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※合計回答数が配布枚数に満たない差数については未回答数です。

問 1 選択肢 回答数 割合

はい 57 91.9%

どちらともいえない 3 4.8%

いいえ 2 3.2%

非該当 0 0.0%

問 2 選択肢 回答数 割合

はい 55 90.2%

どちらともいえない 1 1.6%

いいえ 2 3.3%

非該当 3 4.9%

問 ３ 選択肢 回答数 割合

はい 41 69.5%

どちらともいえない 16 27.1%

いいえ 2 3.4%

非該当 0 0.0%

問 ４ 選択肢 回答数 割合

はい 53 85.5%

どちらともいえない 9 14.5%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

【通所介護】
あなたにとって、事業所での活動や機
能訓練（体操や運動など）が自宅での
生活を続けるために役立つと思います
か

【認知症対応型通所介護】
事業所に通うことで、ご本人の心身の状
況が安定していると思いますか

【通所介護】
あなたが事業所で興味・関心が持てる
行事や活動はありますか

【認知症対応型通所介護】
事業所の行事や活動は、ご本人が興
味・関心をもって行われていると思いま
すか
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【通所介護】
事業所の過ごし方は、あなたにとって
合っていると思いますか（急がされたり
待たされたりすることは少ないですか）

【認知症対応型通所介護】
事業所の過ごし方は、ご本人にとって
合っていると思いますか（急がされたり
待たされたりすることは少ないですか）

【通所介護】
あなたは、身の回りのことで必要な手助
けを受けられていると思いますか（食
事・入浴・排泄など）

【認知症対応型通所介護】
身の回りのことでご本人が、認知症や心
身の状況に応じた必要な介助を受けら
れていると思いますか（食事・入浴・排
泄など）
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問 ５ 選択肢 回答数 割合

はい 57 91.9%

どちらともいえない 5 8.1%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

問 ６ 選択肢 回答数 割合

はい 49 94.2%

どちらともいえない 3 5.8%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

問 7 選択肢 回答数 割合

はい 50 96.2%

どちらともいえない 2 3.8%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

問 8 選択肢 回答数 割合

はい 52 96.3%

どちらともいえない 2 3.7%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

問 9 選択肢 回答数 割合

はい 45 86.5%

どちらともいえない 4 7.7%

いいえ 0 0.0%

非該当 3 5.8%

問 10 選択肢 回答数 割合

はい 51 94.4%

どちらともいえない 3 5.6%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

【通所介護】
あなたは、適切な情報提供やアドバイス
を職員がしてくれていると思いますか

【認知症対応型通所介護】
あなたは、認知症への対応をはじめ適
切な情報提供やアドバイスを職員がし
てくれていると思いますか

あなたは、事業所の生活スペースは清
潔で整理された空間になっていると思
いますか

【通所介護】
あなたがけがをしたり、体調が悪くなった
ときの、職員の対応は信頼できますか

【認知症対応型通所介護】
ご本人がけがをしたり、体調が悪くなっ
たときの、職員の対応は信頼できます
か

あなたは、利用者同士のいさかいやいじ
め等があった場合の職員の対応は信頼
できますか

あなたは、職員があなたの気持ちを大
切にしながら対応してくれていると思い
ますか

あなたは、職員の言葉遣いや態度、服
装などが適切だと思いますか



問 11 選択肢 回答数 割合

はい 51 94.4%

どちらともいえない 3 5.6%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

問 12 選択肢 回答数 割合

はい 51 94.4%

どちらともいえない 3 5.6%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

問 13 選択肢 回答数 割合

はい 50 92.6%

どちらともいえない 4 7.4%

いいえ 0 0.0%

非該当 0 0.0%

問 14 選択肢 回答数 割合

はい 54 87.1%

どちらともいえない 7 11.3%

いいえ 0 0.0%

非該当 1 1.6%

問 15 選択肢 回答数 割合

はい 42 71.2%

どちらともいえない 10 16.9%

いいえ 0 0.0%

非該当 7 11.9%

総合的な満足度に関する質問 選択肢 回答数 割合

大変満足 17 32.1%

満足 33 62.3%

どちらともいえない 3 5.7%

不満 0 0.0%

大変不満 0 0.0%

【通所介護】
現在利用している通所介護【デイサービ
ス】を総合的にみて、どの程度満足して
いますか

【認知症対応型通所介護】
現在利用している認知症対応型通所
介護を総合的にみて、どの程度満足し
ていますか

【通所介護】
あなたのプライバシー（他の人に見られ
たくない、聞かれたくない、知られたくな
いと思うこと）を職員は守ってくれている
と思いますか

【認知症対応型通所介護】
ご本人のプライバシー（他の人に見られ
たくない、聞かれたくない、知られたくな
いと思うこと）を職員は守ってくれている
と思いますか

【通所介護】
あなたのサービスに関する計画（目標）
を作成したり見直しをする際に、事業所
はあなたや家族の状況や要望を聞いて
くれますか

【認知症対応型通所介護】
ご本人のサービスに関する計画（目標）
を作成したり見直しをする際に、事業所
はご本人や家族の状況や要望を聞いて
くれますか

【通所介護】
あなたの計画やサービス内容について
の説明は、わかりやすいと思いますか

【認知症対応型通所介護】
ご本人の計画やサービス内容について
の説明は、わかりやすいと思いますか

あなたが不満に思ったことや要望を伝
えた時、職員は、きちんと対応してくれ
ていると思いますか

あなたが困ったときに、職員以外の人
（役所や第三者委員など）にも相談でき
ることをわかりやすく伝えてくれましたか
























