
満足 やや不満 どちらでもない やや不満 不満

① レクリエーションについて 8 2

・工作の内容について満足していますか？

（例：イースターエッグ・プラパン等）

・体幹運動やリトミックの内容について 9 1

満足していますか？

（例・：新聞棒を使う体操・ダンス等）

＜回答無し・・・件＞

・クッキングの内容について満足 10

していますか？

（例：カレー・おこのみ焼き等）

＜回答無し・・・件＞

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

② 戸外活動について

・行先について満足していますか？

・目的地の見学、活動について満足

していますか？

③ 戸外活動の目的について

・団体行動においてにのルールを守る。

・公共で社会的ルールの経験

・日常生活で目にする物がどのように

作られているかを知る。

以上を目的をして活動する事に満足

していますか？

※その他戸外活動についてご意見が

あれば右記にお書き下さい。

＜回答無し・・・4件＞

チェック項目

チェック項目

●遠くの行ったことのない公園でしたらだいたいよろこびます。

●海遊館

●子、本人はお菓子の工場見学に行きたいと言ってます。

　私が気になる(行ってみようかと思っていた所)は、「きしわだ自然資料館」

　「大阪市下水道科学館」ですがリニューアルの為一時休館しているそうです。

●関西サイクルスポーツセンター・プール・公園（浜寺など・・・）

評価

※今回はコロナにより自粛だったため行先候補の希望のみ

●コロナの状況もあると思うので職員の方におまかせです。

●みつえ青少年旅行村、まだ行けてないのでぜひ!!!

　兄弟は太秦映画村だそうです。

ご意見等　（戸外活動について）

●いつもお料理ありがとうございます。早くみんなで作れるとよいですね。

●クッキングもありがとうございます。「デイの料理が一番！」と喜んでいます。

R3年度　放課後等デイサービス　サービス評価アンケート集計表　－　①　　　　　　　　　　　　　

評価

●家では凝った工作が中々できないので、色々な工作をさせて頂いて

 嬉しいです！.

●体幹運動やリトミックも楽しんで続けられていることがありがたいです。

ご意見等（レク・体幹運動他・ｸｯｷﾝｸﾞ等）



満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

④ 療育・支援について

（生活面での療育）

・挨拶等を行い社会性を身につける。

・所定の位置に提出物を出す。

（例：連絡帳、水筒、お弁当等）

（学習面） 満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

・ひらがな、カタカナ、漢字、語彙等

・足し算、引き算、かけ算、割り算等

・電卓の使い方、お金の計算

・絵カードによるマッチング

・音読

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

⑤ （介助が必要なお子様について）

●食事介助 3

●排泄介助 3

●着脱介助 3

10
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チェック項目

チェック項目

（ご意見）

※以上を目的として支援を行う事に満足していますか？

<回答無し・・・7件＞

※それぞれの介助について、ご意見ご要望がございましたら右記へお書きください。

評価

●いつもありがとうございます。自分でも少しずつチャレンジする姿が見られます。

（チェックなし）

ご意見等

●過去問対応ありがとうございます。

●かけ算が特に楽しいです。

※以上を目的とした支援を行う事に満足していますか？

＜回答無し・・・件＞

・人への思いやり。

・気持ちのコントロール。

・忘れ物に気を付ける。

・手洗い・うがい・消毒を身に付ける。

放課後等デイサービス　サービス評価アンケート集計表

評価

●生活面、学習面共に丁寧に繰り返しご支援、ご指導いただき習慣化し、

　できることが増えています。

ご意見等



⑥ ブログについて

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

⑦ あおぞら通信について

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

2

＜回答無し・・・0件＞

＜回答無し・・・1件＞

掲載させて頂いておりますが、また保護者様で「こういうことを知りたい。」「載せて

1

8

10

7

7

1

1

チェック項目

●ブログに見られたりチェックしたり
していますか？

●内容について満足していますか？

チェック項目

・あおぞら通信を読んでいますか？

●内容について満足していますか？

はい いいえ

2

ほしい。」というものがございましたら是非とも右記にご要望をお書き下さいます様

宜しくお願い致します。

（こういうことを知りたい・・・。）

●写真を沢山載せてくださっているので、本人も家族も楽しみにしています。

　部屋の壁に貼っています。

※現在、通信の内容記事につきまして、保護者様のお役にたてるものをと考え

評価

はい いいえ
ご意見等

●たまに…

●デイで過ごす様子が詳しくわかって、内容も楽しいです。

ご意見等

　子どもたち本当に楽しそうですね！

評価



満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

⑧ 利用予定表について

・書きやすさについて満足していますか？ 8 1

・提出期限について満足していますか？ 7

＜回答無し・・・1件＞

⑨ 送迎について 満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

・お迎えに時間について満足していますか？

（平日、デイ内での活動の場合）

・お帰りの時間について満足していますか？

（平日、デイ内での活動の場合）

・お迎えに時間について満足していますか？

（土・祝日、デイ内での活動の場合）

・お帰りの時間について満足していますか？

（土・祝日、デイ内での活動の場合）

チェック項目

⑩スタッフについて 満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

⑩ ・挨拶はきちんとされていますか？ 9 1

・言葉使には満足されていますか？ 9 1

・心優しい態度で接することができて

いますか？

・保護者様に対して面談や育児に関する

助言等の支援が行われていますか？

・日頃から発達の状況や課題について

保護者様とデイが理解しあえていますか？

1

1

7

9

9

放課後等デイサービス　サービス評価アンケート集計表

評価

※記載項目等についてご意見等がございましたら右記にお書きください。

7

9

8

8

1

1

1

1

1

評価

●いつも優しく、親身になって支援していただき、本当にありがとうございます。

　子本人はスタッフさん、仲間たちを家族のように思いデイで過ごすのを楽しみに

　しています。親子共に支えていただき、スタッフの皆様には感謝しかありません。

　本当にありがとうございます。

ご意見等

＜回答無し・・・1件＞

放課後等デイサービス　サービス評価アンケート集計表

ご意見等

●こちらの希望をすべてきいて頂いているので不満は一切ございません。

チェック項目 ご意見等



満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

・R3年に開催しました発表会に

満足されていますか？

・発表会はまた開催して欲しいと思われ A： 9

ますか？ B: 0

C: 1

<回答無し…件＞ D: 0

肢体不自由児

自閉・知的・ﾀﾞｳﾝ症・発達障害等

19

1件 0件 0%

10件 10件 100%

送付件数 回収件数 回収率 備考欄

※来年度の支援等において、ご希望、ご意見等がございましたらお書きください。

●来年は一応受験生ですので、家でなかなかできない勉強面でお手数をおかけします。

　繰り返し同じ問題を覚えるぐらい出来るようになれば、テストの対策が自身でわかればよいのですが…

●これまで通りよろしくお願いいたします。

※スタッフに対し「もう少しこうしてほしい。」等ご意見等があればお書きください。

●これまで通りよろしくお願いいたします。

　あおぞらさんの発表会は毎年子ども達1人1人の好きなこと、得意なことを引き出してじっくり時間をかけて練習させてくれるので、みんな自信を持って発表

　できるのでしょうし、本当に良い表情を見せてくれるので素晴らしいです。！

●普段、子どもが過ごしている場所なので成長した姿を見たいから…。

　送迎でなかなか指導員の方と顔を合わすこともないので、子どもがどう関わっているのかも見たい。

●子ども達が自ら考えて楽しそうにやっていたので。

●初めての参加なので楽しみです。

●皆で盛り上げたいから。

●本人が楽しみにしているので、ぜひお願いします。

どちらでもよい

解答なし

※AまたはBにつきまして理由をお聞かせください。

●普段と違う様子が見れること

●とてもよかったです！

●人前で発表することで、達成感や自信につながると思うため。

　自信を持って堂々と発表している姿に成長を感じ嬉しいかったです。

評価

して欲しい

して欲しくない

⑪発表会につきまして ご意見等


