オンブズマン委員会からの報告と報告への回答
平成 26 年度

第 2 期（10 月～12 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
施設が新築となりましたが、旧施設でできてい

施設に移転して、「内潟パチンコ」を再開する

たパチンコがまだできないので、早くやれたらい 予定で専門業者との打ち合わせを行ってきまし
いなと思います。

たが、業者の都合で平成 27 年夏頃まで開始が延
期となりました。再開の要望が多いことから、現
在ある機材を活用し 4 台程度のパチンコ台で平
成 27 年 3 月から再開できるように進めており
ます。

内潟療護園の利用者から
座に職員２人で移動させてもらい、終了後、本
来、２人でベッドに移動するべきところでした

10 月末、居室トイレ便座から車いすへ移乗す
る際、普段は職員 2 人移乗で行っているところ

が、職員が１人で移動をしたために、腰が痛くな を職員が１人で移乗を行い、介護した利用者様の
りました。職員２人での移動をお願いします。

腰に負担をかけてしまいました。腰痛のために生
活に不便をかけてしまい、申し訳ありませんでし
た。ご本人様には謝罪を行い、対応としては 1
人移乗可能な利用者様以外は 2 人での移乗介助
を行うこととし、安全な介助を行っております。
現在、ご負担をお掛けした利用者様にも移乗介助
は 2 人介助を徹底しており、納得していただい
ております。

内潟療護園の利用者から
古い施設の時にはデイサービスに遊びに行っ

デイサービスセンターの職員や利用者ととても

ておしゃべりなどできたのですが、新たな施設に いい関係が途切れてしまい、申し訳ありませんで
移り、デイサービスに遊びに行くことができなく した。新しい施設には、このような環境がないの
なって、寂しいです。

でとても残念です。しかし、周辺地域には町営住
宅などもあります。わたしたちが地域に溶け込ん
でいくことで、地域の人たちから声をかけられた
り、立ち話をできる人が増えていければいいなあ
と願っています。

内潟療護園の利用者から
職員の方には、室温の調整など、お願いすれば 新しい施設は、暖房のシステムも一人ひとりの個
丁寧に対応してもらっています。

室に合わせることができるようになっています。
過ごしやすい環境づくりと一人ひとりの

第二うちがた利用者から
職員の皆さんと世間話をするのが、とても楽し
みです。

障がいが重い利用者が多く支援に時間を要し、
ゆっくり話をする時間が取れていませんが、一人
ひとりの支援や活動等いろんな場面で話ができ
るよう全職員がこれからもこころがけて行きた
いと思います。

第二うちがた利用者から
地球村に外出に行きましたが、外出はつくづく

よかったです。職員も一緒に気分転換をさせて

いいものだと思いました。とても良い気分転換に いただいたようです。
なりました。

年間を通じ春と秋の買い物外出や立佞武多・作
品展等の催し物等の観覧、利用者から一番要望の
高い年一回のドライブ外出は、毎年アンケートを
行い時期・行先等個々の要望にできるだけ沿えら
れるように計画しています。

第二うちがた利用者から
リフターが１台増え、待ち時間が少なくなりま

要望に沿えてよかったです。これからも安全・

した。リフターを使う時に体を包むシートも増や 安心・安楽な支援が続けられるよう頑張って行き
してもらいましたので、良かったです。

たいと思います。

第二うちがた利用者から
職員の皆さんから丁寧に対応してもらってい
ます。

気が届かないことも多いと思いますが、これか
らも小さなことでも遠慮せずに言ってもらえた
らいいと思います。

オンブズマンからの意見
デイサービスの食事は、野菜が多く、高齢者に
向いているのでよいとの声がありました。

ありがとうございました。高齢者デイサービス
の昼食は、栄養バランスと地域性を考慮していろ
いろと工夫をしております。食べなれたメニュー
はもちろんですが、食堂などの外食メニューも取
り入れて楽しんでいただけるようにと努力して
います。
要望などがありましたら、いつでも申し出てく
ださい。

オンブズマンからの意見
内潟療護園で尿臭（バルーン使用による）が気
になる方がおられました。

現在、蓄尿バッグを利用している方が 4 人い
ます。衛生管理と臭い対策として、利用者の居室
に消臭剤をおいたり、蓄尿バッグのカバーを２日
に１回交換するなどの対応をしています。尿臭に
は個人差があるようで、ご指摘のとおり臭いが気
になる人もおります。ご指摘がありましたことを
契機としまして、尿臭対策に力をいれて取り組ん
でいきたいと思います。

オンブズマンからの意見
安全で過ごしやすい環境作りに気配りがされ
ていると思います。

ありがとうございました。住みやすい環境にす
るため、予算内でできることは工夫をしておりま
す。不便なところや不適切やところがあれば、そ
のつど対策をして対応していきますので、ご指摘
をお願いします。

平成 26 年度

第 1 期（4 月～9 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
朝ご飯を食べて居室に戻ったら財布のチャッ

ご本人からの苦情に基づいてお金を探しまし

クが開いていて、１万円が無くなっていたよう

たが、その時に発見することはできませんでし

なのですが・・・。

た。ご本人は、部屋を出るときにはドアに鍵を
かけているので盗難等は考えにくいため、ご家
族からの提案で金銭管理の契約を行いました。
そして、ご本人が多額の現金を管理しなくても
よいようにしました。
１か月くらいした後、掃除中にご本人の箪笥
の裏から１万円が見つかりました。少し時間が
かかりましたが、ご本人の被害もなく、信頼関
係も修復されてよい結果になりました。

内潟療護園利用者から
夏祭りは、さまざまな出し物があってとても
楽しかったです。

新しい施設での初めての夏祭りなので、担当
の職員を中心にいろいろと工夫してがんばりま
した。当日は蒸し暑い日でしたが、体調を悪く
した人もなくよかったと思っています。
来年は、利用者やご家族、地域の人たちがも
う少しゆったりできるような楽しい夏祭りを検
討したいと思います。

内潟療護園利用者から
夏祭りのとき、小学校の体育館で催し物があ

申し訳ありませんでした。屋外仮設トイレを

りましたが、外にある仮設トイレではなく、施

用意したのですが、段差があって使いづらかっ

設建物内のトイレを利用する地域の方が多くい

たために施設のトイレを利用した方が多かった

て、建物内が少し騒がしかったです。

のかもしれません。また、ご家族の多くは施設
のトイレを利用していたようです。
施設のトイレを利用できないように制限はで
きませんので、来年度はプログラム等を工夫し
て、休んでいる人に迷惑がかからないような楽
しい夏祭りにしたいと思います。

内潟療護園利用者から
夕食の下膳ことが気になっていましたが、職
員間の連携でうまくいっています。

夕食の下膳についてご心配をかけてしまいま
した。新しい配膳システムにもようやく慣れて
きたようです。あまり時間をかけなくてもスム
ーズに配膳や下膳ができるようになりました。
これからも、ご意見をよろしくお願いいたしま
す。

第二うちがた利用者から
職員の皆さんは、大変忙しい中、とてもよく

障がいが重い利用者が多く支援に時間を要し

介助をしてくれています。ただ、もう少しゆっ

ゆっくり話をする時間が取れていませんが、話

くり悩み事などをお話しできる時間があるとよ

ができるよう全職員が心がけていきたいと思い

いと思います。

ますので、悩みごとなど何で遠慮しないで話し
ていただきたいと思います。

第二うちがた利用者から
食事について要望を聞いてもらえるので満足
しています。

対応に満足してもらってよかったです。これ
からもできる限り要望に応えたいと思います。

第二うちがた利用者から
リフターを使う時に体を包むシートを増やし
てもらいました。

これからも安全・安心・安楽な支援が続けら
れるようがんばっていきたいと思います。

第二うちがた利用者から
当直の際、朝５時頃に「あーっ。今日は晴れ
だよーっ。」などと大声を上げる職員がいます。
まだ、寝ている利用者が多く、安眠の妨げとな

配慮が足りず、申し訳ありませんでした。
早朝に起きている利用者との挨拶や会話での
ことだったので、気が届かないことも多いと思

りますし、大きな声にストレスを感じますので、 いますが、これからも遠慮せずに言ってもらえ
大声は出さないようにお願いします。

たらいいと思います。

オンブズマンからの意見
新しい施設建物が出来て、その厨房から旧建

給食を運ぶ職員だけでなく、手の空いたとき

物でのデイサービスの方に昼食を車で運ぶこと

に給食の職員がデイサービスの食事の様子や利

となりましたが、厨房の職員が、デイサービス

用者の意見を聞く機会をつくれるようにしたい

利用者の反応や様子を知るために、時にはお出

と思います。自分たちが心を込めて作った料理

でになればよいのではないでしょうか。

をどのように食べているのかを知ることは、と
ても大切なことです。ありがとうございました。

平成 25 年度

第 3 期（1 月～3 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
高齢のため、内潟療護園から高齢者施設に移
らなければならないかと心配があります。

施設入所の方は、高齢になっても障害者施設
に入所し続けることができますので、心配あり
ません。
しかし、短期入所で利用されている場合は、
出身の市町村によって事情が変わることがあり
ます。利用者一人ひとりの事情も分かっており
ますので、あまり心配しすぎないで健康に過ご
してください。

内潟療護園の利用者から
管理当直の方は、夕食の配膳、下膳、掃除に
関わることができないのでしょうか。

管理職員に夕食の手伝いをしてもらっていま
したが、４月からは手伝いをしないことになり
ました。もともと、食事の時間は管理職員の業
務時間ではありませんでしたが、忙しい時間帯
なので手伝ってもらっていました。
しかし、４月からは職員の休みの日数とか１
日の働く時間とかを変更したことを契機にし
て、最初のころのように管理職員は夕食も朝食
も手伝わないということになりました。慣れる
まで少しあわただしい感じがしますが、よろし
くお願いいたします。

きりん館の利用者から
一人でテレビを見ながらご飯を食べたいで
す。

利用者さんが心待ちにしている、日曜日の「笑
点」が放映される時間（PM5:30～6:00）と夕
食時間が一緒になるので、一人でテレビを見な
がら食事をしたいとの要望だと思います。今ま
で気が付きませんでした。今後は、大好きな「笑
点」が終わってから、ゆっくり食事ができるよ
うにいたします。

第二うちがたの利用者から
ホールのテーブルで食事をしようとしたとこ

沼田オンブズマンの報告を受け、介護部でミ

ろ、お菓子の食べかすやジュースのこぼした跡

ーティングを行いおやつ摂取や活動後はテーブ

など、べたべたしたものが服に付きました。お

ルを拭き、清潔にするよう周知し実践していま

やつのあとのテーブル掃除が十分でないと思わ

す。申し訳ありませんでした。

れます。折角おいしいご飯も気持ちよく食べら
れないので、テーブルの清潔さを保って下さる
ようお願いします。

第二うちがたの利用者から
リフターが２台しかないので、お風呂の時な

以前からリフトは２台使用しながら介護実践

ど、ベッドから車いすへの移乗の際に、待って

してきました。今回、加齢による身体負担や骨

いないといけません。リフターの台数を増やし

粗鬆症・廃用症候群により骨がもろくなってい

てもらえないでしょうか。

また、リフターで

る利用者が増えたこと、介護職員の腰痛等の身

使うシートも、シートが空くまで待っていない

体的軽減を図り働きやすい環境を整える一環と

といけないので、増やしてもらいたいと思いま

して、リフトの台数・機械・対象者・方法等を

す。

検討しました。また、2013 年６月厚生労働省
が１９年ぶりに腰痛予防の指針を改定したこと
を踏まえ、利用者懇談会や対象となる利用者と
話し合い協力を得て、当初５名の利用者がリフ
トで移乗を行っていましたが、現在１３名の利
用者がリフトを利用しベッドから車いす、車い
すからベッドへの移乗を行っています。入浴日
と昼食後の臥床対応時に人数が増えたこともあ
って、日によってはリフトやシート使用が重な
り待たせたりしていることがあります。利用者
の日課に合わせ待たせることなく起きたり休め
たりできるよう、リフトとシートを増やし対応
いたしたいと思います。

第二うちがたの利用者から
コールを鳴らしてもすぐに来ることができ

他利用者のケア中や夜勤体制の時間帯は、直

ず、時間がかかるときには、時間がかかること

ちに対応できないことがあります。ご指摘の通

を伝えてほしいと思います。そうすれば、いら

り、対応の仕方を気をつけるよう全職員で取り

いらせずに待つことができます。

組みます。申し訳ありませんでした。

第二うちがた利用者から
透析後も寝ているのではなく、座っていたい
と思います。

人工透析の疾患のある方は、血流が悪いため
褥瘡ができやすい状態です。臀部等の圧迫を避
けるためベッドでの安静臥床を勧め休んでいた
だいています。また、透析の日は血圧が低いこ
とが多く体調不良を訴えるため安静臥床を勧め
ています。今後もその都度本人と話し合いをし
ながら進めていきたいと思います。

オンブズマンからの意見
内潟療護園が新しい建物に移り、利用者の方

ありがとうございます。建物だけでなくいろ

のお顔が晴れ晴れとして見えます。温冷配膳車

いろなことが変わっていますので、利用者のみ

も導入され、食事がとても明るくなごやかな雰

なさんが新しい生活に慣れるまでに少し時間が

囲気でされています。

かかるかもしれません。まだまだ不便な点もあ
るかもしれませんが、早くみんなで新しい生活
を楽しめるように職員が一丸となって頑張りま
す。

オンブズマンからの意見

利用者のみなさんが期待しておりますので、時

②オンブズマンの欠員１名がなかなか補充でき

間がかかると思いますが、よろしくお願いしま

ない状況ですが、補充できるように努力したいと す。
思います。

平成 25 年度

第 2 期（10 月～12 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
利用者からの感想です。内潟療護園に入所し

よかったですね。これからも、栄養管理だけ

てから、食事の心配もなくなってよかったです。 でなく、一人ひとりにおいしく食べてもらえる
食事を提供していきたいと思います。
第二うちがたの利用者から
リフターが２台しかなく、車いすとベッドの

リフト２台で支援にあたっていますが、リフ

間の移乗の際、お風呂の利用が重なると、お昼

トが故障したりし代替えのものが入るまで１台

ご飯を食べ終わって居室に戻る際に待っていな

で対応する等、代替えのリフトに慣れずに対応

いといけません。職員の休憩時間にも食い込ん

するのに時間を要し不便な時期がありご迷惑を

でしまいます。そこで、リフターを増やすこと

おかけしました。

を検討してもらいたいと思います。

今回２台とも買い替えることになりました。
機能もよくなったので操作に慣れスムーズに対
応できるように、また、どのあたりで効率が悪
く待たせる形になっているのかを、職員みんな
で話し合い分析・検討したいと思います。

内潟療護園デイサービスの家族から
家族からの要望です。デイサービスが終わっ

大変申し訳ありませんでした。利用者さん本

て利用者を家まで送り届ける際、職員の方がバ

人は、歩行に問題がないため一人で降車してい

スから降りずに利用者だけを降ろしたようで

ただいたそうです。認知症の進んでいる利用者

す。職員の方が玄関先まで送り届けて下さると

さんもいますので、利用者さん宅の玄関まで送

安心できます。

り届けるように、職員一人ひとりに徹底してい
きます。

オンブズマンからの意見
内潟療護園や第２うちがたの利用者のなか

（内潟療護園）
短期入所利用者１名が、経管栄養による栄養

で、ミトン手袋をされている方がおります。ミ

補給を余儀なくされております。管を抜く行為

トン手袋の装着についても拘束の問題が生じる

があるのと顔をひっかく行為があります。本人

ことを前提として、拘束する「正当な理由」の

とのコミュニケ―ションは困難で、やむなくミ

３要件（①切迫性、②非代替性、③一時性）の

トン手袋をしています。ご家族に対して説明と

要件の吟味、検討をお願い致します。

同意を得ていますが、ご指摘のとおりですので、
今一度検討したいと思います。そして、少しで
もミトン手袋を着用する時間を減らしていきた
いと思います。

（第二うちがた）
職場内研修を通じ、権利擁護委員会が主とな
り「身体拘束について」と題し研修を実施、職
員間で意見交換を行い利用者４名の方の介護用
ミトンの装着について一人ひとりの状況を再検
討、見直し案を作成し取り組みました。今後チ
ェックリストを活用し定期的に振り返りを行い
ながら、研修を重ね理解を深めていきたいと思
います。

平成 25 年度

第 1 期（4 月～9 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
きりん館から療護園に移りましたが、一人で

福祉ホームでの生活が大変になった時、内潟

はできないことが多くなり、療護園では、いろ

療護園が空いていれば、条件によって利用でき

いろと職員にやってもらえるので、移ってよか

ることがあります。タイミングよく内潟療護園

ったです。

に短期入所できましたので、よかったと思いま
す。慣れないこともあるかと思いますが、よろ
しくお願いします。

福祉ホームの利用者から
隣室の方が夜に大きな音を立てるので困りま
す

平成 25 年 7 月に内潟療護園からきりん館に
転居され、きりん館の生活環境になれていない
情態が続いていました。テレビの音量が大きく、
隣室の利用者さんにはご迷惑をかけ申し訳あり
ませんでした。夜間はテレビにイヤホーンをつ
けて見るようにしています。最初は不慣れでイ
ヤホーンを付けるのを忘れていることもありま
したが、最近では本人の意識や職員の声掛けも
あり、夜間はテレビを大きな音で見ることが殆
どなくなっています。徐々にきりん館の生活に
も慣れてきましたし、皆さんのご迷惑にならな
いよう職員も声掛けをしていきますので宜しく
お願いいたします。

ケアホームうるしかわ利用者から
利用者からの要望が取り入れられて、食堂に

ありがとうございます。ただ、設置まで時間

エアコンが設置されました。また、カーテンに

を要し（７月９日取り付け）不便をおかけしま

よって冷気が廊下に逃げないように配慮されて

した。また、不便なところなど等ございました

います。夏の暑いときも、快適に食事が取れる

ら、いつでも相談してください。

ようになり、大変好評です。

ケアホームうるしかわ利用者から
以前にいた施設で、我慢することに慣れてし

日々、風通しの良い環境づくりをめざし業務

まったせいか、どうしても職員の顔色をうかが

にあたっております。全職員、これからも笑顔

ってしまう癖があります。

で明るくをモットーに利用者の方々の生活を支
えていきますので、どうぞ遠慮せずいつでも気
兼ねなく声をかけてください。

オンブズマンからの意見
ケアホームうるしかわの食堂にエアコンを設
置して戴きありがとうございました。

７月にエアコン設置できましたので、真夏の
暑さ対策には間に合うことができました。

オンブズマンからの意見
オンブズマンの欠員１名がなかなか補充でき

利用者のみなさんが期待しておりますので、

ない状況ですが、補充できるように努力したい

時間がかかると思いますが、よろしくお願いし

と思います。

ます。

平成 24 年度

第 3 期（1 月～3 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
冬の間、部屋の外、ガラスサッシの戸の前に

感染症の流行期には利用者のみなさんに感染

うずたかく積もった雪を何度も排雪してもら

が広がらないようにと、いろいろな対策と対応

い、とても有り難かったです。

をしました。そのために、部屋からしばらく出
られなくなった人もいました。たいへんなご迷
惑をかけました。もうしわけありません。今後
も、みなさんにご協力をお願いすることがある
かもしれません。よろしくお願いします。
今年は雪が多かったので除雪が大変でした
が、防災のために職員ががんばってくれました。
今後もみなさんに心配をかけないように除雪を
がんばります。

内潟療護園の利用者から
感染症の疑いで、部屋から出られないとき

感染症の流行期には利用者のみなさんに感染

がありましたが、職員の方がとても良く対応

が広がらないようにと、いろいろな対策と対応

してくれました。

をしました。そのために、部屋からしばらく出
られなくなった人もいました。たいへんなご迷
惑をかけました。もうしわけありません。今後
も、みなさんにご協力をお願いすることがある
かもしれません。よろしくお願いします。

内潟療護園の利用者から
女子職員の言葉遣いをもう少し

ご不快な思いをさせまして、申し訳ありませ

優しくしてくれたらと思う時があります。朝、

んでした。職員には、言葉遣いに気を付けるよ

部屋に入るときにはノックをして欲しいと思い

うに指導いたします。また、ノックは聞こえる

ます。

ようにしっかりするように指導いたします。

内潟療護園の利用者から
４月から泊まり勤務の日数が増えた職員がい

お気遣い、ありがとうございます。人事の異

ますが、なるべく職員の負担にならないような

動によって、勤務体制が少し変わっています。

勤務体制を工夫して戴きたいと思います。

限られた人数の職員を法人内で異動したり、新
採用したりしていますので、変わったばかりの
時期にはどうしても利用者に不安を与えたり、
職員に負担となっているものと思います。夜勤
のできる職員は、少しずつ増やしていけるよう
にしたいと思っています。今後も、勤務体制は、
利用者の不安や職員の負担にならないように進
めていきたいと思います。

きりん館の利用者から
日中のデイサービスでの職員の皆さんの対応
が優しいです。

きりん館（福祉ホーム）の利用者さんは、日
中は生活介護事業所のうちがた工房で創作活動
や生産活動などをしています。これからも、笑
顔でのもてなしを心がけ、また利用したいと思
っていただけるよう、安心で快適なサービスを
提供し、利用者さんの満足向上のために取り組
んでいきます。

第二うちがたの利用者から
食事は味も量もちょうどよく、おいしいです。
一生懸命作ってくれているのが分かります。

ありがとうございます。これからも利用者の
嗜好を聞き、できる限り利用者の要望に沿った
食事作りを給食部みんなでがんばっていきます
ので、よろしくお願いします。

第二うちがたの利用者から
朝いつも決まった時刻に車いすからベッドへ

待たせたり、いやな思いをさせてしまい申し

の移乗介助のために職員が来てくれていました

訳ございませんでした。利用者の状態変化に伴

が、勤務体制が変わったということで、コール

い、支援の流れが少し変更になったことで、職

をしないと来てくれないことがありました。

員がまだなれていないため負担をかけてしまい
ました。出来るだけ負担をかけないように、努
力していきたいと思いますので、これからもよ
ろしくお願い致します。

第二うちがたの利用者から
リハビリをしてもらっていますが、体が痛く

病気がちな職員や退職した職員がいたことか

なるなど以前と比較して今一つしっくりきませ

ら、訓練担当職員の確保がうまくできず訓練が

ん。

休みがちとなり申し訳ございません。申し出の
痛みの件も、休みがちであったことも原因の一
つと考えられます。Ｈ２５年４月１日より職員
２名を増員し、うち一人を訓練の専任スタッフ
として加え、常勤換算で２．５人で実施をして

まいります。新人職員が一人前になるまで若干
時間がかかるかもしれませんが、よろしくお願
い致します。
ケアホームうるしかわ利用者から
食事がおいしいです。

ありがとうございます。４月の人事異動で第
二うちがた給食部にいたスタッフも加わりまし
た。今後も皆さんと共に考えたメニューでおい
しい食事の提供をしていきます。

ケアホームうるしかわ利用者から
他の利用者に気を遣いすぎてストレスを感じ
ているような様子の方がいて心配です。

ケアホームは、自立生活・アットホームな雰
囲気・地域社会との交流がモットーです。開か
れた生活の場とはいっても１０人の利用者の共
同生活なので、お互いに気を使いすぎストレス
が溜まることもあると思います。どうぞ気詰ま
りなこと、悩み等ありましたらなんなりとおっ
しゃって下さい。共に考えて進んでいきたいと
思います。

オンブズマンからの意見
内潟療護園でのデイサービスで、食事の前に

昼食前に全員参加で誤嚥予防、唾液の分泌促

口腔体操をしていますが、とても良い習慣なの

進のために口腔体操を行っています。利用者さ

で、ずっと続けて欲しいと思います。

んも楽しみながら行っているため、張り切って
参加してくれています。これからも続けていき
ます。

オンブズマンからの意見
内潟療護園でのデイサービスで、食事の際の

朝に昼食のメニューをホワイトボードに書い

おかずに出る魚の種類をボードに書いてくれて

ておき、口腔体操後に説明をしています。食事

いますが、好評です。

を楽しみにしている利用者さんに好評のようで
す。今後も続けていきます。

オンブズマンからの意見
第二うちがたのバイキングがとても良いで
す。

利用者みんなが食べたい物や出してほしい食
材をしゃべりにきてくれるので、バイキングに
取り入れる事ができ、本当に助かります。あり
がとうございました。これからも利用者の食べ
たい食事を提供したいので、どんどん話ししに
きてください。よろしくお願いします。

平成 24 年度

第 2 期（10 月～12 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
川縁のひまわりの刈り取りをして戴き，あり

ここ数年、ひまわりを植えています。目的は

がとうございました。窓からの枯れたひまわり

観賞用とひまわり油をしぼるためです。油をし

が視界に入ることがなく，良い風景が眺められ

ぼるために、乾燥させる必要があります。その

たので良かったです。

ためにしばらく枯れたままで放置していまし
た。うちがた工房では、ひまわりから油をしぼ
って販売しています。

内潟療護園の利用者から
新しい施設に移転するに際して，利用者の人

現在、入所定員３０人と短期入所定員７人と

数が１０名増えると聞いています。現在の少人

なっています。新しい施設では、短期入所を９

数（３０名）のときと同じようなきめ細かなサ

人で考えていますので、利用者が２人増えるこ

ービスを継続して戴きたいと思っていますが，

とになります。家庭で生活できずに困っている

利用者の人数が増えてもこの点は大丈夫でし

障がいのある人たちのために、短期入所の定員

ょうか。

数を２人だけ増やしました。これ以上の定員増
は、考えていません。
ご心配はごもっともですが、部屋の配置や設
備などを工夫したりして、いまよりも細やかな
サービスになるように職員一丸となって頑張り
たいと思っています。

内潟療護園の利用者から
現在のトイレの便器の高さが少し高くて、つ

新しい施設では、いまよりも暮らしやすいよ

ま先立つ感じがあります。新しい施設に移る際

うに配慮したいと、設計の段階から利用者一人

には、この点を考慮していただきますようお願

ひとりに要望を聞いています。便器の高さにつ

いします。

いても十分な配慮をしたいと思いますので、要
望を伝えてください。

きりん館の利用者から
きりん館では，職員が食事をとてもおいしく

きりん館（福祉ホーム）の利用者さんは、日

作ってくれます。職員皆さんの対応がとてもよ

中は生活介護事業所のうちがた工房で創作活動

く，過ごしやすいです。

や生産活動などをしています。その中で、うち
がた工房の職員が利用者さんの希望を聞いて夕
食のメニューを作り、食材を地元の業者さんに
注文します。配達した食材で福祉ホームのヘル
パーが調理しています。
肉料理が多いようですが、皆さんの希望に沿
った食事を提供していますので満足していただ
いていると思っています。

きりん館の利用者から
「うちがた工房」は，疲れた時に横になれる

うちがた工房には、利用者さんが疲れたとき

スペースもあり，ベッドもあって大変快適です。 横になって休憩できる部屋がありベッドも置い
てあります。機能訓練の前や食後などに利用さ
れています。これからも快適に過ごしていただ
けるようにしていきます。
きりん館の利用者から
居室の蛍光灯が暗いので，もう少し部屋が明

蛍光灯が暗くなって申し訳ありませんでし

るくなるように明るい蛍光灯に替えて戴けると

た。蛍光灯だけ取り替えてもだめなので電気屋

うれしいです。

さんに見てもらったら照明器具がだめなので取
り替えました。これからは明るい部屋で快適に
生活してください。

第二うちがたの利用者から
麺類がとてもおいしいです。食事に麺類が出
る回数をもっと増やして欲しいです。

水曜日は毎週、土曜日は隔週麺類の日として
います。また、毎週木曜日のバイキングの時に
は焼きそば、焼きうどん、スパゲティなどの提
供をしてきました。しかし、利用者から麺類が
多くて飽きたなどの声があり、1 週間おきの土
曜日の麺類を 11 月ごろから止めて様子を見て
います。利用者の声が多いようであれば、これ
からもお好みの麺類を増やしていきたいと思い
ます。どんどん声をお聞かせください。

第二うちがたの利用者から
調理場の改修工事のため，この施設で調理さ

去年の 8 月から 9 月までの厨房工事の 1 ヶ

れた食事が提供されていませんが，この施設で

月間、給食停止のため利用者のみなさんにはお

調理してもらったおいしい食事を食べるのが待

弁当という形になりご不便をかけたと思いま

ち遠しいです。

す。申し訳ありません。これからは、厨房が大
きくなり、厨房機器も充実したので、手作りの
おいしい食事を提供していきたいと思います。

ケアホームうるしかわの利用者から
夏の間、西日が強いので，食事を作る職員も
食事を食べる利用者も大変なので，エアコンを

来年度、夏前に設置の方向ですすめたいと思
います。

付けて戴けないでしょうか。
オンブズマンからの意見
内潟療護園が新しい建物に移り、利用者の方

ありがとうございます。建物だけでなくいろ

のお顔が晴れ晴れとして見えます。温冷配膳

いろなことが変わっていますので、利用者のみ

車も導入され、食事がとても明るくなごやか

なさんが新しい生活に慣れるまでに少し時間が

な雰囲気でされています。

かかるかもしれません。
まだまだ不便な点もあるかもしれませんが、
早くみんなで新しい生活を楽しめるように職員
が一丸となって頑張ります。

平成 24 年度

第 1 期（4 月～9 月）

オンブズマン委員会から苦情・要望

法人からの回答・対応

内潟療護園の利用者から
おみそ汁の塩加減をもう少し甘くしてほしい
です。

みそ汁の塩加減は、健康のために塩分を抑え
るようにしていましたが、ご指摘のように塩辛
くなることもあったようです。申し訳ありませ
んでした。今後も、できるだけ塩分を抑えなが
らも、おいしい食事になるように努めます。

内潟療護園の利用者から
男性職員が増えたことで、入浴の際の同性介

職員の男女比率については、要望があっても

助が実現され、気遣いなく入浴介助を受けられ

すぐに対応できない課題ですが、これからもで

るようになって良かったです。

きるだけ同性介助が実現できるように配慮して
いきたいと思います。

内潟療護園の利用者から
職員に一々事細かに言わなくても、安心でき
る介助をしてもらっており、安心できます。

職員離職や法人内の職員異動が落ち着いてき
ましたので、一人ひとりの介護に細かく対応で
きるようになりました。これからも安心した生
活ができるように、職員一同がんばっています
ので、意見や要望を声に出してくださるようお
願いします。

きりん館の利用者から
新しくできる施設の部屋が、一人部屋なのか、
２人部屋なのか不安があります。

平成 25 年度計画にあります新しい内潟療護
園は、現在の内潟療護園の入所者さんが移りま
す。建物は今と同じくらいの大きさで、全室一
人部屋となります。

きりん館の利用者から
内潟療護園の敷地内に新しくできた作業所

平成 24 年２月開設の「うちがた工房」は、

「うちがた工房」は窓が多く、明るくて、大変

旧職員住宅を改修しました。利用者さんの居心

居心地がよいです。

地を第一に、南側一面に窓があり、窓の外の前
庭には季節を感ずる木々があり、遠くに岩木山
を望む明るい施設です。

きりん館の利用者から
「うちがた工房」は、雨が降っても車に乗り

「うちがた工房」の改修の際にマイクロバス

降りする際に、屋根があって雨に濡れないので

の乗降所を兼ねたカーポートを設置しました。

良いです。

通所療護で使用していた時は、雨や雪に濡れ、
大変ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。

きりん館の利用者から
デイサービスの入浴介助の際に、お風呂から

車イスへの移乗は二人の職員で介助すること

上がって車いすに移るときに、いつもは職員２

にしていましたが、もう一人の職員が来るまで

人の介助で移動させて下さるのですが、職員１

に一人で介助してしまいました。利用者さんに

人の介助で移乗したので脇腹が痛くなりまし

苦痛を与え大変申し訳ありませんでした。今後

た。職員２人の介助で移乗を希望します。

はこのようなことがないように致します。

きりん館の利用者から
５月にデイサービスのときに、昼食にやきそ

デイサービスとありましたが「うちがた工房」

ばを戸外で焼いてもらいましたが、とても楽し

だったと思います。「うちがた工房」では、創

かったです。また、やってもらいたいです。

作活動や生産活動を積極的にやっています。慰
労もこめて、天気の良い日に工房の前庭で、利
用者さんと一緒にやきそばを焼いて楽しみまし
た。これからも続けていきたいと思います。デ
イサービスの計画でも考えてみたいと思いま
す。

第二うちがたの利用者から
車いすの路上検定試験を受けて合格となりま

路上検定で合格ではなく、再試験が必要でし

したが、職員からエルムの街までは行くことは

た。本人に、きちんと伝わっていなかったよう

できないと言われました。どうしてなのでしょ

です。後日、利用者懇談会でも同じ話がでたの

うか。

で、本人には再試験が必要なことを伝えていま
す。

第二うちがたの利用者から
車いすで外出する際、身分証明書等を首から

許可書については、緊急連絡先が分かりやす

下げるのですが、風が吹くと、そのケースが目

いように変更予定となっています。また、外出

に入ってしまいます。衣服にピンで留めるなど

時の許可書については、衣服に留めるか、いま

の他の方法を検討していただければと思いま

まで通り車椅子の後ろのポケットに入れるかの

す。

どちらかで検討中です。決まり次第、各利用者
には伝達したいと思います。

ケアホームうるしかわの利用者から
食事が改善されて、おいしくなりました。

ありがとうございました。これからも、利用
者の要望を聞きながらおいしい食事を提供でき
るように努力していきます。

