
保護者などからの放課後デイサービス事業所評価の集計

公表：令和３年３月３１日 事業所名：運動療育センターすきっぷ古賀教室    保護者数：50家族　　回収率：83.3％

チェック項目 はい
どちらとも

いえない
いいえ わからない ご意見 ご意見を踏まえた対応

1
子どもの活動等のスペースが十分に確保され
ているか

78% 14% 0% 8%

【はい】
◎外活動もいいと思います。
◎中でも外でも活動をしてくれていてい
いと思う。スペースをどう使ってるかは
分かりません。

・環境の工夫を行っていきながら、今後も様々な
活動を行っていきたいと思います。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 80% 12% 0% 8%

【はい】
◎専門性の高い内容を子供が受けている
時があり、驚く事がある。
【わからない】
◎子供の担当の職員の方が、送っていた
だいた時に「最近、お見かけしないな」
と思っていたら、後日、LINEで退職され
た事を知りました。突然だったので少し
驚きました。事情により、急な退職であ
れば仕方の無い事かもしれませんが、親
としても、短い間であっても、子供を担
当していただいた事にお礼を言いたかっ
たので、残念に思いました。もし、前
もって退職や異動等が分かっているので
あれば、保護者に一報あってもいいのか
なと思いました。

・引き続き専門性を高め、より良い支援を提供で
きるよう努めます。
・スタッフの退職・異動について事後の報告にな
らず、事前にお伝えしていきます。

3
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置
などバリアフリー化の配慮が適切になされて
いるか

58% 10% 2% 30%

4
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、放課後等デイサービス計画*1が
作成されているか

98% 0% 0% 2%
【はい】
◎計画書をもらっています。

・保護者様と情報共有していきながら、必要な支
援への計画作成を行っていきます。

5
活動プログラム*2が固定化しないよう工夫され
ているか

92% 2% 2% 4%

【はい】
◎いろいろな活動の報告を受けていま
す。運動も中や外でやっていて子どもも
楽しんでます。小集団もいろいろしてく
れていますが、気持ちの課題は苦手なよ
うです。
◎日によって行っている事が違う印象。
【いいえ】
◎コロナ禍もあり、お出掛けが減り活動
がワンパターンなので、子供がお出掛け
もないし楽しくないっと回数が減りつつ
ある。

・定期的に活動を見直し、様々な活動プログラム
を検討していきたいと思います。
・1日活動もお子様が楽しめるよう工夫していき
ます。

6
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害
のない子どもと活動する機会があるか

8% 18% 16% 58%

【いいえ】
◎小学校があるので、交流する機会がい
るのか疑問。

・屋外での運動の際に近所のお友達と一緒に活動
を行う事もあります。

7
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説
明がなされたか

92% 400% 0% 0%

【わからない】
◎現在、子供を送っていただいた時に、
活動内容や子供の様子をお話ししていた
だいてますが、家の前の道路が狭い事も
あり、他の車が通ったりすると、車を移
動してもらったりしないといけないの
で、しっかり話を聞く事が出来ずじまい
だったりする事もあります。

・送迎時の駐車場所には配慮しつつ、しっかりと
報告をしていきたいと思います。また出来ない場
合は記録等でご報告をさせていただきます。

8
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、
子どもの発達の状況や課題について共通理解
ができているか

94% 6% 0% 0%

【はい】
◎よく子供のことを理解し、療育につな
いで頂いています。
◎送迎の時に報告をしてくれて家でもし
ていきたいと思うこともあったので、具
体的に方法等教えてもらえたら家でも
やってみたいです。

・すきっぷでの支援も分かりやすくお伝えし、ご
家庭や学校等での生活へ繋がるように支援してい
きます。

9
保護者に対して面談や、育児に関する助言等
の支援が行われているか

94% 6% 0% 0%

【はい】
◎困った時には こちらからもご相談して
います。
【わからない】
◎家での困った時に連絡していいのか
迷って言えてません。利用した時に相談
してます。

・困った事などをお伝えしやすい関係性を築いて
いき、お家や学校での困りごとなど保護者様とも
一緒になって取り組んでいきたいと思います。
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10
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催
等により保護者同士の連携が支援されている
か

16% 22% 24% 38%

【どちらともいえない】
◎コロナ以前は ありました。
◎今年度はコロナ禍で仕方ないが、オン
ライン交流会が出来れば参加したい。
◎以前からお知り合いの方とは個人的に
交流はある。
◎今年はコロナのため、しょうがなかっ
たと思います。
◎コロナ禍の中なので
【いいえ】
◎父母の会などはやった事ない様な気が
する
◎コロナの影響もあると思うので、保護
者間の交流はむずかしいと思うので、不
満には思っていません。

・現在コロナの影響で行っておりません。前回開
催時には、好評の声もお聞きしているので、状況
を見つつ機会を作っていけたらと思います。

11

子どもや保護者からの苦情について、対応の
体制を整備するとともに、子どもや保護者に
周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ
適切に対応しているか

56% 12% 0% 32%

【わからない】
◎連絡したら行動に移してはくれている
ように感じます。

・保護者様からのご意見はとてもありがたく思い
ます。早急かつ適切な対応をさせていただきたい
と思います。

12
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか

88% 8% 0% 4%

【どちらともいえない】
◎以前あったが、人それぞれの受け方に
もよるので仕方ない所もあるかも

・保護者様の気持ちや考えに寄り添うことが出来
るよう、信頼関係を築いていきたいと思います。

13

定期的に会報やホームページ等で、活動概要
や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関す
る自己評価の結果を子どもや保護者に対して
発信しているか

86% 8% 2% 4%

【どちらともいえない】
◎定期的なのかわかりませんが、ホーム
ページ見ました。
◎ホームページなどはあるが、行事で更
新されたらお知らせなどで教えて欲しい
なーと思う
◎無い事はないが、以前よりは少なく
なった。

・ホームページも多くの方々に見ていただけるよ
う、情報発信の方法を考えていきたいと思いま
す。
・送迎時など保護者様との連携を密に行っていい
きたいと思います。

14 個人情報に十分注意しているか 80% 6% 0% 14%
【はい】
◎そう思う。

・引き続き、十分に配慮をさせていただきます。

15
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルを策定し、保護者に周
知・説明されているか

70% 12% 2% 16%

【はい】
◎定期的にされていていいと思う
【どちらともいえない】
◎マニュアルは知りませんが訓練は予定
表に書いてありました。
◎地震の時などどうするかわからないで
す
【わからない】
◎知らない内容もある。

・保護者様にどんな状況でどう行動していくか
等、伝達方法を検討します。

16
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか

64% 0% 0% 36%
【はい】
◎訓練しているようです

・定期的に訓練をしています。

17 子どもは通所を楽しみにしているか 88% 8% 4% 0%

【はい】
◎毎日行きたいと言ってます。
◎友達みたいに接してくれているので、
子供も懐いていると思います。
◎通う事を楽しみにしている。

◎毎回とても楽しみにしているようで
す。

・これからもすきっぷが楽し場所、何か目標を
持っていただける場所と思っていただけるように
努めていきます。

18 事業所の支援に満足しているか 92% 6% 0% 2%
【はい】
◎ありがとうございます。

・ありがとうございます。さらにより良い支援を
提供させていただくためにも質の向上を目指して
いきます。
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*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させる
ための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。

*2

事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日／休日／長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
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