
配布数 回答数 回答率

221 151 68.3%

◎広報誌について

人数(人) 割合(%)

① 良く見ている 86 56.95%

② まあまあ見ている 53 35.10%

③ あまり見ていない 7 4.64%

④ 未記入 5 3.31%

151

人数(人) 割合(%)

① 見やすい 100 66.23%

② 普通 47 31.13%

③ 見にくい 0 0.00%

④ 未記入 4 2.65%

151

人数(人) 割合(%)

① とてもわかりやすい 71 47.02%

② わかりやすい 73 48.34%

③ わかりにくい 0 0.00%

④ 未記入 7 4.64%

151

　 　

人数(人) 割合(%)

① ちょうど良い 138 91.39% 　

② 多い 6 3.97%

③ 少ない 1 0.66%

④ 未記入 6 3.97%

151

　 　 　

有効回答数

有効回答数

施設の情報発信アンケート(広報誌・パンフレット・ホームページ)

問1.広報誌はご覧になっていますか

問3.全体的に記事の内容はわかりやすいですか

問4.情報量はどうですか

問2.レイアウトやデザインは見やすいですか

有効回答数

有効回答数
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〔養護・ご家族〕

・行事の欄をよく見てます。

・養護盲行事(いちご狩り、グルメツアー)

・利用者や入居者がボランティアと楽しくしている記事や、アニマル

・交流会イベントや行事での写真ページは入所者の方々が楽しそう喜

  ばしそうな表情がこちらにも伝わってくる感じがします。

・季節の行事がいろいろあって、活発に過ごされているなと思います。

・利用している姉の写真を見て喜んだり楽しんだりしています。

・自分は動物（特に犬）好きなので、ふれあい訪問は大好きです。

  もう少し記事、写真を増やしてほしい。

・養護盲行事、特養行事、表紙写真

・他の園のことは分かりませんが良くできていると思います。元気に

  している写真を見るとホッとします。

・行事の記事は色んな記事があるなあと楽しく見ています。

・兄の写真を見ると笑みが浮かび嬉しいです。

〔特養・ご家族〕

・さまざまなイベントが載ってて良いと思う。

・毎月の行事日程や写真風景。

・施設内の様子がとても良いと思います。

・利用者の行事等で楽しそうな写真が良いです。

・行事のところで笑顔で写っている皆さん(入居者の方)、こちらも思

  わず笑顔になります。

・養護盲行事、特養行事、そして長寿会。こんなに盛りだくさんの写真

  を見て職員の方々、本当に大変でしょうが、参加している方の笑顔が

  伝わってきます。(どなたも楽しそうですネ)

・文章と写真を見ながら勝手に想像膨らませ色んな活動や行事を一緒に

  楽しんでいます。老眼鏡かけて写真の中に母の姿を見つけた時は更に

　嬉しいです。

・記事ではありませんが、表紙の写真がとても良かったと思います。

・イベントの様子をほほえましく思います。

・お年寄りの笑顔が見える行事での写真等。

〔短期入所・ご家族〕

・沢山のボランティアの方との嬉しそうな楽しそうな沢山の笑顔の写真

問5.よくご覧になったり、楽しいと思う記事はありますか(自由記載)

  テラピーの動物とのふれあいの記事は 大好きです。

  （写真の中に叔父さんいるかなぁ～と）

・職員の笑顔が良いです。外出行事の写真記事。

  を見るのが嬉しいです。



〔ボランティアやすらぎ〕

・各行事その他の活動などの写真がとっても様子が良くわかり見ていて

〔後援会員〕

・よく見てます。

・表紙の写真が良いと思います。

・行事の記事や職員の顔や入所者の顔が大きく出ているとき楽しい。

・後援会費受領者御芳名の欄。

・部署紹介の記事は良かった。

・養護盲行事、特養行事、長寿会の写真にワンポイントのコメントがあり

・施設の方達が色んな行事に参加されて楽しそうに笑っていられる姿がと

・写真がきれいに撮ってあり、きれいでわかりやすい。

〔市内福祉施設・事業所〕

・行事について。

・行事内容や長寿会を見て入居者が笑顔で楽しんでいる様子が伺えた。

・行事の写真やクラブ活動のページは見ていても楽しくなるようなページ

  で良く見せてもらっている。

・行事内容について、楽しい計画をされていると思います。アイディアや

  計画がすごいと思います。

・部署の紹介…職員の方の取り組みを知ることができるので。

・行事等の写真は楽しい様子が伝わってきて、見させていただいている方

  もうれしい感じがします。

・担当の利用者さんがイベントや行事に参加し楽しそうに過ごされている

  写真が載っていると嬉しく思います。

・外出や買い物支援の様子。

・毎月の行事の案内と様子が利用者たちの笑顔が楽しそうに載せられてい

〔全盲老連〕

・交流会イベント、行事等など参考になっております。

・月の行事の記事、交流会イベント等の記事。

・写真撮影の技術が高く、どの写真も利用者の笑顔が素敵でした。

・行事、イベントの記事。

・養護盲行事。

・行事について、どんなことをやっているのか分かりやすい。

・養護盲行事(○月～△月) 写真が多いので、どんな行事だったかが分か

  りやすく楽しそうなのが良く分かる。

  うれしくなります。

  内容が良くわかります。

  てもうれしく感激致します。

　ると思います。



〔措置権者〕

・行事の記事を楽しく拝見させていただいています。

・行事の報告。

・行事の記事や職員の顔や入所者の顔が大きく出ているとき楽しい。

・後援会費受領者御芳名の欄。

・部署紹介の記事は良かった。

・養護盲行事、特養行事、長寿会の写真にワンポイントのコメントがあり

  内容が良くわかります。

・施設の方達が色んな行事に参加されて楽しそうに笑っていられる姿がと

  感激致します。

・写真がきれいに撮ってあり、きれいでわかりやすい。

 教えてください(自由記載)

〔養護・ご家族〕

・様々な行事や職員の紹介など、きちんと的確に掲載されているのでとて

  も良いと思います。

・盲人の方でもできる弱った足腰の筋力アップの体操とかありますか？

・病気が改善して元気に生活しているというような記事は本人にとっても

    家族にとっても有益だと思います。

・食事とか献立で珍しかったり、この日はこんな献立でしたよ～みたいな

　写真つきで。

・兄のことなので他に臨めません。

〔特養・ご家族〕

・各職員の方の人ことなどがあれば。

・職員皆さんの顔と名前が載るといいなあと思います。

・職員の方が利用者との間でホッコリしたエピソードコーナーなどがある

  と施設の日常を感じられると思います。

・表紙がいつも良いなと思って見ています。

・お誕生日の方…紹介もあったらいいなーと思います。

・表紙がすごく良い。

問6.広報誌に掲載れてるといいなと思う記事等がありましたら



〔短期入所・ご家族〕

・今発行されているのでとても内容が良くわかり大変良いです。

〔ボランティアやすらぎ〕

〔後援会員〕

・掲載されている事はよく見ているので大変良くわかる

・職員の本音の記事。

・平凡な普通の写真。

〔市内福祉施設・事業所〕

・普段の生活の様子。

・その季節の風景と利用者たちの表情。

〔全盲老連〕

・内部研修会等の内容。

・長寿の方などの紹介。

・網羅されている。

〔措置権者〕

・意見なし。

・入所者の声が聞けると良いですね。簡単な感想を一言ずつ聞けたらなと

　思いますが…。

・行事食掲載や作り方など、食事のワンポイントなど豆知識を知りたいです。



お聞かせください(自由記載)

〔養護・ご家族〕

・外出できる方は幸せと思います。笑顔がすべてです。

  わかりやすく載せられていて感心しました。

・写真が多くて皆さんの様子が良くわかって良いと思います。

・全ての記事を楽しく見させて頂いております。

・ご苦労様でした。これからもステキな記事をお願いします。

〔特養・ご家族〕

・職員の皆さんの自己紹介などの記事はどうでしょうか。

・行事の時の表情が良く撮れていて良いです

〔短期入所・ご家族〕

・意見要望なし。

〔ボランティアやすらぎ〕

・スタッフの皆様方が生き生きと気持ちよく働いている姿に感心して

  います。参考になります。

〔後援会員〕

・東京のライオンズクラブとの交流がある事を初めて知りました。

・立派な広報誌であると思う反面、行事が多くて日々の介護が大変で

  あると思ってしまう。

・写真を多く使った紙面はわかり易く大変良いと思います。

・広報の紙質があまりにもよく、贅沢すぎると思う。

・日常生活、行事に参加されておられる様子を知ることができました。

・入所者の嬉しそうな顔を見るとホッとします。

・できればCDにおこして頂きたいと思います。

  いただく時は助かります。

問7.広報誌について、ご意見ご要望などお気づきの点がございましたら

・入所者の方が地域の人に見守られていることを感じられ、感謝しております。

・今回初めて読ませていただき、施設内でのイベント等、生活の様子が

・施設内での入居者さんたちの服装が気になります。夏物、冬物、私服、パジャマ、

  季節ごとの 職員の方々から見た格好とか、下着の種類とかアドバイスを具体的に

  教えていただくと参考になり助かりますが、必要な物、不要な物はその都度指示して



〔市内福祉施設・事業所〕

・笑顔あふれる写真が多い。

・行事やボランティア、職員研修など様々な活動を紹介して、開かれた

・とても見やすく、工夫されているなと感心しています。

・写真が盛りだくさんで良いと思います。これからも頑張って下さい。

・すばらしい内容です。

・今回のvol.160の表紙の写真が素敵でした。

〔全盲老連〕

・インターネットからも見られるのが良いと思いました。

・レイアウトが整っており、とても見やすいと思います。写真が充実

・写真がわかりやすい。

・毎回情報量の多さにびっくりしています。個人的には表紙の写真が

〔措置市町村〕

・写真が多くて見やすいと思います。表情も笑顔が素敵です。

・職員の皆様が利用者の皆様に寄り添ったサービスを提供されている

  様子がわかり、とても感謝しております。

・写真がたくさんあり、入所者の様子が良くわかります。

・写真が多く、利用者の表情等が良く分かり、良いと思います。

・文章中の日付等は数字の方が見やすくなると思います。

・イベントや各種講座等が紹介されていて、写真や記事から楽しく活気

  のある施設の様子が伺えます。現在の広報誌の内容や量で良いと思い

　施設だと感じた。

　しており、見る側としては楽しめる内容だと思います。

  好きです。楽しく読ませて頂いています。

　 ます。


