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平成22年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

 
■ みくらの⾥ 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■いつ来ても皆さんが暖かく迎えてくれて感
謝しています。⾔葉づかいも、とても丁寧で
す。
■⼝から⾷事を摂ることができ感謝していま
す。
■おいしそうな献⽴で、⾯会に⾏ったときは
⾷べたい気持ちになります。
■部屋の掃除について、「個⼈所有のものに
関しては⼀切さわらない」とのことですが、
あまりにも規則どおりというのは、いかがな
ものでしょうか。
■担当者との信頼関係があるように思いま
す。只、職員は忙しいようで、 なかなか相
談でいない状況だと思う。

■ みくらの⾥ ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（送迎時間を）事前に時間等教えてくれる
のは、⾮常に良いです。
■⼊浴⽇数を増やしてほしい。
■家族にとってショートステイはとてもあり
がたく、精神的に休むことができます。
■ショーステイの空きが少ないようで、もう
少し予約枠が広がればいいと思っています。
■所得税の医療費控除対象にならない点が良
く分からない。

■ みくらの⾥ デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■転倒予防の機能訓練を今後も希望します。
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■「みくらの⾥の⼈は皆いい⼈」が⼝癖の⺟
です。本当に気分良く過ごさせていただいて
いるからだと思い、感謝しています。
■施設のハード⾯もソフト⾯（特に職員の接
遇態度）も⽴派です。経営者や上司の教育
が、とてもよい結果を⽣みだしていると思い
ます。
■家に居たときと⽐べ、気持ちも安定し、読
書したり歌を唄ったりして意欲が出てきたよ
うに思います。

■ みくらの⾥ 居宅介護⽀援事業部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（家族の要望に）熱⼼に、かつ丁寧に対応
して頂いています。
■いつも⼤変よく利⽤者の⾝になって考えて
くれます。
■親切なケアマネージャーにいろいろしてい
ただき、⾝内のない私は⼼丈夫に思い、感謝
しています。

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
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｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜

 
平成22年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

 
■ 梓の⾥ 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■職員の⽅の笑顔がいつも素敵です。⼊居し
ている義⺟も⾏くたび毎に笑顔で、⾷欲もあ
るとか。これも常に寝たきりにさせていな
い︕いつもフロアーでくつろいでいる。あり
がとうございます。
■家族の意⾒を取り⼊れてくれ、⼊居者が安
⼼して⽣活できるようにして頂き感謝です。
⾯会時も普段の様⼦を知らせてくれるので助
かります。
■⾯会に⾏った際、２階と必ず連絡を取って
頂きているんですが、その時に係りの⼈が迎
えに来てくれます。とても気兼ねしてしまい
ます。システムがそうなっているのであれば
仕⽅ないのですが。次回は窓⼝で聞いてみよ
うと思いました。
■廊下ソファーに座ってテレビを⾒ている時
間が、多いように⾒える。皆さんで⼿芸、ゲ
ーム、⼿洗、⾝体を使った作業があると会話
がはずみ楽しくなると良い。

■ 梓の⾥ ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■不満は全くなく、⼤変助かっております。
これからも宜しくお願いいたします。
■ケアマネージャーさんとの連絡が、うまく
いっていない時があった。
■⻑期に利⽤出来るようにしてほしい。
■帰宅した時は、家族の⼈たちと今⽇の様⼦
等を話してくれます。忘れる事も時々あるよ
うですが、嫌な事は話しません。
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■ 梓の⾥ デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（⾷事の）量が少し多いです。少し減らし
て下さい。
■マイクロバスの運転⼿さんが、利⽤者を
「物」として扱っていない様に⾒受けられ、
とてもありがたく感じています。
■みんなに会えてうれしい。
■介護する私が歳ですし、デイサービスに出
掛けると１⽇安堵します。

■ 梓の⾥ 居宅介護⽀援事業部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■利⽤者の家族の話をしっかり聞き、⾃分の
⾔葉ではっきりものが⾔え、また若いのにと
ても好感が持てます。
■ケアプランの件で毎⽉訪問してくれます
が、その時の⾔葉遣い、対応態度、マナー等
とても良く、社内の訓練が⾏き届いている様
に感じました。⼜、貴社の「繁栄の基」は、
こうした所にあるのではないか、⼜⼤切な親
を安⼼して預けられる⽼⼈ホームでありま
す。とても感謝しています。
■家族の⼀員の様な思いで相談させて戴いて
います。（職員名）さん、退職とても残念で
す。

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
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｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜

平成22年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

■ みなとの園 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（スタッフの対応について）組織内での教育が⼗分
⾏われている。
■外⾷や特別⾷（⾃⼰負担）の機会を増やして欲し
い。
■クリスマスカード・年賀状が写真⼊りで嬉しいで
す。今まで⽣きてきた中で⼀番幸せだと思います。
■協⼒病院移転後の医療体制に少し不安があります。

■ みなとの園 ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（送迎に関して）前⽇のお迎えの電話、ありがとう
ございます。
■発熱の際、職員が親切に看病してくれてうれしかっ
た。
■⽇頃⻑時間の外出ができないのでショートでお世話
頂きとても助かっています。

■ みなとの園 デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■いつも親切に対応してくださり感謝です。ノートの
記録・送迎時の連絡も分かりやすく家族は安⼼です。
■親戚のように接してくれてうれしいです。
■お⾵呂が楽しみなので⼊浴時間を⻑くして
もらいたい。
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■ みなとの園 居宅介護⽀援事業部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（家族の要望について）家族と本⼈双⽅の気持ちを
考え納得できるような⽅向へもっていってくれる。
■⾃費が少なくてすむように配慮してくださる。
■いつも穏やかで私共を温かく⽀えてくださいます。
■分らない事や気になった事など話をよく聞いてくれ
る。

■ みなとの園 ホームヘルプサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■明るい声で訪問の挨拶をして頂き週１度ですが待ち
遠しく楽しく家族のようです。
■「訪問ごよみ」とても良いアイディアです。毎⽉ど
んな「こよみ」かと楽しみにしています。
■買い物、料理以外にも電気や冷蔵庫の事まで知って
いて感謝します。
■動く意欲がわいてきた。

■ みなとの園 配⾷サービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■⼤変助かり感謝の他ありません
■嫌いなものも気遣ってくださり助かります。
■配達の際の本⼈への声かけがうれしいです。時々本
⼈が居なくてご迷惑を掛けております。
■オイル（油）の分量が気になる事があります。

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
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｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜

 
平成22年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

 
■ 太陽の⾥ 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（⾷事が）本⼈が⾷べやすいように配慮さ
れていて充分満⾜しています。
■他の施設の話を時々聞きますが、太陽の⾥
の職員は明るく本⼈も⼤切にしてもらってい
るとの事、これからも宜しくお願い致しま
す。
■何時⾏っても施設内は綺麗に清掃されてお
り職員の⽅も気軽に声をかけてくれて感じが
いいです。相談員便りや⾷事だよりを読むこ
とにより、⽇常⽣活の⼀部分の様⼦がわかり
感謝しています。
■施設の職員が増える事を望みますが内輪も
めしている内閣ではなくて、⽇々⽣きている
ｺ君に⽬を向けて施設の職員が増えるための
補助を早急にお願いしたいですねぇ。職員の
⼈は⼤変ですねぇ。家族は本当にありがたい
と思っています。

■ 太陽の⾥ ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■皆様にとても⼤切にして頂き、本⼈は⾏く
のを楽しみにしています。是からも⻑い付き
合いになると思いますが、よろしくお願いい
たします。
■介護が休養が出来、とても助かっていま
す。⼜是からも宜しくお願いします。
■（記録物について）読みにくい字が度々あ
ります。⼈によって⾊々です。
■（送迎について）毎回同じ時間にしてほし
い。
■出来れば毎⽇⼊浴させてもらいたいです。
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■ 太陽の⾥ デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■⼿の⽣き届いたサービスで⼤満⾜していま
す。デイサービスを利⽤させていただいてこ
の⽇を楽しみに待つようになり、家族共々喜
んでおります。家族にとっても、ホッとでき
る⽇が持てて⼤変感謝しています。
■職員の⽅々優しく丁寧です。職員
の皆様、利⽤者に対し⼿をとり優し
く接して⼤変ありがたく思っていま
す。特に体の不⾃由な⽅々には抱く
布団を優しく掛ける。⽉〜⾦までの
職員の⽅お疲れになることと思いま
す。本当に感謝しています。

■ 太陽の⾥ 配⾷部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■職員の皆さんの⼼のこもったプリント、運
搬の⽅など、声をかけてくださってうれしく
思っています。
■⾃分でできないので感謝して頂い
ております。
■週に１回の配⾷楽しみです。皆様
ありがとうございます。
■時々仕切りを越えて、混じり合っ
ている。

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
 

｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜
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