
アンケート集計結果 
◇回答者属性 

 

1．記載者 

 

  人数 ％ 

本人 74 98.67 

家族 1 1.33 

 

 

 

2．性別 

 

  人数 ％ 

男性 33 34.38 

女性 63 65.63 

 

 

 

3．年齢 

 

  人数 ％ 

60代 4 4.12 

70代 18 18.56 

80代 54 55.67 

90代 20 20.62 

100代 1 1.03 
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問 1．デイサービス美事を利用したことで、利用者様本人またはご家族の方によい変化が 

みられるようになりましたか？ 

 

  人数 ％ 

とてもみられるようになった 44 41.90 

少しみられるようになった 39 37.14 

あまり変わらない 21 20.00 

全くみられない 1 0.95 

 

 

 

【気持的な部分での変化】 

 ・家内が病気がちなので家事が楽になったと感謝されている。 

  （家族が用事に出かけられるようになった。） 

 ・運動する気持ちになった。 

 ・気持ちが前向きになった。→５件 

・気持ちが明るくなった。（家族が喜んでいる）→４件 

・やる気が持て、元気が出るようになった。→４件 

・困っている人に気を遣えるようになった。→２件 

 ・自分でやるようにしている。 

 ・職員はじめ利用者様の皆さんが良くしてくれる為、良い変化になる。 

・話をすることができて良い。（飾らなくていい、色々な経験をした人たちと話す 

 チャンスができる） 

・同年輩の方々の死去等により会える人が少なくなってきている中で、美事で 

 皆さんと接する事ができる事はとても有意義だと思う。⇒２件 

・話をすることができて良い。（飾らなくていい、色々な経験をした人たちと話す 

 チャンスができる） 

・友人ができ１日が大変楽しい。→４件 

・周囲に目を向けられるようになった。 

・人に気を遣うようになった。 

・個別機能訓練が有難い。 

・生活が楽しくなった。 

・車の利用を控え歩行を心掛けるようになった。 

・好きなことができて良い。 
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【実際の体などの変化】 

・歩きが良くなった、以前より歩くようになった。⇒５件  

・歩けるようになった。⇒２件（苦じゃなく歩けるようになった） 

・外出の機会が増えた。→３件  

・歩く距離が増えた。（個別運動にて） 

・元気になり、歌が歌えるようになった。 

・体が動くことを実感できる。 

・足がしっかりしてきた。→２件 

・体を動かすことが楽になった。 

・運動量が増えた。 

・リカンベントバイクをやるようになり足の力がついた。 

・頭が活発になった。 

・美事の昼食が自宅で作るものの参考になっている。 

・生活にリズムが出て安定した。 

・外出の機会が増え、近所に出歩けるようになった。⇒２件 

・外部からの声掛けにより積極的に参加するようになった。 

・共同作業に少しでも手助けできるようになった。 

・手まりが少しできるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問 2．新しくおこなってみたいプログラムはありますか？ 

 

  人数 ％ 

ある 36 40.91 

ない 52 59.09 

 

 

 

【プログラムの要望】 

 ・全員で何かしてみたい    

 ・コーラス、合唱          

 ・俳句の指導者が欲しい 

 ・大正琴 

 ・陶芸⇒３件 

 ・俳句ノートの作成 

 ・読み聞かせ 

 ・キーボードを習いたい 

 ・写生クラブ 

 ・皆で外出したい。（花見とか温泉とか･･･）→３件 

 ・大まかなぬり絵 

 ・ちょっとした縫い物 

 ・フロア内を１周したらず～らを貰えるプログラム 

 ・運動プログラム（足の訓練） 

 ・パソコン 

 ・将棋、囲碁 

 ・料理教室 

 ・臥床位でする運動 

 ・ハーモニカ 

 ・座談会 

 ・ダンス 

 ・〇○の発表会 

 ・散歩 

 ・腕のマッサージ 
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問 3．デイサービス美事の施設内通貨であるずーらの運用について、満足されていますか？ 

 

 

  人数 ％ 

満足している 50 49.50 

ほぼ満足している 39 38.61 

やや不満に思う 7 6.93 

不満に思う 5 4.95 

 

 

 

【ず～らの満足度】 

 （プラス面） 

  ・ず～らがなくなる→稼ぐ、それが運動になって良い。 

  ・新しい事を教えて貰えて良い。 

  ・おもしろい。 

  ・満足している。 

  ・ず～らが使えるから忙しい。 

  ・気持ちの上でお金（ず～ら）を使う事は良い。 

  ・ず～らを稼ぐ、使う事で算数の計算力が刺激されると思います。 

  ・プログラム参加の為にず～らを稼ぎたいとの気持ちになる。 

   

（マイナス面） 

  ・ない方が良いと思う。⇒２件 

  ・使い道がない、運用したくてもマーケットがない。⇒２件 

  ・稼ぎ方が分からない。⇒２件 

  ・色々あり過ぎて使いこなせない。 

  ・面倒臭い。 
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問 4‐1．デイサービス美事の健康トリム（生活リハビリ）について、満足されていますか？ 

 

 

  人数 ％ 

満足している 42 40.00 

ほぼ満足している 49 46.67 

やや不満に思う 9 8.57 

不満に思う 5 4.76 

 

 

 

 

問 4‐2．トリムについて、日常生活で実際に効果を感じたことはありますか？ 

 

  人数 ％ 

ある 39 56.52 

ない 30 43.48 

 

 

 

 【健康トリムの満足度】 

 （プラス面） 

  ・リハビリを自分で考えて自由にできて良い。 

  ・床に落ちたものが拾えるようになった。→２件 

  ・草むしりが以前より楽になった。 

  ・着替えができるようになった。⇒２件 

  ・水道の蛇口をひねる動作や歩く動作に効果を感じる。 

  ・トイレに行った時、スっと立てるようになった。 

  ・体の動きが良くなった。→４件 

  ・歩く時、足の痛みがなくできて良い。⇒2 件 

  ・足の運びが良くなった。→３件   

  ・歩けるようになった。 

  ・体がふらつく事がなくなった。 

  ・色々なことに興味を持つようになった。 

  ・体を動かすことが楽になった。 

  ・色々なことを実行してみせることができる。 

  ・自分のやりたいことが探せる。 
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  ・階段がどうにか昇れている。 

  ・トリムだけで効果を測ることはできませんが、体操や理学療法などを合わせて 

   体力の継続に役立っていると実感しています。現状維持ができている。→４件 

  ・近くなら買い物に行けるようになった。 

  ・パンが上手に作れるようになった。 

  ・自宅で杖なしで歩けるようになった。 

  ・風呂場に歩いて行けている。 

  ・屋外での動きが楽になった。 

  ・料理の片付けの際、手が使えるようになった。 

  ・ず～らの計算は頭の体操になる。 

  ・疲れなくなってきた。 

  ・ベッドからの起き上がりがズムーズになった。 

  ・自分の自信、喜びになる。 

  ・やる気が出た。 

 

 （マイナス面) 

  ・上手な人を見つけて指導してもらう。 

  ・洗濯ばさみトリムの洗濯ばさみの色が少ない。 

  ・加齢による能力低下に追いつかず、現状維持がやっと。 

  ・ひとりではできない。 

  ・教えてくれればやる。 

  ・みんなでやりたい。 

  ・あまり変化がない。自分では変化が分からない。 

  ・取り組み方が分からない、教えてくれない。 

  ・効果が殆どないので、モチベーションが上がらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問 5．デイサービス美事に対するご意見等がありましたら、ご自由にお書き下さい。 

 

 【その他の意見】 

 （プラス面） 

  ・友達ができて嬉しい。⇒２件 

  ・お風呂が良い。 

  ・職員の働きぶりに感謝している。 

  ・運動器具が使えることが嬉しい。 

  ・美事は自分に合っていると思う。 

・昼食、おやつなどへの配慮が行き届いていると思います。 

美味しく頂いています。⇒２件 

  ・時間制で自分の１日のプログラムを立てられる事は本当にありがたいです。 

  ・職員の皆さんが気持ち良く挨拶をして下さり嬉しいです。→３件 

  ・お菓子の持ち込みをしたい。 

  ・利用者同士で旅行にいきたい。（日帰りでも可） 

  ・ボランティアをしたい。 

  ・諸々勉強する事があって有難いと思う。→２件 

  ・年に負けず元気で暮らしたい。 

  ・ボケないようにサービス利用を続けたい。 

  ・楽しい。 

  ・利用回数を増やしたい。 

  ・個別機能訓練をやりたい。 

  ・清潔で、サービスが良い。 

  ・明るい雰囲気が良い。 

  ・カラオケができることが嬉しい。⇒２件 

 

（マイナス面） 

  ・席の配慮をして欲しい。 

  ・お風呂にもう 1 日入りたい。 

  ・新しく入った利用者の名前を１回でいいから紹介して貰いたい。⇒２件 

  ・手まりの糸の種類を増やして欲しい。 

  ・利用中ずっと１人だから楽しくない。 

  ・自分で配膳するのが嫌だ。（特に盛り付け） 

  ・美事は良いが、運動器具がもっと欲しい。（鉄棒とか） 

  ・パンを作っていた頃は、左手をよく使用してくれたので、またパン教室を 

   やって欲しい。 

  ・耳が遠いので近くで話しかけて貰いたい。 

  ・五穀米が良かった。 


