
チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ 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 

80% 20%

・大きいお子さんの人数が
多いと狭いのではないか。
　　・限られたスペースの
中でいつも色々な活動をし
て頂いています。

適切なスペースではあるが、利用人数
や活動内容によっては狭いと感じるこ
ともある。よって、活動内容を考慮し
たり、机や椅子など移動させて十分な
スペースを確保する努力をしている。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 90% 10%
手厚い職員数で安心できま
す。

今後も安心してご利用いただけるよう
に努力していく。

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

80% 20%

環境や生活空間は、写真で
しか過ごしている様子を見
ていないのでわからないで
す

室内は段差のない造りになっており、
トイレ等には手すりを設置している。
コロナ感染防止対策の下、見学ご希望
の保護者様には、実際に足を運んで見
ていただいている。

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
ス計画が作成されているか

95% 5%
満足、納得する内容になっ
ています。

満足していただける内容を今後も継続
していく。

5
活動プログラムが固定化しないよう工夫
されているか

85% 15%

・利用を楽しみにしている
。                              
・手作りおやつの取り組み
は子どもが喜ぶので継続し
てもらえたら助かります。
　　        
　・ある程度、固定化、ル
ーティン化していくことで
成長や変化も感じられる為
、良い面もあると個人的に
は考えています。登下校の
時間がそれぞれ異なる限ら
れた時間の中で、季節や行
事に関する活動も取り入れ
てくださって、ご苦労も多
いと思いますが、感謝して
おります。コロナが落ち着
きましたら、調理や買い物
の再開があると嬉しいです
。また、外あそびの機会が
もう少し増えると尚嬉しい
です。

今後も、活動プログラムを通して、子
どもたちの成長や変化を見ていきたい
。そのなかで、プログラムが固定化さ
れないよう、季節や行事を取り入れ、
子どもたちが楽しめるような活動の工
夫に努めていく。保護者の皆様の貴重
なご意見も考慮していきたい。
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保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）



チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ ご意見 ご意見を踏まえた対応

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

15% 70% 15%

・コロナで・・外出が少な
くなり減った感じ。　　　
　　　・うちの子どもは、
初対面のお子さんとの交流
は難しいので交流の機会は
なくてよいです。　　　　
　　　　　　　・なかなか
難しいことだと思います。
しなくてもよいかなと思い
ます。

・保護者の皆様のご意見を尊重してい
きたい。

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 

95% 5%

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 

100%

・困ったら、すぐに理解と
子どもの変化を見て利用の
時の様子を教えてくれる。
　                        
　・子どもの悩みや困りご
となど職員の皆様が親身な
って寄り添ってくれてます
。ありがとうございます。
　　　　　・いつもノート
や写真でよく伝えてもらっ
ています。ありがとうござ
います。　　 
　　・プラスのことだけで
なく、気になること、困っ
ていること、トラブル、家
庭でこうしてほしいなども
都度こまめに伝えてくださ
ると有難いです。今デイで
はこういう支援をしている
が家庭ではどうか？など日
常の些細なこともこまめに

が 嬉

デイ日誌、連絡ノート、送迎時や面接
等で、子どもたちの状況を保護者の皆
様と伝えあい、共通理解を図っている
。保護者様と、コミュニケーションを
取りながら、ご要望にお応えできるよ
う、こうした貴重なご意見を活かして
いきたい。

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 

80% 20%

・毎回助けられています。
　　　　・送迎の時に少し
話すぐらいなので、もっと
話す機会があったらと今に
なって思います。

・利用頻度の差もあり、保護者によっ
ては、話す機会が少ないと感じている
方もいらっしゃるようなので、コミュ
ニケーションを取りながら配慮ができ
るように、今後検討していきたい。

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

5% 60% 35%

・機会があれば出席したい
です。高等部卒業後の進路
の決め方など進路に関する
する情報を知りたいです。
　　　　・特に必要性を感
じません。なくてもよいか
なと思います。

保護者会等の開催を望む声、望もまな
い声、双方あるため非常に難しい。今
後の検討課題にしていきたい。

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

95% 5%
行動が早くて助かっている
。

・今後も迅速かつ適切に対応していき
たい。
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チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ ご意見 ご意見を踏まえた対応

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 

95% 5%

・毎日の写真が本当に楽し
みで、言語表出の少ない子
の親にとっては非常に有難
い情報源です。いつもあり
がとうございます。子ども
とのやりとりにも役立って
います。

・言語表出の少ない子どもや子どもの
障害特性を踏まえて、絵や写真などの
視覚的にもわかりやすい、意思や情報
伝達方法を、今後、もっと精度をあげ
て継続していきたい。

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

75% 25%

・ＨＰで自己評価、保護者
評価を確認しました。開示
があるとよいですね。真愛
さんへの信頼度が増しまし
た。　                        
　・毎回の写真がありがた
いです。

・今後もＨＰでの開示を継続し、保護
者の皆様に、信頼していただけるよう
努めていく。

14 個人情報に十分注意しているか 90% 10%

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

75% 25%

・訓練をしていただけると
言うことで助かります。よ
ろしくお願い致します。事
後報告で子どもの様子を教
えてもらえたら嬉しいです
。　　               　　   
・マニュアルが策定されて
いるかは不明であるが、訓
練の予定はある。（コロナ
関連で延期）

・コロナ感染者の急増で令和4年1月2
1日に予定していた訓練が中止になっ
ている。感染状況の推移をみながら、
今後実施の予定を立てていきたい。実
施後は、保護者の皆様に報告していく
。

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

80% 20%

・地震、火災、水災害、不
審者の侵入など、あらゆる
事態を想定して、マニュア
ルの策定や訓練を実施して
頂けると有難いです。

・コロナ感染者の急増で令和4年1月2
1日予定していた訓練が中止になって
いる。感染状況の推移をみながら、今
後実施の予定を立てていきたい。実施
後は、保護者の皆様に報告していく。

17 子どもは通所を楽しみにしているか 90% 10%

・よい笑顔で帰宅していま
す。　　　　　　　　　　
・にこにこでデイのノート
を入れます。

・今後も、子どもたちに、通所を楽し
みにしてもらえるように、さらに努め
て行く。

18 事業所の支援に満足しているか 95% 5%
・大、大、大満足です。　
　　・卒業後の支援お願い
します

・卒業後の支援をご希望される保護者
様もいらっしゃるので、今後の検討課
題にしていきたい。

〇この「保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）」は、保護者等の皆様に「保護者等向け放課後等デイサービス評
価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。
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