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平成 29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。  

１．時間の正確性 2 

2．言葉使い・マナー 1 

3．利用中の様子の伝え方 5 

4．ニーズにあった支援 4 

5．障がいに対する知識 2 

6．衛生面 1 

7．安全面 1 

8．プライバシーの保護 0 

9．情報提供・助言 0 

10．発作対応 0 

11．貴重品管理 0 

12．電話対応 0 

13．相談・不満・要望に対しての対応 2 

14．特にない 76 

15．その他 4 

 

＜時間の正確性＞ 

・送迎時間がずれる事がある。連絡をもらいたい。 

・迎えに行っても食事が済んでいないときがあった。事前に連絡が欲しかったです。 

＜利用中の様子の伝え方＞ 

・連絡帳のようなものがあればよいかな 

・一度「いつも言う事を聞かなくて」という言い方をされた。ASDの子は、聞かないのでは

なく、聞けないもしくは理解できていないのであって、指導方法が悪いだけだと思う。 

・満足できないほどではないが、時々気になる 

・支援する方によって報告内容が違う。喜怒哀楽の説明内容が不十分 

＜ニーズにあった支援＞ 

・活動内容を本人が理解していない、難しいと言う 

＜障がいに対する知識＞ 

・大学生の人は障がいに対する知識はあるのかな？ 

＜衛生面＞ 

・レンジ調理するものの持ち帰りの物の中に火の通ってない物がよくある。 

＜安全面＞ 

・１度少しの間、行方不明になった。危険予知が足りなかったのではないか。 

＜相談・不安・要望に対しての対応＞ 

・苦情まではいかないが、不満について話したことについてもある程度きちんと、その後

の対応について説明してほしかった。 

・要望に対しての返答がありません。 
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＜その他＞ 

・本人が苦手なヘルパーとはまたの利用を好まないので事情を聞いて、対応してほしい 

・ヘルパーさんの指定 

・すごく丁寧な対応でとても満足しているのですが、優しすぎるため、本人にわかりにく

いこと(伝わりにくいこと)もあるようです。 

 

 

問２ ご本人と保護者の方の満足度 

 

＜ホームヘルプ＞ 

・居宅介護時、会話して移動支援の行き先を決めたり最近では本人の行きたい所を聞き取

れるようになってきたと思います。スタッフさんとコミュニケーションが取れるようにな

り会話を楽しんでいます。 

・今までの事業所の中で一番安心できる。誠実。安心して利用できるので、通院もお願い

したい。移動支援も長く時間とってほしい（空き次第）。今のヘルパーさん二人でずっとや

ってほしい。でも通院 etc いない時は他の方でもお願いしたい。ずっとらいふさんでやっ

てもらいたい。できれば全部らいふさんに変わりたい。 

・例えばカラオケなど、利用者 1 人がその時間ずっと歌っているのではなく、支援者の方

も一緒に歌ってくださり、利用者を休憩させてその間お友達感覚で支援者の方も歌ったり

と臨機応変に対応してくださること、またその場を盛り上げてくださることなどとてもあ

りがたく思っています。本人も大変喜んでおります。 

・本人がどんな気持ちでいるかは様子をみてとらえるしかありませんが、嫌がらず利用で

きているのは、満足しています。 

・長い時間をお願いすることが多く申し訳なく思いますが本人は楽しみにしています。 

 

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 6 10 10 11 23 60 

2．満足している 5 10 9 5 23 52 

3．普通 4 3 1 3 5 16 

4．満足していない 0 1 0 0 1 2 

5．わからない 3 5 0 0 1 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 6 12 10 10 24 62 

2．満足している 4 12 8 7 21 52 

3．普通 6 4 2 2 8 22 

4．満足していない 0 0 0 0 2 2 

5．わからない 1 1 0 0 1 3 
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＜日中一時支援＞ 

・利用中にどんなことをしたか様子を詳しく教えてくださりありがたい。本人の行動した

事実だけでなく、なぜ本人がそのように行動したのかなど考察し次からの改善点や試しに

どのような支援をしてみるなどさらに踏み込んだお話しができたらもっといいなと思いま

す。「楽しんでいました。落ち着いていました」だけだとスタッフさんの苦労や考えがあま

り見られなくてもったいない。 

＜レスパイト＞ 

・本人は会話が出来ないので答えられませんが、お泊りやお出かけを楽しみにしているの

で満足していると思います。 

・本人は言葉で伝えることはできませんが泊まりをかなり楽しみにしていることが伝わっ

てきます。 

・急な時の対応などますます満足している。 

＜放課後等デイサービス＞ 

・参加できる時だけで、本当に申し訳ありませんが、とてもありがたいです。 

・本人も楽しく通っています。いろいろな活動があって、いろいろな経験が出来大変あり

がたく思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

・プログラム内容は本人の成長のために大変役立つものであり、本人も楽しみに通ってい

てありがたく思っています。 

 

 

問３ 今後の希望・要望について  

＜全サービス＞ 

・頼りにしているらいふさんなのでもっと積極的に行動をし、やる気を出してがんばって

欲しい。 

・翌月の予約が 10日は早すぎます。まだ今月が始まったばかりだし、翌月のらいふさん以

外の予定がいつ入るかわからないから 

・利用日の決まるのが前月の後半になるのは不便。予約受付を 2 ヶ月前にし、その月内に

利用日が決まると本人のスケジュールが組みやすい。家族の予定も立てやすくなり助かる。 

・普段利用していなかったので、予約日等を知らず、無理をお願いした。未だ、流れがわ

かっていない（親のほう） 

・以前は相談員という制度もなかったので「困ったららいふ」という感じで何でもらいふ

に相談していたが、最近はどこへ話を持っていったら良いか考えてしまう。 

・気軽に相談がしたい 

・障がいに対するアドバイスがあるといい。勉強会など（保護者も一緒に）。 

・卒業して日中一時支援が利用できなくなったので、本人の中でのストレス発散がなかな

かできません。他の事業所に利用を考えてはと言われますが、正直な所そう簡単にはいか

ず土・日の過ごし方が難しく今すごく悩んでいます。卒業後の土・日のみだけでも日中一

時のような取り組みがあればと思います。 



4 

 

・翌日の利用確認メールで緊急対応スタッフの名前を書いていただいてありますが、携帯

番号も入れていただくとわかりやすいです。 

・らいふのサービスに対するものではありませんが、制度上、行動援護サービスの利用時

の自由度が上がるとよいと思います。（利用時間の制限、レスパイトとの組み合わせ方等） 

・相談したことに対して一緒に考えてくれたり、提案・実践してくれたりしてくださって

きたので、引き続き、スタッフの皆さんが同じ姿勢でいてくれると嬉しいです。 

・本人のつまずきへの対応を一緒に考えてくださったり、すぐに試してみてくださったり、

大変ありがたく思っています。 

・相談・要望などのっていただいたり、伝えることができて感謝しています。継続してで

きるところが少ないので頼りにしています。あまりサービスを利用していないにも関わら

ず親切に対応してくださり、何かあったら相談できるところがあることで心に安心感があ

ります。そのような利用方法も受け入れてくださることにらいふの暖かさを感じます。 

 

＜ホームヘルプ＞ 

・年齢と共に歩行に衰えが見られてきたので無理のないように安全第一でお願い致します。 

・外出先でのトイレ介助も気になっています。ベッドのあるトイレばかりではないので大

変だと思います。外出先を増やすために、トイレのことを調べてくださるといつもと違う

ところにも行けるかなと思います。 

・月 1 回利用なので、あと 1 回利用できるといいです。でも毎回長い時間の利用を受けて

もらいありがとうございます。 

・他事業所では 2 人対応のせいか、思い切った所も連れて行ってくれるが、らいふの行き

先は決まった所になってしまっている。親も一緒でも良いので行き先の幅を広げてほしい 

・行き先を提案してほしい。お任せでお願いしても新しい行き先の提案はないので・・・

親としては大変な子供の介助をどこまでお願いしてよいか心苦しい気持ちがある。 

・移動支援の日数を増やしてもらいたいです。 

・昼食をはさんでの利用も考えてほしい 

回答： 

【らいふの現状について】 

 毎月、ご予約いただいた日程で支援をお組みできないこともあり、ご迷惑をお掛けしており

ます。ホームヘルプは有資格者しか支援に入ることができず、現状としてヘルパーが少ないた

めに、別日でのお誘いや時間変更をお願いし、ご利用者全員に 1日でも支援が行き届くよう努

めております。何卒ご理解いただきますようお願い致します。 

お知り合いにヘルパー資格のある方がいらっしゃいましたらご紹介いただけると助かります。 

【ご予約方法について】 

現状は、1 日～10 日の間に翌月のご予約をいただき、20 日～25 日の間にご予約のお返事をし

ております。ご予約・お返事の時期についていろいろなご意見をいただきますが、ご予約が揃

うまでに時間が掛かったり、調整に時間が掛かるため現状でお願い致します。 

【ご相談について】 

らいふも２０周年を迎え、今後も職員の世代交代は続いていきますが、ご相談に真摯に応え

ながら、ご本人、ご家族の安心した暮らしを維持し、続けるための支援がなくならないように

次の世代に伝えていくことを努めます。 
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・今まで断られたことがなかったのに、最近、利用できない月がでてきた。月に 1 回は最

低、是非利用できるようにしてほしい。 

・朝から夕方・夜までの支援が欲しい。支援回数、時間を増やして欲しい(午前、午後) 

・最近、予約をしてもキャンセルが多すぎる(実施不可能) 

・親と外出するときは車での移動が多く、公共交通機関を利用する支援をお願いしたい。 

・移動支援はなかなか希望の日に取れなかったりお昼を挟んだ利用ができなかったりする

ことが、不満というか残念です。スタッフの方は皆とてもよい方で、本人はとても楽しん

でいるのでなおさら残念に感じてしまいます。 

・本人が行きたいと思う場所に行くことができるよう一緒に考えていただけたらと思う。 

・月 1回の利用で毎回同じ場所なのでもう 1か所位安心していける場所が見つかるといい。 

・今後も行き先の提案をお願いします。本人のタイプをご存じなので楽しめそうな外出先

があったら教えてください。 

・予約が取れない時があるのは、仕事を入れてしまっている時大変困ります。 

・らいふのヘルパーさんは、本当に良くて保護者としては満足しているのですが、本人と

ヘルパーとの相性が合わなかった時、出かけても楽しくなかったということがあります。

ヘルパーさんの変更、希望などは言えるのでしょうか。 

・ひと月に３時間×２回は少なすぎます。毎週利用できるとありがたいです。 

・今のところ事が何も起きていないので特にありませんが、今後安全面発作対応などのこ

とが起き、問題にぶつかったときにその都度伝え、要望していきたいと思います。 

・間に合うよう交通機関の時刻等調べて欲しい。間に合わないときは早めに連絡が欲しい。 

・行動範囲が広がったので、１回の利用時間を増やして欲しい。そのために支援者を増や

していただけるとありがたい。 

・利用内容がこちらの希望だとどうしても高望みしてしまうので、こちらも要望はさせて

頂きますが、提案もしてもらって、一緒に考えていけたら嬉しいです。 

・ヘルパーさんとの外出を楽しみにしているので、回数が増えたらなと。行き先がマンネ

リしてきたので、アドバイスいただけたらと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答： 

利用時間やご予約の調整については毎年ご意見をいただいております。らいふの現状に着

きましては[全サービス]での回答の通りです。 

限られたヘルパーでより多くの方へサービス提供ができるよう、ご予約は午前・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。また、候補日を複数出していただくこと

で、調整の幅も広がります。ご迷惑をおかけしておりますが、よろしくお願いいたします。 

 

行き先についてですが、以前お配りしたリストやご家族だけでは判断が難しいというご意

見をいただいております。現状、スタッフがご本人やご家族のご希望をお伺いし、一緒に

話し合う時間が取れていない方が多くいらっしゃいます。新しい場所の開拓には事前準備

が必要です。しっかりと情報を共有したうえで実施していきたいと考えております。 

来年度は定期的にご利用のある移動支援の方から、お話をする時間を設けていく予定です。

ご相談には随時対応させていただきます。電話や引き継ぎ時など活用し、情報の共有を進

めていきたいと思いますのでご協力お願いいたします。 

 

ヘルパーの希望について。皆様にお返事させていただく段階ですべてのヘルパーが決まっ

ています。ヘルパーの希望や指名はできませんが、人と人との付き合いですので相性はあ

ると思います。利用後気になる点などありましたら、配慮させていただきますのでご連絡

下さい。 
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＜日中一時支援＞ 

・利用中の本人の様子やスタッフさんの工夫をもっと伺いたいです。 

・いろいろな外出があってもいいのではないかとおもうのですが（日中一時の支援対象外

になるのでしょうか？）例えばカラオケとか、外食や市外でのイベントなど、その時の子

供のメンバーにもよるのか？娘の場合、デイでは車いすを利用して外出のバリエーション

を増やしています 

・大人になっても継続して利用したい。大人の日中一時支援がほしい。 

・一日利用の時は遠方へのお出かけや調理実習などのプログラムを入れて欲しい 

・運動をしてほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜レスパイト＞ 

・利用のほとんどがレスパイトになっているが、できる部分はＨＨを使ってほしい 

・レスパイト利用時に（特に泊まりの時など）発作の回数、睡眠時間、らいふでの様子な

どおおまかでいいから用紙に書いて下さるとよくわかっていいです。 

・すごく電車に乗りたがっていて、レスパイトで過ごした後電車に行けれないと怒り出す

事が多くなってきました。一度レスパイトのときに数時間電車に乗れて満足していました。 

回答： 

貴重なご意見ありがとうございます。 

レスパイトと移動支援を契約している利用者の方につきまして、終日レスパイトのご予約を頂いて

いる場合、公園等へのおでかけに行ける場合はその部分を移動支援にて算定させて頂きます。

行動援護を契約しているご利用者の方は、原則自宅集合・解散での利用となっておりますので致

しかねます。 

レスパイトにはヘルパー資格のない学生アルバイトがお付き合いさせて頂くことがほとんどです。

上記の件は、資格を持っている学生や常勤職員の場合に限りますので、ご了承ください。 

 

回答： 

貴重なご意見ありがとうございます。 

支援スタッフの工夫につきましては、送迎中の引き継ぎ時間の問題もあり、詳しくお話しできず申

し訳ありません。詳しい支援内容などにつきましては、メールやお電話でお気軽にご連絡いただけ

れば、お答えしますのでよろしくお願いします。 

日中一時支援での外出につきましては、特に制限などはありません。安全に配慮した体制の取れ

るところで、気候の良い時は昼食を持って公園で食べるなどの外出活動も検討していきたいと思

います。カラオケなど、追加で実費負担がかかる活動は、事前の計画が必要になりますので、常

時は難しいですが、お楽しみイベントとして希望を聞き取りながら検討したいと思います。 

らいふ内での活動につきましては、個別に対応できることは行っていきたいと思いますので、お気

軽にご相談ください。 

大人の日中一時支援に関しては、年々ニーズが高まっています。今すぐに対応できる状態ではあ

りませんが、ニーズの高まりは感じています。地域の状況を見ながら、らいふでできることを考え

ていきたいと思っております。 
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＜放課後等デイサービス＞ 

・本人より「音楽が聴きたいからユーチューブを見れるようにしてほしい」とのことです。

親としては、家でも見れるし、みんなで見ると見たくないものも流れるかもしれないので、

よろこばしくはないです。 

・学習の目的については大変良いと思うが本人が理解できていないことに劣等感を持った

り、内容について記憶に残っていない回が減少するよう注意をはらって欲しい。 

・いつもお世話になっております。スタッフの方々には丁寧にご支援いただき、本人も安

心して過ごしています。18 歳でそよ風を卒業することがとても残念です。高校卒業後も引

き続き本人の支えとなってもらえるとありがたいです。 

・放課後デイの内容はとても満足しています。時間と送迎については不満です。 

・料理（おやつ）など、作るだけではなく味も少し良くしてほしいです。 

・放課後デイサービスを利用していますが、自立を目指しているため送迎が無いと思いま

すが、可能なら、自立の人と送迎ありの人と分けていただけるとありがたいのですが・・・。 

・休日の時間ですが、今 10:00-16:00ですが、09:30～子供を預かって頂けるとありがたい

のですが、変更は出来ませんか？仕事の都合があるのでお願いします。 

・駐車場が暗いため、少し危ないように思えます。市町村役場にお願いして街灯をつけて

いただくことはできないでしょうか。 

・将来に向けて働ける場所についてもっと詳しく教えてほしい 

・就職に向けての作業や、心構え等 お願いしたいです。 

・トレーニングセンター利用についての講習会後の保護者交流会ができなかったのでまた

企画お願いします。 

・現在シリーズで取り組まれている内容は学童期～青年のときに知っておいたほうが良い、

知らないとトラブルにつながる可能性がある内容になっているので引き続きお願いします。 

・先日連絡網で連絡が回ることになりシステムがよく分からないといい戸惑いました。以

前には学校でくつひもがほどけてリボン結びができなくて困りました。戸惑いそうなこと

は想定して前もって家で練習するのですが、予想外のことも多いです。皆さんの困ったエ

ピソードを聞いてみたいです。それを活動に取り組んでいただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ アンケート・サービスについて  

回答： 

送迎の実施やお時間の変更のご要望につきましては、誠に勝手ながら職員の体制上、現状

ではお応えできる予定はなく、ご迷惑をお掛けいたしております。このようなご希望がある

ことは承知しております。体制が整いましたらお応えしていきたいと思いますので、ご理解、

ご協力いただきたいです。 

プログラムの内容につきましては、みなさまに理解してもらえるように、ただ聴くだけで

なく体を動かし、声を出して体験しながらトレーニングができる内容にしていきたいと思い

ます。 

今後も同法人内の知多地域障害者・就業生活支援センター「ワーク」や、就職トレーニン

グセンター（勤労移行支援事業所）の職員と連携を続け、就職に向けたプログラムを提供し

ていくとともに保護者様のご相談にお答えできるようにしていきたいと思います。 

保護者交流会のテーマについても具体的なご提案もいただきました。今後は予定通り開催

できるように調整いたします。 

貴重なご意見ありがとうございました。 
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問４ アンケートについて 

・いつも大変お世話になり親子で感謝しています。娘とスタッフさんとのコミュニケーシ

ョンもなかなか楽しく笑わせてもらったり、とても楽しい時間です。 

・いつも安心してお願いできてます。 

・メールでも送迎時でも丁寧に対応してくださりありがとうございます。 

・らいふのおかげで生活が成り立っていると思っています。いろいろ要望を書きましたが、

無理を聞いてくださり娘の思いをきちんと捉えてくださって対応していただけるのは、や

はりらいふ以外にないと絶対の信頼をおいて利用させていただいております。 

・保護者も老いてきてヘルパーさんには助けていただきうれしいです。障がい者のヘルパ

ーさんは不足していると聞きます。これからもお世話になります。 

・少しずつですが社会性が伸び、言葉も増えてきました。これからもヘルパーさんとのお

出かけで、もっと社会性が伸びて欲しいと思っています。 

・いつもご協力いただきありがとうございます。外出先でタイマーを使って残り時間を知

らせるなどサポートしていただいてうれしいです。今後もよろしくお願いいたします。 

・いつも楽しく通わせていただいています。 

・親は時代についていけずスマホもブログも無縁です。おまけに FAX もこわれてしまい何

かと御不便をおかけしますが、どうぞお許し下さいませ。 

・利用者・保護者の思っていることや希望などをお伝えできる機会があることに、アンケ

ートを作って実施してくださることに、感謝しています。色々な希望や要望を持っておら

れる方がいらっしゃるとおもいますので、出来る時に出来る所から対応してくださればと

思っております。 

・いつもあたたかい支援をしていただきありがとうございます。 

 

 

 
 

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。 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。 


