
公表：平成31年3月2日

事業所名　とことこ　　　　　　　　　　　

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

33 1 1
はい。
➔活動等のスペースがとても広
くていいと思います。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 33 1 1

はい。
➔一部の先生の負担が大きいの
が気になります。(こちらが頼
りすぎですが）
はい。
➔顔が見える関係にある
どちらとも。
➔ST、OT等療育の際に専門的
な先生が在籍しているかよくわ
からない。

・一部のスタッフに負担がかかり
すぎないように気をつけます。

・本事業所のスタッフは、大半が
資格取得者です。臨床心理士、臨
床発達心理士、学校心理士、柔道
整復師、保育士、公認心理師の資
格を持っています。また、児童指
導員に関しても、大学で心理学を
学び、今後心理系の資格取得を目
指すもののみです。

3
事業所の設備等は、事故防止や飛び出
し防止などの配慮が適切になされてい
るか

32 2 1

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

35

はい。
➔SSTに参加していた方から計
画が作成されていないと聞きま
す。
はい。
➔ニーズをしっかり理解してい
ただいて適切な計画が作成され
ていると思います。
はい。
➔保護者も半年に一回程度に計
画と評価を共有したい。

支援計画は利用者すべての方に作
成をしております。ただし、日ご
ろの保護者との面談の回数によ
り、利用者の方にそのような印象
の差を与えていたのかもしれませ
ん。
今後も日ごろの面談と共に、定期
的な計画・評価を行うことで、保
護者の皆さんと関係を築くいてい
きたいと思います。

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

28 2 5

わからない。
➔活動内容についての報告がな
いので把握していない。
はい。
➔工夫を凝らしたプログラムで
子どもも楽しんで活動させてい
ただきありがとうございます。
わからない。
➔まだ日が浅いため判断できま
せん。

定期的な面談や送迎時のやり取り
で日ごろの様子をお伝えしたり、
お便りでのプログラムの目的を伝
えるなどの取り組みを行っていま
す。
ただし、ご意見から十分ではない
と判断し、より一層保護者の方に
様子が伝わるよう、面談や送迎時
の顔の見えるやり取りを丁寧に
行っていきたいと思います。

　保護者等数（児童数）63　　回収数　35　　割合　55　　％
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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 わから
ない ご意見 ご意見を踏まえた対応

6
学校生活や地域生活での活動を見据え
た機会を療育の中で取り入れているか

26 4 5

わからない。
➔活動内容についての報告がな
いので把握していない。
わからない。
➔人的資源の限界を考えるとそ
こまで期待できないし求めるの
は酷である。

・情報のやり取りが十分できてい
ないようなので、面談を通じて顔
の見える関係を築いていきたいで
す。
・とことこでは、具体的な活動よ
りも、学校生活を過ごすための素
地を作ることに重点を置いていま
す。各活動には、心理学の考えを
ベースに人とのやり取りを丁寧に
行っています。「こうすればうま
くいく」という経験や「上手くい
かなかった」という経験、また、
それに伴う様々な気持ちの表現を
受け止め、本人に伝え返すこと
で、自分で気づき考える力の成長
を目指しています。

7
運営規程、利用者負担等について丁寧
な説明がなされたか

34 1

8
日頃から子どもの状況を保護者と伝え
合い、子どもの健康や発達の状況、課
題について共通理解ができているか

31 2 1 1

はい。
➔知ってくれている先生と伝
わっていない先生がいる感じが
します。
はい。
➔信頼できる関係にある。

事前事後の打ち合わせは行ってい
ますが、スタッフによって情報の
偏りがないように、全体で情報共
有をより丁寧に行っていけたらと
思います。

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

34 1

10
父母の会の活動の支援や、保護者会等
の開催等により学習機会や保護者同士
の交流が支援されているか

33 2

はい。
➔学習会や交流会、とても頑
張っていらしゃると思います。
わからない。
➔私用にてなかなか参加できて
いない。
はい。
➔支援組織や親の会、催しなど
を告知してくれる。

次年度も引き続き事業所内の保護
者会、学習会、地域の親の会の活
動との連携等行っていきます。

11

子どもや保護者からの相談や申入れに
ついて、対応の体制が整備されている
とともに、子どもや保護者に周知・説
明され、相談や申入れをした際に迅速
かつ適切に対応されているか

33 2
はい。
➔迅速に対応していただきあり
がたく思っております。

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

33 2

どちらとも。
➔SSTでは配慮されているが、
放課後デイはもう少し情報が欲
しい。
はい。
➔十分である。
どちらとも。
➔連絡帳があるが有効に活用で
きていない。

送迎時のやり取や定期的な面談を
通した顔の見える情報のやり取り
だけではなく、お便りやホーム
ページ等での情報発信なども行っ
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

13

定期的に会報やメール、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され
ているか

31 2 2

はい。
➔療育後にブリーフィングがあ
る。
どちらとも。
➔定期的にできてはいない

定期的に発信できるように努めま
す。

14
個人情報の取扱いに十分注意されてい
るか

29 5 1

はい。
➔利用前の面談は入り口のソ
ファーのところで行われていま
すが、送迎の人たちに話が聞こ
えるため、場所を変えたほうが
いいのでは…と思います。

ご意見ありがとうございます。場
所の確保や空間の工夫など検討
し、個人情報の取り扱いには気を
つけます。

15
緊急時対応、防犯、感染症対応などそ
の時々で保護者に周知・説明されてい
るか。

34 1

はい。
➔感染症対策時に対応がなされ
ていると感じた。
どちらとも。
➔メールでお知らせが来たが、
いつでも見れるようにホーム
ページに記載があればいざとい
う時に見やすい。

ご意見ありがとうございます。い
つでもホームページ上で確認でき
るようにします。

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

16 2 17

わからない。
➔まだ日が浅いため判断できま
せん。
わからない。
➔やっているかもしれません
が、子どもからは聞かないで
す。
わからない。
➔今までに訓練に参加したこと
がないのでわかりません。個別
で子どもの年齢的にも訓練がそ
こまで必要とも特に思ってませ
ん。

十分に伝わっていない現状から、
情報発信をしっかり行いたいと思
います。訓練の事前事後の様子の
報告などしっかりと情報発信して
いきたいと思います。

17 子どもは通所を楽しみにしているか 33 2

はい。
➔毎回とても楽しみにしており
ます。
どちらとも。
➔本人は元気よく通っているの
で問題ないと考える。
はい。
➔子どもに寄りそって頂き、と
ても良い時間を過ごさせていた
だいています。満
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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

18 事業所の支援に満足しているか 34 1

はい。
➔15時半スタートだと6時間目
の時間に間に合わないので、16
時から18時だと助かります。
はい。
➔とても満足しております。
はい。
➔親子共に、先生方を信頼して
いるので支えて頂いています。

個別、集団、SSTプログラム等、
療育の体制によって現状の時間帯
でしか対応できません。本人の課
題によって、プログラムを提案し
ますので、ご意見がありましたら
一緒に相談していきましょう。
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〇この「保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」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。


	放デ 集計結果（公表）

