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：令和 2 年 3 月 13 日
事業所名

放課後等デイサービスぱぴぷぺぽ
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確保さ

環
境
・
体
制
整
備

1 れているか

2 職員の配置数や専門性は適切であるか

保護者等数（児童数）23名 回収数 17名 割合 73％

はい

どちらとも
いえない

16名

1名

15名

2名

3 置などバリアフリー化の配慮が適切になされ 12名

5名

いいえ

・スタッフが多いのは安心
できますが、皆さんの名前
付き顔写真等があると嬉し
い。

・人員基準をしっかりと満た
した上での運営をしていま
す。顔写真は新年度に向け
て作成します！ご意見頂き
ありがとうございます。
・大きな事故を聞いたこと ・最低限の設備を整えていま
がないので安全かと思い すが、段差や階段が多いの
ます。
で手すりの設置を検討した
い。
・モニタリングの際に、私た ・今後も保護者様の意見を
ちの意見を聞いてくれるの 反映しつつ、スタッフ間での
で助かります。
会議をもとに作成していきま
す。
・平日の時間が限られてい ・今後も多くの体験を通し
るぶん、週末や長期休暇 て、成功体験を与えることを
の際には体験が充実して 目指したプログラムを構成し
いて楽しそうです。
ていきたいと思います。

ているか
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に
適
切
な
支
援
の
提
供

14名

3名

14名

3名

画*1が作成されているか
活動プログラム*2が固定化しないよう工夫さ

5 れているか

放課後児童クラブや児童館との交流や、障

6 がいのない子どもと活動する機会があるか

支援の内容、利用者負担等について丁寧な

7 説明がなされたか

12名

5名

16名

1名

16名

1名

14名

3名

11名

6名

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

保護者に対して面談や、育児に関する助言

9 等の支援が行われているか
保
護
者
へ
の
説
明
等

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れ
ているか
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
11 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
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達

12 のための配慮がなされているか

17名

16名

1名

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
13 関する自己評価の結果を子どもや保護者に 17名
対して発信しているか

14 個人情報に十分注意しているか
非
常
時
等
の
対
応

16名

1名

12名

4名

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

15 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
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
16 出、その他必要な訓練が行われているか

15名

2名

ご意見を踏まえた
対応

・トランポリンや勉強部屋 ・それぞれの個性に合わせ
等、限られたスペースで工 た空間を提供できるように工
夫されている。
夫しています。

事業所の設備等は、スロープや手すりの設

4 分析された上で、放課後等デイサービス計

ご意見

1名

・もっと交流が増えると嬉し ・現状、児童館等が平日しか
いです。
空いてないため下校後の交
流時間を確保することが難し
くなっています。今後は地域
の活動に参加しながら交流
していければと思います。
・契約時に説明されている ・契約時の説明は引き続き
ので問題ないと思う。
しっかりと実施し、保護者様
からの問い合わせがあった
際にはその都度説明してい
きたい。
・お便り帳を基本に、メー ・それぞれの個性に合わせ
ルやラインでも情報を頂け た空間を提供できるように工
るので助かる。
夫しています。
・
・最近は内容が重複してい 内容の重複はスタッフミー
ることもあるので、助言を ティングにて共有し、改善し
含め様子が知りたいです。 ていきたいと思います。貴重
なご意見ありがとうございま
す。
・現状でも満足している
・今後も引き続き、必要があ
が、遠慮せずにもっと専門 る際には面談や助言を続け
的な情報を頂けると尚良 ていきたいと思います。保護
い。
者様も、遠慮せずに困り事
・より専門的な助言がある があれば相談お願いしま
と嬉しいです。
す。
・今後は、
担当よりしっかりと専門的な
助言をしていきます。貴重な
ご意見ありがとうございま
す。
・勉強会がすごくよかった ・来年度以降は、勉強会、交
ので、もっと頻度を増やし 流会の回数も増やす予定な
てほしい。
ので多くの参加お待ちしてい
・今後の進学や就職などを ます。就職などに関しての情
含めた情報会なども希望し 報会も検討していきたいと思
ます。
います!!
・特に不満はないが、対処 ・振り返ってみると、児童の
方法などを細かく教えてほ 様子を中心にした報告だっ
しい。
たと思います。もっとその場
の状況や対処方法などを細
かくお伝えするように心がけ
ます。
・スタッフも気さくな感じで、 ・手話や筆談など、児童との
リクエストなどしやすい。
コミュニケーションのために
色んな勉強会に参加してい
ます。
・お便りやラインでもそうで ・特にブログは保護者の皆
すが、ブログでの子供たち 様に児童の様子が伝わりや
の情報がすごくわかりやす すいようにしています。今後
いので、今後も更新の頻度 も頻度を増やして、より伝わ
を増やしてほしい。
りやすいように取り組んでい
・写真や動画も含めて紹介 きたいと思います。
いただき、日々楽しみにし
ています。
・ブログなどでも、しっかり ・鍵付きのロッカーにて個人
と配慮されていると思う。 情報は管理している。ブログ
などに載せる際には、事前
に保護者様に承諾を得てい
ます。
・訓練をやっているのはよ ・各マニュアルは事業所にて
く聞きますが、具体的な内 保管しているので、モニタリ
容が知りたい。
ングの際などにお見せした
いと思います。
・訓練をやっているのはよ ・ブログにアップしているの
く聞きますが、具体的な内 で、アップした際には連絡帳
容が知りたい。
に記入します。

17 子どもは通所を楽しみにしているか

15名

2名

満
足
度

18 事業所の支援に満足しているか

16名

1名

・本人の居場所になってい
るため、とても助かってい
ます。今後ともよろしくお願
いします。
・様々な要望に対応いただ
き、ありがとうございます。
・満足しています。成長さ
せていただいて感謝です。
今後も充実した支援ができ
るように協力していきたい
です。
・日々、心に寄り添った支
援に感謝です。

・子供たちの居場所作りと、
「楽しい！」と思える環境づく
りをモットーに今後も取り組
んでいきたいと思います。

・現状に満足せずに、常に向
上心を持って精進していきた
いとー思います。

*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。子どもの障がい特性や課題、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。

