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）
公表：

年

事業所名

月

日

放課後等デイサービス

明日の輪

チェック項目

保護者等数（児童数）25 回収数19
はい

どちらとも
いえない

割合

ご意見

いいえ

76％

ご意見を踏まえた対応

屋外活動・室内活動共に確保
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

されていると思います。
16

3

活動が難しいときは、外で活
動等させて頂き本人も気がま

環

ぎれて良いです。

境

適切に対応していただいてい ありがとうございます。専門

・
体

2 職員の配置数や専門性は適切であるか

ます。

19

職である保育士や児童指導員

制

女性の先生が多いので利用し の女性職員を多く配置してお

整

やすいです

備

段差等開設時より気を付け建

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

ります。

17

2

適切である

なされているか

築しておりますが、マット等
の段差があるため、常に注意
しております。
利用計画に沿ったまた、実現

子どもと保護者のニーズや課題が客観的
4 に分析された上で、放課後等デイサービ

子供の目標等に親目線でない 可能な計画を支援目線はもち
19

ところでサポートしてもらっ ろん、子供目線、保護者目線

ス計画が作成されているか

ています。

に寄り添った支援計画を今後
も作成させていただきます。

適

1週間の曜日行事は固定化させ

切

毎月色々な活動が予定されて

な
支
援

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

16

おり、嬉しく思います。

3

１か月の活動を利用日に本人

の

も楽しみにしています。

提

ていただいておりますが、内
容はその日の状況に応じ変更
させていただくこともありま
す。楽しい活動ができるよう
今後も続けてまいりたいと思
います。

供

現在は、他事業所等への交流
放課後児童クラブや児童館との交流や、
6 障がいのない子どもと活動する機会があ

1
2

15 （無記

るか

１）

知る範囲ではないように思い はないですが、同法人で2拠点
ますが、交流がなくてもデイ 目の放課後等デイが開設した
のお友達と仲良しならいいで ので今後は、他事業所児童と
す。

も交流できるような活動を
行ってまいります。

相談員さんと共に説明を受け
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

ています。
18

1

契約時や送迎時等、支援内容

送迎時に先生達みなさんが今 や計画案等、説明をさせてい
日の状況を詳しく教えてくれ ただいております。
ていつも安心しています。
利用日には必ずその日の様子
を報告してくれてますし、子

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
8 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

供にあったカリキュラムをし
18

1

ていただいています。
送迎時に先生達みなさんが今
日の状況を詳しく教えてくれ
ていつも安心しています。

その日にあった出来事や学校
での様子等を伝達する等、送
迎時に保護者に行っておりま
す。

チェック項目

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

はい

どちらとも
いえない

ご意見

いいえ

ご意見を踏まえた対応

先生と親との距離が近く感じ 今後もお気づきの点等ありま
16

3

られ好感が持てます。

したら、何なりとお申し付け
ください。
年に1度ではありますが、保護

出席されない親御さんがいて 者会を開催しております。お
横のつながりは微妙です。
保
護

父母の会の活動の支援や、保護者会等の
10 開催等により保護者同士の連携が支援さ

年に１度交流会があり行けな 席をいただいております。保
13

5

れているか

者

忙しい中、毎回半数以上の出

1 いときもありますが

護者会で初めてお会いする方

時々日程の中で開催されてい もいるようで、こういう機会

へ

て、いまだに参加できず…す がないと話しないとの声も多

の

みません。

数聞きます。今後も年に1度は
開催予定としております。

説
明

子どもや保護者からの苦情について、対

等

11

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

トラブルがあれば必ず報告し
14

5

合に迅速かつ適切に対応しているか

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

てくれますし、きちんと指導
もしてくれています。
丁寧に説明されている

その日にあったトラブル等、
送迎時報告しております。ま
た、管理者や児発管のほうか
ら連絡させていただき対応し
ております。

先生から直接情報等をいただ 送迎時等デイでの様子を簡潔
16

3

いていますがデイでの様子を にお伝えしたいと考えており
もう少し聞きたいです。

ます。

少し前までは活動写真をいた 1か月の様子を写真にしてお渡
だいていたのですが、最近も ししておりましたが、ここ数

定期的に会報やホームページ等で、活動
13

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

らえなくて少し寂しく思いま か月お渡しできておらず大変
13

6

す。

護者に対して発信しているか

くれている為、活動内容がわ 子を写真にしお渡ししたいと
かりやすいです。

14 個人情報に十分注意しているか

19

配慮されています。

緊急時の対応は、責任者の先
非
常
時

生に全てまかせています（親

緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
15 ル、感染症対応マニュアルを策定し、保

15

護者に周知・説明されているか

も同意しています）
保護者会の時に資料を配って
です。

の
応

4

くれているのでわかりやすい

等
対

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

申し訳ございません。今後

ホームぺージに写真を載せて は、今までのように1か月の様
考えております。
今後も個人情報取り扱いに注
意してまいります。

緊急時マニュアルを作成し、
風災害に備えまた、感染等の
研修を行っています。保護者
会での説明をさせてもらって
います。

年2回消防訓練を実施するほ
11

7 無記名１
行われています。

か

か、災害に備え紙芝居等を用
い活動に組み込んでいます。

とても楽しいみたいで毎回行
きたいと言ってます。
17 子どもは通所を楽しみにしているか

満
足
度

19

ありがとうございます。今後

行く日は楽しみで朝早くから も楽しい放課後等デイサービ
準備しています。（土＆祝

スを提供できるよう心掛けて

日）

まいります。

とても楽しみにしています。

満

チェック項目

はい

どちらとも
いえない

足

ご意見

いいえ

ご意見を踏まえた対応

小さいころからお世話になっ

度

ております。これからも頼り ありがとうございます。今後
18 事業所の支援に満足しているか

19

にしています。

も満足される放課後等デイ

満足です。

サービスを目指してまいりま

子供を大事にしていただいて す。
いるなと思います。

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。

