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派遣スタッフ 総評

ご協力頂きました皆様、本当にありがとうございました。

アンケート結果を元に、ｽﾀｯﾌの皆様がより働きやすく、

またベルサンテスタッフ株式会社から勤務してよかったと

思って頂けるようにより成長できればと思っております。

今後も、何かお気づきの点などがありましたら、お声を頂け

ればと思います。

【アンケート集計結果】

・回収率53.0%



派遣スタッフ 総評

【総評】

派遣先の先生方とのコミュニケーションの取り方や、派遣先の更衣室や保育室

の環境改善に関して指摘があり、会社としても派遣先とのコミュニケーションをより

深めて改善に努めたいと思います。

弊社営業に関しては、保育や雇用に関する知識をより充実させ、みなさんにより

良いアドバイスができるようにしていきます

また、会社からの連絡頻度や折り返し連絡のスピードは、不満の声を多く頂いて

いましたので、すぐに改善へ努めます。

最後に、みなさまの現在の「やりがい」については大変満足というお声をたくさんい

ただいておりますので、今後もよりやりがいをもってお仕事をしていただけるよう、私

たちも貢献していきたいと思います。



派遣スタッフ 平均グラフ

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

ご勤務頂いている派遣先について、満⾜度はいかがでしたか？
正職員やパートの方とのコミュニケーションは取れていましたか？

指揮命令者の指⽰の出し方や内容について、満⾜度はいかがでしたか？
指揮命令者の方とのコミュニケーションは取れていましたか？

保育現場の備品や業務用品について、数や質はいかがでしたか？
更⾐室や休憩室など、設備⾯はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退に関する報告・相談はしやすい雰囲気でしたか？
お仕事に、やりがいを感じれましたか？

営業担当者の⾝だしなみや表情、挨拶・ﾏﾅｰ・⾔葉遣いなどの基本姿勢はいかがでしたか？
顔合わせ・訪問の際など、待ち合わせ時間やお問い合わせの回答期限は守れていましたか？

営業担当者からの連絡頻度については適度でしたか？
ご連絡に対する担当者からの折り返しは迅速に出来ていましたか？

お悩み・ご相談には迅速かつ親⾝に対応出来ていましたか？
保育に関する知識、保育業界の情報・知識の理解度はいかがでしたか？

派遣先の保育方針や内容についての知識はいかがでしたか？
適切な派遣先のご提案・ご紹介が出来ていましたか？

派遣先での業務内容・担当クラス・持ち物等について正確に伝達出来ていましたか？
派遣先に対して、ご自⾝の勤務条件などを正確に伝達できていましたか？

派遣先の状況について、十分に把握できていましたか？
問題発生時には、速やかに対応し改善案を提案出来ていましたか？

安心して派遣先紹介や問題解決を依頼出来るパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？
電話対応について、全般的にいかがでしたか？

伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピードはいかがでしたか？
お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏えていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏えていましたか？

給与や有給休暇取得に関するお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？
保険加⼊や年末調整などのお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
今年度ベルサンテスタッフでの勤務について、満⾜度はいかがでしたか？

2016年度派遣スタッフ満⾜度ｱﾝｹｰﾄ 全体平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）



派遣スタッフ 平均グラフ

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

ご勤務頂いている派遣先について、満⾜度はいかがでしたか？
正職員やパートの方とのコミュニケーションは取れていましたか？

指揮命令者の指⽰の出し方や内容について、満⾜度はいかがでしたか？
指揮命令者の方とのコミュニケーションは取れていましたか？

保育現場の備品や業務用品について、数や質はいかがでしたか？
更⾐室や休憩室など、設備⾯はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退に関する報告・相談はしやすい雰囲気でしたか？
お仕事に、やりがいを感じれましたか？

営業担当者の⾝だしなみや表情、挨拶・ﾏﾅｰ・⾔葉遣いなどの基本姿勢はいかがでしたか？
顔合わせ・訪問の際など、待ち合わせ時間やお問い合わせの回答期限は守れていましたか？

営業担当者からの連絡頻度については適度でしたか？
ご連絡に対する担当者からの折り返しは迅速に出来ていましたか？

お悩み・ご相談には迅速かつ親⾝に対応出来ていましたか？
保育に関する知識、保育業界の情報・知識の理解度はいかがでしたか？

派遣先の保育方針や内容についての知識はいかがでしたか？
適切な派遣先のご提案・ご紹介が出来ていましたか？

派遣先での業務内容・担当クラス・持ち物等について正確に伝達出来ていましたか？
派遣先に対して、ご自⾝の勤務条件などを正確に伝達できていましたか？

派遣先の状況について、十分に把握できていましたか？
問題発生時には、速やかに対応し改善案を提案出来ていましたか？

安心して派遣先紹介や問題解決を依頼出来るパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？
電話対応について、全般的にいかがでしたか？

伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピードはいかがでしたか？
お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏えていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏えていましたか？

給与や有給休暇取得に関するお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？
保険加⼊や年末調整などのお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
今年度ベルサンテスタッフでの勤務について、満⾜度はいかがでしたか？

2016年度派遣スタッフ満⾜度アンケート ⼤阪・兵庫・奈良平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）



派遣スタッフ 平均グラフ

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

ご勤務頂いている派遣先について、満⾜度はいかがでしたか？
正職員やパートの方とのコミュニケーションは取れていましたか？

指揮命令者の指⽰の出し方や内容について、満⾜度はいかがでしたか？
指揮命令者の方とのコミュニケーションは取れていましたか？

保育現場の備品や業務用品について、数や質はいかがでしたか？
更⾐室や休憩室など、設備⾯はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退に関する報告・相談はしやすい雰囲気でしたか？
お仕事に、やりがいを感じれましたか？

営業担当者の⾝だしなみや表情、挨拶・ﾏﾅｰ・⾔葉遣いなどの基本姿勢はいかがでしたか？
顔合わせ・訪問の際など、待ち合わせ時間やお問い合わせの回答期限は守れていましたか？

営業担当者からの連絡頻度については適度でしたか？
ご連絡に対する担当者からの折り返しは迅速に出来ていましたか？

お悩み・ご相談には迅速かつ親⾝に対応出来ていましたか？
保育に関する知識、保育業界の情報・知識の理解度はいかがでしたか？

派遣先の保育方針や内容についての知識はいかがでしたか？
適切な派遣先のご提案・ご紹介が出来ていましたか？

派遣先での業務内容・担当クラス・持ち物等について正確に伝達出来ていましたか？
派遣先に対して、ご自⾝の勤務条件などを正確に伝達できていましたか？

派遣先の状況について、十分に把握できていましたか？
問題発生時には、速やかに対応し改善案を提案出来ていましたか？

安心して派遣先紹介や問題解決を依頼出来るパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？
電話対応について、全般的にいかがでしたか？

伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピードはいかがでしたか？
お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏えていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏えていましたか？

給与や有給休暇取得に関するお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？
保険加⼊や年末調整などのお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
今年度ベルサンテスタッフでの勤務について、満⾜度はいかがでしたか？

2016年度派遣スタッフ満⾜度マンケート 京都・滋賀平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）



派遣スタッフ 平均グラフ

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

ご勤務頂いている派遣先について、満⾜度はいかがでしたか？
正職員やパートの方とのコミュニケーションは取れていましたか？

指揮命令者の指⽰の出し方や内容について、満⾜度はいかがでしたか？
指揮命令者の方とのコミュニケーションは取れていましたか？

保育現場の備品や業務用品について、数や質はいかがでしたか？
更⾐室や休憩室など、設備⾯はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退に関する報告・相談はしやすい雰囲気でしたか？
お仕事に、やりがいを感じれましたか？

営業担当者の⾝だしなみや表情、挨拶・ﾏﾅｰ・⾔葉遣いなどの基本姿勢はいかがでしたか？
顔合わせ・訪問の際など、待ち合わせ時間やお問い合わせの回答期限は守れていましたか？

営業担当者からの連絡頻度については適度でしたか？
ご連絡に対する担当者からの折り返しは迅速に出来ていましたか？

お悩み・ご相談には迅速かつ親⾝に対応出来ていましたか？
保育に関する知識、保育業界の情報・知識の理解度はいかがでしたか？

派遣先の保育方針や内容についての知識はいかがでしたか？
適切な派遣先のご提案・ご紹介が出来ていましたか？

派遣先での業務内容・担当クラス・持ち物等について正確に伝達出来ていましたか？
派遣先に対して、ご自⾝の勤務条件などを正確に伝達できていましたか？

派遣先の状況について、十分に把握できていましたか？
問題発生時には、速やかに対応し改善案を提案出来ていましたか？

安心して派遣先紹介や問題解決を依頼出来るパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？
電話対応について、全般的にいかがでしたか？

伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピードはいかがでしたか？
お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏えていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏えていましたか？

給与や有給休暇取得に関するお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？
保険加⼊や年末調整などのお問い合わせや対応について、満⾜度はいかがでしたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
今年度ベルサンテスタッフでの勤務について、満⾜度はいかがでしたか？

2016年度派遣スタッフ満⾜度マンケート 名古屋平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）



派遣先 総評

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

今後、みなさまにより一層のご満足をいただけるよう、改善

活動に活用させていただきます。

【調査結果】

回収率 24.5％



派遣先 総評

【総評】

派遣スタッフについては「保育知識」、「仕事への取り組む姿勢」、「コミュニケー

ション能力」、「子どもへの対応」の部分で改善が必要であると調査結果からわかり

ました。弊社と致しましては、研修会を充実させ、保育知識及び保育技術の向上

を図ります。また日々のフォロー体制を見直し、仕事への取組み意識を改善してい

きます。

営業担当者については、必要時に紹介ができておらず、またスタッフの状況把握と

派遣先様が抱えている問題への提案が不十分であったことがわかりました。今後

はご訪問回数を増やし、いろいろなご提案ができるよう知識を高めていきます。保

育士不足は否めないところではありますが、弊社の強みでもある、「保育士の掘起

し」をより強化し必要時にご紹介できるよう努めていきます。

会社全体のサービスについては、お問い合わせに対する返答が迅速にできていま

せんでした。今後はスムーズにお答えできるよう、社内体制を見直すとともに、社

内研修を設け知識の向上を図ります。



派遣先 平均グラフ

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育に対する姿勢はいかがでしたか？
ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育知識はいかがでしたか？

自ら進んで物事へ対応しようとしていましたか？
勤怠状況（出勤率など）の状況はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退などの場合の「相談」や「連絡」の状況はいかがでしたか？
勤務開始時間に、余裕をもって仕事ができる態勢はとれていましたか？

勤務中の態度やマナー、規律の遵守はいかがでしたか？
直接雇用されている方（正職員やパートの方）とのコミュニケーションはいかがでしたか？

子どもに対しての姿勢はいかがでしたか？
保護者に対する姿勢はいかがでしたか？

営業担当者の、⾝だしなみや表情、挨拶、マナー、⾔葉遣いなどはいかがでしたか？
訪問時間やお問い合わせに対する回答、書類提出などの期限の厳守状況はいかがでしたか？

報告・連絡・相談を正確にかつ丁寧に⾏なえていましたか？
保育内容や方針の理解度はいかがでしたか？

ご依頼やご質問、ご不満の内容に関する理解度はいかがでしたか？
訪問頻度はいかがでしたか？

派遣スタッフの勤務内容の理解度はいかがでしたか？
弊社派遣スタッフへのフォロー状況はいかがでしたか？

保育に関する知識、保育業界の情報知識の理解度はいかがでしたか？
同じミスを繰り返したり、⾔い訳が多いということはありませんでしたか？

状況に応じた人材のご紹介状況はいかがでしたか？
必要かつ有益な情報提供の状況はいかがでしたか？（派遣以外の分野に関する事なども含めて）

問題意識をもち、改善のための提案を⾏なえていましたか？
また、改善に向けた⾏動は⾒受けられましたか？

安心して人材派遣の依頼ができるパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？

電話対応の状況はいかがでしたか？
伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピード状況はいかがでしたか？

お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏なえていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏なえていましたか？

契約書などは関係法令に基づく書類の提出状況はいかがでしたか？
労務管理上生じる問題については、関係法令に則って解決・処理できていましたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
派遣料⾦については、いかがでしたか？

弊社は、人材サービスなど今後も積極的にお声掛けいただける企業といえますか？

2016年度派遣先満⾜度アンケート 全体平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）



派遣先 平均グラフ

2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育に対する姿勢はいかがでしたか？
ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育知識はいかがでしたか？

自ら進んで物事へ対応しようとしていましたか？
勤怠状況（出勤率など）の状況はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退などの場合の「相談」や「連絡」の状況はいかがでしたか？
勤務開始時間に、余裕をもって仕事ができる態勢はとれていましたか？

勤務中の態度やマナー、規律の遵守はいかがでしたか？
直接雇用されている方（正職員やパートの方）とのコミュニケーションはいかがでしたか？

子どもに対しての姿勢はいかがでしたか？
保護者に対する姿勢はいかがでしたか？

営業担当者の、⾝だしなみや表情、挨拶、マナー、⾔葉遣いなどはいかがでしたか？
訪問時間やお問い合わせに対する回答、書類提出などの期限の厳守状況はいかがでしたか？

報告・連絡・相談を正確にかつ丁寧に⾏なえていましたか？
保育内容や方針の理解度はいかがでしたか？

ご依頼やご質問、ご不満の内容に関する理解度はいかがでしたか？
訪問頻度はいかがでしたか？

派遣スタッフの勤務内容の理解度はいかがでしたか？
弊社派遣スタッフへのフォロー状況はいかがでしたか？

保育に関する知識、保育業界の情報知識の理解度はいかがでしたか？
同じミスを繰り返したり、⾔い訳が多いということはありませんでしたか？

状況に応じた人材のご紹介状況はいかがでしたか？
必要かつ有益な情報提供の状況はいかがでしたか？（派遣以外の分野に関する事なども含めて）

問題意識をもち、改善のための提案を⾏なえていましたか？
また、改善に向けた⾏動は⾒受けられましたか？

安心して人材派遣の依頼ができるパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？

電話対応の状況はいかがでしたか？
伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピード状況はいかがでしたか？

お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏なえていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏なえていましたか？

契約書などは関係法令に基づく書類の提出状況はいかがでしたか？
労務管理上生じる問題については、関係法令に則って解決・処理できていましたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
派遣料⾦については、いかがでしたか？

弊社は、人材サービスなど今後も積極的にお声掛けいただける企業といえますか？

2016年度派遣先満⾜度アンケート ⼤阪・兵庫・奈良平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）



派遣先 平均グラフ

2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育に対する姿勢はいかがでしたか？
ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育知識はいかがでしたか？

自ら進んで物事へ対応しようとしていましたか？
勤怠状況（出勤率など）の状況はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退などの場合の「相談」や「連絡」の状況はいかがでしたか？
勤務開始時間に、余裕をもって仕事ができる態勢はとれていましたか？

勤務中の態度やマナー、規律の遵守はいかがでしたか？
直接雇用されている方（正職員やパートの方）とのコミュニケーションはいかがでしたか？

子どもに対しての姿勢はいかがでしたか？
保護者に対する姿勢はいかがでしたか？

営業担当者の、⾝だしなみや表情、挨拶、マナー、⾔葉遣いなどはいかがでしたか？
訪問時間やお問い合わせに対する回答、書類提出などの期限の厳守状況はいかがでしたか？

報告・連絡・相談を正確にかつ丁寧に⾏なえていましたか？
保育内容や方針の理解度はいかがでしたか？

ご依頼やご質問、ご不満の内容に関する理解度はいかがでしたか？
訪問頻度はいかがでしたか？

派遣スタッフの勤務内容の理解度はいかがでしたか？
弊社派遣スタッフへのフォロー状況はいかがでしたか？

保育に関する知識、保育業界の情報知識の理解度はいかがでしたか？
同じミスを繰り返したり、⾔い訳が多いということはありませんでしたか？

状況に応じた人材のご紹介状況はいかがでしたか？
必要かつ有益な情報提供の状況はいかがでしたか？（派遣以外の分野に関する事なども含めて）

問題意識をもち、改善のための提案を⾏なえていましたか？
また、改善に向けた⾏動は⾒受けられましたか？

安心して人材派遣の依頼ができるパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？

電話対応の状況はいかがでしたか？
伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピード状況はいかがでしたか？

お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏なえていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏なえていましたか？

契約書などは関係法令に基づく書類の提出状況はいかがでしたか？
労務管理上生じる問題については、関係法令に則って解決・処理できていましたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
派遣料⾦については、いかがでしたか？

弊社は、人材サービスなど今後も積極的にお声掛けいただける企業といえますか？

2016年度派遣先満⾜度アンケート 京都・滋賀平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）



派遣先 平均グラフ

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育に対する姿勢はいかがでしたか？
ご紹介させていただいた派遣スタッフの保育知識はいかがでしたか？

自ら進んで物事へ対応しようとしていましたか？
勤怠状況（出勤率など）の状況はいかがでしたか？

欠勤・遅刻・早退などの場合の「相談」や「連絡」の状況はいかがでしたか？
勤務開始時間に、余裕をもって仕事ができる態勢はとれていましたか？

勤務中の態度やマナー、規律の遵守はいかがでしたか？
直接雇用されている方（正職員やパートの方）とのコミュニケーションはいかがでしたか？

子どもに対しての姿勢はいかがでしたか？
保護者に対する姿勢はいかがでしたか？

営業担当者の、⾝だしなみや表情、挨拶、マナー、⾔葉遣いなどはいかがでしたか？
訪問時間やお問い合わせに対する回答、書類提出などの期限の厳守状況はいかがでしたか？

報告・連絡・相談を正確にかつ丁寧に⾏なえていましたか？
保育内容や方針の理解度はいかがでしたか？

ご依頼やご質問、ご不満の内容に関する理解度はいかがでしたか？
訪問頻度はいかがでしたか？

派遣スタッフの勤務内容の理解度はいかがでしたか？
弊社派遣スタッフへのフォロー状況はいかがでしたか？

保育に関する知識、保育業界の情報知識の理解度はいかがでしたか？
同じミスを繰り返したり、⾔い訳が多いということはありませんでしたか？

状況に応じた人材のご紹介状況はいかがでしたか？
必要かつ有益な情報提供の状況はいかがでしたか？（派遣以外の分野に関する事なども含めて）

問題意識をもち、改善のための提案を⾏なえていましたか？
また、改善に向けた⾏動は⾒受けられましたか？

安心して人材派遣の依頼ができるパートナーと成り得ていましたか？
営業担当者の総合的な評価はいかがでしたか？

電話対応の状況はいかがでしたか？
伝⾔の正確性及びコールバック（折り返し）のスピード状況はいかがでしたか？

お問い合わせに対する対応は、迅速に⾏なえていましたか？
お問い合わせに対する対応は、正確に⾏なえていましたか？

契約書などは関係法令に基づく書類の提出状況はいかがでしたか？
労務管理上生じる問題については、関係法令に則って解決・処理できていましたか？

業務・サービス等の総合的な水準はいかがでしたか？
派遣料⾦については、いかがでしたか？

弊社は、人材サービスなど今後も積極的にお声掛けいただける企業といえますか？

2016年度派遣先満⾜度アンケート 名古屋平均グラフ
（1：⼤変不満 2：やや不満 3：やや満⾜ 4：⼤変満⾜）


