。黒い食器より白い食器の方が食欲がでる。

酢の物を多くしてほしい。茄子焼き等ポイントが（味）少ない。

28.1%(美味しい) 10.9%(不味い)60.9%(普通)

3.0%4.5%

74.1%（丁度良い）24.1%（やわらかい） ####

安価な食材を使用しなければならないので、不味いのは当然と思います。
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その他

改善

良い

改善

改善

改善

その他

良い

その他

改善

その他

改善

良い

改善

その他

良い

良い

良い

良い

良い

改善

改善

良い

その他

改善

その他

改善

改善

その他

その他

食材費値上げをご検討中でしょうか。現在食事量が少なくなっておりますので、値上げとなりますと正直なところ疑問が残ります。

肉（鶏以外も）が好みです。

食器の皿の色は黒色のものが多いです。食前、これを見ると気持ちが暗くなるし食欲もそがれます。色彩について一考を要すると思っています。

食事はとても美味しく満足していると言っております。朝食に毎回フルーツが付くことを希望します。

食器ですが、黒っぽい色が目につきます。少し明るい色にしていただくとお料理も美味しく見えるのではと思います。

お寿司、刺身、蕎麦が好きです。お魚、焼き魚 タラの塩焼き、かれいの塩焼きなども

柔らかくジューシーなハンバーグ なんでも味がわからなくまぜこぜのもの、いつも同じに見える。温かい食事を食べたいのか、冷めて固まってるみたいです。

特に好き嫌いはないと言っております。

①肉料理は固いことがある②同じメニューが多い。もう少し体によい納豆などを出してほしい。③お昼のデザートが少ない

食事については本人に直接聞いてみなければわかりませんので回答不可ですが、現在は刻み食となり誤嚥に注意してくださっていることに感謝です。

肉の回数をもう少し増やしてほしい

お膳が汚れている。手拭きがない。お水を忘れることがあります。

新しい材料調理法に挑戦してほしいと思います。そろそろあきらめかけてはおります。

魚料理が毎回鮭なので別な魚料理も出してほしい。鶏肉が時々固い時がある。

以前より不満はなくなっていると思います。

実際の食事の把握、見ていないので答えられない部分があります。食材費が高騰しているため内容の質を落とすのであれば値上げも仕方ないのではないかと思います。

食事の不満が一番多いのでぜひ見直してほしいのですが、単に食材費を上げただけで良くなるとも思えません。やはり業者の選び直しも必要になってくるのではないでしょうか。

少々高くなってもわくわくするような食事も取り入れていただけると嬉しい。残り少ない人生を少しでも楽しく送ってくれたらと家族は願っています。

カレーライス 五目飯 鶏肉はずれなし

薄味、柔らかく、かみやすい を心掛けてほしいです。

全くわかりませんが、一度父に聞いてみたいと心から思っています。

食事のことは本人から聞けませんが、食べやすく工夫されていて助かります。

毎日おいしくいただいております。ありがとうございます。

食事に対する不満は聞くことがないので多分満足しているものと思います。本人はフルーツスイーツが好きなのでより多くなることを望んでいます。

好き 鮭のふりかけ。魚などの味付き。五目うどん。冷や麦など食べたいです。 嫌い 肉の細切りと野菜炒め。野沢菜のこまぎり。たくあんの千切り

入居する前、ヴィラを紹介してくれた介護福祉士さんは「ここの食事は札幌で一番ですよ。美味しいですよ。僕も食べました」と言っていたので、不満が多いことに少し驚いてま

す。ただ、外出して母と食事すると（お寿司、蕎麦、天ぷらとかですが、）割ともりもりとずーっと食べているので、もしかして好きなものが出てはないのかな？とか思います。お

肉は嫌いなはずです。
ヴィラとして入居者に対し食材費の見直しが必要と考えているのか否かを入居者に提示するのが先であると考えますが、如何？入居者としては当然値上げしないでほしいというのが

自然と思いますが？

好みは人それぞれ時には嫌いなものもありますが、いつもおいしくいただいております。栄養士さん調理をなさる方のご苦労感謝しながらいただいております。

食事が一番の楽しみと思いますので、おいしい食事を提供していただきたいです。物価が上がっていますので値上げは仕方がないと思います。

業者が変わってから質が低下している。食が一番大事なので食材費が多少上がっても質が上がるのであれば納得できる
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改善

改善

良い

改善

その他

食事がとにかく美味しくないようなので、食事代を上げることよりも業者を変えるか種類を増やす食材を変える等色々変えてほしいと思います。フルーツ、デザートを増す。食材費

を上げても作る人が変わらないとだめだと思います。

市内のお寿司を取り入れてもいいですね。希望者のみ。個人でお金を払う。

日常の普通の食事がなぜ美味しくないのか？麺類、丼もの、カレーを献立に。揚げ物も 逆にどれだけ出せば美味しくなるのか？

毎回は質素でも味良く。時々はご馳走をと望みます。量は少なめで良いが味付け食感についてはいろいろあるようです。野菜が柔らかすぎる。食感でドロッとしている。なすびは特

にべたっと脂っこい。タラ、サケ、サバ、魚も肉も何の魚か肉かわからない。洋風の料理の名前がわからない。説明をつけて。タコライス→タコが入っていると思った。シンプルな

味付けの方がよい。味が美味しければよいのですが、美味しくないと食べる量が減るので心配です。

本人、食事が本当においしいと申しております。
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Ⅳ. 日常生活・居室環境について

インデックス

（満足度)
前回結果

前回調査

との差

18. 季節行事などの外出レク活動 70.7 69.0 +1.7

19. 機能訓練､作業活動､レク､趣味など 70.7 68.2 +2.5

20. 館内のにおい 79.1 75.0 +4.1

21. 居室の温度・湿度 76.6 75.8 +0.8

22. 館内・居室の清潔さ 79.9 75.0 +4.9

75.4 72.6 +2.8

改善

良い

改善

改善

改善

改善

良い

改善

改善

改善

その他

良い

改善

新型コロナウイルスの影響により、毎日の体操や季節行事などさまざまなアクティビティ活動の自粛を余儀なくされた結果、前回の調査では、日常生活の評価を大きくさげることとなりまし

た。その後、今日までさまざまな環境整備に配慮しながら、各種アクティビティの再開に向けた取り組みを進めてきたところです。現在もコロナを取り巻く私たちの社会環境は大きく変ってお

らず、今回の調査結果は満足度が良化したものの、実際はこの生活環境の変化に皆さまが適応されたものと考えております。

コロナ禍で居室への入室が制限される中、居室の環境整備がしっかり行われているか、ご家族さまのご心配は当然のことかと思います。これからもスタッフ一同、気を引き締めて住環境の維

持管理に努めてまいります。皆さまが居室及び館内におきまして、常に快適にお暮しいただくため、今後も気が付いた点がございましたら遠慮なくご意見、ご要望をを賜りますよう、お願い申

し上げます。

*インデックスは満足(100点)、やや満足(75点)、どちらともいない(50点)、やや不満(25点)、不満(0点)の合計点

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満

31.6%

30.3% 35.5%

30.3%

22について居室は自分で掃除しているので自己責任？しかし今年は今まで見たことのない虫が出てきてギョ！夜寝る前に

35.1%

44.3%

41.6%

30.4% 24.1%

17.3%

20.8%

3.9%

5.3%27.6%

32.9%

部屋に入れないため詳しくはわからないが、暑がりなことを伝えており、ケアマネさんからは居室の温度などいろいろと対応していただいています。

窓がもう少し開くとうれしい

日常生活・居室環境について

37.0%

35.6% 36.7%

45.7%

24.5% 2.4%

コロナ禍で活動が少なく外に出たい私にとってはやや不満でした。

洗濯場の清掃をしてほしい。もう少しきれいに

コロナ禍なので難しい部分はあると思いますが、工夫をしていただいて、カラオケができたらすごくうれしいと思います。

特に問題があるとは言っておりません。体育活動も楽しくやっており、面会の時やって見せてくれました。

季節行事 お買い物などに連れて行ってほしい

外出レク等入居者にどういうところに行きたいか意見などを聞いてくださるといいと思います。

入居時壁から綿ゴミがぶら下がっていたのが気になりました。床とかは掃除してくれているのでしょうけど…今度、掃除機持ってこようかと思っていたらコロナ禍になりお部屋に入

れなくなりました。機能訓練もお願いします。遊び、散歩。体を動かすことは好きです。

19について 居室にいる限り参加しております。21について 昨日リモコンを借りることができました。22について 動ける限り自分でローラをかけたりしております。

21 日当たりの良いお部屋なので冬の良く晴れた日は暑さ調節に少し苦労します。明るくて外の眺めも良くとても幸せだなぁと思って生活させていただいています。

B棟は午前中日が当たらないので少し薄暗い感じがして寒いと思いました。レースのカーテンも閉めたままだったせいかもしれませんが…
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改善

良い

良い

良い

良い

改善

改善

良い

良い

改善

良い

その他

改善

改善

その他

改善

改善

改善

改善

改善

コロナ禍ですので活動については難しいと思います。少しずつ再開していただければと思います。

洗面台の排水管のにおいが気になります。

私は車、人を見てるより大木、自然を見てるほうが好きです。

館内のにおいがないのは素晴らしいと感じています。

居室の中をしばらく見ていないので、とても気になります。片付けをしたり、必要なものを取りに行きたいのですが、、、生活状況も全然わからず不安です。一瞬でもみたいです。

母は大変暑がりです。部屋は南向きで暑くなる時があります。また、本人のわがままで水分をよく取りません。居室の温度につきましてはご配慮いただきたくお願いいたします。

環境については何の不満もなく良い住宅環境だと思っていますが、居室については一年以上入っていないので清潔状況など正直なところ心配で心配でたまりません。

ヴィラ日記等で日々の生活が垣間見え安心しております。

いつも気を遣っていただきありがとうございます。感謝しております。

居室に入ることができない状況が⾧い期間続いていますので、季節ごとの衣類などの過不足が気になっています。

加齢とともに室温の変化に敏感になっています。補助暖房としてエアコンの操作等に配慮していただければ助かります。

職員の方の真心に感謝です。

外出がままならない状況下ですが、それでも可能な範囲でレク活動していただけるのは感謝です。20～22はこの2年ほど室内に入っていませんので回答不可です。

この度、コロナクラスター発生経緯について、3階の認知症の徘徊等について書かれていました。入居者並びにスタッフの方々には常日頃ご迷惑をおかけして申し訳なく思っており

ます。認知症の人が人の手を借りずに一人で暮らすこと自分で決めて実現することはとても難しいことです。本人も願わくは迷惑をかけることを心底望んでないと思います。認知症

の人そうでない人の誰もが暮らしやすい社会（老人ホーム）であることを願います。

高齢化に伴って不参加が多くなり不明との返答です。居室については調節ができて良いようです。

コロナ禍では残念ながら部屋に入ることができないのでよくわかりませんがロビー内では飲料コーナー、書籍コーナーは片づけたほうがいいですね（片付いてたらごめんなさい）消

毒できないものは置かない。

この2年、部屋にも入っていないのでよくわかりません。父のタンスの中とか、下着、パジャマ等ちゃんとなっているのか

館内暑い（通年）

コロナでできないことが多かったようですが、これから少しずつ増えるのでしょうか？スーパー販売がないのは不便だったと思います。

機能訓練を積極的に行ってほしいです。
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Ⅴ. 新型コロナウイルスに関する対応について

インデックス

（満足度)
前回結果

前回調査

との差

23. 日常の感染症対策について 75.0

24. クラスター発生時の対応や告知について 69.1

25. 現在の面会方法や時間について 62.1

26. コロナ禍による介護サービスへの影響 61.9

67.0

改善

改善

改善

その他

改善

改善

その他

その他

改善

改善

その他

改善

3.4%

2.3%

7.1%25.9%

27.5%

30.3%

21.3%

24.4%

9.0%

5.6%

5.0%

5.2%

12.5%27.5%

25.8%

34.8%

30.8%

外出許可の基準に不満があります。

24について入居者にクラスタ発生時の書面でのお知らせが遅かったように思われます。しかし職員の人員不足や防護服の脱着や各部屋からの配膳等の大忙しでさぞお疲れだったこと

と推察いたしました。本当にご苦労様でした。

施設入り口 消毒液がべたべたするので自分のを持参して使っていました。ずっと施設のを使用していないので、改善されていたら申し訳ありません。

面会について現在の方法時間で最大いろいろと良くしてもらっていると思いますが、本人が食事や入浴時、部屋に家族が短時間でも入室できれば不足品、衣替えなど行うことができ

るな？と思います。
今回のコロナクラスター時の対応については、いろいろ考えさせられました。少しナーバス気味のところもあるが、一番大切なところでもあるので各個人としてもしっかり考えてみ

てください。
クラスター発生時の認知症の方への対応に不安を覚えました。陰性で隔離されている私の部屋のドアを開けようとするものが2～3回あり、何とかしてほしかった。土日の対応がス

タッフが弱い？説明に不満。
職員の方の私生活をもう一歩注意していただきたいと思います。普段からしていただいていると思うのですが。

職員の方の対策はわかりませんが、もっと方法があったのかもしれません。家族もあるので大変だとは思います。これからも個々の行動に気をつけながら対策をよろしくお願いしま

す。大変なこともあると思いますが、普通の日常を過ごせますようによろしくお願いします。お世話になりありがとうございます。

コロナ、クラスター対応で多少不便になっても特に問題ないと思います。職員の皆さまもお身体大切に頑張ってください

面会方法はもう少し⾧くしてほしい。20分から30分

アクリル板の面会はもうやめてほしいです。話は聞こえないし、会っても意味がないように感じてしまいます。今回の集団感染、1,2階のみで、また早くに終息してよかったです。母

への対応もありがとうございました。
新型コロナウィルス感染者がこの度１階と2階に限られ3階と4階には職員、入居者含めてゼロであった事実をどのように受け止め理解しているのでしょうか？今後再度このような事

態が起こることのないようにとの対応に参考になると思いますが。面会の時間は15分ではあっという間に。でもやむを得ないとも受け止めています。

新型コロナウイルスに関する対応について 31.1%

10.1%

新型コロナウイルスの対応に関しては、皆さまから様々なご意見をお寄せいただきました。インデックスは他の調査項目に比べ最も低く、この問題に関する皆様のご不安はいかばかりかとお

察しいたしました。私どももこれまで、行政の指針等を参考に、手探りながらできる限りの感染症対応に努めてまいりましたが、皆さまには何かとご心配をおかけすることになり申し訳なく

思っております。一方で新型コロナウイルス対策の⾧期化で、入居者さまの認知や身体機能の悪化が懸念されており、このことは外出や面会制限など活動量の低下や社会との交流機会の減少が

影響しているものと考えられます。コロナ下で低下しつつある入所者の生活の質（QOL）を向上させるためにも、今後も積極的な機能訓練活動を継続すると共に、行動制限の緩和と感染防止

策を両立させる工夫が必要と考えております。今後とも皆さまのご理解とご協力をどうかよろしくお願いいたします。

*インデックスは満足(100点)、やや満足(75点)、どちらともいない(50点)、やや不満(25点)、不満(0点)の合計点

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満

34.9% 37.2%

31.5%

28.1%

27.5%
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良い

良い

改善

改善

改善

改善

改善

改善

改善

良い

良い

改善

良い

良い

良い

改善

良い

改善

良い

その他

その他

その他

改善

クラスター発生で職員の皆さまは手が足りず大変だったと思います。家族も感染しないようにウイルスを持ち込まないように注意します。

一日も早く母の部屋でゆっくり話ができるようになることを望んでいます。

面会方法は仕方ないと思うが早く直接マスクなしで会えるようになるといい。マスクをしていると口元が見えず話が通じないので。

今回の手紙で発生時からのことが大体詳しく書かれてましたが母は１階にお世話になっており、今回2回PCR検査を受けて2回とも陰性でした。陽性出なかったことが不思議なくらい

です。2回の連絡を受けてホッとしたと同時に陽性になってしまった方々は軽症なのか？入院なさったのか？どう過ごされているのか心配でした。ホームページは毎日更新されず

ホームページを開くときがドキドキでした。介護の方がマスクを着けていても無症状だとどうしようもないことですよね。ソーシャルディスタンス、介護する側、される側は大変難

しいことです。どうしていけば良いのでしょう。これから。コロナ収束は無理です。WITHコロナ考えていきましょう。

居住者への説明や声掛けがもう少し欲しかったです。もちろん感染拡大を防ぐことやスタッフ不足で大変でしたでしょうが。

職員の皆様のご苦労は想像するに余りあります。ありがとうございました。

私たち家族は満足しています。26.多分スタッフの方は大変でこれまでどおりの対応とはなっていないのでしょうね。他の方の意見を見てそう思いました。

どの施設であってもコロナを完全に阻止することは不可でしょう。しかしながら入居者そして家族への配慮と対応をこまめにしてくださっていることに感謝しております。ありがと

うございます。

居室に入れるようになることを望みます。

十分な理解ができず係の方からのご報告に安心することができました。元気にしているようで感謝しています。ご苦労様です。未だ安心できずよろしく願います。

クラスター発生時：入居者の不安は相当なものだっと思いますので、早めの情報共有をお願いしたかったです。職員が少なくなった時の対応はどうするのかが今後の課題だと思いま

す。

直接顔を見て話ができることはありがたく思っております。室内の様子がわからないので、短時間でも出入りができるようになれば助かります。

25 面会が自由にできたらよいと思いますが、現状では仕方ないと思っています。24 クラスター発生時は職員の皆様大変なご苦労をなさったこと。おかげさまで私ども安心して生

活させていただき心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

未知の感染症の対応にご苦労をおかけしております。常に危機に対応できる体制を整えていただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

面会の時間が少ない。あっという間（15分間）に時間がたってしまう感じです。せめて30分は欲しいです。透明シートの中での会話なのでなんとなくほかの人に聞かれているような

感じで本心が聞けないし言えない。

コロナ時の説明、あまりにも少なかったです。不安でした。

クラスター終息の電話報告はありましたが、クラスター発生については一切連絡なく（着信もなし）たまたまみたHPで知った次第です。1～2名の感染者発生は連絡の必要はありま

せんが、クラスターについては全入居者家族にも伝えるべきと考えます。
外出困難な入居者にとって、出入り業者の存在は貴重です。コロナ禍で1階ホールの空間が狭くなり業者の持ち込む商品の品種や数量が非常に減少してしまい不便です。1日でも早く

元の状態に戻ることを願っています。

本人にどのように話し、説明したのか、その都度書面でも説明したのか？どのような反応でどの程度理解していたのか知りたかった。

24.クラスター発生時の告知（電話連絡）がありませんでした。25.現在のロビー面会は厳重過ぎて会話が思うようにできないし、手も握られないし、感染状況を考慮すると厳しすぎ

ます。以前の透明パネルを隔てたロビー面会に戻していただきたいです。早く部屋に15分ほど入りたいです。

1階ホールの面会の場所ですが、話が聞きとりにくく疲れます。

コロナで厳しい現況の下、よく今日までロビーの面会をさせていただけたと心から感謝しています。コロナクラスター発生に関してもお疲れさまでしたとただただ感謝の気持ちで

いっぱいです。

大変なご苦労があったことと思います。どうか頑張ってください。
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その他

改善

その他

改善

改善

その他

その他

改善 お部屋に入ってもいい状態だと思います。15分面会だと本人がちょっとかわいそう。

居室面会を希望します。

誰もが認知症になっていく中で運営懇談会の会議録には驚きます。報告書（クラスター対応）で認知症の人を入居させるなと発言された方がいて、非常に不愉快でした。超高齢者が

増え社会として認知症のサポートが必要の時代、入居者のお互いさまがダメな人こそ入居不可と思いました。エゴイスティックな発言には大きな疑問を感じます。

あまり面会に行けなくて本人からも施設や居室等の様子など聞いたりすることがなくあまり記入できずに申し訳ないです。

ブース、オンライン、居室の面会の可否、時間が玄関の掲示板を一見するだけではわかりずらいように思います。

ゆっくり会えるようになればよいです。15分くらいでは落ち着かないです。人数が少ない中皆さん頑張ってくださっている様子でありがたかったです。

コロナかが落ち着いたら、部屋での面会を行っていただきたいです。

クラスターがまた起きるのではないかと心配です。職員の方々のコロナ対策はどのようになってますか。週一度、抗体検査とかしてしているのかどうなっているのか知りたいです。

コロナになっていから一度も医者に診てもらわなかった。保健所の指示とはいえ高齢者なのでとても心配でした。コロナ終息の4日前にゾーニング対応を開始したこと遅いと思いま

す。12日看護師来所の時にできなかったのか？コロナ対応で手が回らないとは思いますが、家族が一番知りたいのは親の身体状況です。毎日詳しく知りたいです。面会ですがコロナ

前入居者の方々の家族と外出、家族のもとへの外泊などあったのでしょうか。折角ロビーでビニール越しの面会体制をとっているので、その辺の線引きをはっきりさせたほうが良い

と思います。コロナ対応で職員の皆様も大変だったと思います。お疲れさまでした。大変お世話になりありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
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