
平成 28 年度サービス評価アンケート  

問 1 支援者の対応について 

※数字は支援者の対応に満足できない点です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３、利用中の様子の伝え方＞ 

・なにを伝達していいのかもじもじしている支援者がいます。 

・外出した時何か問題があった場合直接親に言って欲しい 

＜４、ニーズにあった支援＞ 

・本人に対する言葉かけの工夫をもっとして欲しいです。 

＜６、衛生面＞ 

・冬のマスク着用をお願いしたい。 

・トイレが臭う(放デイ） 

＜１５、その他＞ 

・なかなか移動支援の予約が取れません。 

 

 

 

１．時間の正確性 3 

2．言葉使い・マナー 2 

3．利用中の様子の伝え方 6 

4．ニーズにあった支援 5 

5．障がいに対する知識 3 

6．衛生面 3 

7．安全面 0 

8．プライバシーの保護 0 

9．情報提供・助言 3 

10．発作対応 0 

11．貴重品管理 1 

12．電話対応 1 

13．相談・不満・要望に対しての対応 4 

14．特にない 77 

15．その他 4 

回答： 

３．引き継ぎの方法を今一度見直し、職員全員で周知します。 

４．ご意見ありがとうございます。至らぬ点があり申し訳ございません。ご本人に、より

伝わる声掛けを心掛けて支援します。伝わりやすい声掛け等ございましたらお伝えいただ

きたいです。 

６．トイレ掃除は毎日徹底してまいります。 



問２ ご本人と保護者の方の満足度 

 

＜ホームヘルプ＞ 

・本人はとても楽しみにしているので今後も続けて利用したいと思っています。 

・本人が笑顔で支援者と接しているのを見て安心とともに嬉しく思います。 

・レパートリーを拡げたいと思っている。その節はご支援をお願いしたい。 

・もう少し利用回数が増えると嬉しいのですがヘルパーさんの人数が限られているので無

理はいえませんね。 

・遠出の際、午前から午後も出来るようにしてほしい。 

・昼食を外でとらせたいが時間がない。車利用なら可能はおかしい。１３時迄を１３時半

ころ迄利用可にしてほしい。ケア料(車利用)1080 円は高いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ご本人は、サービスの内容に満足していますか。    

  日中 ＲＳ 放デイ 居宅 ＨＨ 合計 

1．とても満足している 3 8 9 6 24 50 

2．満足している 5 10 11 5 27 58 

3．普通 2 2 2 2 7 15 

4．満足していない 0 0 0 0 0 0 

5．わからない 2 3 1 0 3 9 

②保護者の方はサービス内容に満足していますか。    

  日中 ＲＳ 放デイ 居宅 ＨＨ 合計 

１．とても満足している 4 13 9 6 25 57 

2．満足している 6 11 10 6 30 63 

3．普通 1 0 3 1 3 8 

4．満足していない 1 0 0 0 2 3 

5．わからない 1 1 1 1 1 5 

回答： 

長時間のご利用（お昼をまたいでのご利用）をしたいというご意見についてですが、 

ご予約自体を入れていただくことはかまわないのですが、ヘルパーの体制によって

はお組することが難しい場合があります。そのような場合は時間の短縮などをお願

いしております。 

また、1 日で複数の方にヘルパーを派遣できるよう、午前と午後で分けていただく

ようご協力をお願いしております。 

今後ともご理解。ご協力の程宜しくお願いいたします。 

 

ケア料に関して 

ケア料は法人内の他事業所と統一しています。運転中はホームヘルプの支援として

算定することができないのですがヘルパーは稼動しているため、その時間の費用と

して設定させていただいております。 



＜日中一時支援＞ 

ご意見無し。 

 

 

＜レスパイト＞ 

・自由に利用できるレスパイトがあることで大変助かっています。また通院介助があるこ

とで定期的にきちんと通院でき本人の健康管理上助かっています。親だけでは面倒にな

ってやめてしまうこともあると思うので。 

・本人に言葉が無いので満足しているかは分からないが、常に｢らいふ｣と言っているので

満足していると思います。 

・いつも無理なお願いを聞いていただき助かっております。 

・安心してお任せできるのでありがたいです。 

・数年利用していないのでわかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

＜放課後等デイサービス＞ 

・本人が毎回楽しく参加させていただいております。活動も、いろいろな場所へ外出した

り、生活する為のスキルを身につけるような内容もあったりと、様々な経験を積むこと

が出来て、大変ありがたく感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。 

・優しく丁寧な子どもへの関わりに感謝しています。事前に予定を連絡いただけるので、

見通しを持って参加できます。 

・いろいろなプログラムがあるので毎週楽しく通っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答： 

温かいご意見ありがとうございます。今後もご本人・ご家族が安心して生活してい

ただけるよう、努めます。 

回答： 

いつも放課後等デイサービスをご利用いただきましてありがとうございます。今後

も様々なプログラムを通して、いろいろな経験を積んでいただく中で、生活スキル

や就労に繋がるようなスキルが身につくようお付き合いさせていただきます。今後

ともよろしくお願いいたします。 



問３ 今後の希望・要望について  

＜全サービス＞ 

＜予約方法を変えて欲しい＞ 

・思い通りの予約が取れない事が不満です。 

・予約方法ですが、本人の体調等もあるので、１ヶ月前ではなく半月間ごとの連絡だと良

いのですが、難しいと思いますが一案として書かせていただきました。    

・予約の返事を早くして欲しい。予約が早く分かると予定が立てやすいです！ 

・メールで予約が出来ないか？  

＜支援者にもっと専門的知識を身につけて欲しい＞ 

＜その他＞ 

・現在移動支援・行動援護・日中一時を利用している。放デイの利用は可能か。放デイと

他の支援との違いは何か 

・グループホームに入ったらどんなサービスが受けられるか知りたい。 

・日中一時からレスパイト（お泊り）のときの日中一時のときの様子が知りたいので、そ

の日に毎回教えてほしいです。お願いして以降２度しか教えてもらっていないので・・・ 

 

回答： 

＜予約方法を変えて欲しい＞ 

貴重なご意見ありがとうございます。現在深刻な人材不足で、ご利用者の皆様には、日

にちや時間の変更などをお願いしながら、何とか調整させていただいている状態です。

スタッフ一同、大変心苦しく思っております。今後はより一層人材募集、そしてヘルパ

ーの育成にも力を入れていき、皆様のご希望に添えるよう努力致しますので、何卒ご理

解、ご協力をお願い致します。また予約のお返事につきまして、ご連絡が遅くなってし

まうこともあり、ご迷惑をおかけ致しております。少ない人材の中で、できる限りの調

整をさせていただくため、お返事までに時間がかかることがあります。他事業所との兼

ね合いなどで、早めに予定を知りたい方は、個別にご連絡いただけますと助かります。

できる限り、ご協力させていただきます。 

 

＜その他＞ 

・らいふの放課後等デイサービスは、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町にお

住まいの方に実施しているサービスです。小学生は、地域の学校に通う 3 年生以上の

発達障がい、知的障がい（Ｂ・Ｃ判定）のあるお子さんを、中高生は一般就労を目指

す発達障がい、知的障がいのあるお子さん（学校の種別は問いません）を対象として

おります。作業能力・コミュニケーションスキル・余暇スキルなど就労に向けて必要

なスキルを習得する為のトレーニングを行ないます。上記に該当される場合、他のサ

ービスとの併用は可能です。 

・グループホームに入居されても、居宅介護（身体介護・家事援助・通院等介助）、行

動援護）、移動支援、レスパイトはご利用いただけます。 



＜ホームヘルプ＞ 

＜行き先を提案して欲しい＞ 

・行き先の一覧表を毎年出していただいているが出来れば個別に直接提案して欲しい。（利

用中の様子を伝えた後にその日の様子を踏まえて次回はこんなところへ行ったら楽しめ

るのではないかとか）こんなところにチャレンジしてみてはどうかとか） 

・行き先リストをいただいたが、具体的にどうアプローチして良いか、判断が難しい。 

・新しい施設の情報も含めて行き先を提案して欲しい。 

・移動範囲を広げたい。 

＜その他＞ 

・希望先を何回も断られる訳を聞かせて欲しい 

・本人と行き先等を相談して、予約を申し込んだのに断りの通知が来ると、楽しみにして

いた本人は、がっかり、仕事を入れていた私はどうすればいいのでしょうか？  

・予約するときに日曜日で 8 時間希望(時間をわける)出した方が使えるのでしょうか。 

・ヘルパーさんも限られていてなかなか思うように予約の入らない時もありますがいろい

ろお気遣いいただき満足しています。 

・移動支援中に災害がおこった場合の対処、行動を教えてほしい。 

・らいふはこれからも生活支援とかケアホームの支援とかをやって行かれるのですか？ 

・他の利用者さんと交流してみたい。 

・個人の情報を書いた紙があり、（行動援護のときなどに持たせる）ますが、その情報は最

初の１度しか書いていないので内容が変わったりしています。（パニックや薬、その他）

なので年に１度見直す、書き直すなど行ったほうが良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答： 

〈行き先について〉 

リストを参考に個別にご相談いただければ、一緒に考えていきたいと思います。 

 

〈ご予約について〉 

予約がなかなかとれないといったご意見は毎年複数の方からいただいており、ご迷惑をお

かけしております。 

ご予約いただく際に、候補日や時間を複数出していただく（○時間程度希望など）、らい

ふ車移動ではなく公共交通機関（短距離であればタクシーなども）を利用しての内容を検

討していただくことで、派遣できるヘルパーの可能性が広がります。ご協力お願いいたし

ます。 



＜日中一時支援＞ 

＜個別トレーニング的な対応をしてほしい＞ 

・個別トレーニングの時間を確保し個々に対応して欲しい。 

＜その他＞ 

・午後からドライブ or 外出のみを伝達していただければいいです。 

・今とは別に、18 歳以上の成人が利用できる日中一時を作って欲しい。 

・iPad mini を入れて欲しい。利用料とは別に用具購入及び修理代として半年単年か年単位

でお金を支払っているはずなのでその明細や内訳を教えて欲しい 

・娘は本が好きでらいふでも絵本を見て過ごす時間が多いかと思います。自宅用に絵本を

購入する時の参考にしたいので気に入っている本を教えていただきたいです。 

 

 

 

＜レスパイト＞ 

＜予約の返事を早く欲しい＞ 

・予約の返事が早く欲しい。返事が遅いと法事に出席するかどうかを相手に返事しないと

いけない場合困ります。また JR の予約もしたいため。 

＜その他＞ 

・予約時に子どもの様子を話したり、預ける時にお願いしたいこと等をお伝えできるとな

おいいかなと思います。(時々しか預けないので子どもの状況が変化していくことがある

ので)。 

・いつもお世話になりありがとうございます。最近は、なかなか利用ができなくて申し訳

ありません。今後少しづつ利用を増やしたり、お泊りの練習をしていきたいと思ってい

ますので、よろしくお願いします。 

・使ったことがありません。突然の場合（夜に必要になったとき）対応は出来ますか？ 

・いつも本当に助かっています。このサービスがないといろんな方面で支障を来たし生活

が成り立たなくなると思います。 

回答： 

個別トレーニングにつきましては、ご家族からご要望があれば応えていきたいと思いま

す。当日の利用者状況や支援者の人数でトレーニングを実施できない場合もございますの

で、その場合はご了承いただきたいと思います。 

 

iPad mini につきましては導入を検討しましたが、ご利用者の様々な特性から導入後の維

持・管理が難しい状況が考えられます。ご本人の支援ツールとして必要とされていました

ら、こちらも再度検討させていただきますのでご相談ください。 

 

いただいている材料費につきましては明細を作成する方向で考えております。 

 

 



 

＜放課後等デイサービス＞ 

＜プログラムの提案＞ 

・愛光園内の事業所と連携してくださり、とても興味深いサービスです。ＧＨの見学をし

てみたい。 

・今後の予定（年度の後半）を前もって知らせていただいた事で予定の確認がしやすくな

りました。ありがとうございます。これからもそうしていただけると良いかと思います。

年に一度デイキャンプのような活動があると楽しいかなと思います。なかなか難しいと

は思いますが、気候がよい時にいつか出来ると良いなと思っています。 

・トレーニング的な内容にして欲しい 

・色々な体験をさせていただいてありがとうございます。今後も普段なかなか体験できな

いものを学ばせていただけると嬉しいです。 

・昼食をとる日に調理したり、コンビニに行ったり、外食をしたりするのがとても助かり

ます。昼食の心配がないし、親以外と食事をするのは良い経験になります。今後もこの

スタイルを希望します。 

＜その他＞ 

・勉強会（保護者向け）を学校の行事とかぶらないようにして欲しい。 

・保護者勉強会後に懇親会があるといい。 

・土曜日の活動で希望が叶わなかった場合、次回優先的に行かせてほしい。 

・１８歳以上でもこのような場がほしい。友達がいないので、外出もデイの仲間とは行け

るのでそんな機会があれば嬉しい。 

・自由時間中に全員での宿題タイムがほしい。 

・課題ファイルを毎回書いていますが、うちの子はいい加減にしか書かず、書く練習をし

てほしい。意味のないファイルになっています。記入する所になにを書いたらいいのか

がわからないのかも。 

・土曜日の詳細をもう少し早くほしいです。前日にもらうこともありました。 

・たまにスタッフさん同士での報・連・相が出来ていないときがあると思います。障害に

対する知識を補う為のスタッフさんの勉強会みたいなのは行なっているのですか？ 

・日の活動ですが、仕事があると参加できないことがある。私事ですが、9 時から 9 時半、

17 時くらいだとありがたい。 

・10 時から 16 時でもいいので少し早く預かり、遅くお迎えを許可していただけると助かり

ます。 

回答： 

ご予約のお返事の件につきましては、原則としては毎月 20 日～25 日にお返事させていただ

いておりますが、早めにお返事が欲しい場合は個別にて対応いたしますのでご相談くださ

い。また追加予約につきましては、調整に少しお時間をいただきますが早くお返事できるよ

うに努めさせていただきます。 

また、レスパイトサービスは 24 時間対応できるよう、夜間もスタッフが携帯電話を持って

いますので緊急の際はいつでもご連絡ください。もし電話が繋がらない場合は留守電に残し

ていただくか、再度お電話いただければ履歴を見てこちらから折り返しさせていただきま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答： 

貴重なご意見をありがとうございます。 

・ 保護者勉強会についてです。来年度以降、候補日をいくつか挙げ（平日の昼間、土曜

日の夜など）、多くの方にご参加いただけるよう設定してまいります。また、勉強会

後の懇親会についても予定していきますのでよろしくお願いいたします。 

・ 土曜日の活動についてです。可能な限り、ご希望通り調整させていただいております

が、難しい場合は次月のご希望で優先させていただいております。今後もそのように

対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

・ 18 歳以上の方の活動の場についてです。現状、サービスとしての提供は難しいです。

ただ、なにかしらの形で卒業生の方が集まれるような企画は模索しております。 

・ 宿題についてです。自由時間中は、子ども同士のコミュニケーションの場としても大

事にしておりますので、全員での宿題タイムを作ることは出来かねますが、個別での

対応はさせていただきます。 

・ 土曜日の予定の詳細についてです。基本、1 週間前には内容を紙面でお伝えさせてい

ただきます。欠席されお渡しできない場合はその限りではありませんが早急に対応さ

せていただきます。 

・ 報告・連絡・相談ができていないところがあり、ご迷惑をお掛け致しました。スタッ

フ間で情報が共有できるパソコン内での日誌を活用するなど報告・連絡・相談が滞る

ことがないように致します。 

・ 勉強会は、年間に数回予定しておりますが、よりよいサービスを届けることができる

ように必要な知識をつけるよう努めてまいります。 

・ 開所のお時間につきましては、お仕事のある親御様にはご都合の良くない場合があ

り、ご迷惑をお掛け致しております。開所時間の延長についてのニーズには、配置で

きる職員の体制が整うことを確認してから、実施の可能性について検討していきたい

と思います。 



問４ アンケート・サービスについて  

＜アンケート＞ 

・うちに限っては特に必要ないと思う。（ヘルパーさんに直接話せばいいので） 

・返信用封筒と切手はもったいないので不要です。 

・アンケートで、本人の満足度は、様子をみての親の気持ちなので、いいのかなと思いな

がら答えていますが、この項目のアンケートは必要なんですよね？ 

・意見、要望がかなわないのにアンケートをする必要ってあるのでしょうか。 

＜サービス＞ 

・高校卒業後も日中一時支援が使えるようになったらなぁ～と強く希望します。 

・今年度より電話対応が丁寧でかわりやすい。職員様の努力だと思います。  

・年に数回｢利用の制限｣というＦＡＸが届きます。制限というキーワードは・・・ 

・毎月の明細書、請求書等を紙の郵送ではなく PDF（メール）でいただけると嬉しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答： 

・毎年お忙しい中、アンケートにご協力いただいております。いただいた感謝のお言葉は

スタッフ、ヘルパーの励みにさせていただきます。また、ご意見、ご要望はサービス向

上のために役立てさせていただきます。アンケート内容につきましても、皆様に回答し

ていただきやすいよう、改善をさせていただきます。 

・返信用封筒についてですが、必要のない場合はアンケートと一緒にスタッフにお渡しく

ださい。別の用途で使用いたします。お気遣い感謝いたします。 

・明細書・請求書についてですが、事務との関係上、郵送でのお送りでお願いしておりま

す。ご了承ください。 

アンケートへのご協力ありがとうございました。 


