
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　美和台教室　保護者数：38家族　回収率：73.6％

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
82％ 11％ 0％ 7％

【はい】

◎個室も2部屋あり各部屋にもエアコンもあっ

たりと十分に確保されている。

【どちらともいえない】

◎基本的には充分だと思っておりますが、中高

学年の児童が複数人いる場合を想定するともう

少し広い方がよいように思います。

◎中高学年が多い日には低学年と分けた運動や

グループ活動を実施し、お子様の安全面等に配

慮しながら活動をさせていただいております。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 82％ 3％ 3％ 11％

【はい】

◎こちらも勉強になるので有り難いです。子ど

もの事を理解してくれる事が、本当に救われま

す。

【どちらともいえない】

◎若い職員も多い為

【いいえ】

◎専門性について不安が、強い。

◎職員教育に努め、専門性に関しても研修会等

の参加をすることで個々のスキル向上に努めて

いきたいと思います。

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

68％ 7％ 0％ 25％

【はい】

◎新しい設備で、綺麗です。

つまずきやすい子なので、安心です。

◎ありがとうございます。

必要性に応じて都度、設備等の検討を行ってい

きます。

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

93％ 7％ 0％ 0％

【はい】

◎丁寧に話を聞いて下さいます。私は出来事を

話すだけですが、そこから支援内容を組み立て

て下さるので、家でも出来る事など気づかされ

ます。有り難いです。

【どちらともいえない】

◎ニーズが反映されていることあれば反映され

ていないこともある。

◎お子様、保護者様のご要望を職員間で共有

し、共通理解の下計画書作成に努めていきたい

と思います。

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
93％ 7％ 0％ 0％

【はい】

◎コロナウイルス禍の中人数に1つのグループ

に人数制限を設け活動できている。

◎日々色々な活動報告があります。

◎翌月のスケジュールが出ると、真っ先に子ど

もが『この日行きたい』と言います。楽しみな

ようです。家族で話ながら、どの活動に参加す

るか決めるようにしています。

◎ありがとうございます。

今後も様々な活動プログラムを検討し、お子様

に楽しんで療育に通所出来るように努めていき

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
11％ 3％ 21％ 64％

【はい】

◎水泳の習い事を通して関わりがある

【いいえ】

◎コロナ禍なので仕方ないです

【わからない】

個人で。。。ではなく、学童(留守家庭)等との

交流という事ですよね？すみません、その日に

利用していないだけかもしれませんが、分かり

ません。

◎現状そのような活動を企画はしておりません

が、屋外活動や公園等で触れ合う機会はありま

す。ご希望等あればご相談をいただけたらと思

います。

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
97％ 3％ 0％ 0％

【はい】

◎契約時に説明をしっかりうけました

【どちらともいえない】

◎おやつ、お茶、教材費等として、費用100円

とありますが、おやつの量が少ないため、活動

に集中出来ないのではと思います。

特に、学校で午後の体育があった日には、辛い

かと思いました。

おやつと教材費は、別徴収とし、どんな物を、

購入しているのか知る事が出来れば、より安心

出来ると思いました。

◎おやつの量は検討していきたいと思います。

また、教材費等で購入させていただいた物だっ

たりは、ホームページ等を活用しながら発信し

ていけるように努めていきたいと思います。

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

79％ 21％ 0％ 0％

【はい】

◎私がちゃんと理解できているか、自分でも分

かりませんが。。。丁寧に教えて頂くので、分

かった気でいます。

◎ありがとうございます。

より分かりやすくご様子や支援についても説明

が出来るように努めていきます。
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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

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
79％ 14％ 3％ 3％

【はい】

◎定期的な面談や電話で助言等してもらえてい

る

◎お忙しいなか、私がすごく時間をかけて話し

てしまうのに、聞いて頂き、安心します。

【どちらともいえない】

◎直接助言をしていただくことはあまりないで

すが、利用中に対応いただいているようなので

満足しております。

◎必要に応じて面談があり、適切に対応されて

いると思いますが、助言については、子どもの

気持ちや保護者の苦悩について寄り添うよりも

先に、職員目線での助言を強く発しているよう

に感じてしまい、残念に思います。

◎保護者様にも、送迎時等に支援等のご説明が

出来るようにご報告を徹底させていただきま

す。

◎また、お子様の気持ちや保護者様の苦悩につ

いても職員全員で理解に努め、安心して支援を

受けいれていただく為の体制づくりに努めてま

いります。

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
0％ 21％ 32％ 46％

【いいえ】

◎保護者も一緒に参加して交流したいです

◎コロナ禍なので仕方がないと思います

【どちらともいえない】

◎開催はあっても、都合が合わずあまり参加で

きていません。もしコミュニケーション失敗し

たらどうしようという不安も少々あります。

◎以前は保護者様を対象とした座談会等の企画

はありましたが、現在はコロナ禍の為控えさせ

ていただいております。また、コロナウイルス

の状況を見ながら、保護者様等が参加できる企

画等も検討していきたいと思います。

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

50％ 11％ 3％ 36％

【どちらともいえない】

◎自分が不満を感じた事がないので、不満があ

る方はさぞかしシッカリ教育理念等されてある

んだろうな～と思います。。。逆に、私がご迷

惑おかけしないよう(特に時間割や翌月予定表

締切関係)しなけなければと思います。

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
86％ 11％ 0％ 3％

【はい】

◎話しやすい環境にして頂き、有り難いです。

【どちらともいえない】

◎報告書の内容で、頑張った姿や成長の姿を知

る事が出来て嬉しい反面、子どもの話と違う内

容が、書かれていた事があり疑問に感じまし

た。

◎報告書の内容だけではなく、送迎時等により

分かりやすくお子様の情報を正確に伝えていけ

るように努めていきます。

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

54％ 14％ 3％ 29％

【どちらともいえない】

◎定期的にはあると思います。

◎日々の活動のご様子等もホームページ等に掲

載をしていき発信していきたいと思います。

14 個人情報に十分注意しているか 82％ 3％ 0％ 14％

【どちらともいえない】

◎最近特にないと思います。

◎今後も個人情報の取り扱いについて十分に注

意していきたいと思います。

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

71％ 14％ 0％ 14％

【どちらともいえない】

◎契約時に説明されているがマニュアルまで細

かくまでされていない

◎感染症については、充分に対応されているの

で、安心して利用が出来ています。

◎マニュアルについても時間をかけて面談時等

にもご説明させていただけるように努めていき

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
18％ 14％ 0％ 68％

【どちらともいえない】

◎予定表に避難訓練は入っているが子供を参加

までさせていない

◎年に2回程、火災・地震を想定した避難訓練を

実施しておりますので機会があれば参加して頂

けたらと思います。
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17 子どもは通所を楽しみにしているか 64％ 32％ 3％ 0％

【はい】

◎運動や友達、先生とふれあう楽しさもありま

すが、環境、スケジュールが整っている事も行

きたい理由のようです。体験等もあり、本当に

通所を楽しみにしています。

【どちらともいえない】

◎活動によりきりです

◎今後も、お子様が楽しいと思ってもらえるよ

うな活動を沢山企画していき、お子様にたくさ

んの楽しいを持ち帰ってもらえるように努めて

いきたいと思います。
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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

◎お子様、保護者様の気持ちに寄り添った支援

を出来るように、職員全員で検討し、お子様が

楽しく、保護者様にも安心して通所出来る環境

を整えていきたいと思います。また、ご意見を

真摯に受け止め、対応させていただきます。よ

ろしくお願いします。

*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。

事業所の支援に満足しているか 86％ 11％ 3％ 0％

【はい】

◎数年前からお世話になってるので、相談しや

すく有り難いです。

【いいえ】

◎新教室でのスタートとなり、気になる事が

あっても、伝え辛い思いがありました。ご多忙

の中、前在籍教室の先生に、子どもの様子など

見て頂けたようですが、保護者にも、ライン等

の連絡もあると、転籍後のフォローとして、よ

り安心出来たと思いました。学校では、毎年、

担任に、子どもの事を伝えるだけで、疲労困憊

する思いですが、すきっぷでは、長期間に渡

り、子どもの成長を促し適切に支援して頂ける

と喜び安堵しています。だからこそ、すきっぷ

は、学校と違い、子どもが、安心して自我をだ

し、失敗をしチャレンジ出来る場所だとも思っ

ています。先生方には、学生であっても、新卒

であっても、未経験であっても、一職員とし

て、子どもの心身の状況をしっかり把握した上

で、子どもに向き合って欲しいと願っていま

す。
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